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小生，いよいよ，今春3月末をもって退職するにあたり一言ご挨拶を申

しあげます。

私の拓殖大学とのご縁は，1975年の非常勤講師奉職にさかのぼります。

専任としてのスタートは1980年で，短期大学をふりだしに，2005年政経

学部に移籍し，40年以上にわたる本学での教員生活に此度，終止符をう

つことになりました。この間，短期大学の閉鎖がせまる中，約1ヶ月間の

短期留学ながらイギリスを訪問いたしました。この研修で，とりわけ，心

に刻まれたのはコッツウォルズ丘陵とレイク・ディストリクトにおけるイ

ギリス独特の自然景観でした。この体験は，その後の私のハーン，ジェイ

ムズ・トムソンの研究に深い影響を及ぼすこととなりました。短期間の研

修ではありましたが，それまでの研究成果を日英比較文学の観点から著し

た『ラフカディオ・ハーンとジェイムズ・トムソン 「四季」をめぐっ

て』（拓殖大学研究叢書）が，わが学究の故郷，拓殖大学への報恩になり

うることを願っております。

退職にあたる今年，商学部，政経学部の全学生が，文京キャンパスに移

り，大学全体が革新的将来構想へ向かって邁進する姿を夢み，小生の胸は

希望と喜びにふくらんでいます。
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ご 挨 拶

先 川 暢 郎



私も本学の雄図と学生諸君の若さに触発され，これからの人生を学究生

活の最終段階として，これまであたためてきた学説を形にするべく奮闘す

る所存でございます。

末筆ながら，公私にわたりご指導，ご厚誼をたまわりましたことを，先

生方，職員の皆々様に深く感謝を申しあげます。

生年月日 1944年9月8日

学 歴

1969年3月 慶應義塾大学文学部社会学科 卒業

1971年4月 慶應義塾大学大学院教育史専攻 入学

1974年3月 慶應義塾大学大学院教育史専攻 中退

1974年4月 早稲田大学英語英文学専攻科 入学

1975年3月 早稲田大学英語英文学専攻科 修了

職 歴

1980年4月 拓殖短期大学専任講師

1983年4月 拓殖短期大学助教授

1990年4月 拓殖短期大学教授

2005年4月 拓殖大学政経学部教授

主要著書・学術論文

単著『ラフカディオ・ハーンとジェイムズ・トムソン 「四季」をめぐっ

て』春風社 2011年

共著『スコットランドの歴史と文化』明石書店 2008年

共著『ラフカディオ・ハーン入門』ブイツーソリューション 2008年
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共著『ボディ・イディオム』洋販出版 1996年

※1998年に韓国のChungJungWon社より翻訳出版

共訳『アイルランドの神話と民話』彩流社 2004年

共訳『小作人とアザラシ女』春風社 2014年

論文「森有礼における ・Chinese・のとらえ方 日本語廃止・英語国語

化論の根拠の1つとして 」『語学研究』第20号 拓殖大学言語文化

研究所 1979年

論文「森有礼における ・simplifiedEnglish・について 日本語廃止・

英語国語化論の英語の実体をめぐって 」『語学研究』第21号 拓殖

大学言語文化研究所 1980年

論文「ハーンと日本の教育 儒教思想と近代日本化 」『教養部紀要』

65 法政大学 1988年

論文「ケルト系英国人ラフカディオ・ハーンの語学観 文法教授の根拠

をめぐって 」『カレドニア』18 日本カレドニア学会 1990年

論文「ワーズワスの花に関する詩とラフカディオ・ハーン 「水仙」，

「小さなキンポウゲ」，「ヒナギクに寄せて」 」『語学研究』第100号

拓殖大学言語文化研究所 2002年

論文「ロバート・ヘリックの詩とラフディオ・ハーン ・ToDaffodils・,

・ToCherr―Blossoms・,・ToMeadows・,・TotheVirgins,tomake

muchofTime・ をめぐって」『紀要』第8号 東京英米文学研究会

2003年

論文「ラフカディオ・ハーンの詩観 ・OdetoaNightingale・と ・Toa

Skylark・をめぐって 」『語学研究』第105号 拓殖大学言語文化研

究所 2004年

論文「LafcadioHearnとJohnKeats ・LaBelleDameSansMerci・

と ・ToAutumn・をめぐって 」『語学研究』第112号 拓殖大学言
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語文化研究所 2006年

論文「ジョナサン・スウィフトと『ガリヴァー旅行記』 「フウイヌム国

渡航記」の諷刺性をめぐって 」『武蔵大学人文学会雑誌』第38巻第

1号 武蔵大学人文学会 2006年

論文「ラフカディオ・ハーンのジェイムズ・トムソン論 「夏」と「秋」

をめぐって 」『武蔵大学人文学会雑誌』第40巻第2号 武蔵大学人

文学会 2008年

辞 書

共著『ブライト英和辞典』小学館 1994年

共著『講談社英和中辞典』講談社 1994年

主要大学テキスト

共注『World・sFamousAthletes』YumiPress 2006年

共著『eラーニング併用：新TOEICテスト』朝日出版社 2007年

共著『新TOEICテストへの戦略的アプローチ』朝日出版社 2008年

共著『スピード・リーディング 新TOEICテストPart7対策 』朝

日出版社 2009年

共著『TOEICテスト英文法徹底攻略』南雲堂 2015年

機関紙『へるん』主要掲載論文

「ラフカディオ・ハーンと小学唱歌 �蛍の光�」『へるん』30号 恒文社

1993年

「ラフカディオ・ハーンと鳥の歌」『へるん』48号 八雲会 2011年

「ハーンと自然 ジェイムズ・トムソンの自然詩をめぐって」『へるん』

49号 八雲会 2012年

「ハーンの生命思想 昆虫記あるいは昆虫神話にみる 」『へるん』50
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号 八雲会 2013年

「ハーンとソロー 音楽観をめぐって 」『へるん』51号 八雲会

2014年

学外活動業績

日本カレドニア学会監事（1998年～）

東京英米文学研究会会長（2000年～2014年）
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1．はじめに

日本では，英語教育を変えなければならない，英語を実際に使える人材

―1―

�論 文�

要 旨

日本では，英語教育改革の必要性が叫ばれるようになって久しい。特に，

2020年開催の東京オリンピックを前に，政府は英語を実際に使える人材育成

を目標に掲げている。しかし，現実には改革はなかなか進まず，中学・高校と

英語を6年間勉強してもなかなか英語を4技能において使いこなすことができ

るようにならない。一方，フィリピンでは，国民の多くが流暢に英語を使いこ

なし，アジアにおける英語（教育）産業大国としての地位を確立しつつある。

この差は，どこから出て来るのであろうか。本論では，フィリピンと日本を英

語教育の始まりという観点から比較考察し，日本の英語教育や英語教育一般に

関する提言を行った。提言は，�国際語としての英語の成り立ち，�歴史・社

会と英語教育の関係，�英語使用量，�教員，�日本式英語と国際英語，の5

項目に関して行われた。

キーワード：フィリピンと日本の英語教育，国際語，歴史・社会と英語，教員

養成，英語による授業

フィリピンの英語教育から

日本が学べること

両国における英語教育の始まりという観点から

尾 崎 茂



を育成しなくてはならないなどと言われるようになって久しい。特に，昨

今は2020年に開催される東京オリンピックによって世界中の人々が日本

を訪れることを想定し，英語教育改革機運が高まっている。しかし，いく

ら英語教育を変え英語の運用能力が高い使える人材を多く育成しようとい

う声が上がっても，日本の英語教育はなかなか変わらないというのが現状

である。もし，本当に変えなければならないとすると，どのようにすれば

良いのだろうか。

一方で，アジアには一般的に国民の英語運用能力が非常に高い国が幾つ

も存在する。例えば，フィリピン，シンガポール，インド，マレーシアな

どである。特に，フィリピンは新しい英語（教育）産業国として注目され

ており，英語圏の企業の顧客のためのコールセンター（Keitel,2009）や

外国人向けの英語学校・オンライン英会話学校が数多く存在する（Ozaki,

2011）。また，ビジネス英語能力指標（BusinessEnglishIndex）では，

フィリピンは2年連続で世界一である（Pearson,2013）。ちなみに，77

か国中（2013年）1位のフィリピン（7.95）に続くのは，ノルウェー（7.63），

オランダ（7.03），イギリス（6.81），オーストラリア（6.78）といった国々

で，日本は50位（4.29），日本の隣国である中国と韓国は34位（5.03）と

23位（5.28）であった。TOEFLの点数も，2010年のデータではフィリ

ピンは163か国中35位（88点）であるが，日本，中国，韓国は，それぞ

れ135位（70点），105位（77点）と80位（81点）（Chavez,2014）と非

常に順位が低い。TOEFLの平均点数は，受験者数や受験者層などにも影

響されるので一概に国民全体の英語力を反映しているとは言いがたいが，

Chavez（2014）は，フィリピンを訪れた際に，フィリピンを一度も離れ

たことがない人でさえ流暢に英語を話すのに感心したと述べている。同じ

アジアの一国なのに，なぜこれほど日本とフィリピンでは国民の英語力に

違いがあるのだろうか。

もし本当に日本の英語教育で実際に英語を使いこなせる人材を育成する

―2―



ことが必要であるならば，歴史的・社会的背景は異なるにしても，フィリ

ピンのように実際に多くの国民が英語を使えるようになっている国を参考

にするのが早道の一つである。フィリピンと日本の英語教育を比較すると，

なぜ日本人の英語力が低いのか，どのようにすれば日本国民の多くが英語

の運用能力を高めることができるのか，国民の多くが他国・他民族の言語

を流暢に話すとはどういうことなのか，ということなどが明確になる。ま

た，歴史や社会構造と英語教育の関係や国際語としての英語の在り方につ

いても考えることができる。

しかし，インターネットで検索してみると，ネットユーザーや企業が書

いたフィリピンにおける英語教育を扱った記事は多く見つかるのだが，学

問的かつ体系的なフィリピンと日本における英語教育に関する比較研究は

残念ながら見当たらない。

そこで，本稿では，日本とフィリピンの英語教育比較研究の第一歩とし

て，英語教育の始まりという観点から両国の英語教育を比較・考察し，日

本における英語教育や英語教育一般に対する提言を試みる。

2．フィリピンと日本における英語教育の始まり

フィリピンと日本における英語教育の始まりには大きな違いがあるが，

その違いのために両国における英語教育の歴史や方法に根本的な違いが出

ていると考えられる（詳細に関しては後述する）。また，英語教育を考え

る上で，様々な示唆を与えてくれる。まず，それぞれの国における英語教

育の始まりについて，特にフィリピンを中心に簡単に説明することにする。

3．フィリピンにおける英語教育の始まり

フィリピンにおける英語学習は，スペインの植民地時代（1565年～1898

フィリピンの英語教育から日本が学べること（尾崎） ―3―



年）に遡るが，フィリピン独立運動の闘士であったJos�eRizal（1861年～

1896年）のように，これはあくまでも個人レベルの学習で公の学校制度

での英語教育ではなかった（Gonzalez,2008）。フィリピンにおける公的

な英語教育は，アメリカの植民地化によって始まったので，本稿では

1898年から1946年までのアメリカの統治下における初期英語教育（政策）

に焦点を当てることにする。

フィリピンは，米西戦争を経てスペイン植民地からアメリカ植民地にな

るが，1898年に従軍牧師のEllwellOtis,W.D.McKinnonと米兵たちが

地元民に直接法で英語を教えた（Churchill,2003）。そして，1900年にア

メリカ合衆国大統領William McKinleyが英語をフィリピンの全てのレ

ベルの公立学校において教育言語にするという内容の指示書を発行した

（Bernardo,2008）。McKinleyは，元々はフィリピンの言語を公立学校で

使用することを考えていたが（Bernardo,2008），以下のような理由で英

語を教育言語として使うようにという指示書を最終的に出すことになった。

まず，フィリピン語の教員や教材が不足していた（Bernardo,2008）とい

うことだが，これは1946年4月までフィリピンの公用語がスペイン語と

英語のみであった（Sibayan&Gonzalez,1996）ことに起因しているの

だろう。さらに，フィリピンのアメリカ植民地政府は政治上や統治上の理

由で英語のみを使用するという政策を採用したのである（Martin,1999）。

フィリピンには，多くの言語が存在するのだが，そのうちの1つの言語を

共通語にしてしまうと異なる言語話者間で衝突が起こる可能性があるので，

調和をはかるために共通語として英語が必要だと考えたのであろう。言語

というのはコミュニケーションとアイデンティティーの両面において人々

の生活の中で非常に重要なのである。意思の疎通のために言語が必要なの

はもちろんであるが，自分の言語を無視され多民族の言語を使わされると

いうことは自分のアイデンティティーを否定されたのと同じである。また，

当然アメリカがフィリピンを統治する上で現地の人たちが皆英語を話せれ
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ば，アメリカにとっては非常に好都合であることは言うまでもない。加え

て，フィリピンを英語によって啓蒙し文明社会へと導くことができると考

えたことも理由の一つである（Martin,1999）。これは，植民地主義者た

ちの典型的な傲慢な態度であろう。自分たちのほうが優れているというエ

スノセントリズムに基づき，植民地固有の文化や考え方を原始的だと決め

つけ否定してしまうのである。

小学校が設立され英語が教えられたが，その当時に使われていた教授法

は直説法で，それに加えて当時のアメリカの公立学校で使われていた文法

分析や訳を取り入れていた（Gonzalez,2008）。教員はアメリカからやっ

て来たが，最初のグループは1901年にフィリピンに到着した523人で，

文法を通して分析的に教え，品詞，実例，多くのテスト形式の練習問題を

通して英語を教えた（Gonzalez,2003）。最終的には，合計1,074人のア

メリカ人教師が 1901年から 1902年にかけてフィリピンに派遣された

（Tan,2001）。非常に興味深いのは，フィリピンで英語教育が始まった時

期を起点にして5世代に渡るフィリピン人が英語で書いた作文を調査した

結果，1931年に高校教育を終えた人たちの作文が最も正確な英語で書か

れているということである（Gonzalez,Jambalos,&Romero,2003）。こ

の人たちは文法を分析し訳するという最も伝統的な方法によって英語を教

えられた人たちだった（Gonzalez,Jambalos,&Romero,2003）。

ここで疑問なのは，生徒が英語による文法説明を理解できたりアメリカ

人教員は英語からフィリピン言語への訳ができたりしたのかということで

ある。それとも，フィリピン人教員が助けていたのだろうか。このグルー

プは教育言語として英語を使えるフィリピン人教員の育成にも尽力した

（Misch,2013）ので，その人たちがアメリカ人教員を補助していたのかも

しれない。この点に関する詳しい資料は見つからなかったが，1921年ま

でには91％の教員がフィリピン生まれであった（Gonzalez,1997）こと

から，この可能性は非常に高い。また，ほとんどフィリピン人の教員が英
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語を使って教育をしていたことが，今日フィリピン英語と言われるものの

基になっている（Gonzalez,1997）。

フィリピン人の生徒の英語力に関して述べると，1904年と1913年に行

われた調査では，フィリピン人生徒の英語力は低いという報告がなされて

いる（Salamanca,1968）。さらに，Monroe（1925）の調査報告は，外国

語で行われる教育の難しさを強調している。しかし，実際にはフィリピン

人の子供の英語での読解力はアメリカ人の子供に比べ2歳劣っていただけ

なので，短期間にこれほど英語力を上達させたというのは評価に値する

（Gonzalez,2008）。アメリカ人一般の英語力を判断基準にしているなら，

フィリピン人の英語力は低くて当然であろう。しかも，この当時すでに学

校教育を終えていた人も多いので，学校では英語で教育を受けていた子供

たちも日常生活ではおそらく英語は使っていなかったのではないだろうか。

すなわち，学校の授業では英語を使うが，一歩学校を出ると母語でコミュ

ニケーションするという状態だったのだろう。このようなことを考えても，

フィリピン人の英語力を低いと評価するのは妥当ではないと考えられる。

フィリピン人の英語力に関する具体的な数字を見てみると，自己申告で

はあるが，1918年までに人口調査で約47％のフィリピン人が英語を話せ

ると答え，55.6％が英語を読み書きできると答えている（Bolton&

Bautista,2008）。1941年までの人口調査では，英語を話せると答えた人

は約27％（Bolton&Bautista,2008）に激減しているが，人口調査といっ

ても回答する人に偏りがあったのではないだろうか。発展途上国で人口調

査を行う際の問題の一つは，回答が最も必要とされる多くの場所にアクセ

スすることが難しいということである（Lamere,2012）。辺境の地に住む

人たちや貧困層の人たちは，往々にして人口調査から漏れる傾向があるよ

うだ。残念ながら，明確な原因に関する文献を見つけることができなかっ

た。

Gonzalez（1997）は，アメリカのフィリピン植民地化は短期間の割に
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は，英語の浸透率が非常に顕著であると述べている。300年に渡るスペイ

ン支配の終わりの時期にスペイン語を話したフィリピン人はわずか2％に

すぎないという事実を考えると，約40年間という短期間のうちに非常に

多くのフィリピン人が英語を話せるようになったというのだ（Gonzalez,

1997）。また，英語教育がフィリピンで始まってからわずか20年の間に英

語で書かれたフィリピン文学が盛んになる（Gonzalez,2008）。このこと

からも，いかに早いスピードで英語がフィリピンに浸透していったかとい

うことがわかるであろう。

1901年から1921年までにアメリカからフィリピンに派遣されたアメリ

カ人教師たちは本国に帰るか，フィリピン人と結婚し民間企業で働きなが

らフィリピンにとどまった（Gonzalez,2003）。そして，公教育局（the

DepartmentofPublicInstruction）における英語の最高責任者たちのみ

がアメリカ人で，他は全てフィリピン人教員となった（Gonzalez,2008）。

また，約200人のフィリピン人が大学教育を受けるためにアメリカ合衆国

に送られ，法律，医学，獣医学などといった様々な分野の勉強をした

（Gonzalez,2008）。このような試みを経て，さらにフィリピンの英語教育

は発展していったのである。

4．日本における英語教育の始まり

本研究では，最初に日本に英語母語話者がやって来た時から徳川幕府の

終わりまでを扱う。明治になり，学制（1872年）が制定されると，日本

の英語教育は大きな転換期を迎えるからである。

日本に最初に来た英語母語話者は，1600年にオランダの商船で現在の

大分県に漂着したウイリアム・アダムズで，徳川家康のために帆船を建造

したり，数学や科学技術などに関する知識を伝えたりした（伊村・若林，

1980；川澄，1978）。また，1613年には，イギリスが徳川幕府に通商を求
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め，日英貿易が始まりアダムズが通訳をしたり書類の翻訳をしたりしたが，

約10年続いた日英貿易の時代には，日本側が英語を勉強する必要はなかっ

たようである（川澄，1978）。

その後，約200年の時を経て，英語が日本にとって重要な意味を持つこ

とになる。1808年に，イギリスの軍艦フェートン号が長崎に来港し水や

食料を要求し，要求を受け入れなければ攻撃すると脅したのである。こう

いった事件があったため，イギリスの軍事力を認識せざるを得なかった幕

府は，英語学習の必要性を感じるようになったのだが，これが日本におけ

る英語学習の始まりだと言われている（伊村・若林，1980；川澄，1978）。

また，1824年にイギリスの捕鯨船員12名が，船内で出た壊血病患者のた

めに野菜や果物を求めて水戸藩大津浜に上陸し大騒ぎになるという事件も

あったのだが，この事件をきっかけに水戸藩でも英語を学ぶことになった

（川澄，1978）。

イギリスと交渉を行うために，幕府は長崎に滞在していた通訳たちに英

語のできるオランダ人から英語を学ばせたが，学習者たちは媒介語であっ

たオランダ語自体がそれほど上手くなかったために質問することさえまま

ならなかった（伊村・若林，1980）。また，1814年には英和辞書，1840年

には文法書（オランダ語からの重訳）なども書かれたが，やはりその当時

学習していた人たちの英語力はそれほど高かったわけではなかった（伊村・

若林，1980）。その理由の一つは，その頃の日本の英語教育は国防のため

に行われていたために一部の人たちが英語を学ぶだけで，国民全体に対す

る英語教育が行われていたわけではなかったということである。また，日

本語と英語との言語間差異が非常に大きいということも原因の一つである

（斎藤，2001）。

1848年にはRanaldMacDonaldというアメリカ人が長崎に漂着し100

日程度の間14人の日本人通訳たちに英語を教え，そのうちの一人であっ

た森山栄之助は，1853年にCommodorePerryに率いられたアメリカ艦
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隊との交渉における通訳を務めたが，実際には彼の英語も正式な交渉の場

ではそれほど役に立つようなものではなかった（伊村・若林，1980）。

これまでに述べたように，イギリスやアメリカと関わる出来事が何度か

あり英語での交渉が必要であったため，1856年に蕃書調所（1862年に洋

書調所，1863年に開成所に改名）が江戸に作られ，そこでは洋書・外交

書の翻訳，通訳官の養成，洋学の統制などが行われた（斎藤，2001）。最

初はオランダ語が教えられ，1858年には英語も教えられるようになった

が，オランダ語の勉強と同じように，文法書を用いた一対一の素読や講釈

を聞きながら会読が行われたということである（斎藤，2001）。英学の人

気は益々高まり教師も非常に優秀であったが，深刻な問題の一つは教師不

足で，約300名の学生に対して教官の数はわずか9名に過ぎなかった（斎

藤，2001）。日本では，いくらこの時期に英語教育が盛んになったといっ

ても，まだ国民全体に英語教育が普及するような状態ではなかったのであ

る。

5．考 察

これまでに述べてきたフィリピンと日本における英語教育の始まりを様々

な面から比較・考察してみたい。

5．1 国際語としての英語の成り立ち

日本もフィリピンも，イギリスとアメリカ合衆国という国の違いこそあ

れ外圧によって英語学習が始まったということだが，この事実は英語がど

のようにして国際語となったかということを私たちに教えてくれる。今で

こそ，英語は国際語として世界中でもてはやされ，多くの国の人々の間の

架け橋となり問題解決や世界平和実現の道具としても使うことができるが，

英語が国際語になった理由の一つは，イギリスが世界の国々を侵略し植民

フィリピンの英語教育から日本が学べること（尾崎） ―9―



地にしたからである。日本は，最初イギリス軍艦からの圧力によって英語

を学ぶこととなったが，幸い植民地にされることはなかった。しかし，多

くのイギリス植民地では，多くの人々が犠牲になり英語を話すことを強制

されたということを忘れてはいけない。フィリピンの例からもわかるよう

に，アメリカも同様に他国を自分たちの領土にし，現地の人たちに英語を

使うことを強要したのである。国際語というと何か華やかなイメージがあ

るが，英語の国際化の第一歩は，このように多くの人たちの犠牲の上に成

り立っていることも覚えておく必要があるだろう。

5．2 歴史・社会と英語教育の関係

日本とフィリピンの英語教育の始まりを調べてみると，英語教育が始まっ

たのは日本のほうがフィリピンよりも随分早いということがわかる。日本

では，1808年に起こったフェートン号事件をきっかけに英語教育が始まっ

たが，フィリピンでは1898年に始まったアメリカの統治により英語教育

が始まったので，日本のほうが90年も英語教育の始まりは早かったとい

うことである。英語教育の歴史自体は日本のほうがずっと長いのだが，現

在の両国を考えてみるとフィリピンのほうが圧倒的に英語を流暢に使いこ

なせる人が多い。これはどうしてなのだろう。

両国ともに外圧のために英語教育が始まったという点では共通している

が，両国間には大きな違いがある。フィリピンを植民地にしたアメリカが

フィリピンの言語を教育制度を中心に英語に変えようとしたのに対して，

日本の場合はイギリスの植民地にされたわけではなく，あくまでも食料な

どを求めて日本に寄港したイギリス人に対応するために一部の人たちだけ

が英語を学んだというのが英語教育の始まりなので，国内での使用言語や

教育言語が英語になるということはなかった。そして，その後も一部の人

たちだけ（例えば，貿易会社の社員や科学者）が本当に英語を必要として

いるという状況が長く続いており，ほとんどの国民の日常生活にとって英
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語は必要ではない。実は，これが日本の英語教育全体が変わらない理由な

のである。

また，久保田（2014）が言うように，世界中の皆が英語を話すわけでは

ない。例えば，日本にも外国人はたくさんいるが，どれだけの人が英語を

流暢に話すことができるだろうか。よく入試制度のせいにされたりもする

が，本当は多くの国民にとって英語を使うことが必要ではないから英語教

育は変わらないのだ。もし，皆が日常生活で英語を話したり聴いて理解し

たりできなければ困るのであれば，日本の英語教育は話す・聴く技能にも

重点を置いたものになっていただろう。入試も，もっと違った形になって

いたのではないだろうか。要するに，変える必要がないから変わらないと

もいえるのだ。

英語を公用語や第二言語として使っている国々は，社会言語学では

Outer-Circleと呼ばれるが，Outer-Circleに属する国の多くがフィリピン

のようにかつては英語圏の植民地だった国である。例えば，同じアジアの

シンガポール，マレーシア，インドといった国はイギリスの旧植民地であ

る。これらの国では，こういった歴史的背景によって英語の使用を強要さ

れたのである。その結果，多くの国民が英語を流暢に使うことができるよ

うになった。多くの日本人は，こういった他国の人々が英語を流暢に話す

のを見ると，「すごい」，「うらやましい」という感覚を持つようであるが，

他国に侵略され，無理矢理新しい言語を使わされることが幸せなことなの

だろうか。日本は，どの国にも植民地にされず，戦争をした敵国の言語を

無理強いされることもなく，自分たちの言語だけを日常生活で使いながら

非常に豊かな国に成長した。これほど幸せなことはないのではないだろう

か。このようなことを理解した上で，それでも英語教育を変えるには，ど

うすればよいのかという観点から様々なことを議論していきたい。
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5．3 英語使用量と英語による授業

フィリピンと日本の一番の違いは，フィリピンでは英語を使う機会が多

いが，日本では英語を使う機会がほとんどないということである。この単

純な差が日本の英語教育を何年受けても英語を使えるようにならないと言

われる根本的な原因である。現行の学習指導要領には高校では原則として

英語で授業を行うということが書かれているが，英語で英語の授業を行う

ことに関しては反対意見もある（例えば，久保田，2014；江利川，2014）。

久保田（2014）は，母語能力を最大限に生かすのが世界の言語教育学者が

推奨する教育方法であると述べている。詳細はよくわからないが，こういっ

た議論も理解できる。特に，日本語と英語のように学習者の母語と目標言

語間の差異が大きい場合には，少なくとも最初は母語を使った教育という

のは重要であろう。例えば，日本の英語教育で「英語ができるオランダ人

に英語を教えさせたが，学習者は媒介語であったオランダ語自体がそれほ

ど上手くなかったために質問することさえままならなかった」とある。こ

れは，少なくとも学習初期段階では学習者がよく理解でき質問などもでき

るように母語を使って教えたほうがよいということを示唆している。フィ

リピンでも，本論文ですでに触れたように文法分析や訳を使って英語を教

え，短期間のうちに多くの国民が英語を使えるようになっていったのであ

る。

英語教育研究者の江利川（2014）は，英語の授業を英語で行うことに関

して，次のように述べている。「個々の先生が授業を英語で行うかどうか

は裁量権の範囲であり，基本的に自由であろう。しかし，政府が上から学

習指導要領で『授業は英語で』を制度化することは，きわめて危険である。

学問的に確固たる裏付けもなければ，検証もないからである」（インター

ネット・ブログ記事につき，ページ番号不詳）。しかし，やはり英語は使

わなければ使えるようにはならない。英語を使えるようになるためには英
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語を多く使うことが重要であるということは，フィリピンの例を見ても明

らかである。また，政府が「授業は英語で」と決めなければ，英語で授業

を行う教員はほとんどいないのではないだろうか。例えば，フィリピンで

なぜ英語で教育が行われたかというと，アメリカが強制したからである。

英語をできるだけ多く使う必要があるということに関しては，スポーツ

に例えるとわかりやすい。野球の本を読んでいるだけでは，野球は上手く

ならないのと同じである。野球が上手くなりたければ，実際にボールやバッ

トを使って様々な練習や試合を多く行うことである。最初は，バットの振

り方を知識として学んだとしても，やはりバットを実際に多く振ってみる

ことが大切である。また，練習だけではなく，試合（練習試合を含めて）

を多く行わなければ練習したことが実際に使えるようにはならない。

英語教育に話しを戻そう。留学すると短期間で運用能力が向上するが，

それはなぜか。答えは，単純である。英語を使う機会が多いからである。

英語圏に留学すれば，当然授業は全て英語で行われる。慣れるまでは大変

で理解できないことも多いかもしれないが，新しい言語を学ぶ際には仕方

がないことなのではないだろうか。日本では英語圏やフィリピンのように

日常生活で公用語や第二言語として英語を使う機会がないということを考

えると，英語教育で英語を使うしかないのではないかと思える。そして，

限られた時間の中で行われる英語教育で英語を多く使うには，授業を英語

で行うのが一番であるように思う。

ただし，既に述べたように，学習初期段階では日本語を使って授業を行

うほうがいいだろう。しかし，徐々に日本語の量を減らし最終的には英語

で授業を行うことによって英語を使う機会を増やすしかないのではないだ

ろうか。筆者の個人的な経験だが，アメリカの大学で日本語教育に携わっ

ていた時，最初はひらがなさえわからない学生が相手だったので，最初は

学生の母語である英語を多く使って訳したり文法の説明をしたりした。し

かし，徐々にその量を減らしていき3年生からはほぼ全て日本語で授業を
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行えるようになっていた。そして，日本語で行われる授業によって日本語

を実際に使っている時間が飛躍的に増えた。日本語での授業は，学生がア

メリカにいながら，「学校の授業を受ける」という実生活に強いつながり

のある活動を日本語で経験できるという意味も持つ。日本における英語教

育で，小学校から英語教育を始めるのであれば，高校からは英語で授業を

行えるように，計画的に少しずつ日本語を使う量を減らしていく。それが

無理なら高校2年生くらいでもいいだろう。もし入試準備などもあるから

高校では無理だということであれば，大学の英語教育は英語で行う。それ

も無理なら，せめて英語を専攻とする学生の授業は英語で行うなど色々な

選択が考えられる。最近は，様々な大学が英語の授業だけに限らずほとん

どの授業を英語で行う学部・学科を持つようになってきている。文科省は，

ただ高等学校の英語授業は英語で行うべきだというのではなく，小・中・

高を通してもっと段階的に授業を英語だけにしていけるようなモデルを示

し，フィリピンの初期英語教育のように英語で授業を行える教員養成に力

を入れるべきだ（教員に関しては，次節で詳述する）。

ただし，英語で授業を行ったとしても，日本語を部分的に使うことで教

育効果が上がることもあるだろう。例えば，英語の説明では理解しにくい

英単語の日本語訳を与えたり，学生の理解度を知るために必要に応じて英

文を和訳させたりすることは悪い事ではない。ある程度長い文になれば，

自分の言葉で英語を使って意味を説明したりできるが，文法書や中学校低

学年の教科書に載っている例文のような短い簡単な基本文の理解度を確認

する際には，元の文が簡単すぎるために英語で説明するのは難しいので日

本語に訳したほうがよいだろう。そのためには教員が英語と日本語の両方

に堪能でなければならない。しかし，やはり英語を使う機会を増やすため

に，授業そのものは英語で行えるようにしていくということが重要である。

また，日本語を部分的に使用する場合には，英語を使うべきところと日本

語を使うところの区別を明確にすることが重要である。この境界が曖昧に
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なると，学生は楽な日本語しか話さなくなってしまう恐れがあるので，教

員が「日本語で」と言わない限りは英語で話させるようにするといいだろ

う。英語で行われる授業に学習者がついてこられるということは，英語を

使う力がついているという証であるはずだ。色々と工夫をしながら，最終

的に英語で授業ができるくらいまで力をつけていくというのは，英語教育

における妥当な目標だと思える。

フィリピンでは英語で様々な科目の授業が行われていたが，江利川は，

大学で英語だけではなく様々な授業を行うと英語を理解することが中心に

なってしまい日本は学問的に後退してしまう（金子，2014）と述べている。

しかし，シンガポールのように第二言語である英語で教育を行っていても

数学，科学，読解といった国際テストで世界の上位にランクされる国があ

ることも忘れてはならない。2012年に行われた国際学力テスト PISA

（theProgrammeforInternationalStudentAssessment）の結果を見

ると，65の経済圏の中でシンガポールは数学で世界第2位，読解で第3

位，科学で第3位であった（Sedghi,Arnett,&Chalabi,2013）。ちなみ

に，日本は数学で第7位，読解で第4位，科学で第4位（Sedghi,Arnett,

&Chalabi,2013）と3分野全てにおいてシンガポールよりも順位が低かっ

た。残念ながら，フィリピンはPISAに参加していないので，PISAに関

してはシンガポールや日本との比較はできない。また，母語で教育してい

る国の中にも後進国は多くある。シンガポールの英語教育に関しては，今

後の研究課題の一つである。同じように英語を第二言語とするフィリピン

と比較すると色々なことが見えてくるかもしれない。

確かに，母語で勉強したほうが楽だし，同じ勉強量であれば理解度も高

いかもしれないが，ノーベル物理学賞を受賞した中村修二は，日本が世界

標準を勝ち取り経済をより発展させるためには，英語が母語話者並みにな

らなくてはいけないと述べている（庄司，2014）。そして，そのためには

日本の第一言語を英語にするくらいにして若い時から英語を真剣に勉強し
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なければならないと語っている（庄司，2014）。さらに，シンガポールや

香港が目覚ましい経済発展を遂げたのは英語教育によるものだとも語って

いる（庄司，2014）。

また，英語圏の大学や大学院に正規留学する人たちの多くは，英語と学

問の両面でメリットがあるから，英語圏留学を考えるのではないだろうか。

具体的に述べると，専門的なことを英語で読み，書き，聴いて理解し，議

論できるようになる。そして，そのような人達の中には，学問的に非常に

優れた人もいるのである。もし，英語で色々な授業を受けると学問内容に

集中できないのでよくないなら，留学などしないで日本で日本語だけを使っ

て勉強すればいいだろう。しかし，それで日本語が理解できない様々な国

の人たちと色々な問題解決のために議論をしたりビジネスや研究をしたり

することができるようになるのであろうか。あまりにも極端に英語での授

業は駄目だと決めつけるのはいかがなものか。全ての大学や学部において

英語で授業をする必要はないが，英語圏への留学は経済的な負担が大きい

ので日本国内に英語で教育する大学や学部があるのは非常に意義のあるこ

とだと思う。

フィリピンのように英語が教育言語となり様々な教科が英語で教えられ

る際の短所の一つは，母語による特に読み書きが弱くなってしまう恐れが

あるということである。しかし，工夫次第では大学で専門授業を英語で行

うことによる日本語能力低下および内容理解不足を防ぐ方法がある。まず，

日本語で授業を行うのである。その後，同じような内容を英語で教えれば

いいのである。例えば，コミュニケーション理論Ⅰ・Ⅱという授業があっ

たと仮定すると，Ⅰを日本語で行いⅡを英語で行うという方法を採ればい

いだろう。こうすれば，同じような内容を二度学習することで内容理解を

より深めることさえ可能である。
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5．4 教 員

次に，教員に関して考察してみよう。まず，フィリピンで短期間のうち

に英語が浸透していった理由の一つとして，多くのフィリピン人教員の養

成がある。アメリカ人教員が教えていたのは，フィリピンがアメリカの植

民地にされた当初のみで，わずか約20年後には，ほとんど全ての教員が

フィリピン人になり英語を使って教育できるようになっていた。これは，

アメリカが英語で教えられるフィリピン人教員の育成に力を入れていたか

らできたことであろう。一方，日本の初期英語教育では，教員不足が深刻

な問題であった。この時代には，一部のエリートのみが英語を学習してい

たと考えられるが，それでも教師の数が足りなかったというのだ。この事

例は，多くの国民が流暢に英語を使いこなせるようになる英語教育改革を

実現するには，多くの優秀な教師を育成することが非常に重要になるとい

うことを示唆している。

このように考えると，日本の英語教育に必要なことが見えてくる。日本

人教員の場合は，文法説明や訳する能力に加えて英語運用能力の高い人材

の養成に力を入れる必要がある。フィリピンの初期英語教育の場合は多く

の教員をアメリカの大学に送って教育を受けさせている。日本政府も，本

当に英語教育を変えたいのであれば，英語教員を志望する人たちに奨学金

を支給し英語圏の大学で正式に勉強させてはどうだろうか。また，英語母

語話者教員の場合は，歌を歌ったりゲームをしたりしかできない人たちで

はなく，学習者の母語である日本語に精通し必要に応じて英文の和訳がで

きたり，日本語で文法説明や最低限の事務作業ができるような人たちを採

用・養成することである。筆者が英語圏で日本語教育に携わっていた時に

は，日本語教師を採用する場合に英語を使って最低限の文法説明ができな

かったり事務的な仕事ができなかったりするような人を雇うことはありえ

なかった。何度か就職面接試験を受けたが，必ず「は」と「が」の違いな
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どの文法事項を英語で説明することを要求されたものである。日本人にせ

よ英語母語話者にせよ，優れた教員を養成することが日本の英語教育を向

上させる第一歩となるはずだ。

5．5 日本式英語と国際英語

フィリピン人教員が英語や他教科を英語で教えたということがフィリピ

ン英語といわれるものの基になっているということだが，これは日本の英

語教育に非常に重要な示唆を与える。日本の英語教育における学習者数に

対する英語母語話者教員の数の少なさや，英語母語話者であっても本当に

英語教員と呼べるような人材の少なさを考えると，日本の英語教育におい

て学習者が英語を使う機会を増やすためには，日本人教員が英語で授業を

行うしかないと考えられる。しかし，日本人教員が英語を使って日本人学

習者を教えると日本式英語になってしまうから駄目だという反対意見が出

るかもしれない。この点に関しては，筆者はそれほど問題ではないと考え

る。幾つか理由があるのだが，まず，非母語話者，特に英語との言語距離

が非常に大きい日本語を母語とする人たちが，仮に母語話者から英語を習っ

たとしても，それほど簡単に母語話者と同じような英語にはならないとい

うことだ。ましてや，週に数回の授業で母語話者教員と同じようになると

考えることがおかしい。母語話者というのは，小さい時から24時間自分

たちの言語に囲まれて長年生活するから母語話者になるのだ。一週間に数

時間母語話者が話す英語を直接聞いたからといって，母語話者のような英

語になるわけがないのだ。

もう一つ，国際語としての英語の役割を考えるべきだろう。英語がなぜ

世界中で勉強されているかというと，国際語として様々な国籍や民族的背

景を持つ人々（当然多くの非母語話者を含む）によって使われることが多

いからだ。もし，単一民族や母語話者によってのみ使われているのであれ

ば，英語は国際語とは呼ばれないだろう。ということは，国際語として使
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われる際の英語は母語話者の使う英語とは異なる場合も多いということだ。

もちろん，母語話者と英語を使ってコミュニケーションする機会が全くな

いわけではないだろうが，世界の全人口約70億人に比べると，英語の母

語話者は2010年時点でわずかに約3億6千5百万人程度（International

PhoneticAlphabet.org,2014）しかいないのだ。しかも，アメリカ合衆

国の人口が約3億人であるということを考えると，その英語母語話者の多

くはアメリカ人であるということになる。一般的に英語圏と呼ばれる国は，

アメリカ合衆国に加えて，英語の発祥地であるイギリス，カナダ，オース

トラリア，ニュージーランドの5か国だけであるが，アメリカ以外の4か

国の全人口を合計すると約1億人にすぎない。もし，英語母語話者とだけ

コミュニケーションするために英語を学ぶのであれば，人口的に考えると

コミュニケーションの相手はほとんどアメリカ人あるいは他の4か国の英

語圏の人々という可能性が高くなり，それでは英語を国際語とは呼べない

だろう。しかも，これらの国には移民が多く居住しているので皆が英語母

語話者というわけではない。こういった数字，そして世界中で英語を勉強

している人がいるということを考えれば，英語を国際語として使う際には

非母語話者が相手になることが多いということは容易に想像できる。

要するに，国際語として英語を話す場合には，話者の様々な母国語に影

響を受けた英語を聴き理解できなければならないということだ。こういっ

たことを考えると，英語を国際語として使用するのであれば，日本人が日

本人訛りの英語を話したり多少日本語的な表現を使ったりするのは特にお

かしいことではない。むしろ自然なことなのだ。

加えて，特に発音という面では，母語話者間でもかなり違いがある。例

えば，イギリス英語とアメリカ英語では異なる。アクセントという意味で

は，標準英語というものは存在しないのである（Smith,1992;Trudgill&

Hannah,1994）。さらに，非母語話者同士が英語で話す際には，母語話者

のアクセントが必ずしも一番よく通じ最も適切であるとは限らないのであ
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る（BritishCouncil,2011;Smith,1992）。実際，英語専攻の大学生を教

えていると，流暢に英語を話せる人でも母語話者が自然に話す英語はほと

んど理解できないことが多い。ただし，教員は自分たちの英語のどこが他

の種類の英語，例えば母語話者のそれと異なるかを意識しておく必要があ

る。学習者の英語が正しいにも関わらず，自分の英語だけを基準にして直

してしまうようなこともあるからだ。これは，母語話者教師に関しても同

様である。筆者は，これまでにカナダ，アメリカ，イギリス，オーストラ

リア人に英語を教わったが，アメリカ人教員が生徒のイギリス英語を直し

たり，逆にイギリス人教員が生徒の使うアメリカ英語を聴いて，「それは

英語ではない」とまで言ったりすることも珍しくなかった。

5．6 文法と正確さ

フィリピンでは，1931年に高校教育を終えた人たちの作文が最も正確

で良い英語で書かれていたということだが，この人たちは文法を分析し訳

を使う最も伝統的な方法によって英語を教えられている。他にも様々な原

因があるにしても，少なくとも書く力をつけるためには，ただ書かせれば

よいというものではなく，文法を明示的に教えたり必要に応じて目標言語

から母語あるいは母語から目標言語に訳したりすることの重要性を示唆し

ているのではないだろうか。とにかく生徒に英語を使わせて流暢さのみを

向上させることを考えている教師もいるようだが，同時に正確さを向上さ

せるために必要に応じて明示的に文法を教えることも忘れてはいけない。

特に，英語母語話者教師の中には，文法ルールを説明できなかったり，流

暢さばかりを強調して正確な文法を無視することを推奨したりするような

人もいるが，勉強や仕事で英語を使用する場合には，流暢さだけではなく

正確さも非常に重要になるということを意識しておくべきだ。例えば，自

分の母語で大学のレポートや仕事の書類を提出する時に間違いだらけのま

まで提出する人はあまりいないだろう。誰でも間違うのは当然としても，
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全文に間違いがあるなどということはないだろう。内容や構成ももちろん

重要だが，正確な英語で書くことによって自分の意見を正確に相手に伝え

ることができるということも忘れてはならない。

ただし，相反する考えのようにも思えるが，母語話者の英語だけを基準

にすると非母語話者の英語はほとんどが間違っている，あるいは不自然で

あるということになりかねない。このようなことを考えると，母語として

の英語とは別に，国際語としての英語を確立する必要があるのかもしれな

い。

6．おわりに

もし日本の英語教育によって英語を流暢に使いこなせるようにすること

が重要であるならば，実際に多くの国民が自分たちの母語ではない英語を

使えるようになっている国の英語教育制度から学ぶことは多いはずである。

そういった観点から，本稿は日本とフィリピンの英語教育を比較・考察し，

国際語としての英語の成り立ち，歴史・社会と英語教育の関係，英語使用

量，教員，日本式英語と国際英語，文法と正確さという視点から議論を行っ

た。教材にも触れたかったが，フィリピンの初期英語教育における教材に

関する資料が上手く手に入らず今回は断念せざるを得なかった。今後の課

題であろう。

また，本稿では，両国の英語教育の始まりの部分だけを比較しているが，

その後両国の英語教育は変化していく。今後は，その変化を追いながら両

国における英語教育制度の比較研究を行っていきたい。さらに，歴史的に

両国の英語教育を追うばかりではなく，幾つかの項目ごとに，例えば，小・

中・高といった学校レベルごと，教員免許制度，教員採用試験，教員，教

材，社会における英語の地位，英語と職業，英語教育と母語，英語教育と

アイデンティティーなどに関しても詳しい研究を行えば日本の英語教育に
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とって非常に参考になるのではないだろうか。

さらに，フィリピン以外で多くの国民が英語を流暢に使える国の英語教

育を研究し，日本の英語教育の向上に活かせる点を見つけていきたい。

本論文は，平成26年度拓殖大学言語文化研究所個人研究助成を受けて行われた

研究の一部である。
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0．はじめに

筆者は浅井2014において，『（旧本）老乞大』句末の ・有・とチベット

語の句末助動詞 ŷ�o�o/ d̂uuの類似性について指摘し，『（旧本）老

乞大』句末 ・有・の機能が「言語主体位相の叙述 話し手が現に関知し

ている主観的叙述」であることを検証した。本稿では現代モンゴル語（2）の

句末助動詞 ・・・・・・・に着目し，その機能がやはり言語主体位相と関連し

ていることを検証してみたい。
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�論 文�

要 旨

「漢児言語」句末 ・有・の機能については未だ定論がない（1）。本稿では『（旧

本）老乞大』句末の ・有・と現代モンゴル語の句末助動詞 ・・・・・・・の類似性

について指摘し，その機能 言語主体位相の叙述 について考察する。

キーワード：句末の ・有・，現代モンゴル語 ・・・・・・・，言語主体位相

『（旧本）老乞大』句末の ・有・と

現代モンゴル語句末助動詞 ・・・・・・・の

類似性Ⅰ

存在動詞の文法化と言語主体位相の叙述

浅 井 澄 民



1．モンゴル語文法概略

モンゴル語はチュルク系，ツングース系諸語と併せてアルタイ語族に所

属し，言語の形態的分類上は粘着語と呼ばれており，文法は日本語と酷似

している（3）。ここでは，山越康裕2012（p.36）にもとづき，現代モンゴ

ル語の文法概略について述べる。

■語の構造（形態論）：語幹＋接尾辞

a．名詞類語幹＋格接尾辞：�・��・-・・ ・�・・��・-・・・ ・・・・-・・・

部屋�の カギ�を どこ�から

b．動詞語幹＋活用接尾辞：・・-・・・ ・・-・・・ ・・-・・・

食べ�た 食べ�て 食べ�れば

c．語幹＋接尾辞＋接尾辞…：・・・-・・・-・・ ・・・・-・・-・-・-・・・-・・

競�い合�う 一緒に�なる�こと�にさ�せ�

る

■基本語順（統語論）

a．SOV型 ・・ ・・・-・・ ・・・・-・・・.

私 バト�を 呼ん�だ；私がバトを呼びました。

※語順の入れ替え，省略も可

・・・-・・ ・・ ・・・・-・・・.

バト�を 私 呼ん�だ；バトを私が呼びました。

・・・-・・ ・・・・-・・・. ・・ ・・・・-・・・.

バト�を 呼ん�だ 私 呼ん�だ

b．修飾語（4）＋中心語

・・・・・ ・・・・・.・・・・・・・・・・・・.・�・・�・・・・・・・

私の 故郷 白い 建物 四 季節；四季
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�・・・・�・ ・・・ ・・・・��・-・ ・・-・・・ ・�・.

昨日 この 店�に 来�た 人

c．疑問文と否定文

・・・ ・・・-・・・・・-・・・・?

この 道�で 行�く か；この道を通って行きますか？

・・・ ・・・-・・・・・-・・-・�・.

この 道�で 行�か�ない；この道を通って行きません。

■品詞分類（品詞論）

a．名詞類（格接尾辞を接続できる語類）：名詞，代名詞，形容詞，数

詞

b．動詞（活用接尾辞を接続できる語類）

c．不変化詞類（名詞類・動詞以外の語類）：小詞（単独では用いられ

ない語），間投詞，接続詞，副詞（位置や方角を示す語類，後置詞的

な語類等も含む）

※モンゴル語の形容詞は活用がなく格接尾辞を接続することから名詞

類に分類される。

2．動詞 ・・・・・・・の意味と機能

現代モンゴル語の ・・・・・・・［ba�n］（5）は中国語の ・有・（または ・在・）

に相当する存在動詞である。ここでは，動詞 ・・・・・・・の意味と機能につ

いて見ていく。

まずは次の例文を見てもらいたい；�使用テキスト�参照。

1）・・・・ ・・・・・ ・・・・ ・・・・・.（Y56）

あそこに 私の 友達 いる；あそこにぼくの友達がいる。

在那里 我的 朋友 有/在;那里有我朋友。

『（旧本）老乞大』句末の ・有・と現代モンゴル語句末助動詞 ・・・・・・・の類似性Ⅰ（浅井） ―27―



2）・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・・.（Y60）

図書館に 多い 本 ある；図書館には本がたくさんある。

在��� 多 � 有 ;���有�多�。

上記例文からわかるように，モンゴル語動詞 ・・・・・・・は中国語 ・有/在・，

日本語「いる」「ある」に相当し，句末（文末）に現れる。

動詞・・・・・は形態論的には，動詞語幹・・・と現在終止形接尾辞・・（6）よ

りなるが，同じく動詞語幹・・・に継続（不完了）を表す連体（終止）形接

尾辞・・・（7）がついた動詞・・・・・・や不変化動詞・・・にも類似する用法がある。

この3種の存在動詞の言い分けについて金岡秀朗2009では「話者の目の

前にあるものは・・・・・，話者の目につかないところにあるものは・・・・・・

で表現し，・・・・・・は・・・に置き換えて言うこともでき，質問と答えの動

詞は一致するとは限らない」とし，次の例文を示している；訳語の（ ）

は言外の意味。

3）・・・・・ ・・・・・ ・・? ・・・・・・（・・・）.（K68）

フォーク ある か；フォークは（手元に）あるか？ ある；（むこうに）あります。

叉子 有 �;（�）有叉子�？ 有;（那�）有。

4）・・・・・・・・・・・・ ・�・・・・・�? ・・・・・・.（K68）

ウランバートルに 寺 ある か？ ある；（ここには見えないが）あります。

在	
巴托 � 有 �;	
巴托有��？ 有。

5）・・・・・・・�・・� ・・・・・・・? ・・・・・,・・・・・!（K68）

小銭 ある か；小銭（手元に）ある？ ある，ある；（今ここに持っている）。

� 有 �;（�）有��？ 有，有;（我）有。

また，小沢重男1986/1994（p.44）にも「・・・・・は所有者自体における

存在を示し，・・・は所有者外の存在を示す」とある。すなわち，モンゴル
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語動詞 ・・・・・・・自体に，「言語主体位相の叙述」的用法が内包されている

と言うことができる。

一方，存在動詞の否定表現にも，類似する使い分けがある。

6）・・・ ・・・ ・・・・・.（Y154） ・・・ ・・・ ・・・・.（Y154）

ここに 本 ある；ここに本がある。ここに 本 ない；ここには本は（今は）ない。

在�里 � 有;�里有�。 在�里 � 没有;�里没有�。

・・・ ・・・ ・・・・・�・.（Y154）

ここに 本 ない；ここには本は（そもそも）ない。

在�里 � 没有;�里没有�。

・・・・は文末に用いて欠如・不在を示す否定副詞であり，・・・・・�・は動詞

未来形 ・・・・に否定接尾辞 ・�・がついた形である。山越康裕 2012では

・・・・は「一時的に存在しない」ことを，・・・・・�・は「恒常的に存在しない」

ことをさす傾向にあるという（8）。・・・・・ ・ ・・・・，・・・ ・ ・・・・・�・で

あると言えそうである。

次に動詞 ・・・・・・・の時制による変化形式について確認しておく。モン

ゴル語の動詞には時制による活用変化が存在しており，この文法的特徴は

中国語と大きく異なる点である。

7）・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・?（N269）

ドルジ どこに いる か；ドルジさんはどこにいますか？［現在］

德�吉 �儿 有 �;德�吉在�儿�？ /�儿有德���？

8）�・・・・�・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・・・ ・・?（N269）

昨日 ドルジ どこに いた か；昨日ドルジさんはどこにいましたか？［過去］

昨� 德�吉 �儿 有 �;昨�德�吉在�儿�？

9）・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・?（N263）

『（旧本）老乞大』句末の ・有・と現代モンゴル語句末助動詞 ・・・・・・・の類似性Ⅰ（浅井） ―29―



ドルジ 明日 ここに いる か；ドルジさんは明日ここにいますか？［未来］

德�吉 明� �儿 有 �;德�吉明�在�儿�？

その他，習慣を表す・・・・・・（9），伝聞過去を表す・・・・・・がある。

10）・・・ ・・・ ・・・・・・ ・・?（H28）

誰 誰 いる か；（あなたのご家族は）誰々がいますか？

� � 有 �;（�	里）有什
人？

11）・・・・・・・・・・・・・・��・・・・・��・・・・・・.（Y204）

昔々 兄 弟 2 少年いたそうだ；昔々二人の兄弟がいたそうな。

早 �前 �候 哥哥  2男� 有;从前有�个兄。

伝聞過去を表す・・・・・・の接尾辞・・・が表す意味として，山越康裕2012

（p.92）では，「過去に起こったこととされているけれど，話し手自身が

確認していないできごと」もしくは「話し手がその事態を実際に経験した

わけではない過去のできごと」に対して用いられ，そのためこの接尾辞は

昔話や過去の歴史的事実を述べる文によく用いられるとある。これは，チ

ベット語の「言語主体位相」に相対する「対象的位相」（10）に類似しており，

モンゴル語にもチベット語に類似した，この二つの位相を区別する言語習

慣と文法表現が存在するとは考えられないだろうか。

以上，動詞 ・・・・・・・とその主な変化形式について見てきた。ここで，

筆者が調査した，5種の現代モンゴル語教材における動詞 ・・・・・・・とそ

の変化形式（終止形）の出現状況をまとめると次のようになる。
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3．動詞 ・・・・・・・の文法化用法 「名詞・形容詞述語文＋・・・・・」

モンゴル語動詞・・・・・には本来の存在動詞としての用法の他に，文法化

した助動詞的な用法がある。この用法が本論文のテーマである，『（旧本）

老乞大』句末の ・有・との類似点であり，本考察の中心となる。

動詞・・・・・の文法化用法は「名詞・形容詞述語文（NP/AP）＋・・・・・」

と「動詞述語文（VP）＋・・・・・」の二つに大きく分けることができるが，

本稿では前者に絞って論じることにする。

まずは次の例文を見てもらいたい。

12）・・・・ ・・・・・ ・・?（N235）

『（旧本）老乞大』句末の ・有・と現代モンゴル語句末助動詞 ・・・・・・・の類似性Ⅰ（浅井） ―31―

表1 5種モンゴル語教材における動詞 ・・・・・・・の（終止形）変化形式（11）

意味 N1 N2 H Y K 計

終
止
形

・・・-・・ 現在（未来）「いる・ある」 15 26 6 15 27 89

・・・-・・・ 伝聞過去「いた・あったそうだ」 1 1

連
体
（
終
止
）
形 （

�）

・・・-・（13） 未来「いる・ある」 1 1 1 3

・・・-・-・�・ 現在・未来否定「いない・ない」 2 3 2 6 10 23

・・・-・・・ 習慣「いる・ある」 2 2 3 7

・・・-・・・ 過去「いた・あった」 1 2 3 6

・・・-・・・-・�・ 過去否定「いなかった・なかった」 1 1 2

・・・-・・・ 不完了（継続）「いる・ある」 2 4 3 3 12

・・・-・・・-・�・-・・・ 1 1

計

20 31 14 32 47 144

・・・ 恒常的存在「いる・ある」 1 7 5 13

・・・・ 一時的欠如・不在「いない・ない」 5 5

※ 5種モンゴル語教材（N1・N2・H・Y・K）は �使用テキスト�参照

N1・Hは初級会話テキスト，N2は初級文法概説書，Y・Kは中級文法概説書である。



良い です か；お元気ですか？こんにちは。

� 有 �;���？

13）�・��・�・ ・・ ・�・・・・ ・・・・・.（N237）

今日 とても 寒い です；今日はとても寒いですね。

�� �常 � 有;��太�了。��	�的。

14）・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・．（N236）

これ おいしい ボーズ です；これはおいしいボーズですね。


 �吃 �子 有;
个是�吃的�子�。
个�子是�吃的。

15）・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・.（N292）

この 本 私の です；この本は私のですね。


  我的 有;
本是我的。

12）13）は形容詞述語文（AP）＋・・・・・，14）15）は名詞述語文（NP）＋

・・・・・の例であり，この・・・・・は丁度日本語の「です」に相当する。モン

ゴル語の形容詞と名詞はそれだけで述語になることができ，必ずしも

・・・・・は必要ない。この・・・・・が表す意味として，温品廉三2009（p.37）

では「話し手が現時点においてその状況や事実を確認していることを示す」

とあり，金岡秀朗2009（p.40）では「自分の経験によって判断した内容

がくわわる」と説明している。これらの説明は浅井澄民2014で考察した

「言語主体位相の叙述 話し手が現に関知している主観的叙述」とまさ

に符合する。

それでは形容詞・名詞述語文それぞれの・・・・・について更に詳しく見て

いくことにする。

3�1．「形容詞述語文（AP）＋・・・・・」構文における・・・・・・・の意味と機能

モンゴル語の形容詞は，先に述べたように，日本語のような活用変化が

なく，格接尾辞を接続することから，名詞類に分類される。また，モンゴ
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ル語の形容詞の主な機能として，①名詞の前に置いて名詞を修飾する，②

文の最後に置いて述語となる，ことがあげられる（14）。

16）・・・・・・・・・・・・. ・・・・・・・・・・・・・・・.（Y151）

この 本 厚い；この本は厚い。 この 本 厚く ない；この本は厚くない。

� � 厚;�本��厚。 � � 厚 不;本�不厚。

17）�・��・�・ ・�・・・・ ・・・・・. ・�・・・・ ・・・・・・・・.（N239）

今日 寒い です；今日は寒いですね。寒く ない です；寒くないですね。

�� � 有;�����。 � 不 有;不��。

18）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.（N285）

モンゴル 語（は）面白い。モンゴル 語（は）面白い ですね。

蒙古 	 有趣。 蒙古 	 有趣 有;蒙古	�有趣的�。

19）・・・・ ・・・・・・ ・・? �・�・ ・・ ・・・・�・ ・・・・・.（N132）

いま 暇です か いいえ，私（は）忙しい です


在 有� � ;有��？ 没有， 我 � 有;我���。

20）・・・・ ・・・・・・ ・�・�� ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・.（H42）

来る 月から 田舎 行く 考え・ある です；来月から地方に行くつもりです。

�来的 月 �下 � 有�� 有;下月我有��下的��。

下月我���下。

21）・・・ ・・・・�・ ・・・・・.（N279）

これ 悪くない です

�个 不坏 有;�个不坏�。

22）�・��・�・ ・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・ ・・?（H88）

今日 天気 どんな です か

�� �气 怎�� 有 �;���气怎���？

16）は一般的な形容詞述語文（AP）の肯定形と否定形である。・・・は

『（旧本）老乞大』句末の ・有・と現代モンゴル語句末助動詞 ・・・・・・・の類似性Ⅰ（浅井） ―33―



文末に用いて，形容詞・名詞述語文の否定を表す否定副詞である。17）は

形容詞述語文の肯定形と否定形に・・・・・がついた例であり，「話し手が現

時点においてその状況や事実を確認している」意味が加わる。18）の形容

詞・・・・・・・・・・・「面白い」は名詞・・・・・・・・「興味」に所持接尾辞（15）・・・

「～を持つ」がついた形であるが，その述語文と更に・・・・・がついた例で

ある。この例文について温品廉三2009では「・・・・・は話し手の一時的な

いまの気持ちを表し，モンゴル語というものはそもそも面白いものだとい

うニュアンスなら・・・・・をいれなくてよい」としている。19）の形容詞

・・・・・・と・・・・�・は名詞・・・「暇」に所持接尾辞・・・と否定接尾辞・�・がつ

いた形である。20）の・・・・・・・・は名詞・・・・・「考え」に所持接尾辞・・・が

ついた形で，その前に動詞の連体形-・が来ており，全体としては，動詞

フレーズが・・・・・・・・を修飾する構造となっている。21）の形容詞・・・・�・

は形容詞・・・「悪い」に否定接尾辞・�・がついた形である。22）は形容詞

性疑問詞・・・・「どんな」に・・・・・がついた例である。以上，いずれの例

における・・・・・もやはり「言語主体位相の叙述 話し手が現に関知して

いる主観的叙述」を表していると考えられる。

次に，「形容詞述語文＋・・・・・」構文における・・・・・の変化形式について

見ていく。

23）・�・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・?（H54）

皆さん よい です か；皆さん，お元気ですか？

大� � 有 �;大�，����？

24）�・・・・�・ ・�・・・・ ・・・・・・.（N269）

昨日 寒い でした；昨日は寒かったですね。

昨� � 有	
（16）;昨�（是）
�的。

25）・・・・・・・ �・�・ ・・ ・�・・・・，・・・ ・・ ・・・・・・ ・・・・・・.（H94）

モンゴルで（は）冬 は 寒い， 夏 は 暑い です。
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在蒙古 冬�（�是）�，夏�（�是）� 有;蒙古�是冬��，夏��。

26）・��・・・ ・・・ ・・・・・・ ・・・・・・.

