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概要

国内で日本研究を行う日本語学習者への古典日本語教育は先行研究も少なく，シラバ

スも確立していない。本研究では，国内で古典日本語文献を用いて研究を行う若手外

国人研究者への古典日本語学習支援の方法を探るためのケーススタディーとして，10

名の協力者のデータから古典日本語がどのように読まれているかを調査し，どのよう

な支援が可能かについて考察した。まず，発話思考法による古典文解釈調査を行い，

発話プロトコル及びフォローアップインタビューのデータから，文章理解における語

句の意味推測に用いられる既有知識を特定した。さらに，調査後に読解活動全体を振

り返ってもらい，読解活動をどのように把握しているかを聞き取った。これらを分析

した結果，現代日本語による読み替えを軸とした認知プロセスと，読解において現代

語日本語知識を重視していることが明らかになった。この結果から，国内における学

習支援の方法として，学習者の現代日本語知識を積極的に活用した支援方法を提案し

た。
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1．研究の背景

日本国内には，専門分野の研究活動において現代

語より前の古い日本語（以下，古典日本語1）で書か

* E-mail: makiyama814@yahoo.co.jp

1　これを指す用語としては，古語，文語，古典日本語，
classical Japanese，bungo等があるが，本稿では東京大学
教養学部国文・漢文部会（2007）に習い，古典日本語を
用いる。

れた文献の読解を必要とする外国人学習者2がいる。

中でも，本研究が対象とするのは，日本国内の研究

機関において古典日本語資料を用いた研究を行う若

手研究者（大学院生）たちである。彼らは，日本の

研究コミュニティーに所属し，教養としてではな

2　主に文学や歴史学等を専門とする日本研究者たちだ
が，他の分野でも古典日本語資料を扱うことがあり，潜
在的なニーズとして存在している。筆者の調査では，政
治学専攻で昭和初期の政府関係文書を参照する事例，法
学専攻で過去の条文を参照する事例等がある。
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く，研究資料として古典日本語文献を読むという古

典日本語学習について特殊な目的を持っている。こ

の特殊性に合った教育の必要性は，鈴木（1995），坂

内（2004）等において指摘されてきた。しかし，研究

はあまり進められておらず3，取り組むべき課題は多

い。留学生一般を対象にした授業実践は個別に報告4

があるが，教養としての古典紹介までを含めても数

は少なく，また国内教育機関で開発された入門用学

内教材5もいくつか存在するが，佐藤（2014）が指摘

するように体系的な教育を行う国内教育機関はわず

かで，シラバスも構築されていない。筆者は学生時

代にチューターとしてこのような学習者の学習補助

を行い，また近年は教師として国内大学院の古典日

本語や漢文のクラス担当を通し，教育に携わってき

た。そこでは，古典日本語未習者のみならず，既習

者からも古典日本語学習に関する困難の声を聞い

た。先行研究や既刊の教材からは，指導内容や教え

る側の工夫や気付きについて知ることはできるが，

学習者の視点からの情報は少ない。学習支援を考え

るにあたっては，彼らにとって古典日本語はどのよ

うなものでどのように学ばれていくのか，学習者の

実態を把握する記述的研究を多角的に進める必要が

ある。

2．先行研究と本研究の関連

2．1．日本研究を行う外国人学習者の古典日本語学習

海外おける学習支援は，日本研究の一環として教

育機関において体系化された教育の形で提供されて

きた（谷口，坂本，2013）。Shirane（2005），高（2006）， 

Kordzinska-Nawrocka（2013）等，各国語で書かれた

古典文法や読解の入門書が出版されている。この

3　立松（2000）に代表されるアメリカ・カナダ大学連合
日本研究センターの一連の研究がある。

4　過去の報告の全体像は串田（2015）に詳しい。

5　松岡（2001），足立（2003），佐藤，虫明，楊，小野，
押谷（2017）等。

ような教育を受けた学習者への聞き取り（山口，武

井，2015）では，初めて古典日本語を学習する段階

（以下，入門期）において，母語，またはコミュニ

ティーの共通語（英語等）による翻訳をベースに文

章の内容理解を行う教育法（以下，翻訳法）がとら

れる傾向が見られた6。一方，国内教育機関における

学習支援は，先行研究で見る限り，小規模で個別に

なされる傾向がある7。国内の先行研究で教育法を検

討したものは見つけられていないが，入門期の助動

詞の教授について検討したものに金山（2004），深沢

（2013）がある。これらは対象者や教育目標が異なる

ため同一に扱えないが，いずれも国語の古典教育に

おける教育内容が教授の前提であることがうかがわ

れる8。教育の場が日本で，学習者の日本語レベルが

高いことから，国内の教育現場では現代日本語を媒

介とした日本人への古典教育と内容や方法が近い教

育法（以下，国語教育準拠法）がとられていると推測

される9。また，この他にも教育機関での教育を受け

ずに，独学や原典講読を行う学生主催の勉強会への

出席，チューターによる個別支援等を通して教師不

在の学習を行う者がいる（山口，野原，2016）。国内

で日本研究を行う日本語学習者への支援現場では，

このような多様な背景を持つ者が混在している。

6　本研究と並行して行った海外教育機関で古典日本語
授業を担当する教師へのアンケート調査（42大学）で
は，この段階の授業で，古典文法の学習，または古典文
法の学習と短い文学的文章の読解が行われることが多
い。また，古典日本語文章を理解するのに最も重要な活
動は何かという質問では，品詞分解（35％）に次いで母
語共通語の翻訳作成（33％）があげられた一方，現代語
の翻訳作成は5％であり，母語，共通語翻訳重視の傾向
が確認された。

7　注4参照。

8　前掲の足立（2003）も同様である。なお，副島（2003）
のように，用言の活用形の教え方を国文法の枠組みでは
なく，日本語教育文法の枠組みで教える実践を行ったも
のもある。

9　国内で教育を受けた者への聞き取りからも同様の情
報を（高校生向け教科書・文法書を用いた，受験参考書
を用いた等）聞き取っている。
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2．2．第2言語学習者の認知過程を踏まえた教育の

必要性

柏崎（2010）は，より良い教育のためには，その対

象である学習者の心理を知ることが不可欠であると

する。そして，言語の理解，産出過程のメカニズム

にかかわる心理の認知的側面に目を向け，学習者の

内部で言語にかかわる情報がどのように処理されて

いるのか，認知機能に属する言語の処理過程を検討

する必要性を指摘している。この点について，現代

語を対象とした研究は行われてきているが，古典日

本語を対象とした研究は管見では行われていない。

2．2．1．読解におけるボトムアップ処理

第2言語学習者の読解は，文脈全体の知識に基づ

いたトップダウン処理と感覚入力のデータ処理から

始まり，個々の語や表現から個々の文の理解，さら

に個々の文から全体を統合して文章を理解するボト

ムアップ処理を組み合わせた複雑な過程である（甲

田，2009）。第2言語読解における未知語の意味推測

について述べた山方（2007）は，初級の学習者にとっ

て身近で，利用しやすく，実際に使用しているのは

ボトムアップの推測方法であるとし，L2習熟度が

低い学習者が，未知語そのものに焦点を当て，その

情報や知識から意味を導き出す推測方法を最も良く

使用していることを指摘している。筆者の経験に照

らしても，入門クラスに出席している学習者10が読

解の際に，コンテキスト等を利用するトップダウン

処理よりも，語や句ごとに意味の理解・推測を行う

よりボトムアップ的な処理に時間をかける様子はし

ばしば観察されている。古典日本語文中の語句の意

味推測の点から翻訳法と国語教育準拠法を比較する

10　「入門」という名称のクラスであったが，学習歴に
関係なく，読解能力が研究遂行に不十分であると認識し
ている（自分は初級レベルだ，基礎の定着が不十分だと
認識している）学習者が参加していた。古典日本語学習
におけるレベル分けの基準は，今後の検討課題の一つで
ある。

