
．はじめに

数々の動機付け研究の中でも、学習意欲喪失に関する研究は多くない。その最大の理由は

捉えどころのなさ であろう。言うまでもないが、学習者の意欲の度合いを直接測定する

物差しはない。だが、意欲については、自ら選んで学習のために割く時間を測定したり、学

習成果をテスト結果で確認するなどの方法で、どの程度 やる気 があるのかを推定するこ

とはできる。一方、意欲喪失については学習者の回答から情報を得るしか信頼できる方法が

ない。動機付け研究全般に当てはまることだが、学習者の心の中で起こっていることは、直

接観察できない上に、常に変動している。たとえば、 先週はやる気があったのに、今週は

やる気がしない などということが頻繁に起こる。また、意欲喪失の強弱も様々で、意欲喪

失感が弱い場合、たとえば なんとなくやる気が出ない ときのように、必ずしも意欲喪失

感の現れと断定できないケースも多い。意欲があるのか、ないのかさえ意識していないのが

普通かもしれない。 やる気がない とことばにしてはじめて、意識の上に浮上する。それ

までは多少残っていた意欲もことばを発することで消えてしまう。ときには、 自分にはや

る気がない と決めつけてしまうことさえある。また、意欲喪失の原因については、それを

学習者が認知しているとは限らない。こうした 捉えどころのなさ がこの分野の研究を困

難にしてきたのであろう。

意欲を喪失した学習者は、そのまま放置されれば、おそらく英語を継続して学習しようと

いう気にはならないだろう。いずれ、 英語は嫌いだ という意識に変わる可能性もある。
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あるいは、意欲喪失 《英語嫌い》となるケースもあるかもしれない。いずれにしても《英

語嫌い》は増えており、深刻な問題と言えよう。 年、 年制大学生 名を対象として

調査を行ったところ、 英語が嫌い と答えた学生が 名（ ％）、 どちらかというと嫌

い は 名（ ％）、 どちらかというと好き は 名（ ％）、 好き と答えた学生

はわずかに 名（ ％）で、無回答が 名（ ％）であった。英語学習・授業を嫌う学生

が 分の を越えていることになる。このような状況では英語の授業が立ち行かなくなっても

不思議ではない。だから、学習者の意欲喪失を素早く察知し、《英語嫌い》への発展を食い

止めることは、英語教員の急務だと考える。

《英語嫌い》を食い止めるためには、学習意欲喪失要因の研究から得られる知見が必要で

ある。意欲喪失要因にはまだまだ未知のものがあり、各要因が英語の《好き・嫌い》にどの

ように影響しているのかに至ってはほとんど研究が行われていない。 捉えどころがない

心の動きの解明には、共時的な研究だけでは不十分であり、将来的には、通時的な研究を通

して複雑な因果関係を解明することになろう。そうした将来の研究に繋げるために、主要な

要因を解明し、その要因に焦点を絞って影響力を見ようとする試みは意義があると考える。

学習意欲喪失要因の探索・分類は （ ）、 （ ）、

（ ）、他によって行われてきた。たとえば が の生徒 人を

対象に で行った調査では、以下の要因が導き出された。

）

）

）

）

）

）

）

）

）

彼の調査は、意欲喪失を実際に経験したことのある調査協力者に 分から 分のインタ

ビューを行うというもので、回答の ％が直接 ）の教員に関わるもの、さらに ％が間接

的に教員に関わるものであったと報告している。

（ ）は、 名の日本の大学生に意欲を感じた経験と失った経験の両方を記述さ

せ、意欲喪失については の要因を見出している。もっとも頻度が高かったものは 学ぶ内

容を自分で選ぶことができないこと で、 位 教員の能力に疑いを持ったこと 、 位

教員の性格に疑いを持ったこと 、 位 授業が試験のための勉強にほとんど終始してい

ること 、 位 自分の英語力に劣等感を抱いていること であった。

（ ）は、英語を外国語として学ぶベトナム人学生 人を対象とし

てエッセイによる調査を行い、その回答から の意欲喪失要因を見出している。エッセイで
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は、 英語を学ぶ中で意欲を失った経験はありますか。その理由は何ですか 、 現在、英語