彼の ゲル 温かい です；彼のゲルは温かい。

他的 � 暖和 有;他的�（是）�暖和的。

27）・・・・・・ ・・・・・・.

おいしい だろう。

�吃 有;�吃	。

23）の・・・・・・・・・・・は聞き手が複数の時に用いられ，24）の・・・・・・は過

去の事態を，25）の・・・・・・は習慣を，26）の・・・・・・は目の前以外の事態

を表し，27）の・・・・・・は推量を表す。

以上，5種のモンゴル語教材における，「形容詞述語文＋・・・・・」構文の

・・・・・及び・・・・・の変化形式の出現状況をまとめると次のようになる。
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表2 5種モンゴル語教材における「形容詞述語文（AP）＋・・・・・」構文と

その変化形式

AP 意味 N1 N2 H Y K 計

1

形容詞

＋・・・-・・ 現在

14 13 6 5 12

74

形容詞＋・・・�・・・ 4 1

疑問詞 2 3

名詞-・・・ 2 4

動詞-・＋名詞-・・・ 3

名詞-・�・/形容詞-・�・ 1 1 2

名詞-・・・＋・・・・・ 1

2 形容詞 ＋・・・-・・・・-・・ 複数 3 1 4

3

形容詞

＋・・・-・・・ 過去

2 1 3 6

15疑問詞 1

名詞-・・・ 1 1



3�2．「名詞述語文（NP）＋・・・・・」構文における ・・・・・・・の意味と機能

28）・・ ・・・・・・ ・�・ ��? ・・・・，・・ ・・・・・・ ・�・.（N259）

あなた モンゴル 人 か。 そう，私 モンゴル 人。

� 蒙古 人 �。 �， 我 蒙古 人。

�・�・，・・・・・・・o・�・・・・
（17）.（N259）

いいえ，私 モンゴル 人 でない。

不�，我 蒙古 人 不是。

29）・・・・ ・・・・・. ・・ ・・・・・.（N243）

ドルジ です。 私 です。

徳�吉 有;是徳�吉。 我 有;是我。

30）・・・ ・・・ ・・・・・・ ・・・ ・・・・・・ ・・・・・.（N292）

この 本 あなたの ではなく 私の です。

� � �的 不是 我的 有;�本�不是�的，是我的。

31）�・・・・・・ ・・・・・・ �・・�� ・・・・・.（H28）

本当に 美しい 朝 です；本当に素晴らしい朝です。

�的 美	 早
 有;�是美	的早
。

32）�・��・�・・・・・・・ �・�・ ・・・・・ ・・?（H83）
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4

形容詞

＋・・・-・・・ 習慣

4

9

形容詞＋・・・ 1

疑問詞 1

名詞-・・・ 2

名詞-・�・ 1

5 形容詞 ＋・・・-・・・ 継続 6 6

6 形容詞 ＋・・・-・・・ 伝聞過去 1 1

7 形容詞 ＋・・・-・-・・ 推量 1 1

計 25 19 26 13 27 110



今日 何番目の 日 です か；今日は何曜日ですか？

�� 第几 � 有;��星期几？

・�・�・・・・ �・�・・・・・・.（H83）

4番目の 日 です；木曜日です。

第四 � 有;星期四。

例文28）は一般の名詞述語文の肯定・否定・疑問形であり，・・・・・は特

に必要ない。ではどのような時に・・・・・が付加されるのであろうか。例

29）は電話をかけた時，かけた側の人が使うそうである。また，例30）

32）は「話し手の現時点における確認」の意味があると考えられる。また，

例31）14）は形容詞の修飾を受けた名詞述語文であり，前述の形容詞述語

文に類似した表現と考えられる。やはりこれらも筆者のいう「言語主体位

相」に関連していると考えられる。ただ，名詞述語文は形容詞述語文に比

べてこの・・・・・構文が圧倒的に少ないことも指摘できる。筆者が調査した

5種モンゴル語教材における出現数で表すと，AP74：NP18（4.1：1）で

あり，APの出現率はNPのおよそ4倍になる。しかし，これも山口瑞鳳

2002がチベット語で指摘する「言語（表現）主体位相は形容詞述語文の

場合が少なくない」とも符合する。

次に「名詞述語文＋・・・・・」構文における・・・・・の変化形式について確

認しておく。

33）・・・ ・・・・・ ・・・・ ・・・・・・.（Y46）

それ 私の モンゴル服 でした；それは私のデールでした。

那 我的 蒙古�子 有�;那是我的蒙古�子。

34）・・�・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・.（Y92）

エスゲイ・バータル は チンギス・ハーンの 父 であった。
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俄斯哥伊・巴阿塔儿 成吉思汗的 父� 有�;

俄斯哥伊・巴阿塔儿�是成吉思汗的 父�。

35）・・・・・・ ・・・・・・（K119）

ウサギ だろう。

兔子 是�。

筆者が調査した5種のモンゴル語教材においては，上述の3種の形しか

現れない。山越康裕2012（p.46）では，「名詞が述語になれるのは現在の

場合のみで，過去や未来について表現する場合は・・・・が現れる」とある。

33）34）の例はいずれも過去を現わすが，話し手が関知しているかどうか

で表現方法が異なると考えられる。これも「言語主体位相」と「対象的位

相」の違いに共通する。35）の・・・・・・は「動詞，名詞，形容詞に後置さ

れ推量を示す（金岡秀朗2009p.119参照）」とある。

以上，「名詞述語文＋・・・・・」構文における・・・・・とその変化形式の出現

状況を示すと次のようになる。
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表3 5種モンゴル語教材における「名詞述語文（NP）＋・・・・・」構文と

その変化形式

NP 意味 N1 N2 H Y K 計

1

名詞・代名詞

＋・・・-・・ 現在

4 2

18
～・・・＋名詞・代名詞 1 1

AP/NP＋名詞 3 1 4 1

動詞-・・・・＋名詞 1

2
名詞

＋・・・-・・・ 過去
1

3
AP/NP＋名詞 2

3 NP＋名詞 ＋・・・-・・・ 伝聞過去 1 1

4 名詞 ＋・・・-・-・・ 推量 1 1

計 3 7 6 5 2 23



4．『（旧本）老乞大』句末の ・有・

それではここで，『（旧本）老乞大』句末 ・有・の動詞用法と「名詞・形

容詞述語文」における文法化用法について確認しておく。

『（旧本）老乞大』句末 ・有・の動詞用法の全用例については浅井2014・

資料2で提示した通りである。その出現状況をまとめると次のようになる。

句末動詞全37例（否定を含む）の内，過去を表すと考えられる（18） ・有来・

が3例現れる。本来中国語にはテンス（時制）表す文法標識がないとされ

るが，その点において注目される。

父母在生時，��名��來，田�物業有來，��頭匹有來，人口	
有來。（90）

父母が健在の時には，家の掟や名声も立派で，田畑，屋敷もあり，大小の家畜も

あり，使用人や奴婢もいた。（日訳，金文京他2002参照）

また，句末 ・有・の文法化用法については，浅井2014の図表を引用する。

文法化用法における「形容詞述語文＋有」の用例が17例，「名詞述語文

＋有」の用例が3例でその対比は5.6：1となる。是字文を名詞述語文に

含めると，その対比は17：8（2.1：1）となる。単純に比較できないが，
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句末動詞 ・有・とその否定形 計37例 有 22 有来 3 没 10 無 2

是字文 5 是～有（4）/不是～有

NP有 3 ��有/�七托有/的七托有

AP有 17 A有 5 路澁有/���有/�有/行有/���有/

［状］A有 12 ���有/�生�有/��有（2）/不當有/�老有/都

�有/��有/��有/�不�有/��有/�是有/



前述の5種モンゴル語教材同様，形容詞述語文の方が名詞述語文よりその

出現率が高くなっている。また，3例の名詞述語文はいずれも形容詞性の

修飾をうけている。この点もモンゴル語教材で見た場合と類似する。

5．おわりに

本稿では現代モンゴル語の存在動詞 ・・・・・・・とその文法化用法（「名詞・

形容詞述語文＋・・・・・」）の意味と機能について見てきた。その結果，現代

モンゴル語における ・・・・・・・の動詞及びその文法化用法の両面において，

チベット語に類似した「言語主体位相の叙述」的機能があることが分かっ

た。

『（旧本）老乞大』は元代の北京口語を反映している（鄭光1999参照）

とされるが，この句末の ・有・は当時のモンゴル語もしくはそれ以前の北

方異民族の言語との言語接触の結果である蓋然性が高い。現代モンゴル語

と元代モンゴル語はもちろん同じではなかろうが，少なくとも現代モンゴ

ル語の存在動詞 ・・・・・・・の文法化用法に「言語主体位相の叙述」的機能

があることは注目してよいと考える。また，『（旧本）老乞大』は当時の会

話テキストとして編まれており，時代や性格は異なるが，現代モンゴル語

の教材との比較の有効性も皆無ではないであろう。

今回触れなかった現代モンゴル語「動詞述語文＋・・・・・」構文における

・・・・・の意味と機能については次回明らかにしたいと考えている。

（1） 浅井澄民2014参照

（2） ここでは，モンゴル国の標準語であるハルハ方言に準拠した，キリル（ロ

シア）文字現代モンゴル語を指す。また，中国内蒙古自治区では従来のモン

ゴル文字（ウイグル系蒙古文字）が使用されている（標準音はチャルハ方言
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に準拠）が，この文字表記は現在モンゴル国でもキリル文字と並行して学校

教育に取り入れられているという；小沢重男1997，塩谷・中嶋2011参照。

（3） 小沢重男1986/1994参照。

（4） 中国語における「定語」（連体修飾語）に相当すると考えられる。

（5） 強調するとき［ba�na�］と発音される；山越康裕2012参照。

（6） 動詞現在終止形接尾辞-・・が現わす意味は，「現在の一点において，ある

動作が確実に遂行されること，又は現在における，ある事物の存在及び状態

を示す」とある；小沢重男1986/1994（p.43）参照。

（7） 動詞連体形接尾辞-・・・が現わす意味は，「ある動作及び状態が，過去のあ

る一点から始まって，その動作なり，状態なりが，発話の瞬間にまで，継続・

存続していることを示す」とある；小沢重男1986/1994（p.95）参照。

（8） この違いは北京語の ・不在・と ・没在・の違いに類似する。

（9） 動詞連体形接尾辞-・・・が現わす意味は，「習慣的な動作，恒久的な存在又

は繰り返される，反復的な動作を示す」とある；小沢重男1986/1994（p.

94）参照。

（10） 山口瑞鳳2002では「他の表現主体による叙述の伝聞も含めて，事象が客

観的な状態や動作として記述的に表現される」と説明している。

（11） 山越康裕2012（p.88）動詞活用接尾辞一覧表参照。

（12） モンゴル語の動詞連体形（形動詞形ともいう）は終止形としても用いられ

る。その他モンゴル語には動詞連用形も存在するが，本論文の考察対象が句

末（文末）にあるため，ここでは終止形のみに止める。

（13） いわゆる辞書に出ている形がこの・・・・となる。

（14） 山越康裕2012（p.76）参照。

（15） 金岡秀朗2009（p.99）参照。

（16）「漢児言語」では従来多く ・有来・で翻訳されている。

（17） 名詞述語文における否定詞・・・は，文法的には古代中国語の否定詞 ・非・

に似ている。

（18） 金文京他2002,李泰洙2003参照。
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提　　要

　本稿では，台湾国語の“給”から“給我”，“幫”から“幫我”までの拡張プ

ロセスを普通話の拡張プロセスと比較しながら共時的に論じた。その結果，台

湾国語“給”から要求表現の「命令」の形式“給我”は受益者マーカー“給”

からの道筋だけではなく，授与動詞“給”からの拡張が想定される。台湾国語

“幫”から要求表現の形式“幫我”への拡張は，普通話と異なり利益や恩恵の

受け手を導く機能に合わせてモノなどの受取り手を導く“幫”から要求表現の

形式“幫我”への拡張タイプが想定されるため，依頼の形式として用いられや

すいと述べた。また台湾国語における“替”要求表現と“為”要求表現の希少

性についても指摘した。

キーワード：文法化，普通話，台湾国語，要求表現，拡張プロセス

〈論　文〉

台湾国語
（1）

 における“給我”と

“幫我”の拡張

永　江　貴　子

1．はじめに

　普通話（2）
 の要求表現として，永江 2005 では，命令の形式として“给我”，

依頼の形式として“帮我”と“给我”が共存しており，更に“帮我”は依

頼の形式でも丁寧さを示す形式になっているが，台湾国語では命令の形式

として“給我”，依頼の形式としては“幫我”一形式のみと指摘した。表

1 を参照されたい。
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　この普通話と台湾国語の要求表現には差異があるため，小嶋 2006 や小

嶋 2010 で“給”から要求表現の“給我”への拡張が述べられているが，

この拡張プロセスは台湾国語と普通話では異なると考えられる。

　本稿において台湾国語の“給”から“給我”，“幫”から“幫我”までの

拡張プロセスを普通話の“给”から“给我”，“帮”から“帮我”の拡張プ

ロセスと比較しながら論じていく。なお，取り上げる拡張プロセスは方言

資料などを基にした共時的拡張プロセスである。

2．“給”から“給我”への拡張

　本章においては台湾国語における“給”から要求表現の形式“給我”へ

の拡張を普通話における“给”から要求表現の形式“给我”と比較しなが

ら論じていく。

　“给我”について《现代汉语八百词增订本》に，1. 同‘为我’‘ 替我’（‘为

我’‘替我’（3）に同じ（4）），2. 加强命令语气，表示说话人的意志（命令の語

気を強め，話し手の意志を表す），と二つの意味が述べられている。（以下，

1 の意味を“给我 1”，2 の意味を“给我 2”と称す）。朱 1982 では“给我 2”

について“带强烈感情的祈使句里，“给”的宾语“我”不能省略，因为不

是真正的与事”（強い感情の語気を伴う要求表現において，“给”の目的語

“我”は省略できない。何故なら真の施事でないからである）と述べ，以

下の⑴⑵⑶の例文を挙げる（5）。

　　⑴　你给我出去！（出て行け）

表 1　台湾国語と普通話における「要求表現」の形式

台湾国語 普通話

命令 給我 给我

依頼 幇我 给我／帮我
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　　⑵　你给我理发去！（散髪へ行け）

　　⑶　你给我滚！（出て行け）

　佐々木 1994 では「命令文では，一人称の“我”を受益者に見立て，か

なり幅広くこの形式を用いることが可能である」と述べ，楊 1994 では「実

際に話し手の強い意志を相手に向けて要求する場合，容易に依頼や命令の

表現に変わってしまう。日本語の依頼，命令表現は「てください，てくれ」

が用いられていることを想起されたい。命令の表現なら，中国語でも本来

“给”と共起しない自動詞でも“给”を用いることができる」と述べる。“给

我 2”は受益構文から拡張したものとして小嶋 2006 や小嶋 2010 において，

その拡張プロセスまとめている。小嶋 2006 で示された Figure 2.3「受益

構文［S 给 NP ＋ VP］→［你＋给我＋ VP］の共時的プロセス」を参考にし，

拡張プロセスを新たにまとめ直すと以下の図 1 のようになる。

stage 1 “给”（授与動詞）

 我　给　他　一本书。（私は彼に一冊の本をあげた）

  ↓

stage 2 “给”（授与目標マーカー）＋他動詞句

 他　给　我　买一本书。（彼は私に一冊の本を買ってくれた）

  ↓

stage 3 “给”（受益者マーカー）＋他動詞句

 他　给　我　洗衣服。（彼は私のために洗濯してくれた）

  ↓

stage 4 “给”（受益者マーカー）＋自動詞

 我　给　你　去一趟。（私はあなたのためにひとっ走りした） 

  ↓

stage 5 “给”（受益者マーカー）＋自動詞

 （你）　给　我　滚！（出て行け）

図 1

　先行研究を鑑みると，“给我 2”は強い語気を伴った自動詞と共起できる
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性質をもち，これは「“给”（受益者マーカー）＋自動詞」から拡張してで

きたものだという。この図 1 の拡張プロセスを参考にすると，“给我 1”は

「“给”（受益者マーカー）＋他動詞句」から拡張されてできたものであると

まとめられる。

　普通話における要求表現の“给我”という形式は「依頼」と「命令」に

二分されるが，この表に「依頼」と「命令」の“给我”を当てはめるとす

るならば，「依頼」も「命令」も stage 3 の受益者マーカーの“给”から

拡張された形式だと考えられるだろう。

　しかしながらこの普通話における“给”からの拡張プロセスを台湾国語

における“給”から“給我”の拡張プロセスに援用できないようである。

　何故なら，台湾国語において利益や恩恵の受け手である受益者を導く機

能は一般に“X 給 YVP”の“給”も担うが相対的に少なく“XVP 給 Y”

の“給”や“幫”等が担っている（7）。“給我”の拡張の部分だけ“X 給

YVP”構文における受益者マーカーとしての“給”が出現して，この“給”

から要求表現における「命令」の形式“給我”へ拡張するというのも無理

があるのではないか。「命令」の形式“給我”は受益者マーカー“給”か

ら拡張したものと考えづらい。では「命令」の形式“給我”はどのような

プロセスで拡張したものかといえば，授与動詞“給”（与える）＋“我”（私），

“給我”（私に与える）が要求表現において「私に与えて」という意味から

「命令」を表す形式として一語化（8）
 したのではないだろうか。

　普通話と台湾国語に生じる拡張プロセスの差異について，台湾国語に影

響を与えているという台湾語やその他南方方言の状況を以下取り上げてい

く。台湾語は閩南語に属し，厦門語に非常に近い言語である（9）。林・佐々

木・徐 2002 によると「与える」という意味の動詞である普通話の“给”は，

前置詞として受益者を導くことができるが，閩南語に属す厦門語の普通話

の“给”にあたる“互”は⑷のように受益者を導く前置詞として用いられ

ないという。



－ 47 －台湾国語における“給我”と“幫我”の拡張（永江）

　　⑷　  我给他洗了一件衬衫。（普通話）

　　⑷′*我互伊洗一领杉。（厦門語）

　　　　  （僕は彼のためにシャツを洗ってあげた。）

　更に他の南方方言に目を向けると，林 ･ 佐々木 ･ 徐 2002 によると福州

語の“乞”は普通話の“给”に相当するという。⑸を参照されたい。

　　⑸　我给你一个苹果。［普通話］

　　　　我乞你一粒苹果。［福州語］

　　　　（私は君にリンゴをあげよう）

　陳 2000 によると，福州語の“乞”は“引进交付，传递的接受者”（授与，

伝達の受け手を導く）とされ，““乞. . .”一般用于谓语动词后”（“乞. . .”

は一般に述語動詞の後ろに用いられる）とされる。

　　⑹　姨姨送乞我蜀合花瓶。（阿姨送给我一对花瓶）

　　　　（おばが私に花瓶を送ってくれた）

　　⑺　相片洗好就寄乞汝。（相片洗好就寄给你）

　　　　（写真を現像したらあなたにおくる）

　また，“动词和“乞. . .”之间可以插入动词的直接宾语”（動詞と“乞. . .”

の間に動詞の直接目的語を挿入できる）という。

　　⑻　姨姨送蜀合花瓶乞我。（阿姨送了一对花瓶给我）

　　　　（おばが私に花瓶を送ってくれた）

　　⑼　汝下昼拍蜀隻电话乞老王。（你下午打个电话给老王）

　　　　（写真を現像したらあなたにおくる）

　林 ･ 佐々木 ･ 徐 2002 によると福州語の“乞”は普通話の“给”のよう

に受益者を導くことができないという。

　　⑽　我给你买一个苹果。［普通話］

　　　  *我乞汝买蜀粒苹果。［福州語］

　　　　（僕はきみにリンゴを買ってあげよう）
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　　⑾　我给他洗了一件衬衫。［普通話］

　　　  *我乞伊洗一领衫。［福州語］

　　　　（僕は彼のためにシャツを洗ってあげた）

　ただ，この福州語の“乞”が受益者を導けるか否かについて，陳 2000

では受益者を導けるという立場を取り，次の例を挙げる。

　　⑿　我乞汝剃头。（我帮你理发）

　　　　（私はあなたのために髪を切る）

　　⒀　我毛笔字写勿会好，汝乞我写口丽。（我的毛笔字写不好，你给我

写一写）

　　　　（私の書はうまくないので，あなたは私のために書いて下さい）

　　⒁　老王乞别侬修理电器透底无收钱。（老王为别人修理电器从来不收

钱）

（王さんは人のため家電を修理しても今までにお金をもらったこ

とはない）

　なお，林･佐々木･徐 2002 では，福州語において受益者を導くのは“共”

だと述べ，以下の例を挙げる（10）。

　　⒂　我给你买衣服。［普通話］

　　　　我共你买衫。［福州語］

　　　　（君に服を買ってあげよう）

　　⒃　她常常给我洗衣服。［普通話］

　　　　伊定定共我洗衫。［福州語］

　　　　（彼女はいつもぼくのために洗濯をしてくれます）

　この福州語において受益者を導くのにあまり使われない“乞”は，陳

2000 によると“乞我”という形式で，““乞我”用于谓语动词前，构成很

不客气的命令句子。”（“乞我”は述語動詞の前に置かれて，不遠慮な命令

文を構成する）と述べられている。次の例文を参照されたい。
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　　⒄　汝乞我行边！（你给我走开！）

　　　　（離れなさい）

　　⒅　趁快乞我拈出来 !（趁早给我拿出来！）

　　　　（早めにもってきなさい）

　受益者を導く語としてあまり用いられない福州語における“乞”は同じ

閩語系統の“互”に似ている。

　即ち，台湾語や福州語などにおける普通話で“给”にあたる“互”や“乞”

は受益者マーカーとして一般的には用いられず，こういった地域の台湾国

語やいわゆる普通話の要求表現における“給我”は要求表現における命令

の形式となっている。

　これより，台湾国語における“給”から“給我”への拡張プロセスを図

1 で示した拡張プロセスに当てはめて考えると，受益者マーカーの“給”

から拡張したのではなく授与動詞“給”から拡張した，即ち stage １の段

階で拡張したものだと考えられる。図 2 を参照されたい。

stage 1 “給”（授与動詞）

 我　給　他　一本書。（私は彼に一冊の本をあげた）

  　　↓

 他　給　我　一本书。（彼は私に一冊の本をくれた）

  　　↓

  　　　→（要求表現の「命令」の形式“給我”）

  　　↓　　給我　一本书。（私に本を一冊くれ！）

  　　↓　　給我 開門！（ドアを開けなさい）

   　　↓　　給我 出去！（出て行きなさい）

stage 2 我 買衣服 給他。（私は彼のために洋服を買った）

図 2

　以上，台湾国語の“給”から要求表現における命令の形式“給我”の拡
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張プロセスを述べた。では，普通話における“给”から要求表現における

依頼・命令の形式“给我”までの拡張プロセスについてであるが，結論か

ら述べれば図 3 のような拡張プロセスが想定される。

stage 1 “给”（授与動詞）

 我　给　他　一本书。（私は彼に一冊の本をあげた）

  ↓

 给　我　一本书。（私に本を一冊くれた）

  ↓

  →（要求表現の「命令」の形式“给我”）

  ↓　　给我　一本书。（私に本を一冊くれ！） 

  ↓　　给我 開門！（ドアを開けなさい）

  ↓　　给我 出去！（出て行きなさい）

stage 2 “给”（授与目標マーカー）＋他動詞句

 他　给　我　买一本书。（彼は私に一冊の本を買ってくれた）

  ↓

stage 3 “给”（受益者マーカー）＋他動詞句

 他　给　我　洗衣服。（彼は私のために洗濯してくれた）

  ↓

  →（要求表現の「依頼」の形式“給我”）

  ↓　　你给我找一找。（私のために探して下さい） 

  ↓　　给我开门！（ドアを開けて）

   ↓　　给我写一下！（ちょっと書いて）

stage 4 “给”（受益者マーカー）＋自動詞
（11）

 我　给　你　去一趟。（私はあなたのためにひとっ走りした）

図 3

 

　先行研究で指摘されるように受益者マーカー“给”からの拡張と見做せ

るかといえば，依頼の形式“给我”は受益者マーカー“给”からの拡張で

あるが，命令としての“给我”は授与動詞“给”＋“我”（「与える」＋「私
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に」）が“给我”になったもので，この形式を日本語で言い表すとしたら

「～して」という命令の形式になったのではないかと想定されるため，図

3 のように提示できた。

　なお命令文と依頼文に関して，王 2005 では「連続的」であると述べ，

以下のように詳しく考察している。

命令では，話し手は聞き手が要求された動作を実行することが当然だ

と想定しているのに対し，依頼はそのような強い想定が存在しない。

命令は話し手に何らかの根拠による強制力があり，聞き手が選択する

余地がないのである。命令は積極的な行為要求を意味し，依頼は消極

的な行為要求を意味する。表現上依頼の形式を取りながら，命令をす

ることも可能である。例えば，切符売り場の窓口のところで，一列に

お並びください。は形式的に依頼だと見ることができるが，機能的に

命令に近い。つまり，命令文と依頼文の機能上の連続性というのは具

体的に「絶対的命令文」と「要求依頼文」に現れていると言える。 

（pp. 24-25）

「絶対的命令文」とは，「話し手と聞き手の絶対的な力関係を強調し，話し

手の強制力は最も強く，要求された事態を聞き手が実現するかどうかとい

う選択の自由度は極めて低い」という。なお，「絶対的命令文」とは以下

の文であるという（⒇は王 2005 より）。

⒇　（スチュワーデスが機内で）危険ですので，お立ちの方はお座席

にお戻りください。

　また，「要求依頼文」については，依頼文をまず「話し手が自分の要求

の実現を相手の意志や行為に働きかける」という意を表し，「話し手の利

になるのが基本である」ということであるという。これを「要求依頼文」

と呼び，以下の例を指す。（㉑は王 2005 より）
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　　㉑　もう時間です。中にお入りください。

　以上の一連の王 2005 の「命令」と「依頼」を参考にすると，「命令」 

は「話し手が聞き手に対して強制力がある」要求で，「依頼」は「話し 

手が自分の利になる要求の実現を相手に働きかける」要求である。その 

ため，例えば以下の㉒などは「命令」とも「依頼」とも解釈できる文で 

ある。

　　㉒　（部屋が暑かったため，母親が息子に「窓を開けるよう」要求）

　　　　给我打开窗户！

　　　　（窓を開けて）

  まず，母親が息子に要求する行為は親が子供への要求ということで，「話

し手が聞き手に対して強制力のある」要求であるので「命令」と解釈でき，

聞き手が「窓を開けるかどうか選択する余地がある」要求と取れる場合も

あるので「依頼」と解釈できる。即ち㉒は「命令」とも「依頼」とも解釈

される要求になる。そのため，普通話において㉒の文は「命令」か「依頼」

判断しづらい文となる。

　しかし台湾国語において“給我”という形式は「強制力のある」要求，

即ち「命令」でありそれがゆえ，㉒の文は台湾国語においては「命令」で

ある。そのため㉒の文が「命令」か「依頼」か不確定になることはないと

考えられる。但し，普通話においても「依頼」の形式を表す“给我”は自

分より目上の者には用いなく親しい間柄に限定される傾向にあるようだ（12）。

そのため，普通話における「依頼」の“给我”は「依頼」の中でも「仲の

良い者同士して当然」のようなやや強制力のある「依頼」であり，「命令」

に近い「依頼」と考えられる。

3.“幫”から“幫我”への拡張

　本章においては台湾国語における“幫”から要求表現の形式“幫我”へ
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の拡張を普通話と比較しながら論じる。

　まず普通話における“帮”から要求表現の形式“帮我”への拡張プロセ

スであるが，先行研究（13）
 から次の図 4 の拡張プロセスが提出される。

stage 1 “帮”（助ける）

 我　帮　你。（私はあなたを助ける）

 ↓

stage 2 　①许多家长　帮　孩子　默字，背课文。

（多くの父兄は夜，子供が字を覚えたり，テキストを暗誦した

りするのを手伝う。）

 　　　→（要求表現の「依頼」の形式“帮我”）　

 　↓帮我　做作业　吗？（宿題するのを手伝ってくれますか） 

 　②我　帮　他　抬一下箱子。

 　（私は彼が箱を運ぶのを手伝った）

  　→（要求表現の「依頼」の形式“帮我”）

  　↓帮我　抬一下箱子吗？

  　↓（箱を運ぶのを手伝ってくれますか）

stage 3 他　帮　我　洗衣服。（彼は私のために洗濯してくれた）

  　→（要求表現の「依頼」の形式“帮我”）

  　↓帮我　洗衣服　吗？

  　　（洋服を洗濯してくれない）

   →更なる漂白化

   ↓帮我签个名吗？（14）

   （サインしてくれない）

図 4

　図 4 について説明すると，普通話“帮”（助ける）は“X 帮 YVP”文型

では「X が VP をするのを助ける」というもので，基本的に途中で動作主

が代わる兼語式である（stage 2）。この文型における“帮”の位置にくる

動詞は意味が漂白化しやすく連動式になりやすい特性がある（stage 2）。

これらの“帮”から要求表現の形式“帮我”への拡張は，“帮”に「助ける」
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という実質的な意味が読み込める文においては兼語式の“帮”から要求表

現の形式“帮我”へ拡張，“帮”が「ためにする」など漂白化が進んだ場

合は連動式の“帮”から要求表現の形式“帮我”へ拡張ではないかと考え

る。また“帮我”が依頼の丁寧さを示す形式として用いられているため，

漂白化が進んだ“帮我”から更に漂白化を進めた“帮我签个名吗？”を許

容する普通話話者も存在も想定される。

　次に台湾国語における“幫”から要求表現の形式“幫我”への拡張につ

いて述べていく。まず，台湾国語“幫”（助ける）は“X 幫 YVP”文型で

は「X が VP をするのを助ける」というもので，基本的に途中で動作主 

が代わる兼語式である（stage 2）。ただ，この文型における“幫”の位 

置にくる動詞は意味が漂白化しやすく連動式になりやすい特性がある

（stage 3）。これらの“幫”から要求表現の形式“幫我”への拡張は，“幫”

に「助ける」という実質的な意味が読み込める文においては兼語式の“幫”

から要求表現の形式“幫我”へ拡張，“幫”が「ためにする」など漂白化

が進んだ場合は連動式の“幫”から要求表現の形式“幫我”へ拡張ではな

いかと考える。また台湾国語においては“幫”が利益や恩恵の受け手を導

く機能に合わせてモノなどの受取り手の機能を示すまで漂白化している可

能性がある（15）（stage 4）。その結果，このタイプの“幫”を用いた“幫我

簽個名嗎？”という要求表現の形式“幫我”までの拡張がされる。以上の

拡張プロセスは次の図 5 のようにまとめられる。

　普通話の“帮我签个名吗？”における“帮我”という形式は，“帮我”

が丁寧さを表す形式だということからの拡張であり，拡張元と想定される

受益文は“给”が用いられるので許容度が低い。一方，台湾国語の“幫我

簽個名嗎？”における“幫我”という形式は利益や恩恵の受け手を導く機

能に合わせてモノなどの受取り手を導く“幫”からの拡張なので，依頼の

形式としての許容度が高い。
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stage 1 “幫”（助ける）

 我　幫　你。（私はあなたを助ける）

  　↓

stage 2 ①許多家長　幫　孩子　默字，背課文。

（多くの父兄は夜，子供が字を覚えたり，テキストを暗誦したり

するのを手伝う。）

  　　→（要求表現の「依頼」の形式“幫我”）

  ↓幫我　做作業　嗎？（宿題するのを手伝ってくれますか） 

 ②我　幫　他　抬一下箱子。（私は彼が箱を運ぶのを手伝った）

  　　→（要求表現の「依頼」の形式“幫我”）

  　　↓帮我　抬一下箱子吗？

  　　↓（箱を運ぶのを手伝ってくれますか）

stage 3 他　幫　我　洗衣服。（彼は私のために洗濯してくれた）

  　　→（要求表現の「依頼」の形式“幫我”）

  ↓幫我　洗衣服　吗？（洋服を洗濯してくれない）

stage 4 我　幫　他們　介紹　景點。（私は彼らに観光スポットを紹介した）

 JAY 幫　我　簽個名。（JAY が私のためにサインしてくれた）

  　　→（要求表現の「依頼」の形式“幫我”）

 　　↓幫我　介紹　景點　吗？（観光スポットを案内してくれない）

 　　↓幫我签个名吗？（サインをしてくれない）

図 5

　なお閩南語の受益者マーカー“共” ［kā］ について， 樋口 1992 では kā□

（“kā góa”共我のつまったもの）として，以下の文を取り上げている。以

下を参照されたい。

　　㉓　你 kā□ 傳達一下。（私に替わって伝えて下さい）

　この文を要求表現にした㉔の文について台湾語インフォーマントに成立

の可否を尋ねてみた。

　　㉔　你 kā□ 傳達一下　吗？（私に替わって伝えてくれない）

すると成立可能な「依頼」の表現だという。

　但し，小嶋 2006 によると台湾閩南語の受益者マーカーである“ka7”（16）
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は“我”と結びついて㉕のような命令文を作るともいう。

　　㉕　汝　ka7　我　走！（出てけ！）（17）
 

　こういった台湾語の状況が台湾国語への受益者マーカーの体系に影響を

与えているのではないかと考えられる。また，马 2002 で“共”は普通話

の“为”，“替”，“给”に相当するという。そこで次の章において，台湾国

語の要求表現の形式“替我”“為我”を用いた“替”要求表現と“為”要

求表現についても述べてみる。

4．要求表現の形式“替我”と“為我”

　台湾国語における要求表現の形式“替我”“為我”を用いた“替”要求

表現と“為”要求表現について述べる前に，台湾ドラマ《流星花園Ⅰ》《流

星花園Ⅱ》《薰以草》にて“替我”“為我”を調べてみた。その結果，これ

らのドラマでは要求表現の形式として“替我”は次の例のみであった。

㉗　（ある教会で式を挙げると幸せになれるという伝説を自分では完

了できなかった依頼が“阿寺”という男性に）

替我完成這個傳説好嗎？《流星花園Ⅱ》

（私のためにこの伝説を完了してくれない）

　なお，要求表現の形式としての“替我”ではない「私のために～してく

れた」といった受益者マーカーとしての“替”の例は以下のように散見さ

れた。

　　㉘　（何故，“小童”に会いに行ったのかと聞かれた回答）

　　　　我去謝謝他替我找薰以草瓶。《薰衣草》

（私は彼に私のためにラベンダー瓶を探してくれたのに対してお

礼を言おうとしてね）

　　㉙　因爲我有個最喜歡的人，替我包下這個場地。《薰衣草》

（何故なら私の大好きな人が，私のためにこの場所を貸しきって
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きれたの）

　また，“為我”の例はこれらのドラマから見つけることができなかった。

要求表現の依頼の形式としての“幫我”は先に挙げた 3 作品において 1 作

品あたり 20 前後は用例を抽出できる。この“幫我”と比較すると，要求

表現の形式としての“替我”や“為我”は稀少であるといえるだろう。こ

れは何故だろうか。

　“替我”を用いた“替”要求表現と“幫我”は用いた“幫”要求表現を

比較した場合，普通話の“替”要求表現と“幫”要求表現の関係と同じで

A（要求相手）と B（要求者）という人物を仮定した場合，「B（要求者）

のために不確定量の行為を A（要求相手）に要求する」文が成立不可能

であるが，“幫”要求表現は「B（要求者）のために不確定量の行為を A（要

求相手）に要求する」文が成立可能であるからだ（18）。

　語用論的視点から Leech1983 の「丁寧さの原則」を援用して考察する

と，「丁寧さの原則」中に「気配りの原則」と「寛大性の原則」の原則が

ある。「気配りの原則」というのは「⒜他者に対する負担を最小限にせよ」

「⒝他者に対する利益を最大限にせよ」というもので，「寛大性の原則」と

いうのは「⒜自己に対する利益を最小限にせよ」「⒝自己に対する負担を

最大限にせよ」というものである。この概念を念頭に置きつつ再度㉗で挙

げた“替”要求表現と“替”を“幫”に置き換えた“幫”要求表現㉚を観

察されたい。

　　㉗　替我完成這個傳説好嗎？《流星花園Ⅱ》

　　　　（私のためにこの伝説を完了してくれない）

　　㉚　幫我完成這個傳説好嗎？

　“替”要求表現㉗は「自分の代わりに完了してくれないか？」という意

味しか読め込めない。一方，“幫”要求表現は「B（要求者）のために不

確定量の行為を A（要求相手）に要求する」文が成立可能であるため，㉚

は「自分の代わりに完了してくれないか，自分を助けて完了してくれない
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か」，という二重の解釈が成り立つ。これらの解釈が成立する点で，“幫”

要求表現は“替”要求表現と比較して，「気配りの原則」の「⒜他者に対

する負担を最小限にせよ」，「寛大性の原則」の「⒝自己に対する負担を最

大限にせよ」という原則に一致する。これが故，依頼において“幫”要求

表現は“替”要求表現よりも多くの用例が見つけられるのではないかと考

えられる。次に“為”要求表現が何故台湾ドラマのコーパスにおいて用い

られないかといえば，これも普通話と同じように“為”自体が書面語に

なっている可能性があるからだ（19）。

　台湾のドラマ《流星花園Ⅰ》を小説化した《流星花園Ⅰ》という本が台

湾から出版されているが，この本の中に以下の㉛の文があった。

㉛　（ネックレスを男性“道明寺”が女性“杉菜”に贈った後に言っ

たセリフ） 「我幫你戴上。」道明寺繞到杉菜身後，為她戴上。《流

星花園Ⅰ》

（「君のためにつけてあげるよ」道明寺は杉菜の後ろに回って，彼

女のためにつけた）

　この文において「（ネックレスを）あなた／彼女につける」という文を

会話文では“幫”を用い，それを説明する所謂書面語では“為”を用いて

いる。即ち，“為”自体が書面語に用いられる語なので，会話文で多用さ

れる要求表現においては“為我”という形式が用いられないのではないか

と考えられる。

5．ま  と  め

　本稿においては台湾国語“給”から要求表現の形式“給我”に至る拡張

プロセス，台湾国語“幫”から要求表現の形式“幫我”に至る拡張プロセ

スについて，普通話“给”から要求表現の形式“给我”に至る拡張プロセ

ス，普通話“帮”から要求表現の形式“帮我”に至る拡張プロセスについ
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て比較しながら各方言の先行研究を参考にしつつ論じた。その結果，台湾

国語“給”から要求表現の「命令」の形式“給我”は受益者マーカー“給”

からの道筋だけではなく，授与動詞“給”からの拡張が想定される。台湾

国語“幫”から要求表現の形式“幫我”への拡張は，普通話と違い利益や

恩恵の受け手を導く機能に合わせてモノなどの受取り手を導く“幫”から

要求表現の形式“幫我”への拡張タイプが想定されるため，このタイプの

“幫”要求表現は依頼の形式として用いられやすいのではないだろうか。

更に台湾国語における“替”要求表現と“為”要求表現の希少性について

指摘し，その要因としてそれぞれ普通話と同じように“替”要求表現の場

合はポライトネスが関わるため，“為”要求表現は“為”自体が書面語と

して用いられる傾向があるためと述べた。

　本論で述べた語の拡張の問題は，本来ならば通時的なデータを用いて論

ずるべきかもしれない。これに関連して，方言資料から文法化を論じた

佐々木 2005 で次のような記述がある。

文法化とは，もともと実質的内容を表していた言語単位が，時間の経

緯にしたがって機能語としての文法的役割を担うようになる歴史的変

化と定義される。このような定義に従えば，共時的なデータのみを

扱って文法化を論じることは許されないことになる。だが，そもそも

中国各地の方言を研究対象とした場合，歴史的に遡って口語資料を入

手することは不可能に近い。しかし，だからといって方言文法が文法

化の問題を論じられないということにはならないだろう。（pp. 29-30）

　共時的データのみを扱って文法化を論じることは許されないようだが，

各地の口語資料を歴史的に遡って入手することは不可能である。本論で扱

う要求表現は主に会話で用いられる文であるため，口語資料をデータとし

て用いることが必須である。そのため，本論では，アンケート調査やテレ



－ 60 －

ビドラマのセリフをコーパスとすることによって口語資料を集めてきた。

これが，ビデオカメラやサウンドレコーダー等の機器がなかった時期の口

語資料が欲しくても，書面に直されたもの僅かに残されているだけで不可

能に近い。

　また中国において各方言の各時代の様々な段階を残す。岩田 2008 では

言語地理学的観点から“爺 ye”に注目して，⑴北方（東部）では「父の兄」，

⑵長江流域では「父の弟」，⑶南方（主に内陸部）では「父」という分布

を述べ，このうち最も古いのは⑶であるとして考察している。口語資料が

ないから語の拡張を述べられないというのではなく，複数地域の方言資料

から語の拡張を述べて 1 つの拡張案を提出するのも可能ではないかと考

え，本論においては共時的データのみで，台湾国語“給”から要求表現の

形式“給我”に至る拡張プロセス，台湾国語“幫”から要求表現の形式“幫

我”に至る拡張プロセスを提出した。語の拡張は時間的流れによって変化

するものなので，今回提出した拡張プロセスが恒久的に変化しないとは考

えない。ただ，同じ拡張プロセスを研究する研究者にとっての 1 つの参考

データになり得ると考える。

《注》

（ 1 ） 「台湾国語」とは，現在台湾言語域で使われている中国語であり，台湾政

府側の正式名称は「国語」である。詳細は何 2003 参照。

（ 2 ） 「普通話」とは，北京方言を基礎とし，現代白話文を文法の規範とする。

現代漢民族の共通語も即ち標準語である。《现代汉语　增订本》より

（ 3 ） ‘为我’‘替我’の訳語は（私のために～する）である。

（ 4 ） 日本語訳は『中国語文法用例辞典』参照

（ 5 ） ⑴⑵⑶は朱 1982 より。

（ 6 ） 形式上自動詞句である可能性も小嶋 2006 では示す。

（ 7 ） 永江 2010 より

（ 8 ） 朱 1982 にて“带强烈感情的祈使句里，“给”的宾语“我”不能省略，因为

不是真正的与事”（強い感情の語気を伴う要求表現において，“给”の目的語

“我”は省略できない。何故なら真の施事でないからである）と“我”が省
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略できないことが指摘されている。これより，“给我”が一語化しているの

ではないかと考える。

（ 9 ） 樋口 1980 では台湾で行なわれている閩南語にも厦門語とよく似た形成過

程があったと推測され，この場合，漳州系，泉州系，厦門系の閩南語が融合

して，これまた別の下位方言を形成していると考えられる，という。

（10） ⒂⒃は林 ･佐々木 ･徐 2002 より。

（11） 形式上自動詞句である可能性も小嶋 2006 では示す。

（12） 永江 2005 より。

（13） 中川 1991，荒川 1986 および 2003，永江 2005 より。

（14） 普通話において一部の北京語話者が許容可能。永江 2005 より。

（15） 永江 2010 より。

（16） 本稿で“共”と表記した語。

（17） 小嶋 2006 より。

（18） 普通話の状況については永江 2008，2 章参照。

（19） 普通話の状況については永江 2008，2 章参照。
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〈論　文〉

要　　旨

　中国語学習において語順の習得はとりわけ肝心要となる項目である。語順の

誤用に関する要因は様々な点が考えられるが，その中の重大要素として学習者

の言語背景からもたらされる負の転移を挙げることができる。言語類型論の観

点から見ると，中国語は SVO 言語に属すが，その SVO 語順によって顕現さ

れる独自の振る舞いは学習者にとって多くの困難をもたらすものとなる。よっ

て，この種の学習者に対して自身が持つ言語背景と中国語の隔たりを埋める橋

渡しとなる教育法が開発されれば，より望ましい教育効果を得ることが予想さ

れる。中国語独自の VO 語順表現のサンプルとして，本稿では「V ＋数量補語」

の目的語をとった形式を取り上げ，上に提示した橋渡し的教育法について模索

していく。

キーワード：語順，負の転移，数量補語，目的語，ステップ翻訳練習法

中国語の数量補語教育に関する一考察

―目的語との語順を巡って―

平　山　邦　彦
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1．はじめに

　外国人がある言語をマスターする上で様々な難関を乗り越えることが要

求されるが，その中の一つとして語順問題を挙げることができる。中でも

中国語は，周知の如く語順の占める役割は他の言語と比べ大きなものと

なっている。この点は，我々日本人話者が中国語を学習し習得していく上

でも例外ではない。

　まず，日本語と中国語の語順について言語類型論の立場から比較してみ

ると，前者は「主語＋目的語＋動詞（SOV）」タイプに分類される。一方

後者は，「主語＋動詞＋目的語（SVO）」タイプに分類される。

（ 1 ）（ａ）我 吃 饭。 （ｂ）私は ご飯を 食べる

　　　　　 S  V  O  　　　 S　　 O　　  V

（ 2 ）（ａ）我 喝 茶。 （ｂ）私は お茶を 飲む

　　　　　 S  V  O  　　　 S　　 O　　 V

　上に挙げられている日本語と中国語において V（動詞）と O（目的語）

の間に差異の存在していることが分かる。しかしながら，この両者の語順

が違うと言うものの，上に共起する名詞性語句と動詞の間に負の転移はそ

れほど目にするすることがないように思われる。換言すれば，以下のよう

な誤用は頻繁に見かけるものではないということになる。

（1′）（1a）　→　*我　饭　吃。

（2′）（2a）　→　*我　茶　喝。

　このような間違いが余り見ることがない，という点はそれほど推測し難

いことではないだろう。通常日本人学習者は中学生の頃から英語を勉強

4．日本人学習者を対象としたステップ翻訳練習法

5．おわりに
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し，英語の SVO 語順に対し慣れ親しんだ部分がある。換言すれば，日本

人学習者の認知構造の中で VO という外国語語順が構文スキーマとして定

着していると考えられる。或いはもっと踏み込んだ言い方をすれば，（S）

OV を（S）VO としてアウトプットする外国語変換システムが出来上がっ

ていると表現できる。しかし一方では，言語は各民族特有の思考方式を表

わす表現形式である。VO という語順について述べてみると，これまで目

にしたことがない語順規則に遭遇し，誤用を招く場面も少なからず見るこ

とができる。

（ 3 ） *我们五点见面在车站［→我们五点在车站见面］。（私達は 5時

に駅で会います（1））

 ➡VO と介詞フレーズの語順を巡る誤用〔介詞フレーズ（ここ

では“在车站”）は VO（ここでは“见面”）の前〕

（ 4 ） *他说汉语得很好 /*他说得很好汉语［→他汉语说得很好］。（彼

は中国語を話すのが上手です）

 ➡VO と様態補語の語順を巡る誤用〔目的語（ここでは“汉

语”）は‘V 得’（ここでは“说得”）の前〕

（ 5 ） *昨天见面了一个朋友［→昨天跟一个朋友见面了］。（昨日一人

の友人と会いました）（《杨德峰 2009：143》）

 ➡離合詞 VO と共起成分の語順を巡る誤用〔共起成分（ここで

は“一个朋友”）は通常 VO（ここでは“见面”）の後ろに置く

ことは不可〕

（ 6 ） *我想问路一下［→我想问一下路］。（私はあなたにちょっと道

を尋ねたい）

 ➡VO と数量補語の語順を巡る誤用〔数量補語（ここでは“一

下”）の位置は通常目的語 O（ここでは“路”）の前〕

（ 7 ） *教室里几个学生坐着［→教室里坐着几个学生］。（教室に何人

かの学生が座っています）
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 ➡VO と存現文の語順を巡る誤用〔存現文中では「～が」に当

たる成分（ここでは“几个学生”）が目的語 O の位置（ここで

は動詞“坐着”の後）に置かれる〕

（ 8 ） *老师走进来教室了［→老师走进教室来了］。（先生が教室に入っ

てこられました）

 ➡VO と方向補語“来”との語順を巡る誤用〔方向補語“来”

は通常目的語 O（ここでは“教室”）の後に置かれる〕

　上に挙げた例（ 3 ）（ 4 ）（ 5 ）（ 6 ）は，何れも VO フレーズと共起成分の間

に展開される特徴である。（ 7 ）（ 8 ）は動目構造内部に見られる特性であ

る。ここで挙げた VO を巡る例は，何れも英語のものとは異なることが分

かる。更には，日本人学習者には，このような語順表現に対する外国語変

換システムが形成されていない為に，上に見るような誤用の生じる可能性

が高くなるのは，容易に察しがつくところである。

　このような誤用が生じることに対して，筆者の私見では，これまでの中

国語教育では中国語の語順規則を強くインプットし，負の転移を避けるこ

とに力を注いできたように思われる。筆者の立場としても，この種のアプ

ローチを否定するつもりもないし，一定の意義と価値を有するものとして

考えるところである。但し，その一方で中国語の規則をインプットしてい

くだけでは消化不良を起こす学習者が出てくることも大いに予想される。

その点を考慮すると，この種の学習者に対しては，各人が持つ言語背景と

中国語文法体系の中で橋渡し的役割を果たす教育法を確立すれば，これま

での教育法と相補的役割を果たすことが期待できるのではないだろうか。

当然，このような相乗効果は語順教育において例外ではないと言える。こ

こに挙げた「言語背景を利用した語順教育」という問題について，本稿で

は上に挙げた（ 6 ）のような数量補語を用いた文をサンプルに議論を展開し

ていきたい（2）。
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2．中国語母語話者の数量補語に対する認知構造

　数量補語（3）は，大きく「動量補語（“动量补语”）」と「時量補語（“时

量补语”）」の 2種類に分けることができる。何れの状況においても，「V

＋数量補語」が目的語と共起する場合，数量補語が先か目的語が先かとい

う部分は重要な解説項目となる（4）。以下，それぞれ分けて観察していきた

い。

2.1.　動量補語

　まずは，動量補語を用いた例を幾つか挙げておきたい。

（ 9 ）（ａ） 我吃过一次中国菜。（私は一度中国料理を食べたことがある）

　　 （ｂ）*我吃过中国菜一次。

（10）（ａ） 我想问一下路。（私はちょっと道を尋ねたい）（『中国語検

定第 42回』（5））

　　 （ｂ）*我想问路一下。

（11）（ａ）*没想到他竟打了一拳我。

　　 （ｂ） 没想到他竟打了我一拳。（思いがけなくも彼は何と私をガ

ツンと殴ったのだ）（《刘月华等 2001：616》）

　上の例に示されるように，動量補語が目的語と共起する場合の語順規則

は，一般的に教科書や文法書等必ずと言ってよいほど解説がなされている

項目である。即ち，目的語が事物である場合（ａ）の語順（＝動量補語が先，

目的語が後）となる。一方目的語が代名詞である場合（ｂ）の語順（＝動量

補語が後，目的語が先）となる。このように，目的語の制限という点にお

いて，（ａ）は無標（unmarked）形式，（ｂ）は有標（marked）形式と見

ることができる。

　かくの如く，通常日本人学習者に対する初級教材では，目的語は事物で
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ある場合と，代名詞である場合との 2つのパターンが紹介されるのみであ

るが，中級学習者向け（或いは中級学習者も考慮に入れた）文法書等では，

目的語が人名や地名となる場合の状況が紹介されたものも目にすることが

できる（守屋 1995：211，輿水・島田 2009：121，古川 2001：169）：

（12）（ａ） 吴秀敏去过一次美国。〔呉秀敏は 1度アメリカに行ったこ

とがあります〕（6）（『守屋 1995：211』）

　　 （ｂ） 吴秀敏去过美国一次。〔同上〕（『同上』）

（13）（ａ） 我见过一次李老师。〔私は李先生に 1度会ったことがある〕

（『輿水・島田 2009：121』）

　　 （ｂ） 我见过李老师一次。〔同上〕（『同上』）

　上に示す如く，目的語が地名や人名を示す場合，（ａ）（ｂ）双方の語順を

取ることが可能となる。また，ここで挙げた（ａ）（ｂ） 2種類の語順が展開

されるのは，目的語が限定性（“定指”）のものか，非限定性（“不定指”）

のものかという点と大きく関わりを持つこととなる。

　ここで，動量補語と目的語の語順を詳しく分析した先行研究として张伯

江・方梅（1996：116-127）を取りあげておきたい。张伯江・方梅（1996）

では，「現代中国語においては，元来目的語が非限定性を帯びた成分の場

合は動量補語が前に置かれ，目的語が限定性を帯びた場合動量補語は後ろ

に置かれていた。更には，現代中国語において目的語が限定性を帯びた場

合にも，動量補語の方が前に置かれる語順が徐々に受け入れられてきてい

る」という指摘がある。限定性を表わす成分について，张・方論文では更

に詳細な分類を加え，“老舍”（老舎）の 1920年から 1930年代の作品と“王

朔”（王朔）をはじめとした当代作家の 1980年代以降を中心とした作品に

ついて分析を加えている（7）。その結果，“数目”（数）と“百分比”（パー

センテージ）について以下のようなデータが提示されている（表 1は，表

2は共に张伯江・方梅（1996：127）からの引用。尚表の中における M は

動量補語，N は名詞性語句を表わす。即ち，VMN は本稿の「V ＋動量補
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語＋目的語」語順に相当。一方 VNM は「V ＋目的語＋動量補語」に相当。

また（ ）の中の日本語訳は筆者によりものである）。

　まずは表 1から見られる（ａ）（ｂ）タイプの使用頻度されている割合の違

いであるが，“老舍”作品では検出された動量補語と目的語の共起した

156例に対して，（ａ）タイプが 18例（全体の 11.54％），（ｂ）タイプが 138

例（全体の 88.46％）と（ｂ）タイプの方が数の上で圧倒的に上回っている

ことを表わしている。それに対して“王朔”の作品の中で検出された該当

する 145例について見ると，（ａ）タイプが 54例（全体の 37.24％），（ｂ）

タイプが 91例（全体の 62.76％）と（ａ）タイプの使用数が大幅に上昇して

いることを見てとることができる。

表 1

老舍作品

（老舎作品）

王朔作品

（王朔作品）

数目 百分比 数目 百分比

VMN

VNM

 18

138

11.54

88.46

54

91

37.24

62.76

表 2

老舍作品

（老舎作品）

当代作品

（当代作品）

VMN VNM VMN VNM

数目 百分比 数目 百分比 数目 百分比 数目 百分比

专有名词
（固有名詞）

 0 0 37 26.62 14 15.91 23 13.69

代词
（代名詞）

 0 0 73 52.52  0 0 12 71.43

光杆名词
（裸の名詞）

17 94.44 18 12.95 54 61.36 18 10.71

定中结构
（連体修飾構造）

 1  5.56 11  7.91 20 22.73  7  4.17
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　次に表 2の中から（ａ）（ｂ）両語順形式の分布状況を見る時，“老舍”の

時代には目的語の方が動量補語より前に置かれる（ｂ）タイプの語順（表の

記述では VNM）が優勢であったのに対し，当代作品の時代に至ると動量

補語の目的語より前に置かれる（ａ）タイプの語順（表の記述では VMN）

が優勢となっていることを見てとることができる。

　また表 2について更に踏み込んで分析してみると，限定性（“定指性”）

を表わす成分に対する分類が加えられている。（12）（13）で言及した人名や

地名は“专有名词”（固有名詞）に該当するわけであるが，このタイプも

含め（ａ）タイプ（動量補語が目的語より前に置かれる）語順に当てはめる

ことのできるバリエーションが豊富になっていることを示している。

　更に詳しく（12）（13）で紹介した“专有名词”（固有名詞）の例について

補足すると，表 2の“老舍”の作品中では（ａ）タイプ語順は一例も見当た

らなかったが，当代作品の中では 14例検出されている。この部分からも，

その語順的許容度を高めていることを読み取ることができる。また更に表

2から“定中结构”（連体修飾構造），“光杆名词”（［修飾語のつかない］

裸の名詞）が目的語になる場合も，動量補語を目的語より先に置く（ａ）タ

イプ語順の選択優先度を少しずつ高めていることを読み取ることができ

る。即ち，限定性を表わす成分についても，代名詞を除いて（ａ）タイプの

語順を徐々に受け入れ，そのカバー範囲の広がっていることが分かる。概

して，動量補語と目的語を巡る語順体系においては，中国語母語話者の中

で，（ａ）タイプ（「V ＋動量補語＋ O」）を典型語順とする認知構造が根ざ

してきているように考えられる。

2.2.　時量補語

　続いては，時量補語を用いた例について観察しておきたい。

（14）（ａ） 我学了一年汉语。（私は 1年間中国語を学びました）（『中

国語検定第 48回』）



－ 71－中国語の数量補語教育に関する一考察（平山）

　　 （ｂ）*我学了汉语一年。

（15）（ａ） 我今天写了二十分钟（的）汉字。（私は今日 20分間漢字を書

きました）（《刘月华等 2001：620》）

　　 （ｂ）*我今天写了汉字二十分钟。

（16）（ａ）*你在这儿等一会儿我，我马上就回来。

　　 （ｂ） 你在这儿等我一会儿，我马上就回来。（あなたはここで

ちょっと私を待って下さい。私はすぐに戻ってきます）

（『中国語検定第 50回》）

　動量補語の場合と同様，時量補語の場合も目的語のタイプがその語順形

成について重要な役割を担ってくる。即ち，目的語が一般名詞の場合数量

補語が先に置かれ，目的語が置かれる語順（（ａ）の形）がとられる。この

語順は，筆者が目にした文法書や参考書の中で，時量補語の解説の中で必

ずと言ってよいほど目にする内容である。

　一方目的語が代名詞という限られたパターンの場合，目的語が先に置か

れ時量補語が後に置かれる語順（（ｂ）の形）がとられる。この種の語順に

対する説明は初級教材の中では省略されることもしばしば見られる（8）。即

ち，時量補語と目的語が共起する場合に置いても，（ａ）が無標形式，（ｂ）

は有標形式と見ることができる（9）。

2.3.　VO と 数量補語の目的語を巡るプロトタイプ的語順

　以上観察した動量補語と時量補語のパターンを総括してみると，何れも

数量補語が目的語より前に置かれる語順の方が選択制限の少ないことが確

認された。即ち，代名詞が目的語の時は，数量補語より前に置かれる。一

方でそれ以外のパターンでは数量補語の前に置かれる語順が優勢を占める

という共通点が見出されることになる。動量補語に関する記述の部分で，

限定性の強い代名詞が「V ＋ O ＋動量補語（VNM）」の語順をとるのに

対して，限定性の度合いがそれよりも劣る他の成分について「V ＋動量補
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語＋ O（VMN）」語順の受け入れられているという点は，本節表 1の詳細

なデータにより示された通りである。

　周知の如く，中国語の語順原則において限定性の強いものが前に置かれ

やすく，非限定なものほど後ろに置かれやすいという傾向性が見られる。

よって，数量補語と目的語を巡る語順も，そのような中国語的語順特徴が

顕現された現象の一つと見なせることになる。よって，「動詞＋目的語

（VO）」と数量補語を巡る語順については，中国語話者の認知構造におい

て（ａ）タイプの方がプロトタイプとなっている表われと言えるだろう。

3．日本人学習者の誤用傾向とその要因

　第 2章では，中国人母語話者の認知構造にスポットを当てて考察を加え

た。本章では，日本人学習者にスポットを当てて分析を加えていきたい。

3.1.　日本人学習者の誤用傾向

　本稿でも何度か触れてきた通り，数量補語と目的語を巡る語順問題は多

くの先行研究で論じられた問題であり，教学上でも数量補語を解説する際

に重点ポイントの一つとして解説される内容である。更には，誤用分析を

扱った参考書でも，注意が促される項目でもある。

　ここで，日本人学習者の誤用傾向という部分について触れておきたい。

上に挙げたように，数量補語は目的語のタイプの差により，選択される語

順が異なってくる。また該当部分に関する該当率も（ａ）（ｂ）のタイプで差

が現れているように思われる。この点に関して，些か古い情報ではあるが

かつて筆者が調査したデータのサンプルを示しておきたい（対象は 2006

年度拓殖大学中国語学科 2年生 50人）。

（17）（ａ） 我想问一下路。（『中国語検定第 42回』）

　　 （ｂ）*我想问路一下。（＝（ 6 ）（10））
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（18）（ａ） 我学了一年汉语。（『中国語検定第 48回』）

　　 （ｂ）*我学了汉语一年。（＝（14））

（19）（ａ）* 你在这儿等一会儿我，我马上就回来。

　　 （ｂ） 你在这儿等我一会儿，我马上就回来。（『中国語検定第 50

回』）（＝（16））

　該当する個所（数量補語と目的語Oを巡る語順）の語順，具体的には“问

一下路”“学了一年汉语”“等我一会儿”という部分について正答率は次の

通りになる（10）。

　　（17′）→14人〔28％〕　　（18′）→27人〔54％〕　　（19′）→45人〔90％〕

　更には，中国語検定の問題の中でも正答率の部分で類似傾向を見ること

ができる（尚正答率は高い方から順に，A［100～80％］，B［79～60％］，

C［59～40％］，D［39～20％］，E［19～0％］の 5段階とグループ分けさ

れている（11））。

　　（17″）→D　　（18″）→C　　（19″）→B

　以上の状況から鑑みても，日本人にとって（ａ）タイプ語順の方が（ｂ）タ

イプより習得におけるハードルが高いことが推測できる。この点は決して

偶然の産物ではなく，動量成分や時量成分に関する日中両言語間における

スキーマの違いがもたらしたものと言えるのではないだろうか。

3.2.　日本人学習者の動量補語に対する認知構造

　この節では，先ずは日本人学習者の動量成分に対する認知構造を探って

みたい。本稿では，数量補語という教学上の名称を用いているが文法研究

の分野では，「動量補語 / 時量補語＋目的語」の部分に対し「連体修飾語

＋被修飾語」という観点を提示している先行研究も存在している（朱德熙

1982§8.6.4）。該当部分を「数量補語＋目的語」と捉えるべきか「連体修

飾語＋被修飾語」と捉えるべきであるかは本稿の関心事項ではないので深

く踏み入らないが，連体修飾語的性質を備えている点には言及しておく必
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要があるだろう。まずは，時量補語を用いたケースを見ていきたい。一般

的に教育の場でも説明されることであるが，時量補語と目的語の間には，

構造助詞“的”の挿入が可能となる：

（20） 我今天写了二十分钟（的）汉字。（《刘月华等 2001：620》）

 私は 20分（*の）漢字を 書きました。

（21） 我学了一年汉语。

 私は一年（*の）中国語を 学びました。

　この点を鑑みる時，中国人の認知構造の中で時間量と名詞量に類似性を

見出していることが推測される。一方，日本人話者の中では連用修飾語と

して捉えられているように思われる。この部分を上の例に当てはめてみれ

ば，「20年」「1年」という語句は「漢字」「中国語」という名詞を修飾し

ているのではなく，「漢字を書く」「中国語を学ぶ」というフレーズを修飾

していることになる。

3.3.　日本人の動量補語に対する認知構造

　3.2節で時量補語に連体修飾語的な側面のあることを提示したが，動量

補語についても同様の状況を観察することができる。実際先行研究の中に

は変換分析（12）を用いて「V ＋数量詞（数詞＋動量詞）＋名詞」で示され

た事柄を“一＋動量詞＋也不／没 V”という否定表現に書き換えられるこ

とを提示し動量詞を目的語（の一部）と分析する考え方も存在している

（朱德熙 1982，陆俭明 1993）。実例を朱德熙（1982）から引用しておきたい。

（22） 进一次城　―→　一次城（13）也没进

 一度　町に　行く　―→　*一度（の）町に も 行か なかった

（一度も町に行かなかった）

（23） 看一回电影　―→　一回电影也没看

 一回　映画を　見る　―→　*一回（の）映画も 見 なかった

（一度も映画を見なかった）
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　上の“一次城”“一回电影”に示す如く，動量詞も名量詞のように名詞

（ここでは“城”“电影”）を修飾したと分析できるような文を作ることも

できる。一方日本語について見ると，筆者の語感からすると少しぎこちな

い感じが否めない。百歩譲って認めるにしても，「町」「映画」という名詞

を修飾しているとは考えにくいところである（実際動作量を表わす成分

「一度」「一回」の後に「の」を入れた場合も，違和感が完全には拭えない）。

また“也”に相当する成分「も」の位置についても，動量成分の後に置い

た方が自然であり，目的語の後ろには置きづらいところである。概して，

日本人話者の認知構造からすると，動量成分は連体修飾語として見なしづ

らいことが推測される。

3.4.　日本人の数量補語外国語変換システム

　3.2節，3.3節の中で，日本人の認知構造の中で動量成分，時量成分共に

連体修飾語ではなく，連用修飾語として認知されやすいことを指摘した。

また日本語学習者は長年第一外国語として英語を学んできている。英語の

連用修飾語となる成分は多く V（O）の後に置かれるわけであるので，

VO 語順の後ろに連用修飾語を置く外国語変換システムはある程度形成さ

れていることが推測される。よってこの点から見る時，杨德峰（2008：

140, 198）の指摘も的を射たものと言えるだろう：

（24） *我们学过汉语两年〔→我们学过两年汉语〕。（私達は 2年間中

国語を学んだことがある）（《杨德峰 2008：140》）

（25） *他给妈妈打了电话三次〔→他给妈妈打了三次电话〕。（彼はお

母さんに 3度電話をかけました）（《杨德峰 2008：198》）

（26） *我睡觉了八个小时〔→我睡了八个小时觉〕。（私は 8 時間眠り

ました）（《杨德峰 2008：198》）

　杨德峰（2008）では，このような誤用が我出るのは英語の影響であり，

英語では継続時間や動作量は目的語の後に置かれるためだとしている。
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（27）　We have learned Chinese for two years.

