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夏季セミナー2014
大学院生サマースクール報告および大学院生報告要旨

2014年7月29日～8月1日にわたって、夏季セミナー2014「言語・文学・社会」が国際日本
研究センターの主催のもと、本学を会場に開催された。またこれにあわせて、国内外の大学
院生の研究発表会であるサマースクールも開催された。
夏季セミナーは2012年から始まり、今年が3回目であった。今回はゲスト講師として、金

鐘徳氏（韓国外国語大学）、蕭幸君氏（台湾東海大学）、任榮哲氏（韓国中央大学校）、タサニー・
メーターピスィット氏（タマサート大学）、笵淑文氏（国立台湾大学）、徐一平氏（北京外国
語大学）、林明珠氏（シンガポール国立大学）、趙華敏氏（北京大学）、于乃明氏（国立政治
大学）の各氏。また本学からは早津恵美子氏、高垣敏博氏、谷和明氏、谷口龍子氏、村尾誠
一氏、野本京子氏の各教員が講義を担当した。それぞれ言語、文学、社会（教育・歴史も含
む）各分野から、現在進行している研究テーマについて、刺激にあふれた講義が行われた。
4日間ののべ参加者数は約480名であった。
国内外の大学院生の研究発表会であるサマースクールは2013年から開始されたが、今回は

47名の大学院生が参加した。このうちアジアの各大学からは16名（うち、JASSOによる奨
学金支援が13名）、国内からは本学学生のほかに、筑波大学、東京学芸大学、国際基督教大
学から5名の参加があった。サマースクールは研究領域に応じて4つの教室に分けて行われ、
教員によるコメントや助言を含む質疑応答が熱心に交わされた。終了後、アジアから参加し
た大学院生には、「サマースクール修了証」が発行された。また今回の夏季セミナー・サマー
スクールは大学院博士前期課程の集中講義「国際日本研究入門Ⅰ・Ⅱ」としても開講された。
さらにサマースクールにあわせて、7月27日、28日、8月2日に、海外から参加した院生を

対象としたスタディ・ツアーも開催され、江戸東京博物館、多磨霊園、江戸東京たてもの園
などの都内の文化施設や旧蹟を案内した。
サマースクール終了後の7月31日には、本学の円形食堂において、院生懇親会が、立石学長、

海外の院生のホームステイに協力いただいた関係者の方々の参加も得て、盛大に開催された。
さらに8月1日は午後からジャーナル国際編集顧問会議が開催され、ジャーナル発行に関す
る議事のほかに、夏季セミナーについての意見交換も行われた。
夏季セミナーの各講義は国際日本研究センターの HPで見ることができる。
ここには二日間にわたっておこなわれた大学院生の研究発表の要旨を、各セッションの発
表順に収録した。（編集委員会）
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Ⅰ「言語」①102室（2014年7月30日）
1　モンコンチャイ　アッカラチャイ（東京外国語大学大学院博士後期課程）

名詞句の前に位置する場合のタイ語限定表現 khɛɛ̂と phiaŋの意味的特徴
に関する考察 ― 日本語との対照を目指して ―

2　マグスディ　カーヴェ（東京外国語大学大学院博士後期課程）
日本語とペルシア語における動詞の自他交替の対照

3　揣迪之（北京外国語大学北京日本学研究センター博士後期課程）
マーカーに注目する中日感嘆文に関する一考察 ―“ 多么 ” 型と「なんと」
型をめぐって ―

4　張舒鵬（東京外国語大学大学院博士後期課程）
日中両言語における心理状態・属性を表す語のあり方の一考察

5　張正（東京外国語大学大学院博士前期課程）
複合動詞「-あがる /あげる」と中国語補語 “-上 ” の意味拡張に見る空間
認知の相違

6　陳祥（台湾国立政治大学日本語学科修士課程）
反復形容詞「長々しい」の意味用法についての一考察 ―「長たらしい」
との比較対照 ―
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発表概要　1

名詞句の前に位置する場合のタイ語限定表現
khɛ̂ɛ と phiaŋ の意味的特徴に関する考察

―日本語との対照を目指して―
An Analysis of the Semantic Feature of the Limitation Expres-

sions in Thai, “khɛɛ̂” and “phiaŋ” Placed before Noun Phrase
― Comparative with Japanese ―

モンコンチャイ　アッカラチャイ（Akrachai MONGKOLCHAI）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】　限定表現、非到達性、主観的判断、客観的叙述、　　　
意味的特徴
Limitation Expression, Unreachability, Subjective Judgment, 

Objective Description, Semantic Feature

ある要素が唯一のものであることを示し、同類の他のものを排除するという「限定」の意
味を表す場合、日本語では「だけ」「しか」「ばかり」などのとりたて助詞を用いて表す。そ
れに対して、タイ語でこのような意味を表す時には khɛɛ̂、phiaŋ、tɛɛ̀、chaphɔ́ˀ  などの付属語
を用いて表現する。
名詞句の前に置く場合の限定表現 khɛɛ̂と phiaŋ の意味的特徴については、先行研究におい
ていずれも「ある要素が唯一のものであることを示し、同類のほかのものを排除する」とい
う「限定」の意味を表すとされている。また、khɛɛ̂と phiaŋ はその他に「価値がない、大し
たことではない」「限られた程度を超えない」「限られた数量を超えない」という意味も表す
としている。しかし、そのような意味分類は必ずしもこれらの限定表現の言語現象を十分に
説明することができるとは限らない。そこで本稿においては、khɛɛ̂と phiaŋ は対象となる「数
量」が話し手のとらえる基準、または一般的な基準を満たさない段階にある場合の「量的非
到達性」と、対象となる「事柄」が基準を満たさないととらえられる「質的非到達性」とい
う「非到達性」が特徴的であることを指摘する。「非到達性」という観点から、「数量」と「事
柄」を個別にとらえるのではなく連続的にとらえることによって、khɛɛ̂と phiaŋ の意味的特
徴について的確に説明することができるようになった。
また、khɛɛ̂と phiaŋ はどちらも「非到達性」を表すが、TNC（Thai National Corpus）から
収集したデータによって khɛɛ̂と phiaŋの両者が用いられる文の性格の違いがわかった。す
なわち、主観的判断文が比較的用いられることの少ない法案や学術論文では khɛɛ̂がほとん
ど観察されず、客観的叙述文でよく用いられる phiaŋの方が多く観察された。



120 夏季セミナー2014　大学院生サマースクール報告および大学院生報告要旨

発表概要　2

日本語とペルシア語における動詞の自他交替の対照
A Comparative Study on Transitivity Alternation 

in Japanese and Persian

マグスディ　カーヴェ (Kaveh MAGHSOUDI)
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】　自他交替、自動詞化、複合動詞、能格動詞、受動態
Transitivity Alternation, Intransitivization, Compound Verb, 

Ergative Verb, Passive Voice

日本語では、接辞の違いによってペアをなす自動詞・他動詞が多く存在し、結果状態に着
目した自動詞構文が卓越している。特に日本語の自動詞化プロセスによって作られた自動詞
構文は、英語をはじめ、多くの印欧語族では、自動詞構文ではなく、受身構文や再帰動詞に
よって現わされる場合がよく見られる。しかし、同じ印欧語族のペルシア語では日本語同様
に自動詞・他動詞のペアが多く見られ、有対他動詞が数多く存在する。
本発表は、Jacobsen (1991) の日英自他対応リストにおける -e- 他動詞とその他動詞から派

生された -ar- 自動詞のペア (atatam-ar-u/atatam-e-ru, uw-ar-u/u(w)-e-ru 等 ) を基にし、日本語と
ペルシア語における自他対応を形態的なレベルで対照し、ペルシア語の自他交替における特
徴を考察したものである。データ抽出の際、日本語の -ar- / -e- 自他のペアと同じ意味を持つ
ペルシア語の動詞のうち、最も代表的でプロトタイプ的なものが選択されている。
日本語の -ar- / -e- 自他のペアに相当するペルシア語の動詞は「能格動詞」「使役化」「対応

しない」といった幾つかの異なるグループに分けることができる。しかし、比較的にいうと、
日本語の -ar- 自動詞がペルシア語では複合動詞の形を取っている自動詞で現われる場合が非
常に多い。また、「非動詞成分＋ šodan (to become)」 (intr.)  と 「非動詞成分＋ kardan (to make)」 
(tr.)  のパターンで作られた複合動詞のペアは全体の半分を超えている点が特徴的だと言え
る。
つまり、日本語の -ar-自動詞を表すのに、英語では受動態や能格動詞が多く用いられる一
方、ペルシア語では日本語の自動詞を自動詞で表すことができる場合が多いが、その自動詞
が単純動詞ではなく、複合動詞で表される場合が比較的多い。

参考文献
Jacobsen, Wesley M. (1991) The Transitive Structure of Events in Japanese. Kurosio Publishers.
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発表概要　3

マーカーに注目する中日感嘆文に関する一考察
―“ 多么 ” 型と「なんと」型をめぐって―

A Marker-based Study on Exclamatory Sentences 
in Chinese and Japanese

― Focused on “DUOME” Type and “NANTO” Type

揣迪之 (Dizhi CHUAI)
北京外国語大学北京日本学研究センター博士後期課程

Beijing Foreign Studies University

【キーワード】　感嘆文、多么、なんと、使用条件、中日対照
Exclamatory Sentence, DUOME, NANTO, Usage Conditions, 

Chinese-Japanese Comparison

日本語の「なんと美しい花だろう」という文に対応する中国語が “多么漂亮的花啊 ”とい
う文である。前者は「なんと」型感嘆文と呼び、後者は “多么 ” 型感嘆文と呼ぶ。両者とも
両言語における典型的な感嘆文であり、その間に存在する意味上と使用上の対応から、中国
語を母語とする学習者は両者が完全な対応関係にあると考えがちなようである。
中国の大学で広く使用されている数種類の教科書および日本語で書かれた中国語の文法書
を調査した結果、一方を用いて他方を説明することと「両者が相当する」というような解釈
は多く見られる一方、両者の違いを含めたそれ以外の説明は一切ない。実際この二種類の表
現に不対称な点が存在することに気づき、本稿は先行研究の指摘を踏まえ、中日対訳コーパ
ス、現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）、北京大学中国語言学研究中心コーパス（CCL

コーパス）からの例文を手がかりに考察を行い、以下のような結論を示唆した。
一．“ 多么 ” 型感嘆文は意見を発表し、他者に関わろうとする伝達性があり、発話時の姿
勢も含めて開放的な表現である。一方、「なんと」型感嘆文の発話では、話し手があくまで
畏敬か拒絶かで距離を置き、または程度の甚だしさに圧倒されて接近する余裕がないまま、
感動のことばを放つ伝達性が薄く、言わば閉鎖的な表現である。
二．“多么 ” 型感嘆文は非現実な内容に対応できるのに対し、「なんと」型感嘆文は対応で

きない。ただ、コーパスから数例の非現実な内容を扱う「なんと」型感嘆文が見られるため、
この点は規則ではなく、原則として理解したほうがよいと考える。
三．「なんと」型感嘆文は必ず名詞を文の中心に据える一方、“ 多么 ” 型感嘆文は、「属性

概念を表す語 +名詞」の構造でも、「属性概念を表す語」だけでも成り立つ。
四．人間の感情および欲求の程度が甚だしい場合、“多么”型感嘆文で表現できるのに対し、

「なんと」型感嘆文では表現できない。
本稿の議論を概観すると、“ 多么 ” 型感嘆文は「なんと」型感嘆文に比べ、使用上により
包括的である。



122 夏季セミナー2014　大学院生サマースクール報告および大学院生報告要旨

発表概要　4

日中両言語における心理状態・属性を表す語のあり方の一考察
A Research on the Polysemous Meaning of 

Mental State Predicates in Japanese and Chinese

張舒鵬（Shupeng ZHANG）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　心理状態述語、多義的意味、対照研究、日本語、中国語
Mental State Predicate, Polysemous Meaning, Contractive 

Study Japanese, Chinese

日本語では「あわれだ―あわれむ」のような、語基を共有する形容詞―動詞のペアがあり、
それぞれ述語になる時に次のような文を作る。

1）　戦争に巻き込まれた人々は実に哀れだ。
2）　彼女は戦争で親をなくしてしまった太郎を憐れんで引き取った。
一方、中国語の「可怜（かわいそうだ―同情する）」でも、次のような文を作ることができる。
3）　娘儿俩无依无靠真可怜。（親子2人は頼るものもなく本当にかわいそうだ。）
4）　他这是自作自受，没人可怜他。（これは彼の自業自得だ。誰も彼に同情しない。）
このように、日中両言語においては、同じ語（日本語の場合は語基・語根を共有する形容
詞・動詞のペア）を用いて、人間の心理状態（または生理感覚）と物事の属性の両方を表し
うると考えられる。
本発表では、この現象に注目し、上記現象が見られるような語（または語のペア）を研究
対象として、それらの語が述語になる時の、文に現れる名詞項目対述語の意味役割に基づく
構文パターンの観点から、これらの語の多義のあり方を類型化した。なお、名詞項目の意味
役割を確認する手段として、コーパス（日本語では『現代日本語均衡コーパス（BCCWJ）』、
中国語では『CCL（北京大学中国语言学研究中心）语料库』）を利用した。類型化した結果、
述語となるときの構文パターンのあり方により、研究対象の語（または語のペア）は日本語
では３つのグループ、中国語では５つのグループに分かれることがわかった。

参考文献
国立国語研究所（1972）『形容詞の意味・用法の記述的研究』秀英出版
朱徳熙（1982）『语法讲义』商务印书馆
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発表概要　5

複合動詞「- あがる / あげる」と中国語補語 “- 上 ” の
意味拡張に見る空間認知の相違

A Study on Differences in Spatial Cognition as seen in Seman-
tic Extension of Compound Verbs「-agaru/ageru」 and Chinese 

Verb-Complement Structure”-shang”

張正 (Zheng ZHANG)
東京外国語大学大学院博士前期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　空間移動、上昇、時間、意味拡張、空間認知
 Spatial Motion, Rise, Time, Semantic Extension, Spatial Cog-

nition

日中両言語において、上昇を表す複合動詞の後項はそれぞれの代表として「‐あがる /

あげる」と “‐上 ” が挙げられる。両者は「上への移動」という基本義を持っており、派生
義において、いずれも時間に関わるものがある。「‐あがる /あげる」と “‐上 ” は空間か
ら時間へ拡張する点で共通点を持っているが、時間に関わる派生義の中身において相違点が
見られる。
複合動詞「‐あがる /あげる」は完了・完成の意味を表すとき、プロトタイプ的な意味

