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外国語学習の動機づけに影響を及ぼす要因 

—韓国語学習者のライフストーリーから— 

 

 

金 孝善  

 

 

同じ時期に外国語学習を始めても諦める学習者がいれば、諦めないで続けて

いく学習者もいる。諦めないで学習を続ける者の学習行動はどの要因に関わ

っているのか。本研究はこのような疑問から始まり、学習行動を引き起こす

動機づけに影響を及ぼす要因を探るための事例研究である。そのために日本

人韓国語学習者を対象に行なった備調査では、学習動機と学習への継続意志

についてのインタビュー調査とアンケート調査を実施し、学習者の学習動機

と学習の継続意志を比較・確認した。予備調査の結果をふまえて本調査では

、4名の韓国語学習者を対象にライフストーリーインタビューを行い、学習

に関わるストーリーを語ってもらった。分析の結果、状況、関わる他者、状

況解釈、欲求という4つの要因が抽出でき、これらの要因は相互作用しなが

ら動機づけに影響を及ぼしていることが明らかになった。 

 

 

1. はじめに 

日本における韓国語教育の歴史は戦前から行なわれ、長い歴史を持っている。

しかし、韓国への関心と交流が活発になったのは 2000 年以降で、韓国映画の人

気、日韓ワールドカップ、韓流ブームからの影響が挙げられる。このような韓

国への関心は韓国語学習の増加にもつながり、高校や大学では韓国語科目を開

設する学校の数が増えた。一般学習者を対象とする大学の市民講座や文化セン

ター、私設教育機関などの教育機関でも韓国語の講座が増設され、幅広い年齢

の学習者が韓国語教育を受けるようになった。 

このような学習者の増加を背景に、筆者は 2010 年から 2 年間北海道の札幌市

駐在の私設教育機関で日本人学習者に韓国語を指導した経験がある。毎月 4 回

の授業では 30 代以上の 20 名程度の学習者が授業に参加していた。2 年間彼らの

学習態度と学習意志を観察したところ、大半の学習者からいくつかの共通点が

見られた。それは、学習者は授業への参加は積極的に行ないたいと思っても、
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上達やテスト・資格に対しては消極的な態度を見せていることであった。また、

初級・中級・上級などの一定のレベルのテキストが終わっても次のレベルに上

がることよりは、同じ教材の復習を希望するなど、長い時間をかけて学習を進

めているように見えた。さらに、3 年以上の学習歴を持つ 1 人の学習者は韓国語

学習については「一生涯続けたい」と述べ、実際多くの学習者は韓国語学習に

継続的な意志を持っているのかに疑問を持つようになった。そこで、このよう

に学習に継続意志を持ち、長年学習を続けている学習者の動機づけはどのよう

な背景によって形成されるのかについて研究するに至った。 

そこで本研究では、学習に継続意志を持ち、長期間学習を続けている韓国語

学習者を対象にライフストーリーインタビューを行い、学習過程で生じる動機

づけの形成に影響を及ぼす要因を見つ出すことを目的とする。 

 

2. 先行研究 

学習の促進・継続に影響する心理的な要因の 1 つとして、動機づけがある。

動機づけに関する研究は 1950 年代以降から行なわれてきているが、多くの研究

者の中でも動機づけを社会心理学の視点からみた Gardner & Lambert(1959、

1972)がよく知られている。Gardner & Lambert は動機づけを社会・文化的な視点

から捉え、統合的動機づけと道具的動機づけの 2 つに分類した。統合的動機づ

けは目標言語の文化に対する興味などから生じるもので、目標言語の文化・社

会への理解、同化を志向する。一方、道具的動機づけは仕事や就職、試験など、

言語学習を学ぶ以外の目的を持っている場合に生じるもので、言語学習は目的

を達成するための道具として考える。彼らはこの 2 つの動機づけと学習成果と

の関係に注目し、学習動機を学習の到達度に重要な役割を果たすものと見なし

ていた。しかし、これらの動機づけをそれぞれ独立したものとして捉えていて、

その後の研究においても学習成果の成功に関連する 1 つの動機づけを見つけ出

そうという傾向が強かった。つまり、動機づけの変化や 2 つの動機づけの相互

作用については考慮されていなかった。 
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このような動機づけの枠組みは90年代まで動機づけ研究の最も中心となるテ

