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台湾大学での2年間の留学を終え，拓殖大学大学院に入学したのは昭和

44（1969）年の春。中国経済史を専攻して市古尚三先生のご指導を受けた。

修士課程を修了し，博士課程進学とともに拓殖大学副手に任用いただき，

その後，語学研究所の講師となった。

拓殖大学は中国研究と中国語教育に歴史と伝統のある国内随一の大学で

ある。その拓殖大学が昭和52（1977）年，外国語学部を開設し中国語学

科を設置することになった。明治33（1900）年の創立以来，旧制大学に

あっても「中国語の拓大」とする名声を縦にした伝統を再構築したいとす

る想いが八王子キャンパスに具現化されたものである。

伝統語学「中国語」にかける大学の意志は強固で，スタッフも当時，日

本で中国語の権威と称された教授陣，ネイティブの中国人教員が心血を注

いで学生の教育にあたった。

あれから三十有余年，草創期から中国語学科に所属して来た教員は小生

一人となり定年を迎えることになった。

拓殖大学では研究の機会を多く与えられ，中国事情，台湾事情，華僑経

済などについて深く研究することができた。その研究成果を講義や演習を

通じて学生教育に還元することができたのはこの上ない喜びである。奉職
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以来四十年を超える拓殖大学の研究支援体制に心からお礼を申し上げたい。

現在の中国はかつての社会主義，最貧国のイメージを完全に脱皮した。

日本企業で中国と関係のない企業など皆無に近く，本学の卒業生が拓殖大

学で習得した中国語を以ってその先頭に立ち，中国市場開拓に勤しんでい

ることは論を俟たない。

退職にあたり，伝統ある拓殖大学の中国研究と中国語教育を継承されて

きた諸先輩ならびに拓殖大学のみなさんに衷心より敬意を払うと同時に，

これからも「中国語の拓大」の名声を高めてくれることを強く信じて感謝

の気持ちを表したい。

生年月日 昭和16（1941）年9月27日 岡山県出身

学 歴

1966年3月 亜細亜大学経済学部卒業 経済学士

1966年10月 中華民国台湾大学経済学研究所留学

1968年6月 中華民国台湾大学経済学研究所修了

1969年4月 拓殖大学大学院経済学研究科修士課程入学

1971年3月 拓殖大学大学院経済学研究科修士課程修了 経済学修士

1971年4月 拓殖大学大学院経済学研究科博士課程入学

1974年3月 拓殖大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学

職 歴

1971年4月 拓殖大学副手

1974年4月 拓殖大学語学研究所講師

1977年4月 拓殖大学外国語学部助手

1980年4月 拓殖大学外国語学部専任講師
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1983年4月 拓殖大学外国語学部助教授

1990年4月 拓殖大学外国語学部教授

2012年3月 拓殖大学定年退職

2012年6月 拓殖大学名誉教授

研究業績

1984年10月 福建省の経済区について AFA研究資料

1985年12月 フィリピンの新政権と華僑経済 AFA研究資料

1989年1月 在韓華僑経済 拓殖大学論集

1989年12月 アジア証券市場の評価 NIES四カ国について 和光

経済研究所

1990年1月 台湾経済 その地下経済を中心として 和光経済研究

所

1995年2月 ベトナム投資で失敗しない法 日刊工業新聞社

1996年2月 フォルモサ！台湾の挑戦 日刊工業新聞社

2007年2月 早瀬教授の特別講義「中華料理の魅力」 東京ニュース通信

社

2007年5月 「上海口福」 東京ニュース通信社

教育業績

1980年 短期大学野球部 顧問（～1998年）

1988年 麗澤会アメリカンフットボール部 部長（～1995年）

1990年 台湾留学生会 顧問（～2011年）

1994年9月 中国語学科 短期研修引率（南京大学）（～10月）

1998年度 外国語学部 入学事前教育担当（～2011年度）

1998年度 外国語学部 奨学生選考・指導（～2011年度）

1999年7月 中国語学科 短期研修引率（大連外語学院）（～8月）
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2000年7月 中国語学科 短期研修引率（大連外語学院）（～8月）

2002年7月 中国語学科 短期研修引率（大連外語学院）（～8月）

2006年12月 北方工業大学 長期留学生特別指導

学内運営業績

外国語学部中国語学科 学科長（1999年4月～2007年3月）

学外活動業横

アジア政経学会 会員（1971年10月～）

社団法人アジア親善交流協会 企画委員（1983年～1997年）

日本台湾学会 会員（1996年10月～）

中国歴史学会 会員（1997年10月～）

現代中国学会 会員（1997年10月～）

中国経済学会 会員（2001年10月～）

訃報

本学 名誉教授 早瀬武俊先生は，平成25年3月15日

逝去されました。

ここに謹んで，ご冥福をお祈り申し上げます。
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1.Introduction

OnSeptember15th,2008,thefourth-largestinvestmentbank,Lehman

Brothers,filedforthelargestbankruptcyinAmericanhistory.This

bankruptcyproducedsevererecessionintheworldeconomy.After

theso-calledLehmanCrisis,itbecameverydifficultforcollegestu-

dentstofindjobsaftergraduation.ProficiencyinEnglishisoneof

thekeysleadingtobetterjobs.Thisstudyseekstoclarifytheeffects
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�論 説〉

CollegeStudents・Motivation

towardLearningEnglish:

Students・LevelsofMotivationBeforeand

AftertheLehmanCrisis.

YoshioHOSAKA

ABSTRACT

Inthisstudy,collegestudentsweresurveyedforfouryearstoexamine

how theirmotivationtolearnEnglishdifferedbeforeandafterthe

LehmanCrisis（2008）.Theresultsshow thatintrinsicmotivationsare

dominantamongthehigher-intermediatestudents,andthatfemalestu-

dentshavehadahighermotivationthanmalestolearnEnglish,espe-

ciallysincetheLehmanCrisis.Furthermore,forintrinsic-stimulation,

studentshavelessmotivationinEnglishthanbeforetheLehmanCrisis.

Keywords:motivation,Englisheducation,collegestudents,theLehman

Crisis,TOEFL



sucheventsastheLehmanCrisis,whichinfluencethejobmarket,

haveonstudentmotivationtolearnEnglish.

2.Background

2．1 SocialchangeinJapan

AftertheLehmanCrisis,theemploymentrategreatlydecreased

amongcollegestudents.Studentsbeganattemptingtoacquireas

manyskillsaspossibletogetbetterjobs.Furthermore,asJapanis

becomingincreasinglyglobalized,proficiencyinEnglishismoreand

moreanimportantskillcollegestudentshavetoacquire.

2．2 TOEICScoresrequiredbycompanies

TheincreasingglobalizationofJapanhasledtoJapanesecompanies

requiringcollegegraduateswithhighproficiencyinEnglish.

Accordingtotheweeklymagazine,WeeklyDiamond（seeappen-

dix1）,Japanesecompanieshavebegantorequireemployeestoac-

quireahighproficiencyinEnglish,followingtheLehmanCrisis.

Forexample,NTT Communicationsemploythosewhohave

scoredmorethan850inTOEIC.Softbankalsoemploysthosewho

achievemorethan730.Furthermore,since2012RakutenandFirst

RetailinghavestartedtouseEnglishastheirofficiallanguagein

theiroffices.AsJapanesecompaniesbecomeincreasinglyglobalized,

Englishisbecomingmoreandmoreimportantasacommunication

tool.

2．3 MotivationtolearnEnglish

Motivationisprobablythemostfrequentlyusedtermforexplaining

astudent・ssuccessorfailureinEnglisheducation.Motivationhas

beenthefocusofalotofresearchinsecondlanguageacquisition

（Yashima,2000）

GardnerandLambert（1972）definedthetwomosttypicaltypes

―2―



ofmotivationasIntegrativeandInstrumental.Themostpopular

theoryproposedbyDeciandRyan（1985）categorizesmotivationac-

cording to thedegreeto which learnersareintrinsically and

extrinsicallymotivatedtosucceedinlearningsecondlanguages.

Muchresearchhasbeenconducted,basedonthesetwomaintheories

onmotivation（Baker&MacIntyre,2000;Noels,2001）.

Inthisresearch,IusedthequestionnaireOzasaetal（2003）spe-

ciallyadjustedforJapanesehighschoolstudents,basedonSelf-

determinationtheory（Deci&Ryan,1985）.TheOzasapaperpointed

outthatpreviousquestionnairesdevelopedinTESLcountrieswere

notnecessarilyappropriateforstudentsinTEFLcountries,suchas

Japan.

3.Objectives

Theobjectivesofthepresentstudyare

（1） Toclarifywhatfactorsaffectcollegestudentswhoarelearning

English.

（2） TocomparetheresultsbeforeandaftertheLehmanCrisis.

4.Method

4．1 Participants

Icarriedoutthesameresearchonstudentsinthe1stgradeforfour

years（2008�2011）.TheytookTOEFLtestsasplacementtestsinApril

andwerestreamedintofourkindsofclassaccordingtotheirscores:

advanced,higher-intermediate,intermediate,andpre-intermediate

classes.Theclasssurveyedinthisresearchisthehigh-intermediate

class.Theiraveragescoresrangedfrom450to470.Theywereall1st

yearstudentsandmostofthem wereteenagers.Thepopulationis

278（seetable1）.

CollegeStudents・MotivationtowardLearningEnglish（Y.HOSAKA） ―3―



4．2 Questionnaire

IusedthequestionnaireOzasaetal（2003）adjustedforJapanesehigh

schoolstudents,basedonself-determinationtheory（Deci&Ryan,

1985）（Appendix2）.Hosaka（2010）claimedthatthequestionnaireis

alsohighlyadaptedtocollegeschoolstudentsinJapan,becausethe

cumulativeproportionofvariancesexplainedafterthefactoranaly-

siswasextremelyhigh（57.8％）.Theparticipantswererequiredto

answerthisquestionnaire（inJapanese）,whichcontains33items

withafive-pointLikertscale.

4．3 FactorAnalysis

Todeterminethebestitemsforeachofthemotivationsubscales,

exploratoryfactoranalyseswereconductedusingtheprincipalfactor

methodfollowedbyorthogonalrotation.Itookintoaccountall

loadings＞.40.

4．4 ANOVA

Toexaminehowstudents・motivationtolearnEnglishdifferedbefore

andaftertheLehmanCrisis（2008）,anANOVAwasconducted,with

sixfactorscores,genderandfouracademicyears.

―4―

Table1 DemographicCharacteristicsoftheParticipants

Male（number） Female（number） TOEFL（Average）

2008 47 24 458.7

2009 42 27 452.7

2010 36 32 463.3

2011 51 19 450�475

Sum 176 102

（Nodetaileddatawasobtainedforstudentsin2011）



5.Results

5．1 FactorAnalysisofMotivations

Aftertheexploratoryfactoranalysis,Iextractedsixfactors.The

resultoftheanalysisyieldedsixfactors,accountingfor58.8％ ofthe

variance（Appendix3）.

FactorⅠ obtainedloadingsfromeightvariables.Thefourhigh-

estloadingsrelatedtointegrativemotivation.Therefore,Iunambigu-

ouslylabeledthisfactorintegrativemotivation（friendship&travel）.

FactorⅡ obtainedloadingsfromfivevariables.Thetwohighest

loadingsrelatedtointrinsicmotivation.Therefore,Iunambiguously

labeledthisfactorintrinsicmotivation-stimulation.

FactorⅢ alsoobtainedloadingsfrom fivevariables.Thefour

highestloadingsrelatedtoinstrumentalmotivation.Therefore,Iun-

ambiguouslylabeledthisfactorinstrumentalmotivation.Thisfactor

issimilartoexternalregulationinself-determinationtheory.

FactorⅣ obtainedloadingsfrom threevariables. Thethree

loadingsrelatedtoamotivation.Therefore,Iunambiguouslylabeled

thisfactoramotivation.

FactorⅤ obtained loadingsfrom two variables. Thetwo

loadingsrelatedtoknowledge.Therefore,Iunambiguouslylabeled

thisfactorintrinsicmotivation-knowledge.

FactorⅥ obtainedloadingsfrom threevariables. Thethree

loadingsrelatedtoextrinsicmotivation.Therefore,Iunambiguously

labeledthisfactorextrinsicmotivation-pride.Thisfactorissimilarto

introjectedregulationinself-determinationtheory.

AlthoughEnglishmoreandmoretendstoberegardedasacom-

municationtool,judgingfromtheresultsmentionedabove,intrinsic

motivationisactuallyimportantbecauseFactorⅠandFactorⅡare

intrinsic.

CollegeStudents・MotivationtowardLearningEnglish（Y.HOSAKA） ―5―



5．2 ANOVA

Additionally,aseriesofANOVAtestswereconductedusinggender

andacademicperiodasindependentvariables,withsixcomposite

scoresasdependentvariables.ABonferronitestwasconductedfora

multiplecomparison.

FⅠ（integrativemotivation）showedasignificantdifferencebe-

tweenfemalestudentsandmale（F（1,270）＝8.435,p＜.01）.Female

studentstendtolearnEnglishwithintegrativemotivation.Themul-

tiplecomparisonshowedthatin2009femalestudentstendedtolearn

Englishwithintegrativemotivation.

WithregardtoFⅡ（intrinsicmotivation-stimulation）,thereisa

significantdifferencebetweenfemalestudentsandmale（F（1,270）＝

10.341,p＜.001）.FemalestudentstendtolearnEnglishwithintrinsic

motivation-stimulation.Thereisalsoasignificantdifferencebetween

2008andafter2011（F（3,270）＝3.842,p＜.05）.In2008studentstended

to learn English with a higherlevelofintrinsic motivation-

stimulation,comparedwith thosein 2011. Multiplecomparison

showedthatin2009femalestudentstendedtolearnEnglishwith

intrinsicmotivation-stimulation.

WithregardtoFⅢ（instrumentalmotivation）,thereisasignifi-

cantdifferencebetweenfemalestudentsandmale（F（1,270）＝4.262,

p＜.05）.FemalestudentstendedtolearnEnglishwithagreaterlevel

―6―

Table2 ResultofANOVA（average（SD））

Factor Males Females

Score 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

FⅠ 24.9（7.2）24.0（6.7）24.5（5.9）23.8（6.8）26.3（7.1）27.5（6.0）26.3（6.3）25.8（6.0）

FⅡ 12.7（5.3）11.6（4.5）11.2（4.5）10.5（3.6）14.4（5.1）14.5（4.4）12.2（4.8）12.1（3.0）

FⅢ 14.9（5.0）15.3（4.5）14.3（4.1）14.8（5.2）15.8（3.2）15.5（4.7）16.6（5.4）16.4（3.5）

FⅣ 5.1（2.3） 5.2（2.1） 5.2（2.1） 5.5（2.0） 4.7（2.8） 4.8（2.7） 5.8（2.4） 5.3（1.3）

FⅤ 6.2（2.3） 6.1（2.2） 5.5（1.8） 5.8（2.4） 6.6（2.1） 6.6（2.4） 5.7（1.9） 6.2（1.5）

FⅥ 7.2（3.0） 7.2（2.6） 7.0（2.4） 6.6（2.2） 7.1（3.1） 6.7（2.5） 6.8（2.5） 6.7（1.8）



ofinstrumentalmotivationthanmales.Multiplecomparisonshowed

thatin2010femalestudentstendedtolearnEnglishwithahighlevel

ofinstrumentalmotivationthanmales.

Thereisnosignificantinteractionbetweengenderandyear.

MoredetaileddataareshowninTable2.

6.Discussionandconclusion

Judgingfromtheresultsabove,Icandrawsomeconclusions,which

willimprovethequalityofEnglishEducation.

1.Intrinsic motivations are dominant among the higher-

intermediatestudents,thoughEnglishismoreandmorebecom-

ingregardedasacommunicationtool.

2.Femalestudentsgenerallyhavehighermotivationthanmale

studentstolearnEnglish.

3.Studentshavelowerlevelofintrinsicmotivation-stimulation,

thanbeforetheLehmanCrisis.

Incollege,itisnaturalthatfirstyearstudentsarestreamedac-

cordingtotheresultsofplacementtestssuchasTOEICorTOEFL.

Studentsallhavetousethesametextbookcalledcoursebooks:

LongmanSeries,OxfordSeriesandCambridgeSeriescompiledina

classifiedway.Thetopicsofthesetextbooksvarygreatlyfromles-

sontolessonofferingakindofassortmentofsubjects.

Ifateacherputstoomuchemphasisoninstrumentalmotivation,

studentsmayloseself-confidence,whichmaybedetrimentaltotheir

improvementinproficiencyofEnglish.

We,teachers,shouldchoosetextbooksaccordingtotheinterests

andtheproficiencylevelstudentshave.Englishliteratureorcontent-

basedteachingmaterialmaybemoreeffectiveinenhancingthemoti-

vationofcollegestudents.

Generallyspeaking,femalestudentsarelikelytobeinfluencedby

lowemploymentrates.Therefore,theyhavehadmoremotivationto

learnEnglish,especiallysincetheLehmanCrisis.

CollegeStudents・MotivationtowardLearningEnglish（Y.HOSAKA） ―7―
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Appendix1 TOEICscoresJapanesecompaniesrequire

（WeeklyDiamond,p.30）



Appendix2 LanguageLearningMotivationsScale

WhyareyoulearningEnglish?

1.IcannotseewhyI・mstudyingEnglish,andfrankly,Idon・tgiveadamn.

2.Honestly,Idon・tknow,ItrulyhavetheimpressionI・mwastingmytime

studyingEnglish.

3.Idon・tknow;Ican・tunderstandwhatIamdoingstudyingEnglish.

4.BecauseIhavetheimpressionthatitisexpectedofme.

5.Inordertogetamoreprestigiousjob.

6.Inordertohaveabettersalarylateron.

7.ToshowmyselfthatIamasmartstudent.

8.BecauseIwouldfeelashamedifIcouldn・tspeakEnglishtoforeigners.

9.BecauseIwouldfeelguiltyifIcouldn・tuseEnglish

10.BecauseIchoosetobethekindofpersonwhocanspeakmorethanone

language.

11.BecauseIthinkitisgoodformypersonaldevelopment.

12.BecauseIchoosetobethekindofpersonwhocanspeakEnglish.

13.BecauseIwanttoobtainavarietyofknowledgefromforeignmagazines

andTVs.

14.ForthefeelingofsatisfactionIgetinfindingoutnewinformationand

knowledge.

15.BecauseIenjoythefeelingofacquiringknowledgeabouttheEnglish

communityandtheirwayoflife.

16.ForthepleasureIexperiencewhensurpassingmyselfinEnglishstudies.

17.FortheenjoymentIexperiencewhenIgraspadifficultconstructinEng-

lishlanguage.

18.ForthesatisfactionIfeelwhenIamintheprocessofaccomplishingdiffi-

cultexercisesinEnglish.

19.Forthe・high・IfeelwhenhearingEnglishspoken.

20.Forthe・high・feelingthatIexperiencewhilespeakingEnglish.

21.ForthepleasureIgetfromhearingEnglishspokenbynativespeakers.

22.Imayneedittobeadmittedtoahigherschool.

23.Ithinkitwillsomedaybeusefulingettingagoodjob.

24.Ineeditinordertofinishschool（college）.

25.ItwillhelpmeifIshouldevertravel.

26.Iwouldliketovisitforeigncountries.

27.IfeelenviousofpeoplewhocanspeakEnglishonoverseastrips.

28.Ifeelitgreattoexchangee-mailswithforeignersinEnglish.

29.IwouldliketomakefriendswithEnglishspeakingpeople.

30.IwouldliketoimprovemyEnglishtocommunicatewithpeopleoverseas.

31.Iwouldliketoobtainavarietyofknowledgefromforeignmagazinesand

TVs.

32.Itwillallowmetogetmoreinformationandmoreknowledgewidely.

33.Itwillhelpmegettoknowtheculturesofforeigncountriesandtheirway

ofthinking.
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Appendix3 VarimaxRotatedFactorMatrixofMotivations

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Q29 .798 .128 －.046 －.174 .127 .043

Q27 .784 －.022 .057 －.086 －.016 －.089

Q30 .780 .149 －.030 －.114 .210 .050

Q28 .775 .131 .025 －.138 .091 －.004

Q12 .624 .146 .050 －.213 .372 .253

Q25 .613 －.114 .185 .046 .018 －.156

Q26 .604 .151 .222 －.049 .157 －.028

Q10 .480 .114 .099 －.215 .326 .234

Q19 .051 .877 .051 －.056 .068 .145

Q20 .089 .837 .062 －.009 .056 .182

Q18 .041 .717 .180 －.045 .085 －104

Q17 .089 .716 .120 －.037 .115 .062

Q21 .341 .559 .000 －.088 .243 .153

Q23 .112 .106 .875 －.105 .001 .082

Q22 .156 .206 .778 －.084 .011 .073

Q5 .068 .071 .733 －.046 .097 .300

Q6 .029 .141 .720 －.012 .075 .284

Q24 .010 －.080 .420 .263 －.217 .017

Q1 －.19 －.069 －.059 .903 －.005 .003

Q2 －.245 －.009 －.048 .701 －.038 .094

Q3 －.094 －.047 .004 .507 －.203 .086

Q13 .311 .197 .024 －.089 .691 －.060

Q14 .358 .251 －.010 －.218 .673 －.037

Q8 .087 .151 .221 .025 .077 .639

Q7 －.147 .301 .135 .106 －.016 .536

Q9 －.015 .110 .204 .093 －.099 .511

Variance（％） 16.8 12.5 11.0 7.34 5.68 5.42

・ .892 .879 .841 .764 .809 .666
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�論 説〉

否定表現の談話分析：

歌詞をデータとして

山 田 政 通

目 次

1．はじめに

2．否定表現とデータ

2．1 否定表現の特徴

2．2 否定表現の定義

2．3 データとその特徴

3．否定表現の量的分析

3．1 否定表現

3．2 否定辞を含む慣用句

3．3 心理動詞との共起

4．否定表現の談話分析

4．1 否定とコントラスト機能

4．2 否定と使用位置

4．3 否定と背景知識：スキーマとスクリプト

4．4 否定の連続使用

5．結 語

・Negationisasinequanonofeveryhumanlanguagebutisabsentfrom

otherwisecomplexsystemsofanimalcommunication.・（Horn2011：1）

（「否定は，すべての人間言語の必須条件であるが，他の点では複雑なシステムを

有する動物のコミュニケーションには欠如している。」［著者の日本語訳］）



1．はじめに

否定は，上記の引用にもあるように，どの言語にも存在し，言語使用の

あらゆる場面で出現する普遍的な現象である。著者は，これまで口頭の個

人体験談（Yamada2003），映画（山田2007），小説（山田2010a&b）

などで否定表現の分析を試みてきたが，本稿では，歌詞という新ジャンル

に焦点を絞り，その中で使用された否定表現の特徴を明らかにする。

これまでの否定表現の研究を通じ，著者は歌詞に興味を持つようになっ

た。それは，否定表現を収集する中で，歌の中に否定表現が効果的に用い

られている例が多くあることに気付き，また他の研究者からも同様の指摘

を受けてきたからである。具体的には，著者自身が親しんできた，主に

1960年代以降のポピュラー・ソングのヒット曲を研究対象とする。分析

方法としては，従来から著者が用いてきた談話分析の手法（ナラティブ構

造，前景と背景，有標と無標，スキーマ等）を主に用いるが，同時に社会

言語学，語用論，認知言語学などからも新たな視点や分析手法を取り入れ

る。

本稿のユニークな点は，言語研究のデータとして歌詞を使用するところ

である。このような試みは，これまであまり前例がなく，否定表現の分析

では実例を知らない。未開の分野だが，否定表現の新たな特徴が浮かび上

がる可能性も期待できると考える。

本稿の流れは以下の通りである。次の第2節では，否定表現の特徴を述

べ，本稿で扱う否定表現を定義し，最後にデータとして使う歌詞の解説を

する。第3節は，量的な分析結果を紹介する。否定表現がデータ中どの様

な分布で出現するかを示し，その特徴を論じる。また否定辞を含む慣用句

の特徴と心理動詞との共起現象を探る。第4節では，質的分析の結果を報

告する。否定表現が持つコントラスト機能，歌詞での使用位置とその機能，
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スキーマやスクリプトなどの背景知識と否定表現の関わり，そして最後に

否定表現の連続使用を検証する。第5節では，本稿の全体をまとめると共

に，今後の課題を指摘する。

2．否定表現とデータ

この節では，後のデータ分析の前段階として，否定表現の特徴（2．1）

と否定表現の定義（2．2）を述べ，最後にデータの解説（2．3）をする。

2．1 否定表現の特徴

有標理論の視点から肯定文と否定文を比較すると，肯定文は無標であり，

言語習得も比較的早く，使用頻度も高く，また使用上の制限も少ないなど

の特徴がある。一方，否定文は有標であり，言語習得，使用頻度，使用制

限などにおいて肯定文とは正反対の特徴を持つ。特に重要なのは，談話中

に用いられる否定文にも使用制限があり，有標の特徴を示すという点であ

る。これは，否定文と肯定文の非対称性（theasymmetricalviewofne-

gationandaffirmation,Horn1989：45ff）という見解に基づいている。

具体的には，談話中で否定文を適切に使用するためには，その否定文に対

応する肯定内容がある種の「前提」（Clark1974のsuppositionやGiv�on

1978のdiscoursepresuppositionality）として必要であるということで

ある。一方，肯定文の使用には普通そのような前提は必要がないという点

で無標であると言える。

ひとつ例を挙げよう。これは著者が実際に聞いた発話であるが，車に同

乗している子供が，窓から街を眺めながら突然「あっ，マックがない！」

と言った。この否定発話が談話中で適切に行われるには，その前提として

「以前はマックがあった」という前提が必要である（実際，その場には以

前マクドナルド店があったが，道路拡張の為かいつの間にかなくなってい

否定表現の談話分析：歌詞をデータとして（山田） ―15―



た）。もしもともとその店がなかったとしたら，上記の発話は不適切であ

る（一方「マックがある」という肯定発話は，そのような前提は必要ない）。

否定発話が前提として必要とする肯定内容は，テキスト上で前述されて

いるか，またはコンテキスト上想定されていなければならない。従って，

否定発話の理解には，言語情報をもたらすテキストと言語外情報を提供す

るコンテキストの両方が不可欠である。つまり，談話の中で言語表現を観

察する談話分析の方法が有効となる。

2．2 否定表現の定義

本稿の分析対象となる否定表現は，次の二つの基準を満たしているもの

とする：�「形式の基準」では，否定表現は否定辞「ない」，「ぬ」，「まい」

（以上助動詞），「な」（終助詞）を含んでいること，また�「意味の基準」

では，否定の意味合いを含んでいること，という条件である。�の基準に

は合うが，�の基準に合わない例が，データ中に多く確認された。それら

は慣用表現で，「しかない」，「名もない」，「あどけない」などの慣用句や

「ねばならない」などのモダリティ表現であった（太字下線は否定辞を示

す）。これらは，否定辞は含んでいるが，否定の意味はないので，本稿で

は分析対象とはしない（ただし，慣用表現については，3．2で取り上げる）。

2．3 データとその特徴

本稿で分析対象にした日本語の歌は，過去50年間程のヒット曲100曲

で，著者に聴き覚えがある曲を選んだ。それは，そのような曲であれば，

自然と歌手や歌の時代背景に関する知識があり，歌詞の解釈がより正確に

できると考えたからである。また，ヒット曲に限定したのは，著者自身の

個人的な嗜好を越え，より多くの人々に親しまれ一般的な支持を得た曲を

対象にしたかったからである。その時代を代表する歌で，人々の記憶の中

に長く存在し，大衆文化の不可欠な一部となっているような重要性，一般
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性の高い歌を対象とした。

具体的には，下記の二つの歌集から，選曲した。

① 金園社企画編集部（編）2008『カラオケヒット曲集』東京：金園

社．

② 金園社企画編集部（編）2006『アニメヒットソング集』東京：金

園社．

①は，主に1960年代以降2000年代前半までのヒット曲186曲を集めた

歌集で，その中から著者の知っている84曲をまず選んだ。さらに②より，

不足分の16曲を選定した。著者自身は，特別にアニメに親しんできた経

験はないが，それでも自分の少年時代によく聴き，歌った曲，さらにふた

りの息子の父親として特定のアニメ・ソングを繰り返し聴いてきた記憶が

あり，それらを選んだ（ただし，その結果として，選曲では男子向けの歌

が多くなってしまった）。

以下，本稿のデータとなる歌詞に関する留意点をまとめて述べる：

・歌詞の分析は，歌われる部分を対象とし，一部の歌の中にある「せり

ふ」（語り部分）は除外した（例えば，「君といつまでも」の『幸せだ

なァ…』以下の部分）。

・歌詞は，「連」（英語のstanzaに相当）が基本単位となり，複数の連

から構成される，と考える。各連は，数行（通例4行以上）からなる

まとまりを示す単位である。

・著作権への配慮から，引用は必要最小限にとどめるように心がけた。

具体的な引用の仕方については，阿久悠著『愛すべき名歌たち』（岩

波新書，1999年）を参考にした。

・本稿は，歌詞自体を分析の対象とし，リズムや音調などの音楽の部分
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には触れない。

・歌詞の解釈は，必ずしも一義にならない部分があると思われる。歌詞

に使用された言葉に出来るだけ忠実な解釈するように務めたが，個人

的な偏りがあるかもしれない。また，歌詞の要旨やメーンテーマ等の

確定には，引用部分だけでなく，歌詞全体を見ないと正確にできない

場合がある。本稿での解釈等に疑問がある場合は，是非歌詞全体にあ

たっていただきたい。

・歌詞の大きな特徴は，「繰り返し」であろう。歌詞を構成する各連は，

類似の構造を持ち，使われる言葉もキーワード・キーフレーズなど重

要な言葉ほど繰り返される傾向が高い。また，リフレーン（refrain）

として数行がそのまま繰り返されることも多い。歌詞は全体の語数が

それほど多くないので，繰り返しの効果がより鮮明になる。

著者は，これまでに以下のようなデータをもとに，否定表現を調査して

きた。Yamada（2003）では，口頭の個人体験談（oralnarratives）をデー

タとしたが，そこでは主に話者の独白体（monologue）を分析した。山田

（2007）では，映画のせりふを取り上げたが，ここでは対話体（dialogue）

が分析対象となった。そして，山田（2010a&b）は，小説をデータにし

た研究であり，独白体が70％，対話体が30％の割合であった（用いられ

た文数で調べた結果は，語り部分は71.05％で，会話部分が28.95％であっ

た，山田2010b：57）。本稿では，歌詞をデータとするが，そのほとんど

は独白体であった。ただ，デュエット曲（100曲中7曲あり）の一部に対

話体の部分があった（1）。したがって今回取り上げる歌詞のデータとしての

特徴としては，圧倒的に独白体の言葉づかいが多いということになる。
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3．否定表現の量的分析