の中「うえ」という要素が「良い結果状態」に転換される。即ち UP=GOODという意味へ
拡張する。一方、中国語の補語成分 “‐上 ” は、結果意味を表すとき、「‐あがる /あげる」
と同様に、GOODという「良い評価」に結びついている。このように、日本語においても、
中国語においても、「うえ」から「良い」へ拡張するという派生の原理は同じであることが
分かる。
しかし、結果意味において、“‐上 ” は、「(達成しにくい )目的をやっとのことで達成した」

という意味を表し、「到達」TOのイメージが強い。また、時間に関わる派生義において、“‐
上 ” は「開始」を表すこともできる。「開始」を表す場合は、「うえ」が水平の「まえ」に転
換され、前へ進み、到達するという具体的な空間移動から、新たな状態に移るという抽象的
な意味へ拡張し、「開始」の意味が派生される。このように、「開始」の意味においても、「到
達」という TOのイメージがはっきりしている。
以上、日本語の複合動詞「‐あがる /あげる」における時間に関わる派生義は、プロト

タイプ的意味に含まれている UPという概念から派生されると考えられる。中国語の “‐上 ”
における時間に関わる派生義が到達点を表す TOという概念から派生されると考えられる。
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発表概要　6

反復形容詞「長々しい」の意味用法についての一考察
―「長たらしい」との比較対照 ―

A Study of the Semantic Usage of the Reduplicated 
Adjective “Naganagashii”:
 Comparison with “Nagatarashii”

陳祥 (Chen Hsiang)
台湾国立政治大学日本語学科修士課程

National Cheng chi University for Foreign Studies
【キーワード】　長々しい、長たらしい、意味用法、比較対照、共起関係

Naganagashii, Ngatarashii, Semantics, Comparison and Con-

trast, Co-occurrence Information

本研究は、「長々しい」と同じ語基「長」を持つ「長たらしい」の意味用法を中心に考察
するものである。まず、辞書における意味用法を調べた。次に BCCWJを利用し、「長々しい」
と「長たらしい」の用例をそれぞれ抽出し、「長々しい」と「長たらしい」との共起関係や
意味用法などの相違を検討した。主な考察結果は以下のようである。
①辞書での意味解釈を調べた結果は「長々しい」と「長たらしい」の意味範疇が異なるこ
とが分かる。「長々しい」は、具体的な「長さ」と抽象的かつややマイナスのイメージを表
すのに対し、「長たらしい」は「マイナスや嫌な」などの抽象的な意味合いしか表さない。
② BCCWJから抽出した用例を分析した結果、「長々しい」は13例のうち、終止形がもっ

とも少なく、連体形と連用形の用法はそれぞれ6例ある。この現象は「長たらしい」にも見
られる。「長たらしい」の用例数は合計16であり、そのうち、連体形は12例で、連用形は4例
であるが、終止形は一例もない。
③「長々しい」と共起しやすい言葉は「説明、話、言い訳」などの伝達を表す名詞である。
そして、「長々しく」と共起しやすい言葉は、「解釈する、述べる、言う」などの伝達行動を
表す動詞である。それに対して、「長たらしい」はマイナスイメージを持つ「論争、詫び言、
飽き飽きする」などの言葉と共起しやすい傾向が見られる。
④「長々しい」と「長たらしい」の意味用法について、「長々しい」の意味用法は次のよ

うにまとめられる。
（1）具体的な「長さ」であり、「非常に長い」という強調の意味を表す。
（2）具体的な「長さ」と抽象的な「ややマイナスイメージ」を表す。
（3）「簡明ではない」などのような抽象的意味を表し、「マイナスのイメージ」が含まれて
いる。
それに対して、「長たらしい」の意味用法として次のようにまとめられる。
（1）「長々しい」よりマイナスの感情を強く表すが、置き換えられる場合が見られる。
（2）「ややマイナスイメージ」の用例が多い、「強いマイナスイメージ」と「マイナスイメー
ジなし」の用例もある。
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Ⅱ「言語」②103室（2014年7月31日）
1　ツォイ　エカテリーナ（東京外国語大学大学院博士後期課程）
三者間の共同作業における言語行動 ― 親疎関係による課題達成および対
人関係調整の相互行為 ―

2　大西秀幸（東京外国語大学大学院博士後期課程）
日本語とビルマ語の言いさし文に関する対照研究

3　孫思琦（筑波大学大学院博士後期課程）
発話行為理論から見た文末の接続表現の用法 ― カラ・ケド・シを中心に

4　宗甜甜（東京学芸大学大学院博士前期課程）
日中両言語における再依頼に対する断り表現

5　鄔海庁（北京大学大学院博士後期課程）
視覚動詞「see」の対訳から見る中日の差異 ― 認知スタンスを中心に

6　ウマロヴァ　ムノジャット（筑波大学大学院博士前期課程研究生）
｢依頼｣ 会話に見られる談話展開のパターン ― ウズベク人と日本人の接
触場面の考察 ―
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発表概要　1

三者間の共同作業における言語行動
― 親疎関係による課題達成および対人関係調整の相互行為 ―

Linguistic Behavior in the Situation of Cooperative Work
between Three Persons

― Task Completion Oriented interaction and Personal Relation Oriented
Interaction Caused by Different Social Distance of Participants ―

ツォイ　エカテリーナ (Ekaterina TSOY)
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】　談話分析、言語行動、三者間会話、親疎関係、共同作業
Discourse Analysis, Linguistic Behavior, Conversation 　　
between 3 Persons, Social Distance, Cooperative Work

人間は社会的存在であり、日常生活で他の社会成員と接する中で共同の作業に取り組むこ
とが多い。その際には、直接課題達成に関する相互行為や対人関係に関する相互行為が行わ
れる。本研究では、友人同士と初対面という異なる関係が存在する三者間会話データを用い、
共同作業における言語行動や参加者の親疎関係の差による相互行為を分析した。　
共同作業の会話は「課題確認」―「課題達成方法の確定」―「ストーリー作成」―「ストー

リー確定」という流れで展開していた。「課題確認」の談話では、主に「推進」の言語行動
が行われた。発話内容としては課題の確認であったが、観察された相互行為では、初対面の
参加者と接触を試みる対人関係の調整が行われた。
「ストーリー作成」では、先行の提案と関連して新しい提案を提示する「引き継ぎ作成」、
新しい提案を提示せずに先行の提案を発展させる「補助作成」、一人の話者が次々に出す提
案に他の話者が同意する「単独作成」、という3パターンの課題達成の相互行為が見られた。「ス
トーリー作成」では、「提案」は、初対面の参加者が作業に入るための手段となっていた。一方、
「検討」や「コメント」は、共感を表す言語行動として友人同士の対人調整の相互行為に多
く見られた。
「課題達成方法の確定」と「ストーリー確定」の部分では、友人間の対人調整の相互行為
が顕著に表れた。どのように課題を達成するか、最終的にどのようなストーリーにするかを
決める際に友人同士の話者が互いにサポートを得ながら活動を推進していた。活動を推進す
る際に、友人のサポートがあるかないかで談話の流れが大きく左右されるので、「友人同士
のサポート」という対人調整の相互行為が共同作業において重要となる。
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発表概要　2

日本語とビルマ語の言いさし文に関する対照研究
Insubordination in Burmese
―Comparative with Japanese―

大西秀幸（Hideyuki ONISHI）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　 対照研究、言いさし文、原因・理由、行為要求、打ち明け
Contrastive Study, Insubordination, Cause-Reason, Directives, 

Utterance

日本語の助詞「から」とチベット＝ビルマ系言語のひとつであるビルマ語の助詞 lo.は、
原因・理由を表す従属節を導くという機能をもちながら文末にも実現し、所謂「言いさし文」
を形成しうるという点で、その意味と分布の仕方において類似している。本発表では、両者
が文末に現れた場合に表される意味にも、一定の類似性があるのではないかという仮説を立
て、実際の使用パターンから、「から／ lo.言いさし文」の用例を収集し、両者の異同を観察
した。
日本語の「から言いさし文」には、聞き手に対する行為要求（要求が暗示されていたとし
ても）に、その要求を受け入れてもらいやすくするために追加的に条件を提示するような例、
あるいは自己納得を表すような例がみられるが、いすれも（客観的には因果関係が見い出せ
なかったとしても）二つの事柄に対して、話し手が主観的に因果関係を持たせようとする機
能の表出といえる。
ビルマ語の lo.言いさし文においても「行為要求のための条件提示」、「自己納得」を表す
ような用例は観察できる。一方で、ビルマ語の lo.言いさし文には、話し手が因果関係を持
たせようとしないような「打ち明け」の文脈で用いられる独特の機能がある。
以上の観察から、日本語の「から言いさし文」にも、「ビルマ語の lo.言いさし文」にも
因果関係を、話し手の主観によって主張し、聞き手や話し手自身を納得させる（且つ自分の
要求を通そうとする）といった機能は認められるものの、ビルマ語の「lo.言いさし文」は、
必ずしも相手への要求を前提にせずに自己の気持ちを打ち明けることを表現する機能も併せ
持っているといえる。
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発表概要　3

発話行為理論から見た文末の接続表現の用法
― カラ・ケド・シを中心に ―

Reviewing the Usage of Japanese Conjunctions 
from the Viewpoint of Speech Act Theory:

Sentence-Final Expressions of “kara,” “kedo,” “si”

孫思琦（siqi SUN）
筑波大学大学院博士後期課程

University of Tsukuba

【キーワード】　発話内行為、文末表現、否定的感情、意図
Illocutionary Commitment, Sentence-final Expression, 

Negative Emotion, Intention

本研究は、従来の日本語研究で充分な説明がなされていない文末のカラ・ケド・シを研究
対象にして、オースティン（1962）とサール（1979）の発話行為理論を用いて、文中用法と
の相違を追究したところ、文末のカラ・ケド・シは、発話者の不満や否定的な態度が含意さ
れるという新たな用法を持つことがわかった。
考察の方法として、テレビドラマ11話から抽出した用例を用い、カラ・ケド・シの前後に
出現した「発話内行為」に注目する。主節に相当する内容が直接に現れない文末のカラ・ケ
ド・シについて、文脈に照り合わせて主節の内容を再現する手続きをとった。
考察の結果、国立国語研究所（1951）などの指摘通り、文中、文末のカラとも「原因・理由・

根拠」を表わすことができるが、主節がうまく再現できない文末のカラは話者の反論や苛立
ちを表わすという、否定的な強い個人主張を相手に押し付ける特徴が見られる。一方、ケド
は文中、文末を問わず、白川（2009）でも指摘されているように関連情報を追加する用法を
持っているが、主節が再現できなかったケドは相手の考え方、もしくは行為上の変化を求め
るという発話者の意図が読み取れる。シは文中にも文末にも話者の主張を聞き手に納得させ
るために説得性のある根拠を示す用法が主流であるが、主節が再現できない文末のシは発話
者の不満が含意され、反論または否定的な態度表明を行う傾向が見られる。
カラ・ケド・シは従来、主節と従属節の間に使用される表現と見られ、論理関係を表わす
とされてきたが、本研究の考察を通して、いずれも文末に用いられる場合に新たな否定的態
度表明の用法も獲得していることが明らかになった。
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発表概要　4

日中両言語における再依頼に対する断り表現
Refusal of Re-requests in Japanese and Chinese

宗甜甜（Tiantian ZONG）
東京学芸大学大学院博士前期課程

Tokyo Gakugei University

【キーワード】　断り方、対照研究、ロールプレイ、上下関係、親疎関係
Refusal, Contrastive Study, Roll-play, Closeness Relationship, 

Hierarchical Relationship

森山（1990）は、断り行為は最も相手に不快感を与える行為で、対人関係上の障害が生じ
ないように配慮すべきだと述べている。断り表現は適切さを欠くとき、両者間の人間関係は
危険性をもつことにもなりかねない（文 2004）。そこで、中国人日本語学習者がどのような
点に配慮して断りを行う必要があるか明らかにすることとした。本研究では、日本語母語話
者（JS）と中国語母語話者（CS）がそれぞれどのように断りをするのかを探り、その共通
点と相違点を明らかにすることを目的とする。
これまでの「断り」に関する先行研究は、調査紙を用いた談話完成テストによる方法で行
われたものが多く、実際の会話の分析による研究は少ない。そこで、本研究は、より自然な
会話を収集することができるロールプレイを用いることにした。断る相手との上下・親疎関
係によって断りストラテジーが中国語と日本語でどのように異なるかを考察するため、「親
しい先輩からの依頼」「親しくない先輩からの依頼」「親しい同輩からの依頼」「親しくない
同輩からの依頼」の4場面を設定し、調査を行った。上記の四つの場面について、それぞれ
3人の CSから断りデータを収集した。JSからも、同様に調査を行い、CS12件、JS12件、計
24件のデータを収集した。
分析の結果、CSは、親しくない人からの依頼に対しては、相手の年齢にかかわらず、直

接断るが、親しい人に対しては、依頼内容の確認、理由の陳述、代案の提示などにより、関
係維持を考慮しながら断ることが明らかになった。一方、JSが比較的はっきり断るのは親
しい同輩のみであった。したがって、断りの言語行動において、中国語母語話者は親疎関係
を重視するのに対し、日本語母語話者は親疎関係、上下関係ともに配慮することが明らかに
なった。一回断った後再依頼された場合は、CSは代案を提示し、他の方法を考えて問題解
決を試みようとするのに対し、JSは謝罪をし、断ることに対して詫びる傾向があることが
明らかになった。
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発表概要　5

視覚動詞「see」の対訳から見る中日の差異
― 認知スタンスを中心に

Distinction between Chinese and Japanese from the Perspec-
tive of Translating the Verbs of Vision ‘See’:

by Focusing on Cognition

鄔海庁（WU Haiting）
北京大学大学院博士後期課程

Peking University

【キーワード】　視覚動詞、視覚者、主観的事態把握、対照研究
Visual Verb, Observer, Subjective Construal, Comparative 

Analysis

池上（2013）では、主観的事態把握の言語的指標として、＜知覚者のゼロ化＞と＜知覚行
為（動詞）のゼロ化＞が指摘されている。本研究ではヘミングウェイの名作『老人と海』の
中日訳本を調査対象として、データの分析を踏まえ、視覚動詞「see」の対訳からアプロー
チして、語彙レベルの比較も交えながら、事態把握における中日両国の話者の認知スタンス
の傾きを探ってみたい。
本調査のデータにより、『老人と海』における原形の「see」、過去形の「saw」と過去分詞
形の「seen」を合わせて合計128語を数えている。使用数のトップ三位については、中国語
の場合は、“ 看见 ”、“ 看 ” と “见 ”、日本語の場合は「見える」、「見る」、「目撃する」であ
ることがわかった。日本語の訳語は豊かで、複合動詞、慣用句及び慣用表現が愛用されてい
るが、脱落することもよく見られる。一方、中国語のほうは対応する動詞が限られているし、
動詞の脱落化も四例のみである。
また、各バージョンにおける「知覚者抜きの状況描写文」は、主に二種類に分けられ、件
数は以下のように示されている。