と，前者は個別の表現の処理過程で母語，共通語の

知識を，後者は現代日本語の知識を理解・推測の情

報源として用いることを促す方法で，性質が異なる

と言える。実際に個別の表現の意味はどのように理

解・推測されているのだろうか。学習支援を考える

にあたっては，この点を明らかにする必要がある。

3．目的と研究課題

本研究では，国内の研究機関において日本研究を

行う日本語学習者（以下，学習者）への古典日本語学

習支援の方法を探るために，古典日本語がどのよう

に読まれているかを，10名の協力者のデータについ

てケーススタディーとして調査し，どのような支援

が可能かについて考察する。まず，古典日本語文解

釈調査を行い，語句の意味推測の過程において，個

別の語や表現の理解・推測の情報源として用いられ

る既有知識の実態，及び，その背景にある読解活動

に対する認識を明らかにする。具体的には，文中に

現れる個別の表現の意味を理解・推測する際にどの

ような思考が行われるかに焦点を当て，その情報源

となる知識と解釈が形作られていく過程，及びその

思考の背景にある読解活動にかかわる認識について

記述する。そして，この結果をもとに多様な背景を

持つ学習者が集まる国内の教育機関における支援に

ついて考察・提案を行う。

実際問題として，本研究の対象となる学習者はそ

れほど多くなく，数量的な分析を用いるほどのサン

プル数にはなっていない。しかし，この調査でもそ

れぞれ異なった背景を持つ学習者間でかなりの程度

一致した傾向が見えた。ケーススタディーとしての

観察ではあるが，共通して見られる点を分析するこ

とによって，ある程度このタイプの学習者の傾向を

予測できるものと考える。

4．調査

古典日本語文の解釈過程を調査する方法として発
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話思考法を採用した。発話思考法とは，「課題遂行

中の被験者自身の意識状態を声に出して言わせそれ

を記録する方法」（中島，ほか，1994，p. 696）であり，

思考過程や思考内容等の認知的反応に関する情報を

得るための方法として知られている。古典日本語文

解釈という複雑な認知過程を把握するためには，心

の中の活動をその活動が生起すると同時にその場で

協力者に語ってもらう方法が適切であると判断し

た。ただし，心的活動のすべてが言語化され，語ら

れる訳ではない点でこの方法で得られたデータには

限界があり，また，思考を発話するという活動が協

力者に負担になることが指摘されている（海保，原

田，1993）。よって，本調査では，課題終了後にフォ

ローアップインタビューを実施し，協力者作成のメ

モ，録画映像を用いて協力者の内省を促しつつ，言

語化されなかった情報の収集を行った。分析には発

話プロトコル，フォローアップインタビューのデー

タ，協力者作成のメモをもとに行い，録画映像，調

査実施者の観察メモを補助的に用いた。

4．1．予備調査

事前に予備調査として，外国人日本研究者5名を

対象に発話思考法による古典日本語文解釈調査を

行った。ここでは，個別の表現の意味の理解・推測

を行う際に，現代日本語，古典文法・古典日本語語

彙，個人の専門分野や母語に関係する既有知識を情

報源として用いる様子が観察された。また，未知語

を無視して読み飛ばす様子も観察された。協力者と

調査者は，日ごろから交流があり，ラポールが形成

されている。調査はリラックスした雰囲気を心掛け

た。実際の調査過程では5秒以上の沈黙や言いよど

みが複数回観察された。その場合は「今何を考えて

いますか」と控えめに発話を促したが，発話が出て

こない場面があった。この間にも思考は行われてい

ると考えられるため，本調査では，語られなかった

情報にも注意を向け，フォローアップインタビュー

において，意味の理解・推測に用いた既有知識を単

語ごとに確認する作業を詳細に行うこととした。

4．2．調査期間・対象者

調査は，2017年7月～11月にかけて都内で実施し

た。協力者は，2014年4月～2017年3月にかけて筆

者が国内の人文社会系大学院で担当した大学院生

以上を対象とする超上級レベルの日本語クラス（文

学，資料読解）の在籍者から募った。そして，古典日

本語資料の読解経験が2年以上の者を対象とした。

これは，協力者が学習の初期段階にある場合，課題

文を読み，理解する活動が十分に行えない可能性が

考えられるためである。加えて，入門期の学習形態

が実際の読解に与えている影響についても観察でき

ると考えた。また，国内支援現場における学習者の

多様な実態を考慮し，協力者の国籍や専門，入門期

の学習形態ができるだけ偏らないように配慮した。

協力者は，将来的に教育・研究の道に進むことを志

している若手外国人研究者10名で，調査時点で国

内大学院に在籍，または研究滞在中である。古典日

本語入門期の学習形態は a．母語／英語媒介の翻訳

法による教育，b．現代語媒介の国語教育準拠法によ

る教育，c．書籍を用いての独学，d．母国の勉強会に

おける原典資料の直接講読であった。協力者は，日

頃から筆者と交流がある研究者で，ラポールが形成

されている者である。表1に協力者の概要と古典日

本語学習についての簡単なプロフィールを示す。な

お，学習歴は初めて学習した時を基準に算出しても

らった。
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表1．調査協力者の概要

国籍／第1言語 専門分野 身分 現代日本語学習歴 古典日本語学習歴 学習形態*

Aさん イギリス／英語 歴史学 研究生 5年 2年 b

Bさん 韓国／韓国語 歴史学 修士課程 15年 6年 d

Cさん アメリカ／英語 比較文化 修士課程 13年 3年 a

Dさん 中国／中国語 日本語学 修士課程 10年 2年 a

Eさん 中国／中国語 日本語学 修士課程 6年 3年 b

Fさん 韓国／韓国語 宗教学 博士課程 10年 5年 d

Gさん 中国／中国語 日本文学 博士課程 8年 6年 a

Hさん 中国／中国語 美学 博士課程 15年 2年 c

Iさん エストニア／エストニア語 比較文学 研究生 7年 3年 a

Jさん 韓国／韓国語 日本文学 博士課程 19年 6年 c

*a．母語／英語媒介の翻訳法による教育．b．現代語媒介の国語教育準拠法による教育．c．書籍を用いての独学．d．母
国の勉強会における原典資料の直接講読．

【古典日本語学習に関するプロフィール】［　］は，研究に用いる主な資料と文体。

協力者A：母国の大学院で日本語，日本学を専攻後，

来日し，大学の補講的なクラスで高校生向け書

籍を用いて古典日本語を学ぶ。［近世歴史資料，

候文］

協力者B：現代日本語は独学で習得。母国の大学で

歴史学を専攻し，古典日本語は学生主催の勉強

会で漢文史料を読み，慣れることで学んだ。［中

世歴史資料，日本漢文］

協力者C：母国の大学で日本学を専攻し，現代日本

語，古典日本語（母語による少人数クラスでの

文法学習と平安文学読解）を学ぶ。［中世学術史

料，和漢混淆文］

協力者D：母国の大学で日本語を専攻し，その課程

で文法を中心に母語による講義形式で古典日本

語を学ぶ。［古代～現代日本語資料全般］

協力者E：母国の大学院で日本語を専攻。来日後大

学の補講的なクラスで高校生向け書籍を用いて

古典日本語を学ぶ。［古代～現代日本語資料全

般］

協力者F：母国の大学で宗教学を専攻。古典日本語

は母国の勉強会で和漢混淆文資料を読み，慣れ

ることで学んだ。［近世歴史史料］

協力者G：母国の大学で日本文学を専攻し，その課

程で文法を中心に母語による講義形式で古典日

本語を学ぶ。［近代文学作品，文語文］

協力者H：母国の大学院で美学を専攻。現代日本語

は独学で習得。古典日本語は書籍やインター

ネットを用い，研究資料を自力で解読しながら

学ぶ。［中世絵画史料，漢文］

協力者 I： 母国の大学院で日本学を専攻し，その課

程で文法を中心に母語による講義形式で古典日

本語を学ぶ。［近代文学作品，文語文］

協力者 J：母国の大学院で日本文学を専攻。現代日本

語は独学で習得。古典日本語は来日後，高校生

向け参考書を用いて独学で学ぶ。［中古・中世文

学作品，和文］
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4．3．課題

文体の異なる下記二つの課題文11を解釈しても

らった。課題を読む順番が解釈に与える影響を考慮

して，A～Eには竹取物語→方丈記の順で，F～ Jに

は方丈記→竹取物語の順で課題に取り組んでもらっ

た。課題文はともに高校の古典教科書で採用されて

いるもので，調査シートはこれをもとに作成12した。

フォローアップインタビューは，それぞれ文章の解

釈終了ごとに行った。緊張感のない状態で解釈に集

中できるようにするために，制限時間を設けなかっ

た。また，個別の表現の意味を理解・推測する過程

を調査することが目的であるため，辞書類の使用は

不可とした。以下に課題文を示す。

課題文①『竹取物語』より「天の羽衣」の一部（75単

語 13）

子
ね

の時ばかりに，家のあたり，昼の明さにも過ぎ

て，光たり。望
もちづき

月の明さを十
とを

合わせたるばかりにて，

在る人の毛の穴さへ見ゆるほどなり。大空より，人，

雲に乗りて下り来て，土より五尺ばかり上がりたる

ほどに立ち連ねたり。内
うちそと

外なる人の心ども，物にお

そはるるやうにて，あひ戦はむ心もなかりけり。

課題文②『方丈記』より「安元の大火」の一部（53単

語）

いにし安元三年四
うづ き

月二十八日かとよ。風激しく

11　古典日本語文章の文体の全体像は，和文脈と漢文脈
を両極に配置してそのグラデーションによって描かれ
る（古田島，2013）。和文脈と漢文脈の文体的特徴は異な
るため，国語古典教育，海外の教科書で取り上げられ
ている入門文献の中から「和文脈の色彩」が濃いものと
「漢文脈の色彩」が濃いものを取り上げた。