この節では，量的な分析結果を示す。まず，どのような否定表現がデー

タの中で出現するかを示す。次に否定辞を含む慣用句の特徴に触れ，最後

に否定表現と心理動詞の共起の例を解説する。

3．1 否定表現

本稿で分析する否定表現とは，否定辞を含んだ表現であり，100曲の歌

詞で，合計271回出現した。その中で，37回は慣用句で，上記の「意味

の基準」に合致せず，否定の意味が希薄なので対象外とした。本稿では，

それ以外の234の否定表現を分析対象とする。その内訳と使用回数を以下

に示す：

現代日本語では，「ない」を含む否定表現が圧倒的に多く，次に「ぬ」が

限定された環境で使用されると言われるが，歌詞の中でも同様な結果が見

られた。「ない」と「ぬ」をあわせると全体の95.5％となる。

3．2 否定辞を含む慣用句

山田（2010b：59）でも指摘したが，著者のこれまでの日英両語の否定
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表1 否定辞の内訳と使用回数

否 定 辞 使用回数（％）

1 ない（助動詞・否定） 180（ 77.0％）

2 ぬ （助動詞・否定） 41（ 17.5％）

3 な （助詞・禁止） 10（ 4.2％）

4 まい（助動詞・否定の推量・意志） 3（ 1.3％）

合 計 234（100.0％）



表現の分析から明らかになったのは，日本語の大きな特徴の一つは，否定

辞を含む慣用句（idiom）が多くみられることであり，その慣用句は否定

の意味が皆無かまたは非常に希薄であるということである（メイナード

2005：265にも同様の記述がある：慣用句の特徴については，Yamada

2003：63�64を参照のこと）。本稿で慣用句と呼ぶのは，2．2で見たように，

「形式の基準」（否定辞を含んでいること）には合うが，「意味の基準」（否

定の意味合いを含んでいること）には合致しない表現である。対応する肯

定表現がないことも，慣用句の特徴である（例えば，「しかない」に対応

する肯定表現「しかある」は存在しない）。以下の表が示すように，本稿

のデータ中では37例が見つかった。否定辞を含む表現は全体で271例あ

るので，全体の13.7％（37÷271＝0.1365）が慣用句であったことになる（2）。

「しか（～）ない」は英語の ・only・に相当する表現である。「名もない」

が上位にあるが，これは歌詞特有な特徴かもしれない。「名もない星」（2

曲中に4例），「名もない花」（1例）として使用され，存在の不確かさを

象徴している。小説中の否定表現を調査した山田（2010b）では，「かも

しれない」，「違いない」など，発話に対する話者の確信の度合いを表わす
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表2 慣用句（イディオム）の使用回数

使用回数 慣 用 句

5 しか（～）ない，名もない

4 じゃない（か）

2 いけない，仕方（が）ない，切ない，（どう）しよう

もない，ならない

1 あどけない，おもいがけない，思わず，きりがない，

知らぬ（が）仏，つまらない，つれない，とめどなく，

ねばならない（3），はかない，はじまらない，見知らぬ，

見はてぬ（夢）

合計37



慣用的なモダリティ表現（メイナード2004：156）が多くみられたが，今

回の分析では少なかった（「じゃない（か）」4回，「ねばならない」1回の

みである）。この違いの原因は，今のところ未解明だが，歌詞が独白体を

基調とする一方，小説では会話体の割合が高く，それに比例して登場人物

の言葉のやり取りが多いことと関係がありそうである。

3．3 心理動詞との共起

英語の否定表現は，心理動詞（mentalverbs）と共起することが多いと

いう研究がある（Tottie1991：38�43,Biberetal.1999：159など）。英語

の ・know・，・think・，・believe・，・understand・，・forget・，・remember・など

がその代表例で，認知状態を示す動詞である。Yamada（2003：407）の

日本語による体験談の分析では，特に「分かる」（英語の ・understand・に

相当），知る（・know・）が，否定との共起が多いことが報告されている。

否定表現と心理動詞に共起に関して，本稿での歌詞の分析結果をまとめ

たのもが，以下の表である。5つの心理動詞が確認できた（否定形での出

現回数の多い順に掲げた）。

表からは，「忘れる」と「知る」は，否定形の使用回数が肯定形の数を

上回り，特に前者は全体の6割近く（19÷33＝0.5758）が否定形であった
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表3 否定表現と心理動詞の共起

心 理 動 詞 総使用回数 肯 定 形 否 定 形

1 忘れる 33 14 19

2 知 る 21 10 11

3 分かる 9 5 4

4 思 う 10 9 1

5 信じる 4 3 1

合 計 77 41 36



ことが確認できる。「分かる」は，出現回数が限られているが，肯定形が

やや上回った。「思う」と「信じる」は肯定が多かった。Halliday（1993：

2）は，自然言語では，肯定と否定に割合は，概ね7対1であると指摘し

ているが，それに照らし合わせると，確かに「忘れる」，「知る」，「分かる」

は否定との共起が多い。この理由を探るのは本稿の主目的ではないが，

「忘れない」は深い記憶，強烈な印象，「知らない」は未知，不可思議，

「分からない」は不可思議，不条理，超人性に繋がり，いずれも特別な状

況・心理状態を表現するときに使用されるのではないかと想像できる。歌

詞の多くは，悲しさ，淋しさ，嬉しさなど特別な感情を歌うものが多く，

自然と否定形で出現することが多くなると思われる。さらに一般的に言え

ば，人が何かを語る時は，何らかの「語る価値（reportability）」（Yamada

2003：217）を示すことが求められるが，心理動詞の否定形はその時に使

われる可能性が高いと考えることもできるであろう。

以下では，「忘れる」，「知る」，「分かる」の否定形の代表例を順に見て，

その役割を検証する。まず，「忘れる」の否定形は，データ中19回使用さ

れているが，深い記憶，強烈な印象，強い意志などを表すのに用いられて

いる。次の例では，連末に「忘れはしない」という形で使用されている：

1「おふくろさん」（1971年：昭和46年）作詞：川内康範 作曲：

猪俣公章（①p.68）（4）

Ⅰ 1 おふくろさんよ おふくろさんよ

2 空を見上げりゃ 空にある

3 雨の降る日は 傘になり

4 お前もいつかは 世の中の

5 傘になれよと 教えてくれた

6 あなたの あなたの真実

⇒ 7 忘れはしない
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母親の思い出がテーマで，連の最後を「忘れはしない」で結んでいる。

これは，第Ⅱ連，第Ⅲ連でも同様で，歌詞全体の結束性（cohesion）を

増しながら，母親の記憶を深くとどめるという強い意志を表現する効果が

ある。「忘れはしない」という否定表現は，この歌全体のテーマと直結す

る表現で，全体的評価（globalevaluation,Yamada2003：239�241）
（5）

の役割を果たしている。

「知る」の否定形は，11回用いられているが，未知，不可思議さを表現

している。以下の例は，月光仮面というスーパーヒーローのアニメ・ソン

グから取った。連の最初に否定表現が使用されている：

2「月光仮面は誰でしょう」（1972年：昭和47年）作詞：川内康範

作曲：三沢郷（②p.90）

⇒Ⅰ 1 どこの誰かは 知らないけれど

2 誰もがみんな 知っている

3 月光仮面の おじさんは

4 せいぎの味方よ よい人よ

5 はやてのように あらわれて

6 はやてのように 去ってゆく

7 月光仮面は 誰でしょう

8 月光仮面は 誰でしょう

月光仮面は，正体不明の謎の人物という設定で，それが1行目の否定形

で表現されている。1行目の「知らない」は2行目の「知っている」と対

比されていて，正義の味方で，よい人だ（4行目）ということはみんなが

知っている一方，本当は誰なのかは謎であることが強調されている。謎の

部分は，連の最後の7,8行目で問いかけの形で繰り返され，さらに強化

されている。正体は不明だが，正義の味方でよい人だというのが月光仮面
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の人物設定であり，最初の否定表現はそれに沿った全面的評価の役割を果

たしていると考えられる。

最後に取り上げる心理動詞は，「分かる」である。「分かる」の否定形は，

4回使用され，不可思議さ，不条理さなどの意味を表している。次の例は，

北の街での日々の暮らしを歌った曲の第Ⅰ連である。3行目に「わからな

い」という否定表現が使われている。

3「襟裳岬」（1974年：昭和49年）作詞：岡本おさみ 作曲：吉田

拓郎（①p.54）

Ⅰ 1 北の街ではもう 悲しみを暖炉で

2 燃やしはじめてるらしい

⇒ 3 理
わ

由
け

のわからないことで

4 悩んでいるうちに

5 老いぼれてしまうから

6 黙りとおした 歳
とし

月
つき

を

7 拾い集めて 暖めあおう

8 襟裳の春は 何もない春です。

歌詞全体からは，「冬の寒さをただ耐え忍ぶように，どうしようもない

ことで悩んでいるだけでは，ただ年だけ取ってしまう。現実には悩み多き

日々の生活があるけれど，春が来たので，お互い心を温め合って生きてい

こう」という慰めのメッセージが読み取れる。3行目の「理
わ

由
け

のわからな

いこと」という否定表現で，北の街での生活の「不条理さ」，「不可解さ」

が巧みに表現されている。この部分もこの歌詞の全体的評価に結び付いて

いる。

以上，否定と心理動詞が共起する代表例を3つ見てきたが，歌全体のテー

マと深く結びついた評価機能を果たすコメントとして，歌詞の中で重要な
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役割を果たしていると言える。

4．否定表現の談話分析

この節では，談話分析の手法を用いて否定表現を質的に分析した結果を

示す。否定表現のコントラスト機能（4．1），否定表現の使用位置（4．2），

スキーマなどの背景知識と否定表現の関係（4．3），そして最後に否定表現

の連続使用（4．4）の例を検証する。

4．1 否定とコントラスト機能

否定表現は談話中でさまざまな機能を果たすと思われるが，Yamada

（2003：396�8）は，その中でもコントラスト機能が最も基本的な機能であ

ると結論づけた（Labov1972,Giv�on1978,Ford1993などにも，否定文

が持つコントラスト機能への言及がある）。

データ中で最も頻繁にみられたコントラスト機能を果たす否定表現は，

「AではなくB」の形式である（6）。この形はAとBを対比させ，Aを否定

し，Bであることを明言し，それによりローカルな結束性を作りだす働き

がある。談話上大切なのは，Aの部分はコンテキスト上旧情報にあたり，

Bの部分は新情報に相当するということである。通例Aの情報は，コン

テキストから予測・期待されていることである。以下，例を見ながら検証

する。

最初の例は，すすけ汚れた都会の中でやっとみつけた幸せを歌った曲で

ある。第Ⅱ連の1,2行目で「流れない」ものと「流れる」ものが対比さ

れて描かれている。

4「東京砂漠」（1975年：昭和50年）作詞：吉田旺 作曲：内山田

洋（①p.174）
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⇒Ⅱ 1 ビルの谷間の 川は流れない

2 人の波だけが 黒く流れていく

3 あなた…あなたにめぐり逢うまでは

4 そうよこのまちを

5 逃げていきたかった

6 あなたの愛に ああ つかまりながら

7 しあわせなのよ この東京砂漠

8 あなたがいれば ああ あなたがいれば

9 陽はまた昇る この東京砂漠

1行目に否定表現を使いて，「ビルの谷間の川は流れていない」と言い，

2行目でそれに対比させて，「人の波が黒く流れていく」と語り，都会の

特異な情景を描写している。川の水は流れるのが普通であり，それは旧情

報（スキーマ的な背景知識）に当たるが，そのことをここでは敢えて否定

し，流れるのは人の黒い波だけであるという新情報を提供している。この

否定表現は，第Ⅰ連全体で描かれている，やさしさを欠き，すすけ汚れた

東京のイメージ，そしてタイトルの「東京砂漠」が醸し出す殺伐感と合致

する描写になっている。

次の例では，「AではなくB」の形式が，第Ⅱ連の最初に2回繰り返さ

れている。この歌は，酒を飲みながら過ぎ去った思い出を温めている曲で

ある。

5「舟唄」（1979年：昭和54年）作詞：阿久悠 作曲：浜圭介（①

p.216）

⇒Ⅱ 1 店には飾りがないがいい

2 窓から港が 見えりゃいい

⇒ 3 はやりの歌など なくていい

―26―



4 時々霧
む

笛
てき

が 鳴ればいい

5 ほろほろ飲めば ほろほろと

6 心がすすり 泣いている

7 あの頃 あの娘を 思ったら

8 歌いだすのさ 舟唄を

店（酒場）には，何らかの装飾品があるのが普通で，そこでは流行歌が

歌われるのが普通であろうが，こうした旧情報が1行目，3行目で否定さ

れ，それに対比させて，普段通りに「窓から港」が見え（2行目），「霧笛」

が時々聞こえれば（4行目），それで十分だと語っている。否定表現のコ

ントラスト機能を繰り返し使い，特別なことは無用で，ただしみじみと酒

を飲んで，昔ながらの歌を歌いたいという主人公の思いがよく出ている部

分である。

次の曲は，若い頃の切ない恋愛を思い出している歌であるが，第Ⅰ連の

最後の部分にコントラスト機能の否定表現が効果的に使われている。

6「神田川」（1973年：昭和48年）作詞：喜多条忠 作曲：南こう

せつ（①p.86）

Ⅰ 1 貴方は もう忘れたかしら

2 赤い手拭 マフラーにして

3 二人で行った横町の風呂屋

4 一緒に出ようねって 言ったのに

5 いつも 私が 待たされた

6 洗い髪が芯まで 冷えて

7 小さな石鹸 カタカタ鳴った

8 貴方は私の 身体を抱いて

9 冷たいねって 言ったのよ
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⇒ 10 若かったあの頃 何も怖くなかった

11 ただ貴方のやさしさが 怖かった

10行目の否定表現で，怖いものは何もなかったとまず述べ，次の11行

目では，それを訂正する形で「貴方のやさしさ」だけが怖かったと新情報

を追加している（7）。最後の2行は，第Ⅱ連の最後でも同じ文言で繰り返さ

れ，歌全体の結束性を作りだしている。この部分は，通常は嬉しさの対象

である筈の相手の「やさしさ」を敢えて怖い対象として捉え，女性の立場

から若いふたりの初々しくも，うつろいやすい微妙な関係を巧みに描写し

ている重要な歌詞である。ここでも否定表現が，コントラストの文脈の中

で基軸の働きをしている。

次の曲は，女性が自分の失敗続きの半生を振り返り，これから先を自問

する歌で，引用部分は，第Ⅴ連である。

7「圭子の夢は夜ひらく」（1970年：昭和45年）作詞：石坂まきを

作曲：曾根幸明（①p.112）

⇒Ⅴ 1 前を見るよな 柄じゃない

⇒ 2 うしろを向くよな 柄じゃない

3 よそ見してたら 泣きを見た

4 夢は夜ひらく

自分の失敗談を自嘲気味に語る部分で，最初の2行に否定表現が連続し

て出てくる。1行目では，自分は将来の見通しを立てるような人間ではな

く，2行目では，過去を振り返るような人間でもない，と述べている。

「前」と「後ろ」という反義語を使い，1対の対照描写となっている。そ

して，後先はあまり考えずに，油断をしていたら，痛い目に遭ったと続く

（3行目）。2行連続で自分の至らない性格を否定表現で描写し，それが原
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因で失敗したという内容で，ここでは，「A（前）でなく，B（うしろ）で

もなく，D（よそ見）」という3項目で対比が構成されている。

以上，コントラスト機能を果たす否定表現の代表例を検証してきたが，

前述のようにYamada（2003）では，談話中に用いられる否定表現には，

すべて程度の差はあるが，コントラスト機能が含まれているとし，この機

能が否定表現の最も基本的な機能であると考えた。本稿でデータとしてい

る歌詞中の否定表現も，基本的にこの機能が生かされていることが確認で

きた。

4．2 否定と使用位置

4．2．0 歌詞中の特別な出現位置：最初と最後

歌詞を分析する過程で，歌詞のはじめと終わりの部分に否定表現が効果

的に使用されている歌が多く観察されたので，ここではそれらの例を検証

する。

物語文中の否定表現を分析したYamada（2003）は，物語の最初に使

用される否定文は，それに対する何らかのフォロー・アップの発話がその

後に続くことが多いと結論づけた（p.338）。また，物語の最後に出現す

る否定文は，物語の要旨についての「まとめ」的なコメントをする機能を

持ち，全体的評価の働きをすると分析した（p.340）。

次の表は，否定表現が�歌全体と�各連の最初と最後の位置に現れた曲

数をまとめたものである。
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表4 否定表現の出現位置（全100曲中の曲数）

最 初 最 後

� 歌 全 体 10 7

� 連 15 10

合 計 25 17



歌全体の最初に否定表現が使用された曲は10曲，また歌全体の最初に

は用いられていないが，連の最初に用いられたのは15曲であった。さら

に歌の最初に用いられた10曲中，3曲はその後も各連の最初に継続して

使用された。一方，歌全体の最後に否定表現が使用されたのは7曲，また

歌全体の最後には用いられていないが，連の最後に用いられたのは10曲

であった。歌全体の最後に用いられた7曲中，4曲ではその前にも連の最

後に否定表現が繰り返し使用されていた。メイナード（2005：264）は，

談話中で否定表現を繰り返し使用することは「文脈維持に貢献し，物語の

場面間や，もっと広範囲にはいくつかの章の間の結束性を保つ役目も果た

している」と述べているが，歌詞でも同様で，一定の位置で繰り返し使用

されると，各連間の関連性を増し，歌全体の結束性を高めると考えられる。

通常談話の最初の部分は，新たな情報を提供することが多く，主に旧情

報を伝える否定表現は出現しにくいと考えられる。逆に，談話の最後は，

全体のまとめを提供することが多く，新情報よりも旧情報を扱う傾向が高

く，否定表現も出現しやすくなるであろう。しかし，本稿の歌詞分析では，

最後より最初の部分での使用がより多かった。さらに多くの歌詞の分析を

重ねないと断言はできないが，これは，歌詞では限られた語数の中で聴き

手の心を素早く捉える必要がある為に，普段は現われにくいところで言わ

ば不意打ち的に否定表現を使用して，聴き手の注目を一気に集めようとし

ているのではないか，と著者は考える（Yamada2003：402の ・attention-

catcher・や ・surprisevalue・）。これは，通常の談話ではあまり見られな

い歌詞特有の特徴かもしれない。

4．2．1 歌詞中の最初の位置

まず歌詞の最初に出現する否定表現を見ていく。次の例は，柔道のある

べき心を唄った歌の第Ⅰ連である。1行目の前半に否定表現が現れている。
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8「柔」（1964年：昭和 39年）作詞：関沢新一 作曲：古賀政男

（①p.253）

⇒Ⅰ 1 勝つと思うな 思えば負けよ

2 負けてもともと この胸の

3 奥に生きてる 柔の夢が

4 一生一度を 一生一度を

5 待っている

1行目前半の否定表現で忠告（「思うな」）を発し，後半はそれに背いた

時の結末（「負けよ」）を表すフォロー・アップになっていて，最初の位置

に使われる否定表現の典型的な例である。勝負となれば勝とうとするのが

通常であるが，それを敢えて抑えて，「負けてもともと」（2行目）と思っ

て勝負すべしと説いている。

次は，故郷に残した母親や恋人を想う歌で，1行目に語り手の心情を描

写する否定表現が使われている。

9「帰ろかな」（1965年：昭和40年）作詞：永六輔 作曲：中村八

大（①p.78）

⇒Ⅰ 1 淋しくて 云うんじゃないが

2 帰ろかな 帰ろかな

3 故郷のおふくろ 便りじゃ元気

4 だけど気になる やっぱり親子

5 帰ろかな 帰るのよそうかな

1行目の否定表現は，2行目以降の発言内容に対する男の心情を前置き，

或いは但し書きの形で提示されていて，後方照応的（cataphoric）な指

示機能を持っていると言えるであろう。このパターンは，第Ⅱ連，第Ⅲ連
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でも繰り返され，それぞれ「恋しくて 云うんじゃないが」（第Ⅱ連），

「嬉しくて 云うんじゃないが」（第Ⅲ連）が，連の最初で使用されている。

1行目の語り手の発話は，2行目以下で自分が語る内容を聴き手が聴けば，

語り手の淋しさが原因だろうと思うであろうという想定をもとに，敢えて

「そのような心情ではない」と断っている。つまり，この否定表現は，受

け手の想定に配慮しているという点で，「受け手指向」（recipientdesign,

Yamada2003：333）の発話であると考えられ，それだけ聴き手の注意を

引く効果を持っている。聴き手を引きつけるという意味では，対人関係の

観点からは，相手をコミュニケーションの中へ導く「引き込み方略」（in-

volvementstrategy,Yamada2003：332）として機能しているとも言え

るであろう。

連のはじめに出現する否定表現は，最初に主人公の心情を発露し，その

連全体のムードを決める重要な働きをしていると考えられるが，ここで興

味深いのは，この3つの否定表現で否定された筈の心情（「淋しさ」，「恋

しさ」，「嬉しさ」）が，逆に肯定された内容で強調されて聴き手に届くと

いう奇妙な現象である。例えば，第Ⅰ連目では「淋しくて 云うんじゃな

いが」と表面上は語っているが，これはある種の強がりのように響き，本

音では「淋しさ」を感じているのではないだろうか，と聴き手に思わせる。

この現象は，「ブーメラン効果」（boomerangeffect,Yamada2003：395

&409）と呼ばれるもので，否定の意味で投げ出したブーメランが，それ

とは反対の肯定の意味を帯びて戻ってくることを指す。これは，2．1で触

れたが，否定表現の使用には，それに対応する肯定内容の「前提」が不可

欠であることと深く関わっている。メイナード（2005）も「否定すればす

るほど逆効果」（p.257）になる場合があると述べ，「否定すれば否定する

ほど，コントラストのために使われる側の意味が肯定される」（p.262）

と指摘している（後述の4．4「氷雨」の解説も参照のこと）。この例でも，

連の最初に心情発露を表す否定表現が3回連続することで，ブーメラン効
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果がさらに増していると考えられる。

以上，歌の最初に現れた否定表現を2例見たが，どちらも聴き手の注目

を素早く捉える役目を果たしていると思われる。

4．2．2 歌詞中の最後の位置

この節では，連や歌全体の最後の位置に出てくる否定表現を検証する。

本稿で取り上げた歌詞では，最後に現れる否定表現が重要な役割をしてい

る例が多く見受けられたので，ここでは4例を詳説する。

最初の歌は，失恋した女性の心の内を歌った曲である。下記の例では，

第Ⅰ連の最後（7行目）に否定表現が用いられていて，その連全体の内容

の結末を述べる典型的な例となっている。

10「よこはま・たそがれ」（1971年：昭和 46年）作詞：山口洋子

作曲：平尾昌晃（①p.264）

Ⅰ 1 よこはま たそがれ

2 ホテルの小部屋

3 くちづけ 残り香 煙草のけむり

4 ブルース 口笛 女の涙

5 あの人は 行って行ってしまった

6 あの人は 行って行ってしまった

⇒ 7 もう帰らない

5行目と6行目の発話で，恋人が去ってしまったことを繰り返し，7行

目の否定表現ではその結果として「もう帰らない」と結論づけ，喪失感を

強調している。

二つ目の歌は，失恋をした男の心情を歌う曲である。2連からなる歌で，

その第Ⅰ連だけを例として掲げるが，最終行に否定表現が2回繰り返され
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ている。

11「黒い花びら」（1959年：昭和34年）作詞：永六輔 作曲：中村

八大（①p.111）

Ⅰ 1 黒い花びら 静かに散った

2 あの人は帰らぬ 遠い夢

3 俺は知ってる 恋の悲しさ

4 恋の苦しさ

5 だから だから もう恋なんか

⇒ 6 したくない したくないのさ

1行目から4行目までで，失恋の辛さを述べ，最後の2行で「もう恋な

どしたくない」という男の強い決意をまとめて述べている。第Ⅱ連も同様

の構成で，連末は5,6行目と同じ歌詞になっていて，男の決意を歌全体

で強く印象づける役目をしている。

3つ目の歌は，失恋の思い出を歌う曲で，最終行に否定表現が使われて

いる。

12「青葉城恋唄」（1978年：昭和53年）作詞：星野船一 作曲：さ

とう宗幸（①p.18）

Ⅰ 1 広瀬川 流れる岸辺

2 思い出は かえらず

3 早瀬おどる光りに

4 ゆれていた 君のひとみ

5 季節はめぐり また夏が来て

6 あの日と同じ 流れの岸

7 瀬
せ

音
おと

ゆかしき 杜
もり

のみやこ
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⇒ 8 あの人は もういない

失恋がテーマのこの歌は，思い出が多い夏がまた来たが，もう自分が恋

した相手はいない，という内容である。最終行の「あの人は もういない」

は，その後の第Ⅱ連，第Ⅲ連でも連末で繰り返され，リフレインを含める

と合計4回使用されていて，3連の結束性を保つとともに，メーンテーマ

である喪失感を高めている。また，2行目の否定表現「思い出は かえら

ず」も，それ以降の各連で繰り返されており，さらに喪失感を強化してい

る。以上をまとめると，連末の否定表現は，他の否定表現とともに，繰り

返しの使用により，失恋のテーマを聴く人に強く印象付けるのに寄与して

いる。

最後に，北の街での日々の暮らしを歌った「襟裳岬」を取り上げる（本

曲は3．3に既出）。この例でも，連末の否定表現が効果的な機能を果たし

ている。

3�「襟裳岬」（1974年：昭和49年）作詞：岡本おさみ 作曲：吉田拓

郎（①p.54）

Ⅰ 1 北の街ではもう 悲しみを暖炉で

2 燃やしはじめてるらしい

3 理
わ

由
け

のわからないことで

4 悩んでいるうちに

5 老いぼれてしまうから

6 黙りとおした 歳
とし

月
つき

を

7 ひろい集めて 暖めあおう

⇒ 8 襟裳の春は 何もない春です

8行目に否定表現が使用されているが，これは連全体の締めくくりの言
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葉ともなっている。歌詞全体の要旨は，北の街の襟裳岬にあるのは，人の

心を癒してくれる温かい団欒ぐらいで，春が来ても特別なものは何もない，

となるであろう。「襟裳の春は 何もない春です」は，第Ⅱ連，第Ⅲ連で

も繰り返し使われて，この曲全体の「さび」に当たり，重要なフレーズと

なっている。一般に春は新緑などフレッシュな息吹を感じ，明るいスター

トを示す季節である筈なのに，連末の否定表現では，ここ襟裳岬ではその

様な晴れがましいものは何もないと述べられている。この表現は，日々の

暮らしを気負いなく淡々と生き抜いているというこの歌のメーンテーマの

情景描写に上手に繋がっている。

以上，この節では，歌詞の最初と最後という特別な出現位置に使われた

否定表現を分析してきたが，それぞれ果たす機能は位置により違うが，歌

詞の中でメーンテーマに直結する全体的評価を担う重要な働きをしている

例が多いことが確認できた。

4．3 否定と背景知識：スキーマとスクリプト

既述のように，否定表現はそれに対応する肯定内容が談話のどこかにな

いと，適切には使用できない。しかし，実際にはその肯定内容が談話上に

具体的には存在しない例が多くみられる。その大部分の場合，肯定内容は

コンテキストの一部をなす背景知識から生まれる。Yamada（2003：144）

に従い，この背景知識をスキーマ（schema）とスクリプト（script）に

分けて考えてみる。スキーマは，ある事物に関して通常連想される背景知

識全般をさす。一方，スクリプトは，ある事象に関して連続的に起こると

想定される一連の行動ややり取りについての背景知識をいう。スクリプト

は，スキーマの一種であると考えられるが，台本のように一続きの行動や

やり取りがある点で，スキーマと区別をすることにする。

次の例は，スキーマが関与する否定表現の代表例である。おばけの世界

を描いたアニメの主題歌の第Ⅰ連で，4行目から続く5行目に否定表現が
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出ている。

13「ゲゲゲの鬼太郎」（1968年：昭和43年）作詞：水木しげる 作

曲：いずみたく（②p.49）

Ⅰ 1 ゲッゲッ ゲゲゲのゲー

2 朝は寝床で グーグーグー

3 たのしいな たのしいな（8）

4 おばけにゃ学校も

⇒ 5 しけんもなんにもない

6 ゲッゲッ ゲゲゲのゲー

7 みんなで歌おう ゲゲゲのゲー

この歌では，普通の人間世界と比較して，鬼太郎が住むおばけの世界が，

如何に楽しいところであるかが描写されている。上記の第Ⅰ連（4と5行

目）では，「人間界の子供のスキーマ」が関与し，人間界の子供は通常学

校に通い，試験があるのに，おばけの世界では，そういう厄介なものはな

いと否定している。その後，第Ⅱ連では，「人間界の大人のスキーマ」か

ら，会社，仕事がない，第Ⅲ連では，おばけとの対比で「人間のスキーマ」

とでも呼ぶものが喚起され，おばけは死なない，病気もないと続く。この

一連の否定表現の前提は，それぞれ関連するスキーマの中にある背景知識

にあると考えられる。つまり，第Ⅰ連であれば「人間界の子供のスキーマ」

の中に，学校，試験という項目が既定値（defaultvalue）として存在し

ていて，おばけの世界ではそれが当てはまらないので，否定されている。

このスキーマの関与なしには，上記の否定表現は出てこないであろう。ま

た，この一連の否定表現は，おばけの世界が如何に楽しいかという，この

歌のメーンテーマを支持する大切な情報をもたらしている点で，全体的評

価を示す重要な発話となっている。
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上記以外にも，これまで見てきた例の中に，スキーマが関与すると考え

られる否定表現がある。例えば，4．1で取り上げた「東京砂漠」（川は流

れない）や「舟唄」（店には飾りがないがいい）である。自然の摂理とし

て「川の水は流れる」のが普通であり，商売の慣例として，「店には飾り

がある」のが普通であろう。それを敢えて否定することで，それぞれの歌

の中で，特別な意味合いを醸し出している

一方，スクリプトから生じる否定表現の明確な例は，本稿のデータ中に

は見つからなかった。これは，限られた語数で成り立つ歌詞の中では，

「連続的に起こると想定される一連の行動ややり取り」の一つ一つを丁寧

に描写するのが難しいという事情があるようだ（9）。実際歌詞を分析してみ

ると，物語風に出来事を連続的に描写している例は数が少なく，歌詞は物

語の詳細を丁寧に語るには向いていないと言える。その中で，1例だけス

クリプトの関与が指摘できそうなのが，下記の例である。この歌は，なか

なか自分の思いを彼女に伝えられない若い男性の心中を歌った曲である。

6連構成の長い歌であるが，否定表現が出ている第Ⅴ連を引用する。

14「明日があるさ」（1963年：昭和38年）作詞：青島幸男 作曲：

中村八大（①p.20）

Ⅴ 1 はじめて行った喫茶店

2 たった一言好きですと

3 ここまで出て ここまで出て

⇒ 4 とうとう云えぬ僕

5 明日がある 明日がある 明日があるさ

やっとの思いで彼女を喫茶店へ誘ってはみたが，一言「好きです」と最

後まで言えなかったという体験を語っている連である。4行目の否定表現

で，その一言を言うのが目的だったのに「言えなかった」と述べている。
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誘った男性には，彼女を喫茶店に誘って，そこで告白するというスクリプ

