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韓国語のコロケーション学習において 

文脈指導と非文脈指導が長期保持に及ぼす影響 

－日本語を母語とする学習者を対象に－ 
 

 

金 智英  

 

 

본 연구는 한국어 연어의 지도방법에 따라 학습효과의 장기보유에 차이가 

있는가를 검증하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위하여 일본에서 한국어를 

학습하는 일본어 모어 학습자 91명을 문맥지도 그룹 47명, 비문맥지도 그룹 

44명으로 나누어 9개의 연어를 지도한 후 수용적 지식과 산출적 지식 

테스트를 시행하였다. 직후 테스트와 1주일 후의 지연 테스트의 차이로부터 

장기보유의 정도를 비교한 결과, 수용적 지식과 산출적 지식 모두 

문맥지도를 받은 그룹의 차이가 비문맥지도 그룹의 차이보다 작은 것을 알 

수 있었다. 

 

 

1. はじめに 

近年、第2言語（second language: 以下L2）習得において語彙教育の重要性が強

調される中、コロケーション（collocation）に注目した研究が多く見られるように

なった。コロケーションという用語は Firth（1957）で初めて使われ、その定義を「あ

る語彙の習慣的、あるいは慣習的な使用位置に関する陳述である（collocations of a 

given words are statements of habitual or customary places of that word）」とした（이승연・

최은지, 2007:301）。韓日の両言語研究で使われているコロケーションの定義は多様

で、広い意味では文法的、意味的に関連した 2つ以上の語彙が結合して形成する語

彙群を表すが、狭義の意味では慣用的にその結合が、ある程度固定化した語彙群、

あるいは結合全体が特定の意味を表す語彙群をコロケーションと呼ぶ（유은성, 

2007）。本研究では、韓国語のコロケーションの定義を「特定語彙が他の特定語彙

を要求することによって生じる語彙間の制限的な共起関係」（김진해, 2000:36）とす
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る。1
 

コロケーションは母語（first language: 以下 L1）話者の立場から見ると当然で自

然な結合であっても、L2 学習者の立場から見ると必ずしもそうではなく、簡単に

学習することはできない。したがって、中・上級になってもコロケーションの誤用

は減らない傾向にある（신자영, 2005）。コロケーションの学習の必要性について、

Nation（2013）はコロケーションを含む多語項目（multiword units）の指導と学習は

流暢性を高めるのに重要であると述べている。Laufer & Girsai（2008）は、学習者に

コロケーションの誤りが継続して見られるため、インプットや指導が必要であるが、

ほとんどのコロケーションの場合、その意味は推測されやすいとみなされており、

教師も学習者も問題視しないと指摘している。そして、コロケーションを成す語彙

の中の 1 つでも L1 のコロケーションを成す語彙と異なっている場合、その正確な

産出は難しいと述べ、コロケーション指導の重要性を強調している。허용 외

（2005:150）は、単一語指導の他に注目すべき語彙単位として、コロケーション、

常套的表現、ことわざ、慣用的熟語等の「句でできている固定表現（phraseological 

units）」をあげている。これらを指導することで流暢さを高め、L1 の転移による誤

用を減らす効果があると述べている。 

言語間の距離が近い場合、正の転移が多くなる（大関, 2010:25）。一般に、上級学

習者の誤用の多くの部分は文法的なものより語彙のコロケーション的誤用に集中

するが、L1 の転移によるコロケーションの誤用はスペイン語、フランス語、イタ

リア語のように系統的に近い言語においても避けられないものである（신자영, 

2005）。韓国語と日本語は類型的観点において実質的意味を持つ単語や語幹に、文

法的機能を持つ要素が結合して文法関係を表す膠着語であり、語順が主語‐目的語

‐述語（SOV）類型で、ほとんど同じであるという類似性の高い言語である。韓国

語と日本語のコロケーションを動詞の対応関係によって分類した時、動詞が対応す

る場合（納得がいく、関心を持つ等）と、動詞が対応しない場合（夢を見る、司会

をとる等）に分類できる（유은성, 2007）。 

 

