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1. 研究目的
本研究では，日本語学習者の漢字の書字的認知の正確さに関わる要因について
検討した。日本語を学ぶ際に，漢字学習は避けて通れない。しかし，非漢字圏日
本語学習者（以下，非漢字圏学習者）にとっては，漢字は馴染みのない書字形態
であり，正しく漢字の形を捉えるのは難しいことが知られている。加納（2014）
が実施した日本語学習者を対象とした漢字の can-do statements では，非漢字圏学
習者は漢字を「書く」ことに対する自己評価が低く，苦手意識を持っていること
が報告されている。これは，非漢字圏学習者が漢字の形を正確に捉え，それを記
憶し，再生する（書く）ことが難しいと考えていることを意味する。それに対し
て，母語で漢字を表記として使っている漢字圏日本語学習者は，相対的に漢字学
習には有利であることが明らかになっている（Tamaoka, 2014, 2015）。
中国語母語話者と英語母語話者が日本語の漢字語を処理する条件での比較研究
がある。玉岡（1997, 実験 1）は，カナダの大学に在籍し，同じカリキュラムで
同じ期間だけ日本語を学習した中国語を母語とする日本語学習者 10 名と英語を
母語とする日本語学習者 17 名を対象に，日本語の漢字語の語彙性判断実験を行
った。その結果，英語話者（M=1,808 ms, 正答率は M=63.7%）に比べて，中国語
話者は，視覚提示から正誤判断までの反応時間（M=982 ms，正答率は M=71.3%）
は，826 ms も速く，7.6%正確であった。さらに，玉岡（1992，実験 2）は，語彙
性判断課題を使って，日本語学習歴が 1 年から 2 年の 16 名と 2 年から 3 年の 16
名のカナダの大学で日本語を主専攻とする英語母語話者に実験を行っている。学
習期間の異なるこれらの 2 つのグループの日本語学習者は，同じ大学で，同じカ
リキュラムで，同じ教員の指導の下で日本語を学習しているので，日本語学習環
境は非常に類似している。この実験によると，「半分」などのように画数の少な
い二字漢字語（1 年から 2 年が M=1,786 ms，2 年から 3 年が M=1,307 ms）のほう
が，「新聞」などの漢字の画数が多い二字漢字語（1 年から 2 年が M=2,064 ms，
2 年から 3 年が M=1,431 ms）よりも迅速に処理されることを示した。統制群の日
本語母語話者 13 名は，画数に関係なく 600 ms より少し長い程度の反応時間であ
り，高使用頻度の簡単な漢字語では，画数の影響はみられなかった。英語を母語
とする日本語学習者にとって，漢字の複雑な視覚的パターンを処理するのは難し
く，画数の影響が強くみられた。この漢字の視覚的複雑性の影響は，学習が進む
とともに小さくなるものの，たとえ日本語が主専攻であっても 3 年くらいの学習
では，その影響は強く残ることが分かる。
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以上のように，非漢字圏学習者の漢字の書字認知を考えると，漢字そのものの
特徴が重要な要因であることが分かる。ヴィモンヴィタヤー（2013）では，タイ
人日本語学習者の 2 つの漢字の異同の判断において，漢字の書字的な複雑性が判
断の正確さに影響を与えていること，漢字の細かい部分の異同には注意が向けら
れていないことを指摘している。谷口（2017）では，未知漢字の再生において，
字形の視覚的複雑性が最も強く影響し，さらに視覚的複雑性が低い漢字でも非直
線的な漢字は再生されにくく，視覚的複雑性が高い漢字では対称性が漢字の完成
度に強く影響し非対称的な漢字は再生されにくい，という結果であった。しかし，
谷口の研究は，まだ漢字を学習していない段階での調査なので，本研究では日本
語をある程度学習した非漢字圏の日本語学習者を対象にして，視覚提示された漢
字 1 文字が正しいかどうかを判断する条件で，影響要因を検討することにした。
2. 研究方法
2.1. 調査協力者
2016 年 12 月～2017 年 1 月に，日本国内で日本語を学ぶ非漢字圏学習者 33 名
（平均年齢 23.00 歳），漢字圏学習者 14 名（平均年齢 24.05 歳）に対して漢字の
正誤判断課題を行った。調査協力者 47 名は調査時点で日本在住であり，日本語
の漢字の学習経験がある者であった。なお，本研究の非漢字圏学習者の母語は，
インドネシア語，ウズベク語，オランダ語，韓国語，クメール語，スペイン語，
タイ語，テルグ語，ドイツ語，パンジャーブ語，ビルマ語，ヒンディー語，ブル
ガリア語，ベトナム語，ポルトガル語，モンゴル語，ロシア語である。実験に先
立って，非漢字圏学習者グループと漢字圏学習者グループの日本語能力が等しい
ことを日本語の語彙テストで確認した。使用した語彙テスト（宮岡・玉岡・酒井，
2011）は 48 問からなり， 1 問 1 点，48 点満点で採点した。なお，このテストの