トがあったのだが，それが成就しなかったことを否定表現で表わしている。

「喫茶店での告白のスクリプト」には，①彼女を喫茶店に誘う，②喫茶店

で会う，③自分の思いを告白する，④彼女の反応を知る，⑤喫茶店を出る，

というような一連の流れが想定できるが，③ができず失敗に終わったので

ある。この歌は，6連（上記の例と同様に各5行で構成）まであり，比較

的語数が多く，その分だけ出来事を詳細に描写できる歌であることが，ス

クリプトが関与する前提としてあったと思われる。

否定表現は，通常非現実を描写し，ストーリー展開の背景（back-

ground）に関わる情報を提供すると言われる。しかし，実際のデータを

分析すると，否定表現が単なる背景情報ではなく，前景（foreground）

に関わる重要な情報を提供する例がある。何かをしなかったことが，何か

をしたことと同じように重要な意味を持つ場合である。Horn（1989：54�

55）は，このような前景を描写する否定表現を「否定の出来事」（nega-

tiveevents）と名付けた。上記の否定表現も，この「否定の出来事」と

考えられる。この歌では，駅で彼女を待てども待ちぼうけに遭う，声をか

けられない，電話をするも彼女が出る前に切ってしまう，などもう一歩勇

気を出せない男の恋心が歌われていている。この告白できない否定の出来

事も，全体の歌のテーマに沿うものであり，全体的評価に繋がっている。

4．4 否定の連続使用

Yamada（2003：364�72）は，物語文の中で，否定表現が集中的に使用

される現象を ・negationcluster・と呼び，単独の否定表現に比べ，評価

機能が一段と強化され，大きなインパクトを生むと指摘した。これは，単

独の否定表現の評価機能が積み重なり，一種の相乗効果を生む為であると

考えられる（Cheshire1998：139のserialeffect）。本稿では，� 1連中

に否定辞が3回以上使用され，�さらにそれらが一つのテーマに沿った一
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貫した評価である，という二つの条件を満たす場合を「連続使用」と呼ぶ

ことにする。

本稿の歌詞では，否定の連続使用に当たる曲が3曲見つかった。その中

の2曲をここで詳解する。最初の例は，突然の別れを悲しむ女性の心を歌っ

た曲である。第Ⅰ連と第Ⅲ連に否定表現が3回使用されている。

15「今日でお別れ」（1970年：昭和45年）作詞：なかにし礼 作曲：

宇井あきら（①p.106）

⇒Ⅰ 1 今日でお別れね もう逢えない

⇒ 2 涙を見せずに いたいけれど

⇒ 3 信じられないの そのひとこと

4 あの甘い言葉を ささやいたあなたが

5 突然さよなら 言えるなんて

Ⅱ （省略：否定表現なし）

⇒Ⅲ 1 今日でお別れね もう逢えない

2 あなたも涙を 見せてほしい

⇒ 3 何も云わないで 気安めなど（10）

4 こみあげる涙は こみあげる涙は

⇒ 5 言葉にならない さようなら

6 さようなら

この歌は，突然の別れの悲しみをテーマにしている。第Ⅰ連の3つの否

定表現（1,2,3行目）は，いずれもこのテーマに寄与するもので，全体

的評価に当たる。「もう逢えない」，「涙を見せずにいたい」，「信じられな

い」という否定表現で，突然の別れを悲しむ思いを表現している。これに
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続く第Ⅱ連に否定表現はないが，最後の第Ⅲ連では，再び3つの否定表現

（「もう逢えない」（第Ⅰ連の繰り返し），「何も云わないで」，「言葉になら

ない」）で，テーマの別れの悲しみを表している。第Ⅰ連とⅢ連の否定表

現の連続使用が，歌のテーマを聴く人に深く印象付けるのに大きな役割を

果たしていると言える。

2番目に例として挙げる「氷雨」も，失恋の悲しみがテーマで，別れた

男への未練を酒でごまかして断とうとしている女性の心を歌っている。ま

た，歌詞からは，その女性の傍らに慰める人がいるという状況設定になっ

ている。この歌は2連で構成されているが，どちらの連でも否定表現が3

つ以上使用されていて，否定の連続使用の例となっている。以下では，第

Ⅱ連を例として取り上げるが，4つの否定表現が使用されている：

16「氷雨」（1977年：昭和52年）作詞・作曲：とまりれん（①p.210）

Ⅱ 1 私を捨てた あの人を

2 今更悔やんでも 仕方ないけど（11）

⇒ 3 未練ごころ消せぬ こんな夜

4 女ひとり飲む酒 侘びしい

⇒⇒ 5 酔ってなんかないわ 泣いてない

6 タバコの煙 目にしみただけなの

7 私酔えば 家に帰ります

⇒ 8 あなたそんな 心配しないで

これら4つの否定表現は，いずれもこの女性の失恋の悲しみを表現して

いるので，前例同様全体的評価を示していると考えられる。2行目の「未

練ごころ消せぬ」は，女性の悲しみをストレートに表現している。5行目

の「酔ってなんかいないわ 泣いてない」という否定表現は，本音を隠す

一種の強がりのようで，これも間接的に失恋の悲しみを伝えていると言え

否定表現の談話分析：歌詞をデータとして（山田） ―41―



るだろう。これらの否定表現は，あたかも他の人から「酔っていること」，

「泣いていること」を指摘されて（あるいは，回りの人がそのように考え

るだろうと女性が想像して），それを否定する発話のように提示されてい

る。表面上は否定をしているが，かえって女性がその状況にあることを強

調する効果があるように思える。これは，既に4．2．1の「帰ろかな」の解

説で述べた「ブーメラン効果」の現象で，否定すればするほど，逆に肯定

に意味が前面に出てしまう結果を生じる（12）。最終行の8行目の「心配し

ないで」も，周囲に彼女のことを心配している状況があり，それを敢えて

否定しているが，かえって周囲を心配させる程の悲しみを味わっている女

性の姿を描き出してしまい，ブーメラン効果が発生している。

ここでは例示を割愛したが，第Ⅰ連でも4箇所に否定表現が使われてお

り，やはり女性の失恋の悲しみを表していて，全面的評価の例となってい

る。今夜はもう少し飲んでいたいので「帰らない，帰りたくない」（2行

目），自分の部屋には「誰もいない」（4行目），別れた人を思い出すよう

な歌は「唄わないで下さい」（5行目）というようにすべて女性の悲しみ

に繋がる表現となっている。

これまでの口頭ナラティブ，映画，小説などの否定表現の分析では，連

続使用の例が比較的頻繁にみられたが，本稿の歌詞の分析では少数しか見

られなかった。これは日本語の歌詞の特徴なのか，又は歌詞というジャン

ルの特徴なのかは，今後の課題としたい。

5．結 語

本稿では，歌詞をデータとして，日本語の否定表現の働きを分析した。

「はじめに」でも述べたが，本稿の目的のひとつは，著者のこれまでの否

定表現の研究成果と本稿の歌詞における否定使用の分析結果を比較して，

その類似点と相違点を明確にすることであった。まず類似点としては，以
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下の点があげられる：

� 否定辞を含む慣用句が多く出現すること

� 否定表現と一部の心理動詞との共起の度合が高いこと

� 否定表現がコントラスト機能を果たすこと

� 否定表現の理解には，背景知識（特にスキーマ）が密接に関与す

ること

これらの否定表現の特徴は，分析対象となるデータの種類に左右される

ことのない，より一般性の高い特徴を表すものと考えられる。�の慣用句

については，これまでの研究では特に日本語の特徴としてあげられてきた

点である。�は，日英両語に共通する現象だと思われるが，この背後にど

のようなプロセスが働いているのかは，現状では解明できていない（本稿

では，「語る価値（reportability）」との関連性を一つの可能性として指

摘した）。また，心理動詞の中でも否定との共起の度合に差があること，

また日本語と英語で否定と共起する語彙にばらつきがあることも解明すべ

き点であろう。�のコントラスト機能は否定表現の基本的な機能であると

共に，諸言語にもあてはまる普遍性の高い特徴であろうと著者は考えてお

り，今後さらに詳細な分析を積み上げて発展させたい。この否定と対比に

ついては，有光（2011）が認知言語学と語用論の観点から論じていて示唆

に富む。�の否定と背景知識の関わりは，日英語だけに限らず，普遍性の

高い特徴であろう。

一方，本稿の分析結果とこれまでの著者の研究結果の相違点は，次の点

である：

� メタ言語否定（metalinguisticnegation）の例が見つからなかっ

たこと
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� 否定と背景知識との関連では，スクリプトの例が少なかったこと

� 連続使用の例が少なかったこと

�のメタ言語否定については，以前著者が使用したデータ中にもごく少

数の例しか出現しなかったが，今回の歌詞では皆無であった。メタ言語否

定は，より一般的な記述否定と対比され，これまでたびたび研究対象になっ

てきたが，日常の言語使用ではそれほど頻繁にみられる現象ではないよう

だ。Yamada（2003：213）では，Joosの5つの文体の視点から，メタ言

語否定は彼の言う ・consultativestyle・に当たるのではないかと考えた。

Joosは，同じ情報を伝達する際に，話者と相手との親密さの程度によっ

て5段階の文体（style）があるとしたが，その中で ・consultativestyle・

とは，お互いの言葉使いに「戦略的」になる文体で，formalstyleとcas-

ualstyleの間に位置する。歌詞には，作詞家が打ち出す「戦略的」な言

葉使いの側面もあるが，人の心情を歌うには，もっとストレートな日常語

（casualstyle）が好まれるとも考えられる。メタ言語否定の使用実態は，

山田（2004）で取り上げたが，まだ十分とは言えず，今後の課題としたい。

�のスクリプトと�の連続使用の例が少ないという2点は，歌詞の特徴

かもしれない。スクリプトには一連の行動の描写が不可欠であるし，連続

使用もそれなりの描写スペースが必要となるが，語数と行数を制限された

歌詞ではそれが難しく，例が出にくいと思われる。この点についても，今

後さらに詳細な分析を行いたい。

最後に近々の課題としては，本稿に示した日本語歌詞の分析結果を踏ま

えて，それに対応する英語の歌詞を分析して，改めて両者の結果の類似点

と相違点を検証する必要がある。この作業を通じて初めて日英語の歌詞に

使用された否定表現の特徴が鮮明になり，さらに否定表現の全体像の解明

に一歩近づくことになるであろう。
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本稿は，平成23年度言語文化研究所個人研究助成による研究成果の一部である。

（1） 但し，その中には「居酒屋」や「三年目の浮気」のように実際の対話が歌

詞になっているものがある一方で，「いつでも夢を」や「別れても好きな人」

のように1人で歌っても支障のない独白的な歌詞もあった。

（2） 山田（2010b）では，小説の文章を分析したが，全否定表現833例中，163

例が慣用句であったので，慣用句の比率は，19.6％（163÷833＝0.1957）と

さらに高かかった。

（3）「ねばならない」は，元来二重否定の表現で，「なければならない」，「なく

てはならない」と同義である（『デジタル大辞泉』（2010：小学館）の「なら

ない」の中の［連語］の解説より）。

（4） 歌はタイトルと共に，発表年，作詞者，作曲者，歌詞集のページ数（①は

『カラオケヒット曲集』，②は『アニメヒットソング集』を指す。詳細は2．3

を参照のこと）を示した。また，例示では，「連」はローマ数字（Ⅰ，Ⅱ～）

の続き番号で，「行」はアラビア数字（1,2,3～）で引用歌詞の左側に記す。

分析対象となる否定表現は，左端の矢印（⇒）で示した。

（5） Yamada（2003：239�241）では，物語文の中で，物語の要旨に関わるコ

メントは「全体的評価」，また，物語の背景的な細部に関わるコメントは

「部分的評価（localevaluation）」として区別した。本稿では，この区別は

ストーリー性のある歌詞にも適応可能であると考える。

（6） 英語の分析でも，同様な結果が報告されている。英語の書き言葉中の否定

文を分析した Pagano（1991：50）は，「否定－訂正」（denial-correction

［・xisnoty,xisz・］）という連続が最も頻繁に用いられた形式の一つである

と述べている。また，McCawley（1993：190）も英語の ・notAbutB・・と

いう表現に注目し，「コントラスト否定」（contrastivenegation）と命名し

ている。

（7）「若い時は，怖いもの知らずである」という背景知識が，旧情報として存

在すると，著者は考える。

（8） 3行目「たのしいな」，5行目「しけん」等のひらがな書きは原文のまま。

（9） Swales（1990）は，英語の学術論文の内部構造を調べた研究であるが，

要旨（abstract）には，長さの制約がある為，否定文はめったに用いられな

いと述べている。

（10）『広辞苑第6版』（2008：岩波書店）と『デジタル大辞泉』（2010：小学館）
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では「気休め」。

（11）「仕方ない」は慣用句なので，ここでは分析対象としない（3．1参照）。

（12） 5行目の「泣いてない」に対して，6行目で「タバコの煙 目にしみただけ

なの」と説明しているが，あまりにも常套句的な言い訳で嘘っぽく響き，

「悲しみ」の解釈をさらに強化している。
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1．は じ め に

終わりの見えない就職氷河期が学生たちに焦燥感と圧力を与えている。

昨今の大学の教育現場では「就職の面接試験でアピールできる」，「履歴書

に書ける」と言った言葉が効果的な激励となっており，また大学も「顧客」

獲得のため「就職率」という数字をあげて対外的にアピールをするという

現実的な必要に迫られている。そうした環境の中，学生たちが「就活」に

直接関連しないものを学ぶものを避ける傾向が年々強まると感じるのは筆

者だけであろうか。

語学に関して言えば英語重視の傾向が強まっている。語学をコミュニケー

ション・ツールととらえ，就職をする（＝企業で働く）にはビジネス・ツー

ルとしての英語力があれば充分，と考えるのである。その影響を受けてい

るせいか，第二外国語（英語を除く言語を指す：以下同様）の学習を軽視

する学生が増えている。

就職活動は学生が実社会と初めて関わる貴重な機会であり，その過程は

間違いなく学生を人間として大きく成長させる。しかし，学生たちの採用

の可否を決定する基準はあくまでも雇用主側（＝企業）の視点である。
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第二外国語学習が育てる「グローバル人材」
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「就活」に強い学生を増やすことに大学教育が終始すれば，大学は「企業

戦士」の養成の場となり，教育・学問の自由や自立が危機に瀕することに

もなりかねない。

本稿はこうした大学の現状における第二外国語教育の意義を考察したも

のである。

2．大学が学生たちを送り出す世界 「グローバル化社会」

新興国市場の急成長やグローバル化の更なる進展に伴う市場競争の

激化，少子化・人口減少による国内市場の縮小は，日本企業の ・グロー

バル経営・の取り組みを加速させている。

（中略）そのような中，グローバル経営を進めるための重要な課題

の一つが ・グローバル組織への進化とグローバル人材マネジメント・

であり，日本企業は，経営者を含めたグローバル人材の育成を急いで

いる。（5 p.1）

日本が人口減少社会へ突入し，国内市場の成長が見込めない中，海

外市場への進出が重要なテーマとなっている。

（中略）今や市場の国境は消え，いわゆるグローバル企業は，グロー

バルな市場をターゲットとし，会社の機能やリソースをグローバルな

レベルで最適に分配するようになった。欧米発のグローバル企業は，

新興国にリソースを集中投下し，攻勢をかけている。（3 p.1）

大学生が卒業後身を置く日本社会では，「産」と「官」が声をそろえて

「グローバル化社会」に適応し得る「グローバル人材」を求めている。

グローバル化がもたらす弊害や副作用は，多く指摘されているところで

ある。大国主導の世界，貧富格差・地域格差の拡大，排他的・急進的なナ
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ショナリズムの台頭，ヒトやモノの行き来による病気や外来生物の拡散。

マクドナルドやコカ・コーラの「グローバル戦略」は，人々の食文化や生

活を一元化する可能性を含み，ディズニーは童話や児童文学からウィット

や哲学を取り除いた薄っぺらな「商品」を大量生産し，世界中の子供たち

の感性に影響を与えている。

英語が「世界公用語」として認識される現象もグローバル化と深く関わっ

ている。確かに英語は世界中の学校で外国語として教えられ，多くの地域

で使われている。しかし，英語が世界共通語やビジネスの場における公用

語とされるのは，英語が他の言語より「優れている」からではなく，使用

地域が広く，使用人口（非ネイティブ・スピーカーも含めて）が多いとい

う便宜上の理由に過ぎない。それにもかかわらず，英語が使えなければ

「世界」について行けないという思い込みは，特に我々日本人には深刻に

蔓延していると言えよう。

とはいえ，グローバル化はすでに，あらゆる領域において世界を飲み込

んでいる。日本の最大の強みであったものづくりは中国や韓国といった

「新興国」との競争で苦戦を強いられているし，我々消費者は「途上国」

の安価な労働力に依存することに慣れ過ぎてしまった。海外へ行くまでも

なく，身の周りには様々な形態で私たちと共存する「外国人」が増えてい

る。また中国を中心とした「新興国」の富裕層の落としていく外貨はわが

国の産業に恵みの雨をもたらしている。

大学を卒業した学生たちはこうした「グローバル化社会」で生きていか

なければならない。社会に学生たちを送り出す立場の大学は，上述したよ

うな危険性をはらんだグローバル化からは逃れられない現実を受容した上

で，その危険性を指摘し，弊害に陥らぬよう自ら思考し判断する力を学生

たちに教授しなければならない。
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3．大学が育成する「べき」とされる人材 「グローバル人材」

グローバル化には様々な負の側面がある。しかし我々がすでにグローバ

ル化という巨大な怪物を生み出してしまったからには，慎重な態度でこの

怪物を検証しながら共存していかざるを得ない。そもそも，グローバル化

ということばは明確な定義づけがなされぬまま使われていることが多い。

共存するにはまず，このグローバル化という共存相手を知る必要がある。

政府のグローバル人材育成戦略会議はグローバル化を以下のように定義し

ている。

「グローバル化」とは，今日，様々な場面で多義的に用いられるが，

総じて，（主に前世紀末以降の）情報通信・交通手段等の飛躍的な技

術革新を背景として，政治・経済・社会等あらゆる分野で「ヒト」

「モノ」「カネ」「情報」が国境を越えて高速移動し，金融や物流の市

場のみならず人口・環境・エネルギー・公衆衛生等の諸課題への対応

に至るまで，全地球的規模で捉えることが不可欠となった時代状況を

指すものと理解される。（2 p.8）

では，大学が育成すべきとされる「グローバル化社会」を支える人材

（「グローバル人材」）とは，どのような人材なのか。上の報告書は次のよ

うな能力を持つ者だと定義している。

要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力

要素Ⅱ：主体性・積極性，チャレンジ精神，協調性・柔軟性，責任感・

使命感

要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ
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（2 p.8）

また，産学人材パートナーシップ グローバル人材育成委員会の「報告

書」は，「グローバル人材」を以下のように定義している。

グローバル化が進展している世界の中で，主体的に物事を考え，多様な

バックグラウンドを持つ同僚，取引先，顧客等に自分の考えを分かりやす

く伝え，文化的・歴史的なバックグラウンドに由来する価値観や特性の差

異を乗り越えて，相手の立場に立って互いを理解し，更にはそうした差異

がそれぞれの強みを引き出して活用し，相乗効果を産み出して，新しい価

値を生み出すことができる人材。（3 p.31）

この定義は「グローバル人材」が共通して持つ以下の3つの能力を体現

したものであるとする。

① 社会人基礎力

② 外国語でのコミュニケーション能力

③ 異文化理解力・活用力（3 pp.32�33）

このうち①は「日本国内で活躍するために必要な力（3 p.31）」を持

つ人材との共通部分であるとし，②③が「グローバルな環境下で活躍する

人材に必要な力」としている。さらに③について以下の3つの能力を提示

する。

i）「異文化の差」が存在するということを認識して行動すること

ⅱ）「異文化の差」を「良い・悪い」と判断せず，興味・理解を示し，

柔軟に対応できること

発信し，受容するコスモポリタン（久米井） ―53―



ⅲ）「異文化の差」をもった多様な人々の中で比較した場合の，自分

を含めたそれぞれの強みを認識し，それらを引き出して活用し，相

乗効果を生み出して，新しい価値を生み出すこと（3 p.32）

また，経済同友会の前掲の報告書の定義づけは以下のとおりである。

「グローバル人材」には，単に日本語以外の語学が出来るだけでは

なく，企業ビジョンを世界で体現し，自社のDNAをグローバルな環

境で伝搬させていくことが求められる。

（中略）企業が求める「グローバル人材」は，グローバルな環境で

きちんと仕事が出来，リーダーシップを発揮できる人材である。その

ためには，自ら考え，意見を持ち，それを表明できる ・自己表現力・，

異文化を理解し，変化を楽しみ，現地に馴染んでいく ・異文化柔軟性・，

多様な人材と共働し，信頼され，リーダーシップを発揮できる ・多様

性牽引力・が必要となる。また，コミュニケーション・ツールとして

の英語や中国語等の多言語が必要となる。（5 p.13）

自己を発信し，他者を受け入れ，ツールとして言葉を運用できるという

3つの能力をもつ人材という「グローバル人材」の人材像は，「官」と

「産」で一致している。こうした柔軟で成熟した人物像は，言いかえるな

ら，世界の多様性を受容する能力を持つ人物像である。これは国籍，民族，

宗教，文化的背景によって生じる差異を持つ他者を尊重する精神であり，

グローバル化ということばが往々にして想起させる大国主導，地域・貧富

の格差，狭隘なナショナリズムなどの危険性を回避しうる要素と考えられ，

評価できる。「グローバル化社会」へ学生を送り出す以上，大学はこうし

た多様性を受容する能力を持つ人間を育成する必要があると考えられる。

ただし前述したとおり，大学の任務は「企業戦士」の養成ではない。卒
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業生の大半が企業の一員として社会貢献する道を選ぶとはいっても，大学

はあらゆる社会的拘束から自由な，自立した学問の場でなければならない。

（若者の新興国での就労に対する受容性が低いことを指摘したうえ

で：筆者補）つまり，アジアや新興国での就労に対して，企業のニー
・・・・・

ズと学生の意識との間に乖離がみられている。この乖離が生まれる一
・

因としては，企業からの人材ニーズに対する情報が学生や大学に伝わっ
・・・・・・・・・・

ていないことが考えられる。（3 p.27，傍点筆者）

さらに近年，わが国経済の高付加価値化や事業活動のグローバル化

に伴い，産業界が人材に求める素質や能力も高まっている。これに対

して（中略）現状では，産業界の求めるグローバル人材と，大学側が
・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・

育成する人材との間に乖離が生じている。（4 p.2，傍点筆者）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このように，「官」，「産」は社会全体のニーズを産業界や経済活動のニー

ズとして限定的に解釈することが多い。しかし，グローバル化は海外と商

業活動を行う「グローバル企業」だけの問題ではない。日本社会全体のあ

らゆる領域が共有し，共存（場合によっては共闘）しなければならない現

象である。こうした「産」「官」が発信する「グローバル人材」育成の必

要性の論理を，大学は充分に検証したうえで受け入れ教育方針に組み込む

必要があると筆者は考える。

大学教育がもっとも真剣に対峙しなければならないのは個人＝学生の成

長と幸福のはずである。個人の幸福の確保を前提としない国家の発展や繁

栄というものの残酷さと醜悪さを，私たちは先の戦争で学んでいる。個人＝

学生の育成の過程を，「官」や「産」といった国家権力や市場原理が言う

ままにデザインすることがあってはならない。
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4．第二外国語教育が「グローバル人材」育成のために

できること

4．1 第三の存在を知るために

「グローバル化社会」に対応するために必要な言語は英語であると一般

に言われている。そのため，「産」「学」「官」が挙げて英語教育を充実さ

せる必要性を叫んでいる。

確かに英語は多くの国や地域の人々とのコミュニケーションが必要なビ

ジネスには不可欠である。日本の「楽天」をはじめ，英語を社内公用語化

している企業は世界中の非英語圏の国や地域で増えているという。「新興

国」であるインドをはじめ，旧イギリス植民地の国では，海外とのビジネ

スに従事する階層の人々は日常的に英語を話す。

またビジネスの場で，各スタッフに複数の言語の習得を強要するような

「多言語化」は現実的ではない。

しかし，語学教育の目的は単なる「コミュニケーション・ツール」の習

得だけではない。前掲の通り，「グローバル人材」には「外国語でのコミュ

ニケーション能力」だけではなく，「社会人基礎力」や「異文化理解力・

活用力」といった，自己発信や多様性受容のための能力も必要である。

第二外国語の学習は母語と英語に続く第三の言葉との出会いである。日

本人は「外国映画」を無意識に「アメリカ映画（あるいはハリウッド映画）」

に限定して考える傾向がある。こうした現象は，わが国の文化・生活の多

くの面で見られ，まさにグローバル化の弊害の一例と言える。アメリカ主

導のグローバル化は，人々の世界観を「私（＝日本）」と「彼（＝アメリ

カ）」というように二元論化する危険性をはらんでいる。

しかし，そこに第三の言語（＝文化・社会）が加われば，世界観は多元

化する。世界は「私」と「彼」ではなく，「私」と「彼ら」 母国と，
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様々な社会（英語圏が含まれるのは言うまでもない）から成立する多様で

複雑なものである。敗戦以来，アメリカの軍事力に「保護」されながら，

物質的にも精神的にもアメリカナイズされた社会で生活をし，アメリカに

憧れ続けた日本人は，義務教育で最初の外国語として英語を学ぶ。「島国」

という地理的条件によって異民族との接触が限定された歴史的背景も影響

して，複数の異民族と共存・接触する経験に乏しい。そのため，海外，あ

るいは異民族，異文化という概念が，敗戦以来わが国の価値観や社会のシ

ステムに大きな影響を与え続けている大国とイメージが直結する傾向が強

い。第三の世界を知ることで，最も身近な隣人である（と，少なくとも多

くの日本人が考えている）アメリカを相対化することが可能になる。それ

は世界の多様性を知るきっかけとなり，異なる文化的背景や生活習慣，思

考様式を持つ他者を理解し，受け入れる能力と思考の習得につながる。

他者が多様化することは，母国である日本を相対化し，日本人としての

アイデンティティの認識を深める可能性につながる。アイデンティティの

認識が確固となれば，自分の意見を真摯に相手に伝える能力も育つ。

大学で第二外国語を学ぶことの意味の1つは，日本とアメリカではない

もう一つの世界の存在を知ることである。この出会いは学生たちが世界の

多様性を知り，受入れ，自己を認識する力を養成するきっかけとなる。

4．2 言語を知ることは思考を知ること

また，外国語学習をとおして学生は当該国（または地域）に暮らす人々

の思考を理解することが期待できる。

人間は客観的な世界にだけ住んでいるのでもないし，また，ふつう

の意味での社会的活動の世界にのみ住んでいるわけでもない。人間は

自分たちの社会にとって表現の手段となっているある特定の言語に多

く支配されているのである。基本的に言語を使うことなく現実に適応
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することが可能であると考えたり，言語は伝達とか反省の特定の問題

を解くための偶然の手段にすぎないと思ったりするのは，全くの幻想

である。事実は「現実の世界」というものは，多くの程度にまで，その

集団の言語習慣の上に無意識に形づくられているのである。（7 p.94）

言語学者のB.L.ウォーフ（1897�1941）が，論文「習慣的な思考およ

び行動と言語との関係」の冒頭で引用している，師であるエドワード・サ

ピア（1884�1939）の言葉である。この師弟の名前に由来する「サピア・

ウォーフの仮説」は言語相対論と呼ばれる説で，「人間の言語の構造は人

間が現実を理解する仕方と人間のそれに対する振舞い方に影響する」とい

う「一つの仮説」である。（7 p.276）

この「仮説」には様々な反論がある・。しかし，日本語の雨を表現する

豊かな語彙，「わび・さび」と言った独自の概念を表す語の存在を考える

と，各民族の文化には，その民族の言語でなければ表現できない概念や思

考様式があることは否定できない。

また，東南アジア華僑のような「バイリンガル」，「マルチリンガル」が，

日常会話において使用言語を頻繁にスイッチする「コード・スイッチング」

という現象について，東照二氏はこう指摘する。

2つの言語がともにできるのだったら，なぜコード・スイッチング

をするのだろうか。1つの言語でずっと話してもいいようなものだが，

なぜ2つの言語をおりまぜる必要があるのだろうか。

まず最初に容易に想像のつく理由として，会話のトピックによっては
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どうしてもピッタリする語が一方の言語にない場合だ。言語によっては，

いいたい言葉がどうしても思い浮かばないので（あるいは実際にない

ので），他の言語で表現しないといけないこともありうる。（6 p.49）

瞬時に，無意識に起こるこの最適化は，母語では表現できない，あるい

は他言語を使った方がより違和感なく表現できる事物や概念が存在する可

能性を示唆している。

つまり，人間は多くの言語を知るほど多様な思考様式や文化を知ること

ができる。

こうした面でも，第二外国語（そして，第三，第四の外国語）の学習は

「グローバル人材」育成にとって意義がある。

5．「グローバル人材」の活躍の場

グローバル戦略論の専門家で，現在の世界は「フラット化」の実現前の

段階にある「セミ・グローバル化」社会であると指摘するP.ゲマワット

氏は，以下のように述べている。

大多数の企業は「本拠地」に深く根を下ろしている。アメリカの企

業のうち，2004年時点で海外に事業拠点があるのは1％に満たなかっ

た。（中略）世界の人々の90％が，生まれた国を離れることがないと

推測されている。電話の全通話時間のうち国際電話は2％である。人々

は95％を国内の情報源から入手し，それらの情報源が扱うのはほと

んどが国内ニュースである。（中略）18世紀の哲学者だったデイビッ

ド・ヒュームが指摘するように，「他人への共感は自身への関心より

もずっと弱く，遠く離れた人への共感は近くの人への共感よりもずっ

と弱い」のだ。（13 pp.80�82）
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社会は地元に根を下ろし，地域社会に貢献をする多くの人々によって支

