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Ｉ．はじめに 

 学習者が書いた英文の誤りに対して教師などから

口頭ではなく筆記により与えられる誤り訂正は「筆

記による訂正フィードバック（Written Corrective 
Feedback, 以下 WCF）」と呼ばれている。この WCF
が，学習者の誤りを減らし，学習者の後の英作文に

おける正確さを向上させるのかについて，90 年代以

降盛んに研究されてきた。 
 これまでの WCF 研究は，種類の異なる WCF を対

象に正確さの向上に与える効果を比較検証すること

に重きを置いていた。WCF の分類法はいくつかある

が，最も一般的な分類は，WCF が正しい言語形式の

情報となる肯定証拠を含むか否かを基準に行われる。

具体的には，誤りに対して，「この表現は間違いであ

る」という否定証拠のみを与え自己訂正を促す「間

接的訂正フィードバック（以下，間接的 WCF）」と，

この否定証拠だけでなく，「誤りに対する正しい言語

形式」という肯定証拠も与える「直接的訂正フィー

ドバック（以下，直接的 WCF）」に分けられる。前

者は，例えば，学習者の誤りに対して下線を引くな

どして誤りの所在のみを知らせるようなものであり，

後者は下線だけではなく，下線の下に正しい英語表

現を書いたりするものである。これまでの研究では，

概して，間接的 WCF よりも直接的 WCF の方がより

効果があるという結果が得られている（Bitchener & 

Knock, 2010, Hashemnezhad & Mohammadnejad, 
2012）。しかし近年，第３の WCF となる「メタ言語

的訂正フィードバック（以下，メタ言語的 WCF）」
が注目され始め，このメタ言語的 WCF と上記で述

べた２種類の WCF の比較検証も行われるようにな

った（Shintani & Ellis, 2013）。メタ言語的 WCF とは

「文法規則の説明と正しい使用法の例を与えるも

の」と定義され，例えば，誤りの種類ごとに番号が

割り当てられ，そのページの最後にその番号に応じ

た 解 決 方 法 が 提 示 さ れ る よ う な も の で あ る

（Bitchener & Storch, 2016）。このメタ言語的 WCF
は直接的 WCF のように，正しい言語形式を記さず

自己訂正を促すという点で，間接的 WCF の一種に

分類されうる。青山らによる一連の研究により，英

語熟達度の高い学習者にはどの種類の WCF も同様

に効果があることや，英語熟達度の低い学習者には

メタ言語的 WCF を与え，正しい文法規則などを参

考に自己訂正させることが同じ英作文の書き直しだ

けでなく，後に書く新しい英作文においても正確さ

を向上させることが明らかになっている（青山，2018, 
2019, 2020; 青山・髙塚，2019）。 

また別の分類は，WCF を与える文法項目数が基準

となり，ある特定の文法項目の誤りのみに与えられ

る WCF を「焦点化訂正フィードバック（以下，焦

点化 WCF）」と呼び，複数，或いは出現するすべて

の誤りに対して与えられる WCF を「非焦点化訂正
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フィードバック（以下，非焦点化 WCF）」と呼んで

