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0. 序 
	 近年，日本に留学してくる日本語学習者において「自然な日本語」を身につけ

ている者が増えている。ある一部の学習者は，アクセントにあまりクセがなく，

語彙や文法の選択がより自然で，母語話者並みに受け応えし，驚かされることも

少なくない。日本語をたくさん聞き，たくさん話す経験によって初めて身につく

とされてきた「なめらかさ・流暢さ」を，留学することなく，日本語話者との接

触もあまりない状況で，どうやって身につけたのか。その要因を究明するため学

習ストラテジーおよび動機づけと日本語力との関係について調査・分析を行った。 
 
1. 背景と目的 
	 日本への滞在経験に乏しく，日本語の使用機会に決して恵まれているとは言え

ない海外の学習者はどのようにして流暢な日本語を身につけているのだろうか。

こうした疑問を解明するには，学習者の特性を明らかにすることが 1つの手がか
りとなり得る。第二言語習得に影響を与える学習者要因としては，知力，言語適

性，年齢，学習スタイル，性格，動機づけ（motivation），学習ストラテジー
（learning	  strategy）などが挙げられる。 
	 尹（2011：18）は学習ストラテジーが「外部からの働きかけによって学習者
が新しく習得したり，改善したりできる要因」であり，「教師不在の環境で日本

語学習者が自らの学習を進めていくときに重要な役割を担う」ものであるとする

が，他からの影響によって変更可能な動機づけにも同様のことが言える。すなわ

ち，学習ストラテジーと動機づけはどちらも日本語教育への応用を考える上で重

要な外的学習者要因である。したがって本稿では，日本語学習者の学習ストラテ

ジーや動機づけと日本語力との関係を明らかにして，どういう特徴が日本語らし

い表現を身に付けることにつながっているのかを探る。 
 
2. 先行研究 
	 第二言語教育において動機づけや学習ストラテジーといった外的学習者要因は，

学習者の目標を達成するための要因の一つとして重要視され，動機づけ（Deci, 
1975; Gardner & Lambert, 1972; Dörnyei, 2001など），学習ストラテジー（O’Mally 
et al., 1985; Oxford, 1990 など）の他，動機づけと学習ストラテジーとの関係 
（Oxford et al., 1993; Chamot et al., 1999; Hiromori, 2004など），動機づけや学習ス
トラテジーと学習の成功度との関係（Dörnyei, 1900; Gardner & MacIntyre, 1991; 
O’Mally & Chamot, 1990; Macaro, 2001など）等について研究がなされてきた。 
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	 荒井（2008）は，中国語を母語とする台湾の学習者を対象として学習スタイ
ルについて研究を行い，学習者の学習スタイルが様々な個人差要因と複雑に関連

していることを明らかにした。関崎（2009）は，北京の大学で日本語を専攻する
学生を対象に学習観と学習に対する自律性を明らかにする研究を行い，日本語の

学習を就職と結び付ける傾向は学年にかかわらず強いこと，日本語を就職のため

と考える割合の方が，日本人を理解するためと考える割合よりも高いこと，学習

者は自律的に学習に取り組む姿勢を持っていること等を明らかにした。一方，尹

（2001）は，北京の大学の日本語専攻の学生を対象に行った学習観と動機づけに
かんする調査から，語彙や文法を重視する傾向があること，正しく話せなくても

日本語で話すことに挑戦する姿勢があること等を見いだしたが，道具的動機づけ

（instrumental motivation）は高くないとした。北京の日本語専攻の学生を対象と
した調査でも，尹（2001）と関崎（2009）ではまったく逆の主張となっている。 
	 堀越（2010b）のように動機づけと学習ストラテジーとの関係，そしてそれら
が学習成果とどのように結びついているのか，といった観点から分析した研究は

少ない。郭・全（2006）は，中国ハルビンで日本語を学ぶ学習者の動機づけが学
習にどう影響を及ぼしているかを調べ，6 つの動機づけの因子を抽出している。
その中で，道具的動機づけである「仕事因子」が学習の成績を予測する因子であ

