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要旨 

 「のだ」については、多くの日本語教師が頭を悩ませる表現の一つだと言わ

れている。「のだ」をめぐっては多くの研究があり、その意味機能は様々に説明

され、今だ確立しているとはいえない。 

 筆者は 2015年にロンドンにて、イギリス人日本語学習者を対象に「のだ」の

理解に関する実験を行い、一定の結果を得た。しかし、被験者がわずか 5名で

あったことから、研究結果の検証を行うために、モンテレイのメキシコ人日本

語学習者を対象に同様の実験を行った。本実験では日本語学習者の「のだ」の

誤用を分析した後、「のだ」の本質的な意味“補足説明”を教えることで、それ

らの誤用が減るかどうか調査した。実験はメキシコ人日本語学習者を対象に三

週間にわたり行った。まず一週目に「のだ」の理解に関する事前テストを行い、

その誤用を分析した。また同日に「のだ」の意味機能に関するアンケートも行

い、学習者が「のだ」の意味機能をどのように理解しているか調査した。二週

目には、「のだ」の本質的な意味“補足説明”を教える授業を行った。最後の三

週目には、事後テストを行い、誤用が減ったかどうかを調査した。また、日本

語母語話者にも同様に「のだ」に関するテストとアンケートを実施した。 

 実験の結果、「のだ」に関する取り立てた授業を行うことによって、メキシコ

人日本語学習者の多くが「のだ」には様々な意味（説明・強調・和らげ・確認・

推測・発見）があると理解し、使用することができるということがわかった。

また「のだ」の本質的な意味“補足説明”を教えることにより、まず学習者は

「のだ」をいつ使うことができ、いつ使うことができないのかを理解すること

ができた。また、対事的ムードの「のだ」（野田, 1997）や、発見の「のだ」（庵・

高梨・中西・山田, 2000 ; 名嶋, 2007）と言われるものも理解することができ
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た。母語話者に関しては、話し手と聞き手が特定の情報を共有していない場合

には「から」ではなく「んです」を使う傾向があったが、メキシコ人日本語学

習者にはそのような傾向はなかった。 

 本実験はロンドンでの実験と同じような結果となり、筆者の「のだ」に関す

る実験にある程度の信頼性を得た。この事から、日本語教師が「のだ」の本質

的な意味は“補足説明”だということを教えることができれば、日本語学習者

は「のだ」を正しく理解でき、おかしな誤用も生まれにくくなると考えられる。 

 

１．はじめに 

 現在「のだ」に関しては多くの先行研究があり、その意味は説明・主題提示・

非難・調和・推測・強調・和らげ・確認・発見など様々に説明されている（久

野, 1973 ; 寺村, 1984; Alfonso, 1989; McGloin, 1989; 野田, 1997; 菊地, 2000 ; 名

嶋, 2007）。また、多くの日本語の教科書や文法書でも「のだ」の意味は曖昧に

説明されている。その結果、多くの日本語教師が「のだ」の本質的な意味を正

確に理解できないまま「のだ」を学習者に教え、学習者の誤用が生まれている

と思われる。しかし、筆者は「のだ」の本質的な意味さえ正確に教えることが

できれば、誤用が減るのではないかと考える。 

 筆者は 2015年にロンドンにて「んです」を既習とする 5名のイギリス人日本

語学習者を対象に「のだ」の実験を行った（Ohashi , 2015）。実験は約一ヶ月に

わたり行った。最初の週に「のだ」に関する事前テストとアンケートを行い、

翌週に「のだ」の本質的な意味“補足説明”を教える授業を行い、最後に事後

テストを行った。この実験では、事後テストで学習者の誤用が大きく減り、学

習者が「のだ」の本質を理解したと言えるような結果となった。しかし、被験

者がわずか 5名だったことを考えると、信頼性が高いものだとはいえないよう

に思われる。そこで、今回は「んです」を既習とするメキシコ人日本語学習者

を対象に同様の実験を行うこととした。 

 

２．実験の概要 

 実験は筆者が教鞭を執っているヌエボレオン州立大学外国語学習センターで

日本語を勉強しているメキシコ人学習者 9名（初級 5名・中級 1名・上級 3名）

と、2 年前に当校の上級コースを終了したメキシコ人学習者 1 名（上級）の計

10名と、UDEM大学で日本語を勉強しているメキシコ人学習者 5名（中級）を

対象に、それぞれ 3 週間にわたり行った。被験者は「んです」を既習とする者

で、また英語を日常生活で問題なく使える英語が分かる者である。ヌエボレオ

ン州立大学外国語学習センターにおける学習者は、初級の学習者 5 名は、みん

なの日本語初級 2 の第 31 課まで終えている者である。中級の学習者 1 名はみ
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んなの日本語初級 1、2と新日本語の中級の第 5課まで終えている者である。今