いる。焦点化と非焦点化の WCF が第２言語の発達

に与える相対的効果については，概して，ある文法

項目に絞って与える焦点化 WCF の方が効果が大き

いという結論に至っている（Bitchener & Ferris, 
2012）。しかし，それぞれの WCF を別々に扱った研

究の結果を比較しているものも多く，実際のところ

どちらが優位かは不明である。青山（2020）では，

この先行研究の課題を解決すべく，ひとつの研究デ

ザイン内で比較を行ったところ，英語熟達度低位群

では，焦点化となるメタ言語的 WCF の優位性が確

認された。英語熟達度高位群では，特定の WCF の

優位性は確認されなかった。 
 また WCF 後に行う「書き直し」の有無が正確さ

に与える影響を調査した研究では，WCF を参考に学

習者が行う書き直しが，後の英作文の正確さをより

高めるという結果が得られている（Shintani et al., 
2014）。このことは，実際の指導で WCF を運用する

際には，与えっぱなしで終わるのではなく，学習者

自らが WCF を参考に自分の英作文を顧み，再度自

分の力で書き直す機会を設ける必要があることを示

唆している。 
 以上の先行研究の結果をまとめると次のようにな

る。 
 
1. 熟達度高位群にはどの種類の WCF も同様に効

果がある 2 
2. 熟達度低位群には間接的かつ焦点化 WCF であ

るメタ言語的 WCF が最も効果がある 
3. WCF を与えるだけでなく書き直しをさせるこ

とで後の英作文での正確さがより向上する 
 
先行研究により，正確さの向上を促すという点で，

どの WCF が最適かということは英語の熟達度別に

明らかになっているが，これらを参考に指導現場に

おいてそれらをどのように与えていくべきかについ

ての具体的な運用法は，私の知る限りこれまで提案

されていない。よって本論では，先行研究の結果に

即し，実際の指導現場で WCF を運用する上での留

意点を示したいと考えているが，そのためにもまず

は WCF の効果に影響を与えると考えられている学

習者の WCF に対する態度（attitudes）を明らかにし

たいと考える。Sheen (2011)によると，誤り訂正に対

する「態度」とは，動機（motivation）や言語不安

（language anxiety）等と同じく，WCF の効果に影響

を与えうる情意的要因の一つである。彼女は，学習

者が誤り訂正自体を「有用である」や「重要である」

と好意的に受け入れ，肯定的な態度をとるほど，

WCF の効果は高まり，テストスコアが有意に上昇す

ることを明らかにした（Sheen, 2011）。このことは，

訂正フィードバックの効果を最大限に高めるには，

態度のような学習者要因を考慮する必要があるとい

うことを示唆している。本研究では，より具体的に

運用上の留意点を示すことができるように，誰から

のどのような誤り訂正を有用で重要であると考え，

求めているのかという，より詳細な学習者の態度を

アンケートにより明らかにする。また，WCF 後に行

う書き直しも正確さを高めるのに重要であることか

ら，WCF が与えられた後に取る学習者の行動も本研

究では態度に含め尋ねることにした。 
先述の青山らによる先行研究では，WCF の効果に

影響を与える学習者要因となる「英語熟達度」別に

WCF の効果を明らかにしている。これにより，様々

な英語熟達度の学習者がいる教室環境への運用法を

より具体的に示すことができるようになった。授業

において WCF を学習者に対して与える場合，第２

言語の発達という観点から見た WCF の効果的な与

え方だけではなく，また別の学習者要因となる WCF
の受け手となる学習者の「態度」も英語の熟達度別

に明らかにすることで，さらに指導現場に即した

WCF の運用法を具体的に示すことができると考え

る。 
 

Ⅱ．研究目的 

本研究の目的は以下の２点である。 
 
1. WCF の効果に影響を与えると考えられてい

る学習者の態度をアンケート調査により明

らかにする 
2. 上記 1 の結果と，これまでに得られた第２言

語の発達に与える効果を検証した研究結果

から，指導実践の場において WCF を効果的

に運用する際の留意点を示す 
 

Ⅲ．研究方法 

1. 調査参加者 

 アンケート調査には高校２年生の日本人英語学習

者 213 名が参加した。この高校では習熟度授業が展

開されており，高校１年次の８月頃に学習者は標準

クラス・発展クラスのどちらに所属するかを自ら選

択する。本研究に参加した発展クラスと標準クラス

の学習者は，それぞれ 121 名と 92 名であり，発展ク
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ラスの学習者たちを「英語熟達度高位群」，標準クラ

スの学習者たちを「英語熟達度低位群」と見なした。

なお，彼らが１年次６月に受験した GTEC for 
STUDENTS（Advanced タイプ，４技能対象，スコア

上限値 1280）のトータルスコアの平均値は「高位群」

は 962.7 点（標準偏差 94.65），「低位群」は 814.6 点

（標準偏差 73.37）であり，高位群は CEFR-J レベル

では B1.1，低位群は A2.2 に属する 1。 
 
2. 分析方法 

 多肢選択式アンケート調査により学習者の WCF
に対する態度を調査した。その際，学習者全体の傾

向を把握するために全体集計だけでなく，英語熟達

度高・低位群別の傾向を把握するために群別集計も

実施した。また，群間の回答に有意な差があるかど

うかを調べるためにカイ二乗検定を行った。さらに，

選択理由を書く自由記述欄も設け，多面的に学習者

の態度を分析した。 
 
3. アンケート質問項目 

 学習者の WCF に対する態度を明らかにするため，

本研究では次の５つの質問項目を設定した。 
 
1. 英作文の誤りは誰に訂正してもらいたいです

か 
2. 誤りはどのように対処してもらいたいですか 
3. 誤りに対する訂正はいくつしてもらいたいで

すか 
4. プリントなどの紙面で訂正されたいですか，PC

などで見られるデジタルデータで訂正された

いですか 
5. 訂正された英作文が返却された後は，大抵どの

ようなことをしますか 
 
3.1. 質問項目１ 「英作文の誤りは誰に訂正しても

らいたいですか」 

 この質問は，誰から WCF をもらいたいと思って

いるかを明らかにするためのものである。選択肢は

「１．先生」，「２．友達（同級生）」，「３．どちらで

もよい」であり，選択理由を自由記述で求めた。Leki 
(1991)や Enginarlar (1993)の研究によれば，学習者は

友人からよりも教師からの訂正をより好む傾向があ

ることが明らかになっている。しかし，もしこの傾

向が，教師の高い英語力に対する学習者の信頼から

くるものであるならば，英語熟達度高位群に属する

友人からの訂正も信頼できると判断する学習者も出

てくるはずである。よって，英語熟達度高位群にお

いては低位群よりも，友人からの訂正を好む，或い

はどちらでもよいという学習者がいる可能性もある。

また友人からの WCF を受け入れられるならば，教

師が与える場合よりも，時間や労力の節約になると

考えられる。 
 

3.2. 質問項目２ 「誤りはどのように対処してもら

いたいですか」 

 この質問は，誤りに対して正しい形式そのものが

与えられる直接的 WCF を求めているのか，誤りの

存在やヒントだけをもらい，自分自身でまずは訂正

をするような間接的 WCF を求めているのかを調査

するためのものである。選択肢は，「１．最初から正

しい答えをもらう」，「２．最初はヒントだけもらい

自分で訂正してから，最後に正しい答えを教えても

らう」，「３．どちらでもよい」であり，選択理由を

自由記述で求めた。先述の通り，先行研究によれば，

英語熟達度高位群にはどのタイプの WCF も同様に

効果があり，低位群においては自己訂正を促す間接

的（メタ言語的）WCF が最も効果がある。このこと

から，英語熟達度高位群の学習者の方が，低位群の

学習者よりも，「３．どちらでもよい」を選ぶ人が多

いと予想される。英語熟達度低位群の学習者は，ヒ

ントをもらっても，そこから正しい形式にたどり着

くことが難しいことも多いと思われるため，最初か

ら正しい答えを求めるかもしれない。 
 
3.3. 質問項目３ 「誤りに対する訂正はいくつして

もらいたいですか」 

 この質問は，全ての誤りを訂正する非焦点化 WCF
と，ある特定の文法項目に絞って訂正する焦点化

WCF のどちらを求める傾向があるのかを調査する

ものである。選択肢は「１．全ての誤りを訂正して

もらいたい」，「２．特定の文法項目ひとつに絞って

訂正してもらいたい」，「３．どちらでもよい」であ

り，選択理由を自由記述で求めた。先行研究による

と，非焦点化よりも焦点化の WCF の方が正確さの

向上に効果があると言われている。一度に様々な種

類の誤りを訂正されることの精神的負担を考えると，

英語熟達度低位群の学習者の方が，特定の項目に絞

った焦点化 WCF をより求めるかもしれない。また，

元々の誤りの数も少ないと考えられる高位群の学習

者は全ての誤りに対する非焦点化 WCF を求めるか

もしれない。 
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ラスの学習者たちを「英語熟達度高位群」，標準クラ