ると統計分析により結論づける。さらに日本の若者文化に接することによって芽

生えた日本や日本語に対する興味は，必ずしも日本語の上達に結びつかないとし

た。一方，堀越（2010a）は，台湾の日本語学科の学生を対象に動機づけと成績
との関連について調査し，日本や日本文化について知りたい，楽しみたいという

意識が強い者，すなわち統合的動機づけ（integrated motivation）が高い者ほど大
学の学業成績も良い傾向にあると述べた。これら一連の研究でも，学習成果と関

連がある動機づけは道具的動機づけか，統合的動機づけか，はっきりしない。 
	 ロシアにおける日本語学習者の動機づけに関する量的研究は管見の限り少なく，

旧ソ連の隣国ウクライナにおける研究については大西（2014）が詳細に行ってい
るが，ロシアに関しては木谷（1998）が極東のウラジオストク，ユジノサハリン
スク，ハバロフスクの 3都市の日本語専攻の大学生 195名に対して行った言語学
習観の調査がある。そこでは，正確な言語運用にこだわるという傾向は高くなく，

学生たち自身が新しい学習活動にも積極的に参加できると感じていること，それ

から，大学生の日本語学習動機も道具的動機が強いことが明らかにされた。その

理由として，極東ロシアという地理的特殊性から，地域全体が日本との経済関係

発展に大きな期待を寄せていることが指摘されている。また，バルスコワ（2006）
はハバロフスクの日本語専攻の大学生 100名に対して動機づけの調査を行い，道
具的動機づけと同様に統合的動機づけも強く形成されていることを指摘している。 
	 以上の先行研究を踏まえて筆者は，日本語を学ぶ機会（教室活動，授業外の予

習・復習，その他の日本語を使用した言語行動などを含む）にかかわる学習スト

ラテジーや動機づけのうち，どれが日本語学習者の日本語力に影響を与えるかを

調査した。副島（2014）では中国 3 大学の日本語専攻の大学生 178 名を対象に
して調査を行い，その結果，中国の日本語学習者はサブカルチャーに高い関心が

あり，それをリソースとして活用する学習者に日本語力が高いものが多いことを
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あきらかにした。さらに，副島（2015）では中国 2 大学の日本語専攻の大学生
173 名とロシア 2 大学の大学生 26 名を対象に同様の調査を行い，中国とロシア
の比較を行ったところ，中国では勉学も言語運用も積極的に行う学習ストラテジ