1 視覚者と視覚動詞の完全ゼロ化　
福田恒存訳 中山善行訳 呉労訳 張愛玲訳

件数 3 1 0 0

　2 視覚者と視覚動詞の不完全ゼロ化
福田恒存訳 中山善行訳 呉労訳 張愛玲訳

件数 2 4 0 0

日本語の話者は、老人に＜自己投入＞して舞台の中心（オンステージ）に位置づけ、見られ
る情景だけを語っているので、自分を言語化する必要もなくなるが、中国語の話者は英語の
話者と同じく、常に老人が演じていることを舞台の下から眺めている。
視覚者と視覚動詞の抜きにアプローチして見れば、恐らく英語話者と同じく、中国語話者
は＜主客対立＞的な事態把握をしやすい。
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発表概要　6

｢依頼｣ 会話に見られる談話展開のパターン
― ウズベク人と日本人の接触場面の考察 ―

The Pattern of the Discourse Development in “Request” in 
Contact Situations of Uzbek and Japanese

ウマロヴァ　ムノジャット（Umarova MUNOJOT）
筑波大学大学院　博士前期課程研究生

University of Tsukuba

【キーワード】　談話構造、話段、意図理解　 

Discourse Structure, Story Unit, Utterance Interpretation

本発表では日本人とウズベク人の実際のコミュニケーション上で起こる摩擦を ｢車を借り
る依頼｣ を対象に考察した。その結果、両言語における談話構造や方略が異なることを主張
した。
猪崎 (2000)は日本語の ｢依頼｣ の談話構造を〈依頼への予告〉〈依頼への先行発話〉〈先
行発話応答〉〈依頼〉〈依頼応答〉の５つの話段に分けている。一方、ウズベク語における「依
頼｣ の談話構造は〈依頼への先行発話〉〈先行発話応答〉〈予告〉〈依頼〉〈依頼応答〉の展開
になり、最初の３つの話段の出現順に差異が見られた。また、こうした談話構造以外にも、
両言語に異なる談話方略も観察された。ウズベク語では、相手の負担が大きいものほど直接
依頼するのは失礼で自分の事情を述べたり、相手の事情を確認したりするなど、より婉曲的
な表現を使い、依頼を暗示的に行う方略を好む。一方、日本語の場合は、｢お願いがあるん
ですけど｣ などと依頼の予告を行い、その後に続く発話は依頼に関するもので依頼会話全体
を明示的に行うが、依頼の発話事態を暗示的に行う方略を好むのである。
このような談話構造や方略の差異を踏まえ、ウズベク人と日本人の接触場面を分析した結
果、両言語には依頼の始まりの話段構造と〈先行発話〉、〈予告〉の機能に違いがあることが
分かった。ウズベク語では、依頼は〈先行発話〉から始まり、〈先行発話〉を用いて暗示的
に依頼し、意図理解を促すのに対して、日本語では、〈依頼〉は〈予告〉から始まり、〈予告〉
を用いることで意図理解を促すのである。日本人にとって〈先行発話〉はただの事実を述べ
るにすぎず、〈先行発話〉を〈依頼〉と見なさない。両言語で〈先行発話〉と〈予告〉の機
能と出現順が異なるため、期待のずれが生じたのである。このような誤解を生まないよう、
目標言語の学習において、上記の要因を含めて教育が行われることが望ましいと主張する。

参考文献
猪崎 (2000) ｢接触場面における『依頼』のストラテジー―日本人とフランス人日本語学習
者の場合―｣　　　『世界の日本語教育』10



132 夏季セミナー2014　大学院生サマースクール報告および大学院生報告要旨

Ⅲ「言語」③106室（2014年7月31日）
1　トゥザ　ライン（東京外国語大学大学院博士後期課程）
日本語とビルマ語の主語を表す助詞について ― 日本語の「は」、「が」と
ビルマ語の「hà」、「kâ」を中心に―

2　川村駿 （東京外国語大学大学院博士前期課程）
「NP1の NP2」の用法：‘NP2 of NP1’ の誤用と英語名詞句との対照的視点か
ら

3　徐園園（北京大学大学院博士後期課程）
「のに」の言いさし文について

4　荒川和仁（東京外国語大学大学院博士前期課程）
日本語と英語の時制 ― 学習者の誤用に見られる時制・アスペクトスキー
マ ―

5　ハルナザロフ　マムルジョン（東京外国語大学大学院博士後期課程）
ウズベク語の愛称形成について ― 日本語との対照的観点から ―
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発表概要　1

日本語とビルマ語の主語を表す助詞について
―日本語の「は」、「が」とビルマ語の「hà」、「kâ」を中心に―

A Study of Particles of Representing the Subject of 
Japanese and Burmese:

by Focusing on “ha”, “ga” in Japanese and “hà”, “kâ” in Burmese

Thuzar Hlaing （トゥザ ライン）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】　助詞、主題、主語、主格、無標
Particle, Topic, Subject, Nominative, Unmarked

ビルマ語は SOV型であり、名詞類の文法関係などが後置詞によって標示されるなど日本
語によく似ている。そのため、両言語においての対照研究もなされている。本発表は、日本
語とビルマ語の主語を表す助詞、「は、が」と「hà、kâ」の類似点と相違点を野田尚史 (1996)

の5つの原理から考察したものである。主に加藤昌彦 (1997)の主張について再検討し、ビル
マ語の kâは日本語の「は」または「が」に相当するが、hàは判断文の場合のみに日本語の「は」
に相当することを論じたい。
日本語の「は」は基本的に主題を表し、「が」は主語を表すが、ビルマ語はいずれの場合

も kâを用いるのが一般的である。判断文と現象文の原理では、日本語の場合、判断文には
「は」、現象文には「が」を用いる。ビルマ語も判断文には hàを用いるが、現象文には無標
で表す。ただ、hàが判断文以外で現れる場合は単なる「見かけの口語」(澤田英夫 : PC)と
解釈すべきである。文と節の原理では、日本語の場合、主格が文末までかかるときは「は」、
節の中は「が」を用いる。これに対し、ビルマ語の hàと kâをこのように文と節の原理で説
明することは難しい。対比と排他の原理では、日本語は、対比のときは「は」、排他のときは「が」
が使われる。が、ビルマ語はいずれの場合も kâが使われる。旧情報と新情報の原理及び措
定と指定の原理では、日本語の場合、旧情報には「は」、新情報には「が」が使用され、措
定には「は」、指定には「は」か「が」が使用される。一方、ビルマ語はそのような区別が
なく、いずれの場合も kâが使用される。
以上、よく似ていると思われている「は」と hàの類似点は判断文の場合のみであり、「が」

と kâの類似点も排他の場合のみである。相違点は、現象文では日本語は「が」で表すが、
ビルマ語は無標で表す。このように、現象文での無標で表される場合を除き、ビルマ語の
kâは日本語の「は」または「が」に相当し、hàは判断文の場合のみに日本語の「は」と相
当する。
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発表概要　2

「NP1の NP2」の用法
‘NP2 of NP1’ の誤用と英語名詞句との対照的視点から

On the Usage of ‘NP2 of NP1:
from the Contrastive Perspective of the Error of ‘NP2 of NP1’ 

and English Noun Phrase

川村駿 (Shun KAWAMURA)
東京外国語大学大学院博士前期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】　日英対照研究、学習者誤用コーパス、「NP1の NP2」
Contrastive Linguistics between Japanese and English, Lean-

ers’ Error Corpus, “NP1 no NP2”, “NP2 of NP1”

国際日本研究センター HP上にて公開されている「オンライン英作文学習者コーパス・誤
用辞典」にて日本人英語学習者の前置詞に関する誤用を検索すると、“of” に関する誤用が
165件表示され、その数が特に多い。本発表ではこの “of” の誤用の内、名詞句と名詞句をつ
なぐ “NP2 of NP1” の用法に関する誤用に着目し、正用コーパスである “Corpus of Contempo-

rary American English (COCA)” 上での用法と比較しつつ、日本語の「NP1の NP2」の用法との
対照研究を行なった。
誤用コーパスで見られた “of” に関する誤用の例として、“the examination of(→ for) a private 

school” “trains of(→ in) Japan”などがある。これらは日本語だと「私立大学の試験」「日本の電車」
といったように「の」を用いて表現可能な名詞句であるが、ここでは「の」と同じ用法とし
て “of” が用いられ、誤用とされている。この “NP2 of NP1” の NP2と “of” の共起関係について
COCAで検索すると、どれも多く検出されるためコロケーション自体に誤用があるわけでは
ないと分かる。そこでこれらの語が “of” と共起する場合と共起しない場合での NP2と NP1の
関係性を調査すると、“of” が使用される場合は「名詞句 NP2が持つ意味を完成させるために
必要となる要素」が NP1に共起し、“of” 以外の前置詞が用いられる場合は「NP2にとって副
次的な要素」がNP1と共起する傾向があることが分かった。これらの区別は西山 (2003)の「NP1

の NP2」の分類の内、前者はタイプ [D]と、後者はタイプ [A]と類似しており、日本語では
どちらにも「の」を用いるが英語では “of” とそれ以外の前置詞で区別するといった違いが
あると考えられる。
日本語の「の」は英語の “of” よりも用法が広く、必ずしも同様に扱うことは出来ないが、
学習者の多くはこれらの区別を考慮することなく「of＝の」で認識してしまっている事が
多く、“of” の誤用が多く発生する原因となっていると考えられる。今後は英語教育の場にお
いて “of” の用法はもちろん、日本語の「の」との比較対照した用法や表現内容の違いなど
の指導も望まれる。
参考文献
西山佑司 (2003)『日本語名詞句の意味論と語用論 ―指示的名詞句と非指示的名詞句』ひ
つじ書房
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発表概要　3

「のに」の言いさし文について
On the “Unfinished” Sentence with “Noni”

徐園園（Yuanyuan XU）
北京大学大学院博士後期課程

Peking University 

【キーワード】　「のに」、言いさし文、談話機能、発話意図、意味構造
 “Noni”, “Unfinished” Sentence, Discourse Function,  　　

Speaker’s Intention, Semantic Structure

現代日本語の「のに」は逆接の接続助詞として扱われることが多いが、実際の談話におい
て、「のに」節のみで終了した「言いさし文」もしばしば見られる。長い間、「のに」につい
て、日本語学習者は接続助詞としての用法を教えられたことが多く、終助詞としての用法を
提示されても、予想に反した意外な気持ちや期待外れの不満というような不用意な説明が多
いため、「のに」節による言いさし文は具体的な談話においてどんな機能をしているのかに
ついて、解釈や使用が困難なところが少なくない。そのため、本発表の目的といえば、「のに」
節による言いさし文の談話における機能を記述し、それは具体的にどのような発話意図を表
せるのか、その意味構造をどうまとめればいいのかを明らかにしたい。
本発表において「のに」による言いさし文を研究対象に、小説やシナリオからその実例を
収集して分析した結果、その談話機能は対事的な機能と対人的な機能に大別でき、また、対
人的な機能に関して「相手が取る行動と関連しているかどうか」という基準でさらに細分で
きることがわかった。「のに」の言いさし文の用法と各用法間の関係を整理すると、以下の
ように示す。

 

さらに、その分析を踏まえ、「のに」による言いさし文の意味構造を「[pのに ]で予想・
期待が生じてくる合理性を強調することにより、相手の注意を現実の事態へ向けさせ、話し
手の感情や態度（対事的、対人的）を表す」というようにまとめた。
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発表概要　4

日本語と英語の時制
―学習者の誤用に見られる時制・アスペクトスキーマ―

Tenses and Aspects in Japanese and English:
an Analysis of Misuses by Japanese Learners of English

荒川和仁（Kazuhito ARAKAWA）
東京外国語大学大学院博士前期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】　誤用、テンス、アスペクト、学習者コーパス、英語教育
 Misuses, Tenses, Aspects, Learner Corpus, English pedagogy

本発表では、2011年度の東京外国語大学の授業において収集された英語エッセイデータ
（338ファイル、121,999語、執筆者70名）を活用し、日本語を母語とする上級英語学習者の
持つ英語の時制スキーマについて考察する。誤用のカテゴリー分類とその分析から、英語教
育への示唆を得ることが目的である。

Celce-Murcia et al. (1983) の時制分類に従い、本研究では3つのテンス（現在、過去、未来）
と4つのアスペクト（単純、完了、進行、完了進行）の組み合わせを対象とし、誤用を抽出した。
得られた295の誤用について、添削前と後で使用されている時制表現をもとにカテゴリー分
類したところ、上位5カテゴリー（誤用全体の70%以上を占める）は単純現在、あるいは単
純過去による誤用であると分かった。対照的に、完了の誤用は約10%にとどまった。
単純現在、単純過去による誤用の原因について、日本語と英語における時制表現を対照し
検証した。まず、日本語での過去表現（動詞のタ形）は、過去の出来事の結果状態が今に維
持されていることを表すことができる。そのため日本語母語話者は、英語でも単純過去によっ
て行為・出来事の結果が残っている現在の状態を表そうとする。このような誤用例が多く見
られた。
現在時制に関しては、同一文内で２つ以上の動詞が使用されている場合の誤用が顕著で

あった。英語では、主節動詞の時制を基準とし、従属する動詞の時制をそれとの相対的な関
係性の中で決定する。しかし、日本語にはそのような時制を決定する規則はなく、現在も未
来も同じ表現（動詞のル形）を用いて表せるため、このような誤用が起きたと考えられる。
本研究の結果から、日本語を母語とする上級英語学習者の誤用傾向と特徴的な要因が分

かった。時制表現の教育的示唆として、カテゴリーを基に文法項目をペアにした指導、日英
語の時制スキーマの違いへの注意などが挙げられる。特に、誤用の大半を占める5カテゴリー
に留意し、単純現在及び単純過去の指導を充実させることが必要だと考えられる。
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発表概要　5

ウズベク語の愛称形成について
―日本語との対照的観点から―

On the Terms of Endearment in Uzbek:
by Comparison with Japanese

Halnazarov Maamoorjon（ハルナザロフ マムルジョン）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】　対象言語学、愛称、ニックネーム、省略、接尾語
Contrastive Linguistics, Terms of Endearment, Nickname, 

