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　7 月 14 日〜 17 日にわたって、夏季セミナー 2015「言語・文化・社会―国際日本研究の試
み」が開催された。またこれにあわせて、国内外の大学院生の研究発表会とスタディ・ツア
ーをあわせた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 4 回目である。今回はゲスト講師として、野
田尚史氏（国立国語研究所）、金鍾徳氏（韓国外国語大学）、尹鎬淑氏（サイバー韓国外国語
大学校）、李吉鎔氏（韓国中央大学校）、蕭幸君氏（台湾東海大学）、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）、徐翔生氏（国立政治大学）、徐
一平氏（北京外国語大学）、スコット・ヒスロップ氏（シンガポール国立大学）の各氏。ま
た本学からは春名展生氏、成田節氏、小林幸江氏、中野敏男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。
　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一昨年から開始されたが、今回は
38 名の大学院生が参加。このうちアジアの各大学からは 14 名（うち、JASSO による奨学
金支援が 12 名）、国内からは本学学生のほかに、国際基督教大学から 1 名の参加があった。
サマースクールは研究領域に応じて 3 つの教室に分けて行われ、教員によるコメントや助言
を含む質疑応答が活発に交わされた。また、海外の院生を対象に今回初めて実施した「本学
院生によるチューター制度」や「発表リハーサル」サービスを積極的に利用する者もあり、
日本語の発音を再度チェックするほか、発表時の声の大きさ、視線などを含め院生同士で指
摘をし合い、それぞれのプレゼンテーションの精度を上げようと研鑽する熱心な姿が見受け
られた。　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」が授与され
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。4 日間ののべ参加者数は 1000 名を超えた。
　さらにサマースクールにあわせて、7 月 12 日、13 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、江戸東京博物館と府中の大國魂神社を見学し史跡に触れ
る機会となった。
　サマースクール終了後の 7 月 16 日には、円形食堂において、院生懇親会が、宮崎副学長、
海外の院生のホームステイ・チューター制度にご協力いただいた関係者の方々などの参加も
得て、盛大に開催された。　さらに 7 月 17 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）

夏季セミナー 2015
大学院生サマースクール報告および大学院生報告要旨



夏季セミナー 2015・大学院生研究発表要旨250

 1 ローレンス・ニューベリーペイトン ( 東京外国語大学大学院博士前期課程）
  英語学習者による前置詞の誤用分析：
  日本語母語話者と中国語母語話者の対照研究―of と in を中心に

 2 路敏敏 ( 東京外国語大学大学院博士後期課程 )
  中国語・日本語におけるヴォイス
  ―中国語・日本語学習者コーパスに基づく対照研究―

 3 張景斌 ( 東京外国語大学大学院博士前期課程 )
  とりたての「も」と中国語の“也 ye”の対照研究

 4 サイラス・キビー ( 国立台湾大学大学院修士課程 )
  アニメに見られるオノマトペ

 5 嶋原耕一 ( 東京外国語大学大学院博士後期課程 )
　　　　　    接触場面における日本語母語話者の意識に英語非母語話者としての経験

が与える影響

 6 正木みゆ ( 東京外国語大学大学院博士前期課程 )
  日本語教育におけるマンガ活用に向けての基礎研究
  ―日本語学習者によるストーリーマンガ読解分析からの考察―

Ⅰ「言語」 ① 104室（2015年7月15日）
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発表概要　1

英語学習者による前置詞の誤用分析：
日本語母語話者と中国語母語話者の対照研究

―of と in を中心に
An Analysis of Prepositional Errors by Learners of English:

 A Contrastive Study of Japanese and Chinese Native Speakers 
– Focusing on in and of

ローレンス・ニューベリーペイトン（Laurence NEWBERY-PAYTON）
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】 学習者コーパス、誤用分析、空間認識、コーパス言語学、対照言語学
Learner Corpus, Error Analysis, Spatial Cognition, Corpus Linguistics, 
Contrastive Linguistics

東京外国語大学で作成中の「朝日コーパス」プロジェクトでは日本語母語話者及び中国
語学習者の英作文を収集している。英語母語話者による添削を通じて、英語学習者の誤用を
分析できるようにする。なお、「朝日コーパス」は科学研究費基盤研究 (B）のプロジェクト
である「英日中国語ウエブ誤用コーパス構築と母語をふまえた英語・日本語・中国語教授法
開発」の研究の一環である。
　本研究では、翻訳タスクを用いて母語から日本語への翻訳においてどのような誤用が生じ
るかを分析の対象としている。文章の内容を統一することで母語の影響をより対照しやすく
する狙いがある。また、学習者が持つ英語の検定試験から見ると学習のレベルも概ね同様で
あると思われる。誤用の傾向を考察することで日本語と中国語の異なる構造が浮き彫りにな
ると期待される。
　東京外国語大学の学生（日本語母語話者）と上海外国語大学（中国語母語話者）のデータ
を添削したところ、前置詞の誤用がいずれのデータでも顕著だった。ただし、誤用の傾向を
詳しく見ると、in と of の誤用を中心に両データに有意の差が統計的に認められる。すなわち、
中国語母語話者と日本語母語話者による英訳にはそれぞれ in の過剰使用と of の過剰使用が
観察される。
　実際の誤用箇所を見ると英語前置詞の誤用が日本語と中国語の異なる空間・時間認識を反
映していると思われる。日本語の「中」が空間的意味も時間的意味も持つこと、中国語の名
詞に「里」などの補語が必要な場合に英語の in の使用が促されること、また両言語におけ
る複合名詞の使用や日中英の「の」「的」of が完全に対応していないことなどが挙げられる。
 このような研究で得られた指摘が学習者の母語を考慮した英語教授の開発につながる可能
性を持っていると思われる。
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発表概要　2

中国語・日本語におけるヴォイス
―中国語・日本語学習者コーパスに基づく対照研究―

Voice in Chinese and Japanese
a Comparative Study Based on Chinese and Japanese Learner Corpora

路敏敏（MinMin LU）
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】　学習者コーパス、誤用、視点、一貫性、共感関係
　　　　　　　Learner Corpus, Error, Viewpoint, Coherent Perspective, Empathy

　従来の中日対照研究において、それぞれの受動文の種類別に行われたものが多いが、全体
のヴォイスのシステムの枠組みを対照するものがまだ十分とは言えない。本稿では学習コー
パスなどを利用して、受動文の主語と目的語に立つ名詞と名詞の関係をめぐって議論を行い
たい。
　「おもてなしコーパス」の中の上海外国語大学三年生と四年生が書いた日本語作文データ

（52 篇　およそ 52000 字規模）の受動文に関する誤用を統計すると以下のようである。
受動形式の誤用数：41　受動形式の脱落による誤用：28　受動形式の付加による誤用：6
受動形式の脱落による誤用の中に特に問題にしたいのは以下の例のような文である。

「先生の寮には電話が備わっていなかったので、連絡せず突然たずねることが少なくなかっ
たです。それでも先生とご家族はいつもよろこんで迎えてくださって、一度も断った（→断
られた）こともありません。」　
　中国語では「先生」について述べるので、「先生」が「一度も断ったことありません」の
方が自然に対して、日本語が自分の視点からの文「私が断られたことが一度もありません」
の方が自然だと思われる。
　「日本語は〈視点の一貫性〉が強い言語であり、中国語は〈視点の一貫性〉が弱い言語だ」
と主張している学者が多いが、受動文においては主語の一貫性より主語と目的語の関係性の
方が大事だと言えよう。
　すなわち、日本語ではモノは関係 / 機能、自動詞が選好される、日本語では、名詞が関係
を表し、関係し合うモノ同士において表現を行う。格要素の出現が必須でないこともあって、
自領域への（格）要素の組み入れによって、受動や使役を説明できる。その際、名詞・名詞
句の有性性（階層）に代えて、名詞・名詞句の共感（関係）が使われる。
　一方で中国語ではモノは存在、モノは関係、有性の主語が行為を為す基本の構造が維持さ
れる。中国語の受動文においては、定性或いは特定のヒトやモノは焦点にあてられれば受動
文の主語になる制限は日本語ほど厳しくないと言えよう。
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発表概要　3

とりたての「も」と中国語の“也 ye”の対照研究
A Contrastive Study of `Mo´in Japanese and `Ye´in Chinese

張景斌（JingBin ZHANG）
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】 学習者コーパス、誤用、位置、過剰使用、第二言語習得
 Learner’s Corpus, Error, Misordering, Excessive Use, Second-
 Language Acquisition

　本発表では、とりたての「も」と“也”の生起位置、意味用法及び中国語学習者における
誤用について考察する。まず、「も」はとりたて詞として分布の自由性という特徴を持ち、
文中では格助詞を伴う成分に後接するほか、副詞句、述語などといった成分にも後接するこ
とができる。これに対して、中国語の“也”は副詞であり、文中では主語の後、述語の前に
位置しなければならない。また、“也”は複数の意味を持つため、「も」に対応するだけでな
く、場合によっては「ても」、「まで」、「さえ」にも対応する。

このような両者の相違点が日本語母語話者中国語学習者にとって、学習困難点になって
おり、学習者が産出した中国語作文の中にも誤用が出てくる。さらに誤用の類型を精密化す
ると、“也”の過剰使用による誤用は少ないのに対し、“也”の過少使用による誤用は多く見
られる。

中国語の表現では、物事に対する ｢類同｣ 認知的スケールが成立すると話し手によって
判断される場合、“也”を用いる傾向がある。一方で、日本語では物事に対する話し手や聞
き手のお互いの共有知識が存在してはじめて、｢も｣ を使用することができ、「も」による ｢
類同｣ の意味が認められると思われる。
　なお、本稿で扱っている誤用のデータ数は少なく、誤用の現象を正確に捉えているとはい
えない。また、“也”の使い方に関して、学習者の中国語能力にも強く関わっているため、
学習者のレベル別に分けて考察する必要がある。
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発表概要　4

アニメに見られるオノマトペ
Onomatopoeia Seen in Anime

サイラス・キビー（Cyrus KIBBE）
国立台湾大学大学院修士課程

National Taiwan University

【キーワード】 アニメ、オノマトペ、意味分類、分類語彙表
 Anime, Onomatopoeia, Semantic Classification, 
 Word-Classification Lexicon, 

日本語教育の指導現場では、オノマトペの指導は難しい、教材が足りないなどの指摘がさ
れており､積極的な取り組みが後送りになる傾向があると言われている。一方で、熊野（2010）
によると、海外の様々な地域では日本語学習を始めるきっかけの 7 割から 8 割がアニメ・漫
画であるという傾向がある。そこで、本研究では、オノマトペ教育とアニメを結びつけて学
習の動機づけに利用するため､ アニメにおけるオノマトペの使用実態を調査する。

　本研究の目的は 1. アニメに多く出現するオノマトペは何かを調べること、2. 目的１の
結果から得られたオノマトペと三上（2007）の新聞記事、雑誌記事、シナリオ集に多く見ら
れるオノマトペとを比較し、両者に共通する語とアニメのみに現れる語を調べること、3. 目
的１の結果から得られたオノマトペを国立国語研究所の『分類語彙表』を用いて分類し、ア
ニメに出現するオノマトペの意味的特徴を調べることである。

調査の結果、目的 1 について、アニメには「ちゃんと」「はっきり」「しっかり」「びっくり」
「ゆっくり」などの人の感覚・感情・行動を表す「人・擬態語」のオノマトペが多く使用さ
れていることが分かった。目的 2 について、三上（2007）の言語資料に現れたオノマトペと
の比較により、アニメに現れるオノマトペは特殊なものではなく、言語生活によく使用され
ている語が多く出現することが分かった。目的 3 について、アニメに現れるオノマトペの半
数以上は「心」「量」の意味的特徴があることが分かった。また、「量」の約半数を占めた「さっ
さと」「めちゃくちゃ」「とっとと」は、アニメの人物とセリフの文脈から、人物の性格、心
情を強調するために多く使用されていたものと考えられる。
　本研究により、アニメに使用されているオノマトペは汎用的な語が多いことが分かった。
また、今回調査対象としたアニメでは、４分に一度の頻度でオノマトペが出現した。アニメ
には音声と動画が付いており、登場人物同士の人間関係も分かるため、オノマトペが使用さ
れる場面が理解しやすい。以上の理由でアニメをオノマトペ教育のリソースとして積極的に
利用することを提案したい。
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発表概要　5

接触場面における日本語母語話者の意識に 
英語非母語話者としての経験が与える影響

The Influence of Experience as Non-Native Speakers on Beliefs of 
Native Speakers in Contact Situations

嶋原耕一（Koichi SHIMAHARA）
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】 接触場面、日本語母語話者、英語非母語話者としての経験、意識　
　　　　　　　 Contact Situations, Japanese Native Speakers, 
　　　　　　　 Experience as Non-Native Speakers, Beliefs