12　調査シートは，A4の紙に課題文が印刷されたもの
で，課題文①（竹取物語）と課題文②（方丈記）の合計2
枚である。課題文の表記はふりがなも含め高校国語科の
教科書（竹取物語：『国語総合古典編』東京書籍，方丈
記：『精選古典』大修館）に従った。

13　単語の認定は国立国語研究所（2019）を参考にした。

吹きて，静かならざりし夜
よ

，戌
いぬ

の時ばかり，都の

東
たつみ

南より火いできて，西
いぬゐ

北に至る。果てには朱
すざくもん

雀門，

大
だいごく

極殿
でん

，大
だいがくれう

学寮，民
みんぶ

部省
しょう

などまで移りて，一
いちや

夜のう

ちに塵
ぢんくわい

芥となりにき。火
ほ

もとは，樋
ひぐちとみの

口富小
こう じ

路とかや。

4．4．手続き

思考を発話するという特殊な行為を行うため，協

力者にリラックスして参加してもらえるよう配慮し

た。場所は協力者の所属大学の日頃使用している教

室とし，調査者と協力者2名で個別に実施した。10

分程度の雑談の後，以下の手順で調査を行った。

1．調査の目的と方法の説明：古典日本語の文章を

解釈している過程で，何を考えてどのように文

章を理解しようとしているのか，どのように個

別の表現の意味を理解・推測しているのかを調

査していることを伝えた。解釈中に頭に浮かん

だことをできるだけ声に出して欲しいこと，発

話は何語でも構わないことを伝えた。また，録

画，録音について必要性を説明し，承諾を得た。

2．思考を発話する練習（3題）：海保，原田（1993）

の計算問題と筆者が用意した計算問題，漢字に

関する簡単なクイズに取り組んだ。

3．解釈の開始：課題文が印刷された調査シートと

メモ用紙を配布した。教示は，次のように行っ

た。「これからやっていただく調査は，古典日本

語の文章を読む時にどのようなことを考えなが

ら読んでいるのかを調べるためのものです。短

い文章を読んでもらいますが，その時に考えて

いることは全部声に出しながら，読んでくださ

い。話す言葉は何語でもかまいません。メモ用

紙は自由に使ってください。調査シートにメモ

をしてもかまいません。時間に制限はありませ

ん。書かれている内容がわかった，解釈ができ

たと思った時点で，教えてください。質問があ

りますか。」

4．協力者の音声は ICレコーダーで録音した。ま

た許可が得られた協力者については，解釈中の
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様子を録画した。調査実施者は協力者と同じ部

屋で，協力者の視界に入らない位置から解釈過

程を観察した。事前に作成した記録用シート

（本文を単語ごとに区切ったもの）を手元に用

意し，調査中に個別の意味の理解・推測にかか

わる具体的な発話があった個所，及び解釈に時

間がかかっている，または悩んでいる様子が確

認された個所を発話内容と共に記録した。協力

者が沈黙している場合には，「今何を考えてい

ますか」と控えめに声がけを行い，発話を促し

た。

5．解釈終了後に課題文を印刷した調査シート，メ

モ用紙を協力者から回収し，これらに残された

協力者のメモ及び筆記跡が残されている部分を

確認し，記録用シートに転記した。この記録用

シートをもとにフォローアップインタビューを

行った。インタビューでは，必要に応じて，録

画映像や録音した音声を参照しつつ，古典日本

語文の個別の表現等の入力情報の意味を理解・

推測する際の情報源となった知識について確

認，聞き取りを行った。また，特に発話やメモ

が残されていなかった部分14についても，この

段階でどのように意味を理解・推測したかを単

語レベルで詳細に確認し，記録用シートに記録

した。

6．全ての課題が終了した後，全体を通して解釈

の際にどのような点が難しかったか，二つの文

章を比較してどう感じたか，自らがとった読解

法についてどのように考えているかについて聞

き取りを行い，読解活動全体についての認識に

かかわるデータを収集した。緩やかな半構造化

インタビューの形式を採用し，読解活動を振り

返っての感想をできるだけ自由に語ってもらえ

るよう配慮した。

14　例えば，本文をそのまま読み上げている部分や短い
沈黙を経て後続部分の解釈に移ってしまった個所等が
該当する。

4．5．データと分析方法

語句の意味推測の情報源となる既有知識の分析に

用いたデータは，発話思考法で収集した発話プロト

コル（文字化したもの），録画映像，調査シート及

びメモ用紙に残されたメモ，及びフォローアップイ

ンタビューのデータ（文字化したもの）である。発

話中に現れた日本語以外の言語については発話者本

人に確認と翻訳を依頼した。一つの課題文の解釈に

かかった時間は5～30分，一つの課題文のフォロー

アップインタビューにかかった時間は20～40分で

ある。また，読解活動に関する認識の分析には，読

解活動についての全体的な振り返りに関する聞き取

りのデータを用いた。聞き取りにかかった時間は10

～20分である。

4．5．1．語句の意味推測の情報源となる既有知識に

関するデータの分析方法

語句の意味推測の情報源となる既有知識に関する

データの確認と整理は，以下のように行った。調査

終了後，文字化した発話プロトコルをもとに入力情

報の意味を理解・推測する際に用いられた既有知識

に関する具体的なデータ15（例．原文の単語「いにし」

に対して現代語の「いにしえ」が発話された）を調

べ，単語ごとに整理する作業を行った。その際，発

話プロトコルだけでは十分なデータが得られない個

所には，フォローアップインタビュー時に採集した

データを用いて単語ごとに情報を補充した。プロト

コルデータ，記録用シートに残された情報を全体的

に見直し，確認する作業を経て，最終的に全ての単

語について意味の理解・推測にかかわる個別のデー

タを統合・集約した。どのような既有知識がもとに

なって理解・推測が行われているかという観点から

15　調査では本文の解釈に直接関係しないものも観察
されている（例．協力者は寿司の「穴子」が好物で，「穴」
という漢字を見るといつも寿司ネタの穴子が想起され
る）。このようなデータはこの段階で整理し，本文解釈
に直接かかわる情報のみをまとめた。
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これらのデータをグルーピングをし，単語カテゴ

