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1. はじめに
外国語教授法は時代と共に変化していくが、語彙の重要性は常に顕在である。実際、語彙は
言語運用能力を支える土台であり、そのことは教師も学習者も自覚している。そのため、記憶
のメカニズムや第二言語語彙学習について理解を深めることはフランス語教育に有益である。
本アトリエの目的は、過去の研究を基に準備した様々なタスクやアクティビティを通して、人
が言語情報をどのように記憶するのかを理解し、そして第二言語語彙学習について考察するこ
とであった。本稿では、アトリエの流れに沿ってその内容を報告したい。
2. 音韻ループ（boucle phonologique）
まず、人がどのように文字情報を覚えるのかを知ってもらうために、Baddeley (1993)を基に
準備したタスクを実行してもらった。以下がその指示である。
1. スクリーンに映し出されるアルファベット 20 個を 10 秒間でできるだけ覚えてください。
2. 覚えている文字を予め配布したプリントの正しい箇所に書き込んでください。
全部で 3 つの Séance があり、それぞれの Séance で同じ指示に従ってもらった。以下が実際
に参加者に覚えてもらったアルファベットである。
Séance 1 : TPGRPERNESAOENRIDRAE
Séance 2 : SEPIRADEPEGRONTRANER
Séance 3 : APPRENDRE ET ORGANISER
わずか 10 秒で 20 文字を覚えるのは容易ではないが、Séance 3 を覚えるには 10 秒もかからな
いだろう。反対に最も難しいのは Séance 1 である。実はすべての Séance で同じアルファベッ
トが使われているのだが、その配置を変えるだけで、覚えやすさに違いが生じる。
Séance 1 と 2 を比べると、発音のしやすさに違いがあることがわかる。実際、Séance 2 の配
置はほとんど「子音・母音・子音・母音…」となっているのに対し、Séance 1 は発音しづらい
文字の配置となっている。では Séance 2 と 3 はどうだろうか。どちらも発音はできるのだが、
Séance 3 の方には意味があるため、すぐに覚えられる。これら 3 つの Séance の違いは、言語情
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報に関わる人間の記憶システムを理解するのに役に立つ。
人間の記憶は、大まかに言って「ワーキングメモリ（mémoire de travail）」と「長期記憶（mémoire
à long terme）」という 2 つのシステムから成り立っている。目や耳から入った言語情報は、ま
ずワーキングメモリに入り、そこで「深く」処理された情報が長期記憶に送られる。長期記憶
とは個人が今まで獲得してきた知識の貯蔵庫である。
ワーキングメモリは、いくつかのサブシステムから構成されている。その中で特に言語情報
の処理を担っているのは「音韻ループ（boucle phonologique）」である。その役割は音声情報を
一時的に保持することであるが、その時間はわずか数秒であり、何もしなければその情報は消
失してしまう。その情報の記憶を維持するには、その情報を声に出したり、頭の中で繰り返せ
ばよい。これを「維持リハーサル（répétition de maintien）」という。だが文字通り音韻ループ内
の情報を「維持」するだけにとどまるので、この情報が長期記憶に定着する保証はない。一方
で、音韻ループに取り込んだ音声情報の中に意味的情報を見出したり、付与したりすると、記
憶が促進される。これを「精緻化リハーサル（répétition élaborative）」という。これをすると音
韻ループ内の情報が長期記憶内の情報に関連付けられるため、記憶保持が促進される。
ここで上記のタスクを振り返ってみたい。10 秒という短い時間で、Séance 1 と 2 でこの「精
緻化リハーサル」を行うのはほぼ不可能である。一方で Séance 3 は、アトリエ参加者が「すで
に知っている情報」であり、精緻化リハーサルが自動的になされたため、記憶保持が容易であ
った。第二言語学習においては、学習者は常に「知らない単語」を処理し、覚えなければなら
ない。音韻ループの機能を考慮すると、第二言語語彙学習の第一歩は、音声情報の記憶である
と言える。発音できない単語は音韻ループ内で音声として処理できないため、うまく覚えるこ
とが出来ない。従って、特に初級学習者には、発音をしっかりと教えるだけでなく、単語の発
音がうまく記憶に残るような工夫が必要である。効果的な方法としては「キーワード法
（méthode du mot-clé）
」という記憶術がある。これは覚える単語の発音を学習者自身が既に知
っている知識と結びつけ、さらにそれを頭の中で映像化する。Wang et al. (1992) の例では、
« église » という単語には英語の « egg » と結びつけ、さらに「卵でできた教会」あるいは「卵
形の教会」を想像させると、« église »の発音が記憶に残りやすくなる。
ここまでは、取り入れた言語情報がどのように音韻ループで処理されるかを簡単に説明した。
次節では記憶した情報がどのように長期記憶に貯蔵されるかについて説明したい。
3. メンタルレキシコン（lexique mental）
ここでは、Baddeley (2009)の研究を参考に準備したタスクを行ってもらった。このタスクで
は、5 つの単語リスト（A～E）を順々に覚えてもらうのだが、それぞれのリストに関して、以
下の指示に従ってもらった。
1. リストの単語を 1 つずつ順番に声に出して読んでください。(単語 1 つにつき約 2 秒)
2. 目を閉じて、アルファベットを a から z まで頭の中で暗唱してください。