スの学習者たちを「英語熟達度低位群」と見なした。

なお，彼らが１年次６月に受験した GTEC for 
STUDENTS（Advanced タイプ，４技能対象，スコア

上限値 1280）のトータルスコアの平均値は「高位群」

は 962.7 点（標準偏差 94.65），「低位群」は 814.6 点

（標準偏差 73.37）であり，高位群は CEFR-J レベル

では B1.1，低位群は A2.2 に属する 1。 
 
2. 分析方法 

 多肢選択式アンケート調査により学習者の WCF
に対する態度を調査した。その際，学習者全体の傾

向を把握するために全体集計だけでなく，英語熟達

度高・低位群別の傾向を把握するために群別集計も

実施した。また，群間の回答に有意な差があるかど

うかを調べるためにカイ二乗検定を行った。さらに，

選択理由を書く自由記述欄も設け，多面的に学習者

の態度を分析した。 
 
3. アンケート質問項目 

 学習者の WCF に対する態度を明らかにするため，

本研究では次の５つの質問項目を設定した。 
 
1. 英作文の誤りは誰に訂正してもらいたいです

か 
2. 誤りはどのように対処してもらいたいですか 
3. 誤りに対する訂正はいくつしてもらいたいで

すか 
4. プリントなどの紙面で訂正されたいですか，PC

などで見られるデジタルデータで訂正された

いですか 
5. 訂正された英作文が返却された後は，大抵どの

ようなことをしますか 
 
3.1. 質問項目１ 「英作文の誤りは誰に訂正しても

らいたいですか」 

 この質問は，誰から WCF をもらいたいと思って

いるかを明らかにするためのものである。選択肢は

「１．先生」，「２．友達（同級生）」，「３．どちらで

もよい」であり，選択理由を自由記述で求めた。Leki 
(1991)や Enginarlar (1993)の研究によれば，学習者は

友人からよりも教師からの訂正をより好む傾向があ

ることが明らかになっている。しかし，もしこの傾

向が，教師の高い英語力に対する学習者の信頼から

くるものであるならば，英語熟達度高位群に属する

友人からの訂正も信頼できると判断する学習者も出

てくるはずである。よって，英語熟達度高位群にお

いては低位群よりも，友人からの訂正を好む，或い

はどちらでもよいという学習者がいる可能性もある。

また友人からの WCF を受け入れられるならば，教

師が与える場合よりも，時間や労力の節約になると

考えられる。 
 

3.2. 質問項目２ 「誤りはどのように対処してもら

いたいですか」 

 この質問は，誤りに対して正しい形式そのものが

与えられる直接的 WCF を求めているのか，誤りの

存在やヒントだけをもらい，自分自身でまずは訂正

をするような間接的 WCF を求めているのかを調査

するためのものである。選択肢は，「１．最初から正

しい答えをもらう」，「２．最初はヒントだけもらい

自分で訂正してから，最後に正しい答えを教えても

らう」，「３．どちらでもよい」であり，選択理由を

自由記述で求めた。先述の通り，先行研究によれば，

英語熟達度高位群にはどのタイプの WCF も同様に

効果があり，低位群においては自己訂正を促す間接

的（メタ言語的）WCF が最も効果がある。このこと

から，英語熟達度高位群の学習者の方が，低位群の

学習者よりも，「３．どちらでもよい」を選ぶ人が多

いと予想される。英語熟達度低位群の学習者は，ヒ

ントをもらっても，そこから正しい形式にたどり着

くことが難しいことも多いと思われるため，最初か

ら正しい答えを求めるかもしれない。 
 
3.3. 質問項目３ 「誤りに対する訂正はいくつして

もらいたいですか」 

 この質問は，全ての誤りを訂正する非焦点化 WCF
と，ある特定の文法項目に絞って訂正する焦点化

WCF のどちらを求める傾向があるのかを調査する

ものである。選択肢は「１．全ての誤りを訂正して

もらいたい」，「２．特定の文法項目ひとつに絞って

訂正してもらいたい」，「３．どちらでもよい」であ

り，選択理由を自由記述で求めた。先行研究による

と，非焦点化よりも焦点化の WCF の方が正確さの

向上に効果があると言われている。一度に様々な種

類の誤りを訂正されることの精神的負担を考えると，

英語熟達度低位群の学習者の方が，特定の項目に絞

った焦点化 WCF をより求めるかもしれない。また，

元々の誤りの数も少ないと考えられる高位群の学習

者は全ての誤りに対する非焦点化 WCF を求めるか

もしれない。 
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3.4. 質問項目４ 「訂正された英作文が返却された

後は，大抵どのようなことをしますか」 

 この質問は WCF が与えられた英作文が返却され

た後，学習者がどのような具体的な行動をとってい

るかを調査するものである。選択肢は「１．訂正を

もとに，なぜ間違えたかを考え，書き直しをしてい

る」，「２．訂正をもとに，なぜ間違えたかを考える

が，書き直しはしていない」，「３．見直すことはな

い（特になにもしない）」であり，選択理由を自由記

述で求めた。先行研究によると，付与された WCF
を参考にしながらもう一度書き直してみることで，

さらに後の英作文において正確さが向上することが

明らかになっているが，学習者の実情については不

明である。 
 
3.5. 質問項目５ 「プリントなどの紙面で訂正され

たいですか，PC などで見られるデジタルデータで訂

正されたいですか」 

 この質問は，WCF を紙面上で与えられたいか，デ

ジタルデータ上で与えられたいかを調査するもので

ある。選択肢は「１．プリントなどの紙」，「２．デ

ジタルデータ」，「３．どちらでもよい」であり，選

択理由を自由記述で求めた。現在，国が推進する

「GIGA スクール構想」の実現に向けて，児童生徒

に一人一台のコンピュータ端末が整備されつつある。

各学校では，この端末を活用した様々な言語活動が

実施されつつある。例えば，英作文課題などは紙で

はなく，メール機能を用いて配信し，学習者はキー

ボードを用いて作成し，教師はそれに対して PC 上

で WCF を与えるということも行われている。今回

アンケート調査を実施した高等学校では昨年度より

生徒全員が個人端末を所有しており，普段から授業

の様々な場面でそれらを使いこなしている。この流

れは全国的にも今後一層展開されることが予想され

るため，これまでのように紙などで WCF を与えら

れたいか，或いはデジタルデータ上で WCF を与え

られたいかを明らかにすることは重要であると考え

られる。現時点で，学習者がどのような回答をする

のかについては予想がつかない。 
 

Ⅳ．結果と考察 

 ここからはそれぞれの質問項目別に結果を分析し

ていく。 
 

1. 質問項目１について 

表１ 質問項目１の結果 

  回答選択肢 

グループ   教師        友達（同級生）     どちらでもよい 

調査参加者全体 145 (68%)        9 (4%)      59 (28%) 
英語熟達度高位群  78 (64%)         7 (6%)         36 (30%)  
(N=121) 
英語熟達度低位群  67 (73%)         2 (2%)         23 (25%) 
(N=92) 
  
