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研究の目的 

日本語教育において，特に漢字の学習が非漢字圏の学習者に対しては最大の障壁であり，

専門技能試験はもちろんのこと，運転免許証の取得だけでも日本語の漢字の知識が必須で

ある。一方，日本語とベトナム人が母語とするベトナム語では，中国語から借用された漢

語（日本語の漢字語，ベトナム語の漢越語）を多く共有しており，音韻的に類似している

面がある。しかし，ベトナム語はアルファベットで表記され，日本語と異なる文字表記

（writing system）であり，両言語で音韻処理ユニットが一致しているわけではないため，

ベトナム語の影響で日本語の漢字の習得が困難となっている面もあると考えられる。そこ

で，本研究論文ではベトナム人日本語学習者が漢字を効率よく習得できるように，両言語

の音韻類似性と使用頻度及び学習者の語彙力の語彙理解への影響を検討し，漢字の処理メ

カニズムを解明する。さらに，漢字の学習方法及び学習意識と漢字能力との因果関係モデ

ルを構築し，漢字で表記される語彙を効率よく教授・学習するためのカリキュラムと教材

開発のための提言をした。 

本研究論文では，（１）日越両言語間の音韻類似性を客観的に測定し，音韻類似性データ

ベースを作成すること，（２）語彙性判断課題，翻訳課題及び書字行動実験を用いて，ベト

ナム人日本語学習者による漢字の処理メカニズムを解明すること，（３）漢字の学習方法

及び学習意識と漢字能力との因果関係モデルを構築し，効果的な学習ストラテジーを提言

することの３つを目的として行った研究について記述した。 
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問題提起 

まず第１章と第２章では，研究の背景を記述するとともに，先行研究を概観し，それら

の内容を踏まえて研究目的と研究方法を設定した。研究の背景は，次のとおりである。 

■ベトナム語の時代ごとの変化と特徴を詳細に述べ，日本語との関連性として音韻類似

性について説明した。現代のベトナム語はアルファベットで表記されるものの，多くの漢

語（語全体の７割を占め，川本，1979）は中国語から借用され，ベトナム語化して漢越語

と呼ばれている。一方，日本語の場合は，中国語の読みが日本語化した「音読み」と，

漢字に和語をあてた「訓読み」があり，一つの漢字に対して複数の読みがある場合も

ある。さらに，近代的な概念を表す和製漢語も多く，それらは中国に逆輸入されてい

る。以上のような背景から，ベトナム語と日本語は，漢語を共有しており，表記が異

なっているものの，音と意味が類似した語が多い。このことから，ベトナム人日本語

学習者は音韻を介して漢字の意味を理解するのではないかと考えられる。 

■ベトナム人日本語学習者による語彙処理は，言語非選択的に活性化（language non-

selective activation）されるのではないかという仮説を述べた。言語非選択的活性化の仮説

では，学習対象言語の第２言語（L2）としての語彙を処理する際に，母語の第１言語

（L1）の知識を無意識に活性化するとされる（Dijkstra & van Heuven，1998，2002；van 

Heuven，Dijkstra & Grainger，1998など）。言語非選択的活性化の仮説をもとにして，L2の

語彙を処理する際に，２言語間の語彙情報である音韻，書字，統語などの要素が関連し合

えば，それらの要素が処理過程に影響すると主張する研究が数多くみられる（Costa, 

Caramazza & Sebastián – Gallés，2000；De Groot, Delmaar & Lupker，2000；Miwa, Dijkstra, 