えられている。「日本企業の海外売上・生産比率は右肩上がりの上昇を続

けており，更に加速傾向にある」（5 p.3）ことは現実であるが，大学が

社会に送り出すすべての学生たちが「グローバル企業」で仕事をし，海外

の企業や人々と直接的な交流や接触を持つわけではない。ではドメスティッ

クな環境で人生を送る多くの学生たちを育成する上で，第二外国語教育に

はどのような意義があるのだろうか。

この疑問に対してよくあるのは「日本国内でもグローバル化が進んでい

るから必要である」というたぐいの回答である。しかし，日本在住の「外

国人」 ことにアジアの人々は，日常生活レベルで必要な日本語を話す

ことができる。欧米人（ことにアメリカ人）の中には，長年日本に住んで

いても，日本語を学ぶ意欲の弱いものが見られるが，在日「外国人」全体

の中ではレア・ケースである。

ここであらためて，グローバル人材育成委員会の「報告書」がまとめた

「異文化理解力・活用力」に必要な能力を見てみよう。

i）「異文化の差」が存在するということを認識して行動すること。

ⅱ）「異文化の差」を「良い・悪い」と判断せず，興味・理解を示し，

柔軟に対応できること

ⅲ）「異文化の差」をもった多様な人々の中で比較した場合の，自分

を含めたそれぞれの強みを認識し，それらを引き出して活用し，相

乗効果を生み出して，新しい価値を生み出すこと（3 p.32）

この「異文化」という言葉を「すべての他者」と置き換えれば，「異文

化理解力・活用力」を，「社会のあらゆる場や領域で生きていくための能

力」として応用することは，できないだろうか。言い換えれば，「グロー

バル人材」に必要な能力とは，海外と接触する機会の有無にかかわらず，
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生涯を1つの農村で土地を耕して終える農民にも，一年の大半の朝を異国

のホテルで迎えるビジネスマンにも，人々が社会と関わり労働し，生活を

営む以上，すべての人々に等しく必要な，人間としての能力である。大学

が「内向き」な学生の視点と思考を外の世界に開かれたものへと変える目

的は，学生の人生を豊かに，幸福にすることでなくてはならない。たとえ

ドメスティックな環境で生きることを志向する学生であっても，多様性を

受容し，自己を発信する能力は，周囲と共存し，共働する上ですべての人々

に普遍的に必要な能力なのである。その能力を育成する第二外国語学習は，

すべての学生に必要であり，意義のあるものである。

6．大学が育成すべき人材 コスモポリタン

現在，若者の「内向き」志向が多く報告されている。語学教員である筆

者も教育現場で常にそれを痛感している。留学を勧めてもしり込みをする

大学生のどんなに多いことか。だが彼らを「内向き」にしたのは，画一的

な思考や生き方に居心地の良さを覚え，自分で考えることをせず，あらゆ

るものにマニュアルと「正解」を欲しがる若者を生み出したわが国の教育

ではないのか。従順な労働力を育てて日本経済を「成長」させることを期

待した結果が「内向き」な若者たちなのだ。日本の国内市場が縮小して海

外でモノを売る必要が生じたからと言って，今度はその若者たちに「グロー

バルな生き方」をせよと要求するのはあまりに身勝手である。大学が自立

した「最高学府」を自負するのであれば，育成すべき「グローバル人材」

の姿を国家権力や経済原理の要請と切り離して考えるべきである。

その姿は，たとえばこのような世界を構成する人々ではないだろうか。

世界そのものでもある寺院。それはすべてを受け入れる小さな世界

である。人類の美，奇妙さ，価値を持つすべてが，美しすぎず，高価
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すぎず，すべてが適切な，神のための場所である。聖マルコ寺院には

今でも全世界のための，そしてすべての教会のための空間がある。旅

行者たちは赤い表紙のガイドブックを手に，ガイドのおしゃべりを聞

きながら歩き回っている。ターバンのようにねじった布を頭に巻いた

老人たちは手を合わせ，うつろな目をしてひざまずいている。歌声の

漏れ聞こえる大きな柵の向こう側では，聖歌隊を伴った荘厳ミサが静

かに行われている。そしてわきのチャペルでは，年老いた司祭がほん

の少しの信者たちにミサを行っている。信者たち，司祭たち，旅行者

たち，世界最大のオニキス，祭壇の上の不敬なまでに豪華絢爛なアフ

リカ大理石，金の炎のように堂々たる屋根の雷文模様 この場所に

属さないものは何ひとつない。ここでは幻想的で説明のつかない彼ら

自身が作る調和の中で，あらゆる矛盾が隣り合って存在できる。ベニ

スのすべての場所がそうであるように。（12 p.135,筆者訳）

これはイギリスの文芸評論家・詩人のアーサー・シモンズ（Arthur

Symons1865�1945）がベネチアをたずねたときに，聖マルコ寺院の中で

感じた世界の叙述である。観光客（欧米人であろう），権威ある荘厳ミサ

と，信心深い人々のための小さなミサ，祈りをささげる異教徒たち，ビザ

ンチン美術の絢爛たる装飾と，おごそかで神聖な空気。宗教も民族も異な

る多様な人々，そしてあらゆる異質なものが一堂に会し「奇妙な調和」

（12 p.136）を生み出す世界。それはけっして不自然な同化や人為的な

同調を強制した結果生まれたものではないし，彼らは「我々は調和すべき

である」と声高に宣言もしていない。庄司ひとみ氏は，聖堂のこの空気を

感じ，風景を見つめ，紀行文を書いたシモンズの目線を「コスモポリタン

と呼ぶにふさわしいシモンズのまなざし」と表現している（12 p.136）。

文学家シモンズを惹きつけたその「奇妙な調和」はまるで，多様な楽器

が各自の音を奏でながら1つの交響楽を築き上げるような，自立した「個」

―62―



の集団としての調和である。それぞれの「個」は自分の歌を歌いながら，

ほかの「個」たちの歌に耳を傾け，寄り添い合う。大人数で主旋律を奏で

る第一ヴァイオリンであっても，他の楽器たちに対して「私と同じ歌を歌

え」とか，「自分たちの歌が一番美しい」などとは言わないのである。

政治学者のデヴィッド・ヘルド（DavidHeld1951�）は，コスモポリ

タニズムについて「統一的な，一枚岩のような理解が存在しているわけで

はない」（9 p.11）と断ったうえで，こう定義づけている。

（コスモポリタニズムは 1，ストア学派，2，啓蒙期のカント に

よって持続的に主張されてきた，とした上で：筆者補）第3の，もっ

と近年のコスモポリタニズムの理解には次の3つの鍵的理解が含まれ

ている。それは�平等主義的個人主義 �相互承認 �公平主義的立

論である。（9 p.11）

この�～�について，ヘルド氏はさらに次のように補足する。

� 個人が「道徳的関心の対象とされるべき基本的単位」であること

� 各人の平等な道徳的価値が万人によって認められねばならないこ

と

� 公的な審議や議論において各人の主張が公平に扱われるべきこと

公正さを基盤とした個人主義はエゴイズムに走ることなく，確固たるア

イデンティティを持つ人材を育成する。相互に認め合い平等な立場で議論

し合う人々の姿はまさに異文化（＝すべての他者），つまり多様性の受容

の実現である。ヘルド氏の描くコスモポリタンの人物像は，これまで論じ

てきた「グローバル人材」像にきわめて近い姿をしている。

ただし，コスモポリタンがこうした能力を必要とするのは「グローバル
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化社会」での「競争」に勝利をして国家や企業を「成長」させるためでは

ない。公正さと道徳的価値で社会を包み，個々の自由と幸福を守り，自ら

を「成長」させるためである。彼らの「成長」は個々の中で成就される。

企業や国家＝集団の「成長」とは，こうした個々の「成長」の集合体では

なかろうか。

大国の独善，格差の拡大，狭隘なナショナリズムの台頭 そういった

グローバル化の危険性が指摘されている現在，「グローバル企業」や「グ

ローバル化社会」が寛容さと柔軟性を持った自立したコスモポリタンたち

の集合体であれば，我々はグローバル化という怪物を飼い馴らし，我々自

身の幸福のために服従させることができるはずである。

7．お わ り に

異文化（＝すべての他者）を理解し，受入れ，共存する力。

それによって自己を相対化してアイデンティティを認識し，異文化を背

景に持つ人々（＝すべての他者）へ伝える力。

英語も含め，語学能力とはそうした力を育成し，かつその力を使う上で

意志の伝達手段ともなる。グローバル化したビジネスの場で，コミュニケー

ション・ツールとしての第二外国語の需要は英語に及ばない。しかし，グ

ローバル化という怪物と共存し，時に共闘するコスモポリタンを育成する

ためには，「私」と「彼」，そしてもう一人（あるいはそれ以上）の「彼」

たちの存在を認識し，自らを相対化し，同時に，「彼」たちの世界の価値

観や思考様式をも学びうる第二，第三の外国語の学習は，大きな役割を果

たすのである。

1：中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生
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Laincorporaci�ondelosrecursost�ecnicosalapr�acticadocenteen

el�ambitodelaense�nanza,igualqueenotrossectoresdelaactividad

profesional,sehaincrementadonotablementeenlos�ultimosa�nos.

Losnuevosmodelosdeense�nanza/aprendizajereclaman un

ponderadoequilibrioentreelroldelalumno,delprofesorydelos

mediost�ecnicos.Elpotencialdelastecnolog�asdelainformaci�onyla

comunicaci�on（TIC）,combinadasconeldesarrollodelosmateriales

pedag�ogicosmultimedia,es,efectivamente,muyatractivo.

Internet,conlasgrandesposibilidadesqueofrecesuactualestado

dedesarrollo,sehaconvertidoyaenunaherramientacasiimprescin-

dibleenelprocesodeaprendizaje/ense�nanzadeidiomas.
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Porello,enlaUniversidadTakushoku,conelobjetivodeintegrar

lasTICenelprocesodeense�nanza/aprendizajedelespa�nolcomolen-

guaextranjera,losprofesoresquefirmamosesteart�culopresentamos

unproyecto－querecibi�olaaprobaci�onylaconsiguientesubvenci�on

delInstitutodeLenguayCulturadelaUniversidadTakushoku－

parapoderaplicarduranteelcursoacad�emico2011�2012,demanera

experimental,uncursodeespa�nolporInternet－elAulaVirtualdel

Espa�nol（AVE）delInstitutoCervantes－adosgruposdeestudiantes

dedichaUniversidad:

a）ungrupodeestudiantesdelDepartamentodeEspa�noldela

FacultaddeLenguasExtranjeras,quetienenelespa�nolcomo

primeralenguaextranjeraensusplanesdeestudio;

b）otrogrupodeestudiantespertenecientesalaFacultadde

CienciasPol�ticasyEcon�omicasyaladeComercio,quetie-

nenelespa�nolcomosegundalenguaensusplanesdeestudio.

Enesteart�culovamosapresentar,enprimerlugar,lainstituci�on

creadorayresponsabledelAVE,elInstitutoCervantes;acontinua-

ci�on,hablaremosdeloscontenidosycaracter�sticasdelAVE y,

por�ultimo,delaexperienciadesuaplicaci�onenloscursosdeespa�nol

enlaUniversidadTakushokuydelosresultadosacad�emicosderiva-

dosdedichaaplicaci�on.

ElInstitutoCervantesesunainstituci�oncultural

p�ublicaespa�nolacreadael11demayode1991porel

GobiernodeEspa�na,cuyosobjetivosprincipalesson

promoveruniversalmentelaense�nanza,elestudioyel

usodelespa�nol－ydelaslenguascooficialesdeEspa-

�na
2－ ydifundirlaculturadelospa�seshispanohablantesentodoel

mundo.

LasedecentraldelInstitutoCervantesseencuentraenMadridy
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enlaactualidadest�apresenteen77ciudadesde44pa�sesdeloscinco

continentes3.

Conelfindealcanzarsusdosobjetivosprimordiales,elInstituto

Cervantesseencargaderealizarensusdiferentescentrosesparcidos

portodoelmundolassiguientesfunciones:

a）Organizarcursosgeneralesyespecialesdelenguaespa�nola,

as�comodelaslenguascooficialesenEspa�na.

b）ExpedirennombredelMinisteriodeEducaci�onyCiencialos

DiplomasdeEspa�nolcomoLenguaExtranjera（DELE）y

organizarlosex�amenesparasuobtenci�on
4.

c）Actualizarlosm�etodosdeense�nanzaylaformaci�ondelpro-

fesorado.

d）Apoyarlalabordeloshispanistas.

e）Participarenprogramasdedifusi�ondelalenguaespa�nola.

f）Realizaractividadesdedifusi�onculturalencolaboraci�oncon

otrosorganismosespa�nolesehispanoamericanosyconenti-

dadesdelospa�sesanfitriones.

g）Poneradisposici�ondelp�ublicobibliotecasprovistasdelos

mediostecnol�ogicosm�asavanzados.

Laactividadacad�emicaesunadelasfuncionesprincipalesdel

InstitutoCervantes.ApartedelDELE,elInstitutocuentaconelAula

VirtualdelEspa�nol（AVE）,plataformadigitalenlaqueseofrecen

cursosdeespa�nolporInternetconunagranvariedaddecontenidosy

recursos.

Tambi�enofrececursosparadocentesensuCentrodeFormaci�on

deProfesores,situadoenAlcal�adeHenares（Madrid）,yorganiza,

juntoalaRealAcademiaEspa�nola,losCongresosInternacionalesde

laLenguaEspa�nola.

Porotraparte,elInstitutoCervantesrealizayparticipaendife-

rentesproyectosacad�emicos,comoLingu@netEuropa
5,elArchivo
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GramaticaldelaLenguaEspa�nola（AGLE）
6,laOficinadelEspa�nol

enlaSociedaddelaInformaci�on（OESI）
7yelPortaldelhispanismo8.

ElInstitutoCervantes,adem�asdedisponernumerososcentros

propiosentodoelmundo,cuentaconunareddeCentrosAsociados9,

cuyosprogramasdeense�nanzadelespa�nol,instalacionesyorganiza-

ci�onhansidoreconocidosporelInstitutoCervantes.

2．2．Actividadcultural

DentrodelaintensaactividadculturaldesarrolladaporelInsti-

tutoCervanteshayquedestacarlosencuentrosconescritores,drama-

turgosycient�ficos,losciclosdecine,losconciertosmusicalesylas

exposiciones.

Atrav�esdesuscentros,elInstitutoCervantesponeadisposici�on

deartistasespa�nolesydecreadoresdeorigenlatinoamericano,salas

deexposicionesdondeexhibirsusobras.Tambi�encolaboraenla

organizaci�ondeconciertos,proyecciones,obrasdeteatro,etc.relacio-

nadosconlaculturahispanoamericana.

2．3．ElCentroVirtualCervantes

SetratadeunsitiowebcreadoymantenidoporelInstitutoCer-

vantesdeEspa�naen1997paracontribuiraladifusi�ondelalengua

espa�nolaylasculturashisp�anicas.

Comocomplementoalalabordeloscentrosabiertosporel

InstitutoCervantesenciudadesconcretas,elCentroVirtualCervan-

tesapuestaporlacapacidaddellegaratodoelmundoatrav�esde

Internet.Ofrecematerialesyserviciosparalosprofesoresdeespa�nol,

losestudiantes,lostraductores,periodistasyotrosprofesionalesque

trabajanconlalengua,as�comoparaloshispanistasquesededican

aestudiarlaculturaespa�nolaentodoelmundo,yparacualquierper-

sonainteresadaenlalenguayculturashisp�anicasyenlasituaci�on

delespa�nolenlared.
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ElAulaVirtualdelEspa�nol（AVE）esunentorno

virtualdise�nadoespec�ficamenteporelInstitutoCer-

vantesparaelaprendizajeylaense�nanzadeespa�nol

comolenguaextranjeraatrav�esdeInternet.

ElAVEincorporalastecnolog�asdelainforma-

ci�onylacomunicaci�on（TIC）alaense�nanzadeespa�nolyampl�a

as�elpotencialacad�emicodeloscentrosaldarrespuestaalasnuevas

necesidadesdeaprendizajeenlaeratecnol�ogica,altiempoqueper-

mitequeempresaseinstitucionesacad�emicasofrezcanasusemplea-

dosyestudiantescursosdeespa�nolcomolenguaextranjeradentrode

susplanesdeformaci�on.

Enlaactualidadsonmuchaslasinstituciones,universidadesy

entidadesprivadasentodoelmundoquehanincorporadoelAVEen

susprogramasdeformaci�on.

ElAVEesunentornodeformaci�onqueincorporamateriales

did�acticosespec�ficamentedise�nadosparainteractuarconelalumno.

Seutilizatantoenlaformaci�onpresencialysemipresencialcomoa

distancia,yel�unicorequisitoesdisponerdeunordenadorconcone-

xi�onaInternet.

Elprofesordeespa�nolproponedin�amicasdegrupoentrelos

alumnos,queoptanporunamodalidaddeaprendizajesemipresencial

oadistanciagraciasalasherramientasdecomunicaci�ondelAVE:

chat,foro,blog,wikiycorreoelectr�onico.

ElAVEcontieneabundantematerialenformatomultimedia,que

incluyem�asde8.000pantallasconactividadesinteractivasym�asde

150v�deosqueacercanalosalumnosaladiversidadling�u�sticay

culturaldelospa�sesdehablahispana.

Loscursosdeespa�nolgeneraldelAVEcubrenlosnivelesA1,A2,

B1,B2yC1delPlancurriculardelInstitutoCervantesyelMarco

―71―

3．ElAulaVirtualdelEspa�nol（AVE）



com�uneuropeodereferenciaparalaslenguas,conm�asde500horasde

estudioadisposici�ondelosalumnos.

CadaniveldelPlanCurriculardelInstitutoCervantessesubdi-

videencuatrocursosdetrestemascadauno.Cadacursotieneuna

duraci�onde60horasycadanivelrequiereunaaplicaci�onaproximada

de240horasdetrabajo,sibienladuraci�ondeloscursosest�aabierta

amodificacionesenfunci�ondelasnecesidadesdelosalumnos.

Adem�as,elAVEofrecegu�asparalosalumnosyuncursodefor-

maci�ondetutoresAVE,conelfindequesepuedaobtenerelmayor

provechodelasfuncionalidadesdelaplataforma.
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MCER PCIC（1994） AVE
CURSOS

AVE

TEMAS

AVE

NivelA1

Acceso

NivelInicial
A

（usuariob�asico）

A1.1 T1T2T3

A1.2 T4T5T6

NivelA2

Plataforma

A2.1 T1T2T3

A2.2 T4T5T6

NivelB1

Umbral

Nivel

Intermedio

B

・usuario inde-pendiente ・

B1.1 T1T2T3

B1.2 T4T5T6

B1.3 T7T8T9

B1.4 T10T11T12

NivelB2

Avanzado

Nivel

Avanzado

B2.1 T1T2T3

B2.2 T4T5T6

B2.3 T7T8T9

B2.4 T10T11T12

NivelC1

Dominio

Nivel

Superior

C

・usuario com-petente ・

C1.1 T1T2T3

C1.2 T4T5T6

C1.3 T7T8T9

C1.4 T10T11T12
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Encuantoalosrequisitost�ecnicos,elAVEescompatibleconlos

diferentessistemasoperativos（Windows,MacOSyLinux）yconlos

navegadoresdeusocom�un（MicrosoftInternetExplorer,Mozilla

Firefox）.Adem�asparasuusotansoloesnecesarioinstalarunn�u-

meroreducidodeprogramasauxiliares:JavaJRE（soloparalagraba-

dorayparaelchat）,AdobeAcrobatReaderyAdobeFlashPlayer.

ParapoderutilizarloscursosdelAVElasinstitucionesolos

particularesinteresadosdebeninscribirseyabonarlatarifacorres-

pondiente,traslocuallosresponsablesdelInstitutoCervantespro-

porcionanalosusuariosinscritosunacontrase�naparapoderacceder

alaplataformaAVE,juntoasuidentificaci�ondeusuario.

Losmaterialesdid�acticosdelAVEcontienen:

●Materialesaudiovisualesen150v�deos,confragmentosdepel�-

culas,programasinformativos,culturales,documentales,etc.

●Actividadesinteractivasymultimedia,conlasqueaprenderes-

pa�nolatrav�esdelaliteratura,elcine,lam�usica,ladanzayel

folclore.
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●Lasm�asmodernasherramientasdecomunicaci�on（chat,foro,

blog,wikiycorreoelectr�onico）,quepermitendin�amicasdegrupo

entrepersonasdesdecualquierlugardelmundo.

●Elsistemadeseguimientoautom�aticoyotrasherramientasde

evaluaci�on,quefacilitaneltrabajodealumnosytutores.

●Materialdid�acticoid�oneoparaelautoaprendizaje.

●Uncursodeformaci�ondetutoresconelqueelprofesorpuede

formarsecomotutordelAulaVirtualdeEspa�nol.

LoscursosdelAVEest�anespecialmentedise�nadosparaadaptar-

seadiferentesestilosyritmosdeaprendizaje,as�comoalosintereses

dediferentesestudiantesentodoelmundo.Porotraparte,puedenser

utilizadosenlasm�asdiversasmodalidadesdeaprendizajeypropor-

cionanalprofesorunagrancantidadderecursosdid�acticos:

●enlaense�nanzapresencial,comomaterialparausoenelaula;

●enlaense�nanzasemipresencial,concursosquecombinanclases

presencialesconaprendizajeadistancia;

●enelaprendizajeadistancia,bienconungrupodeaprendizajey

untutor,biendeformaaut�onoma.

3．2．ElaprendizajeenelAVE

Eldesarrollotecnol�ogicoactualconvierteaInternetenelmarco

id�oneoparaloscursosbasadosenunaprendizajecomunicativo.A

trav�esdelasaplicacionesquepermitenlacomunicaci�on,esposible

quetodoslosestudiantesdeidiomasentrenencontactoconhablantes

nativos.

LaplataformadelAulaVirtualdeEspa�nolintegralosrecursosde

manerapedag�ogicaparaquelosinteresadosaccedanasuscursos

eligiendoelmomento,elritmoyellugarquem�asconvenga.

Paraello,laplataformaseestructuraendiferentesespacios:

●Elespaciodegesti�ondocente,queincorporatodaslasherramien-

tasparaqueeltutorpuedahacerelseguimientoygestionartodo

elprocesodeense�nanzadesusalumnos.
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● Lasaladeestudio,queconstituyeelespaciodetrabajoparael

alumno.
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Eneseespacioelalumnotieneasudisposici�on:

●Materialesdid�acticosdenaturalezamultimediaeinteractiva:

v�deo,grabadora,audiciones,juegos...

●Herramientasparalacomunicaci�onyeltrabajocolaborativo:

chat,foro,blog,wiki,correoelectr�onico.

●Unsistemadeseguimientoautom�aticoquerecogelosdatosdelas

actividadesrealizadasypermitequeelalumnodispongasiempre

quelodeseedeinformaci�onsobresusprogresos.

Lanavegaci�onporlasdiferentespantallasdelAVEserealiza

medianteunossencillosyclarosiconosquefacilitanlainteracci�on

conelmaterialyagilizanelpasoporlasdiferentespantallas.
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Lasactividadesconstan,enmuchoscasos,deunaseriedeejerci-

ciossucesivos.Entalcaso,seindicaalalumnoque,unaveztermina-

dounejercicio,pulsesobreeliconosiguienteparacontinuarconla

actividad.Tantosilarespuestaesv�alidacomosino,podr�apasarala

siguientepantallaperoelejercicionoquedar�aregistrado.Encambio,

sielalumnopulsaeliconoaceptarparainformaralsistemadequeda

porfinalizadoelejercicio,locualpermitir�alavalidaci�ondelmismo,el

propiosistemaleinvitaapasaralapantallasiguientemedianteel

parpadeodelasflechasqueaparecenalladodeliconosiguiente.

Eliconosoluci�onnoest�aactivoenlosejerciciosdeobservaci�ony

enlasactividadescolaborativas.

Eliconoayudapermiteconocerelfuncionamientoylaspautasde

navegaci�onporelentorno.

Eltecladoflotantesuponeunagranayudaparalosestudiantes

quenodisponendeunteclado

espa�nol,yaquepermiteusarcon

facilidadciertossignostipogr�afi-

cospropiosdelespa�nol,comolaletra�n,lasvocalesacentuadasolos

signosdeaperturadelainterrogaci�onylaexclamaci�on,entreotros.

EnelportalAVE（http://ave.cervantes.es）delInstitutoCervantes

semencionaqueunodelosobjetivosdelAVEesmostrarunaimagen

realistadelasociedad contempor�anea,representando deforma

positivalasdiferenciasyfomentandoelconocimientodelasminor�as.
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Porello,losmaterialesdid�acticosdelAVEhansidodise�nadosde

acuerdoconlossiguientescriterios,quereproducimostalcomo

aparecenenelportalAVE.

LosCursosempleanunlenguajenosexistasincaerenf�ormulas

ogirosextra�nos.Lasdistintasvariedadesdelespa�nolest�anrepresen-

tadasenporcentajespreestablecidosapartirdelaspautasmarcadas

porelasesorcient�ficodelproyecto,elacad�emicodelalenguaHum-

bertoL�opezMorales.Estasvariedadesreflejanelespa�nolquesehabla

enlasdistintascomunidadesyregionesdeEspa�naydeHispano-

am�erica.

LavariedadutilizadacomobasedelAVE（AulaVirtualdeEspa-

�nol）parte,enlosprimerosniveles,delespa�nolpeninsularcentral,

neutralizadoenlosrasgosquesonmarcadamenteexclusivosopro-

pios.Lasdiferentesvariedadesdelespa�nolconsideradasseintrodu-

cenyaumentansupresenciaamedidaqueseavanzaenlosnivelesde

dominiodelalengua,equilibrandolarepresentaci�ondelosdiferentes

modelosling�u�sticos.

Pararepresentarunavariedad,elAVEincorporaahablantes,

cultososemicultos,atrav�esdetextosoralesy/oescritos,siempre

identificadosporsuprocedencia.Estostextossonmayoritariamente

aut�enticos,esdecir,espont�aneosyproducidosporsushablantesnati-

vos.Cuandohansidoespecialmentecreadosparaello,sehabuscado

laadecuaci�onycoherencialing�u�sticasconlavariedadcorrespon-

dientey,posteriormente,sehanvalidadoconloshablantesdeesas

variedades.Lasmuestrasotextosseconsideranunimportanteveh�-

culodeinformaci�oncultural.
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Losmaterialesdid�acticosdelAVEhansidodise�nadosenconfor-

midadconunaseriedecriteriosconlosquesehaqueridorepresentar

ladiversidadsocialypromoverelrespetoaladiferencia.

UnodelosobjetivosdelAVEesdarunaimagenrealistadela

sociedadcontempor�aneaenlaqueserepresentelasdiferenciasde

formapositivaysefomenteelconocimientodelasminor�as
10.Con

ellosequierereflejarquelaspersonasseformanenelconocimiento

yqueelfuturodetodosdependedelacapacidaddevivirenun

mundodiversoycadavezm�asglobalizadoeinterdependiente.Para

llevaralapr�acticaesteobjetivo,elInstitutoCervantesylosequipos

colaboradoresenelproyectoAVE hanempleado－tantoenla

concepci�ongeneralcomoenlacreaci�on,laselecci�onylarevisi�onde

losv�deos,laslocuciones,lostextos,lasilustracionesylasfotograf�as

－ loscriteriosquesedetallanacontinuaci�on.

EnelAVEest�arepresentadaenjustaproporci�onladiversidadde

lassociedadescontempor�aneasdelospa�seshispanohablantes.Los

materialesincluyenahombresymujeresdetodaslasedades,dedife-

rentesgrupos�etnicos,condistintosnivelesecon�omicosydiferentes

creencias.Aparecenindividuosdetodoslossectoresdelapoblaci�on

quedesempe�nandiversospuestosyocupacioneslaborales;realizan

funcionesmentalmenteactivasycreativas;ytienenaficionesyvoca-

cionesnodeterminadasporlosgruposalosquepertenecen.

Todaslascreencias,costumbresyformasdevida,tantomayorita-

riascomominoritarias,sontratadasdemanerarealistayrespetuosa,

reflej�andosepositivamentelarelevanciaquetienenparalosgrupos

quelasprofesan.Ningunodelosusosrepresentadossetomacomo

normasocialabsoluta.

Loselementosculturaleselegidoscomos�mbolosrepresentativos
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3．3．2．Representaci�ondeladiversidadypromoci�on

delatolerancia

3．3．3．Representaci�ondeladiversidadsocialycultural



delospa�sesdehablahispanareflejanlamezcladeherencias�etnicas

yreligiosasdesussociedades.Semuestran,deformacontextuali-

zada,lasdistintasascendenciaseinfluenciasculturalesqueconfor-

manlaidentidadm�ultipledelospueblosydelasnaciones,demanera

quesefomentaelconocimientodelasmismasylavaloraci�ondesu

papelenlaconstituci�ondelasidentidadeshist�oricas.

3．3．3．1．Tratamientodelosestereotipos

Paranocaerenestereotiposeideaspreconcebidassobrelos

integrantesdeunadeterminadacomunidadonaci�on,elAVEpresen-

ta,siemprequeespertinente,estad�sticas,datosobtenidosdelCentro

deInvestigacionesSociol�ogicasoinformesquereflejanladiversidad

socialydeopinionesexistenteentodoslospa�ses.Estosestudios

recogenelpensamientodelamayor�aydelasminor�as,as�comola

visi�onquelosdistintosgrupostienendes�mismosydelrestodela

sociedad.Ladiversidaddelasmuestrasrealesdetextosydeproduc-

tosculturalesqueseincluyenenlasactividadesayudaasuperarlas

generalizacionessimplistas.

3．3．3．2．Personasejemplares

EntrelospersonajestratadosenelAVEcomofigurasdestacadas,

mod�elicasoejemplaresporsuobra,sucomportamientoosusignifica-

ci�onencualquier�ambitodelasociedad,seincluyeahombresymujeres

detodaslasrazas,gruposdeedadyor�genessocialesoecon�omicos.

Atrav�esdelejemplodeestospersonajesseobservaquelosindi-

viduosdelasminor�asinfluyenpositivamenteenlasociedadenla

quevivenyquesusaccionesologrosbeneficianalasociedadensu

conjunto.Deformaimpl�citasepercibequesu�exitosebasaenfac-

toresnodeterminadosporelsectordelapoblaci�onalquepertenecen.

3．3．4．Fomentodelpensamientocr�tico

ElintercambiodepareceresenlasactividadesdelAVEpromueve

lareflexi�on,laconsideraci�ondediferentespuntosdevistayelenten-

dimientoentrelosestudiantes.Apartirdeestad�sticas,demuestras
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dediferentesopinionesydedatoseinformacionesprocedentesde

diversasfuentes,lasactividadescolaborativasinvitanalospartici-

pantesapensaryadiscutirsobredistintostemasrelacionadosconla

cultura,laciencia,lasociedad,lapol�ticaylaeconom�a.Enestos

materiales,elalumnoobservalasdiferenciasexistentesentrelas

sociedadesyentrelosdistintossectoresdelapoblaci�on,perotambi�en

lassimilitudesdetodoslossereshumanosylaunicidaddecadaindi-

viduo.

Mediantelainformaci�onyladiscusi�onsepromueveelpensa-

mientocr�ticoysuaplicaci�onparajuzgaralaspersonasysusaccio-

nes.Elalumnoreexaminasuspropiosvalores,suactitudhacialos

dem�asylasdoctrinasqueharecibido.Atrav�esdeldi�alogosede-

fiendeelderechodelosindividuosamantenertodotipodeopiniones

ypensamientos,siempreycuandonoatentencontraladignidadylos

derechosdelosotros.

