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CMCコーパス利用の効果検証  
(THE EXAMINATION OF THE EFFECTS OF THE USE OF CMC CORPUS) 

広谷真紀 Rose-Hulman Institute of Technology 
 
要旨: 第二言語習得研究において、学習者の自分の言語の間違いへの気付きは言語習得を促
すものとして指摘されている。それをうけ、前研究（拙稿）では、学習者の CMCデータの
管理ができ、コンコーダンサーツールを用いて言語分析ができる教師用のアプリケーション

と、学習者側もツールを用いて、自分の過去のデータを模範例と比較しながら自分の言語を

省みることができる学習者用のアプリケーションの開発をした。開発したツールは一学期に

わたって実際のコースで使用されたが、本研究では、アプリケーション使用による、言語の

伸びと言葉の使い方に関する意識変化を学習者の言語データとレビューログをもとに量的・

質的の両側面から検証する。 
Keywords: CMC, blog, corpus 
 

はじめに 
現在チャット、掲示板といった computer-mediated communication (CMC)は外国語教育にお

いて広く使われている。SLAにおける CMC研究は、90年代初頭に対面式との比較研究から
始まり、タスク別のコミュニケーションストラデジーなど多義にわたる効果研究や、チャッ

トと掲示板など、タイプの異なる CMCでの使用言語の検証など、研究に広がりを見せてい
る。また、先行研究では、学習者の CMCコーパスを用いたアプリケーションの可能性や有
効性も指摘されているが、具体的な研究、開発はまだほとんど行われていない。 

 
先行研究と本研究の目的 
一般的な学習者コーパスのアクティビティ開発の可能性については、「例文を見て使い方

を学ぶ」という Data Driven learning, DDLの考え方を元に、Meunier (2002)が DDLはターゲ
ットの言葉がどのように使われているかを意識するアクティビティとして適しており、ネー

ティブデータと自分の言葉との比較アクティビティも言語習得に役立つのではないかと指摘

している。CMCデータを活用するアプリケーションの可能性は、教師によるデータの活用
と学習者自身による活用の大きく二つに分けられる。教師による活用は、さらに教師が学習

者全体の言語使用の傾向を把握して、クラス全体に指導するやり方と、個々の学生のデータ

を見て、学生ごとの傾向を把握し、個別の指導に使うというやり方がある。学習者全体に指

導した例としては、コンコーダンサーを用いた Beltzらの研究があげられる (Belz & Vyatkina, 
2005)。コンコーダンサーはコーパスから検索語を探し、例文を出力するアプリケーション
ソフトでコーパス研究においてよく使われているが、Beltzらは、CMCアクティビティで集
めたドイツ語学習者、母語話者両方のコーパスを用いて、言語を分析し、授業で学生全体に

モダリティの使い方についての指導をした。 
拙稿の前研究(Hirotani, 2006)では、Beltz & Vyatkinaの研究を参考にして、コンコーダンサ

ーを使用し、学習者全体の指導に加え、個別指導にも使え、学習者自身もツールが使えるア

プリケーションを開発した。具体的には、まず検索語の例文を出力するコンコーダンサーを

開発した。さらに、そのコンコーダンサーを取り入れた、教師･管理者用、および学習者用

のブログツールのページを作成した。開発したツールは一学期にわたって実際のコースで使

用されたが、本研究では、アプリケーション使用による、言語の伸びと言葉の使い方に関す

る意識変化を、学習者の言語データとレビューログをもとに量的・質的の両側面から見てい

く。 
実験方法 

実験にはアメリカ中西部で日本語を学ぶ初級学習者１３名が参加した。実験当時、被験者

は初級後半の二年生のコースを履修おり、コースプロジェクトとして二年生の一学期目から

ブログを書いていた。一学期目に行われていたブログのアクティビティでは、与えられたト
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ピックについて学生がブログを書き、クラスメートのブログにもコメントを残し、教師がそ

の添削をしていた。レビューの課題を行った二学期目は、学生がブログを書いた後、レビュ

ー担当の教師が学生のブログをコーパスに追加し、ツールを用いて言語を検証、そしてメー

ルでレビュー課題を与えた。学生はレビュー課題を見て、自分の言語をツールを用いてレビ

ューして返答、教師は学生の返答に対してフィードバックを与えた。１３名の学生に対し、

レビューは計五回行われたが、ブログのエントリーをしてきた学生にのみレビューを与えて

いた。与えたレビュー課題の回数は全部で６０回あり、そのうち得られた返答は５０であっ

た。 
ブログツールに必要なコーパスは、模範例となるコーパスと、学習者のコーパスの二種類

に分けられる。模範例となるコーパスは、ターゲットが日本語二年目の初級学習者であるこ

とから、教科書の例文を使用した(Makino et al., 1998; Hatasa et al., 2000)。また、学習者のコ
ーパスにはブログを使用した。レビューを行った二学期の初めには、あらかじめ一学期目の