                                                      
1
 中村（2011）では、語彙イコール単一語（single word）とする見方に異論を示したUr（1996）を

引用し、コロケーションをやや広い観点から「語彙」に含めているが、本研究においてもこの

見解に従い、コロケーションを広い概念での語彙と捉えて論じていく。 
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 (例)  a. 納得がいく→ 납득（納得）이（が）가다（いく） 

b. 夢を見る→ 꿈（夢）을（を）꾸다（夢見る） 

 

aは動詞が対応する場合で、「納得がいく」は韓国語でも「납득（納得）이（が）

가다（いく）」で、両言語の学習者においてL1が学習を促進させる肯定的側面があ

るが、bのように動詞が対応しない場合、「夢を見る」は、韓国語では「見る（보다）」

ではなく、「夢見る（꾸다）」という動詞が使われるため、日本語 L1 学習者は日本

語の「夢を見る」に当たる「*꿈（夢）을（を）보다（見る）」を産出する場合が多

く、誤用となる傾向が強い（유은성, 2007:325）。このような誤用を減らすため、指

導に留意する必要があるが、教育現場からみると、コロケーションの指導はほとん

ど行われていない（오기노, 2012）。金（2015）では、日本語を母語とする韓国語学

習者を文脈指導と非文脈指導に分けてコロケーションを指導し、受容的知識

（receptive knowledge）テストと産出的知識（productive knowledge）2テストを行っ

た。その結果、受容的知識は非文脈指導の効果が高く、産出的知識は指導法による

差が見られないことが分かった。本稿においては、その直後に見られた両指導の効

果が指導の1週間後にどれほど保持できたかを調べることを目的とする。 

 

2. 先行研究 

Qian（1996:120）はL2語彙学習において文脈学習（learning words in context）と

非文脈学習（learning words out of context）の2つが存在すると述べ、それぞれの学

習の指導方法として、文脈から語彙を学習させる文脈指導（contextualized instruction）

と、文脈から離れて語彙の意味や定義を指導する非文脈指導（decontextualized 

instruction）を提示している。2.1 と 2.2 では、文脈指導が長期保持に効果的である

とした研究と、非文脈指導がより効果的であるとした研究に分けて概観する。 

 

 

                                                      
2
 Nation（2013:46-47）で「受容的」はリスニングやリーディングを通して他者からの言語インプ

ットを理解するという概念で、「産出的」は他者にメッセージを伝えるためにスピーキングや

ライティングを通して言語の形式を産出するという意味で使われているが、本研究においての

意味もこちらと同様である。 
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2.1 文脈指導の方が長期保持できるとする研究 

장지영（2009）は第 2言語としての韓国語（Korean as a second language: 以下KSL）

環境の韓国語成人初級学習者 26人を対象に、計 19個の単一語を文脈で提示し、文

脈を用いた語彙推測の課題が学習効果にどのような影響を及ぼすかを調べた。この

研究ではLaufer & Hulstjin（2001）のタスク3関与負荷仮説（task-induced involvement 

load hypothesis） 4を用いて分析した結果、文脈中心学習が語彙の習得と長期保持に

役立った可能性があると結論付けている。タスク関与負荷仮説とは、語彙学習はタ

スクの負荷、つまり、必要性（need）、 探求度（search）、 評価（evaluation）の程

度により、記憶の量が変わるという仮説で、この3つの負荷が高いタスクであるほ

ど習得されやすく、長期保持へ繋がるという。必要性はタスクの完成にその語彙が

必要であると認識（perceive）すること、探求度は未知のL2 語彙の意味あるいは形

式を探そうとすること（辞書を引く、文脈から推測するなど）、評価は学習者が文

脈を考慮してターゲット語彙の多様な意味の中から一つを選択する過程のことを

意味する。장지영の実験では文脈学習の方が必要性、探求度、評価の3つの要素が

含まれているとしている。신봉수（2002）では、外国語としての英語（English as a 

foreign language: 以下EFL）環境の韓国人大学生200人を対象に、32個の単一語に

おいての文脈中心語彙指導と非文脈的語彙指導の効果を比較した。文脈グループは

ターゲット語彙が含まれているテキストから未知の単語を推測させるタスクを2回

実施し、非文脈グループはターゲット語彙の意味を韓国語で提示して暗記させた。

そして受容的知識テストと産出知識テストを直後と 2 週間後に行った。その結果、

直後と遅延テストともに文脈中心語彙指導グループの点数が高いという結果を得

た。しかし、なぜそのような結果が出たのかに関してははっきりと言及していない。 

次に、コロケーションをターゲット語とした研究として、曲（2010）は、外国語

としての日本語（Japanese as a foreign language: 以下 JFL）環境の中国人大学生42名

を対象に、文脈で語彙の意味推測をしながらコロケーションの指導を行う実験群と、

教師による語彙の説明を受ける統制群に分けて学習効果と長期保持の程度を比較

                                                      
3
 ここでの「タスク」とは、教室で行われる語彙の指導や学習のための課題や活動すべてを含む。

本研究においてのタスクの定義もそれに従う。 
4
 この仮説に関連する用語の和訳は中村（2011）に従った。 
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した。その結果、文脈グループの方が直後と 2週間後の遅延テストにおいて学習効