3．3．5．Fotoseilustraciones

Lasilustracionesyfotograf�asdelAVEevitanlosestereotiposy

reflejanahombresyamujeresdetodaslasedadesydedistintasrazas

querealizandiferentestiposdeactividades.Sehatenidoenconside-

raci�onquelasim�agenesnoresultenofensivas,nohieransensibilida-

desnipuedansermalinterpretadasogenerarincomodidadenlos

gruposrepresentados.

LosdocentesdelaUniversidadTakushoku,tantoenelDeparta-

mentodeEspa�noldelaFacultaddeLenguasExtranjeras,comoen

otrasfacultadesenlasquetambi�enseimparteelespa�nolcomosegun-

dalenguaextranjera,procuramosmejoraryactualizarlosm�etodosy

programasdeense�nanza/aprendizajeparaquenuestrosalumnos
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4．Aplicaci�ondelAVEenloscursosdeespa�nolenlaUni-

versidadTakushokuysusresultadosacad�emicos



avancenprogresivamenteenlaadquisici�ondelascuatrodestrezas

comunicativas.

AltenerconocimientodelaexistenciadelaplataformaAVE,los

profesoresqueintegramosesteproyectonospusimosencontactocon

losresponsablesdelInstitutoCervantesenTokioynosinvitarona

unapresentaci�ondelAVE.PosteriormentenosofrecieronusarelAVE

enlaUniversidadTakushokuynospresentaronunapropuestacon

unascondicionesventajosas.

Analizamoslapropuestayllegamosalaconclusi�ondeque,tanto

desdeelpuntodevistametodol�ogico-ling�u�stico,comot�ecnico,laplata-

formaAVEparec�areunirlosrequisitosparaayudaranuestrosalumnos

deespa�nolaadquirirlascompetenciascomunicativasdelalengua,tanto

ling�u�sticas,comosocioling�u�sticas,culturalesypragm�aticas.

Portodolocual,solicitamoslafinanciaci�oncorrespondiente,que

nosfueconcedidaporelInstitutodeLenguayCulturadelaUniver-

sidadTakushoku.

Antesdecomenzarlaaplicaci�ondelAVEalosdosgruposde

estudiantesseleccionados,losdocentesparticipantesenesteproyecto

asistimosaunasesi�onintensivadeformaci�onyentrenamientopara

tutotresdelAVEenlasededelInstitutoCervantesdeTokio,conel

findeconocerloscontenidos,losmateriales,losrecursosylameto-

dolog�adelaplataformaAVE,adem�asdeestrategiasdemotivaci�on,

seguimientoydinamizaci�on.
11

Elobjetivodeloscursosdeespa�nolqueofrecelaplataformaAVE

esquesususuariosdesarrollenlacapacidaddecomunicarseenes-

pa�nol,adem�asdetrabajardeformaaut�onomamedianteelusodel

materialmultimediainteractivo,dise�nadoconfinescomunicativosen

cualquieradesusmodalidadesdeense�nanza:presencial,semipresen-

cialoadistancia.Ennuestrocasooptamosporusarlamodalidadde

ense�nanzasemipresencial,enlaquesecombinalaclasepresencial,en
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elaula,conlaclaseenl�nea,adistancia.

Laaplicaci�ondeloscursosdelaplataformaAVEenlaUniver-

sidadTakushokualosdosgruposdeestudiantesdeespa�nolselec-

cionadossellev�oacaboduranteelcursoacad�emico2011�2012,es

decir,entreabrilde2011yenerode2012.

Enconcreto,laaplicaci�onserealiz�oenlasclasesdelasprofesoras

Romero,delDepartamentodeLenguaEspa�nola,yHamamatsu,dela

FacultaddeCienciasPol�ticasyEcon�omicas,lascualesseencargaron

asimismoderealizarelseguimientoylatutor�adelosestudiantesque

participaronenlaaplicaci�ondelAVE.

DelgrupodeestudiantesdelDepartamentodeLenguaEspa�nola

－conelespa�nolcomo1
alenguaextranjera－,el50％realiz�oloscursos

generalesdeespa�nolA1.1yA1.2（estudiantesde1
ocurso）;el30％,los

cursosA2.1yA2.2（estudiantesde2ocurso）;el20％ restante,elcurso

B1.1（estudiantesde3oy4ocurso）.

Porotraparte,lamayor�adeestudiantesdelgrupodelaFacultad

deCienciasSocialesyEcon�omicas－conelespa�nolcomo2alengua

extranjera－ realiz�oloscursosA1.1yA1.2（nivelinicial）.

DichasclasesserealizaronenlasaulasCALLdeloscampusde

HachiojiyBunkyoparaquetodoslosestudiantesdispusierandeun

ordenadorparaaccederalcursoAVE.Adem�as,durantetodoelcurso

acad�emico,losestudiantesquedispon�andeunaconexi�onaInternet

ensusdomiciliostuvieronaccesolibrealcursoAVEdesdesuspro-

piosordenadorespersonales.

Conelfinderealizarunan�alisiscr�ticoalproyectodeaplicaci�on

deloscursosdeespa�noldelAVE,alfinalizarelper�ododeaplicaci�on

sesolicit�oalosestudiantesparticipantesqueexpresaranlibremente

suopini�onsobrelaplataformaAVEysuscursosdeespa�nol,yque

mencionaran,demaneraespecial,tantolosaspectospositivoscomo
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4．2．Resultadodelan�alisisdelasencuestasrealizadas

alosestudiantesparticipantes



losnegativos.

Delestudioestad�stico
12delasrespuestasvertidasporlosestu-

diantes－tantodelgrupodeespa�nolcomoprimeralengua（ELE1）

comodeldeespa�nolcomosegundalengua（ELE2）－hemosobtenido

unasvaloracionespositivasyotrascr�ticas（cf.lastablas1ay1b）.

Lasvaloracionespositivaslashemosestructuradoen9grupos:

①materialconaudio,②materialconim�agenes,③asistenciaalapren-

dizaje,④funcionalidad,⑤diferentesniveles,⑥facilitaelrepaso,⑦

permitehacerejerciciosencasa（fueradeclase）,⑧motivaci�ona

aprender,⑨aprenderjugando（pareceunvideojuego）.

Lasvaloracionescr�ticastambi�enlashemosestructuradoen9

grupos:⑩dificultadesenelcontenido,⑪ausenciadeexplicaci�onen

japon�es,⑫ausenciadeunmanualdeusodetallado,⑬manejabilidad

deficiente,⑭dificultadalahoradeguardarlastareasrealizadas,⑮

necesidaddeinfraestructura（accesoaInternet,disponerdeunPC）,

⑯faltadetiempopararealizartodaslastareas,⑰noexigemucho

esfuerzo（sepuedeconsultarlasoluci�onantesdeintentarpensar）,

⑱diferentedisposici�ondecadaestudiante.

Posteriormente,los9gruposdevaloracionespositivasloshemos

reagrupadoen3categor�as,teniendoencuentacaracter�sticasco-

munes:

a）Aspectoaudiovisual（aspectospositivosdelusodemate-

rialesaudiovisuales）:grupos① y②.

b）Asistenciaalaprendizaje（beneficioocontribuci�onalapren-

dizaje）:grupos③,④,⑤,⑥ y⑦.

c）Motivaci�on（generaci�ondemotivaci�on）:grupos⑧ y⑨.

Delmismomodo,los9gruposdevaloracionescr�ticasloshemos

reagrupadoen4categor�as:

a）Dificultad（problemasodificultadesrelacionadoscon el

contenido）:grupos⑩,⑪ y⑫.

b）Manejabilidad（problemasodificultadesrelacionadosconel

usodelaplataforma）:grupos⑬ y⑭.
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c）Entorno（disponerdetiempoydemediost�ecnicos）:grupos

⑮ y⑯.

d）Actitudointer�eshaciaelusodelAVE（obtenerprovechoo

no,dependemuchodecadaestudiante）:grupos⑰ y⑱.

Por�ultimo,tomandocomobaseestacategorizaci�on,hemos

evaluadoelresultadoypodemosafirmarquelacategorizaci�onreali-

zada13esfiable,yaqueel�ndicedeconcordanciakappa－tambi�endeno-

minadocoeficientekappa14－ entrelasvaloracionespositivasylas

cr�ticases・・.75.

Elresultadodeestacategorizaci�onsepuedeverenlassiguientes

tablas.
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Tabla1a VALORACIONESPOSITIVAS

CATEGOR�A SUBCATEGOR�A
Nodedesc-

ripci�on

Muestraderespuestasdelos

estudiantes15

Aspecto

audiovisual

①material con

audio

22 Elmaterialdeaudioest�asustan-

cialmentebienelaboradoysees-

cuchaconclaridad.Esmuy�utila

lahorademejorardestrezade

comprensi�onauditiva.

②material con

im�agenes

26 Unopuedeestudiarviendoim�age-

nesdehablahispana,alasque

tenemospocasoportunidadesde

acceder.

Asistencia

al aprendi-

zaje

③asistencia al

aprendizaje

3 Paralaspreguntascomplicadas

seofrecenclavesoejemplos,que

sondemuchaayudaparacontes-

taralaspreguntas.

④funcionalidad 6 Sepuedensaberlasrespuestasco-

rrectasdeinmediato.Deestama-

nera,seaprovechaeltiempoycada

unopuedeavanzarasuritmo.

⑤diferentes ni-

veles

4 Esbuenopoderelegirlosejerci-

ciosseg�unelniveldecadauno.

⑥facilitaelrepa-

so

11 Sepueden hacerlosejercicios

cuantasvecesquierauno.Sepue-
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denrepetirhastaqueunoconsiga

entenderlos.

⑦permitehacer

ejerciciosfue-

radelaclase

10 Comoesuncursoonline,cada

unopuedeadecuarloasuagenda

oasuhorario.

Motivaci�on ⑧motivaci�on a

aprender

6 Escomoseguirunahistorietade

dibujosanimadosyunovaavan-

zandocasisindarsecuenta.

⑨aprender ju-

gando

7 Tienefactoresdeentretenimiento,

comojuegosyadivinanzas.Poder

estudiarentreteni�endose,esun

elementoimportante.

Tabla1b VALORACIONESCR�TICAS

CATEGOR�A SUBCATEGOR�A
Nodedesc-

ripci�on

Muestraderespuestasdelos

estudiantes15

Dificultad ⑩dificultadesen

elcontenido

19 Se aprovechar�a mucho mejor

cuandounotengaunnivelde

espa�nolm�asaltoqueelinicial.

⑪ausencia de

explicaci�onen

japon�es

8 Cuandounoseequivocaenlares-

puesta,nohayningunaexplica-

ci�on,yhayqueseguiravanzando

aunqueunonoentienda.

⑫ausenciadeun

manualdeuso

detallado

11 Cuandounoreanudaunatarea,

elprocesodeirdesdelapantalla

inicialhastalapantalladondese

encuentralatareanoterminada,

escomplicadoysetarda.

Manejabili-

dad

⑬manejabilidad

deficiente

21 Comounomismonopuededeci-

dirsuID,setardahastaacceder

alap�aginainicial.Cuandoloha-

c�amosenclase,algunosperd�an

eltiempopornorecordarsuID.

⑭dificultad a la

horadeguardar

lastareasrea-

lizadas

11 Cuandounocreequehaguarda-

docorrectamenteunejercicioter-

minado,resultaquenoseha

guardado.Yesoocasion�omuchas
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Desdeelpuntodevistaestad�stico,existelaprobabilidaddequehaya

diferenciaspertinentesentreloscomentariosdelosestudiantesde

ELE1yELE2.Porello,hemosclasificadoloscomentarios－valora-

cionespositivasyvaloracionescr�ticas－ endoscasillas,unacorres-

pondientealosestudiantesdeELE1yotra,alosdeELE2,talcomo

seveenlasiguientetabla.
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vecesunap�erdidadetiempo.

Entorno ⑮necesidaddein-

fraestructura

（disponerdeun

PC yaccesoa

Internet）

6 Senecesitanciertasaplicaciones

parahacerloscursosdelAVE.

ComomiPCnolosten�a,yono

pod�ahacerejerciciosencasa.

⑯faltadetiempo

para realizar

todaslastareas

13 Muchoscompa�nerosdec�anque

nodispon�andetiempoparaha-

cerelcursoAVE.

ActitudoIn-

ter�es

⑰noexigemuc-

hoesfuerzo

3 Cuandomeencontrabaconejerci-

ciosdif�ciles,tentadoporlof�acil,

consultabaenseguidalasclavese

inclusove�alarespuesta.Deesta

maneranoaprend�a.

⑱diferentedispo-

sici�ondecada

estudiante

4 Quienestienenunamotivaci�on

altalehansacadomuchoprove-

choalAVE,peroaquienestienen

unamotivaci�onbaja,onotienen

ninguna,noleshaservidode

nada.

Tabla2 N�umerodedescripci�on（％）seg�unlacategor�adeestudiantes

deELE1ydeELE2

VALORACIONESPOSITIVAS VALORACIONESCR�TICAS

Categor�a

audiovi-

sual

Asistencia

al apren-

dizaje

Motiva-

ci�on

Dificultad Manejabi-

lidad

Entorno Actitudo

inter�es

Estudian-

tesELE1

（N＝16）

16

（36.4）▼

18

（40.9）

10

（22.7）△

2

（ 9.5）▼

7

（33.3）

7

（33.3）

5

（23.8）△



Paracomprobarsiexisteunadiferenciaproporcionalencuantoal

n�umerodedescripci�ondecomentarios,seg�unseandeestudiantesde

ELE1odeELE2,hemosaplicadoelTestexactodeFisher17.

Comoresultadodesuaplicaci�onhemosobtenido（・
2
・2・・8.75,

p・.05）enelcuadrodevaloracionespositivas,y（・
2
・3・・18.68,

p・.001）eneldevaloracionescr�ticas.Porlotanto,podemosafirmar

queexisteunadiferenciaimportanteentrelosestudiantesalahorade

valorarelAVE.

Porello,hemosrealizadounan�alisisresidualdelosdatosyhemos

obtenidoelsiguienteresultado:

Encuantoalcuadrodevaloracionespositivas,unaltoporcentaje

deestudiantesdeELE2havaloradolosaspectosaudiovisualesdel

AVE,mientrasquelosestudiantesdeELE1hanvaloradom�asaspec-

tosrelacionadosconlamotivaci�on,conunniveldesignificanciade

0,05（5％）.Enotraspalabras,losestudiantesdeELE2hanvalorado

m�aslosaspectosdeprimercontacto,mientrasquelosdeELE1han

destacadolaimportanciadelaactituddecadauno.

Porotrolado,respectoalcuadrodevaloracionescr�ticas,hemos

observadoquelosestudiantesdeELE2sehanfijadoenladificultad

delcontenidodelAVE,mientrasquelosdeELE1sehanfijadoenla

manejabilidadeinfraestructuraconunniveldesignificanciade0,05

（5％）.Dichodeotromodo,paralosestudiantesdeELE1esmuyimpor-

tantec�omoincentivarelusodelAVE,encambioentrelosestudiantes

deELE2destacalanecesidadderecibirm�asapoyoenjapon�es.
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Estudian-

tesELE2

（N＝51）

32

（62.7）△

16

（31.4）

3

（ 5.9）▼

36

（48.0）△

25

（33.3）

12

（16.0）

2

（ 2.7）▼

Nota:△ indicaquehahabidounporcentajemuymarcado（porcentajealto）conunnivelde

significancia16del5％ y▼ indicaquehahabidounporcentajepocomarcado（porcentaje

bajo），comoresultadoderealizarunan�alisisresidual.
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5．Conclusiones

Deestaexperienciadeaplicaci�ondeloscursosdeespa�noldel

AVEalosdosgruposdeestudiantesdelaUniversidadTakushoku

debemosvalorarlosprosyloscontras.

Entreestos�ultimoshemosdemencionarquedurantelasprime-

rassemanasseconstataronalgunosproblemast�ecnicosquedificulta-

ronelaccesoalaplataformadelAVEdesdelasaulasCALL,loscuales

seconsiguieronsubsanargraciasalbuenhacerdelost�ecnicosdein-

form�aticadelaUniversidadTakushokuyalasinstruccionesdelos

t�ecnicosresponsablesdelAVEdelInstitutoCervantes.

Noobstante,enalgunassesioneselaccesoavariosejercicios－es-

pecialmentelosrelacionadosconlaaudici�onyvisi�ondemateriales

multimedia－seprodujoconmuchalentitudocortesenelaccesoala

plataforma.

Porotraparte,consideramosqueeldise�nodealgunosejercicios

deloscursosdelAVEnoseadecuan,engeneral,alestilodeaprendi-

zajedelosestudiantesjaponeses.Ytodoello,pudoprovocardes�ani-

moyfaltadeconcentraci�onenalgunosestudiantesenelseguimiento

deloscursosdelAVE.

Encuantoalosaspectospositivos,tenemosquedestacarque,en

general,laaplicaci�ondeloscursosdeespa�noldelAVEhatenidouna

repercusi�onprovechosaenlosestudiantesparticipantesenelproyec-

to,talcomoreflejansuspropiasvaloraciones.

Consideramosmuybeneficiosayfruct�fera,desdelaperspectiva

delaprendizajeyadquisici�ondelascuatrodestrezasling�u�sticas,la

oportunidadqueelAVEofrecealosestudiantesderealizarejercicios

pr�acticosdeespa�nol,conabundantesyvariadosmaterialesmultime-

diaquepresentanunespa�noldeusoreal,enlacalle,referidoasitua-

cionesdelavidacotidiana,anoticiasypersonajesdeactualidadycon

informaci�onculturaldelosdiferentespa�sesdehablahispana.De
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estaformalosalumnostienenasudisposici�onunexcelentesoporte

paraprogresarensucapacitaci�onparacomunicarseenespa�nolde

formaadecuadayeficaz,alavezquefavorecelasrelacioneshumanas

yafectivasentreellos.

Finalmente,nossatisfacecomunicarque,comoresultadodeeste

proyectoyconsiderandopositiva,�utilyeficazsucontinuidadpara

complementarelprocesodeense�nanza/aprendizajedelespa�nolque

losalumnosdelaUniversidadTakushokurecibendemanerapresen-

cialenlasaulas,elDepartamentodeEspa�nolhadecididofinanciar15

licenciasanualesdeaccesogratuitoalaplataformaAVEdestinadas

a15estudiantesdeespa�noldelaUniversidadTakushoku.

1 Lainformaci�onreferidatantoalInstitutoCervantescomoalAulaVir-

tualdelEspa�nollahemostomadodelasp�aginaswebwww.cervantes.es

yhttp://ave.cervantes.es,respectivamente.

2 Elcatal�an,eleuskerayelgallego.

3 LasededeTokio（Jap�on）fueinauguradael11denoviembrede2008.

4 Desde1988,a�nodecreaci�ondelDELE,laUniversidaddeSalamanca

colaboraconelInstitutoCervantesenlaelaboraci�ondeloscontenidos

yenlaevaluaci�ondelosex�amenesdelDELE.

5 ProyectodelaComisi�onEuropeaparafacilitarelaccesoarecursosde

calidad－enl�nea－ paraelaprendizajedelaslenguaseuropeas.

6 Setratadelproyectodeinformatizarlasmilesdefichasmanuscritasdel

gram�aticoSalvadorFern�andezRam�rez,finalizadoypublicadoen2010

enelCentroVirtualCervantes.

7 Suobjetivoespromocionarlapresenciadelespa�nolenel�ambitodelas

tecnolog�asdelainformaci�on.

8 CentrodereferenciadelhispanismoenInternetenelquesepuede

encontrarinformaci�onsobredepartamentosycentrosdeinvestigaci�on

universitarioscondepartamentodeespa�nol;asociacionesdehispanistas

ydeprofesoresdeespa�nol;informaci�onsobrecongresos,seminarios,

jornadasoconferencias;ofertasp�ublicasdebecas,cursosespecializados

yofertasdeempleo;recursosenInternetparainvestigadores.

9 LoscentrosdeestaredubicadosenEspa�nasedenominanCentros

Acreditados.

10 Elt�ermino－minor�a－ incluyeatodasaquellascomunidades,gruposo
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Aplicaci�ondelAulaVirtualdelEspa�nol（AVE）（HAMAMATSUetal.）

sectoresdelapoblaci�onquenoformanparteodifieren,pormotivosde

diversoorden,delgrupomayoritarioodominanteenunpa�s.Los

gruposminoritariospuedenestardeterminadosporelsexo,laedad,el

origenracialo�etnico,lareligi�on,lalengua,lasdiscapacidades,elnivel

socialoecon�omico,lasideaspol�ticasolascreencias.

11 AgradecemosalosprofesoresresponsablesdelAVE delInstituto

CervantesdeTokiosuapoyoycolaboraci�onenesteproyecto.

12 Agradecemoslacolaboraci�ondelSr.RyosukeOnoda,delaUniversidad

deTokio,enelestudioestad�sticodelasencuestas.

13 Antelafaltadecoincidenciadecriterioenlacategorizaci�ondealgunas

valoracionesdelosestudiantes,hemostomadoladecisi�onporconsenso.

14 Elcoeficientekappaesunpar�ametroestad�sticodefiabilidadquese

empleaparacuantificarelgradodeacuerdoentrelosobservadoresde

unamuestraycorrigeelfactorazar.Cuantom�aspr�oximoa1seael

coeficientekappa,mayorser�aelgradodeacuerdoy,porlotanto,lafia-

bilidaddelaobservaci�on.Ennuestrocaso,elcoeficientekappaobtenido

es・・.75（kappasuperiora0,75）.

15 Losestudiantesrealizaronlasencuestasenjapon�esysusrespuestashan

sidotraducidasalespa�nolparaestamuestra.

16 Elniveldesignificanciadeunaencuestaesunavariableestad�stica

asociadaalaverificaci�ondeunahip�otesis.Nosindicalaprobabilidad

derechazarunahip�otesisauncuando�estaseacierta.Enunamuestra

estad�sticanormalmenteseusaunniveldesignificanciade0,05（5％）.

17 ElTestexactodeFisheresuncontrastedehip�otesismuyinteresantepor

susmuchasaplicacionesyporqueesmuy�utilparaaprenderlal�ogica

internadeuncontrastedehip�otesis.Seaplicaenlacomparaci�ondedos

gruposrespectoaunavariabledicot�omica,as�comoenlavaloraci�onde

larelaci�onentredosvariablescualitativasdicot�omicascadaunade

ellas.
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La fluidez culturales un ingrediente fundamentalen la

comunicaci�on.Sibiendurantemuchosa�nossehahechoespecial

hincapi�eenlaimportanciadelafluidezling�u�sticaenelaprendizaje

deunalenguaextranjera,enlos�ultimosa�nos,lafluidezcultural

est�aacaparandonumeros�simosestudiosporlaenormeimportancia

quetienenlascostumbresylosh�abitossocialesenlasinterferencias

comunicativasquesedanentreinterlocutoresdedistintaslenguasy

culturas.

Obviamente,paranocaereninterferenciasculturalesdebemos

tenerdatos,ytalesdatossololospodemosconseguirtrabajandoen

uncorpusquenospuedallegaraaportarunaenciclopediaculturalo

endoculturalparamostraralosaprendicesdelalenguayquesea

incorporadaasubagajeconelfindeobtenerunaeducaci�onglobal

paralacomunicaci�onintercultural.

Elobjetivodeesteart�culoesmostrarunmodelodeencuesta

paraobtenerlainformaci�onnecesariaparaquepuedasertransmitida

alosaprendicesy,as�,enriquecersufluidezcultural.

Comoapunt�abamoseneln�umeroanterior,partiendo,pues,delas
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sugerenciasquehemospodidoencontrarenobrascomoelMarco

Com�unEuropeodeReferenciaparaLasLenguas（2001）,elPlanCurricu-

lardelInstitutoCervantes（2006）,Soler-Espiauba（2006）uOliveras

（2000）lascuestionesquedeber�ancontestarlosinformantesser�an

lasqueaparecenenlasiguienteencuesta:

1.Laencuesta

Costumbres,h�abitossocialesycomportamientoscomunicativos

Lavidadiaria

・Normasdeeducaci�onyh�abitossocialesenlamesa.

・Horasdecomida.

・Comidasybebidast�picas.Cu�andoseconsumen.

・Fiestaspopulares.

・Ocio.Actividadesdiariasydefindesemana,lavidasocial:Comer

fuera,salirporlanoche...

・Lavidadelosj�ovenes.

Lascondicionesdevida

・C�omosonlascasas.Condicionesdelavivienda,habitaci�on,etc.

・Horariodetrabajo.

・Actitudvital:eltrabajo,lavidaideal.

・Condicionessociales（seguridadsocial,costedeestudios...）

Lasrelacionespersonales

・Normasdeeducaci�onyh�abitossocialesenlasrelacionessociales:

cederelasiento,dejarpasardelanteaunamujer...

・Relacionarseenlosnegocios:comidas,conducta,costumbres...

・Relacionesdepareja,c�omoligar,c�omorelacionarse,parejasde

hecho,solteros,gays,divorcio.

・Relaci�onhombres-mujeres:elpapeldelhombreydelamujerenla
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sociedad.

・Lafamilia:familiatradicionalynuevostiposdefamilia,papelesen

launidadfamiliar,independizarse.

Lasconvencionessociales

・Puntualidad.

・Vestidos.Imagenyest�etica:lamoda,laaparienciaf�sica,c�omo

vestirencadasituaci�onsocial.

・Convencionesytab�uesconrespectoalcomportamientoyalas

conversaciones.Temasabordablesonosocialmente:Eldinero,el

tiempo,lasalud...

・Saludos,presentacionesydespedidas（mano,abrazo,beso...）.Inicio

yfinal.

・Conversaci�on:miraralosojos,sonre�r,turnosdepalabra,tonode

voz,solapamientos.Ritualesdeconversaci�on.

・Distanciasdecomunicaci�on,contacto,posturas,gestos,rostro,

ojos...

・Formulasdecortes�a:t�u,usted,gracias,porfavor.

・Cumplidosypiropos.Larespuestaalhalago.

・Citas.

・Regalos:qu�edecircuandotelodanycuandolodas,c�omoac-

tuar...

・Eventos（cumplea�nos,bodas,bautizos,comuniones,celebracio-

nes...） �Cu�ales son? Site invitan,�llevar�as algo en estas

situaciones?Encasoafirmativo,�qu�ellevar�as?Cumplea�nos,santo,

cenasdetrabajo,bodas,petici�on demano,puesta delargo,

ceremonia y banquetes,aniversarios,funeral,comuniones y

bautizos,iraveraunenfermo,etc.

・Conductasdemalaeducaci�on:eructar,nocederellugaraun

anciano,escupir,estirarse,estornudar,descalzarse,lostacos,etc.

・Conductasdebuenaeducaci�on:Enlamesa,enunrestaurante,enun

ascensor,enunautob�us,enclase,enlacalle,etc.Porejemplo:ceder
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elasiento,saludarenunascensor,rechazarunofrecimientoala

primera...

・Elcomportamientodentrodelacasa:c�omovestirse,calzarse,

comer...

・Eltabacoyelalcoholcomofunci�onsocial（elquesacainvita,elque

noaceptasejustifica...）

・Lasvisitas,lahospitalidad,aceptarofrecimientos,rutinasdela

invitaci�on...

・Bares,restaurantesylocalesdeentretenimiento（c�omopagar,c�omo

comportarse,depieosentado,propina,c�omovestirse,sufunci�on

social...）

・Losjuegosdeazaryloter�as.

・Gastosgeneralesdeunafamilia.

・Otrasconvencionessociales,porejemplo,�qu�etipodecomunica-

ci�onestablecesenunascensor,siesquelaestableces?�C�omote

colocas?�Dicesalgo?

・Respeto.�Aqui�en?�Aqu�e?

Elcomportamientoritual

・Lamuerte:funerales,luto,etc.

・Expresionesdeaprobaci�on（aplausos）ydesaprobaci�on（pitos）.

・Supersticiones:malasuerteybuenasuerte.Lareligi�on.

A.-�Qu�eotrasdiferenciashasencontradoentretuculturayla

culturaespa�nola?

B.-�Algunaan�ecdotaespecialqueejemplifiqueunainterferencia

comunicativapormotivosculturales?

Comopuedecomprobarse,laencuestadejaciertalibertadal

informante,aunquequiz�asepudierahaceralgom�assistem�atico.

Tambi�enesciertoquepodr�anhacerseencuestasm�asprolijasym�as

dirigidasparasituacionesdecomunicaci�onconcretas,porejemplo,en
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lamesa,deltipo3:

Enlamesa

1.-Modosdealimentaci�on

・�Cu�alessonlosalimentost�picosdeturegi�on? Citalosm�as

representativos.

・Algunosalimentossonm�ascomunesaciertashorasdeld�aquea

otras.Porejemplo,nuncatomar�astortilladepatatasdedesayuno

enEspa�na,niunbocadillodequeso.Seguroquehaycombi-

nacionesquetambi�enresultar�anrarasentupa�s.Porfavor,cita

algunas,lasm�asllamativas.

・�Aqu�ehorasuelescomeralolargodeld�a?�Cu�antasveces?�Es

lamismacantidadcadavez?

2.-Alamesa,encasa

・�Enqu�elugardelacasasuelescomer?

・�Sebebealcoholacompa�nandoalgunadelascomidas?Especifica

en qu�ecomiday qu�etipodebebidaesm�ascom�un. �Hay

restriccionesacercadequi�enpuedeonopuedebeberalcohol?

・�C�omovasvestidoalamesaenunasituaci�onnormaldelavida

diaria?

・�Comescontufamilia,solo,conamigosoconcompa�nerosde

trabajo?Sicomesacompa�nado,�tienenqueestartodossentados

paraempezaracomer?�Aqui�ensesirveprimero?

・�Sepermitefumardurantelascomidas?

・�Est�alatelevisi�onencendidamientrascomes?

・�Empiezaslacomidaconalg�untipoderezo,ritualoexpresi�on?

・�Hayunordenparalosplatosdecadacomida,oesindistinto?

・Sicomesacompa�nadoencasa,�hablas?�Dequ�esueleshablar?

・�Qui�ensuelerecogerlamesa?�Yfregarlosplatos?

・Educaci�onalamesa.Comentaloquequierasdelassiguientes

preguntas:�Qu�eteparecer�asituviesesuninvitadoacomerque...
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1.�Mantieneunamanodebajodelamesa?

2.�Mantienelosdosbrazossobrelamesayapoyaloscodos?

3.�Mantienelasdosmanossobrelamesaynoapoyaloscodos?

4.�Bebeantesdeempezaracomer?

5.�Bebedespu�esdehaberempezadoacomer?

6.�Sesirveelprimero?

7.�Sesirveel�ultimo?

8.�Esperaaquelesirvan?

9.�Esperaaqueest�entodosservidosparaempezaracomer?

10.�Noesperaaqueest�entodosservidosparaempezaracomer?

11.�Ponelaservilletaensuregazo*（sihayservilleta）?

12.�Noponelaservilletaensuregazo*（sihayservilleta）?

