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7 月 11 日～ 13 日にわたって、夏季セミナー 2018「言語・文学・社会―国際日本研究の試み」
が開催された。またこれに併せて、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 7回目である。今回はゲスト講師として、孫

建軍氏 （北京大学）、朱秋而氏 （国立台湾大学）、金鍾德氏 （韓国外国語大学）、リム　ベンチ
ュー氏（シンガポール国立大学）、スタニスワフ　マイヤー氏（ヤギェロン大学）、ナジェー
ジダ　ウェインベルグ氏（イルクーツク国立総合大学）、アサドチフ　オクサーナ氏（キエ
フ国立大学）の各氏に加え、国際日本研究センターが受け入れ機関である博報財団の研究者 
梁青氏（厦門大学）、オリガ　ホメンコ氏（キエフ・モヒーラアカデミー国立大学）を迎えた。
さらに、本学からは峰岸真琴氏、鈴木智美氏、 逆井聡人氏の各教員が講義を担当し、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今年で 6回目であるが、今回は

49名の大学院生が参加。日本国内の大学院生 4大学計 35名のほか開南大学からの 1名及び、
招へい講師と共に海外大学から来日した大学院生ら 8カ国・地域 12 大学計 13 名も加わり、
発表・議論がおこなわれました。国内からは本学学生のほかに、国際基督教大学、筑波大学、
明治大学からの参加があった。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活発に交わされた。また、海外の院生を対
象に実施した「発表リハーサル」に積極的に参加し、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。今年は司会、タイムキーパーと
もに学生による自主運営の形式を取ったがこれも成功し、報告後は例年より活発な質疑応答
がなされた。終了後、海外大学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。参加者数は 3日間のべで 700 名を超えている。
サマースクールにあわせて、7月 8日、9日、14 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、郷土の森博物館を見
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 12 日には、留学生日本語教育センターの交流室・ガレリア

において、院生懇親会が、林副学長や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 13 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、夏季セミナーの反省や今後の開催について意見交換も行われた。
夏季セミナーの各講義、ならびに二日間にわたっておこなわれた大学院生の研究発表の

要旨は、センターのウェブサイトで参照されたい。
（編集委員会）

夏季セミナー2018
大学院生サマースクール報告および大学院生報告要旨
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Ⅰ「言語」 ① JLC213室（2018年 7月11日）

 1. 銭梦潔（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  日本語複合動詞「～こむ」について一考察
  ―言語習得の視点から―

 2. 江鈺琦（台湾・開南大学応用日本語研究科修士課程）
  痛みのオノマトペについての考察
  ―「ビリビリ」、「ジンジン」、「チクチク」を対象に―

 3. 張芹輔（国立台湾大学大学院修士課程）
  日本語の飲食用語における外来語要素について

 4. 王棟（東京外国語大学）
  日本語連用修飾語成分の新しい捉え方について
  ―形容詞が連用修飾語となる場合を例に―

 5. 南紅花（東京外国語大学）
  動詞「いう」における内容語的な用法から機能語的な用法への移行

 6. 帰翔（東京外国語大学）
  比較構文に使われる程度副詞の研究
  ―大規模コーパスによる事実調査を中心に―

 7. 泉大輔（東京外国語大学）
  「感」の形式的特徴と意味・用法に関する考察
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発表概要　１

日本語複合動詞「～こむ」について一考察
―言語習得の視点から―

A study on Japanese Compound Verbs ‘～ komu’
―from the viewpoint of second language acquisition―

銭梦潔（MengJie QIAN）
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】 複合動詞、～こむ、コーパス、学習者、対照研究
  compound verb, ～ komu, corpus, leaner, contrastive analysis

日本語の複合動詞は動詞の中でかなりの頻度を占めているにもかかわらず、学習者にとっ
ては非常に学習し難い項目である。その中でも、「～こむ」はとりわけ難しいと言われている。
「～こむ」に関する意味分類はたくさん既存しているが、本研究はクラスター分析といった
手法を用いて、「～こむ」の新たな分類を提出してみたい。また、学習者コーパスを基にし
て、中国人日本語学習者の使用実態を日本語母語話者の使用実態と対比しながら明らかにし
たい。そして、それを踏まえた上で、中国語における「～こむ」との対訳からみた中国語と
日本語の両言語における時空間認知について考察する。
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発表概要　２

痛みのオノマトペについての考察
―「ビリビリ」、「ジンジン」、「チクチク」を対象に―

The inspection about onomatopoeia of pain
―the case of「biribiri」、「jinjin」、「chikuchiku」―

江鈺琦（YuChi CHIANG）
開南大学大学院修士課程
Kainan University

【キーワード】 ビリビリ、ジンジン、チクチク、痛みのオノマトペ、意味付け
  biribiri, jinjin, chikuchiku, onomatopoeia of pain, implication

本調査では二つのウェブサイトで記述した痛みのオノマトペの意味の違いを検討するた
め、「ビリビリ」、「ジンジン」、「チクチク」の意味付けを辞書十五冊により詳しく検討していく。
調査結果から、「ビリビリ」と「ジンジン」とはともにしびれを示す意味があるが、「ビリビリ」
は特に電気によって引き起こされるしびれを表現するオノマトペということが分かった。一
方、「チクチク」の意味は「針で刺すような痛み」ということが確認された。また、「ジンジン」
は、「しびれ」より、「痛み」の方が強いことも分かった。本調査から、辞書による「ビリビ
リ」と「チクチク」の意味は見解が一致しているが、「ジンジン」の意味に関しては見解が
分かれているため、より深く探求する必要があることが示唆されている。今後は用例 JP の
実例を参考に、「ビリビリ」、「ジンジン」、「チクチク」の意味付けをさらに詳しく検討する
必要がある。
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発表概要　３

日本の飲食語彙における外来語要素について
An analysis of loan-words lexeme in restaurant menus in Japan

張芹輔 (ChinFu CHANG)
国立台湾大学大学院修士課程
Taiwan University

【キーワード】 飲食語彙、形態素解析、語彙素、外来語、コーパス言語学
  vocabulary of restaurant menus, morphological analysis, lexeme,
  loan-words, corpus linguistics

近来外来語の使用状況について、国立国語研究所の「雑誌用語の変遷」「現代雑誌の語彙
調査」によると、外来語延べ語数の割合は 0.87％（1906 年）から 12.3％（1994 年）に上がっ
たとされる。外来語使用の増加傾向は、今の日本の飲食語彙にどのような実態を呈している
のか。本報告は『サイゼリヤ』（ファミレス業界）と『甘太郎』、（居酒屋業界）を取り上げ、
そのメニューにおける外来語の使用にどのような傾向が見られるのかを探ってみる。その結
果、両店のメニューに見られる外来語要素の割合は、それぞれ 73%、45% であることが分
かった。これを国立国語研究所の「現代雑誌 200 万字言語調査語彙表」（2006）と照らし合
わせてみると、調査語彙表に収録されていないものが約 3割を占めることが確認できた。『サ
イゼリヤ』は洋食料理店のため、外来語要素が多いのは当然であるが、居酒屋『甘太郎』に
おいても半分弱見られるという点で注目される。特に、使用頻度の低い外来語要素は 3割弱
にも達している点から日本語学習者にやさしくないと考えられよう。本稿は、日本の飲食語
彙における外来語要素の使用傾向を解明することによって日本語学習者の食に関するリテラ
シーの強化に役に立てればと思う。