リーとしてまとめ，数量的分析を行い，語句の意味

推測にかかわる全体的な傾向を分析した。

4．5．2．読解についての認識に関するデータの分析

方法

課題終了後のインタビューにおける読解活動の全

体的な認識にかかわる部分は，質的なデータを記述

的に整理する目的に適するとされるKJ法（川喜田，

2017）を参考にして整理し，数量的分析からは明ら

かにならない協力者個々の認識を分析した。文字化

したデータを意味単位ごとに分割し，協力者が読解

に対しどのような認識を持っていたかという観点か

ら概念化を行い，名前を付けた。これらの概念をボ

トムアップ的な手法でカテゴリー化し，サブ・カテ

ゴリーを生成した。さらにこれらをメイン・カテゴ

リーにまとめるというボトムアップ的な手法により

カテゴリー化を進めた。

5．結果

5．1．語句の意味推測の情報源となる既有知識と解

釈過程

4．5．1．の手順で集められた単語ごとのデータ

を，意味の推測・理解の情報源となる既有知識の種

類によってグルーピングした。予備調査で確認され

た，①現代語知識（現代日本語の知識），②古典語知

識（古典文法，古典日本語語彙の知識），③専門知

識（時代背景や作品背景に関する専門分野の知識），

④母語知識（母語に関する知識）の4つに焦点を置

き，データを分類していった。①現代語知識に関す

るデータの分類過程で，漢字表記からの直接的な理

解・推測に焦点化した情報（熟語の中の一つの漢字

に焦点を当て熟語全体の意味を推測する等）や，現

代日本語語彙として漢語をとらえるのではなく漢字

からの直接的な推測（日本語の語彙としての知識は

ないが，漢字表記そのものから意味を推測できる

等）を漢字表記からの理解・推測に特化したものと

して別立てにし，⑤漢字知識とした。さらに，これ

らに分類されない日常生活から得た知識をもとにし

た情報を⑥生活知識とした。また，未知語について

既有知識による理解・推測をほとんど行わず，読み

飛ばす様子も確認された。これを⑦読み飛ばしとし

てカテゴリー化した。結果，各単語の意味の理解・

推測の情報源として用いられた既有知識は①～⑥の

6つがあることがわかった。各カテゴリーの定義と

プロトコルの例を以下に示す。対応関係を見やすく

するために，プロトコル例における原文に相当する

部分に下線を引いた。（ ）内は筆者による補足を示

す。

①現代語知識：意味の理解・推測の際に現代日本語

の知識を用いる。

例．いにしっていうのは，これはいにしえか

らのあれなんだろうな。いにしえからみたい

な意味なんだろうな。（B）

「いにし」の意味を「いにしえ」から推測している。

「いにしえ」は古典語の「いにしへ」ともとれるが，

Bはこれを現代語であると認識していた16。このよう

な，現在も使用されている語の判断は協力者の認識

によった。

②古典日本語知識：意味の理解・推測の際に，入門

期教育で学習した古典日本語（古典文法，語彙）に関

する知識を用いる。

例．たたかはむ，はむ？む，むは推量かな？

意志？戦おう，戦いましょう（A）

「む」を推量，意志の助動詞「む」と認識し，最終

的に意志の意味で解釈している。

③専門知識利用：専門分野の研究活動を通して得た

知識を用いて意味を理解・推測する。

例．安元三年？あ，これ○○（協力者の研究

16　古典語の「いにしへ」は未知語であった。Bはこれ
に出会う前に現代語で書かれた小説や随筆等で「いにし
え」に出会っており，「昔っていう言葉の古っぽい，かっ
こいい言い方」と認識していた。なお，協力者A，Jも同
様の認識を示した。
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テーマ），専門とも関係あるんで，年を覚えて

ます。（B）

歴史学専攻の協力者による発話である。専門の知

識を利用して意味の理解を図っている。

④母語知識：意味の理解・推測の際に母語の知識を

用いる。

例．毛の穴，毛の穴，毛の穴，んー，roots of 

the hair.（A）

「毛の穴」という語の意味を考える過程で母語が

発話されている。この部分についてフォローアップ

インタビューでAは，意味が理解できなかったから

英語で考えたと述べた。

⑤漢字知識：意味の理解・推測の際に漢字の知識を

用いる。

例．朱雀門，大極殿，大学寮，なんか…建物？

知らない。門とか殿とか。大きい建物。（I）

「門」や「殿」という単漢字から，これらが大きい

建物であることを推測している。

⑥生活知識：意味の理解・推測の際に日本での日常

生活から得た知識を用いる。

例．樋口富小路，あ，京都？の道の名前です

ね。（F）

協力者は過去に京都に住んでいたことがあり，そ

の知識をもとに推測している。

년 는

인가 인가 언젠가

바람이 세게 부니까

조용하지 않다

図1．方丈記の一部に対応するJさんの発話プロトコルと単語カテゴリーの種類のサン
プル：斜字体は本文中の単語，下線部は単語カテゴリーの判断基準となった発話，その
下に該当する単語カテゴリー名を示す。発話中の（ ）は発話者による翻訳を示す。［原
文］いにし安元三年，四月二八日かとよ。風激しく吹きて静かならざりし夜…．

*このような，現代語への単純な置き換えとも受け取られる部分は，フォローアップイ
ンタビューで，どのような既有知識を情報源として意味を理解・推測したか確認した。
# 助動詞「し」（過去の助動詞「き」の連体形）を認識せずに読み飛ばしている。フォロー
アップインタビューでは Jはこれについて，見えてはいたが考えなかったと述べた。
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⑦読み飛ばし：その単語の存在が意識されない，ま

たはその単語は文章理解に大きな影響はないと判断

し，意味の理解・推測を行わない。

例．うー，わからない。もやもやです。でも

次に行きます。（H）

課題文①の「十合わせ」についての発話である。イ

ンタビューでHは「最初読んだ時わからなくて気に

なったけど，あと（文章の続き）読んだら全体わかっ

ちゃったからもういいかなって。やめちゃった。」と

語り，意味の理解・推測を行わなかったことを述べ

た。

図1に方丈記の一部に対応する発話プロトコル，

単語カテゴリーの種類をサンプルとして示す。

このように，文頭から個別の表現についての意味

の理解・推測が単語，文節，連文節単位で現代語知

識に基づく現代語への読み替えを中心に解釈が行わ

れる様子が観察された。

5．1．1．単語カテゴリー占有率

既有知識利用の全体的な傾向を観察するために，

これらの単語カテゴリーについて，それぞれのカテ

ゴリーに属する単語の各文章全体に占める割合（以

下，「単語カテゴリー占有率」）を算出17した（表2）。

単語カテゴリー占有率は，それぞれの作品について

「各単語カテゴリーの出現数／各作品の総単語数」

で算出した割合（％）である。

データ数は少ないが，どちらの文章も明らかに現

代日本語知識の使用が多い。二つの文章で，単語カ

テゴリー占有率に差があるのかを単語カテゴリーご

とに数量的に分析してみると，以下のようになっ

た。

17　算出に当たり，中国語母語話者の漢字知識につい
ては明らかに中国語の知識による処理が行われている
と判断できた場合（中国語の語彙や慣用表現等を考え
た，漢字の日本語読みは全く想起されず簡体字や中国語
の発音が想起された，等）は母語知識としてカウントし
た。それ以外（簡体字が想起されると同時に日本語読み
が想起された，中国語でも分かり同時に日本語でもわ
かった，等）の場合は漢字知識と母語知識それぞれに0.5
ポイントずつカウントした。なお，韓国語母語話者につ
いてもこれに準じた処理を行った。

表2.　各文章における各単語カテゴリー占有率（％）

文章 協力者
単語カテゴリー

①現代語 ②古典語 ③専門 ④母語 ⑤漢字 ⑥生活 ⑦読み飛ばし
竹取物語
（75単語）

A 76.7 12.0 6.7 3.3 0.0 0.0 1.3
B 80.7 12.0 5.3 0.0 0.7 0.0 1.3
C 76.0 16.0 0.0 0.0 4.0 1.3 2.7
D 72.7 14.7 4.7 6.7 1.3 0.0 0.0

E 68.7 9.3 4.0 8.7 2.7 0.0 6.7
F 80.0 12.0 4.0 3.3 0.7 0.0 0.0
G 72.0 9.3 0.0 11.3 11.3 0.0 5.3
H 74.7 2.7 2.0 8.7 8.7 0.0 10.7
I 74.7 10.7 0.0 0.0 2.7 0.0 12.0
J 73.3 18.7 5.3 0.0 2.7 0.0 0.0

方丈記
（53単語）

A 75.5 7.5 13.2 0.0 1.9 1.9 0.0
B 68.9 3.8 19.8 0.0 5.7 1.9 0.0
C 69.8 5.7 5.7 0.0 12.3 2.8 3.8
D 63.2 11.3 5.7 15.1 2.8 1.9 0.0
E 49.1 16.0 5.7 15.1 4.7 1.9 7.5
F 62.3 13.2 9.4 12.3 0.0 1.9 0.9
G 63.2 6.6 0.0 21.7 21.7 1.9 5.7
H 69.8 0.0 0.9 16.0 16.0 1.9 8.5
I 63.2 4.7 0.0 0.0 11.3 1.9 18.9
J 48.1 22.6 13.2 0.0 14.2 1.9 0.0
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表2の占有率についてノンパラメトリックを仮