学習は好きですか。英語学習への興味を取り戻すことはできましたか。どのようにして取り

戻したのですか 、 意欲の喪失をできるだけ少なくするにはどうすればいいと思いますか

という つの質問に対する回答が求められた。彼らは調査協力者の回答から、要因を内発的

要因と外発的要因に分類し、前者を 英語に対する態度 、 失敗した経験と成功体験欠如 、

自尊感情に関わるもの に分けた。さらに、後者を 教員に関わるもの 、 学習環境に由

来するもの 、その他としている。彼らの調査では、外発的要因が意欲喪失体験の ％を占

め、その中でも教員に関わる要因が全体の ％であったという。教員に関わる要因は 教員

の態度 、 教員の能力 、 教え方 、 評価方法 に細分化され、その中で 教え方 が全体

の ％でもっとも大きな要因であったという。

上の研究では、内発的要因と外発的要因の両方が意欲喪失要因として挙げられているが、

（ ）と （ ）は、どちらも外発的要因、中でも教員に関

する要因の出現頻度がもっとも大きいとし、 （ ）の結果でも上位 位までが外

発的要因で、その内 位と 位が直接教員に関わるもの、 位と 位が間接的に教員に関わ

る要因と考えることができる。これに対して、津村（ ）は、日本人大学生（非外国語専

攻） 名を対象として 項目の選択式質問紙による調査で意欲喪失要因の探索を試み、さ

らに英語が 好き と回答したグループと 嫌い と回答したグループで各項目の平均値を

比較したところ、《嫌い》グループでは 暗記量が多い 、 文法が難しい 、 学習方法がわ

からない 、 テストの得点が悪い 、 授業が難しい 、 試験が難しい 、 宿題量が多い が

上位に入っていたため、《嫌い》グループの学習者にとっては内発的要因の影響が強く、特

に困難や自分の能力に壁を感じている場合に意欲喪失が起こる可能性が高いと考えた。

津村（ ）の調査の背景には、英語を嫌う学生が非常に多い（本研究では 名中 嫌

い どちらかというと嫌い の合計が ％）ことに対する危惧があった。調査は、意欲

喪失と英語嫌いの関連が非常に強いという仮定に基づき、英語を 好き というグループと

嫌い というグループにおける意欲喪失要因の現れ方の違いを見ようとするものであっ

た。しかし、質問紙において、また調査の深さについても不満が残った。まず、質問紙の問

題点は 点挙げることができる。 つは、調査協力者から、 項目数が多い 、 文字が小さ

くて見にくい という指摘があった点である。 点目は項目の順番である。余った紙面に独

自の質問項目を追加したので項目の順番に偏りがあった。つまり、意欲喪失要因として

（ ）が挙げていないものが後半に固まって配置されていた。第 の不満は、調

査の深さである。因子分析で 因子を抽出した後は、 つの要因について因子得点の平均値

をグループ別に比較しただけであり、英語《嫌い》への影響力については分析をしていな

い。だが、当初英語嫌いを少しでも解消したいという狙いからは、次のステップとして、英

語嫌いが起こる原因を探ることは自然であろう。

そこで本研究では、まず質問紙を改善し、因子抽出をやり直して、その後、各要因の英語

の《好き・嫌い》に対する影響力を調査することにした。質問紙の改善については、まず、

質問紙全体を少し見易くするため項目数を減らすことにした。今回は、前回因子分析を行っ

た際に複数の因子で高い負荷量を示した項目を削除している。また、項目の順番も偏りが生

じないように変更している。以下の 点が本研究の研究課題である。



）津村（ ）で使用したものと同様の質問紙調査を違う対象に実施した場合

に、前回の調査で得たものと同様の因子が抽出されるか。前回の結果とあまり