 表１の通り，英語熟達度高低に関わらず，英作文

における誤りは同級生ではなく，教師に訂正しても

らいたいと考えている学習者が多いことが分かった。

この結果は，前述の Leki (1991)や Enginarlar (1993)
の先行研究の結果と一致している。なお，この質問

に対する回答数についてカイ二乗検定を行った結果，

群間の人数差は有意ではなかった（χ2 (2) = 2.576, 
ns）。  
 自由記述を見てみると，両群ともに「１．先生」

を選んだ理由は，先生の方が「正確だから」，「信頼

できるから」，「安心できるから」というものが最も

多かった。また「文法エラーだけでなく，もっと簡

潔に書けるところがあればその表現を教えてほしい

から」や「正しい文法だけでなく，関連することも

同時に教えてほしいから」という理由で「１．先生」

を選んだ学習者も複数いた。このように学習者は，

教師からは誤りの訂正フィードバックだけでなく，

他の言い換え表現，書き方のヒント，受験に向けて

のアドバイス等，様々な情報をフィードバックとし

て与えてほしいと思っていることが分かった。また

「友人に自分の英作文や誤りを見られるのが恥ずか

しいし，不快だから」，「友人の誤りを訂正すること

は気を遣うから」，「自分の力不足のために人の英作

を添削するのは無理だから」という理由で「１．先

生」を選んだ学習者も複数名おり，先生が正確であ

るかどうかというより，同級生に誤りを知られる恥

ずかしさや，自分の訂正の自信のなさから「２．友

人（同級生）」ではなく，「１．先生」を選択した学

習者がいることも明らかになった。また熟達度低位

群の学習者が「１．先生」を選んだ理由に，英語熟

達度高位群の回答よりも，「先生の方が分かりやすい

から」という内容が多く含まれていた。これは，正

確さだけではなく，訂正フィードバックの内容の理

解しやすさを求めていることの表れである。英語熟

達度低位群には英語が苦手な学習者も多く含まれて

いるため，このような回答が多かったと考えられる。

「２．友人（同級生）」を選んだ理由は，英語の熟達

度に関わらず，友人から訂正してもらった方が「気
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楽だから」，「恥ずかしくないから」というのが多数

を占めていた。また，友人とお互いに訂正をし合っ

た方が「先生に恥ずかしくて聞けないことも聞いた

り，話し合ったりできるから」や「どのような内容

を書いているのか友人の考えが分かるから」という

回答もあった。また「３．どちらでもよい」を選択

した学習者は，英語熟達度に関わらず，「正しい知識

を持っている人であれば誰の意見でも聞きたい」と

いう意見が最も多かった。また「３．どちらでもよ

い」に関する特徴的な回答として，「的確なのは先生

だが，自由英作文などはいろんな人に読んでコメン

トしてもらい，構成の参考にしたい」という意見も

複数あり，英作文の種類（内容）や，どの程度正確

さを求められているかの程度の違いによって，求め

る WCF 提供者が異なると考えている学習者も多く

いることが明らかになった。 
 上記の通り，学習者は教師の訂正を「的確」であ

り，それゆえに「信頼できる」と考えていることが

明らかになったが，先行研究では教師の訂正は不完

全なものであり一貫していないということも指摘さ

れている（Truscott, 1996）。教師の訂正は常に正しい

とは限らないが，訂正指導を長期的に行い，同じ文

法項目に定期的に WCF を与える機会を作ることで

解決できるのではないかと考える。また，WCF の正

確さが担保されるのであれば，熟達度高位群では友

達同士で訂正しあうピア・コレクションも可能では

ないかと考える。実際にピア・コレクションが学習

者の正確さと流暢性に効果があることを実証した研

究もある（Sato & Lyster, 2012）。しかし，本研究の

アンケート結果からみると，すべて学習者同士に任

せるのではなく，学習者が求めているように教師か

らの訂正フィードバックを与える機会は指導のどこ

かの段階で確保すべきであると考えられる。 
 
2. 質問項目２について 

表２ 質問項目２の結果 

  回答選択肢 

グループ  正しい答え      ヒント         どちらでもよい 

調査参加者全体  53 (25%)    138 (65%)        22 (10%) 
英語熟達度高位群  28 (23%)          80 (66%)     13 (11%) 
(N=121) 
英語熟達度低位群  25 (27%)          58 (63%)     9 (10%) 
(N=92) 
  