データを入れておき、学生がブログを書くたびに、管理者（筆者）がコーパスにデータを追

加していき、すぐにそのデータがレビューに使えるようにした。また、コンコーダンサーに

関しては、グーグル検索のように検索語をタイプをして、例文を出すツールと、タイプをせ

ずに文法リストから選んで検索をし、例文を出すツールの２つを用意した。 
管理・分析用のブログツールには、レビューアクティビティに必要なツールやリンクが入

っている。管理用のツールでは、教師が学生リストの作成、ブログトピックの追加、文法リ

ストの作成など、ブログレビューのアクティビティに必要なメインテナンスをする。また、

分析用のツールでは、管理用ツールで用意したデータを使って学生の言語を分析をする。こ

こには、検索語を直接タイプをするツールの他に、次に文法リストから検索をするタイプが

あるが、チャプター順、アルファベット順、そして、主に複文に使う文法や接続語のリスト

から検索する。また、接続語や従属接続詞などの接続表現の使用に関しては、「文のつなが

りを見る」ツールで確かめることができる。各検索ツールには、出力されるフォームの選択、

そして文の長さを決めるオプションツールが入っている。 
学習者用のページには、一連のブログのアクティビティに必要なツール、例えばブログの

作成の際に使う作文支援ツールと自分のブログをレビューする時に使うツールが入っている。

ここにも教師の使う管理･分析用のページと同様に数種類の検索ツールが入っており、学習

者自身も自分の過去のデータを模範例と比較しながら言語を省みることができる（図１）。 
 

図１ 学生のレビューツールのスクリーンショット 
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分析 
学習者のブログとレビュー課題の返答（計５０）を分析データとして使用した。与えたレ

ビュー課題のタイプは、エラーの傾向、言語の複雑性（語彙的・統語的）、文のまとまりの

三つに分けられる。まず、エラーの傾向に関する課題には、用法、活用の間違い、およびス

ペルミスが含まれる。例えば、用法の間違いに関するものでは、「から」の従属節、主節の

中身を逆に書いていた学生には、「から」を調べる課題を与えた。また、スペルミスの課題

では、「とても」を「どても」にしたり、「たいへん」を「だいへん」にしたり、といった

清音と濁音に関する間違いがあった際、「とても」と「どても」、「たいへん」と「だいへ

ん」の両方を調べ、どちらが正しい単語かを考えてもらう課題を与えた。また、言語の複雑

性のうち、語彙的複雑性に関するものでは、例えば、理由を表す「から」「ので」のうち、

両方使えるところでも「から」のみを使っていた場合、そして、統語的複雑性に関しては、

「でも」ばかり使い、「～が」の用法が見られなかった場合に、それぞれ両方調べる課題を

与えた。最後に文のまとまりに関する課題では、例えば、接続語の使用がほとんど見られな

かった学生には、「そして」「それから」「でも」の使用を調べる課題を、また、段落に分

けずに書く学生には、文のまとまりの検索結果を学生に見せて、接続表現はよく使っている

が、段落レベルで書くように、という指示を出した。さらに、段落で分けて書いている学生

には、もう一つ上のステップとして、段落の始めにおいても、「それから」「また」等の接

続語の使用を勧めた。 
 本研究ではこれらレビューの課題のうち、成果があったと見られる事例がどれだけあった

かを調べた。具体的にはエラーに関する課題では、正しい形や語句で書けるようになった事

例、また、言語の複雑性の課題も、課題で扱った語句、文法を使って語彙的または統語的に

複雑な文が見られた事例、さらに文のまとまりに関しても、その後のブログにレビュー課題

で扱ったことが生かされたと見られる事例である。したがって、レビュー課題の際に、正し

いフォームや文で言い換えることができていても、その後のブログで事例が確認されなかっ

た場合は、効果があった例には含めなかった。 
 

結果とまとめ 
表１に見られるように、与えたレビュー課題のうち、その後のブログにレビューの効果が

あったと思われたものが、半数以上見られた。とくに統語的複雑性に関するレビューの課題

（例「でも」を「～が」で言い換える）は、全員がその後のブログでターゲットの複文を使

うようになっていた。 
 

表１ レビュー課題の結果 
 

課題の種類 
レビュー 
返答数 

その後のブログにレビューの

効果があったと思われる事例 
1. エラーに関するもの 8 5 
2. 言語の複雑性 31 25 

 語彙的複雑性 (22) (16) 
 統語的複雑性 (9) (9) 

3. 文のまとまり 11 9 
計 50 39 

 
 また、文のまとまりに関する課題も効果が見られた学生が多かった。図２では、文のつな

がりの課題を２度与えた学生Ａの例を示しているが、課題を通じてブログの構成がどのよう

に変化していったかを紹介したい。 
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図２ ブログの文の構成の変化（学生Ａ） 

 
 学生Ａには、まず、一月十八日のブログの後に、教師用のツールを使って、「文のまとま

り」の検索結果を見せて、「接続表現はよく使っているが、段落に分けて書くように」とい

う指示を出した。学生Ａは次のブログ（二月一日）で段落に分けて書いてきたので、その次

のステップとして、段落の始めの接続語の使用を勧めた。学生Ａはその次のブログ（二月八

日）に接続語「また」を使用しており、文の構成がよくなっていることが分かる。 
さらに、学生ごとの効果を見たところ、すべてのレビュー課題に効果が見られた学生（３

名）から、２回にしか効果が見られなかった学生（３名）までいて、学生間で差があったこ

とが分かった。ただし、まったく効果が見られなかった学生はいなかった。 
 また、五回のレビュー課題の後、学生に「レビュー課題をすることによって、自分の言葉

の使い方に注意するようになったか」を聞いたところ、多くの学生が、意識するようになっ

たと答えていた。また、「レビューをすることによって、間違いや自分の癖に気付くことが

出来るので、いいアクティビティだった」等の意見が出た。 
本研究では、学生の CMCコーパスを利用したアプリケーション使用による言語の伸びを

検証したが、レビュー課題の成果があったと見られる事例が多数確認された。ただし、レビ

ュー課題以外での効果、例えば授業中のアクティビティで自分の間違いに気付いた場合も考

慮に入れる必要があり、また、学生によって効果の差も見られ、今後さらなる検証が必要で

ある。 
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