ーマとして盛んに研究されていたが(本田 2005)、一方で、動機づけをより多様

な側面から捉えようという指摘もあった(Dörnyei 2001)。 

動機づけを教育心理学の立場から捉えた Deci & Ryan(1985)は、自己決定理論

を提唱し、動機づけは心理的な欲求によるもので、学習者の内部や外部から生

じるものであると主張した。この概念を基本とする Deci & Flaste (1995)の自己

決定理論では、人間を主体的で自分の世界を組織化する存在として捉え、人間

には自律性の欲求、有用性の欲求、関係性への欲求という心理的欲求が内在し

ていると述べた。このような Deci を中心とする 90 年代までの自己決定理論で

は、内発的に動機づけられた状態は主に学習者の心理的な側面、つまり個人側

が重要になっている。また、環境側との関わりについて言及しながらも、環境

側と個人側は独立したものとし、これらの相互作用については捉えていなかっ

た。 

その後、Deci & Ryan(2000)の自己決定理論では、外発的動機づけと内発的動

機づけを独立したものではなく、調整過程を通して自己決定に至る 1 つの連続

体として捉え、両動機づけの相互関連性について示した。この見方による自己

決定理論では、人間は動機づけられていない無動機の状態から外発的に動機づ

けられる過程を経て、自律的な状態である内発的調整に至るプロセスを持って

いる。しかし、この理論では 2 つの動機づけが関連すると示しながらも人間の

心理的な欲求を最も重要な要因と捉え、それ以外の要因との関連性については

考慮していなかった。 

動機づけを認知や社会文化的な要因の関係から捉えながらも、主に学習者個

人の心理的な面に焦点を当てていた従来の研究とは違って、2000 年代に入って

からは動機づけの見方が変化している。Järvelä(2001)は、動機づけは学習者が属

する環境に影響されるもので、学習者と学習者を取り巻く社会的・文化的な文

脈を統合して研究する必要があると指摘した。また、青柳(2003)は、従来の個

人要因として安定した動機づけの特性と状況要因として課題の諸特性を取り出

した動機づけ研究の結果では実際のダイナミックな動機づけに適用できないと

述べた。さらに、大久保他(2003)もこれまでの動機づけが個人内部の実態とし

て比較的に安定した特性として捉えられてきたと指摘し、動機づけを状況ごと
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に変化するものとして見直す必要があると主張している。このような指摘から、

今後の研究では動機づけを学習者の環境側と個人側の統合・相互作用によって

形成されるものとして見なし、時間の経過や社会的状況によって変化するもの

として捉える必要があると立場を示す。 

 

3. 本研究おける動機づけの捉え方 

 動機づけの定義については研究者の中でも様々な意見が出されているが、青

柳(1992)は現実の行動を出現させるための内的な力と述べ、Gardner (1985)は言

語学習に対する欲求と努力、そして好意的態度が組合わさったものとして定義

している。従って、本研究では動機づけを直接的な学習行動に影響を与える内

的な力と見なし、動機づけは学習者の環境側と個人側に属する様々な要因によ

って形成されるものとして捉える。 

 では、動機づけの形成に影響する環境側と個人側とは何か。Järvelä(2001)は、

動機づけは学習者の学校、教室、家庭、コミュニティ、国家、文化、民族など

を含む環境に影響されると述べ、学習者が自分の状況をどう感じ取れるのかが

重要であるとした。また、鹿毛(2004)は、学習者の行動とそれを巡る状況の意味

づけや価値づけの重要性について述べ、Deci & Flaste(1995)は、人間の行動を決

めるのは意志と欲求の満足が重要であると主張した。これらの理論から、環境

側は学習者のおかれる全ての状況と言え、その状況の中で学習者が感じ取る心

理的なことを個人側として捉えることができる。従って本稿では、学習者が属

する外面的な側面を環境側とし、学習者の状況内で気づく内面的な側面を個人

側として捉える。そして、学習者の学習過程で現れる環境側と個人側に注目し、

変化する動機づけの形成に影響を及ぼす要因を探っていく。 

 

4. 予備調査 

 調査対象者を設定するためにインタビュー調査とアンケート調査を実施した。

実際の学習者はどのような学習動機と学習についての継続意志を持っているの

かを調べた。 
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4.1 インタビュー調査 

 札幌市内の H 教室の一般学習者115 名を対象に半構造化インタビュー調査を

行なった。その結果は表１の通りである。 

 

表 1 インタビュー調査の結果 

学習動機 韓国の歌、アイドル、ドラマ、旅行、歴史、韓国自体への興味 

学習目標 好きなアイドルの話やドラマの聞き取り、旅行での自由会話 

学習歴 1年～6年 

教室を休んだ期間 1ヶ月～2年 

今後の学習意志 一生涯続けたい、できれば長く、ずっと続けたい、一生 

 

 表 1 で見られるように、学習者は韓国の文化や歴史、旅行などを学習動機と

し、聞き取りと自由会話を目標にしていた。また、15 の中で 12 名の学習者は仕

事、子育てなどの理由で学習を一時的に中止した経験があるが、その後復帰し、

現在まで続けているという。調査結果により、学習者は自律的に学習を始め、

学習中止の経験とは関わらず、学習への継続意志を持ちながら学習行動を取っ

ていることが分かる。 

 

4.2 アンケート調査 

 アンケート調査では韓国語を専攻していない大学生の学習者と一般学習者を

グループ⒜とグループ⒝に分け、学習動機と学習についての継続意志を調べた。

グループ⒜の学習者 232 名とグループ⒝の学習者 245 名に選択式と記述式の設

問用紙を配付し、477 部の中で 440 部の有効回答を得た。 

 図 1 は両フループの学習動機をまとめたものであるが、グループ⒜は日本語

との類似性を学習動機とする学習者がもっとも多く、韓国語は日本語の文法と

類似する易しそうな言語と記入している場合が多かった。その次の学習動機は、

韓国語への興味、K-Pop、韓国という国自体への関心の順で、韓国の文化に多く

関わっていた。 

                                                      
1 高等学校や大学などの正規教育機関の正規学生として在籍しないで学習行動を行なう者。 
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(単位：名) 

 

