
楊帆（山形大学）

　初級日本語クラスにおける、日本語学習者 4名と日本人ティーチングアシスタント
（TA）3名の、6トピックをめぐる472分間の会話の録音データを分析した。971個の
誤用に対するTAの訂正と非訂正の実態を明らかにした。（1）全体的に訂正率が低く、
語彙的誤用への訂正と比べて、音声的誤用と統語的誤用への訂正は少なく、待遇表現
の誤用はない。（2）明示的訂正の使用は多く、誘導によって学習者自身に誤用を気づ
かせる訂正方法は少ない。（3）訂正の大多数は、話を遮断せず、コミュニケーション
の流れに沿った訂正であるが、音声的誤用の場合に、話に割り込んだ訂正率が高くな
る。（4）日本語学習者 4名とも、TAとの自然会話は非常に楽しく、話す達成感があ
るものの、誤用をあまり指摘されないから、勉強になった実感が薄いと考えている。

【 】：誤用訂正　ティーチングアシスタント　訂正対非訂正　訂正方法　訂
　正のタイミング

　第 2言語教育の分野で、学習者の誤用に対するフィードバック研究、特に誤用訂正
研究は数多くなされている。しかし、その中の大多数は日本語教師からの訂正で、非
教師の日本語母語話者からの訂正を分析し、研究したものは少ない。海外と比べて、
日本にいる学習者は、教室内に限らず、日常のコミュニケーションにおける日本語の
使用頻度が高く、彼らの日本語使用にフィードバックするのはもはや教師のみではな
く、周りの一般の母語話者も多くいる。学習者の日本語使用に対して非教師の母語話
者がどのようにフィードバックし、特にどのように訂正し、また、その訂正に対して
学習者がどのように受け止めているだろうか。これらのことを調べることは、コミュ
ニケーションの中での訂正の実態と、学習者の学習ニーズを把握するのに重要である。

　永山（1997）と齋木他（2000）は非教師の母語話者の訂正活動を取り上げている。
永山（1997）は、録音された日本語学習者と一般の母語話者の会話データを用いて、
母語話者のフィードバックのパターンと、学習者の repair 1）を分析した。学習者主導
型と母語話者主導型の視点で会話における学習者の repairを整理した結果、（1）学習
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者が自分の言いたいことを表現できないときに母語話者に働きかけていること、（2）
学習者が母語話者の発話を十分に理解できないときに明確化を求めて母語話者に働き
かけること、（3） 母語話者が学習者の発話を理解できないときに学習者に働きかける
ことの 3つのタイプを示した。母語話者のフィードバックには、明確化要求、言い換
え、メタ言語的なフィードバックが認められた。齋木他（2000）も同じ手法を用いて、
日本語学習者の日本語使用に対する母語話者のフィードバックを分析し、以下の結果
を示している。（1）母語話者は会話への参加、傾聴行為の表明を、話の進展に対する
フィードバック、つまり「相づち」で行う。（2）学習者の発言中、理解できない内容
があった場合、その発言に対しては補足説明の促しや、母語話者自らが行う繰り返し
や、言い直しによる確認を行う。（3）肯定的なフィードバックを用いることで会話を
楽しむための雰囲気を作り出している。また、一般の母語話者のフィードバックから、
教師のフィードバックとして、相づち、確認、問い返し、助言等を活用すれば、学習
者にとって有益なフィードバックを与える可能性が高いと考察している。
　両研究は、母語話者のフィードバックのパターンを示したが、永山（1997）はフィー
ドバックの種類に言及せず、単にデータから認められたフィードバックをまとめた。
齋木他（2000）におけるフィードバックは、会話の進展に対するフィードバック（相
づち）、内容に対するフィードバック（肯定的フィードバック、否定的フィードバッ
ク、理解が不十分な内容に対するフィードバック）、言語形式に対するフィードバッ
ク（繰り返し要求、誤り指摘・自己訂正促し、誤りのコメント・説明）の 3種類を含
む。つまり、学習者の話への母語話者の反応をすべてフィードバックとしてみなし、
訂正にフォーカスしたものではない。また、両研究のいずれも、学習者の誤用の量と
母語話者のフィードバックの量を論じておらず、誤用の種類、訂正のタイミングなど
のファクターを視野に入れていない。さらに、母語話者のフィードバックに対する学
習者の意識、特に「訂正」という観点から学習者の意識について調べていない。
　訂正に対する学習者の意識を取り上げた研究に、Cathcart & Olsen（1976）、那須
（1981）、大下・佐々木（1998）、楊（2005）、楊（2006a）、楊（2006b）、小寺（2008）、
楊（2010a）、楊（2010b）、楊（2011）などがある。これらはいずれも教師の訂正活動
にフォーカスしている。