3. 目を開いて、覚えているリストの単語を書いて下さい。どのような順番でも構いません。
それぞれのリストにはフランス語の単語が 9 つあり、通常このような状況下でリストの単語
を全て覚えるのはとても困難である。このタスクの目的は、もちろんアトリエ参加者の記憶力
を評価するためではなく、どのリストが覚えやすいかったかを分かってもらうことであった。
まず、以下の Liste A～C を覚えてもらった後、これら 3 つのリストを比べた。
Liste A : vertu, histoire, silence, vie, souhait, valeur, littérature, désaccord, idée
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Liste B : église, mendiant, tapis, arme, chapeau, théière, dragon, canon, pomme
Liste C : perruche, méchante, s’échapper, cage, picoter, nez, caniche, brun, endormi
Liste A の単語は全て抽象名詞であり、反対に、Liste B の単語は全て具象名詞である。一般的に、
頭の中で映像化できる単語（具象名詞）は映像化できない単語（抽象名詞）より覚えやすい。
では Liste C はどうだろうか。このリストには具象名詞と抽象語（動詞や形容詞）が混ざって
いる。だが、Liste C は単語を順番通りに繋いでいくと、1 つの文ができる：Une perruche méchante
s’est échappée de la cage et a picoté le nez du caniche brun endormi. このリストの単語からこのス
トーリーを映像化できれば、ある程度の数の単語を記憶できる。このように、覚える単語と単
語の間に連結性（connectivité）があると、記憶に残りやすい。このことを踏まえて、Liste D と
E を覚えてもらった。
Liste D : gris, danser, fécond, chat, petit, laboratoire, piège, fromage, ordinateur
Liste E : guitare, requin, flûte, divan, table, violon, sardine, truite, armoire
Liste D の単語は全て「ねずみ」に関連している。そのため、「ねずみ」という概念を念頭に
置きながら単語を読んでいけば覚えやすい。Liste E には「家具」
・
「魚」
・
「楽器」のいずれかに
関する単語が載っている。単語はランダムに並べられているが、私達は頭の中で自然と « guitare,
flûte, violon » といったように、カテゴリーでまとめて記憶する傾向にある。
これらの結果は、私たちが長期記憶の中に持っている「心的辞書（＝メンタルレキシコン）」
の構造が関係している。メンタルレキシコンの中には、これまで獲得した語彙に関する情報が
貯蔵されている。紙の辞書とは異なり、メンタルレキシコン内の語彙項目は、特に意味情報や
個人の経験を基に繋がり、蜘蛛の巣のような語彙ネットワークを形成している。このことを確
認するために、アトリエでは 3 つ目のタスクとして、« rouge »から自発的に思い浮かぶ語をで
きるだけたくさん書いてもらった(語彙連想)。その結果、多くの参加者は« sang »のような意味
的に「赤いもの」を連想していた。その一方で、個人の経験に基づいた連想も見られた。ある
参加者は、« rouge »から« gâteau »を連想していた。話を聞くと、デンマークで見たケーキを思
い出したという。語彙学習とは少し離れてしまうかもしれないが、たとえ他人には理解し難い
連想でも、話を聞くと興味深く、その人を知るのきっかけにもなる。
メンタルレキシコンの構造に関連して、「組織化（organisation）」という記憶ストラテジーが
ある。これは、記憶すべき事柄を意味情報を基に、配置を変えることである。第二言語語彙学
習においては、前に習った単語を復習する際に効果的である。例えば、Liste D の単語はねずみ
の画像の周りに配置したり、Liste E の単語は、カテゴリーごと（例．poisson｛requin, sardine,
truite｝
）に整理するなどをして復習すると記憶の強化につながる。
ここまでは、3 つのタスクを通して音韻ループとメンタルレキシコンについて説明した。次
節からは、第二言語語彙学習について考察するためのミニ実験とアクティビティを紹介したい。
4. 既に知っている単語を使って新語を学ぶ：ミニ実験
このミニ実験は、Kasahara (2011) の研究を基に準備したが、アトリエでは残り時間を考慮し
て、実験の流れと期待していた実験結果のみを説明した。第二言語語彙学習を再現するために、
参加者には「英語を勉強するフランス語話者」になってもらう予定であった。ターゲット語に
は Webb (2007)の実験でよく使用されている人工英単語を利用した。以下が予定していたミニ
実験の手続きである。
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1. 参加者を Groupe 1 と Groupe 2 に分ける。
2. それぞれのグループに人工英単語とそのフランス語訳が載っているリストを配り、覚
えてもらう。
（2 分 30 秒）
3. 簡単な計算問題をする。(1 分)
4. どのくらい覚えられたかを見るためにテストをする。テストの様式としては、リスト
にあった項目をフランス語に訳すというものである。（2 分）
以下がそれぞれのグループのターゲット項目である。全部で 10 項目あるが、ここでは一部
のみを提示する。太字が人工英単語であり、括弧内の単語は各項目のフランス語訳である。
Groupe 1 :