Abbreviated Form, Suffix

本発表では、友人などに対する呼び方としての愛称の形成法について、日本語とウズベク
語の類似点と相違点を検討する。今回はウズベク語の愛称形成法の実態調査とその結果の検
討が中心であり、日本語については安富雄平氏らの調査結果から得た例の検討に留まる。
調査は、ウズベク語母語話者14名を対象に、ウズベク人の名前492例を示し、それに対し

て回答者が知っている愛称形を回答してもらうという形で実施したものである。調査によっ
て収集した愛称形の実例をもとに構成法を分析した。調査の結果、ウズベク語の愛称は、大
きく省略によるものと、接辞添加によるものの2種類に分かれることが分かった。また、ウ
ズベク語の愛称を形成する接辞としては、従来指摘されていない3つの接辞が認められた。
日本語の愛称形成法と対照すると、共通に認められるのは省略と接辞添加による愛称形成
である。また、日本語の愛称は姓・名両方から作られるが、ウズベク語の愛称は名からのみ
作られ、姓からは作られない。
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Ⅳ「日本語教育・教育」①103室（2014年7月30日）
1　臼井直也（東京外国語大学大学院博士後期課程）
日本のアニメーションは海外でどのように日本語学習に用いられてきたの
か ― 元学習者へのインタビューからみる1980年代、1990年代のアニメー
ションを用いた日本語学習の実態 ―

2　王睿琪（東京外国語大学大学院博士後期課程）
聴解ストラテジーに対する意識調査 ― 台湾人日本語学習者を対象に ―

3　張学博（東京外国語大学大学院博士前期課程）
日本語の「が」と中国語の「一個」における空間認知と事態把握 ― 中国
語の誤用コーパスからみた日本語の特質 ―

4　ナンティポーン　チャンチャルーン（タマサート大学大学院修士課程）
タイ人日本語学習者における接続表現としての「て形」の理解と運用能力

5　斎藤奈菜子（東京外国語大学大学院博士前期課程）
日本語学習者のスピーチレベルに関する考察 ― スピーチレベルの設定に
資する効果的な教材の作成に向けて ―

6　金智善（韓国外国語大学大学院博士前期課程）
韓国人日本語学習者における無声破擦音「つ」の発音に関する一考察
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発表概要　1

日本のアニメーションは海外で
どのように日本語学習に用いられてきたのか

―元学習者へのインタビューからみる1980年代、1990年代の
アニメーションを用いた日本語学習の実態―

Historical Research on Oversea Japanese Language 
Education through Japanese Animation:

by Analysing of Japanese Learning Practices with Japanese Animation 
in the 1980s and 1990s Baned on the Interviews

臼井直也（Naoya USUI）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University for Foreign Studies
【キーワード】　アニメーション、日本語学習、海外、1980年代・1990年代

 Japanese Animation, Japanese Learning, Overseas, 

1980-1990s

本発表は、日本語学習におけるアニメーション活用の史的流れに焦点を当て、日本語教育
でその人気が認知される以前、1980年代、1990年代の海外における活用の実態を明らかにす
ることを目的とするものである。
本研究では、幼少期から日本の作品を見て育ち、1980年代から90年代に日本語学習
を行っていたイタリア、フランス出身の元学習者2名を対象に、アニメーションやマン
ガと日本語学習の関わりについてのインタビューを行った。インタビューの結果、フ
ランス出身のインタビュイーからは、大学生の時、スタジオジブリ作品を家族や友人
に紹介するためにフランス語字幕を作成した経験、また、大学での試験や卒業論文執
筆のために日本から入手した関連著書を読んだ経験などが挙げられた。イタリア出
身のインタビュイーからは、高校への入学前後、日本のマンガが特集された雑誌に
載っていた片仮名の五十音図で日本語学習を始めたこと、また、その後、大学で開講
されていた2年間の日本語コースに参加していた時期に日本にいる同年代の人と文通を行い、
そこでアニメーションやマンガについて日本語で書いていたというエピソードなどが語られ
た。
分析の結果、イタリア、フランスという限られた地域の事例ではあるものの、①日本語の
授業内ではアニメーションの活用がなく、教室外での活用が中心であったこと、②作品視聴
時の日本語学習のほかに、アニメーションやマンガについて手紙を書くなどの「間接的な日
本語学習」が行われていたことが明らかになった。これらの特徴には、1980、90年代の社会
や教育現場のアニメーションに対する認識、また、作品への限られたアクセス環境、視聴環
境が影響したことが推測される。
本研究では、これまで報告がなされていない1980、90年代の海外におけるアニメーション
と日本語学習の関わりの実態を分析した。今後も多様な地域、時代の活用例を集め、アニメー
ション活用の史的流れを明らかにしていきたい。
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発表概要　2

聴解ストラテジーに対する意識調査
―台湾人日本語学習者を対象に―

A Study on Awareness of 
Listening Comprehension Strategies:

by Focusing on Taiwanese Learners of Japanese

王睿琪（JueiChi WANG）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　聴解ストラテジー、メタ認知ストラテジー、認知ストラ
テジー、学習環境、学習レベル

 Listening Strategies, Metacognitive Strategies, Cognitive 

Strategies, Learning Environment, Learning Level

言語学習において４技能（読む・書く・聞く・話す）のうち、「聞く」という言語活動は
他の3技能の言語活動とは異なり、自分のペースで活動を進めたり中断したり反復すること
が困難である。
本調査は主に学習環境と学習レベルにより、聴解ストラテジーに対する意識は異なるの

か、もし異なるとすれば、どこが異なるかを調査することを目的とする。調査の対象者は中
国語を母語とする台湾人日本語学習者であり、計224名である。調査は質問紙を用い、台北
と東京で実施した。その結果、学習環境により学習者はメタ認知と認知の使用頻度が異なり、
JFLはメタ認知のほうが高い一方、JSLは認知のほうが高いことが分かった。特に JFLは
JSLよりメタ認知の使用が高く、細部まで聞き取ろうという傾向が見られた。学習レベルが
上がるにつれ、ストラテジー毎に個別にみると、それぞれ多くなったり、少なくなったりす
る変動があったが、全般的には中級に上がると一時的に下がるものの上級に上がると再び上
昇する。また、初級はメタ認知と認知を使用する最も高い意識を持っていることが分かった。
学習者の多くは正確に聞き取ろうという傾向があり、特に教室外では自然な日本語に接す
る機会が少ない JFLと学習レベルが低い初級の学習者ほど、注意深く聞き取ろうとするた
めに、メモを取ったり、保留をしたり、あらゆる手がかりを探ったりする。特に「メモを取
る」意識が高く、このストラテジーは認知のカテゴリーの中で最も使われているストラテジー
である。しかし、メモすることに意識が向き後続の情報を聞き漏らす可能性がある。そのた
め、ノートテイキングのスキル、つまり簡略化したメモを取るスキルの養成は差し迫った課
題である。そして、推測のカテゴリーの中に「母語語彙知識からの推測」の使用頻度は極端
に高い。しかし単に母語の語彙知識からの推測は内容と異なった方向に推測する恐れがある。
従って、単独のストラテジーを使うのではなく、ほかのストラテジーと併せ同じ箇所に複数
のストラテジーを併用するよう、本研究の成果として推奨したい。
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発表概要　3

日本語の「が」と中国語の「一個」における空間認知と事態把握
― 中国語の誤用コーパスからみた日本語の特質 ―

Spatial cognition and overall analysis of “Ga” 
from Japanese and “Yige” from Chinese:

Analyzing the Features of Japanese Based on the Corpus of Misused Chinese

張学博（Xuebo ZHANG）
東京外国語大学大学院博士前期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　数量詞、一個、ガ格、空間認知、個体化機能
 Chinese Numeral Classifiers, Yige, Ga-case, Spatial cognition, 

The Function of Individuation

日本語を母語とする中国語学習者は、「一個」の欠如が非常に多いことが誤用コーパスか
らよく見られる（例 :最近在车站附近开了（一家）中餐馆。　訳文 :最近、駅の近くで新し
い中華レストランが開店した。）。しかし、このような例文は意味上数量詞が必要ではないか
もしれないが、文法上数量詞が欠如していると非文となる。
中国語の数量詞の用法には個体化機能（大河内：1985）が学習者にとって、とりわけ習得

と理解が難しい。抽出した誤用文のタイプは殆どこの機能に属していることがわかった。
認知論的なアプローチの視点から見れば、人間の認知の焦点は、ある境界線を越えて出現

するもの或いは消失するものの上に強く注がれる（古川：1997）。その動くものは動かない
背景から独立した個体として知覚される。その目立っている個体はある種特殊な構文を用い
る原則に基づいて、個体の顕著性に対する言語の有標性は、中国語の場合では名詞への数量
詞限定という文法的な方法を経て実現する。日本語の場合では、「が」が常に新情報を表わ
すものとしている（久野暲：1973）。認知的な観点から見れば、やはり「が」は目立ってい
る事物を認識できると思う。
そこで、中国語の存現文と主語文における「個体化」機能の「一個」と日本語の「が」の
間に、認知的には「目立っているもの」としてある程度の対応関係が存在している。しかし、
「個体化」機能の「一個」が使われている文はすべて存現文と主語文に存在するとは限らない。
それゆえ、学習者にとって「一個」を把握することが困難であろう。そこで、完全ではない
が、認知的な「目立っているもの」の観点から考えると、一つの示唆を与えることができよ
う。そして日本語話者には「個体化」意識があって、言語化にすると、標識がはっきりして
いないともいえる。日本語では名詞には常に「個体化」意識が含意されている可能性がある
かもしれない。
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発表概要　4

タイ人日本語学習者における接続表現としての
「て形」の理解と運用能力

Comprehension and Application of “te”
by Thai Learners of Japanese

ナンティポーン　チャンチャルーン（Nuntiporn JUNJAREON）
タマサート大学大学院修士課程

Thammasat University

【キーワード】　て形、接続表現、日本語学習者、理解、運用力
 Te-form, Connective Expression, Japanese Learners, 

 Understanding, Using

論理的に自分の意見や経験を述べるためには、適切な接続表現を使う必要がある。初級前
半で導入されている重要な接続表現の一つは「テ形」である。「テ形」は「継起」「付帯状況」「因
果関係」などいろいろな用法があるため、外国人日本語学習者にとって運用は難しいかもし
れない。それに、母語の干渉は誤用の要因の一つである。
市川（2005）では、「寒くて、ヒーターをつけよう。」という「から」との混同により、タ
イ人学習者の誤用が見られた。初級で学習しても、「テ形」の用法や他の接続表現との違い
がまだ深く理解できていない。だから、本研究では、「テ形」と「てから」「ながら」「から
／ので」と3つの授業を行い、タイ人日本語学習者の「テ形」の理解と運用について調査を
した。対象者は、約200時間程度で学習した、又は国際交流基金バンコク日本文化センター
が作成した『あきこと友だち』の第27課まで学習した初級日本語学習者6名を対象にした。
全員が高等学校で日本語を専攻とする3年生である。
「テ形」の理解テストの結果、授業前の点数と授業後の点数を比較した結果、全体として、
授業後の理解テストの点数は授業前の点数より高かったことが明らかになった。本研究で
行った授業は有効であることが示された。3つの理解テストの点数を比較すると、「テ形とナ
ガラ」の点数は最も高かったことが分かった。次に高かったのは「テ形とテカラ」と「テ形
とカラ／ノデ」である。「テ形」と「ナガラ」との違いは「テ形」と「カラ／ノデ」との違
いより分かりやすいと考えられる。
「テ形」の運用能力の結果については、「テ形」の機能別の使用数から見ると、〈継起〉の「テ
形」の使用数は一番多かった。時間的に説明する時、学習者は「テ形」か「テカラ」を使う。
「テ形」による接続が一文中に連続2-4回用られている。この回数は、鹿島 (2003)は適切な長
さだと指摘している。そして、理解力テストの点数が最も高かった「テ形とナガラ」は運用
力テストでもよく使い分けられることが分かった。
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発表概要　5

日本語学習者のスピーチレベルに関する考察
―スピーチレベルの設定に資する効果的な教材の作成に向けて―

A Study of Speech Level of Japanese Language Learners

斎藤奈菜子（Nanako SAITO）
東京外国語大学大学院博士前期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　スピーチレベル、敬体、常体、日本語教材
 Speech Level, Polite Style, Plain Style, Japanese Language 

Textbook

日本語では会話者間で相手の年齢や職業、その場の状況といったさまざまな要素が考慮さ
れ、敬体、常体などのスピーチレベルが設定される。会話の相手や場の状況を適切にとらえ
てスピーチレベルを設定できるようにすることは、日本語学習者にとっても重要なことであ
る。しかし、学習者の実際の会話データを用いて分析したところ、スピーチレベルを適切に
設定することができていないと思われる学習者が、複数見られた。
このような問題を解決するため、まず多くの教育現場で使用されている主要な初級日本語
教材である『みんなの日本語初級』、『新文化初級日本語』、『はじめよう日本語初級』を、適
切なスピーチレベルを設定するための学習という観点から分析を行ったところ、問題点が複
数見られた。たとえば、年齢・職業・社会的立場といった、スピーチレベルを設定する際に
重要となる登場人物に関する情報が、十分には提示されていないといったことである。また、
教材によっては同じ人物同士や同じ人間関係の人物が、ある課では敬語を使用して敬体で話
し、別の課では敬語を使用せずに常体で話すなど、課によって異なるスピーチレベルが設定
されている場合もあった。さらには、提示されている会話文において、会話がなされている
場所やその場の状況に関する説明が十分には示されていないものが少なくないため、登場人
物の職業や立場のみによってスピーチレベルが設定されている会話文もあった。初級日本語
教材では、相手の年齢や社会的立場、会話が行われている場所によって、適切なスピーチレ
ベルを設定できるよう指導する必要がある。そのためには、教材の中に登場する人物や場面
に関する情報について、より詳細に明記したほうがよいと考えた。
今回は初級レベルに焦点を当て分析を行ったが、今後は初級から中・上級にかけての、ス
ピーチレベルシフトに関する指導の有機的な連携に関して、具体的に探っていきたい。
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発表概要　6