果が高く、より長期保持できたとしている。その理由として、実験群のタスクの認

知的負荷がより高かった点と、間欠的な繰り返しによる記憶効果の強化を挙げてい

る。 

 

2.2 非文脈指導の方が長期保持できるとする研究 

Qian（1996）は、文脈を中心とした学習が非文脈的学習より優越であるという実

証研究が極めて少ないにもかかわらず、文脈を用いた学習が良いという確信が強く

残っていると指摘し、指導の効果を比較する実証研究を行った。EFL環境の中国人

大学生63人を文脈指導グループと非文脈指導グループに分けて15個の単一語の指

導を行い、両指導の効果と長期保持の程度の差を調べた。その結果、非文脈グルー

プの方が直後テストと、1 週間後、2 週間後に 2 回行った遅延テストにおいて効果

的であるという結果を得た。しかし、この研究では文脈グループのタスクにターゲ

ット語彙を明示的に指導する過程が入っているため、2 つの指導の方法が曖昧とな

り、完全な比較であるとは言いがたい。이진숙（2001）では、EFL環境の韓国人大

学生 128 人を、学習者同士で相互活動をしながら読むグループと、1 人で読むグル

ープ、語彙を単純に暗記するグループの 3 つに分けて語彙の習得程度を比較した。

計 384 個の単一語テスト問題を指導の 3 日後に行った最初の遅延テストの結果は、

文脈を用いた相互活動グループの方が一番高い成績を見せたが、2 週間後に行った

2 回目の遅延テストでは文脈を用いた相互活動グループの語彙保持率は最も低いと

いう結果を得た。単純暗記グループは 3 日後の遅延テストの習得率は低かったが、

2 週間後の語彙保持率はグループの中で最も高かった。このことから、文脈を通し

て読む過程で行われる間接的な語彙習得が必ずしも直接的な語彙指導より効果的

だとは言えず、語彙の短期保持には効果がある可能性はあるが、長期保持には繋が

らないと結論付けている。 

そのほか、単一語とコロケーションをターゲット語とした研究として Laufer & 

Girsai（2008）では、EFL 環境のイラン人高校生 75 人を対象に、それぞれ 10 個ず

つの単一語とコロケーションをターゲット語彙とした実験を行った。文脈からの内

容理解を目的とするグループ、文脈から離れて語彙の形式に注目させたグループ、
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L1 とL2 の翻訳をさせた 3つのグループに分けて語彙の習得の程度を比べた。その

結果、直後と遅延テストの受容的知識と産出的知識の両方において学習者の L1 を

用いて翻訳させ、説明したグループの得点が最も高かった。しかし、翻訳タスクを

行った後に同じターゲット語彙に対する翻訳のテストを実施しているため、グルー

プ間の指導法の公平性に欠けている。 

以上、コロケーションを含め、L2 の語彙指導が長期保持に及ぼす影響に関連す

る先行研究の概観から以下のことが伺える。まず、長期保持に効果的な指導法に関

する意見は文脈指導と非文脈指導で対立している。そして、受容的知識と産出的知

識に分けて結果を調べた先行研究が少ない。Nation（2013:49）によると、語彙を知

ること（knowing a word）とは、形式（form）、意味（meaning）、使用関連知識（use）

の 3つに構成されるとし、それぞれを受容的知識の面と、産出的知識に分けられる

としている。そのため、コロケーション学習に与える指導の効果も受容的知識と産

出的知識の両方を測定すべきであるが、多くの場合、直後のテストの結果のみを持

って考察しており、その結果が長期保持まで繋がるか分からない。さらに、語彙学

習におけるコロケーションの重要性は認めるものの、それをターゲットとした実証

研究はたいへん少ない。 

 