　本研究は、これまであまり研究されていない、日本語学習者と非教師の母語話者の
会話における母語話者の誤用訂正の実態を、（1） 誤用の量と訂正の量、訂正方法、訂
正のタイミングの 3側面について分析し、（2） この 3側面と誤用の種類との関係を探
り、（3）母語話者の誤用訂正に対する学習者の意識を明らかにすることを目的とする。
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　A大学では、高度なビジネス日本語能力の養成と、日本企業への就職を最終ゴール
に設けている、修士課程の学習者を対象とするビジネス日本語教育コースがある。こ
のコースでは、入学の時点ですでに日本語能力試験N1 に合格し、高い日本語能力を
持っている学習者もいれば、来日したばかりで、少ししか日本語学習経験がない初級
レベルの学習者もいる。学習者のレベルに従ってクラス分けを行い、初級レベルの学
習者に対しては、週11コマ、実質16.5時間の基礎固めのための日本語集中教育を行っ
ている。教材については、主教材を『みんなの日本語Ⅰ本冊』にし、ほかに実物、絵、
写真、絵カード、自作プリント、インターネットから取ったリソースなど、さまざま
な補助教材を使用している。授業は14課の「て形」から開始している。教師のみの授
業の単調化を防ぎ、より多くの日本語母語話者の生な日本語を聞き、日本語母語話者
と自然なコミュニケーションが行えるように、授業では、同大学の理系の日本人の学
部生や大学院生をティーチングアシスタント（以下「TA」）として招き、学習者とあ
るトピックをめぐった自由会話練習を設けている。
　本研究は、上述の授業における学習者と、日本語教育に携わっていないTAの会話
データを扱っている。2009年 1月から 3月までのTAが参加する 6回の授業で、教師
は学習の内容と進度に合わせたその時期ならではのトピックを与え、中国人日本語学
習者 4人とTA3 人に平均30分くらい日本語で会話をするように指示した。主に学習者
とTAの 1対 1の形で会話させたが、2グループに分け、インフォメーションギャップ
を重視した情報交換・共有のためのグループワークも行った。TAにはトピックに従っ
て日本語で会話をすることのみ頼み、学習者の日本語使用にどのように対応するかに
ついては指示しなかった。会話のトピックは、「アルバイト」、「ホームステイ」、「教
育と受験」、「お正月の過ごし方」、「お正月の定番番組」、「就職活動」の 6つであった。
毎回の授業で録音したすべての学習者とTAの、計472分間の会話データを文字化し、
学習者の誤用とTAの訂正行動を分析した。
　全 6回の授業が終了後、文字化した会話データを学習者 4人に見せながら、半構造
化面接法を用いてインタビュー調査を行った。TAの訂正の量、訂正方法、訂正のタイ
ミングのそれぞれについて学習者の意識を調べた。1人ずつの調査時間は約 1時間か
ら 1時間半である。

　誤用については、筆者と日本語教育に従事している母語話者の 2人が一致して誤用
だと判断したものを扱い、（1）音声的誤用（清濁、長短、特殊拍、アクセント、イン
トネーションなど）、（2）統語的誤用（文型、助詞、用言の活用、テンス、アスペク
トなど）、（3）語彙的誤用（語彙の選択の間違いと未知語彙）、（4）待遇表現の誤用
（対人関係や文脈・場面など社会言語要素から逸脱と判定されるもの）の 4種類に分
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ける。誤用の回数については、TAが訂正を加えても誤用が繰り返される場合は、その
都度数える。1文の中で同じ誤用が繰り返された場合は、1つの誤用とみなす。
　訂正方法については、否定的フィードバック、つまり誤りを指摘する方法にフォー
カスして、Lyster and Ranta（1997）の分類に基づいて、（1）明示的訂正、（2）リキャ
スト、（3）明確化要求、（4）メタ言語的訂正、（5）誤用の繰り返し、（6）誘導の 6
種類とする。
　訂正のタイミングについては、話の流れを遮断するかどうかということを基準に、
学習者の話の一文の途中で割り込んで訂正をするかどうかによって、話に割り込んだ
訂正と話終了後の訂正に分ける。話の流れを遮断したかどうかの判断は、筆者と日本
語教育に従事している母語話者の 2人が一緒に行った。意見が分かれた場合は、日本
語母語話者である第三者の意見を尋ね、最終的に一致した結果に従い、分類を行った。