夏季セミナー 2018・大学院生研究発表要旨162

発表概要　４

日本語の修飾語成分の新しい捉え方について
－形容詞が修飾語となる場合－

王棟 (Dong WANG)
東京外国語大学博士後期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】 連用修飾語　情態修飾語　結果修飾語　説明対象　比較基準       
  Adverb adverbial modifi ers, stative modifi ers, resultative modifi ers,
  subject of description, standard of comparison

日本語の文成分には情態修飾語と呼ばれるものがある。情態修飾語のうち、「動きの様態」
( 太郎がゆっくり走る ) を表す修飾語は「様態修飾語」と呼ばれ、「モノの結果様態」( 壁を
赤く塗る ) を表す修飾語は「結果修飾語」と呼ばれることが多い。1980 年代以降、日本語の
連用修飾語の研究の多くは、こうした「動きの様態」か「モノの結果様態」かという判断基
準に基づいて進んできた。
本稿は「情態修飾語」の捉え方として新たな分類方法を試み、「主体修飾語」と「客体修飾語」

を提唱する。まず、修飾語が主体を説明する場合があれば、修飾語が客体を説明する場合が
あるという言語事実に基づいて「説明対象」の対立を提示する。さらに、修飾語の説明対象
と比較しているのは事象の開始時点における説明対象の場合があれば、そうでない場合があ
る言語事実に基づいて「比較基準」の対立を提示する。
「説明対象」と「比較基準」を取り入れた修飾語の捉え方は以下のようになる。

説明対象
比較基準

主体 客体

事象内基準
海が赤く染まる。
(「染まる」前の海⇔「染まる」
後の海 )

野菜を小さく切る。
(「切る」前の野菜⇔「切る」後
の野菜の場合）

事象外基準
太郎が素早く走る。
(「走る」太郎⇔他の基準値の比
較の場合 )

野菜を大きく切る。
(「切る」の後の野菜⇔他の基準
値の場合 )
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発表概要　５

動詞「いう」における内容語的な用法から
機能語的な用法への移行

The Transition from the Use of the Content Word to the Use of the Function 
Word in the Verb “iu”

南紅花（HongHua NAN）
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】 言語活動、動詞、内容語、機能語、移行
  Linguistic activities, Verb, Content word, Function word, Transition

本発表では、動詞「いう」の内容語的用法から機能語的用法との間で連続性が存在して
いると考えられ、その連続性に注目し、移行の仕方について分析した。
動詞「いう」が内容語的用法から機能語的用法へ移行する際に、「発話する」主体、「発

話する」相手、及び「発話する」内容が主な焦点になりうると考えられ、本発表では、上述
した三つの要素がどのような構文的条件を成しているのかについて考察した。詳しくにいえ
ば、発話主体の有無とその表れ方について、相手の有無とその表れ方について、発話内容を
表すト節とヲ格名詞についてそれぞれ実例をもとにして考察を行った。考察の結果、以下の
ようになる。
Ⅰ 発話行為の発話主体が特定の人名詞の場合から不特定の人の場合、発話主体が特定
 できない場合にしたがって、動詞「いう」の語彙的な意味も薄くなり、内容語的用
 法から機能語的用法へ移行していくと考えられる。
Ⅱ 発話の相手が特定の人の場合から、不特定の人及び存在しない場合、内容語的用法
 から機能語的用法への移行が生じる。また連体修飾の外の関係を成している場合は
 ほとんど完全に機能語的用法へ移行したと考えられる。
Ⅲ 発話内容を表すト節の引用節とヲ格名詞が言語活動で発話した発話内容そのものを
 さしている場合と、ヲ格名詞が言語と関係する抽象名詞や感情と関係する抽象名詞
 である場合は、内容語的用法が保たれているといえる。しかし、ヲ格名詞が文中に
 表れることができない場合や、ト節が発話内容を表しておらず一般的な常識や通説
 的なことを表す場合、ヲ格名詞が抽象名詞である場合やト節（明確に言えば、ト格）
 に固有名詞が表れる場合は、動詞「いう」の語彙的な意味も稀薄になり、極端的な
 場合は内容語的用法であるとはいいがたくなり、機能語的用法に移行していくとい
 える。
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発表概要　６

比較構文に使われる程度副詞の研究
―大規模コーパスによる事実調査を中心に―

a Corpus Investigation about Adverbs of Degree in Comparative Sentence

帰翔（Xiang GUI）
東京外国語大学博士後期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】 程度副詞、比較基準、比較構文、コーパス
  adverb of degree, referent, comparative sentence, corpus

特定の比較基準と共起するかどうかは程度副詞研究の重要な論点の一つである。比較構
文「XはYより　　Aだ」、計量構文「Xは　　Aだ」のそれぞれに収まるか否かという構
文テストによって、程度副詞は大きく比較構文にのみ使用可能な【もっと】タイプ、計量構
文にのみ使用かのうな【とても】タイプ、両構文にも使用可能な【多少】タイプに分類できる。
しかし、コーパス資料の事実調査を通して、以下の二点を観察した。これは程度副詞の

分類はデジタルなものでなく、もっと複雑な場面を考えなければならないことを反映してい
る。従来指摘されて来た構文テストのより深い理解を要請すると言えよう。

① 【もっと】タイプは全体的に比較構文に出現しやすい。ただし、「はるかに」一語を
 除いて他の副詞は半数以上の用例が比較構文に出現しているというわけではない
② 【とても】タイプは全体的に計量構文に出現しやすい。ただし、「ずいぶん」、「かなり」
 など一定程度の出現例が確認できる語もある
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発表概要　7

「感」の形式的特徴と意味・用法に関する考察
An Analysis of the Formal Characteristics, Meanings, and Usage of 

the Japanese Word KAN 

泉大輔（Daisuke IZUMI）
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】 感、コーパス、臨時一語、句の包摂、想定引用
  KAN, Corpus, Nonce Formation, Phrasal Compound, Assumed Quotation

本発表の目的は、現代日本語における「感」について、それが自立語としてふるまったり、
複合語を構成したり、文を包摂したりするといった多様な用法を持つことに着目し、多くの
実例をもとに、その形式的特徴を明らかにした上で、形式と意味との対応関係を明らかにす
ることである。
自立語としての「感」に関して、規定成分を伴わない場合は、共起する述語が限定され、

慣用的に用いられるということ、規定成分を伴う場合は、先行研究で記述されている要素の
他に形容詞および連体詞などが立ち得ることが明らかになった。
語構成要素としての「感」に関して、辞書に見出し語として採用されている複合語「～感」

の多くは、前項が漢語名詞（「罪悪感」「責任感」など）だが、この他、和語・外来語名詞（「卵
感」「アルコール感」など）、動詞からの転成名詞（「歩み寄り感」など）、形容詞の語幹（「ゆ
る感」など）、副詞（「あいにく感」など）、感動詞（「さよなら感」など）といった種々の要
素が前接することで、「感」は多様な臨時一語を形成することが可能であると思われる。
文を包摂する「感」に関しては、動詞の命令形（「頑張れ感」など）、動詞の意志形（「食

べよう感」など）、感動詞（「「あー、夢でよかった」感」など）、種々の終助詞（「どうでも
いいや感」など）を含む様々な文を包摂するという特徴がみられる。
形式と意味との対応関係について、「感」には①「強く深い心の動き」と②「物事に接し