矛盾がなければ、妥当な因子が抽出できたと判断し、英語の《好き・嫌い》に

影響を与える要因として分析に採用する。

）各要因は、調査協力者の英語の《好き・嫌い》にどの程度影響しているか。

．方 法

． ．調査時期と対象

年 月、関西の私立 年制大学 校の 年生 名（非外国語専攻）を対象として、

質問紙調査を行った。その内最後まで回答していない 名を除く 名（非外国語専攻、男

子 名、女子 名）を分析対象とした。

． ．質問紙

津村（ ）の選択式質問紙には 項目含まれていたが、 回目の因子分析の際、 項目

が複数の因子で比較的大きな負荷量を示していた。そのためその 項目を除外して 回目の

因子分析を行った。今回、その 項目は最初から除外し、項目を並べ替えて新たに 項目か

らなる質問紙を作成した（ 参照）。削除した 項目は以下の通りである。

質問に対して満足できる答えが得られなかったとき

教師におこられたとき

他の人（友達）が英語学習に対する意欲をなくしてしまったのを見聞きしたとき

宿題が多すぎたとき

毎日忙しくて、英語を学習する時間がないと思ったとき

英語を話す人で、どうも好きになれない人に会ったとき

自分の記憶力に自信がなくなったとき

一緒にがんばれる友達がいないとき

回答は無記名・任意とし、成績には一切影響しないことを伝え、協力を依頼した。前回の

調査と同様、実際に項目のような経験がある場合は各自の経験に基づいて回答し、一方経験

がない場合は、 もし項目のようなことが起こったら と仮定して回答するよう教示した。

これは、各項目のようなことが実際に発生した際に、各要因がどの程度の影響力を学習者に

与え得るかを調査するために必要な措置である。もし経験したことのみを選ばせた場合、

めったに起こらない項目に対して出現頻度が小さくなり、よくあることに対して頻度が大き

くなってしまう。そうなると、実際の影響力が大きいにもかかわらず見逃してしまう恐れが

ある。
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． ．手続き

各質問項目に対して 件法で回答してもらいスケールをそのまま得点として平均値を算出

した。 全然そう思わない は 点、 あまりそう思わない 点、 どちらかというとそう

思わない 点、 どちらでもない 点、 どちらかというとそう思う 点、 少しそう

思う 点、 強くそう思う が 点である。各項目について平均値 標準偏差を算出し

たところ、ほとんどの項目で得点分布に極端な偏りがないことを確認したが、項目 が

で得点の最大値を超えており、また、項目 は と最小値を超えていた。本来なら

この 項目を分析から除外すべきであるが、項目 の 覚えることが多すぎると感じたと

き は、前回の調査で英語が 嫌い 、または どちらかというと嫌い と回答したグルー

プにおいてもっとも平均値が高かった項目であり、また項目 の 試験が簡単過ぎたとき

は、項目 の 試験が難しかったとき と対をなす項目であったため、この 項目をそのま

ま残して因子分析（主因子解、プロマックス回転）を実施した。しかし、下位尺度の内的整

合性を見て、この項目を除いた場合に 係数が上昇するようなら、その時点で分析から除外

することとした。

．結果と考察

． ．意欲喪失要因の探索

津村（ ）では、 因子が抽出されたが、対象が異なれば違う結果が出る可能性がある

と考え、今回の因子分析も探索的に行うことにした。 回目の因子分析の結果、固有値 以

上の因子が 個認められたが、固有値の減衰状況から 因子または 因子構造と考えられ