⑴ グループ⒜の学習動機   ⑵ グループ⒝の学習動機 

図1 グループ⒜とグループ⒝の学習動機 

 また、グループ⒝は韓国のドラマと韓国文化全般についての興味を動機とす

る学習者が多く、その次は K-Pop、韓国語での会話、韓国語への興味の順であ

った。この結果から、グループ⒜の多くの学習者は韓国語を難しくない外国語、

学びやすい外国語と予測し、両グループの学習動機は韓国の文化的(K-pop、ド

ラマ、文化全般など)、社会的(国自体への関心、就職、旅行など)、言語的(外

国語への興味、日本語との類似性など)な側面に関わり、興味の範囲も幅広いこ

とが分かる。 
(単位：名) 

 

⑴ グループ⒜の今後の学習意志    ⑵ グループ⒝の今後の学習意志 

図2 グループ⒜とグループ⒝の今後の学習意志 
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 図 2 では両グループの学習の継続意志についての回答の中で回答数が多かっ

た 5 項目までを示している。グループ⒜の学習者は今後の学習期間を 1〜2 年の

短期間で決めている場合が最も多く、その次の学習期間は 3〜5 年であった。反

面、グループ⒝の過半数以上の学習者が明確な学習期間を決めないで長く継続

したいと回答し、15 名の学習者を対象にしたインタビュー調査の結果と一致し

ていた。以上の 2 つの調査の結果から、一般学習者が大学生の学習者に比べて

学習についての継続意志を持ちながら学習行動を行なっていることが確認でき

た。本調査では一般学習者を対象とし、その中でも長年学習を継続する学習者

を調査対象者とする。 

 

5. 調査概要 

5.1 調査方法 

 本研究では韓国語を継続する学習者を対象とし、彼らの持つ動機づけは学習

過程で変化するものと捉えている。そのため、ライフストーリーインタビュー

の手法を用い、学習過程で生じる動機づけに影響を及ぼす要因を見つけ出す。

この手法は日常生活で人々が人生、生を生きて行く過程、その経験プロセスを

物語る行為と、語られた物語についての研究を指す(やまだ 2000)。また、社会

学の研究者である桜井(2002)は、ライフストーリーを個人が歩んできた人生に

ついて語るものであると述べ、自分の人生の中で意味があると思っていること

を選択的に語るとした。やまだ(2000)と桜井(2002)によるライフストーリーは、

個人の人生について語った口承の語りであり、語る行為はこれまでの人生の中

で意味のある経験を言語で表現する行為になる。データの分析に当たっては、

ライフストーリーを個人の経験の中で選択的に語られた語りをインタビュアー

が語り手の背景に関連づけて分析する手法と見なし、学習者のストーリーの中

に現れる環境側と個人側に注目する。 
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5.2 調査対象者及び調査内容 

 調査対象者は学業や成績、就職を目的としないで 3 年以上の学習歴を持つ 30

代以上の一般学習者とする。調査協力可能な者を募り、本調査で適切であると

思われる人に調査を依頼した。調査協力者の一覧は表 2 で表し、協力者名はア

ルファベットで示した。 

 

表 2 調査協力者一覧 

協力者名 J K M N T Z 

地 域 大阪 大阪 大阪 札幌 札幌 大阪 

性 別 女 女 女 女 女 女 

年 齢 62歳 41歳 65歳 37歳 45歳 65歳 

学習歴 7年10ヶ月 6年2ヶ月 8年5ヶ月 6年5ヶ月 7年3ヶ月 9年 

 

 質問と応答は日本語を基本とし、学習を始めてから現在に至る学習過程で韓

国語学習に関わるエピソードを自由に語ってもらった。インタビューは 1 人当

たり 1〜2 時間、2〜3 回に分けて行い、学習者の環境側と個人側に関わる内容が

十分現れるまで語ってもらった。インタビュー後、不明な点が見つかった場合

はフォローアップ調査を実施した。しかし、6 名のインタビューの中で N は学

習に関わるエピソードがあまりなく、Z の場合は学習に関わるエピソードの時

期と事情の記憶が大きく交錯していた。そのため、この 2 名を除外した J、K、

M、T のみを分析対象とした。 

 

5.3 分析方法 

 学習者のストーリーは多数のエピソードで構成されていた。これらをまず、

学習の始まり、経緯、現在の 3 つのカテゴリーに分類し、時系列に並べた。各

エピソードは次のように通し番号、タイトルを付け、学習者の外面と内面に当

てはまる内容を取り出して環境側と個人側に入れた。 
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＜経緯＞ 

エピソード⑨ 失敗を経験してもまた韓国語で話したい 

環境側 ： 娘と2人で行った韓国旅行 

個人側 ： a.言葉が通じなくても状況が把握できる娘を不思議に思う。 

      b.言葉が話される状況に注目するのも大事である。 

      c.上手に話したい。 

 

 学習の始まりでは学習開始時の学習行動を引き起こす動機づけが、経緯と現

在ではその後の学習行動に関わる様々な要因が浮かび、これらの変化による動

機づけの変化が明確になると考えられる。そして、学習者の環境側と個人側に

注目することによって、動機づけの形成に影響する要因が見つけられると思わ

れる。 

 

6. 分析結果 

 分析対象者の中で学習に関わる内容が最も豊富な Jのストーリーを取り上げ、

環境側の要因と個人側の要因が明確に現れる 6 例を紹介する。この例は 7 章の

動機づけに影響する要因を抽出するための典型的な例として示す。 

 J は現在 60 代の女性で、2005 年の夏から韓国語学習を始めていた。これまで

様々な職に就き、2001 年から退職する 2007 年までは老人介護施設で勤めていた。

好奇心が多く、学ぶことが好きであるが、引き続き継続する習い事は少なく、

韓国語学習のように長く続けているものはないという。 

 