 表２の通り，英語熟達度高低に関わらず，学習者

は最初から正しい言語形式を与えられるのではなく，

まずはヒントのみをもらい，なるべく自己訂正した

いと考えていることが分かった。なお，この質問に

対する回答数についてカイ二乗検定を行った結果，

群間の人数差は有意ではなかった（χ2 (2) = 0.465, 
ns）。 
 自由記述を見てみると，英語の熟達度に関わらず，

「１．最初から正しい答えを教えてもらう」を選ん

だ学習者の理由は，「二度手間になるから」，「一回の

訂正で完結したいから」，「その方が効率的だから」

という意見が多かった。また，「自分でも訂正をした

いが他の教科の提出物も多いから」や「部活や塾も

あり，面倒になるから」という理由も複数見られた。

彼らの多くは，自分で自己訂正することの大切さを

知っているが，他のやるべきことも多いためにこの

選択肢を選んだとも考えられる。そういった意味で，

学習者が課される全ての英作文において，全ての誤

りに対してヒントのみが与えられ，自己訂正を促さ

れることは負担が大きいのかもしれない。一方，英

語熟達度低位群の学習者の回答には，「ヒントをもら

っても直しようがない」という意見があった。よっ

て単に誤りの所在のみを伝えるような間接的 WCF
ではなく，正しい言語形式を導き出しやすい言語規

則に関するヒントを与えてくれるようなメタ言語的

WCF のような間接的 WCF が必要になってくると考

えられる。「２．最初はヒントだけもらい自分で訂正

してから，最後に正しい答えを教えてもらう」を選

んだ学習者は，両群ともに，「その方が印象や記憶に

残りやすいから」，「答えを見るだけでは勉強になら

ないし，次にまた同じ誤りをしてしまう」いう理由

が最も多かった。おそらく過去の体験からその方が

定着したという成功体験を持っている学習者が多い

と考えられる。また「自分で訂正せずに解答をもら

うだけでは，自分の文法や語彙力で何とか表現しよ

うとする練習にはならない」と，伝えたいことを英

語で表現できないという問題に直面した時に用いる

「言い換え」表現を作り出す練習にならないことを

理由として挙げる学習者もいた。「３．どちらでもよ

い」を選んだ学習者の回答は，英語の熟達度に関わ

らず「どちらも力になるから」という理由が多数を

占めていた。 
 質問項目２の回答を見てみると，学習者の中には，

自分で自己訂正することの大切さを知っているが，

他のやるべきことも多いために，直ぐに答えが欲し

いと思っている学習者も少なからずいることが明ら

かになった。よって，全ての英作文の誤りに対して

ヒントを頼りに自己訂正を促されることは負担が大

きいと考えることができる。また，これまでの経験

から自分で自己訂正することの大切さは理解してい

る学習者も多いことが明らかになったので，自己訂
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楽だから」，「恥ずかしくないから」というのが多数

を占めていた。また，友人とお互いに訂正をし合っ

た方が「先生に恥ずかしくて聞けないことも聞いた

り，話し合ったりできるから」や「どのような内容

を書いているのか友人の考えが分かるから」という

回答もあった。また「３．どちらでもよい」を選択

した学習者は，英語熟達度に関わらず，「正しい知識

を持っている人であれば誰の意見でも聞きたい」と

いう意見が最も多かった。また「３．どちらでもよ

い」に関する特徴的な回答として，「的確なのは先生

だが，自由英作文などはいろんな人に読んでコメン

トしてもらい，構成の参考にしたい」という意見も

複数あり，英作文の種類（内容）や，どの程度正確

さを求められているかの程度の違いによって，求め

る WCF 提供者が異なると考えている学習者も多く

いることが明らかになった。 
 上記の通り，学習者は教師の訂正を「的確」であ

り，それゆえに「信頼できる」と考えていることが

明らかになったが，先行研究では教師の訂正は不完

全なものであり一貫していないということも指摘さ

れている（Truscott, 1996）。教師の訂正は常に正しい

とは限らないが，訂正指導を長期的に行い，同じ文

法項目に定期的に WCF を与える機会を作ることで

解決できるのではないかと考える。また，WCF の正

確さが担保されるのであれば，熟達度高位群では友

達同士で訂正しあうピア・コレクションも可能では

ないかと考える。実際にピア・コレクションが学習

者の正確さと流暢性に効果があることを実証した研

究もある（Sato & Lyster, 2012）。しかし，本研究の

アンケート結果からみると，すべて学習者同士に任

せるのではなく，学習者が求めているように教師か

らの訂正フィードバックを与える機会は指導のどこ

かの段階で確保すべきであると考えられる。 
 
2. 質問項目２について 

表２ 質問項目２の結果 

  回答選択肢 

グループ  正しい答え      ヒント         どちらでもよい 

調査参加者全体  53 (25%)    138 (65%)        22 (10%) 
英語熟達度高位群  28 (23%)          80 (66%)     13 (11%) 
(N=121) 
英語熟達度低位群  25 (27%)          58 (63%)     9 (10%) 
(N=92) 
  
 表２の通り，英語熟達度高低に関わらず，学習者

は最初から正しい言語形式を与えられるのではなく，

まずはヒントのみをもらい，なるべく自己訂正した

いと考えていることが分かった。なお，この質問に

対する回答数についてカイ二乗検定を行った結果，

群間の人数差は有意ではなかった（χ2 (2) = 0.465, 
ns）。 
 自由記述を見てみると，英語の熟達度に関わらず，

「１．最初から正しい答えを教えてもらう」を選ん

だ学習者の理由は，「二度手間になるから」，「一回の

訂正で完結したいから」，「その方が効率的だから」

という意見が多かった。また，「自分でも訂正をした

いが他の教科の提出物も多いから」や「部活や塾も

あり，面倒になるから」という理由も複数見られた。

彼らの多くは，自分で自己訂正することの大切さを

知っているが，他のやるべきことも多いためにこの

選択肢を選んだとも考えられる。そういった意味で，

学習者が課される全ての英作文において，全ての誤

りに対してヒントのみが与えられ，自己訂正を促さ

れることは負担が大きいのかもしれない。一方，英

語熟達度低位群の学習者の回答には，「ヒントをもら

っても直しようがない」という意見があった。よっ

て単に誤りの所在のみを伝えるような間接的 WCF
ではなく，正しい言語形式を導き出しやすい言語規

則に関するヒントを与えてくれるようなメタ言語的

WCF のような間接的 WCF が必要になってくると考

えられる。「２．最初はヒントだけもらい自分で訂正

してから，最後に正しい答えを教えてもらう」を選

んだ学習者は，両群ともに，「その方が印象や記憶に

残りやすいから」，「答えを見るだけでは勉強になら

ないし，次にまた同じ誤りをしてしまう」いう理由

が最も多かった。おそらく過去の体験からその方が

定着したという成功体験を持っている学習者が多い

と考えられる。また「自分で訂正せずに解答をもら

うだけでは，自分の文法や語彙力で何とか表現しよ

うとする練習にはならない」と，伝えたいことを英

語で表現できないという問題に直面した時に用いる

「言い換え」表現を作り出す練習にならないことを

理由として挙げる学習者もいた。「３．どちらでもよ

い」を選んだ学習者の回答は，英語の熟達度に関わ

らず「どちらも力になるから」という理由が多数を

占めていた。 
 質問項目２の回答を見てみると，学習者の中には，

自分で自己訂正することの大切さを知っているが，

他のやるべきことも多いために，直ぐに答えが欲し

いと思っている学習者も少なからずいることが明ら

かになった。よって，全ての英作文の誤りに対して

ヒントを頼りに自己訂正を促されることは負担が大

きいと考えることができる。また，これまでの経験

から自分で自己訂正することの大切さは理解してい

る学習者も多いことが明らかになったので，自己訂
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正をする機会をなるべく授業内で確保していくこと