（28）　He called his mother three times.

（29）　I have slept for eight hours.

　即ち，本章の最初に取り上げた日本人学習者の誤用傾向はその認知構造

に起因した必然的な現象であると述べることができる。

4．日本人学習者を対象としたステップ翻訳練習法

　本章では，上で提示してきた（ａ）タイプという中国語数量補語を用いた

典型語順をマスターする上で障壁となる日中両言語の間に存在する VO イ

メージの隔たりを埋める為の学習法を提示してみたいと思う。このような

問題が生じる原因について考えてみた時に，言語的受け皿がない中に全て

を吸収しようと無理の生じたことが主要な点にあることは間違いない。

よって，冒頭で述べたことと重なるのであるが，ステップを踏んで中国語

語順になじませていくことで，学習者の中で構文スキーマが形作られ習得

へと至っていく一助になっていくことが予想される。具体的に数量補語を

例にとると，次のようなステップを踏んだ翻訳練習を行なっていくことを

提示してみたい。

①　対応する日本語文。

②　日本語文から数量補語を一旦削除。

③　数量補語を含めない文を中国語に翻訳。

④　動詞の後ろに数量補語を挿入。

⑤　文の完成。

（数量補語）

（30） 进一次城。

 ①　一度町に行く（対応する日本語文）



－ 77－中国語の数量補語教育に関する一考察（平山）

 ②　町に行く（動作量「一度」を削除）

 ③　进城（中国語に訳出）

 ④　“进”の後方に“一次”を挿入。

 ⑤　例（30）の完成。

（31） 我想问一下路。

 ①　私はちょっと道を尋ねたい。（対応する日本語文）

 ②　私は道を尋ねたい。（動作量「ちょっと」を削除）

 ③　我想问路。（中国語に訳出）

 ④　“问”の後方に“一下”を挿入。

 ⑤　例（31）の完成。

（時量補語）

（32） 我学了一年汉语。

 ①　私は中国語を 1年間学んだ。（対応する日本語文）

 ②　私は中国語を学んだ。（時間量「1年間」を削除）

 ③　我学了汉语。（中国語に訳出）

 ④　“学了”の後方に“一年”を挿入。

 ⑤　例（32）の完成。

（33） 我今天写了二十分钟（的）汉字。

 ①　私は今日 20分漢字を書いた。（対応する日本語文）

 ②　私は今日漢字を書いた。（時間量「20分」を削除）

 ③　我今天写了汉字。（中国語に訳出）

 ④　“写”の後方に“二十分钟（的）”を挿入。

 ⑤　例（33）の完成。
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5．おわりに

　本稿では「V ＋数量補語」が目的語と共起するパターンをサンプルとし

て，日本人中国語学習者各人の言語背景を利用した橋渡し的役割を果たす

教育法を模索し，最後にステップ翻訳練習法を提示してみた。冒頭で示し

た通り，初めて遭遇する VO 関係を巡る様々な語順原則に関し，それに対

する解説（本稿のテーマで言えば「数量補語と目的語を巡る語順原則」）

を解説し覚えこませればそれで十分な学習者もいるであろう。また，中国

語数量詞を巡る語順という観点から法則的に説明していく等の方法も一つ

の有効な手段である（14）。無論実践重視のインプット型の指導法も大きな

効力の期待できるものである。しかしもう一方では，インプット型のアプ

ローチだけでは中国語のそのような語順原則を消化できず，負の転移をな

かなか克服できずに習得に困難を感じる学習者がいることも目を背けるこ

とができない事実である。よって，後者の学習者に対して補助的役割を果

たす教育法を考えるのも意義あることではないだろうか。仮に中国語の語

順原則を真正面から提示し覚えこませる手法を先導的教育法と言うなら

ば，本稿で提示したステップ翻訳練習法は後方支援的教育法と言えるだろ

う。これら先導的教育法と後方支援的教育法が効果的に補完作用をなすこ

とができれば，かなり大きな成果が期待できるのではないだろうか。本稿

で提示した後方支援的教育法が冒頭で示した（ 3 ）（ 4 ）（ 5 ）（ 8 ）のようなタ

イプにも適用できるか，今後の検討課題としていきたい（15）。

《注》

（ 1 ） 本稿の日本語訳について（ ）内に記したものは筆者によるものである。

（ 2 ） この問題は拙稿平山（2008）§3.1で論じているが，本稿ではその部分に対

して大幅な補強と修正を加えている。

（ 3 ） 本論の議論でも触れる場面があるが，「数量補語＋目的語（“数量补语＋宾
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语”）」という形式における数量補語の役割を連体修飾語とする意見も存在し

ている（朱德熙 1982）。本稿では名称問題を関心点とするわけではないので，

この点については踏み込んだ議論を行わず，一般の教学文法に合わせ「補語」

という名称で通すことにする。

（ 4 ） 他に動詞を重複させる形式「動詞（V）＋目的語（O）＋動詞（V）＋数量補

語」というパターンが存在する〔例．我看这个电影看了好几遍（私はこの本

を何度も読みました）（『古川 2001：170』），我学中文学了一年（私は中国語

を 1年間学んだ）〕。このようなタイプは，本稿の議論の対象としない。

（ 5 ） 本稿で示す中国語検定試験の過去問題は光生館出版の『中国語検定 4級問

題集』より引用している。詳細は例文出典を参照。

（ 6 ） 本稿の日本語訳について，〔 〕内に記したものは文献からの引用である。

（ 7 ） 当代作品の具体的な出典は次の通りになる。①王朔（a. 玩的就是心跳　

b. 王朔谐趣小说选　c. 无人喝彩），②张贤亮（男人的一半是女人），③李准，

刘索拉等（1985中篇小说选（1，2））。詳細は张伯江・方梅（1996：129）参照。

（ 8 ） 時量補語を用いた際の（ａ）語順に対する言及のみで，（ｂ）語順に対する言

及がないものとして，筆者の手元にある初級用教科書では『基』『教＋参』

『仕』『並』『は』『プ』『文』『学』『身』を挙げることができる。更には，『基』

『教＋参』『並』『プ』では動量補語の（ｂ）形式をとる状況についても言及さ

れておらず，（ａ）語順の説明のみである。また，時量補語について言えば，

相原等（1996）のように，中級者も視野に入れたと思われる文法書において

も（ａ）語順のみを紹介し，（ｂ）語順の説明が省略されたケースの見られるも

のがある。

（ 9 ） ここで提示した（ｂ）タイプ（「V ＋数量補語＋目的語」）の有標というのは

統語レベルでの選択許容性という部分である。本文2.1節の表1で示したデー

タ数で（ｂ）タイプ（「V ＋目的語＋動量補語」）の使用数が（ａ）タイプを上

回っているのは考察に値すべき内容と考えられる。この部分（語用論的レベ

ルの分析）に関しては，中国語語順形式をマスターした上での中級以降の段

階に考慮すべき問題と言える。よって，この部分について本稿では深く立ち

入らないことにする。

（10） この部分で挙げた（17）（18）（19）の 3例は，何れも平山（2008），中国語検

定共に並び替え問題として提示している。但し，提示方法が異なってくる。

前者は，与えられた語を並び替えて，一つの文として回答させるものである。

例）（17）→路 想 一下 问 我。一方，後者は選択肢の中から［ ］に入る部

分を回答させるものである。例）（17）→我 ____ ____ ［____］ ____。

①路 ②问 ③想 ④一下。
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（11） データは光生館（『中検 4級問題集』）に基づくものである。また，この部

分は平山（2008）でも言及している内容である。

（12） 本文中で用いた「変換分析」は，中国語の“变换分析”を日本語として借

用している。変換分析は，ある類似した内部構造を持つ文同士がある共通規

則に基づき他形式の文に変換できるかどうかを観察していく。この分析法

は，多義文や構文的特徴等様々な文法現象を解明していくのに有効な手法と

なる。変換分析を用いる際の規則や，利点，極限等詳しい部分についての解

説は陆俭明（1993，2005）を参照。

（13） ここで断っておきたいのは，動量詞が名量詞と類似した側面を持っている

というだけで，全く同じ機能を持っていると述べているわけではない。例え

ば（22）（23）で挙げて“一次城”“一回电影”は，単独の修飾フレーズとして

は用いづらいものである。“一＋動量詞＋也没 V”（1～も V しなかった）と

いう構文的意味の支えがあることは否めない。この点，名量詞を用いた連体

修飾とは異なる様相を呈したことになる。

（14） 法則的・体系的に覚えこませるという点から言えば，中国語の数量詞を巡

る語順規則について，名量詞，動量詞，時量詞に関わらず基本語順は「動詞

＋量詞＋名詞」という示し方をすればすっきり整理しやすくなるだろう。本

稿でも示した通り，動量詞，時量詞が数量補語として用いる場合，通常数量

補語が目的語 O より先に置かれる。この部分は，名量詞を用いた連体修飾

と平行した現象となる。例．“看一本小说”（小説を一冊読む）［名量詞］，“看

一次小说”（小説を一度読む）［動量詞］，“看一个小时小说”（小説を 1時間

読む）［時量詞］。多くの学習者にとって，このようなアプローチも有効な手

段になりうることは，本稿でも何ら否定する要素ではない。

（15） ステップ翻訳練習法の適用可否に関し，冒頭の例文（ 7 ）で示すような存現

文については既に考察が行われている。詳細は拙著平山（2008，2009，

2010）参照。
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1.はじめに

近年，企業が就職活動において学生に求めるものは，「①通常の社会人
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に求められる能力に加え，②外国語でのコミュニケーション能力，③異文

化理解・活用力」（横田・小林2013）を駆使することのできる「グローバ

ル人材」といわれている。「大学の実力2013」（中央公論新社2012）にお

いての全国の87％，642校への調査によると，「グローバル人材」の育成

に重きをおく大学の数が顕著に表れ，特に英語への取り組みが突出してい

る。その理由は，大学は「国際化」意識が強く，グローバル人材の育成に

は英語の習熟が不可欠であり，就職にも有利になるという背景にある。従っ

て，多くの大学において，グローバル人材の育成が使命であり，その教育

の一環として，留学プログラムなどを通し，海外での語学学習や異文化経

験の機会を学生に提供している。

上記の実状を踏まえ，本稿では次の2点を研究目的とする。第1に，短

期語学研修プログラム（以下，短期研修）に参加した学生と未定学生の短

期研修に対する姿勢，目標，動機を探ることである。第2に，短期研修の

質を向上させるために，大学側と学生側との認識や意識のズレを改善し，

より良い短期研修の構築を提言することである。

2．研究の背景及び先行研究

2．1 海外留学及び短期語学研修プログラムに関して

留学生の数

「海外留学」といっても，短期語学研修（1週間から5週間程度），長期

研修（6ヶ月から1年），交換留学（半年から一年程度），学位を取得する

ための留学，日本の大学に在学期間中に休学制度を利用した海外留学など

を含め様々である。海外へ留学する人数を世界的規模でみると，1975年

の約80万人から2013年の約430万人と5倍以上増加している。一方，海

外へ留学する日本人の総数は，2004年がピークで82,945人であったが，

2011年には57,501人へと1994年の水準まで落ち込んでいる（文部科学省

―84―



2014）。

表1は日本の大学に在籍しながら，海外に留学する学生数をまとめたも

のである。この表を見ると，上位の大学では年間600名以上もの学生を海

外に送り出していることがわかる。この留学者数は短期・長期語学研修及

グローバル人材育成のための海外語学研修プログラム構築（藤本） ―85―

表1 日本全国の大学における海外留学者人数（旺文社2014）

大学名 留学提携先（大学数）
留学者

人 数
留学期間

認定

単位

費用の

大 学

負 担

1 千葉大学 アメリカ・カナダ・イギリス・

フィンランド・ドイツ・フラン

ス・イタリア・オーストラリア・

中国・韓国・台湾等

650 2週間～1か年 ― ○

2 関西外国語

大学

51か国・地域342校 617 1か年～3か年 ○ ○

3 城西国際大

学

アメリカ・スペイン・中国・韓

国・台湾など28校

566 6か月～1か年 30 ○

4 関西学院大

学

アメリカ・カナダ・イギリス・

スウェーデン・ドイツ・フラン

ス・オーストラリア・サモア・

中国・韓国・台湾等

566 1か月～1か年 24 ○

5 拓殖大学 21か国・地域45校 350 1か月～1か年 ○ ○

6 名古屋学院

大学

アメリカ・カナダ・イギリス・

オーストラリア・ニュージーラ

ンド・中国・韓国・台湾等

300 6か月～1か年 ○ ○

7 昭和女子大

学

アメリカ・デンマーク・ポーラ

ンド・オーストラリア・中国・

韓国・台湾・タイ12校

280 5か月～1か年 30 ○

8 上智大学 42か国・地域187校 277 5か月～1か年 30 ○

9 龍谷大学 アメリカ・カナダ・イギリス・

スウェーデン・ドイツ・フラン

ス・イタリア・ロシア・オース

トラリア・中国・韓国等

276 6か月～1か年 60 ○

10 名古屋外国

語大学

13か国・地域71校 243 6か月～2か年 60 ○

（＊表1には留学者人数が公表されていない大学は含まない）



び交換留学など全ての留学プログラムの数であり，実際には，「大学の実

力2013」（中央公論新社2012）にあるように，「単なる語学研修以上の一

定の効果が期待できる」とされている半年以上の留学者（日本の大学に在

籍している者）は日本全国合計6,586人に留まっている。したがって，多

くの大学で海外留学をする学生は短期研修によるものが大半であろうと思

われる。

現状・実態

語学研修（英語や他言語を含め）を主催している大学は，全国で464校

である（国立86校，公立86校，私立603校，計775校）。短期・長期を

含め，英語圏の研修が行われている大学は464校中391校であり，1ヶ月

の短期研修を主催している大学は53校である（旺文社2014）。2カ月未満

の短期研修は約7割の大学でおこなわれ（横田他2006），最も多く実施さ

れている留学制度は2か月～1年未満の派遣留学であり，約8割の大学で

行なわれている。短期研修の実施時期は，学年歴（学事歴）によって決ま

る。これは，大学基準協会により前後期共に15週の開講が義務付けられ

ているためであり，また授業が開講されない夏期休暇の8,9月や春期休

暇の2,3月に限定されるためである。参加方法は，大学が主催する研修

プログラムに応募する，英語学校・旅行会社などが企画する外部のプログ

ラムに申し込む，現地語学学校に直接入学するというのが大半である。

海外語学研修・留学に関する調査

塩澤・吉川・石川（2010）は，海外の生活をそのまま国内で経験するの

は難しいが，海外語学研修・留学は短期間に濃縮した効果を上げることが

できるので，そのメリットは計り知れず，よってその研究領域は言語習得

と異文化理解を中心に盛んに行われていると述べている。Churchilland

DuFon（2006）は，近年，海外留学に関する研究領域は多岐に亘り，未

―86―



知の領域であると述べている。その研究領域は従来からの言語能力の習得

に関する研究（リテラシースキル，リスニングスキル，スピーキング �流

暢さ・発音�，文法など）や語法研究（定型表現，使用域，発話行為など）

の他に，最近では，学習者個人の学習動機や不安，学習ストラテジーに焦

点を当てた研究も進んでいる。また，学習者の環境（現地の人との交流，

ホストファミリー，教師との関係）に関する研究や，語学プログラムの内

容（居住環境，クラスの構成，小旅行），研修期間の長さが言語習得に及

ぼす影響に関する研究も盛んである。

この他に，日本人大学生を対象とした短期研修に関する研究も様々な角

度から行われ（Kitao1993,福本1998，桂2002,田浦他2009,Seargeant

2009,塩澤・吉川・石川2010,吉村・中山2010），その一つに，短期研修

が学生の英語力の向上に及ぼす影響を調査したものがある。調査は，3週

間の語学研修に参加した学生に対して，研修実施前と研修実施後それぞれ

ミシガンテストを実施し，その成績を比較したものである。その結果，自

己の意見を論理的にまとめ，表現することに関しては，短期間の語学研修

でも大きな成果を上げられることが明らかになった。同研究は能力を効率

よく向上させるためには，英語力の基盤が後退しない大学1年生のうちに

語学をスキルアップさせること，英語力の持続には，研修後はフォローアッ

プ・プログラムによるケアが必要不可欠であることとした（吉村・中山

2010）。塩澤・吉川・石川（2010）の調査では，短期研修は文化の価値観

や多様性の理解を促し，適応能力を深め，自己変革を実感させ，総じてコ

ミュニケーション能力に自信を持たせるとし，総合的な英語力の向上とい

うより，単語力やリスニング能力不足に対しての自覚を促し，その後の学

習意欲への「きっかけ」を提供することが主な成果であると述べている。

2．2 日本人学生像や内向き・外向き志向に関して

坪井（2012）は，日本人の学生が大学において享受する文化を，良い成
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績を取得しようという動機を持つ「学問型文化」，大学内での交友関係に

意義を見出す「遊び型文化」，大学への愛着が低く大学外の集団やアルバ

イトとのかかわりを持とうとする「非順応型文化」，就職のために必要な

技能的知識の習得に関心がある「職業型文化」という4つの類型に分け，

「遊び型文化」は近年，依然として一番高い傾向にあるものの，1989年と

比較するとその数は減少し，「学問型文化」の傾向が増えつつあるとした。

理由の一つに，大学に対する第三者評価・自己点検評価の導入により，学

生側が「学問型文化」への意識が強まったためだという。横田・小林

（2013）は，「国際活動特化」，「スポーツ活動特化」，「資格活動特化」，「研

究活動特化」「アルバイト活動特化」，「社会活動特化」という6つの現代

の学生像を挙げ，これらのカテゴリーは，20数年前と比較して，分散傾

向にあると述べている。グローバル時代の中，学生は「多様化・拡散化」

しているが，その中でも学生達は「内向き志向と外向き志向の二極化」

（産業能率大学2013）しているのではないかと思われる。

「内向き志向」の学生には，一般的に海外への興味や関心が低く，留学

をせずに母国である日本に留まり，留学に対する積極的な姿勢がみられな

いといった傾向がある（小島他2014）。一方，大学在学中に留学などに積

極的に参加し，大学生活を少しでも有意義かつ実りのあるものにし，社会

に巣立っていこうという学生は「外向き志向」といわれ，両者は二極化を

示すかのように，新入社員の中でも「海外で働きたい派と働きたくない派

の傾向」がはっきりと分かれている（産業能率大学2013）。「海外で働き

たい派」の理由は「日本ではできない経験を積みたいから」，「自分自身の

視野を拡げたいから」，「語学力を高めたいから」である。一方，「海外で

働きたくない派」の理由は，「自分の語学力に自信がないから」，「海外勤

務は生活面で不安だから」，「海外に魅力を感じないから」と，海外での勤

務に対する姿勢でも分かれている。調査において，学校の英語教育は「役

に立たなかった」回答している人が全体の半数以上を占めているが，反対
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に「役に立った」と回答している人のうち，68.6％が留学経験，もしくは

英語で意思疎通ができる層であり，17.6％は英語がまったくできない層で

あった。また，回答者の8割弱が「学校教育のグローバル人材育成を強化

すべき」と回答していることから判るように，「海外で働きたい派」にし

ても「働きたくない派」にしても，社会でのグローバル人材の重要性は認

識しているということになる。

大学在学中における留学の阻害原因として，日本人学生には将来に向け

て夢を描けていない「自信のない」学生が多いという傾向が挙げられ，こ

れは自身を謙虚に振る舞う，自己卑下傾向の日本文化の気質が影響を与え

ているとし，「経済的理由，語学力不足，就職活動の時期」も原因である

としている（横田・小林2013）。また，太田（2014）は，就職活動が早期

化・長期化していること，単位互換（認定）制度が未整備なこと，留学先

との学事暦が合わないこと，大学での国際教育交流プログラムの開発が遅

れていること，雇用者が海外留学を評価しないこと，留学先から求められ

る語学力が高度化していること，海外留学のための奨学金が少ないこと，

日本に留まりリスク回避と安定志向が強いこと，日本は居心地が良すぎる

ことといった要因を挙げている。

しかし，長期研修・留学と比較して，短期研修は，前述の阻害原因の多

くに当てはまることはない。したがって，大学在学中に積極的に学生に留

学を奨め，語学力の向上を促すことが，内向き志向の学生に少なからず良

い影響を与えるのではないかと思われる。

以上，留学や短期研修に関する研究や近年の日本人学生像や内向き・外

向き志向に関する研究をみてきた。次の項目では，大学側が考える短期研

修の目的と意義，そして学生側が短期研修に参加する目的を考察する。
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3．大学側が考える短期語学研修プログラムの目的・意義

について

大学はどの様な目的を持ち，留学プログラムを学生に提供しているのか。

拓殖大学の「海外留学ガイドブック2014」（拓殖大学2014）によると，留

学の目的として，短期研修は，異文化体験を中心に，外国語，現地事情等

の異文化学習を行うこと。長期研修は，言語運用能力の向上を中心に外国

語，現地事情等の異文化学習を行うこと。交換留学は，専攻語学での専門

分野の学習を目指すこと。そして個人研修奨学金は主専攻以外の言語習得

を目的とすることである。

一方，他大学ではどのような目的を持ち研修を実施しているのであろう

か。受験生向けのサイト「大学受験入試ナビ」で，「国際交流が盛んな大

学」で検索を絞り，国際交流が盛んであると謳っている大学10校と，日

本全国で海外留学者が多い大学10校を選んだところ，表2と表3のとお

り，それぞれの大学の留学目的と国際交流に対する目的や取り組みが分かっ

た。

文言は多少異なるものの，表2と表3から上記大学は，「異文化」，「語

学力向上」，「国際化・グローバル」というキーワードを通して人材の育成

に取り組んでいることがわかる。短期研修では，学生の異文化への理解を

促進させると同時に，語学運用能力を高め，将来の進路に対する動機付け

を積極的に図ろうとする大学が多い。しかし，大学が掲げる目的は学生に

とって理解し難く，捉え方も多種多様である。学生の短期研修に対する要

望を実際に知ることで，学生が求める「異文化」，「語学力向上」，「国際化・

グローバル」が明らかになる。次項目では学生の短期研修に対する要望を

調査する。
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表2 海外留学者人数が多いベスト10校の留学への取り組みと短期研修の目的

大学名
留学や国際交流への大学の目的や

取り組み
短期研修の目的

1 千葉大学 学生の語学力向上を徹底的に行うこと。
異文化に対する理解と日本人としての
アイデンティティーを持った「国際日
本人」の創成に努めること。

英語などの外国語を学んだり，現地
の自然，歴史，社会に触れるなど，
語学力の向上と異文化体験。

2 関西外国
語大学

国際社会に貢献できる人材の育成。文
化や価値観の違いによって生じる多種
多様な問題を迅速に理解し，それに対
応できる能力。

海外の大学における英語の集中的な
学修を通じて，英語力を高めるとと
もに，現地での生活を体験すること
で留学先国の文化や生活習慣などに
ついても理解を深めること。

3 城西国際
大学

国際化時代を生きる感性と能力を身に
つけること。

英語の学習と国際交流の実践，異文
化理解。語学学習を中心に，文化体
験や見学旅行など海外生活を通じて
異文化体験を満喫できるプログラム。

4 関西学院
大学

異なる文化や価値観を認め合い共生す
る心を持った「世界市民」への第一歩
を踏み出すこと。

集中的に英語を学ぶ。将来長期の留
学を考えている方や就職前に英語力
を強化したい方など，様々な目的で，
現地で英語を学びたいと考えている
方対象。

5 拓殖大学 「語学力・コミュニケーション能力」
と「異文化に対する理解」を伸ばしグ
ローバルな人材に近づくこと。

異文化体験。生きた英語に触れ，異
文化を体験し，英語に対する学習意
欲を喚起する。

6 名古屋学
院大学

世界を第2のキャンパスとし，真の国
際人を育むこと。異文化を肌で感じ，
世界をめざす学生にとってかけがえの
ない経験となる留学を強力にサポート。

基礎的な語学力と「コミュニケーショ
ン力」の両方の実力を伸ばすこと。

7 昭和女子
大学

「グローバルに生きる力」を発展させ，

�3C・sfor1G�というグローバル人材
育成モデルの設定。

英語スキルだけでなく，多文化交流
の体験から広い視野を身につけるこ
と。

8 上智大学 「叡智が世界をつなぐ（Sophia-Bring-
ingtheWorldTogether）」。グロー
バル化や国際化が叫ばれる以前から創
り上げられてきた世界的な教育ネット
ワークの創成。

海外での語学力の向上に加えて，現
地の文化や生活などについて見識を
深める機会を提供すること。

9 龍谷大学 「国際交流」（InternationalExchange）
という次元から「国際共存」（Interna-
tionalCoexistence）という，より高い次
元ヘと全学的に脱皮させ，本学に真の
「多文化共生キャンパス」を創出する
こと。

・使える・語学力の修得をめざし，
ネイティブスピーカーの教員の指導
を受けながら，異文化コミュニケー
ション力を養うこと。

10 名古屋外
国語大学

留学を「語学力向上」だけでなく，
「人間形成」や「キャリア形成」に大
きく貢献する重要な教育プログラムと
して捉える。

帰国後の学習意欲の向上や，広い視
野の獲得。
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表3 国際交流が盛んな大学ベスト10校の留学への取り組みと短期研修の目的

大学名
留学や国際交流への大学の目的や

取り組み
短期研修の目的

1 国際基督

教大学

（ICU）

国家の枠にとらわれない立場をめざす

こと。国際教育の内容を充実させ，異

文化間の相互理解を深めること。

異文化体験をしながら集中的に英語

を学習。視野を広げ，英語でコミュ

ニケーションできる力を身につける

こと。

2 早稲田大

学

叡智と志と実行力を備えた「外向き」

な人物を育成しようとするプログラム

で，学部教育の国際化，留学機会の多

様化を目指すこと。

語学研修，留学準備，テーマ研究，

異文化体験などが中心。

3 フェリス

女学院大

学

多様な文化と価値観を理解し，国際社

会で活躍できる人材を育成すること。

語学力や異文化体験をステップにし

て，新たな目的を定めて様々な場面

で活躍すること。

4 日本大学 実施目的は未確認 実施目的は未確認

5 日本経済

大学

遠隔地での生活体験や各国・各地域の

人々との交流，地域の特徴ある授業体

験などを通して，語学力向上，視野の

拡大，視点の転換，着想の促進。

グローバル化する現代社会において，

語学力はもちろん，豊かな視野と国

際感覚を身につけること。

6 静岡大学 グローバルなレベルで活躍できる人材

になっていくことを積極的に支援。

語学研修と共に文化体験，観光旅行

など多彩な企画により，語学力の向

上に加え，異文化体験，異文化理解

を深めること。

7 千葉大学 学生の語学力向上を徹底的に行うこと。

異文化に対する理解と日本人としての

アイデンティティーを持った「国際日

本人」の創成に努めること。

英語などの外国語を学んだり，現地

の自然，歴史，社会に触れるなど，

語学力の向上と異文化体験。

8 愛知淑徳

大学

「違いを共に生きる」を国籍・人種・

言語などの点において具体的に捉え，

学修に結びつけること。

大学が手配する宿泊先に滞在しなが

ら，専門教員による講義を受講し，

英語運用能力の向上を図ります。

9 中京大学 実施目的は未確認 海外の大学で留学生活を体験。英語

の研修をメインに，アクティビティー

を通して異文化交流を図ること。

10 九州大学 国際化を通じて，視野の広い，自立性

と積極性にあふれ，異文化や多様性を

理解し，英語力を身につけ，変化を起

こすことができるリーダーの養成。

実施目的は未確認



4．学生が求める短期語学研修プログラムの目的・意義に

関する調査

4．1 研究手順・分析方法・予備調査の結果

調査は2014年度後期授業期間内に首都圏の大学に在籍する英語専攻，

国際関係専攻の学生240名（1～4年生，男118名，女122名）を対象に

行った。質問項目は，先行研究で問題とされている質問項目を中心に作成

し，ウェブ上で作ったアンケート（WHY答法を含む）に，学生に回答し

てもらう方法をとった。収集されたデータの分析を行い，結果を検討した。

データ分析は特に次の点に着目して行った。参加者，参加予定者，参加

未定者の，①短期研修に対する意識や身につけたいスキル，②英語学習に

対する目的・動機。

なぜ学生は短期研修に参加するのであろうか。まず予備調査の結果から

考察する。

調査は，首都圏の私立大学で英語を専攻している学生25名を対象に聞

き取り調査とアンケート調査を行った。2013年度に行われた4週間のイ

ギリス短期研修の帰国直前に，2,3人ずつのグループに対して聞き取りを

行った。

調査目的は，どのような目的・動機で研修に参加しているのか，研修に

参加することで，それがどのように達成されているのかを知ることである。

はじめに，大学主催の研修に申し込んだ理由を尋ねたところ，次の7つ

の回答が得られた。第1に「利便性」である。つまり，外部の機関に申し

込むと，複雑な手続きを全て自分で行わなければならないのに対して，大

学が主催する研修であれば，面倒な手続きを全て大学が行ってくれるので，

手続きが手軽である。第2に，「安心感」である。大学が主催している研

修であれば，不測事態が起きた際に，業者よりも迅速に対処してくれるで
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あろうという期待からである。また，不測事態以外に，コミュニケーショ

ンなどで困った場面に遭遇しても，同じ大学の友人がいることで心強いと

いうことである。特に初めて海外へ渡航する学生にとっては心強い安心感

につながる。この安心感もまた，研修費用を負担する保護者にとっても同

じであり，特に引率教員や学生アシスタントなどが帯同することは，保護

者が自分の子供を積極的に送り出す納得材料として機能している。第3に，

万全の形で研修へ参加する心構えを持つことができるからである。研修前

の数か月間，7回程度の事前研修が実施されることで，事前に滞在先につ

いて学ぶことができる。第4に，「充実したプログラムへの期待」である。

大学が提携している機関なので，費用に見合う一定以上のプログラムを提

供しているであろうという期待感からである。第5に，「単位取得」のた

めの参加である。研修終了後，「海外語学研修」として4単位が付与され

るからである。この理由で参加した学生は半分程度いたが，主要な参加理

由ではなかった。第6に「長期研修の代替参加」である。具体例を挙げる

と，一つ目には，教職課程を履修する学生が，長期研修に参加しにくいの

が理由である。つまり，教職課程を履修している学生が長期研修に参加す

ると，2年後期の教職科目を履修できず，振り替えとして3年後期に履修

しなければならないため，1年間遅れをとってしまうので，代わりに短期

研修に参加するというものである。また，長期研修の参加を希望していた

が，応募時期に語学力が大学の求める基準に届かず行けなかったので，代

替的に短期研修に参加する者もいる。第7に「思い出づくり参加」である。

短期研修，長期研修に参加したかったが，これまで費用調達が困難だった

ため，アルバイトで4年間資金を貯めて参加する学生もいた。

次に，短期研修に参加する前と比較し，学生自身が，どの様な点で変わっ

たか，向上したかと調査したところ，次のことがわかった。自己の英語習

得に対する評価として，短期研修に参加した学生全員が英語学習への意欲

は向上したと答えた。また，2/3が英語スキルを向上させるために一層の
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努力が必要であると感じ，約半数がどのような英語のスキルが足りなかっ

たのか具体的に把握できるようになったと回答した。今後の進路について

は，約半数の学生がこの研修が将来の進路や目的に指針を与えたと同時に，

異文化と接触をすることで自己啓発につながったと回答した。

以上，研修に参加した学生の研修参加理由と語学習得への意識変化を明

らかにすることができた。

4．2 調査結果

予備調査をもとに，次の調査を行った。

短期研修に参加の有無

短期研修に参加したことのある学生は，240人中58名であった。その

うち，大学主催のプログラムに参加した学生は46名，外部プログラムに

参加した学生は12名であった。また，来年度参加予定の学生は36名のう

ち，大学主催のプログラムに参加する学生は32名，外部プログラムに参
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図1 短期語学研修プログラムに参加の有無
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加する学生は4名であった。そして，参加予定がない学生は146名であっ

た。結果，アンケート回答者約4割の学生が何らかの形で大学在学中，短

期研修に参加するということである。

短期研修への参加を決める上で重要なこと

図2の結果から，短期研修において，プログラムが充実していることが

最も重要であることがわかった。また，研修費用が安いこと以上に，研修

地の治安が良いことが上位に来ていること，更に，単位認定，一緒に参加

する学生のモチベーションが高いこと，欧米文化圏であることも重要な要

素であるとわかった。欧米文化圏以外の研修先についても回答してもらっ

たところ，約3割の学生にとって研修先が欧米文化圏かどうかは，「重要

ではない」と「全く重要ではない」という回答であった。滞在方法につい

ては，ホームステイではなく寮での滞在が重要であるかを訊いたところ，

約2/3が寮ではなくホームステイでの滞在を望んでいることがわかった。
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図2 短期語学研修プログラムへの参加を決める上で重要なこと
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更に，どのような研修が良いと思われるかについて，参加者経験者には

良かった点を，参加予定と参加予定がない回答者にも，同じ質問を自由回

答法で質問した。次の表4から，一番多い回答だったのは，ホームステイ

やアクティビティーその他で「現地の人と交流が出来たこと（できること）」

であった。
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表4 良いと思う・充実していると思う短期語学研修プログラム

N230

・たくさんのアクティビティーがあり，勉強，観光，異文化体験それぞれの面でと

ても充実した生活を送れた。

・授業のほかにネイティブの人とコミュニケーションをとる機会が多く用意されてい

る。学習だけでなく現地の文化を体験しながら語学力を身に着けることができる。

・費用が良心的で，なおかつ学習プログラム，生活環境が整っていることが保障さ

れ，現地の人々との交流が図れる語学研修。

・ホームステイの中で家族と会話をすることによってその国特有の文化や習慣を知

ることができ，また英語を話す機会も増えるため，ホームステイというシステムは

いいと思う。

・短期間でもきちんと勉強できるよう自分にとってレベルの高い環境で勉強でき，

またホームステイや学校の授業などで現地の人々と関わる機会のあるもの。

・ホームステイは，とても良かったと思いました。現地の生活や文化などに触れて，

改めて日本の文化の良し悪しもわかり充実した生活をおくれたとおもいます。

・1番はやはり現地の方とたくさん触れ合えたことです。またホームステイをしたこ

とにより，当たり前ではありますが自分のことは自分でという考えが大切である

と改めて思いました。

・他国の学生と同じクラスになり異文化を体験できたので，その後の学生生活や勉

強に対してモチベーションが上がった。あとはホームステイ先で現地の友達と繋

がることができて，長期研修の時に再会できて長期研修を有意義にできました。

・日本を離れて少しの時間でも海外で生活すると今までの自分の捉えていた海外の

イメージなどが変わるかもしれない。いきなり長期で行くよりも短期で行って慣

れた方が生活しやすくなると思う。

・海外で生活することによって自分の英語力を実感し刺激になりやる気が向上する。

・母国語を話しているのが3回バレると強制帰国のルールがあったので，学校内で

は日本人とも英語を話さなければならない状況で，積極的に英語を話そうと思え

た。

ほか



短期研修に参加しようと決めた動機

短期研修に参加しようと決めた動機について，参加者と参加予定者者に

回答してもらったところ（図3），語学力向上と異文化体験が上位を占め

ていた。

短期研修に参加しようと決めた理由

大学主催の短期研修にあえて参加した理由（図3）を尋ねたところ，参

加者は，①「外部機関で申し込むよりも，手続きが簡単だと思ったから」，

②「大学主催のプログラムだと現地で何か起こった時に安心だから」，③

「大学が提携している機関だから」，④「事前研修などで，十分な下準備が

できるから」，⑤「単位がもらえるから」，⑥「大学で行く方が親（保護者）

を安心させるから」であったのに対し（回答多数順），参加予定者は，①

「大学主催のプログラムだと現地で何か起こった時に安心だから」，②「単

位がもらえるから」，③「大学で行く方が親（保護者）を安心させるから」，

④「外部機関で申し込むよりも，手続きが簡単だと思ったから」，⑤「大学

が提携している機関だから」，⑥「事前研修などで，十分な下準備ができ

るから」であった（回答多数順）。

次に，短期研修に参加予定がない学生にもその理由の回答を求めた（図

4）。その結果，半数近くの回答者が「研修費用が高い」，「時間がない（部
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図3 短期語学研修プログラムへに参加しようと決めた動機
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活という理由も含む）」という物理的な理由で参加しない学生が多いこと

がわかる。留学することに対する否定的な回答として，「（留学することに）

興味がない」，「（英語力や留学に）自信がない」，「（英語力が）上達すると

は思わない」，「準備が大変」というものがあった。一方，「長期研修に参

加するから」参加しないという積極的な回答もあった。その他の解答とし

て，「外国に日本以上の魅力を感じない」，「英語研修以外の語学研修にい

くから」，「親戚がアメリカに住んでいるので，わざわざ大学主催のものに

出る必要がないから」，「教職」，「家庭の事情」という理由もあった。

英語学習への動機

アンケートの結果（図5と図6），研修参加者と研修未参加者との間で，

大きな差があったのは，参加者の英語学習の動機が，「もっと多くの人々

と話し合えるようになるから」といった実利目的と離れた統合的動機付け

が上位に来ているのに対し，未参加者の英語学習の動機は，「将来就職に

役に立つので」といった，実利目的と道具的動機付けが高いということが

わかった。
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図4 短期語学研修プログラムに参加しない理由
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図5 英語学習への動機（参加者）
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図6 英語学習への動機（参加未定者）
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図7 英語学習への動機（参加予定者）
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表5 現地に到着した時点と現在での英語学習に対する動機への変化について

N41

・英語を学ぶことへの意欲が増して，目的も明確になった。
・英語でもっと自分の伝えたいことや思っていることを日本語のように自然と話せ
るようなりたいと思った。
・英語学習への意欲が高まり，英語圏の文化に興味を持つことができた。
・やる気が変わりました。そして英語が好きになりました。
・英語をもっと勉強していこうという向上心に変わりました。
・それまで紙の上，画面の上でしか英語を見聞きしていなかった分，研修後は英語
がより身近なものと感じるようになり，学習のモチベーションも上がった。
・英語をもっと勉強して，流暢に話せるようになりたいと思った。
・コミュニケーションの不足が身にしみたのでもっと話せるようになりたいと思った。
・自分の実力を真に受けたのでもっとできるようになりたいと思った。
・もっと英語を勉強してあの時伝えられなかったもどかしさをなくしたいです。絶
対にもう一度リベンジしたいです。
・未熟な部分がはっきりしたので，その部分を改善するための学習のしかたを工夫
できるようになった。
・語学留学の後，より英語に対する意欲が増した。
・留学に参加したことで自らの英語能力の有無を理解することが出来たため，現在
ではその理解をもとに更に英語を学習しなければという動機を英語学習に関して
持っている。
・日本の文化を英語で伝えたいと思うようになりました。 ほか



短期研修に参加して身についた能力・身につけたい能力

参加者が短期研修に参加後に身についたと自覚する上位5つの能力（図

8）は，「異文化理解力」，「コミュニケーション能力」，「英語力」，「実行力」，

「ストレス耐性」である。一方，参加予定者が考える短期研修に参加して

身につけたい上位5つの能力（図9）は，「英語力」，「コミュニケーショ

―102―

図9 短期語学研修プログラムに参加して身につけたい能力（参加予定者）
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図8 短期語学研修プログラムに参加して身についた能力（参加者）



ン能力」，「実行力」，「異文化理解力」，「柔軟性」であり，参加未定者の場

合（もし参加する場合）でもほぼ同様の傾向である。しかし，どの回答者

も「専門知識・技術」，「問題発見解決力」への能力についてはそれほど求

めていないという結果であった。一方，参加予定者，参加未定者の回答で

もっとも低かった「ストレス耐性」が参加者の回答では，上位4つの能力

の次に来ていることは注目に値する。

図8,図9,図10の結果から，「英語力」，「コミュニケーション能力」，

「実行力」，「異文化理解力」を養った参加者，養いたいと願う参加予定者

が多いことがわかる。

以上の調査結果を踏まえ，様々な角度から短期研修に関して考察する。

4．3 考 察

短期研修への参加を決める上で重要なこと

短期語学研修プログラムでは，短期間で語学力を向上させることがもち

ろん望まれるが，授業中の英語学習以上に，英語をクラスの外で「実践的
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図10 短期語学研修プログラムに参加して身につけたい能力（参加未定者）

非常にそう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

コミュニケーション能力

英語力

実行力

異文化理解力

発信力

柔軟性

主体性

問題発見解決力

専門知識・技術

ストレス耐性



に」使うことのできる場が必要であるということである。つまり，異文化

に触れる機会，具体的には，ホームステイやアクティビティーを含めて，

「現地の人との交流の機会を沢山持てるというプログラム」＝「充実したプ

ログラム」であるという認識があると思われる。これを裏付けるかのよう

に，留学において最も有効である経験は，研修先の現地人との交流である

とBenson,Barkhuizen,Bodycott&Brown（2013）は述べており，現

地人との交流は，留学生に自己の言語使用能力への自信を持たせ，滞在国

に受け入れられているという充足感を与えるというのである。更に，彼ら

の調査結果にもあるように，研修プログラムに現地人との交流の場を設け

ているかいないかで，そのプログラムに対する学生の評価が違ってくると

している。いわば，研修プログラムに付随する条件によってその研修の良

し悪しが決まってくるということである。

短期研修に参加しようと決めた動機

調査で，学生は必ずしも「就職活動に有利」や「将来の仕事のため」と

いった理由を短期研修の参加動機に結びつけて考えていないことがわかる。

回答者の学年や年齢にもよるが，短期研修の参加する時点では，就職活動

や将来の仕事への意識が希薄であるということであろうと推測する。これ

は企業が，短期研修に参加したからといって，就職に有利に働くわけでは

ないということが学生間でも浸透している理由の一つではないかと思われ

る。

短期研修に参加しようと決めた理由

既にプログラムに参加している学生，これから参加予定の学生双方とも，

大学主催のプログラムに参加する一番の理由は，現地で不測事態が起こっ

た時に大学がサポートしてくれるという安心感であるということが分かる。

更に，参加予定者に関しては「単位」と「親が安心するから」という理由
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が上位を占めている。これは，親や保護者に研修費用を捻出してもらう場

合，プログラム参加への説得理由となりうるからであろう。

英語学習への動機

英語学習への動機として，Gardner（1985）らは，外国語学習者が，学

習の過程で「目標」を自己認知される場合によって，学習が維持されると

いう立場をとっている。そして，外国語学習をする際には，そのinstru-

mentalmotivation（道具的動機付け）とintegrativemotivation（統合

的動機付け）という，2つの質的に異なる心理的構成要素が働いているこ

とを明らかにした。

Instrumentalmotivation（道具的動機付け：仕事を得る，尊敬を得る，

語学の資格などを習得するためにその言語を学習するという実利的な動機）

に関する質問項目（「英語が流暢に話せなければ，教育を受けた人とは言

えないと思うから」，「単位を取るために必要であるから」，「英語を知って

いれば，社会的に高く評価されるから」，「将来就職に役に立つので」）と，

integrativemotivation（統合的動機付け：学習対象の言語文化，言語に

対して興味・関心を抱き，その中に溶け込みたいので言語を学ぶという，

実利的目的とは離れた動機）に関する質問項目（「英語を話す人々とその

生活用様式についての理解を深められるから」，「英語を話す国の人々の考

え方や行動がわかるようになるから」，「英語を話す国々の人々と友人にな

れるから」，「もっと多くの人々と話し合えるようになるから」）を設定し

た。

これは，Gardner（1985）を始め様々な研修で，統合的な動機をもった

学習者ほどより高い学習性を得るという結果を得る傾向があるという指摘

があるように，実利目的と道具的動機付けが高い学習者よりも統合的動機

が高い学習者の方が，積極的で「外向き志向」の傾向があるということが

裏付けられた。また，この調査結果は，八島（2003）の日本人英語学習者
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の英語学習の目標に対する見解と一致する。それは，大学入学以降は，学

校の成績やテストなどの成績を上げることを目的とした「短期的な目標」

と，外国の人とのコミュニケーション，留学，国際的な仕事，国際人とし

ての仕事など漠然とした「国際的志向性」が高い「長期的な目標」を具体

化する人とそうでない人に分かれるというのである。つまり，参加未定者

は，「短期的な目標」のため，参加者は「長期的な目標」のために英語を

学習しているのではないかと思われる。このことは，図7の参加予定者の

動機についてもある程度一致する。いわば，短期研修への参加は，「長期

的な目標」をより可視化するきっかけを与えることになると言えるだろう。

それを示すように，表5の英語学習に対しての動機への変化に関しては，

ほとんどの回答者から英語学習への意欲やモチベーションが上がったとの

回答があった。

短期研修に参加して身についた能力・身につけたい能力

既に上で記述べたとおり，どの回答者も「専門知識・技術」，「問題発見

解決力」への能力についてはそれほど求めていないという結果であった。

専門知識・技術の修得に関心が低いとの回答結果だった原因は，短期研修

の授業内容に専門知識を学ぶ科目がそれほど含まれないからであろうと推

測される。

参加予定者，参加未定者の回答でもっとも低かった「ストレス耐性」は

研修の参加者でなければ体験できないものであることが調査結果にも表れ

ているということがわかる。これは，Bandura（1977）が提唱した，「自

己効力感」（何らかの課題に人が直面した際，こうすればうまくいくはず

だという期待に対して自分の力で効果的に処理できるという信念，それを

やり遂げたという自信。様々な自信や自尊心のもとになるもの）が高まっ

たということである。つまり，短期研修に参加することによって，「何か

をやり遂げた」という自己成長の自信，それが自尊心と学習意欲につなが
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るものであろう。嶋田（1996）の調査でも，この「ストレス耐性」と最も

密接に関連しているのは，「自己効力感」であったと明らかにされている。

いずれの結果も「英語力」，「コミュニケーション能力」，「実行力」，「異

文化理解力」を養った参加者，養いたいと願う参加予定者に多いことがわ

かる。英語学習者がより意欲的に語学を習得するために，「自己効力感」

が必要不可欠であるならば，より多くの学生を「ストレス耐性」を起こし

やすい環境に導き，引きつける短期研修を用意する必要がある。そこで，

学生が求め，魅力的に感じるプログラムを次項に提言する。

5．短期語学研修プログラムへの提言

以上の考察から，大学はどのようにすれば理想的な短期研修に近づけら

れるか，調査結果を参考にして，「事前研修」，「プログラム内容やアクティ

ビティー」，「研修時期・場所・費用・滞在方法」に従って提言を行ってい

きたい。

5．1 事前研修

現地での限られた時間を有効的に使うため，事前にできることを極力事

前研修内で行う。具体的には，事前に学生を能力別に分ける。現地で能力

別クラスで編成される場合，インターネットを利用し，事前にテストを受

けさせ，テストの結果によって，語学レベルが高いと判断された学生は，

現地大学の進学者向けクラスに配置させ，学生の学習意欲と自尊心を刺激

する。インターネットを使った擬似体験を事前研修に取り込む。擬似体験

の効果的な方法はカンバセーション・パートナーである。これには，事前

に研修先に依頼する必要があるが，同世代の研修先のネイティブの大学生

を配置させ，インターネット上で一対一のビデオ会話を取り入れる。これ

によって，事前に学生に適度な「ストレス耐性」を体感させることができ，
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予め自己の語学力の不足する部分を認識させ，出国前に不足の能力を補う

ことができ，現地では学習成果の実践の場とする。現地到着後，実際にカ

ンバセーション・パートナーと会うことで，ビデオ会話とは異なる，更な

る語学力の不足を認識させ，コミュニケーション能力の向上につながる。

事前研修について，Benson,Barkhuizen,Bodycott&Brown（2013）

が，留学をすると自分にどのような利益や恩恵をもたらしてくれるのかと

いう議論の場を設けることの重要性を説いているように，学生自身の研修

目的と研修後の目的，将来の目標を常に認識させることが必要である。

5．2 研修プログラム内容やアクティビティー

海外語学研修プログラムを成功し，充実させたものにするためには，塩

澤・吉川・石川（2010）は，「研修の趣旨」がはっきりしていることと現

地のスタッフに学生を派遣する大学側の「意図をはっきり伝えること」で

あると述べている。つまり，単なる異文化体験をさせるだけのものなのか，

総合的な英語力の向上を目的としているのか，ボランティアをして国際理

解を促進させるためのものなのかを明確にすることが必要である。そして，

研修先の機関には日本の大学側が期待していることや研修目的，アクティ

ビティーを明確に要求することが必要である。これを踏まえて，大学は学

生を募集する際，学生の語学レベルや研修後・将来に対してどのような目

的があるのか，学生の研修に対するニーズを正確に把握する必要がある。

また，それを学生自身にも周知する必要がある。調査結果にあるように，

「一緒に参加する学生のモチベーションが高いこと」が「大変重要である」，

「重要である」と答えた学生が9割以上示しているように，問題意識があ

り，やる気のある学生は自分自身の能力を高められるばかりではなく，周

囲にも相乗効果をもたらす。よって，大学側は学生を選定する際，積極性

のある学生を選ぶ責任がある。

研修参加学生に単位付与をする場合，単位に見合った有意義で充実した
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プログラムの構成を心掛ける必要がある。授業については，単にスピーキ

ング，リスニング，リーディング，ライティングという英語の4技能の向

上を目指すだけではなく，学生の専門に応じた教科（content）を学び，

その過程において目標言語を自然な形で習得させ，「英語で学ぶ」機会を

作るのも学生のモチベーションを刺激する良い方法である。研修終了後は，

小テストの点数，出席率，タスクの達成率，総合成績を数値で要求すべき

である。ただ単に海外語学研修に参加したという単位ではなく，在籍する

日本の大学での授業単位に読み替えることを可能にする。これには読み替

えが可能な制度にすることが必要になる。また，現地大学で大学進学者用

のコースで学ぶことが可能な学生に関しては，取得単位の認定数を増やす

ことも短期研修参加へのインセンティブになる。

参加学生の語学レベルがそれほど高くない場合は，「英語で専門科目を

学ぶ」方式の授業の実施は難しい。調査結果における「現地の人との交流

の機会が沢山あるというプログラム」が「充実したプログラム」という認

識につながるのであるならば，現地の人との交流の機会を多く持てるプロ

グラムを構築し，英語の4技能の向上を目指すべきである。交流の機会と

して，次のことが提案できる。前述のカンバセーション・パートナーの設

置，同性代のネイティブ学生のティーチング・アシスタントの配置，現地

の人に日本食や文化を紹介する機会を作る（現地の日本人会等の協力を得

る）など，ボランティア活動に従事するなどである。授業の一環としてで

きるものとしては，週一回程度のインターンシップ・プログラムを取り入

れることや，学生にゲームのようなタスクを与え，「実践的に」語学を使

用する機会を持たせることが必要である。そして帰国後は，学生のモチベー

ション維持のために，フォローアップ・プログラムを大学の授業カリキュ

ラムに組むこと（塩澤・吉川・石川2010）や，学習したこと（言語や文

化）を短期的・長期的にどのように維持し，行動に移して行くのかを検討

する機会を持つべきである（Benson,Barkhuizen,Bodycott&Brown
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2013）。