＜学習の始まり＞ 

エピソード①：韓国人の研修社員との会話 

 J の韓国語への興味は職場で出会った韓国人との会話から始まる。J が勤め

ていた介護施設は韓国の介護施設と連携し、毎年 2 人の研修社員を交換して

いた。韓国人の研修社員は 2005 年 J の部署に訪れ、2 週間一緒に仕事をする

ようになった。J は韓国人との会話と会話への興味を持った当時のことについ

て次のように語っている。 
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 一応、日本語のカタカナで「カムサハムニダ(日：ありがとうございます)」とか、そういっ
たことを書いた用紙を頂いたんです。その時は、単語は分からず、書いてある通りにしゃべる

とそれだけで分かってくれてはる。その時にその方が、「クンデ(日:軍手
グンテ

、韓:軍隊
クンデ

)」の話を
して…軍隊じゃなくて、手袋かなと思ったり。やっぱり、しゃべてると、お互いにしゃべれた
らいいかなと。そういう勉強するのはどこに行けばいいか全然分からなかったので、たまたま
新聞をみて、こういうところでも少し勉強できたらいいなと。 
 

 このエピソードは学習開始時の J の環境とその中での気づき、学習開始について

の内容である。ここで J は環境からの影響を大きく受けていることが分かる。韓国

との連携のある会社と韓国人との出会いは J の環境側になり、環境内で行なった韓

国人との会話は韓国と韓国語の会話への興味を持たせる契機となった。J の内面から

生じたこれらの興味はその後学習意欲を引き起こし、直接的な学習行動につながっ

たと考えられる。ここで、J は韓国人との仕事に関わる状況におかれているにも関わ

らず、仕事に関連する気づきよりは韓国語への好奇心と学習欲求を優先し、自発的

に学習を始めている。このように、学習開始時の J は会社と韓国人との出会いの環

境におかれ、韓国語の会話への興味と学習意欲のような内面の気づきと相互作用し

ながら動機づけられたと考えられる。 

 

＜経緯＞ 

エピソード③：生徒たちとの付き合い 

 J は家庭と会社のことを両立しさせながら学習を続ける一方、教室では生徒

たちとの関係を深めていた。教室に集まっている生徒たちはそれぞれの年齢

や学習動機、関心が異なり、最初はあまり共通点が見つけられなかったとい

う。しかし、時間が経つに連れ、授業外でも話し合う機会が増え、お互いの

ことを理解して行った。J は生徒たちとの付き合いについて次のように語って

いる。 

  
 良くできる人も「私もできるだけ協力してげるよ」とかで言ってるから、もうちょっ
と甘えて頑張ってみようと。つながりはずっと継続していきたい。気持ち的に取り立て
て違和感はないんですね。年齢の差は気にしなくなってます。一緒に習って音楽とか、
ドラマとか、違うけれども、どこかつながってる部分がある。安心感がある。まず、韓
国語を勉強していて興味があれば、対象は違うけれども、まず習ってる根本的なそこの
つながりが、安心感はあるかもしれないですね。 
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 ここで J は生徒たちとの関わりのある環境におかれている。生徒たちと J は年

齢や動機、興味分野が異なり、共通点や共感を感じていなかった。しかし、新

しく作られた生徒たちとの集まりは J の心理的な変化に影響し、所属感や同じ

言語を学ぶことに共感を感じるようになったと思われる。ここで、生徒たちか

らの影響は 2 つがあると考えられる。1 つは、お互いの学習支援者として、同じ

グループでお互いに励ましながら継続的な学習意志を支援している者である。

もう 1 つは、人間関係の拡大として、生徒たちとの関わりによるつながりは、

彼らとの関係を継続的に維持したいという欲求の形成に影響したと見られる。

このエピソードで生徒たちは J にとって重要な存在として意味づけられ、今後

の学習意欲にも影響を及ぼしたと考えられる。 

 

エピソード⑤：韓国旅行 

 生徒たちとの良い関係は韓国旅行にもつながっていた。学習開始の 2 年後、

同じ教室の生徒 8 名は旅行と韓国語の活用を目的に、2 泊の自由旅行を計画

した。1 日は全員一緒に行動し、1 日は個別に自由行動することにした。J は

その時について次のように語っている。 

 
 初めての海外旅行、自由行動の旅行ですね。怖い反面、やっぱり身近に感じてたので、
多少自分が 1 つ、2 つぐらいが分かってる、それの、ものの安心感があるかもしれないで
す。…旅行に行ってきて、感じたのはいっぱいあります。聞き取りとか、もっと簡潔に
言える方法はないかな、自分が行きたい場所を相手に言える方法を。乗り物を乗る方法
とか、日々変わってますね。乗り方も変わってきてあれば、そういう本を読んだりとか。 

  

 このエピソードではこれまでとは異なる韓国旅行という新しい環境による内

面の変化が見られている。1 人で計画した 1 日自由行動では計画とおりの会話や

聞き取りができなかった。しかし、この失敗経験は学習意欲の低下や自信感の

低下より、反省と学習不足を気づかせ、足りない部分を補うための学習意欲を

持つ機会につながったと思われる。このように、失敗を経験する韓国旅行とい

う環境は J の内部で学習に関わる気づきと前向きの学習意欲と相互作用しなが

ら自発的な学習行動につながったと考えられる。 
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エピソード⑧：興味の拡大と学習意志 