3. 研究仮説と研究課題 

仮説  

コロケーションの受容的知識と産出的知識の両方において、非文脈指導による学

習は文脈指導による学習より長期保持に効果的である。文脈からの語彙学習が保持

まで繋がるようにするためには、大量の語彙に触れる必要があるが、FL 環境にお

いては現実的に不可能であるためである（Laufer, 2006）。したがって、KFL環境に

おいても非文脈指導による長期保持が期待できる。 

上記の仮説に基づき、以下のような研究課題を立てる。 

研究課題1. 韓国語のコロケーションにおいて、文脈指導と非文脈指導による学習

効果の長期保持は、受容的知識の面において差があるか。 

研究課題2. 韓国語のコロケーションにおいて、文脈指導と非文脈指導による学習

効果の長期保持は、産出的知識の面において差があるか。 
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4. 研究方法 

(ア) 被験者 

日本語をL1とし、現在日本の韓国語教育機関（大学の学部、大学のオープンカ

レッジ、民間の韓国語教室等）で学習している成人学習者を対象とした。全員週1

回、80分から 90分の韓国語の授業を受けている。対象者の学習期間は最短 1年か

ら最長9 年6ヶ月までで、平均 4年5ヶ月である。年齢は 10代から50代以上まで

で、性別は女性 83人、男性 8人である。各教育機関の責任者に許可を得た後、参

加者に研究の主旨を説明し、参加するかしないかは個人の選択に任せ、本来の授業

とは別の時間を利用して行った。 

計91人を文脈指導グループ47人、非文脈指導グループ44人にランダムに分け、

指導した。まず、習熟度を測定するため、韓国語能力試験（TOPIK）の中級問題5の

「語彙・文法・書く・読む」から選択問題のみを 20問抜粋して習熟度テストを作

成し、実施した。正解は 1点、不正解は 0点、計20問で 20点満点である。その結

果を独立したサンプルの t検定を用いて、文脈指導グループ（平均=13.26、標準偏

差=3.89）と非文脈指導グループ（平均=12.59、標準偏差=4.14）の習熟度の差を検

定したところ、有意差が見られなかった（t（89）=0.79, p=.0.43,n.s.）。この結果から、

両グループの韓国語の能力に差がないことが確認された。 

 

(イ) 研究資料 

本研究でターゲットとしたコロケーションは「名詞＋動詞」の構造で、名詞は韓

日両語で対応語関係にあり、調査対象者が授業ですでに学んだ既知のもの、動詞部

分は韓日両語で対応語関係でないコロケーションに限定した。例えば、「주목（注

目）을（を）받다（もらう・うける）」は、名詞の「주목（注目）」は韓日で対応語

関係であり、既知のものである。動詞部の「받다」は、「もらう、うける」という

基本意味以外、前にくる名詞によっては「（車に）衝突する」、「（客を）迎える」、「（注

目を）浴びる」等の意味を持つ。この意味の中で既知のものがある可能性はあるが、

「주목（注目）」と一緒に使われ、「（注目を）浴びる」という意味になることは分

                                                      
5
 2010 한국어능력시험문제<23 회~26 회/중급> (교육진흥연구회)から抜粋した。 
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からないものに限定した。この条件に当てはまるコロケーション、すなわち、韓日

でコロケーションの差が見られるコロケーションの候補は、문금현（2002）で提示

されている、初級から中級段階のコロケーションの中から 9個を選び、指導資料と

テスト問題を作成した。実験授業を始める前に、調査対象者にターゲットコロケー

ション9個と、ターゲットでない他のコロケーション11個を含む20個のリストか

ら、既に知っているものの意味を日本語で書いてもらった。それにより、名詞は既

知だが、動詞部分と組み合わせてコロケーションになった形は未知のものであるこ

とを確認した。表 1は本研究で用いたターゲットコロケーションである。 

 

表 1. 本研究で用いたターゲットコロケーション 

ターゲットコロケーション 対応する日本語 

꾀병을 부리다 仮病を使う 

누명을 쓰다 濡れ衣を着せられる 

단풍이 들다 紅葉する 

미소를 짓다 微笑みを浮かべる 

죄를 짓다 罪を犯す 

주목을 받다 注目を浴びる 

책임을 지다 責任を負う 

커피를 타다 コーヒーを入れる 

트집을 잡다 言い掛かりをつける 

 