韓国人日本語学習者における
無声破擦音「つ」の発音に関する一考察

The Phonetic Study of Voiceless Affricate 
by Korean Learners of Japanese

金智善（JiSun KIM）
韓国外国語大学大学院博士前期課程

Hankuk University for Foreign Studies

【キーワード】　韓国人日本語学習者、無声破擦音、「つ」、「ちゅ」、音声
実験

 Korean Learners of Japanese, Voiceless Affricates, [ʦ], [ʨ], 

Phonetic Experiments

日本語母語話者と韓国人日本語学習者の破擦区間と閉鎖区間の持続時間を対照する音声実
験を行い、「つ」音の発音がいかに困難であるか確認することができた。
音声実験の結果を三つにまとめると以下のとおりである。
(1)「つ」の破擦区間 [ʦ]の持続時間を測定し、語頭音節・語中音節・末尾音節別に持続時
間の長さの違いがあるかを分析した結果、日本語母語話者は語頭音節＞末尾音節＞語中音節
の順に長かったが、韓国人日本語学習者は個人差が見られた。しかし、同じ方法で「ちゅ」
の破擦区間 [ʨ]の持続時間を測定すると、被験者全員が語頭音節＞末尾音節＞語中音節の順
で一致していた。

 (2)「つ」と「ちゅ」が置かれている語中音節と末尾音節の閉鎖区間の持続時間をそれぞ
れ測定したところ、韓国人日本語学習者の特徴として目立った点は閉鎖区間の長さが日本語
母語話者のそれに比べ非常に長いことであった。しかし、韓国人日本語学習者と日本語母語
話者の間で「ちゅ」の閉鎖区間長の差が10ms前後にとどまる程度であったのに反し、「つ」
の閉鎖区間長の差は2倍以上であった。

(3)日本語母語話者の評価を通じて、実際に韓国人日本語学習者の「つ」の発音がどのよ
うに聞こえるかを確認したところ、多様なバリエーションが現れた。被験者によってその
評価の結果が異なってはいるが、「つ」はおおよそ「ちゅ」>‘츠 ’ または ‘쯔 ’>「す」>「ち」
のような順で認識されていた。また、「つ」音を正確に発音することが出来ず、「ちゅ」、‘츠 ’
または ‘쯔 ’、「す」、「ち」のように不正確な発音をする現象は、発音上の困難さによるとこ
ろが大きいことが確認できた。このような問題を排除するため、韓国語と日本語の調音位置
や調音法の違いを正しく指導するなど様々な工夫が必要であろう。
また、「つ」を「ち」と発音する場合に関する先行研究はそれほどされていないが、いく

つかの発音について「ち」に聞こえると評価したケースが確認できたため、それについても
研究をする価値がある。これらについては今後の課題とする。
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Ⅴ「日本語教育・教育」②104室（2014年7月31日）
1　鈴木祐己（東京外国語大学大学院博士前期課程）
日本語教育と文学教育の連携 ― 俳句を用いた授業の実践報告から ―

2　村上昂音（東京外国語大学大学院博士前期課程）
ＰＩＳＡから日本の基礎教育を考え直す ― 上海市の教育システムと比較
して ―

3　劉妍（東京外国語大学大学院博士後期課程）
学校教育における子どもの自立を育てることの意義に関する研究 ― 小幡
肇学級の卒業生へのインタビューを通して ―

4　スィリクワン　サグアンポン（タマサート大学大学院修士課程）
タイの私立病院における医療通訳者（日―タイ）の現状と研修の必要性

5　王素蘭（開南大学大学院修士課程）
台湾における日本研究 ― 国科会全資料をもとに ―
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発表概要　1

日本語教育と文学教育の連携
― 俳句を用いた授業の実践報告から―

The Cooperation with Japanese Language Education 
and Literary Education:

a Case Study of the Class of Haiku

鈴木祐己（Yuki SUZUKI）
東京外国語大学大学院博士前期課程

Tokyo university for Foreign Studies

【キーワード】　日本語教育、文学教育、俳句、連携
 Japanese Language Education, Literary Education, Haiku, 

Cooperation

本報告は、2014年度春学期に東京外国語大学留学生日本語センターにおいて、700レベル
の学生を対象とした総合クラスの授業のうち、筆者が行った文学の授業の実践報告である。
本報告では近代文学の授業における実践を通して、日本語教育と文学教育の連携の実践を報
告するものである。日本語学習者に対する文学教育の実践報告や教材研究は数多くなされて
きたが、本報告とそれらとの違いは、学習者が自己あるいは母文化を内省し、自身に引きつ
けて考えることで、素材をより深く理解する、というプロセスに重点をおいたことである。
学生たちのテキスト理解の過程には、大きく分けて三つの段階が存在した。①文字通りの
意味を理解する段階、②季語を反映させて句全体の理解する段階、③自分の母文化を内省し、
自身に引きつけて、より深くテキストを理解する段階、の三つである。①の段階はテキスト
読解時及び提出されたタスク・シートの随所において見られる。②の段階は、テキスト精読
時、季語が持つ意味を解説され、学生が理解した時に見られる。③の段階は、ディスカッショ
ンを通して、季語が持つ意味を自己の文化に引きつけて考えたときに見られる。授業では、
「梅真白」という季語は寒気の中咲く花であるために、忍耐や、春の喜びを象徴する、と説
明したとき、ある学生が「自国では Boychechak（マツユキソウ）が梅である」と発言した。
このように、日本の季語が持つ意味を抽象化して、自らに引きつけて考えることに成功した
とき、俳句という日本語文学を深く理解することができるのである。これは本授業の主たる
目的であったが、概ね達成されたと考える。一方で、本授業では日本語教育と文学教育との「連
携」を掲げたが、何をもってして「連携」と言えるのか、ということについては答えを出せ
なかった。今後は日本語教育の授業において文学素材を扱うという一方向からの視点だけで
はない両者の相互作用について考えていきたい。
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発表概要　2

ＰＩＳＡから日本の基礎教育を考え直す
―上海市の教育システムと比較して―

Rethinking Basic Education 
in Japan through the Test of PISA:

A Comparison with the Shanghai Educational System

村上昂音（Koon MURAKAMI）
東京外国語大学大学院博士前期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　PISA、基礎教育、生きる力、学力、上海市の委託管理
 PISA, Basic of Education, Zest for Living, Academic 

Achievement, Outsourcing Management of Shanghai

OECD生徒の学習到達度調査（Programme for International Student Assessment, PISA）2003

年の調査で日本の順位が急落した「PISAショック」をきっかけに、マスコミや政治家、評
論家の多くは「日本の子どもの学力が低下した」という見方が次第に強くなった。その後「学
力重視」の政策が勢いを増した。一方、教育評論家、研究家の間では「ゆとり教育」の根拠
とされる「新しい学力」、「生きる力」などの育成及び問題解決能力、体験学習などを重視す
べきとの声も根強く、PISA調査の順位の急落とゆとり教育は無関係との主張もある。こう
した状況の中、PISA調査の結果が神格化され、教育施策が目まぐるしく変わり、学校での
教育の軸がぶれてしまう恐れも考えられる。

2012年の結果では日本の平均得点が「読解力」「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」
の全3分野で2000年の調査開始以降最も高く、順位も前回の2009年調査を上回った。この良
い結果については、教育の方向性が正しいとの評価がなされ、前出の順位の急落時とは逆に
教育施策の停滞が懸念される。
これらの問題点を解決するために、PISAの結果をどのように日本の教育に活かしていく

べきか。また、急速に1位となった上海市の結果では、レベル5以上の生徒が多く、レベル1

以下の生徒が少ないのに対し、日本は習熟度レベルの格差が大きい。日本に比べ貧富の差も
親の教育程度の格差も激しいにもかかわらず、なぜ良好な成果を上げることができたのか。
このような上海市の取り組みも総括する。
日本の特性を活かし PISA型学力を包含した21世紀を生きる総合的な人間力の継続的な向
上に繋がる教育について考察する。
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発表概要　3

学校教育における子どもの自立を育てることの
意義に関する研究

―小幡肇学級の卒業生へのインタビューを通して―

The Research on the Significance of Nurturing Independence 
for Children in School Education: 

Through Interviewing the Grade Obata Graduates

劉妍（ken RYU）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　学校教育、子ども、自立　
 School Education, Children, Independence

本研究の課題を「学校教育における子どもの自立を育てることの意義に関する研究――O

教師学級の卒業生へのインタビューを通して」と設定した。O教師の承認を得たため、論文
の中で、実名の小幡肇を使うことにした。先行研究には自立の意味についてはさまざまな定
義があるが、本研究では、自立を他者とのかかわりの中で、主体性を発揮し、学び続けるこ
とと定義した。
本研究の目的には以下の二つがある。一つは、小幡学級の卒業生へのインタビューを通し、
成人になった当時の子どもたちの中に残っている小幡教諭の教育実践の意味を明らかにする
ことである。もう一つは、当時受けてきた自立を育てる実践の当事者の中に、自立がどんな
形として残っているのか、またどんな力に発展していたのかを検討することで、学校教育に
おける子どもの自立を育てることの意義を明らかにすることである。
研究対象は、小幡教諭及び小幡教諭の送り出した卒業生（1995年奈良女子大学附属小学校
入学）4人である。
研究方法は、半構造化インタビューである。具体的に、当時小幡教諭の教育実践を受けた
当事者の卒業生に、小幡実践を振り返る半構造化インタビューを行う。そして、卒業生たち
の証言を小幡教諭に報告し、小幡教諭に半構造化インタビューを行う。
まず、自立を育てることを包括的に把握し、なぜ自立が現代の学校教育の課題として重視
されなければならないのかを検討した。そして、子どもの自立を育てることに関する注目す
べき教育実践である古賀一公実践と築地久子実践を紹介した。そして、小幡肇実践を紹介し、
小幡学級の卒業生へのインタビューを取り上げながら、卒業生にとって小幡実践の意味や卒
業生の証言に対する小幡教諭のとらえ方を通して、学校教育における子どもの自立を育てる
ことの意義を明らかにした。
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発表概要　4

タイの私立病院における医療通訳者（日−タイ）
の現状と研修の必要性

On the Current Conditions of Medical Interpreters
(Japanese-Thai) in Thailand Private’s Hospital 

and the Necessity of Training Programs

スィリクワン サグアンポン （Sirikwan SANGUANPHON）
タマサート大学大学院修士課程

Thammasat University

【キーワード】　医療通訳者、外国人患者、医療通訳の養成プログラム
 Medical Interpreter, Foreign Patient, Medical Interpreter’s 

Training Programs

近年、タイでは、外国人観光客や在住外国人が増加し、医療ツーリズムも注目を集めてい
る。医療従事者と外国人患者のコミュニケーションの橋渡しをするのが医療通訳者の役割で
ある。医療通訳者がいることによって、患者の医療従事者に対する信頼感と医療への安心感
が増す。その結果、患者はより適切な医療を受けられるようになる。
本研究の目的はタイ私立病院における（日 -タイ）医療通訳者の現状や問題点について検
討し、適切な医療通訳者訓練方法を提案することである。まず、日本人患者の受診が多い病
院関係者を中心に調査を行った。8名の医療通訳者、9名の医師そして1名の通訳関連科目を
教える大学教員を対象にした半構造化面接による聞き取り調査、及び、10名の患者と6名の
日本語を専攻とする 大学生を対象にした質問紙調査を実施した。調査を分析した結果、医
師が医療通訳者に望むことは「訳の正確さ」「いつでも必要なときにすぐ来てくれること」「医
療知識を持っていること」などであることが分かった。また、患者が医療通訳者に求めるも
のは「正しく丁寧な日本語」「細かい気配りがあること」であった。医療通訳者の仕事上の
問題点としては「精神的な疲れ」「医療従事者との人間関係」などが挙げられた。医療通訳
者の現状については「医療通訳者の養成不足」と「医療に関する仕事は難しいというイメー
ジがあり、求人への応募が少ないこと」 という問題点があることが分かった。現在の課題は
タイにはまだ通訳資格制度や医療通訳の専門的なテキストや本格的な研修がなく、医療通訳
者は現場実習を受けるだけであることである。タイに住む日本人が安心して暮らし、国際水
準の医療を受けられるように、実際の医療通訳現場に適合した医療通訳の養成プログラムを
開発・実施することは急務と考える。
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発表概要　5

台湾における日本研究
―国科会全資料をもとに―

A Study of Japanology in Taiwan
based on National Science Coucil’s Data Bank

王素蘭 (WANG SuLan)
開南大学

Kainan University
【キーワード】　日本研究、日本語学、日本文学、日本文化、国科会研究

助成
Japanology, Japanese linguistics, Japanese Literature, Japa-

nese Culture,  National  Science Council’s Research Grant

台湾国科会（2014以降科技部と改名される）は台湾の学術振興の中核を担う日本学術振興
会に相当する機関として1999年まではもっぱら研究論文、2000年からは主に研究計画助成金
事業などの学術研究への助成や特約研究員採用、若手研究者養成、国際シンポジウム主催を
実施している。特に毎年一回の研究計画申請の合否はもはや台湾研究者の学術レベルを左右
する一大事と言っても過言ではない。
本稿の目的は台湾国科会の1991年から2013年までの22年間にわたる学術研究論文・研究計

画助成総数622件と台湾全国の総合大学317人と技術大学184人を合わせた日本語学科専任教
員総数501人に基づいて、教員の量と質を分析することによって、狭義的には日本語教育を
含めた日本語学・日本文学・日本文化、広義的には日本研究に寄与するところにある。

1963年に中国文化大学に初の日本語学科が設けられたものの、1987年に言論統制、反日思
想を背景とした戒厳令解除をきっかけに、現在では総合大学「日本語文学系」の25校と、主
に昔の五年制高等専門学校から昇格した技術大学「応用日語系」の17校を合わせた42校には、
学科名こそ違え、実質的に日本語学科が設置されるに至った。
右の表から分かるように、一人につ

き、教授＞副教授＞助理教授＞講師と
いうように、職位が高いほど、研究成
果が上がるという結果が明らかに見ら
れる。
なお括弧内の20件と6件はそれぞれ技術大学の副教授と助理教授の助成を受けた件
結論として①日本語学分野では総数356件のうち総合大学の東呉大学は75件、技術大学の

台中科技大学は26件、日本文学分野では総数175件のうち総合大学の台湾大学は50件、技術
大学の南台科技大学は14件、日本文化分野では総数91件のうち総合大学の輔仁大学は14件、
技術大学の文藻外語大学は8件の首位をそれぞれ占めている、②日本語学・日本文学・日本
文化の分野別研究助成比率は約3： 2： 1となっている、③日本語学科の日本人専任教員人数
の比率は総合大学では87人の27.9％、技術大学では42人の22.8％と高いわりに、日本文化研
究指向が見られるなどの三点が挙げられる。

人数 研究助成数 1人につき
教授 27 266 10
副教授 53 210（20） 4
助理教授 69 142（6） 2.1
講師 3 4 1.3
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Ⅵ「文化」104室（2014年7月30日）