 韓国ドラマと韓国旅行は J の韓国についての興味を広げる契機になってい

た。そこで得られた直接・間接的な経験は韓国文化への興味につながり、資

料探しを通して自分の興味を深めていた。J はこのような韓国文化への興味に

ついて次のように語っている。 

 
 韓国の文化を知りたいです。…お面の踊りとか、ドラマに出てくる場面とか。ドラマ
に出てる色んな違い、伝統的なもの。…日本の物とは全部違いますよね。それはこうい
う意味があるという。…ドラマを見て、図書館に行って、独習したり。 
 本はやっぱりただ観光地だけじゃなくて、そこの土地のこういったところがあります
とか、少し紹介してあるんですよね。…温泉も日本の温泉とは違うんだ。行ってみたい
とかと思ったり。泊まれるところがあるって書いてあったら泊まってみたいと。こうい
うのは一つの原動力になるかもしれない。 

 

 ここで J の韓国文化への関心は学習行動に影響を及ぼしたと見られる。しか

し、その関心は突然現れたものではなく、これまでの環境と環境内での気づき

に影響され、現れたと思われる。韓国ブームの環境では韓国ドラマで韓国人の

生活と考え方に触れ、韓国旅行の環境では現代と伝統文化に直接触れることが

できた。これらの環境での経験は J の内面の気づきにも影響するが、これまで

の韓国語への興味はさらに広がり、韓国人の生活、伝統文化などを含む韓国文

化の興味という形で現れたと思われる。J は直接的な資料探しを通してドラマの

理解と韓国人への理解を深め、今後の学習意欲を持つようになったと考えられ

る。このように、J は様々な環境の中におかれ、環境なに対する気づきと欲求の

相互作用によって学習を続けることができたと考えられる。 

 

エピソード⑨：生徒たちとの集まりへの意味 

 これまで J の学習の継続に影響を及ぼした理由の 1 つは生徒たちとの関係

にあると思われる。生徒たちとの関わりは J の学習支援とともに新たな人間

関係の築きにも影響し、諦めることなく学習を続けることができたと思われ

る。生徒たちの存在は J にとって自分の人生と生徒たちとの関わりを改めて

考えさせる機会になった。J は生徒たちとの関わりについて次のように語って

いる。 
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 いくつになっても色んな年齢、色んな人がまず勉強しにくるのに、皆目的は違うけど、
これだけ人がたくさんいてはるんやん。年齢バラバラですもんね。…そういったところ
で、そういった人が何年もしてるというのもちょっと、感慨深いところもあるかなと。
年齢が高くなると、やっぱりそういう機会が段々少なくなるじゃないですか。そういっ
た集まりは。それと反対に、込み入った話もただ単に聞いてもらえるだけで気が済む。 

 

 この語りで現れる生徒たちについての思いは以前より深いものになっている

と思われる。また、J には教室外と教室内での人間関係が窺えるが、年齢が高く

なるほど狭くなる教室外での人間関係と、つながりと安心感が感じられる教室

内での生徒たちとの関わりである。ここで J は教室外と教室内での人間関係の

差を感じ、生徒たちを自分の人生の中で意味のある存在として意味づけするよ

うになったと思われる。生徒たちにいついての意味づけは彼らとの関係維持へ

の欲求にもつながり、学習を続けられるベースになったと考えられる。このよ

うに、J は生徒たちとの関わりのある環境におかれ、環境内で生じる意味づけと

欲求を持ちながら学習を続けていた。ここまでの J の学習の経緯に当てはまる

エピソードを見ると、学習開始時とは異なる環境側と個人側の変化が見られる。

J は様々な環境内で環境に対する解釈を行い、これらの変化と相互作用によって

学習を続けていたと考えられる。 

 

＜現在＞ 

エピソード⑪：現在の学習法と韓国語学習への意味 

 現在の J はこれまでの学習について振り返っている。次は学習行動を通し

て感じる学習への意味と今後の学習意志について語っている。 

 
 こんなに長くやってみたら、何かをちょっとでも勉強するのはいいじゃないかなと。
…今(までの習い事)のほとんどは仕事に関わったり、これ(韓国語)はもう全く仕事とは
関係ないですね。それで気楽というか、そいうしてやればもっと上へ上へというストレ
スもないし。気楽だとしてもどうすればいいのかはあります。そういうのがあってもや
りたいですね。 
 韓国語勉強は、今の自分の一部。大切なことですね。自分の学びたい気持ちにさせて
くれるものの一つだから…努力したら得られるより、努力したら少しは何かが、本当少
しは、少しでも、少しずつでも結果として。努力することの自体ですよね。 

 

 J にとって韓国語学習は 2 つの意味を持つと思われる。1 つは気楽なものとし

ての学習で、最初会社で会った韓国人との会話をきっかけに学習を始めたが、

仕事との直接的な関連がなく、義務感や強制力のない状況は楽にできる学習と
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いうイメージを持たせたと思われる。もう 1 つは自律的な学習意志を持たせて

くれるものとしての意味である。J は聞き取りや会話の失敗経験によって学習へ

の反省と必要性を感じていた。一方、学習成果が現れた時は有能感と自信感を

感じていた。これらの経験は学習支援と自律的な学習意欲に影響し、自律性を

持たせる学習として意味づけられたと考えられる。現在の J は以前と変わりの

ない教室の環境で学習行動を行なっているが、環境内で気づく学習への意味や

欲求は異なり、これらの相互作用は Jの学習継続に影響を及ぼしたと見られる。 

 