たときに生じる心の動き」の大きく 2つの意味があり、前者は規定成分を伴わない自立語と
しての「感」に、程度が大きいことを表す述語（「極まる」「に堪えない」など）が共起し、
後者は「感」の具体的な内容を表す要素（「絶望」「もちもち」など）が前接し、「～感」の
存在や様相を表す任意の述語（「がある」「が漂う」「を抱く」など）が共起するという特徴
がみられる。特に文を包摂する「感」は、「心内発話の引用による感想表現」「想定引用によ
る対象描写」といった特徴的な意味を有することが明らかになった。
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Ⅱ「言語」 ② JLC214室（2018年 7月11日）

 1. 胡良娜（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  日本人中国語学習者による“了”の誤用に関する分析

 2. 張文（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  中国語における行為者が一人称の受動文について
  ―日本語との対照の視点から―

 3. タティット　プスパニン　グガナ（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  インドネシア語母語話者による感謝表現への人間関係の影響
  ―日本語母語話者との対照―

 4. 張婷（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  中国語と日本語における当為判断のモダリティに関する研究

 5. 石田智裕（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  中国語助動詞“会”の誤用から見る、日本語・中国語の時間経過認識

 6. 張正（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  なぜ日本語母語話者は中国語の結果複合動詞を間違うのか
  ―学習者コーパスに基づく考察―

 7. 王清汝（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  日本語の「Ⅴ - テイル」と中国語の対応性に関する調査
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発表概要　１

日本人中国語学習者による“了”の誤用に関する分析
̶日本語との対照の視点から̶

The error analysis of “le” based on Japanese learner of Chinese 
̶From the viewpoint of Contrast with Japanese̶

胡良娜（LiangNa HU)
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】 “了”誤用、対照、認知と談話分析、中国語教育
  “le”, Error analysis, Contrast, Cognitive and Discourse analysis,  
  Chinese teaching

日本人は中国語の学習に際して、中国語の助詞“了”を誤用することが多い。それは母
語である日本語の「た」の影響によるものであると推測できるが、特に書き言葉に於いて“了”
の誤用が顕著である。本研究は日本人中国語学習者による“了”の使用状況を分析し、その
誤用の原因を明らかにすることをと目標とする。
具体的には、日本人中国語学習者が書いた中国語の作文データを使い、認知言語学や談

話分析の理論に基づき、日本語との比較の観点から“了”の使用状況と誤用などを考察する。
更に、その分析結果に基づき、第二言語教育に於ける“了”のより効果的な教授法を提案する。
考察した結果、学習者はある程度“了”を把握しているが、“了２”の誤りは“了１”よ

り多いことがわかった。“了１”の誤用分析は余計なものに対する研究が多いが、今回の調
査では、“了１”の欠落が顕著である。それは母語の影響を受け、“了１”の意味と機能を十
分理解していないからであると予測できる。一方、“了２”の誤りは濫用することで、文の
連関が分断されてしまうことが多い。それは談話における“了２”の使い方を把握していな
いためであると考えられる。
教科書では、統語論の観点から“了”の意味と機能を説明するものが多い。しかし学習

者の作文を見ると、単独文としては問題ないが、談話における“了”の使い方は自然さを欠
いているため、談話分析という視点からも“了１”と“了２”の使用法則を説明する必要が
ある。
日中両言語では、同じ事実でも事態を語る視点が異なる為、表現が異なる場合がある。よっ

て、日本語と対照する視点から“了”を説明することで、学習者はより深く理解することが
できると考える。ただし、日中両言語が具体的にどのような場面や基準で、変化あるいは状
態から事態を語るかについて、さらに研究する必要がある。
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発表概要　２

中国語における行為者が一人称の受動文について
―日本語との対照の視点から―

On the passive sentence with the fi rst person actor in Chinese
―From the viewpoint of contrast with Japanese―

張文（Wen 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】 中国語、日本語、受動文、行為者、一人称
  Chinese, Japanese, Passive, Agent, First person, 

中国語の受動文に関わる諸問題は、中国語文法研究において特に関心が寄せられてきた。
中国語受動文の典型的なタイプは、（1）に示すような文である。
 （1）杯子被小张摔碎了。（コップは張さんに落とされて割れてしまった。）

また、中国語の受動文においては一人称が行為者となることが可能で、（2）に示すよう
な文は成立する。
 （2）杯子被我摔碎了。（コップは私に落とされて割れてしまった。）

杉村（1992）（1998）（2017）の一連の研究は、中国語の“被”構文において一人称が行
為者になるという特徴について触れている。杉村（1998:58) では“被”構文において一人称
が行為者になる例の特異性を取り上げ、英語や日本語との比較において明らかな中国語の特
徴であるとしている。この種の“被”構文では行為者が誰なのかが文全体の焦点であるとさ
れている。杉村（1992:56）によると、「難事の達成を誇るという「色付き」の受動化である
ので、動作主（施事）が欠かせないのである。自己称揚であって施事を帯びない被動文はま
だ発見できていない」という。従って、日本語や英語において行為者を提示せず文を成立さ
せるための文法手段として受動文が用いられるが、中国語においてはそうでないことが分か
る。
一方で、日本語においては、（2）のような事態を表す場合は、一人称を主語に立てた主

動文で表現するのが普通であり、「私に～された」のような行為者が一人称の受動文は不自
然である。よって、受動文において一人称が行為者になることができるというのは中国語の
特徴であると思われる。本研究は中国語の一人称が行為者となる受動文の特徴を分析し、そ
の観点から、日本語と中国語の受動文の相違点を考察する。
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発表概要　３

インドネシア語母語話者による感謝表現への人間関係の影響
―日本語母語話者との対照―

Infl uence of Human Relations to Gratitude Expression 
by Indonesian Native Speakers

―in Contrast with Japanese Native Speakers―

タティット　プスパニン　グガナ（Thathit Puspaning Gegana）
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】 感謝表現、人間関係、インドネシア語母語話者、日本語母語話者
  Gratitude Expression, Human Relation, Indonesian Native Speaker, 
  Japanese Native Speaker

本研究は、インドネシア語母語話者間において人間関係がどのように感謝表現に影響す
るかについて、日本語母語話者における場合と対照するものである。
ランブクピティヤ（2014）は、シンハラ語母語話者と対照した上で、日本語母語話者は、

聞き手との「親疎関係」と「同位・上位関係」を認識しながら「定型表現」を用いて感謝の
意を示すと述べた。ランブクピティヤ（2014）が日本語母語話者とシンハラ語母語話者に実
施したロールプレイを参考にし、筆者はインドネシア語母語話者にロールプレイを行った。
ランブクピティヤ（2014）が実施した日本語母語話者に関する分析の結果と対照し、インド
ネシア語母語話者における人間関係の感謝表現への影響を分析する。
調査をした結果、次のようなことが分かった。まず、親疎関係の軸から見ると、インド

ネシア語母語話者は、親疎を問わず感謝場面において感謝を表出するが、回数は日本語母
語話者より少ない。また、感謝を表出するときは、インドネシア語の感謝表現 terima kasih
の短縮形であるmakasih が多く用いられる。更に、親しくない相手には、発話を強調する
機能を持つ語 ya や相手にふさわしい呼びかけ語で感謝表現を締めくくることが多い。
次に、上下関係を軸にしてみると、インドネシア語母語話者は、自分と同じレベルにあ

ると見なす相手に対しては、定型表現の他に、定型表現以外のストラテジーを好む。また、
自分より上の立場にあると見なす相手に対しては、定型表現の使用、感謝を表現する回数、
そして呼びかけ語で締めくくることが多くなる。