4.2.1 文脈指導の方法 

 文脈指導は韓国語で行った。学習者にも授業中は韓国語のみを使うように促した。

まず、9個のターゲットコロケーションが入っている短い物語文（fiction text）を5

つ提示し、未知のコロケーションの動詞部分を推測しながら読ませた。L1とL2 の

差などについての説明は一切行っていない。それから、内容理解問題を解かせ、タ

スク 1から3を行った。タスク 1は空欄の入っている要約文を完成するもの、タス

ク 2は本文と関連のある話を自由に交わすもので、最後のタスク 3は資料を見ない

で全体のストーリーを要約するものである。すべてのタスクはペアで行った。その
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後、すべての資料を回収し、10分ほど時間を空け、まず受容的知識を測るためのテ

ストを行った。そして、受容テストの影響を最小限に抑えるため、再び 10 分ほど

後に産出的知識を測るためのテストを行った。全過程に 90 分から 100 分程度かか

った。それから 1週間後、問題の順番のみを変えた同じ受容テストと産出テストを

行った。表2は以上の文脈指導の手順を示したものである。 

 

表 2. 文脈指導の手順 

学習段階 学習内容 

導入 
挨拶、読む資料の内容を簡単に紹介する。教師と調査対象者は韓国

語のみを使う。 

物語文を

読む 

9個のターゲットコロケーションが全体のテキストにそれぞれ2回

から 5回入っている短い物語文を5つ（話の繋がりのある文章）提

示し、未知のコロケーションの動詞部分を推測しながら読んだ後、

ペアで内容理解問題を解く。 

タスク1 ペアを組み、何カ所か空欄が入っている要約文を完成させる。 

タスク2 
ペアを組み、資料と似ている内容や聞いたことのある話等を自由に

交わす。 

タスク3 資料を見ないまま内容を短く要約する。ペアで交代に行う。 

まとめ 授業に対する感想等を聞いた後、すべての資料を回収する。 

休憩 
教師と、韓国語の勉強、韓国旅行の話等、実験授業と直接関係のな

い話を交わし、10分ほど時間を空ける。 

テスト 受容テストを行う。 

休憩 受容テストの影響を減らすため、10分ほど時間を空ける。 

テスト 産出テストを行う。 

(1週間後) 

遅延 

テスト 

直後テスト問題の並び替えをし、受容テストと産出テストを行う。 
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次に文脈指導資料の一部を示す。本研究では用いられた名詞が既知であることを

前提とし、かつ実験の前に既知であることを確認したが、動詞の推測に焦点を向け

させ、名詞の意味を誤解することを防ぐため、名詞には日本語訳を明記した。一部

の低頻度の語彙に対しても日本語訳を入れ、内容に集中させた。 

 

文脈指導資料の一部 

１ 

오늘은 준수의 콘서트 날이다. 준수는 아침 일찍 일어나서 커피コーヒー를 

타고 창문을 열었다. 예쁘게 단풍紅葉이 들어 있는 서울 시내가 보였다. 

준수가 가수가 되고 주목注目을 받은 지 5 년이 됐다. 하지만 작년에 유명한 

여배우와 이상한 소문うわさ도 났고, 마약을 한다는 누명濡れ衣을 쓰기도 

했다. 모든 것이 해결解決된 후 오늘은 오랜만의 콘서트인데 팬들을 만나는 

것이 미안하고 무섭다. 아프지 않지만 아프다고 꾀병仮病을 부리고 

콘서트를 취소キャンセル하고 싶은 마음까지 들었다. 최근에 준수는 아침에 

눈目을 감고 기도お祈り를 하는 습관習慣이 들었다. 오늘도 눈을 감고 

콘서트가 잘 되기를 기도했다.  

 

※波線はターゲットコロケーションを意味するが、実験では表示していない（以

下同様）。 

＊読んだ後、友達と一緒に答えてください。なぜそう思うのかも話してください。 

①지금 계절은 언제입니까? 

②준수의 직업은 무엇입니까? 

③작년에 준수에게는 무슨 일이 있었습니까? 

④준수는 팬들을 만나는 것이 무서워서 어떻게 하고 싶다고 생각했습니까? 