定した対応のある2群の比較としてウィルコクソ

ンの符号付き順位検定（Wilcoxon signed-rank test）

を用いて検定し，更に検定の多重性を考慮して

Bonferroni法により有意確率の調整を行った。なお，

有意確率は正確有意確率で計算を行い，検定は両側

検定（Two-tailed）で行った。統計的検定の有意水準

は0.05とした。二つの文章における検定の結果を表

3に示す。

有意差が確認されたのは，現代語知識利用，生活

知識利用，漢字知識利用であった。①現代語知識利

用については，方丈記群と比べて竹取物語群の方が

現代語知識の占有率が有意に高かった（p=0.014）。

⑤漢字知識利用については，竹取物語群と比べて方

丈記群の方が漢字知識の占有率が有意に高かった

（p=0.027）。そして，⑥生活知識利用については，

竹取物語群と比べて方丈記群の方が生活知識の占有

率が有意に高かった（p=0.014）。また，②古典語知

識利用，③専門知識利用，④母語知識利用，⑦読み

飛ばしについては竹取物語群と方丈記群で，占有率

に差があるとは言えなかった（p=1.000，p=0.164，

p=0.438，p=1.000）。

以上の分析から，竹取物語においてより現代語知

識が利用されていることがわかった。現代語知識利

用と漢字知識利用についての有意差の結果には，竹

取物語が和文，方丈記が和漢混淆文であるという各

文章の文体的特性が関係している可能性が考えられ

る。また，方丈記においてより漢字知識，生活知

識が利用されていることがわかった。竹取物語に

は「家」，「人」といった日本語学習者にも理解しや

すい現代日本語と同形の一般的な語が多かったのに

対し，方丈記には実在した街の「民部省」，「樋口富

小路」といった固有の名称があったことの影響が考

えられる。インタビューでGは「樋口富小路」につ

いて「ちょっと止まって，何かな。考えました。」と

し，「上野広小路」という駅名からこれを地名である

と推測していた。現代語による単純な読み替えから

一歩踏み込んだ推測を行う必要が生じ，日常生活で

出会う固有名称に関する既有知識が活性化された可

能性が考えられる。

5．1．2．現代語読み替え方式

5．1．1．の分析から，個別の表現の意味を理解・推

測する過程では，どちらの文章も現代語知識が最も

多く用いられていることがわかった。このような現

代語による読み替え（以下，「現代語読み替え方式」）

を，協力者Aの発話プロトコルを元に課題文（原文）

と解釈の対応関係の図式化を試みた（図2）。適宜助

詞を補いながら現代語による解釈を作り上げている

様子が確認できる。

全体を通して発話中に母語が現れた箇所は，語句

の意味の理解・推測に母語の知識を用いる場面，解

釈を考えている思考過程（「これは何だろう」に当た

る発話等）にとどまり，古典日本語を現代日本語に

読み替える形がベースで，現代語で対応できない部

分に他の知識を利用し，現代日本語によって全体の

解釈を作り出していく様子が観察された。

表3．2つの文章における各単語カテゴリーの占有率の比較の結果
単語カテゴリー 竹取物語群（n=10） 方丈記群（n=10） p value

①現代語知識利用  74.7 （68.7 - 80.7）  63.2 （48.1 - 75.5） 0.014*
②古典語知識利用  12.0 （2.7 - 18.7）  7.1 （0.0 - 22.6） 1.000
③専門知識利用  4.0 （0.0 - 6.7）  5.7 （0.0 - 19.8） 0.164
④母語知識利用  3.3 （0.0 - 11.3）  6.2 （0.0 - 21.7） 0.438
⑤漢字知識利用  2.7 （0.0 - 11.3）  8.5 （0.0 - 21.7） 0.027*
⑥生活知識利用  0.0 （0.0 - 1.3）  1.9 （1.9 - 2.8） 0.014*
⑦読み飛ばし  2.0 （0.0 - 12.0）  2.4 （0.0 - 18.9） 1.000

（ ）内の数値は（最小値 -最大値）を示す。* p < 0.05 with Bonferroni adjustment.
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5．2．協力者の読解活動に対する認識

読解活動に対する認識を分析した結果，47のカテ

ゴリー，12のサブ・カテゴリー，3つのメイン・カテ

ゴリーが生成された（表4）。

発話例を挙げつつ各カテゴリーを説明する。発話

例中の（　）は筆者による補足，[　]は協力者名を示

す。

5．2．1．文章の記述，内容に対する印象についての

認識

（A）文章の記述，内容に対する印象のカテゴリー

には「1.文章の文法・単語・表記についての印象」，

「2.文章のストーリーについての印象」，「3.文章と

自分の専門分野との関連についての印象」，「4.文章

の描写方法についての印象」の4つのサブ・カテゴ

リーがある。

「1. 文章の文法・単語・表記についての印象」の発

話例は「こっちのほう（竹取物語）は文法のほうも複

雑。」[E]等である。単語や文法の難易についての印

象が語られた。

「2. 文章のストーリーについての印象」の発話例

は「（竹取物語は架空の話だが方丈記の話題である）

火事はどこがやけたのか，どれぐらいの人が死んだ

のか，これは想像できますよね。」[D]等である。文

章のストーリーについての印象が語られた。

「3. 文章と専門分野との関連についての印象」の

発話例は「こっち（竹取）がいつも読んでる文章に近

い気がする。」[ J ]等である。研究で読み慣れている

文章の文体との類似性に関する指摘や，文章の内容

と研究テーマとの関連についての指摘があった。

「4. 文章の描写方法についての印象」の発話例は

「事実，それをどういうふうに説明するかだと思う

んですけど，時，場所，事件。（方丈記は）そういう

のがそのまま書いてある。」[F]等である。それぞれ

の文章の描写方法についての印象が語られた。

以上の点は，文章の読みやすさについての印象を

反映している。表5に文章ごとに内訳を整理した。

「1. 文章の文法・単語・表記についての印象」カテ

ゴリーでは，方丈記はプラス評価，竹取物語はマイ

ナス評価にかかわる指摘が多くあった。中でも表記

にかかわる部分は対照的な結果となっている。方丈

記については「漢字が多い，というか名詞の形とか

動詞も，漢字で書いてある方が理解しやすいってい

のがあるんですよね。」[F]等のように漢字表記が読

み手の理解を助けていることが指摘された一方，竹

取物語については「全部漢字だったら迷いなく後ろ

へ読みますが，でも，こういうふうな表記（ひらが

なが連続する表記）がよくあります。一部だけ漢字

とか。ひらがなが並んでくると難しく感じる。」[C]

のようなひらがなの連続が読み手に困難を感じさせ

ることがうかがわれる指摘があった。単語や文法の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

  

図2．現代語読み替え方式による古典日本語文解釈プロセス：中段は原文，丸枠内は原文に対応する発話プロト
コル，下段は解釈，矢印は原文と解釈の対応を示す。
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表4．カテゴリーリスト *

メイン・カテゴリー サブ・カテゴリー カテゴリー 指摘者数
（A）文章の記述，内容
に対する印象

1.文章の文法・単語・
表記についての印象

易しい単語が用いられている（竹取） 1
難しい単語が用いられている（竹取） 2
難しい単語が用いられている（方丈） 1
易しい文法が用いられている（方丈） 1
難しい文法が用いられている（竹取） 1
現代語と似ている文法が用いられている（方丈） 2
文構造が単純である（方丈） 2
ひらがなが多用されている（竹取） 5
漢字・漢語が多用されている（方丈） 9
基本的な助動詞が多く用いられている（竹取） 2
誤読可能性が高い助動詞が多く用いられている（方丈） 1

2.文章のストーリー
についての印象

ストーリーが非現実的である（竹取） 4
事実・現実について書かれている（方丈） 3
読み手の想像力を必要とする展開になっている（竹取） 2
自分の経験と重なる内容がかかれている（方丈） 4

3.文章と専門分野と
の関連についての印
象

竹取物語のほうが読み慣れた文体である（竹取） 1
自分の専門と近い内容である（方丈） 1
自分の専門と近い内容である（竹取） 1

4.文章の描写方法に
ついての印象

文学的な表現が用いられている（竹取） 1
比喩が多用されている（竹取） 1
描写が丁寧である（竹取） 1
情報伝達が目的のさっぱりとした書き方である（方丈） 3

（B）読解の際に感じる
理解・推測の限界

5.ひらがな表記によ
る混乱

文法的切れ目の推測ができない 7
どのような漢字が当たるかわからない 9

6.古典語と現代語の
対応関係に起因する
理解・推測の限界

漢字の歴史的な読み方が現代語と乖離している 7
古典語に対応する現代語に確信が持てない 5
現代語による推測の限界を感じる 10

7.古典日本語文特有
の性質に起因する理
解・推測の限界

古典語助動詞だとわかっても，その意味が思い出せないため確
かな解釈ができない

2

主語が明示されていないため文意が取れない 4
時代背景，文化の知識不足から十分なイメージができない 2

（C）古典日本語文読解
の方法に対する認識

8.漢字への注目 漢字が先に目に入ってしまう 4
漢字への警戒 4
日本語の語彙としてわからなかったら個別の漢字から意味を推
測する

9

9.現代語重視 現代語を読むような感覚で読む 10
現代語との類似性・非類似性を意識して読む 4
現代語の知識を使って読むと速い 3
現代語でわかるところだけで理解の大枠を作る 4
あえて母語を介在させないで読む 4
母語は出てこない 2