母語話者と非母語話者が接触場面において対等な関係を築くためには、非母語話者側だ
けではなく、母語話者側の学びや気づきも重要であることが主張されている。その「学び」
の過程を明らかにするためには、どのように母語話者の意識が変化するのか、縦断的な観点
から分析する必要があるといえる。その意識に影響を与えると考えられる要因はいくつかあ
るが、本研究ではこれまで注目されることの少なかった、非母語話者としての経験に注目し
た。英語非母語話者として会話に参加した経験を多く持つ母語話者 3 名に対し、半構造化イ
ンタビューを実施し、その経験が母語話者としての意識にどのような影響を及ぼしているの
か、質的に分析した。さらに意識を比較するために、英語非母語話者としての経験がほとん
どない母語話者 4 名に対しても、同様にインタビューを実施した。インタビューは研究者と
の一対一で、各 2 時間程度行なわれた。質問項目は「初めて会った留学生や外国人は誰ですか」

「話すときにどのようなことを意識しましたか」など、接触場面における経験を包括的に語っ
てもらうため、多岐に渡った。

質的分析の結果として、接触場面における三つの意識的配慮とそれらに影響した四つの
経験が明らかになった。意識的配慮は「分かりやすく話すように配慮」「相手の日本語習得
が進むように配慮」「会話が円滑に進むように配慮」であり、経験は「非母語話者との接触
経験」「英語非母語話者としての経験」「母語習得経験」「日本語教育系授業の経験」である。
その内、英語非母語話者としての経験は「相手の日本語習得が進むように配慮」と「会話が
円滑に進むように配慮」という意識に影響していることが分かった。

またその語り方の分析からは、英語非母語話者としての経験が接触場面における話し方
の根拠となっており、母語話者に自信を与えている様子が示された。一方、非母語話者とし
ての経験が少ない母語話者には断定的な語りが少なく「それでいいか分からないんですけど」
などの注釈的な発話が挟まれることが多かった。
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発表概要　6

日本語教育におけるマンガ活用に向けての基礎研究
―日本語学習者によるストーリーマンガ読解分析からの考察―

Basic Research for Using Manga in Teaching Japanese
―Study Based on How Japanese Learners Read Manga

正木みゆ（Miyu MASAKI）
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】 日本語学習者、マンガ、マンガリテラシー、読解、読解過程
 Japanese Learners, Manga, Manga Literacy,
 Reading Comprehension, Reading Process

学習者人気に端を発して、アニメ・マンガの日本語教育への活用研究が現在盛んになっ
てきている。マンガの表現形式上の特性から考えれば、絵という助けがあるぶん文字だけの
媒体よりも情報の読み取りが容易であると推察できる一方で、実際には日本語学習者にとっ
て生のマンガを読むことは困難な場合もある。そのため日本語教育におけるマンガは現状、
オノマトペや会話表現などを学習するツール、もしくは動機づけ促進のツールとしての扱い
が多く見られるが、マンガ活用の可能性・意義は本当にそれだけなのだろうか。本研究では
ツールとしてのマンガだけではなく、読書素材としてのマンガに焦点を当て、日本語学習者
によるマンガの読解過程を明らかにすることを目的としたマンガ読解実験を行った。今回の
実験では特に、絵があることがストーリー理解の助けになるのかどうかを見るため、絵によ
るストーリー描写の仕方が対照的な 2 作品を学習者に読ませ、それぞれの内容理解について
半構造化インタビューを実施した。主人公の心理や状況が絵でも言葉でも説明されている、
絵の役割が「補足的」なものを作品Ａとし、情報が絵のみでしか説明されていない、絵を理
解しないと結末の意味が変わる「描写的」なものを作品Ｂとした。作品内の日本語語彙レベ
ルを分析し、レベルに極端に差が出ない 2 作品を実験に使用した。

学習者が語ったストーリー理解と、作品内の絵の役割、日本語レベルとの関わりを質的
に分析したところ、絵による描写の多さに関わらず、ストーリー理解には学習者個人のマン
ガ的表現への既有イメージが大きく影響することが分かった。絵による説明の多い作品のス
トーリー理解については、絵による説明のみが長く続く連続したコマ（言葉があまり現れな
いコマ）にはそこから情報を読み取ろうとする意識が向いたが、そうでない単独のコマの絵
には読もうとする意識が向きにくいことが分かった。今回の実験から、生のマンガを理解す
るには、「絵を読む」技術の明示的な指導の必要性が示唆された。
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 1 徐園園（北京大学外国語学院博士後期課程・東京外国語大学特別聴講学生）
  日本語の日常会話における女性語に関する一考察

 2 黄允實（東京外国語大学大学院博士後期課程）
   「山田先生は優しい人だ」構文について
  ―「山田先生は優しい」構文と比較しながら―

 3 楊文娟（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  20 代日本語母語話者友人同士間「不満表明」に関する一考察
  ―ロールプレイ法の調査をもとに―

 4 牛晶（筑波大学大学院博士後期課程）
  誤解の解消におけるストラテジーの日中対照研究
  ―友人同士の日常会話を分析して―

 5 持田祐美子（韓国中央大学校大学院博士後期課程）
  日韓の謝罪文化の違い―日本人観光客の“不満”の内容から―

 6 孫楊（中国揚州大学・東京外国語大学外国人研究者）
   「緊急依頼」におけるポライトネス―日本語母語話者と中国人日本語学習

者に対する質問紙調査に基づいて―

 7 康雅蓁（開南大学大学院修士課程）
  日中両言語における対照研究―「ノデハナイカ」を中心に―

Ⅱ「言語・文化」② 105室（2015年7月15日）
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発表概要　1

日本語の日常会話における女性語に関する一考察
A Study on Women’s Language in Japanese Conversation

徐園園（YuanYuan XU）
北京大学外国語学院博士後期課程・東京外国語大学特別聴講学生
Peking University・Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】  女性語、日常会話、上下関係、目上、友人
  Women’s Language, Conversation, Vertical Relationship, Superior, Friends

言語と女性に関する問題については 1973 年にロビン・レイコフによってはじめて提起さ
れて以来、数多くの研究がなされてきた。ご周知のとおり、日本語の話しことばには男女差
があり、従来の研究で、これに論及したものが多い。現代、男女の言葉遣いの接近がしばし
ば指摘されているが、話しことばには男女差が依然としてあるため、無視できない問題であ
ると思われる。

従来、女性語の特質について、「男性と比べると、女性は、柔らかく、丁寧に、あまり断
定しないで、同意を求めるような話し方をする」（宇佐美（2006））というような意見が多く
見られる。しかし、先行研究に扱われているデータ数が少ないため、いわゆる ｢女性語｣ は
実際の日常会話ではどのぐらい使われているのか、女性語の使用にはどのような条件が関
わっているのか、などに関してはまだ不明なところが多い。本発表は宇佐美まゆみ監修（2011）
の『BTSJ による日本語話し言葉コーパス 2011 年版』を利用し、現代の女子大学生が実生
活で使っている女性語に対する一考察を行った。

本発表で言う「女性語」は基本的には高崎（1996）に基づき、女性専用語ばかりではなく、
女性多用語も考察の範囲に入れた。対象とした女性語は、『BTSJ による日本語話し言葉コー
パス 2011 年版』に収録されている「論文指導」（6 組、総計 206 分間）と「友人同士男女間討論」

（11 組、総計 186 分 36 秒）の中の女子大学生の発話から抽出したものである。本発表では、
上下関係という条件は女性語の使用に関わるかどうかを考察した。

その結果、上下関係という条件は女性語の使用に関わり、女子大学生が友人と話すとき、
バラエティに富んだ女性語を使うのに対して、目上である教師に対し、限られた女性語を使
う、ということがわかった。
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発表概要　2

「山田先生は優しい人だ」構文について
－「山田先生は優しい」構文と比較しながら－

A Study on “Yamada Sensei Wa Yasashii Hito da” Sentence
―Comparative with “Yamada Sensei Wa Yasashii” Sentence

黄允實（Younsil HWANG）
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】 「形容詞＋名詞ダ」文、形容詞述語文、特性、主語、文の成分
 ”Adjective + Noun da” Sentence, Adjective Predicate Sentence, Property, 
 Subject, Sentence Element

本発表では、次のような構文を比較しつつ、考察した。
（1） 山田先生は優しい人だ。 　（述語構造が「形容詞＋名詞ダ」の名詞述語文）
（2） 山田先生は優しい。　　　 　（形容詞述語文）

（１）の文は「山田先生は人だ」だけでは文が意味を成さず、実質的な意味は形容詞「優しい」
が担っている。そのため、文の全体の意味としては、（２）のように主語の特性を表してい
ると言える。

しかしながら、二つの構文は一方は述語に名詞「人」を含んでいるが、他方は含んでおらず、
本質的に述語構造が異なっている。そこで、本発表では、（１）のような「形容詞＋名詞ダ」
文の特徴を探るために、述語構造の特徴を観察し、主語の示し方や規定語、修飾語、状況語
のような文の成分との共起関係において、形容詞述語文との比較を試みた。その結果、次の
ようなことを指摘した。

まず、主語の示し方においては、「は」で示されることが多く、二つの形式は類似してい
るものの、「は」で提示されないものについては、形容詞述語文には「形容詞＋名詞ダ」文
に現れない「と、たら、けど」のような標識も見られ、全体として「形容詞＋名詞ダ」文よ
りバリエーションがあると言える。

次に、文の成分との共起関係においては、「形容詞＋名詞ダ」文と形容詞述語文は、基本
的に述語に形容詞が含まれているため、程度副詞、比較表現などとの共起に共通点が見られ
るものの、規定語（連体修飾語）や状況語（時間成分、条件節）などのような構文的な条件
においては異なりを見せた。すなわち、特性の程度性は修飾語などで同じく表しうるが、恒
常的な特性から一時的な特性への程度変化が表現できるかどうかという点で異なる。

このような相違点は名詞を述語として含んでいる、「形容詞＋名詞ダ」という述語構造の
特徴によるものと考えられる。つまり、形容詞述語文は形容詞述語の表す特性の意味から一
時的に変化した主語の状態まで表現しうるのに対し、「形容詞＋名詞ダ」文の表す特性とい
うのは、一時的に変化することのない、本質的なもののみを表すと言えよう。
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発表概要　3

20 代日本語母語話者友人同士間「不満表明」に関する一考察
―ロールプレイ法の調査をもとに―

 Study of Complaining towards Friends among Native Japanese Speakers 
with age of 20’s

―Based on the Survey of Role Play―

楊文娟（WenJuan YANG）
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】 不満表明、ストラテジー、談話レベル、基本的な文字化の原則、ポライトネス
 Complaining, Strategy, Discourse Revel,
 Basic Transcription System for Japanese (BTSJ), Politeness
 
　日常生活において、他人から迷惑を掛けられたり、約束を守られなかったり、対人コミュ
ニケーションの中でフェイスを傷つけられたり、怒りを抑えながら、「不満表明」をする場
面が少なくない。しかし相手は嫌な気持ちになるので、よい人間関係を続けていきたい場合
には、言葉を選んで上手に不満を伝える必要がある。20 代日本語母語話者友人同士間に不
満表明を取り上げ、日本語学習者にとって、どうやって日本語らしい不満表明を言うように
なるか、よりよい日本語母語話者と円滑にコミュニケーションできることを目的とする。
　先行研究を調べた、方法論として談話完成テスト (Discourse Completion Test 以下 DCT
とする ) を用いて分析を行ったものが多かった。DCT では会話で使われるストラテジーが
観察できるが、話者間のインターアクションを観察することはできない。従って、不満表明
という言語行動を相互行為として捉えることが難しい。共通な問題点として男女差をほとん
ど考慮されていない。
　本研究は東京外国語大学の大学生及び大学院生 24 名及び周辺大学 8 名、合計 32 名の日本
語母語話者を対象にし、女性友人同士と男性友人同士各 8 組自然会話データを収集した。録
音されたデータを宇佐美 (2011) の「改訂版：基本的な文字化の原則 (BTSJ) による表記シス
テムを使用し、文字化作業を行った。悪い成績を人にバラされた場合、使用された「不満表明」
ストラテジーに男女差があるのか、もしある場合、どのような点が異なるのか、検証したい。
次の仮説を立てた①全体的に見れば、男女差が顕著である。② 20 代日本語母語話者友人同
士男性は女性より不満表明を言う傾向が多い。女性友人同士はお互いに遠慮がちで、好まし
くない状況の時は、女性が男性よりポライトである。
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発表概要　4