 以上、J のストーリーの分析の結果をまとめる。学習開始時の J は会社で会っ

た韓国人と関わりのある環境におかれ、会話への関心と学習欲求を持ち、学習

を始めている。学習開始後から現在に至までは韓国ブームや教室、韓国旅行な

どの環境におかれ、環境内での気づきや意味づけ、欲求などを持ちながら学習

を続けている。他者は環境によって存在しない場合もあるが、これまでの環境

と接触する他者は環境側に属し、その中で持つ内面からのものは個人側に属す

るものとして、J の環境側と個人側に当てはまる内容が十分現れてたと思われる。

また、環境側と個人側は学習開始後から現在に至まで常に変化し、相互作用し

ながら学習に影響を及ぼしていると見られる。 

 

7. 動機づけに影響を及ぼす要因 

 分析対象者である 4 名の学習者のストリーを 6 章で取り上げた J の例と同じ

ように分析し、学習過程で現れる環境側と個人側に関わる内容を抽出した。 

その結果、4 つのカテゴリーが作成され、表 3 のようにカテゴリーとその主な例

を示すことができた。 

 4 名の学習者は学習活動中の失敗経験やガンの治療経験など、プライベートな

話も気楽に語り、学習者の環境側と個人側に関わる内容を十分語ってもらうこ

とができたと思われる。学習者の学習過程で見られる環境側は「状況」と「関

わる他者」のカテゴリーに、個人側は「状況解釈」と「欲求」のカテゴリーに

分類し、動機づけに影響を及ぼす要因として捉えりことができた。 
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表 3 カテゴリーとその例 

 
環境側 個人側 

学

習

の

始

ま

り 

＜状況＞ 

- 会社 

- 韓国ブーム 

 
 

＜関わる他者＞ 

- 韓国人の研修社員 

- 友達 

＜状況解釈＞ 

- 韓国への興味 

- 韓国語への可能性 

- 懐かしさ・憧れ 
 

＜欲求＞ 

- 韓国語学習 

- 会話 

経

緯 

＜状況＞ 

- 会話の個人レッスン 

- 家庭と会社 

- 韓国語教室 

- 韓国ブーム 

- 韓国旅行など 
 

＜関わる他者＞ 

- 韓国語教室の生徒 

- 韓国語の先生 

- 韓国語の話し相手 

＜状況解釈＞ 

- 学習の必要性 

- 韓国語・文化への好奇心 

- 自信感 

- 達成感 

- 満足感など 
 

＜欲求＞ 

- 活発な自己表現 

- 学習法探し 

- 会話 

- 韓国旅行 

- 聞き取りなど 

現

在 

＜状況＞ 

- ガンの治療 

- 韓国語教室 

- 韓国旅行 

- 日韓交流会 

- 病院・入院 
 

＜関わる他者＞ 

- 韓国語教室の生徒 

- 日韓交流会での人  々

- 娘と息子 

＜状況解釈＞ 

- 親子関係の変化 

- 充実感・安定感 

- 生活の楽しさ 

- 人間関係の楽しさ 

- 達成感など 
 

＜欲求＞ 

- 学習継続 

- 会話 

- 韓国旅行 

- 生活の楽しさの維持 

- 実力確認など 

まず、環境側に属する「状況」は学習者がおかれる外面的な環境のことを指

し、会社や教室のような場所、旅行や韓国ブームのような場面のことが含まれ

る。「関わる他者」は学習者と関わることによって内面的な変化に影響を及ぼ

したと見られる人を指す。個人側に属する「状況解釈」は、学習者が自分の状

況に対して感じる気づきや意味づけなどの内面的なことを言い、「欲求」とは
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学習者の内面的なことの中でも、直接的な学習行動を取る時に持つ「〜したい、

〜しよう」といった意志のことを示す。 

表 3 からも分かるように、学習者の全学習過程は学習の始まり、経緯、現在

という 3 つに分類している。学習の始まりで学習者の環境側を見ると、環境と

その中で関わった人から影響されていた。他者との関わりが見られなかった学

習者も存在するが、学習者は個人側の状況解釈と欲求を持ち、学習を始めてい

た。4 つの要因は学習の始まりの時に相互作用しながら学習の動機づけの形成に

影響を及ぼしたと考えられる。また、学習開始後の経緯と現在の過程では、学

習の始まりの時とは異なる環境と他者に関わり、要因が変化していることが分

かる。環境と関わる他者の変化に伴い、学習者の状況解釈と欲求も変化し、こ

れらの要因によって形成される動機づけも変化すると考えられる。以下からは

動機づけに影響を及ぼすと思われる 4 つの要因についての考察を行なう。 

 