1　ファスベンダー　イザベル（東京外国語大学大学院博士後期課程）
現代日本社会における若者の性意識とジェンダー規範 ― 避妊行動にみる
男女間の非対称性 ―

2　ノルマリス　アムザ（シンガポール国立大学）
日本企業の広告における語彙分析

3　鄭盛旭（韓国中央大学校大学院博士後期課程）
海外映画タイトルの韓・日比較 ― タイトルの構成を中心に

4　秦石美（北京外国語大学・日本学研究センター博士後期課程）
「積極的平和主義」を正当化させるための言語的ストラテジーに関する一
考察 ― 2014年安倍内閣施政方針演説の批判的談話分析を通じて ―

5　廣瀬龍（東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程）
多文化共生社会と排外主義の台頭考察
― 昨今のヘイトスピーチを中心に ―

6　劉品宜（国立台湾大学大学院博士前期課程）
徳富蘇峰と中江兆民における自由民権論 ―『将来之日本』と『三酔人経
綸問答』を中心に―



152 夏季セミナー2014　大学院生サマースクール報告および大学院生報告要旨

発表概要　1

現代日本社会における若者の性意識とジェンダー規範
―避妊行動にみる男女間の非対称性―

Sexual Consciousness and Gender Role Understanding among 
Adolescents in Modern Japanese Society:

Gender Asymmetry as Seen through Contraceptive Behavior

ファスベンダー　イザベル（Isabel FASSBENDER）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】　ジェンダー、セクシュアリティ、性意識、性に関する権
利、避妊

 Gender, Sexuality, Sexual Consciousness, Sexual Rights, 

Contraception

現代日本社会が孕む、女性の「性の商品化」と若者の「性のタブー化」という矛盾を、「性
に関する権利」という概念に着目しながら考察する。マス・メディアや流通業などの消費の
現場において、「性」は「商品」として扱われ、偏った情報が流通している。にも関わらず、
学校の性教育も、家での性教育も「性」に対して消極的であり、不十分である。とりわけ
2000年代前半から現れた「ジェンダーフリー・性教育バッシング」という現象以降、性の危
険性が強調されてきた。この「性のタブー化」の流れの中で、青少年が性について備えるべ
き知識を獲得するのは困難になっており、性意識の形成はポルノ、インターネットといった
偏った性表現の溢れるメディアに依存している。皮肉にも保守的な性の管理が、偏った性情
報の氾濫に若者を無防備で晒すことの大きな一因となっている。
こうした矛盾した状況の根本にあるのは、「性に関する権利」の欠如であると報告者は考
える。「性に関する権利」とは、各人が性における決定を主体的に行うことができ、その環
境が社会的に保証されていることである。しかし、今日の日本社会は、こうした条件とは程
遠いところにあるようである。本報告は、若者の性意識に関する調査データなどの分析によ
り、若者の「性」に対する消極化、「性」についての否定的イメージの増大、性に関する知
識の減退、コミュニケーションの貧困化、固着されたジェンダー意識という傾向を明らかに
した。
この問題における具体的側面を検討するために、本報告は若者たちの「避妊行動」に焦点
をあてた。ここでは、女性の「生殖における負担」（出産・育児・中絶などにおける精神・
身体的負担）の重さにもかかわらず、男性が避妊における「主導権」を握りがちであるとい
う矛盾が明らかとなった。ジェンダー不平等性の下で、女性は抑圧された立場におかれ、望
まれない妊娠などの問題が際立っている。こうしたダブル・スタンダードの克服が求められ
るが、それには「性に関する権利」が社会的に共有されることが不可欠である。
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発表概要　2　

日本企業の広告における語彙分析
Lexical Analysis of Japanese companies’ green advertisements

ノルマリス　アムザ（Normalis Binti AMZAH）
シンガポール国立大学日本研究科博士課程

National University of Singapore

【Keywords】Lexical Analysis, Japanese Companies Green  Communication, 

Green Advertising, Japanese Part of Speech 

This paper will highlight the result of the content analysis of 200 samples of random Japanese com-

panies green advertisements namely print advertisements and television commercials from 2008 until 

2013. The content analysis focuses on the lexical analysis of the 100 most frequently used words in 

the samples. The analysis calculates the categories of part of speech and further analysis the part of 

speech based on Halliday’s systemic functional linguistics framework. Findings show half of the most 

frequent use of words are noun followed by verb and small percentage of adjective. Further analysis 

shows environmental communication by Japanese companies tend to use tangible noun and material 

verb. Tangible noun is something that can be seen, listen, feel or touch and material verb is experi-

encing the external world as oppose to the mental verb such as think, hope and analyze. The result 

suggests that in expressing their environmental values, Japanese companies tend to emphasize on con-

crete action of implementing green activities instead of merely uttering abstract conceptual pertaining 

to environmental values. 
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発表概要　3

海外映画タイトルの韓・日比較
―タイトルの構成を中心に―

Comparative Study of Movie Titles in Korean and Japanese 

鄭盛旭（JUNG SungWook）
韓国中央大学校大学院博士後期課程

Chung-Ang University

【キーワード】　命名学、ネーミング、映画タイトル、文字表記、　　　
大衆文化

 Onomastics, Naming, Film Title, Use of Characters, 

 Popular Culture

映画のタイトルを付ける時、文字がどのような形で組み合わせられ、使用されているかに
ついて比較し、年代別、構成別にその変化の推移を考察した。映画タイトルを通じて表記の
変化を観察することは、現在も猛スピードで変化している表記の一断面を鑑みる良い資料に
なるであろう。結果は以下のようになる。

1.映画の製作国別：アメリカ、フランス、英国の順。初期は各国が単独で映画を製作して
いたが、1960年代から徐々に共同製作が増え、２カ国が共同制作している場合が多い。

2.類型別：映画のタイトルには国別に若干の差はあるものの、単純形が優位を占めている
点は共通している。

3.表記別：外国は「ローマ字」が94％、韓国は「外来語」が66％、日本は「カタカナ」が
75％であった。原作名を直接使用するより変換し、読みやすくするためだと考えられる。

4.類型別と文字別：映画の特色を生かすことより、外国語を自国の言語に置き換えてわか
りやすく、読みやすいように形だけ変えているケースが多い。
映画は、原作のタイトルを生かすより、観客の興味を誘発し、頭に残すため、適切な語彙
を選定する必要がある。それによってタイトルの構成にも変化が生じたと思われる。特に表
記別では、外国からのタイトルが直訳されて同じ意味を表すタイトル1が多かった。一方、
両国とも原作品のタイトルとは全く違った形にも拘らず、同じタイトルになっているケース 2も
多かった。両国が隣国であるため、互いに影響し合っていると考えられる。

1 <Roman Holiday ( 로마의 휴일 )( ローマの休日 ) (1953) [ 米 ]>、<La Vita e Bella ( 인생은 아름다워 )( ライフ ･ イ
ズ ･ ビューティフル ) (1997) [ 伊 ]> など。 

2 <Bonnie And Clyde ( 우리에게 내일은 없다 )( 俺たちに明日はない ) (1967) [ 米 ]>,<The Apartment ( 아파트 열쇠

를 빌려드립니다 )( アパートの鍵貸します )(1960)[ 米 ]> など。
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発表概要　4

「積極的平和主義」を正当化させるための
言語的ストラテジーに関する一考察

―2014年安倍内閣施政方針演説の批判的談話分析を通じて―

A Study on the Linguistic Strategies Used in the Justification 
of “Proactive Pacifism”

秦石美 (QIN, Shi Mei)
北京外国語大学・日本学研究センター博士後期課程

Beijing Foreign Studies University

【キーワード】　「積極的平和主義」、正当化、批判的談話分析、倫理的評
価、権威化

 “Proactive Contribution to Peace”, Legitimation, Critical Dis-

course Analysis, Moral Evaluation, Authorization

安倍の施政方針演説に度々用いられている「積極的平和主義」のあり方やなされ方に対す
る説明や弁明の正当性が、どのように述べられているかについて、CDAによって明らかす
ることを本発表は目的としている。本報告は Faircloughの「正当化」のストラテジーを参照し、
2014年1月24日第186回国会安倍内閣総理大臣による施政方針演説の中の「積極的平和主義」
に関する論述を取り上げ、その正当化させるための言語的ストラテジーについて考察したも
のである。主な考察結果は以下のようなものである。
倫理的評価
「積極的」、「平和主義」、どちらも望ましい評価を表す語彙である。このプラスのニュアン
スの「積極的平和主義」を自分の政治活動に借用するのは安倍の戦略的行為である。
権威化
方針演説そのものが首相としての「権威性」を表している。その「権威性」は演説のモダ
リティにも示されている。また、演説者は首相としての「権威」だけではなく、国際社会の
「権威」(ASEAN・アメリカ )によって「積極的平和主義」の「正当化」をはかっている。
合理化
「積極的平和主義」という本題に入る前、自衛隊の活動についていろいろ論じている。そ
の行為の「有用性」がしばしば字面から読み取ることができる。「世界の平和と安定」とい
う目的の達成に、手段としての「自衛隊の活動」が有用であると主張しようとしている。
必要化
「中国脅威論」「北朝鮮脅威論」によって、反面的に「積極的平和主義」の必要性を述べる。
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発表概要　5

多文化共生社会と排外主義の台頭考察
―昨今のヘイトスピーチを中心に―

Study of the Rise of Xenophobia and 
Multicultural Symbiotic Societies:
Focusing on Hate Speech in Recent Years

廣瀬龍（Ryu HIROSE）
東京学芸大学大学院教育学研究科（修士課程）

Tokyo Gakugei University

【キーワード】　多文化共生社会、ヘイトスピーチ、排外主義者、在日コ
リアン、在特会

 Multicultural Symbiotic Societies, Hate Speech, Xenophobia

 A Korean Resident in Japan, Zaitokukai

日本政府が国際化政策・グローバル化を推奨し始め、30年近くになり、国際社会におけ
る新自由主義経済の弊害として社会格差が広まり、進む競争主義とともにグローバル人材を
重んじる多文化共生社会が展開された。日本には2007年以降、200万人を超える外国出身の
移住者が住んでおり、日本の多文化共生社会への動きは活発になっている。2013年末現在
で、日本における外国人登録者数は約206万人（法務省在留外国人統計2013年12月末［http://
www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html］）で、総人口の1.6％を占めて
いる。また2020年の東京オリンピックの開催が決定し、日本人留学生倍増計画を代表するよ
うに政府もグローバル人材の育成に力を入れ、日本はさらに多文化共生社会を目指すと考え
られる。
しかし、90年代のバブル崩壊後の経済的・社会的不安や失業者の増加、雇用縮小への不安、
国際化時代におけける激しい競争主義の助長といった理由から社会の閉塞感や社会からの疎
外感を感じ、不満をもった人々がインターネットを通して繋がり、排外的差別表現を街宣し、
憂さ晴らしをするヘイトスピーチが台頭し始めた。そしてこのような排外主義運動への動き
が拡大している現状も存在する。
特に韓国との関係は顕著である。2002年のワールドカップ共催から韓流ドラマや K-POP

が日本の茶の間を賑わせ、日韓相互関係が緊密になって行った。ところが、過度な韓流文化
の紹介などに違和感を覚える人々が増加する中、日韓両国の歴史的・政治的葛藤が生じ、い
まや両国間の溝は深まるばかりである。そして「嫌韓・嫌在日コリアン」へとその不満の矛
先が替えられ、インターネットを利用した排外主義運動への動きが拡大するが、中でも「在
日特権を許さない市民の会」（通称「在特会」）による東京や大阪・京都・福岡など、日本各
地でのヘイトスピーチが繰り返され、また一部のメディアや SNSでは韓国や在日コリアン
の政治や文化を揶揄しつつ、強い自民族優越主義を促している。国境がますます低くなって
行くグローバル社会における今後のあり方を、昨今のヘイトスピーチを通して考察する。



日本語・日本学研究第 5号（2015） 157

発表概要　6

徳富蘇峰と中江兆民における自由民権論
―『将来之日本』と『三酔人経綸問答』を中心に―

Argument on Democratic Rights 
by Tokutomi Soho and Nake Chomin: 

by Focusing on Future Japan and Three Drunks’ Discussion 
on the Government

劉品宜 (LIU Pinyi)
国立台湾大学大学院博士前期課程
National Taiwan University

【キーワード】　将来之日本　三酔人経綸問答　自由民権　平民主義　 

ナショナリズム
 Shorai No Nihon, Sansuijin Keijin Mondo, Nationalism, Free 

Civil Right Movement

本論の目的は、『将来之日本』と『三酔人経綸問答』の間で二人の思考方法を分析し、そ
の思想の根底を探求したいと思う。
『将来之日本』では、蘇峰は生産機関と武備機関を二元性の概念に分割する。彼は生産＝
平民、武備＝貴族と考えている。生産機関に基づくとした国家は、平等主義支配下の平民社
会を実現できる。逆に武備機関に基づくとした国家は、最も不平等主義支配下の社会である。
蘇峰は人民が生活を維持するために生産型社会によって国家を作ろうと主張した。ここから
提出した蘇峰の二元性論述は極端な主張を持つと見られる。こうして、彼は思潮に乗ってい
る途中、逆に反対側に転覆した可能性が大きい。要するに、蘇峰の思考方法は黒でなければ
白であると言えよう。結論から見られる、日本は平和主義を取るべき、商業国（平民国）と
なればこそ、人民の生活が確保でき、皇室の尊栄も益するはずである。国民がもし世界の大
勢に従わなければ、碧眼紅髯の人種に侵入される結末となる。ここで彼の思想の根底は始終
ナショナリズムであると見られる。後期の蘇峰が帝国主義へ転向したのも理解できる。
『三酔人経綸問答』が出版された明治二十年前後から見ると、この時期の思想は自由民権
運動によって影響され、しかしこの運動の思想は「皇室中心」と「国家論」も含まれている。
国家の政体がまだ制定されていない上、『経綸問答』に現れた三つの道筋は、それぞれ将来
の日本になる可能性を持つ。ただこの三つの道筋にも、それぞれの欠点がある。例えば、紳
士君の道は楽天的に過ぎ、豪傑君の道は横暴に過ぎ、南海先生は解決の方法は提出していな
いということであった。そして『経綸問答』の民権について考えると、兆民は、明治時代の
日本は、民権が天皇から与えられた恩賜的民権であるが、国民の権利意識を高めつつ次第に
民権を拡大することによって恢復的民権に近づくことができると考える。
蘇峰の民権思想は国家主義の下で形成され、言い換えれば、民権は国家主導の下に実現で
きる。兆民の『経綸問答』には彼の国家主義思想があまり見られないが、彼の考え方は、社
会の教育によって人民を連れて、民権を恢復し、民権は人民の所属した社会に属する。一つ
は国家の下の民権、もう一つは社会の下の民権である。
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Ⅶ「文学」105室（2014年7月30日）