誤解の解消におけるストラテジーの日中対照研究
—友人同士の日常会話を分析して—

A Comparative Study on Pragmatic Strategy of Dissolving Misunderstandings 
between Japanese and Chinese：

Analysis of Daily Conversations among Friends

牛晶（Jing NIU）
筑波大学大学院博士後期課程
（Tsukuba University）

【キーワード】 ポライトネス、意味公式、異文化間語用論、誤解、ストラテジー
 Politeness, Semantic Formulas, Cross-Cultural Pragmatics, 
 Misunderstanding, Strategy

　異言語、異文化間の日中両国のコミュニケーションでも、誤解の解消には母語の影響があ
る。先行研究では、誤解の定義については、「相手の言葉・意図などの意味を取り違えるこ
とによって、それまでの流れの様子を一気に変化させ、関係者にとって好ましくない状態を
作り出してしまう言語現象である」と指摘されている。誤解は発生原因によって、単語にか
かわる誤解、省略から起こる誤解、意図についての誤解などに分けられる。
　本研究では、誤解解消を「誤解が発生した後、阻害を減らすための説明と解釈である」と
定義したうえで、誤解の三種類の一つである意図についての誤解から研究した。誤解の状況
設定は先行研究を参考に、友人同士の間で約束の時間・場所が違うと相手が誤解した場面を
設定した。談話完成テストにより収集した日中誤解解消発話を「意味公式」を分析単位とし
て分析し、20 代〜 30 代の日本語の母語話者と中国語の母語話者である日本人と中国人を調
査対象にし、友人の誤解に対して、話者はいかなるこの誤解を解消するかを調査した。ポラ
イトネスの観点から日中それぞれの誤解解消の語用論的ストラテジーの特徴を考察した。
　研究結果として、誤解を解消するには、日本語は＜感情表出＞＋＜確認＞＋＜今後の行動
＞の基本なパターンに対して、中国語の誤解解消には、＜責任承認＞＋＜弁明＞＋＜今後の
活動＞の連鎖パターンがある。これらのパターンの他に日本語と中国語も謝罪、弁明、確認
と今後の活動は使用率がほぼ同じである。日本語の誤解解消には特有のストラテジーは感情
表出であることを判明した。
　今後の課題は性差の立場に立って、日中両言語ともその性差があるのか、そして誤解解消
において、性差があるか、分類基準はなんであろうかについて、検討したい。
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発表概要　5

日韓の謝罪文化の違い
―日本人観光客の「不満」の内容から―

Apologies; Japan and Korea Styles
― Focused on Dissatisfaction of the Japanese Tourists 

持田祐美子（Yumiko MOCHIDA）
韓国中央大学校大学院博士後期課程

Chung-Ang University

【キーワード】  謝罪、日韓、口コミ、対処、反応、
 Apologies, Japan and Korea, Review Site, Coping, Reaction

本研究では、日本人観光客が、特に接客場面において「トラブル ( あるいは問題 )」と感
じる点と、それに対する韓国のサービス業者の対応についての具体的な事例（インターネッ
トの口コミ）を対象とし、日本人観光客の「不満」の内容について分析した。特に、「謝罪
がなかった」こと、あるいは「謝罪・対応の仕方」を中心に、類型化 ( 分類 )、共通点、特
徴などについて考察し、それと共に、こうした不満が発生するひとつの要因として、日韓の
謝罪文化の違いについて考察した。

集計・分析の結果、一つの興味深い点が浮かび上がった。分類の、「対処はするが、無反応・
無表情」が全体の 19％、「対処せず、無反応・無表情」が全体の 45％であり、つまり、不満
の約 6 割が、対処の有無を問わず、「反応がない」ことであるという点である。

それを受けて「何かミスがあった時の店側の対応」に関して韓国人へのアンケート調査
を実施したところ、「対処せず無反応」という店員の態度に対しては、不愉快レベルが高く
出たが、「対処するが無反応」に対しては不愉快レベルが低いという結果になった。つまり、
日本人は反応の有無が重要事項なのに対し、韓国人は対処の有無が重要事項なのだと考えら
れる。

また、同じアンケートを日本人対象に行ったところ、店員の態度の中で不愉快レベルの
一番高いものは、「言い訳」であった。これは、日本人にとって謝罪とは「無視の降伏（Selfless 
surrender）」であるという Sugimoto（1998）を裏付けるものである。それと同時に、“まず
は謝る”ことを大切にする日本文化を強調するものともなった。

以上の事柄を受け、「日本人にとっての反応の有無」と「韓国人の無反応（= 沈黙）」につ
いてさら考察し、韓国の沈黙の文化について、また、謝罪への応答についても考察対象およ
び展望を広げた。また、「謝罪があった」ことによる不満の解消事例についても取り上げ、
日本人に対する接客における謝罪の重要性について指摘した。
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発表概要　6

「緊急依頼」におけるポライトネス
――日本語母語話者と中国人日本語学習者に対する質問紙調査に基づいて――

The Appropriateness of Urgent Request: A Comparative Investigation 
of Japanese Native Speakers and Advanced Chinese Japanese Learners 

孫楊 (Yang SUN)
中国揚州大学・東京外国語大学外国人研究者

Yang Zhou University・Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】 緊急性、依頼、ポライトネス、日本語母語話者、中国人学習者
 Urgent, Request, Politeness, Native Speakers of Japanese, 
 Advanced Chinese Japanese Learners

依頼行為とは、話し手が利益を得る目的で、聞き手に自分の望んでいる行為の実行を要
求する行為であり、要求された行為を実行するか否かの選択権は聞き手にある。そのため、
話し手 ( 依頼者 ) は慎重にそのストラテジーを選択している。しかし、依頼の内容によっ
て、性質の異なる依頼が見られる。例えば、「緊急性」がある依頼 (「緊急依頼」) と「緊急
性」がない依頼 ( 普通の依頼 ) を行う際、用いたストラテジーが異なる。Brown & Levin-
son(1987)、岡本 (1991) などによると、「緊急依頼」は普通の依頼と異なる面もあり、用いら
れるストラテジーは直接的になる傾向があるという。

そこで、本研究は、中国人日本語学習者 ( 以下、中国人学習者 ) も日本語母語話者と同様
な場面に応じ、適切なストラテジーを用いることができるかを明らかにするため、日本語母
語話者と中国人学習者を対象として、Brown & Levinson(1987) に従い、話し手と聞き手の
関係を「上下親疎」を設定し、「緊急依頼」の質問紙調査を行った。

その結果、「緊急依頼」の場合でも、中国人学習者は「〜ていただけないでしょうか」な
どの疑問文、ほのめかしなどの「間接型」のストラテジーを多く用いている。一方、日本語
母語話者は「〜て」「〜てください」などの「直接型」のストラテジーを用いる傾向がある。
従って、中国人学習者が「緊急依頼」の「緊急性」に対する意識が弱いため、「丁寧さ」の
過剰反応をしていると言えよう。このような違いをもたらし要因を探ってみると、中国人学
習者に使われている教材を分析した結果は、「緊急性」のある依頼について全く言及されて
いなかった。よって、日本語教材及び教室指導での依頼の教授が不十分であることを示唆し
ているのではないかと考えられる。
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発表概要　7
日中両言語における対照研究

—「ノデハナイカ」を中心に－
A Contrastive Study of Japanese and Chinese 

 － Focusing on “Nodewanaika”

康雅蓁 (YaChen KANG)
開南大学応用日本語学科修士課程

Graduate School of Applied Japanese Language, Kainan University

【キーワド】 推量、疑念表出、確認要求、情報提供、モダリティ
 Negative Interrogative, Doubts and Speculation, Ambiguous Expression,
 Euphemism、Expression, Contrastive Analysis of Japanese and Chinese 

本論は日本語の会話や地の文の描写と記述文等で頻繁に出現する「ノデハナイカ」につ
いての対照分析である。中国語に訳され、出版済みの日本語の人気小説『別れぬ理由』『白
夜行』『ノルウェイの森』三冊の中から「ノデハナイカ」を含む文を取り出して、対照分析
を行った。「ノデハナイカ」の小説における様々な表現を検討し、先行研究を基にして、機
能ごとに「確認要求」「意見要求」「情報提供」「疑念、推量」に分類した。この分類を通し
て各々の翻訳文を分析し、一般化を探求すると同時に、訳者の翻訳に関する方法を考察する
ことを射程に入れて、一つずつ検討していった。
　結論を言えば、「確認要求」は日本語の原文では、中国語に訳す場合は蓋然性副詞の「應
該……吧？」のような組み合わせが出現される。「意見要求」では正反疑問文と「嗎」「吧」
が出現して、三者の機能は近いと思われる。「情報提供」では「〜と思う」と接続の場合は、
中国語は「語氣副詞」に訳されて、「カナ」も不確かと断定回避の「可能」「或許」「吧」に
訳される。「提案」も「吧」が多用される。「〜という話」という引用節と共起する場合は、「似乎」
となる。無訳は断定に近い文が多いので、思考動詞と共起しても直訳しない。聞き手が不在
による記述や地の文の描写で表現される「疑念、推量」の訳文はバラエティで根拠の把握の
程度によって、蓋然性の低い副詞の「大概」「可能」「好像」「彷彿」か、蓋然性の高い副詞の「應
該」というような訳がある。「以為」「怕」は「思考動詞」との共起が多く、独言のような疑
念の表出による「是不是」「會不會」の訳も少なくない。断言に近い表現では無訳となる傾
向がある。
  「ノデハナイカ」とその中国語訳を対照研究することを通して、中国語を母国語とする学
習者の役に立ち、ひいては日本語教育の一助になれば幸いである。
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 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）
  日本語とタイ語の限定表現に関する対照研究
  ―「名詞＋だけ」が用いられた文を中心に―

 2 袁建華（北京外国語大学北京日本学研究センター博士後期課程）
  意味による二字漢語サ変動詞の単語形と構文形との交替への予測

 3 金恵珍（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  日韓「V+N」型複合名詞の語構成に関する対照研究

 4 孫瀾月（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  品詞間の連続性について―名詞から連体詞へ―

 5 城戸秀則（国立政治大学大学院修士課程）
  主体段階変化動詞が持つ絶対的限界点と相対的限界点

 6 崔正熙（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  日本語と韓国語の名詞述語文に関する対照研究
  ―叙述の類型の観点から―

 7 カーヴェ マグスディ（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  日本人ペルシア語学習者の作文における前置詞の誤用
  ―日本語・英語との対照―

Ⅲ「言語」③ 106室（2015年7月15日）
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発表概要　1

日本語とタイ語の限定表現に関する対照研究
―「名詞＋だけ」が用いられた文を中心に―

A Contrastive Study of Japanese and Thai Limitation Expressions
―Focus on “Noun+dake”―

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、限定、だけ、対照研究、タイ語
 Limitation Expression, Limitation, 
 dake Particle, Contrastive Study, Thai 

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「限定」の意味を表
す場合、「だけ」「しか」「ばかり」などのとりたて助詞を用いて表す。その中、「だけ」は他
の多くのとりたて助詞とは異なり、述語の制限がなく、平叙文、疑問文、意志、勧誘など、様々
なタイプの文に用いることができる。そのため、それだけがわかりにくいということである。
そこで、本発表では「だけ」に焦点を当て、特に名詞に接続する場合に着目し、発表者の母
語であるタイ語と比較対照し、この場合はどのようなタイ語の表現に対応するかを明らかに
した。また、タイ語と比較対照することによって、「だけ」はどのような限定のしかたをし
ているのか、もう一度考え直してみた。
その結果、統語的特徴については、日本語の「だけ」が名詞に接続する場合は、いずれも

タイ語の限定辞 khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀ に対応する。つまり「限定辞＋ N」という形
をとることがわかった。また、意味的特徴については、日本語の「N ＋だけ」は「ある要素
をとりたて、その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。しかし、タイ語の「限定辞＋ N」は、それぞれ「限定」の意味を伴っ
て特徴的なニュアンスまで表す。つまり、日本語の「N ＋だけ」を表すような中立的で単純
な「限定」を表すものではないということがわかった。そのため、日本語の「N ＋だけ」に
対応するタイ語の表現を考える際に、その前後に現れる文脈を考慮する必要がある。
また、タイ語からひっくり返して日本語について考えてみると、「N ＋だけ」が様々なタイ

語限定辞に対応しているということは、「N ＋だけ」は様々な限定のしかたを持っているこ
とが言えるのではないかと思われる。ただ、その特徴的な限定のしかたが際立つと、「N ＋
だけ」が使いにくくなり、代わりにほかの限定の意味を表すとりたて助詞「しか」「ばかり」
を用いることとなる。
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発表概要　2
意味による二字漢語サ変動詞の単語形と構文形との交替への予測
The Prediction of Word-Form and Construction-Form of Two-Word Sino-Japa-

nese-Verbs’ Alternation by Semantics 

袁建華（JianHua YUAN）
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, Beijing Centre for Japanese Studies