信頼性を示すクロンバックのα係数（N=47）は，α=.87 であり，非常に高い信
頼性が確保されたテストであることを確認した。さらに，このテストの非漢字圏
学習者グループの平均得点（M=36.91, SD=6.98）と漢字圏学習者グループの平均
得点（M=37.21, SD=5.71）には有意な差がないことが確認された[t(45)=0.14, ns]。
2.2. 実験刺激
本研究では，漢字の書字認知を知るために，漢字の文字正誤判断課題を行った。
実験に使用したのは，正しいと判断すべき漢字 80 文字と正しくないと判断すべ
き疑似漢字 80 文字である。正しいと判断すべき漢字 80 文字は，漢字の難易度
（難しい漢字 40 文字・易しい漢字 40 文字），漢字の書字的複雑性（複雑な漢字
40 文字・単純な漢字 40 文字）を考慮して選択した。なお，難しい漢字は旧日本
語能力試験（JLPT）配当級の漢字級 1・2 級の漢字で，易しい漢字は同試験の
3・4 級の漢字である。また，書字的複雑性は漢字の画数 9 画以上の漢字を複雑な
漢字，8 画以下の漢字を単純な漢字とした。正しくないと判断すべき疑似漢字 80
文字は，誤りのタイプ（画の過不足による誤り 40 文字・構成要素の組み合わせ
の誤り 40 文字）と書字的複雑性（複雑な漢字 40 文字・単純な漢字 40 文字）を
考慮して作成した。
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2.3. 実験方法
実験は，コンピューターを使用して実施した。コンピューターの画面中央に提
示される漢字 1 文字が日本語の漢字として存在するかどうかをコンピューターの
指定されたキーボードを押して判断するというものであり，コンピューターに各
調査協力者の判断の正誤が記録されるという仕組みになっている。なお，実験刺
激 160 文字は，各調査協力者にランダムに視覚提示された。
3. 分析と結果
3.1. 決定木分析
本研究では，決定木分析を用いて，日本語学習者の漢字の書字認知の正しさに
どのような要因がどの程度影響しているか明らかにした。決定木分析とは，複数
の説明変数で，質的データの目標変数を予測する統計手法であり，結果は樹形図
で示される（玉岡, 2006; 大和・玉岡・初, 2015 を参照）。本研究のように，目標
変数（本研究の場合は，漢字の正誤判断の正誤）に影響すると考えられる要因が
複数想定できる場合，どの要因がどの程度強く影響するのかを総括的・階層的に
検討するのに決定木分析が適していると言われている。なお，本研究で用いたの
は，決定木分析のうち，正答か誤答かという質的変数を予測するので，分類木分
析と呼ばれるものである。
本研究では，正しいと判断すべき漢字の正誤判断に影響する要因として，刺激
要因として漢字の難易度と漢字の書字的複雑性，被験者要因として学習者グルー
プの合計 3 要因を設定し，漢字の正誤判断の正誤を予測した。一方，正しくない
と判断すべき疑似漢字の正誤判断に影響する要因としては，刺激要因として誤り
のタイプと疑似漢字の書字的複雑性，被験者要因として学習者グループの計 3 要
因を設定し，疑似漢字の正誤判断の正誤を予測した。
3.2. 正しいと判断すべき漢字の正誤判断に影響する要因
漢字の難易度と書字的複雑性および学習者グループを説明変数として，正しい
と判断すべき漢字の正誤判断の正誤を予測する決定木分析を行ったところ（相対
リスク 7.47%），正しいと判断すべき漢字の正誤判断に最も影響を与えているの
は，漢字の難易度で[χ 2(1)=39.24, p<.001]，易しい漢字（95.2%）は難しい漢字
（89.8%）より有意に正しく正誤判断ができることが分かった。易しい漢字の正
誤判断にはさらに下に伸びるノードはなかったことから，正しいと判断すべき易
しい漢字は，学習者グループ，書字的複雑性で正答率に有意な差がみられないこ
とが分かった。一方，難しい漢字の正誤判断には，次に学習者グループの影響が
見られ，漢字圏学習者（94.6%）は非漢字圏学習者（87.8%）より正しいと判断
すべき漢字を有意に正確に判断できた[χ2(1)=20.15, p<.001]。さらに，難しい漢
字の非漢字圏学習者による正誤判断には，書字的複雑性の影響も見られた[ χ
2
(1)=26.32, p<.001]。このことから，難しい漢字の書字の正誤を非漢字圏学習者が
判断する場合，単純な漢字（92.4%）は複雑な漢字（83.2%）より有意に正しく
正誤を判断することができることが分かった。
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3.3. 正しくないと判断すべき疑似漢字の正誤判断に影響する要因
疑似漢字の誤りのタイプと書字的複雑性および学習者グループを説明変数とし
て，正しくないと判断すべき疑似漢字の正誤判断の正誤を予測する決定木分析を
行ったところ（相対リスク 15.27%），正しくないと判断すべき疑似漢字の正誤