た。前回の因子数が であったことを考慮し、抽出する因子数を とした。項目 はどの因

子においても十分な負荷量を示さなかったため、除外し、分析（主因子解、プロマックス回

転）を再度行った。この結果（ ）がもっとも単純構造に近いと判断した。

津村（ ）の調査と因子数は同じであるが、それぞれの因子に含まれる項目に若干の違

いが見られる。第 因子の項目には、 難しい という表現が多く見られ、そのため 困

難・能力の壁 という前回と同じ名称が適切であると判断した。今回の分析では、 発音が

うまくできなかったとき と 教科書や教材の値段が高いと思ったとき がこの因子に含ま

れていた。前者が、この因子に含まれることは自然であるが、後者は解釈が難しい。 経済

的に困難を感じている という解釈も可能であるが、偶然ということも考えられる。 係数

は 項目全体で 、問題の項目 を除いても となり整合性は保たれている。

第 因子には、 教員に対する信頼を失ったとき 、 教師の教え方が悪いと感じたとき 、

クラスの雰囲気が悪いとき 、 教師の態度が学生によって違うと思ったとき 、 教室の環

境が悪い（暑い、寒い、狭いなど）と思ったとき が含まれており、教員や環境に対する不

満を表していると考えられるので、前回の 教師・環境 が妥当な名称であると判断した。

前回との違いは、今回 教科書がつまらないと思ったとき という項目がこの因子に含まれ

ていなかったことであるが、前回の分析でもこの項目の負荷量は と小さく、それほど影

響力はなかったと考えられる。 項目全体の 係数は であった。



第 因子（前回の調査では第 因子）は、 自分は日本人だから、英語は必要ないと思っ

たとき 、 英語を使う場面がないと感じたとき 、 外国人や外国の文化に興味が持てないと

思ったとき 、 学習する目的がわからないとき 、 英語以外の勉強の方が大切だと思ったと

き 、 授業の内容に疑問を持ったとき（こんなことして本当に役に立つのかと思ったと

き） を含み、前回の調査と項目に変化はなく、 必要性・目的不明 という名称も妥当なも
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意欲喪失要因因子分析結果

番号 項目
どうしてもテストで良い点が取れないとき
授業が難しかったとき
文法が難しいと感じたとき
試験が難しかったとき
覚えることが多すぎると感じたとき
上達しているかどうかわからないとき
勉強する方法がわからないとき
教科書や教材の値段が高いと思ったとき
発音がうまくできなかったとき
良い成績がもらえなかったとき
教員に対する信頼を失ったとき
教師の教え方が悪いと感じたとき
クラスの雰囲気が悪いとき
教師の態度が学生によって違うと思ったとき
教室の環境が悪い（暑い、寒い、狭いなど）と思ったとき
自分は日本人だから、英語は必要ないと思ったとき
英語を使う場面がないと感じたとき
外国人や外国の文化に興味が持てないと思ったとき
学習する目的がわからないとき
英語以外の勉強の方が大切だと思ったとき
授業の内容に疑問を持ったとき（こんなことして本当に役に立つのかと思ったとき）
前で発表させられるなど、緊張したとき
間違って恥ずかしい思いをしたとき
英語を話そうと思っても、うまく言葉が出てこなかったとき
勉強しなくても誰からも怒られないと思ったとき
辞書を引くのが面倒だと思ったとき
欠席や遅刻をしてしまったとき
他の人の成績（テストの結果）が自分のものより良かったとき
授業が簡単過ぎたとき
試験が簡単過ぎたとき
結局、留学でもしないと英語は身に付かないと思ったとき
英語を話している自分に違和感を覚えたとき
使える英語を学ぶには、お金がかかると思ったとき