【キーワード】 二字漢語サ変動詞、意味、単語形、構文形、交替
 Two-Word Sino-Japanese-Verbs, Semantics, Word-Form,
 Construction-Form, Alternation

品詞分類の基準は普通、形態・意味・機能という三つが挙げられる。形態変化のある日
本語において、動詞は「u」で終わる、活用のある自立語という形態のみで他の品詞から区
別されることができる。しかし、日本語の動詞は均質的なものではなく、意味によって機能
が変わるため、その内部は分化している。従って、意味を通して普通、我々は気づいていな
い言語事実を発見することもある。二字漢語サ変動詞は日本語の動詞の半分以上を占めてい
る（邱根成 2015:1）が、和語動詞のように重視されていなかった。本稿の目的は、意味を以
て二字漢語サ変動詞の単語形（「二字漢語する」）と構文形（「二字漢語をする」）との交替を
予測することにある。

二字漢語サ変動詞の単語形と構文形の交替条件について主に意志性・非対格性説、アスペ
クト説、多基準説という三つの立場から研究されている。しかし、「教授 / 左右…する」や「自
殺 / 解散 / 位置…する」のような語は先行研究では説明できなかった。本稿は意味という立
場より両者の交替状況を纏めてみると、下記の図 1 の通りである。

　　　　　　　　　①二字漢語は単独で無活用動詞とならない静的属性を表す語⇒交替不可

両者の交替状況　　　　　　　　　　　　　　　　②対応する同形名詞無し：動詞と名詞とは意味的に関連無し⇒交替不可

　　　　　　　　　単独で無活用動詞となる語　　　　　　　　　　　　　　③デキゴト名詞しかならない語⇒交替可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応する同形名詞あり　　④デキゴト名詞・動作主以外のモノ名詞となる語⇒交替可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤デキゴト名詞・動作主を示すモノ名詞となる語⇒交替不可

①卓越する≠ * 卓越をする；②左右する＝ * 左右をする；③暗記する＝暗記をする；④収穫する＝収穫をする；⑤教授する≠ # 教授をする

図 1. 単語形と構文形の交替状況

　二字漢語は静的属性を表す場合、名詞というより意味的には形容詞よりである。この類の
語は主語や補語になりかねるため、名詞らしさが非常に薄い。その上、文において、いつも「〜
した」、「〜している」、「〜して」の形を以て規定語、述語、状況語をなしており、形容詞と
同じ機能をなしている。
　統語環境が関わってくると、更に複雑となる。前にどんな NP が来る場合交替できるのか、
なぜ国会会議録の中で「二重ヲ格」が多用されているのか、和語・外来語動詞があるのに、
なぜわざわざ「〜する」という形を用いるのか、これは言語の経済性や語彙の阻止（lexical 
blocking）（影山 1993:29）に違反しているのではないか。これはいずれも今後の課題としたい。
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発表概要　3

日韓「V+N」型複合名詞の語構成に関する対照研究
A Contrastive Study on Word Formation of 

Korean and Japanese Compound Nouns

金恵珍（HyeJin KIM）
東京外国語大学大学院博士後期課程

Tokyo University o ｆ Foreign Studies

【キーワード】 複合名詞、動詞連用形、動詞性名詞、名詞化、機能動詞
 Compound nouns, Verb in Continuous Form , 
 Verbal Noun, Nominalization, Function Verb

日本語の「V+N( 動詞連用形 + 名詞 ;VN)」型複合名詞の中には動詞性を帯びるものがあ
るのに対して、韓国語の「V+N( 動詞の名詞形 + 名詞 )」型複合名詞は動詞性を帯びること
ができない。本来であれば、「V+N」型複合名詞はその構造のため、主に修飾関係だけを持ち、
動詞性を持つことができないと考えられるが、日本語の複合名詞の中には「買い物、忘れ物」
のように動詞性を帯びるものが存在する。

そこで、本研究では「複合名詞を構成する要素が項関係を持つ際、動詞性を持つことが
できる」という仮説を立て、両言語の実際の例を挙げ検証する。動作性の判断のためには、コー
パスの用例から、また日本語母語話者を対象としたアンケート調査を通して、(1) 機能動詞「す
る」との結合可否 (「VN をする」と「VN する」)、(2) 意味の転移可否 (VN を V)、(3) アス
ペクト的な名詞との結合可否 (VN の際 ) を調べた。その結果、日本語における「V+N」型
複合名詞は修飾関係はもちろん、項関係をも持つため、動詞性を持つことができる一方、韓
国語における「V+N」型複合名詞は通常修飾関係だけを持つため、動詞性を持つことがで
きないことが分かった。 但し、項関係にある複合名詞の場合でも意味の特殊化を経て、意
味の転移が起きると ( 着物 < 和服 > ≠着る物 )、動詞性を保つことができない。このことから、
意味の転移が起きず、意味結合が透明であることが動作性を保つことができる前提となるこ
とが分かる。

さらに、「V+N」型複合名詞を動作性により分類すると動作性名詞 (+ 動作性 ) と準動作性
名詞 ( ±動作性 )、非動作性名詞 ( －動作性 ) の 3 つに分けることができる。今後の課題とし
てはこのような動作性名詞と非動作性名詞の中間的な存在である準動作性名詞を究明するこ
とで「V+N」型複合名詞が持つ動作性の正体がより明らかになることが期待される。
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発表概要　4

品詞間の連続性について
―名詞から連体詞へ―

The Continuity between Parts of Speech 
―from Noun to Adnominal

孫瀾月（LanYue SUN）
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】 品詞、連続性、機能、意味
  Parts of Speech , Continuity, Syntax, 　

まずは、以下の例を見ていただきたい。
一介の（研究者）、一連の（出来事）、一縷の（望み）、既成の（事実）、浅学の（身）、達意の（文

章）、諸般の（事情）…
これらの語は辞書では名詞として記述されているが、実際の用法を調べたところ、主語・

補語として使用される例は極めて少ない（あるいは全くない）上、連体修飾成分を受けるこ
ともできない。その主たる機能は「－の」の形をとって規定語をなすことである。すると、
構文的機能という品詞分類の基準に従えば、これらの語は名詞ではなく、連体詞とみるべき
ことになる。 本発表はこういった性質を持つ語はどのようなものがあるのかをコーパス調
査によってリストアップした。そのなか、連体詞のみの性質が見られる語を更に意味によっ
て下位分類をした。

名詞を修飾限定する連体修飾成分は、その修飾の性質によって、属性規定と関係規定の
二種類に分けることができる。属性規定は名詞に対して装飾的な規定を行い、名詞の「特性」
あるいは「性質」をあらわしている。属性規定の規定成分は形容詞や動詞に多く見られる。
一方、関係規定とは、後続する名詞に対して限定的・指定的・選択的な規定を行うことであ
る。一つの事象の性質をより詳しく表す属性規定とは異なり、二つの事象が関わっているこ
とが多い。関係規定の規定成分は名詞に多く見られる。連体詞の場合は属性規定成分として
働く語も存在しながら、関係規定の機能を果たす語もある。意味的連続性を考えれば、属性
規定の連体詞は形容詞により近く、関係規定の連体詞は名詞により近いと思われる。以上を
まとめると、名詞と連体詞の間には以下のような連続性が見られる。

 連体詞とサ変動詞の性質を併せ持つもの 名詞性が弱い
　　　
 属性規定を表す連体詞

 関係規定を表す連体詞

名詞  名詞性が強い

連
体
詞
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発表概要　5

主体段階変化動詞が持つ絶対的限界点と相対的限界点
Absolute Terminative Point and Relative Terminative Point of

Degree Achievement Verb

城戸秀則 (Hidenori KIDO)
国立政治大学大学院修士課程

National Chengchi University

【キーワード】  主体段階変化動詞、絶対的限界点、相対的限界点、段階性形容詞、極点
 Degree Achievement Verb, Absolute Terminative Point, 
 Relative Terminative Point, Gradable Adjective, Endpoint 

「真っ直ぐになる」「暖まる」「太る」のような主体段階変化動詞（主体の変化が段階的に
進む動詞。段階性到達動詞とも。本稿では、「形容詞連用形＋なる」もここに含めておく。）は、

「完全に」との共起で、次のような振る舞いを見せる。1）くせ毛が完全に真っ直ぐになった。
2）? 太郎が完全に太った。3）部屋が完全に暖まった。これは、それぞれの動詞の、もとに
なる形容詞「真っ直ぐだ」「暖かい」「太い」の、最大極点の有無にかかわっていると考えら
れる。

まず、1）では、「真っ直ぐだ」は閉鎖スケール形容詞で、最大極点を持つことから、動詞「真
っ直ぐになる」も、もうそれ以上は真っ直ぐにならないという上限を持ち、そこが限界点と
なるため、「完全に」と共起する。次に 2）であるが、「太い」は開放スケール形容詞で、最
大極点も最小極点も持たないことから、動詞「太る」も、上限を持たず、よって、「完全に」
と共起しない。では、3）はどうかというと、「暖かい」も、「太い」と同様に、最大極点も
最小極点も持たない開放スケール形容詞であることから、動詞「暖まる」も、上限を持たず、「完
全に」と共起しないはずであるが、実際には共起する。これは、3）では、「（「暖かい」と見
なされる温度まで）暖まる」というように、文脈により上限が与えられているためであると
考えられる。

本稿では、1）のような、最大極点を持つ形容詞に由来する動詞が持つ限界点を、文脈に
左右されない絶対的な点という意味で、「絶対的限界点」と呼び、また、3）のような、最大
極点を持たない形容詞に由来する動詞が持つ限界点を、文脈により上限が決まる相対的な限
界点という意味で、「相対的限界点」と呼んでおく。2）については、いずれも持たないとい
うことになる。

このように、形容詞由来の主体段階変化動詞は、もとになる形容詞が最大極点を持てば、
絶対的限界点を持ち、最大極点を持たなければ、絶対的限界点を持たないと言える。ただし、
後者の場合、文脈により上限が与えられれば、相対的限界点を持つようになるのである。
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発表概要　6
日本語と韓国語の名詞述語文に関する対照研究

－叙述の類型の観点から－
A Contrastive Study on the Nominal-Predicate Sentences 

in Japanese and Korean

崔正熙 (JeonGhee CHOI)
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】 名詞述語文、ウナギ文、이다 (ita) 構文、コピュラ文
 Nominal Predicate Sentence, Unagi-Sentence,
 Ita-Sentence, Copular Sentence

日本語と韓国語の名詞述語文はいずれも「指定を表す文」と「属性を表す文」がその本
来の機能であると言えるが、日本語の場合はそれ以外にも周辺的な用法として名詞述語文が
様々な場面で使われていることが分かる。その周辺的な用法を叙述の類型という観点から「存
在を表す文」「状態を表す文」「出来事を表す文」「動作を表す文」という４つのカテゴリに分け、
韓国語名詞述語文との比較分析を行った結果、機能範囲において次のような相違点があるこ
とが分かった。

【表 1】日韓両言語の名詞述語文の機能範囲

指定・属性 存在 状態 出来事 動作

日本語 ◎ ○ ○ ○ ○

韓国語 ◎ △ ○ △ ×

　このように韓国語の「이다 (ita) 構文」は、「指定・属性」を表わすのが主な機能であるが、
一定の条件下では「存在」や「状態」を表わすことができる。しかし、「出来事」や「動作」
を表わす場合は制約が多く、特に「動作」の場合は、ほとんどが「이다 (ita) 構文」では表
わしにくく、動詞文を用いる必要があることが分かった。
日本語の名詞述語文は「存在」「状態」「出来事」「動作」を表す文にまでその機能範囲を拡
大することができるが、韓国語の名詞述語文は使用範囲が日本語より狭く、特に「動作を表
す文」にまで拡大するには限界があると言える。これは「- 이다 (ita)」が持つ機能的な特徴
から原因を探ることができる。최웅환 (2005) では「『- 이다 (ita)』は具体名詞を伴って静的な
関係を表すのが一般的 ( 無標 ) であり、状態性と動作性名詞を先行させることで動的な関係
に拡大することができるが、本来の機能は状態性や動作性を持つ叙述形態が担当するため、
その実現は極めて制約的である (274p)」と述べている。
　つまり、「- 이다 (ita)」が強い状態性を持つために、先行する「動作性名詞 ( 動作に関わる
一般名詞 ) ＋이다 (ita)」と衝突を起こすことが原因ではないかと考えられる。
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発表概要　7

日本人ペルシア語学習者の作文における前置詞の誤用
―日本語・英語との対照―

An Analysis of Prepositional Errors by Japanese Learners of Persian:
A Contrastive Perspective