10.古典文法知識活用
個所の予見

意味がわからないところは古典文法を疑う 5
ひらがなの部分は古典文法を意識する 1
文末に集中して古典文法を意識する 4

11.読解経験から得た
技術の利用

できるだけ情景をイメージする 4
重要ではないところを読み飛ばす 6
時間，場所，登場人物の確認 2
わからないところは文脈で理解しようとする 2

12.最終段階での母語
知識の利用

難しいところは母語の対訳を考え理解しようとする 3
最後に母語に訳して最終チェックをする 1

*カテゴリー中の（　）内は，指摘があった作品名を示す。
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難易に関する評価は意見が分かれた。

「2. 文章のストーリーについての印象」カテゴ

リーでは，方丈記は全てがプラス評価で，竹取物語

は全てがマイナス評価であった。「現実的じゃない，

それもあると思うんですよね。ただ読んだだけで昔

の話だってだけなら，今読んでも理解ができるけ

ど，このぐらいまで行くと。明るさ10倍。雲に乗っ

て，とかこの部分からはやっぱり文学的テキストか

なっていうのがやっぱりあって。」[F]のように，竹

取物語の架空のストーリーがわかりにくいとする指

摘が多くあった。「物語は何でも起こる可能性があ

る」[D]ところにストーリー把握の難しさがあるよ

うだ。これに対し，方丈記については「その情景（火

事）が前より（竹取物語の月に帰る話より）ずっと考

えやすいから。」[E]のように，事実が話題であるた

め，自分の経験や知識からストーリーが想像できる

ことが指摘された。

「3. 文章と専門分野との関連についての印象」カ

テゴリーでは，協力者の専門分野に関係するプラス

の指摘があった。仏教絵画を専攻するHは，竹取物

語について「私の場合なんかこれ見て，また美術を

考えちゃって。仏とか降りてくるとき来迎図という

のがあって，仏とか菩薩とか，なんとなくそんな感

じになっちゃって。イメージがすごくわいた。」と述

べた。一方，歴史学を専攻しているBは，「研究テー

マなので江戸時代の公家の教育。それはもともと，

大学寮は公家の教育機関だから。この年に焼け落ち

たって（知っていたからそれに関する記述かと思っ

た）。」と述べ，方丈記にプラスの評価を示した。ま

た，研究で読み慣れている資料と文体が近いという

点で，竹取物語にプラスの評価があった。内容・文

体に対する印象は，専門分野の影響を受けることが

うかがわれた。

「4. 文章の描写方法についての印象」カテゴリー

では，方丈記は事実を飾らずに簡潔に書く書き方に

ついてプラス評価があった。一方竹取物語はマイナ

ス評価にかかわる指摘が多くあった。「こっちのほ

う（方丈記）が叙述的ではなくて，基本的に事実の

ことを結構簡単にさっぱりと書くという書き方。こ

ちらのほう（竹取物語）が描写するということなの

で，意味を通してわかるのはこっち（方丈記）がた

やすいかな。」[B]等である。また，竹取物語につい

表5．文章の記述，内容に対する印象についての認識カテゴリーの内訳
竹取物語 方丈記

サブ・カテゴリー カテゴリー 指摘者数 カテゴリー 指摘者数
1.文章の文法・単語・
表記についての印象

易しい単語が用いられている（+） 1 易しい文法が用いられている（+） 1
基本的な助動詞が多く用いられて
いる（+）

2 現代語と似ている文法が用いられて
いる（+）

2

ひらがなが多用されている（-） 5 漢字・漢語が多用されている（+） 9
難しい文法が用いられている（-） 1 文構造が単純である（+） 2
難しい単語が用いられている（-） 1 難しい単語が用いられている（-） 1

誤読可能性が高い助動詞が多く用い
られている（-）

1

2.文章のストーリー
についての印象

ストーリーが非現実的である（-） 4 事実・現実について書かれている
（+）

3

3.文章と自分の専門
分野との関連につい
ての印象

読み手の想像力を必要とする展開
になっている（-）

2 自分の経験と重なる内容がかかれて
いる（+）

4

読み慣れた文体である（+） 1 自分の専門と近い内容である（+） 1
自分の専門と近い内容である（+） 1

4.文章の描写方法に
ついての印象

文学的な表現が用いられている
（-）

1 情報伝達が目的のさっぱりとした書
き方である（+）

3

比喩が多用されている（-） 1
描写が丁寧である（+） 1

*表中の（+）は肯定的評価，（-）は否定的評価を示す。
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ては「光とか説明するところは比喩的なところが結

構あって，人の毛の穴が見えるとかそういう説明が

あって。［中略］こういう状況，想像しないとわから

ない。」[F]のような比喩表現が理解しにくいとする

指摘があった。ただし，「これ（竹取物語）は見てて

描写が丁寧なのですぐイメージできる。天から降り

てくる人とか。」[J]のように竹取物語の丁寧な描写

がわかりやすいという指摘もあった。全体的には，

事実を装飾のない文章で記述する方丈記のほうが読

みやすさの点で肯定的に評価されていた。

総合すると，竹取物語はプラス評価にかかわる

カテゴリーは5つ，マイナス評価にかかわるカテゴ

リーは7つであった。そして，方丈記はプラス評価

にかかわるカテゴリーは8つ，マイナス評価にかか

わるカテゴリーは2つであった。方丈記のほうが読

みやすさの点で肯定的に評価できる要素が多いと

言える。また，協力者に「どちらの文章がわかりや

すかったですか」と全体の印象について尋ねたとこ

ろ，10名中9名が方丈記のほうがわかりやすいとし

た。竹取物語を選んだ1名（ J）は理由として研究で

読む資料に似ているからとした。全体的に，方丈記

のほうがわかりやすいという印象が持たれたよう

だ。

5．2．2．読解の際に感じる理解・推測の限界

（B）読解の際に感じる理解・推測の限界のカテゴ

リーには，「5. ひらがな表記による混乱」，「6. 古典語

と現代語の対応関係に起因する理解・推測の限界」，

「7. 古典日本語文特有の性質に起因する理解・推測

の限界」の3つのサブ・カテゴリーが含まれる。

「5. ひらがな表記による混乱」の発話例は「ひらが

なの区切りは，最初はあんまり詳しく（文法的な）

区切りをしなかったので，どういう意味？って全然

わからない。漢字のほうは区切り，すぐにわかりま

す。 これ（ひらがな表記の部分）は，えっと，どれ

とどれ？一つの言葉はどこまで？って分析しなけれ

ばわかりません。」[E]のような文法的な切れ目の推

測が難しいという発話や，「例えばここ（竹取物語の

一部）は難しかった。ものにおそはるる，最初は恐

るだと思ってたんですが，でも，襲うだと思って。」

[C]のようなひらがなにどのような漢字が当たるか

わからず悩んだという発話があった。表記がひらが

なであることによる混乱が指摘された。

「6. 古典語と現代語の対応関係に起因する理解・

推測の限界」の発話例は，「（「西
いぬゐ

北」について）ふり

がな読んだので場所の名前だと思った。方向でした

ね。」[A]のような歴史的な読み方を示したふりがな

とその漢字の現代語での読み方の乖離に対する戸惑

いを示す発話や，「立連ねたり，（この言葉は）現代

日本語にもあるかもしれませんがちょっとわからな

い。（この部分は現代語の）立つで，（でも）つらねが

…。」[I]のような，語の一部分は理解できても全体

は理解できないという，現代語からの推測の限界を

指摘する発話があった。また，「かとよ，あんまりわ

からなかったけど『か』があるから，それと確定で

きないって意味かな，でもそれも変だなあって思っ

て。」[H]のような古典語に対応する現代語の予想は

ついても確証が持てない迷いを示す発話があった。

古典語の意味を現代語の知識を用いて推測・理解し

ようとすることの限界が指摘された。

「7. 古典日本語文特有の性質に起因する理解・推

測の限界」の発話例は「そういう（助動詞の意味に関

する）確かな記憶がしっかりしていたら，その知識

をもっと使います。今日は確かな記憶がないので。」

[D]のような，古典日本語文特有の助動詞の知識が

不完全であるため，意味が確定できないことに関す

る指摘や，「一番難しかった悩んだところはたぶん

ここ。この主語は何かわからなかった。」（A）のよう

な主語が明示されていないため行為主体が把握でき

なかったことを示す発話があった。また，「イメー

ジできないんですよ。朱雀門は都のおっきな門だけ

ど，すぐにはわかんない。（門の実際の姿が）思い浮

かばないです。」[J]のような朱雀門が都の門である

ことまではわかっても，門そのものの外観や町の中

での様子がはっきりとイメージできないといった，

時代背景や文化についての知識不足から十分なイ
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メージが得られないことについて限界を示す指摘が