Bolger & Baayen，2014；熊，玉岡，マンスブリッジ，2016など）。 

■日越両言語使用話者による語彙処理のプロセスを検討するために，複数の語彙処理モ

デルを解説した。語彙処理モデルの構築に関する研究は，1980 年代からはじまり現在に至

る。まず，モノリンガルの語彙処理については，相互活性化モデル（interactive activation model，

McClelland & Rumelhart，1981；Rumelhart & McClelland，1982）と並列分散的処理モデル

（parallel distributed processing model，Seidenberg & McClelland，1989）が単一言語の心的辞書

における各表象群の活性化を表す。次に，バイリンガルの語彙処理については，改訂階層モ

デル（revised hierarchical model，Kroll & Stewart，1994），バイリンガル相互活性モデル（bilingual 

interactive activation model，Dijkstra & van Heuven，1998）及びバイリンガル相互活性モデル

＋（van Heuven & Disjktra，2010）が２言語の相互的な語彙の各表象群の活性化を表す。以

上のようなモデルを，単一言語と２言語の語彙処理過程に関する基礎的な研究として説明

する。そして，ベトナム語と日本語の２言語を使用する話者による日本語の漢字の語彙処理
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メカニズムを解明するために，ベトナム人日本語学習者の語彙としての漢字２字語の処理

モデルを検討する。 

■日越両言語の語彙処理に影響する日越両言語間の音韻類似性，両言語の語彙使用頻度

と学習者の語彙力の３要因の効果について論じた。２言語を使用する話者の語彙処理につ

いては 1970年代から研究されている（Caramazza & Brones，1979；Costa et al，2000；Dijkstra, 

Grainger & van Heuven，1999；Sánchez -Casas, Davis & Garcia-Albea，1992など）。ほとんど

の研究では，L1と L2 の語彙情報の類似度が高ければ，処理がより迅速かつ正確に起こる

と言われている。特に，書字と音韻，意味の類似性が高い同根語（cognate）のほうが類似

しない非同根語（non-cognate）よりも処理が促進的に行われる。また，L1と L2 の両方の

使用頻度が，L2の語彙処理にも影響すると予想される。使用頻度が高い語は，語が想起さ

れる閾値（threshold）が低くなり，より短い時間で処理が達成される。アルファベット系

の２言語を使用するバイリンガルの語彙処理の研究では，語彙使用頻度の効果が観察され

ている（Kerkhofs, Dijkstra, Chiwilla, & de Bruijin, 2006）。最後は，日越両言語の語彙処理に

おける先行研究で考慮されなかった学習者の語彙力の影響である。実際に，語彙力は第２

言語理解の要因として検討された研究が多くみられた（Anderson & Freebody，1981；

柴崎，2005；大和，玉岡，初，2010 など）。 

■先行研究においては，ベトナム人日本語学習者に関する先行研究のほか，中国語や

韓国語を母語とする日本語学習者を対象とした先行研究にも触れ，漢字圏，準漢字圏

及び非漢字圏の学習者の相違点を比較する。ベトナム人日本語学習者は L1 ベトナム語

の知識を利用して L2 日本語の漢字２字語を処理する傾向がある（天野，2017；石田，2020；

加藤 2017；タン，2003；松田，タン，ゴ，金村，中平，三上，2008；松田，2012など）が，

中国人や韓国人の日本語学習者による漢字２字語の処理及び学習とは異なることが示さ

れている。中国人日本語学習者は書字的あるいは視覚的に漢語を介して日本語の多様な漢

字表記語の意味を推測し，学習者の心的辞書で主に書字表象から概念表象へのアクセスが

行われている。音韻の活性化については母語（中国語）の影響で正の転移が起こる場合も

あり（蔡，費，松見，2011；費，松見，2012 など），一方で，負の転移が起こる場合もあ

ると指摘されている（邱，2002a；費，2015b；松見，費，蔡，2014；松見，費，朱，2016

など）。他方，現代の韓国語では漢字が全く使用されていないわけではない（新聞などでは

使用される）が，ほとんどの場面でハングルが使用されている。そのため，韓国人日本語

学習者においては，心的辞書における書字表象から概念表象への連結より，音韻表象から

の連結のほうが起こりやすく，L2 日本語の習熟度が上がると，この連結がより強くなると

言われている（松島，2013b；柳本，2016；など）。ベトナム人日本語学習者は，非漢字圏



4 

 