13.�Emplealoscubiertosequivocadosparacomerciertosalimen-

tos（ejemplosparaespa�noles:comequesocon cuchilloy

tenedor;comepastaconcuchara,bebelasopa）?

14.�Cambiademanoeltenedorparacomerloqueacabadecortar

conelcuchillo?

15.�Nocambiademanoeltenedorparacomerloqueacabade

cortarconelcuchillo?

16.�Seagachaparaalcanzarelplato?

17.�Elevaelbrazoparaalcanzarlaboca?

18.�Hablamientrastienelabocallena?

19.�Nohablamientrastienelabocallena?

20.�Nodicenadasobrelacomidaquelehandado?

21.�Criticalacomidaquelehandado?

22.�Alabalacomidaquelehandado?

23.�Hablasobrelavajillaolacristaler�a?

24.�Hablamuchodurantelacomida?

25.�Hablapocodurantelacomida?

26.�Eructa?

27.�Noeructa?

28.�Sorbelasopa?
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29.�Nosorbelasopa?

30.�Cantadurantelacomida?

31.�Nocantadurantelacomida?

32.�Estornudadurantelacomida?

33.�Seestiradurantelacomida?

34.�Seacabatodoelplato?

35.�Comeunasegundaraci�on?

36.�Nocomeunasegundaraci�on?

37.�Noacabatodoelplato?

38.�Repartecomidadesuplatoconotros?

39.�Norepartecomidadesuplatoconotros?

40.�Nocomepan*（sihaypan）?

41.�Comemuchopan*（sihaypan）?

42.�Dejaloscubiertosdecualquiermanerasobreelplatooelman-

tel?

43.�Dejaloscubiertosordenadossobreelmantel?

44.�Dejaloscubiertosordenadossobreelplato?

45.�Acabamuchom�asprontoquetodoslosdem�as?

46.�Acabamuchom�astardequetodoslosdem�as?

47.�Selevantaparaayudararecoger?

48.�Nohaceamagodelevantarseparaayudararecoger?

a） Unamigoteinvitaasucasaacenar.�Llevar�asalgo? Sias�

fuera,�qu�elellevar�as?Sitedicequevayasasucasaalas9de

lanoche,�aqu�ehorallegar�as?

b） Sihubieraalgoenlacenaquetedisgustaraprofundamente,�le

dir�asatuamigoquenoquierescomereseplatoenparticular?

�C�omolohar�as?

c） Sihubieraenlacenaalgoaloquefuerasal�ergico,�ledir�asatu

amigoquenopuedescomereseplatoenparticular?�C�omolo

har�as?

d） Sihubieraenlacenaalgoquenopudierascomerporunacues-
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ti�onreligiosaodeprincipios,�ledir�asatuamigoquenopuedes

comereseplatoenparticular?�C�omolohar�as?

e） Traslacenacontuamigo,�teofrecesparaayudararecogery

limpiar?�Qu�ehar�assirechazatuoferta?�Tesentir�asofendido?

�Ysiacepta?

f） Traslacena,�cu�antotiempodejar�aspasarantesdeirte?�Qu�e

dir�asparairte?

3.-Comerfueradecasa

・�Enqu�etiposdesitiospuedespedircomidafueradecasaentu

pa�s? S�elom�asespec�ficoposible.Ditambi�encu�alessonlas

mayoresdiferenciasentreellos,suscaracter�sticasdefinitorias.�La

comidaqueofrecenestambi�endiferente?�Ylasbebidas?

・�Cu�alessonlascosasquem�asvalorasenloslocalesdondecomes

fueradecasa?

・�Cuandovasacomeroatomaralgocontuscompa�nerosde

trabajo/clase-esdecir,conpersonasquenosontanamigostuyos-

c�omopag�aislasconsumiciones?

・�Tegustaqueteinvitenacomerotomaralgofueradecasa?�Por

qu�e?

・Yt�u,�suelesinvitaralagente?�Enqu�eocasiones?

・�Enqu�eocasionessuelesiracomerfueradecasa?�Yatomaralgo?

・Sifuerasacomeraunrestaurante,�actuar�asdemaneradiferente

queentucasa?Siturespuestaesafirmativa,mencionaalgunos

aspectosenlosquetecomportar�asdeotramanera,yporqu�e.

・�Fumar�as?

・Imaginaquevascontufamiliaacomeraunrestaurante.�Ofre-

cer�asalosdem�asdetuplato?�Probar�ascomidadelosplatosde

losdem�as?Silarespuestaess�,�c�omolohar�as,coger�asunpoco

t�umismooesperar�asaquelaotrapersonatesirvieradesuplato?

・Ahorahasidocontusamigosacomeraunrestaurante.Responde

alasmismaspreguntasqueenelapartadoanterior.
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・�Tevistesdeunamaneraespecialparairacomerfuera?

・�Dejar�aspropinaenunrestaurante?�Siempre,os�olobajociertas

condiciones? �Yenunacafeter�a?Especifica,paraamboscasos,

cu�antapropinadejar�as.

4.Ofrecimientos

・�Ofrecer�ascomidaaundesconocido?�Ybebida?�Qu�ereacci�on

esperasde�eloella?

・�Ofrecer�ascomidaobebidaaunamigo?�Qu�ereacci�onesperar�as

de�el?

・Situamigorechazaelofrecimiento,�volver�asainsistir?

・Siundesconocidoteofrececomidaobebida,�c�omoreaccionar�as?

Sidicesquenoperoeldesconocidoinsiste,�ledir�asques�?

・Sifueseunamigoelqueteofreciesecomidaobebida,�c�omo

reaccionar�as?

・Sielqueteofrececomidaobebidanoesdeltodounamigopero

tampocoesundesconocido,�c�omoreaccionar�as?

5.Celebracionessocialesoreligiosas

・Enlasfestividadesreligiosasquemarcanelpasodelaedad

（bautizos,comuniones,confirmaci�on,bodas,funerales,bartmizvah,

shichi-go-san,etc.）,�haycomida?�Dequ�etipo?Comentaunpoco

sobrecadacelebraci�on.

6.Tiendasdealimentaci�on

・�Haysupermercadosentulugardeorigen,opeque�nastiendas?

Describec�omosonyenqu�ezonalospuedesencontrar.�Qu�e

productossuelescomprarenelsupermercado?�Yfuerade�el,en

otrotipodetiendas（silashubiera）?

Elproblemadeencuestasdeestetipoparadiversassituacionesde

comunicaci�oneselhast�oquepuedenproducirenelinformanteyla
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reiteraci�ondeinformaci�oncom�unenmuchasdeesassituaciones,pero

quedeelmodeloparareflexionarsobre�elenestudiosposteriores.

Endefinitiva,necesitamosinformaci�onparaevitarinterferencias

culturales,yuncaminoqueseabreenestal�neasonencuestasa

trav�esdelascualesextraerinformaci�onb�asicay,apartirdeellas,o

bien directamente,o bien a trav�esdeejercicios,como elque

proponemosparaterminaresteart�culo,familiarizaralindividuocon

laculturadelalenguaqueaprende.

Proponemos,pues,comoejemploparaelentrenamientoenel

aprendizajedelaspautasculturalesdeundeterminadoentornosocial,

unejerciciodeselecci�onm�ultipleconloscontenidosdelaendocultura

japonesaquehemosextra�dodelasencuestascorrespondientes.

MODELODEEJERCICIOSDEEVALUACI�ON
ENDOCULTURALJAP�ON

1.-Enunascensor,conalguiendesconocido

a） Saludar�asyhablar�asdeltiempo

b） S�olosaludar�as

c） Nodir�asnada �

2.-Conunamigo/adetuedad,enlasconversaciones

a） Hablasdetodo

b） Nohablasdepol�tica �

c） Nohablasdedinero

3.-Conunconocidomayorquet�u

a） Nohablasdedineroopol�tica
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b） Nohablasdecuestionespersonales

c） Nia）nib） �

4.-Enunasituaci�onsocial,sisuenaelm�ovil

a） Nodebescogerlo

b） Debespedirpermisoparacogerlo �

c） Puedescogerlosinproblemas

5.-Esunafaltadeeducaci�onenunasituaci�ondecomunicaci�on

a） Guardarsilencio

b） Suspirar �

c） Asentir

6.-Esunafaltadeeducaci�on

a） Re�rseacarcajadas

b） Ponerlamanoenlabocacuandoter�es

c） Hablaralto �

7.-Esunafaltagravedeeducaci�on

a） Bostezar

b） Suspirar

c） a）yb） �

8.-Cuandodosamigossesaludan

a） Sedanlamano

b） Inclinanlacabeza

c） Levantanlamano �
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9.-Esdemalaeducaci�onanteuninterlocutor

a） Cruzarlosbrazosolaspiernas

b） Ponerlamanoenlabarbilla

c） a）yb） �

10.-Cuandoseencuentrandosconocidosdedistintaedad

a） Primerosaludaeldem�asedad

b） Primerosaludaelm�asjoven �

c） Esindiferente

11.-Cuandoseencuentrandosamigos

a） Siempresesaludanyluegoconversan

b） Muchasvecesconversansinsaludarse �

c） Hayunlargosilencio

12.-EnJap�on,cuandosehablaconalguieneshabitual

a） Miraralosojos

b） Mirarcualquierpartedelrostro

c） Nomiraralosojos �

13.-Cuandounocome,porejemplo,sopadefideos

a） Esconvenientehacerruidoalcomerlos �

b） Primerocomelosfideosyluegolasopa

c） Ningunadelasrespuestasanterioresescorrecta

14.-Cuandosecomeconpalillos
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a） Cuandoterminas,debesdejarlosclavadosenlosalimentos

b） Puedesintercambiaralimentosconotroscomensales

c） Nodebesagarrarlospalillosjuntos �

15.-Loscuencosdesopaodearroz

a） Hayqueacercarlosalabocaparatomarlos �

b） Hayqueacercarlacabezaalamesaparatomarlos

c） Seempleaunacucharaparatomarlos

16.-Mientrasunocome

a） Puedeapoyarloscodosenlamesa

b） Tienequeutilizarsiemprelasdosmanos �

c） Debetenerunamanobajolamesa

17.-Sienlamesasesirvealcohol

a） Lodebeservirlapersonademenorrango �

b） Sesirveconunamanoylaotraalaespalda

c） Elvasodebeestarvac�o

18.-Eshabitualquesivasapasarporunapuerta

a） Cedaselpasoaunamujer

b） Nocedaselpasoaunamujer �

c） Dependedelaedaddelamujer

19.-Cuandohablasconunapersonaderangosuperior

a） Lellamasporsunombreperocontratamientoformal

b） Siempreporsuapellidoseguidodelcargoqueocupa �
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c） Utilizassiemprenombreyapellido

20.-Siquedasconalguien

a） Siempredebesserabsolutamentepuntual �

b） Siesunamigo,seadmitenhasta10minutosderetraso

c） Lasdosrespuestasanterioressoncorrectas

21.-Cuandorecibesunregalo

a） Debeagradecer,peronoexageradamente

b） Hayqueabrirelregaloinmediatamente

c） Nosueleromperseelpapel �

22.-Cuandodasunregalo

a） Eshabitualregalarropa

b） Debesdecirqueesalgodepocaimportancia �

c） Losentregasalfinaldelacelebraci�on

23.-Siteinvitanacomer

a） Siesaunrestaurantenodebesllevarnada

b） Siesasucasa,debesllevaralgodecomerobeber �

c） Ambasrespuestassoncorrectas

24.-Enloscumplea�nos

a） Losamigospagantodo �

b） Quiencumple,invita

c） Nosecelebran
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25.-Sivisitasaunenfermo

a） Conlasfloressiemprequedasbien

b） Hayquellevaralgodecomida（bombones,pastas...）

c） Lomejoresunlibroounarevista �

26.-Enlasbodas

a） Lonormalesdardinero,perodelacifrahadeserimpar �

b） Haylistasdebodasdondeeligesunregalo

c） Ambasopcionessoncorrectas

27.-Enlosfunerales

a） Sesuelecomer

b） Seofrecedineroalaviuda,perolacifrahadeserpar

c） Ambasopcionessoncorrectas �

28.-Esdemalaeducaci�on

a） Eructar

b） Escupir

c） Ambasopcionessoncorrectas �

29.-Sialguienestornuda

a） Debesdecir・Salud・

b） Debeshacercomoquenolohaso�do �

c） Nodebehacerlo.Esdemalaeducaci�on

30.-Estirarseparadesperezarse
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a） Puedeshacerloenclaseoconamigos

b） Nodebeshacerlo �

c） Solopuedeshacerloencasa

31.-Cuandoentrasenunacasa

a） Tedescalzas �

b） Siempreteponeslaszapatillas

c） Siguesconloszapatos

32.-Enclaseoenunareuni�on

a） Puedesquitarteloszapatos

b） Nopuedesquitarteloszapatos �

c） S�olotequitasloszapatossitienescalcetines

33.-Enlosconciertos,partidos,espect�aculos,

a） Sepitaparamostrardesaprobaci�on

b） Seaplaudeysepitaparamostraraprobaci�on

c） S�oloseaplaudeparamostraraprobaci�on �

34.-EnJap�on

a） Siempresepuedefumarenlacalle

b） Nosepuedebeberalcoholdurantetuhorariodetrabajo �

c） Ambasopcionessoncorrectas

35.-Cuandoinvitasaunjapon�esatucasayledices・Estaestu

casa・

a） Lotomar�aalpiedelaletra �
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b） Sabequeessimplementeunaexpresi�oncort�es

c） Ofrecelasuya

36.-EnJap�onlascomidasm�asimportantesdeld�ason

a） Lacomidaylacena

b） Eldesayunoylacena �

c） Eldesayunoylacomida

37.-Parairatrabajar

a） Puedeshacerloconropainformal

b） Debesllevartraje �

c） Ambasopcionessonposibles

38.-Paraconocergentenueva,losj�ovenes

a） Vanalasdiscotecas

b） Preparancenascongentedesconocida �

c） Ambasopcionessoncorrectas

39.-Cuandoseproduceundivorcio

a） Sielhijoquedaconlamadre,hadeadoptarsuapellido

b） Sisequedaconelpadre,mantieneelapellidodelpadre

c） Lasopcionesanterioressonincorrectas �

40.-EnJap�onnuncadebes

a） Escribirconbol�graforojo �

b） Usarel3�oel6

c） Ba�narseporlasnoches
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41.-EnJap�onesunasuperstici�on

a） Silbarporlasnoches

b） Cortartelasu�nasporlanoche

c） Ambasopcionessoncorrectas �

42.-Cuandovesuncochef�unebre

a） Cruzaslosdedosylosponesalaespalda

b） Tocaslamaderadeun�arbol

c） Escondeslosdedosgordosycierraslospu�nos �

43.-EnJap�on,sinohayconfianza,nopuedespreguntar

a） Porelpesoylaedad

b） Poreldineroqueganas

c） Porningunadelasdosopcionesanteriores �

44.-EnelJap�ontradicional

a） Lamujersiemprecaminadetr�asdelhombre �

b） Lamujersiempresesirvelaprimeraenlamesa

c） Ambasopcionessoncorrectas

45.-Alrelacionarseenlosnegocios

a） Siempredebesintercambiartarjetadevisita �

b） Debesmantenerlatarjetaquerecibesenlasmanos

c） Debesentregarlatarjetaconlamanoderecha

46.-EnJap�on
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a） Setomanlascopasenlosrestaurantes �

b） Enlosrestaurantessolosecena

c） Solosirvenalcoholamayoresde21a�nos

47.-Enlosrestaurantes

a） Siempresedejapropina

b） Sipagascontarjeta,nuncateseparasdeella �

c） Laschicasnosuelenpagar

48.-EnJap�on,lastiendas

a） Nocierranlosdomingosyfestivos

b） Suelencerrarmartesojueves

c） Ambasopcionessoncorrectas �

49.-Cuandodosfamiliaresseencentrandespu�esdeciertotiempo

a） Sedanunbeso

b） Sedanunabrazo

c） Lasopcionesanterioressonincorrectas �

50.-EnJap�on

a） Losmiembrosdelafamiliaseba�nanenlamismaagua �

b） Losmiembrosdelafamilianoseba�nan,soloseduchan

c） Losmiembrosdelafamilias�oloseba�nan

1 Esteart�culoeslacontinuaci�ondelpublicadoen『語学研究』Takushoku

LanguageStudies,2012.12,N�127.

2 ProfesortitulardelDepartamentodeLenguaespa�noladelaUniversi-
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は じ め に

1529年にスペインからヌエバ・エスパーニャ（現在のメキシコ）に渡

り，そこで布教と教育に従事したフランシスコ会修道士ベルナルディーノ・

デ・サアグン（FrayBernardinodeSahag�un）
（1）が著した『ヌエバ・エ

スパーニャ事物総史』（HistoriageneraldelascosasdeNuevaEspa�na）
（2）

は，スペイン人による征服が始まるまでのメキシコのさまざまな事物を記

述した書で，後世の学者たちから高い評価を受けている。サアグンが，メ

キシコの自然，人々の暮らし，伝承，信仰など，ありとあらゆるものを先

住民の言語ナワトル語で収集し，そのスペイン語版を作成し，さらに先住

民の描いた絵を付け加えて完成したこの書は，特に文化人類学的な価値が

高く，サアグンは「新世界における文化人類学の父」とまで評されてい

る（3）。

だが，『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』のすぐれている点は，文化人

類学や歴史学における史料価値の高さだけではないように思える。今日読

んでも鮮やかに感じられる描写が随所に見られるが，これは，サアグンが

布教活動を行いながら，先住民の文化に深く傾倒していったことを示して
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いるのではないだろうか。単に事実を書き記すのではなく，人々の姿を生

き生きと描こうとした結果，サアグンはそれにふさわしい文体を作り上げ

たのではないだろうか。本稿では，『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』の

中から，特に先住民たちの伝承についての記述に光を当て，サアグンの文

体について考察してみようと思う。

恐怖感の表現

『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』には，まるでメキシコがスペイン

人たちによって征服され，滅びていく運命にあるかのように考え，恐れ

おののく人々の様子が何度も描かれている。一般的な表現「怖がった」

（Tuvieronmiedo.）ではなく，「とても大きな恐怖感を抱いた」（Tuvieron

muygrandemiedo.）と，二重に強調された表現が用いられている。

Yestoaconteci�ocuatroa�nosantedesumuertedeldichoAu�tzotl,

yveinteydosa�nosantedelavenidadelosespa�noles.Ytambi�en

ensutiempoacaeci�omuygrandeeclipsedelsol,amediod�a,casi

porespaciodecincohoras;huvomuygrandeescuridad,porque

aparecieronlasestrellas;ylasgentestuvieronmuygrandemiedo,

ydez�anquehav�andedecendirdelcielounosmonstruosquese

dizentzitzimis,quehav�andecomeraloshombresymugeres.

（pp.557�558 イタリックの強調は引用者による）（4）

これは，先ほど述べたアウィツォトルが亡くなる4年前の出来事で，

スペイン人たちがやってくる22年前の出来事だった。また，その時

代には，真昼に約5時間にもわたって日食が起きた。辺り一面真っ暗

になり，いくつも星が見えるほどだった。人々はすっかり怯え，ツィ

ツィミトルという魔神が空から降りてきて男も女も食べられてしまう
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に違いないと口々に話していた（5）。

また，不思議な出来事（unamaravilla）が伝えられ，そこに何か不吉

なものを感じ取る人々の姿が描かれている。

Elnovenorey deM�exicofueMotecu�coma,segundodeeste

nombre.Y rein�odezinuevea�nos.Y ensutiempohuvomuy

grandehambre;porespaciodetresa�nosnollovi�o,porlocuallos

deM�exicosederramaronaotrastierras.Ensutiempotambi�en

aconteci�ounamaravillaenM�exico,enunacasagrandedondese

juntavanacantaryabailar,porqueunavigagrandequeestava

atravesadaencimadelasparedescant�ocomounapersonaeste

cantar（...）,locualaconteci�ocuandolafamadelosespa�nolesya

sonavaenestatierradeM�exico.（p.558）

メキシコの9番目の皇帝はモクテスマで，モクテスマを名乗る皇帝と

しては2人目だった。彼の統治は19年間続いた。その統治時代に大

飢饉が起きた。3年の間雨が降らず，メキシコの者たちは他の地に散

らばっていった。また，彼の統治時代には，メキシコで不思議なこと

が起きた。人々が集い，歌ったり踊ったりしていた大きな屋敷の壁の

上に大きな梁が渡してあったが，その梁がまるで人間のように歌いだ

したのである。（中略）それは，スペイン人たちについての噂が，すで

にこのメキシコの地で囁かれるようになっていた頃の話である。

『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』には，「しるし（兆し）」をあらわす語

se�nalが115回出てくるが，その多くは悪い兆し，不吉な兆しであり，ス

ペイン人たちがやってくる以前から，メキシコの先住民たちの間に不安を

煽る噂がいくつも広まっていたことがわかる。
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Dez�anqueerase�naldeguerra.Yelquelaca�caenelespejov�a

sihav�adesercativoenlaguerra,porqueenelespejosela

representavac�omolellevavancativolosenemigos;ysihav�ade

servictoriosoenlaguerra,v�aenelespejoque�elcaptivavaa

otro.（p.806）

その鳥を見かけることは戦の前触れだと言われていた。それを捕まえ

た者は，戦で自分が捕虜となるかどうか鏡の中に見ることができた。

もしそうなら，自分が敵の捕虜になって連れ去られる様子が映し出さ

れた。また，戦に勝つなら，自分が敵を捕まえる様子が鏡の中に見え

たからである。

Acaeci�ootrase�nalentiempodeMotecu�coma,porqueunamuger

vezinadeM�exicoTenuchtitlanmuri�odeunaenfermedadyfue

enterradaenelpatio,yencimadesusepulturapusieronunas

piedras,lacualresucit�odepu�esdecuatrod�asdesumuerte,（...）.

Yladichamugerqueresucit�ofueacasadeMotecu�comayle

cont�otodoloquehav�avisto,yledixo:・Lacausaporquesoy

resucitadaesparadezirtequeentutiemposeacabar�aelse�nor�o

deM�exico,yt�ueres�ultimose�nor,porquevienenotrasgentes,y

ellastomar�anelse�nor�odelatierra,ypoblar�anaM�exico.・（p.558）

モクテスマの時代には，また別の不思議な前触れもあった。テノチティ

トゥランに住んでいたある女が病で亡くなり，庭に埋葬され，墓の上

にいくつか石が置かれたが，死んでから4日後に女は生き返ってしまっ

たのである。（中略） 生き返ったその女はモクテスマの宮殿へ行き，

自分が見たことすべてを語り，さらにこう述べた。「わたしが生き返っ

たのは，そなたの時代にメキシコの統治は終焉を迎えることを伝える

ためだ。そなたが最後の統治者となろう。よその人間たちがやってき
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て，この地の支配権を得，入植することになるだろうから。」

さらに，特定の動物との遭遇を「悪い兆し」（malag�uero）と考える迷

信が，いくつも記されている。『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』の中で，

「悪い兆し」（malag�uero）という表現は40回用いられている。

Elmismomalag�uerosetomavacuandoalgunov�aensucasa

unosratonzillosquetienenunoschillidosdistinctosdelosotros

ratones,ydessasosieganlacasa.（p.322）

他のネズミとは違う鋭い鳴き方をする小さなネズミを家の中で見かけ

ると，これも悪い兆しであると考えられ，家の人たちを不安な気持ち

にさせていた。

Tambi�encuandoo�ancantaralb�uhoestosnaturalesdeesta

NuevaEspa�natomavanmalag�uero,（...）.（p.317）

ミミズクが鳴くのを聞くと，ヌエバ・エスパーニャの先住民たちは，

これも悪い兆しと見做していた（後略）

幽霊についての伝承

夜，突然姿を現す幽霊についての記述も見られる。当然のことながら，

これも不吉なものと見做されていた（6）。

Cuandodenochev�aalgunounasfantasmasquenitienenpiesni

cabe�ca,lascualesandanrodandoporelsueloydandogemidos

comoenfermo,（...）,ylosquelasv�antomavanmalag�uero,

concib�anensupechoopini�onocertidumbrequehav�andemorir
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enlaguerraoenbrevedesuenfermedad,oquealg�uninfortunio

leshav�adevenirenbreve.（p.323）

夜，頭も足もない幽霊を見ることがあった。幽霊は地面を転がるよう

にして移動し，病人のようなうめき声を上げていた。（中略）目撃し

た者はそれを不吉な兆しであると考えた。戦で死ぬか，近いうちに病

で亡くなるか，あるいはすぐ不幸に見舞われるだろうと確信したので

ある。

Estafantasmaaparec�acomounamugerpeque�na,enana,yque

ten�aloscabelloslargoshastalacinta,（...）.Cualquieraquev�a

estafantasmacobravagrantemor,yelquelav�a,silaquer�a

assir,nopod�a,porqueluegodesaparec�aytornavaapareceren

otraparte,（...）.（p.324）

この幽霊は小さな女の姿で現れ，腰まで届く長い髪を垂らしていた。

（中略）この幽霊を見た者は誰もがみなひどく怯えた。幽霊を捕まえ

ようとしてもできなかった。すぐに姿を消して，また別の場所に現れ

るのだった。（後略）

次々と現れる不吉な兆し

『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』は12の書から成るが，その第12書

の冒頭には，スペイン人がメキシコにやってくる以前から起きた不吉な出

来事が列挙され，そのすべてがメキシコの滅亡を予言していたかのように

描かれている。第１の書から第11の書までの中で述べられてきたさまざ

まな事象，不吉な予兆や異変が，すべて集約されているかのような印象を

与える書となっている。

また，第12書では，アステカ帝国内で流れる奇妙な噂や目の前で起き
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た不思議な出来事によって，皇帝モクテスマまでが不安に駆り立てられる

様子が鮮やかに描写されている。

Dieza�nosantequeviniesenlosespa�nolesdeestatierrapareci�oen

elcielounacosamaravillosayespantosa,yesquepareci�ouna

llamadefuegomuygrandeymuyresplandeciente.（...）.Esto

dur�oporespaciodeuna�nocadanoche.（...）todossospechavan

queerase�naldealg�ungranmal.（pp.949�950）

スペイン人たちがここにやってくる10年前，空に不思議な恐ろしい

ものが現れた。それは，とても大きく輝いた炎のように見えた。（中

略）それは，毎晩一年間にわたって続いた。（中略）皆は何か悪いこ

とが起きる前触れではないかと思っていた。

Laquintase�nalopron�osticofuequeselevant�olamardeM�exico

congrandesolas.Parec�aqueherv�asinhazeraireninguno,la

cualnuncasesuelelevantarsingranviento.Llegaronlasolas

muylexosyentraronentrelascasas;sacud�anenloscimientosde

lascasas;algunascasascayeron.Fuegrandeelespantodetodos

porverquesinairesehav�adetalmaneraembravecidoelagua.

（p.950）

5番目のしるし，あるいは前触れは，メキシコの海にいくつも大波が

立ったことである。風もないのに，海が沸き立っているかのようだっ

た。大風が吹かないのに大波が立つということは今までないことだっ

た。いくつもの波が遠くから押し寄せて，民家の中にまで浸水し，家々

の土台を揺らした。そして，何軒かは倒壊した。風もない日に，海が

あまりにも激しく荒れたものだから，その光景を見た者は誰もが皆驚

愕した。
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Ten�aestaaveenmediodelacabe�caunespejoredondodondese

parec�aelcieloylasestrellas（...）.ComovioestoMotecu�coma

espant�ose,ylasegundavezquemir�oenelespejoqueten�aelave,

deah�aunpocoviomuchedumbredegentejuntaqueven�an

todosarmadosencimadecavallos.（p.951）

この鳥は頭に丸い鏡を持っていて，そこに空や星が映っていた。（中

略）これを見たモクテスマは恐れおののいた。鳥の鏡をもう一度のぞ

くと，やがて，武装したたくさんの人間が馬に乗ってこちらにやって

くる姿が見えた。

泣く姿，泣くしぐさ

『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』の記述には，人々が泣く様子，嘆き

悲しむ様子が何度も出てくる。

EnsutiempodelmismoMotecu�coma,eldiabloquesenombrava

Cioac�oatldenocheandavallorandoporlascallesdeM�exico,ylo

o�antodosdiziendo:・・Oh,hijosm�os!・Guaydem�,queyoosdexo

avosotros!・（p.558）（7）

同じくモクテスマ皇帝の時代，シオアコアトルという名の女神が，夜

になるとメキシコの街を泣きながら徘徊していた。皆は，彼女がこの

ように泣き叫ぶのを聞いたのである。「ああ，子どもたちよ，何とい

うことか！ 私は，おまえたちを残していかなければならない！」

Losquesequedavansinnadalloravanyacuit�avanseporno

haverpodidotomarnadadiziendo:・Devaldehemosvenidoac�a

quenonoshandadonada.・（p.132）
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すべてを失った者たちは涙を流し，何も手にすることができなかった

ことを嘆き悲しんでいた。「何ももらえなかったのだから，ここまで

来たのは無駄だった。」

Todoslloravanyseangustiavanyandavantristesycabizbaxos;

haz�ancorrillosyhablavanconespantodelasnuevasquehav�an

venido.Lasmadres,llorando,tomavanenbra�cosasushijos,y

tra�endoleslamanosobrelacabe�ca,dez�an:・・Oh,hijom�o,enmal

tiempohasnacido!・Qu�egrandescosashasdever!・Engrandes

trabaxostehasdehallar!・（8）（p.961）

誰もが皆泣き，苦しみ，悲しそうな表情を浮かべ，うなだれたまま歩

いていた。もたらされた知らせを聞いて，ひそひそ話をしたり，恐ろ

しそうに話していた。母親たちは，泣きながら子どもたちを抱くと，

頭に手を載せてこう言っていた。「ああ，我が子よ，何て悪い時に生

まれてきたのでしょう！ どんなひどいことを見ることになるのでしょ

う！ さぞかし苦労することでしょう！」

繰り返しの表現

ここでもうひとつ注目していいのは，サアグンが「泣く」という動詞を

単独で使うのではなく，そのあとに「すすり泣く」（sollo�car），「嘆く，

うめく」（gemir）など，他の動詞を付け足すことで，文意を強めているこ

とである。それぞれが抱える悲しみを，さまざまな泣き方で表現している

と言える。同様に名詞に関しても，「涙」を単独で使わず，「涙，泣くこと，

溜息」のように，他の関連語と組み合わせながら意味を強めている場合が

多い。

悲しみの表現に「泣く」（llorar）という動詞が使われているのは言う
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までもないが，それ以上に頻出する語は名詞の「涙」（l�agrimas）で，49

回も使われている。

Nohavr�ayaquienllore,niquiensospireporloscaptivos,porque

nohavr�aquiend�enoticiasdeellosasusparientes.（...）.Y

aaquellosqueporestascausasandanllorososyderramando

l�agrimas,・qui�en loslimpiar�alasl�agrimasy remediar�asus

lloros?（p.359）

もう捕虜たちのことを思って泣く人もいなければ，嘆く人もいないだ

ろう。捕まったという知らせを身内に届ける者もいないのだから。

（中略）また，このために涙ぐみ，涙をこぼしながら歩く者には，いっ

たい誰がその涙を拭い，救いの手を差し伸べてくれるだろうか？

Dalde,se�nor,t�ermino,yfavoreceldeyperdonalde,puesquellora

ygimeysollo�ca,mirandodentrodes�enloquemalhizoyenlo

queosofendi�o.Tienegrantristeza,derramamuchasl�agrimas,

afligesucora�c�oneldolordesuspecados,ynosolamenteseduele

deellos,peroaunseespantadeellos.（p.364）

主よ，あの者に猶予期間をお与えください。お恵みをお与えになり，

お許しください。彼は涙を流し，うめき声を上げ，すすり泣いていま

す。心の中では悪いことをした，主を怒らせてしまったと思っていま

す。ひどく悲しみ，涙をこぼしています。罪を犯したことで苦しみ，

心を痛めるだけでなく，恐ろしくさえ感じているのです。

大声で泣く，声を上げて泣く

さまざまな泣き方が描かれているが，特に声を上げて泣く人たちの姿も
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目を引く。太陽への信仰が篤かったメキシコ人たちが，日食とともにこの

世が終わってしまうのではないかと，あわて恐れおののく様子がよく伝わっ

ている記述である。

Cuandoestovelagente,luegosealborotayt�omalesgrantemor,

yluegolasmugereslloranavozes,yloshombresdangrita,

hiriendolasbocasconlamano,yentodaspartessedavan

grandesvozesygritosyalaridos.（p.537）

人々がこれ（日食）を見ると，大騒ぎとなり，皆すさまじい恐怖に襲

われた。女たちは大声で泣き，男たちは叫び，手で口を傷つけるほど

だった。いたるところで，大声，叫び声，悲鳴が上がっていた。

やがて訪れる悲劇を予感した先住民たちが，不安に駆られ，恐れおのの

く様子を，最も象徴的に描いているのは，次の記述であろう。我が子を守

り通すことのできない母親の悲しみ，悲痛な叫び声は，メキシコ人たちの

集合意識にあった恐れと不安そのものを表しているように見える（9）。

Lasestase�nalopron�osticoesqueseo�aenelairedenocheuna

vozdemugerquedez�a:・・Oh,hijosm�os,yanosperdemos!・

Algunasvezesdez�a:・・Oh,hijosm�os!・D�ondeosllevar�e?・（pp.