　472分間の会話データでは971例の誤用が見られた。表 1に示すように、統語的誤用
が370例（38.1%）、音声的誤用が316例（32.5%）、語彙的誤用が272例（28.0%）、待遇
表現の誤用が13例（1.3%）となっている。TAに訂正されたのは180例（18.5%）で、
訂正されなかったのは791例（81.5%）であり、後者が圧倒的に多いことがわかった。
　誤用の種類と訂正率の関連を見るためにχ2検定（独立性の検定）とともに、残差
分析2）を行った結果、1%水準で有意な関連が認められた（表 1を参照）。それぞれ
の誤用の訂正率について、語彙的誤用は52.2%、音声的誤用は28.9%、統語的誤用は
18.9%、待遇表現の誤用は0.0%であった。語彙的誤用の訂正のセルと、統語的誤用の
非訂正のセルは期待値より有意に多いことがわかった。つまり、ほかの誤用と比べて、
語彙的誤用に対する訂正は多く、統語的誤用に対する訂正は少ないことになる。

誤用 訂正 非訂正 合計

統語的誤用  34 （9.2）
－5.9

336 （90.8）
＋5.9 370 （100）

音声的誤用 52 （16.5）
－1.2

264 （33.4）
　 ＋1.2 316 （100）

語彙的誤用 94 （34.6）
＋8.0

178 （65.4）
－8.0 272 （100）

待遇表現の誤用 0 （0）
－1.7

13 （100）
＋1.7  13 （100）

合計  180 （18.5） 791 （81.5） 971 （100）

※ 各セルの 2行目の数値は残差を示す。　p<0.01, χ2=71.51, df= 3 , （ ）は%．
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　誤用の中で相対的に多く訂正されているのは語彙的誤用ということについて、以下
のことが関わっているのではないかと思われる。まず、ほかの誤用と比べて、コミュ
ニケーションの中で語彙的誤用は最も意味理解に支障をきたすため、意思疎通を図る
ために正しい語彙の使用に導く必要がある。次に、自然なコミュニケーションの流れ
の中で、正確な語彙の提示という内容面の修正は、文法や発音など形式にフォーカス
する訂正よりも容易に行えるだろう。また、日本語教育に関わりのない一般の母語話
者は、文法や発音などの言語形式面における誤用への許容度が高い。これについては、
すでにHadden（1991）、趙（1991）、Okumura（1995）から、語学教師は一般の母語話
者より誤用を厳しく評価するという知見が得られている。さらに、教室の中とはいえ、
同年齢の学習者との会話はコミュニケーションが目的で、学習者に日本語を教える目
的ではないため、特に形式面の誤用を指摘することをそもそも意識的に遠慮している
ことも考えられる。
　統語的誤用の訂正が少ないということについても、一般母語話者は学習者との会話
では、話の内容と意味に焦点を置き、形式上の文法の間違いを訂正しようと考える意
識が薄いのではないかと思われる。
　待遇表現の誤用については、そもそも発生する頻度が低く、それに対する訂正も13
例しかなく数が少ない。これは、聞き手として、自分に対する失礼な言い方を指摘す
ることは、直接話し手を否定してしまう恐れがあったからではないかと思われる。