や，自己訂正をすべての英作文に対して課すのでは

なく一文レベルの和文英訳に対する誤りには最初か

ら正しい答えを示した直接的 WCF を与えたり，間

接的 WCF を与える場合は，訂正フィードバックを

下線だけなどの暗示的なものではなくメタ言語的

WCF などのより明示的なヒントを与えたりする等

といったバランスの取れた WCF 指導が必要になっ

てくると考えられる。 
 
3. 質問項目３について 

表３ 質問項目３の結果 

  回答選択肢 

グループ  全ての誤り   特定の誤り       どちらでもよい 

調査参加者全体  180 (85%)     20 (9%)        13 (6%) 
英語熟達度高位群   98 (81%)         13 (11%)     10 (8%) 
(N=121) 
英語熟達度低位群   82 (89%)         7 (8%)            3 (3%) 
(N=92) 
  
 表３の通り，英語熟達度の高低に関わらず，学習

者は圧倒的に全ての誤りを直してもらいたいと考え

ていることが明らかになった。この質問に対する回

答数についてカイ二乗検定を行った結果，群間の人

数差は有意ではなかった（χ2 (2) = 3.101, ns）。 
 自由記述では，英語熟達度に関わらず，「１．全て

の誤りを訂正してもらいたい」理由として，「完璧を

目指したいから」，「そうしないと全ての誤りに気付

くことができないから」，「気分的にすっきりしない

から」というものが多く挙げられていた。また「テ

ストでは全ての誤りで点を引かれているから」とい

う回答を書いている学習者もいた。「２．特定の文法

項目ひとつに絞って訂正してもらいたい」を選んだ

学習者の多くは，「多くあっても理解できないから」，

「一つ一つ見直していきたいから」，「多いと見直す

気にならないから」という回答をしていた。また英

語熟達度低位群の学習者の中には，「（英語は）苦手

なので，どこが重要か分からないから，重要なとこ

ろだけ直してほしい」，「多少の間違いには目をつぶ

って，明らかに違うところを訂正してほしい」と回

答しているものもいた。このように訂正の優先順位

を決めてもらい，着実に文法力を伸ばしていきたい

と考える学習者もいることが明らかになった。また

回答の中には，「先生の負担が増えるから」という理

由で文法項目を絞って訂正してもらいたいと考える

学習者もいた。「３．どちらでもよい」の回答として

は，「英作文の長さによって変えればよいから」とい

う内容のものが目立った。 

 先行研究では，文法項目を絞って訂正を与える焦

点化 WCF の方が非焦点化 WCF よりも第２言語の発

達には効果があるという結果となっている。よって

焦点化 WCF を学習者に与える場合は，英作文の目

的を明確にし（今回は時制を正しく用いることを目

標にする等），学習者にも伝える必要がある。ただ焦

点化 WCF の方が「第２言語の発達により有効であ

る」という理由だけで，毎回，焦点化 WCF が与え

られる機会のみで，すべての誤りに対して訂正フィ

ードバックが与えられる機会，つまりは非焦点化

WCF を与えられる機会がなければ学習者から不満

の声が上がり，英作文を書くことに対する動機が低

くなる可能性もある。よって短いエッセイでは全て

のエラーを対象に非焦点化 WCF を与えたり，学習

者がよく誤りを犯すような文法項目（例えば仮定法

や時制）には，焦点化 WCF を与える機会をある程

度与えたりすること等が大切になると考えられる。

ここでも先ほどの直接的 WCF と間接的 WCF 同様，

種類の異なる焦点化 WCF と非焦点化 WCF を実際

の指導においてはバランスよく与えていく必要があ

ると考えられる。 
 
4. 質問項目４について 

表４ 質問項目４の結果 

  回答選択肢 

グループ  紙データ      デジタルデータ      どちらでもよい 

調査参加者全体 106 (50%)    36 (17%)         71 (33%) 
英語熟達度高位群  60 (50%)         23 (19%)       38 (31%) 
(N=121) 
英語熟達度低位群  46 (50%)         13 (14%)            33 (36%) 
(N=92) 
 

 表４の通り，英語熟達度の高低に関わらず，学習

者は紙面上で WCF を受け取りたいと思っているこ

とが明らかになった。この質問に対する回答数につ

いてカイ二乗検定を行った結果，群間の人数差は有

意ではなかった（χ2 (2) = 1.050, ns）。 
 自由記述では，「１．プリントなどの紙」を選んだ

理由として，書くことで得られる利点を述べたもの

と，デジタルデータを用いることでの弊害を述べた

ものがあった。前者としては，紙の方が「手で書い

て覚えられる」，「自分が思ったことをすぐに書き込

むことができる」，「何かと目にする機会が多くなる」，

「ノートに張って保存できる」などがあった。後者

としては，デジタルデータだと「電源を入れるのが

面倒である」，「どこに保存されたか分からなくなる」，

「PC 自体の操作にまだ慣れていない」などがあった。

また「入試の英作文は紙に書くから」という回答を
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した学習者もいた。「２．デジタルデータ」を選んだ

学習者は，理由として「破損の心配がない」，「かさ

ばらなくて管理しやすい」，「文字の癖がなく見やす

い」などを挙げていた。「３．どちらでもよい」を選

んだ理由としては，「訂正されるのであればどちらで

もよい」という理由が多かった。 
 調査に参加した学習者は調査の段階で既に１年間

以上，自分の PC を用いた学習を経験している。英

語の授業においては，PC を用いて，これまでにも英

作文を書いたり，それに対する訂正を PC 上で受け

たりなどの経験も多くしていた。実際にここまで多

くの学習者が紙でのやり取りを求めていることは驚

きであった。今後，PC を用いた教科学習の機会は増

えていくと予想されるが，PC での学習に対する習熟

度にも差があること，活動によっては紙を使用した

学習の方を学習者が求めていることなどは教師とし

て常に留意する必要がある。 
 
5. 質問項目５について 

表５ 質問項目５の結果 

  回答選択肢 

グループ  紙データ      デジタルデータ      どちらでもよい 

調査参加者全体 106 (50%)    36 (17%)         71 (33%) 
英語熟達度高位群  60 (50%)         23 (19%)       38 (31%) 
(N=121) 
英語熟達度低位群  46 (50%)         13 (14%)            33 (36%) 
(N=92) 
  