当校で勉強している上級の学習者 3 名は、みんなの日本語初級 1 と 2、新日本

語の中級を終え、中級から上級への日本語をユニット 5まで終えている者であ

る。以前勉強していた上級の学習者 1名は、これらの教科書をすべて終えた者

である。UDEM大学における学習者は、できる日本語初級と初中級を終えたも

のである。 

 実験はヌエボレオン州立大学外国語学習センターでは 11 月 17 日に事前テス

ト（35 分）とアンケートを行い、11 月 24 日には「のだ」の本質的な意味を教

える授業（1時間半）を行い、12月 1日に事後テスト（25分）を行った。同様

の実験を UDEM 大学では、1 月 27 日、2 月 3 日、2 月 10 日に行った。アンケ

ートでは、学習者が「のだ」の意味のどのように理解しているか、また「んで

す」と「から」の違いをどのように理解しているかを調査した。事前テストは

セクションを 1～3 の 3 つに分け、セクション 1 は 15 分（5 分×3）、セクショ

ン 2は 10分（5分×2）、セクション 3は 10 分（10分×1）で行った。セクショ

ン 1の問題はカテゴリーA、B、C からなり、カテゴリーAと Bは学習者の「か

ら」と「のだ」の理解の違いをみるために行い、カテゴリーC は対事的ムード

の「のだ」や発見の「のだ」といわれる「のだ」を理解しているかをみるため

に行った。カテゴリーA は問題（4、8、10、13、17、19、22、26）からなり、

特徴としては話し手と聞き手がある特定の情報を共有している。カテゴリーA

はお互いに特定の情報を共有しているので、「のだ」を使い説明する必要がない。

言い換えると「のだ」は使えないともいえる。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

カテゴリーB は問題（3、6、12、15、16、21、24、28）からなり、特徴として

は話し手と聞き手がある特定の情報を共有していない。つまりお互いに共有し

ていないので、説明する必要があり、「のだ」を使うことができる。 
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カテゴリーC は問題（1、2、5、7、9、11、14、18、20、23、25、27、29、30）

からなり、特徴として話し手が話し手以外の聞き手を前提としない。カテゴリ

ーC では、話し手は自分自身が設定した聞き手（自分自身）に話している。つ

まり、独り言ともいえる。 

 

 

セクション 2は「のだ」の内包的意味を理解しているかみるために行った。 
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セクション 3 は文脈と A と B の会話を読んで、A と B の関係性と性別を考え

るもので、正しい答えはなく点数はつけない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語母語話者とメキシコ人日本語学習者との「のだ」の理解の違いをみるた

め、モンテレイに住んでいる日本語母語話者 8名にも同様のテストとアンケー

トを行った。下記はアンケートの一部である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「のだ」の誤用が減ったかどうかみるための事後テストはセクション 1と 2の

み行った。事前テストと事後テスト共に、文脈は英語で表記した。その理由と

しては、初級の被験者のことを考えると、文脈を日本語で表記するより、英語

で表記するほうが正確に文脈を伝えられると考えたからである。 

 

３「のだ」の本質を教える授業 

「授業内容」 

0、「のだ」文の作り方の復習 （普通形＋んです） 
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1、「のだ」の内包的意味 

 
B は友達に会うということを「のだ」を使い説明している。つまり、カフェに

は行かないと婉曲に断っている。 

 

2、どうして「のだ」に強調や和らげのニュアンスが出るのか 

 

 

 

 

 

 

 

「ちょっと・じつは・とても」などの言葉が強調や和らげのニュアンスを出し

ていると考えられる。 

 

3、「のだ」文と非「のだ」文の違い 

 

非「のだ」文は、日本に行ったことがあるかないかを聞いている。つまり YES

－NO question である。一方「のだ」文は、学生が東京は高いと言ったことで、

先生はその学生は日本に行ったことがあると思ったが、確信はもてないので

「のだ」を使い学生に説明を求めている。 
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4、「から」と「のだ」の違い 

 

「のだ」の意味は説明なので、話し手と聞き手が情報を共有している（A と B

は外にいて、二人とも雨が降っていることを知っている）場合、「のだ」を使っ

て説明する必要がないので「のだ」は使えない。話し手と聞き手が情報を共有

していない（ジョニーデップはかっこいい）場合、説明することができるので

「のだ」が使える。 

 