　授業後、4人の学習者に対するインタビュー調査では、以下のことがわかった。来
日してまだ日が浅く、ほとんど日本人と長く話す機会がない学習者にとって、集中的
な日本語授業におけるTAとの会話活動は、生な日本語との接触機会となり、大変良
い話す練習になった。また、話すトピックは学習者の生活と密接に関係していること
や、日ごろの感心事であるため、興味深くしかも楽しく話すことができた。TAとの会
話活動における最も大きな収穫は何かについて尋ねたら、4人とも、「まだまだたどた
どしい日本語ではあるが、とにかくいっぱい話せ、しかも伝えようとしたことは大部
分伝わったようで、達成感がある」と答えた。
　TAの誤用訂正の多寡について尋ねたところ、学習者たちは特に「訂正された」とい
う実感が薄く、むしろ知らない語彙が出現したときや、語彙を間違えてしまったとき
に、TAに正しい語彙を教えられたり、意味を確認されたりした感覚だと述べた。訂
正への期待については、4人とも以下のように考えている。まだまだ日本語が苦手で、
話の中にたくさんの誤用があるはずなのに、あまり指摘されないと、どこがどのよう
に間違っていて、どのように正確に話すかがわからないまま話が終わってしまうため、
勉強になった実感が薄い。知らない語彙を教えてもらうだけではなく、発音と文法な
どの誤用も、もっと訂正してほしい。
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　このビジネス日本語教育コースを受講している 4人の学習者とも、2年間の博士前
期課程を修了後、日本企業に就職する予定で、高度なビジネス日本語能力を身につけ
ることを学習目標としている。入学してからの最初の 1学期は専門科目に十分につい
ていける力がまだ弱く、専門科目をあまり履修していないかわりに、集中的に日本語
教育を受けている。彼らにとっては、一日も早く日本語能力を上達させ、専門科目の
勉強と修士論文の仕上げをスムーズに実現することは急務である。そのため、日本語
学習意欲は非常に高く、正確な日本語を覚えるために、TAとの会話活動における誤用
をあまく看過してほしくなく、厳しく対応してほしいと思っていることが考えられる。

　971例の誤用のうち、180例がTAに訂正された。訂正方法は使用の多い順に、図 1
に示すように、明示的訂正が122例（67.8%）、誤用の繰り返しが35例（19.4%）、リ
キャストが14例（7.8%）、明確化要求が 7例（3.9%）、メタ言語的訂正が 2例（1.1%）
になっており、明示的訂正が圧倒的に多い。

　楊（2011）は、中国の大学の日本語教室における日本語非母語話者教師と母語話者
教師の訂正行動を分析した結果、訂正方法の中で明示的訂正が最も多く使用されてい
ることを明らかにした。本研究でも類似の結果が得られたことから、訂正方法の中で、
やはり明示的訂正はより与えやすいのではないかと推測できる。楊（2011）では、明
示的訂正のほか、教師は誘導という学習者自身に誤用に気付かせる方法も多く使用し
ていることから、TAの訂正方法は日本語教師ほどバリエーションが少なく、学習者自
身の気づきを促すストラテジーが欠けていることが窺える。
　誤用の種類と訂正方法の関連を見るためにχ2検定（独立性の検定）を行った結果、
両者の間に有意な関連が認められなかった。すなわち、ある種類の誤用に対して、あ
る訂正方法を有意に多く使用しているというような結果が見られなかった。しかし、

!"&("!



楊（2011）では、誤用の種類と教師の訂正方法との間に有意な関連が示されている。
具体的には、どの種類の誤用でも明示的訂正が最も多く使用されているが、統語的誤
用と語彙的誤用の場合は、誘導の使用が多く、明確化要求の使用が少ないのに対して、
音声的誤用の場合は、誘導の使用が少なく、明確化要求の使用が多いという逆の傾向
が示された。本研究では、TAの訂正方法の使用に誘導は 1例も見られず、明確化要求
もたったの 7例しか使用がないということ、また、誤用の種類と訂正方法の間に有意
な関連が見られないことから、教師と比べてTAの訂正方法は単調で、しかも誤用の
種類別に訂正方法を選択して使用するという意識があまりないと言えよう。