の学習者であると考えられるが，母語の漢越語の知識を利用して日本語の漢字２字語を処

理及び学習する際に，日越両言語間の音韻類似性が活性化する可能がある（長野，2017）。 

 

研究の方法と内容 

第３章では，日越両言語間の音韻類似性を客観的に測定し，音韻類似性データベースを

作成した。音韻類似性は，音韻的距離（phonological distance）と音素類似性（phonemic 

similarity）の２つの指標で測定する方法がある。日越両言語で共通に使用された漢字２字

語（訓読みは含まない）1,475 語（71.67％）を，音韻的距離については，R 言語の cba パ

ッケージで，音素類似性については，phonosimパッケージで自動的に計算した。日越両言

語間の音韻的距離の平均（M）は 6.05，標準偏差（SD）は 2.52 であり，分散は０から 15

までの値であった。音韻的距離が小さいほど，音韻類似性が高くなる。一方，音素類似性

の指標では，語彙的音素類似性は M＝0.51（SD＝1.19）であり，平均音素類似性は M＝0.50

（SD＝0.20）であった。いずれの音素類似性も分散は０から１までの値であった。音素類

似性が高いほど音韻類似性も高くなる。さらに，本研究の成果としては，日越両言語間の

音韻類似性データベースを音韻的距離と音素類似性の２つの指標のデータを蓄積して作

成したことにある。そして，このデータベースはインターネット上のウェブページ

（http://kanjigodb.herokuapp.com/）で検索できるようにした。このウェブページは，ベトナ

ム人日本語学習者の漢字２字語の教授・学習カリキュラム及び教材開発に貢献することが

期待される。 

第４章では，ベトナム人日本語学習者による漢字２字語の語彙処理を検討するために，

３つの実験を行った。日越両言語間の音韻類似性，日越両言語の語彙使用頻度と学習者の

語彙力の効果に着目し，これらを相互的に検討し，ベトナム人日本語学習者の語彙処理メ

カニズムを明らかにした。 

■実験１では，視覚呈示による語彙性判断課題（ターゲット語が単語か非語かを判断す

る）を用い，38名のベトナム人日本語学習者を被験者として実験を行った。音韻類似性デ

ータベースから 150語の漢字２字語（単語）をランダムに抽出し，さらに２つの漢字を組

み合わせた 150 語の日本語で無意味な語（非語）を作成した。線形混合効果モデル LME

を用い，R言語の lme4パッケージの lmer 関数を使用し，反応時間を分析した。その結果，

漢字２字語の語全体の音韻類似性と日本語及びベトナム語の使用頻度の効果がみられた。

学習者の語彙力は主効果がなかったが，音韻類似性との交互作用の効果がみられた。音韻

類似性が低い語の処理では，語彙力が高ければ反応時間が速くなった。音韻類似性が中程

度の語の処理では，語彙力が高くなると反応時間が少し速くなった。音韻類似性が高い語
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の処理では，語彙力に関係なく反応時間はほぼ一定であった。 