前述のとおり，充実した短期研修を遂行し成功させるためには，学生を

派遣する大学側は学生の目的やニーズを把握し，学生の要望を正確に派遣

先に伝え，尚且つ，研修先が提供する研修内容を客観的に判断でき，分析

できなくてはならない。これを行うのは，第三者機関ではなく，学生を派

遣する大学自身が望ましい。今回行った調査で「引率教員が帯同すること

は心理的に安心するか」という回答に対して実に9割の学生が「非常にそ

う思う」，「そう思う」と回答していることからわかるように，引率教員は，

学生の心理的アドバイザーとしての役割を担うことができる一方で，研修

機関には程良いプレッシャーを与え，質の高い研修の持続のための監視役

を担っている。現地スタッフと定期的にミーティングを行い，また研修目

的やその意義を直接伝え，定期的に授業見学し，授業内容や授業外のアク

ティビティーの改善の機会を持つことで，現地研修先にプログラムの内容

を一任するよりもはるかに良い充実したプログラムを構築することができ

る。これらの業務は学生と共に遂行されるため，短期間の便宜的な引率で

はないものが望ましい。

本項目の終わりに，上記単位認定に関連し，研修プログラムの実施と中

止の決定について提言したい。近年，海外留学に関心ある学生数が下降傾

向にあり，研修への応募人数が少なくプログラムが中止するという事態に

見舞われる大学は少なくないと思われる。しかし，単位を認定・付与をす

る研修であれば，仮に短期研修への参加希望者が一人であったとしても研

修は実施すべきである。これは，通常，大学の授業で履修希望が一人の場

合でも授業は開講するのと同じ理由である。派遣大学と研修先大学が特に

参加人数に関しての取り決めを交わしていないのであれば，少人数で研修

を催行したところでどちらの大学にも負担がかかるものではない。これは，

短期語学研修の参加費用は全額自己負担の場合が多いからである。研修中

止の決定を下す前に，1年時は短期研修，2年時には長期研修，3年には
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交換留学というステップで4年間という短い期間に留学計画を考えている

積極的な学生がいること，教職課程の履修科目の関係で長期研修に参加で

きない学生もいたように「応募する年度しか参加しない，できない」学生

がいることを念頭に置くべきである。また，研修の中止は，研修に参加し

た学生が「短期研修の良さ」を次年度の入学希望高校生や研修参加希望学

生に伝える機会をも奪ってしまうことを認識する必要がある。大学のホー

ムページやオープンキャンパス，新入生オリエンテーションなどの大学の

行事，個人のSNSやブログなどで草の根活動を通して，留学を希望する

高校生を刺激し，研修参加希望学生の学習意欲を高める。よって，大学は

積極的な学生の学習へのモチベーションの低下につなぐことを極力避けな

ければならない。

5．3 研修時期・場所・費用・滞在方法

大学が主催する短期研修は休暇期間中に行われるものが多く，このため，

研修先の大学も休暇期間中であることが多い。よって現地では日本人が多

く現地学生がいない状況が一般的で，研修参加学生が現地のキャンパスラ

イフを体験しようとしてもキャンパスは閑散としていることが多い。この

状況をどのように対処していくかが今後の課題であるが，対処法として，

現地での授業と授業以外の場での英語の使用，また日本人同士の英語会話

の徹底や，前述の現地の人との交流を盛んにすることが必要である。

「日本人が少ないこと」を最重要課題として問題視するのであれば，大

学付属の機関ではなく語学学校という選択肢もある。または，欧米でも日

本人が少ないと思われる，英語圏のアイルランド，北アイルランド，マル

タ共和国，英語能力指数（EFEducationFirst2014）の高いオランダ，

北欧諸国，カナダのフランス語圏，または，アジア圏のフィリピン，マレー

シアなどのも研修先として考えられる。欧米圏が授業期間中である2,3

月の研修を更に増やすことも推奨するが，欧米圏には，地域によっては天
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候が過酷というマイナス面もある。ただ，今回の調査結果にあるように，

プログラム研修先の「治安が良い」ことが，プログラムの充実度の次に重

要であるという結果にあるように，治安の良さを考慮にいれる必要がある。

研修費用について，調査結果にあったように，費用が高額という理由で

参加しない学生が多い。欧米圏で1ヶ月の研修費用総額は，近年50～70

万と高額になりつつあり，今後は更に高額になることが必至であるため費

用への対策が望まれる。対策として，大学入学時から研修参加費用を積立

して捻出する方法や大学内の奨学金制度を見直し，学習意欲は高いが費用

が高額なために語学研修へ参加ができない学生へのインセンティブを高め

ることが必要とされる。リーズナブルな研修費用に限定するのであれば，

欧米圏の半額程度で実施が可能で，近年定評の高いフィリピン，マレーシ

アなどのアジア圏への留学も推奨できる。しかし，この場合，研修費用が

高いことが理由で参加しない学生の中に，欧米圏以外への参加を希望する

学生がどの程度の割合なのか調査することが必要である。

滞在方法については，調査結果でホームステイが重要であると回答した

学生が多かったように，実践的な英語が使用でき，更に異文化体験が同時

にできるホームステイが良いであろう。これを裏付ける研究として，

Martin（1980）の，アメリカの家庭にホームステイした学生とTOEFL

で高得点だった学生のスコアに相関性があり，ホームステイをした学生は

ホームステイをしなかった学生よりも得点が良く，第二言語習得に影響を

与えるのは，家庭でのリラックスした雰囲気での言語の練習であるという

調査がある。また，Miura,Monk&Ozawa（2003）の日本人短期留学

生の語学能力の上達は，授業よりもホームステイでの英語の使用によって

もたらされるという調査や，原田（2013）が行った在日外国人留学生への

調査では，ホームステイは寮よりも留学生活にとって価値のある居住形態

としての環境を担い，言語能力の上達にも有効であるということが明らか

にされている。しかし，ホームステイはそれぞれの家庭の事情が反映され
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るため，毎日夕食後に2,3時間英会話の練習を促してくれる家庭もあれ

ば，夜間に仕事に出かけてしまい学生とほとんど交流がない家庭もあるた

め，学生にとっては当たり外れがある。このような差を減らすためには，

単に学生を家庭に滞在させるのではなく，ホームステイと言語能力習得の

効用をホームステイ先に予め説明し，十分に理解してもらった上で，ホー

ムステイ費用を支払う条件に一日最低一時間は学生と顔を合わせをし，会

話をする条件を提示する必要があるだろう。

6．ま と め

以上，短期研修に参加した学生と未定学生の短期研修に対する姿勢，目

標，動機を探り，学生の要望に応えることを基本としながら，研修先に要

望を伝え，学生を送り出す大学側の姿勢を問い直すことで，より良い短期

研修を構築するための提言を行った。

調査した多くの大学が掲げていた短期研修プログラムの目的の「異文化」，

「語学力向上」，「国際化・グローバル」というキーワードは，次のように

換言することができる。つまり，短期研修は，参加学生に現地の人との積

極的な交流，異文化体験をさせるという目的を持ち，自己の英語力の習熟

度を客観的に判断させ，内在化させる良い機会を与え，今後の学習と進路

選択において，自主的・自律的に取り組む機会を与えてくれる場であると

いうことである。学生のアイデンティティーを確立させて，自己の成長の

役目を担うものである。

より良い成果を上げるためには，提言をできる限り実行に移していくこ

とが望まれる。そして，今後の研究課題として，より詳細な質的・量的な

調査や長期間にわたる継続的な調査を行い，大学側と学生側との認識や意

識のギャップを埋め，より良い短期研修の構築を目指すことが考えられる。

また，短期研修を踏まえて，長期研修プログラムへの提言を行っていきた
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いと考える。最後に，今後の短期研修の方向性を示唆する参考として，参

加した一学生のアンケート調査の回答で締めくくりたい。

「短期ということもあるので観光気分で臨む人も少なからずいると

思う。1ヶ月で語学は身につかないというが，友人はドイツに1ヶ月

だけ留学しただけで日常会話を完璧に理解するまでになった。言語は

違うが，本人の強い気持ち次第である。費用が安くはない上に時間も

限られているので本当に英語を学びたい者を厳粛に選考することで，

毎日英語漬けの日々を送れる研修が良いと思う。長期ならばある程度

の息抜きは必要であろうが，短期については（周りの短期研修に参加

した者があまり成長していないように感じることからも）厳しい環境

で良いのではないかと思う」。
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1．はじめに

日本語では，（1）の角括弧で示すように，数量詞（数詞）が所有格の

「の」を伴って名詞を修飾し，1つの名詞句（NP）を構成することができ

る。

（1） 太郎が［NP 3冊の本を］買った。

数量詞はまた，次の（2a,b）の下線部で示すように，名詞句の外に配置す
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数量詞かき混ぜの適格性条件

大 野 英 樹

要 旨

本稿では，日本語の数量詞かき混ぜ文がどのような条件の下で適格となるか

を考察する。Ishii（1999）は，数量詞かき混ぜ文は複数事象の解釈しか持た

ないと主張しているが，本稿では，数量詞かき混ぜ文が単一事象の解釈を持つ

場合があることを示し，Ishiiの分析が数量詞かき混ぜ文の適格性を包括的に

説明できるものではないことを指摘する。本稿では代案として，数量詞かき混

ぜ文の成立には，「焦点」や「先行文脈」といった機能的・語用論的な概念が

関係することを主張する。

キーワード：数量詞かき混ぜ，Miyagawa（1989），Ishii（1999），焦点，先

行文脈
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ることもできる。この場合，所有格の「の」は現れない。

（2） a．太郎が［NP本を］3冊買った。

b．3冊，太郎が［NP本を］買った。

（2a）では数量詞「3冊」は後置され，（2b）では前置されている。このよう

に，数量詞が修飾関係にある名詞句（以後「ホストNP」と呼ぶ）から分

離する現象は「数量詞遊離」（QuantifierFloating）と呼ばれ，その中で

も（2b）のように数量詞が文頭に現れるパターンは「数量詞かき混ぜ」

（NQ�Scrambling）と呼ばれている（1）,（2）。

本稿の目的は，この数量詞かき混ぜの成立条件を明らかにすることであ

る。具体的には，①前置された数量詞が文中で果たす役割（機能的側面），

②数量詞かき混ぜが効果的に用いられる状況（語用論的側面）の2点に対

する考察を行っていく。

2．先行研究

2．1 Miyagawa（1989）の統語的分析

Miyagawa（1989）は，次の適格性の対比を示し，目的語（3）を修飾する

数量詞は文頭へかき混ぜられるが，主語を修飾する数量詞は文頭へかき混

ぜられないと述べている。

（3） a． 2つ，子供が小包を送った。

b．?*2人，本を学生が買った。

（Miyagawa1989:50）

（3a）では，数量詞の「2つ」は目的語の「小包」を修飾し，文全体は適格
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と判断される。一方，（3b）では，数量詞の「2人」は主語の「学生」を修

飾し，文全体は（ほぼ）不適格と判断される。Miyagawaは，上のよう

な事実観察から，数量詞のかき混ぜには構造上の制約があると考え，数量

詞かき混ぜを統語的な現象として捉えている。

では，Miyagawaが（3a,b）の適格性の差異をどのように説明するかこ

こで簡単に見ておこう。まず，適格文として判断される（3a）についてで

あるが，Miyagawaでは「相互 c統御条件」（mutualc�commandre-

quirement）という概念が用いられている。相互c統御条件の定義は以下

の通りである（Miyagawa1989:30,訳は筆者）。

（4） 相互c統御条件：

ホストNP（またはその痕跡）と数量詞（またはその痕跡）は，

互いをc統御していなければならない（4）。

（4）の定義を踏まえ，（3a）の構造を考えてみよう。

（5）（＝3a）は，目的語を修飾する数量詞の「2つ」が基底ではVP内に生

起し，それがかき混ぜ規則（scrambling）の適用により文頭へ移動した

ことを示している（移動した数量詞はSに付加する）。VP内には数量詞

の痕跡（trace:t）が残っており，この痕跡と目的語の「小包を」が相互c

統御の関係にあるため，（4）の条件を満たし，適格な文が派生する。

一方，不適格と判断される（3b）の構造は次のようになる。
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（6）（＝3b）は，数量詞「2人」のかき混ぜに加え，目的語「本を」もか

き混ぜられた，二重かき混ぜ（doublescrambling）の文である。この例

においても，「2人」の痕跡と主語の「学生が」が相互c統御の関係にあ

るように思われる。しかし，Miyagawaは，数量詞の痕跡が残るのはホ

ストNPが目的語（対象）の場合のみであり，ホストNPが主語の場合に

は痕跡が残らないと主張している（理論的詳細については Miyagawa

（1989）を参照されたい）。そのため，（6）では，主語を修飾する数量詞の

「2人」は移動に伴う痕跡を残さない。痕跡が無ければ，文頭の数量詞と

主語の間に相互c統御関係が成立しない。よって，（4）の条件が満たされ

ず，不適格な文が派生されることとなる。

以上のような分析を通して，Miyagawaは，数量詞かき混ぜには主語

と目的語（対象）の非対称性があると論じている。この点について，

Miyagawaが提示する類例を以下に挙げておく。

（7） ホストNPが目的語（対象）の場合

a． 2つ，太郎が窓を開けた（こと）

b． 3つ，次郎がおにぎりを作った（こと）

c． 2枚，赤ん坊が皿を割った（こと）

（Miyagawa1989:61�62）

（8） ホストNPが主語の場合

a．*2人，コンピューターで学生が計算した。

b．*2人，川を男が泳いだ。

（Miyagawa1989:52）
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最後に，非対格動詞（unaccusativeverb）が用いられた場合を見てお

こう。

（9） a．2人，オフィスに学生が来た。

b．3人，舞台に女が上がった。

（Miyagawa1989:51）

（9a,b）は，一見すると，主語を修飾する数量詞がかき混ぜられており，

上で見た Miyagawaの主張と異なるように思われる。しかし，統語論の

分野では，非対格動詞の主語は基底構造においては目的語の位置（VPの

補部）にあると考えられている（非対格性仮説）（Perlmutter1978,

Burzio1986,Levin&RappaportHovav1995等）。そのため，（9a,b）

の「学生」や「女」はもともと目的語であり，ホストNPが目的語の場合

と同様の振る舞いを示すとMiyagawaでは説明される（5）。

2．2 Ishii（1999）の意味的分析

Ishii（1999）（および西垣内・石居2003）は，ホストNPに先行して現

れる遊離数量詞はすべて「数量副詞」（quantificationaladverb）であり，

Miyagawa（1989）で議論されるような，移動・かき混ぜを起こすタイプ

の数量詞とは性質を異にすると述べている。Ishiiはこの観点から，遊離

数量詞には次の2種類があると提案している（FQはfloatingquantifier

（遊離数量詞）の略である）。
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（10） FQ

VP数量詞：述語を修飾する副詞的な働きをする



Ishiiは，数量詞かき混ぜに用いられるのはVP数量詞のみであり，VP数

量詞は，はじめから文頭位置に基底生成すると仮定する。すなわち，数量

詞かき混ぜは，「移動」，「痕跡」，「相互c統御条件」などの統語的概念と

は無関係に成立する現象ということになる（一方のNP数量詞は，相互c

統御条件に従う）。

Ishiiは，数量詞かき混ぜには統語的な制限がない代わりに，意味的な

制限（11）があると主張している。

（11） 数量詞かき混ぜ文は複数事象の解釈しか持たない。

この主張は，裏を返せば，数量詞かき混ぜ文は単一事象の解釈を持ち得な

いということである。以下に，Ishii（1999:252�253）で提示される例を

挙げる（波線は筆者）。

① ホストNPが主語の場合

（12） 複数事象解釈

a． 今日は全部で5人，このコンピューターで学生が計算を

した。（cf.8a）

b． 今朝から5人，遊泳禁止区域を学生が泳いだ。（cf.8b）

（13） 単一事象解釈

a．?*20人，オフィスに学生が徒党をなしてやって来た。

（cf.9a）

b．?*5人，舞台に学生が一斉に上がった。（cf.9b）

② ホストNPが目的語の場合

（14） 複数事象解釈

a． 全部で2つ，太郎が窓を開けた。（cf.7a）
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b． 全部で3つ，次郎がおにぎりを作った。（cf.7b）

c． 今日一日で，2枚赤ん坊が皿を割った。（cf.7c）

（15） 単一事象解釈

a．?*5つ，太郎がゲートを一斉に開けた。（cf.7a,14a）

b．?*4個，次郎がおにぎりを一度に電子レンジにかけた。

（cf.7b,14b）

c．?*3つ，花子が目覚まし時計を一斉に鳴らした。

上記の例は，すべて数量詞かき混ぜ文であり，（12）,（13）はホストNPが

主語の場合，（14）,（15）はホストNPが目的語の場合である。Ishiiは，そ

れぞれの場合に適格文と不適格文が観察されることから，ホストNPが主

語か目的語かという Miyagawa（1989）で示された区分が重要ではない

ことを述べている。そして，数量詞かき混ぜの適格性を分けるポイントは，

文全体が複数事象の解釈を持つかどうかという意味の問題であると主張し

ている。

Ishiiの分析を表にまとめると次のようになる。

（16）を踏まえ，Ishiiが提示する別の例を見てみよう（波線部は筆者）。

（17） a．*50人学生が団結した。 （Ishii1999:262）

b． 学生が50人団結した。 （ibid.）

（18） a．*5人，その本を学生が奪い合った。 （ibid.:252）
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NP数量詞 相互c統御条件 なし

VP数量詞 なし 複数事象



b． 学生が5人その本を奪い合った。 （ibid.:253）

Ishiiの分析では，上記の各ペアに見られる適格性の違いは，次のように

説明されている。（17a,b）では，「団結した」という単一事象を強制する

動詞が用いられている。ところが（17a）では，数量詞「50人」がホスト

NP「学生」に先行しているため，「50人」は複数事象の制限がかかるVP

数量詞である。そのため，VP数量詞（複数事象強制）と「団結した」

（単一事象強制）との間で，解釈上の矛盾が生じてしまい，（17a）は不適

格となる（6）。一方，（17b）では「50人」が「学生が」の直後に現れている。

Ishii（1999:261）では，数量詞がホストNPの直後に隣接して現れる場

合，その数量詞とホストNPは1つの構成素を形成すると仮定されている。

したがって，（17b）では［学生が50人］で1つの構成素となり，お互い

をc統御する関係が成り立つ。つまり，（17b）の「50人」はNP数量詞で

ある。NP数量詞であれば，意味的な制限は無いため，「団結した」によ

る単一事象解釈の成立を妨げることもない。よって，適格な文となる。

（18a,b）の適格性についても，（17a,b）と同様の説明があてはまる。

最後にもう1組，Ishiiの提示する例を見ておこう。Ishiiは，（19a）は

複数事象の解釈しか持たないが，（19b）は複数事象と単一事象の2つの解

釈を持つ曖昧文だと述べている（例文下の英訳を参照）。

（19） a．3人学生がピアノを持ち上げた。

・*Threestudentsliftedapiano（together）.・

・Threestudentseachliftedapiano.・

b．学生が3人ピアノを持ち上げた。

・Threestudentsliftedapiano（together）.・

・Threestudentseachliftedapiano.・

（Ishii1999:262）
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（19a）の数量詞「3人」は，ホストNP「学生」に先行しているため，VP

数量詞である。そのため，文全体は複数事象の解釈のみとなる。一方，

（19b）の数量詞「3人」は，ホストNP「学生」の直後に隣接するため，NP

数量詞である。したがって，この文には意味的制限が無く，複数事象と単

一事象のどちらの解釈も表すことができる，というのが Ishiiの分析であ

る。

3．さらなるデータの分析

上で Ishii（1999）の意味的な分析を概観したが，「数量詞かき混ぜ文

は複数事象の解釈しか持たない」，「数量詞かき混ぜ文は単一事象の解釈を

持ち得ない」という主張は，本当に正しいだろうか。ここで，本稿の最初

に挙げた基本的な数量詞かき混ぜ文についてもう一度考えてみよう。

（20） 3冊，太郎が本を買った。（＝2b）

Ishiiの意味制約に従うと，上の例は複数事象の解釈しか持たないことに

なる。そうすると，この文の表す意味は，「太郎が1冊の本を買うという

事象が3回起こった」ということになる。また，単一事象の解釈は持ち得

ないということであれば，「太郎が3冊の本を買うという事象が1回あっ

た」という解釈は得られないことになる。しかし，社会常識上，一度に複

数冊の本を購入するということはよく起こることであるし，それを（20）の

文で表現したとしても何ら違和感はない。むしろ，（20）の文は，単一事象

の解釈の方が圧倒的に優勢であるとさえ感じられる。本節では，Ishii

（1999）の意味的分析に対し，明らかに問題となる反例を提示し，数量詞

かき混ぜ文の成立には，「事象の複数性」（eventplurality）という意味

的概念が関係しないことを明らかにする。
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前節で紹介した Ishiiの例文（12）�（15）の中に，私が波線を付した部分

がある。それらは，文全体を複数事象か単一事象に強制する表現である。

例えば，（12a）の「今日は全部で」は，複数事象の解釈を強制し，（15b）

の「一度に」は，単一事象の解釈を強制する表現である。ここで，以下の

議論の参考のために，Ishii（1999）で用いられている表現をまとめてお

く。

（21） 複数事象解釈を強制する表現：

この一週間の間に，これまでに，順番に，この三日間で，

この二週間で，全部で，この二時間で，今日一日で，

今日は全部で，今朝から

（22） 単一事象解釈を強制する表現：

まとめて，徒党をなして，話し合う，奪い合う，団結する，

そのとき突然，一斉に，一度に，今そこで

Ishiiの分析では，数量詞かき混ぜ文は複数事象の解釈しか持ち得ない

ため，（22）で示されるような単一事象を強制する表現を含む数量詞かき混

ぜ文は，不適格になるはずである。しかし，次の例を見てみよう。

（23） a．3冊まとめて花子が料理の本を買った。

b．一度に10人，聖徳太子は人の話を理解できたそうだ。

c．しっ！静かに。今そこで，4人赤ちゃんが眠っているから。

d．昨夜，あの見通しの悪いカーブで，また2台乗用車がぶつかっ

た。

e．（バス停にて）さんざん待たされた挙句，2台同時にバスが

やって来た。
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（23a�e）の数量詞かき混ぜ文では，単一事象解釈を強制する表現（波線部）

の働きにより，いずれの文も単一事象として解釈される（なお，（23a�c）

の「まとめて」，「一度に」，「今そこで」は，（22）のリストに含まれる表現

である）。これらの例を，Ishiiの主張に合わせて複数事象と解釈すること

には無理がある。特に（23b）では，「一度に10人の話を聞き分けられた」

という聖徳太子の非凡な能力を述べることに焦点があり，一人一人順番に

話を聞いて理解したという複数事象の解釈では，この文自体を述べる意味

が全くなくなってしまう。また，（23e）では，「さんざん待たされた後にやっ

て来たバスが2台同時だった」という単一事象の解釈だからこそ，話者の

イライラした気持を表現することができるのである。

さらに，次の例を見てみよう。

（24） a．2つ，太郎が窓を開けた（こと）（＝7a）,（cf.14a）

b．3人，学生がピアノを持ち上げた。（＝19a）

（25） a．一度に2つ，太郎が窓を開けた。

b．3人，学生が力を合わせてピアノを持ち上げた。

2．2節で見たように，Ishiiは（24a,b）を複数事象の解釈のみと述べてい

る。しかし，（25a,b）で示すように，「一度に」や「力を合わせて」など

の表現を入れることにより，簡単に単一事象の状況を作り出すことができ

る。

最後に，次の例を見てみよう。

（26） a．（カジノで大勝負に負けて）一度に60万，太郎はお金をすっ

た。

b．（自作のクッキーを食べて）うーん，少し甘みが足りないわ。

もう10グラム，お砂糖を入れておけばよかったわ。
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c．あと5センチ，身長があればなぁ。

（26a�c）では，「60万」，「10グラム」，「5センチ」という数量詞が用いら

れている。これらの数量詞は，ひとまとまりとしてまるごと計量される種

類の数量詞で，「内容数量詞」と呼ばれる（北原1996）。この内容数量詞

の例では，もはや複数事象という考え方自体がナンセンスである。例えば，

（26b）では，10回に分けて，1グラムずつ砂糖を投入するという状況は考

えられない。

4．機能的・語用論的観点からの代案

4．1 機能的分析

数量詞はなぜ遊離するのだろうか。この問いは，数量詞はなぜ通常とは

異なる位置に現れるのだろうか，と言い換えられる。前節では，数量詞か

き混ぜと事象の複数性とは関係がないことを明らかにしたが，その理由は

数量詞かき混ぜ文が事象の複数性を伝達するために機能する文ではないか

らである。例えば，「3冊，太郎が本を買った」（＝2b）という文は，「太

郎が本を買う行為を3回行った」という内容を伝達したいのではない。そ

の事象が単一であれ，複数であれ，要は「太郎が買った本は『3冊』だ」

と，数量詞の表す内容を強調し，伝達したいわけである。このような機能

的な観点からすると，先の問いに対する答えは，「数量詞が遊離するのは，

数量詞を通常とは異なる位置に置き，目立たせ，その内容に聞き手の注意

を集めるため」となる。以下では，この機能的観点から数量詞のかき混ぜ

を考えてみたい。

高見（1998）は，日本語の数量詞遊離現象が「焦点」（focus）という

機能的概念によって正しく捉えられると主張している。この分析では，遊

離数量詞は文中で最も重要な情報，つまり焦点として機能するため，焦点
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要素が現れる位置に配置されることとなる。日本語の場合，その位置は，

動詞の直前と文頭である（7）。

（27） a．太郎が 本を 3冊 買った。（＝2a）

動詞の直前

b．3冊， 太郎が 本を 買った。（＝2b）

文頭

ここで，Miyagawa（1989）で提出された二重かき混ぜ文がなぜ不適格と

なるのかを考えてみよう（高見1998:104�105での議論を参考にしている）。

（28） a．?*2人，本を［学生が買った］。（＝3b）

b． *2人，コンピューターで［学生が計算した］。（＝8a）

（28a,b）では，数量詞「2人」の文頭へのかき混ぜに加え，目的語の「本

を」や手段を表す副詞句の「コンピューターで」のかき混ぜも起こってい

る。これらの文が不適格となるのは，文頭の焦点位置に性質の異なるもの

が2つ置かれているためである。例えば，（28a）は，本を買った学生が

「2人」という点を述べたい文なのか，2人の学生が買ったものが「本」と

いうことを述べたい文なのかが判然としない。そのため，何を伝えたい文

であるかが分からず，不適格と判断される。（28b）においても，コンピュー

ターで計算を行った学生の人数を述べたい文なのか，2人の学生がどんな

手段で計算を行ったかを述べたい文なのか，はっきりしない。このような

解釈上の困難が伴うため，（28a,b）は不適格となるのである（8）。

では，次の二重かき混ぜの例はどうだろうか。

（29） a．2冊，本を［学生が買った］。
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（29）では，数量詞「2冊」と目的語「本を」が文頭へ配置されている。

（28a,b）の場合と異なり，この文は適格と判断される。それは，かき混ぜ

られた2つの要素（「2冊」と「本」）の間に意味的な関連性があり，1つ

の意味的構成素を形成するためである。つまり，「学生が買ったのは2冊

の本だ」という自然な解釈が得られるため，不適格とならないのである。

この「焦点」を使った機能的分析は，Ishii（1999）で提示された次の

例の不適格性も説明できる。

（30） a．?*20人，オフィスに学生が徒党をなしてやって来た。

（＝13a）

b．?*4個，次郎がおにぎりを一度に電子レンジにかけた。

（＝15b）

（30a,b）では，数量詞「20人」，「4個」が文頭の焦点位置に置かれている。

一方，それとは離れて，「徒党をなして」，「一度に」という行為の様態を

特徴付ける表現が置かれている。このような表現は，通常，聞き手の注目

を集める表現であり，焦点として機能しやすい。したがって，（30a,b）で

は，1文内に焦点要素が2つあり，しかもそれらが離れて配置されている

ため，適格性が落ちると考えられる。この点は，次の（31a,b）で示すよ

うに，2つの焦点要素を隣接させて焦点を1つにしてみると，完全な適格

文になることから確認することができる。

（31） a．20人徒党をなして，オフィスに学生がやって来た。

b．4個一度に，次郎がおにぎりを電子レンジにかけた。

4．2 語用論的分析

4．1節では，高見（1998）を参考に，遊離数量詞が「動詞の直前」や
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「文頭」で焦点として機能する要素であることを示した。しかし，動詞の

直前と文頭の数量詞では，どちらも焦点機能を果たすという点では共通す

るが，数量詞が文頭に現れる場合（つまり，数量詞かき混ぜの場合）の方

が，その使用に関して制限的である。例えば，本稿冒頭で示した例をもう

一度見てみよう。

（32） a．太郎が本を3冊買った。（＝2a）

b．3冊，太郎が本を買った。（＝2b）

（32a,b）（＝2a,b）は，たしかにどちらも適格と判断されるが，数量詞か

き混ぜの（32b）が発話された場合，何の前触れもなしに「3冊」という表

現が使われるので，聞き手はこの「3冊」に唐突な印象を受ける。この理

由は，いきなり「3冊」と強調されても，何の3冊を指しているのか理解

できないからである。聞き手は，後半の「太郎が本を買った」という部分

を聞いてはじめて，文頭の「3冊」が「本」のことを指していたと理解す

ることになる。（32a,b）の意味解釈のプロセスの違いを，ホストNPと遊

離数量詞の語順に注目しながら，もう一度考えてみよう。

（33a）では，ホストNP「本を」が数量詞「3冊」に先行している。そのた

め，「3冊」の内容が「本」のことであると，発話の流れ通りに確定する

ことができる。一方，（33b）では，数量詞「3冊」がホストNP「本を」

に先行しているため，「3冊」の指示対象は，「3冊」と冒頭で発話された
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確定（逆行）



時点では特定できず，解釈保留となる。そして，発話が「本を」まで進ん

だ時点で，さかのぼって「3冊」の指示対象が「本」であったと確定され

ることになる。このように，数量詞かき混ぜの語順では，解釈上のコスト

が高いため，数量詞を強調（焦点化）する場合，通常は（33a）の後置型

を用いることになる。

では，（33b）の数量詞かき混ぜ型は，どのような場合に用いられるのだ

ろうか。次の例を見てみよう。

（34） a．（昨日，駅前の本屋で）3冊，太郎が本を買った。

b．（昨日，駅前の文具店で）3冊，太郎がノートを買った。

（34a,b）は，（32b）に場面設定を付したものである。（34a）では，「昨日，

駅前の本屋で」という場面設定があるため，文頭の「3冊」が「本」（あ

るいは「雑誌」等）のことを指すという予見が聞き手に働き，文頭の「3

冊」は唐突な印象を与えない。また，（34b）には「昨日，駅前の文具店で」

という場面設定があるため，文頭の「3冊」が「ノート」（あるいは「メ

モ帳」等）を指すという，文具店の意味的フレーム内での予測が可能であ

る。これらの例が示すように，場面設定という先行文脈によって，文頭数

量詞の解釈コストが緩和されるのである。この点は，次のように分析でき

る。

（35）では，本屋という先行文脈が，文頭の「3冊」に「本」という推定を

与えることが示されている。そして，その推定は後半部分の「本」の登場
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により確定されるのである。文の冒頭で，数量詞の指示物への推定が働く

ため，意味解釈上の負担は少なく，無理のない意味解釈が可能になる。以

上から，数量詞かき混ぜ文が自然な解釈を得るためには，ある程度の先行

文脈が必要であると言える。

数量詞かき混ぜが先行文脈に依存するという点は，次のような対話の中

でも特徴的に観察される。

（36） A：昨日花子は本を何冊買ったんですか。

B：たしか3冊，花子は本を買いました。

（37） A：こんな土産，売れるんですか。

B：ええ，昨日も5人，観光客が買っていきましたよ。

（36B）の返答では，本のことがすでに話題に上がっているため，前置され

た「3冊」は唐突な印象を与えない。さらに，「3冊」を前置することは，

（36A）の質問になるべく早く答えを提示するという役割も果たしている。

（37B）では，先行文脈から，「5人」の内容が「お土産を買う人」，すなわ

ち「観光客」という推定が可能である。また，「こんな土産は売れない」

と思っている（37A）の質問に対し，（37B）では「5人」という数量データ

を強調し，売れるという返答を行っている。

最後に，Ishii（1999）が提示した次の例をもう一度考えてみたい（本

稿2．2節の（17a,b）を（38a,b）として以下に再録）。

（38） a． 学生が50人団結した。（＝17b）

b．*50人学生が団結した。（＝17a）

Ishiiは，数量詞がホストNPに先行する場合，その文は必ず複数事象を

表すため，単一事象を表す動詞「団結する」は使用できないと主張した。
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しかし，次の例を見てみよう。

（39） a．同性間での婚姻を認めない日本政府に対し，全国で400人，

同性愛者が団結し，同性婚の法制化を求めるデモ活動を行っ

た。

b．大学側からの突然の学費値上げの発表に対し，その大学では，

250人，学生が団結し，徒党をなして学生課へと押し寄せた。

（39a,b）は，「団結する」（および「徒党をなして」）が用いられているが，

完全に適格と判断される。これらの例が適格と判断されるのは，前置され

た数量詞の内容が先行文脈と関連性を持って理解されるためである。先行

文脈により，（39a）の「400人」は「日本で暮らす同性愛者」であること

が推定され，（39b）の「250人」は「その大学に通う大学生」であること

が推定される（9）。

5．結 び

本稿では，日本語の数量詞かき混ぜ文がどのような条件の下で適格とな

るかを考察した。第2節では先行研究として，Miyagawa（1989）の統語

的分析と Ishii（1999）の意味的分析を概観した。第3節では，Ishiiの分

析には多くの反例があることを指摘し，数量詞かき混ぜ文の適格性が事象

の複数性とは無関係であることを示した。第4節では代案として，数量詞

かき混ぜ文の成立には次の2点が関係することを論じた。

（40） a．数量詞かき混ぜ文では，前置された数量詞が焦点として機能

する。［機能的側面］

b．前置された数量詞の内容（数字部分を除く）が先行文脈と関
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連性を持って理解される場合，数量詞かき混ぜ文は自然な解

釈を得られる。［語用論的側面］

（1） ・NQ�Scrambling・は Miyagawa（1989）による用語で，NQとは nu-

meralquantifierの略である。

（2） 数量詞遊離には，次の�のように，数量詞がホストNPの直前に現れるパ

ターンもある。

� 太郎が3冊［本を］買った。

このパターンは，数量詞がホストNPに先行して現れる点で（2b）の数量

詞かき混ぜと共通する現象であるが，両者には機能的・語用論的な点で相違

があるように思われる。これについては現在研究中であるため，今後，機を

改めて論究したいと考えている。

（3） この目的語について，Miyagawaでは，動詞の表す動作によって直接影

響を受ける名詞句（affectedThemeNP）と限定的に分析されている。こ

の議論の詳細については，Miyagawa（1989:2.6節）を参照されたい。なお，

この分析への反論として，高見（1998:27:2,88�89）がある。

（4）c統御の定義は以下の通りである（Miyagawa1989:29,訳は高見・久野

2014:116からの引用）。

� AとBが互いに他を支配せず，Aを支配する最初の枝分かれ節点が

Bをも支配するとき，AはBをc統御する。

（5） Miyagawa（1989）では，（9a）の適格性は次のような構造によって説明

される（Miyagawa1989:53の樹形図を参照）。

上の構造では，数量詞の「2人」とホストNPの「学生」がともにVP内か

ら移動したことが示されている。この移動に際し，VP内には両者の痕跡が

残っており，この痕跡同士がお互いをc統御する関係にある。よって，相互

c統御条件が満たされ，適格な数量詞かき混ぜ文が派生する，というのが

Miyagawaの説明である。

（6） Ishiiは（17a）に*を付して，完全な不適格文として扱っているが，実際に

は，「少し違和感がある」という程度の不適格性ではないだろうか。少なく
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� 2人 iオフィスに 学生が j［VP tj ti来た］］］

相互c統御



とも筆者（日本語母語話者）にとっては，?/??で表される程度の不適格性

であり，*を付す程の不適格性ではない。（17a）の適格性についての問題は，

4.2節で後述する。

（7） 日本語の焦点位置に関する議論については神尾・高見（1998）を参照。

（8） Ishii（1999）で提出された二重かき混ぜの例（18a）にも同様の説明があて

はまる。

（9） 第3節で提示した（23d,e）,（26a,b）の例も，先行文脈に依存し成立する

数量詞かき混ぜ文である。
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提　　要

臺灣是一個多民族多語言的地區，除了官方語言華語（國語）以外，根據

2010年臺灣行政院主計處的統計，臺灣家庭中每100人有81.9人使用臺灣閩南語。

雖然臺灣閩南語的使用者並不少，但對外臺灣閩南語教學系統並不發達，臺灣閩

南語往往被認為只是一種「說的語言」。事實上，臺灣教育部已制定了臺灣閩南

語羅馬字拼音方案以及臺灣閩南語推薦用字，且臺灣教育依部依其自訂之標準編

纂了網路辭典─《臺灣閩南語常用詞辭典》，不過這一切皆尚未普及化，臺灣

民眾亦不甚瞭解，這也造成對外臺灣閩南語教學的困難。臺灣之華語教學單位與

日本的中國語文相關科系，偶設有臺灣閩南語課程者。經考察後發現，這些教學

單位所使用的拼音方案、漢字用法又與臺灣教育部制定的標準有所異同。如此可

知，系統紊亂之下，學習者無法將課堂所學之拼音與漢字順利地於臺灣當地使用。

為解決這一困境，筆者認為對外臺灣閩南語教學或可參考對外華語教學的模式，

制定一套對外教學標準，使學習者與教學者有共同依據。而對外臺灣閩南語教學

之教材與教學方法，也應符合目前的外語教學的普遍規範與共識，結合「聽說讀

寫」四大技能，融入生活文化等各種層面。這幾個方面都有待教學者及教材編輯

者更進一步的研究與發展。

キーワード：台語，台湾語，方言，台語教学，台湾語教育

目　　次

1．前　　言

2．文獻探討

3．考察結果與討論

〈論　文〉

華語教學體系下之日臺對外

臺灣閩南語課程比較研究

楊　　晏　　彰
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1．前　　言

臺灣是一個多民族且多語言的地區，根據 2010 年臺灣行政院主計處《人

口及住宅普查總報告統計結果提要分析》，臺灣家庭使用語言，每 100 人中

有 83.5 人使用華語，有 81.9 人使用臺灣閩南語（頁 5）。該項報告是據「可

能使用的語言」調查的，換言之，每人在家庭使用的語言可能為一種以上（同

上，頁 26）。由此項調查可知，臺灣閩南語與華語二者在臺灣家庭中的使用

率極高，而且是交替著使用，並非分開使用。

針對來臺灣的外籍留學生以及其他外籍人士對語言學習的需求，有不少

台灣的大學設有華語中心1 對外籍學生進行華語2 教學。華語中心雖以教授

華語為主，但仍有考量在臺期間可能面臨的實際情況，而開設臺灣閩南 

語3 課程的單位。在日本方面，筆者於日本執教期間，考察日本之大學中國

語文相關科系之課程安排，亦發現若干大學設有臺灣閩南語選修課程。鑑於

3．1．臺灣之華語中心與日本之大學中國語文相關科

系之臺灣閩南語課程

3．2．臺灣之對外臺灣閩南語教材及日本之臺灣閩南

語教材

4．結　　語

  1 「華語中心」亦有稱為國語／華語（教學）中心者，為臺灣之大學提供外籍學

生與外籍人士學習華語之場所。依各大學行政架構之異同，有些大學設立「語

言中心」或「語文中心」，下設有各式語言班，華語班屬於其中一種。本文所

稱之「華語中心」包含上述各式情況。

  2 本文所稱之華語，指通行之現代規範漢語，常被稱為「中文」，包括了臺灣之

國語或中國之普通話等。日本方面習慣將此稱「中国語」。在中國，習慣將之

稱為「漢語」、「現代漢語」等。

  3 臺灣閩南語是福建南方（閩南）方言在臺灣發展後的一種漢語方言，臺灣人習

慣稱之為「臺語（台語）」、「閩南語」或是「河洛話」，也有稱為「臺灣話」者。

日本則習慣稱之為「台湾語」。
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上述之情況，筆者想透過本研究探討華語教學中的臺灣閩南語課程教學情

況。

但臺灣閩南語在書寫系統上並不發達，這樣的語言現況，對外國學習者

來說，想必是較為困難的。臺灣教育部線上資源《閩南語字彙．序》指出：

「閩南語是一支保有許多古代漢語特徵的方言，一般認為它在漢語史上分支

甚早……從宋、元以來，漢民族逐漸發展出以北方方言為基礎的標準語系統，

因此造成今天在書面化條件上，北方優於南方的形勢。」由此可知，雖然閩

南語保留更多的古代漢語的特徵，但在書寫方面發展不如北方方言。另一個

學習上可能遇到的問題是，臺灣閩南語與華語（現代漢語）的差異甚大。葉

蜚聲與徐通鏘（1993，頁 207-210）指出：「操俄語、烏克蘭語、白俄羅斯語、

波蘭語、捷克語、塞爾維亞語的人相互間可以通話……德語各方言、特別是

漢語各方言間的差別比上述斯拉夫語言差別大得多，相互間很難通話，或者

說根本不能通話……」由此可知，作為漢語的一種方言，臺灣閩南語雖然在

語法、詞彙、語音方面與北方方言在歷史發展有淵源，有一定程度的相似性，

但二者差異卻不小。

也因此筆者認為，不論是臺灣之華語中心對臺灣閩南語課程的安排，抑

或是日本之大學中國語文科系對臺灣閩南語課程的安排，都必須好好設想學

習過華語的學生，在學習臺灣閩南語時可能面臨的特殊問題。

具體而言，本研究之方法與目的有以下二項：

（一） 考察華語中心及日本之中國語文相關科系之臺灣閩南語課程安

排，並以宏觀角度檢視該課程之設計。

（二） 調查臺灣當地的臺灣閩南語之對外教材4 以及日本當地之臺灣閩

南語教材，探討對外華語教學中的臺灣閩南語教材與課程之配

合。

  4 對外教材的「對外」，指以外國學習者為出發點，針對外國學習者設計之教材。

本文其他部分所稱之對外臺灣閩南語教學、對外教學等詞語中的「對外」之義

亦同。
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2．文獻探討

有關臺灣閩南語課程如何安排與設計的相關書籍或是以臺灣閩南語為外

語的教學方法及課程設計之專書皆較少見，也因此，本小節將以較為寬鬆的

角度探討外語教學及課程的安排與設計。又由於臺灣閩南語是一種漢語方

言，且其在語音、語法及詞彙與華語上有一定程度的相似性，因此本小節也

將涉及與華語課程設計之相關文獻。

Graves （2000/2006，頁 50）指出語言有四大技能，分別是「聽說讀寫」。

Brown （2001/2003，頁 294-295）更指出現代的語言教學應該採「全語言

的教學觀（whole language approach）」，將「聽說讀寫」四種能力整合起

來。葉德明（2002，頁 3）指出，外語教學中，不論是什麼教學法都認為語

言教學應該重視整體教學（whole language）―即重視「聽、說、讀、寫」

四個方面，且必須注意其中的意義（meaning）和功能（function）。也因此，

葉德明（2002，4-17）所設計之〈華語文教學綱要―各階段教學目標與學習

要點〉中，各個階段的學習要點以及教學目標，也是皆從「聽力、說話、閱讀、

寫作」四個方向著手，例如第一學習階段的教學目標與學習要點如下表 1 ：

表 1　第一學習階段的教學目標與學習要點 （節錄自葉德明，2002）

語文能力 教學目標 學習要點

（一）聽力 1. 培養聽的基本能力（下略） 聽懂個人方面、家庭方面、學校方

面的常用詞，並了解其基本用法

（下略）

（二）說話 1. 培養說話的基本能力（下略） 發音正確、吐字清晰（下略）

（三）閱讀 1. 培養朗讀的基本能力（下略） 認識聲調符號，掌握聲調的升降。

（下略）

（四）寫作 1. 掌握正確書寫注音符號或漢語

拼音、漢字、及標注聲調的能力

（下略）

正確書寫注音符號或漢語拼音。

（下略）
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良好的語言教學，應該整合「聽說讀寫」四部分。然實際教學中，應該

怎麼整合呢？ 可以 Graves （2000/2006，頁 201-202）所引之美國語言中

心安排為例。其課程設計如下圖 1 ：

圖 1　美國語言中心課程設計實例 （Graves，2000/2006，202）

上圖為美國語言中心將「聽說讀寫」融入教學單元主題的實例。以第一

單元來看，「溝通」這個單元所討論的主題是與溝通有關的「姿勢、習慣、

學習態度、期望與策略」等內容。以這樣的單元主題為核心，並於中帶入文

法、口語 / 會話、聽力、閱讀、寫作、社區建置、文化等相關內容。

從上圖當中我們還可以知道，光是知道整合「聽說讀寫」四種技能是不
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夠的。完善的語言教學，應確立每一單元的主題內容，選取適當的上課內容

及討論題材。而語言課程中，應該選擇什麼樣的內容與題材？ 或可從以下

幾個學者的觀點來找到共同核心。

Goodman（1986/1998，頁 20）以全語言教學觀提出在十二種情況下，

語言將更容易學習。此十二種情況分別是：

一、是真正的、自然的　　　　　　七、是日常生活的一部分

二、是完整的　　　　　　　　　　八、具有社會性功能

三、是有意義的、可以理解的　　　九、對學習而言是有目的的

四、是有趣的　　　　　　　　　　十、學習者自己想學的

五、是與學習者相關的　　　　　　十一、學習資源是唾手可得的

六、是屬於學習者個人的經驗　　　十二、學習者有使用的自主權。

而美國中小學中文（即華語）學習課程目標，則提出 5C 準則，認為學

生學習華語之後，應達到表 2 所列之五項目標及所屬之次目標。詳見下表 2。

表 2　美國中小學 5C 中文（華語）學習目標 （改編自 舒兆民，2010，頁 196）

    學 習 目 標 次　目　標

一、溝通（Communication） 1. 理解詮釋 　2. 語言溝通 　3. 表達演示

二、文化（Cultures） 1. 文化習俗 　2. 文化產物

三、貫連（Connections） 1. 觸類旁通 　2. 博文廣見

四、比較（Comparisons） 1. 比較語言 　2. 比較文化

五、社區（Communities） 1. 學以致用 　2. 學無止境

從 Goodman（1986/1998）及美國中小學提出之 5C 準則來看，良好的

語言課程，必須以學生能實際溝通為主，課堂上所提供的內容必須是與學生

經驗相關的，課程也必須涵蓋文化層面並與多種知識配合。學生學習語言之

後，必須能以該語言為基礎或工具，進而獲取新知。
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葉德明（2002，34-36）提到，理想的華語教材規範應該包含「語音」、「課

文與文字」、「漢字及詞彙」、「語法」、「句型練習」、「活動」、「文化」、「其他」

等八個部分。這些部分所涉及的主要內容如下：

一、語音：此部分應該包含初級會話所需要的發音系統。

二、課文與文字：與實際生活，如與衣、食、住、行有關的主題，且使

用口語化的句子。

三、漢字及詞彙：應介紹漢字手寫體的書寫規則、文化表徵……等。學

生必須學習到能啟發思想的詞彙，也必須學習俗語、成語等等。

四、語法：應系統性地介紹語法，並以功能性為先，理論為輔，配合實

際生活情景作句子練習。

五、句型練習：應以增加說話熟練程度與說話速度為目的的練習。

六、活動：教室活動 遊戲、角色扮演……等。

七、文化：應注入中華文化。

八、其他：老師的其他活用。

而何淑貞等（2008，133-227）提到幾個華語教學中的重點教學項目，

包括了：

一、華語語音教學　　　四、華語語法教學

二、華語詞彙教學　　　五、華語文聽力與口語訓練教學

三、華語漢字教學　　　六、華語閱讀與寫作訓練

綜葉德明（2002）及何淑貞等（2008）所言，我們可知，華語教學除了

應該重視「聽說讀寫」四種技能以外，還應要加強學生的漢字及詞彙能力、

語法及使用常見句型之能力，教材也應該融入適切的中華文化。筆者認為，

臺灣閩南語教學雖然不等同於華語教學，但如果將外國學生學臺灣閩南語的

過程，視為一種外語習得的過程。那麼參酌目前華語課程的安排與設計，應

能有不少收穫。換言之，對外臺灣閩南語教學，也該「聽說讀寫」並重，內
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容也必須涵蓋其他外語課程所努力達到的目標，主題式地結合學生所需與臺

灣當地生活與文化等。

3．考察結果與討論

本節再分為兩小節。3.1 據本次所蒐集到的臺灣之華語中心以及日本之

大學中國語文相關科系之開課資料，討論華語或中國語文教學中的臺灣閩南

語課程安排與定位。3.2 則探討本次所蒐集之臺灣以及日本所出版的臺灣閩

南語教材之編排，並瞭解這些教材在華語教學環境中所起的作用。

3. 1　臺灣之華語中心與日本之大學中國語文相關科系之臺灣閩南語課程

臺灣方面：本次研究以國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立成功大

學、國立中山大學四所大學之華語中心所設之臺灣閩南語課程為主。

日本方面：本次研究以東京外國語大學「言語文化学部中国語コース」、

麗澤大學「外国語学部中国語専攻」、愛知大學「現代中国学部現代中国学

科」、神田外語大學「アジア言語学科中国語専攻」以及拓殖大學「外国語

学部中国語学科」所設之臺灣閩南語、閩南語、福建語等課程為主。

（一）　國立臺灣大學語文中心中國語文組5 ：

正式探討之前，在此筆者先說明臺灣華語中心的學期分配及政府相關規

定。華語中心一般三個月為一個學期（或稱為學季），一年分為春、夏、秋、

冬四個學期。臺灣教育部規定6，自 2008 年 9 月起，華語教學單位必須要求

外國學生每週至少修習 15 小時之課程。一般華語中心對此 15 小時的分配方

  5 國立臺灣大學並沒有「華語中心」這個單位，其對外教授華語的單位是屬於「語

言中心之中國語文組」，其授課性質類似其他大學的華語中心。該大學之語言

中心另設有「外國語文組」

  6 教育部臺文字第 0960025441 號函文
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式為：10 小時之常規華語課程與 5 小時之選修課程。臺灣閩南語之課程，

各中心安排並不完全一樣，有的於 5 小時的選修課程中提供學生選修；有的

另開文化課程，讓外籍人士另行報名。

國立臺灣大學語文中心中國語文組（下稱：臺大語文中心國語組）亦將

課程分為常規華語課程與選修課程，臺灣閩南語課為選修課之一。經筆者詢

問後得知，該中心的臺灣閩南語課程，以往人數不多，並不對外開放；然於

2014 年 2 月開始改變招生方式，不要求學生華語程度，並開放給未在該中

心修習華語課程者。其臺灣閩南語課程，每週 2 個小時，為期六週。節錄該

中心 2014 年 2 月的招生簡章如下圖 2。

圖 2　臺灣大學語文中心中國語組 2014 年 2 月網路招生簡章（節錄）

該中心的選修課程有：生活臺語、正音會話課、新聞入門、旅遊華語、

商業華語、成語教學選、看影片學華語、財經知識新聞……等多樣課程。在

「生活臺語」這一門課中，列有兩個課程目標，分別為：

⑴　學會基礎發音、拼寫

⑵　能用臺語說簡單的問候語及生活用語等

由開課資料可知，該中心的臺灣閩南語課程強調「生活」與「實用」很符合

上述之語言教學理念；且要求學生必須學會基礎發音與生活用語，並要求學

生「拼寫」臺灣閩南語，這也更能兼顧語言的四大技能。另外，從 2014 年起，

該中心的臺灣閩南語課程也接受非中心學生招生，此舉能照顧到只學臺灣閩

南語的學生。

（二）　國立臺灣師範大學國語教學中心

臺灣師範大學國語教學中心（下簡稱臺師大國語中心） 亦以三個月為一
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學期，課程一樣分常規華語課程與選修課程，其中選修課程還分為「語言類

型」及「文化類型」兩類。臺灣閩南語（科目名稱為：實用臺語會話）與書

法、中國茶藝、中國音樂欣賞、太極拳等課程，都歸類於文化類型課程。文

化類型的課程一周一次，每次上課 2 個小時，一共十週，並且開放給未在該

中心學華語之人士報名。該中心之「實用臺語會話」還分為基礎與進階兩個

班。為瞭解詳情，筆者曾以電子郵件詢問，其回應如下：

本中心開設的實用臺語屬於文化輔修課程，校外的外國學生也可報名。

臺語課每學期上課 10 週，每週一次 2 小時，學費為 4500 元。教材為臺

語師自編教材，以實用生活會話為主。因為臺語需要中文基礎，原則上

希望學生能夠有基本中文對話能力。

（2014/02/10 臺師大國語中心電子郵件節錄）

由此可知，對臺灣閩南語有興趣的學生，即使是非華語課程之學生亦能修習

該中心的「實用臺語會話」。然而，相較於臺灣大學不限制學生之華語程度，

臺師大國語中心則仍希望學生擁有華語基礎。

（三）　國立成功大學文學院華語中心

成功大學文學院華語中心（以下簡稱：成大華語中心）的課程一樣可分

為常規華語課程與選修課程。其選修課程亦分為「語言類型」和「文化類型」

兩種，該中心將臺灣閩南語課程（課程名稱為：簡易臺語）與華語基礎漢字

讀寫、華語基礎生活會話、漢字的前世今生、中級華語會話等課程歸類於「語

言類型」選修課。

該中心之語言類型的選修課程設有華語門檻，以 2014 年的春季班為例，

「簡易臺語」這一門課要求學生必須達到中級華語程度。該中心的臺灣閩南

語課，每次上課僅50分鐘。為解詳情，筆者亦曾以電子郵件詢問，回覆如下：

臺語課在這裡我們開成選修課，會視需要而開，所以不是常態開設。且

因修課的人不固定，人數也很有限，如果開課的話，也都只開一班，且
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往往都只能從初級開始。目前有一、兩位研究宗教的一對一學生，他們

的一對一課就學臺灣閩南語。

 （2014/02/10 成大華語中心電子郵件節錄）

由該中心的回覆可以知道，欲學臺灣閩南語的學生雖不多，但仍希望學生修

習之前具有中級華語程度。但該中心亦提供一對一教學，若學生有需要，亦

可以一對一方式學習臺灣閩南語。

（四）　國立中山大學華語教學中心

國立中山大學華語教學中心（下簡稱：中山華語中心）的排課方式以常

規華語課程為主幹，但也有類似於選修課程的「其他課程」，該中心將臺灣

閩南語課（課程名：基礎台語）放在這一類。該中心之「其他課程」皆對欲

修習的學生設下華語門檻，且此類課程依每學期的招生情況而有所增減，每

一學期課程不盡相同。以 2012 年的冬季班為例，該中心規定學習華語一年

以上者才可以修習臺灣閩南語。如下圖 3 所示：

圖 3　中山華語中心 2012 年冬季班招生簡章 （節錄）

為了更深入瞭解該中心對臺灣閩南語課程的安排，筆者亦以電子郵件詢問相

關內容。其答覆如下：

學生必須通過我們這邊中級三以上的華語文程度。如果程度到了，可以

只報名臺語課程，不需與華語課一起報名。

（2014/02/11 中山華語中心電子郵件節錄）

由此可知，該中心雖然對外開放非中心的學生修習，但仍要求學生的華語能

力。



－ 148 －

（五）　東京外國語大學言語文化學部中國語組 （中国語コース）

東京外國語大學之言語文化學部中國語組（中国語コース）開放三年級

選修「福建語初級」以及四年級選修「福建語上級」。福建語由臺灣及日本

兩位老師授課。從該網站的教學大綱可以知道，兩位老師教授之福建語，皆

屬於臺灣閩南語。日籍教師福建語初級的教學大綱如下圖 4。

圖 4　東京外國語大學「中国語コース」2014 年日籍教師教學大綱 （節錄）

臺灣籍教師的教學大綱如下圖 5。

圖 5　東京外國語大學「中国語コース」 2014 年臺灣教師教學大綱 （節錄）

由此二圖可知，日本籍和臺灣籍教師授課內容都是臺灣閩南語。2014 年臺
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灣籍老師使用的課本是村上嘉英的《ニューエクスプレス台湾語》。而日籍

教師 2014 年的沒有在教學大綱中指定教科書，但筆者調查 2013 年的教學大

綱，發現兩位老師在 2013 年的課本都是樋口靖的《台湾語会話 （第二版）》。

該校中國語組之一、二年級修習之科目為主專攻語科目「中国語」。三、

四年級所修習之科目為專攻語表現演習科目：「中国語表現演習」，類似選修

課，學生必須在三、四年級兩年修畢八學分。專攻語表現演習科目之課程包

括，「中国語表現研究、口語表現、中国語文章表現法、福建語、広東語」

等等。

由此可知，漢語方言（含福建語與広東語）與華語性質的課程，如中國

語表現研究、口語表現、中國語文章表現等課程都屬於該校之專攻語表現演

習科目。該校之方言課程，可皆再分「初級」、「上級」兩級，且皆為前後兩

學期的課程，因此學生若有意願修畢福建語初級及上級，需歷時 4 個學期，

可以獲得 4 學分。

（六）　麗澤大學外國語學部中國語專攻

麗澤大學外國語學部之「中國語專攻」分別開放三、四年級選修「台湾

語Ⅰ」及「台湾語Ⅱ」。「台湾語」由臺灣籍老師授課。詳述如下：

該校之外國語學部中國語專攻之一、二年級主要修習基礎演習科目，包

含必修科目「中国語コミュニケーション、中国語文法、総合中国語」等課

程。而三、四年級主要修習「上級演習科目」等選修科目。「台湾語」等方

言課程與「時事中国語、中国語学演習、中国文学演習」等課程屬於上級演

習科目。該校之「台湾語Ⅰ」及「台湾語Ⅱ」各一學分，共 2 學分，若Ⅰ和

Ⅱ皆選修，則屬於為期一年的課程。開課資訊如下圖 6。

圖 6　麗澤大學外國語學部 2014 年「台湾語」開課資訊
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節錄其教學大綱如下圖 7 ：

圖 7　麗澤大學外國語學部 2014 年教學大綱（節錄）

由上二圖可知，麗澤大學使用的課本為村上嘉英所編輯之《ニューエクスプ

レス台湾語》，也參考了樋口靖《台湾語会話》以及王育徳《台湾語入門》

二書。

（七）　愛知大學現代中國學部現代中國學科

觀該校之中國學部現代中國學科網站之資料，大致上可知學生必須於一

年級修習 180 小時的中國語課程，並於二年級赴中國留學 4 個月，其後則開

放學生選修「專門教育科目」。而「專門教育科目」分三種類，分別是「ビ

ジネスコース、言語文化コース、国際関係コース」。

閩南語課程（ビンナン語）則開設於四年級的「言語文化コース」 

中。同屬於「言語文化コース」的科目還有「東亜古典藝術論、中国現代 

文学史、中国語文法論、中国民俗学」等等。該校之閩南語課程規劃如下 

圖 8。

圖 8　愛知大學現代中國學部 2014 年「ビンナン語」開課資訊

由上圖可知，該校分別在上下學期開設「閩南語Ⅰ」及「閩南語Ⅱ」（ビン

ナン語），每學期 2 學分，共計 4 學分。由臺灣籍老師授課。教學大綱如下

圖 9。
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圖 9　愛知大學現代中國學部 2014 年「ビンナン語」教學大綱 （節錄）

由上圖可知，該校閩南語課程以村上嘉英的《ニューエクスプレス台湾語》

為教材。課程名稱雖為「閩南語（ビンナン語）」，但其授課內容以「臺灣閩

南語」為主，在教學大綱上也說明了授課內容必須學習「台湾語」的發音、

詞彙等。

（八）　神田外語大學亞細亞語言學科中國語專攻 （アジア言語学科中国語専攻）

神田外語大學亞細亞語言學科中國語專攻之一、二年級學生必修課程為

「專攻語科目」中的「中国語総合、中国語作文、中国語会話、LL 中国語」等。

三、四年級則有「中国文学講読、時事中国語、中国語翻訳法、中国語

表現法、中国語討論・スピーチ、中国語学概論、中国語文法論、中国語語

彙論、中国語音韻論、中国語史、中国語通訳法、ビジネス中国語、日中比

較語言、広東語、福建語」等多種課程，供學生選擇。

其中「福建語」一門課，分為Ⅰ和Ⅱ，開放給三年級以後的學生選修，

若學生修完Ⅰ和Ⅱ，可得 4 學分。「福建語」之開課資訊節錄如下圖 10。

圖 10　神田外語大學「中国語専攻」  2014 年「福建語」開課資訊

該課程的授課者為出版《台湾語会話》的樋口靖，但該課之教學大綱並沒有

指定上課時的教科書，只提到上課時發放資料。下圖 11 節錄之教學大綱： 
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圖 11　神田外語大學中国語専攻 2014 年福建語教學大綱 （節錄）