 表５の通り，英語熟達度の高低に関わらず，学習

者は訂正フィードバック後に見直すことはするが書

き直しはしないことが多いことが明らかになった。

この質問に対する回答数についてカイ二乗検定を行

った結果，群間の人数差は有意ではなかった（χ2 (2) 
= 3.566, ns）。 
 自由記述では，「１．訂正をもとに，なぜ間違えた

かを考え，書き直しをしている」の理由として，英

語熟達度に関わらず，「自分の力を伸ばすため」，「そ

の方が覚えられるから」，「頭の中で分かった気にな

るのと実際に書けることは違う」，「一度書いた方が

頭に残る」というものが多かった。これもこれまで

に書き直すことを実際に行い，その後より定着でき

たことを経験している学習者が多いことを示してい

る。また，「２．訂正をもとに，なぜ間違えたかを考

えるが，書き直しはしていない」を選んだ理由とし

ては，「面倒だから」，「考えるだけで十分力になる」

という回答が大半を占めていた。また，質問項目３

の回答と同様に，「他の教科でやることも多く時間が

ない」という理由を書いている学習者も複数いた。

これは「３．見直すことはない（特になにもしない）」

の理由でも書かれていた理由であった。また，特に

何もしないのは，「やり方が分からないから」という

学習者もいた。 
 先述の通り， WCF の付与だけでなく「書き直し」

まで含めた活動は，後の新しい英作文での正確さの

向上にとって重要である。なぜ「書き直し」に効果

があるのかについては，“pushed output（促されたア

ウトプット）” の機会を与えることになるからと説

明できる。Swain (1985) によると，pushed output は
文法形式に対する気づきを促し，書き直しの必要性

が，誤りやその訂正法に対する明示的な意識を高め，

その結果より記憶に残りやすいということである。

また，書き直しの機会が得られることで学習者はよ

り訂正フィードバックを深く処理し，言語の知識を

蓄えていくことになる。しかし，今回のアンケート

調査より，実際には学習者たちは見直すことはある

が，書き直しまではしていないことが明らかになっ

た。特に書き直しがより必要である熟達度低位群の

学習者が書き直しをしていないことは問題である。

宿題等の家庭学習として WCF 付与後の書き直しを

推奨するだけでなく，実際に授業時間内に書き直し

のやり方を丁寧に指導する時間や，書き直しを行う

時間を確保したりする必要がある。 
 

Ⅴ. まとめ 

本研究の目的は，WCF の効果に影響を与えると考

えられている学習者の態度（attitudes）をアンケート

調査により英語熟達度別に明らかにし， WCF が第

２言語の発達に与える効果を検証した先行研究の結

果と合わせ，教育実践の場において WCF を運用す

る際に留意すべき点を明らかにすることである。 
 これまでの WCF に関する先行研究では，①熟達

度高位群にはどの種類の WCF も同様に効果がある

こと，②熟達度低位群には間接的かつ焦点化 WCF
であるメタ言語的 WCF が最も効果があること，③

WCF を与えるだけでなく書き直しをさせることで

後の英作文での正確さがより向上することが明らか

になっている。 
質問項目１の結果より，学習者は正確かつ信頼の

おける先生から訂正を得たいと思っていることが分

かった。ただし，学習者同士によるピア・コレクシ

ョン活動を充実させることは，教師の負担を減らす

ことにつながり，英作文の正確さに対する動機を高

める可能性がある。また学習者は訂正フィードバッ

ク以外にも様々なフィードバックを求めているので，
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した学習者もいた。「２．デジタルデータ」を選んだ

学習者は，理由として「破損の心配がない」，「かさ

ばらなくて管理しやすい」，「文字の癖がなく見やす

い」などを挙げていた。「３．どちらでもよい」を選

んだ理由としては，「訂正されるのであればどちらで

もよい」という理由が多かった。 
 調査に参加した学習者は調査の段階で既に１年間

以上，自分の PC を用いた学習を経験している。英

語の授業においては，PC を用いて，これまでにも英

作文を書いたり，それに対する訂正を PC 上で受け

たりなどの経験も多くしていた。実際にここまで多

くの学習者が紙でのやり取りを求めていることは驚

きであった。今後，PC を用いた教科学習の機会は増

えていくと予想されるが，PC での学習に対する習熟

度にも差があること，活動によっては紙を使用した

学習の方を学習者が求めていることなどは教師とし

て常に留意する必要がある。 
 
5. 質問項目５について 

表５ 質問項目５の結果 

  回答選択肢 

グループ  紙データ      デジタルデータ      どちらでもよい 

調査参加者全体 106 (50%)    36 (17%)         71 (33%) 
英語熟達度高位群  60 (50%)         23 (19%)       38 (31%) 
(N=121) 
英語熟達度低位群  46 (50%)         13 (14%)            33 (36%) 
(N=92) 
  