■実験２では，視覚呈示による母語のベトナム語への翻訳課題を用い，実験１と同じ 38

名を研究対象として実験を行った。刺激語は，音韻類似性データベースから 100語の漢字

２字語をランダムに抽出した。R言語の lme4パッケージの glmer関数による正答率の分析

の結果，漢字２字語のうちの第１漢字の音韻類似性，日本語とベトナム語の使用頻度及び

語彙力の主効果がみられた。両言語の使用頻度と語彙力は促進的な効果で語彙処理に影響

したが，第１漢字の音韻類似性は抑制的な効果であった。さらに，R言語の lme4 パッケー

ジの lmer 関数による反応時間の分析の結果，ベトナム語の使用頻度と語全体の音韻類似

性は促進的な効果で，第１漢字の音韻類似性は抑制的な効果で翻訳潜時に影響した。日本

語の使用頻度と語全体の音韻類似性は交互作用があり，日本語で頻繁に使用される語は，

その語の音韻類似性による促進的な効果が翻訳潜時に影響したことが分かった。さらに，

語彙力と第１漢字の音韻類似性の交互作用で，学習者の語彙力が高ければ，第１漢字の音

韻類似性の抑制的な効果を減弱したことを示した。 

■実験３では，ベトナム人日本語学習者 35名を対象にして，漢字の書字行動の実験を行

った。日本語能力試験（JLPT）の N5から N3までで出題された漢字２字語 30語を刺激語

とした。R 言語の lme4パッケージの glmer関数による正答率の分析の結果，日本語の使用

頻度及び日越両言語間の音韻類似性は促進的な効果があったが，第１漢字の語彙難易度

（JLPTの N5から N2まで）及び語全体の視覚的な複雑性（語全体の画数）には抑制的な

効果があった。R 言語の lme4パッケージの lmer関数で書字行動の各段階の時間を分析し

た結果は次のとおりであった。聴覚呈示してから書き始めるまでの時間では，語彙力の促

進的な効果と第１漢字の視覚的な複雑性（第１漢字の画数）及び第２漢字の語彙難易度の

抑制的な効果があった。第 1漢字の書字時間では，第１漢字の視覚的な複雑性の抑制的な

効果と日越両言語間の音韻類似性の促進的な効果がみられた。第１漢字と第２漢字の書字

間隔の時間では，刺激語の呈示順序の効果で課題遂行する際の被験者の疲れがみられ，ま

た，第２漢字の視覚的な複雑性（第２漢字の画数）の抑制的な効果があった。第２漢字の

書字時間では，第２漢字の視覚的な複雑性の抑制的な効果があった。また，第 1漢字を書

き始めてから第２漢字を書き終わるまでの時間では，語全体の抑制的な効果のみみられた。 

第５章では，ベトナム人日本語学習者による漢字２字語の学習方法と学習意識の調査を

行った上で，漢字能力への貢献度を調べ，それらの要因の因果関係モデルを構築した。調

査では探索的な因子分析を行った。その結果，漢字の学習方法は，漢字をグループ化して

学習する方法（因子１），母語のベトナム語の知識を利用して学習する方法（因子２），漢

字の書字を書き練習する方法（因子３）の３つの因子に分けられた。漢字の学習意識は，
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漢字学習に対する情意性を持つこと（因子１），漢字学習に対する困難性を感じること（因

子２），漢字の有効性を認めること（因子３）の３つの因子に分けられた。これらの因子を

観測変数として，潜在変数の学習方法と学習意識を測定し，漢字テストで採点した被験者

の漢字能力との因果関係を構造方程式モデリングの分析で検討した。その結果，学習意識

が学習方法に影響し，さらに学習方法が漢字能力に影響するという逐次的な因果関係が明

らかになった。本来測定しにくい漢字の学習方法及び学習意識と漢字能力との因果的な関

係について，本研究で構築したモデルではそれらの要因の間に強い因果関係を認めること

ができた。本研究の探索的因子分析と構造方程式モデリングの分析結果から，ベトナム人

日本語学習者のため適切かつ効果的な漢字学習のストラテジーを解明し，漢字能力の向上

に資するテキストの作成と教授法の開発に貢献することができると考える。 

 