あった。古典日本語文特有の性質に起因する理解・

推測の限界が指摘された。

彼らの発話から，現代には存在しない言葉や文化

を理解しようとする際の基軸は現代にあることがわ

かる。そして，現代の視点から古典日本語文の内容

を理解しようとする際に生じる限界を彼ら自身が認

識していることがわかる。

5．2．3．古典日本語文読解の方法に対する認識

（C）古典日本語文読解の方法に対する認識カテゴ

リーには，「8.漢字への注目」，「9.現代語重視」，「10.

古典文法知識活用個所の予見」，「11.読解経験から

得た技術の利用」，「12.最終段階での母語知識の使

用」の5つのサブ・カテゴリーが含まれる。

「8.漢字への注目」の発話例は，「文章を最初に

わっと見たら，まず漢字。」[H]のような，漢字だけ

が先に目に入ってきてしまうことが中国語を母語と

する協力者たちによって指摘された。しかし，同時

に「漢字を見て，日本語の意味は中国語と通じるか

もしれない。でも通じるかもしれませんが必ずしも

正しいとは限らないので，前後の文脈を読んで（確

認します）。」[D]のような中国語の意味にとらわれ

て意味把握を誤ることがないよう注意するという漢

字への警戒を示す発話も共通して確認され18，漢語

に対する慎重な姿勢がうかがわれた。また，「（望月

という語を知らないが）最初の漢字がなくても意味

がわかる。月。」[I]のように，日本語の語彙としてわ

からない場合に個別の漢字に注目して意味を推測す

ることが指摘された。古典日本語文理解における漢

字への注目が語られた。

「9.現代語重視」の発話例は「（現代語と古典語で

18　本調査に並行し，古典日本語資料読解経験がない
中国人研究者（N1取得者：社会学専攻）2名と韓国人研
究者（N1取得者：文化学専攻）を対象に同じ調査を行っ
た。結果，前者には漢字表記への慎重な姿勢は観察され
ず，漢字だけを追って意味を取っていく，漢字表記に強
く依存した形が観察された。また後者は，漢字だけに注
目して読む読み方は観察されなかった。

細かい違いはあるが）でも結局現代日本語と思って

（読解にあたる）。」[B]のような，古典語を大きく「日

本語」としてとらえ，現代日本語を読むような感覚

で読むという認識が語られた。また「（古典語の意味

が）現代語からどれほど距離があるのかっていうそ

れを考えながら，これは（現代語と意味が）どのぐ

らい違うかなって（把握しながら読んでいく）。」[F]

のような，現代語と古典語の類似性，非類似性を相

対的に意識しながら読む読み方について指摘があっ

た。さらに「私は（古典語を読む時はいつも）絶対現

代日本語が（頭の中に）出てくる。古典日本語から

現代日本語に訳す。（この方法は理解が）速いです。」

[E]のような，現代語知識を利用して読んだ場合の

処理スピードの速さについて指摘があった。また，

「（現代日本語で）わかる部分を必死に考えて。前の

分からない部分とつなげて，つながるように。」[E]

のような現代語知識でわかるところだけで理解の大

枠を作る作業が行われていることも語られた。さら

に，「（古典語を読む時は）英語（母語）あまり考え

ないようにします。」[A]のような母語を介在させな

いで読む方法を意識的にとっていることも複数指摘

があった。このような方法を取る理由についてDは

「私が重視しているのはこの（現代日本語と古典日

本語の）つながりです。わたしからみれば，現代中

国語（母語）と古典日本語のつながりは私にとって

意味がないんです。」と述べ，古典語と現代語を連続

させてとらえることにこそ意味があるという認識が

示された。また「これ（二つの課題文）読んでいる時

は，全然（頭の中に英語が想起されることが）なかっ

たですね。」[C]のような，翻訳法で学んだにもかか

わらず自らの読解活動に母語が出てこなかったこと

について意外性を述べる発話もあった。翻訳法によ

る学習をした協力者のうち中国語以外の言語を母語

とする協力者のC，Iはともにこのような指摘をし

た。その理由を尋ねたところ，「（翻訳法で習った）で

も，（考えてみれば日本語を解読するのに）ヨーロッ

パの言語は全然役に立たない。」[I]と述べ，これが

自然であろうとの認識が示された。彼らが現代語の
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知識を重視し，活用していることが語られた。

「10. 古典文法知識活用個所の予見」の発話例は

「（現代語のように読んで）理解できないところは古

典の文法を使おうって。［中略］理解できる部分は全

然古典の文法考えない。で，なかなか難しいなって

思うと，ここはきっと古典の文法だと思って。で，

なんか，必死に考えて。」[ J ]のような，現代語によ

る読み替えで意味がとりにくい部分に古典文法を

使ってみるという指摘や，「漢字がないところは（古

典文法の助動詞の知識を）使うことになると思いま

す。」[C]のようなひらがな表記の所で古典文法を使

うという指摘，さらに「それは（古典文法の助動詞の

知識を使うのは）ほとんどそのような語尾（文末）の

所。」[C]のように文末に現れる助動詞を意識して読

むことが指摘された。彼らの発話から，古典文法の

知識としては主に助動詞の知識が理解過程において

中心的なものと位置づけられており，その知識を用

いる場所に予測がたてられていることがわかった。

「11. 読解経験から得た技術の利用」の発話例は

「日本語もわかったけど頭の中で同時に（情景を）イ

メージする。」[A]のような，できるだけ情景をイ

メージをしながら読む方法についての指摘や，「こ

れは何だろうなって思わなかったわけじゃないけ

ど，ほかの部分で理解できたからもういいかなって

（読み飛ばす）。重要じゃないかなって。」[H]のよう

な重要性を判断して，重要ではない部分は深入りせ

ずに読み飛ばす方法が指摘された。また，「まずは時

間が出てきて，あ，また物語かなと。時間，場所，

人物とかそういう流れで読んでみた。」[E]のように

ストーリーを追うために時間，場所，登場人物に注

目する読み方について指摘があった。さらに「（望月

という語がわからず，漢字表記から何らかの月であ

ると理解したが）なんとなく文脈で理解して満月か

なって。すごく明るいってことで，満月かなっと。」

[J]のように，完璧には把握できなかった言葉や表現

の意味を文脈を用いて補おうとするストラテジーに

ついても語られた19。読解経験から得た技術を古典

日本語読解にも使用していることがうかがわれた。

「12. 最終段階での母語知識の利用」の発話例は

「難しいところ見ると英語で何かなと思って（対応

する表現を考えた）。」[A]のような，現代語や古典

文法の知識で補いきれないところについて母語で対

訳を考え理解しようとするという発話や，「最後に

3段階で（読解の最終段階の仕上げとして），韓国語

に読んでいきました。読んだら，現代日本語でやっ

た時，理解した時に間違えたことに気付いて。」[J]

のような現代日本語で解釈した後，仕上げとして母

国語に翻訳をし，チェックをするという指摘もあっ

た。このような指摘は Jだけであったが，Jは「完璧

な解釈」を作り上げなければいけない場合に，現代

語で理解した後，母語に翻訳し，日本語で表現され

ることを韓国語で表現するとどうなるかを確認する

と述べた。「普段はここまでしない」と述べ，目的に

よる読解法の使い分けがうかがわれた。母語知識は

最終的な段階でわからない意味の推測や全体の確認

に用いられていることがわかった。

読解の認識の分析から，現代語知識を重視し，漢

字に注目する読み方が確認された。また，母語知識

や古典文法の知識は限定的に用いられていることが

示された。

6．考察・提案

語句の意味推測と読解に対する認識について協力

者に共通して見られた傾向をまとめ，国内で研究を

行う学習者への教室における支援について考察，提

案を行う。

19　本研究は語句の意味推測に焦点を当てているが，こ
れ以外にも文脈を用いたトップダウンストラテジーの
利用は調査過程でストーリー展開の確認や主語認定等
について観察されている。
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6．1．古典日本語文理解における語句の意味推測の