因子間相関
─

─
─

─
─

─
─
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のと判断する。 項目全体の 係数は であった。

第 因子（前回の調査では第 因子）には、 前で発表させられるなど、緊張したとき 、

間違って恥ずかしい思いをしたとき 、 英語を話そうと思っても、うまく言葉が出てこな

かったとき が含まれ、 自尊感情防衛 と命名されたが、今回 他の人の成績（テストの

結果）が自分のものより良かったとき という項目のみがこの因子から漏れていた。そのた

め 自尊心が傷つくことを恐れる という側面が多少薄れてしまったが、 緊張 は恥ずか

しい経験を避けたいという気持ちから生じ、 うまく言葉が出ない という経験は、恥ずか

しい・不快な経験と捉えられたようだ。したがって、 自尊感情防衛 という名称はそのま

ま使用することにする。 項目全体の 係数は であった。

第 因子（前回の調査では第 因子）では、前回の 項目 勉強しなくても誰からも怒ら

れないと思ったとき 、 辞書を引くのが面倒だと思ったとき 、 欠席や遅刻をしてしまった

とき に加え 他の人の成績（テストの結果）が自分のものより良かったとき という項目

が入っていた。 項目全体の 係数は とあまり高くはないので、構成要素に問題がある

のかもしれない。しかし、 つのうちどの項目を削除しても、上の値を上回ることはなかっ

たので、これも つの因子とみなし、前回の名称 努力回避 をそのまま使用することにし

た。

第 因子 達成感・充実感欠如 は、前回の項目から、 教科書や教材の値段が高いと

思ったとき が外れ、 授業が簡単過ぎたとき と 試験が簡単過ぎたとき の 項目と

なった（ 係数は ）。因子の解釈はし易くなったものの、項目が つしか含まれなかっ

たのは、質問紙の項目構成に改良の余地が残されていることを示している。

第 因子（前回の調査では第 因子）には、今回 結局、留学でもしないと英語は身に付

かないと思ったとき 、 使える英語を学ぶには、お金がかかると思ったとき 、 英語を話し

ている自分に違和感を覚えたとき という 項目のみで、 発音がうまくできなかったと

き という項目は外れていた。この項目が外れることにより、 現実味欠如 という名称が

より妥当なものとなった。 項目全体の 係数は であった。

意欲喪失要因下位尺度の構成は、 困難・能力の壁 の下位尺度は 項目、 教師・

環境 項目、 必要性・目的不明 項目、 自尊感情保護 項目、 努力回

避 項目、 達成感・充実感欠如 項目、 現実味欠如 項目、となった。因子

ごとの 係数は最小の値でも あり、十分な整合性を保っていると考えられる。

． ．意欲喪失要因の《好き》・《嫌い》グループでの比較

次に、質問紙において英語が 好き 、 どちらかというと好き と回答した被験者 名を

《好き》グループとし、 嫌い 、 どちらかというと嫌い と回答した者 名を《嫌い》グ

ループとして、尺度得点の平均値に差があるか確認した。 どちらでもない と回答した者

はここでの分析には含めていない。 には、上記のグループ別に意欲喪失要因の得点

に差が見られるかどうかについて、平均値の差を検定した結果を示す。

から、すべての項目で、《嫌い》グループが《好き》グループより高い平均値を示

していることがわかる。《嫌い》グループの方が意欲喪失を感じている度合いが高く、《英語

嫌い》と意欲喪失とがある程度関係していることが伺える。



両グループ間の差に着目すると、 必要性・目的不明 、 自尊感情防衛 以外の項目につ

いて、《好き》グループと《嫌い》グループで有意な差が認められた。この結果から解釈す

ると、英語を嫌う学習者には以下の傾向があると考えられる。

）授業や試験などを難しいと感じ、覚えることが多くて意欲を失っている。

）教員や環境に不満を抱いている。

）できれば余計な努力はしたくないと考えている。

）難しくても簡単すぎても意欲を失い易い。

）英語を身近に感じていない。

一方、英語の必要性に疑問を抱き、学習の目的を見出すことができず、さらに、学習の過

程で恥ずかしい・不快な思いを避けたいという気持ちには、両グループで差がないというこ

とになる。

． ．意欲喪失要因の英語《嫌い》に対する影響力

最後に、 つの意欲喪失要因の内、どの因子が《英語嫌い》への影響力が大きいかを調べ

るために、重回帰分析を行った。質問紙の 英語の学習は好きですか という質問に対して

好き という回答を 点、 どちらかというと好き 点、 どちらでもない 点、 ど

ちらかというと嫌い 点、 嫌い を 点とし、これを従属変数、各因子の尺度得点の平

均値を独立変数とした。重回帰分析に先立ち、各因子間および、《好き・嫌い》尺度との相

関係数を算出した。相関係数は最大でも であり、多重共線性の恐れはないと予測する

が、確認のため後に共線性の統計量も算出することにする。また、《好き・嫌い》尺度との

相関を示していない因子もあるが、今回の目的は、当てはまりの良い回帰式を求めることで

はなく、各因子の影響力を示す目安を得ることであったため、強制投入法により重回帰分析

を行った。

重回帰分析の結果、重決定係数は であったが、今回は強制的にすべての因子を独立
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変数としたので、自由度調整済み決定係数（ ）を参照した。 ％水準で有意となってい