7.1 状況 

 調査対象者の 4 名の学習者は様々な状況から影響されていたと思われる。例

え、K と M、T は韓国ドラマや音楽に頻繁に接触できる韓国ブームの状況の中

におかれ、韓国についての興味と韓国語学習への欲求を持つようになった。動

機づけと学習者の属する環境との重要性を強調した Järvelä(2001)と言語学習に

おける社会的要因を捉えるために学習環境を考慮する必要があると指摘した長

沼(2003)の主張のように、学習者の状況はその状況に対する解釈につながる背

景として、動機づけの形成に影響する外面的な要因になったと考えられる。学

習過程で見られる学習者の状況は教室、韓国旅行、会社、独学など、学習者の

選択や事情によって変化し続けていたが、状況の変化に伴い、状況解釈や欲求

も変化し、これらの関連性があるように見られた。学習者の心理的な不安や積

極的に発現する傾向は環境の中で環境との相互作用を通して変化すると述べた

八島(2003)の主張と同じように、本調査の結果からも状況と状況解釈と欲求は

相互作用していると考えられる。 
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7.2 関わる他者 

 関わる他者は学習者の学習過程で常に存在してはいないが、長い学習期間の

中で記憶に残っている存在として、学習に何らかの影響を及ぼしたと考えられ

る。調査結果から見られる他者は例え、J と会社で会った韓国人のように直接的

に関わる場合もあれば、K の子どもの時の韓国人の友達のように記憶に存在し、

間接的に関わっている場合もあった。また、M のように最初教室で会った生徒

たちと現在まで関わっている場合もあれば、T のように韓国旅行で会った不特

定の韓国人と一時的に関わっている場合もあった。このように、学習者と関わ

る他者は様々な形で存在していると思われる。中谷(2007)は他者との関わりと

動機づけについて、「様々な場面で他者とかかわり、相互作用し、考えや感情

を分かち合うことで、われわれは様々なことを発見し、理解する。それによっ

て自己の能力や適性を伸ばしていくことが可能となる。」と述べたが、関わる

他者の類型には関わらず、学習者は他者との関わりを通して状況解釈と欲求を

持ちながら動機づけられ、学習行動を行なっていると見られる。このように、

関わる他者は学習行動を引き起こす動機づけの形成と、変化に影響していると

考えられる。 

 

7.3 状況解釈 

 鹿毛(2004)は、学習意志は状況についての意味づけや価値づけに関わり、環

境とそれに対する主観的な解釈が重要であると述べたが、調査の結果からも学

習者の状況は主観的な解釈に影響し、解釈は学習欲求につながっていることが

確認できた。例えば、M は教室で伝言に関わる文法を学ぶ状況の中で、練習す

れば 1 人でもマスターできそうだと解釈していた。この状況解釈は自習での学

習欲求を持たせ、学習行動につながっていた。また、T は会話の個人レッスン

を受けていく状況の中で自信感が生じていたが、この状況の中で生まれた解釈

はさらなる学習欲求につながっていた。これらの状況に対する学習者の解釈を

状況解釈と言えるが、これは学習者のおかれる状況に大きく影響されると考え

られる。学習者の状況との相互作用による状況解釈は、主に新しい発見や喜び、
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重要な存在に対する意味づけのようなポジティブな解釈と、学習成果による達

成感、自信感、満足感などの有能感に関わる解釈が見られた。このように、学

習者の前向きの考え方と有能感に関わる状況解釈は状況と欲求などの要因と相

互作用しながら動機づけに影響を及ぼすと考えられる。 

 

7.4 欲求 

 学習者は状況に対して解釈し、学習につながる欲求を持っていた。例え、学

習開始後の K は韓国語の文字が読めることに喜びを感じ、さらなる学習への楽

しさと喜びを感じたいと思っていた。ここで状況に対する状況解釈は学習欲求

に関わり、直接的な学習行動につながっていることが分かる。また、T は、独

学の状況では自分の言語能力が確認できないことに気づき、実力を証明したい

と思うようになった。この状況に対する解釈は自分の実力証明への欲求と検定

試験のための学習行動につながっている。他にも、教室の生徒たちとの関係維

持への欲求のように、学習に関わらない欲求を満たすことによって学習を続け

て行く場合もあった。このように、学習者は直接・間接的な学習欲求を持ち、

欲求の充足しながら自発的に学習行動を行なっていた。Deci & Ryan(1985、2002)

は人間には 3 つの欲求2があり、これらが満たされた時に人間は自発的な動機づ

けを持つようになると主張したが、本研究の結果でも欲求の充足は自発的な学

習行動につながっていることが確認できた。このように、学習者の欲求は状況

と他者、状況解釈との相互作用しながら動機づけに影響していると考えられる。 

 

8．おわりに 

 本研究では学業や成績、就職などを目的としない 30 代以上の一般学習者の中

でも 3 年以上自律的に学習を続けている韓国語学習者を対象に、動機づけに影

響する要因を探ってみた。学習の動機づけを学習者の環境側と個人側の相互作

用によって形成されるものとして、学習過程で変化するものとして捉え、学習

者の全学習過程のストーリーを分析した。学習過程を学習の始まり、経緯、現

                                                      
2 自律性の欲求、有能性の欲求、関係性の欲求 
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在の 3 つに分け、学習者の環境側と個人側に注目してストーリーを分析した結