⑤준수는 최근에 어떤 습관이 들었습니까? 
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4.2.2 非文脈指導の方法 

非文脈指導は韓国語と日本語の両方で行った。学習者にも両方を使っても良いこ

ととした。まずターゲットコロケーションと、それ以外に同じ動詞を使う別のコロ

ケーションや慣用表現等が混ざっているリストを提示し、教師がその意味と、L1

とL2 の差等について説明した。それからタスク 1から3 を行った。 

 

表 3. 非文脈指導の手順 

学習段階 学習内容 

導入 
挨拶、今日の授業の内容を簡単に紹介する。教師と調査対象者は日

本語と韓国語、どちらも使う。 

コロケー

ションの

意味を 

説明する 

ターゲットコロケーションに加え、同じ動詞を使う別のコロケーシ

ョンや慣用表現等が混ざっているリストを提示し、意味と日本語と

の差について説明する。 

タスク1 
ペアを組み、一方がコロケーションの日本語（韓国語）の意味を言

ったら、もう一方が韓国語（日本語）で答える活動を交代で行う。 

タスク2 
コロケーションを成す動詞をすべて提示し、3つの名詞と共通に使

われるものを探す活動を行う。 

タスク3 
ペアを組み、リストのコロケーションを入れて短文を作る練習をす

る。 

まとめ 授業に対する感想等を聞いた後、すべての資料を回収する。 

休憩 
教師と、韓国語の勉強、韓国旅行の話等、実験授業と直接関係のな

い話を交わし、10分ほど時間を空ける。 

テスト 受容テストを行う。 

休憩 受容テストの影響を減らすため、10分ほど時間を空ける。 

テスト 産出テストを行う。 

(1週間後) 

遅延 

テスト 

直後テスト問題の並び替えをし、受容テストと産出テストを行う。 
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タスク1では一方がコロケーションの日本語（韓国語）の意味を言い、もう一方

が韓国語（日本語）で答える活動をペアで行った。タスク 2では説明で使われた動

詞をすべて提示し、3 つの名詞と共通に使われるものを探す活動、タスク 3 は授業

で学んだコロケーションを用いて短文を作る活動をペアで行った。その後、すべて

の資料を回収し、10分ほど時間を空け、まず受容的知識を測るためのテストを行い、

受容テストの影響を最小限に抑えるため、再び 10 分ほど後に産出的知識を測るた

めのテストを行った。全過程に 90分から100分程度かかった。それから 1週間後、

問題の順番のみを変えた同じ受容テストと産出テストを行った。表 3は以上の非文

脈指導の手順を示したものである。 

次に非文脈指導資料の一部を示す。ターゲットのコロケーション以外、同じ動詞

を使う別のコロケーションや慣用表現等を混ぜて作成したリストとタスク活動で

ある。 

 

非文脈指導資料の一部 

（1）타다  

피부가 타다 - 肌が焼ける 

버스를 타다 - バスに乗る 

커피를 타다 - コーヒーを入れる 

（2）들다 

가방을 들다 - カバンを持つ・持ち上げる 

단풍이 들다 – 紅葉する 

예를 들다 - 例をあげる 

 

＜タスク2＞次の単語から共通に入れられるものをお選びください。 

 타다  들다  받다  쓰다  부리다  감다  짓다  잡다  지다   

（1）피부가     커피를      버스에         

（2）가방을      예를       단풍이         
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5. 効果の測定 

受容的知識を測る際には、Gyllstad（2009）がスウェーデン英語学習者の英語コ

ロケーションの理解評価のために設けた、COLLOMATCHテスト（collocate matching 

test）を用いた。単純にL2コロケーションを見てL1で意味を書かせるのではなく、

1 つの文章の中で使われたコロケーションの正解・不正解を判断させた。コロケー

ションが正しければ yes にチェックを入れ、間違っていたら no にチェックを入れ

るものである。名詞の意味を誤解することを防ぐため、日本語訳を入れた。正解は

1点とし、全9問計9点満点である。以下に問題の一部を示す。1番の「트집을 부리다」

の「부리다」は正しいため、yesにチェックを入れると 1点、2番の「책임을 짓다」

は「지다」の間違いであるため、noにチェックを入れると 1点となる。 

受容的知識測定のためのテストの一部（9点満点） 

1. 사장님이 작은 일에 트집言い掛かり을 부려서 회사 일하기 힘들다.                          

yes     nod   

2. 자기가 한 말에 책임責任을 짓는 사람이 되어야 한다.      yes     nod   

 