参考文献
ランブクピティヤ，S.M.D.T.（2014）「日本語母語話者とシンハラ語母語話者の感謝場面

における「人間関係」についての理解と感謝表現‐ロールプレイを中心に‐」『日
本語教育』158，pp. 112-129．
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発表概要　４

中国語と日本語における当為判断のモダリティに関する研究
A Study on Deontic Modality between Chinese and Japanese

張婷（Ting 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】 当為的モダリティ、認識的モダリティ、日本語教授法、日中翻訳コーパス、
  翻訳研究
  Deontic Modality, Epistemic Modality, Japanese Pedagogy,
  Chinese-Japanese Translation Corpus,  Translation Studies

日本語と中国語において、モダリティの研究が盛んに行われてきたが、認識的モダリティ
の研究が中心であるのに対し、「当為判断のモダリティ」の研究は、まだ手薄な領域である。
例えば、中国語の「要 yao」「应该 yinggai」「必须 bixu」と日本語の「なければならない」「べ
きだ」「ざるを得ない」は、意味は類似しているが、実際、日中両言語の当為判断のモダリティ
は同質のものではない。
このため、日本語と中国語の間の翻訳においては、対訳できるものもあれば、対訳でき

ない場合や、不自然な訳になってしまうケースも見られる。本研究では、中国語と日本語の
当為表現の共通点と相違点について考察し、言語教育への応用を考察する。
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発表概要　５

中国語助動詞“会”の誤用から見る
日本語・中国語の時間経過認識

Temporal recognition in Japanese and Chinese through errors 
in the use of the Chinese Auxiliary verb HUI

石田智裕（Tomohiro ISHIDA）
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】 日中対照言語学、時間知覚、経験現在、イレアリス、中国語助動詞“会”
  Japanese-Chinese contrastive linguistics, Time perception, 
  Experiential-present, Irrealis mood, Chinese auxiliary verb HUI

東京外国語大学・多言語作文コーパスの分析によって、日本語話者は「実現可能性があ
ること」を意味する中国語の助動詞“会”の脱落が有意に多いことが明らかになっている。
一方、英語話者は殆ど脱落を起こさないことがわかっている。本稿では、助動詞“会”の機
能を「今体験している経験現在から事象を切り離すこと」＝言語学的に言えばイレアリスの
標識と仮定した上で、日本語のイレアリス標識が明示的でないことを日本語話者による誤用
の原因だとする。加えて、外国語教育の視点から見た“会”の習得方法についても提案を行
う。中国語“会”の機能は、今現在と発話の対象を切り離すことにある。本発表ではそれを、
1. 推測・判断など、別の時間軸を設定してそこに言及する表現 , 2. 反復的・習慣的に発生す
る事象に言及する表現 , 3. 一定の期間持ち続ける意思の三種類に分類し、考察した。
“会”がイレアリスの標識であると仮定した場合、日本語に同種の標識が存在するだろう
か？日本語では、動詞のル形・タ形・テイル形など、活用形はいずれも現実・非現実の双方
に言及することができる。また、「ダロウ」のような推測モダリティを表わす助詞に関して
も、“会”との対応は表面的・部分的にとどまっている。日本語では、イレアリスの標識が
必ずしも義務的でないことが、中国語の“会”の日本語話者による習得を阻害している。こ
れは、通言語的に見たレアリティーの中国語・日本語における表出方法の差異によるもので
ある。日本語話者への中国語教育においては、中国語がレアリス・イレアリスを義務的に区
別する言語であることを明示的に指導することで、日本語話者の母語の転移を防ぐことがで
きるのではないか。
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発表概要　６

なぜ日本語母語話者は中国語の結果複合動詞を間違うのか
―学習者コーパスに基づく考察―

Why Do Japanese L1 Learners Misuse Chinese Resultative Compound Verbs ?
―A Corpus-based Study―

張正（Zheng ZHANG）
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】 母語干渉、統語とレキシコンのインターフェイス、 語彙意味論、結果事象、
  言語類型論
  Language Transfer, Lexical Semantics, Syntax-Lexicon Interface, 
  Linguistic Typology, Resultative Event

日本語母語話者が中国語文法を習得する際、習得困難な文法項目の一つとして、「結果補語」が
挙げられる。本稿では、筆者がチームリーダーとなって作成した中国語学習者作文コーパスにおい
て、結果補語の習得状況について調査し、その誤用・非用の要因について考察する。まず、東京外
国語大学中国語専攻学習者コーパスから誤用例を挙げる。

（1）如果你住在城市的话，你会比较容易<找→找到>工作。(2013_068_TUFS_CH_077 学習歴 5年 )
　  都市に住むなら、仕事がすぐ見つかる。
（2）如果买杯面的话， <吃→吃完 >后我们可以扔掉容器。(2013_130_TUFS_CH_086：学習歴 3年）
　  カップ麺を買えば、食べ終わったら容器を捨てればいい。

その一方で、英語母語話者による中国語学習はコーパスにおいては、結果補語については、脱
落現象がみられず、以下のように過剰使用による誤用がみられ、日本語母語学習者とは、対照的で
ある。

（3）現在，我去特別有名的大學是為了<當成→當>醫生。（E-B1-0034）
　  今、私は有名な大学に行くのは、医者になるためである。

日本語・英語といった母語の相違によってみられる、結果補語の習得にかかわる対比は、どの
ような要因によるものだろうか。本研究の目的は、日本語母語中国語学習者コーパスに見られる中
国語結果複合動詞の誤用考察を通して、日本語母語話者は、中国語の結果複合動詞を習得する際に、
「どのような誤用パターンを引き起こすのか」（RQ1）、「どのような日本語の特性の影響を受け、誤
用を産出するのか」(RQ2) について研究し、日本語・中国語における結果複合動詞の仕組みの違い
を明らかにし、効果的な外国語教授法に貢献することにある。
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発表概要　7

日本語の「Ⅴ - テイル」と中国語の対応性に関する調査
A comprehensive analysis on the correspondence of 

Japanese v-teiru and Chinese

王清汝（QingRu WANG）
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】 Ⅴ - テイル , アスペクト , 対応性 , 相違性 , 教授法
  v-teiru, aspect, correspondence, dissimilarity, teaching methods

日本語の「Ⅴ - テイル」は中国人学習者にとって習得しにくい文法項目だと思われます。
また、日本語の「Ⅴ - テイル」が中国語の“了”“着”“过”とアスペクトの面において多く
対照して研究されてきたが、「Ⅴ - テイル」が中国語のほかの形式の対応についての研究が
稀である。本稿では、日本語の「Ⅴ - テイル」がどのように中国語に訳されるのかを調査し
た上、「Ⅴ - テイル」が中国語に翻訳されたとき、中国語の裸の動詞、動詞 +結果補語など
の形式は割合が多いと分かった。さらに日本語のアスペクト表現を中心として、日本語の「Ⅴ
- テイル」が中国語の動詞+結果補語に翻訳される原因を明らかにする。日中両言語におけ
るアスペクトの表現の相違性を明らかにする上、中国語母語話者に向ける「Ⅴ - テイル」の
教授法を提案する。
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Ⅲ「社会・歴史」JLC216室（2018年 7月11日）

 1. 楊柳岸（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  水上勉文学における「中国」の意味―「虎丘雲巌寺」を例に―

 2. 黄瑋綺（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  芥川の「支那趣味」―「杜子春」を中心に

 3. 高程東（台湾・東海大学哲学学部学士課程）
  芥川龍之介『歯車』における自我性

 4. 木下佳奈（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  陳映真と黄春明が描いた庶民の台湾社会における苦闘
 