950�951）

6番目のしるし，あるいは前触れは，夜になると女が叫ぶ声が聞こえ

たことである。

「ああ，子どもたちよ，わたしたちはもう終わりだわ！」

ときには「ああ，わたしの子どもたち，あなたたちをどこに連れて行っ

たらいいのだろう？」という叫び声だった。
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動物の鳴き声と擬人化

サアグン著『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』の中で特に目を引くのは，

人間のように涙を流して泣く動物についての記述である。

Esteanimalejonisabemordernisabeara�nar,nihazerning�un

da�no,aunqueletoman,ycuandoletoman,chillayllora;s�alenle

lasl�agrimasdelosojoscomoapersona.Cuandoletomanlos

hijos,lloramuchoychillaporellos.（p.789）

この動物は捕まえられても噛みつかず，引っ掻きもしないし，いかな

る害も与えない。そして，捕まえられると鋭い声を上げて泣く。まる

で人間のように両目から涙が出るのである。子どもが捕まえられると，

ひどく泣き，子どものことを思って甲高い声で泣きわめく。

悲しさ，寂しさの表現

サアグンは，メキシコ先住民たちの打ちひしがれた様子，悲しみにくれ

ながらとぼとぼと歩く様を何度も記述しているが，その描写はどれを取っ

ても読む者の心をとらえる。サアグンの描く人物たちは，心の中の深い悲

しみや寂しさを無言のうちに伝えている。

Losqueerandeesteoficiosiempreandavantristesypobres;ni

ten�anqu�ecomernicasaenquemorar,solamentesemanten�an

deloquelesdavan（...）.（p.290）

この職業の者たちは，いつも悲しそうな表情を浮かべ，貧しいまま歩

き回っていた。食べるものもなければ，住む家もなかった。人から施
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しを受けて暮らしていた。（後略）

耐えること

『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』には，この世を苦難に満ちた世界と

考え，耐え忍ぶ人々に関する記述も多い。

・Qui�enpuedehazerqueunahoraound�aseaalargadaanuestra

vidapresenteenestemundo?Puesqueestoesass�,tened

pacienciaparasufrirlostrabajosdeestavidapresente,（...）.

Esfor�caos,hijo,noosmatelatristeza;（...）.（p.234）

今，この世でわれわれの人生が一時間あるいは一日延びるようにする

ことなど，誰にできようか？ そういうわけだから，辛抱し，この世

の苦難に耐えるのだ。（中略）努力するのだ。悲しみに負けてはなら

ない。（後略）

貧 困

『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』の記述には「貧しさ」（pobre�ca）と

いう語も頻出する。多くの場合，心の貧しさではなく物質的な貧しさであ

り，極度な飢えと貧困に悩む人々の姿が写し出されている。

・Hevenidoaestremadapobre�ca,oestoyenestremadapobre�ca・.

D�zesseesterefr�andelquenitienequ�ecomerniqu�esevestirni

enqu�edormir.（pp.509�510）

「極度に貧しくなった」とか「極度に貧しい」（赤貧洗うがごとし）と

いう言い回しは，食べるものも着るものも寝具もない人について用い
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られる。

孤独な人間，孤独な鳥

『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』には，人間の孤独な姿と重ね合わせ

るかのように孤独な鳥の姿も描写されていて興味深い。

・Est�as,porventura,contento?・Est�a,porventura,satisfechotu

cora�c�onporquehazesloquequieresynegociasloquequieres?

・O,porventura,est�aspuestoalrinc�on,nisehazecuentadeti,y

bivescomosolitarioyapartadoyolvidado?（p.400）

もしかしたら，おまえは満足しているのか？ もしかしたら，自分の

好きなことをし，好きな仕事をしているために，おまえの心は満ち足

りているのか？ もしかしたら，おまえは自分が片隅に置かれている

ことに気付いていないのではないか？ 独り離れて忘れられたまま暮

らしていることに。

Hayunasavecillasenestatierraquesellamancocotli.Ytodos

losespa�noleslasllamantortolillas.（...）.Ll�amansecocotliporque

cuandocantandizencocococo.（...）.Nosecasanm�asdeunavez.

Ycuandomuereeluno,elotrosiempreandacomollorandoy

solitario,diziendococococo.（pp.817�818）

この地にはココトリという名前の小鳥がいる。スペイン人たちはこの

鳥を小さなキジバトと呼んでいる。（中略）ココトリという名前がつ

いているのは，ココ，ココとさえずるからである。（中略）雌雄がつ

がいとなるのは一度だけである。そして，片方が死ぬと，もう一方は

ココ，ココと，まるで泣いているかのように一羽だけで飛び回る。
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結語 サアグンとルルフォ

サアグン著『ヌエバ・エスパーニャ事物総史』は，アステカ帝国が亡び

る前のメキシコのさまざまな面を知るうえで貴重な資料だが，単なる事物

の記録ではない。その生き生きとした描写は，まるで文学作品のように読

者を引き付ける力を持っている。サアグンは，スペイン人たちによって征

服される予兆がすでに何年も前から現れていたことをあらわすかのように，

自然界の異変を描き，鳥や獣に見られる不吉な兆し，夜の静寂を破る泣き

声など，メキシコ先住民たちの感じていた不安や恐怖を，巧みに配列しな

がら描いている。おそらくサアグンは，そうした迷信や民間伝承がどのよ

うな結果を招いたかを克明に記すことで，改宗者が増え，キリスト教への

篤い信仰が先住民たちの間に根付くことを願ったのではないだろうか。

20世紀半ばになると，サアグンの文章を読み，その影響を受けた作家

が現れるが，そのひとりがフワン・ルルフォ（JuanRulfo1917�1986）

だった。作中人物たちの抱える孤独と不安，そして嘆き悲しむ姿を描く際，

ルルフォは見事なまでにサアグンの文体を取り入れている（10）。ルルフォは，

サアグンに倣い，類似の表現を何度も繰り返すことで，しだいに意味を強

め，読む者の心に訴えかける語りのスタイルを作り出した。サアグンが，

16世紀初頭，スペイン人たちに征服される前のメキシコ人たちの不安や

動揺を記録したとすると，ルルフォは，20世紀初頭に起きたメキシコ革

命や動乱の中で，貧困や飢えと闘いながら必死に生きる人々の姿を写した

と言える。ノンフィクションとフィクションの違いはあるにしても，両者

とも文体を練ることに心血を注ぎ，無駄のない鮮やかな文章を作り出した

点で共通している。サアグンが後世に遺したものは，今まで考えられてい

た以上に大きな意味を持っているのではないだろうか。
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（1） FrayBernardinodeSahag�unは1499年または1450年にスペインで生

まれ，1590年にヌエバ・エスパーニャ（メキシコ）で亡くなったと伝えら

れている。

（2） HistoriageneraldelascosasdeNuevaEspa�naは12の書からなる。初

めナワトル語で書かれ，次にスペイン語のテキストが作成された。1540年

代から数十年をかけて執筆されたと考えられている。

日本語訳（抄訳）には次のようなものがある。

サアグン編「メシコの戦争」小池祐二訳注『征服者と新世界』岩波書店

1980年所収

サアグン『神々とのたたかいＩ』篠原愛人・染田秀藤訳，岩波書店1992

年

（3） サアグンを高く評価した主要な研究書としては次のようなものがある。

Ascenci�onHern�andezdeLe�on-Portilla,BernardinodeSahag�un:Diez

estudiosacercadesuobra,edici�oneintroducci�on,M�exico,Fondode

CulturaEcon�omica,1990.

MiguelLe�on-Portilla,BernardinodeSahag�un:Pionerodelaantropolog�a,

M�exico,UNAMyelColegioNacional,1999.

Jes�usPaniaguaP�erez,yMar�aIsabelViforcosMarinas,Congreso

internacionalsobreFrayBernardinodeSahag�unysutiempo:celebradoen

Le�onySahag�un1999,Le�on,UniversidaddeLe�on,2001.

（4） 引用ページは次の書のものを示す。

FrayBernardinodeSahag�un,HistoriageneraldelascosasdeNueva

Espa�na,edici�ondeJuanCarlosTemprano,Madrid,Historia16,1990.

その他，次の版も参照した。

FrayBernardinodeSahag�un,HistoriageneraldelascosasdeNueva

Espa�na,edici�onde�AngelMar�aGaribayK.,M�exico,Porr�ua,1999.

FrayBernardinodeSahag�un,HistoriageneraldelascosasdeNueva

Espa�na2vols.,edici�ondeJuanCarlosTemprano,Madrid,Dastin,2009.

FrayBernardinodeSahag�un,HistoriageneraldelascosasdeNueva

Espa�na3vols.,edici�ondeCarlosMar�adeBustamante,CambridgeUni-

versityPress,2010.

（5） 本稿での引用箇所の日本語は拙訳である。

（6） 夜道を歩いている者を驚かす幽霊や異界からの出現者は，後世のたくさん
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の伝説にも登場し，アメリカ大陸の広い地域でさまざまな形で伝えられてい

る。

（7） ここでは，先住民にとっての女神が悪魔（diablo）と記されているが，第

12書に見られる6番目の前兆の記述と酷似している。

6番目のしるし，あるいは前触れは，夜になると女が叫ぶ声が聞こえたこ

とである。

「ああ，子どもたちよ，わたしたちはもう終わりだわ！」

ときには「ああ，わたしの子どもたち，あなたたちをどこに連れて行った

らいいのだろう？」という叫び声だった。

（8） この記述は，第12書の6番目の前兆が現実のものとなったことをあらわ

している。

（9） メキシコの代表的な伝説LaLlorona（泣き女）など，泣く母と子の姿は，

後世のさまざまな伝説の中に見られる。

（10） 聴覚の世界の描き方，繰り返しの表現（特に否定表現の繰り返しの多さ）

など，サアグンとルルフォの文体にかなり類似した部分があることは，別の

稿で述べたことがある。

「サアグンからルルフォへ」『語学研究』104号，pp.179�194.

（原稿受付 2012年12月8日）
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1．はじめに

インドの大多数を占めるヒンドゥー教徒は，一般的に墓を残さないこと

で知られている。遺体を火葬に付した後，その灰を川に流してしまうから

である。2006年11月，私はインド南部のアーンドラ�プラデーシュ州で

調査を行なった。州都ハイデラーバードから約340km離れたアナンタプ

ラム（アナンタプル）県のラーマッパーコンダという名の岩山の近隣で，

近年築かれたとみられるヒンドゥー教徒の石囲いの墓を見つけたのである

（図1）。南インドやスリランカの一部には，ヒンドゥー教徒でありながら

このように墓を築くという風習があることはすでに関根によっても報告さ

れている（1）が，ここで興味深いのは，その近年の石囲いの墓に隣接して，

さらに古い時代にさかのぼるであろう石造構築物が見られることである。

板状に切り出した細長い石材4枚を矩形に立てて囲ったその上に，短辺

260センチメートル，厚さ約28センチメートルの石材を天井石としてか

ぶせたその構造は，南インド�メガリス文化のものと考えられる。矩形を
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なす板状の石材の一枚には，この文化期の巨石墓に特徴的な舷窓（ポート

ホール）と呼ばれる石室の開口部の名残とみられる弧形の切り込みが残っ

ていることからみても，それは間違いないであろう。

ヒンドゥー教徒が一般的に火葬を旨とし墓を築かないのは，死後，肉体

から遊離した霊魂こそが，後の再生にとって意味を持つもので，残された

肉体は魂の抜け殻にすぎず，火葬によって霊魂を天上に送り，遺体を浄化

した後はまず価値のないものであるとする世界観を背景としている。言語

文化という点でも北部インドとは異質な南インドに土葬の風習が見られる

ということは，世界観という点でも違いが存在することを示しているのか

もしれない。

本論は，そうした南インドの基層的文化であるといえる南インド�メガ

リス文化の葬制をもとに，その世界観，死の観念を探ろうとする試みであ
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図1 南インド，アナンタプラム県の石室墓

（手前が近年のヒンドゥー教徒の墓，後のものはメガリス文化期のものと考えられる）



る。南インド�メガリス文化は，紀元前1000年ごろから紀元後1世紀ご

ろにかけて，インド亜大陸の南半部に栄えた文化である。この文化の一つ

の大きな特徴は，巨大な石材を用いて作られた埋葬関連の建造物である（2）。

南インドという領域で文化的独自性が顕著となってくるのは，まさにこの

時期であり，その意味で後の南インドの文化的特徴の基底となる文化であ

ると言うことができる。

この文化の時代には，まだ文字による記録がほとんど存在せず，したがっ

て，この時代の世界観や観念を考察する上では，主に考古学的調査により

得られたデータを材料とすることとなる。しかしながら，過去の人々の精

神的活動にかかわる観念的側面を明らかにすることは，考古学的資料のみ

に基づいてはほぼ不可能であるといってよいであろう。そのような側面に

ついて言及するためには，多かれ少なかれ民族学的（あるいは民俗学的）

な知見の援用が不可欠なものとなる。その際に注意しなければならないこ

とは，民族学的に観察された事象と，その背景にあるとみられる世界観・

観念との間には，常に1対1の関係が成り立つとは限らないということで

ある。表面的な現象が，民族学的に知られる例と酷似しているからといっ

て，短絡的に両者を結びつけることは厳に慎まなければならない。しかし

ながら，考古学者アッコーも強調するように（3），民族学的データは，考古

学的推論の可能性の幅を広げるために示唆を与えるものとして利用するこ

とは十分に可能である。

本論でも，主に民族学的な事例を参照しながら，それらが南インド�メガ

リス文化において知られている事実と十分に適合しうるか，矛盾点はない

かを，できる限り細心の注意を払いながら検討していきたいと考えている。

2．二次葬の背景となる観念

南インド�メガリス文化の葬法の上での大きな特徴のひとつが二次葬で

南インドの基層的文化における死生観に関する一考察（深尾）―137―



ある。そこでは，遺体を一旦どこか別の場所に放置し，腐乱して骨になっ

たところで，頭蓋骨，上腕骨・大腿骨などの長骨，肩甲骨，骨盤などの主

要な骨を取り上げて，墓に埋納するということが行なわれる。

二次葬は，中央アジアや南北アメリカ，太平洋島嶼部，東南アジアなど，

世界各地に広くみられる葬法である。沖縄や朝鮮半島南部などには，骨を

取り出した後，よく洗い流してから再度，墓に納める洗骨という風習が知

られている（4）。

二次葬という葬法の背景には，どのような世界観，死の観念がありうる

のであろうか。フランスの社会学者，ロベール�エルツは，ボルネオ島を

中心にインドネシアの諸民族にみられる二次葬の例を中心に言及しながら，

彼らの二次葬に対する考え方に分析を加えている（5）。彼は，二次葬にかか

わる諸側面を，3つの局面に分けて考えている。それはすなわち，死体，

霊魂，生者である。二次葬という一見特異な葬法が見られる背景には，死

とともに，死体から霊魂が離れ，その霊魂は死者の国への旅にと出るが，

それが最終的に死者の世界に加わるまでには一定の期間が必要であるとい

う考え方がある。

そこでは，霊魂が死者の国に入るまでの経過を，残された生者に明示的

に示しているのが，死体の状態の変化であるとみなされる。死体が腐乱し，

白骨化することで，霊魂の死出の旅が完了すると考えるのである。最終的

には，再度の葬儀は亡くなった者の霊魂が死者の国へ加入するための儀礼

として位置づけられ，一方で，死者による共同体メンバーの損失という危

機に直面した生者にとっては，社会的な枠組みの回復につながるというこ

とになる。

エルツのこの論は，二次葬だけに特有な民族的論理を説明することを目

的としたものではない。一見，我々にとって特異に見える二次葬の背後に

ある死に関する表象が，基本的には他の多くの文化ともおおむね枠組みと

しては類似しているということを例証している。
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一方，インドにおいても二次葬という習俗に従ってきた少数民族はかな

り多く存在する。彼らの世界観はどのようなものなのであろうか。

例えば，東部インド，チョーター�ナーグプル高地のムンダMundaの

場合，一旦埋葬した死体を掘り起こし，頭骨の一部を軽く焼いた後に，共

同墓地に各家庭ごとに築かれた巨石構築物の下に改めて埋納するという二

次葬を行なう。彼らの生命観は次のようなものである（6）。ムンダの人々に

とって死とは，身体から「ジー」jiが完全に離れてしまったときのことで

あるとされる。「ジー」とは，人間にかかわらず全ての生物の持つ生命の

原理というべきもので，人格を持たない普遍的な生命質である。一方，彼

らは「ジー」とは別に「ロア」roa,「ウンブル」umbulという概念を持っ

ている。ムンダの概念では，「ロア」は睡眠や病気の際にも身体を離れる

ことのあるもので，夢で遠く離れた土地を訪れることができるのも，身体

を離れた「ロア」のせいである。つまり，「ロア」は人格の乗り物である

ということができる。一方，「ウンブル」は死によって身体から遊離した

「ロア」のこととされ，いわば「ロア」と「ウンブル」は生と死を境にし

た同一の実体ということになる。死後，「ジー」が天の最高神の元へ向か

い，葬儀の対象とはみなされないのに対して，「ウンブル」はこの世にと

どまり，二次葬の最終儀礼を通して祖霊の仲間入りをすることになる。ム

ンダの二次葬は，死によって肉体から離れた人格を持つ霊魂的存在「ウン

ブル」を一旦身近にとどめるための「呼び戻し儀礼」と，さらにそれを祖

霊に加えるために巨石構造物を建造する「納骨儀礼」の二段階から葬送儀

礼が成っていることを背景にしているのである。

同じくチョーターナーグプル高地に居住するホーHoやウラーオン（オ

ラーオン）Oraon,南インド，アーンドラ�プラデーシュ州北部のアーディ

ラーバード周辺に居住するラージ�ゴーンドRajGondなどの民族も，

二次葬を行なうが，彼らもムンダと同様に，非人格の生命体と人格を持つ

霊魂的存在の両方の概念を持っている（7）。

南インドの基層的文化における死生観に関する一考察（深尾）―139―



これまで見てきたような二次葬をめぐる考察を元に，南インド�メガリ

ス文化における二次葬の背景となる観念について想定を試みることとしよ

う。エルツの分析に従えば，まず二次葬の前提として多くの社会で見られ

るのは，肉体からの霊魂の分離という概念であるといえよう。もちろんそ

れだけで二次葬が成り立っているというわけではない。肉体からの霊魂の

分離という観念は，ヒンドゥー教徒の火葬にとっても基盤となっている考

え方であるからだ。二次葬にとっては，遺体の腐乱過程と霊魂の安定化の

経緯を同値する民族的観念や，骨に対する神聖視も重要な概念となってい

る。南インド�メガリス文化における二次葬の背景にも，同様の観念の存

在があると想定することはそれほど不当なことではないと考えられる。

さらに，東部・中部インドにおける二次葬の民族例から考えると，二次

葬の対象となるべき霊魂的存在の特色として，個人的な人格を備えた実体

であるという可能性も低くはないであろう。ここで想定される霊魂的存在

の依拠する場所は，インドの民族例から見るように，天上のような現世界

から隔絶した場所に位置するものではなく，我々のこの世界と表裏の関係

にあるような世界である可能性も十分想定できよう。

筆者は，1989年にタミルナードゥ州イーロードゥ県のコドゥマナル

Kodumanal遺跡の発掘調査に参加し，その際に，巨石墓群の中の1基，

第9号墓の発掘に一部携わった。第9号墓は，この遺跡の巨石墓としては

比較的小型で単純な構造のものであったが，そこからは2体分の人骨が出

土した。筆者はそのうちの1体の頭骨のクリーニングを担当したが，興味

深いことに，頭蓋骨とともに第3頚椎骨までがくっついた状態であること

が観察できた。このことは，この人骨が完全に腐乱して乾燥し，白骨化し

た後にこの墓に納められたのではなく，十分に腐乱が進みきる以前に取り

出され，納骨された可能性があることを示している。第9号墓では，2体

分の人骨が出土しているが，層位に石室を二度以上掘り返した様子は認め

られず，もう1体と同時に埋納することを優先したために，1体は十分白
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骨化する前に取り上げられた可能性がある。コドゥマナル第10号墓から

出土した左上腕骨の分析では，腐乱後まだ完全に乾燥した状態ではない段

階で，この骨が切断されたとみられる例があることが知られており，他の

石室墓でも，指骨や椎骨などの小型の骨が混じって出土している例もあ

り（8），必ずしもそれぞれの骨がばらばらにならないうちに死体が墓に納め

られたと考えられる例が見られる。これらのことから考えると，南インド

�メガリス文化では，二次葬とはいっても，死体が完全に白骨化すること

に最大の重要性を置いていたわけではないという可能性が考えられる。

3．舷窓と霊魂的存在

南インド�メガリス文化の巨石墓のもう一つの顕著な特徴に，舷窓があ

る。舷窓port-holeとは，石室状の構造を持つ巨石墓の一側面を成す石材

に穿ち開けられた穴のことである。

舷窓を持つ巨石建造物は世界のかなり広い範囲に見ることができる。北

欧スウェーデンから，フランス，ドイツ中部，イベリア半島，ブリテン島

南部，北部アイルランド，コルシカ島，黒海沿岸地方，地中海沿岸，コー

カサス地方，パレスチナ，さらにごく小数だがイラン高原にまで広がって

いる（9）。よって舷窓は，南インドの巨石墓の起源の問題を考える上でも非

常に重要な特徴であるが，これだけの地域的広がりをもち，さらに年代的

に言っても古いものは紀元前4000年の新石器時代から，紀元前1千年紀

の鉄器時代にまで及ぶことを考えると，これらの舷窓を持つ巨石建造物が

全て同じ世界観を共有していたと考えるのはかなり難しいことである。

舷窓の機能については，これらの巨石墓の建造者や後の奉献者が石室内

に出入りするために設けられたものではないかと考える研究者もいるが，

すでに検討してきたように，二次葬という葬法が霊魂の存在を前提として

いた可能性が高いことから考えると，出入り口としての実用的な機能を果
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たすものと考えるよりも，霊魂の通り道のような象徴的な役割を持つもの

である可能性が想定できるのではないだろうか。

それは次のようなことからも言うことができる。まず，石室墓の完成後

には舷窓は板状の石で閉じられて，土層の観察によると，その後に舷窓を

再び開いて石室内に入った痕跡は見られない。つまり，舷窓を利用して追

善供養のような行為が行なわれたことは考えられない。また，イラン高原

のシアルクSialk遺跡で発見された特徴的な形状の石室墓は円形の舷窓を

持つが，そのサイズはきわめて小さく人が出入りに利用するのは不可能で

あり，舷窓が象徴的なものとなっているひとつの例となっている。

南インドのカルナータカ州ブラフマギリBrahmagiri遺跡などでは，地

面を掘りくぼめた土壙に直接人骨を納める土壙墓が石室墓と共存している

が，これらの土壙墓の場合，土壙の一端に小さな板石を平行に立てて通路

のようにしつらえた構造がつくられている。これも本来であれば，何ら必

要のないもので象徴的な意味しか持っていない。これらのことを考え合わ

せると，南インド�メガリス文化期の巨石墓に見られる舷窓が象徴的な機

能を持つものと考えることは，不適切とは言えないであろう。

4．巨石の使用と世界観

最後に，そもそも南インド�メガリス文化でなぜ埋葬に関連する施設に

巨石を用いたのか，そこにこの文化を担った人々のどのような観念を想定

することができるのかという点について考察してみたい。墓などの死者の

ための建造物に石を用いるというのは，世界の多くの文化で広く見られる

ことである。墓であれ，埋葬に直接関連しない記念碑的な建造物であれ，

死者にかかわる建造物に石が用いられることが多いのは，石が長期間にわ

たりその形状をとどめる存在であり，その点で，死者の存在や名声などを

何らかのかたちで永続的にこの世にとどめたいという観念と結びついてい
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るからであると考えるのは，きわめて自然な考え方であろう。

ただし，巨石建造物の造営には，通常では考えられない労力を必要とす

ることも忘れてはならない。その点で，アフガニスターンからインド，東

南アジアにかけての地域でつい最近まで巨石建造物を造営する風習を持っ

ていた民族の間に広くみられる勲功祭宴や死者祭宴という慣習に注目する

必要がある（10）。勲功祭宴とは本来，自らの社会的地位の上昇や威信の獲得

などの目的のために，大量の食料を参加者に振る舞い，水牛などの貴重な

家畜を供犠に捧げる祭宴を主催するという風習のことである。死者の勲功

や名声を讃える同様の祭宴であれば，死者祭宴ということになる。インド

や東南アジアの民族には，勲功祭宴や死者祭宴に際して，その祭宴の一部

として巨石建造物の造営を行なう場合が少なくない。

例えば，中部インドに居住するボンダ（ボンド）の人々は，死者を火葬

した後，主に三年たってから死者を記念する最終儀礼を行なうが，その際

に村の外の街道筋などにグノムと呼ばれる巨石建造物を造営して，盛大な

祭宴をとり行なう（11）。また，ケーララ州，西ガート山脈中に居住するクルン

バの人々も，ほぼ10～20年ごとに死者を記念して儀礼をとり行ない，遺

骨を掘り出して氏族墓に改葬する際に，ヤギの供儀を行ない，莫大な費用

をかけた祭宴を挙行する（12）。

一般にこうした祭宴においては，散財が大きければ大きいほど，その挙

行者あるいは死者の得る勲功は大きいとされる。また，その際に建造され

る巨石記念物は勲功を得た者の名を永続的に保存することが期待される。

勲功祭宴を行なうことのできる者は，その社会の中でかなりの富を蓄えて

いる者たちである。所有する富が多ければ多いほど，より盛大な祭宴を挙

行し，より大きな名声や社会的地位を得ることを望むものである。いわば，

勲功祭宴というのは，富と名声の間の儀礼的交換のシステムであるといっ

てよい。

ここで，南インド�メガリス文化に立ち戻って考えてみると，確かにひ
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とつの遺跡での巨石墓の総数は集落の全人口に比してかなり少なく，その

ような巨大な石材を使った建造物を造営できるのは，その社会の中でも一

定の限られた地位にある者たちだけであったことは想像に難くない。しか

し一方で，彼らが居住していた集落の址を見てみると，大きな経済的格差

を示すような住居のサイズや質の違いはほとんど見受けられない。アブラ

ハムは，西ガート山脈のパーラッカードゥ地峡周辺地域のこの時期の遺跡

の研究を通して，集落間に顕著な格差が欠如していることや埋葬施設も荘

厳というほどの規模にないことなどを挙げ，メガリス文化期の社会を「散

層的」hererarchicalな社会と位置づけている（13）。もし，巨石建造物が勲

功祭宴や死者祭宴とつながっているものであると考えるならば，社会的地

位を上昇させるための祭宴による過度の富の浪費が，集団内の経済的関係

を均衡化させる方向に働いていた可能性が想定できることとなるであろう。

民族例の中には，死者を記念して建てられた巨石建造物が，人格を持っ

た死者の霊魂的存在の拠り所として考えられているという例も少なくない。

そのような場合，生者にとって必要とされるときに死者の霊力に頼ること

ができるように，巨石建造物は集落の中央の広場やすぐ身近な場所に築か

れて，日常的に人々に親しまれる場となっているようである。このように

死者の霊魂を身近に捉えるような世界観がメガリス文化の場合にもあった

のかもしれない。

メガリス文化期の巨石建造物にかかわる観念を探る上で，そのほかにひ

とつの材料となりうるものがシャンガム文学である。南インド�メガリス

文化は紀元後1世紀にはほぼ終末を迎えるが，それと相前後して成立して

くるのがシャンガム文学と呼ばれるタミル語による古典文学作品群である。

そこには，断片的ではあるが，当時の葬送儀礼や死者儀礼の様相をうかが

わせる記述が垣間見られる。例えば，初期の詩集のひとつ「エットゥトハ

イ」の中には，「ナドゥカル」natukalという語が見られるが，これは地

面に植えた（立てた）石との意味であり，一般にはメンヒルと呼ばれる石
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造記念碑のことを指している。詩の中からは，この「ナドゥカル」が戦争