由教學大綱可知神田外語大學之「福建語」課，雖名為福建語，但授課內容

還是以臺灣閩南語為主。

（九）　拓殖大學外國語學部中國語學科

拓殖大學外國語學部中國語學科的課程規劃如下圖 12 所示：

圖 12　拓殖大學外國語學部中國語學科科目一覽
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由上圖可知，該校的一、二年級主要修習提升華語能力的基礎課程，如「総

合中国語、講読、文法作文、聴解」等，選修課程中的「資格中国語」也屬

於這一類型的課程。另外也有一些文化及文學性質的選修課，如：「中国歴

史入門、現代中国入門、中国文学概論」等。

而三、四年級必修課程有「作文演習、表現法」等。三、四年級以後選

修課程增多，包括「中国語学演習、日中異文化交流、中国古典文学」等，

而與方言相關的選修課也在三、四年級開設，分別有「広東語」及「台湾語」

兩種。該校之「台湾語」分為「台湾語Ⅰ」和「台湾語Ⅱ」一共是兩學分，

由臺灣籍老師授課，使用課本為村上嘉英之《ニューエクスプレス台湾語》。

如下圖 13 所示。

圖 13　拓殖大學外國語學部中國語學科 2013 年「台湾語」教學大綱（節錄）

2014 年起，該科目更為「台湾の言語と文化」，教材則改為於課堂發放。

（十）　小　結

由本次調查之臺灣四所大學附設之華語中心課程安排情況可知，華語中

心之臺灣閩南語課程上課時間依各校不同，為 50 分鐘到 2 個小時不等。授

課時數較多者，以臺師大國語中心為例，每次 2 小時，共 10 週；且由於臺師

大國語中心之臺灣閩南語課程分為基礎與進階兩個班，若兩個級別都學完，

最多能學習 40 個小時。但再比如說臺大語文中心國語組則是每次 2 小時，

共 6 週，一共只能學習 12 小時，上課時數明顯較少。還要說明的是，華語

中心採每學期報名制度，因此即便學生以後仍想繼續學習，但中心必須照顧

每學期的新學生，故並無法銜接學習；換言之，修習過三個月之臺灣閩南語
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課程之學生，可能無法再向上學習。

值得慶幸的是，一些華語中心針對學生個別需求，開設一對一的課程，

據本次調查的結果，有些學生在一對一的課堂上只學習臺灣閩南語。

此外，華語中心以華語為主的教學方式，雖然提供非中心的學生單獨報

名臺灣閩南語課程，但卻也希望學習者具有基本的華語能力。至於課堂上使

用什麼課本，多數華語中心並沒有明確說明，筆者曾以電子郵件詢問課堂教

材，得到的是以「以生活會話為主」或「以老師上課為主」等籠統的回覆。

由此可知，目前臺灣的華語中心在臺灣閩南語之對外教學與教材方面並不是

那麼有系統，這一點反而不如日本之中國語文科系之授課情況。

至於日本之設有中國語文科系之大學院校，也有部分學校設有臺灣閩南

語課程。依本次調查的四所大學可以發現，學校除了使用「台湾語」作為科

目名稱外，也有一些學校以「福建語」或「閩南語（ビンナン語）」作為科

目名稱，但其實質授課內容依然是臺灣閩南語。

當然，日本之中國語文科系也是以教授現代規範華語為主，因此臺灣閩

南語課程皆列為選修課，就目前所蒐集到的資料而言，學校皆將臺灣閩南語

課程設於三、四年級，全部修畢後可獲得 2 至 4 學分。將臺灣閩南語課安排

於三、四年級，便顯示著課程安排者認為學生應具備基礎華語能力後，方能

選修臺灣閩南語。

再來看上課時數。以拓殖大學中國語學科為例，一個學期約上 15 次課，

一次 1.5 個小時，若學生願意修滿一年，則能學習 45 個小時。一些學校，

如東京外國語大學分為初級和上級，皆為一年之課程，若全修畢則約 90 個

小時。如此看來，日本之中國語文科系之臺灣閩南語課程授課時數，反而高

於臺灣之華語中心。另一個與臺灣之華語中心不同的是，日本之大學設置之

臺灣閩南語課程大多有指定課本，且以樋口靖《台湾語会話》以及村上嘉英

《ニューエクスプレス台湾語》為主，這些書籍的編排方式也確實適合外語

學習（詳見下文），此與臺灣之華語中心之「以生活會話為主」或「以老師

上課為主」相較之下，更有系統性。
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筆者欲再說明的是，無論是臺灣的華語中心或是日本之中國語文科系，

皆將臺灣閩南語設為選修課，足見多數教學單位皆將臺灣閩南語視為一個非

必要修習的課程。若就日本之中國語文科系而言，由於學生主要是學習現代

規範漢語，也未必都有機會接觸臺灣，因此不涉獵方言並無大礙。然而，就

臺灣之華語中心而言，當中不乏長期旅居臺灣之學生，這些學生不可能完全

接觸不到臺灣閩南語。針對這些長期旅居臺灣之外籍人士，華語中心之臺灣

閩南語教材與授課時數反而不如日本，甚至非經常性地開設課程，足見臺灣

在對外臺灣閩南語的教學上還有許多成長的空間。

3. 2　臺灣之對外臺灣閩南語教材及日本之臺灣閩南語教材

本研究調查了三種由臺灣出版，針對外國人學臺灣閩南語的教材；以及

兩種由日本出版，針對日本人學習臺灣閩南語的教材。

（一）　《Taiwanese Book I ～ III》

《Taiwanese Book I ～ III》作者為施永生，是由天主教教會瑪利諾會

語言服務中心於 1985 年出版。全套書共三冊，37 課。第一課之前有發音練

習。全書之課文、例句皆為拼音，課文和例句之後有英文翻譯，除了「新字」

這個部分附有漢字及英文翻譯以外，全書幾乎無其他漢字。一、二冊的編排

大抵如下：

一、對話課文：對話全以羅馬拼音寫成。拼音附有本調符號，該調號之

上面附有數字表示變調7。

二、新字：「新字」這個部分指「生詞」。每一個生詞用羅馬拼音寫成，

並且以漢字及英文註解，其後附有例句。例句一樣是以羅馬拼音寫成，並附

有變調符號。每一個例句都再附上英文翻譯。其中，「新字」中的漢字為華

  7 閩南語發音時，單念一個字的聲調和連讀時的聲調不同。前者為本調，後者為

變調。
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語義，故其漢字並不一定與拼音對應，例如第 3 課的「kún-chúi」「tàu」及

31 課的「ta-ke」漢字分別記為「開水」「幫助、幫忙」、「婆婆」，並未與臺

灣閩南語對應。亦即，本書的臺灣閩南語生詞是以華語及英語作註解的。

三、課文翻譯：「新字」之後為課文之英文翻譯。

四、文法：主要以英文講解臺灣閩南語的語法。此部分所出現的例句也

都是以拼音寫成，並附上英文翻譯。

五、例句：此部分對照「新字」中的生詞，逐一再給更多的例句，有時

會補充相關詞彙。例句一樣是以羅馬拼音寫成，並標記變調。偶有英文注釋。

六、句子：此部分為綜合該課生詞之例句，一樣是以羅馬拼音寫成，並

附上變調。偶亦附有英文注釋。

七、練習題：主要為英文與臺灣閩南語之互譯。

此外，每一課實際內容也有所增減。例如第一課、第三課等課有「note 

on dialogue」和「vocabulary note」等。第二冊開始，除了對話性質的主

課文之外，還附有一篇名為「story」的文章，作為副課文，例如第十五課

的副課文為「王太太的人客」。

第三冊的編排則比一、二冊簡單，課文及「新字」所附之例句之英文翻

譯皆省去；此外，「文法」及「例句」、「句子」等部分亦皆省去。但是，第三

冊課文篇數增多，對話及文章皆有。第三冊的「練習」較能引導演說組織能

力，有針對提問回答，亦有依情境回答之題目。

筆者認為本套書符合外語學習教材的大部分內容。生詞說明、文法說明

及學生練習皆具。第三冊的問題更能針對高級學生設計情境，引發學生深入

思考討論。但本書乃提供給來臺之天主教外籍人士學習之用，一般書店無法

購得，對臺灣閩南語有興趣的學習者，不見得有機會接觸到；且本書之拼音

與漢字不對應，學習上也會造成困難。

（二）　《哈佛台語 101》

《哈佛台語 101》作者為李勤岸。該書為作者於哈佛大學教授臺灣閩南
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語期間所編輯之材料，並於 2005 年於臺灣出版。全書共一冊分為 24 課，附

有 CD。書末為三份附錄，論及如何編輯適合英語母語者學習臺灣閩南語的

課程規劃與構想。本書每課的編排方式並不那麼一致。基本體例說明如下：

一、羅馬拼音課文：羅馬拼音附有本調，並以紅色符號標記變調。

二、課文英譯：拼音課文之後為課文的英文翻譯。

三、漢字及拼音課文：重現羅馬拼音課文，可是不附變調。並於拼音下

附漢字。但該書採用漢字與羅馬拼音併用的書寫方法（漢羅法），並非全部

以漢字呈現，虛詞及部分發音仍以拼音呈現。

四、新詞：即生詞。其編排方式為。先於左欄以羅馬拼音列出生詞，其

右附有英文及臺灣閩南語漢字。該書並未以華語注解，其漢字與臺灣閩南語

配合，生詞並沒有附例句。

五、句型練習：此部分為臺灣閩南語的文法句型。此部分除了標題以外，

所給之例句皆為拼音，並沒有英文或漢字。

特別的是，本書發音練習並不是附於課前，而是在穿插於數課之間。包

括：第二、五及七課的子音，第十、十五及十七課的母音，第十九課的入聲，

第二十一課的聲調，第二十三課的連讀變調。另外，第四、九及十四課是民

謠歌唱練習。

發音課與民謠歌唱以外，共計十二個課較為完整。雖然本書內容看似較

少，但依作者的說法，這樣的內容較符合大學課程的安排。

（三）　《外國人學台語 入門篇》

本書由臺北市台灣語協會主編，2005 年出版，作者不詳，本書之〈編

輯大意〉中指出「依入門至高級分級編寫教材」，然筆者於市面上只見販售

「入門篇」並未見其他等級之分冊出版。本書分為六課，附有 CD，書末有

詞語索引。編輯體例如下：

一、列出本課學習目標：進入每課之前，列出該課之學習重點及學習目

標。
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二、課文 -- 兩篇對話：課文基本上使用漢字，但某些字亦僅使用羅馬

拼音。例如第五課的「咱來 lim 一杯飲料，好無？」。本書的課文每一句皆

由上而下列出羅馬拼音、漢字課文、華語及英語。

三、新詞：即生詞。每個生詞都以盡量以漢字呈現，但偶亦使用羅馬拼

音，如第五課的「m 敢」。生詞漢字之上標注拼音，生詞之右側分別為華語

及英語之釋義。生詞不附例句。此外，由於本書編輯著重生活化，因此有一

些詞彙並不以臺灣閩南語編輯，如第五課的「珍珠奶茶」，即標注華語發音。

四、補充新詞：此部分為與該課相關的詞語，其編輯方式與「新詞」相

同。

五、句型練習：本書介紹了幾個臺灣閩南語常用的疑問句句型，如「V+

有無？」、「有 V phrase/ noun + 無」等等；並於句型下提供臺灣閩南語例

句（含拼音）與英文翻譯。

六、問答練習：設計幾個對話情境讓學生用臺灣閩南語說出來，使學習

者利用該課學到的句型或生詞回答。

七、看圖講話：提供幾張圖畫，並給出一個問題，學習者依圖回答問題。

本書選用的詞彙較生活化，適合來臺灣觀光的外國人學習，並附有句型

說明及問答練習、看圖講話等部分，也適合作為課堂教科書或學生自學參考

書。然本書漢字部分仍不完整；此外，本書第二課以後便無詳細的句型說明；

就篇幅來說，只有六課，內容較少。而且本書目前在市面上也難以購得。

（四）　《印尼人學台語》及《越南人學台語》

《印尼人學台語》作者為梁庭嘉，2011 出版，並附有 CD。本書是針對

來臺灣的印尼新娘或印尼幫傭、印尼勞工編寫的，內容以具上述身份之印尼

人的工作與生活為主。本書也有越南語版，書名為《越南人學台語》，其內

容是一樣的。由於本書乃針對幫傭及勞工編寫的，故光「買菜」一個單元就

占了 40 頁，是其他單元的五倍之多。每個單元的編排如下：

一、詞語：本書沒有課文，每一單元中的「詞語」部分，是一群與單元
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相關的詞。例如「看護」這個單元列了「累」「痛」「熱」「暈」……等單詞、

短語或簡單的句子。編排方式為：左欄列出詞語之漢字與羅馬拼音，右欄列

出印尼語。本書所使用的漢字並不一定與臺灣閩南語對應，有時只是華語翻

譯，例如第五課的 kā cēn、kā tāo wū、yōu jì 分別以「屁股、膝蓋、腎」

作為漢字註解。另外，本書的臺灣閩南語發音是以「漢語拼音」標記的，因

此有的詞的發音並不正確。例如第 11 課的「外套、內衣、雨鞋」拼音為「wa 

tou、lai sā、hou éi」都不是正確的臺灣閩南語發音。

二、句型練習：本書的句型練習主要是替換練習。例如第一單元有「太

多 / 太少」這個句型。可填入詞語替換為「太多糖、太多油、太多水」等等。

但筆者認為，本書的針對性太強，並不適合一般學習者使用。

除了上述幾套內容較為完整、較適合外國人學之書籍外，坊間不乏對外

臺灣閩南語學習書籍，比如《輕輕鬆鬆說台語》，作者為鄭如玲，2006 年出

版；《學台語不分國籍》作者為胡美津，2009 年出版等。然而這些書並不如

上述數種書籍完善，多數僅是羅列詞彙與句子，並給出幾種語言的注解，並

沒有深入解釋詞彙與語法，也沒有練習題。這樣的書籍不適合作為一般外語

教學之教材。

（五）　《ニューエクスプレス台湾語》

《ニューエクスプレス台湾語》是日本學者村上嘉英所編輯，於 2009 年

出版，是一本針對日本人學臺灣閩南語所設計的臺灣閩南語學習書籍。全書

依日文及臺灣閩南語編排，並不作任何華語註解。第一課之前介紹臺灣閩南

語的定義、發展、歷史等等，其後為發音練習。書末附有生詞索引。本書共

20 課。每課主要編排如下：

一、課文：課文以「羅馬拼音、假名注音、臺灣閩南語漢字」三項依次

由上到下並列，沒有華語說明。課文基本上全附漢字，不像前幾套書出現漢

羅併寫的情況。

二、課文日語翻譯：課文之後為日語翻譯。
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三、慣用表現：此部分解釋一些詞句的特殊用法。例如第四課的「沒」

表示「不客氣」。第五課的「好～」表示「我知道了！ 是的！」

四、生詞：生詞以羅馬拼音為主，其右附漢字，並以日語解釋，沒有例

句。漢字全對應羅馬拼音，不是華語翻譯，且基本上每個生詞都有漢字，不

像上述書籍常有漢羅併寫的情況。生詞部分也沒有華語說明。

四、文法：此部分先以日語說明，其後為例句，例句一樣是以「羅馬拼

音、假名注音、漢字」三者並列，例句後亦附有日語翻譯。這裡的漢字一樣

與臺灣閩南語拼音對應，且沒有漢羅併寫的情況。

五、練習問題：練習問題含臺灣閩南語與日語翻譯、聲調標記、重組、

聽寫、聽 CD 做回答……等等。每一課的練習題型並不完全一樣。有的課，

如第五課、第七課因為大量補充了與該課相關的詞彙，所以便沒有練習問題。

練習問題之後附有解答。

除了上述基本編排以外，依各課的需求，有一些特別的編排。例如：第

四課有「這裡是重點」，第七課、第十一課則有與時間、日期相關的臺灣閩

南語詞彙之統整。還有一些課程，如第五課、第七課，補充了大量生詞與慣

用表現。

（六）　《台湾語会話》

《台湾語会話》分為〈發音篇〉十課、〈基礎篇〉四十五課、〈應用篇〉

二十課，為日本學者樋口靖所著，2000 年出版，亦是一本針對日本人設計

的臺灣閩南語學習書。〈發音篇〉之前也介紹了臺灣閩南語的定義、發展和

歷史等等。書末附有生詞索引。本書附有臺灣學者鄭良偉所撰之序文。除了

〈發音篇〉以外，本書的編輯如下：

一、拼文課文：每一課開頭是以羅馬拼音呈現的課文，沒有漢字。

二、生詞：拼音課文之後為生詞。生詞先以拼音呈現，並附有臺灣閩南

語漢字，但有些漢字因作者本身的考量而沒有寫出來，沒有漢字的部分以方
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框表示，故雖無漢羅併寫的現象，卻有缺字的情況。而生詞右欄為日語解釋。

實際情況如下圖 14 ：

e-po［下晡］
chiah［□］
to［都］

午後
～こそ
少しも，さっぱり

圖 14　教材《台湾語会話》中出現的漢字之空缺

三、漢字課文與日語翻譯：生詞之後重現課文，但此部分的課文則以臺

灣閩南語漢字寫成，並附上日語翻譯。由於本書並不是每個詞都有對應的漢

字，某些詞無法以漢字呈現的字，仍以漢羅併寫的方式呈現。

四、解說：這一個部分是該課的生詞用法以及文法的解說。

五、補充生詞：這一個部分補充與本課相關及可能運用到的生詞。

六、注意：主要是發音的解說、各地方音的異同、語音變化的解說等。

七、練習：本書有多種不同的練習題形式，如詞語替換練習、聽後回答。

也有活動型式的練習題，如第 18 課有一個「姓名」問答的練習。

除此之外，有的課還設有補充專欄（コラム），例如基礎第十六課有臺灣

姓名的補充專欄，應用篇的第十二課有臺灣閩南語 ABB 式形容詞疊字修飾。

（七）　小　結

就本次調查所蒐集到的資料而言，臺灣和日本皆有針對外國人編輯之臺

灣閩南語教材，雖不能全面，但大體上可以看出作者試圖往四大技能「聽說

讀寫」發展。就內容而言，若借助葉德明（2002，34-36）提到之理想的教

材規範來看上述數種教材，則「語音」、「課文與文字」、「漢字及詞彙」、「語

法」、「句型練習」、「活動」、「文化」等幾個項目中，除了「活動」這一項以

外，其他方面大致上能符合。就課文的內容及課本上的句子來說，也有實際

生活能運用到的的部分，而所設計的問題，大抵能切合學習者所可能面臨到

的處境，從這一點來看，也符合全語言教學所強調的「自然、真實」，並且
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也多少能契合美國中小學中文學習課程目標所提出之 5C 準則之「通溝

（Communication）」、「文化（Cultures）」等準則。

觀上述之臺灣閩南語教材之編輯，雖能知道編輯者欲往「聽說讀寫」四

大技能邁進；但筆者認為臺灣閩南語教材存在著兩個難題，使得臺灣閩南語

在「讀」和「寫」上難以推展。此兩個問題，其一為「羅馬字的拼寫法」與

「漢字的書寫規範」在臺灣還尚未有一定共識；其二為臺灣絕大部分民眾不

會使用臺灣閩南語羅馬拼音與臺灣閩南語之漢字，即便學生學了，在臺灣當

地也不見得能順暢使用。

就臺灣當地對臺灣閩南語的規範化而言，臺灣教育部 2006 公布「臺灣

閩南語羅馬字拼音方案」，2007 年公布第一批「臺灣閩南語推薦用字（漢

字）」，但民間還有其他羅馬字拼寫法與漢字書寫習慣。在羅馬字拼寫法中，

以「教會羅馬字」較為人知，此外還有「臺灣閩南語音標系統」、「臺語通用

拼音」等拼音系統。在普遍性不高，且系統紊亂下，要將臺灣閩南語推向外

語教學，勢必滯礙難行。

在漢字書寫方面，也可以發現類似問題：目前臺灣教育部於 2008 年開

放線上辭典「臺灣閩南語常用辭典」並採用「臺灣閩南語推薦用字」。然此

「臺灣閩南語推薦用字」尚未廣泛用於對外臺灣閩南語教材中，民眾對臺灣

閩南語的文字系統之認識仍然不足。在上述教材中，有些教材的漢字課文中

出現幾個空缺，或以羅馬字代替；甚至相同的詞語在不同書籍上也可能使用

不同的漢字，這些問題都會阻礙學習。而臺灣一般民眾長期接受華語（國語）

教育，對於臺灣閩南語該如何書寫，羅馬字拼寫法為何，也是不清楚的。學

生學習後能在何處使用？ 遇到困難時，除了老師以外又能求助於何者？

這些實際之語言使用問題，無不考驗臺灣閩南語的對外推行。

暫且不論臺灣閩南語在對外推行上困難，單就上文提到的幾種較為完善

的對外臺灣閩南語教材來看，可以發現這些教材的編輯取向並不要求學生的

華語程度。換言之，日本出版之教材是以日語撰寫的；臺灣出版之教材，考

量多數學生較能理解英語，因此以英語撰寫。這種忽略華語8，以學生母語
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為編輯取向的教材，固然適合零起點或無華語基礎的學習者使用，即學生可

以透過母語直接學習臺灣閩南語；但從臺灣之華語中心與日本之中國語文科

系的排課順序以及授課時數而言，使用這一類的教材並不能善用學習者具備

的華語優勢。

若華語教學體系下的學生總是使用上述教材，很可能將華語與臺灣閩南

語完全分開來看，不懂得利用華語基礎系統性地學習臺灣閩南語，如此可能

需費盡心力學習。且若不借助華語學習，則臺灣閩南語宛如一個全新的語言，

一週僅 1 到 2 個小時似乎不太足夠，一年下來的收穫較為不足。

這類教材雖然能減少華語與臺灣閩南語兩種語言之間的干擾，但是，就

目前的情況而言，臺灣閩南語總是安排在華語課程架構之下，如此安排，說

明課程設計者認為學習臺灣閩南語應該要有華語基礎或者認為學習臺灣閩南

語可以借助華語基礎。反過來說，若無法好好將華語和臺灣閩南語之間做出

系統性的整合，似乎失去了課程安排者的用意。

筆者認為，作為一種漢語方言，臺灣閩南語的詞彙、語法、發音等各種

方面與華語有一定程度的相似性。若學生已有華語基礎，學習臺灣閩南語的

確可能有事半功倍之效。想在一定時間內讓學習者達到一定的學習效果，應

該要更有系統地連結兩種語，才能讓學生觸類旁通，這也才符合 5C 準則中

的「貫連（Connections）」與「比較（Comparisons）」兩項準則。更重要

的是，臺灣當地民眾在生活中總是同時混用著華語與臺灣閩南語，教材若能

兼顧此二者，似乎更能貼近臺灣當地語言使用實況。

上文提到的教材中，《外國人學台語 入門篇》較能連結華語與臺灣閩南

語，此教材之生詞解釋以及課文翻譯，皆含有華語及英語兩項，並且附有臺

灣閩南語漢字；因此，學習過華語的學生，若能抓住華語和臺灣閩南語之間

的規則，學習起來會更加便利。但此書的漢字規範仍不符合當前教育部的推

  8 除了《外國人學台語》外，雖然也有一些帶教材帶有華語，但總是將華語當成

解釋說明，反而缺少與臺灣閩南語拼音對應的漢字，如此一來，學生便難以練

習讀寫，生詞也難以記憶。
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薦用字，亦有漢羅併寫的現象。無論如何，有華語基礎的學生學習臺灣閩南

語時，若可以連結華語，才不會脫離華語中心以及中國語文科系的教學核心。

綜上所述，筆者認為，臺灣之華語中心以及日本之中國語文科系既是以

學習華語為核心，那麼臺灣閩南語的課程，若能借助華語基礎，設計一種與

華語有系統性結合的課程，將可能帶來更好的學習效果，而這也是對外臺灣

閩南語教材可以再深入發展的部分。

4．結　　語

臺灣家庭使用語言，以華語及臺灣閩南語二者居多，且二者可能是交替

使用，而非分開始用的。然而，大多數臺灣民眾並未學習過臺灣閩南語漢字

書寫規範與羅馬字拼寫方法，而這也導致在落實臺灣閩南語教學的過程中，

學習者無法學以致用，學習者學習上的難點也難以解決。

儘管臺灣閩南語與華語之間的差異程度並不小，但作為漢語方言的一

種，臺灣閩南語的許多詞彙、語法、甚至發音皆與華語有一定程度的相似性。

當代的語言教學指出，良好的語言教學應該兼顧「聽說讀寫」四項技能，同

時也要考慮到語言的真實與自然面貌，讓學習者沉浸於目標語言當中。對外

華語教學理論相對於臺灣閩南語而言，是較為完整的，再加上同為漢語系 

統；因此，筆者認為進行對外臺灣閩南語教學時，應該可以參考對外華語教

學的理論。具體來說，對外臺灣閩南語教學，也應該重「聽說讀寫」四項技

能，並營造真實且自然的臺灣閩南語之語言情境。在實際教學上也應該考慮

到「語音」、「課文與文字」、「漢字及詞彙」、「語法」、「句型練習」、「活動」、

「文化」等對外華語教學中所強調的項目。

然而就教學的實際現場來看，對外臺灣閩南語教學無法像華語教學一

樣，有充足的授課時數以及完善的練習時間與空間，這是因為目前的對外臺

灣閩南語教學大多安排在華語教學的其中一環，且不是必經的一環。不論是

在臺灣之華語中心，或是國外（本調查以日本為主）中國語文科系，臺灣閩
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南語課程都是一門選修課，一週上課時數多則不超過 2 小時，少則 50 分鐘；

且臺灣之華語中心三個月為一新學期，每學期無法繼續銜接，因此授課時數

更顯得貧乏。此外，臺灣之華語中心在有限的授課時數下，反而不似日本使

用完善的教科書授課，使得教學品質又壓縮了不少。日本方面，日本之中國

語文學科之臺灣閩南語課，雖然一週上課 90 分鐘，相對較高；但畢竟在非 

母語環境，又受到大量華語課程的影響，學習效果多少也會受到影響。

在這樣的教學架構下，如何善用有限的時間達到最好的教學或學習效

果？ 筆者認為，既然臺灣閩南語列為一門華語教學體系下的選修課，教學

者不妨以此為出發點，利用此基礎來強化教學。學生既然是華語學習者，那

麼應該可以就華語和臺灣閩南語的異同連結兩種語言，進行兩種語言在「發

音」、「詞彙」、「語法」以及「慣用法」和「書寫形式」等方面的連貫與比較。

如此有系統地將兩種語言結合起來，不但可以讓學生更為簡便地吸收臺灣閩

南語，更不會把華語排除在外。在學習臺灣閩南語的同時，可以一併掌握漢

語的特性，這種作法不僅讓華語教學體系下的臺灣閩南語教學，不違背原始

出發點，更恰好反映出臺灣的語言使用現況，即華語與臺灣閩南語混合使用

的情況。

但若要將上述之教學形態付諸實行，首要之務是要有一套適切的教材。

筆者認為，目前無論是臺灣或是國外（日本）的對外臺灣閩南語教材，皆較

適合零起點或無華語基礎的學習者使用，尚缺少連結華語和臺灣閩南語的關

鍵部分，關於這一點，則尚待教學者或教材編輯者的努力。目前拓殖大學的

公開講座（拓殖大学オープンカレッジ）中的「台湾語」課正嘗試使用這樣

的教學法，並著手編輯連結華語與臺灣閩南語之課本。教材如下圖 15。

圖 15　拓殖大學 2014 年公開講座課程「台湾語」使用教材（節錄）
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此公開講座之「台湾語」課程尚成立不久，長期下來，教學成效如何，值得

教學者與教材編輯者繼續關注與研究下去。
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�論 文〉

対訳日本語教材における

伊沢修二の教育観とその台湾語の文体

渡 邉 俊 彦

要 旨

日本統治下の台湾で使用された日本語の教科書には，台湾語の対訳文が記載

されていて，その台湾語にはある程度一貫した特徴が保たれている。そこで本

稿は，その台湾語の対訳文に見られる特徴について，第二節でまず伊沢修二の

教育観を踏まえ，第三節で文体論の視点から『台湾適用国語読本初歩上巻（明

治29年発行）』の対訳文を考察することによって，伊沢の教育観が作り出した

とも言える当時の教科書における台湾語の特徴を明らかにすることを試みた。

考察の結果，本稿では，当時の教科書における台湾語の特徴のひとつとして，

日本語の特徴が台湾語文法に溶け込んだと見られる「的＋単漢字」と，文頭

「又」により構成された文を例に挙げ，日本語が漢字を経て台湾語に対訳され

たのみにとどまらず，台湾語の中に日本語の特徴を吸収させていた可能性を具

体例とともに指摘した。また，これと同時に，伊沢の考える教育観の方向性は，

語彙・語順といった，当時の台湾住民が日本語を操る上での語感，あるいは台

湾を統治する側である日本人が台湾語を操る上での語感を，漢字の順序により

視覚的に表すことでもあった点を指摘する。

キーワード：�南語，文体論，日本統治時代
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1．研究の背景と目的

日本の台湾領有後，台湾総督府民政局学務部は言語の統一に関する植民

地政策を実施した。その政策では，台湾人への国語（日本語）教育はもと

より，台湾経営を担う日本人は台湾語を理解することが重要だとする総督

府の考えのもと，台湾語に関する調査も行われた（1）。また当初，総督府民

政局学務部部長であった伊沢修二は，日本と台湾は「同文・同種・同教の

地として，漢字と言う利器が効果をもつ（上沼，1962，69）」という点に

着眼し，互いが有する漢字文化を軸に教育を実施するという考えから，当

時の日本語教材や台湾語教材といった教育を目的（2）とした書籍において，

漢字表記による台湾語（文）（3）が記載されている。後に伊沢が，日本国内

の漢字廃止又は制限の是非について提言した際にも，

夫漢字者東亞五萬萬生民，賴以交換思想，惟一之利器也。若可得而廢

之。則其暴何啻幾千百倍秦皇焚書坑儒之暴。（伊沢，1906）

と主張しており，この一文からも，東アジアにおいては漢字が重要である

とする自身の考えは，相当強かったことが伺える。

さて，その方針から生まれた教科書では，台湾語は対訳と呼ばれる方法，

つまり，原文の日本語に対し漢字を用いた台湾語の訳文を並列させる手法

により出現する。こうして統治初期の日本語教育は，外国語教育では特に
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3．1． 理論的背景及び翻訳による文体形成

3．2． 日本語表現の付加

3．3． 語順の強調

3．4． 小括

4．結論



対訳法や翻訳法と呼ばれる，学習者の母語へ翻訳され教えるのが主流となっ

た（関，1997・木村，1973）。一般的な翻訳と言えば，原文の面影は残さ

ず，言い換えれば直訳臭のないかたちで訳されるが，一方でこの対訳法で

は，原文の特徴を持ち合わせた，言わば特殊な文体であることは伊沢に関

する先行研究（木村，1975等）でも既に指摘されている通りであり，伊

沢の教育は，一見すると当時の対訳法を用いた教育の単なる一例に過ぎな

い。

次に，簡潔ながらも年代に沿いその対訳の例を挙げると，明治28年の

『日本語教授書（台湾総督府民政局学務部発行）』では，「（単文）あなたは

ほんをよむことがすきでありますか」の対訳として「汝書讀的事好麼」と

の表記が見られる。明治29年『台湾適用国語読本初歩上巻（台湾総督府

民政局学務部発行）』には，「（文頭）今，みなさんに，本国のはなしをい

たしましょう。」「（文中）この山を那須岳と申します。那須岳のように，

つねにけむりをふきだしておる山を，火山と申します。」の対訳として，

それぞれ「今要，與恁大家，講本國的話。」「此個山，是叫做那須岳。相似

那須岳的樣，常々噴出火烟的山叫做火山。」等の，特徴のある台湾語が見

られる。翌明治30年『書牘文教授書下巻（台湾総督府民政局学務部発行）』

には「ソノゴ，一シウカンスギテモ，ナンノサタモナク，」を「以後，差

不多過了一週間尚未作。」としている等，やはりある程度一貫したスタイ

ルを保っていることが見て取れる。

日本語教材中における台湾語について洪（1992）は，これら台湾語が台

湾人の日本語への理解促進のために記載されたものであると述べ，賴

（2012）はその考えを受け，これら台湾語文は台湾語の規範を必要とする，

日本人を対象とした台湾語学習用文章として見た際，その価値は低いとい

う見解を示し，台湾語教科書としての研究対象からそれらを除外している。

そして，当初の国語教育指導要綱（台湾総督府民政部学務課，1900）をみ

てもその台湾語の用途はあくまで日本語理解を助長する目的のためと明記
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されており（4），台湾語の文章表記法を確立したり，模範的な台湾語を制定

したりしようとしたとは言い難い。

しかしながら，このような台湾語は，当時は台湾のみならず日本国内で

も文言一致がなされていない状況の中，表意文字である漢字を共通文字と

して生かそうとする伊沢の教育方針，それに言語学者として小川尚義の主

張及び提案（5），また大前提である統治を目的とする総督府の方針等とが交

わり，不安定要素をベースとしながらも徐々に形成されていった。その台

湾語は，表記面において当然ながらその根底に『�鏡記』等の�南文学の

流れを組んだ文体ではあるものの，日本人の手による教育が目的である文

章であるため，一定の特徴を有していた。実際，総督府民政局学務部が発

行したそれら教材には，その日本語にも様々な工夫が施されていた（6）。

台湾語をめぐる課題への報告は，歴史問題や政治・地域問題・言語政策

とアイデンティティーとの結び付きといった，言語を取り巻く社会問題，

の性格を持つアプローチが主であった。更にはこの台湾語文は前述のとお

り，その形成においては�南文学・漢文の延長線にあるものと見なすのが

妥当であり，日本統治時代に突如登場した文体ではない。したがって，そ

の全貌を一度に見ようとした際に，さかのぼるべき前提が多く分析に困難

を生じやすい。そこで本稿では，これら台湾語文の特徴を文体論（語言風

格（7）・Stylistics）の視点から考察することで，統治下の教育を目的とし

た際に生まれた統治時代の「教育台湾語」（8）とも呼べる文体の特徴を探り，

かつて「日本語の理解を助長する用途に過ぎ」なかったとされる台湾語文

の文体を再確認することを目的とする。その為に，伊沢の提唱していた対

訳法の教育観に言及し，台湾語文の文体が形成された背景を整理し，その

後，対訳と呼べる文章体が多く出現した最初の教科書と言えるであろう

『台湾適用国語読本初歩上巻（台湾総督府民政局学務部発行）』（9）を主たる

分析対象とし，文体を探討する目標をたてた。これを通じて，この時期の

教育台湾語文とはどのようなものだったのかを考えることは，今後の研究
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課題でもある当時の台湾語教育解明への若干の手がかりとして有益である

と考えられる（10）。

2．伊沢修二の対訳法とその教育観

統治時代，台湾人に日本語を教授するという事は，一種の外国語教育で

あったといえる。伊沢は，「国家教育の輸出」とそれを称していたが，同

文・同種の地台湾において，漢字は日本と台湾における共通の文字であっ

たが，やはり両者の言語文化の違いは，日本の教育をそのまま実施するこ

とを妨げたため，初期の教育は外国語教育の様相を呈していた。

一方，同文・同種であるはずの台湾において，直面した目下の言語文化

の違いという問題への認識を，伊沢は次のように記した。

第一に不自由を感じましたのは言葉なのでございます。是には誠に困

りました。其言葉の通じぬと云ふのは臺灣の住民にして日本語を知っ

て居るもののあるべき道理はなし。日本人にして臺灣普通の語を知っ

て居た者は一人もない。（※中略）如何にして吾々の思想を新領地の

人民に傳へたかと云えば，僅に此方には北京語を知って居る通譯官が

あり，彼方には臺灣の住民の中に又た北京語を知って居るものがあっ

たら，北京語を媒介にして，互いに北京語で話し合って，それを初め

て臺灣の土語と云うものに譯を重せて，不十分ながら互の心情が通じ

たと申すやうな次第であったのであります。（伊沢，1898,24）

事実北京語を介していたのだから，伊沢の言うところの不自由が，どれ

ほど不自由であったかは想像するに難しくない。つまり，これらの状況の

示すところが，台湾を統治する側である日本人が，台湾語の習得を必要と

した最大の起因ともなり，日本語が台湾の地で一定のレベルにまで普及す
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るまでの間，言語環境を整備するため，いわば土慣らしの如く行われるこ

ととなる。

具体的には，明治29年2月に『新日本語言集甲号』を出版（11），同年5

月には土語講習が開始（12）され，その後同年11月には『台湾十五音及字母

詳解』で，台湾語の発音系統を整理，且つそれに仮名を用いた発音表記法

を提唱する。この一連の日本語教育のために行われた台湾語研究の進展こ

そが，同文・同種であるはずの台湾において，かなりの苦労が根底にあっ

たことを思わせ，且つそれにより蓄積された経験は，次の段階として伊沢

の教育観と融合しつつ教育面へ具体的なかたちを残していったと考えられ

る。これらの背景を踏まえて作成された『国語読本初歩上巻』は，その教

科書本文にも，言語のみならず，台湾と日本の文化面の比較を体感させる

文化教材の一面をも持っていることからも（13），日本の国語教育の直輸入

ではなく，教育者伊沢による一定の加工がかっていたことを我々は知るこ

とができる。

さて，この伊沢の教育観を直に表していたとも言える加工についてであ

るが，それには日本が今で言ういわゆる漢字文化圏に属し，かつて日本は

漢文を学問とし中華文化を広く吸収してきた，という背景があることが当

然ではあるがやはり大きい。もし日本と台湾のいずれかが漢字文化圏に存

在していなかったのであれば，伊沢の教育観は全く異なるものに仕上がっ

ていたことになっていたであろう。

まず，時代背景から得られる前提として，当時日本の知識人の漢文理解

は，現代の我々の想像を超えているという点である。現代の感覚と言葉を

以って「漢字を軸とした『日本語』と『台湾語（ないしは）中国語』」の

二者を見て，言語としてどれ程似通っているかと想像したのならば，少々

曖昧模糊な印象は否めない。言語というものは，常にそして静かに変化を

遂げているものであり，かつて王（1985）は，漢語にも欧文の影響を受け

た語法の使用が見られる，と説いた。つまり，我々の日本語も伊沢の時代
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からすると必然と変化を遂げていることは言うまでもなく，また，漢字を

軸とした伊沢の方針も，現代の感覚からする日本語と漢語の二者に対する

距離感とはやや異なっていたことを意味する。

次に，漢字を有することが共通的背景という前提をした場合，この要素

の有無は言語教育において教育の成功の是非を左右する重要な項目のひと

つとなり得る。張（1983・1990）はその背景にあるとされる言語文化を

「知識文化」と「交際文化」の二者に分け，言語を教育する際，文化的背

景が言語の理解へ影響し得る要素を次のように説いている。

前者の知識文化とは，異なる文化を有する両者が意思疎通をした時，そ

の各々が有す文化的背景が，外国語の語彙や文への理解へ影響を及ぼさな

い層にある文化のことだと言う。社会政治・経済・文学・芸術・歴史・哲

学・科学技術等がそれらに当たるとされており，知識を身につけていれば

異なる文化を有していても互いにコミュニケーションが成り立つことを意

味する。

後者の交際文化とは，互いの文化的背景を理解していない際に，意思疎

通に影響が出るレイヤーにある文化のことである。社会的風習・生活習慣・

思考や行為の約束事といった，非言語的要素をも範囲に含む文化的背景が，

コミュニケーション時に影響をおよぼすことを指す。

台湾人が日本の服を着て教養を有したのならば，日本人と見分けはつか

ない，と台湾のことを伊沢はかつてこう説き，日本人と同レベルを有しう

る可能性がある文化的地域と称していた。これは，台湾人の有する言語文

化について，漢字・漢文を含む知識文化が日本と共通項を多く有しうる台

湾であるからこそ，という絶対的前提があったと考えられる。それを礎と

し，台湾言語文化に日本言語文化をかぶせようとする教育の上に，対訳法

が生まれたと考えると，両者の共通項が多いがゆえ，差異点をコントラス

トする。そうすることで，台湾人が既に有する漢字をめぐる知識の中にあ

る日本語との差異点を浮き出させることにより教育の効率化を図る。こう
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した教育方針が出来上がり，伊沢の言わんとするところは実に理にかなっ

ていると考えられる。初期の指導要綱『日本語教授書』で，台湾語文によ

る対訳から意識的に両言語の語順を明確にさせようとしている工夫からも，

知識文化中の共通項と相違点を，文字によって視覚的に表していると捉え

ることができる。アメリカ留学経験を有する伊沢のことであるから，台湾

と日本の言語文化面での差違は，西洋と東洋のそれと比べると実に近い物

と見えたに違いない。ならば，その文化的距離が近い物同士，言語を対比

し対訳し比べるといった方法，言わばまちがい探しのような視覚的直感を

つく方法により，その違いを体感させるという発想につながったのではな

いだろうか。ただ，このように「まちがい探し」と比喩めいた表現をして

しまうと，論点としていささか信憑性に欠けると捉えられるかもしれない

が，この伊沢と視覚的なアプローチといった発想との接点は，決して唐突

なものではないと考えられる。その根拠となるものは，以下に述べるとお

りである。

伊沢が渡台前に残した功績として，発音に関する当時としては異色な研

究がなされていたという事実があり（六角，1984），その研究の成果とし

て，目に見えにくいとされていた「発音」，つまりはその音声器官の運動

とその動作を，視覚的に表記し，まとめあげて「視話法」を作り出した。

その一方で，近代音楽を日本の学校教育へ取り入れ，その音楽教育の成功

とは，教育を受けた者が教育を施すことを意味する（14）と述べている等，

伊沢は自身の揺らぎない教育観を持ち合わせる教育者であると同時に，言

語，とりわけその「音」に関する部分に，非常に敏感且つ広き研究視野を

有する学者であったことがわかる。

これまで言及されて来た伊沢の漢字漢文を軸とした教育と言うと，同じ

漢字という視覚の角度でも，どうしても「字」そのものを軸とした共通項

のみに意識がとらわれがちにならざるを得なかった。なぜなら，伊沢自身

も，「日本と台湾両言語の違いは漢字の字音だけ」と記してはいる。しか

―176―



し，実際に彼らが作り上げた教科書を分析していくと，「言語『文化』に

共通項の多い日本と台湾」が前提となり，そこにまつわる各々の「知識文

化」のことを「漢字を軸」としていたと考えられる可能性があることが見

えてくる。

統治当初，台湾言語文化を背景とする台湾人が，日本人と日本語を用い

て意思疎通を行う環境を整える（つまり教育実施の）際に，伊沢の考えた

漢字という軸が，どのような言語文化面に存在し作用していたかは，当時

の伊沢の教育観のもとに存在した教科書の台湾語文の特徴を分析していく

上で軽視できない課題である。この点について本稿では，伊沢が対訳法を

考えだした教育観とは，現代で言うところの言語文化，とりわけ知識文化

における共通項の中に存在する日本と台湾両言語間の差をコントラストさ

せ，その差をより明確にさせることであったということを指摘したい。そ

してこれは結果的に，日本語教育の政策として台湾人に学習効果を期待し

たばかりでなく，当初の日本人に台湾語を理解させたことへの，いわばリ

バーシブルな方向性をも備える教育観であった可能性につながる。

さて，伊沢の総督府教育部学務長就任期間は明治28年5月から明治30

年7月の間である。この間，教育と台湾語文に関する記載が見られる発行

物として指導要綱に相当するものが存在し，明治28年『日本語教授書』

が初期のものであり，伊沢退任の年である明治30年12月には『台湾公学

校国語教授要旨』が発行されている。『台湾公学校国語教授要旨』は，伊

沢退任後の5ヶ月後の発行であるものの，その教育における台湾語の扱い

において，根本的部分は明治28年『日本語教授書』と通ずる箇所があり，

伊沢の方針と完全に無関係であったとは考えにくい。教科書における台湾

語文は，前節において「日本語の理解を助長するためのもの」であったと

述べた。『日本語教授書』では，そのことについて，

此ノ如ク臺灣語ニ訳スト雖モ決シテ之ヲ其僅寫シテ誦讀セシメズ必ズ
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日本文ニ漢字ヲ傍書シタル前ノ例文ニ就キテ土語ヲ口譯セシムベシ。

（台湾総督府民政局学務部，1895,11）

とあり，授業計画として，理解の導入段階で台湾語を媒介させることを模

索していたことがわかる。また，ここでは「口譯」と記されてはいるが，

同書の対訳例では，日本語の語順に即しているため台湾語・漢文の規則に

馴染みのない表現が出てくると諸言で断っており（15），そのまま対訳を読

み上げ，それを口語訳としていたとは限らない。この点からも，教育の現

場で用いられる台湾語（文）が，日本語と日本語語法を主たる出発点とし

た独自の形態を有すものであったことが想像できる。後の『台湾公学校国

語教授要旨』では，台湾語の扱いは更に明確なものとなっている。

初ハ，已修ノ國語ニ乏シキ為國語ニテ述ベ難キ土語ヲモ交ヘタレド第

二巻以後ハ力メテ之ヲ避ケタリ。（台湾総督府民政部学務課，1900,

25）

学習初期段階における日本語理解度の不足を補うための手段としての台

湾語は，日本語の上達とともに使用を避けるべきとしている。「対訳」と

いえども，それは台湾人への日本語教育に限って言えば，その文字「対訳」

の意味するところは，相互参照とは言えず，一方通行であったことが伺え

る。このことからも，伊沢が対訳と名づけた所以は，決して日本語教育の

みに限ってはいなかった可能性を示唆し，日本人に対する台湾語との対照

をも意識していた点，更には日本人への台湾語教育をも模索していた点を

否定しにくくすると言える。

以上を踏まえると，対訳法は知識文化を共通項に持つ日本と台湾におけ

る言語を対照させる作用に優れていたと評価できるが，結論で述べるよう

に交際文化の欠落を招かざるをえない台湾語文の文体の一要素となり，次
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節以降で指摘する特徴を残して，文章へ現れていくこととなった。

3．伊沢の教育観を反映した台湾語文の文体

3．1． 理論的背景及び翻訳による文体形成

以上で見てきたような伊沢の教育観が作り出した台湾語文は，第一節の

例に挙げた通り，日本語的ともとれる要素を含む表現が見られる。これは

日本と台湾が，言語文化の中に漢字を軸とする共通項が多く存在する点に

着目した伊沢の方針を視覚的に表したところであり，統治する側である日

本人に相互参照の利便性を持ち合わせるための政策であったためとも思わ

れる。この統治時代という時代背景と伊沢の教育観，更には漢字文化圏に

属する日本と台湾の置かれた地域背景とを踏まえた上で，台湾語文の特徴

を見ていく際，筆者は文体論（言語風格学・Stylistics）の理論に当ては

め分析することで，その時代伊沢の教育観を反映した台湾語文に存在する

特徴を見出そうと試みた。よって本節では，『国語読本初歩上巻』を文体

論の理論と，前節で述べてきた時代及び地域背景，そして伊沢の教育観を

もとに，これらを分析していくこととする。

理論的背景について，まず竺（2001）によると，広義における文体論の

研究対象は，文学作品だけではなく，所謂非文学言語（16）も分析の範疇に

入るとしている（17）。先に挙げた，王力の現代漢語における欧化の語法も，

ある文体の中にそれが頻繁に使われていれば，一種の文体的風格とみなす

ことができる。この文法の欧化と文体についてであるが，これは翻訳と深

い関わりを持つことが指摘されている。例えば，現代漢語の副詞的修飾・

状語の類は，人々の動作や状態を動詞に付加する功能であるがため，文学

作品に頻出することが多い（劉等，2007）。だが，「地」を伴う状語の文法

現象は，本来漢語には存在せず，・Heworkscarefully.・といった英語の

副詞表現をそのまま生かし，「他很用心地工作。」と翻訳したことによる論
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説がある（王，1985・竺，2001）。よって，英文学作品を中国語に翻訳し

た時に，「地」が頻出するといったことが考えられる。思果（2008）はこ

のように翻訳が起因する風格的文体形成について，中国語の白話文は決ま

りがないのでなく，（中国語の）質の低い翻訳文が中国語文法に影響し，

翻訳は白話の決まりを守らない習慣があると指摘する。つまり，中国語以

外の言語を中国語へ翻訳した時，現代においても，原文の影響は少なから

ず出る可能性があるというわけである。そうした中でこの「地」による状

語は，年月を経て，標準文法としての市民権を得た。教科書が編纂された

統治時代では，日本語と台湾語両者共に，言文一致が確立されていなかっ

たのであるからして，こういった翻訳による言語形成は，現代のそれより

大きかったことは予想がつく。

このように，言語学における文体の研究対象及び方法は，語彙や語法を

取り巻く現象（18）を客観的に分析し，符号としての言語を論理的にまとめ

ることを目的としていて，「文芸風格」から作品の美を追求する「文芸風

格学」や，修辞学（Rhetoric）とはその対象を別とする。

また，『語言与語言学辞典』（黄等訳，1980）における定義では，応用言

語学の範囲から文体を分析し，その言語又はその作者に特有する言語様態

を研究することを指す，としている。同時に，ここ近年では対話解析

（Discourseanalysis）や，用いられた言語が模範とされる標準語からど

の程度逸脱しているか，といった方向へその焦点がシフトしつつあると言

及している（19）。標準語からの逸脱については，例えば，現代台湾文学に

�南方言を基とする語彙・語法が頻出し，それを，方言を用いないで記述

したとするならば，地域背景の要素が言語に現れなくなる。この時に出て

くる表現上の差異を，文体的特徴（言語風格）としている。

以上のことから，本稿の目的に即し，教科書という非文学言語文体の特

徴を，伊沢らの教育観を根源とし見ていく上で，言語風格学の定義が適当

な立場にあると判断し，その理論背景を前提とし分析を進めていくことと

―180―



した。分析対象は前述のとおり，『台湾適用国語読本初歩上巻』の台湾語

文であり，方法は竺（2001）を参考とし，主に該当書の教育台湾語文の語

彙・語法を分析し（20），欧化ならぬ「日化」の見られる項目を挙げ考察を

試みた。その際，対訳法の教育観からの反映をより深く考慮したいがため，

分析部分には日本語文からの影響，並びに結論部分では知識文化及び交際

文化の点についても言及した。

3．2． 日本語表現の付加

漢語において，「的」によって名詞を修飾したり，その名詞を名詞句化

したりすることは，基本的な文法要素のひとつである。現代漢語では，こ

のような文法現象について，その功能から，「名詞片語 ・NP・」が「的」で

構成されるものとし，2つに分類できる（黄訳，2008）。一つは，「漂亮的

女孩子」といった類を代表とする形容詞を付属させる功能であり，もう一

つは「那是我給�的書」といった類を代表とするフレーズを名詞化させる

功能を有する修飾のかたちである。台湾語文においては，そういった現代

の用法に準じ「的」により構成された名詞修飾が当然ながら出現している

が，特にその中でも，「的＋単漢字」の形式を用いた語句の頻出が，この

文法事項に関する台湾語文の特色と言えよう。またそれは文末によく置か

れる。これら「的＋単漢字」の形式は，計469句からなる台湾語文のうち，

77句で使用されており，その出現回数は，最も多かった「～の物」に対

する「的物」で38例，次に「～の様」に対する「的樣」が17例，続いて

「～の事」に対する「的事」で12例となっている。この三種以外にも，

「～的話」，「～的用」，「～的害」，「～的日」，「～的語」も少数ながら存在

した。

まずは，「的物」の形で表された箇所を例に取り，「的＋単漢字」で構成

された実例を見ていく。
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� 食桃仔的時候，彼個中央裡有堅定的物。彼個是甚麼。（6,桃仔（21））

� 從前，在食葉的青蟲，怎樣，變得此樣美的物，實在自己，叫做奇

怪，也無別項的語。（141,蝴蝶）

� 又母花蕋的圍内，有相似線的細細長長的物。（80,碗花）

上記3例は，それぞれ�「カタイモノ」， �「コノヤウナリッパナモノ」，

�「ホソナガイモノ」の対訳としている。これら日本語中の該当部分では，

形容詞が名詞を修飾した際に，台湾語文「的」に相当する文法事項が，形

容詞の語形変化のみによって表され，「的」や「の」といった形式では現

れない。即ち，日本語を漢字に置き換えただけでは，その対訳文は「堅定

物」，「此樣美物」，「細細長長物」となりうる。日本語の語順を示すことが

目的であったのだとすると，これで用が足りてしまうことも否定出来ない。

だがしかし，これでは日本語でもなければ，台湾語でもない，言わば単な

る漢字の羅列となってしまう。他方，完全に漢語の表現習慣に即し，それ

を翻訳したのならば，今度は日本語との対照が難しくなる。そこで，「モ

ノ」が有す語感や言い回しを，視覚的に表そうとすることが目的という前

提を仮定してみると，台湾語の文法規則に準じた上で日本語の「モノ」を

漢字一字「物」へ置き換え，台湾語文の中に溶けこませる手法であった可

能性として，これらの現象を見ることができる。

続いて，フレーズを名詞化させた修飾の例を見ていく。

� 此隻袋鼠，從濠太利亞，帶來的物。（61,動物園―相続）

� 只是，食工蜂採集了的物而已。（95,蜜蜂）

� 此號，是公蕋，彼個花面，連在得，貯花粉的物，名叫葯嚢。（125,

金瓜）

これらも同じく，日本語�「おーすとらりやカラワタリタノデアリマス」，
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�「働蜂ノトリアツメタモノ」，�「花粉ガハイッテヲル（葯嚢トイフ）モ

ノ」の対訳である。やはりこれらも単純な漢字の置き換えではなく，台湾

語文法に準じる形で，日本語を漢字に置き換え，当てはめた可能性をこれ

らの文体から垣間見ることができる。

そして�の「從濠太利亞，帶來的物」の語句であるが，日本語中に「モ

ノ」の二文字が存在しないが，「這隻袋鼠（是）從濠太利亞帶來的（物件）。」

を日本語にしようとした際に，「オーストラリアから渡ってきた『もの』

である。」としても決して不自然ではなく，語感の面からすると，「渡りた

のであります」と「渡りたものであります」の両者は事実に対し語弊を生

まない。詳細は後述するが，即ちこれは，台湾語文では日本語的な言語習

慣をより多く反映させ，日本語の語感を台湾語から読み取らせようとした

が故，台湾語文に多くの「日本語的付属品」が付いてきたためと考えられ

る。こういった仮説で，日本語では省略ないしは他の方法で表現された際

にも，台湾語文では依然と「的物」が出現してきた現象にやや説明がつく。

やはりこのことからも，形容詞修飾句の例と同じくして，台湾語文へ日本

語の表現をできる限り漢字を軸に且つそのままにちらばせることで，表現

の差を故意に体感させようとした所為を思わせる。それは我々日本人が，

日本語文を台湾文法風に書き下した「働蜂の取り集めた『の』ものを食べ

る」を目にした際に覚える違和感と同程度の作用があったことを想像させ

る。

次に，「の様」の対訳からなる台湾語文「的樣」をみていく。

� 又街市真美，行過街市的人，無相似台灣，慢慢行，�皆相似走的

樣。此事，是因為事件皆活動，不論何人，都無閑。（33,本國的出

外一）

� 孔雀展開長尾，是不止好看。又虎，發出大的聲音，伊，要躍出鐵

籠的樣，實在，有勇猛的趣味。（70,動物園―相續）
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� 此號青蟲，相似前時的樣，身�變了，又成蝴蝶。蝴蝶，�是此樣，

青蟲，土豆仁，及蝴蝶的樣，三回變化伊的身�。此樣，身�變化的

叫做變態。（145,蝴蝶）

下線部はそれぞれ�「ミナカケルヤウニアルキマス」，�「鉄のヲリカラ出

ヤウトシテ」，�「マヘノヤウニ／あをむし，さなぎ，及蝶ト云フヤウニ」

と対応する。特記すべき点としては，「的樣」の前にある「相似」と呼応

し，「相似～的樣」の形式を以って出現していることである。先述の「的

物」では，先行する形容詞ないし名詞句が，「的」の後ろの「物」を修飾

する形にとどまっており，「相似」のように先行する単語との呼応は見ら

れなかった。したがって，「的樣」の形式は，より台湾語への文法浸透度

が高いと言え，結果として，漢語の用法に即して日本語の「の様」が溶け

込んでいる印象すら受ける。これは，日本語と台湾語における「漢字を軸

とする」共通項が，外見を等しくした漢字単語だけにとどまらないことを

意味する。

ところで，例文の中に「相似『走』的樣」がある。これは「カケル」を

「走る」と漢字対訳させ，「『走』る様に」とし，「走的様」としたとされ

る可能性を見ていく必要性もありそうであるが，台湾語では漢語「�」に

あたる表現は「ts�au」とし，日本語と等しくするかたちで「走」の字を

取る（22）。なので，日本語からの影響との境界線がはっきりせず，やはり

日本語要素は「様」への影響に言及することができるまでに留まってしま

う。

次に，「の事」による台湾語文「的事」を挙げる。

� 	大家，出外，自基隆，到函館，所以能記得了，從南方，進北方，

漸漸能寒的事，及日本帝國，有本州，北海道，九州，及四國，別外，

有加琉球，及臺灣的事情。（48,本國的出外三）
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� 雖然此號蜂，亦有時出�，決斷一定無做採集花粉及花蜜的等的事，

只是��而已。（96,蜜蜂）

� 雖然有時，同時出�的事，彼個時候，大先相�。（110,蜜蜂―相

續）

上記例はそれぞれ，	「（南カラ，北ノ方ニススメバ、）ダンダンサムクナ

ルコトト（略）コトヲオボエマシタカ」，�「ケッシテ花粉ヤ花蜜ヲアツ

メルコトナドハシマセヌデ，タダアソブバカリデアリマス」，�「（トキト

シテ，）同時ニカヘルコトガアリマスガ」の対訳であり，日本語の「コト」

と対応する。ここで考察すべき点は，これら台湾語文における「的事」は，

本来省略しても意味に大きな影響を持たない。即ち，日本語的表現を考慮

しないのであったのならば，これらをそれぞれ「從（對）南方進北方漸漸

能寒（會漸漸變寒）」「決斷一定無做採集花粉及花蜜」「雖然有時同時（齊）

出殼」等にして，頻出する「的事」の形式をあえて用いないこともできる。

例えば「週末図書館が開かないことを知っていますか？」に対し「
敢知

影圖書館周末無開？」を，この点を踏まえ対訳すると「
敢知影圖書館周

末無開的事？」とすることができる。「的事」即ち「的事情」を付加する

と，「この事柄・事実を知っていますか？」との意味が強まり，厳密にい

うと両者が実際の会話文で持つ意味と脈絡は必然と異なってくる。しかし，

教科書文の対訳を見る限りでは，このようなニュアンスの違いを大事とす

る要素は無く，やはり，ここでは日本語の特色を台湾語文にも持たせるた

め，故意的に語句へ「コト」のニュアンスを持たせ，このような形式をとっ

たためであると考えられてくる。

だが一方で，これら「的事」を全て省略できるかと言えばそうではなく，

「及臺灣的『事情』」のように，「事情」と意味を同じくして使われる，省

略不可な「的事」も存在する。以下がその例である。
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� 秧仔，移去播田裡，着認真耕作。我，自此要講耕田的事。（152,