 5. 吉良佳奈江（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  全成太「国境を超えること」にみられる日本人像

 6. 金雪梅（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  尹東柱の詩を通してみる「故郷意識」
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発表概要　１

水上勉文学における「中国」の意味
―「虎丘雲巌寺」を例に̶

The meaning of china in Tsutomu Mizukami’s literary works
― In the example of “Huqiu Yunyan temple tower"̶

楊柳岸（LiuAn YANG）
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】 水上勉、虎丘雲巌寺、中国体験、禅、中国观
  Tsutomu Mizukami, huqiu yunyan temple tower, The view of china, 
  The experience of China, concept of Zen

水上勉は戦後社会派の代表作家として、生涯にわたって、中国を頻りに訪ねたことがあり、
中日戦争、中日国交正常化などの一連の中国大事件を自ら体験した。水上は1979年をもって、
中国短編集「虎丘雲巌寺」（1979．5）を皮切りに、中国題材を扱った小説、紀行文を大量に
創作しはじめた。その「中国もの」と呼ばれる作品は水上の嘗ての中国体験を基底にして、
書き上げたのであり、「満洲」、「中日戦争」、「植民地」、「侵略」などの主題にも触れている。
しかし、不自然なのは 1979 年以前とりわけ創作ピーク期に当たる 1960 年代、「中国」とい
う元素が水上勉文学には殆ど見受けられない。そういう転換のきっかけとなったのは「日中
国交正常化」（1972）並びに、水上の「中国再訪」（1975．5）に繋がると考えられる。
本発表では、中国側の機関誌「人民日報」に載せた水上勉に関連する記事を取り上げ、

彼の年譜と対照し、1975 から 2005 かけての「中国体験」及び「中国もの」を整理し、水上
勉文学における「中国」の原点と流れ、彼が「中国」への視線の変化を明確する。また、水
上の作品の中国語訳本状況に基づいて、中国における水上勉文学の受容過程を考察する。最
後に、水上勉の「中国もの」の最初作『虎丘雲巌寺』（1979）を入り口に、水上の独自の「中
国観」を掘り出し、『虚竹の笛　尺八私考』などの禅宗関連作品も触れて、水上晩年の「禅
宗回帰」は「中国」との繋がりを解明し、水上勉文学における「中国」の「意味」を明確する。
要するに、「中国」は水上文学にて、消えない「原点」であり、「回帰の故郷」でもある。一方、

20世紀80年代、中国における水上勉文学の受容は彼の1975年以降の公式な訪中、『人民日報』
の報道に緊密に繋がっている。
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発表概要　２

芥川の「支那趣味」―「杜子春」を中心に
Chinese Fun of Akutagawa Ryunosuke: By Focusing on “Toshishun”

黄瑋綺（WeiQi HUANG)
東京外国語大学博士前期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】 芥川龍之介、支那趣味、「杜子春」、童話、大正文学
  Akutagawa Ryunosuke, Chinese Fun, “Toshishun", Children’s stories
  Taisho period literature

1921 年（大正十年）三月、『大阪毎日新聞』の社告に「芥川氏は現代文壇の第一人者。新
興文芸の代表的作家であると共に、支那趣味の愛好者としても世間に知られて居る。」とい
う文章が載っている。芥川は大正時代の代表的な「支那趣味」を持っている作家として公認
された。また、芥川の作品から見ると、三分の一は中国と関係ある。その中、中国の古典を
改編するものは少なくない。「黄粱夢」、「杜子春」、「酒蟲」などは改編作品の代表作と言え
るだろう。これら中国と深い関係がある作品は芥川の「支那趣味」を研究するよい素材と言
えるだろう。
従来、芥川の「支那趣味」は主に二つのアプローチで研究されてきた。一つは作家論を

観点から、芥川の実人生と結んで論じられてきた。もう一つは谷崎潤一郎、佐藤春夫など同
じように「支那趣味」を持っている同時代の作家との比較である。本論は芥川中期の代表作「杜
子春」を素材に、先行研究を踏まえたうえで、「杜子春」を掲載している雑誌「赤い鳥」の性格、
大正時代の文学作品の読者層の考察とともに、童話としての「杜子春」に体現された「支那
趣味」の芥川にとっての意味を検討した。
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発表概要　３

芥川龍之介の『歯車』における自我性
The idea of “Self” in Akutagawa Ryuunosuke’s “Haguruma”

高程東（ChingTung KO）
台湾・東海大学哲学学部学士課程

Tunghai University
【キーワード】 芥川龍之介、歯車、自我、自意識、同一性
  Akutagawa Ryuunosuke, “Haguruma”, Self, Self-Consciousness, Identity

『歯車』は芥川龍之介の晩年の代表作の一つであり、遺稿の中で唯一の小説である。その
ため、『歯車』は多くの先行研究において、芥川を自殺に追いやった要因をあぶり出す文章
として読まれることが多い。「幻視の病理」の分析や、芥川の死に際の心理状態については、
既に先行研究が多くある。しかし、それらの研究は個人としての「芥川龍之介」を、『歯車』
における第一視点話者としての「僕」と、イコールの存在として設定することを無条件に前
提にしているものもある。確かに、『歯車』に描かれることと作者の人生との類似を考えれば、
その前提は採用されやすいものである。
それに対し、本研究では一人称としての「僕」を作者本人とはみなさず、『歯車』の「僕」 

を「芥川龍之介」という人に近似する人生に遭遇した「普遍的な自我」と捉える。本研究
は、筋らしい筋を持たない『歯車』という作品は、芥川が主体としての「僕」を通して、「自
我」というものをどのように『歯車』で表現していくかを明らかにすることを目的としてい
る。そのため、本研究はフランス哲学者としてのジャック・デリダ（Jacques Derrida）の
ディフェランス（Diff érance）という概念を援用し、『歯車』の自我の同一性について探求し、
考察を試みる。同一性とは、「僕」が「僕」たらしめる「自我」を肯定することを指している。
本研究は芥川が『歯車』の中で同一性の再構成について不可能であると主張していることを
指摘する。
『歯車』において提出された「私とは何か」という問いは、われわれの自我の探求の過程
に不可欠なものである。芥川が、この問いに対して多くの回答を提出し、そのため、本作に
おける「僕」の自我が分裂してしまう。『歯車』におけるこうした、「私とは何か」という問
いと、分裂する自我の間の相互関係を究明し、主張することは、本研究の重要な点である。
この考察を通して、『歯車』に描かれた自我性の探求の中から、「自殺」の新たな意味につい
ても明らかにしたい。
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発表概要　４

陳映真と黄春明が描いた庶民の台湾社会における苦闘
Ordinary people’s hard fi ghts in Taiwan drawn 

by Chen Yingzhen and Huang Chunming

木下佳奈（Kana KINOSHITA）
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】 台湾、文学、黄春明、陳映真、社会
  Taiwan, Literature, Huang Chunming,Chen Yingzhen Society

本発表は、陳映真と黄春明という台湾人作家の作品に表れる、当時の台湾社会に着目する。
陳映真は 1960 年代以降に頭角を表し、共産主義に関する読書会に関わり投獄された後も