ーを重視する学習者に日本語力が高い者が多く，ロシアでは日本文化を理解した

い，という統合的動機づけが高い者が日本語力が高いことがわかった。 
	 しかし，以上の研究は多くが日本に距離的に近いところでの調査であり，日本

語や日本の文化・社会に触れる機会が少ないヨーロッパでも同じことが言えるか

は，まだ検討されていない。また，フランス人日本語学習者を対象に行われた調

査もほとんどない。そこで本稿では，ロシアおよびフランスで日本語を学ぶ学習

者を対象とし，その動機づけと学習ストラテジーが言語習得におよぼす影響につ

いて，次の 2点に着目しつつ，明らかにする。 
	  
3. 研究目的と研究課題 
	 以上の先行研究を踏まえて本研究では，日本語を学ぶ機会（教室活動，授業外

の予習・復習，その他の日本語を使用した言語行動などを含む）にかかわる学習

ストラテジーや動機づけのうち，どれがロシアやフランスの日本語学習者の日本

語力に最も影響を与えるかについて検討することを目的とする。研究課題は次の

2点である。 
 
研究課題 1：海外（ロシアやフランス）の大学においては，どのような学習スタ

イルや動機づけが日本語力を向上させるのか。 
研究課題 2：学習スタイルや動機づけはロシアとフランスでは異なるのか。 
 
4. 研究方法 
4-1	 分析データ 
4-1-1	 外的学習者要因データ 
	 ロシアでの調査はサンクトペテルブルク国立大学，サンクトペテルブルク国立

芸術大学，ノヴォシビルスク国立大学に在籍する日本語学習者 63 名（有効回答
数），フランスの調査ではリヨンのエコール・サントラル・ドゥ・リヨンとイン

サリヨン工科大学に在籍する日本語学習者 31 名を対象とする。2014 年 2 月と
2015 年 3 月に日本語学習のストラテジーおよび動機づけを探るため，アンケー
ト調査を実施，集計し，その結果を「外的学習者要因データ」とした。 
	 質問紙は，「学習ストラテジー」については，Oxford(1989)の SILL に基づい
て作成された荒井 (2008: 172)「付録 3	 質問紙『Learning Style Arai』」の質問 1-
35 をもとに，「動機づけ」については，Schmidt 他(1996)や荒井 (2008: 69) の
「表 24	 学習動機に関する質問紙の項目」および堀越 (2010b: 267)「表 2	 日本
語学習動機の因子分析結果」を参考に作成し，各言語に翻訳の上，使用した。 
 
4-1-2	 成績データ 
	 調査対象者に SPOT_3 を実施し，その結果を「SPOT 成績データ」とした。
SPOT は信頼性，妥当性のある統合的な日本語能力が推定できる間接テストとし
て広く認知され，プレイスメント・テストや簡易なレベル判定の手段として広く
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使用されており（楊ほか (2012: 1-2)），総合的な日本語能力のデータとした。 
 
4-2	 分析方法 
	 ロシアのデータとフランスのデータを合わせ，海外（ロシアとフランス）の日

本語学習者データとし，因子分析により外的学習者要因，すなわち，日本語の学

習ストラテジーおよび動機づけ因子を抽出することで，各因子の特性や関連性を

みる。それから，各因子において成績の違いやロシアとフランスの違いによって

どのような差が見られるかを分散分析を行うことで明らかにする。 
 
5. 結果 
5-1	 日本語学習の外的学習者要因 
5-1-1	 因子の抽出 
	 まず，日本語学習のストラテジーおよび動機づけ 80 項目の平均値と標準偏差
を算出し，天井効果（項目 2, 5, 12, 15, 19, 20, 27, 28, 30, 31, 38, 40, 41, 42, 48, 49, 
55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75）と床効果（57，69，74，76，77，79，
80）の見られた 36項目を以降の分析から除外した。次に残りの 44項目に対して
主因子法による因子分析を行ったところ，固有値の解釈上，6 因子構造が妥当で
あると考えられた。そこで，再度 6因子構造と仮定し，主因子法・プロマックス
回転による因子分析を行い，その結果十分な共通性や因子負荷量を示さなかった

9項目（項目 1，4，7，10，11，16，29, 36，54）を除き，再度同様の因子分析を
行った。プロマックス回転後の最終的な因子パターンと因子間相関を表 1に示す。 
	 最終的に日本語学習の外的学習者要因に 6つの因子を抽出することができ，回
転前の 6因子で全 48項目の全分散を説明する割合は 46.81％であった。本研究で
は日本語学習の外的学習者要因因子をそれぞれ以下のように呼ぶこととする 
第 1因子：サブカルチャー活用  
	 日本のインターネットや音楽，アイドルやファッションといったサブカルチ

ャーに興味があるといった統合的動機づけと日本語の勉強においてもテレビやイ

ンターネット，CDや音楽などのリソースを活用する学習ストラテジー 
第 2因子：実践使用重視  
	 習ったことを確認しつつ，実際の言語場面で積極的に使用していくことによっ

て身につけていく学習ストラテジー 
第 3因子：予習復習重視  
	 授業には予習復習をしてから臨む学習ストラテジー 
第 4因子：活動積極参加  
	 ペアワークやグループ活動などの授業内活動を重要視する学習ストラテジー 
第 5因子：道具  
	 ツールとしての日本語の使用機会を増やそうとする学習ストラテジーと将来

性や留学のためといった実用を考慮した道具的動機づけ 
第 6因子：漠然とした日本語への興味  
	 周りから評価される，流行っている，難しそうといった日本語への漠然とした

興味による統合的動機づけ 



2015	  CAJLE	  Annual	  Conference	  Proceedings	  

	   324	  

表 1	 外的学習者要因の因子分析結果（プロマックス回転後の因子パターン） 
  因子 
 学習ストラテジーおよび動機づけ I II III IV V VI 
73 日本のインターネットサイトを楽しみたいから .843 -‐‑.008 .095 .054 -‐‑.162 .209 