カーヴェ・マグスディ (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】 学習者コーパス、誤用、前置詞、起点、原型
 Learner Corpus, Error, Preposition, Source, Prototype

日本人ペルシア語学習者の作文を分析してみると、動詞の扱い（テンス・アスペクト又は、
動詞と主語の一致）や、前置詞、不定を表す「無強勢の -i」、接続詞に関する誤用が最も多
い。本発表では、日本人ペルシア語学習者の誤用をより詳しく分析するため、東京外国語大
学の 3 年生向けのペルシア語作文の授業を履修した日本人学習者の作文（89 枚）を対象に、
前置詞の誤用について調査した。特に「起点」をはじめ、いくつかの異なる機能を持つ、「az」
という前置詞の誤用に注目し、東京外国語大学の英語学習者 ( 日本語母語話者 ) 及び上海外
国語大学の英語学習者（中国語母語話者）の翻訳データに生じる「from」の誤用との比較
を試みた。

まず、ペルシア語作文における前置詞の誤用は「125 件」で、その中で「az」の誤用は
37 件であった。「az」には、方向や動作などの起点、所属、部分、原因、関係、比較の対象
などの用法があり、このうち典型的な用法は方向や動作などの「起点」である。学習者の作
文を見ると、典型的な用法である「起点」の誤用はほとんど見られず、周辺的な用法（所属
や対象物など）における誤用が多く見られた。また、「az」の半分以上の誤用は「az」と他
の前置詞との入れ替えの誤用ではなく、az ↔φの間違いであった。つまり、「az」が必要な
ところに何も入っていないか、あるいは「az」が要らないのに入れてしまったかという誤用
が多い。
「az」の典型的な用法である「起点」は英語では「from」で表される。日本人学習者や中

国人学習者のデータにおける英語の「from」の誤用を観察してみると、「from」の代わりに、
空間・時間を表す前置詞を用いることが多く見られる。そして、その空間・時間を表す前置
詞としては、日本人学習者の場合は「at」、中国人学習者の場合は「in」になることが多い。
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 1 張曉明 ( 北京外国語大学博士後期課程 )
  山鹿素行思想における孟子王覇論の変容について
  ―朱子学との軌跡を手がかりに―

 2 解放 ( 東京外国語大学大学院博士前期課程 )
  安部公房『他人の顔』研究―語り手の機能による構造の打破をめぐって―

 3 高好眞 ( 東京外国語大学大学院博士前期課程 )
  『中世における一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃』
  ―「陥没」への憧れと「投身」への決意―

 4 張雅茜 ( 国立台湾大学大学院博士前期課程 )
   『宮尾本平家物語』における平時子像の研究―覚一本『平家物語』におけ

る二位の尼との比較を中心として―

 5 金兌映 ( 韓国外国語大学校大学院博士前期課程 )
  『源氏物語』における薫の主人公性に関する一考察
  ―女一宮と女二宮との関係を中心に―

 6 孫庚玉 ( 韓国外国語大学校大学院修士博士統合課程 )
  『源氏物語における飲食研究』―若菜巻を中心に―

Ⅳ「歴史・文学」104室（2015年7月16日）
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発表概要　1

山鹿素行思想における孟子王覇論の変容について
―朱子学との軌跡を手がかりに―

The Transformation of Mencius’s Philosophy on Overlord in
Soko Yamaga’s Thoughts

―A Parallel Reflection on Zhuxi 

張曉明（XiaoMing ZHANG）
北京外国語大学博士後期課程

Beijing Foreign Studies University

【キーワード】 山鹿素行、孟子王覇論、変容、朱子学
 Soko Yamaga , Mencius’s Philosophy on Overlord, Transformation, Zhuxi

山鹿素行（元和八〜貞享二年、1622 〜 1685）は江戸時代初期の儒学者で、古学において
嚆矢とされたことで知られている。「王覇論」は孟子思想を研究する重要な課題として、日
本の古学派で多くの論争がある。本稿では朱子学を手がかりにして、山鹿素行の思想を「朱
子学信奉期」、「古学創立期」、「日本教学樹立期」三つの時期に分けて、「斉宣王問曰、斉桓・
晋文之事可得聞乎」・「公孫丑問曰、夫子當路於斉、管仲、晏子之功、可復許乎」・「孟子曰：
以力假仁者霸」についての論述を検討対象として、山鹿素行思想における孟子王覇論の変容
を明らかにしたい。

朱子学信奉期に、「斉桓・晋文之事」、「管仲、晏子之功」、「以力假仁者霸」に対して、山
鹿素行は宋学・真徳秀の説を踏襲して、「王道を尊ぶ覇道を賤しむ」を唱えて、殆ど朱子学
の立場と一致している。古学創立期に、山鹿素行は宋学の説を引用せず、「師」即ち、弟子
は先生に対する敬称を通して、自分の主張を表す。周公・孔子の道を復帰すると唱えるにも
かかわらず、山鹿素行は孟子を削るわけではない。さらに、王道・覇道に対して、山鹿素行
は徳・力の範囲を超えて、義と為と解釈する。しかし、「管仲、晏子之功」の問題に、山鹿
素行は否定的な評価を与える立場から考えると、まだ朱子学と同じ地盤に立っていると思う。
日本教学樹立期に、「王覇一緒」、「武士、兵学との関連」、「時勢により王覇を取る」 三つの
特徴は明らかである。この時期の山鹿素行は理屈にこだわらず、政治情勢によって発想して
いると思う。「覇道を賤しむ」正統の朱子学に対して、アンチテーゼを突き付けるようにな
る山鹿素行思想には実学の傾向が見える。 

もし、朱子学信奉期に山鹿素行が孟子のオプティミズムから王覇論を論述していると言
えば、古学創立期・日本教学樹立期に素行のマキャベリズム・プラグマチズムの傾向が見え
ると思う。つまり、山鹿素行の王覇論は中国の孟子王覇論の地盤で、江戸時代の政治情勢を
検討している過程である。
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発表概要　2
安部公房『他人の顔』研究

―語り手の機能による構造の打破をめぐって―
A Study on Kobo Abe’s “The Face of Another”

－ Focus on Breaking Structure by a Consideration of the Narrator

解放（Fang Xie）
東京外国語大学博士前期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】 構造、脱構築、語り手、機能、文体
 Structure, Deconstruction, Narrator, Function, Style

私の発表は批評家、ポール・ド・マンの話から始まる。ド・マンは文学批評が自己迷妄になっ
てしまう傾向を省察し、それを我々に警告しながら伝えようとしていた。しかし、『他人の顔』
の先行論をまとめる時、私は興味深いことに気づいた。『他人の顔』の先行論を含め、今日
の批評では、テクストを徹底的にバラバラに崩し、批評家の思う儘に「崩された」テクスト
を使う傾向が強かった。読者もこのような批評を通しては、テクストを真に知ることはでき
ないだろう。私の発表は先行論とは違い、テクストを崩さずに分析することに重点を置く。
『他人の顔』を考える上で、重要なものが文体である。今回、この「文体」と「脱構築」

との関係を語り手の機能から論じてみようと考えた。私が考えたところ、『他人の顔』のテ
クストを「地の文」「会話文」に分ける作業から入ることにした。『他人の顔』の字数を考え
れば、その構成において希薄としか言いようがない「会話文」を敢えて、研究することには
いろいろな意味が含まれている。『他人の顔』に書かれた「会話文」は二つのパターンに総
括できる。鍵括弧の付いている会話と付いていない会話。その両方から例文を取り出して、
分析した挙句、地の文では「補遺」、もしくは「代補」的機能を持ち、つまり、「地の文」に
は決定可能な面と決定不可能な面を持つ。

さらに、この決定可能性と不可能性から、文体＝エクリチュールの変容、また、テクス
トにおける〈音声〉面と〈文字〉面の両面性ということを明らかにした。更に、語り手の混
乱は「補遺」＝地の文に両面性（決定不可能性）によるものを実証した。この地の文の決定
不可能性、つまり「両面性」から、デリダの主張する「脱構築」と「ロゴス中心主義」批判
へとつながった。従って、語り手の機能から、「パロール」／「エクリチュール」の二項対
立を崩し、「ロゴス―現前性」価値観への否定を『他人の顔』のテクストから読み取った。
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発表概要　3

『中世における一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃』
―「陥没」への憧れと「投身」への決意―

“Extracts of a Murderer’s Philosophical Diary in the Middle Ages”
―Aspirations for the ‘Collapses’and Resolutions for the ‘Adventures’―

高
コ ホ ジ ン

好眞（HoGin GO）
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】 ロマン主義、ニヒリズム、陥没と投身、死と生の反転、否定と肯定
 Romanticism, Nihilism, Collapses and Adventures,
 Reversal of the Death and Life, Negative and Positive 

『花ざかりの森』は、ロマン主義文学者である三島由紀夫の性質がいち早く打ち出された
作品である。一方『哲学的日記』は、ある殺人者が日々の殺人行為を通じて、自ら〈生の充
溢〉を獲得していく有様が日記形式で描かれている。
「比喩」の世界で成り立つ「殺人行為」の意味は、三島の「殺人者」は「芸術家」である

という注釈からすると、< 芸術家の営み > に限定することができる。すなわち、殺人者の「殺
す」という行為は〈書く〉ことの比喩であり、それが〈死〉のイメージに結び付けられてい
る。「忘れられていた生に近づく手立て」であるという殺人行為の逆説的な意味には、「殺す
こと（否定）が生きること（肯定）だというイロニーの眼差し」が窺われる。〈死と生の反転〉
は三島文学の一生のテーマであり、その原型を『哲学的日記』に見出すことができる。この

「否定と肯定」のイローニッシュな関係は、『金閣寺』の「放火」に貫かれている。
『花ざかりの森』で三島の「憧れ」の具体的な表象の一つである「陥没」は、『哲学的日記』

では芸術家の営みの頂点に表れるものの象徴として描かれている。後者における「陥没」は
「投身」のきっかけであり、それは生の充溢の後にくる虚無から逃れるための行為である。『花
ざかりの森』に「投身」が欠けているのは憧れのあり方、すなわち〈昂揚と喪失〉というア
ンビバレンスに重点がおかれているためである。

芸術家たる殺人者は〈殺す（＝書く）〉ことによって、再び生の充溢を図る運命に縛られる。
それ故に殺人者は、投身が「陥没」につながるかどうかは別とし、とにかく「危険」な場所
を避けず身を挺する。そのため「殺す」という行為は、絶えず行われる〈運動〉でなければ
ならないのである。

迫ってくる死の予感は、表現者としての自己認識をこのように刷新するきっかけを三島
由紀夫に与えたといえよう。三島の「原体験」は〈死〉がもたらした生の充溢の体験であり、
この生き方はニヒリズムを徹底することによってしかニヒリズムは克服できないという逆説
につながる。この意味で『哲学的日記』を執筆する三島は、作家として生きる自画像を〈殺
す＝否定する＝書く〉という図式のなかで見出したと言うことがいえるだろう。
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発表概要　4

『宮尾本平家物語』における平時子像の研究
―覚一本『平家物語』における二位の尼との比較を中心として―

The Female Image of Taira no Tokiko in 
“Miyao Version The Tale of the Heike”:

a Comparison with the Image of Nii no Ama in 
‘Kakuichi The Tale of Heike’

張雅茜（YaChien CHANG） 
国立台湾大学大学院博士前期課程
National Taiwan University

 
【キーワード】 宮尾登美子、平家物語、平時子、女性像
 Tomiko Miyao, The Tale of the Heike, Taira no Tokiko, The Female Image 

『宮尾本平家物語』の成立について、宮尾登美子氏が「女のことを一つも書いてない『平
家物語』というのは、軍記物としてはいいかもしれませんが、いまの時代、女の人も社会的
に強くなっておりますから、読者の皆さんも不思議だと思うのです。私さえ疑問を持つので
すから」1 といっている。女子の視点で完成された『宮尾本平家物語』の中に、平時子は「平
家の中心的な役割を担う要の女性」である。平時子は平清盛の正妻になった後、このような
大きな家族のことを整ったと同時に、自分の娘を天皇家に入らせた。男性ばかりの世界に自
分の理想と思想を注ぎ、自分の考えを武士たちに伝えている。それから、平清盛が死んだ後、
平時子は平家の中心となった。本稿は覚一本における二位の尼と女性たちとの比較と、『宮
尾本平家物語』における平時子と女性たちとの比較を通じて、両者の違いを探求する。覚一
本における二位の尼は、平家の滅亡を示した。その行動は夫の清盛だけではなくて、平家一
族とも強くつながっている。また、安徳天皇を抱いて入水した。平家の血筋を絶やしたので
ある。『宮尾本平家物語』における平時子は、平家の存続を示したと考えている。時子は平
家一族を引っ張り続けていた女性である。平家の血筋を絶やさないために、天皇と親王を入
れ替えるという策をとり、平家の子孫を生かした女性である。覚一本『平家物語』における
二位の尼とは正反対だと考えられている。