　誤用の分類と訂正方法の分類、定義などについて学習者に説明したうえ、どんな訂
正方法を好むか、また、誤用の種類によって好む訂正方法に違いがあるかどうかにつ
いて学習者 4人に尋ねた。1人の学習者は、特に考えたことがなく、誤用に対してす
べて明示的に教えてほしいと回答し、他 3人の学習者は、誤用の種類によって異なる
訂正方法を好むと回答した。まず、音声的誤用の場合は明示的訂正を好み、統語的誤
用の場合は誘導を好むということがわかった。その理由として、音声的誤用の場合は、
はっきりとどこがどう間違ったのかについて指摘されることによって、印象が深まり、
正確な発音が覚えられるというためである。一方、統語的誤用の場合は、TAからのヒ
ントや誘い出しによって、自分が考えてから正解を出すのは印象に残り、学習効果が
高いということである。次に、語彙的誤用については、一律にどの訂正方法を好むか
は言えず、具体的な使用状況によって好みに変化があるということがわかった。どの
語彙を使って表現すればよいか知らない、つまり語彙そのものを知らないときは直接
明示的に正確な語彙を教えてほしいが、語彙を間違えた場合は、誘導などの方法でヒ
ントを出してもらい、その間違いに気づいてから自ら正解を出したいと 3人の学習者
が述べていた。

　図 2に示すように、TAに訂正された
180例の誤用のうち、129例（71.7％）
は一文が完結した後、つまり話の終了
後の訂正で、51例（28.3％）は話の途
中に割り込んだ訂正である。
　楊（2010a）では、自由会話場面にお
ける学習者の誤用に対する教師の訂正
行動を分析した結果、半数近くの47.3%
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が話に割り込んだ訂正だということがわかった。このことから、たとえ同じ自由会話の
場面であっても、教師の訂正は学習者の発話を遮断することが多く、TAの訂正はよりコ
ミュニケーションの流れに沿っていると言えよう。
　誤用の種類と訂正のタイミングの関連を見るためにχ2検定（独立性の検定）とと
もに、残差分析を行った結果、5%水準で有意な関連が見られた。表 2に示すように、
音声的誤用に対する話に割り込んだ訂正のセルと、統語的誤用に対する話の終了後の
訂正のセルは、期待値より有意に多いことがわかった。
　楊（2010a）では、誤用の種類と教師の訂正のタイミングとの間に有意な関連が認め
られず、どの種類の誤用に対する訂正も、半数近くが話に割り込んだ訂正だという結
果が示されている。これについては以下のように考えている。言語専門家である教師
は、学習者の言語使用における誤用そのものに敏感である。しかも、普段よく学習者
と接していて、授業中のタスクの内容と目標、および学習者の誤用のパターンもよく
把握している。そのため、タスク遂行中の学習者の誤用に気付き、訂正する必要があ
ると判断したら、特に誤用の種類を問わず、直ちに訂正することは少なくない。一方、
言語専門家ではないTAは、教師ほど誤用に敏感ではないと思われる。しかも、学習
者との自由会話では、対等的な存在で、話の目的はコミュニケーションの達成である。
そのため、学習者の誤用にそれほど敏感に反応せず、訂正行動、特にコミュニケー
ションの流れを遮断し、話に割り込んだ訂正行動は少ない。

誤用 話の終了後の訂正 話に割り込んだ訂正 合計

語彙的誤用  70 （74.5）
＋0.9

24 （25.5）
－0.9  94 （100）

音声的誤用  29 （55.8）
－3.0

23 （44.2）
＋3.0  52 （100）

統語的誤用  30 （88.2）
＋2.4

 4 （11.8）
－2.4  34 （100）

合計 129 （71.7） 51 （28.3） 180 （100）

※ 各セルの2行目の数値は残差を示す。 p<0.05, χ2=11.43, df= 2 , （ ）は%.

　そのうえ、誤用の種類から考えれば、音声的誤用の場合、話が終結してから間違っ
た発音の部分に戻ってそれを思い出して訂正するより、間違った発音を聞いた瞬間の
訂正はしやすいし、学習者にもすぐに意識させることができるのではないかと思われ
る。これに対して、統語的誤用の場合は、学習者の話にあまりなれず、誤用のパター
ンもよく把握していないTAにとっては、話の最後まで聞かなければ、それは誤用か
どうか、どのようなタイプの誤用なのかについての判断はしにくいことが多い。その
ため、必然的に話に割り込んだ訂正より話の終了後の訂正が多くなるだろう。
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　例を挙げて訂正のタイミングについて学習者に説明した上で、訂正される場合、話
の終了後の訂正と、話に割り込んだ訂正のどちらを好むかについて 4人の学習者に尋
ねた。その結果、意味が通じない場合を除き、話の終了後の訂正を好むと全員が一致
した意見を述べた。コミュニケーションの中で、誤用があっても、話の流暢さを保持
したいので、できれば話が終わってから訂正してほしいという学習者たちの考えであ
る。また、1人の学習者は、発話の途中で遮断されると、もともと使用しようと思っ
た表現を忘れてしまう可能性があるとコメントしている。