産出的知識測定テストは下線部の動詞部分のみを韓国語に訳すもので、原形（辞

書形）で書いても良いとした。答えは助詞を含み、つづりが多少間違った場合、明

らかに単純なミスによるものであると判断される場合は正解とした。正解は1点と

し、全9問計 9点満点である。以下は問題の一部である。 

産出的知識測定のためのテストの一部（9点満点） 

1. 彼女は新人の時から注目주목を浴びて、今は大物になったね。 

                                                 

2. 今日は仮病꾀병を使ってでも家で休みたい。 

                                                 

 

本研究のすべての資料やテスト問題に使われた語彙は既に学習したものとし、そ

の中でも、一部中上級に相当するものや、低頻度の語彙には日本語訳を入れて作成

した。文章の難易度は初級から中級初期のレベルに統制した。 
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6. 結果 

研究課題の結果を見るため、受容的知識と産出的知識の直後と遅延テストの成績

をそれぞれ指導方法で分けたグループ別に対応のある t検定で検証した。表 4と図

1、2にその結果を示す。 

受容的知識において文脈グループは直後と遅延テストにかけての下げ幅に有意

な差が見られなかった（t（46）=0.97, p=.0.34, n.s.）。非文脈グループは直後と遅延

テストにかけての下げ幅に有意な差が見られたため（t（43）=2.64, p<.05.）、仮説は

支持されなかった。産出的知識において文脈グループは直後と遅延テストにかけて

の下げ幅に有意な差が見られなかった（t（46）=1.71, p=.0.10,n.s.）。非文脈グループ

は直後と遅延テストかけての下げ幅に有意な差が見られたため（t（43）=4.55, p

＜.001）、仮説は支持されなかった。 

以上の結果により、受容的知識と産出的知識の両方において非文脈指導を受けた

グループの成績の方が文脈指導を受けたグループの成績より下げ幅が大きいこと

が分かった。 

 

表 4. 直後テストと遅延テストの結果 

 グループ 
テストの

時期 
M SD t p 

受容的 

知識 

文脈G 

n=47 

直後 5.17 1.55 
0.97 

0.34 

(n.s.) 遅延 4.94 1.79 

非文脈G 

n=44 

直後 6.00 1.63 
2.64 0.01* 

遅延 5.25 1.53 

産出的 

知識 

文脈G 

n=47 

直後 3.79 2.43 
1.71 

0.10 

(n.s.) 遅延 3.49 2.18 

非文脈G 

n=44 

直後 4.34 2.59 
4.55 0.00*** 

遅延 3.30 2.41 

M=平均. SD=標準偏差.                 *p<.05. ***p<.001. n.s.=not significant. 
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図 1.テストの時期＊指導法（受容）   図2.テストの時期＊指導法（産出） 

     

 

7. 考察 

本研究の結果は非文脈指導グループの方が長期保持できるとした仮説とは異な

り、文脈指導グループの方が受容的知識と産出的知識の両方において、授業の直後

に学習されたコロケーションが遅延テストまで保持できた。その原因を両指導で使

われた学習資料の違いから探る。 

まず、文脈指導は物語文を読んでタスクを行う資料を、非文脈指導はコロケーシ

ョンのリストから説明を受けてタスクを行う資料を用いたが、その過程で文脈指導

グループの方が非文脈指導グループに比べ、コロケーションに触れる回数が多くな

ったと思われる。Jenkins, Matlock & Slocum（1989）は、語彙に触れる頻度が長期保

持と関連しており、語彙に頻繁に触れることが長期保持へ繋がるのに影響すると主

張している。本研究で行った実際の授業では、デザイン段階でほぼ同じ頻度でター

ゲットコロケーションに接すると予想したものとは違い、文脈指導の方が非文脈指

導より多く接することができた。非文脈指導の場合、コロケーションリストの L1

と L2 の意味や差等の説明を受けた後、一人で行うタスク（タスク 2）、ペアで意

味や短文を作るタスク（タスク1、3）を行ったのに対し、文脈指導はすべてのタス

クが物語のストーリーと関連しており、学習者間の対話の過程でターゲットコロケ

ーションに接し、産出する回数が多くなった。これは仮説の根拠として示した、「文

脈からの語彙学習が保持まで繋がるようにするためには、大量の語彙に触れること

が必要であるが、FL環境においては現実的に不可能である」としたLaufer（2006）

の主張から進んで、FL 教室環境においても学習資料や指導方法によって、長期保

持に至るまでの頻度を与えられる可能性を示唆するものだと思われる。金（2015）

では、文脈を用いず、ターゲットコロケーションを明示的に説明し、L1 と対照・
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比較した非文脈指導の場合、早い段階で意味を理解し、より多くのコロケーション