稻仔）

� 此號蝴蝶的事，後行要講。（32,金瓜）

� 此號蟲，怎樣，做彼樣真美的物，真正，是奇怪的事，是不是。

（184,蠶仔）

これらは，外見上は前述の「的事」と似ているものの，漢語との境がはっ

きりしないため，用法からすると完全なる日本語化した語法であるとは言

い難い。更に，この類は該当部分に「關於」を付けることで，「的事」を

省略することができるが，その双方を同時に省略することは自然ではない。

これらの点については，前述「的樣」のように，日本語的用法が台湾語

文に溶け込んでいるとも言えそうではあるが，一方で，日本語と全く関係

を持たぬ漢語本来の用法である可能性も，やはり境がはっきりしないが故

判断がつきにくい。だが，いずれにせよ，境が見えぬ部分はまさに共通項

である。なので，これら省略のできない「的事」のような類は，教科書の

目的に即して言えば，排除するよりも積極的に取り入れるべきであったと

言え，日本語と形式を揃え，頻出させていたとも考えることができる。

3．3． 語順の強調

漢字を共通項とする両言語の相互対照を意図としたが故，日本語と台湾

語文の語順を故意に揃えたとされる箇所がある。特に，語頭の単語を日本

語と台湾語文で等しく揃えることにより形成された語句が特徴的と言え，

語頭の主語や主題を揃えて対訳することにより，日本語で省略することが

自然とされる主語を，台湾語文の文頭でそのまま省略し，その結果，前後

のつながりが日本語的になり，やや不明確と言わざるを得ない箇所等も見

られた。文頭に関し，この他にも，「コレハ，」で始まる箇所を「此」や

「此事」といった対訳をしたり，「今，」の対訳を日本語と等しく「今」一

―186―



文字としたり，やはり文頭を揃えたと思える，特徴的な文が見られた。

これら文頭に関する現象の中でも，特に，日本語の接続詞「又」を文頭

とした語句の台湾語文である「『又』字句」が，語順の強調を所以とした

影響として，文章風格に強く反映し出た例である可能性を指摘し，ここで

は考察を試みる。下記にまず例を挙げる。

� 又鳳梨，小笠原島有而已，其餘，不論何處，都無。（19,本國的

出外一）

� 又在本國，雖然彼號花，大概，是自七月初，至九月間開的。在臺

灣，一年四季，花在得開。（74,碗花）

� 又此號蟲，有讚美的事，是從自己在被飼的娘仔籠�面，得確，無

�出去，真正，有規矩的蟲。（293,蚕仔娘仔）

これらの元になった日本語は，それぞれ�「マタをんらいハ小笠原島ニア

ルバカリデ，ホカニハドコニモアリマセヌ」，�「マタ本國デハ，タイテ

イ七月ノハジメカラ，九月ゴロマデソノ花ガサクノデアリマスガ，臺灣デ

ハ，一年中花ガサイテヲリマス。」，�「マタコノ虫ハ，関心ナコトニハ，

自分タチノ養ハレテ居ルかひこかごノ中カラ決シテハイダシマセヌ。マコ

トニ行儀ノヨイむしデアリマス。」である。これと同種とする例は，21句

みられた。『国語読本初歩上巻』は全17単元で構成され，全469句からな

り，21句は数として決して多いとは言えないが，文章構成が複雑になる

後半では頻出しており，やはりひとつの特徴として現れている。

日本語における「又（マタ）」は，「さらに・その上」などといった累加

の功能を持ったり，「並びに」などといった事柄を並列させたりする功能

を持つ接続詞である。ここでの「又」は，全て累加の意味で用いられてい

る。「又鳳梨」の文では，前文にある芭蕉の説明に鳳梨の例を累加，「又在

本國」の文では，朝顔の花が咲く時間帯の説明に季節の説明を累加，「又
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此號蟲」では蚕の成長に蚕の習性の話題を累加している。

一方漢語では，これらの意味を示す際，「而且」や「�外」といった接

続詞ないしは副詞を置くのが，より標準的な文法現象に即していたと推測

される。台湾教育部の『重編國語辭典修訂本』（23）や『�南語常用辭典』
（24）

にも，これらに該当する用法は見られない。また，現代漢語副詞「又」に

おける分類では，重複・頻度を表す（劉等，2007：212）とされていて，

「同一の動作・行為の重複」（例：丁力拿著媽媽寄來的相片看了又看。），

「二種類の状況の同時存在」（例：那天�上，月亮又圓又亮。），「動作の連

続発生」（例：昨天他剛從東北回來，明天又要去廣州。），「語気」（例：路

又不遠，何必要坐車去�。）を主に表す。よって，例文に示した部分では，

漢語の文法現象に即さず，やはり日本語「又」の用法を台湾語の文頭で故

意に用いた可能性が高い。

3．4． 小 括

教科書における特徴のある台湾語文の形成を探るため，前節で踏まえた

時代背景及び伊沢らの教育観を整理した上で，本節では実際の台湾語文の

文体を考察した。具体的には，その文体の形成には翻訳時，原文の特徴を

言語の枠を超え，日本語から台湾語文へ現れた言わば「日化語法」がカギ

となる点を指摘し，とりわけその要素が強く見られた「的＋単漢字」と文

頭「又」の二種を挙げ，日本語的表現と台湾語文の相違点を提示した。こ

の二種に用いられた文法現象では，日本語が漢字を経て台湾語に対訳され

たのみにとどまらず，台湾語に日本語が吸収された形で用いられた文法事

項の例として見出すことができた。

こうして日本語が台湾語文法に溶け込むことにより，語彙・語順といっ

た日本語を操る上での語感を，台湾語文を読むことからも認識できうる点

を指摘した。これは，前述の通り，伊沢の教育観において，台湾語文は台

湾人への日本語教育の際には補助道具にすぎなく，日本語の理解とその語
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感形成を促進する役割であったためであり，模範的な台湾語を記載する必

要や，日本語と台湾語のバイリンガルを育成する教育ではなかったことに

由来する。他方，指導要綱からも知れる通り，日本語を教育する側の人材

には，台湾語の習得を要求した。その際，もしも教育台湾語文が，漢文に

準ずる文言要素の強い台湾語であったり，あるいは口語に限りなく近い台

湾語であったりしたのならば，教育者側の負担にもなり得，それと同時に，

完全な台湾語の翻訳を教育台湾語とすることは，日本語を学習する側であ

る台湾人にとって日本語は永遠に「第二言語」であることを意味してしま

う。それは教育の目的の大前提とする統治の思惑に反してしまう。従って，

教育台湾語文の文体は，日本語的要素をできる限り取り入れ，「日本語と

漢字と台湾語」三要素の中間点に位置しなければならなかったのであろう。

4．結 論

漢字をとりまく言語文化に共通点を持つ日本と台湾，この事実が言語教

育へ直接反映されると，教育観の中心は自ずと類似の中にある相違の対照

に傾く。これには，共通項が多いという認識が，暗黙の中に存在していた

が故に実施されていたことを意味する。仮にも日本と台湾の言語二者が，

完全に似つかぬ言語だと人々に思われていたのならば，そもそも漢字を軸

とするなどと言う，共通項を重視した教育観は生まれてこなかった。当時

の日本語における漢文調を帯びた表現の習慣等をはじめとする時代背景も

関係し，日本と台湾の言語は「漢字」という外見が作り出した類似につい

て，疑いの余地はなかった。

その結果，漢字を軸とした教育観は，文字による視覚的解釈を重んじ，

特徴のある台湾語文を作り上げた。その特徴とは，本来台湾固有の言語文

化であった台湾語に，日本語の文法要素を溶けこませて作り上げた，日本

語教育を潤滑にさせるための文体であり，「日化語法」を持ち合わす台湾
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語文であった。漢字は表意文字であり，その一字一字と字音との間に絶対

の強制はない。だからこそ，このように日本語の表現を取り混ぜ教科書に

表記しても，その符号が絶対的な音，つまり�南音を示すとは限らない。

漢字を共通とする知識文化は，これら教育に優位に働き，漢字を軸とした

日本語教育ないし日台言語対照の利便性を助長したが，漢字を共通とした

交際文化は，台湾語文の形成を見る限りでは，日本語を台湾語にかぶせよ

うとした方針のため，考慮されていなかったと言える。

しかしながら，現代の言語教育で重視されているコミュニケーション能

力と，当時に必要とされていた言語能力は必ずしも等しくはない。統治時

代，日本人に期待されていた台湾語力とは，日本語教育を目的としたもの

であり，日本語的要素を含む教育台湾語文は，この目的に即するとすれば

理にかなっている部分も非常に多い。そうすると，漢字を軸とした教育観

に交際文化の欠落を指摘するのは，実に現代的なコミュニケーション能力

を前提としたものであるとも言える。過度なコミュニケーションを追求せ

ず，視覚を以って日本語の文法と表現方法を示した，言わば伊沢の視話法

の「文法・日本語語感伝達版」ともいえる対訳法は，この日本語的文体を

かぶせた台湾語文に視覚的に現れていたと言えよう。

（1） 台湾現地による調査はもとより，日本国内でも台湾語に関する教育及び調

査が行われていた。特に，台湾協会学校で実施された国内における教育体系

については，六角（1998）にその概要が簡潔に報告されているほか，拓殖大

学百年史編纂委員会（2010）も参照されたい。

（2） 日本語教材はその対象を台湾人に向け，台湾語教材はその対象を日本人に

向けた物である。

（3） 主に文章として記載された台湾語文のことを指すが，本稿ではそれを台湾

語とする。

（4） 教師が台湾語を用いて教える事も指導要項には記載されているため，「教
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育を目的とした，話し聞かせる台湾語」としての一面は有していた物と考え

られる。詳細は本稿二章参照のこと。

（5） 台湾�南語について現代言語学の角度から描写，語彙調査，各方言との比

較をした学者は小川が初であったとする説がある（洪，2009）。

（6） この点については，日本語教育・教育史の視点を専門とする近年の論文で

の考察も詳しい。例えば，吉田・劉（2010）は，植民地初期の台湾で行われ

ていた日本語教育と総督府編纂の書物は，清末の中国本土の日本語教育に生

かされていた事を指摘した。

（7） 中国語での文体論（Stylistics）の呼称。

（8） 前述のとおり，台湾人へ日本語の理解促進を目的とした，対訳され記述さ

れた台湾語の文章のことを指す。

（9） 以下『国語読本初歩上巻』と称す。

（10） 台湾で行われていた台湾語教育及び研究・調査については，現存する資料

への指摘がなおも一致していない面を見せており，このことからも更に掘り

進めて検討する価値がまだある現状を垣間見ることができる。例えば，吉田・

劉（2010）では，台湾総督府編纂の教科書が中国本土の日本語教育に及ぼし

た歴史的影響についての考察を述べる際，『日本語教授書』が現存しないと

の先行研究を受けているともとれる点が見られる。また，他にも，台湾語の

音声系統を表と漢字で記した『臺灣十五音及字母 附八聲符號』の現存につ

いての一連の流れ及び指摘については，林（2008）の一文が特に詳しい。

（11） 緒言の部分で，台湾人に日本語を，日本人に台湾語を学ばせることを念

頭に執筆された旨が記載されている。

（12） 信濃教育会編（1958）の年表に依った。

（13） 各単元の主題が台湾と日本本土の比較や，地理・自然・農業等，台湾の児

童に身近な題材を用い，それと日本文化を通して日本語を学ぶ構成となって

いる。

（14）『音楽取調成績申報書』は，伊沢の音楽教育への功績について知れる資料

のひとつであり，山住（1971）では，この報告書は伊沢修二と神津専三郎に

より書かれたものとしているが，実際その大部分は伊沢による執筆であった

と説いている。その中から伊沢の音楽教育に対する主張をたどってみると，

多額の経費をかけ外国人を招かなくてもよいように，日本人の人材を育成す

ることは，教育上の進歩であると述べており，いささか台湾経営を担う日本

人の人材育成に相通ずる構想をすらにおわせる。

（15）「其翻語ハ務メテ日本語ノ語法ニ率由セシメタリコレガ為ニ時ニ土語又ハ

漢文ノ典則ニ不馴ナルヲ致スハ亦止ムヲ得ザル所ナリ（台湾総督府民政局学
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務部，1895,2）」とある。

（16） 公文書・手紙・法律文書・新聞体・政論体・広告文書・レポート・学術論

文等。

（17） しかし現状は，その研究対象の大半が文学作品の作家個人の文体による言

語現象に焦点が当てられている。

（18） 語彙・語法の他に，音韻も範囲とする。しかし，今回は非文学言語である

教科書を対象としているため，音韻を範囲に入れなかった。

（19） 該当書では，かつての文芸風格との比較の意を強めるため，特に応用言語

学における言語風格学（中国語呼称）のことを ・Linguostylistics・として

いる。

（20） 本稿は，音韻については対象としなかった。

（21） 数字は引用文章のある段落の通し番号，その横に単元名を表す。

（22） こういった字と音の関連，及び日本語からの訓読要素から出てくる台湾語

漢字の議論は，標準漢字制定の問題につながっていくため，本稿では踏み込

むことができない。

（23） 重編國語辭典修訂本 URLhttp://dict.revised.moe.edu.tw/

（24） �南語常用辭典 URLhttp://twblg.dict.edu.tw/
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1．はじめに

外来語「メール」には，ダイレクトメール，エアメール，メールボック

スのようにメールが郵便物の意味を持つ複合語がある。しかし，現在では，

単純語・複合語ともに「電子メール」の意味での使用が圧倒的に多く，
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外来語「メール」の複合語における

従来の意味とその変化

造語と意味の再合成

遠 藤 裕 子

要 旨

「メール」の複合語における紙媒体の用法とその変化を中心に，文献資料お

よびBCCWJと「毎策」の言語資料をもとに調査分析を行った。

その結果，当初は，単独用法ではなく複合語語基として紙媒体を指す使用例

が多く見られ，電子メールが普及した後は，いくつかの変化の型が認められた。

複合語として元の意味をほぼ保持する語，保持しながら語義の一部を変化させ

る語，保持しながら文体的特徴を変化させる語，紙媒体と電子の2義となる語，

などである。また，近年の「メール」の複合語は電子メールの意の語が多いた

め，紙媒体の意の語であまり使用されない複合語や，企業による新造複合語は，

一般の人に正しく理解されない可能性があることを語構成の観点から論じた。

キーワード：「メール」，複合語，造語，意味の再合成



「メール」という語に関するさまざまな研究は，ほとんどが電子メールに

関するものである。一方，印刷物の郵便の意味での使用に関しては，まと

まった研究が見られない。

モノの意味を表す外来語は，和語・漢語と同様，基本的には言語外のモ

ノの出現・変化・消滅に伴い出現したり変化・消滅したりするものである。

しかし，複合語とその成分である語基とでは，変化の様相が異なり意味も

ややずれている場合も少なくない。「メール」に関しても，単にモノの出

現・変化・消滅以外の要素がその意味変化や消滅に関わっている可能性が

考えられる。

本稿では，メールの複合名詞のうち従来の意味を保持している語として

「ダイレクトメール，エアメール，メールボックス，メールオーダー」を

主な対象とし，これらの語の意味と使用の変化を調査記述するとともに，

変化の要因について探る。

2．研究対象および資料

分析対象は，「ダイレクトメール，エアメール，メールボックス，メー

ルオーダー」および「メール」とし，ほかに「メール便，ゆうメール」と

いった商品名の名詞にも触れる（1）。

対象語の選択および意味用法の分析に関しては，外来語辞典・国語辞典

などの辞書類，研究論文，現代日本語書き言葉均衡コーパス（Balanced

CorpusofContemporaryWrittenJapanese，略称BCCWJ），毎日新聞

の検索システム「毎策」を利用した。使用数に関しては，BCCWJと「毎

策」を使用した。

なお，「メール」の表記に関しては，資料において「メール」「メイル」

を同一語として扱っているものが多いことから，本稿でも区別せず両者を

「メール」として扱うものとする（2）。
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3．複合語と語基について

複合語とは一般に2つ以上の語基（基体）からなる語と定義されている。

影山（1993:13）によると，「独自の意味的なまとまりを持つ要素」が

「基体base」であり，基体と基体の組み合わせが複合語である。また，日

本語の場合，「複合語をつくる基体は自立形式である必要はない」と述べ

ている。

石井（2007:1�23）は，連語との対比を通して少なくとも3種類の複合

語が想定できるとしている。まず，「既成の複合語」は，過去につくられ

たもので要素のくみあわせもあらかじめ決まっている複合語である。そし

て，その多くが「ひとまとまり的な意味」（特殊化された慣習的な意味）

を持つと述べている。話し手にとって，単語は「できあい」のものであり

連語は「つくりだす」ものであるが，「新しくつく（られ）るもの」とい

う側面を持つのが2つ目の「新造の複合語」である。これは「言語生活上

の何らかの必要性に応じて，意識的な命名活動の中でつくるもの」であり，

社会的な認知が得られれば語彙に登録されることになる。3つ目は「臨時

の複合語」で，これは「話し手が文をつくる際にその場で（臨時的に）つ

くりだ」すものである（3）。

本稿で取り上げる複合語は2つの語基からなる名詞である。「メール」

「ダイレクト」などの語基は，基本的に独立して用いられるものが多く，

複合語として意味的に分析可能なものである。

4．「メール」とその複合語の意味と用法

本節では，分析対象語について，大きく辞書類での扱いと記述，および

BCCWJと毎日新聞での使用状況を取り上げる。
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辞書類に関しては，いつ頃から載せられているか，またどのように記述

されているかを見ていく。主に取り上げるのは，以下の辞典である。1979

年刊『外来語の語源』（『外語源』と略）は，外来語辞典であると同時に，

外国語が外国語-日本語対訳辞書でどのように訳されていたかの史的変遷

もあわせて記載した辞典であり，外国語から外来語へのつながりが垣間見

える興味深い辞典である。ほかに，版を重ねているものとして，『コンサ

イス外来語辞典』『コンサイスカタカナ語辞典』（『コンサイス（出版年）』

と略），『新明解国語辞典』（『新明解（出版年）』と略），『岩波国語辞典』

（『岩波（出版年）』と略），中学生向けの『新例解国語辞典』（『新例解（出

版年）』と略）などを中心に引用する。

「毎策」では，毎日新聞の「一般・総合の全国紙」を対象として検索を

行った。

4．1「メール」の意味と用法

はじめに，複合語の語基であり単純語としても多用される「メール」に

ついて，辞書における記載状況と記述を見る。

� 郵便（4）。郵便物。複合語を作ることも多い。「ダイレクト�メール」

「エア�メール」�昭和
（5）
� 『外語源』

� 郵便，郵便物。�昭� 『コンサイス（1976）』

� ①郵便，郵便物。�昭� ②コンピューター通信網を利用して送られ

る伝言。�現� 『コンサイス（2000）』

� ①郵便。郵便物。 ②「電子メール」の略。 『岩波（2000）』

� 一□ �造語�手紙。「メールボックス．エアメール」 二□ �名�電子メー

ル。「返信メール．携帯メール」 『例解新（2012）』

『新明解』は版によって出入りがあるので，表1にまとめる。
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全体としては，1990年代後半から電子メールの意を記載したものが多

い。モノとしての電子メールの出現と普及にやや遅れて記載される点は，

辞書一般の傾向であると考えられる。表1の記述からも分かるように，こ

の辞書では第5版に「電子メール」という見出しを初めて立て，第6版で

「メール」の第2義として『「電子メール」の略』と記述している。当初

「電子メール」と呼ばれていたものが単に「メール」と呼ばれるようになっ

たことがうかがわれる。

単純語と語基としての使用について，まずBCCWJの用例を見ていく。

『外語源』では「複合語をつくることも多い」としているが，実際単独で

の使用よりも複合語での使用が多いようである。『外語源』の刊行年

（1979年）と同時代の用例を挙げる。これらは「郵便」の意であり，�の
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表1『新明解国語辞典』における「メール」の扱い

メ ー ル
メ ー ル

オーダー

電 子

メール

初 版 1972 × × ×

第2版 1974 ①郵便（物）。②郵船（6）。

子□―オーダー〔mailorder〕通信販売。

× ×

第3版 1981 ①郵便（物）。②郵船。

子□―オーダー〔mailorder〕通信販売。

× ×

第4版 1989 郵便（物）。「エアメール・メールボックス」 ○ ×

第5版 1997 郵便（物）。「エアメール・メールボックス」 ○ ○

第6版 2005 ①郵便（物）。「エアメール・メールボック

ス」②「電子メール」の略。「メールアド

レス」

○ ○

第7版 2012 ①郵便（物）。「エアメール・メールボック

ス」②「電子メール」の略。「メールアド

レス」メイル。

○ ○

※ 「×」は見出しがない意，「○」は見出しと意味記述がある意を表す。子□は子見出しの意

で，この記号は筆者が補った。



「Vメール」は英語をそのまま音で当てたものと見られる（7）（下線は筆者

による。以下，同様）。なお，BCCWJの用例にはその出典と年を，毎日

新聞の用例には年月日と紙面の種類をカッコ書きした（以下，同様）。

� また，同店で一度購入した顧客に対しては，メールサービス，バー

ゲンセール等のアフターサービスを行い，顧客の固定化に努めている。

（1978中小企業白書）

� 昨日，あなたが遅すぎて伝えるのを忘れていたけど，イサムからV

メール（軍事郵便）が来てたわよ」 バスルームで髭を剃っている賢

治に声をかけた。 （1983山崎豊子『二つの祖国』）

上記の例などを除くと，1970年代に現れるBCCWJの「メール」はほ

とんどが「電子メール」という形の複合語であり，それが法律の分野で使

用されている。その後徐々に増加し，2000年以降は一気に数を増やし広

い分野で見られるようになる。

「毎策」では，「メール」を検索語として入力すると1986年までは見当

たらず，1987年に23件出てくる。しかし，この23件の実際の使用状況

を見てみると，「ダイレクトメール」「メールオーダー」といった複合語が

多い。「メール」の頻度は1988年以降増加し，「電子」を付した「電子メー

ル」なども見られるようになり，さらに「メール」という単純語の使用が

増加していく。次の例は，「電子メール」に「ボックス」が付いた，語基

が3つの複合語で，1992年の例である。

� 女性会員の電子メールボックスにわいせつなメッセージを送りつけ

たり，他人のIDとパスワードを勝手に使い �略�

（1992.12.08総合）
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新しい用例では，2006年の毎日新聞に，新聞校閲者による次のような

文章が見られる。

� �略�そのことを報じる原稿で1カ所だけ「債務者にメールを送っ

て勧誘」となっていたのだ。長いので縮めたようなのだが，どうにも

紛らわしいので「ダイレクトメール」に直してもらった。

（2006.04.24総合）

このころまでには，「メール」という単純語がその形で定着しており，

また単独で「メール」と言えば，電子メールを指すのが一般的であるとい

う状況がわかる。

さて，英語の ・mail・については，Langacker（2008:224�226）が概略

次のような説明をしている。当初mailは，郵便システムを通して配達さ

れる伝言の具体物（＝①）を指していた。現在は，hardmailからメタファー

によって拡張したemailの意味（＝②）も合わせ持つ。さらに，両者の

スキーマである，何らかのネットワークによって届けられる伝言という意

味（＝③）も確立して，3つの確立した意味を持つようになったという。

そして，そのスキーマ的意味の存在を裏付けるものとして，次のような会

話の成立を挙げている（p.225）。

� A：Igotalotofmailthismorning.

B：Emailorhardmail?

日本語の「メール」は，原語である英語の ・mail・と中核的な部分では

同じであろう。しかし，日本語の場合，単純語としての「メール」には用

例を見る限り，�Aの ・mail・のような用法はないと思われる。

電子メールを短くして「メール」と言うようになったか，あるいは英語
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の拡張義であるemailの意のmail（上記の②）が別途入ってきて「メー

ル」というようになったと考えるのが自然である。複合語使用が主であっ

た「郵便」の意のメールが，メタファーで意味拡張したと考える根拠はな

いと思われる。

以上をまとめると，次のようになる。「メール」は，①始めは，複数の

英語を外来語として受け入れた時の「複合語の語基」であった。②電子メー

ルの使用に伴い，「電子メール」という形で使用されるようになった。③

電子メールの急激な普及に伴い「メール」という単純語で電子メールを指

すようになり語基としても使用が拡大した（4.2参照）。

次節以降，「メール」の複合語を分析するが，ここでそれらの語が使用

頻度としてどの程度差があるかを，均衡コーパスで見てみる。NINJAL�

LWPforBCCWJ（ver.1.30）（1971年から2008年までの用例）による

と，「ダイレクトメール」など複合語4語を検索語として入れた検索結果

の頻度は�の通りである。このほか，「メール」12,459件の中の前接・後

接名詞を見ると，ダイレクトメール2件，メールボックス23件，メール

オーダー3件があり，これを加えると頻度は�のようになる。

� ダイレクトメール……89，メールボックス……81，エアメール……

21，メールオーダー……0

� ダイレクトメール……91，メールボックス……104，エアメール……

21，メールオーダー……3

毎日新聞における使用状況は各節で述べるが，BCCWJでは非常に少な

い「メールオーダー」は，「毎策」では一定数見られる。

4．2「ダイレクトメール」の意味と用法

まず始めに，辞書の記述を3点引用する。
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� あて名広告。郵送広告。通信広告。広告主側で選定した特定の見込

み客に印刷物やカタログなど広告主のメッセージを郵送すること。略

してDM。�昭和� 『外語源』

� 宛名広告。広告主が選択したある特定層の個人に，印刷物などの広

告を郵送する宣伝方法。頭文字をとってDMとも。�現�

『コンサイス（1976）』

� 直接，個人あてに郵便で送る商品広告（による宣伝販売）。DM。

『新明解（2012）』

ほぼすべての辞書で「郵送」といった語句が使用されており，従来の意

味が保持されていることがわかる。また，『外語源』では，参考として

「ダイレクト�メールという言葉が登場したのは昭和30年（1955）ごろで

ある」と記載されている。ダイレクトメールの意味は流通用語辞典などで

もほぼ同じ説明が見られ，原語の ・directmail・ともほぼ同じである。

BCCWJにおける全体的な使用傾向を見るために，中納言で「メール」・

前方共起・キーから1語・「ダイレクト」で「ダイレクトメール」を検索

した。

1971年から1980年までは見当たらない。1981年から2008年にかけて

95件使用例が見つかる。使用域の拡大推移をみると，「特定目的・国会会

議録」「特定目的・白書」「図書館・書籍」「出版・書籍」「出版・新聞」

「出版・雑誌」「特定目的・知恵袋」「特定目的・ブログ」「特定目的・広報

誌」と，徐々に日常生活レベルへと普及していることがうかがえる。

� そしてそのダイレクトメールのはがきに何が書いてあるかというと，

たとえばネックレスだとか，それからいろいろなアクセサリーだとか

というのがあって，�略� （1981国会会議録）
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毎日新聞「毎策」では，「ダイレクトメール」は1987年に初出している。

以下，現在に至る使用数は図1の通りであり，新聞媒体では定着した語で

あることが分かる。なお，「毎策」の件数の数え方は，1つの記事に何度

使われていても1としている。

以下，用例を挙げる。

� 最近は女子でも男子並みに三年生の暮れからダイレクトメールが来

たりする。 （1990.07.05経済）

� 仕事を通して，毎日大量に届くダイレクトメールなどの郵便物を処

理しているうちに �略� （2010.11.03芸能）

� 配達員は「未着の問い合わせが少ないダイレクトメールなどを選別

して滞留させていた」と話している。 （2010.11.24社会）

「ダイレクト」はナ形容詞として使われたり，「ダイレクトシュート」

「ダイレクトメソッド」といった複合語の語基としても使われる。ダイレ

クト，つまり「直接」と「電子メール」という結びつきは意味的に衝突す

るわけではないが，実際には電子メールによる宣伝方法を指すことは，用
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図1「毎策」における「ダイレクトメール」の使用
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例を見る限りなさそうである。

電子メールの意の「メール」の複合語は，先行研究でも指摘されている

ように非常に種類が多い。前に来る語基が漢語の例としては，「迷惑メー

ル，通知メール，返信メール，広告メール」など，和語の例としては，

「空メール，取り引きメール，お礼メール，お知らせメール」など，外来

語の例としては，「フリーメール，ウイルスメール，エラーメール」など，

その結びつき方もさまざまである。メールの属性などについて具体的に細

かく表現する複合語が多いと言える。

郵便のダイレクトメールは，語義説明からも分かるように，�郵便（紙

媒体）��宣伝・広告��大量��迷惑（受け手のイメージ）�といった意味

特徴を持つ。電子メールの場合，このうち，以下の例にように，�宣伝・

広告��迷惑�などの特徴を表す語を「メール」に接続させて使用する例

が見られる。

� 川口貴史調査員は，「迷惑メールには，まっとうな通販業者の広告

メールに悪影響を及ぼすという問題もあります。今回の特定商取引法

の改正は，消費者の被害を軽減し，電子メール広告による商取引を適

正化するために行いました」

（ASAHIパソコン，2002,電気機／電子）

� おもしろ半分や興味本位で，届いた勧誘・広告メールに記載された

URLをクリックするのはやめましょう。

（Yahoo!知恵袋，2005，法律，消費者問題）

「ダイレクトメール」は，数十年前に外来語辞典の説明に使用された

「宛名広告」「郵送広告」「通信広告」などの語が定着せず，ダイレクトメー

ルの形がそのまま浸透したものと見られる。そして，ダイレクトな（電子）

メールでは情報量が少なすぎることもあり，電子メールに使用されること
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はなかった可能性が指摘できる。

なお，「ダイレクトメール」は，原語の ・directmail・とほぼ同じ意味

と考えられる。

4．3「エアメール」の意味と用法

辞書の記述は，次の例のように「航空郵便」または「航空便」とするも

のが多い（8）。

� 航空郵便。�現代� 『外語源』

� 航空郵便。 『新明解（1974）』

「中学生向け」の『例解新国語辞典』は，より現代語使用の実態に近い

ものになっている。

� 航空便。航空便による外国への手紙。 『新例解（2012）』

また，『岩波（2009）』は見出しを立てず，「エア」の2義の2つ目とし

て次のように記述しているが，「ライン」や「ポート」も造語成分なのか

どうか，やや疑問である。

� ②（語の成分として）航空。「�ライン」「�ポート」（空港）「�メー

ル」（航空便） 『岩波（2009）』

次に使用状況を見る。「毎策」における「エアメール」の1987年以降の

使用件数は図2の通りである。それ以前には現れていない。なお，90年

から93年までは「エアメール」というタイトルのコラムの連載で数が多

くなっているため，タイトル名の「エアメール」に関しては例外的に年間
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で1件と数えて表した。

毎日新聞ではどのような紙面・話題で使用されているかを，例を挙げて

検討する。

� 動物のぬいぐるみなどで偽装，タイやフィリピンから航空小包やエ

アメールを使って大量の大麻が密輸入された事件を捜査している警視

庁防犯特捜隊，東京水上署，千葉県警と東京税関は �略�

（1990.03.06社会）

� そんな時，私に一通のエアメールが届きました。

（2009.10.24家庭）

� タイ北部の山奥で生徒寮を切り盛りする中野穂積さん（56）からエア

メールが届いた。 （2012.03.28社会）

�は報道記事であるが，全体としては��のような社会面，家庭欄のコ

ラムなどでの使用が多い。また，文脈から，「遠い海外からの手紙」とい

うことが分かる。『例解新（2012）』が「航空便による外国への手紙」と記

述しているのは，現代語の意味用法としては妥当なものと言えよう。ただ

し，用例からも分かるように，外国からの手紙であってもかまわない。
・・

次にBCCWJの用例を見ると，「書籍」では個人的な手紙がほとんどで
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あり，「Yahoo!知恵袋・ブログ」では，�のようにオークションでの品

物の配送という感情の入らない「航空便」の意味での例も見られる。

� おそらく，エアメールなどで送ってくると思いますよ。今のところ，

不着なども無く一週間以内程度で到着 �略�（2005Yahoo!知恵袋）

「航空郵便（物）」というモノでの使用は，私的な感じのするやや古めか
・・

しい文体的特徴を帯びて生き残り，「航空便」という方法での使用は文体
・・

的に中立な語として使用されているとまとめられる。外国との郵便のやり

取りが海路でもなされた時代の名残りが，前者での使用につながっている

のかもしれない。『日本国語大辞典』の語釈の一部に「船，鉄道などで運

ぶかわりに，航空機を用いるもの」とあるが，サービス（商品）が少なかっ

た時代を想起させるため，文体的特徴を帯びるように感じられるものと考

えられる。

�は，郵便局の「国際郵便」の案内ページにある写真と説明である。青

と赤の線が数十年前と変わっていないが，「エアメール」という語が指し

ているのは写真のはがきではなく，航空便という運送方法と理解される。

� エアメール（航空便）専用の国際郵便はがきで，世界各

国へ均一料金で送ることができます。

（http://www.post.japanpost.jp/img/int/service/pic_int_postcard.gif）

1970年代の用例が見つからず確証が得られないが，エアメールの用法

の変化について，次のような説が考えられる。

「航空郵便物」の意では従来の意味を保持するが，位相が狭まり，文体

的特徴が加わる。「航空便」の意では，従来の意味用法を保持しつつ，「航

空便」という語と共存する。
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4．4「メールボックス」の意味と用法

メールボックスという語は，辞書の見出しとしてはあまり見られない。

『新明解（1989以降）』や『例解新（2012）』では，郵便（物）や手紙の意

の語例として「メールボックス」を挙げており（表1，および�参照），
・・

郵便物などを入れる箱状のものを指すと考えられる。電子メール関連の説

明を載せているものとしては『大辞林（1995）』があり，「メール」（郵便。

郵便物。）の小見出しとして「メールボックス」を掲げ，次のように記述

している。

� 〔郵便受けの意〕電子メールのメッセージを格納するため，そのネッ

トワーク上のコンピューター内に設けたファイル。

『大辞林（1995）』

ここでは，モノとしての郵便受けについて言うとは書かれていないが，

「郵便受けの意」と補足があることから自明複合語として記述されていな

い可能性もある。辞書類での扱いはまちまちだが，現代語では2義が共存

していることは，用例からも明らかである。

モノとしての現代語の「メールボックス」は，一戸建ての住宅で屋外に

設置するものや，集合住宅で入り口付近に設置するもの，事務所などで職

員用に設置するものなどを指している。���がその用例である。

� 自民党東京都支部連合会から発行された領収書を，協会内にある各

社のメールボックスに入れて渡すなどしていた。

（2009.07.27政治）

� 田島メタルワークはマンション用のメールボックス「MX�55」を

発売した。 （2013.04.11特集）
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� �連絡先�〒600�8127 京都市下京区 �略�，ひとまち交流館「市民

活動総合センター」メールボックス 12 （2008.12.27総合）

� ヤマト運輸の伝言ファクスに，十月十日から新しいサービスが加わ

る。パソコン通信の電子メールのように，ファクス文書を一定期間，

センターのメールボックスに保管，ファクス同志で通信し合うシステ

ムだ。 （1992.09.23総合）

� たくさんの人たちが訪れる私のパソコンのメールボックス。今日も

またすてきな人と出会えた。 （1994.02.01総合）

�は，電子メールではないが，モノではない情報を保管するものとして

メールボックスという語を使用した例であり，�は，パソコンのメールボッ

クスを指している。

なお，BCCWJでは見つからない「電子メールボックス」「Eメールボッ

クス」という語が，毎日新聞では使用されている。これは，報道機関とい

う性質上，正確に伝えることを意識して敢えてつけたものでないかと考え

られる。「毎策」の「メール」の用例ではほとんどの場合，文脈から「メー

ルボックス」がどちらの意か判断できた。�の例は，住所の後に電話番号

とメールアドレスが書かれているので，モノと判定したものである。

原語 ・mailbox・の意味は，①郵便局が管理する郵便ポスト，②個人の

郵便受け，そして③電子メールのメールボックスとある。③は新しい意味

である。玉村（1991）は，「外来語の語義について特に指摘すべきことは

原義よりも意味が狭くなって，いわゆる ・specialization・が起こってい

るという事実である」（p.18）と述べているが，これは「メールボックス」

にも当てはまり，日本語では①の街中にある郵便ポストの意味ではほとん

ど使われていない。
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4．5「メールオーダー」の意味と用法

「メールオーダー」の辞書での扱いを見ると，国語辞典では，『岩波』の

ように最新の版に至るまで一切取り上げていないものもあれば，表1の

『新明解』のように1974年から「メール」の小見出し，1989年から親見

出しとして扱っているものもあり，さまざまである。多くの外来語辞典に

は記載されており，例を挙げると次のような記述がある。

� 通信販売。広告やダイレクトメールなどを利用して，直接受注・販

売する方法。�現� 『コンサイス（1976）』

また，『外語源』によると，1931年刊の英和辞典に「郵便購買」という

語が当てられているという（p.623）。

具体的な説明の部分は多少異なるものの，ほとんどの辞書が「通信販売」

という語を当てている。なお，広告用語辞典には，次のような説明が見ら

れる。

� 郵便や通信を用いて販売者から消費者に直接販売活動を行うダイレ

クト・マーケティングの手法。新聞，雑誌，カタログ，ダイレクトメー

ル，インターネットによる手法がある。

（http://www.weblio.jp/content/）

BCCWJでの出現は4語の中ではもっとも少なく，「毎策」においても

使用の推移をみるほどには使われていないが，意味用法の確認には十分役

に立つ。では，実際の使用例を見てみる。

� このページの商品はメールオーダーできます。お申し込みは185ペー
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ジをご覧ください。 （2005『Pre-mo』）

� メールオーダーはハガキに〒住所，氏名，年齢，性別，電話番号，

購入枚数を書き，〒279 浦安郵便局私書箱11号，東京ディズニーラ

ンド「�略�」係へ。 （1995.11.25総合）

� 定価は415円（税込み）。JALメールオーダー（03・3768・7070）

（1995.06.22総合）

� また，郵便で定期預金を開設できる「メールオーダーサービス」も

このほど始めた。 （1994.12.01経済）

� インターネットのほか電話やファクス，メールオーダーなどの取引

も想定。当面，100万口座を目標にしている。 （1999.09.29特集）

�はチケットの購入申し込みに関する記事で，ハガキを注文の手段とし

ている。�は，シティガイドマップ95年度版発行のお知らせで，文面か

ら，電話での申し込みであることがわかる。また，��は銀行に関連する

記事であり，金融機関用語として，「窓口に行かずに郵送で手続きを済ま

せること」として使用されている例である。銀行によっては，住所変更や

公共料金の引き落とし手続きを「メールオーダー」で受け付けているが，

これは一般の人の「通信販売」の範疇には入らないものであろう（9）。

以上のことから，「メールオーダー」には，通信販売という意味のほか

に，窓口に行かずに郵送で手続きを済ませること，つまり「郵便で」「オー

ダー＝注文・依頼する」という，使用域が限定された用法があることがわ

かる。そもそも「メールオーダー」は通信販売と訳されてはいるが，「メー

ル」が「通信」，「オーダー」が「販売」に対応しているわけではない。銀

行の諸手続きは電子メールのやり取りのように頻繁に行うものではないた

め，「メールオーダー」という語を聞きなれない話者は，「電子メール」で

「注文・依頼すること」と，それぞれの語基でもっとも定着した意味をつ

―212―



なぎ合わせることも考えられる。やや不安定な用法と言えるかもしれない。

日本語の語彙リストの一つである『分類語彙表増補改訂版』（10）では「メー

ルオーダー」は載せられていない。語基である「メール」「オーダー」の

記載状況を見てみると，次のようになっており，意味の再合成が起きる根

拠があることがわかる（改行は省略した）。

� メール 1.3122�15

パソコン通信 Eメール［e-mail］ メール ISDN ADSL ブロー

ドバンド ネットワーク インターネット イントラネット LAN

［ラン］

� オーダー 1.3711�03

求め 注文 オーダー あつらえ 特別注文 特注 別あつらえ 外

注 ラストオーダー オーダーストップ

� オーダーする 2.3711�02

求める 注文する オーダーする あつらえる 特注する 外注する

4.1で英語のmailは3つの意味がそれぞれ確立しているという説に言

及したが，日本語メールオーダーの「メール」という語基の意味は，英語

の上位概念（スキーマ）に近いものになっていると言える。

4．6「メール」を含むその他の複合語

最後に，新造語として，「メール便」「ゆうメール」の2語を取り上げる。

「メール便」を普通名詞として見出しに採用している『例解新』では，次

のように解説している。

� 印刷物など，一定の大きさ・厚さまでの荷物を，郵便局のように郵

便受けまで送りとどける，宅配便業者によるサービス。信書は送れな
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い。 『例解新（2012）』

「ゆうメール」は2007年郵政民営化に伴い新たに名づけられた運送サー

ビスの一つであり，意図的に造られた複合語である。「メール便」と同種

のものである。どちらも，電子メールではなくモノを届ける仕組みあるい

はそのモノを指している。日本郵便では，「ゆうパック」「かもめ～る」と

いった造語も行っており，表記は異なるが一貫して「メール」でモノの配

送を表そうとしているようである。

サービスの種類の多さを間接的に示している，BCCWJからの用例を次

に挙げる。

� 佐川のメール便には2種類あって，飛脚メール便がクロネコのメー

ル便に相当するもので，追跡が可能です。ゆうメールは末端の配達が

郵便局になっています。 （2005Yahoo!知恵袋）

単純語「メール」が電子メールの意で使用されるようになり，数多くの

新造の複合語や臨時の複合語が存在する状況にあっては，一般の人には混

乱しやすいものと思われる。

4．7 まとめと考察

以上，「メール」とその複合語について，その意味用法を分析した。戦

後以降現在に至るまでの意味の保持と変化をまとめると表2のようになる。

「ダイレクトメール」は，大きな変化は見られない。「エアメール」は，

航空便の意味は保持されているが，具体物である航空郵便物の意味では使

用域が狭まり文体的特徴を持つようになった。「メール」は，単純語とし

ては，新しい電子メールの意味が主である。郵便物としての使用は，現在

に至るまで複合語語基が主である。「メールボックス」は，2義が併存す
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るようになっている。「メールオーダー」は，現実の世界で通信の手段が

広がったことから，専門用語としては全体の意味を保持しつつ通信手段の

部分の意味が変化している。「メール便」「ゆうメール」は，さまざまな新

サービスの命名の中で，物の運送に対してつくられた複合語である。

語基としての「メール」には2義あり，電子メールの意の複合語には，

ほかにも国語辞典の見出しに立てられている語として「メールアドレス」

「メールアカウント」「メールマガジン（11）」などがある。業界などで命名

し定めた「メール便」や「ゆうメール」と異なり，自然に使用域が拡大し

たと考えられる。

石井（2007）は，造語力を「ある造語者としての人間が，ある状況にお

いて，ある新しい概念や事物を，ある新しい単語によって表そうとする場

合に，ある造語の材料や方法が選択される，その潜在的な可能性のことで

ある」（218；下線は原著者による）としたときの下線部の要素について検

討を行っている。そして，造語力を規定するものとして，造語者の造語能

力，状況つまり必要性の度合い，事物や概念，新しい単語の性格，造語成

分あるいは造語の型と解説している。
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表2「メール」とその複合語の意味

語 意味の保持と変化

ダイレクトメール 物 物 保持

エアメール 物 物 保持しつつ変化

メール 物 物 変化

電子

メールボックス 物 物 多義語化

電子

メールオーダー 物 物＋α 保持しつつ変化

メール便 物 （新造）

ゆうメール 物 （新造）

※ 「物」は手紙や印刷物など，「電子」は電子メールを表す。



「ゆうメール」と「メール便」は，その業界にとって命名が必要であり，

上記の「状況」つまり造語の必要性の度合いが高いためつくられた複合語

であると言える。また，造語に際して，「メール」部分の語基として和語

や漢語ではなく外来語「メール」を選んだわけであるが，1990年代以降

電子メールの意の語基として複合語がきわめて多いにもかかわらずこのよ

うな命名になったのは「単語の性格」つまり語種による語感の差を意識し

た可能性も考えられる。しかし，両語とも意味的に分解可能であり，かつ

構成要素である2つの語基同士が意味的にやや衝突する造語と言えよう。

「メールオーダー」のうち，銀行業界の使用する「販売」ではない用法

は，語基と語基の意味の再合成の可能性があると指摘した。これについて

は，「造語者」が造語能力をあまり発揮しようとしなかったとも言える。

5．終わりに

以上，「メール」が郵便物の意味を持つ複合語について，その意味用法

の変化を見た。モノの出現・変化・消滅が，これらの語の変化の最大の要

因ではあるが，変化の要因や様相は一通りではないことがわかる。

「漢字が造語能力を失い，というよりも日本人が漢字によって造語する

態度と能力を失い」（樺島1977:38），国立国語研究所による「外来語言い

換え提案」（12）もなされている。外来語は，単純語も複合語も，日本人にとっ

ても日本語学習者にとっても，学習の困難なことばになってきている。

（1）「ダイレクト�メール」のような複合語は，辞書では語構成を示す記号が添

えられるのが一般的だが，本稿では直接引用以外は書いていない。

（2） NINJAL�LWPforBCCWJを見ると，単純語「メール」の場合，「メー

ル」と「メイル」で96％強，「mail」と「Mail」で3％強となっている。
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（3） 電子メールの意の「メール」に関する研究には，臨時の複合語を中心に幅

広く扱った金妹怜（2011）などがある。

（4）「郵便」という語は，郵便制度の創設に伴い，明治3年（1870年）に定め

られたという。『外語源』によると，・mail・の訳語として，古い方から「書

翰，書翰
て が み

，郵便，郵便物，逓信」が挙げられている。

（5）『外語源』，および『コンサイス』の借入時期表記の区分は，ともに，�昭

和��昭�が昭和20年（終戦）まで，�現代��現�が第2次世界大戦後を指

す。

（6）「郵船」に関しては，『日本国語大辞典』の「メール」の項にも「郵便列車，

郵便船」とあり，内田魯庵の1899年の実例（…火曜日の汽船（メール）で…）

が載せられているが，本稿では触れない。

（7） ・V�mail・は，『リーダーズ英和辞典』では，「V郵便（第2次大戦中海外

の米国将兵あて［から］の手紙をマイクロフィルムで送った制度；その手紙）」

とある。

（8）「エアーメール」と表記する辞書も見られる。

（9） 三菱東京UFJ銀行の例による（2014年現在）。

（10） 語数（異なり語数）は，約8万語である。

（11）『例解新（2012）』には，「日本での複合語」とある。

（12） 言い換え提案には，単純語も複合語も見られる。

石井正彦2007『現代日本語の複合語形成論』ひつじ書房

石綿敏雄2001『外来語の総合的研究』東京堂出版

影山太郎1993『文法と語形成』ひつじ書房

樺島忠夫1977「漢字の造語力」『言語』6�8：31�39 大修館書店

金妹怜2011「形態素の自立用法と結合用法の関係：外来語系語基「メール」の

通時的な遷移傾向を例に」『阪大日本語研究』23：111�129

国立国語研究所編2004『分類語彙表 増補改訂版』大日本図書
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1） Introduction

WrittenCorrectiveFeedback（WCF）referstothewrittenfeed-

backateachergivesalearnerabouttheuseoflanguageinthe
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�調査報告〉

abstract

Thissurveyoftheliteratureandtechniquesonwrittencorrective

feedback（WCF）looksatthetopicfrom boththeinstructor・sandthe

student・sviewpoint,findingadisparitybetweenwhatthestudentdesires

andwhattheinstructorbelievesismostbeneficial.Therearemanyprob-

lemswithWCF,suchaswhetheritisaneffectiveuseofinstructor・stime.

Suchproblemsareexaminedinthissurvey.However,aninstructorlook-

ingforguidancefromexistingresearchandliteraturewillfindlittlecon-

sensusonoptimalmethodology.Thissurveylooksatsomemethodsthat

havebeenfoundsuccessfulinrapidlyimprovingstudentabilityaswellas

satisfyingthestudentsdesiredattention.However,thissurveydoesnot

seekatthisstagetomakeanyconcreterecommendationastooptimal

methodology,ratheritidentifiesWCFasanareainwhichmoreresearch

isurgentlyrequired.Itishopedthatthispaperwillencourageothersto

joinusinworkingtomakeWCFamoreeffectivelanguage-teachingtool.

WrittenCorrectiveFeedback（WCF）:

ProblemsandSolutions

PeterQuinn

MartinMeldrum

MiltonMiltiadous



student・swriting.MuchhasbeenwrittenaboutWCFbutthereis

verylittleagreementaboutwhattypeofWCFiseffectiveorevenif

teachersshouldgiveWCFatall.Thereisagreatdealofdisagreement

abouttheusefulnessofWCF.AccordingtoAmrhein&Nassaji（2010）

・despitethesupportforWCFingeneral,thedifferenttypesand

amountsofWCFthatworkbestarestillunclear・.Truscott（2007）has

evensaidthatWCFis・aclearanddramaticfailure・.Yet,evenfaced

withsuchinconsistentresults,WCFcontinuestobeawidespread

practice.InastudybyEvans（2010）,1053ESLteachersin96different

countries,wereaskedaboutWCFand99％ oftheteacherssaidthat

theyprovideatleastsomeWCFonlearnerwriting.Ifanyteachers

arestillunconvincedofthedesirabilityofWCF,theycantrythis

experiment.Givebacklearners・textswithoutanyWCFatall,then

gaugethestudent・sreaction―probablynegative.Inthispaper,we

willfirst,presentthetypesofWCF.Nextwewillexaminetheprob-

lemsassociatedwithWCF.Also,thebenefitsthatitprovidestothe

studentsthatgobeyondsimply improvingtheirwritingskills.

Finallywewilllookathowwethreeteacherssoughttoovercome

theseproblemsinourclassrooms.

PART1 TypesofWCF

WCFreferstotheteacherswrittencommentsonatextwritten

byastudent.TherearemanydifferenttypesofWCF.WCFcanbe

mainlyfocusedoneithermeaningorgrammar,inadditiontohaving

thestudentselaborateontheirexpressionsandtheirinterpretationof

effectivecommunication.WCFthatfocusesonmeaningcanaskfor

clarificationiftheteachercannotunderstandthelearnersintended

meaning.Oneexampleofthisis（Appendix1,example1）.Meaning

focusedWCFcanalsofocusonorganizationalproblemssuchas

（Appendix1,example2）.WCFthatfocusesongrammarcanbeeither

moreimplicitormoreexplicit.ImplicitWCFmerelyalertsthelearner
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tothepresenceofanerrorsuchas（Appendix1,example3）.Slightly

lessimplicitWCFshowsthelearnerwheretheerroris,asin（Appen-

dix1,example4）.MoreexplicitWCFgivesthelearnermorehints

aboutthecorrectgrammar（Appendix1,example5）.Grammatical

explanationsandproof-readingmarkscanbeusedtoguidethe

learner・sself-correctionasin（Appendix1,example6）.Themost

explicitform ofWCFsimplygivesthelearnertheanswerwithout

anyneedforthelearnertoself-correct（Appendix1,example7）.

PART2 ProblemsofWCF

1） Learnerandteacherpreferences

Inaperfectworld,thepreferencesofthelearnersandthoseofthe

teacherswouldbethesame.However,inpracticethisisrarelythe

case.IntheareaofWCF,ithasbeenshowninasurveyofESLlearn-

ersandteachersbyAmrhein&Nassaji（2010）thatlearnersand

teachersdifferonboththeamountandthetypeofWCFthattheyfeel

theteachershouldprovidetothelearners.

WithregardtotheamountofWCF,93.9％ ofESLlearnersstated

thattheywantedtheteachertomarkallofthelearners・errors.Only

45.2％ofESLteachersagreedwiththelearners.25.8％ofESLteachers

thoughtthattheteachershouldmarkonlyerrorsthatinterferewith

thecomprehensibilityofthelearners・writing.Noneofthestudents

agreedwiththeteachersaboutthis.

・Theseresponsesdemonstratethattheteachers,unlikethelearn-

ers,discriminatebetweenerrorsthattheythinkaremoreandless

importanttomark・Amrhein&Nassaji（2010）

RegardingthetypesofWCFpreferred,Amrhein&Nassaji（2010）

showedthatwhilestudentsgreatlyfavoredexplicitcorrection,teach-

erspreferredWCFthatrequiredthelearnerstoself-correct.
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2） WCFistimeconsuming

IttakestimefortheteachertomakeWCF.WhengivingWCFthe

teachermustdecidetoeithermarkallerrors（asthemajorityoflearn-

ersprefer）ortomarkonlysomeoftheerrors.Markingallofthe

errorsisobviouslyverytimeconsumingbutmarkingonlysomeof

theerrorsisnotalwayssomucheasier.Whenmarkingonlysomeof

theerrors,theteachermustdecidewhicherrorstomarkandwhichto

ignore.Itiscommonforteacherstomarkonlyerrorsthattheteacher

feelsthelearnerhasachanceofself-correctingand/ormarkerrors

thatmakethetextlesscomprehensible.Itoftentakesjustasmuch

timetomarkanerrorthanitdoesfortheteachertonoticeanerror

anddecidenottomarkit.

NotonlyistheproductionofWCFtimeconsuming,butthecon-

sumptionofWCFalsotakestime.EvenwiththemostexplicitWCF,

wheretheteachergivesthelearnerthecorrectform,thelearnerstill

needstoprocessthisinformation.Iftheteacherwantsthelearnersto

payattentiontotheWCFthenclasstimemustbegiventothisactiv-

ity.Merelyaskingthelearnerstolookovertheirerrorsaftertheclass

willleadthelearnerstobelievethattheWCFisnotimportant.Ifa

teacherwantstoshowthatsomethingisimportantthentheteacher

mustspendclasstimeonit.

Incaseswherethestudentsareexpectedtoself-correct,learners

mustbegiventhetimetodosoandwhentheyarefinished,the

teachermustexaminethelearnersself-corrections.Theteachermight

thendecidetogiveWCFontheseself-corrections.Thiscancreatea

cycleofWCFandself-correctionthatwhileuseful,isstillverytime

consuming.

3） PoorqualityofWCF

Giventhetimepressures,itisnotsurprisingthatWCFisoftenof

low quality.Manyresearchershavecommentedonthis.Cohen&
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Cavalcanti（1990）say,・Theoutrightcorrectionofsurfaceerrors

hasbeenfoundtobeinconsistent,unclearandoveremphasizesthe

negative・Also Amrhein&Nassaji（2010） say,・When Teachers

correcterrors,theyoftenchangethelearnerslanguageaccordingto

whattheythinkthelearnerswanttoorshouldsay・.

4） ExplicitWCFleadstolazydependentlearners

ExplicitWCFhasbeencriticizedbecauseitisseenasnotrequir-

ingenougheffortonthepartofthelearnerandalsobecauseitkeeps

thelearnersdependentontheteacher.・Revisioning,whichconsisted

ofcopyinginstructormadecorrection,wasnotaneffectiveapproach

toteachingwritingskillsorlanguagestructure・Fregeau（1999）.

ExplicitWCFcanleadto・passiveactionandindifferenceon

behalfofthelearners・Williams（2003）.Learnersmustlearntoself-

correct.Onlythiswillleadtoautonomy.

・StudentsapprovalofWCFthatrequireslesseffortfromthemto

correcttheirownworkshowstheirstrongdesiretotransferthe

responsibilityoferrorcorrectiontotheirteachers.Thedesireto

shiftresponsibilitytoteacherscontradictstheoverallgoaloflan-

guagepedagogy,whichshouldbetoincreaselearnerautonomy

andequipthemwithstrategiestoimprovetheaccuracyoftheir

ownwriting・Amrhein&Nassaji（2010）

PART3 Teachers・solutions

Withsomanyproblemsandnoclearproofthatitbenefitsthe

learnersonemaywonderwhyanyteacherswouldchoosetogive

WCFatall.OnemightthinkthatteachersonlygiveWCFtokeep

learnershappy（andinsomecasesthismayberight）.

However,therearesometeacherswhobelieveintheeffective-

nessofWCFandhavefoundwaysaroundtheproblemsofWCF.The
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followingtestimonialsarefrom threeteacherswho・sapproachto

WCFdifferfrom eachotheryeteachoftheseteachersbelievetheir

methodiseffectiveinimprovingwritingandlanguageskillsintheir

students.

Teacher1 Lowerintermediateclass

Inthisclass,thestudentsengageinawritingtask（andother

non-writingtasks）eachweek.Thelearnerswritetensentencesabout

theweek・stopic.Whenalearnerisfinishedshebringsthefirstdraft

totheteacher.Theteacherandthelearnerhaveashortconference

wheretheteachershowsthelearnertheerrorsandmakesWCFon

thetext.Atthisstage,anyconfusionaboutthelearnersintended

meaningisdiscussed.Afterthisshortconference,thelearnerrewrites

thetext,takingintoaccounttheWCF.IfthetexthadnoWCF,then

thelearnerwouldbefreetomoveontothenextclassactivity.When

thelearnerhasfinishedrewritingthetext,shereturnstotheteacher

withthe（hopefully）finaldraftofthetext.Theteacherandthe

learnerhaveanothershortconferenceandifthetextcontainsno

errors,thestudentcangoontothenextclassactivity.Iferrorsre-

main,moreWCFwillbegivenandthestudentwillrewritethetext

again.Mostofthestudentsrewritetheirtextsonlyonce.

InthisclassIuseexplicitcorrectionofallerrors.Thissolvesthe

problem oflearnerpreferencesasIam givingthelearnersexactly

whattheywantintermsofbothamountandtypeofWCFthatthey

desire.

Thelearner-generatedtextisrestrictedtoonlytensentences,

whichthelearnerswriteintheclass.Lesstextmeanslesserrors

whichleadstolessWCFwhichgivesthelearnersmoretimetofocus

oneacherror.Thissolvestheproblemofoverloadforboththelearn-

ersandtheteacher.

Restrictingthetexttotensentencesalsokeepsthequalityofthe

WCFhighastheteacherisnotpressedfortime.
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Alsothefactthatthetextsaregeneratedintheclassroommeans

thattheproductionofthetextswillbestaggeredaslearnerswriteat

differentrates.Thiswillreducethepossibilityofabottleneck,which

mightoccurifmanylearnersapproachtheteacheratthesametime.

Teacher2

Thefollowingmethodhasbeenusedinavarietyofclassesrang-

ingfromhigh-levelEnglishtoJapanesetranslationclassesandlower

intermediate.

Themethoddescribedinthissection―CorrectionHintMethod

（CHM）― workedextremelywellwithhigh-levelhighlymotivated

studentsbutisalsosuccessfulwithlowerlevelclasses.

ThisCHM wasadoptedafteryearsoftrialanderrorwithother

methods.BasicallytheCHMpromptsthestudentstoself-correcttheir

mistakesbasedonhintsgivenbytheteacher.Ithadbeenfoundthat

themoreexplicit,proof-readingstyleofcorrecting,inwhichmistakes

arechangedtoacorrectform,didnotproducesuchrapidimprove-

mentinstudentability.Thiswasprobablyduetoeitherthestudent

notreviewingthetextatallortothepassivenatureofthecorrection

methodfromthepointofviewofwhatisrequiredfromthestudent.

Ontheotherhandthelessexplicitmethodofwritingcommentssuch

as:・youneedtoimproveyourknowledgeoftenses.・,or・yourequire

workonsingularpluraldistinction.・istoovaguetoproduceimprove-

mentinallbuttheveryhighestlevelstudent.