　本研究では、日本語学習者との接触場面の自由会話におけるTAの訂正行動を、誤
用の量と訂正の量、訂正方法、訂正のタイミングの 3側面について分析し、また、こ
の 3側面と誤用の種類との関係を明らかにした。さらに、TAの誤用訂正に対する学習
者の意識を明らかにした。
　まず、訂正の量については、全体的に訂正が少なく、全誤用の18.5％しか訂正され
なかった。誤用の種類別に見ると、語彙的誤用の訂正は比較的に多いのに対して、音
声的誤用と統語的誤用への訂正は少なく、待遇表現の誤用の訂正はなかった。発音と
文法といった形式面の誤用へのTAの寛容や、対人関係への配慮が窺えた。一方、学
習者意識については、TAとの会話活動は教師だけの授業より、もっと多くの生な日本
語と接する機会となり、たくさん話したいことが話せたことによって、達成感がある
一方、勉強になるために、訂正してほしいと考えていることがわかった。
　次に、訂正方法については、TAは誤用の種類を問わず、明示的訂正を圧倒的に使用
し、訂正のバリエーションが少ない。また、誘導によって学習者自身に誤用に気付か
せるストラテジーが欠けている。一方、学習者は、誤用の種類によって異なる訂正方
法への選好を示している。具体的には、音声的誤用の場合は明示的訂正を好み、統語
的誤用の場合は誘導を好む。語彙的誤用については、未習語彙、未知語彙の場合は明
示的に正確な語彙を教えてほしいが、語彙を間違えた場合は、誘導などの方法でヒン
トを出してもらい、その間違いに気づいてから自ら正解を出したいと考えている。
　また、訂正のタイミングについては、TAの訂正の大多数は学習者の話を遮断せず、
コミュニケーションの流れに沿っている。ただし、音声的誤用が出現した場合や、意
味理解に支障をきたす誤用の場合は、話に割り込んだ訂正率が高くなる。一方、学習
者は、コミュニケーションにおける話の流暢さを保持したいので、意味が通じない場
合を除き、話の終了後に訂正してほしいと考えている。
　A大学の日本語集中コースにTAを導入し、学習者との会話練習活動の取り組みは、
学習者にとって、教師以外の日本語母語話者の生な日本語に接し、自由に話したいこ
とを話せる機会となり、流暢さを鍛える良い試みになっている。しかし、誤用訂正へ
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の学習者たちの高い期待度と、TAの実際の訂正行動との不一致も目立つものである。
TAとの会話練習活動自体は非常に学習者の学習ニーズに合っていて、学習を促す効果
があると考えられるが、その活動の中で、より学習者のニーズに合ったTAの訂正行動
があれば、より学習意欲を維持させ、学習効果を促進する可能性が大きいと思われる。
したがって、今後の類似した活動では、学習者のニーズを調査したうえで、教師がTA
に誤用訂正のあり方について指導することが考えられる。たとえば、訂正の量のコン
トロールや、誤用の種類に応じたバリエーションのある訂正方法の使用などを改善す
ることによって、学習者にとって従来以上に勉強になる授業の実現することができる。

　本研究で明らかになった学習者の誤用訂正への高い期待度は、学習者属性と大きく
関わっていると考える。前述のように、彼らは 2年間の博士前期課程を修了後、日本
企業に就職する予定で、高度なビジネス日本語能力を身につけることを学習目標とし
ているため、日本語学習意欲は非常に高く、正確な日本語を覚える意識は強い。学習
目標によって、日本語学習、および誤用訂正について異なる意識を抱いている学習者
もいるだろう。そのため、今後は異なる学習目標を持ち、異なる学習環境にいる学習
者をターゲットにして調査をする必要がある。また、本研究で対象にしている学習者
は 4人で、数的に少ないため、今後はさらに調査対象者を増やし、TAとの会話練習活
動における意識を探るべきである。

1） 永山（1997）では、「理解のトラブルを解消するための発話交換」を「repairの相
互作用」として定義している。

2）本論文における分析では、調整後の残差を用いている。
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