70 日本の音楽に関心があるから .762 -‐‑.232 .068 .128 .047 -‐‑.181 

72 日本のアイドル、また歌手や俳優などの芸能人が好きだから .743 -‐‑.031 .179 -‐‑.047 .016 .058 

71 日本のファッションに関心があるから .733 .038 .060 .026 .098 .147 

34 勉強のために、日本語のテレビやインターネットを見る。 .724 -‐‑.014 -‐‑.084 -‐‑.062 .093 -‐‑.034 

35 勉強のために、日本語のラジオや学習用 CD、音楽を聞く。 .660 -‐‑.002 .260 -‐‑.001 .056 -‐‑.174 

3 教師が黒板またはホワイトボードに書いた内容を部分的にノートに写す。 .468 .159 -‐‑.261 .110 -‐‑.343 -‐‑.082 

33 自分で、日本語を使って日記や作文，メールを書く。 .449 .199 -‐‑.135 .103 .290 -‐‑.026 

46 間違いをおそれずに日本語を使うようにする。 .084 .682 .035 .059 -‐‑.263 .067 

47 日本語で既に知っていることと，新しく学習したこととの関係を考える。 -‐‑.064 .670 .037 .072 .052 .111 

9 わからないことがあったら、クラスメートの前でもすぐ教師に聞く。 -‐‑.139 .611 -‐‑.069 .377 -‐‑.040 -‐‑.103 

8 教師がクラス全体に向かってする問いかけに、返答する。 -‐‑.096 .582 -‐‑.020 .281 .235 .105 

44 知っている単語や表現をいろいろな文脈で使う。 -‐‑.154 .572 .281 -‐‑.138 .134 -‐‑.091 

37 日本語のテレビ番組や日本語の映画を見て，セリフや話し方のまねをする。 .325 .489 -‐‑.294 -‐‑.104 .068 .014 

45 できるだけ日本語で考え，逐語訳（直訳）をしないように心がける。 .339 .401 .023 .147 .029 -‐‑.072 

43 他の人が次に日本語で何と言うか推測しようと心がける。 .023 .393 -‐‑.008 .010 .027 .066 

25 授業後、教科書やプリントやメモしたものを見直す。 .016 -‐‑.222 .674 .108 .144 -‐‑.147 

26 授業後、習ったことをまとめる。 .096 -‐‑.230 .641 .040 .189 -‐‑.094 

21 授業の前までに、教科書やプリントを読んでおく。 .121 .193 .626 -‐‑.101 .022 .189 

24 授業の前までに、事前に知らされていた課題について自分なりに考えておく。 .076 .379 .547 .117 -‐‑.185 .023 

18 まず情報を整理し納得してから、次の作業(練習)を始める。 -‐‑.032 .219 .513 .012 -‐‑.011 -‐‑.158 

23 授業の前までに、教科書やプリントの言葉の意味を調べておく。 .313 .287 .451 -‐‑.139 -‐‑.067 -‐‑.002 

13 ペアワークやグループ活動で、まず、はじめに自分から意見や提案などの発言をする。 .083 .098 .076 .805 -‐‑.109 .079 

14 ペアワークやグループ活動中、自分の意見を言う。 .130 .069 -‐‑.075 .716 .053 -‐‑.080 

17 ペアワークやグループ活動は、積極的に取り組む。 -‐‑.240 .270 .107 .587 .194 -‐‑.077 

39 日本人と直接会って、話す機会を作る。 .098 .172 -‐‑.009 -‐‑.012 .713 -‐‑.158 

58 日本に留学するため .123 -‐‑.288 .047 .207 .643 .161 

50 日本語はだんだん重要になってきているから -‐‑.162 .061 .347 -‐‑.021 .584 .179 

22 教室外でもできるだけ日本語を使うように努力する。 .110 .196 .032 -‐‑.110 .561 .051 

32 普段、日本語で書かれた本や雑誌や新聞を読む。 .298 .188 -‐‑.096 -‐‑.311 .398 -‐‑.090 