傾向

5．1．の分析から，古典日本語文読解における語句

の意味推測においては，現代語知識，古典語知識，

専門知識，母語知識，生活知識，漢字知識の6つの

既有知識が情報源となっていることが明らかになっ

た。このデータで見る範囲では明らかに，どちらの

文章も現代語知識が多く利用されていることがわか

り，現代語によって解釈の全体像を形作る現代語読

み替え方式の実態が明らかになった（5．1．1．）。こ

れは，5．2．で全ての協力者が示した，古典日本語

文を「現代日本語を読むような感覚で読む」という

認識と一致する。また，現代語読み替え方式のプロ

セスを示した図2では，現代日本語知識で対応でき

ない部分に他の既有知識を利用する様子が確認され

たが，これは「現代語による推測の限界」の認識と

つながる。協力者によって取られているこのような

方法は，海外の伝統的な古典日本語教育の方法から

見ると異質なものである。翻訳法で学んだ学習形態

aの協力者からは，これが自然である，このように

読むべきである，という認識が示されていた（5．2．

3．）ことから，協力者の中で現代日本語で古典日本

語を解釈することの重要性が認識された結果，どこ

かの段階で翻訳法からの切り替えが行われたと推測

される。また，ひらがなの連続がかえって意味推測

を阻害しており，漢字の使用が古典日本語の意味推

測を助けるという認識が共通して示されていた（5．

2．1．）。漢字圏学習者だけではなく，非漢字圏学習

者にとっても漢字は語句の意味推測において重要な

意味を持つと言える。

6．2．学習者の視点から考えたわかりやすい文章と

教材選定

現代語知識と漢字知識の利用に関する数量的分析

では，文章によって差が見られ，現代語知識は竹取

物語のほうが，漢字知識は方丈記のほうが有意に高

い結果となっていた。そして二つの文章を比べた場

合，方丈記のほうが読みやすいという印象が持たれ

ていた（5．2．1．）。これは，現代語知識を多く用い

る文章が単純に読みやすい訳ではないことを示して

いる。和文の竹取物語は小学校の国語科教科書で採

用20され，古典教育では入門の定番と位置づけられ

るものである。外国人学習者向けの古典日本語教科

書でもこれを始め，国語教育で取り上げられる文学

作品が選ばれる傾向がある21。しかし，古典日本語文

献を研究資料として扱う外国人学習者への教育は，

国語教育と対象も目的も違う22ことを考えると，教

材にふさわしい文献も異なるはずである。本研究で

示された，ひらがなを多用する和文よりも和漢混淆

文のほうが語の意味推測の点では理解しやすい，と

いう協力者の認識は，教材選定の一つの指標になる

可能性がある。

6．3．現代語知識を積極的に活用した支援

全ての協力者に一致して見られた，現代語知識を

重視し，利用する傾向を踏まえ，国内で古典日本語

文献を用いた研究を行う学習者への教室における支

援について考察する。

6．3．1．語彙の学習支援

現代語読み替え方式がとられていたことから，古

典日本語文の意味を理解するためには，この方法を

適切に機能させる支援，すなわち学習者が現代語と

の紐づけをより適切に行えるようになるための支援

が求められている。この方法で軸となるのは現代語

の語彙知識である。古典日本語文献には日本語能力

20　小学校国語科教科書における古典教材については，
加藤（2013）に詳細な記述がある。

21　筆者の聞き取り調査による。例えば，Shirane

（2007），高（2006），足立（2003）等。

22　国語教育では，現行の学習指導要領において伝統的
な言語文化に関する指導の重視が明記され，児童生徒が
「古典に親しむ」ことが目指されている。
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試験N1レベルではカバーされない語句が多くある。

課題文中の「望月」，「塵芥」，「連ねる」は，協力者が

意味推測に時間がかかった語であるが，これらが現

代語として使われていることを知らない者がいた。

古文特有の語句はもちろんであるが，それに加えて

このような現代語日本語教育では出会う機会が少な

い現代語を取り上げ，対応する現代語を合わせて学

習していく必要がある。

6．3．2．現－古の対応把握を促す支援

図1で見られたような形で，教室において文を語

句ごとに区切り，現－古の対応関係を一つ一つ確認

することは有益だろう。これにより，現代語知識が

利用可能な部分とそうでない部分が明確に把握でき

る。そして，ここには文法の知識が使えそうだ，と

いうように意味推測に用いる既有知識について考え

る練習を行い，学習者自身である程度予測が立てら

れるように支援すれば，読みの効率化への貢献が期

待できる。特に，古典日本語の体系的な学習を欠い

ている学習形態c，dの学習者には，文の理解の仕方

と新たに学ぶべき語句が明示される点でこの方法は

有益だろう。また，日本で研究を行う学習者の場合，

所属コミュニティーで現代日本語による解釈内容の

発信が求められることが多い。現－古の対応の把握

に基づき，現代語による解釈構築を促すこの方法

は，国内の学習者の実情にも即している。特に，母

語の翻訳で学んだ学習形態 aの学習者にとっては，

古典日本語を現代語で表すとどのようになるかが明

示される点で助けになるだろう。現代語知識を活用

する方法は，学習者が語句の意味と文構造を理解

し，その内容を国内研究コミュニティーにおいて発

信することについて，一定の有用性があると考えら

れる。

6．3．3．学習者の属性に応じた支援

多様な背景を持つ学習者への対応を考えた場合，

上記に加え，それぞれの属性に応じた支援も必要で

ある。母語の観点では，中国語母語話者が漢字に注

目しつつも，それに対し慎重な姿勢をとっていた

（5．2．3．）ことに注目できる。彼らの場合，漢語が

多くなると文章が理解しやすくなるだけでなく，意

味把握を誤る可能性が高まると認識し，警戒してい

る点に，より正確に文章を読もうとする研究者なら

ではの姿勢がうかがわれる。教室では，中国語と日

本語の意味の差を丁寧に扱うといった漢語に対する

細やかな支援が必要になる。また，学習形態の観点

では，過去に行ってきた学習の形態によって支援の

際に重点を置くポイントが変わる可能性がある（6．

3．2．）。そして，専門分野の観点では，日頃研究で

読み慣れている文体と課題文の読みやすさの関係が

見られた（5．2．1．）ことから，この点を授業で取り

上げる教材の選定に反映させることが考えられる。

これらの中で，最も対応が難しいのは専門分野に

ついてである。教室において一人の支援者が多様な

専門性に個別に対応するのは困難である。しかし，

これを無視した画一的な方法では，実情に即した支

援は行えない。支援者には学習者の研究テーマや扱

う資料を把握し，その時々の学習者の実情に合わせ

た教材選びを臨機応変に行う姿勢が求められる。専

門に関する知識は支援者よりも学習者のほうがはる

かに深い。支援者は言葉の理解について知識を，学

習者は専門分野にかかわる知識を提供し，双方が共

同して文章の理解を進める活動が求められる。授業

に参加する個々の研究者一人一人の知識と支援者の

知識を集めて，教室全体の理解につなげていく授業

デザインが必要になると考えられる。

7．課題と展望

本研究では，限定的なデータであったが，国内で

日本研究を行う外国人学習者の古典日本語文認知プ

ロセスと，読解に対する認識を明らかにし，国内で

の支援提供の立場から考察・提案を行った。理解の

全体像の解明には日本人研究者との比較も含め，対

象を広げた調査が必要になる。また，一人の研究者

のライフを深く掘り下げる研究にも取り組みたい。
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今後の課題としたい。
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Abstract

The present research examines how non-native learners interpret classical Japanese 

literature via a case study that highlights a method for learning support. Ten researchers 

who specialized in Japanese studies were requested to elucidate the process of interpret-

ing classical Japanese literature while thinking aloud. Utterance protocol data and follow-

up interview transcripts were quantitatively and qualitatively analyzed. The results 

revealed that the cognitive process primarily operates on modern Japanese language 

and the recognition that modern Japanese knowledge is important for understanding 

sentence construction and meaning. As a result, this study proposes a learning support 

method that utilizes such modern Japanese knowledge.
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