判断に最も影響を与えているのは，漢字の書字的複雑性で[χ2(1)=47.50, p<.001]，
画数の少ない単純な疑似漢字（88.8%）は画数の多い複雑な疑似漢字（80.7%）
より有意に正しく疑似漢字であることを判断できることが分かった。単純な疑似
漢字と複雑な疑似漢字の各ノードからは，二次的に影響する要因として下に伸び
るノードが見られた。以下，単純な疑似漢字と複雑な疑似漢字に分けて結果を報
告する。
単純な疑似漢字の判断に次に影響を与えるのは，誤りのタイプで [χ2(1)=15.00,
p<.001]，構成要素の組み合わせによる誤り（91.6%）は画の過不足による誤り
（86.0%）より正しくない漢字であると正しく判断できた。画の過不足による誤
りについては，さらに下にノードが伸びており，学習者グループの影響が見られ
た[χ2(1)=11.22, p<.001]。このことから，単純な疑似漢字で，実在する漢字より
画が多かったり少なかったりする誤りに対しては，漢字圏学習者（91.8%）は非
漢字圏学習者（83.5%）より有意に正しく疑似漢字を正しくない文字であると判
断できることが分かった。
次に複雑な疑似漢字の判断に影響したのは，学習者グループで [χ2(1)=26.29,
p<.001]，漢字圏学習者（87.9%）は非漢字圏学習者（77.7%）より正しく複雑な
疑似漢字が判断できた。非漢字圏学習者については，さらに下にノードが伸びて
おり，誤りのタイプの影響が見られた[χ2(1)=23.26, p<.001]。このことから，複
雑な疑似漢字を非漢字圏学習者が正誤判断する場合，構成要素の組み合わせによ
る誤り（83.2%）は画の過不足による誤り（72.1%）より正しくない漢字である
と正確に判断できることが分かった。
4. 総合考察
本研究では，日本語の漢字の書字的認知の様相を明らかにするために，非漢字
圏学習者と漢字圏学習者を対象に漢字 1 文字の正誤判断課題を行った。先行研究
から日本語学習者の視覚提示された漢字の正誤判断に影響すると考えられる要因
を設定し，その影響を調査した。その結果，正しい漢字の正誤判断に最も影響を
及ぼすのは，漢字の難易度であることが分かった。本研究における易しい漢字は，
日本語学習者にとって親密度が高いものでもあると考えられる。そのような学習
者にとって目にする機会が多い馴染みのある漢字の正誤は，漢字が母語の書字形
態にあるかどうかにも漢字の書字的複雑性にも関わりなく，正確に判断できるこ
とが分かった。一方，漢字圏学習者にも非漢字圏学習者にも未知であるはずの疑
似漢字の正誤判断には，漢字の書字的複雑性が影響していることが分かった。こ
の結果は，画数の多い複雑な漢字は，非漢字圏学習者・漢字圏学習者どちらにと
っても判断が難しく，漢字の細かい点に注意が向きにくいことを示している。
これに関連して，正しくない疑似漢字の判断で，構成要素の組み合わせによる
誤りは画の過不足による誤りより正しくない漢字であると正確に判断できる傾向
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にあることが分かった。これは，日本語学習者がどのように漢字を視覚的に認知
しているかを知る手がかりになると考えられる。学習者にとって，実在の漢字よ
り一画多かったり一画少なかったりする疑似漢字は，漢字の全体的な視覚的なイ
メージが似ていることもあり，誤りであると判断することが難しかったと思われ
る。 ヴィモンヴィタヤー（2013）ではタイ語を母語とする非漢字圏学習者につ
いて，漢字の形態の細かい違いには気づきにくいことを指摘したが，漢字圏学習
者においてもある程度，類似した傾向が見られる可能性があることが本研究の実
験から分かった。
さらに，本研究では，漢字の書字的認知の正確さには漢字圏学習者か非漢字圏
学習者かということにも影響すると予想し，漢字の正誤判断に影響する要因の 1
つとして設定した。しかしながら，決定木分析の結果，漢字圏・非漢字圏の違い
は主要な要因とはならず，むしろ漢字そのものの特性が書字的認知の正しさに強
く影響することが明らかになった。ただし，正しい漢字の判断では難しい漢字の
判断の場合，疑似漢字の判断では単純な漢字で画数の過不足による誤りがある疑
似漢字の判断の場合と複雑な疑似漢字の判断の場合に，漢字圏・非漢字圏の違い
が漢字の書字的認知の正しさに影響を与えていた。これらはいずれも比較的正答
率が低く，学習者にとって判断の難しい漢字または疑似漢字であると言える。ま
た，漢字圏・非漢字圏の違いが表れた場合には，いずれの場合も漢字圏学習者が
非漢字圏学習者より正確に判断できていた。つまりこれらの結果は，漢字の書字
的認知に日本語学習者の漢字圏・非漢字圏の違いは大きな影響を与えるものでは
ないものの，正誤判断が難しい漢字の場合に母語で漢字の表記を使用しているか
どうかが判断の正確さに影響を与えていることを示している。
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