近年まで精力的な文筆活動を続けた。黄春明もまた、1960 年代頃から主として庶民の暮ら
しぶりに焦点を当てて、小説・随筆など様々な文学作品を執筆してきた。本稿では、陳映真
＜趙南棟＞（1987）、黄春明＜放生＞（1987）を取り上げる。前者はかつて政治犯として収
監された「母」と、その「息子」が再会するまでの物語、後者は、工場による汚染に抗議し
て逮捕された息子を、待ち続けた老夫婦の物語である。それぞれの過去の回想を通じて描か
れる、台湾社会を、作中の時代背景を踏まえて、登場人物の交わりから考察した。
黄春明の《放生》は環境破壊への批判という社会的なテーマを主軸にしつつ、親子の愛

を描いた作品だ。作品のタイトルでもある黄鳥の《放生》とは荘一家が再び家族となり、新
しい人生を歩んでいくための儀式である。同時に、この作品の登場人物と同じく虐げられて
いる、地方の人々が黄鳥のように自由にたくましく生きてゆける社会となるようにとの願い
が込められているのだと考えられる。
陳映真の《趙南棟》は、台湾の変遷をあるがままに描いたがゆえの悲劇といえるだろう。

主人公が不特定多数の「友人」と性的な関係を持つことを退廃、人間的な「欠損」の一つと
して象徴させ、同時に台湾社会のあり様も映す。現代社会において「家族」を見出せない青
年と、「母」として彼を案じ続ける女性の道行きにあるのは希望とは断言できず、それが社
会に対する不安を示唆するかのようだ。
両作品は対照的な筆致を以て、各々に台湾社会の異なる側面を示すのである。
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発表概要　５

全成太「国境を超えること」にみられる日本人像
Image of Japanese in “Crossing National Borders” by Sungtae JEON

吉良佳奈江（Kanae KIRA）
東京外国語大学大学院博士課程後期

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】 韓国人、日本人、国境、分断、歴史観
  Korean,  Japanese, National border , Division, Historical perspective

1990 年代以降、多くの韓国の作家たちは国境を越えた作品を描いてきた。海外にいる韓
国人、韓国にいる外国人をテーマとして小説を書くことは、他者との出会いと葛藤を通じて、
韓国人とは何かを考える行為である。本研究では、短編小説「国境を超えること」において
日本人はどのように描かれるか、また日本人との出会いによって著者はどのような韓国人性
を見出したのかを分析、検討した。
2004 年に発表された全成太の短編小説「国境を超えること」では、韓国人旅行者パクは、

日本人大学生らとともにカンボジア・タイの国境の橋を渡ることになる。
国境を前にした日本人たちの無邪気な態度からパクは国境を意識し、自分の無意識の中

に潜んでいた国境に対する恐怖を強く自覚する。国境に対する恐怖に対して、かつて分断国
家だったドイツ出身の青年だけが理解を示す。
日本と韓国は漢字の使用や小学校の校庭の桜の花など共通点も多いが、歴史的な背景か

ら互いに反発しあう関係でもある。日本人との対話の中では「韓国人は反日であるだろう」
という日本人の問いを半ば認めながら、韓国という国家と自分という個人の距離を取ろうと
努めている。しかし、お互いにつたない英語で交わされる対話の中で、国家と個人の距離を
取ろうとする試みは失敗し、パクの中でこの距離は最後まで揺れている。
特に作品の後半、ナオコと肉体関係を持った後のパクの心情は、個人とナショナリズム

との距離の揺れが大きく描かれている。ナオコと関係を持った直後の「何か目新しい満ち足
りた気持ち」を感じそれを否定しようとする。これは日韓の歴史問題を意識しているから出
てきた気持ちではないか。日本が支配者であり韓国が被支配者だったという歴史上の関係性
がパクの（無）意識の中にあり、パクがナオコの体を支配することで逆転する。そのことか
ら快感を得るパクは韓国人であるというナショナリズムから自由になれていない。
2000 年代に入り海外に出かけた韓国人にとって、そこで出会う日本人は自らが韓国人で

あることを意識する比較対象として描かれている。
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発表概要　６

尹東柱の詩を通してみる「故郷意識」
A study on the "homeland consciousness" through the poems of Yun Dong Ju

金雪梅（XueMei JIN）
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】 尹東柱、詩、故郷意識、「満洲」、「朝鮮」
  Yun Dong-Ju, Poem, Homeland Consciousness, Manchuria, 「Korea」

尹東柱は 1917 年に「北間島・明東村」、現在の中国吉林省龍井市に生まれ育ち、1938 年
に朝鮮の「延熹専門 学校」( 現在の延世大学の前身 ) に通い、1942 年に日本の立教大学と同
志社大学に留学した。在学中に治安維持法で逮捕され、1945 年戦争が終わる半年前に福岡
刑務所で不確かな死因により没した詩人である。本研究は尹東柱の詩の中によく現れる「故
郷」というキーワードを設定し、尹東柱にとって故郷とはどのようなもので、彼の詩の中で
どのように現れるのかを分析する。「北間島」という特殊な地域で生まれた尹東柱は「満洲」、
「朝鮮」そして日本に移動し続け、離郷と帰郷を繰り返した。そのため、彼の故郷は単に地
理的な場所ではない。本研究は尹東柱がこの三つの地域「満州」、「朝鮮」、そして日本のそ
れぞれの場所で書いた詩を各場所の視点から尹東柱の「故郷意識」を分析し、「故郷」を実
の故郷、即ち「北間島・明東」と祖先・祖国の故郷「朝鮮」、そして理想的な故郷「天国」
の三つに定義し、それぞれがどのように彼の詩の中に反映されているのかを考察した。　
その結果、どの地域においても「満洲̶北間島」、つまり生まれ育った場所、家族や友達

がいるところを懐かしんでおり、それ以外の「平壌」にいた時は、祖先と家族の祖国である
「朝鮮」のことを思い、「朝鮮」に来てからは「理想郷・天国」を志向し、また日本に留学し
た時は「朝鮮・ソウル」の場所を懐かしんでいたことが分かった。尹東柱の故郷意識は時系
列的に「回想性」を持っており、「故郷」というところはいつも追憶で、戻りたいと思う場
所であった。一方、クリスチャンの家庭で生まれ育ったキリスト教者という彼のもう一つの
アイデンティティーから、彼の故郷は「未来」にもあり、それは人間が最終的に戻るべき「本
郷」でもあることが彼の詩を通して分析できる。
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Ⅳ「文学・社会」JLC215室（2018年 7月11日）

 1. ザグルスカ　アネタ（ヤギエロン大学日本中国学科修士課程）
  原爆文学について

 2. 徐明煥（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  戦争と愛国の論理
  ―矢内原忠雄と塚本虎二を中心に―

 3. 李金鳳（北京外国語大学大学院博士後期課程）
  近代化における日本専業主婦化の社会メカニズムについて

 4. 王妙珊（シンガポール国立大学大学院修士課程）
  日本における市民社会及び外国人労働者̶文献検討

 5. ノヴィコヴァ　エヴゲーニヤ（キエフ国立大学大学院博士前期課程）
  日本におけるうつ病患者に対するスティグマ

 6. サブリナ　ハジミ　プトリ（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  EPAに基づくインドネシア人看護師国家試験合格者が
  日本に定住しないのはなぜか
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発表概要　１

原爆文学について
Concerning A-Bomb Literature

アネタ・ザグルスカ（Aneta ZAGÓRSKA）
ヤギエロン大学日本中国学科修士課程

Jagiellonian University 

【キーワード】 原爆、原爆文学、被爆者、戦争文学、黒い雨
  Atomic bombing, A-bomb literature, Hibakusha, war literature, 
  The black rain