果、環境側には「状況」「関わる他者」の要因が、個人側には「状況解釈」「欲

求」の要因が抽出された。これらの 4 つの要因はそれぞれ独立したものではな

く、お互いに相互作用しながら学習の始まりの動機づけの形成に影響を及ぼし

ていた。また、経緯と現在では要因の変化が見られ、相互作用しながら学習行

動に影響を及ぼしていることが確認できた。このように、学習者の環境側と個

人側の要因は学習開始時の動機づけの形成に影響を及ぼし、その後の継続的な

学習を支援しながら動機づけの変化に影響を及ぼしていると言える。 

 本調査ではライフストーリー手法を用いて学習者の全学習過程をストーリー

に再構成して分析した。そのため、これまで多く知られてこなかった韓国語学

習者の長年の学習状況と、それに伴う他者との関わり、学習者の内面的な変化

が詳しく分かるようになったと考えられる。しかし、学習者のストーリーは全

て学習に関わるエピソードで再構築されたため、学習に関わっていない社会的

文脈や子どもの時の生活など、広い範囲から見た環境側からの影響は考察でき

なかったと思われる。また、調査対象者は自律的に学習行動を行なう一般学習

者に注目していたが、調査協力者は全員女性であり、男性の学習者のストーリ

ーを観察することはできなかった。このような課題にふまえて、今後の研究で

は学習者の環境側をより範囲から捉え、男性の学習者や大学生の学習者など、

様々な対象者を念頭に入れて性別や世代による比較を行なう必要があると考え

られる。 

 

 

参考文献 

青柳肇(1992)「動機づけ」東洋・繁田進・田島信元(1992)『発達心理学ハンドブック』pp.679-696. 

福村出版.  

青柳肇(2003)「社会的文脈での動機付け」『心理学評論 特集：社会的文脈における動機付け

の諸問題』46(1). pp.3-4. 心理学評論刊行会.  

浅野志津子(2002)「学習動機が生涯学習参加に及ぼす影響とその過程：放送大学学生と一般大

学学生を対象とした調査から」『教育心理学研究』50. pp.141-151. 

遠藤由美(1999)「「自尊感情」を関係性からとらえ直す」『実験社会心理学研究』39(2). pp.150-167. 

大久保智生・黒沢香(2003)「関係論的アプローチによる動機づけ概念の再考」『心理学評論』
46(1). pp.12-23. 



 

73 

鹿毛雅治(2004)「「動機づけ研究」へのいざない」上淵寿編(2004)『動機づけ研究の最前線』

pp.1-28. 北大路書房. 

黒沢香(1998)「状況と内的プロセスの力動論」詫摩武俊監(1998)『性格心理学ハンドブック』

pp.97-103. 福村出版. 

桜井厚(2002)『インタビューの社会学−ライフストーリーの聞き方』せりか書房. 

速水敏彦(2007)「人間関係と動機づけ」中谷素之編(2007)『学ぶ意欲を育てる人間関係づくり：

動機づけの教育心理学』pp.1-10. 金子書房. 

廣森友人(2005)「外国語学習者の動機づけを高める 3 つの要因：全体傾向と個人差の観点から」

『大学英語教育学会紀要』41. pp.37-50. 般社団法人大学英語教育学会. 

本田勝久(2005)「第二言語習得における学習者要因」『大阪教育大学英文学会誌』50. pp.51-70. 

大阪教育大学英文学会. 

中谷素之(2007)「社会的な意欲を育てる」中谷素之編(2007)『学ぶ意欲を育てる人間関係づく

り：動機づけの教育心理学』pp.59-86. 金子書房. 

長沼君主(2003)「言語学習における社会的文脈と動機づけ」『心理学評論』46(1). pp.108-120. 

八島智子(2003)「第二言語コミュニケーションと情意要因:「言語使用不安」と「積極的にコミ

ュニケーションを図ろうとする態度」についての考察」『外国語教育研究』5. pp.81-93. 関

西大学. 

八島智子(2004)『外国語コミュニケーションの情意と動機』関西大学出版部. 

やまだようこ(2000)「人生を物語ることの意味—なぜライフストーリー研究か？—」『教育心

理学年報』39. pp.146-161. 

Deci, E. L., & Flaste, R. (1995). Why we do what we do: Understanding self-motivation. 

New York: Penguin. (桜井茂男監訳(1999)『人を伸ばす力：内発と自律のすすめ』

東京：新曜社.) 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behavior. New York: Plenum Press. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human Needs 

and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, pp.227-268. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of Self-Determination Research. Rochester, 

New York: University of Rochester Press. 

Dörnyei, Z. (2001). Teaching and Researching Motivation. Harlow, UK: Longman. 

Gardner, R. C. (1985) Social Psychology and Second Language Learning: The Role of 

Attitude and Motivation. London: Edward Arnold. 

Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in Second Language 

Learning. Rowley, MA: Newbury House. 

Järvelä, S. (2001). Shifting research on motivation and cognition to an integrated approach on 

learning and motivation in context. In S. Volets and S. Järvelä (Eds.), Motivation in 

Learning Contexts: Theoretical Advances and Methodological Implications (pp.3-14). 

London: Pergamon/Elsevier. 

 

 

（大阪大学大学院 言語文化研究科 博士後期課程） 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国語教育研究 第 5号     

ISSN 2186-2044 

 

2015年 9月 10日 印刷  

2015年 9月 15日 発行   

 

発行  日本韓国語教育学会 
〒161-853 東京都新宿区中落合 4-31-1  

目白大学外国語学部韓国語学科  

TEL 03(5996)3162 

e-mail: jaklemejiro@gmail.com  

 

        編集  韓国語教育研究編集委員会 

(委員長 / kcmoon@pm.tbgu.ac.jp) 

 

印刷     株式会社 仙台共同印刷 

〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区 

日の出町二丁目 4-2  

                  TEL 022(236)7161(代)/FAX 022(236)7163 

                            

 