研究の考察とまとめ 

最後の第６章では，結論を述べ，第１章から第５章までで得られた主要な知見をまとめ，

本研究論文の成果と今後の課題について総括した。 

■日越両言語間の音韻類似性の効果。 

ターゲット語が単語か非単語かを判断する語彙性判断課題の実験では，語彙の概念表象

へ直接的にアクセスすることから，音韻類似性には促進的な効果がみられた。この処理プロ

セスにおいては，第１漢字と第２漢字それぞれの漢字を処理してから語全体の意味を推測

するのではなく，語全体の音韻情報を利用して判断を行っていた。 

一方，L1 ベトナム語へ口頭翻訳する課題では，語全体の音韻類似性は促進的な効果で翻

訳潜時の速度に影響した。さらに，日本語の使用頻度との交互作用の効果で，語全体の音韻

類似性の効果が強まった。この実験では，第１漢字の役割が語全体の翻訳プロセスに重要な

要因であることを明らかにした。第１漢字の音韻類似性は抑制的な効果で正答率と翻訳潜

時の速度に影響していた。さらに，第２漢字の音韻類似性の効果がみられなかった。これら

のことから，第１漢字の発音だけでなく第２漢字を含む語全体の音韻表象にアクセスして

から漢字２字語の意味を想起してベトナム語に翻訳するというプロセスを解明することが

できた。翻訳潜時の速度については，第１漢字の音韻類似性の抑制的な効果は語彙力との交

互作用の効果で減弱された。 

視覚呈示による語彙処理だけでなく，聴覚呈示による語彙処理においても日越両言語間

の音韻類似性の効果がみられた。書字行動の実験においては，語全体の音韻類似性が促進的

な効果で正答率と第１漢字の書字時間に影響した。語全体の意味を想起してから漢字２字

語を書き始めるというプロセスよりも，音韻類似性の効果がみられた第１漢字の書字時間

において語全体の意味を想起するというプロセスが起こっていると考えられる。ベトナム

人日本語学習者は，第１漢字を書きながら，書いた漢字を確認して，語全体の意味を再想起

している可能性がある。 
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■日越両言語の語彙使用頻度の効果。 