るが、予想通り当てはまり良いとは言えない。その原因は、まだ抽出できていない意欲喪失

要因が存在すること、意欲喪失と英語の《好き・嫌い》の相関がそれほど高くないこと、あ

るいはモデルが単純すぎたこと、などが考えられる。独立変数から従属変数への標準偏回帰

係数（ ）は の通りである。

、条件指標と分散の比率からも多重共線性を示すものはなかった。 自尊感情防衛

では相関係数との符号が入れ替わっているが、どちらも有意ではなく、 努力回避 、 達成

感欠如 、 現実味欠如 とともに従属変数への影響はほとんどないと考えられる。 困難・

能力の壁 がもっとも影響力が大きく、 教師・環境 と 必要性・目的不明 がほぼ同じ

ような影響力を持っているようである。しかしながら、 教師・環境 は従属変数との相関

が確認できなかったにもかかわらず、有意となっており、抑制が起こっている可能性があ

る。そもそも教師や環境への不満がありながら、《英語嫌い》にはマイナスの影響を及ぼし

ているという結果は説明がつかず、想定したモデルに問題があったと考えざるを得ない。

モデルに問題があったとしても、 困難・能力の壁 の影響力は無視できるものではな

い。ここで、この因子に含まれる質問項目を確認しておく。

意欲喪失要因尺度得点の基礎統計量と相関係数

平均値 標準偏差 最小値 最大値

相 関 係 数

好き・嫌い
困難・

能力の壁

教師・

環境

必要性・

目的不明

自尊感情

防衛
努力回避

達成感

欠如

現実味

欠如

好き・嫌い ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

困難・能力の壁 ─ ─ ─ ─ ─ ─

教師・環境 ─ ─ ─ ─ ─

必要性・目的不明 ─ ─ ─ ─

自尊感情防衛 ─ ─ ─

努力回避 ─ ─

達成感欠如 ─

現実味欠如

重回帰分析結果

有意確率

困難・能力の壁

教師・環境

必要性・目的不明

自尊感情防衛

努力回避

達成感欠如

現実味欠如



）どうしてもテストで良い点が取れないとき

）授業が難しかったとき

）文法が難しいと感じたとき

）試験が難しかったとき

）覚えることが多すぎると感じたとき

）上達しているかどうかわからないとき

）勉強する方法がわからないとき

）教科書や教材の値段が高いと思ったとき

）発音がうまくできなかったとき

）良い成績がもらえなかったとき

この 項目の内、 ）は、他の項目とは異質で、確実に外発的な要因と考えられる。他の

項目でも、意欲喪失の原因が教員や授業に向けられていると思えるものがあるが、 どうし

てもテストで良い点が取れない に代表されるように、ほとんどの項目が、 自己の限界を

痛感し、援助を求めている 学習者の様子を伝えているように思える。

今回の調査結果では、英語嫌いを引き起こす最大の原因が、試験・授業・文法の難しさ、

試験の得点や成績が上がらない・上達しているかどうかがわからないという挫折感、そして

覚える量の多さによって引き起こされる学習意欲の喪失感であるということになる。おそら

く、授業に出席するたびに学生はこうした気分を味わってきたのであろう。意欲を喪失した

学習者に無理やり学習させると、英語学習との溝を益々深めてしまうことになろう。同様

に、英語が嫌いだという学習者に、レベルをはるかに超えた試験を受けさせるようなことは

誤りだと言えよう。そんなことをすれば英語が好きな者でさえ、英語学習から離れてしまう

だろう。また、覚えることを強要してばかりいると、英語離れを引き起こすことも容易に想

像できる。 覚えておきなさい は試験勉強をさせるための教員の口癖のようなものだ。し

かし、悪癖と言わねばならない。覚えれば点数が取れるようなテストを続けていると、そん

な口癖が抜けなくなってしまうのかもしれない。

半数近くの学生が英語を嫌いだという状況は深刻である。だが、《英語嫌い》は必ずしも

本人たちの責任ではない。たとえば、他の学習（専門科目など）で忙し過ぎるという学習者

が、英語に対して意欲が湧かないとしても不思議ではない。それは学習者に対する配慮の問

題であり、教員間の話し合いで解決できないはずはない。にもかかわらず、学習者の気持ち

を考えず、資格試験などで良い結果を出させよう、大学の名声を上げよう、などと考えるな

ら、語学教育は破綻するだろう。強制的に学習させることはできても、その後《英語嫌い》

に発展してしまうことは想像に難くない。結果を出せる学生が数人いたとしても、残りの大

多数は英語には見向きもしなくなるだろう。残念ながら、わずかな授業時間で語学を身に付

けさせることができないのは事実である。ある程度の語学力、たとえば英検で言えば準 級

次面接試験程度の質疑応答ができるようになるためには、週に 回の授業ではまったく

追いつかない。授業の頻度が変えられないのであれば、学習者の自立を促し、授業外での自

発的学習に委ねるしか方法はない。学習者に英語学習が好きになってもらわなければ、この

実現は難しい。英語が嫌いでは、無理な話である。だから、 授業・試験が難しい 、 覚え
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ることが多すぎる という学習者の声を忘れないように授業に臨みたい。そして学習者の