が覚えられたという結果が出たが、それが長期保持へ繋がるためには、ターゲット

語と頻繁に触れることができる資料や方法を工夫する必要があると考えられる。加

えて、本研究の文脈指導で用いた物語の内容は学習者に興味を持たせるものだった

ことも長期保持に良い影響を与えたのではないかと推測できる。授業の終了後、感

想等に関する簡単なアンケートを取ったが、特に文脈指導グループの場合、興味の

あるストーリーだったため、より授業に集中できたとの回答が多く見られた。アン

ケートの結果は本研究に用いてはいないが、教師の工夫によって FL 教室環境を充

分に活用できる可能性を示唆するものであると思われる。 

続いて、語彙の長期保持に関連するとされるタスク関与負荷仮説（Laufer & 

Hulstjin, 2001）から、各指導で用いたタスクの負荷の程度を比較した。この仮説は

タスクの負荷である、「必要性、探求度、評価」の 3 つが高いタスクであるほど、

習得されやすく、長期保持へ繋がるというものである。この仮説によれば、本研究

の文脈指導のタスクの負荷が非文脈指導より高いことが予想できる。そこで、両指

導の各タスクの負荷の程度を判断してみた。その内容を表 5に示す。6 

 

表 5. 文脈指導と非文脈指導のタスクの負荷の程度 

 文脈グループ 非文脈グループ 

 タスク 1 タスク2 タスク3 タスク1 タスク2 タスク3 

必要性 ＋ ＋/－ ＋/－ ＋ ＋ ＋ 

探求度 ＋ ＋/－ ＋/－ ＋ ＋ ＋ 

評価 ＋ ＋/－ ＋/－ － － ＋ 

 

文脈指導のタスク１は、ターゲット語彙の必要性の認識、未知語の意味や形式を

探すこと、文脈に適切な語彙かを決める過程が入るため、＋必要性 ＋探求性 ＋評

価になる。タスク 2と3は、ターゲット語彙を使うことが望ましいが、ほかの語彙

を用いる可能性もある練習なので、＋/－必要性 ＋/－探求性 ＋/－評価になる。非

文脈指導のタスク 1と 2は、ターゲット語彙の必要性の認識、未知語の意味や形式

                                                      
6
 ＋、－の判断はLaufer & Girsai（2008）を参考にした。 
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を探すもので、文脈は必要としないため、＋必要性 ＋探求性 －評価と判断できる。

タスク3は、ターゲット語彙の必要性の認識、未知語の意味や形式を探し、文脈に

適切な語彙かを決める過程が入るため、＋必要性 ＋探求性 ＋評価になる。判断の

結果、本研究で用いたタスクは非文脈指導の課題負荷が文脈指導より大きいことが

わかった。Laufer & Girsai（2008）の研究では、上記の 3つの要素が強かった、対照

分析と翻訳7（contrastive analysis and translation）グループの成績が高く、長期保持率

も高かった。しかし、本研究において 3つの要素がより強い非文脈指導は、文脈指

導に比べて長期保持率は低いので、課題の負荷が長期保持に影響したとは言えない。

本研究の直後の受容的・産出的テストにおいて非文脈指導グループの成績が高かっ

たことから、課題の負荷は長期保持より語彙の習得されやすさに関わったのではな

いかと思われる。 

以上の考察から、FL 環境において、コロケーションの長期保持のためには学習

者の関心を持たせる文脈を用いた指導の中で、ターゲット語彙に触れる頻度を高め

ることが必要であると考えられる。 

 

8. おわりに 

 本研究は、KFL環境の日本人学習者を対象に、韓国語コロケーションの指導方法

によって学習効果の長期保持に差があるかを調べることを目的とした。その結果、

文脈を用いた指導は非文脈指導に比べ、長期保持できるということが示唆された。

しかし、本研究は一回のみの授業からの結果である点、実際の授業においてコロケ

ーションとの接触頻度がデザイン段階での予想と異なった点等の限界を持つ。今後

はこのような問題を改善、統制したうえ、韓国語のコロケーション学習と長期保持

において、より肯定的な影響を及ぼす指導を探ることを課題とし、研究を進める。 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 和訳は筆者からのものである。 
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