1　藤井嘉章（東京外国語大学大学院博士前期課程）
『古今集遠鏡』と宣長の歌論

2　李 喜（韓国外国語大学大学院日語日文学科博士前期課）
雨夜の品定めの予言的機能 ― 高麗人予言との比較を中心に ―

3　余 延（厦門大学修士課程）
竹内好の翻訳理論についての考察 ―『藤野先生』を中心に

4　ナザランカ　カチャリーナ（東京外国語大学博士前期課程）
レフ・トルストイと日本の文学者

5　平原真紀（東京外国語大学大学院博士後期課程）
近世日本の読本と中国の白話小説 ―『椿説弓張月』における《楊家将演義》
受容の可能性 ―

6　王薇婷（台湾大学大学院博士前期課程）
『好色一代女』における嫉妬について ― 構成と特性を中心に ―
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発表概要　1

『古今集遠鏡』と宣長の歌論
Kokinsyu Tokagami and Norinaga’s Poetics

藤井嘉章 (Yoshiaki FUJII)
東京外国語大学大学院博士前期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　古今集遠鏡、もののあはれ、日野龍夫、口語訳、注釈
 Kokinsyu Tokagami, Mono no Aware, Tatsuo HINO, 

 Colloquial Japanese, Commentary

本居宣長の研究史を見ると、『古今集遠鏡』(以下、『遠鏡』)という『古今和歌集』の口
語訳テクストは、主に十八世紀の話し言葉資料としての研究対象であった。本発表では、『遠
鏡』が宣長の学問と思想を考える上で有効な著作であることを、特に宣長の歌論をめぐる問
題から示そうと試みた。
宣長の歌論、さらには彼の思想全体を代表するキーワードとして「もののあはれ」がある。

しかし、日野龍夫氏の見解では、「もののあはれ」は当代文化において既にありふれた言葉
であり、宣長も宝暦十三 (1763)年に『紫文要領』『石上私淑言』で中心的に論じて以来、忘
れるという意識もなく使わなくなってしまったとされた。本発表では、寛政六 (1794)年成
立と目される『遠鏡』の「例言」で、助詞助動詞以外の訳例としてあえて「あはれ」という
語に関する条を立てている事、及びその記述が『石上私淑言』での「あはれ」の規定と同一
であることに着目し、「もののあはれ」が宣長の中で、ある一時期に限定されるものではなく、
終生保持し続けたものであったことの実証を試みた。
以上を前提とし、『遠鏡』中の宣長による具体的な口語訳を見ると、「あはれ」という語に

対して二十三の口語訳例を見出すことができる。このうち、短歌における「あはれ」十七例
を検討した結果、その訳出に、「アヽハレアヽハレ」「アヽハレ＋α」「アヽ＋α」「アハレ」、
その他意訳、と言った様々なバリエーションが確認できる。この分析は、少数ながら『遠鏡』
を宣長の思想と接合しようとする論一般が主張する、宣長における法則の過剰な一般化とい
う性格規定に対する反証となり、柔軟な訳語を案出する宣長の一面を描き出す手掛かりにな
り得ると考えられる。
自らの学問・思想について多数の理論的著作を残した宣長は、一方で古典作品の解釈を示
す注釈書も多く著した。注釈的著作は宣長によるテクストの読みそのものを研究対象にし得
る研究素材である。中でも口語訳という当時としては特異な形態であった『遠鏡』を通じて
宣長論を再考することが、発表者の今後の課題である。
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発表概要　2

雨夜の品定めの予言的機能
―高麗人予言との比較を中心に―

The Prophetic Function of Rainy Day Fair:
Comparison with “Prophecy of Goryeo-Person”

李 喜 (LEE Ji Hee)
韓国外国語大学大学院日語日文学科博士前期課

Hankuk University for Foreign Studies

【キーワード】　雨夜の品定、高麗人、源氏、予言、女性
 Rainy Day Fair, Goryeo-Person (komaudo), Genji, Prophecy, 

Women

『源氏物語』は光源氏という主人公の宿命的な恋愛と栄華を描いた作品である。物語の前
半部に登場する夢や予言、談話は単純なストーリー展開ではなく、物語全般にわたって必然
的にその影響を及ぼしている。桐壺巻の高麗人の予言が第一部にわたって光源氏の栄華を先
取りしているとしたら、帚木巻で取り上げられる雨夜の品定では源氏の女性観が長編的主題
を物語っているといえよう。
この研究発表では桐壺巻の高麗人の予言と帚木巻の雨夜の品定めの機能について比較分析
したい。特に「紫の上系列」は光源氏の「帝王像」という予言を起点に展開し、「玉鬘系列」
は帚木巻の雨夜の品定を起点に展開される様相を比較対照し、雨夜の品定の持つ予言的機能
を究明してみたいと思う。特に帚木卷の雨夜の品定の談話形式によって展開される物語の論
理を分析したい。
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発表概要　3

竹内好の翻訳理論についての考察
―『藤野先生』を中心に―

The Research of Takeuchi Yoshimi’s Translation Theory:
a Case Study of the Translation of Mr. Fujino

余 延（Yiyan YU）
厦門大学修士課程

Xiamen University

【キーワード】　竹内好、藤野先生、魯迅
 Takeuchi Yoshimi, Mr.Fujino, Lu Xun

本稿は日本における魯迅研究の巨匠である竹内好の魯迅翻訳について考察する。
テクストの分析の視点から竹内の翻訳を見ると、原文の魯迅と異なる魯迅のイメージで訳
されることが分かる。竹内好の魯迅翻訳の「土着化」が導いた結果は「中国人の魯迅」から
「日本人の魯迅」への魯迅イメージの変化である。
なぜ、そのようになったか。一番主な理由は竹内好の独特な翻訳理論にあると考える。竹
内は「創造的な翻訳」、いわゆる「我在走我的路で自分流にやるよりしょうがない」という
理論を提出し、それによって訳者としての竹内は作者である魯迅以上の存在を訳出した。
竹内好の翻訳理論は大きな意義がある。それによって訳者の主体意識が樹立された。しか
し、時代の流れにつれ、次第に「訳者を中心とする」翻訳になった。現在においては、アメ
リカからの「読者を中心とする」翻訳理論が流行している。いかにして竹内流の翻訳の良さ
を生かしながら、今の時代に一層相応しい「読者を中心とする」魯迅翻訳を生み出すことが
できるかを論じてみたい。
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発表概要　4

レフ・トルストイと日本の文学者
Leo Tolstoy and Japanese Writers

ナザランカ　カチャリーナ (Katsiaryna NAZARANKA)
東京外国語大学博士前期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　レフ・トルストイ、日露戦争、徳富蘆花、武者小路実篤、
有島武郎

 Leo Tolstoy, Russo-Japanese War, Roka Tokutomi, Saneatsu 

Mushanokoji,Takeo Arishima

レフ・トルストイは80年代後半に欧州の出版によって日本で紹介され、私小説を通して偉
大な思想家として、その後物語作者として人気を得たというパターンが見られるが、欧米と
は正反対である。その理由は作家自身にみられ、彼を訪れた出版者である徳富蘇峰に、長編
小説より、社会的なテーマを巡った論文を推薦した。トルストイの思想が日本人に広く受け
入れられた理由として、その時代の日本社会の変容や道徳の危機が挙げられる。又、作品の
ほとんどの翻訳者が洗練された文体を持った作家であったことも、一般読者の間で好評を博
す要因の一つであったと考えられる。

1904年に勃発した日露戦争は、平和主義を主軸とする信条の持ち主のトルストイに強い影
響を与えた。世界中に反響を巻き起こした日露戦争反対の論文「悔い改めよ」は無論ロシア
では発禁となり、日本では幸徳秋水と堺利彦の翻訳で『平民新聞』に掲載され、社会主義者
を鼓舞し、与謝野晶子の『君死にたまふことなかれ』執筆の契機ともなった。同じころ賀川
豊彦はこの作品を読んで反戦思想を形成しつつあった。
徳冨蘆花は1897年にトルストイについての本を発行した。代表作である『不如帰』にトル

ストイの影響が見られる。『思い出の記』にも『幼年時代』『青春時代』『青年』の影響があ
るに違いない。徳富はヤースナヤ・ポリャーナを1906年に訪れ、『順礼紀行』はそのときの
貴重な記録となっている。
武者小路実篤の『その妹』等の作品からは明白な反戦的意思が感じ取れる。彼は1910年、

反戦・シンプルライフ等の思想に感化された志賀直哉、有島武郎、有島生馬らと文学雑誌『白
樺』を創刊した。トルストイの思想を実現しようという彼らの壮大な試みの1つに1918年の
農業に基礎づく理想的に調和した社会というユートピアを目指した「新しき村」の建設があっ
た。
有島武郎は『アンナ・カレーニナ』から得た刺激をもとに書かれた長編『或る女』は雑誌『白
樺』に連載された。1922年、受け継いだ北海道狩太村の有島農場を農民に開放したのは正に
トルストイの例にならったものと言える。



日本語・日本学研究第 5号（2015） 163

発表概要　5

近世日本の読本と中国の白話小説
―『椿説弓張月』における《楊家将演義》受容の可能性―

Yomihon of the Edo Period and 
Hakuwa Shosetsu of the Modan Chinese:

“Chinsetsu Yumiharizuki”(The Crescent Moon) and “Yangjiajiang”

平原真紀（Maki HIRAHARA）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University for foreign Studies

【キーワード】　滝沢馬琴、椿説弓張月、楊家将演義、北宋志傳、楊家府傳、
 Yomihon, Hakuwa Shosetsu, Bakin, Chinsetsu Yumiharituki, 

Yangjiajian, 

近世日本において初めて翻案され、様々な読本執筆の好資料となった中国白話小説と言え
ば、《三國志通俗演義》の翻案小説として元禄二年に出版された『三國志』が挙げられる。
このような翻案小説は、粉本となる中国講史小説が文語ではなく当時の俗語を交えた白話で
書かれており、元禄前後の漢学者達も概してこれを読み下せないとされ、当時の日本には僅
かしか伝わらなかったとされてきた。しかし、江戸時代には多くの講史小説が翻案され、繰
人形浄瑠璃や歌舞伎の台本作家や読本などの作家達が、そのほとんどに目を通していた可能
性がある。
中でも、江戸時代の読本作家の一人である曲亭（滝沢）馬琴は、非常に多くの中国白話小

説に目を通していたことで知られている。また、馬琴の代表作のひとつ『椿説弓張月』では、
この《三國史通俗演義》や《水滸伝》などがその執筆の好資料になっていることが、すでに
多くの先行研究によって周知の通りである。本発表では、この『椿説弓張月』において、従
来、日本にその邦訳は存在しないとされ、その影響についてもほとんど注目されてこなかっ
た中国明代の白話小説《楊家将演義》受容の可能性と大きな関係性について、改めて光をあ
ててみた。

【主要な板本・テクスト】
・国立国会図書館所蔵・経国堂　『玉茗堂批點繍像南北宋志傳』
・北大学所蔵・維経堂　『玉茗堂主人按鑑批點南北宋志傳』
・上海古籍出版社　『楊家府世代忠勇演義志傳』　１９８０年
・国立国会図書館所蔵　『鐫出像楊家府世代忠勇演義志傳』
・『通俗軍談二十一史』　早稲田大学出版会　明治44年
・国立国会図書館所蔵・春江堂　『椿説弓張月』　1911年
・日本古典文学大系『椿説弓張月』　岩波書店1962年
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発表概要　6

『好色一代女』における嫉妬について
―構成と特性を中心に―

王薇婷（WANG Wei ting）
（台湾大学大学院博士前期課程）
National Taiwan University

【キーワード】　女の好色、嫉妬する女、嫉妬物語の構造、攻撃性、擬装
 Amorous, Woman’s Jealousy, Structure of Jealousy, 

 Aggression, Camouflage 

『好色一代女』は井原西鶴の代表作であり、女が好色生活に耽溺することを描かれた作品
である。主人公の一代女が編ごとに変わっていく相手（あるいは買春する客）に対して、あ
まり執着せず、つれない浮世を瀟洒たる姿で、物語を展開することが想定できるが、西鶴が
描いた女の好色世界には時に、相手につよくひかれる女性に関する編章がいくつ描かれてい
る。人間の本能をリアルに書いた西鶴には、嫉妬などの感情が、恋を豊かにするものである
一方で、人間の醜く、真実な一面を持ち出せるものでもある。男性である西鶴にとって、女
性の好色のあり方を具体的に描写するために、相手が奪われる恐れから生み出された強烈な
感情である「嫉妬」は、最も説得力の持つテーマではないかと考えられる。
『好色一代女』における嫉妬物語を全般的にみれば、巻一の二の「舞曲遊興」と巻三の四「金
紙匕髻結」の両章を嫉妬物語の終始とみなすことができる。そして、両章の構造は男女関係
からの嫉妬ではなく、嫉妬からの男女関係というパターンで物語を進行し、「嫉妬」の言葉
に内包した二種類の感情構造を読者に見せつけるのである。
また、『俳諧類船集』にあげられた「嫉妬」「悋気」の付合語を手掛かりして、「嫉妬」の
特徴を「攻撃性」と「擬装」が挙げられたのである。そこから、一代女は終始「嫉妬する女」
のような攻撃性をもっていて、好色生活を生き抜く強い女性像が現れたのである。そして、
森山氏は巻三の一の考察で、一代女の奉公期は擬装と暴露を中心に発展したことを指摘した
が、考察した結果では、巻二の三「世間寺大黒」の「擬装」は暴露せず、一代女が職業を遍
歴するために不可欠な要素として、別の世界に出入りする方法でもある。
今後の課題として、巻三の二「妖孽寬闊女」に出現した周囲の人物の嫉妬をさらに吟味す
ることで、西鶴にとっての「嫉妬」をより全面的に把握したい。

参考文献

森山重雄「『好色一代女』研究」（『西鶴の研究』　新読書社　1981年1月）
林進「蕭白『柳下鬼女図』『美人図』―嫉妬の図像学」（日本近世絵画の図像学―趣向と深
意）　八木書店　平成12年12月

近世文学研究会編『俳諧類船集（全七集）』　京都大学近世文学研究会　昭和30年3月
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Ⅷ「歴史」105室（2014年7月31日）