AssuggestedbyNA95theCHM givesexplicitcorrectionof

nearlyallmistakesandevenallowsadistinctionbetweennecessary

correctionsandsuggestedcorrections.CHMcanbeadjustedtofitthe

levelofthelearnersaswellastheobjectivesoftheteacher.Itde-

signedsothatthestudentscanworkonthecorrectionsathomeand

rewritetheirpaperforresubmission.Inthisrespectitmaybeusedto

complementorreinforcethein-classmethodofTeacher1described

above.
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Asstudentshadtoworkouthowtomakethecorrectionsfrom

theknowledgetheyhadlearnedinclassCHM producedquiterapid

improvementduetotheactivenatureofthecorrectionmethodfrom

thestudent・spointofview.

Thefigure1isanexampleofCHMusedonalowerintermediate

student・swork:
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Teacher3

WhenwetalkaboutteachinganycontentinJapanthroughthe

medium ofEnglish,weshouldalwaysrememberthatwearenot

merelyhavingtodealwithEFL/ESL,wealsohavetointroduceour

studentstoTSL:ThinkinginaSecondLanguage.（Myles,2002）.

Therefore,ourobjectivewhenweteachourstudentsEnglishWriting

Skillsistocreateanenvironmentthatallowsthemtobebothastu-

dent/teacherandwriter/reader.Mystudentsareaskedtodoseveral

peereditinganderrorcorrectionactivitiesafterbeinginstructedon

organizingcompositions;boththeorganizationofaparagraphanda

basic5paragraphmodelessay.

（Appendix2）Thisincludesageneralstatementintheintroduc-

tionwithsubtopicsfollowingittosupportanddevelopthemainidea.

Thisisoneelementofhowerrorcorrectionisaddressedinmyclass-

room.

Thestudentsareaskedtodeveloptheirskillsinfunctioningina

low-contextculture,inwhichtheparticipantsrelyoninformation

thatisrequiredtobeexplicit.Wherethemeaningandunderstanding

arefocusedonsendingandreceivingmessagesdirectly,usuallyby

beingarticulatewithwrittenwords.Thecommunicator・spellsit

out・theirmessage.（Hall,1989）Mystudentsarerequiredtobeaware

thatthebasicfundamentalsfortheircommunicationskillsinEnglish

writingisinoppositiontotheirnativeJapanesecommunication

style/languagethatcanbedescribedashigh-contextfromtheview-

pointofphonetics.

（Nevgi,Nishimura,Tella2009）Eventhoughtheymaymisssome

keypoints,theyareaskedtobecriticalinhoweffectivethewriteris

ingettingtheirmessageacrosstothereader.

Thestudentsare24JapanesestudentsatatoplevelUniversityin

acontentbasedtaught-in-Englishclass.

Mystudentsareintroducedtoalearningenvironmentthat

movesthem awayfrom thetraditionalclassroom settingthatthe
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studentsareusedtoinJapan.Theyareabletoacquirecertainknowl-

edgethroughthisprocess-orientedapproachandtheyareintroduced

tothefactthatwritingisnotaskillthatonecanmasterbyoneself

andthatitcanallowitselftointerdependentlearning.

InJapanthetraditionlearningenvironmentisverymuchdi-

rectedbyateacher,asinthecaseinmostAsiancountries.Thestu-

dentsarerequiredtoachievecertaincriteriathathasbeensetbythe

teachersandrespondtotheteacher・sdirectionsinordertoprogress

alongthelearningprocess.Theyarerequiredinmanycasestomemo-

rizeinformationandhaveasolidrecallofthatinformationbefore

theyaretaughtanew principleorconcept.Thestudents・natural

progressioninregardtolearningEnglishchanges;inprimaryeduca-

tiontheylearntospeak,thenread,andfinally,towrite.However,in

secondaryeducationthisischanged:theyspendmostoftheirtime

reading,thenwritingandlast,speaking.

Inmywritingclasses,mystudentsaregivenseveralopportuni-

tiestobeinvolvedinpairandgroupwork,asmanyauthorshave

foundthisenvironmentismoreeffectiveinthelearningprocessfor

theindividual.Itismybeliefthatthereisalwaysaneedtohavecon-

stantoralcommunicationbetweenstudentsinregardtotheirwriting

andlearningoverall.Thisisanattempttopromoteindividualsto

changetheirnegativeattitudetowardwritinginEnglish,inaddition

toshowthemthatlearninginnotalwaysanindependentactivity;it

alsoallowsthemtoworkinanenvironmentthatrequiresinteraction

andinterdependency.

Bycreatingthistypeofenvironment,thestudentsareableto

enhancetheirlearninganddiscoverwhattheyneedorwanttoknow

fromothers・writingandatthesametimeallowstheirownthinking

processtobechallengedanddeveloped.Itallowsthestudentstoex-

ploretheirclassmates・view-points;Heretheeditor・sdifferentpercep-

tioncanbeexpressedandhopefullyatthesametimetheycan

becomeself-sufficientwriters.
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Thislearningenvironmentdoesnotattempttocreateastandard-

izedlearningeffortortrytocreatea・perfectformoflearning・,how-

ever,itisattemptingto・perfect・theindividualseffortstobepartof

alearner-centeredenvironment.

Theprinciplesforthislearningenvironmentmeetthefollowing

criteria:

―Thestudentsfeelsecureinasupportivelearningenvironment

andtheycantakeriskswithwhattheysayanddo.

―Theycanseewhattheyarelearningisrelevanttotheirneeds.

―Theyknowwhattheyhavetodo,andthattheyareinvolvedin

settingtheirowngoalsasawriter.

―Theyareactivelyinvolvedorengagedintheirlearningprocess.

―Theyarerespectedasyoungadultsandasproductiveindividu-

als.

―Theyreceiveregularfeedback.（Daines,Daines,Graham,1995）

Obviously,thisisaverylimitedopportunitytoachievetrueana-

lyticalandlinearlogicforthestudents,however,itdoesallowthem

tounderstandthemselvesandtoexpandtheirperspectiveonwhatis

effectivewriting;atthesametime,toconsidertheirevaluationskills

andhow effectivetheyareincommunicatingtheirownthoughts,

bothinthewrittenandspokenform.

Aspertheircommentsintheannualfeedback（Appendix3）,they

supportBenjaminBloom・scomments（ascitedinDweck,2007）,

・Afterfortyyearsofintensiveresearchonschoollearninginthe

UnitedStatesaswellasabroad,mymajorconclusionis:Whatany

personintheworldcanlearn,almostallpersonscanlearn,ifprovided

withappropriatepriorandcurrentconditionsoflearning.・
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Conclusion

WhenlookingatalloftheconflictingstudiesaboutWCF,itmay

beeasyforateachertobecomeconfusedaboutwhatapproachto

adopt.Thereisverylittleclarityorconsensus.However,wefeelthat

thislackofconsensusisagreatgiftasitgivesteacherstheroomto

experiment.AteachercangivedifferentkindsofWCFtodifferent

classes（andevenhaveacontrolgroupwithnoWCF）withoutany

ethicaldilemmas.Weareunableatthisstagetogiveaconcrete

evaluationonwhichofthemethodsexaminedisthemosteffectiveof

thethreeandwemaydecidetomakethisfuturework.Atthisstage

ourobjectivewiththispaperissimplytoencouragemoreresearchin

thisareaandtostartadialoguewithotherresearchersthatwillhelp

usfindmoreconcreteconclusionswithregardtooptimummethods

ofWCF.Wefeelthisareaprovidesampleopportunitiesforconcrete

researchandcarefullydesignedstudieswiththeobjectiveofnarrow-

ingthefocusandfindingwhichWCFtechniquesaremostappropri-

ateforachievingparticularobjectives.Withthisinmind,wewould

encourageteacherstoexperimentwithWCFintheirclassroomsby

tryingdifferentkindsofWCFindifferentclassesandanalyzingthe

results.

Withthissurveywefeelwehaveidentifiedanarearequiring

morespecificandconcreteknowledgeandalthoughwehavenotsur-

veyedtheuseoftechnologythatallowsrealtimefeedbackfromin-

structorstostudentswhiletheywrite,wefeelthegrowinguseof

suchtechnologymakesitallthemoreimperativethatteachershave

clearerguidelinesonhowtoapproachWCF.

Amrheim,H.R.&Nassaji,H.（2010）Writtencorrectivefeedback:Whatdo

studentsandteacherspreferandwhy?CanadianJournalofApplied
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Appendix1:ExamplesofWCF

1） Itdoesnowandisdoingbeingcrowded.?

2） Tokyohasmanyfamoussightseeingspots.GiveExanples.

3） Heisalwaysplaybaseball.X

4） Heisalwaysplay baseball.

5） Heisalwaysplay baseball.

6） Heisalwaysplay baseball.PresentProgressive.

7） HeisalwaysplayING baseball.
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Appendix2:

Pairworkactivity:Workwithyourpartnertoeditthewritingbelow.

First,write

（Adaptedfrom WordsinMotionDavidOlsher（Author）Publisher:Oxford

UniversityPressPage18）

PeerEditingWordsandSymbols

Words

Whatdoes mean?When ?

Where ?When ?

Couldyoutellmemoreabout ?

Whatkindof ?

Howmany ?Why ?

Howlong ?

Symbols

Thisisconfusing＝ ?

Thisisinteresting＝・I・

Myhobbiesaretennisanddancing.Iusedtobeinthetennisclub.Now,Iplay

withMyoldfriendssometimes.Weplayatthecollegenearmyhouse,andwe

alwayshavealotoffun.DancingissomethingIstartedmorerecently.Iusu-

allygodancingonSaturday,andIhavealotofnewfriendsatmyfavorite

club.Iliketolearnnewdances.Wesometimesdanceforhours.
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Appendix3

Commentsfrom thestudents・evaluations（errorsareasappearedonthe

evaluation）

1） Itisinterestingformetolearncriticalthinkingandwritingessay

2） ・criticalthinking・Whenwewritetheessay,therearealotofthings

thatwehavetoconsider

3） Ibecameabletotalkinglogically（Icantellnotonlyonethingbut

also5W 1H）

4） Teachertaughtustheprocessofcriticalthinking-readingsomepas-

sagesandgivequestionsforthem,thinkingaboutHow?Why?..etc

5） Thatistolearntowriteandthinkcritically.Ihavenoteverlearned

thatthing.Thisskillwillhelpmestudyalotofthingsandsurvivein

thefuture.WhenIhavetoexplaintootherpeopleandmakethem

understandsomething,theabilitytothinkcritically.



�資 料〉

0．はじめに

「悪漢小説」とも訳される「ピカレスク小説」（novelapicaresca）は，

1554年にスペインで出版された作者不詳の『ラサリーリョ・デ・トルメ

ス』（・LavidadeLazarillodeTormesydesusfortunasyadversi-

dades・）がその嚆矢とされている。本稿はその作品の第1章（tractado

primero）に注釈を付し，文法的特徴についての考察を試みた。この作品

の日本語訳は既にいくつかある（会田由訳「ラサリーリョ・デ・トルメス

の生涯」，岩波文庫，1941年，以下，AYL。及び牛島信明訳「ラサリー
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・LazarillodeTormes・（1554）の

文法的特徴についての考察

「第一章」（上）

廣 澤 明 彦

要 旨

本稿は1554年にスペインで出版された ・LavidadeLazarillodeTormesy

desusfortunasyadversidades・に文法的注釈と語釈を加え，試訳を付した

資料である。中世スペイン文学やスペイン語史の研究者にとっての資料，大学

専門課程の学生が古典スペイン語に触れる際の適切なテクストともなるべく，

目指した。

キーワード：ピカレスク小説，中世スペイン語文法，散文



リョ・デ・トルメスの生涯」，『ピカレスク小説名作選』に収蔵，国書刊行

会，1997年，以下，UNL，など）。従って本稿には訳も付したが，原文

の文法的特徴を出来るだけ反映させようとした試訳である。

底本としてビクトル・ガルシア・デ・ラ・コンチャ（V�ctorGarc�ade

laConcha）の監修，注釈の ・LazarillodeTormes・（EspasaCalpe

Colecci�onAustral,a�12,1989年，以下，VGC）のページと行を保った

まま用い，適宜フランシスコ・リコ（FranciscoRico）編の ・Lazarillo

deTormes.Edici�ondeFranciscoRico・（C�atedra,1987,2002
16，以下，

FRCA）も参照した。

尚，紙数の関係でこの第一章の注釈は上，下２回に分ける。

1．注 釈

p.47

TRACTADOPRIMERO

CUENTAL�AZAROSUVIDAYC�UYOHIJOFUE

・tractado:→tratado1「（…）（ある題目についての）論，論文（…）」

（TSW）。ここでは，「第一論（章）」とする。この作品は全体で7章から

成る。・L�azaro:男子の名「ラサロ」。作品のタイトルのLazarilloは示小

辞-illoが付いた形式「ラサロちゃん」。・c�uyo:「（疑問所有代名詞）（古

［語，古義］2）誰の」（TSW），「（古語）誰の（dequi�en）」（DEM）。主節

にcuenta（＜contar「語る」）を用いた間接疑問文を形成する。対応する

現代スペイン語はL�azarocuentadequi�enfueelhijo.となろう。
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（1） →の記号は，現代のスペイン語の表記，及び語順を提示する場合に用いた。

即ちA→B，「Aは現代のスペイン語ではB（の語順）」。

（2）「 」内には引用，拙訳を入れたが，原文にないものを［ ］内に補った。



和訳（タイトル）

第一章

ラサロが自身の生涯と誰の子であったかを語る。

p.47

PuessepaVuestraMerced,antetodascosas,que 1

am�llamanL�azarodeTormes,hijodeTom�e

Gonz�alezydeAntonaP�erez,naturalesdeTejares,

aldeadeSalamanca. 4

1）sepa:＜saber「知る」の接続法現在 3人称単数，後続の Vuestra

Mercedに対する命令「知ってください」。L31のque以下が，その従属

節を導入する，「que以下を知ってください」。1）VuestraMerced:「あ

なたのお恵み」，即ちusted「あなた」の語源。2）llaman:3人称複数を

用いた無人称，受け身で解釈，「私は～と呼ばれている」。2）Tormes:後

述するようにサラマンカを流れる川の名。「トルメス川」。3）Tejares:サ

ラマンカ県の村（aldea）の名。

和訳（p.47L1�p.47L4）

さて，何よりもまずあなた様に知っていただきたいのは，私はラサロ・デ・

トルメスと呼ばれ，サラマンカ県の村，テハーレス生まれのトメ・ゴンサ

レスとアントナ・ペレスの息子であるということです。

p.47

Minascimientofuedentrodel 4

r�oTormes,porlacualcausatom�eelsobrenombre; 5

yfuedestamanera:mipadre,queDiosperdone,te-

・LazarillodeTormes・（1554）の文法的特徴についての考察（廣澤） ―237―

（3） L＝l�nea「行」。



n�acargodeproveerunamoliendadeunaaze�na

queest�ariberadeaquelr�o,enlacualfuemolinero

m�asdequincea�nos;yestandomimadreunanoche

enlaaze�na,pre�nadadem�,tom�oleelpartoypari�o- 10

meall�;demaneraqueconverdadmepuedodecir

nascidoenelr�o. 12

4）nascimiento:→nacimiento「誕生，出産」。4）fue:＜ser。�辞動詞

ではなく一般動詞として用いられている，即ち「起こった」。L6のfueも

同様。5）,porlacualcausa:「その（上記の）理由により」cualは名詞

causaと結びつく関係形容詞。「前述の，上記の」。5）tom�eelsobre-

nombre:「私はその通り名を得た」。sobrenombre「通り名，あだ名，異

名」は，ここではdeTormes「トルメス川の」のこと。6）fue:主語はL4

のfueと同じminascimiento。6）destamanera:destaはdeestaの縮

約形。deestamaneraは「このようにして」（TSW）。6）,queDios

perdone:接続詞queを文頭に用いた願望文。perdone＜perdonarの接続

法現在3人称単数，「神様が許しますように」。7）aze�na:→ace�na「水車，

水車場，粉ひき場」（TSW）。7�8）ten�acargodeproveerunamolien-

da:文字通りの意味だと，「製粉を供給する職であった」。8）queest�a

riberadeaquelr�o:queは関係代名詞，先行詞はL7のaze�na,主格の用

法。riberaは「川岸，流域」であるが，ここは前置詞と定冠詞を補い，en

lariberaとする。「その川の川岸にある」。8）,enlacual:説明的に解釈

すると「そしてそこにおいて」。L7のaze�naを受ける。9）unanoche:

「一晩」ではなく，「ある夜」。9）estando:estarの分詞構文と解釈する，

「いた時に」。10）pre�nadadem�:形容詞pre�nada「妊娠した」は，L9の

mimadreにかかる。説明的に解釈して，「そしてその時私を身ごもって

いたが」とする。10）pari�ome:→mepari�o（＜parir）「（彼女は）私を産

んだ」。10）tom�oleelparto:→letom�oelparto。parto「出産」。tomar
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「（発作的なことが誰かに）起こる」（TSW）。「彼女に出産が起こった」，

つまり「産気づいた」。11）demaneraque:「だから」，理由の節を導入

する。11�12）mepuedodecirnascidoenelr�o:meは再帰代名詞，

decirseで「自身に言う」，つまり「自称する」の意味。nascidoはnacer

「生まれる」の古形nascerの過去分詞，現代語ではnacido,主格補語の

位置にある。即ち「私は川の中で生まれたと自称出来る」。この場合の再

帰代名詞meは直接再帰の用法。あるいはmepuedodecirquehenacido

enelr�oと語を補い，現在完了を形成する過去分詞ととらえれば，訳は

ほぼ同じとなり，その場合のmeは間接再帰の用法と解釈できる。

和訳（p.47L4�p.47L12）

私の誕生はトルメス川においてでした。その理由により，私はそのあだ

名を得たのです。それは次のようでした。即ち，私の父は（神様お赦し下

さい）その川の岸にあるとある水車小屋で粉ひきの仕事をしておりました。

そこでは15年以上も粉ひき人であったのです。そしてとある晩に，私を

身ごもっていた私の母がその水車小屋にいた時に産気づき，そこで私を産

んだのです。したがって本当に私はその川で生まれたと言うことが出来る

のです。

p.47

Puessiendoyoni�nodeochoa�nos,achacarona 13

mipadreciertassangr�asmalhechasenloscostales

delosqueall�amolerven�an,porloquefuepreso, 15

yconfes�oynoneg�o,ypadesci�opersecuci�onpor

justicia. 17

13）siendoyoni�no:現在分詞siendo（＜ser）を用いた分詞構文，意味

上の主語はyo,主格補語（属詞）はni�no,時の用法と解釈し，対応する

従属節は cuandoyoerani�no。13�14）achacaronamipadreciertas

・LazarillodeTormes・（1554）の文法的特徴についての考察（廣澤） ―239―



sangr�as:achacarは「（誰かに）罪を着せる，せいにする」（TSW），

「（罪・失敗などを不当に，＋aの）せいにする」（DEM）。即ち他動詞で

あるのでachacarA（直接目的語）aB「AをBのせいにする」。Aに相当

するのがciertassangr�as,aBにはamipadreが対応する。achacaron

は3人称複数を用いた無人称表現。sangr�as（＜sangr�a）は「血抜き」

の意味のほかに「ちょこちょこ盗み」（TSW）がある。14）malhechas:

hechoの用法として，「（副詞bien・malを伴い）（…）できのよい・わる

い」（TSW）の意味がある。14）costal:「大袋」。15）losqueall�amoler

ven�an:分かりやすい語順にするとlosqueven�anamolerall�「そこに

粉をひいてもらいに来ていた者たち」となろう。all�は「粉ひき小屋で」。

15）,porloque:「そしてそのことにより」，porは理由。15）fuepreso:

presoはprender「捕える」の不規則な過去分詞。fue（＜ser）とともに

受動態を形成「（彼は）捕えられた」。16）padesci�o:＜padescer,padecer

「被害を受ける」の古形，現代語ではpadeci�o。

和訳（p.47L13�p.47L17）

さて私が8歳の子供だった時分，私の父はその粉ひき小屋に粉をひいて

もらいに来ていた者たちの大袋に，下手なちょろまかしをしたかどで罪を

着せられ，自白し否定せず，そして司直の追及を受けたのです。

p.47

EsperoenDiosqueest�aenlagloria,puesel 17

p.48

Evangeliolosllamabienaventurados. 1

17）esperoen:esperar「（enを伴って，～に）期待をもつ，希望をつな

ぐ」（TSW）。17）que:関係代名詞，先行詞はDios。17）gloria:「天国

（＝cielo），estarengloria天国にいる，死んでいる」（TSW）。1）

evangelio:通常新約聖書の4つの福音書（のうちの1つ）を指す。ここ
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では定冠詞を伴い単数形であるが，VGC（p.47）の注では『マタイによ

る福音書』（5:10）をもじって引用しているという。そしてそれはイエス

が 8つの福音を述べた「山上の垂訓」（スペイン語では lasBiena-

venturanzas）のうちの1つで，以下に参考に挙げる。・Bienaventura-

daslasperseguidasporcausadelajusticia,porquedeellaseselReino

delosCielos・（BDJ）（「義のために迫害される人々は，幸いである，天

の国はその人たちのものである」（KDY））。1）bienaventurados:キリス

ト教の用語として用いられる「天国の浄福者」（DEM）という意味以外に，

「幸運な人，お人好し」（DEM），「（悪口として）おめでたい［人］」

（TSW）としても用いられる。

和訳（p.47L17�p.48L1）

私は天にまします神様を信じております。と申しますのも，福音書は彼ら

を幸いな者たちと呼んでいるからです。

p.48

Enestetiem- 1

posehizociertaarmadacontramoros,entrelos

cualesfuemipadre,quealasaz�onestabades-

terradoporeldesastreyadicho,concargodeace-

milerodeuncaballeroqueall�afue;yconsuse�nor, 5

comolealcriado,fenesci�osuvida. 6

2）sehizociertaarmada:armada「海軍，艦隊」に cierta（＜cierto

「とある」）という形容詞が用いられていることから，「とある海軍部隊」

の意味にとる。この名詞句がsehizoの主語，その場合には再帰受け身，

あるいは無人称表現の直接目的語となる。いずれにしても「形成された」

の意味となる。2�3）,entreloscualesfuemipadre:loscualesの先行

詞は moros「モーロ人」あるいは「（転［義］）回教徒，アラビア人」

・LazarillodeTormes・（1554）の文法的特徴についての考察（廣澤） ―241―



（TSW）ととる。ただしVGC（p.48）の注では，このlosqueは意味的

に「海軍部隊に参加した者たち」を指すが，「モーロ人」の可能性もある

としている。fue＜irの直説法点過去3人称単数，「私の父は彼らのもとに

行った」。3）,que:理由の意味「というのも」。3）alasaz�on:「当時，そ

の頃」。4）poreldesastreyadicho:porは理由，原因の意味，「既に述

べた災難により」。4�5）,concargodeacemilero:この箇所はL3のfue

「行った」を核とする節につながる。acemilero「騾馬ひき」（TSW）。

「騾馬ひきの役目でもって（彼らのもとへ行った）」。5）uncaballeroque

all�afue:queは関係代名詞で先行詞はuncaballero「騎士」，all�a「あち

らへ」はL2のentreloscualesの先行詞と同じで「海軍部隊」あるいは

「モーロ人たちのもと」，このfueもir,「あちらへ行ったある騎士」。6）

fenesci�o:＜fenescer,fenecer「終わらせる」（DEM）の古形，従って現

代語の表記ではfeneci�o。他動詞で後続のsuvidaが直接目的語。

和訳（p.48L1�p.48L6）

この頃イスラム勢力に対処するためのとある艦隊が編成されたのですが，

そちらに赴いたとある騎士の騾馬遣いの役目を担い，私の父はモーロ人た

ちのもとに向かったのです。と申しますのも既に申し上げたとおりの災難

により国外追放になっていたからです。そしてその主人とともに忠実な召

使としてその人生を全うしました。

p.48

Miviudamadre,comosinmaridoysinabrigose 7

viese,determin�oarrimarsealosbuenosporseruno

dellos,yv�noseaviviralaciudad,yalquil�ouna

casilla,ymeti�oseaguisardecomeraciertoses- 10

tudiantes,ylavabalaropaaciertosmozosdecaba-

llosdelComendadordelaMagdalena,demanera
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quefuefrecuentandolascaballerizas. 13

7�8）,comosinmaridoysinabrigoseviese,:comoは理由，原因の

従属節を導入する接続詞，述部の核となる動詞はseviese＜verseの接続

法過去。L8の主動詞determin�oに対して過去完了の意味で用いられてい

る。その用法に関しては IEM（p.129）に詳しい。verse＋主格補語で

「（主格補語の）状態にある」の意味。この個所では sinmaridoysin

abrigoがその主格補語に相当する。abrigoは「援助，保護（＝auxilio）」

（TSW）。8）arrimarse:「近づく」（DEM），「近寄る，頼る」（TSW）。8）

losbuenos:形容詞buenoが名詞として用いられる場合，「善人，良い人」

（DEM）の意味がある。8�9）porserunodellos:ここのporはparaの

意味，定形動詞を用いた対応する節はparaquesea。unodellos→unode

ellos「彼らのうちの一人（となるために）」。尚，ここのunoは「母」を

指すはずなのに女性の unaでない理由について，VGC（p.48）は古諺

・All�egatealosbuenosyser�asunodeellos・（「良い者たちに近づきな

さい，そうすればそのうちの一人となれるだろう」）からの引用であるこ

とが理由としている。9）v�noseaviviralaciudad:v�nose→sevino

「（a＋不定詞するために）やって来た」。alaciudadの前置詞aはv�nose

にかかるととる。即ち方向「街の方へ」。ciudadはサラマンカ（Sala-

manca）のこと。10）casilla:「番小屋」（TSW）の意味があるが，ここ

はcasa「家」に示小辞が付いたものととる。「小さな家を一軒」（AYL），

「粗末な家」（UNL）。10）meti�oseaguisardecomer:meti�ose→se

meti�o＜meterse「（aを従えて，身のほども知らずに）買って出る」

（TSW），「（＋a＋不定詞。準備なしに）～に取りかかる」（DEM）。ここの

deは「（目的）～のための，のために；～に適当な（…）」（TSW）。「食事

のための煮炊きに取りかかった」。10�11）aciertosestudiantes:このa

は間接目的語を導入する前置詞，「何人かの学生に」。サラマンカ大学の学

生のこと。L11のaも同様に間接目的語を導入する。11�12）mozosde

・LazarillodeTormes・（1554）の文法的特徴についての考察（廣澤） ―243―



caballo:mozoは「使用人」の意味があることから，「馬丁」の意味にと

る。12）ComendadordelaMagdalena:comendador「騎士団長」

（TSW）。laMagdalenaについてVGC（p.48）は「サラマンカ教区［の

こと］，古くはアルカンタラ（Alc�antara）騎士団の教会」としている。

「マグダレーナ教区の騎士団長」（AYL），「マグダレーナ教区のアルカン

タラ騎士団長」（UNL）。12�13）,demaneraque:「（結果。＋直説法）

だから～」。コンマのあとに用いられていることから，説明的に解釈「し

たがって（que以下した）」。13）fuefrecuentando:ir＋現在分詞で「～

していく」。frecuentando＜frecuentar,他動詞で「よく行く」。

和訳（p.48L7�p.48L13）

未亡人となった私の母は，連れ合いもなく庇護もない身となっていたた

めに，良い人たちに近づき彼らのうちの一人となろうと決め，サラマンカ

市街に移り住みにやってきました。そして一軒の小さな家を借り，何人か

の決まった学生たちのための賄いを始めました。それからマグダレーナ教

区の騎士団長の馬丁たちの洗濯もしていたことから厩舎によく行くように

なりました。

p.48

Ellayun 13

hombremorenodeaquellosquelasbestiascura-

ban,vinieronenconocimiento. 15

14）hombremoreno:morenoは形容詞で「浅黒い，褐色の，褐色人種の」

（TSW）の意味が，名詞として用いられると「黒人」（TSW）の意味もあ

る。このmorenoという語についてVGC（p.48）はAUTからの引用と

して「黒人（negro）という語をやわらげるために肌の黒い人を称する」

としている。「黒人の男」。14）quelasbestiascuraban:queは関係代名

詞で先行詞はaquellos,主格でcurabanの主語，lasbestiasは直接目的
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語，即ちquelasbestiaslascurabanと補う。curaban＜curarはMED

によると「世話をする（cuidar）」の意味（ただし14�15世紀とあり）。

「それら家畜の世話をしていた（者たちのうちの一人の黒人）」。vinieron

enconocimiento:veniren＋名詞で，「（名詞の意味する状態に）なる」

（TSW），「～するに至る」（DEM）。

和訳（p.48L13�p.49L15）

そのうちに私の母はそこで馬の世話をしていた者たちのうちの一人の黒人

と知り合いました。

p.48

�Estealgunasveces 15

seven�aanuestracasayseibaalama�nana. 16

15）�este:unhombremorenoを指す。

和訳（p.48L15�p.48L16）

その男は時々私たちの家にやって来ては，朝になって立ち去って行きまし

た。

p.48

Otras 16

veces,ded�a,llegabaalapuertaenachaquede

comprarhuevosyentr�abaseencasa. 18

17）ded�a:「昼間に，昼は」（TSW），「昼（のうちに）」（DEM）。17）

llegaba:＜llegar,ここでは「来る」というニュアンス。17）achaque:

「言い訳（excusa），口実（pretexto）」（MED）。18）entr�abase:→se

entraba＜entrarse「はいり込む」（TSW）。

和訳（p.48L16�p.49L18）

またある時などまっ昼間から戸口にやって来て，玉子を買うという口実で，
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家の中に入り込んでいました。

p.48

Yo,alprinci- 18

piodesuentrada,pes�abamecon�elyhab�alemiedo,

viendoelcolorymalgestoqueten�a;mas,deque 20

p.49

viqueconsuvenidamejorabaelcomer,fuileque- 1

riendobien,porquesiempretra�apan,pedazos

decarne,yenelinviernole�nos,aquenoscalent�a-

bamos. 4

19）entrada:「入ること」（TSW）。19）pes�abamecon�el:主語はL18の

yo,即ちyomepesabacon�el。meは強調の意味で用いられる再帰代名

詞ととる。ただし多くの場合 pesarは間接目的語を伴い，他律構文

（gustar型構文）の一種として用いられる。「私は彼に対して気が重かっ

た」。19）hab�alemiedo:これも主語は L18の yo,即ち yolehab�a

miedo。hab�a＜haber（の線過去1人称単数）は現代語と異なり，ここ

では一般動詞の用法，「（古）（他動詞として）持つ，持っている（＝tener,

poseer）」（TSW）。leは間接目的格「彼に」，つまり「その黒人に」。

miedoは直接目的語，「恐れを」。20）,viendo:理由の分詞構文として解

釈，「何故なら見ていたからです」。20）elcolorymalgestoqueten�a:

queは関係代名詞で先行詞は elcolorymalgesto,目的格。colorは

TSW の中で，gentedecolorの説明として「有色の人々，白色人種でな

く，ことに黒人とその混血児」とあり。つまり「肌の色」。gesto「顔つ

き」。「彼の持っていた肌の色や悪い顔つき」。20�p.49L1）dequevi:de

はdesde「以来」の意味で解釈，「私は見て以来」。1）mejorabaelcomer:

mejoraba＜mejorarはここでは自動詞と解釈，主語はelcomer「食べる
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こと，食べ物（＝comida）」（TSW）。「食べ物が改善していった」。1�2）

fuilequeriendo:→lefuiqueriendo。このleはレイスモで「彼を」。ser

＋現在分詞で「～していく」。「私は彼を好きになっていった」。3）,aque

noscalent�abamos:noscalent�abamos＜calentarse「暖まる」（TSW）。

queは関係代名詞で先行詞はle�nas「薪」，aは対象の意味ととる，「私た

ちが暖まっていたところの薪」。ただしコンマのあとに用いられているの

で説明的に解釈，即ち「そして私たちはそれで暖をとっていた」。

和訳（p.48L18�p.49L4）

その男が来るようになった当初，私は彼が嫌で恐ろしかったのです。と申

しますのも彼の黒い肌の色やいやな顔つきを目にしていたからなのです。

ところが彼の訪問で食事が良くなっていくのに気付いてからは，私は彼の

ことが好きになっていきました。なぜならいつもパンや肉のかけらを持っ

てきてくれたからです。そして冬に持ってきた薪では，私たちは暖をとっ

ていました。

p.49

Demaneraque,continuandolaposadayconver- 5

saci�on,mimadrevinoadarmeunnegritomuybo-

nito,elcualyobrincabayayudabaacalentar. 7

5）demaneraque:「（直説法の動詞を従えると）それで，それゆえ」

（TSW），「（結果。＋直説法）だから～」（DEM）。後続する節はL6のmi

madre以下の箇所。5）,continuando:＜continuarの現在分詞，時もし

くは理由の意味の分詞構文としてとらえる。後続のlaposadayconver-

saci�onは，このcontinuarを自動詞ととれば主語，他動詞ととれば直接

目的語，その場合の意味上の主語は母親と黒人となる。いずれの場合でも

大意は同じ。5�6）conversaci�on:「会話」という意味に加え，VGC（p.

49）はAUTからの引用として「不義の交際，あるいは内縁関係」の意味
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も含まれるとしている。6）vinoadarmeunnegrito:venira＋不定詞

で「～するようになる」。meは間接目的格「私に」。6）negrito:negro＋

示小辞の-ito「小さな黒人の子」。7）,elcual:関係代名詞で先行詞はL6

のnegrito,後続する節の主語はそれとは別のyo「私」で，核となる動詞

brincaba,ayudabaはいずれも他動詞であることから，このelcualは目

的格の意味を伴うものとする。「そしてその子を」。7）brincaba:＜

brincar「（他動詞）（小児に）高い高いをしてやる」（TSW）。「両膝の上

に置き上に高く上げていた」（VGC,p.49）。7）ayudabaacalentar:「私

は（その子を）温めるのを手伝っていた」。「（わたくしは）温かくしてや

ろうとしたものでした」（AYL），「（私は）そのおしめを取りかえるのを

手伝ったりしました」（UNL）。

和訳（p.49L5�p.49L7）

このように宿泊と睦言が続いたことから，ついには母は私にとても可愛

らしい黒人の男の子を生んでくれました。そしてその子を私は高い高いを

したり温めるのを手伝ったりしたものです。

p.49

Yacu�erdomequeestandoelnegrodemipadrastro 8

trebejandoconelmozuelo,comoelni�nov�aami

madreyam�blancosya�elno,hu�ade�elconmie- 10

doparamimadrey,se�nalandoconeldedo,dec�a:

・�Madre,coco!・ 12

8）acu�erdome:→meacuerdo。もしこれが再帰動詞のacordarse「思い

出す，覚えている」に由来するものであれば，通常前置詞のdeを介して

que以下の従属節が続く。したがってacu�erdomedequeと補う。この

meが強調の再帰代名詞として用いられていると解釈すれば，他動詞の

acordarということになり後続する従属節には前置詞は不要。ただしその
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場合の意味は「決定する」。いずれの場合でも従属節の核となる定形動詞

は，L10のhu�aとL11のdec�a。9）trebejando:＜trebejar「飛びまわ

る，たわむれる」（TSW），「遊ぶ（jugando）」（VGC,p.49）。尚この現

在分詞はL8のestando（＜estar）と進行形を形成しているととる。L8

の現在分詞estandoは副詞的な用法ととる。したがって「遊んでいたと

きに」。9）mozuelo:mozo「若者」に示小辞が付いた語，「若い衆」

（TSW）。ただしここはラサロの幼い弟を指している。9�10）,comoel

ni�nov�aamimadreyam�blancos:como以下は挿入されている理由

の節。v�a→ve�a（＜ver「見る」），amimadreyam�がその直接目的

語で，それらと性数一致した形容詞blancosが目的格補語。「その子供は

私の母と私が（肌の色が）白いのを見たので」。10）a�elno:a�elはL9の

v�aの直接目的語，noは省略されている目的格補語blancoにかかってい

る。12）coco:「おばけ，変な顔つき」（TSW）。

和訳（p.49L8�p.49L12）

そして私が覚えているのは，私の黒人の継父が弟と遊んでいた折，弟は私

の母と私の肌の色が白く，継父がそうでないのに気付いたことから，恐ろ

しさで彼から母の方に逃げ，指さしながら言ったことです。「お母さん，

お化け！」。

p.49

Respondi�o�elriendo:・�Hideputa!・. 12

12）hideputa:hijodeputa「淫売の息子」，罵りの語。

和訳（p.49L12）

彼は笑いながら答えました。「売
ばい

女
た

の子め！」

p.49

Yo,aunquebienmochacho,not�eaquellapalabra 13

・LazarillodeTormes・（1554）の文法的特徴についての考察（廣澤） ―249―



demihermanicoydijeentrem�:・�Cu�antosdebede

haberenelmundoquehuyendeotrosporquenose 15

veenas�mesmos!・ 16

13）aunquebienmochacho:mochacho→muchacho,通常は名詞で

「少年」の意味だが，副詞のbienが修飾する形容詞で「幼い」の意味と

する。節を構成するのに語を補うと，aunqueyoerabienmochacho

「私はとても幼かったけれども」となろう。14）hermanico:hermano

「兄弟」に示小辞が付いた形式。14�15）debedehaber:deberde＋不定

詞で「～するに違いない」という推定の意味。ここは現在形 hay

（＜haber）に対して用いている表現なので，3人称単数のdebeが用いら

れている。つまり単人称表現で，直接目的語に相当するのがcu�antos「いっ

たい何人いることか」。15）quehuyendeotros:queは関係代名詞，先

行詞はL14のcu�antos「他者からにげる（者たちがいったい何人）」。15�

16）porquenoseveenas�mesmos:→porquenosevenas�mismos

「自分自身が見えないので」。

和訳（p.49L13�p.49L16）

私はまだとても幼かったのですが小さな弟のその言葉にはっとし，そして

心の中で言いました。「世の中には自身の姿が見えないゆえに，他の者た

ちから逃げる者がいったいどれだけいることだろう」。

p.49

Quisonuestrafortunaquelaconversaci�ondel 17

Zaide,queas�sellamaba,lleg�oao�dosdelmayor-

domoy,hechapesquisa,hall�osequelamitadpor

mediodelacebadaqueparalasbestiasledaban, 20

hurtaba,ysalvados,le�na,almohazas,mandiles,y

lasmantasys�abanasdeloscaballoshac�aperdidas;
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y,cuandootracosanoten�a,lasbestiasdesherraba,

ycontodoestoacud�aamimadreparacriara

mihermanico. 25

17�19）ここはL17のquisoを主動詞，主語は後続のnuestrafortuna,

従属節の核となる動詞は L18の lleg�o,その主語は L17の laconver-

saci�onという従属文である。その構造が分かるように並べかえると，

nuestra fortuna quiso que la conversaci�on lleg�o a o�dos del

mayordomo,となろう。主動詞にquiso＜querer「欲する」という意志

の動詞が用いられる場合には，通常従属節には接続法が用いられる。その

場合にはL18のlleg�oをllegaseと読みかえる。「我々の運命はその会話

が執事に至るように望んだ」。ただしRAEによるとquererには「決定す

る，引き起こす（resolver,detreminar）」の意味があり，それに加えて

MEDには「受け入れる（aceptar）」の意味も記載されている。その意味

で用いられていることが理由で，従属節に直説法のlleg�oが現れている可

能性がある。「我々の運命はその会話が執事に至ることに決めた」。17）

conversaci�on:vid.p.47,L5�L6。18）,queas�sellamaba:,queは関

係代名詞，先行詞はZaide,説明的な関係節を導入する。「そして彼はそ

のような名でした」。18�19）mayordomo:「（騎士団の）執事」。19）

,hechapesquisa,:hecha＜hacerの過去分詞を用いた分詞構文ととる。

「捜索が行われたのちに」。19）hall�oseque:→sehall�oque。hallar「見

つける」の無人称構文ととる。que以下が従属節。「（que以下の節を）見

つけた」。この従属節の核となる定形動詞は，L21のhurtaba。19�20）la

mitadpormediodelacebada:「大麦を半分がた（くすねている）」

（AYL），「大麦を彼が半分ほど（くすねていた）」（UNL）。lamitadde

が「～の半分」，pormediodeは「～を介して」。ここは全体で「半分を」

の意味ととる。21）hurtaba:＜hurtarの直説法線過去3人称単数，主語

はサイデ，「（他動詞）こっそり盗む，くすねる」（DEM）。L19�L20に先
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行する直接目的語，lamitadpormediodelacebadaがあるので，目的

格代名詞を補い，lahurtabaとする。さらに後続するsalvados「ふすま」，

le�na「薪」，almohaza「（鉄製の）馬ぐし」（TSW），mandiles「前掛け」

までが直接目的語。21�22）,ylasmantasys�abanas（...）hac�a

perdidas:hac�a＜hacer「（＋目的格補語）～を～にする」（DEM）。直接

目的語は hac�aに先行する lasmantasys�abanas,目的格補語は

perdidas＜perder「失う」の過去分詞。DEMの定義通りの語順にすると，

hac�alasmantasys�abanasperdidasとなる。あるいは直接目的語が他

動詞に先行する場合の目的格代名詞を補い，lashac�aperdidasとする。

「そして彼は毛布と敷布を紛失させていた」。23）,cuandootracosano

ten�a:→,cuandootracosanolaten�a「彼は他に何にも持っていなかっ

た時には」。23）lasbestiasdesherraba:ここでも直接目的語が他動詞に

先行するので目的格代名詞を補うと，lasbestiaslasdesherraba。des-

herraba＜desherrar「蹄鉄をはずす」（TSW）。24）acud�a:「駆けつける」

の意味であるが，VGC（p.49）は「援助する（ayudar）」の意としてい

る。

和訳（p.49L17�p.49L25）

私たちの運命の女神はサイデの密通が，彼はそのような名前でした，騎

士団の執事の耳に至らせることに決めました。そして捜索が行われた結果，

馬のために彼に与えられていた大麦の半分や，ふすま，薪，馬用のブラシ，

前掛けを盗んでいたこと，および馬用の毛布とシーツを紛失させていたこ

とが露見しました。更に他に何もなかった時には馬の蹄鉄まで外し，私の

弟を育てるためにこれら全てを持ってせっせと母のもとに通っていたので

す。

p.49

Nonosmaravillemosdeuncl�erigoni 25
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deunfraileporqueelunohurtadelospobresyel

otrodecasaparasusdevotasyparaayudadeotro 27

p.50

tanto,cuandoaunpobreesclavoelamorleani- 1

mabaaesto. 2

p.49,25�26）nonosmaravillemosdeuncl�erigonideunfraile:nos

maravillemosde＜maravillarsede「～に驚嘆する」，否定のnoと接続

法現在を用いた1人称複数に対する否定命令で，「我々は（de以下に）驚

嘆するのをやめましょう」。de以下のcl�erigo「聖職者」とfraile「修道

士」は，否定の意味の並列の接続詞niで結ばれている。「聖職者も修道士

も」。26）porque:DEMに，否定の主節＋porque＋節で「だからといっ

て」の意味で用いられるとあり。ただしその用法では，節に接続法が用い

られるとされるが，ここでは直説法のhurta＜hurtar「盗む」で表わされ

ている。26�27）elunohurtadelospobresyelotrodecasa:elunoと

elotroはそれぞれcl�erigoとfraileを指す。delospobres「貧乏人達か

ら」。elotroのあとにはhurtaが省略，「片や貧乏人から盗み，もう一方

は家から（盗むからといって）」。27）parasusdevotas:「彼らの女性信

者たちのために」。p.50,1）,cuandoaunpobreesclavoelamorle

animabaaesto:DEMによるとcuandoには理由の意味があり，ここで

は説明の節を導入しているので，「なぜなら（～であったからです）」の意

味ととる。animaba＜animar,他動詞，は，＋不定詞で「～する気にさ

せる」（DEM）。ここでは不定詞の代わりにesto「このこと」が用いられ

ている。主語はelamorで直接目的語はaunpobreesclavo,leは即ち

レイスモとなる。分かりやすい語順にすると，,cuandoelamoranimaba

aunpobreesclavoaesto「なぜなら1人のあわれな奴隷にこのことを

する気にさせていたからです」。
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和訳（p.49L25�p.50L2）

聖職者や修道士が自分たちの女性信者たちや他の者を援助するために，片

や貧乏人たちから盗み，またもう一方は家から盗むからといって我々は驚

くに値しません。と申しますのも愛情がこの哀れな奴隷めにこんなことを

する気にさせていたからです。

p.50

Yprob�oselecuantodigoya�unm�as,porqueam� 3

conamenazasmepreguntaban,y,comoni�no,res-

pond�aydescubr�acuantosab�a,conmiedo:hasta 5

ciertasherradurasquepormandadodemimadrea

unherrerovend�. 7

3）prob�osele:→seleprob�o（＜probar「証明する」），se＋3人称単数を

用いた無人称表現，「彼に対して（cuanto以下が）証明された」。3）

cuantodigo:関係代名詞cuanto＋節で「～すること全て」。即ち「私の

言っていること全て」。3）a�unm�as:「（比較の強調）なお一層」（DEM）。

つまり明らかにされた更に多くのこと。4）preguntaban:3人称複数を用

いた無人称表現ととる。「（私は）尋ねられた」。4）comoni�no:→como

erani�no「子供であったために」。comoは理由の意味。5）cuantosab�a:

cf.L3,「私の知っていたこと全て」。5）hasta:「（副詞的に）～さえ（も）」

（TSW）。6）que:目的格の関係代名詞，先行詞は ciertasherraduras

「あるいくつかの蹄鉄」，動詞はL7のvend�「私が売った」。6）mandado:

「m.命令（…），お使い，使い走り」（TSW）。7） herrero:「鍛冶屋」。

和訳（p.50L3�p.50L7）

そして私が申し上げていることと，更に多くのことが彼に対して証拠立

てられました。と申しますのも私は脅しでもって尋問されたからであり，

そして子供であったがゆえに，母の言いつけである鍛冶屋に私が売り払っ
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たとあるいくつかの蹄鉄に至るまで，恐ろしさから知っていたこと全てを

答え，暴露したからです。

p.50

Altristedemipadrastroazotaron 7

ypringaron,yamimadrepusieronpenaporjus-

ticia,sobreelacostumbradocentenario,queen

casadelsobredichoComendadornoentrasenial 10

lastimadoZaideenlasuyaacogiese. 11

7）altristedemipadrastroazotaron:冒頭の a（＜al）は，他動詞

azotaron（＜azotar「鞭打つ」の3人称複数を用いた無人称）の人の直

接目的語に用いる前置詞。trsiteは「（おもに名詞の前で）あわれな（…）」

（TSW）。ただし性質を強調するdeが用いられている（TSW はその用法

について，elbuenodeManuel「好人物マヌエール」という例を挙げて

いる）。この箇所を分かりやすくすると，azotaronamitristepadrastro

「私の哀れな継父は鞭打たれた」となろう。8）pringaron:＜pringar「（…）

傷つける，血を出させる，油責めにする」（TSW），「鞭打ちにより生じた

傷の上に［熱した］ラードを流し込む」（VGC,p.50）。8）amimadre

pusieronpena:この aは間接目的語を導入する前置詞，直接目的語は

pena「刑罰」。pusieron＜ponerの点過去三人称複数で無人称的表現。

「私の母は刑罰を受けた」。8�9）porjusticia:このporは動作主を導入す

る前置詞ととる。即ち「司直により」。9）sobreelacostumbradocente-

nario:sobreは「～のうえに，ほかに（＝adem�asde）」（TSW），

centenario「100の」は，VGC（p.50）によるとcentenariodeazotes

「100回の鞭打ち」。acostumbrado「習慣となった」は，男性形であるこ

とから母親が刑罰に慣れていることではなく，「お決まりの鞭打ち」の意

味。9�10）,queencasadelsobredichoComendadornoentrase:que
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は接続詞で導入する節中に用いられる動詞がentrase（＜entrarの接続法

過去，主語は母親）であることから，paraqueと同義ととる。主節はL8

のamimadrepusieronpena。「前述の騎士団長の家に（私の母が）入

らないようにするため（刑罰を科された）」。10�11）,niallastimado

Zaideenlasuyaacogiese:→,niacogieseallastimadoZaideenlacasa

suya「傷ついたサイデを彼女の家に入れないように」。

和訳（p.50L7�p.50L11）

哀れな私の継父は鞭打たれ，油責めにされました。そして私の母は習いと

なっていた鞭打ち100回に加えて，前述の騎士団長の家への出入りを禁じ

るのと，傷ついたサイデを自分の家に受け入れないようにとするための刑

罰が，司直により下されたのです。

p.50

Pornoecharlasogatraselcaldero,latristese 12

esforz�oycumpli�olasentencia,y,porevitarpeligro

yquitarsedemalaslenguas,sefueaserviralosque

alpresenteviv�anenelmes�ondelaSolana. 15

12）pornoecharlasogatraselcaldero:echarlasogatraselcaldero

はTSW に「本も子もなくす」とあり。原義は「鍋のあとに縄を放つ」で

あり，VGCは「［彼女が］あまり固執した場合に，油責めの鍋よりもよ

り重い罰が続き得ることをほのめかす箴言」（p.50）としている。porは

para「～するために」と同義ととる。12）latriste:→lamadretriste

「傷心の母」。13）cumpli�olasentencia:「判決を果たした」という意味

であるが，L8で科された刑罰を守ったという内容であろう。13）por

evitarpeligro:ここの porも L12の場合と同様に，paraと同義。14）

quitarsedemalaslenguas:quitarsede～で「～から立ち去る」。ただし

malaslenguasは場所ではなく，malalengua「うわさ好き，悪口家」
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（TSW），「毒舌（家），中傷（家）」（DEM）の意味。14�15）sefuea

serviralosque（...）viv�an:sefuea＜irsea＋不定詞で「不定詞の動作

をしに行く」。servir「仕える」はalosqueviv�anを直接目的語ととる

他動詞で，「使用人として働く」の意味ととる。15）alpresente:「現在，

いま」（TSW）の意味であるが，文脈から「当時」と解釈する。15）el

mes�ondelaSolana:「はたご屋ラ・ソラーナ」。UNLの注によると「現

在サラマンカ市庁舎のあるところに位置していた宿屋」（p.104）。

和訳（p.50L12�p.50L15）

［古諺にあるように］鍋のあとに縄をかけられては元も子もなくなると

ばかりに，悲しみに暮れた私の母は一生懸命になり，刑に服し，そして危

険を避けるためと人々の中傷から逃れるために，はたご屋「ラ・ソラーナ」

に当時宿泊していた人たちの使用人として働きに行きました。

p.50

Yall�, 15

padesciendomilimportunidades,seacab�odecriar

mihermanico,hastaquesupoandar,yam�hasta

serbuenmozuelo,queibaaloshu�espedesporvino

ycandelasyporlodem�asquememandaban. 19

16）,padesciendo:＜padescerの現在分詞，現代スペイン語ではpadeci-

endo＜padecer「～に苦しむ，患う」。16）importunidades:「時期はず

れ，うるささ，わずらわしさ，しつっこさ」（TSW），「要求や求愛による

不快さ」（RAE），「しつこさ，迷惑」（DEM）。16�17）seacab�odecriar

mihermanico:criar「育てる」の人の直接目的語mihermanoに前置詞

のaを補う。「私の小さな弟を育て終えた」。17）hastaquesupoandar:

supo＜saber＋不定詞で「～する能力がある」。「歩くことが出来るまでに」。

17）am�:L16のcriarのもう一つの直接目的語。こちらには前置詞aが
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伴うが，たとえばseacab�odecriarmeam�のようにmeを補う必要が

ある。18）,queibaaloshu�espedesporvino:queは関係代名詞で先行

詞はmozuelo,説明的な関係節を導入，「そして彼は（行ったものだ）」。ir

por～で「～を取りに行く」，ここでは「お使い走りをする」の意味。alos

hu�espedesは間接目的語，「宿泊客たちのために」。19）yporlodem�as

quememandaban:このporはL17のibaと結びつく。即ちporvinoy

candelasのporと同格。lodem�as「その他のこと」。queは関係代名詞

で先行詞はlodem�as,目的格のはたらき，meは間接目的語。「彼らが私

に命じていたその他のことのために（使い走りをしていた）」。

和訳（p.50L15�p.50L19）

そしてそこでは数え切れないほどの言い寄りに耐えながら，彼女は私の弟

を歩くことが出来るまでに育て上げ，そして私をいっぱしの少年にまで育

て上げました。私は泊り客たちのためにぶどう酒やろうそく，あるいは言

いつけられたその他のことの使いっぱしりをしておりました。

p.51

Enestetiempovinoaposaralmes�onunciego,el 1

cual,paresci�endolequeyoser�aparaadestralle,

mepidi�oamimadre,yellameencomend�oa�el,di-

ci�endolec�omoerahijodeunbuenhombre,elcual,

porensalzarlafe,hab�amuertoenladelosGel- 5

ves,yqueellaconfiabaenDiosnosaldr�apeor

hombrequemipadre,yquelerogabametratase

bienymiraseporm�,pueserahu�erfano. 8

1）vinoaposaralmes�onunciego:vino＜venir＋a＋場所＋a＋不定詞，

「（場所）に（不定詞をしに）来る」。posar「止まる，宿泊する（＝alo-

jarse）」（TSW），「一人の盲人がその宿に泊まりに来た」。cf.p.48，L9。
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1�3）,elcual（...）mepidi�oamimadre:elcualは関係代名詞で先行詞

はunciego,コンマの後に用いられ説明的な関係節を導入，「そして彼は」。

ここのmeは直接目的格ととる，「私を」。amimadreは間接目的語とし，

「そして彼は私の母に私を（くれるように）求めた」。2）,paresci�endole:

parescerの現在分詞，現代語ではpareciendo（＜parecer），それに前接

の間接目的格代名詞が用いられたもの。コンマの後に用いられる現在分詞

は分詞構文的な用法となることがある。ここは理由の意味ととり，「彼に

は que以下と見えたので」とする。2）queyoser�aparaadestralle:

paresci�endoleを主節とした場合の従属節。ser�aの後にはbueno「良い」

やadecuado「適切な」といった形容詞を補ってとらえ，そしてこの過去

未来は過去から見た未来，「適切なものとなるだろう」とする。adest-

ralle:adestrarle,IEMによると，不定詞に無強勢代名詞が前接する場合

の同化現象は17世紀ごろまで起こった（p.155）。adestrar「他動詞，12�

15世紀，慣れさせる［＝adiestrar］，手を取って導く」（MED），「他動詞，

adiestrar［に同じ］」（RAE）。adiestrar「14世紀，案内する，歩かせる」

（MED），「他動詞，稀な使用，特に盲人を案内する，歩かせる」（RAE）。

他動詞であるのでこのleはレイスモ「彼を」。「私が彼を導くのに適切な

者となるだろう（と彼に思えたので）」。3）ellameencomend�oa�el:

encomend�o＜encomendar「頼む，委託する」（TSW）。meは直接目的

格「私を」。a�elは間接目的語「彼に」，「彼女は私を彼に委ねた」。3�4）

,dici�endolec�omoerahijodebuenhombre,:dici�endoleはdecirの現

在分詞に間接目的格代名詞が前接した形式，コンマのあとなので時の分詞

構文的に解釈（cuandoledijoに相当），「そしてその時彼に言った」。

c�omo以下はdici�endoleを主節とした場合の間接疑問文。eraの主語は

yo「私は」とする。4）,elcual,:関係代名詞，先行詞は unbuen

hombre,後続する節はL5のhab�amuerto以下，コンマのあとの説明的

な節であり「そして彼は」と解釈する。5）ensalzarlafe:「信仰を称揚
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する」。イスラム教徒のモーロ人との戦いであったため，ここでの信仰と

はキリスト教のこと。5�6）enladelosGelves:このlaについて，「先に

言及した［p.48,L1～］モーロ人たちに対する艦隊（armada）」（VGC,p.