や象狩りで命を落とした者のために建てられることが知られる（14）。南イン

ドでは紀元後4世紀ごろからヒーローストーン（メモリアルストーン）と

呼ばれる記念碑が英雄的行為で亡くなった者のために建立された例が知ら

れている。シャンガム文学の記述からは，そのような風習がすでに後1世

紀ごろにあったことを想定することができ，メガリス文化期の巨石建造物

とヒーローストーンにつながる英雄記念碑が直接的に連続していることが

見てとれる。南インドでは後の王朝チョーラ朝期にpallippatai（祖廟寺院）

と呼ばれる，王族など社会的に高位の人々の死を記念して建てられる寺院

の存在が目立つようになる（15）が，これも巨石墓の時代にさかのぼる死の

観念を共有するがゆえの現象と言えるのかもしれない。

5．まとめにかえて

筆者は1993年1月から2月初めにかけてマハーラーシュトラ州のバー

ギーマハーリーBaghimahari遺跡の発掘調査に参加した。その際，発掘

に携わったのが環状列石を持つ土壙墓である第14号墓であった。第14号

墓は，幼児の頭ほどの大きさのある丸石を積み上げた積石塚の様相を呈し

ている。発掘では中央部東南寄りの地点から数点の土器が出土した。その

全てが赤色土器で，最も大きなものは口の開いた小型の壺であった。これ

らの土器は，元来の自然の地面のほぼ直上に据えられており，遺体の埋葬

後それほど時を置かずしてこの場所で何らかの儀礼が行なわれた跡である

可能性が考えられる（図2）。また，この土器群のすぐ上には積み石が置

かれていて，土器群と積み石の間には目だった土層は認められない。つま

り，壺を用いた何らかの儀礼が行なわれた後で，土をかぶせるようなこと

はせず，故意にその壺を破壊するような行為があったと考えられる。それ

がどのような意味を持つ儀礼であり，どのようなかたちで行なわれていた
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かは定かではないが，丹念な発掘調査を通して当時の死に対する考え方に

迫ることも可能であろう。まだ十分に文字の使用も行なわれていない，南

インドのこの時代の死に関する観念について追求することは決して容易な

ことではない。しかし，発掘調査によってより細かな情報を拾い上げ，出

土遺物をより詳細に検討することによって，当時の死の観念についてより

深く理解することのできる可能性は十分に残されている。

（1） 関根1995,pp.229�255

（2） 埋葬に関連する巨石建造物を顕著な特徴とすることから，この文化は「巨

石文化」と呼ばれることも多かった。しかし，巨石性はこの文化の一要素に

すぎず，より全体的な視点でこの文化を見る必要がある。また，他の地域の

いわゆる「巨石文化」との安易な比較をなるべく避けるためにも，筆者はか

つてからできる限り「巨石文化」との語を避けて，「メガリス文化」という
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図2 バーギーモハーリー遺跡，第14号墓出土土器



呼称を好んで用いてきた。この論文でも「南インド�メガリス文化」との言

い方を用いることとする。この文化の詳細については，深尾（2007）などを

参照のこと。

（3） Ucko1969,p.263

（4） 韓国の珍島ではシッキンクッと呼ばれる（村上祥子教授のご教示による）。

桜井1989,pp.142�147

（5） エルツ2001

（6） 山田1959,pp.156�158

（7） 山田1959,pp.158,160�161,165�166

（8） Mushrif-Tripathy,Rajan&Walimbe2011,pp.35�75

（9） Childe1945,pp.9�10

（10） 小西1990,pp.85�88

（11） Poyil2009

（12） ハイネ�ゲルデルン1961,竹村1962

（13） Abraham2012

（14） 例えば，「プラナーヌール」335編の詩では，象と戦い亡くなった英雄の

ために，「ナットリナイ」391編では戦闘で英雄的に亡くなったものに対し

て，「ナドゥカル」が建立されていることが記されている。Srinivasan1959

（15） Fukuroi2011
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は じ め に

「中国の若者文化をめぐって（2）」として，今回は「動漫」（アニメ・漫

画）を取り上げる。ただし今回は中国の漫画の大まかな流れの確認と現段

階で収集できた漫画の資料の提示にとどめ，本題は次回に譲る。筆者の現

在の主な関心は，中国で若手の漫画家は育っているのか，若者に人気のお

もしろい漫画はあるのか，漫画の書き手は漫画家として生活できるのかな

どである。

1,中国の漫画の大まかな流れ

① 連環画

中国の漫画といえばまず「連環画」が想起される。「小人児書」ともい

う。子どもむけ絵入りの連続漫画物語で，絵の下或いは左右に簡単な話が

加わる。縦8センチ，横10センチほどの大きさ（図版 1,2）。80年代後

半には次第に消えつつあり，90年代には古本として再登場する。雑誌と

して「中国連環画」（月刊，中国連環画出版社）が出ている。
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（＊漫画は「漫画」「マンガ」と表記されるが，ここでは「漫画」に統一する。）

�資 料〉

中国の若者文化をめぐって（2）

「動漫」の周辺①

立 松 昇 一



② 四コマ漫画

中国で漫画といえば，本来1コマや4コマ漫画が主流で，時流を風刺した

り，庶民の生活をユーモアに描いたりしている。主な雑誌には「風刺与幽黙」

（「風刺とユーモア」）がある。これは1979年創刊の雑誌で人民日報社主管。

華君武や丁聡，方成らが漫画を発表した。そのほか「幽黙与笑話」（「ユーモ

アと笑い話」吉林省期刊工作者協会主管）などに漫画が掲載されている。

―152―

（図版1，「雷鋒」人民美術出版社，1973年3月，p.28より）

（図版2，「蟋蟀闘公鶏・済公故事之七」上海人民美術出版社，1988年5月，p.39より）



③ 「鉄腕アトム」

1980年中国で初めてCCTVで「鉄腕アトム」が放映された。放映後の

1981年に「連環画」の鉄腕アトムが発行されている。中国で子供も大人

も夢中になった記念碑的作品である。その後多くの日本のアニメや漫画が

一挙に中国に入る。参考までにどんなアニメが人気なのかを挙げておく。

中国サーチナの調査（2011年）によれば日本の人気アニメの順位は以下

の通りである。1,ドラえもん 2,クレヨンしんちゃん 3,名探偵コナン

4,ちびまる子ちゃん 5,スラムダンク 6,ナルト 7,ドラゴンボール 8,

聖闘士星矢 9,セラームーン 10,ワンピース

④ 「画書大王」（ComicsKing）

これは，1993年に創刊された半月刊の漫画雑誌で，四川省成都の希望

書店が発売元である。寧夏人民出版社主管とあるが，実は掲載された作品

が一部海賊版であった。ここから中国の若き漫画家，顔開，陳翔，姚非拉，

自由鳥，胡靖蓉，趙佳，鄭旭昇などが育っている。陳翔の「小山日記」が

10号から，顔開の「雪椰」が17号からスタートした。2年ほどで海賊版

の摘発を受けて停刊を余儀なくされた。

⑤ 「5．15．5工程」

たかが漫画と，漫画を軽視していたつけがまわってきた。日本の漫画が

中国の若者に大きな影響を与えているという危機感を持った中国政府は，

1995年に国策として5つの漫画基地，15の漫画シリーズの発行企画，5

つの雑誌の創刊を立ち上げた。これが「5．15．5工程」といわれるプロジェ

クトだ。五つの基地とは（遼寧少年児童出版社，中国少年児童出版社，少

年児童出版社，接力出版社，四川少年児童出版社），五つの雑誌とは「北

京�通」「�通先鋒」「中国�通」「漫画大王」「少年漫画」である。結果と
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してはあまり大きな成果をあげていないようで，五つの雑誌は現在発行さ

れていない。当時発行されたそのほかの雑誌「新漫画」「�通城」「科普画

王」「�通王」「科幻世界画刊」なども停刊している。1997年創刊の「漫

友」（内蒙古少年児童出版社）だけは現在も続いている。2006年に「知音

漫客」（湖北省武漢発行）が新たに創刊された。

⑥ 「金龍漫画賞」

これは2004年にスタートした漫画賞である。これも国策の一環であろ

うか。「漫友」雑誌社，「漫画世界」雑誌社が主催している。これまでに受

賞した漫画家の主な人を挙げておく。

Benjamin,張曉雨，客心，寂地，猪楽桃・斉簫，于彦舒，CHRY（＋

落落），丁氷，王小洋，阮�庭，韓露，夏達，愛欧，白驍，楊笑汝，

Buddy,NOCA,胡偉，顆粒，L.M,米沙，任杰など。

⑦ 台湾・香港の漫画

大陸でも台湾や香港の漫画が出ている。主なものとして傲幼祥の「烏龍

院」，蔡志忠の古典のパロディー漫画，游素蘭の少女漫画，朱徳庸のユー

モア漫画，香港では王澤の「老夫子」，黄玉郎の漫画などが挙げられる。

2,中国大陸で漫画家は育っているか

漫画家が職業として成り立つのか。現在よく名前を目にする漫画家で活

躍している漫画家を以下に示す。（＊百度百科で職業を漫画家としている主な

人を挙げた。）

1， 胡蓉（女性，1971～，江蘇省如皋出身）代表作は「白秋練」「倩女

幽魂」。中国漫画界の草分け的存在。

2， 顔開（1976～，江西省南昌出身）代表作は「雪椰」。現在「龍族」

を「知音漫客」に連載中。
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3， 姚非拉（1974～，湖北省武漢出身）華中理工大学卒業，代表作は

「80℃」「夢裏人」。

4， 客心（本名は邱月仙，上海出身，女性）代表作は「MINOR未成年」。

そのほかに「安魂曲」「人偶師未来」など。

5， 自由鳥（1976～，上海出身，女性）本名は蒋�，代表作は「天籟」。

現在は文筆活動も行っている。

6， 于彦舒（1983～）吉林芸術学院卒業。代表作は「黒白無双」「�手

少年」。

7， 夏達（女性，1981～，湖南省懐化出身）長沙理工大学芸術学部卒業。

代表作は「子不語」（図版 3）「長歌行」。（＊上海の町角で手に入れた
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夏達の「子不語」は衝撃的だった。こんな漫画家が中国に現れたのかという

思いが今でも鮮明に脳裏に焼き付いている。）

3,「資 料」

① 広州の書店で

資料として2011年広州で収集した資料を示し，簡単な説明を加えてお

く。

場所：広州購書中心文学階の「動漫」コーナー。時期：2011年8月9日

～10日，広州市天河区天河路123号（＊北京や上海でこのように広い「動漫」

コーナーを目にしていなかったので，いささか驚きを禁じ得なかった。いよいよ中

国にも漫画時代が到来か？（写真①～④，①以外は鐘小石氏2011年9月3日撮影）
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●は手元にあるもの。（＊タイトルは簡体字だが，日本の漢字で代用した。限

られた時間での調査だったので，出版社はメモしていない。）

・「我的路MYWAY」5（寂地）●1�5。寂地：本名は租雅楽，四川省

成都出身，絵本漫画家。

・「龍族」2（顔開，原作：江南）●1�2。江南の本名は楊治，安徽省合

肥の出身，北京大学で化学を学ぶ。ワシントン大学修士課程修了（専

攻は分析化学），ネット作家として「此間的少年」「一千零一夜之死神」

などの小説がある。この漫画は「漫客・小説絵」「知音漫客」に連載

され，現在単行本として4冊目が出ている。期待度★★★

・「闘羅大陸」2（穆逢春，原作：唐家三少）穆逢春は上海出身。唐家三

少は本名は張威で，1981年生まれ。

・「最漫画」（青春号，鋒銀号，騎士号，桃花号，国粋号，山海号，昔夏

号，天鵝号）

これは「最小説」郭敬明主編による漫画雑誌。

・「偸星九月天」18（周洪濱・小松）●1,2,27,28。小松は本名范曉松

（女性），潜艇工作室の一員。工作室には周洪濱などがいる。期待度★

★★

・「米米与四季王子」1�5（周洪濱監制，絵：JRO）すでに8冊出ている。

JROは新人の画家，この漫画は神童画報・漫画BARに連載されてい

る。

・「ANGEL天使」（上下）（客心）●

・「未成年」1�8（客心）●1�6

・「黒白無双」1�8（于彦舒）●1,2,5,6。

・「�手少年」1�2（同上）

・「逝」（尹川）＊第二回日本国際漫画賞銀賞受賞。尹川は絵本漫画家。

・「匿龍蜜語」3（小雲）小雲は香港在住の漫画家，デザイナーでもあり，

挿絵作家でもある。
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・「4.9×4.9」3（企画：顔開，絵：白驍）白驍は1982年生まれ，温州出

身で北京在住，ボクシング漫画を得意とする。この漫画は2008年7

月から「漫友」の「少年S」に連載された。期待度★★

・「手機少年P.Boys」1�9（絵：茗�通・暴雨）茗�通・暴雨は北京東

城区に住む漫画家。

・「花様梁祝」1�10（童亦名）童亦名は香港の漫画家。この漫画は「漫

画BAR」に連載中で，単行本としては14冊目まで出ている。

・「金属狂熱団」1�4（童亦名）

・「幻之国度」1�8（陳嵐）陳嵐は上海出身の漫画家。

・「少年保�」1�2（陳嵐）

・「美味季節」1�5（Buddy）Buddyは北京出身の漫画家で本名は凌一

凡。第6回金龍漫画賞最優秀イラスト賞を受賞。

・「魔術師」（mint短篇漫画集）」（MINT），MINTの本名は姚巍，他に

「米米」という作品がある。

・「卿莫離」1�3（孫美蚰蚰）孫美蚰蚰は1981年生まれ。

・「隣居家是画漫画的阿幺」Ⅰ．Ⅱ（Ling）Lingの本名は李凌彪，広

州出身。

・「超合金社団」1�7（Ling,脚本：風息神涙）●1,4,5。風息神涙は

1983年生まれで，成都在住のネットアニメ作家。かつて医者をして

いた。

・「星軌是天空的道路」4（CHRY,風息神涙編）CHRYの本名は関穎。

1980年生まれの広州出身の少女漫画家。「天体観測」「容身之所」な

どの作品がある。

・「青春白悩会」1�5（千靨，脚本は阿敏・愛礼絲）この漫画は「最漫画」

に連載されている。千靨は上海最世文化発展公司の契約漫画家。

・「受不了 RELOAD」1�3（丁東）「受不了」は「最漫画」に連載され

た。
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・「下垂眼」1（王小立）王小立はもと「漫友」編集者，現在は「最小説」

誌上で小説を書き，「最漫画」で漫画も描いている。

・「洛奇花園」1�3（原作：比比，漫画：NOCA）NOCAの本名は呉天

晴，第7回金龍漫画賞最優秀少女漫画賞を受賞。

・「血族 Bloodline」1�2（愛欧）愛欧の本名は葛重�，天津南開大学

生命科学院を卒業，「InfinityGame解」で第5回金龍漫画賞最優秀

少年漫画賞を受賞。

・「米特蘭的晨星」（夏達短篇漫画集Ⅱ）（夏達）

・「同類」（同上Ⅰ）（夏達）

・「梅蘭芳」1（梅之巻）（「最漫画」に掲載されたもの）

・「梅蘭芳」外伝（同上）

・「小時代1・5」（青木時代）1�4（同上，郭敬明の小説の漫画化）

・「小時代2・5」（鋒銀時代）1（同上）

② 手元にある作品，雑誌

●「泡沫之夏」（原作：明曉渓，絵：米沙）1�4。米沙は1984年生まれ。

杭州出身。杭州翻翻動漫芸術公司の契約漫画家。

●張曉雨（「飛」）（コピー）張曉雨は1975年生まれ。貴州省安順の出身。

2005年の停刊まで「科幻世界画刊」で編集担当していた。

●「80℃」（姚非拉）

●「記得」（BENJAMIN），ベンジャミンの本名は張彬，黒竜江省本渓

出身，「記得」はCG風の漫画。

●「折紙戦士」（周顕宗）7,9。周顕宗は台湾出身の漫画家。

●「我的小狐狸」（金蓮珠）韓国漫画

●「子不語」1�3（夏達）日本語版「誰も知らない」1�3,お勧め度★★

★★

●「長歌行」1�2（夏達）日本語版1�2
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●「最漫画」（詭迹号，郭敬明主編，2011年6月）

●「花 雨 夢」（2000年1月号）

●「漫画公主別冊」（2000年2月号）

●「漫友」（漫画100）（2005年8月）

●「龍漫少年星期天」（2010年9月）

●「2001中国年度最佳�通」（「�通王」雑誌社選編，漓江出版社，2002

年）

③ そのほかの単行本と作者

○陳翔（「小山日記」）陳翔は四川省自貢出身，鄭旭昇との共作「神精榜」

がある。

○自由鳥（「天籟」「花妖」）。

○林夕（「雪狼湖」）林夕は1980年生まれ，女性，本名は朱敏。「北国野

薔薇」「J型美麗」などの作品がある。

○陸明（「我的旋律」）陸明は1982年生まれ，北京出身。「門」「刀」「反

撃」「尋」「騎士宣言」などの作品がある。

○顔開（「雪椰」）。

○林意菲（「無痕」）林意菲の本名は王勤。女性，上海出身。「1＋1＋1」

「兄弟」「時空」などの作品がある，

○丁氷（「楼蘭貊貊夢」）丁氷は重慶出身，広州に市政府の援助で「丁氷漫

画工作室」を立ち上げている。日本で漫画の修業も積んでいる。ほか

に「夢開始的地方」「ⅹⅹ鼠（モグラ）同盟」が単行本になっている。

4,「中国の若者文化」のための「動漫」についての基本文献

1）『漫画学のススメ』（日下翠，白帝社，2000年）
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2）『漫画学入門』（日下みどり，中国書店，2002年）

3）『中国漫画評論』（代表，日下みどり，2004年，平成13～15年科研

費補助金成果報告書，九州大学）

4）『中国動漫新人類』（遠藤誉，日経BP,2008年）

5）『オタ中国人の憂鬱』（百元籠羊，武田ランダムハウスジャパン，

2011年）

6）「中国漫画の変貌」（千野拓政，アジア遊学97『現代中国のポピュ

ラーカルチャー』所収，pp.12�120,2007年）

7）「マンガ・アニメ」（山下一夫，『北京なるほど文化読本』所収，pp.

84�95,2008年）

8）張曉雨「発明家喬正飛」（千野拓政訳，『中国現代文学3』，ひつじ

書房，2009年5月所収」

9）「中国漫画の変貌が語るもの」（千野拓政，同上，pp.109�122,2009

年）

10）『80后集体回億』第3章「動漫」（楊柳，当代中国出版社，2011年，

pp.48�79）

（原稿受付 2012年11月30日）
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Summary

Thisresearchstartedfrom theassumptionthatthetwose-

quences［NP1＋advise＋NP2＋to-infinitive］asillustratedinexample

（1）belowand［NP1＋force＋NP2＋to-infinitive］asillustratedinexam-

ple（2）belowshouldbeclassifiedintooneofthesentencepatternsas

illustratedintheexamples（3）to（9）insectionone

（1）Istronglyadvisedhimtotakearest.

（2）Heforcedustosubmittohisorders.
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（3）Pricesrose.［SV（intransitive）］

（4）Elizabethenjoysclassicalmusic.［SVO（monotransitive）］

（5）Yourfaceseemsfamiliar.［SVC（copular）］

（6）Mysisterlivesnextdoor.［SVA（copular）］

（7）Weallwishyouahappybirthday.［SVOO（ditransitive）］

（8）Thepresidentdeclaredthemeetingopen.［SVOC（complex

transitive）］

（9）Thedoormanshowedtheguestsintothedrawingroom.［SVOA

（complextransitive）］

Thediscussioninsectiontwohasdemonstratedthattheclaim by

AndoandQuirketal.thatanadvise-sentenceisanalyzedasSVOO

andforce-sentenceasSVOCissupportedbyanobservationthatthe

formercanundergotheparaphrasingbetweenato-infinitiveanda

that-clausewhereasthelattercannot.Weconsiderthatthetwose-

quencesofsimilarconstituentsshouldbetreatedasindependentcon-

structionswhichcallforseparatedescriptionstorevealthesemantic

differences.

Astheattempttopursuethesyntacticdifferencesbetweenadvise

andforcedoesnotseem tobringaneasysuccess,sectionthreefo-

cusedonthesimilaritiesbetweenthetwosequences.Thediscussion

basedonRudankoandMairmadeitclearthatthesimilaritiesbe-

tweenthetwosequencescanbeencapsulatedasanEquistructureor

anobject-controlledconstruction.Yet,itseemsthatanalyzingthe

［NP1＋advise/force＋NP2＋to-infinitive］assuchhasbroughtoutthe

prototypicalmeaningoftheconstructionsonly.Thediscussioninthe

lastpartofsection3.4,illustratedbyexamples（10）to（13）below,

revealedthatbothanadvise-sentenceandaforce-sentencecanexhibit

acharacteristicoftheSVOpatternortheraisingstructure.

（10）Thehousewasbelievedtohavebeensold.

（11）Capitalinvestmentprogrammes［sic］infutureyearsareex-
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pectedtobemaintainedatahighlevel.

（12）Oneofthem haltedexportsforawhileanddestroyed145,000

casesoffruit,totrytoforcethetaxtobecutorwithdrawn.

（13）Studentteachersareadvisednottobeemployedduringthe

studentteachingexperience

Mair（1990:128�130）discussesacasewheretheverballowcanbe

usedinanyofthethreetransitivecomplementationpatterns.The

relevantexamplesarereferredtobelowwithhersyntacticanalysis.

Thebracketingintheexamplesismine.

（14）Hamiltonissayingwecannotallow［Smithtogetawaywithit］.

［SVO］

（15）Iwasreallyquitefrightenedincaseperhapshewouldrefuseto

allow［metobearedcrossnurse］.［SVOO］

（16）Allright,we・llallow［thecamelandtheneedletobeapieceof

vividimagery］.［SVOC］

Mairappliestheraisinganalysistosentence（14）andtheEquianaly-

sistosentence（15）inordertodistinguishthesentencepatternsthey

areassignedto.Thethreeusesoftheverbgivenaboveindicatethat

itispolysemousinsemanticterms.Butsyntactically,theexamples

show thatthesequence［allow＋NP＋to-infinitive］isstructurally

indeterminantasshe（p.135）pointsout.Wewillhavetoconsider

howaparticularstructureorconstructioncanbedefined.

Thisresearchhasfocusedondescribingthecharacteristicsofthe

twoverbs.Thesemanticdifferencebetweenthem requiresamore

detaileddescriptionwithanappropriatedescriptivedevice.Theverb

forcewascharacterizedas・implicative・byRudanko.Heprovided13

morecandidatesfor・implicative・verbsbuttheyarenotillustrated

withexamplesyet.Sinclair（1996:293）offersanexampleoftheverb

leadin（17）and（18）asshownbelow.
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（17）Kim・sgnawingconscienceandguiltledhertoovereat.

（18）Kimoverate.

Buttheimplicatedsentence（18）isnotsupportedbythecontext.In

describingaverbalcomplementation,thetraditionalcustomhasbeen

toallowacertaincoreverbtorepresentaparticularsyntacticorse-

manticclassofverbs.Itisstronglyhopedthatacorpus-basedre-

searchwillallow eachverbtobedescribedindetailintermsof

syntaxandsemantics.
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『拓殖大学 語学研究』投稿規則

1．目 的

『拓殖大学 語学研究』（以下，「紀要」という）は，研究成果の発表を含む多様

な発信の場を提供し，研究活動の促進に供することを目的とする。

2．発行回数

本紀要は，原則として年2回発行する。その発行のため，以下の原稿提出締切日

を厳守する。

� 9月末日締切 12月発行

� 11月末日締切 3月発行

上記の発行に伴い，言語文化研究所（以下「研究所」という）のホームページに

も掲載する。

3．投稿資格

投稿者（共著の場合には少なくとも1名）は，原則として拓殖大学（以下「本学」

という）・拓殖大学北海道短期大学の専任教員ないしは，研究所の客員研究員を含

む研究員でなければならない。

ただし，次の者は，言語文化研究所会議（以下，「会議」という）が認めた後，

紀要に投稿することができる。

� 本学講師

� 研究所講師（公開講座担当）

� 研究所客員研究員

� 本学大学院生（博士後期課程）

� 上記以外に，言語文化研究所編集委員会（以下，「編集委員会」という）が

投稿を依頼することができる。

4．著 作 権

掲載された記事の著作権は，研究所に帰属する。

したがって，研究所が必要と認めたときはこれを転載し，また外部から引用の申

請があったときは研究所で検討のうえ許可することがある。

5．執筆予定表の提出

紀要に投稿を希望するものは，『拓殖大学 語学研究』執筆予定表を，毎年4月
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の決められた日までに研究所に提出する。

6．投稿原稿

� 投稿原稿は，①論説②研究ノート③調査報告④資料⑤書評⑥紹介⑦抄録⑧そ

の他のいずれかとする。

記事の区分・範疇については別に定める拓殖大学言語文化研究所『拓殖大学

語学研究』執筆要領（以下，「執筆要領」という）に従って投稿者が指定する

が，編集委員会は，投稿者と協議の上，これを変更することができる。

� 研究所からの研究助成を受けた研究に係わる原稿は，原則として論説とする。

� 投稿原稿の分量は，本文と注及び図・表を含め，原則として以下のとおりと

する。

上記分量を超えた投稿原稿は，編集委員会で分割掲載等の制限をおこなうこ

ともある。

投稿者の希望で，本紀要の複数号にわたって，同一タイトルで投稿すること

はできない。

ただし，編集委員会が許可した場合に限り，同一タイトルの原稿を何回かに

分けて投稿することができる。その場合は，最初の稿で全体像と回数を明示し

なければならない。

� 執筆に際しては，別に定める執筆要領にしたがうものとする。

� 投稿原稿の受理日は，編集委員会に到着した日とする。

� 投稿は完成原稿の写しを投稿者が保有し，原本を編集委員会宛とする。

� 投稿原稿数の関係で，紀要に掲載できない場合には，拓殖大学言語文化研究

所長（以下，「所長」という）より，その旨を執筆者に通達する。

7．原稿の審査・変更・再提出

� 投稿原稿の採否は，編集委員会の指名した査読者の査読結果に基づいて，編

集委員会が決定する。

� 提出された投稿原稿は，編集委員会の許可なしに変更してはならない。

� 編集委員会は，投稿者に若干の訂正あるいは書き直しを要請することができ

る。
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① 日本語論文による原稿 20,000字以内（1行33文字，27行）
A4縦版
・
横書②

日本語以外の言語によ
る原稿

20,000字以内（ダブルスペース，20
枚以内）



� 編集委員会は，紀要に掲載しない事を決定した場合は，所長名の文書でその

旨を執筆者に通達する。

� 他の刊行物に既に発表された，もしくは投稿中の原稿は，紀要に投稿するこ

とができない。

8．校 正

掲載が認められた投稿原稿の校正については，投稿者が初校および再校を行い，

編集委員会と所長が三校を行う。

この際の校正は，最小限の字句に限り，版組後の書き換え，追補は認めない。

校正は，所長の指示に従い，迅速に行う。

校正が，決められた期日までに行われない場合は，紀要に掲載できないこともあ

る。

9．投稿（原稿）料，別刷・抜刷

投稿者には，一切の投稿（原稿）料を支払わない。

投稿者へ別刷を，50部までを無料で贈呈する。それを超えて希望する場合は，

有料とする。

10．発行後の正誤訂正

� 印刷の誤りについては，著者の申し出があった場合にこれを掲載する。

� 印刷の誤り以外の訂正・追加などは，原則として取り扱わない。

ただし，投稿者（著者）の申し出があり，編集委員会がそれを適当と認めた場合

に限り掲載する。

11．そ の 他

本投稿規則に規定されていない事柄については，その都度編集委員会で決定する

こととする。

12．改 廃

この規定の改廃は，会議の議を経て，所長が決定する。

附 則

この規則の規程は，平成21年3月31日から施行する。
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『拓殖大学 語学研究』執筆要領

1．用 語

用語は，日本語又は日本語以外の言語とする。

ただし，日本語以外の言語での執筆を希望する場合は，事前に言語文化研究所編

集委員会（以下，「編集委員会」という）に申し出て，その承諾を得たときに，使

用可能とする。

2．様 式

投稿原稿は，完成原稿とし，原則としてワープロ原稿（A4用紙を使用し，横書

き，1行33字×27行でプリント）2部を編集委員会宛に提出する。

� 数字は，アラビア数字を用いる。

� ローマ字（及び欧文）の場合は，ダブルスペースで32行。1行の語数は日

本語33文字分とする。

� 上記以外の様式にて，投稿原稿を提出する場合には，編集委員会と協議する。

3．表 紙

投稿原稿と一緒に，『拓殖大学 語学研究』投稿原稿表紙に必要事項を記入，「拓

殖大学言語文化研究所ホームページへ公表承認印」を捺印し，原稿提出期日までに

添付する。

投稿分野・区分については，以下に付記する。

4．図・表・数式の表示

� 図・表の使用は，必要最小限にし，それぞれに通し番号と図・表名を付けて，

本文中に挿入位置と原稿用紙上に枠で大きさを指定する。図・表も分量に含め

る。

� 図および表は，コンピュータ等を使って，きれいに作成する。

� 数式は，専用ソフトを用いて正確に表現する。

5．注・参考文献

注は，本文中に（右肩にパーレンで）通し番号とし，執筆者の意向を尊重して脚

注，後注とも可能とする。

また，引用・典拠の表示は各言語の一般的な方式に従うものとする。
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6．投稿原稿の電子媒体の提出

投稿者は，編集委員会の査読を経て，修正・加筆などが済み次第，A4版用紙

（縦版，横書き）にプリントした完成原稿1部と論文の電子媒体（FD等）を提出

する。

完成原稿の電子媒体（FD等）での提出時に，コンピュータの場合は使用機種と

使用OSとソフト及びバージョン名を明記する。

なお，手元には，必ずオリジナルの投稿論文データを保管しておくこと。

これは，印刷経費と校正時間の短縮のためである。

7．改 廃

この要領の改廃は，言語文化研究所会議の議を経て，言語文化研究所長が決定す

る。

附 則

この要領の規程は，平成21年3月31日から施行する。

付 記

投稿分野・区分の定義について
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① 論 説

� 研究の課題，方法，結果，含意（考察）について明確
になっている。

� 方法，技術，表現などが一定の水準に達している。

� 項目�の事項について独自性がみられる。

② 研究ノート
� 研究の中間生産物として考えられるもの。

� 論文に準じる形式のもの。

③ 調 査 報 告 専門領域に関する調査

④ 資 料 上の範疇以外で教育・研究上有用であると考えられるもの。

⑤ 書 評 専門領域の学術図書についての書評。

⑥ 紹 介 専門領域に関するもの

⑦ 抄 録 言語文化研究所研究助成要領第10項�に該当するもの。

⑧ そ の 他



語学研究2011.12No.125におきまして，一部誤植が見つかりましたので本号

にて訂正させていただきます。

・59ページ19行目

（誤）拓殖大学言語文化研究所 →（正）拓殖大学日本語教育研究所

語学研究2012.12No.127最終ページの執筆者紹介と，編集委員の中で表記に

誤りがございましたので本号にて訂正させていただきます。

・246ページ 10行目

（誤）ハビエル・デ・サンティアゴ・ゲルボス

（スペイン国立サラマンカ大学准教授，）

→（正）（スペイン国立サラマンカ大学准教授，スペイン語教授法）

・同ページ 19行目

（誤）松下直弘（外国語学部准教授）→（正）松下直弘（外国語学部教授）
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