1　	宮尾登美子（2004）『平家物語の女たち』ｐ.21（朝日新聞社）
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発表概要　5

『源氏物語』における薫の主人公性に関する一考察
―女一宮と女二宮との関係を中心に―

A Study of the Nature of Hero Kaoru in “The Tale of Genji”
―A Main of the Relationship between Onnaichinomiya and Onnaninomiya―

金兌映（TaeYoung KIM）
韓国外国語大学校大学院博士前期課程

Hankuk University of Foreign Studies
  

【キーワード】 薫、主人公性、恋の不成立、続編、位相 
 Kaoru, Nature of Hero, Miscarriage of Love, Sequel, Phase

『源氏物語』続編の主人公薫をめぐっては、人物造型論、主題論など、多様な観点から数多くの論考が

出されているが、続編の物語構造の中で薫という主人公の持つ意味については、従来の先行研究の中で、

論題として多くは取り上げられていない感がある。女君と関わる男主人公として、薫の主人公性を考えよう

とする場合、注目される巻は、宿木巻と蜻蛉巻である。宿木巻には、薫への女二宮降嫁、匂宮と六君との

結婚による中君の苦悩と薫との関係の変化、新しい女主人公浮舟の登場など、様々な話題が述べられてゆ

くが、これらの事件は互いに緊密に関わり合いながら、大君亡き後の物語世界を切り開いている。本発表では、

こうした宿木巻のダイナミズムを視野に入れた上で、薫への女二宮降嫁の問題について考察してみた。蜻

蛉巻には、浮舟失踪以後の人々の混乱、薫の女一宮思慕とその低迷のありさまが描き出される。薫の女二

宮降嫁と女一宮思慕については、第二部の柏木物語と重なる側面があるので、その点をおさえながら、第

三部の主題性を担わされている主人公薫の問題について考察した。

宿木巻は、冒頭における第二部引用、薫をめぐる表現においての柏木との重ね合わせなど、第三部の〈正

編取り〉が最も顕著に現れている巻である。「都の物語への戻るための大々的な姿勢の捉えなおし」である

宿木巻では、主人公が「ただ人」の語により相対化されているが、物語の舞台が変わり、今上女二宮との

結婚という新しい要素が薫に加わろうとするところに、薫と柏木とのイメージの重ね合わせが見られており、

その意味について明らかにしてみようと試みた。女二宮降嫁を期に、薫の女一宮思慕が浮かび上がってく

るのは、実父柏木が女二宮を得てもなお女三宮思慕へ傾斜していくのと同じような軌道を描くものの、最も

肝心な密通という事態は起こらない。われわれは、物語の表現構造のレベルにおいて薫に遺された柏木の

影を追っていくしかないのであるが、薫の場合、「ただ人」である点が強調されることが、第二部で柏木が

引き起こした密通事件で六条院世界が相対化されていったのとは逆に、柏木の子である薫を相対化するこ

とによって光源氏の重さを再び浮き彫りにすることにつながっていた。

　柏木が女三宮をかいま見したことは、柏木の宮への情念を噴出させる契機として働き、後の展開を大きく

変えていったが、薫のかいま見は、女一宮が薫にとって永遠に手の届かぬ存在であることを示す結果となっ

た。本発表では、薫の独詠歌における「夕ぞわきて」という表現や、薫をめぐる表現における「世づかぬ」

という用例の分析を通じ、薫の主人公としてのあり方について考察してみた。
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発表概要　6

『源氏物語における飲食研究』
－若菜巻を中心に－

A Study of Foods in “The Tale of Genji”
―Focusing on the Wakana Maki―

 
孫庚玉 (KyungOk SON)

韓国外国語大学校大学院修士博士統合過程
Hankuk University of Foreign Studies

【キーワード】  平安時代、源氏物語、若菜、食器、食文化
 Heian Period, The Tale of Genji, Wakana, Dinnerware, Food Culture

『源氏物語』は、平安時代半ばに書かれた長編小説で、リアリティーに富んださまざまな
有職故実や人間関係が描かれている王朝物語である。『源氏物語』によると、平安時代の貴
族はお粥や強飯、魚、山菜、お酒、果物、氷などさまざまな飲食をしたようであるが、同じ
平安時代の『うつほ物語』に比べて飲食に関する表現が意外と少ない。それ故、『源氏物語』
の研究は色んな分野にわたって膨大な業績が積み重ねられているのにもかかわらず、飲食に
関する研究はあまり行なわれていないようである。また、飲食を正面から取り上げている論
文も数えるほどしかないようで、衣装や住宅に比べても乏しい方である。

もとより＜食＞というのは、昔も今も人間が生活をしていく基礎である衣食住の中で最も
大切なものであろう。それに今日の和食は、ユネスコの無形文化遺産に登録されるくらい、
守るべき価値のある貴重なものとして世界の中で認められている。そこで、『源氏物語』の「若
菜巻」を中心に飲食を通じて平安時代の食文化や作品での飲食の役割を考察してみた。
『源氏物語』の「若菜巻」では、主人公である光源氏の結婚式や算賀の饗宴を含め、多少

の宴会が開かれているが、このような場面に欠かせないのがお酒と料理であった。それに、
飲食具も描かれているが、これは単なる描写ではなくそれ以上の意味合いが含まれていると
考えられる。よって、登場人物がどのような場面で何を食べているのかに重点を置いて分析
した。

まず、平安貴族の饗宴の場面では酒が不可欠であった。お酒は、より現実感あふれる状況
の雰囲気を演出するためのコミュニケーションの道具として活用されていると考えられる。
次に、料理と切っても切り離せない関係である食器類は料理と一体化となり、身分と地位を
表わす道具であった。最後に、四十の賀の饗宴で登場する若菜は光源氏を新しい状況へ移動
させ、物語を反転させるための道具としてその役割を果たしていることを確認した。
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 1  那須理香 ( 国際基督教大学大学院博士後期課程 )
   スウェーデンボルグの神秘主義思想と鈴木大拙の禅思想―スウェーデン

ボルグ思想は鈴木大拙の「霊性」概念形成に関わりがあったか―
 
 2 簡孝羽 ( 国立政治大学大学院修士前期課程 )
  明治期における牛肉食用化の具体相―仮名垣魯文『安愚楽鍋』を中心に―

 3 梁昕怡 ( 東京外国語大学大学院博士後期課程 )
  大阪市阿倍野地区再開発事業と阿倍野再開発訴訟に関する考察

 4 黄楚群 ( 東京外国語大学大学院博士後期課程 )
  米穀法時代の米価調節論―米価調査会における議論を中心に―

 5 内川隆文 ( 東京外国語大学大学院博士後期課程 )
  「民有国営」を巡る経済論争の研究―向井鹿松と小島精一を中心に―

 6 マリヤ・レブロワ ( 東京外国語大学大学院博士前期課程 )
  ロシア内戦の難民：アメリカ赤十字社と日本の関わりについて

Ⅴ「文化・歴史」105室（2015年7月16日）
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発表概要　1
スウェーデンボルグの神秘主義思想と鈴木大拙の禅思想

－スウェーデンボルグ思想は鈴木大拙の「霊性」概念形成に関わりがあったか－
Swedenborg’s Mysticism and Daisetz Suzuki’s Zen Philosophy:

Have Swedenborg’s Thoughts Influenced 
the Formation of Suzuki’s “Spirituality”?

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】 スウェーデンボルグ、神秘主義思想、鈴木大拙、禅思想、「霊性」
 Swedenborg, Mysticism, Daisetz Suzuki, Zen Philosophy, “Spirituality”

 スウェーデンボルグは 18 世紀スウェーデンの神秘主義思想家であるが、明治中期の日本の
仏教界で「仏者スウェーデンボルグ」として注目された。「世界の禅者」と呼ばれた鈴木大拙は、
スウェーデンボルグの著作を 4 冊邦訳、伝記も著したため、鈴木の「霊性」概念形成にスウェー
デンボルグの影響があると考える研究者もいる。両者の「霊性」に類する概念を比較するこ
とによって、実際的な影響関係があったかどうかを考察した。
　鈴木大拙は、20 歳の時の母の死によって「霊の不滅」を感じ、「霊性」が釈迦や基督の示
す真理に比せられると確信するようになった。その後の禅修行によって、仏教的世界観を背
景に「霊性」概念を構想、33 歳の時には「実我」を認めないという仏教観から「個体的・
具体的霊魂」の存在を否定するという立場をとることを表明した。74 歳で代表作『日本的
霊性』を著し、「霊性」が個人の精神の奥に内在するとともに「宇宙霊」としての普遍的宗
教真理と密接に結びつき、個人が普遍的真理である「霊性」に目覚めることを「霊性的直覚
の覚醒」であると説いた。
　スウェーデンボルグは、始め自然科学や工学、天文学においてヨーロッパで科学者として
の名声を確立したが、55 歳の時に宗教的危機に直面、聖書研究や「霊界」観察から宗教的
著作を刊行するようになる。スウェーデンボルグの神秘主義思想では、地上の人類がその肉
体に内包された「霊的部分」によって「霊界の人類」と緊密なつながりを持ち、「神」から「愛
と知恵」という「生命」を受けて生存が維持されると考えられている。また、人間の「霊的
部分」の感性が覚醒していないと、「自己愛」や「世俗愛」によって死後地獄に堕ちる原因
となると説いている。
　鈴木は仏教的世界観を背景にスウェーデンボルグの考える「霊魂」を否定する立場をとっ
ており、「霊性」概念形成にスウェーデンボルグ思想が直接影響を与えたとは考えられない。
しかし、「普遍真理」としての「霊性」がスウェーデンボルグの「神」と同じ概念を表わす
と思われるのである。
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発表概要　2

明治期における牛肉食用化の具体相
―仮名垣魯文『安愚楽鍋』を中心に―

The Concreteness of Edible Beef during the Meiji Period :
 the Case of Robun Kanagaki “Aguranabe”

簡孝羽（ShiauYu CHIEN）
台湾国立政治大学日本語学科修士課程

National Chengchi University

【キーワード】 仮名垣魯文、安愚楽鍋、牛肉、文明開化、明治期、
 Kanagaki Robun, Aguranabe, Beef,
 Civilization and Enlightenment, Meiji Period

260 年余り続いた鎖国から解き放たれた日本は、新しい時代「明治」を迎えることになる。
当時の政府は、独立と国益を守るため、欧米列強のような近代国家を目指し、一刻も早くこ
れら国家と伍せるような国際的地位を確保する必要に迫られていた。そのため、欧米の文化
を積極的に取り入れ、日本の国家・社会改革に役立てようとした。この欧米の文化に影響を
受けたのは、政府だけではなく、一般庶民たちも同様であった。庶民たちの西洋志向として
は、丁髷を断髪した「ザンギリ頭」や洋服の着用、牛肉の食用化があげられる。 　

それではなぜ日本人の食生活のなかで、これまで他の肉を食用としていたにも関わらず、
明治に入り、牛肉が食べられるようになり、そのことが文明開化のシンボルとまで認知され
るようになったのだろうか。本研究では、牛肉食用化の初の啓蒙書として知られる、明治４
年（1871）の仮名垣魯文の『安愚楽鍋』から、庶民が牛肉を食用として受容する様子や牛肉
に抱くイメージについて検討することを通して、その問題について考えてみた。
『安愚楽鍋』に登場する人物の会話内容を見ていくと、西洋に関する持ち物や西洋の情報

についてほとんど触れておらず、主に登場人物の人生、職業や家庭に関わることを語ってい
るだけで、牛鍋屋という空間にいて牛鍋を食すことは、その語りを促すアイテムであったこ
とが読み取れる。一方、職業からみてみると、卑しいとみなされる仕事に就いている身分の
低い人々が登場していることがわかる。庶民にとっての文明開化はまず牛肉受容という食文
化の変化となってあらわれた。その受容層の中心は都市部の、身分の卑しい職能民たちであっ
た。彼ら彼女らが忌避され続けた牛肉を、夜の盛り場での飲食を通じて、人々が欲してやま
ない食材に変えていったのである。『安愚楽鍋』はこれをやや過剰に演出することで、庶民
の食べ物としての牛肉＝文明開化としてのそれをイメージ化し、これを広く伝えるメディア
としての役割を担ったのであった。
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発表概要　3