 表５の通り，英語熟達度の高低に関わらず，学習

者は訂正フィードバック後に見直すことはするが書

き直しはしないことが多いことが明らかになった。

この質問に対する回答数についてカイ二乗検定を行

った結果，群間の人数差は有意ではなかった（χ2 (2) 
= 3.566, ns）。 
 自由記述では，「１．訂正をもとに，なぜ間違えた

かを考え，書き直しをしている」の理由として，英

語熟達度に関わらず，「自分の力を伸ばすため」，「そ

の方が覚えられるから」，「頭の中で分かった気にな

るのと実際に書けることは違う」，「一度書いた方が

頭に残る」というものが多かった。これもこれまで

に書き直すことを実際に行い，その後より定着でき

たことを経験している学習者が多いことを示してい

る。また，「２．訂正をもとに，なぜ間違えたかを考

えるが，書き直しはしていない」を選んだ理由とし

ては，「面倒だから」，「考えるだけで十分力になる」

という回答が大半を占めていた。また，質問項目３

の回答と同様に，「他の教科でやることも多く時間が

ない」という理由を書いている学習者も複数いた。

これは「３．見直すことはない（特になにもしない）」

の理由でも書かれていた理由であった。また，特に

何もしないのは，「やり方が分からないから」という

学習者もいた。 
 先述の通り， WCF の付与だけでなく「書き直し」

まで含めた活動は，後の新しい英作文での正確さの

向上にとって重要である。なぜ「書き直し」に効果

があるのかについては，“pushed output（促されたア

ウトプット）” の機会を与えることになるからと説

明できる。Swain (1985) によると，pushed output は
文法形式に対する気づきを促し，書き直しの必要性

が，誤りやその訂正法に対する明示的な意識を高め，

その結果より記憶に残りやすいということである。

また，書き直しの機会が得られることで学習者はよ

り訂正フィードバックを深く処理し，言語の知識を

蓄えていくことになる。しかし，今回のアンケート

調査より，実際には学習者たちは見直すことはある

が，書き直しまではしていないことが明らかになっ

た。特に書き直しがより必要である熟達度低位群の

学習者が書き直しをしていないことは問題である。

宿題等の家庭学習として WCF 付与後の書き直しを

推奨するだけでなく，実際に授業時間内に書き直し

のやり方を丁寧に指導する時間や，書き直しを行う

時間を確保したりする必要がある。 
 

Ⅴ. まとめ 

本研究の目的は，WCF の効果に影響を与えると考

えられている学習者の態度（attitudes）をアンケート

調査により英語熟達度別に明らかにし， WCF が第

２言語の発達に与える効果を検証した先行研究の結

果と合わせ，教育実践の場において WCF を運用す

る際に留意すべき点を明らかにすることである。 
 これまでの WCF に関する先行研究では，①熟達

度高位群にはどの種類の WCF も同様に効果がある

こと，②熟達度低位群には間接的かつ焦点化 WCF
であるメタ言語的 WCF が最も効果があること，③

WCF を与えるだけでなく書き直しをさせることで

後の英作文での正確さがより向上することが明らか

になっている。 
質問項目１の結果より，学習者は正確かつ信頼の

おける先生から訂正を得たいと思っていることが分

かった。ただし，学習者同士によるピア・コレクシ

ョン活動を充実させることは，教師の負担を減らす

ことにつながり，英作文の正確さに対する動機を高

める可能性がある。また学習者は訂正フィードバッ

ク以外にも様々なフィードバックを求めているので，
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訂正フィードバックは教師から，自由英作文などで

の内容面や構成面などへのフィードバックは友人同

士で行わせるなどの工夫が必要となる。    
質問項目２の結果より，先行研究では直接的 WCF

よりもヒントを与え自己訂正を促すような間接的

WCF となるメタ言語的 WCF の方がより効果がある

と言われているが，アンケートにおいても学習者は，

ヒントをもとに自己訂正する機会を求めていること

が明らかになった。しかし，多忙な学習者に対して

いつも自己訂正を促していくことは英文を書くこと

に対する動機を失わせる恐れもあると思われるため，

英作文の種類に応じて直接的 WCF と間接的 WCF を

バランスよく付与していく必要がある。 
 質問項目３の結果より，特に英語の熟達度の低い

学習者の第２言語の発達という面では，訂正を与え

る項目が一つとなる焦点化 WCF の方が，複数或い

は全ての誤りを対象とする非焦点化 WCF よりも効

果があるとみなされているが，学習者は全ての誤り

を直すために非焦点化 WCF をより求めていること

が挙げられる。この不一致を解消するためには，焦

点化 WCF の効果や目的を学習者に十分に理解して

もらい，目的に応じて非焦点化 WCF と使い分けて

いく等の工夫が必要となる。長期的な視野に立てば

全ての誤りの種類に訂正を何度も与えていくことを

学習者に説明することも必要になるであろう。また

同じ英作文課題でも，英語熟達度高位群には非焦点

化 WCF を，低位群には訂正する優先順位の高いも

のに絞って焦点化 WCF を与えていくなどの工夫も

必要となる。 
 質問項目４の結果より，WCF をなるべく紙面上で

与えられたいと考える学習者が多いことも忘れては

いけない。紙の欠点となる，破損やかさばりやすさ

を解消すべくファイルにまとめさせるような工夫が

必要となる。ただし， PC を用いてデジタルデータ

で英作文を扱う機会も今後増えることが予想される

ことから，デジタルデータに慣れさせるためにも，

英文を書くのではなく，キーボードで入力させる機

会を与える必要も出てくるであろう。そういった場

合には，その英文に出現した誤りに対する訂正は，

紙に印刷した英作文に行うなどの工夫が必要となっ

てくる。 
最後に，質問項目５の結果より，先行研究では

WCF の付与の後の，書き直しが第２言語の発達には

重要であると言われているが，ほとんどの学習者は

見直しはするが書き直しまではしていないというこ

とが明らかになった。これを解決するためには，授

業外ではなく授業内で書き直しの時間を確保する必

要がある。また低位群の学習者には，事前に書き直

しのやり方について指導する必要がある。 
 本研究の課題としては，学習者の態度が WCF の

効果に与える影響を直接検証していないことが挙げ

られる。今後は，例えば，非焦点化 WCF を望む学

習者に，焦点化 WCF を与えると焦点化 WCF の効果

は弱まるか等の実証研究が必要となってくる。また

今回のアンケート調査は，一つの高等学校にて行わ

れたため，他の学校を含めると回答が異なってくる

可能性もある。また，熟達度の高低は相対的なもの

であり，一般的な英語の熟達度を示す CEFR-J など

の基準に照らし合わせれば低～中位群と考えられる

ため，外的基準における熟達度の差間の比較も必要

になってくる。今後は多種多様なアンケート調査を

実施し，学習者の「態度」という情意面に配慮した

効果的な WCF の運用法を模索していく必要がある。 
 

注 

1 CEFR-J はヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)を日本の

英語教育に応用すべく投野由紀夫教授（東京外国語大

学）を中心に開発された枠組みである。CEFR のレベ

ル 6 段階（A1, A2, B1, B2, C1, C2）をさらに細分化し

た 12 レベル（Pre-A1, A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, B1.1, 

B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2)からなる。日本人の大半が A

レベルにあるという調査結果から，CEFR そのままで

はなく，A と B レベルを細分化し，また A1 レベルよ

りも前の段階の Pre-A1 を付け足したものとなってい

る。  

2 青山らによる一連の研究（青山，2018, 2019, 2020; 青

山・髙塚，2019）における熟達度高位群は CEFR レベ

ルで B1，熟達度低位群は A2 であった。  
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