51），jornada「遠征隊」を指す可能性もある。Gelvesについて，「［チュ

ニジアの］チュニスのガベス湾にある島で，ここで1510年，スペイン軍

はモーロ人に大敗を喫した」（UNL,p.104）。スペイン語の読みを写せば

「ヘルベス」，現代の英文表記では Djerba「ジャルバ島」。6）queella

confiabaenDios:→ellaconfiabaenDiosque「彼女はque以下のこと

を神にかけて信じている」。6）nosaldr�a:主語はyo「私」，あるいはsu

hijo「自分の息子」，いずれにしてもラサロのこと。saldr�a＜salirは主格

補語を伴い「～になる」。7）quelerogaba:→lerogabaque「que以下

するように懇願した」。従属節には接続法の tratase＜tratar「扱う」，

mirase＜mirar「見る」が用いられている。8）,pues:説明的に理由をあ

らわす，「なぜなら」。

和訳（p.51L1�p.51L8）

この頃一人の盲人がその宿に泊まりに来ました。そして彼は私が彼の手

引きにちょうど良いものとなるだろうと思えたので，母に私をくれるよう

に頼みました。そして母は私を彼に委ね，私がどれほど善良な男の息子で，

その男は信仰の称揚のためにヘルベス島の遠征で亡くなったことを言いま

した。そして彼女は私が父よりも悪くはならないだろうと神にかけて信じ

ており，そして孤児であるゆえに私を大事によく面倒を見てくれるよう彼

に懇願しました。

p.51

�Elrespon- 8

di�oqueas�lohar�ayquemerecib�anopormozo

sinoporhijo. 10
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9）har�a:過去の時点respondi�o「答えた」を基準とした過去未来の用法，

「するだろう（と答えた）」。9）por:資格の用法，「～として」。

和訳（p.51L8�p.51L10）

彼はそのようにそれをするだろうと答えました。そして使用人としてでは

なく，息子として私を引き取ると答えました。

p.51

Yas�lecomenc�easerviryadestrara 10

minuevoyviejoamo. 11

10）le:L10�L11のami（...）amoを受ける。servir「仕える」は自動詞

なので間接目的「～に」となるが，adestrar「手引きする」は他動詞なの

で直接目的となる。その場合のleはレイスモ。11）nuevoyviejoamo:

「今度の年老いた主人」。viejoは名詞に後置されると「年を取った」の意

味となる。即ちnuevoamoviejo。

和訳（p.51L10�p.51L11）

こうして私は新たな年老いた主人に仕え，手引きをし始めました。

p.51

ComoestuvimosenSalamancaalgunosd�as,pa- 12

resci�endoleamiamoquenoeralagananciaasu

contento,determin�oirsedeall�;ycuandonoshubi-

mosdepartir,yofuiaveramimadrey,ambosllo- 15

rando,mediosubendici�onydijo: 16

12）comoestuvimos:譲歩の意味ととる，「我々は居たけれども」。12�13）

paresci�endoleamiamoque:cf.p.51,L22。「私の主人にはque以下と

思えたので」。13�14）noeralagananciaasucontento:→laganancia

noeraasucontento。era（＜ser）＋aで「価する（＝valer）」（TSW）。
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「その稼ぎは彼の満足に値するものではない（と思えたので）」。14�15）

noshubimosdepartir:hubimos＜haberの直説法点過去，de＋不定詞

を伴い義務をあらわす。nosは再帰代名詞，partirse「（古）出発する」

（TSW）。「私たちは出発しなければならなかった」。15）fuiaver:fui＜

ir,a＋不定詞を伴い，「不定詞の動作をしに行く」。15）ambosllorando:

「両者とも泣きながら」。ambosはllorando（＜llorarの現在分詞）の意

味上の主語。16）mediosubendici�on:「（彼女は）私に祝福を授けた」，

別れの際に言葉を述べたという意味。

和訳（p.51L12�p.51L16）

私たちは数日間サラマンカにいましたが，私の主人にはそこでの稼ぎが

満足いくものではなかったと思えたので，そこを出発することに決めまし

た。そして私たちがいよいよ立ち去らなければならないとき，私は母に会

いに行き，2人とも泣きながら，母は私に祝福を授け，言いました。

p.51

―Hijo,yas�equenotever�em�as.Procuraser 17

bueno,yDiostegu�e.Criadoteheyconbuenamo

tehepuesto;v�aleteporti. 19

17）ya:「（現在）もう，いまは」（TSW）。「（que以下であることを）も

う（分かっている）」。17）m�as:「（否定文で）もう（～ない）」（TSW）。

17）procura:＜procurar「（＋不定詞で～しようと）努める」の2人称単

数に対する命令。18）Diostegu�e:文頭に接続詞queを補い，接続法

（gu�e＜guiar「導く」）を用いた独立願望文ととる。「神が君を導くよう

に」。18）criadotehe:→tehecriado「私は君を育てた」。criar「育て

る」。18）conbuenamotehepuesto:→tehepuestoconbuenamo

「私は君を良い主人につけた」。19）v�aleteporti:v�alete＜valerse「（老

人，病人などが）一人で身の回りの用を足す」（DEM）の2人称単数に対
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しての命令。tiも前置詞格の再帰代名詞2人称単数ととる。即ち不定形の

場合にはvalersepors�となる。

和訳（p.51L17�p.51L19）

「息子よ，再びお前に会えないだろうことはもう分かってるよ。良い人

になるように努めなさい，そして神様がお前を導きますように。私はお前

を育て，そして良い主人につけてやったんだ。自分自身のことは自分です

るんだよ。」

p.51

Yas�,mefuiparamiamo,queesper�andomees- 20

taba. 21

20）,queesper�andomeestaba:→,queestabaesper�andome。queは関

係代名詞で先行詞はmiamo,コンマのあとに用いられているので説明的

な関係節を導入しているととる，即ち「そして彼は」。

和訳（p.51L20�p.51L21）

そうして私は主人のもとに向かいましたが，彼は私を待っていたのです。

p.51

SalimosdeSalamanca,y,llegandoalapuente, 22

est�aalaentradadellaunanimaldepiedraquecasi

tieneformadetoro,yelciegomand�omequellegase

cercadelanimal,y,all�puesto,medijo: 25

22）,llegandoalapuente:llegando＜llegar「到着する」は，コンマの

あとで時の分詞構文的に用いられている，「着いた時に」。puente「橋」

はここでは女性名詞として現れているが，現代語では通常男性名詞。「か

つて女性名詞として用いられた。方言的に女性名詞として使用」（RAE）。

「［puenteの性は］あいまい」（MED及びAUT）。語源となるラテン語の
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p�onsは男性名詞。23）est�aalaentradadellaunanimaldepiedra:

est�aの主語は後続のunanimal以下。より分かりやすい語順にすると，

unanimaldepiedraest�aalaentradadella。della→deella,ellaはL22

のlapuenteを受ける。この橋はトルメス川にかかるローマ橋（Puente

Romano）のこと。24）elciegomand�omequellegase:→elciegome

mand�oqueyollegase,「盲人は（私が）近づくように私に命じた」。25）

all�puesto:分詞構文を形成するpuestoはponerse「立つ」の過去分詞

で，ラサロに一致しているととる。「そこに立つと」。

和訳（p.51L22�p.51L25）

我々はサラマンカの街を後にしました。そして橋に近づくとまるで牛の

形をしたような石像が，その渡り口にありました。盲人は私にその石像に

近づくように命じ，私がそこに立つと言いました。

p.51

―L�azaro,llegaelo�doaestetoroyoir�asgran 26

ruidodentrod�el. 27

26）llega:llegar（「（他動詞）（古）近寄せる（＝allegar,juntar）」

（TSW））の2人称単数に対する肯定命令，直接目的語はelo�do。27）

d�el:→de�el。この�elはtoroを指す。

和訳（p.51L26�p.51L27）

「ラサロ，この牛に耳を近づけてごらん，中からすごい音が聞こえるよ」。

p.51

Yo,simplemente,llegu�e,creyendoserans�. 28

28）llegu�e:ここもL26と同様に他動詞ととる，即ちlollegu�e「私は（そ

れを）近づけた」。28）,creyemdo:単なる副詞用法の「考えながら」の

意味とせず，分詞構文的に解釈するのであれば，理由の意味「なぜなら
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（～と）思ったからです」となる。28）ans�:「（古・方）＝as�」（TSW）。

和訳（p.51L28）

私は単純に耳を近づけましたが，それはそのようなものであると思った

からです。

p.51

Y,como 28

sinti�oqueten�alacabezapardelapiedra,afirm�o

reciolamanoydiomeunagrancalabazadaenel 30

p.52

diablodeltoro,quem�asdetresd�asmedur�oeldo- 1

lordelacornada,yd�jome: 2

28�29）comosinti�oque:comoには理由の意味，「～だから，ゆえに」

（TSW）以外にも，「～するとすぐ（＝as�que）」の意味もある。即ち，

「que以下だと感じたので（あるいは，感じるや否や）」。29）ten�ala

cabezapardelapiedra:ten�a＜tener,主語は盲人で3人称単数，他動

詞，直接目的語はlacabeza,par「（形容詞）対の，対になった」（TSW）

は目的格補語，「（私の）頭を石像と対にしていた」。石像に頭を近づけて

並べたことを表している。 29�30） afirm�oreciolamano:afirm�o

＜afirmarは「肯定する」の意味ではなく，「しっかりした（firme）状態

にする」，その直接目的語がlamanoなので，「手をしっかり伸ばす」の

意味。 recioは副詞で，「激しく」。 30） diome:→medio。 30）

calabazada:「頭のぶっつけ，頭部への殴打」（TSW）。30）eneldiablo

deltoro:diablo「悪魔」はここでは間投詞的に用いられ，牛の像を罵る

語。enは場所，あるいは手段の意味にもとれる。即ち「牛の像のやつで

もって」。cf.p.55,L7。p.52,1）,que:一見関係代名詞のようにも見え

るが，導入する節の動詞dur�o＜durar「続く」は自動詞であり，したがっ
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て後続する名詞句のeldolor「痛み」は主語ということになり，このque

は主語の役割も直接目的語の役割も果たさない接続詞と解釈できる。そし

てその用法は意味の希薄な単なるつなぎととる。1）m�asdetresd�as:「3

日以上」。ただし現代語ではm�asdeの後の数詞を含まない（DEM）。そ

の場合は「4日以上」。2）cornada:「角の一突き」（TSW），cuerno「角」

の派生語。2）dijome:→medijo。

和訳（p.51L28�p.52L2）

彼は私の頭が石像と並んだと感じるや否や，手を勢いよくしっかり伸ばし，

牛のやつでもって私に頭部への打撃を加えました。そしてその角突きの痛

みは3日以上続いたのですが，私にこう言いました。

p.52

―Necio,aprende:queelmozodelciegounpun- 3

tohadesaberm�asqueeldiablo. 4

3）que:意味のない単なるつなぎ，あるいは理由を導入する接続詞。後者

であれば「というのも（～だからだ）」。3�4）unpunto:punto「ほんの

少し，微量，瞬間」（TSW），unpuntode～「少量の～」（DEM）。4）ha

desaber:ha＜haberde＋不定詞で義務「～しなければならない」を表す。

saberは自動詞の用法で，「抜け目がない」（TSW）。4）saberm�asqueel

diablo:この句が何らかの意味を成す熟語であった可能性もあるが確認で

きなかった。ここのdiabloはL1と違って文字通り「悪魔」と解する。

和訳（p.52L3�p.52L4）

「愚か者め，覚えておくがいい。盲人の手引き小僧ってのは，悪魔より

少しばかり利口でなくちゃならないからな。」

p.52

Yri�omucholaburla. 5
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5）ri�o:＜re�r,ここではlaburla「からかい」を直接目的語にとる他動詞，

「嗤う」の意味で用いられている。

和訳（p.52L5）

そして彼はその悪ふざけを大いに笑いました。

p.52

Paresci�omequeenaquelinstantedespert�edela 6

simplezaenque,comoni�no,dormidoestaba. 7

6）paresci�ome:→mepareci�o。6）despert�ede:「～から私は目覚めた」。

despertarはここでは自動詞として用いられている。6�7）lasimplezaen

que（...）dormidoestaba:→lasimplezaenqueyoestabadormido,

「私が眠りこけていたその単純さ」。7）comoni�no:→comoyoerani�no,

「私は子供であったので」。

和訳（p.52L6�p.52L7）

私が子供であったゆえに眠りこけていたその単純さから目覚めたのは，

まさにその瞬間だったと私には思えます。

p.52

Dije 7

entrem�:・Verdaddice�este,quemecumpleavivarel

ojoyavisar,puessolosoy,ypensarc�omomesepa

valer.・ 10

8）verdaddice�este:verdad「真実」はdiceに先行する直接目的語，即

ち，verdadladice�este「この人は真実を言っている」。8）,que:�esteを

先行詞とする関係代名詞ととる。コンマの後で説明的関係節を導入してい

る。「そして彼は」。8�9）mecumpleavivarelojo:cumple＜cumplir

「果たす」を用いた，一種の知覚構文を形成していると解釈する。知覚の
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対象で人の直接目的語はme,avivar「（目を）光らせる」（TSW）はその

動作を表す不定詞ととる。cumplirは使役のhacerに相当すると読む。

尚，後続するL9のavisarとpensarも同格の不定詞とする。「私の目を

光らせる」。9）,puessolosoy:→,puessoysolo。puesは理由の節を導

入する接続詞，コンマの後で用いられているので説明的にとる。「何故な

ら私は一人なので」。9）c�omomesepavaler:valerseについては，p.51,

L19を参照。主節をavisarとpensarとする間接疑問文であるが，接続

法のsepa＜saberが用いられている。主節に相当するこれら2つの不定

詞は，使役の意味で用いられているL8のcumpleに支配されているとと

り，例えば疑問詞の c�omoの代わりに接続詞 queを用いるとすると，

hacepensarqueyosepavalerme「私が自身のことは自分でできるよう

に考えさせる」という，従属節に接続法が出現可能な文が想定できること

から，このqueの代わりにc�omo「どのように」が用いられて，「どのよ

うにしてできるようになるか考えさせる」の意味に解釈したい。

和訳（p.52L7�p.52L10）

私は心の中で言いました。「この人は本当のことを言っている。そして彼

は私の目を開かせ，わたしが一人であるゆえに，どのようにしたら自分の

ことは自分でできるようになるのかを気付かせ，考えさせているのだ」と。

p.52

Comenzamosnuestrocamino,yenmuypocos 11

d�asmemostr�ojerigonza. 12

11）camino:「旅行」（DEM）。12）jerigonza:「隠語」。「ならず者やごろ

つきの隠語。ただしこの匿名の著者はラサロの口からそれを言わせていな

い」（VGC,p.52）。

和訳（p.52L11�p.52L12）

私たちは旅を始めました。そして彼はごくわずかな日数のうちに，私に
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その筋の者たちの隠語を示したのです。

p.52

Ycomomeviesede 12

bueningenio,holg�abasemucho,ydec�a: 13

12�13）comomeviesedebueningenio:comoは理由の節を導入する接

続詞。接続法過去のviese＜ver「見る」の3人称単数，主語は主人，が

用いられていることについて，「comoによって導かれる理由節では，意

味的な差はなく，直説法と同時に接続法も用いられた。」（IEM,p.146）。

つまり現代語ではve�aが用いられるととる。deは主題，「～について」。

「私に（ついて）利発さを見たので」。13）holg�abase:→seholgaba

＜holgarse「楽しむ，喜ぶ」。

和訳（p.52L12�p.52L13）

ところが彼は私の利発さに気付いたので大変喜び，言いました。

p.52

―Yooroniplatanotelopuedodar;masavi- 14

sosparavivir,muchostemostrar�e. 15

14）yooroniplatanotelopuedodar:→yonotepuedodar（あるい

はnopuedodarte）nioroniplata「私は君に金も銀も与えることはで

きない」。loは先行する直接目的語oroniplataを受ける。「『使徒言行録』

（3:6）からとった聖ペテロの言葉［足の悪い男に「わたしは金や銀はない

が持っているものをあげよう」（KDY）という言葉をかけ，手を取り歩か

せた］のパロディ」（VGC,p.52）。14�15）masavisosparavivir,

muchostemostrar�e:avisos「注意，警告（…）」（TSW）と muchos

「たくさんのこと」がmostrar�e＜mostrarの直接目的語。
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和訳（p.52L14�p.52L15）

「わしはお前に金も銀もやれないが，生きるための注意ともろもろのこ

とはお前に示してやろう」。

p.52

Yfueans�,que,despu�esdeDios,�estemediola 16

vida,y,siendociego,mealumbr�oyadestr�oenlaca-

rreradevivir. 18

16）y:文頭の接続詞yには様々なニュアンスが伴う（DEM）。16）fue

ans�:→fueas�。Noesas�が「そうじゃない」（TSW）の意味であるの

で，fueans�は前の盲人の発言を受け，「（実際に）そうであった」と解

する。16）,que:porqueに相当する理由の意味の接続詞ととる。説明的

に「というのも」。導入する節はL16�L17の�estemediolavida。17）

,siendociego:siendo＜serはコンマの後に用いられる譲歩の分詞構文と

とる。「盲人でありながら」。17）alumbr�o:alumbrar「（盲人を）目あき

にする，（～に）光，光明を与える，啓発，啓蒙する」（TSW）。17）

adestr�o:adestrar,vid.p.51,L2。

和訳（p.52L16�p.52L18）

確かにそのとおりでした。と申しますのも，神様の次にこの男は私に生

命を与え，そして盲人という身でありながら私の目を開かせ，生きる道筋

において手を取って導いてくれたからです。

p.52

HuelgodecontaraVuestraMercedestasni�ner�as, 19

paramostrarcu�antavirtudseasaberloshombres 20

subirsiendobajos,ydejarsebajarsiendoaltoscu�an-

tovicio. 22
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19）huelgodecontar:huelgo＜holgarは自動詞，又は再帰動詞の用法

で「喜ぶ（…），気晴らしをする，楽しむ（＝divertirse）」（TSW）。DEM

では再帰のholgarseの見出しに「（古語）（＋de・conを）楽しむ，喜ぶ」

とあり。「自動詞，喜ぶ（alegrarse）（…），再帰形でより多く用いられる」

（RAE），「再帰動詞，楽しむ（divertirse），気晴らしをする（entre-

tenersecongusto）」（RAE）。20�21）,paramostrarcu�antavirtudsea

saberloshombressubir:文頭にコンマが用いられ，para＋不定詞以下

を説明的にとる。「そしてそれは～するためなのです」。不定詞のmostrar

「示す」が cu�anta以下の間接疑問文の主節という構造をとる。cu�anta

virtud「どれほどの美徳であるか」，seaの補語ととる。その主語は後続

のsaberloshombressubir「人が登る術を知っていることが」。saber

subirがsaber＋不定詞の迂言形式で，その意味上の主語がloshombres。

ここで接続法現在の seaが用いられているが，これに関して IEM（p.

150）は間接疑問文に出現する接続法について言及しており，その場合主

節にsaberなどの認識の動詞が用いられるとしている。L20のmostrar

もsaberと同様に主節に用いられるときには従属節に直説法を要求する

同類の動詞ととることが出来る。21）siendobajos:siendo＜serの現在

分詞。bajosはL20のloshombresと一致，「低い身分でありながら」。

21�22）dejarsebajarsiendoaltoscu�antovicio:ここも同様に L20の

mostrarにつながる節であるが，前半と同様に並べかえると，cu�anto

viciodejarsebajarloshombressiendoaltos,「高い身分でありながら落

ちるに身を任せることがどれほどの悪徳であるか」。dejarsebajar「落ち

るままになる」。

和訳（p.52L19�p.52L22）

私はあなた様にこういった子供じみたことを喜んでお話し申し上げてい

るわけですが，それは人が低い身分でありながら上に登りつめることが出

来ることがどれだけの美徳であり，また高い身分でありながら落ちるに身
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を委ねることがどれほどの悪徳であるかをお示しするためであります。

p.52

Puestornandoalbuenodemiciegoycontando 23

suscosas,VuestraMercedsepaquedesdequeDios

cri�oelmundo,ningunoform�om�asastutonisagaz. 25

23）tornando:tornar「戻る」の現在分詞，条件のニュアンスの分詞構文

ととらえる。「戻るとすれば」。23）albuenodemiciego:この deは

「性質の強調」（TSW）。「善人である私の盲人」。もちろん皮肉の意味が伴

う。23）contando:contar「語る」の」現在分詞。これもtornandoと同

様に分詞構文ととる。25）cri�o:＜criar「創設する（＝crear）」（TSW）

の点過去3人称単数，主語はL24のDios「神」。crearについて，「創造

する（＝criar［と同義］）」（TSW）。25）ningunoform�om�asastutoni

sagaz:form�o＜formar「形づくる」はcriar「生む」（TSW）の意味と解

し，不特定な人の直接目的語と比較の対象が省略されているととる。即ち，

ningunoform�ounhombrem�asastutonisagazqueelciego,「その盲

人より狡猾で鋭い男を誰も生み出さなかった」。

和訳（p.52L23�p.52L25）

さて話をわが善人の盲人に戻し，彼の事々を語ることにしますが，あな

た様に知っていただきたいのは，神がこの世を創造して以来，彼より狡猾

で鋭い男を誰も生み出さなかったということでございます。

p.52

Ensuoficioeraun�aguila:cientoytantasoraciones 26

p.53

sab�adecoro;untonobajo,reposadoymuysona- 1

ble,quehac�aresonarlaiglesiadonderezaba;un
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rostrohumildeydevoto,queconmuybuenconti-

nentepon�acuandorezaba,sinhacergestosnivisa-

jesconbocaniojoscomootrossuelenhacer. 5

26）cientoytantasoraciones:「100いくつかの祈り」。tantasは「（数

詞の代用）いくらかの」（DEM）。p.53,1）sab�adecoro:sab�aの直接

目的語が先行する cientoytantasoracionesなので，現代語では las

sab�adecoroと直接目的格代名詞を補ってとらえる。「100いくつかの祈

りを暗記して知っていた」。1�2）sonable:「響きの高い（＝sonoro）」

（TSW）。尚，bajo「低い」，reposado「落ち着いた」とともにtono「口

調」を修飾する。2）,quehac�aresonarlaiglesia:queは関係代名詞，

先行詞はL1のtono,コンマのあとで説明的な関係節を導入している。

「そしてそれは」。hac�aの主語となり，使役の構文を形成。不定詞

resonarは自動詞であるので，laiglesiaはhac�aの直接目的語。「そして

それは教会を鳴り響かせていた」。3）,que（...）pon�acuandorezaba:

queは関係代名詞，先行詞はL3のrostrohumildeydevoto「慎ましく

信心深い顔」。導入する関係節のpon�aの直接目的語のはたらき。「祈る

際には慎ましく信心深い顔をしていた」。3�4）continente:「顔色，様子」

（TSW）。conmuybuencontinenteで「非常に善良な様子で」。4�5）

sinhacergestosnivisajes:gestoには「身振り」の他に，「（文語）表情，

顔つき」（DEM）の意味もある。hacergestos「いやな顔をする」（TSW）。

visaje「顔，顔つき，ゆがめ顔，おどけ顔（＝gesto）」（TSW）。5）como

otrossuelenhacer:このcomoは理由ではなく，様態の意味ととる。「他

の者たちが常にするように」。

和訳（p.52L26�p.53L5）

彼は自分の仕事においては鷲のようにやり手でした。100いくつかのお祈

りをそらんじており，低く落ち着いてよく響く口調は，彼が祈りを捧げて

いた教会中を響き渡らせていました。祈るときはとても善良な様子で，し
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おらしく信心深い顔をしていました。他の者たちがするのが常であるよう

に，口や目で変な表情やしかめっ面をすることはありませんでした。

p.53

Allendedesto,ten�aotrasmilformasymaneras 6

parasacareldinero. 7

6）allendedesto:→allendedeesto。allende「その上に（＝adem�as）」

（TSW）。

和訳（p.53L6�p.53L7）

このことに加えて，彼は金を巻き上げるための数限りない方法ややり方

を，他に知っていました。

p.53

Dec�asaberoracionespara 7

muchosydiversosefectos:paramujeresquenopa-

r�an,paralasqueestabandeparto;paralasque

eranmalcasadas,quesusmaridoslasquisiesenbien. 10

7�8） oracionesparamuchosy diversosefectos:この muchosは

diversosと同様にefectosにかかっているようにも見える。その場合「多

くの様々な効果」の意味。paramuchosを「多くの者たちのために」の

意味にとれば，diversosefectosは oracionesに deを補ってつなぎ，

oracionesparamuchosydediversosefectos,「多くの者たちのための

様々な効果のお祈り」と解釈できる。9）estabandeparto:estarde＋名

詞で「名詞の意味することの実行を表わす」（TSW），即ち「出産中であっ

た」。10）eranmalcasadas:malcasar「（まれ）身分違いの結婚をさせる」

（DEM）の受動態，あるいはmal「悪く」＋casar「結婚させる」の意味

に分けてもとらえられる。10）,que:一見関係代名詞にも見えるが，後続
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の節中に主語も直接目的語もあることから，接続詞ととる。その場合，節

中に接続法過去のquisiesen＜quererがあるので，このqueはparaque

の意味にとる。

和訳（p.53L7�p.53L10）

彼は多くの者たちのための様々な効果のお祈りを知っていると言ってまし

た。子供が生まれない女たちのためのもの，分娩中の者たちのためのもの，

そして結婚に失敗した女たちには，夫たちが彼女らをよく愛するようにす

るためのものもありました。

p.53

Echabapron�osticosalaspre�nadas,sitra�anhijoo 11

hija. 12

11）echaba:＜echar「与える，配る」（TSW）。11）tra�an:＜traer「も

たらす，引き起こす」（TSW）の意味であれば，「産む」と解釈できるか

もしれない。「身につける，着ている」（TSW）の意味であれば，お腹の

子の性別を予言するの意味となろう。

和訳（p.53L11�p.53L12）

彼は妊婦たちに予言をしていましたが，それはお腹の子が息子なのか娘な

のかということでした。

p.53

Puesencasodemedicina,dec�aqueGalenono 12

supolamitadque�elparamuelas,desmayos,males

demadre. 14

12）medicina:この語には「医学」に加え，「薬」の意味もあり。L16以

降で盲人は薬草の知識を披露している場面が描かれる。12）Galeno:紀元

2世紀のギリシャの医学者，ガレノス。多岐にわたる医学分野と哲学に関
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する膨大な著作がある。「［ガレノスの思想と著作は］今日にいたるまでの

アラビア・イスラム医学の基礎をなしているし，近世初頭のヨーロッパに

おいても（イスラム世界を経由して）（…）スペイン医学派を形成し（…）

［た］」（『自然の機能について』，p.239）。12）supo:＜saberの点過去3

人称単数，主語はガレノスで，主節のdec�a（＜decir，主語は盲人）よ

りも前の動作を表わす。つまりこのsupoは直説法過去完了に相当する用

法。13�14）malesdemadre:「ヒステリー」（TSW）。ただしmalは名詞

で「病気」の意味があり，文字通りの意味だと「母親の病気」とも解釈で

きる。VGC（p.53）はこのmadreはmatriz「子宮，母胎」としている。

その場合「婦人病」。

和訳（p.53L12�p.53L14）

それゆえ医学について言えば，歯痛とめまい，婦人病についてはあのガレ

ノスでも彼の半分も知っていなかったと豪語するのでした。

p.53

Finalmente,nadieledec�apadeceral- 14

gunapasi�on,queluegonoledec�a: 15

14�15）nadieledec�apadeceralgunapasi�on:leは盲人を指す，「彼に」。

pasi�on「痛み（dolor）」（VGC,p.53）。15）,queluegonoledec�a:luego

「すぐに」（TSW）。この行の leは間接目的格で L14の nadieを指し，

dec�aの主語は盲人，直接目的語に相当するのはL16�L17の内容。que

は単なるつなぎの接続詞ととる。L14�L15を文字通り訳すと，「ついには

誰も彼に何らかの痛みを訴えていなかった。そしてその人たちは彼から直

ちに以下のこと（L16�L17の内容）を言われなかった」となるところで

あるが，「ついには彼に何らかの痛みを訴えて，彼から直ちに以下のこと

を言われない者は誰もいなかった」と解する。
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和訳（p.53L14�p.53L15）

ついには彼に何らかの痛みを患っていることを伝え，彼から直ちに次のよ

うな助言を言われないものは誰もいなくなりました。

p.53

―Hacedesto,har�eisestotro,cosedtalyerba, 16

tomadtalra�z. 17

16�17）ここで用いられている動詞は2人称複数形であるが，いずれも単

数の相手に用いられたvosを主語とするものと解釈する。16）estotro:

→esteotro「この別のこと」。16）cosed:「coged［（＜coger）のこと］，

歯擦音の混同」（VGC,p.53）。coger「採取，採集する，とり集める，摘

む」（TSW）。

和訳（p.53L16�p.53L17）

「こういったことをしなさい，また別のこういったことをしなさい，こ

れこれの草を摘みなさい，これこれの根っこを食べなさい」。

p.53

Conestoand�abasetodoelmundotras�el,espe- 18

cialmentemujeres,quecuantolesdec�acre�an. 19

18）conesto:「それゆえ」（TSW）。18）and�abase:→seandaba。主語

は後続の todoelmundo「みんなが」。19）,quecuantolesdec�an

cre�an:→,quecre�ancuantolesdec�an。queは関係代名詞で先行詞は

mujeres,cre�anに対して主語のはたらきを担う。cuanto＋節で，「～す

るすべて」。lesはmujeresを受ける間接目的格代名詞。dec�aの主語は盲

人。「そして彼女たちは盲人が彼女たちに言っていたこと全てを信じてい

た」。
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和訳（p.53L18�p.53L19）

そのような次第で，誰もが皆，彼のあとをついて歩きました。特に女性

達は彼が言ったことなら何でも信じていたのです。

p.53

D�es- 19

tassacaba�elgrandesprovechosconlasartesque 20

digo,yganabam�asenunmesquecienciegosenun

a�no. 22

19�20）d�estas:→de�estas「この女性たちから」。20）sacaba�elgrandes

provechos:→�elsacabagrandesprovechos,「彼は莫大な利益を得てい

た」。20�21）conlasartesquedigo:artes「（しばしば複数で）術策，手

くだ」（TSW）。queは関係代名詞で先行詞はlasartes,digoの直説目的

の役割，「私が申し上げている手管でもって」。21）que:比較の対象を導

入するque。「（100人の盲人の1年間の稼ぎ）よりも」。

和訳（p.53L19�p.53L22）

私の申し上げている手管を使って，これらの女たちから彼は莫大な利益を

得ていました。そしてたった1ヶ月で100人の盲人の1年分以上を稼いで

いたのです。

p.53

Mastambi�enquieroquesepaVuestraMerced 22

que,contodoloqueadquir�ayten�a,jam�astan

avarientonimezquinohombrenovi;tanto,queme

matabaam�dehambre,yas�nomedemediaba 25

delonecesario. 26

23）que:主節の動詞はL22のsepa,このqueが導入する従属節はL23の
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jam�as以下。「あなた様にque以下を知ってほしい」。23）con:譲歩的な

意味で用いられているととる。「その盲人が手に入れ所持していること全

てにもかかわらず」。23�24）jam�astanavarientonimezquinohombre

novi:分かりやすい語順にすると，novijam�astanavarientoni

mezquinohombre,「私はあれほど貪欲でけちな男を決して見たことがな

かった」となろう。24�26）2つのコンマで限定された部分が挿入句だと

すると，L24の,queは関係代名詞と解釈でき，先行詞は盲人，mataba

に対して主格，「そして彼は私を飢え死にさせていました」ととれる。た

だしその場合副詞のtantoがL25のyas�と並ぶことになり，2つの副詞

がL25のdemediabaにかかることになる。その場合この後半部分は，

「それほど，そしてかように彼は必要とされる半分も私に分け与えてくれ

ませんでした」と解釈できる。24�25）tanto,quemematabaam�de

hambre,:本稿はこの個所で用いられているコンマを無視して解釈し，い

くつかの語を補う。即ち，tantoloeraquemematabaam�dehambre,

tantoAqueB「それほどA（loera）なのでB（memataba）」の構文。

tantoはL23�L24のtanavarientonimezquinoを指すものととる。「そ

れほど（貪欲でけち）であったので私を飢え死にさせていた」。25�26）,y

as�nomedemediabadelonecesario:上で述べたようにyの前のコン

マは無視し，この個所はL24�L26の後半の文，as�だけがdemediabaに

かかるものととる。demediaba＜demediar。TSW には他動詞「切
ママ

半す

る」と自動詞「半分づつに分れる」の両方が記載されているが，前置詞を

介したdelonecesario「必要なこと（を）」が用いられていることから後

者の意味ととり，meは間接目的格とする。

和訳（p.53L22�p.53L26）

しかしながら彼が手に入れ所持していたそういったことごと全てにもかか

わらず，私はあれほど貪欲でけちな男をかつて見たことがなかったという

こともまた，あなた様に知っていただきたいのでございます。それは私を
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餓死させるほどであり，必要としていた分の半分も私によこさなかったほ

どだったのです。

p.53

Digoverdad:siconmisotilezay 26

buenasma�nasnomesupieraremediar,muchasve-

cesmefinaradehambre;mas,contodosusabery 28

p.54

aviso,lecontaminabadetalsuerte,quesiempre, 1

olasm�asveces,mecab�alom�asymejor. 2

p.53,26�28）si（...）nomesupieraremediar,（...）mefinarade

hambre:siを用いた非現実的条件文，過去の反事実を表わしているので，

対応する現代スペイン語は，sinomehubiese（又はhubiera）sabido

remediar,mehabr�afinadodehambre,「もし私が私自身を救うことが

出来なかったとしたら，私は空腹で死んでしまったことでしょう」となろ

う。接続法過去の2つの形式，-se型と-ra型のうち，-se型はラテン語の

接続法過去完了に由来することから，siの条件文の前提節で単純形で用

いられた場合に，過去の反事実の仮定を表わすことが出来た。この-se型

の用法に，中世スペイン語では直説法過去完了の用法が主であった-ra型

が同化し，L27のsupieraのように過去の仮定も表現可能になった。詳細

はIEM（p.123,及びp.130）。26）sotileza:→sutileza「鋭敏，抜け目な

さ」（TSW）。26）buenasma�nas:buenas＜buenoはここでは「良い」

という意味よりはむしろ「かなりの」の意味，「かなりの術策」。27）no

mesupieraremediar:前提節の核となる部分。supiera＜saberの接続法

過去1人称単数，＋不定詞で能力を意味する。remediar「救う，救済す

る」（TSW）。meは再帰代名詞で，remediarに意味的にかかる。28）me

finaradehambre:帰結節の核となる部分。finara＜finarは自動詞で
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「死ぬ」，接続法過去-ra型1人称単数。上でも触れたようにこの帰結節の

-ra型は，対応する現代スペイン語の過去未来完了habr�afinadoと交替

して用いられるとした。それは-ra型がラテン語の直説法過去完了に由来

することによるものである。meは再帰代名詞で自動詞のfinarに用いら

れていることから，強調の用法と解釈する。28�p.54,1）contodosu

saberyaviso:ここのconもp.53,L23で用いられているconと同様に，

譲歩の意味に解釈する。「彼の全ての知恵と警戒心がありながらも」。p.

54,1）lecontaminaba:leはレイスモ，「彼を」。contaminaba＜ con-

taminarはここでは「こっそりとだましていた（enga�nabasecreta-

mente）」（VGC,p.54）。1）detalsuerte,quesiempre（...）mecab�a:

suerteのあとのコンマを無視し，que以下が結果の節を導入していると

とる。即ち，detalsuertequesiempremecab�a,「したがっていつも私

に入っていました」。2）lasm�asveces:定冠詞が比較表現に伴って最上

級を表わす形式になっているが，「より多くの場合には」の意味にとる。

2）mecab�alam�asymejor:cab�a＜caber,「入る」の意味の他に，

「（幸運などが）当たる」（TSW）の意味もある。この主語は後続のlom�as

ymejorで，中性定冠詞を形容詞に用いた抽象名詞化と，m�asとmejor

という比較級に伴った定冠詞による，最上級を表わす形式をとっている。

「最も多く，良いことが私に当たっていた」。

和訳（p.53L26�p.54L2）

私の申し上げていることは本当です。つまりもし私の抜け目なさとかなり

の策略でもって自身を救う術を知らなかったとしたら，私は何度も餓死し

ていたことでしょう。しかしながら盲人のあらゆる知恵と警戒心がありな

がらも，私は彼をこっそりとだましていたので，いつも，あるいは多くの

場合において，より多くより良いことが私の方に舞い込んでいたのです。
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p.54

Paraesto 2

lehac�aburlasendiabladas,delascualescontar�eal-

gunas,aunquenotodasamisalvo. 4

3）le:間接目的格で，「彼に」。3）,delascuales:先行詞はburlas,「それ

らのうちから」。4）,aunquenotodasamisalvo:コンマのあとの

aunqueなので反意の用法と解釈，即ちperoに相当するものとする。語

を補うと，aunquenotodaslasburlasfueronamisalvo。asalvoは

「無事に，つつがなく，安全に」（TSW）の意味。

和訳（p.54L2�p.54L4）

そのため私は彼にひどいいたずらを仕掛けていたわけですが，それらのい

くつかについてお話申し上げようと思います。ただ全て私が無事だったと

いうわけではありませんが。

p.54

�Eltra�aelpanytodaslasotrascosasenunfardel 5

delienzo,queporlabocasecerrabaconunaargo-

lladehierroysucandadoyllave;yalmeterdelas

cosasysacallas,eracontantavigilanciaytanpor

contadero,quenobastaratodoelmundoahacer-

lemenosunamigaja. 10

6）lienzo:「亜麻布，リンネル」（TSW）。6）,queporlabocasecerraba:

queは関係代名詞で関係節を導入，先行詞はL5のfardel「布袋」，節の

核となるsecerraba「閉じられていた」に対してこのqueは主格のはた

らき。porは場所や部位を表す。「そしてそれは口のあたりを（con以下

で）閉められていた」。6�7）conunaargolladehierroysucandadoy

llave:接続詞のyが2つ用いられているが，AyB（cyd）という構造
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をとるものとする。即ちAにはunaargolladehierro「鉄の輪」，cのsu

candado「それの南京錠」とdのllave「鍵」でBを構成。suは「彼の」

の可能性もあるが，その鉄輪用の南京錠の意味にとる。7�8）almeterde

lascosas:meterは他動詞であるので，一見不要に見えるこのdeは全体

の一部を表わす部分の用法ととる。即ち「cosas（「物」）の一部を入れる

時に」。8）sacallas:→alsacarlas,中世の不定詞と無強勢人称代名詞が同

化した縮約形。cf.p.51,L2。このlasは直接目的格で，部分のニュアン

スは伴わない。「（袋の中の）それらを取り出す（時に）」。8）eracon:

era＜serの主語は盲人。主語の性質を表す用法と，conの様態を表す用

法の組み合わせととる。「（彼は）con以下であった」。DEMにはsercon

「～を具有した」とあり。8�9）tanAqueB,「あまりにAなのでBする」

の構文が含まれている。Aはtantavigilanciaとtanporcontaderoか

ら構成され，Bの核となる動詞はL9のbastara。8�9）porcontadero:

contadero「数え場（順順に通らせて人畜を）」（TSW），「牧場主が自分

の家畜を混乱なく数えるための狭い場所」（AUT），entrar（又はsalir）

porcontaderoだと，「動詞句，口語，あまりに狭い場所を出入りするの

で，そこを一人［あるいは一つ］づつしか通ることが出来ない」（RAE）。

これらからera（...）tanporcontaderoは，「（彼は）一つ一つ出し入れ

する（性格の男だ）」の意味ととる。9）,quenobastaratodoelmundo

a:先にふれたtanAqueBの構文の後半を成す箇所。bastara＜bastar

「（a以下の不定詞をするのに）充分である」の接続法過去形，-ra型であ

るので直説法の意味にとる。主語はtodoelmundo「誰もが皆」。9�10）

hacerlemenosunamigaja:hacermenosa＋人で「軽視する」の意味が

あるが，ここはleを間接目的格「彼（＝盲人）から」の意味とし，una

migaja「一つのパンくず」を直接目的語，menos「より少ない」を目的

格補語とする。即ち，hacerleunamigajamenosa�el,「彼からひとかけ

らのパンくずを少なくする」の意味とする。
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和訳（p.54L5�p.54L10）

彼はパンとその他全ての持ち物を亜麻布のずた袋に入れておりました。

そしてそれは口のあたりを鉄の輪とそれの南京錠と鍵で閉められていたの

です。そしてそれらの持ち物を出し入れする際には非常に用心深く，そし

て一つ一つ数えていたので，世の中の誰も彼から一かけらのパンくずもく

すねることが能わなかったのです。

p.54

Masyotomabaaquellalaze- 10

r�aque�elmedaba,lacualenmenosdedosboca-

doseradespachada. 12

10�11）lazer�a:対応する現代語の表記ではlacer�a「輪ひも飾り」（TSW）

となるところだが，VGC（p.54）の注，及びFRCA版の表記（p.28）で

は，これをアクセント記号を伴わないlaceria「貧苦，悲惨」（TSW）と

している。p.77,L19及びL34ではアクセント記号が付かないlazeriaと

表記されており，おそらく誤植か転記ミスによるものと判断する。11）

,lacual:関係代名詞，先行詞はlazer�a。導入する節の核となる動詞は，

受動態のeradespachada。12）eradespachada:despachar「処理する，

片づける」（TSW）の受動態，主語はlacual。

和訳（p.54L10�p.54L12）

しかし私は，彼が私に与えたわずかなものを食べていました。そしてそれ

は二口以内で消え去っていたのです。

p.54

Despu�esquecerrabaelcanda- 12

doysedescuidabapensandoqueyoestabaenten-

diendoenotrascosas,porunpocodecosturaque
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muchasvecesdelunladodelfardeldescos�aytor- 15

nabaacoser,sangrabaelavarientofardel,sacando,

noportasa,pan,masbuenospedazos,torreznosy

longaniza. 18

12）despu�esque:→despu�esdeque（＋節），ただしdeを省略して用い

ることも可能である。「～したあとで」。続く節の核となるのはcerraba

とsedescuidabaで，これらの主語はいずれも盲人。13）sedescuidaba:

＜descuidarse「油断する」。13）pensandoque:pensarの現在分詞で，

副詞的に定形のsecuidabaを修飾している。「que以下を考えながら」。

13�14）yoestabaentendiendoenotrascosas:entenderには「（あるこ

とに）あたる（＝ocuparseen）」（TSW），「（＋enに）関わる」（DEM）

の意味がある。いずれも自動詞の用法。「私が他のことにかまけている

（と考えながら油断していた）」。14）porunpocodecostura:porは経路

を意味する。「ちょっとの縫い目から（血抜きをしていた）」。14�15）que

（...）descos�a:queは関係代名詞，先行詞はL14のcosturaで，descos�a

（＜descoser「縫い目をほどく」の1人称単数）の直接目的格。「私がほ

どいていた（縫い目）」。15）delunladodelfardel:unladoが「1つの

側」なので，「ずた袋の片側から」。15�16）tornabaacoser:tornara＋

inf.で，「再び～する」。「（ほどいて）再び縫った（わずかな縫い目から）」。

16）sangrabaelavarientofardel:sangraba＜sangrar「（病人，罪人の）

血を抜く」（TSW），「（盗みで）抜きとる」（TSW）。この箇所では比喩的

に派生した後者の意味であり，この文の主節の核となっている。「欲の深

いずた袋の血抜きをしていた」。16�18）この箇所の主要な部分は，

sacandopan,torreznosylonganizaである。sacanso＜sacarは分詞構

文的にとらえ，後続のpan,torreznos,longanizaが直接目的語に相当す

る語。「そしてパンと豚肉の揚げ物（TSW），そしてソーセージを抜き取っ

た」。17）noportasa:ここではtasaは「制限」の意味にとる。「制限に
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よらずに（パンを抜き取った）」。17）masbuenospedazos:bueno「か

なりな，大きな」（TSW）。「しかし大きなかけらでしたが」。無制限に抜

き出すと言った後で，パンの場合についての補足を加えている。

和訳（p.54L12�p.54L18）

盲人が南京錠を閉めた後，そして私が何かほかのことにかまけていると考

え，油断していたのちに，何度も私がほどいてはまた縫い直していたずた

袋の，側面のわずかな縫い目から，私はその強欲なずた袋の血抜きをして

おりました。つまり際限もなくパンや，ただしこの場合は大きなかけらで

したが，豚肉の揚げ物，ソーセージを抜き取っていたのです。

p.54

Yans�buscabaconvenientetiempopara 18

rehacer,nolachaza,sinolaendiabladafaltaque

elmalciegomefaltaba. 20

18）yans�:→yas�「それ故に」（TSW）。19）rehacer,nolachaza,sino

laendiabladafalta:chaza「（pelota遊戯で）球の受け止め，球を止めた

地点」（TSW）。rehacerlachazaについて VGCは「球技を再開する

（…）。ラサロはrehacerの繰り返す（repetir）と直す（arreglar）の2

つの意味，及びfaltaの球技でのミス（erroreneljuegodelapelota）

と食料の欠乏（escasezdecomida）という2つの意味で語呂合わせをし

ている」（p.54）と解説している。「試合再開とばかりに，いまいましい

空腹を何とかする（ための適切なタイミング）」。19�20）queelmalciego

mefaltaba:queは関係代名詞で，節の核となる動詞のfaltabaに対して

目的格，先行詞は L19の faltaとする。meは間接目的格。ただし

faltaba＜ faltarはここでは他動詞として用いられており，escasear「少

なくする，出し渋る」（TSW）の意味にとる。「悪い盲人が私に対して出

し渋っていた（わずかな食糧）」。
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和訳（p.54L18�p.54L20）

それ故私は試合再開とばかりに，悪辣な盲人が私に仕掛けていたいまいま

しい空腹を何とかするための，適切な時機を狙っていたのです。

p.54

Todoloquepod�asisaryhurtartra�aenmedias 21

blancas,ycuandolemandabanrezaryledaban

blancas,como�elcarec�adevista,nohab�aelque 23

p.55

seladabaamagadoconella,cuandoyolaten�alan- 1

zadaenlabocaylamediaaparejada,que,porpres-

toque�elechabalamano,yaibademicambioani-

quiladaenlamitaddeljustoprecio. 4

21）todoloquepod�asisaryhurtar:「私がかすめ，そしてくすねるこ

とができたものすべて（を）」。この箇所全体が後続のtra�aの直接目的と

なっている。21） tra�aenmediasblancas:blanca「昔の金貨，一文の

金」（TSW）。enは様態の意味。「それを半ブランカ貨にして持っていた」。

23�p.55,L1）,nohab�aelqueseladabaamagadoconella:「elque

以下する者はいなかった」。seは再帰代名詞ではなく間接目的格代名詞，

「彼に」。la「それを」は1ブランカ貨を指す。amagado＜amagar「（他

［動詞］）そぶりに見せる，ありそうだ，起こりそうである，（自［動詞］）

ありそうである，～しそうに見える」（TSW）の過去分詞で，elqueに

一致した主格補語。conellaはブランカ貨を指す。「それがあるふりをし

て彼にそれを与えていた者はいなかった」。1�2）yolaten�alanzadaen

laboca:laは投げられた 1ブランカ貨を受ける直接目的格。lanzada

（＜lanzar「投げる」）は目的格補語。「私は口で投げられたそれ（1ブラ

ンカ貨）を持っていた」。2）ylamediaaparejada:省略されている語を
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補うと，yten�alamediablancaaparejada「そして私は半ブランカ貨を

用意していた」。VGC（p.55）には「盲人の手引き小僧が施しとして受け

取った硬貨を袋にしまう前に，それらにキスをするのは習慣であった。ラ

サロは口の中に半ブランカ貨を用意し，盲人に1ブランカ貨が投げられる

とそれを空中で受け取り，キスをすると見せかけ，それを半ブランカ貨と

交換していた」とある。2）,que,:このqueに続くと思われるL3のya

iba以下は主節であるので，単なるつなぎの queととる。2�3）,por

prestoque�elechabalamano:語を補うと,pormuyprestoque...が想

定される。echarlamano「つかまえる，捕える」（TSW）。「彼がどんな

に素早く手を伸ばそうとも」。3�4）yaibademicambioaniquilada:→

yalablancaibaaniquiladademicambio。iba（＜ir）はここでは後続

の過去分詞aniquilada＜aniquilar「全くなくする，絶滅する，廃止する」

（TSW）と組み合わさり，estarと同義で用いられている。「既に（その1

ブランカ貨は）私の両替でもって消滅していた」。4）enlamitaddel

justoprecio:enは変化の結果を導入する。「正確な価値の半分に」。

和訳（p.54L21�p.55L4）

私がかすめ取りそしてくすねていたものは全て，半ブランカ貨にして持

ち歩いておりました。そして彼がお祈りを頼まれ，1ブランカ貨がもらえ

るという時には，彼は視力が欠けていたので1ブランカ貨があるふりをし

て彼にそれを与える者はいませんでしたが，その時には私は投げられた1

ブランカ貨は口に入れておき，半ブランカ貨を用意していたのです。そし

て彼がどんなに素早く手を伸ばそうと，既にその1ブランカ貨は私の両替

により，本来の価値の半分に目減りしていたのです。

p.55

Quej�abaseme 4

elmalciego,porquealtientoluegoconoc�aysent�a 5
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quenoerablancaentera,ydec�a: 6

4）quej�abaseme:→semequejaba＜quejarse「嘆く」，主語は盲人。me

は間接目的格。5）altiento:tientoには「手探り」の意味以外に「盲人

の探り杖」（TSW）の意味もあるが，atiento「手探りで，あやふやに，

危なかしく」（TSW）と同義ととる。5）luego:「すぐに，やがて（＝

prontamente）」（TSW）。6）blancaentera:「まるまる1ブランカ」。

和訳（p.55L4�p.55L6）

悪辣な盲人は私にこぼしておりました。と申しますのも手で触れればたち

どころにそれが1ブランカ貨でないことに気付いていたからです。そして

言っておりました。

p.55

―�Qu�ediabloesesto,quedespu�esquecomigo 7

est�asnomedansinomediasblancas,ydeantesuna

blancayunmaraved�hartasvecesmepagaban? 9

7）�qu�ediablo（...）?:diablo「悪魔」について，「（間投詞）畜生！（不

快・驚きを表わす悪態の語），�qu�ediablos!（なんてこった）」（TSW）。

「（�疑問詞＋diablos?）（怒り）いったいどうして…？」（DEM）。7）que:

単なるつなぎ，または理由を表わす接続詞。後者の場合，「だって，何故

なら」の意味。7�8）despu�esqueconmigoest�as:→despu�es（de）que

est�asconmigo「お前が私と一緒になって以来」。8）nomedansino

mediasblancas:noAsinoB「AでなくB」の構文。語を補うと，nome

danblancassinomedanmediasblancas「私は1ブランカ貨ではなく

半ブランカ貨を与えられる」。8）deantes:「前々から，前々の」（TSW）。

9）maraved�:「1ブランカ貨は当時半マラベディの価値があった」（VGC,

p.54）。つまり1マラベディは2ブランカ。9）hartasveces:形容詞harto

は「満腹の」の意味以外に，「（＋名詞）かなりの，たくさんの」（DEM）
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の意味となり得る。muchasveces「何度も」と同義ととる。

和訳（p.55L7�p.55L9）

「こりゃ一体どういうことだ，だってお前がわしと一緒にいるようになっ

て以来，半ブランカ貨しかもらえないんだからなあ。以前なら1ブランカ

貨とか，1マラベディ貨とか何度も払ってくれたのに。

p.55

En 9

tidebeestarestadesdicha. 10

10）entidebeestarestadesdicha:→estadesdichadebeestarenti。

このdebe＜deberは義務ではなく，推定の用法。

和訳（p.55L9�p.55L10）

この災難はお前のせいに違いない」。

p.55

Tambi�en�elabreviabaelrezarylamitaddela 11

oraci�onnoacababa,porquemeten�amandadoque,

eny�endoseelquelamandabarezar,letirasepor

cabodelcapuz. 14

11）elrezar:不定詞に定冠詞を用いて名詞化したもの。「祈ること（を）」。

11�12）lamitaddelaoraci�onnoacababa:→noacababalamitaddela

oraci�on,「お祈りの半分を終えなかった」。12）meten�amandadoque:

tener＋過去分詞＋直接目的語で「（直接目的語）を（過去分詞）してある」

の意味となる。meは間接目的格，「私に命じてあった」。直接目的語に相

当するのはque以下の節でL13�L14のletiraseporcabodelcapuzが

続く。つまり que以下は目的節であり，主節は ten�amandado,即ち

mandabaに相当する。13）eny�endose:y�endose＜irse,en＋現在分詞で
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「～するとすぐ」。13）elquemandabarezar:elque以下はy�endoseの

意味上の主語，「祈るように命じていた者が」。13�14）letiraseporcabo

delcapuz:L12のten�amandadoを主節とする従属節の箇所。leはレイ

スモで「彼を」。tirase＜tirar「引っ張る」の接続法過去形，「彼を引っ張

るように」。porは部位をあらわす。「彼のcaboを引っ張るように（命じ

ていた）。cabo「端」，capuz「尖りずきん（＝capucho），尖りずきんつ

きの長マント（喪服）」（TSW）。

和訳（p.55L11�p.55L14）

彼もまた祈ることを短縮し，お祈りの半分しか終えませんでした。と申

しますのもお祈りを頼んだ人が立ち去るやいなや，彼の尖り頭巾付き長マ

ントの端を引っ張るようにと私に命じてあったからでございます。

p.55

Yoas�lohac�a.Luego�eltornaba 14

adarvoces,diciendo:・�Mandanrezartalytalora- 15

ci�on?・,comosuelendecir. 16

14）as�lohac�a:as�は副詞で「そのように」の意味。その場合，「私はそ

のようにそれをしました」。盲人にマントを引っ張るように命じられた結

果の意味ととる場合には，「したがって私はそれをしました」。14）luego:

既出のluegoは，「すぐに，ただちに」の意味ととったが，ここは「その

のち，それから（＝despu�es）」（TSW）の意味ととる。15）,diciendo:

時の分詞構文的な意味とする。「そしてその時に言っていた」。15）

mandan:＜mandar「命じる」の直説法現在3人称複数。現代スペイン

語であればこれの主語はustedesが該当するところである。本作品では

ustedの語源のVuestraMercedが，単数形で何度か用いられている。が，

このmandanは無人称での依頼ととり，quemandenrezerあるいはque

semanderezarに相当するものととる。15）talytal:tal「しかじかの，
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これこれの」（TSW）は形容詞で，後続の語oraci�on「祈り」を修飾して

いる。talytalは「あれやこれや，しかじか」（DEM）。16）comosuelen

decir:このsuelen＜solerも無人称ともとれるが，「こういう連中」（AYL），

「そうした生業の者たち」（UNL）といった主語も想定できる。

和訳（p.55L14�p.55L16）

私はそのようにいたしておりました。そのあと彼は再び叫び始め，次のよ

うに言っておりました。「あれやこれやのお祈りのご用命はありません

か？」，彼の同業者がいつも言っているように。

［続く］

会田由訳（1941）.『ラサリーリョ・デ・トルメスの生涯』，東京：岩波書店（＝

AYL）

Alonso,Mart�n（1986）.・Diccionariomedievalespa�nol:desdelasGlosas

EmilianensesySilenses（s.X）hastaelsigloXV・,Salamanca:Univer-

sidadPontificiadeSalamanca（＝MED）

An�onimo（Rico,Franciscoed.）（1987,200216）.・LazarillodeTormes.Edici�on

deFranciscoRico・,Madrid:C�atedra（＝FRCA）

An�onimo（Garc�adelaConcha,V�ctored.）（1989）.・LazarillodeTormes・,

Madrid:EspasaCalpe（Colecci�onAustral,a�12）（＝VGC）

Corominas,Joanetal.（1980�1991）.・Diccionariocr�ticoetimol�ogicocaste-

llanoehisp�anico・（6vol.）,Madrid:EditorialGredos

ホセ・ガルシア・ロペス著，東谷穎人，有本紀明訳（1976）.『スペイン文学史』

東京：白水社

ガレノス著，種山恭子訳（2010）.『自然の機能について』京都：京都大学学術出

版会

共同訳聖書実行委員会（1992）.『新約聖書 詩編つき』東京：日本聖書協会

（＝KDY）

宮城昇（ほか）編（1999）.『現代スペイン語辞典（改訂版）』東京：白水社

（＝DEM）

中岡省治（1993）.『中世スペイン語入門』東京：大学書林（＝IEM）
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○拓殖大学 研究所紀要投稿規則

（目的）

第1条 拓殖大学（以下，「本学」という。）に附置する，経営経理研究所，政治経

済研究所，言語文化研究所，理工学総合研究所及び人文科学研究所（以下，「研

究所」という。） が発行する紀要は，研究成果の多様な学術情報の発表の場を提

供し，研究活動の促進に供することを目的とする。

（種類）

第2条 研究所は，次の紀要を発行する。

� 経営経理研究所 紀要『拓殖大学 経営経理研究』

� 政治経済研究所 紀要『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』

� 言語文化研究所 紀要『拓殖大学 語学研究』

� 理工学総合研究所 紀要『拓殖大学理工学研究報告』

� 人文科学研究所 紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』

（投稿資格）

第3条 研究所が発行する紀要の投稿者（共著の場合，投稿者のうち少なくとも1

名）は，原則として研究所の研究員でなければならない。

2 研究所の編集委員会（以下「編集委員会」という）が認める場合には，研究員

以外も，投稿することができる。

（著作権）

第4条 研究所が発行する紀要に掲載された著作物の著作権は，研究所に帰属する。

2 研究所が必要と認める場合には，投稿者の許可なく，著作物の転載や引用を許

可する。ただし，事後に投稿者に報告するものとする。

3 研究所の紀要に掲載した著作物は，電子化しコンピュータネットワークを通じ

て，本学のホームページ等に公開するものとし，投稿者はこれを許諾しなければ

ならない。

（執筆要領および投稿原稿）

第5条 投稿する原稿は，研究所の執筆要領に指示に従って作成する。

2 投稿する原稿は，図・表を含め，原則として返却しない。
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3 学会等の発行物に公表した原稿あるいは他の学会誌等に投稿中の原稿は，研究

所の紀要に投稿することはできない（二重投稿の禁止）。

（原稿区分他）

第6条 投稿区分は，別表1，2のとおり，定める。

2 投稿する原稿の区分は，投稿者が選定する。ただし，研究所の紀要への掲載に

あたっては，査読結果に基づいて，研究所の編集委員会の議を以て，投稿者に掲

載の可否等を通知する。

3 研究所の紀要への投稿が決定した場合には，投稿者は600字以内で要旨を作成

し，投稿した原稿のキーワードを3～5個選定する。ただし，要旨には，図・表

や文献の使用あるいは引用は，認めない。

4 研究所研究助成を受けた研究成果発表（原稿）の投稿区分は，原則として論文

とする。

5 研究所研究助成を受けて，既に学会等で発表した研究成果（原稿）は，抄録と

して掲載することができる。

（投稿料他）

第7条 投稿者には，一切の原稿料を支払わない。

2 投稿者には，掲載の抜き刷りを50部まで無料で贈呈する。50部を超えて希望

する場合は，超過分について有料とする。

（正誤の訂正）

第8条 印刷上の誤りについては，投稿者の申し出があった場合，これを掲載する。

ただし，印刷の誤り以外の訂正や追加は，原則として取り扱わない。

2 投稿者の申し出があり，研究所の編集委員会がそれを適当と認めた場合には，

この限りでない。

（その他）

第9条 本投稿規則に規定されていない事柄については，研究所の編集委員会の議

を以て決定する。

（改廃）

第10条 この規則の改廃は，研究所運営委員会の議を経て研究所運営員会委員長が

決定する。
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附 則

この規則は，平成26年4月1日から施行する。
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別表1 原稿区分（理工学総合研究所以外）

� 論 文
研究の課題，方法，結果，含意（考察），技術，表現について

明確であり，独創性および学術的価値のある研究成果をまとめ

たもの。

� 研究ノート
研究の中間報告で，将来，論文になりうるもの（論文の形式に

準じる）。

新しい方法の提示，新しい知見の速報などを含む

� 抄 録 研究所研究助成要領第10項�に該当するもの。

� その他 上記区分のいずれにも当てはまらない原稿（判例研究，解説論

文，調査報告，資料，記録，研究動向，書評等）については，

編集委員会において取り扱いを判断する。

また，編集委員会が必要と認めた場合には，新たな種類の原稿

を掲載することができる。

別表2 原稿区別（理工学総合研究所）

� 展望・解説，� 設計・製図，� 論文，� 研究速報，� 抄録（発表作品

の概要を含む），� 留学報告，� 公開講座，	 学位論文



拓殖大学言語文化研究所

『拓殖大学 語学研究』執筆要領

1．発行回数

『拓殖大学 語学研究』（以下，「紀要」という）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月中旬締切 ― 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。

2．使用言語

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，事前に編集委員会に申し出て，その承諾を得たときは，

使用可能とする。

3．様式

投稿原稿は，完成原稿とし，原則としてワープロ原稿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。

� 原稿の文量は，A4縦版・横書き・20,000字以内とし，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。

① 日本語による原稿：1行33字×27行

② ローマ字（及び欧文）による原稿：ダブルスペースで32行。1行の語数

は日本語33文字分。

③ 上記以外の言語による原稿：ダブルスペース，20枚

上記分量を超えた投稿原稿は，言語文化研究所編集委員会（以下，「編集

委員会」という）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。

� 上記以外の様式にて，投稿原稿の提出する場合には，編集委員会と協議する。
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4．投稿原稿

� 原稿区分は，「拓殖大学 研究所紀要投稿規則」に記載されている種別のい

ずれかとするが，「その他」の区分，定義については付記のとおりとする。

� 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。

5．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する。図・表も分量に

含める。

� 図および表は，コンピューター等を使用し，作成すること。

� 数式は，専用ソフト等を用いて正確に表現すること。

6．注・参考文献

� 注は，本文中に（右肩に片パーレンで）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。

� 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。

7．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，指定さ

れた期日までに提出する。

8．原稿の提出

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の記入，

「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

までに提出する。

9．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。編集委員会は，原稿の区分の変更を投稿者に求める場合

もある。

� 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。
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� 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。

� 編集委員会は，紀要に掲載しない事を決定した場合は，編集委員会名の文書

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。

10．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部と電子媒体を提出すること。

電子媒体の提出時には，コンピューターの機種名と使用OSとソフトウェア名

及びバージョン名を明記すること。

なお，手元には，必ずオリジナルの投稿原稿のデータを保管しておくこと。

11．校 正

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，研究所の指示に従い，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には，紀要に掲載できないこと

もある。

12．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

この要領は，平成26年4月1日から施行する。

付記：「その他」の区分・定義について

①調査報告：専門領域に関する調査。

②資 料：原稿区分の範疇以外で教育・研究上有用であると考えられるもの。

③書 評：専門領域の学術図書についての書評。

④紹 介：専門領域に関するもの。

以上。
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