大阪市阿倍野地区再開発事業と阿倍野再開発訴訟に関する考察
A Study of the Abeno Ward, 

Osaka Redevelopment Project and the Abeno Redevelopment Lawsuit

梁昕怡（XinYi LIANG） 
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】 再開発、訴訟、阿倍野ターミナル、立ち退き、闇市
 Development, Lawsuit, Abeno Terminal, Evictions, Black Market

日本の高度経済成長期から、多くの地区において再開発事業が行われている。大阪市の
阿倍野地区再開発事業は 40 年にわたる事業である。そのような長時間の事業はあまり多く
ない。本報告では、都市再開発の中に、大阪の阿倍野地区再開発に注目し、再開発地区の歴
史、施行区域を明らかにし、再開発事業の具体的内容と阿倍野再開発訴訟を考察する。

第二次大戦で、大阪は空襲を受け、市街地の多くが焼け野原と化した中で、幸い阿倍野
周辺は戦災をまぬかれ焼け残った。とはいえ、終戦直後の阿倍野橋のターミナル近辺は、被
災者・復員軍人・食料買い出しの人々で終日ごった返しており、夜になっても駅の構内外は、
雑魚寝をする人たちであふれていた。こうした混乱状態がしばらく続いた。阿倍野地区第二
種市街地再開発事業は、このターミナルの南西約 28 ヘクタールの広大な密集市街地を対象
に、昭和 51 年（1976 年）から大阪市が進めている事業である。

しかし、事業が進まなかった。A1 地区についてなされた事業計画決定の内容は真に都
市の更新につながるものではなく、住民を追い出すための事業計画決定であると判断した
A1、A2 地区の住民は 84 年 9 月 1 日、事業計画決定取消訴訟を大阪地裁に提出した。結局、
訴訟団と大阪市の間で阿倍野再開発事業を市施行でやることについては、地元の意見を十分
尊重するという確認書を締結し、93 年 5 月、住民側が訴訟を取り下げたことで、提訴から 8
年 8 ヶ月ぶりに決着した。

この事業から、再開発を実施する際に、立ち退きのような問題を無視してはいけないと
いうことがわかる。これからも、住民意思を十分に尊重する住民参加の再開発の価値は重要
な課題として認識すべきだろう。
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発表概要　4

米穀法時代の米価調節論
―米価調査会における議論を中心に―

The Debate over Rice Price Regulation in the Period of Rice Law
―by Focusing on the Debate in the Rice Research Commission

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】 米穀法、1920 年代、米価調査会、米価調節論、農業、
 Rice Law, 1920s, Rice Research Commission,
 the Debate over Rice Price Regulation, Agriculture 

1921 年に米穀法が制定・実施されたことによって、米は政府の間接統制下に置かれるよ
うになった。しかし、米穀法実施後も、米価は安定した状態になってはおらず、1920 年代
前半の乱高下を経て、後半に下落傾向がみられる。一方、米穀法の運用に関する政府の財政
負担も増加し、累年差引損益の損失は、1928 年 2 月末時点に、6 千万円台に上った。このよ
うな状況の下で、第 56 回帝国議会 (1928 年 12 月 26 日〜 1929 年 3 月 25 日 ) では、米穀法の
運用資金の借入限度は７千万円の増額になったが、それは「米穀需給ニ関スル根本方針ノ決
定ニ至ルマデ便法トシテ」を前提とされた。

そこで登場したのが米穀調査会である。米穀調査会は 1929 年 5 月 22 日、米穀政策に関
する重要事項を調査審議するために設置された。会長は内閣総理大臣、副会長は大蔵大臣と
農林大臣が務め、田中義一内閣から始まり、犬養毅内閣まで存続する。米穀調査会の答申を
受け、1931 年 3 月 3 日に米穀法の第二回改正法案が公布されて、米価調節の基準（最高価格、
最低価格）が明確に定められるようになった。

本報告では、米穀法時代（1921 〜 33 年）に注目し、特に 1929 年に設置された米穀調査
会における米穀問題の根本対策をめぐる議論に焦点を当てて、各論者のもつ異なる国家の将
来像、言い換えれば、近代化のビジョン及び農業に対する認識の違いという視点から議論を
再考察し、各々の委員案が答申案に集約されていくプロセスを明らかにした。
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発表概要　5

「民有国営」を巡る経済論争の研究
―向井鹿松と小島精一を中心に―

A Studies of the Economic Controversies about
 “Privately Owned and State-Owned”

－ with a Focus on Mukai Shikamatsu and Kojima Seiichi － 

内川隆文（Takafumi UCHIKAWA）
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】 電力国家管理　統制経済　民有国営　日本発送電株式会社　                
 The National Control of the Electric Power , Controlled Economy
 Privately Owned and State-Owned ,Japan Electric Generation and 
 Transmission Company, 

1920 年代から 1930 年代にかけて電力市場を寡占した五つの企業（「五大電力」）が 1939 年、
国営企業である日本発送電株式会社（日発電）に吸収合併された。これは当時電力国家管理（以
後、国家管理とする）と称され、実質的な電力の国営化であった。国家管理は重要産業統制
法（1931 年、施行）が志向するカルテルを中心とした統制経済と異なり、政府による直接
的な経済への関与を目指した点で画期性を有した。しかしながらそれ以上に当時注目を集め
たのは、国家管理において採用された特殊な統制手法である。

当時、広田内閣は政治機構においては議会制度の是正を、経済制度においては自由から
統制へと舵を切る「庶政一新」策を打ち出していた。1936 年に同内閣下の内閣調査局が発
表した電力国営化案はその代表格であり、立法によって五大電力の資産を特殊会社・日本発
送電株式会社に強制出資させるとしていた。その見返りとして日発電からは出資額に応じた
株式が五大電力に配分されることで民間企業には所有権が、日発電には経営権がもたらされ
たことから「民有国営」案と称された。この原案はその後幾度の修正を経たものの、基本的
な性格は 1939 年に成立した電力国家管理外三法案に継承されている。1936 年から 1937 年
に至る「戦前」最後の 2 年間において、世論は「民有国営」案を軸に紛糾した。とりわけ企
業の自主的な所有権の処分を鑑みない同案の性質は賛成派・反対派双方によって熱い視線が
注がれたのである。本稿では、統制経済研究における二人の気鋭の経済学者―小島精一と向
井鹿松―が「民有国営」体制を巡った論争を比較分析することで、当時の統制経済論が現実
の問題の推移と並行してどのように変化したかを明らかにする。
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発表概要　6

ロシア内戦の難民：アメリカ赤十字社と日本の関わりについて
The Refugees of The Civil War in Russia:

 the Approach of The American Red Cross and Japan

マリヤ・レブロワ（Maria REBROVA）
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】 ロシア内戦、日露関係、米露関係、難民、赤十字社
 Russian Civil War, Russo-Japanese Relations,　
 Russo-American Relations, Refugees, Red Cross Society

　ロシア帝国が崩壊して、内戦（1917 〜 1922）が始まった時に、アメリカ、日本、フラン
スなどの国がロシアに武力干渉をした。日本では「シベリア出兵」として知られるそれが、
赤軍と白軍などの戦いや飢餓と共に多くの難民を生み出し、その難民の受け入れは日本政府
によってほぼ拒否されたと言っても良い。しかし、アメリカと日本の両政府の傍らで個人・
非営利人道組織が活躍し、故郷を追われたロシアの人々が戦火を逃れることができるように
尽力した。ロシア・アメリカ・日本の当時の複雑な関係に簡潔に触れながら、『陽明丸』事
件を例にアメリカ赤十字社と日本人の具体的な活動に焦点を当てたい。
　1918 年 4 月に全ロシア都市連盟ペトログラード支部は一部の子供たちを夏の間に食糧危
機に遭っていない州に送ることを決定し、こうして合計 895 人ぐらいの子供は東へ向かった
が、赤軍と白軍の衝突とチェコ軍の蜂起のためペトログラードに帰れなくなった。1920 年
までに、国際赤十字も協力し、米国赤十字社のアーレン・ライリーが子供たちをウラジオで
集めた。内戦のせいで陸地を通じてペトログラードへ戻ることが出来ず、日本の船舶会社に
依頼をしたところ、勝田汽船社長の勝田銀次郎が赤十字社に貨物船「陽明丸」を貸した。勝
田銀次郎個人でも多額の寄付をしたという。茅原基治が船長に指名され、米国赤十字社の下
で日本、サン・フランシスコ、ニューヨーク、フランス、フィンランドという世界周航の末
に、子供たちをロシアに帰した。不明なところがまだ多々あり、更なる研究を必要とするが、
今の段階で言えるのは、米国赤十字社が約 800 人のロシアの児童難民の救護に尽力したこと
と、少なくとも「勝田銀次郎」と「茅原基治」という個人が、子供たちの救出に貢献したこ
とである。そして、「陽明丸」が着港した室蘭は、大正時代の日本とロシアの関係を記憶す
るもう一つの場所になることである。
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 1  任地仁（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  日韓の土着信仰とキリスト教思想の様相の比較研究

 2 曾靖方（台湾東海大学大学院修士課程）
  楊千鶴『花咲く季節』における「少女」像の構築と
  その登場人物の自己形成

 3 クリッタポン・ヴィパーヴィークン（タマサート大学大学院修士課程）
  日本の書籍出版産業
  ―構造、流通制度、企業関係性から考察する―

 4 鄭永寿（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  在日朝鮮人にとっての「8.15」
  ―関東大震災時虐殺事件のトラウマ的体験のゆくえ―

 5 高洋（シンガポール国立大学大学院博士後期課程）
   19 世紀末から 20 世紀初頭の西洋における女優貞奴と花子の
     上演の受容について―ゴードン・クレイグの評論を中心に―

 6 木下佳奈（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  本省人作家・黄春明の台湾社会に対する認識
  〜日本統治期との繋がりを中心に〜

Ⅵ「文化・文学・社会」106室（2015年7月16日）
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発表概要　1

日韓の土着信仰とキリスト教思想の様相の比較研究
A Comparative Study on Aspects of Indigenous Beliefs and 

Christian Thought in Japan and Korea

　任地仁（JiIn IM）
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】 東洋的なキリスト、土着信仰、弱者と強者、二元的な対立
 Asian Christian, Folk Religion, The Weak and the Strong, Dualistic Conflict

「武士は二君を持たず」という言葉がある。遠藤周作の『侍』（1980）の長谷倉は西洋宗
教の神を藩主の存在よりも高いものだと認識することができず、超自然的な神の存在を認め
ることもできない。しかし、さまざまな失望と挫折、苦しみの果てに、貧しい者、悩める者
や孤独な者と共にいるその神はベラスコの西洋の神ではなく、テカリの元修道士の、いわば
屈折された東洋的な神「同伴者」イエス像を作り上げることになる。病みほうけた犬のよう
に無力でもそばにいてくれる神というイメージは、仏教や神道にはない遠藤独特の宗教観だ
と思える。

反面、李
イ・チョンジュン

清俊は、作品のなかで「甘受、試練、摂理、轡、災難」などの言葉をよく使い、
弱い者を守ってくれる＜父なる神＞を描いている。李清俊が作り上げた「神」とは、韓国の
精神風土によって本来の姿では定着することのなかった、伝統的思想と融和した神であった。

また、遠藤と李清俊は英雄的な人物ではなく、弱者へのまなざしを絶えず注いだ作家で、
両者の作品世界はいつも二元的な対立の構図をもつ。作品にあらわれた人間を分類してみる
と、強者と弱者、殉教者と背教者、聖者的人間と悪魔的人間という具合になり、作品の人物
をこのように二分化する傾向をもつ両者には、聖書的な思考方式をもっていることがわかる。

しかし、遠藤が『沈黙』（1966）で「強い者も弱い者もないのだ。強い者より弱い者が苦
しまなかったと誰が断言できよう」と書いているように、作中人物たちは二分化されたまま
ではなく、お互いの距離を縮め、重なり合う場合が多い。垂直的関係のなかで強者が弱者に
提示する「楽土」は、決して「われわれの天国」ではない、強者である「あなたたちの天国」
であった。しかし、元来は強者であったロドリゴやベラスコ、チョ院長がそれぞれ背教したり、
野心を捨てたり、院長という肩書を捨てることでお互いの関係は垂直的関係ではない、水平
的関係になる。キチジロー、侍、小鹿島の院生たちと同じ境遇になるということに作者のメッ
セージが込められているように思われる。
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発表概要　2

楊千鶴『花咲く季節』における
「少女」像の構築とその登場人物の自己形成

Images of Girls Constructed and Character’s Self Presentation
－ the Study of Chian-ho Yang’s “Hana Saku Kisetsu”－

曽靖方（ChingFang TSENG）
台湾・東海大学日本語言文化学科修士課程

TungHai University

【キーワード】 楊千鶴、『花咲く季節』、少女像、日本統治期台湾、センチメンタリズム
 Chian-ho Yang , Hana Saku Kisetsu, Images of Girls,
 Under Japanese Occupation, Sentimentalism