52 日本語を学ぶのは知的なこととして周りから評価されるから .028 .049 .032 -‐‑.110 .046 .742 

51 日本語を学ぶのが流行っているから .076 .161 -‐‑.166 .029 .073 .689 

78 日本語は難しそうでやりがいがあるから -‐‑.159 .120 .004 -‐‑.052 .009 .655 

53 日本の科学技術に関する知識を得るため .171 -‐‑.256 -‐‑.041 .223 .233 .445 
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5-1-2	 因子間の相関関係 
	 次に，表 2が示す下位尺度間の相関係数は，各因子間の関連度の強さを表すも
のであるが，相関係数が高い（r > .4）ものを見てみると「サブカルチャー活用」
と「実践使用重視」，「予習復習重視」，「道具」の結びつきが強いことが分か

る。つまり，サブカルチャーに興味があり，学習に役立てる学習者は日本語をコ

ミュニケーションツールとして積極的に使用し，予習・復習も欠かさず，学習し

た日本語をすぐ実践の中で使用する学習ストラテジーにも関心があると言える。 
	 また，「実践使用重視」と「活動積極参加」の間の結びつきも比較的強い。こ

のことは，授業内の活動に積極的に参加する学習者は課外での言語運用もしっか

り行う勤勉な学習ストラテジーを好むことを示している。 
 

 

5-1-3	 SPOTの成績別に見た学習ストラテジーと動機づけに関連する要因分析 
	 今回の SPOT の成績が 55 以上の者を「成績上位群（25 名）」，54 から 38 ま
でを「成績中位群（30 名）」，37 以下を「成績下位群（21 名）」と分類し，因
子得点の比較を分散分析によって行い，両群の差異について検証した（表 3）。 
	 その結果，「活動積極参加」の 1項目以外のすべてに有意差が認められた。さ
らに，Turkeyの HSD法（5%水準）による多重比較を行ったところ，「サブカル
チャー活用」，「実践使用重視」，「予習復習重視」，「漠然とした日本語への

興味」については下位群と上位群，下位群と中位群において有意差が見られ，

「道具」については 3群それぞれにおいて有意差が見られた。 
 

表 2. 外的学習者要因の下位尺度間相関 
因子 I II III IV V VI 
I サブカルチャー活用 - .455** .458** .116 .525** -.079 
II 実践使用重視  - .430** .430** .459** -.118 
III 予習復習重視   - .254* .524** -.209 
IV 活動積極参加    - .160 -.140 
V 道具     - -.119 
VI 漠然とした日本語への興味      - 

** p < .01，* p < .05 

表 3.  SPOTと外的学習者要因（（ ）内は標準偏差） 

因子  
上位群 (n=25) 
(平均値 57.2, 
SD1.51) 

中位群 (n=30) 
(平均値 46.6, 
SD5.98) 

下位群 (n=21) 
(平均値 21.3, 
SD12.06) 

差 
**
p < .01 

I サブカルチャー活用  3.64 (.845) 3.20 (.961) 2.34 (.597) **
 

II 実践使用重視  3.78 (.772) 3.73 (.648) 3.18 (.512) **
 

III 予習復習重視  3.68 (.866) 3.64 (.750) 2.78 (.674) **
 

IV 活動積極参加  3.87 (.877) 3.54 (.860) 3.57 (.754)  

V 道具  4.13 (.723) 3.50 (.818) 2.62 (.517) **
 

VI 漠然とした日本語への興味  2.31 (.974) 2.43 (.844) 3.07 (.667) **
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5-2学習ストラテジーや動機づけ因子のロシアとフランスの比較 
5-2-1	 学習ストラテジーおよび動機づけのロシアとフランスの違い	 
	 ロシア人学習者とフランス人学習者の差の検討を行うために，学習ストラテジ