5、「のだ」の色々な形（んだ・の・のです・んです）の説明 

          雨が降っているのだ。   

「のだ」の普通形            「のだ」の丁寧形 

雨が降っているんだ           雨が降っているのです 

雨が降っているの            雨が降っているんです       

                       （田野村, 1986 ; 市川, 2005） 

 

6、対事的ムードの「のだ」や発見の「のだ」と言われる「のだ」の説明 

 

A の②は対事的ムードの「のだ」や発見の「のだ」と言われているものだが、
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「のだ」の意味が説明であるということを考えれば、発見という曖昧な表現で

なく、この場合どうして「のだ」文を使うか説明できるように思われる。まず、

「んだ」は「のだ」の丁寧でない形である。A は雨が降っているという情報を

自分自身に説明している（独り言）。つまり、独り言なので丁寧に言う必要はな

いので「んだ」が使われると考えられる。 

 

４、事前・事後テストとアンケートの結果と考察 

  【メキシコ人日本語学習者】 

 ヌエボレオン州立大学外国語学習センター：S1上級（卒業生）、S2～4上級     

                     S5中級、S6～10初級 

 UDEM大学：S11～15中級 

                  [正解率＝正解数÷問題数×100] 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体的にみると、「のだ」の本質的な意味を教えた授業のあとの事後テストでは

正解率がかなり高くなっていることがわかる。また Section3 の結果から分かっ

た事は、まず被験者の 2名は「んだ」は男性のみが使うと理解していた。アン

ケート結果からは、メキシコ人日本語学習者の多くは「のだ」には様々な意味

（説明・主題提示・非難・調和・推測・強調・和らげ・確認・発見）があると

理解していることがわかった。 
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 【日本語母語話者】 

日本語母語話者の特徴としては、Section1 のカテゴリーB の正解率が良くなか

った。まずカテゴリーB は「んです」と「から」の両方が答えとして可能であ

り、両方を選んだ場合に正解となるが、多くの日本語母語話者は「んです」の

みを答えとして選んでいた。この傾向は、筆者がロンドンで行った同様の実験

でも見られた（Ohashi, 2015）。ロンドンでの実験と同様、おそらく母語話者は

「から」は理由を明確に示す表現であり、聞き手に強い印象を与える可能性が

あると感じ、「から」の使用を避けたのではないかと考えられる。また、ある日

本語母語話者の被験者はカテゴリーA の正解率も悪かった。その被験者とは後

日会う機会があったので、聞いてみた。カテゴリーA は話し手と聞き手がある

情報を共有しているので、説明の機能がある「のだ」は使えず、答えは「から」

のみになるが、その被験者は問題 10（カテゴリーA）に関しては、「Bは Aが共

有の情報（B がお酒が嫌いな事）を知っていると思っているが、A が忘れてい

るかもないので確認のために“んです”を使った」と答えた。このことは「の

だ」の意味が単に説明ではなく、補足説明（言っても言わなくてもよい説明）

であるということをより明確に示すものであったと言えそうである。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

３．まとめ 

 メキシコ人日本語学習者は「のだ」には様々な意味（説明・強調・和らげ・

確認・推測・発見）があると理解していることがわかった。また、その誤った

理解が「のだ」の誤用を引き起こしていると思われる。しかし、「のだ」の本質

的な意味“補足説明”を教えることにより、学習者は「のだ」とはどういうも

のかを理解し、誤用は大きく減った。また、学習者は対事的ムードの「のだ」

や発見の「のだ」と言われる「のだ」も理解できた。日本語母語話者は、話し

手と聞き手が特定の情報を共有していない場合、「から」ではなく「んです」を

使う傾向があったが、メキシコ人日本語学習者にはそのような傾向はなかった。
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これは、母語話者が「から」は理由を明確に示す表現であると理解し、「から」

を使えば聞き手に強い印象を与えかねないので、「から」の使用を避けたように

思われる。また、ある母語話者は相手が特定の共有している情報を忘れている

かもしれないので、確認のため「のだ」を使い再度伝えると言ったことは、「の

だ」の意味が単に説明ではなく、補足説明であるということをより明確に示す

ものであったと言えそうである。この本質的な意味を教えることができれば、

日本語学習者は「のだ」を理解でき、おかしな誤用も生まれにくくなると思わ

れる。今後は、これらの実験をより信頼性の高いものにするためにも、同様の

実験を他のいくつかの教育機関でも行い検証する必要があると考えられる。 
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