嫌い が それほど嫌いでもない に変わるように、指導の方向転換をしていきたいと思う。

．結 び

本研究は、意欲喪失要因の探索と、そこから抽出された各要因について、英語の《好き・

嫌い》への影響の度合いを調査することが主目的であった。まず、 項目で構成された 件

法の選択式質問紙を使い、その回答を因子分析にかけ、津村（ ）で抽出された因子と

まったく同じ つの因子を抽出した。名称もそのまま使い、すべての因子が英語の《好き・

嫌い》に影響を及ぼす要因であると仮定し、それぞれの影響の程度を調べるため、重回帰分

析を行った。その結果、 困難・能力の壁 の影響力が最大であることがわかった。 教師・

環境 と 必要性・目的不明 はほぼ同程度の影響力を示したが、いずれも 困難・能力の

壁 に比べると影響は小さいと言える。また、残り つの因子は調査協力者の英語に対する

《好き・嫌い》にほとんど影響を及ぼしていないことが確認された。

これまでの研究では、意欲喪失要因の重要性は出現頻度によって示されていた（

）。つまり、全回答数の中でその要因が占める割

合や、単にその要因を回答に示した回答者数で、要因の重要性が示されていた。一方、本研

究は要因の影響力を標準偏回帰係数で表すことでその大きさを把握しようとした。もちろん

この数値は普遍的なものではなく、調査対象が変われば変化する。また、そもそも今回は重

回帰式の精度が低く、算出した数値は目安でしかない。精度が低かった原因は、意欲喪失要

因の探索がまだ十分でなかったことと意欲喪失要因が英語の《好き・嫌い》に一方向の影響

を与えていると仮定したモデルに問題があったからであろう。つまり、《好き・嫌い》を規

定する要因がまだ十分に拾い切れていないということと、要因間の因果関係が想像した以上

に複雑であったということになろう。たとえば、 難しいと感じることで意欲を失い、英語

嫌いへと発展するのか 、 英語が嫌いだから難しいと感じるのか 、あるいは 覚えること

が多いから難しいと感じ英語が嫌いになるのか 、単に 覚えることが多いから嫌いになる

のか など、要因は非常に複雑に絡み合っている。この関係を明らかにするためには、重回

帰分析だけでは不十分で、パス解析や共分散構造分析に頼る必要があろう。また、本調査の

ような共時的な研究だけでは複雑な関係を捕捉するのは限界があることも事実であり、近い

将来は通時的な研究が主力になるであろう。本調査は、そうした研究への礎を築くことを目

的としていた。

今回の調査は、むしろ特殊なケースであると言わねばならない。日本の大学における

としての英語授業に限られ、しかも調査協力者の英語力レベルはかなり低いと推測さ

れる。なぜなら、今回の調査協力者の所属大学は、 敷居の高い 大学ではなく、語学を専

攻する学生は 人もいなかったからだ。したがって、《好き》、《嫌い》各グループは日本の大

学生を代表しているわけではない。しかし、全国レベルで学力低下が現実化しており、英語

を嫌う学生が増える可能性は十分ある。そうなれば益々意欲喪失の研究が求められることに

なろう。



参考文献

大岩 昌子 フランス語学習者が学習意欲を失う要因を探る 習熟度別考察 名古屋外国語

大学外国語学部紀要

津村修志（ ） 英語学習意欲喪失の要因と英語の好き・嫌いとの関係 大阪商業大学論

集 第 号

付 記

本稿は、平成 年、 年度大阪商業大学教育奨励助成費を受けて実施した研究成果の一部であ

る。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）



英語嫌いに対する学習意欲喪失要因の影響（津村）



大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）