第二次世界大戦の末期に遂行された広島と長崎への原爆投下は、全世界に大きな影響を
与えた。しかし、原爆の被害者は、長年にわたって自分の経験を話すことを避けて沈黙して
いた。長い時間を経て、世界は原爆文学と被爆者の証言のおかげでついにその事実を知るよ
うになった。現在その証言は、平和論と非核化の思想を唱える組織によって利用されること
もある。 
本発表では、鱒二井伏の小説『黒い雨』やその他の被爆者の証言を例にして原爆文学の

研究結果を報告する。そこで日本被団協という組織とその活動について述べる。そして、ポー
ランドの戦争文学との共通点についてもすこし述べる。



日本語・日本学研究第 9 号（2019） 183

発表概要　２

戦争と愛国の論理
―矢内原忠雄と塚本虎二を中心に―
The logic of war and patriotism

―Focusing on Tadao Yanaihara and Tsukamoto Toraji―

徐明煥（Myunghwan SEO）
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】 矢内原忠雄、塚本虎二、戦争、愛国、基督教、無教会主義
  Tadao Yanaihara, Toraji Tsukamoto, War, Patriotism, 
  Christianity faith , Non-Church Movement

本研究は、日本近代に展開された無教会キリスト教の中で、十五年戦争に対する「預言
と福音論争」に着目し、無教会の第二代目と言われる矢内原忠雄と塚本虎二の戦争にめぐる
態度の違いはどのような論理をもって現れたのかを二人の対比を通してその関係を論理的に
解明するものである。二人は同じく内村鑑三から継承した無教会キリスト教の信仰を持って
いるにもかかわらず、戦争に対する考えや行動は非常に異なるものであった。
まず、矢内原忠雄は預言的な立場から内村と同じくピューリタン的精神を強く受け継い

で非戦論を主張することになる。反面、塚本虎二は矢内原忠雄の論理と異なり、神の世界と
世俗の世界を完全に分離し神の聖なる秩序に変えようとしない聖戦論を訴えたのである。こ
のような二人の異なる態度の違いは戦争と愛国、非戦と義戦という二つの論理の対立関係で
あった。
非戦と聖戦の対立はカルヴァンの予定論に起因するピューリタン的抵抗とそれに対する

ルターの二王国論に起因する福音主義の服従との対立である。このような預言と福音の論争
の核となっている二つの論理の対立から矢内原忠雄と塚本虎二の戦争と愛国の関係を理解的
に解明することができるのである。
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発表概要　３

近代化における日本専業主婦化の社会メカニズムについて
Research on the social mechanism of Japanese housewifi zation 

in modernization

李金鳳（JinFeng LI)
北京外国語大学大学院博士後期課程
Beijing Foreign Studies University

【キーワード】 専業主婦化、社会メカニズム、圧縮された近代化、時空的な圧縮
  Housewifi zation, Social mechanism, Compressed modernization, 
  Spatiotemporal compression

日本では、戦後の高速経済成長期に、専業主婦は一つの階層を形成し、女性の主流的な
イデオロギーになった。1990 年代半ば以降、専業主婦世帯の減少傾向は続き、2016 年には
664 万世帯になり、共働き世帯の約半分程にまで減少した。落合恵美子は専業主婦世帯のそ
ういう変化過程を 2回の人口転換で、主婦化から脱主婦化へと転換過程だと論述した。主婦
化は近代化の発展にととも出現し、近代化のある段階での歴史的なものとしたと考えられる。
欧米の近代化プロセスにおいて、既婚女性は大まかに男性と同等に労働している時期、

労働市場から撤退して主婦になる時期（主婦化）、主婦をやめて労働市場に再進出する時期（脱
主婦化）という“U字谷”の三段階を経歴した。日本は近代化の後発国として、近代化の 4
つの方面―政治、経済、社会と文化が欧米の先発諸国と比べると、その近代化順序が逆だけ
ではなく、日本も「第 1の近代」と「第 2の近代」という 2つの段階を 1つの段階に圧縮さ
れたあるいは半圧縮されたキャッチアップ型の近代化として、時間的にも空間的にも圧縮さ
れ、それに国の制度および伝統性などと近代化の拮抗も存在する。上記の日本近代化過程と
いうもとで、日本専業主婦化は「経済的安定」という変数への重視、性別役割分業意識の強
さ、時空的な圧縮などの独特性を持って、それを形成する社会メカニズムも独特な特徴を備
える。
専業主婦化は近代化からもたらした時代的な現象として、それを形成する社会メカニズ

ムについて、欧米諸国と日本は同じであろうか。中国も日本のように後発国として、改革開
放以来、失業や子供教育のために専業主婦も増加し始め、日本のような専業主婦化を形成す
るかどうか。本稿は中国、将来専業主婦化が出現するかどうかという問題を念頭にして、欧
米諸国と比べながら、日本専業主婦化という従属変数はいかに社会メカニズムのもとで構築
されたか、どのような独立変数と関連するかを明らかにする狙いである。同時に近代化論か
ら日本専業主婦化の独特性を論じる。
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発表概要　４

日本における市民社会及び外国人労働者̶文献検討
Civil Society and Migrant Workers in Japan̶A Literature Review

王妙珊 (WONG Miu Shan Shanell)
シンガポール国立大学大学院修士課程
National University of Singapore

【キーワード】 外国人労働者、技能実、習生制度、市民社会、市民社会組織、NPO
  Migrant worker, Technical Intern Training Program(TITP), Civil Society,
  Civil Society Organisation, NPO

出生率の低下や高齢化の進みに連れ、日本での外国人労働者が年々増加している。その
結果、外国人労働者が日本での社会問題になっている。本論文では外国人労働者及び市民社
会に関する先行研究を踏まえながら、市民社会の視点から外国人労働者の問題を分析したも
のである。
最初に日本における市民社会及び外国人労働者政策の発展について考察した。日本にお

ける市民社会活動は江戸時期からだと考えられる。時代により、市民社会組織の特徴が変わ
るが、政府との密接な関係が維持される。日本における外国人労働者は 1980 年代以前日本
に滞在するオールドカマー及び 1980 年以降来日したニューカマー二種類わけられている。
1990 年による入管法改正は日本政府が労働者受け入れ政策の展開であること。その後、入
管法改正が続けられ、技能実習生制度等の外国人労働者受け入れ制度が設立され、日本にお
ける外国人労働者が年々増加している。
次に、市民社会組織並びに外国人労働者との関係を検討した。市民社会組織は外国人労

働者に支援を提供している同時に外国人労働者の代弁者である。外国人労働者が増加する一
方、外国人労働者を支援する市民社会組織の規模が拡大していることが分かる。しかしなが
ら、市民社会組織の役割が充分に発揮されていないと考えられる。
また、外国人技能実習制度に焦点を当てる学術研究があるとはいえ、市民社会組織の視

点からの調査がまだ不足であることを明らかにした。最後に、NPO等の市民社会組織が外
国人労働者への支援、さらに外国人技能実習制度での役割を考察することが今後の重大な課
題であると結論した。
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発表概要　５

日本におけるうつ病患者に対するスティグマ
Stigma against people suff ering from depression in Japanese society

ノヴィコヴァ　エヴゲーニヤ (Yevheniia NOVIKOVA)
キエフ国立大学大学院博士前期課程

Taras Shevchenko National University of Kyiv

【キーワード】 うつ病、スティグマ、偏見、気分しょう害、差別
  Depression, Stigma, Prejudice, Mental Disorders, Discrimination