ーおよび動機づけの因子得点について分散分析を行った（表 4）。その結果「漠
然とした日本語への興味」はフランス，「サブカルチャー活用」，「実践使用重

視」，「予習復習重視」，「道具」はロシアの方が有意に高いことが分かった。 
 

 
5-2-2	 学習ストラテジーおよび動機づけの因子間の関連の違い	 
	 ロシアとフランスでこれら学習ストラテジーおよび動機づけの因子間の関連に

違いはあるか，相関係数を算出してみた（表 5，表 6）。相関係数が高い（r 
> .35）ものを見てみると，ロシア人学習者は「II. 実践使用重視」と「III. 予習復
習重視」，「IV. 活動積極参加」の結びつきが強い一方，フランス語学習者は「I. 
サブカルチャー活用」と「III. 予習復習重視」，「V. 道具」の結びつきが強い。 
	 つまり，ロシア人学習者において課外での言語運用に積極的な者は予習・復習，

授業での活動をしっかり行う勤勉な傾向にあり，一方，フランス人学習者におい

て，サブカルチャーに興味があり，リソースとして活用する者は，ふだんから日

本語をコミュニケーションツールとして積極的に使用する傾向にあるようである。 
 

 
5-2-3	 学習ストラテジーおよび動機づけと日本語の成績との関連の違い	 
	 ここでは，学習ストラテジーおよび動機づけと成績との関連についてフランス

人学習者とロシア人学習者とで違いがあるか検討する。 

表 4. 国別の平均値（( ) 内は標準偏差）および t検定の結果 

因子 ロシア 
(n=37)  

フランス 
(n=21)  

差 
**p	  <	  .01 

I サブカルチャー活用 3.16  (.966) 2.46  (.676) **
 

II 実践使用重視 3.75  (.710) 3.14  (.361) **
 

III 予習復習重視 3.82  (.601) 2.59  (.647) **
 

IV 活動積極参加 3.65  (.889) 3.54  (.601)  

V 道具 3.72  (.762) 2.61  (.708) **
 

VI 漠然とした日本語への興味 2.45  (.901) 3.00  (.703) **
 

表 5. ロシア日本語学習者の因子間相関  表 6. フランス日本語学習者の因子間相関 
 I II III IV V VI  I II III IV V VI 
I - .279 .342** -.105 .195 .167 I - .253 .435* .063 .523* .072 
II  - .413** .374* .173 .103 II  - .172 -.354 .151 -.080 
III   - .176 .119 .047 III   - -.042 .387 .220 
IV    - .100 -.039 IV    - -.248 -.089 
V     - .097 V     - .176 
VI      - VI      - 

** p < .01，* p < .05 * p < .05 
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	 日本語学習歴においてロシアの学習者に 3年以上のものが多く，一方フランス
の学習者には 1 人もいなかったため，データを平均化するため，日本語学習歴 3
年以下に絞った調査対象者を成績上位群（平均値 49.9, SD6.91），成績下位群
（平均値 21.3, SD12.06）に分類し，学習ストラテジーおよび動機づけに影響を
及ぼす要因について分析した。 
	 ロシア人日本語学習者においては，分散分析の結果，「I. サブカルチャー活用」
と「V. 道具」の 2項目に有意差が認められた（表 7）。一方，フランス人日本語
学習者においては成績群による因子間の差は見られなかった（表 8）。 
	 このことからロシア人学習者において，SPOT で測定した日本語力が高い学習
者は，サブカルチャーに関心が高く，リソースとして活用しているものが多い。

また，日本語に重要性を感じ，留学を希望しつつ，コミュニケーションツールと

して積極的に使う姿勢が高いものが多いと言える。 
 
6. 結 
	 以上の分析から明らかになったことは次のとおりである。 

 
I. 海外の大学で学ぶ日本語学習者には特徴的な外的学習者要因（6 因子）があ
る。 

II. 海外の大学で学ぶ日本語学習者において，SPOT で測定した日本語力が高く
ない学習者は，「漠然とした日本語への興味」は高いが，「サブカルチャー

活用」，「実践使用重視」，「予習復習重視」，「道具」の因子はすべて低

い。 
III. 成績上位群の学習者はとくに「道具」としての道具的動機づけや学習ストラ
テジーが高い。 

IV. ロシアの日本語学習者はフランスと比較して「サブカルチャー活用」，「実
践使用重視」，「予習復習重視」，「道具」を重視する傾向にある。 

V. フランスの日本語学習者は「漠然とした日本語への興味」がロシアより高い 
VI. ロシアにおいて日本語力（SPOT の成績）が高い学習者は「サブカルチャー
活用」，「道具」の動機づけおよび学習ストラテジーが高い。 

 