1　黄楚群（東京外国語大学大学院博士後期課程）
戦前日本における農業団体の米価調節論 ― 1930年代の議論を中心に ―

2　内川隆文（東京外国語大学大学院博士前期課程）
戦前日本における電力国家管理と「経済の社会化」― 永井柳太郎の思想
を中心に ―

3　那須理香（国際基督教大学大学院博士後期課程）
1893年シカゴ万国宗教会議とアメリカ社会 ― アメリカ仏教伝播の観点
から ―

4　倪逸舟（東京外国語大学大学院博士前期課程）
村上春樹『女のいない男たち』試論 ―「シェエラザード」における比喩
表現を通して ―

5　盧柏丞（台湾東海大学大学院東海大学日本語言文化学系修士）
坂口安吾のアイデンティティ政治研究

6　李宜潔（台湾政治大学博士前期課程）
日清修好条規の検討 ― 清国、日本及び国際的視点より ―
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発表概要　1

戦前日本における農業団体の米価調節論
―1930年代の議論を中心に―

The Debate over Rice Price Regulation of 
Agriculture Organization in Prewar Japan: 

by Focusing on the Argument in the 1930’s

黄楚群（Chuqun HUANG）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】　米価調節論、帝国農会、小農経営、経済恐慌
 The Debate over Rice Price Regulation, Imperial Agriculture 

Organization, Family Farming, Economic Crisis

本報告の目的は、米穀政策の形成及び実施過程において、農業側が日本農業における米の
地位、米価の変動などの現実状況を見据えて、どのような議論をしていたか、米価調節とい
う主張の背景に、どのような農業ビジョンがあったのか、に重点をおいて考察することであ
る。

1910年代以降、米穀問題をめぐり、様々な議論と運動が行われていた。米穀問題は社会問
題として顕在化し、地主や自小作農などの農村の諸階層だけではなく、資本家のほか、労働
者 (消費者 )などの一般大衆からも関心が寄せられた。本報告では、米穀統制法成立の1933

年から食糧管理法成立の1942年までを中心とし、戦前の二大農業団体の一つである系統農会
（帝国農会）に焦点を当てて、帝国農会が米価調節についてどのような議論を展開している
のかを検討した。それを通して、議論の背後にあった近代化過程における日本農業に対する
農業団体のビジョンを探ってみた。具体的な考察対象は、帝国農会が政府に提出した建議、
答申案、及び帝国農会の二人の幹事、岡田温と東浦庄治の議論である。
岡田、東浦の議論の検討から、自由経済と小農経営の矛盾が問題視され、それをいかに払
拭できるのかが議論のポイントであることが伺えた。さらに、二人は、その矛盾が米価問題
に集中しているという現実を見据えて、政治手段による米価調節を主張するに至った。これ
らの議論は帝国農会の建議・答申案にも反映された。ただし、両者はあくまでも小農経営と
いう形態を前提としたうえで、資本主義に対応しようとする立場に立っていたことに留意し
たい。
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発表概要　2

戦前日本における電力国家管理と「経済の社会化」
―永井柳太郎の思想を中心に―

“The Economic Socialization” and 
Nationalization of Electricity in Pre-War Japan: 

by Centering on the Thought of Nagai Ryutaro

内川隆文（UCHIKAWA Takafumi）
東京外国語大学大学院博士前期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　電力、国家管理、社会化、永井柳太郎、所有と経営の分離
 Electricity, Socialization, Nagai-Ryutaro, The Separation of 

Ownership from Management

日中戦争勃発から約1年と半年後の1939年3月、日本電力産業の国家管理（国営化）が実施
された。あらゆる産業、地域、そして社会階層に「豊富で低廉な電力」を供給することを目
的に掲げ、5つの電力会社を強制統合した同政策の歴史的位置づけは、経済史または経営史
の分野においても今日まで定まっていない。本報告では同問題への糸口として、①電力と社
会の関係、②国家管理の概要、次いでその裏にある③社会化という思想、とりわけ④政治家・
永井柳太郎（1881-1944）の社会化論を挙げ、それぞれ解説を行った。
①では、20世紀に入り、先進各国では電力の使用が産業部門だけでなく生活領域へと漸次

拡大した流れを説明した。また、電力特有の性質からそれを供給する電力会社の経営形態は
各国の事情により異なることにも言及した。②では、国家管理の構想がアメリカを中心に20

世紀初頭に喧伝された株式会社の「所有と経営の分離」論と不可分の関係にありながらも、
それを倒置した形態―国家が経営し、民間が株式保有者、すなわち所有者となるーであるこ
とを説明した。③では、この特殊な形態を下支えした理論的支柱として20年代の欧州で育ま
れた「社会化」という思想について着目し、重要産業の管理を巡る思想が私益から公益追求
へと転換する流れを確認した。④では、欧州由来の社会化論が1920年代の日本の思想的状況
にどのように接ぎ木されたかについて触れたうえで、国家管理の実現に重要な役割を果たし
た永井柳太郎の思想に触れた。永井にとって、電力国家管理とは電力産業それ自体の修正に
留まらず、資本主義経済全体の改造を目指すものだった。しかしながら、永井の社会化論は
階級闘争の止揚をも狙っていた点、さらには電力産業の運営を労働者ではなく官僚と旧電力
会社の経営者の合作により進めた点で欧州由来の社会化論とは決定的に異なっている点を指
摘した。
以上から、本報告では電力国家管理構想の源流が戦争を必ずしも目的としたものではなく、
むしろ社会・経済体制の根本的な改造に重点が置かれていたという結論に達した。
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発表概要　3

1893年シカゴ万国宗教会議とアメリカ社会
―アメリカ仏教伝播の観点から―

The 1893 World’s Parliament of Religions 
and the American Society:

from a Perspective of the Diffusion of Buddhism in the United States

那須理香（Rika NASU）
国際基督教大学大学院博士後期課程

International Christian University

【キーワード】　シカゴ万国宗教会議、釈宗演、鈴木大拙、ポール・ケー
ラス、近代仏教

 World’s Parliament of Religions, Shaku Soen, Suzuki Daisetu, 

Paul Carus,  Modern Buddhism

1960年代のアメリカＺＥＮブームは、鈴木大拙の影響で起こった日本仏教伝播の例として
よく知られている。それ以前にも日本の大乗仏教がアメリカ社会に受け入れられた歴史的な
出来事があった。それが1893年に開催されたシカゴ万国宗教会議である。鈴木の禅の師で
あった釈宗演が、鈴木英訳の演説により、近代科学に合致した「近代仏教」を提示し、西洋
に受け入れられたのである。
釈宗演 (1860-1919)は臨済宗円覚寺の法主として伝統仏教に身をおきながら、慶応義塾で
近代西洋知識を修得、スリランカでは上座部（小乗）仏教も修行するというコスモポリタン
的視点をもった禅僧であった。また、スリランカではオルコットの「プロテスタント仏教」
に遭遇、西洋的観点からの仏教理解を知ることにもなった。これらの要因及び日本における
明治期の仏教衰退の危機感が、シカゴ万国宗教会議の演説によって「近代仏教」の世界に向
けた伝播に、釈を駆り立てたものと思われる。
釈の演説は「仏教の要旨幷 (ならび )に因果法」(‘The Law of Cause and Effect, as Taught by 

Buddha’)という題で、仏陀によって説かれた因果法を「宇宙の真理」として提示した。この
演説で示された「近代仏教」は、マクハマンの「仏教モダニズム」の説における近代仏教の
二点の特徴をとらえている。(1)仏陀による一神教の側面、(2)創造主を否定し近代科学に合
致した側面である。
一方、シカゴ万国宗教会議の開催側であるアメリカキリスト教界は、「金箔の時代」と呼
ばれた退廃した社会状況や、ダーウィンの進化論によって社会規範としての地位を揺るがさ
れていたキリスト教の威信回復を意図して、約20か国、12の宗教を招待して宗教会議を企画
した。しかし、釈宗演他アジア仏教の代表者たちの演説に感銘をうけたシカゴの聴衆は、仏
教の近代的側面を受け入れ、仏教に帰依する者も現れた。その一人が、当時の著名な宗教啓
蒙家のポール・ケーラスである。ケーラスはシカゴ万国宗教会議の翌年から、仏教啓蒙書を
英語で多数出版し西欧の仏教研究に貢献した。これは釈が「近代仏教」の西洋伝播に成功し
た証拠と考えることが出来る。
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発表概要　 4

村上春樹『女のいない男たち』試論
―「シェエラザード」における比喩表現を通して―

An Essay on Haruki Murakami’s “Men Without Women”:
through the Metaphorical Expression of “Scheherazade”

倪逸舟（YIZHOU NI）
東京外国語大学大学院博士前期課程

Tokyo University for Foreign Studies

【キーワード】　直喩、文脈、メタファー、語り手
 Simile, Text, Metaphor, Narrator

『女のいない男たち』は2005年に刊行された『東京奇譚集』以来、日本現代国民作家であ
る村上春樹の9年ぶりの短編小説集で、今年4月に文藝春秋より刊行された。一見してみると、
まったく繋がりのない六つの物語から成り立っているが、六つ目の書き下ろし作品で、また、
この小説集の同名の表題作でもある「女のいない男たち」が示しているように、最初から最
後まで貫かれている主題があることでもいえる。
その中でも、「シェエラザード」という作品はやや異色なところがあり、何かしら読み手
の心に響かせるものがある。そこで、本発表は「シェエラザード」という小説に出てきた比
喩表現をまとめ、それらの文脈はどういった特徴を有しているか、どのような主題を提示し
てくれるかを検討する。
本発表では、「シェエラザード」という短編小説の中に出ている比喩表現をまとめ、その

特徴や類型を探ってみた。まだ初歩的な研究ではあるが、結論として、まず、この小説にお
いて直喩表現はメタファーより圧倒的に多く使われていることが明らかになった。次に、33

か所の直喩表現の中で、「語り手」による表現が13か所であることは、「語り手」を通じて作
中人物を相対化しようという傾向だと考えられる。更に、直喩であってもメタファーであっ
ても、登場人物「シェエラザード」がそれを語ったケースは極めて多い。これは『女のいな
い男たち』という本のタイトルと真逆に、実際に物語を作り上げるとき、「女」という存在
を村上春樹が強く意識していることを示している。
言うまでもないことであるが、村上春樹文学における比喩表現を的確に理解するには、こ
の作品だけではまだまだ不十分で、物足りないであろう。今後の方向としては、日本語にお
ける比喩表現コーパスも活用し、村上春樹が使う比喩表現の全般的特徴に関する研究を行い
たいと考えている。
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発表概要　5

坂口安吾のアイデンティティ政治研究
On Identity Politics in Sakaguchi Ango’s Works

盧柏丞 (LU Bo-Cheng)
台湾東海大学大学院東海大学日本語言文化学系修士

Tunghai University

【キーワード】　坂口安吾、アイデンティティ政治、アイデンティティ、
天皇制、文化研究

 Sakaguchi Ango, Identity Politics, Identity, The Japanese 

Emperor System, Cultural Studies

坂口安吾がそれらの文章を書く目的を考えみると、彼は文章を書くことによって自らのナ
ショナルアイデンティティや文化的アイデンティティがある種集団アイデンティティを作
り、読者がそれらの作品を読むときに、坂口安吾自分自身のアイデンティティと読者のアイ
デンティティの間の差異を考え始め、読者にアイデンティティを再構成させるという目的が
あると思う。
坂口安吾の随筆の研究の多くは、天皇制言説、ナショナルアイデンティティや文化言説な
ど一つのテーマに集中したで研究がほとんどであるが、本研究は坂口安吾の随筆作品にあら
われた以下の四つの部分を考え直したいと思う、（1）天皇と天皇制に関する言説（2）天皇
と日本の関係（3）国家のあり方（4）日本人としての自己アイデンティティの構成である。
この四つの部分から考え直す理由は、坂口安吾の戦後の随筆は、天皇制言説、ナショナルア
イデンティティ、文化言説と歴史に関する作品が多いので、筆者は安吾が自分の作品によっ
て、政治参与があると仮定するからである。これを明らかにするため、アイデンティティ・
ポリティクスという概念から坂口安吾の作品を研究する。
安吾文学のアイデンティティ・ポリティクスという視点から研究するため、差異の政治、
文化的アイデンティティ、そして文化の政治学という三つの側面から分析をおこなう。アイ
デンティティ・ポリティクスは自由に自分を認める身分を選び、その身分の確立に努力する
行動であり、文学作品や芸術の作品も、アイデンティティ・ポリティクスの表現法であると
考える。差異の政治、文化的アイデンティティ、そして文化の政治学という三つの側面から
見て、坂口安吾の作品を読むとき、安吾の立場と読者の立場のあいだの対話の過程において、
読者の考え方に変化が生じたかどうかわわからない。とはいえ、変わらない場合でも、自ら
の立場をより鮮明にすることにつながるだろう。
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発表概要　6

日清修好条規の検討
―清国、日本及び国際的視点より―

Examination of an Amity Article 
between Japan and the Ching Dynasty in 1871:

from the International Point of View of Ching Dynasty and Japan

李宜潔（LEE IChieh）
台湾政治大学博士前期課程

National Chengchi University

【キーワード】　日清修好条規、日中関係、李鴻章、柳原前光、伊達宗城
 Sino-Japanese Amity Treaty (1871), Sino-Japanese Relations, 

Li Hung-chong, Yanagihara Sakimitsu, Date Munenari

日清修好条規は日本が中国と近代において結ばれた最初の平等友好条約であるため、中日
関係において重要な意味を持っているものであるといえる故、日清修好条規に関する研究は
日本でも台湾でも盛んに行われているが、日本も台湾も相手国の研究成果を容易に受け入れ
ることができない。
例えば、日本人学者藤村道生は「日清修好条規の締結は日本の勝利とともに清国の失敗で
ある」という学説を提出しているが、台湾人学者林子候は「日本が清国と条約を締結したい
のは清国より最大の利権を取るためのみである。中には友好というものは全然持っていな
かった」と考えている。
筆者の観察によれば、それは立場と視点が違うため生み出したすれ違いである。故に本稿
は3つの視点より日清修好条規を検討して、客観的立場より両方とも受け入れる論説を見出
すことを試みたい。即ち、1、明治維新後の日本の視点。明治維新の国権外交が日清修好条
規の締結に対してどのような影響を与えたということを探究する。2、アヘン戦争後の中国
の視点。中国がアヘン戦争後に直面した外交問題を分析し、それによって中国がなぜ日本と
修好条約を締結したという理由を解明する。3、アヘン戦争後の国際の視点。列強がアヘン
戦争後東アジアに対する態度の転換より、日清修好条規締結の意味を明らかにする。
これらの視点より中日両国が相互的理解を進めようとしたい。
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