labor ancon (pénurie de main-d’œuvre), selection dangy (critère de

sélection), human dapew (potentiel humain), research denent (méthode de recherche), etc.
Groupe 2 :

ancon (pénurie), dangy (critère), dapew (potentiel), denent (méthode), etc.

Groupe 2 は人工英単語（ancon）をそのフランス語訳（pénurie）と一緒に覚えてもらい、Groupe
1 は、人工英単語（ancon）とよく一緒に使われる身近な単語（labor）を組み合わせたコロケー
ション（labor ancon = pénurie de main-d’œuvre）という形で覚えてもらう。
Kasahara (2011) の実験結果によると、新語を単独で覚えるよりも、既に学習者が既に知って
いる単語と一緒にコロケーションの形で覚えた方が効果的である。なぜなら、新語（ancon）
が記憶の中で既知語（labor）と結びついて、思い出す際に手がかりとなるからである。また、
既に習った単語を再利用していることにもなるので、この単語の記憶強化も期待できる。
Kasahara (2011) の研究のように、コロケーションの重要性が近年注目されつつある。コロ
ケーションとは、高い頻度で同時に使われやすいいくつかの単語（mots cooccurrents）で構成さ
れた、意味的にまとまりを持つ語彙の単位であり、言語運用能力に密接な関係がある。Jiang
(2009) によると、語彙学習とは、難しい単語をできるだけ多く覚えることに終始するのではな
く、それらの単語がどの単語と高頻度で組み合わせられるかを知ることでもある。さらに Ying
& O’Neill (2009) は、このコロケーションに関する知識は対象言語を流暢に、正確に、そして
適切に使用することを可能にすると述べている。このように、学習者は単語を単独ではなく、
いくつかのまとまりで覚えることも奨励されている。そこで次節では、コロケーションを利用
した語彙学習の一例を紹介したい。
5. コロケーション（collocation）を学ぶ
本アトリエの最後のテーマは、このコロケーションの学習についてであった。第二言語語彙
学習の分野では、対義語（例．chaud / froid）や意味的・音韻的・視覚的によく似た新語を同時
に教えると、学習者が頭の中で混同することがあるという報告があり、それを防ぐためにコロ
ケーションを使うことが奨励されている。そこでアトリエでは、« guépard »と« léopard »という
意味的にも音韻的にも視覚的にも似通った 2 つの単語を、身近な単語（chat, noir(e), blanc(he),
neige, rapide, caresser, dangereux）を使って区別するアクティビティ（Différenciation lexicale）を
紹介した。例えば、一般的に « chat noir » や « léopard noir »というコロケーションは存在する
が、« guépard noir »という組み合わせはない。その代わり、« guépard »は« rapide »とよく一緒に
使われる。このように、コロケーションを使って二つの単語の違いをはっきりさせる。それか
ら、これらの単語のコロケーションの定着を強化するための練習問題、« Exercice de la toile
d’araignée »を紹介した。これは、セマンテック・マッピング(carte sémantique)からヒントを得
たもので、« Différenciation lexicale »で学んだ語彙項目をメンタルレキシコン内でネットワーク
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化することを目指している。残念ながら、ページ数に限りがあるため、« Différenciation lexicale »
と « Exercice de la toile d’araignée »で 使 う 表 や 図 を 掲 載 す る こ と は 出 来 な い 。 詳 し く は
Matsukawa (2014)をご参照いただきたい。
6. まとめ：第二言語語彙学習における教師の役割
このアトリエでは、様々なタスクやアクティビティを通して人間の記憶についてより理解し、
それから第二言語語彙学習についての考察を深めることを目的とした。このアトリエの総括と
して、学習者の語彙学習を助けるための教師の役割を以下の 3 つにまとめてみた。
1.

語彙学習の基本は発音を覚えることである。従って、特に学習初期の学習者には単語
の形式面（特に発音）に学習者の注意を向けさせるのが良いだろう。例えば、クラス
内では発音を記憶するのに効果的なキーワード法を取り入れてみるのも効果的である
と考えられる。

2.

どんなにしっかり語彙を教えても人は忘れてしまうため、復習は欠かせない。その際、
メンタルレキシコンの構造を考慮しながら、既に学んだ語彙項目を組織化（organisation）
させるような活動が効果的だろう。そうすることで、学習者のメンタルレキシコン内
の第二言語の語彙同士が繋がり、第二言語語彙ネットワーク構築が促進される。

3.

コロケーションに関する知識は言語運用能力の向上に密接に関わっている。そのため、
新語を既に知っている単語と組み合わせてコロケーションで覚えさせると効果的であ
る。また、単語を単独で学ばせるだけでなく、コロケーションで学ぶ重要性を学習者
に意識させることも奨励したい。

このアトリエでは、
「クラス内で学習者に楽しく語彙を学ばせる」といった実践的な報告は
できなかったが、このアトリエが参加者それぞれのフランス語教育を考える際の一つの材料と
なれば幸いである。
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