表 7. ロシア学習者の SPOTと因子間相関  表 8. フランス学習者の SPOTと因子間相関 
 上位群 

(n=33) 
下位群 
（n=5) 差 

 上位群 
(n=5) 

下位群 
（n=16）  差 

I 3.34  (.996) 2.33  (.244) *
 I 2.83  (.584) 2.34  (.677)  

II 3.78  (.701) 3.48  (.752)  II 3.30  (.068) 3.09  (.402)  
III 3.88  (.563) 3.47  (.730)  III 2.67  (1.061) 2.56  (.505)  
IV 3.67  (.862) 3.47  (1.070)  IV 3.33  (.236) 3.60  (.669)  
V 3.87  (.721) 2.92  (.460) **

 V 2.88  (1.188) 2.53  (.511)  
VI 2.37  (.891) 2.95  (.779)  VI 2.65  (.822) 3.11  (.652)  

** p < .01，* p < .05  
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	 本研究の研究課題 1は，学習者の外的学習者要因と学習成果との関連について
考察し，海外においてどのような学習ストラテジーや動機づけが日本語力を向上

させるのかを明らかにすることであった。外的学習者要因には「サブカルチャー

活用」，「実践使用重視」，「予習復習重視」，「活動積極参加」，「道具」，

「漠然とした日本語への興味」の 6因子があることが明らかになったが，そのう
ち日本語力が高い学生は「サブカルチャー活用」，「実践使用重視」，「予習復

習重視」，「道具」も高く，「漠然とした日本語への興味」は低かった。 
	 つまり，サブカルチャーに関心が高く，リソースとして活用しているもの，ま

た，日本語に重要性を感じ，留学を希望しつつ，コミュニケーションツールとし

て積極的に使う姿勢が高い学習者は成績も良い，ということになる。相関分析に

よると「実践使用重視」は「活動積極参加」との関連が高く，これらの学習者の

中には授業内での活動にも積極的な者が少なくないことがうかがえる。 
	 研究課題 2は学習ストラテジーや動機づけは国ごとに異なるのかについての考
察であった。分散分析によって差を検討したところ，「サブカルチャー活用」，

「実践使用重視」，「予習復習重視」，「道具」はロシアの方が有意に高く，

「漠然とした日本語への興味」についてはフランスの方が有意に高いことが分か

った。また，因子間の相関の違いを見ることで，ロシア人日本語学習者は「実践

使用重視」，「予習復習重視」，「活動積極参加」の結びつきが強く，フランス

人学習者は「予習復習重視」と「道具」の結びつきが強いことが明らかになった。

さらに，成績との関係についてはロシアの学習者において，日本語力が上位の学

習者は「サブカルチャー活用」と「道具」の要因が高いことが明らかになった。 
	 従来のロシアの日本語学習者の外的学習者要因に関する研究においては，極東

地域の調査で道具的動機づけが高いという指摘があったが，今回の調査により，

日本語力が上位の学習者は「サブカルチャー活用」の学習ストラテジーと統合的

動機づけが高いということが明らかになった。同時に，「道具」即ちツールとし

ての道具的動機づけとそれを積極的に使用していく姿勢も高いことがわかった。 
	 今回の調査では対象者の数も調査地も限られ，また，対象者の日本語学習歴や

レベル，専攻などにおいて偏りがあった。今後はより多くの地域でより多くの対

象者に調査を実施し，今回の主張がロシア全体，フランス全体の特徴として言え

るかの検討が必要となる。また，自然な日本語の習得の要因を解明するためには，

日本語のコミュニケーション能力を適切に測定し，その結果と学習ストラテジー

や動機づけとの因果関係について分析を行い，詳しく分析を進める必要があろう。 
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