L2日本語の使用頻度については，ターゲット語が単語か非単語かを判断する速さ，L1ベ

トナム語への翻訳の正答率及び L2 日本語での書字の正答率に強く影響した。L1 ベトナム

語への翻訳潜時には主効果がなかったが，語全体の音韻類似性と交互作用の効果があった。

さらに，日本語の使用頻度は L2日本語で書字するプロセスにおいても主効果がみられなか

った。これは，母語への翻訳と書字行動の実験であり，L1 ベトナム語の音韻表象，あるい

は L2 日本語の書字表象への連結を強く求める課題であるため，L2 日本語の使用頻度は語

の意味の想起にしか効果を果たさなかったということを示すのではないかと考えられる。 

L1 ベトナム語の使用頻度については，ターゲット語が単語か非単語かを判断する速さ，

L1 ベトナム語への翻訳の正答率及び翻訳潜時に強く影響した。L2 日本語で語彙処理を行う

にもかかわらず，L1 ベトナム語の使用頻度の効果がみられるのは，日越両言語の語彙処理

が言語非選択的に活性化するという仮説を強く支える証拠である。しかし，書字行動の実験

では，刺激語の数が少なく，また，それらの語は中級レベル以下の語で，おそらく被験者に

とって既知の語であったためか，ベトナム語の使用頻度の効果がみられなかった。 

■学習者の語彙力の効果。 

学習者の語彙力はL1ベトナム語への翻訳の正答率と書字する際の書き始めるまでの時間

に促進的な効果があった。ターゲット語が単語か非単語かを判断する速さと L1 ベトナム語

への翻訳の翻訳潜時には主効果がなかったが，いずれの実験においても語全体の音韻類似

性との交互作用がみられた。それらの交互作用の効果は語全体の音韻類似性の促進的な効

果を強化するものであった。語彙力は学習者の習熟度を表すものであり，語彙処理メカニズ

ムに間接的な要素として影響する。語彙力が高い学習者は習熟度が高いと認められ，語彙処

理の際に音韻，書字，概念の各表象群への連結をより強く達成するのではないかと考えられ

る。 

■本研究論文の成果。 

まず，第３章で作成した日越両言語間の音韻類似性データベースである。これは，初めて

日越両言語間の音韻類似性を客観的に数値化して測定したデータベースである。測定する

方法として，音韻的距離と音素類似性の２種類があり，それらの指標の相関関係が非常に強

いことを明らかにした。さらに，これらの指標を利用して，日越両言語の語彙処理に両言語

間の音韻類似性が有意に影響することも考察した。また，この音韻類似性データベースはウ

ェブページで閲覧できるよう，インターネット上で公開した。 

次に，第４章では，ベトナム人日本語学習者による漢字の処理メカニズムを解明した。本

研究で行った３つの実験を通して，ベトナム人日本語学習者による漢字２字語の処理プロ

セスを明らかにした。漢字の意味の推測，母語への口頭翻訳及び漢字の書きとりの処理のい

ずれにおいても日越両言語の語彙処理が言語非選択的に活性化するという仮説について検

証した。言語非選択的活性化の観点から，既存のバイリンガルの語彙処理モデルに本研究の

結果を繋ぎ合わせて，ベトナム人日本語学習者による漢字の語彙処理モデルを構築した。語
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彙処理について，語の理解と語の産出の２つのプロセスを厳密に検討したことは本研究論

文の特色である。さらに，これまでの語彙処理の先行研究で考慮されてこなかった両言語の

語彙使用頻度と学習者の語彙力の効果を，本研究論文で厳密かつ総合的に検討したことが

独創的な点である。特に，実験３の書字行動では，これまでの先行研究を超えて，漢字の書

きとりという行動のすべてをデータとして収集し，書字行動をステップごとに分けて検討

したことは非常に先進的な取り組みであろう。 

さらに，第５章の漢字の学習方法と学習意識の調査から，ベトナム人日本語学習者が漢字

を学習する実際的な状況を分析した。探索的因子分析を行った上で，潜在変数としての学習

方法と学習意識を測定し，それらの変数と漢字能力との因果関係を明らかにした。調査で得

られたデータを統計手法で分析し，漢字能力との因果関係モデルを作成したことがこれま

での先行研究と異なる部分であり，オリジナリティを持つ。この因果関係モデルは，非漢字

圏のベトナム人日本語学習者のための日本語学習方法論の展開や，漢字学習のための教科

書の作成に役立てられる可能性を秘めており，本研究は基礎的な資料として重要な位置付

けとなる。社会的な側面から考えれば，ベトナム人労働者や留学生に対する日本語教育に役

に立つ研究となり得，日本社会の発展に貢献し得るものである。 

■今後の課題。 

本研究論文ではベトナム人日本語学習者の漢字の処理と学習を中心に検討したため，

文レベルやテキストレベルなどの処理を明らかにするまでには至っていない。また，漢

字２字語の日越両言語間の音韻類似性に焦点を当てており，同形類義語の両言語間の意

味的範囲の差異に関する問題や，語彙的な統語レベルに関する文法的範囲の問題など，

まだ多くの課題が残されている。今後は，これらの面の検討を含め，研究の範囲を広げ，

語彙処理のプロセスをより深く探っていきたい。具体的には，漢字２字語が使われる日

本語の文の処理について，眼球運動の測定や脳波実験を用いて検討し，日常生活で実際

に使用する漢字の運用力を測定することが考えられる。 

また，漢字の効果的な学習アプローチを検討した学習方法と学習意識の調査において

は，本研究論文の範囲では，ベトナム人日本語学習者を研究対象としたが，今後中国語

や韓国語を母語とする日本語学習者を対象にして同様の調査と漢字テストを行い，本研

究の結果と比較したい。比較対象に多様性があれば，ベトナム人日本語学習者の漢字の

学習方法と学習意識の特徴をより鮮明に見出すことができる。加えて，それらの要因と

漢字能力との因果関係から，ベトナム人日本語学習者はもちろん，非漢字圏の日本語学

習者の漢字学習における問題点をより深く理解し，漢字の学習環境を改善することがで

きるのではないかと考えられる。 
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