台湾女性作家の楊千鶴が 1942 年に発表した短編小説『花咲く季節』における人物像には、
「センチメタル」と「友情への執着」という二つの特徴がみられる。今田（2007）によれば「少
女」というものが有する本質的な特徴のひとつに「センチメンタリズム」が挙げられる。また、
久米（2013）によると明治末期の少女雑誌は「少女」たちも異性愛に走らせないため、掲載
する小説には「友愛」の特徴がみられたという。

　『花咲く季節』にこうした「少女」の特徴が見られるかについて考えてみると、物語か
らは「女子教育」と「活字メディア」からの影響が見受けられる。本田（1991）は女子教育
を受けた少女は「良妻賢母」の役目を果たすことが不可能であるという問題点を提示し、大
塚（1991）と渡部（2007）は、「少女」は学校制度と少女雑誌により大きい影響が受けると
指摘している。また、『花咲く季節』の登場人物の自己形成について、登場人物の四人のう
ち二人は戦時体制の国家が期待する「良妻賢母」の役目を果たしたが、主人公と翆苑の人物
像は、どういう方向へ形成されて行くか不明な状態である。主人公は「センチメンタル」な
特徴をもつ「少女」にネガティブなイメージを抱き、「少女」の存在価値を否定しながら、「友
情に執着すること」で「少女」同士の絆を深めたい、「少女」であることを守りたいという
複雑で曖昧な自己形成にいたる。

では、作者の楊千鶴が『花咲く季節』という作品にそのような「少女」像を作り上げた
意図は何か。それは「少女」であることの矛盾を問題化し、作品の発表を通して社会や読者
に「少女」の複雑な心理状態を伝え、そうすることで「少女」像を作り上げたのだろう。

最後に、『花咲く季節』の背景として、日本統治期の「女子教育」の「少女」規範、または、「活
字メディア」の影響を考察することで『花咲く季節』に見られる「少女」像を明確にしたい
と思う。
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発表概要　3

日本の書籍出版産業
―構造、流通制度、企業関係性から考察する―

The Japanese Publishing Industry
―Focusing on Industrial Structure, Distribution System and 

Relationship between Players―

クリッタポン・ヴィパーヴィークン （Krittaphol Viphaveekul）
タマサート大学大学院修士課程

Thammasat University

【キーワード】 書籍出版産業、書籍の多様性、流通制度、電子書籍出版
 Book Publishing Industry, Diversity of Books, Distribution System, 
 Electronic-Books

本研究は、なぜ日本は多様多種な書籍を出版できるかという疑問から始まった。同じような「出
版社―取次―書店」という産業構造であるものの、タイ―日本の新刊点数や市場規模の差が大
きい。また、デジタル化の増加傾向になる現在、日本の書籍出版および電子出版はどの方向に
向かっているのか。先行研究、報告書、統計、記事などの二次資料に基づき、書籍出版産業の「過
程」を中心として「構造」「流通制度」「企業関係性」を分析する。

従来の日本における書籍出版産業は文化政策を行っている。日本の書籍出版産業の構造は、
出版社・取次・書店の 3 つで成り立り、出版社から書店まで書籍の流通は、「出版社－取次－書店」
という通常の流通ルートで、70％を占めている。取次は２大柱の「再販制」と「委託制」より配
本の条件を決め、流通制度に重要な役割を果たす。また、出版産業の企業は、競争的ではなく
共同的な目的で団体を構成している場合が多い。

しかし、日本の書籍出版産業の売り上げは1996 年にピークだった後、長期的に縮小傾向になる。
一方で、アマゾンジャパンを代表として、オンライン書店ビジネスが拡大傾向になる。電子書籍
市場の拡大を含め、現在日本は、デジタルの書籍出版時代へ進展すると思われる。だが、現在、
電子書籍市場の拡大はマンガ市場のみ拡大して行き、他のコンテンツがほとんど伸びていなく、
電子書籍のコンテンツ不足が最大の問題となった。それは、売れている紙の本へ影響を与える
ことなどにより、出版社の作品はなかなか電子化していない。また、完全に紙から電子書籍へ
転換されてしまった時に、従来の取次や書店は、どうやって生き残れるのか。現状からすると、
従来の出版産業の企業は、電子書籍市場に参入する時機を逸してしまったように思われる。

従来の日本書籍出版産業では、大きな影響力を持つ企業・組織が出版文化や業界の安定性を
維持できるよう、寡占的な制度で出版・流通・販売活動を制御している。しかしながら、現在、
電子書籍出版が進展しても紙の本に比べると電子書籍には多様性が見られない。この点に関す
る要因は、日本の出版産業（紙媒体）における従来の構造・流通制度・企業の関係性の影響に
よると考えられる。
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発表概要　4

在日朝鮮人にとっての「8.15」
―関東大震災時虐殺事件のトラウマ的体験のゆくえ―

What Did and Does “August 15 in 1945” Mean to Koreans in Japan?
―Traumatic Experiences in the “Kanto Massacre”―

鄭永寿（YongSu CHONG）
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】 関東大震災時の朝鮮人虐殺事件、トラウマ、空襲、恐怖、避身
 Kanto Massacre, Traumatic Experiences, Air Raid, Fear, Shelter

本報告では、関東大震災時に、日本の軍隊・警察、自警団による虐殺事件に直面した朝
鮮人社会のゆくえとして、日本敗戦／朝鮮解放前後の情況下で生起された在日朝鮮人のトラ
ウマ的反応を検討した。これは大虐殺という植民地主義の暴力の極致が、朝鮮人の精神にい
かなる傷害を与え、その後の生にどのような影響をもたらしたのかという問題を考察する試
みである。

敗戦前後期の日本人の「疑心暗鬼」とそれに対峙した朝鮮人の恐怖をめぐる先行研究（樋
口雄一、鄭栄桓など）をふまえ、朝鮮人の動向、なかでも関東大震災・虐殺事件の体験者・
見聞者、その親族の言動（治安対策というフィルターを通して報告された朝鮮人の「声」も
含む）に注目することで、治安当局によって、「流言蜚語」として「犯罪」化（内務省警保
局保安課『特高月報』等に報告）された朝鮮人の恐怖の実際を掘り下げることに注力した。

治安当局側の「調査」と朝鮮人側の関連史資料から当該期を再構成することで新たにみ
えてくるのは、東京・大阪の大空襲や原爆による甚大な被害のなかで関東大震災時のような
大虐殺の再来が危惧され、「玉音放送」を契機に全国各地に広がった流言蜚語と朝鮮人殺傷
事件（埼玉県寄居事件など）により、朝鮮への帰還や朝鮮人集住地への移住に人々を急がせ
たことである。

このような考察を通じて、解放直後、朝鮮人の大規模な即時帰還の背景には、望郷の念
や新朝鮮建設への思いとともに恐怖心が混在していたこと、また日本人が再び襲ってくるの
ではないかという危惧と不安、そして実際起こった殺傷事件は、朝鮮人がより集住し、より
強固な相互扶助的民族団体を求め、集う有力な契機のひとつとなったことを垣間見ることが
できた。

虐殺事件のトラウマ的体験は、その後にも、被虐殺の記憶の想起に留まらず、「避身」と
しての帰還や集住といった行動にまで現れることになったのであり、この意味から、在日朝
鮮人にとっての「8.15」とは、「喜びと恐怖心」（1946 年 10 月の在日本朝鮮人連盟第三回大
会情勢報告）が混在するものであったと言えるだろう。
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発表概要　5

19 世紀末から 20 世紀初頭の西洋における
女優貞奴と花子の上演の受容について

―ゴードン・クレイグの評論を中心に―
The Reception of the Performance of Sada Yacco and Hanako

 in the West at the Turn of the Century
― Centered on the Critiques of Gordon Craig

高洋（Yang GAO）
シンガポール国立大学日本研究学科博士後期課程

National University of Singapore

【キーワード】 川上貞奴、花子、川上音二郎、ゴードン・クレイグ、ジャポニスム
 Kawakami Sadayakko (Sada Yacco), Hanako, Kawakami Otojirō, 
 Gordon Craig, Japonisme

19 世紀末から 20 世紀初頭の世紀転換期において、川上貞奴と花子という二人の日本人女
優はヨーロッパと北アメリカを含めた西洋諸国の舞台に立って演技を披露し、絶大な人気を
博した。本発表は、世紀転換期の西洋という特殊な歴史的文脈において、特にジャポニスム
という西洋における日本文化ブームを背景に貞奴と花子の舞台上演が如何にして西側世界の
一般公衆及びプロの演劇人によって受け取られ、評価されていたのかについて、ゴードン・
クレイグの言説を代表的な例としながら探求する。

クレイグは舞台演技者の性別という面においては日本演劇に対して極めて保守的な態度
を持っている。貞奴と花子は演劇に携わる芸術家ではなく、むしろ異質な存在として男性支
配の舞台に侵入し、その完璧なハーモニーを破壊した者だと彼は考えている。

貞奴と花子の上演には改革志向と伝統尊重の混在という二重性の特徴が認められる。ク
レイグから見れば、貞奴と花子が見せた自然主義的な演技様式は日本演劇の基本法則に根本
から反している。貞奴と花子の上演に見られる西洋式の「現代性」、特に彼女たちが見せた
極めて自然主義的な演技については、当時の西洋人評論家は、それをぞっとさせるリアリズ
ム」と形容している。クレイグはリアリズム演劇の諸演技様式を日本演劇に取り入れようと
いう貞奴と花子の試みを強く非難している。

世紀転換期の西洋における一つの思想的背景として、ジャポニスム、特にそれによって培
われた日本美術に対する知識と理解こそは西洋における貞奴と花子の上演受容の様相を左右
する最も強力な要因の一つと言えよう。貞奴と花子の舞台上演の価値を判断するために用い
られていた基準は、舞台芸術によるものではなく、美術という演劇と完全に異なる内的法則
を有する芸術ジャンルによって決められていた。したがって、世紀転換期の西洋において日
本文化全般に対する理解と認識の構造的な不均衡と不足は、貞奴と花子の上演をめぐる様々
な受容上の不備とズレをもたらした。
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発表原稿　6

本省人作家・黄春明の台湾社会に対する認識
～日本統治期との繋がりを中心に～

Recognition of Taiwan Society of the Taiwanese Writer, Huang Chunming：
 Focused on the Aftermath of Japan Reign Period, and the Impact of the not 

only International Situation but also Modernization　

木下佳奈（Kana KINOSHITA）
東京外国語大学大学院前期課程

Tokyo University of Foreign Studies

[ キーワード ]  黄春明、台湾文学、台湾社会、日本統治期、郷土小説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 Huang Chunming, Taiwan Literature, Taiwan society,
 Japan Rule Age, Local Novel

　黃春明は1962年にデビューした、70年代を代表する台湾本省人作家である。現在まで台湾の
素朴な農民・市民に焦点を当てた「郷土小説」作品で評価されており、それらの作品には日本と台
湾の関係性が現れた作品も少なくない。本稿では黄春明の代表作のいくつかを比較し考察した。
　1967年、《文学季刊》第五期掲載の《看海的日子》1 は幼少期に養女に出された娼婦・白梅が
故郷へ戻り自らの居場所を見つける姿を描いた短編小説である。
　作中では白梅が失恋した妹分の鶯鶯を慰めるべく歌った曲として周添旺作詞、鄧雨賢作曲

《雨夜花》（1934年）が登場する。
　この歌は本来、零落した女性の悲しみを描いたとされたが、抑圧された台湾の民族意識が歌
われたと解釈が変わっていった。2 日本統治下の台湾に育った白梅が歌うこの曲は、日本統治期
終了後もなお台湾社会が引きずる植民地記憶の現れである。さらに1973年《文季》第一期に発
表された《莎喲娜啦・再見》3 では日本による台湾への経済的な優位性を批判し、台湾人に対す
る警告を発した。
　1988年８月《中国時報》の《人間副刊》欄掲載の《戰士，乾杯！》4 では権力を持つ者の経済・言
語・文化の面で優位な社会的立場に対して疑問を呈する。日本による台湾統治は、《看海的日子》
に登場する《雨夜花》が台湾人の民族意識を象徴する曲として捉えられていた事からも分かる様
に、民族間の権力格差を是認する社会構造を形成するものであった。
　本稿で取り上げた作品は台湾の日本統治期を捉える際に、日本人に都合の良い郷愁に陥るこ
となく実相の問題を見つめる上で役立つであろう。今後はこの視点を深めつつ、現代社会への作
家の視線とどう繋がるのかまで分析し、作家の社会意識と結びつけて論じていきたい。
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