本稿では日本におけるうつ病患者に対するスティグマについて述べる。スティグマを定
義し、大阪大学の大学生を対象とするアンケート調査とうつ病患者とのインタビューを通じ
て、日本社会におけるうつ病患者に対するスティグマの程度を把握する。最後に、スティグ
マ低減の対策について検討する。
日本ではうつ病を含む気分障害の患者数が 100 万人に及んでいる。しかし、専門的なう

つ病治療の利用率は 30％にとどまっている。その原因の一つとしては社会におけるうつ病
患者に対するスティグマが挙げられる。
スティグマとはある社会における「好ましくない違い」と定義されている。
スティグマ化の要素については、以下の３つが挙げられる。
① 誤ったまたは不適切な知識や無知による誤解や無視である。
② 否定的な感情や情動に関わる態度である。
③ 実際に排除や忌避として現れる行動である。
加えて、スティグマは公衆スティグマ（public stigma）、知覚されたスティグマ（perceived 

stigma）、自己スティグマ（personal stigma）という三つの種類に分けられている。
本研究では、アンケート調査を行った結果、大阪大学の大学生は、上記にあげられた「誤っ

たまたは不適切な知識や無知による誤解」「否定的な感情や情動に関わる態度」というスティ
グマの程度が低いことがわかった。
うつ病患者に対する社会的距離に関しては、関係性が親しいものになるほど、うつ病患

者を受け入れられる回答率が低くなる傾向が見られた。また、うつ病患者との接触体験の頻
度が直線的にスティグマの軽滅につながっておらず、接触体験の内容と質が関連することが
明確になっった。
インタビューを行った結果、うつ病患者の多くは自己スティグマが強いことがわかった。
なお、今後の対策として、継続性及び対象者の多様性のある知識啓発活動が必要だと考

えられる。
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発表概要　６

EPA に基づくインドネシア人看護師国家試験合格者が
日本に定住しないのはなぜか

A Study on the Reasons behind EPA Indonesian Nurses’ 
Discontinuation of Stay in Japan

サブリナ　ハジミ　プトリ (Shabrina Hazimi PUTRI)
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】 EPA、インドネシア人看護師、国家試験合格者、離職理由、日本定住
  Economic Partnership Agreement, Indonesian Nurses, registered nurses,
  turnover reasons, settling in Japan

日本とインドネシアの経済連携協定が 2008 年より開催され、これまでに 622 人のインド
ネシア人看護師候補者が受け入れられている。そのうち、国家資格を取得したのは 159 人で
ある。しかし、資格を取得したからといって、合格者全員が日本で就労をし続けるわけでは
なく、公益社団法人国際厚生事業団（JICWELS）の報告によると、合格者数の約 4分の 1
が帰国している。
本研究では、これまで数値データでしか挙げられなかった離職実態を把握するために、

国家試験に合格したにも関わらず帰国した者、及び現在まで就労し続けている者の双方にイ
ンタビューをし、インドネシア人看護師の離職理由を考察した。さらに、彼らとの対話を基
に、現状の改善に繋がる対策を提案することを狙いとしている。
インタビューの分析の結果、彼らが日本に定住しない要因は大きく 3つにまとめること

ができる。－、国家試験に合格した後、すぐに日本人と同様に、報告書や議事録などと言っ
た事務的なタスクを任せられることが大変だと感じ、ストレスの原因の一つとなることが分
かった。二、当プログラムの応募条件を満たすために、インドネシアで最低２年間の職務経
歴を持っている彼らは、新人教育の段階で、まったくの未経験者として扱われることに対し
て不快に思っているため、日本での仕事を続けるモチベーションにも大きく繋がる。三、家
族を日本に連れてきた看護師が、日本では子供に対して十分なイスラム教の宗教教育を行え
ないことで子供の将来を懸念し、定住しないことにするという「家族」と「宗教」の側面が
結びついている理由も明らかになった。
今後の人材確保に向けて、看護師の事務的な仕事へのより徹底的なサポート・教育を提

供する他、EPA看護師と彼らの家族の宗教生活へのサポートも十分に実施することという
対策を提案する。以上のことを実施する際に、日本・インドネシア政府及び関連機関の協力
だけでなく、在日インドネシア人看護師の会というコミュニティー・レベルの組織とも連携
することが必須のではないかと考えられる。
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Ⅴ「言語」 JLC213室（2018年 7月12日）

 1. 車魯明（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  無生物主語他動詞文が許容される条件をめぐって
  ―事実上人の行為の表現になっているもの―

 2. 呉伯韜（台湾・政治大学修士課程）
  接尾辞「－力」についての考察

 3. ファム　ティタインタオ（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  ベトナム語からみた日本語複合動詞
  ―「完了・完遂」のアスペクト的意味を中心に―

 4. 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後期課程）
  日本語と英語における「結果構文」の類型論的一考察

 5. スワット　ルンアシー（タマサート大学大学院修士課程）
  翻訳小説における人称代名詞の翻訳ストラテジーの考察

 6. 仲村怜（明治大学国際日本学研究科博士前期課程）
  近代翻訳小説における無情物主語の翻訳
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発表概要　１

無生物主語他動詞文が許容される条件をめぐって
―事実上人の行為の表現になっているもの―

On the Conditions for Sentences with Inanimate Subjects 

車魯明（LuMing CHE）
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】 無生物、主語、人、身体部位、感情
  Inanimate, Subject, Human, Body regions, Emotion

本発表は無生物主語他動詞文の許容条件を究明することにあたって、「事実上人の行為の
表現になっているもの」という条件を立てる必要があると考え、実例をもとに考察すること
を試みる。
無生物主語他動詞文の中に、主語に立つものが人の身体部位であるもの、人の感情・感

覚を表すもの、人によって操作されるものなど、何らかの意味で行為する人の一部ないし人
の延長を表すものがある。身体部位は人から切り離せない一部であり、感情・感覚は人の心
の反映、人によって操作されるものは人が手にして操作しなければならないのである。主語
にこのような特徴を持つことによって、背後に人の存在を推測することができ、事態全体が
事実上人の行為の一部を切り取って表現するものになっているため、無生物が主語の位置に
立っても許容されるといえよう。
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発表概要　２

接尾辞「－力」についての考察
A Study on the Suffi  x ryoku

呉伯韜（PoTao Wu）
政治大学修士課程

National Chengchi University

【キーワード】 字音形態素、接尾辞、意味用法
  Kango morpheme, Suffi  x, semantic function

日本語教育現場において、外から観察不可能な内面の力を「強い」を用いて示すのは間
違いだと教えるのが一般的である。しかし、コーパスでは「経済力 /ブランド力 /想像力が
強い」のように観察不可能な内面の力でも「強い」と共起する例が見られる。これらの例は、
一般的とされる「とても能力がある」の用法より、使用条件が制限されると考えられる。本
研究では、『現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）』や『筑波ウェブコーパス (TWC)』
から「力」の派生語とその用例を収集し、「力」がどのような語基と結合し、それによって
できた派生語がどのような形容詞と共起するのかを考察することによって、「力」の語構成
と意味を明らかにしていきたい。
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発表概要　３

ベトナム語からみた日本語複合動詞
―「完了・完遂」のアスペクト的意味を中心に―

Japanese Compound Verbs as seen from Vietnamese
―Focusing on the aspectual meaning of “completion"―

ファム　ティタインタオ (Thithanhthao PHAM)
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】 日本語複合動詞、ベトナム語、アスペクト、完了、動詞句
  Japanese Compound Verb, Vietnamese, aspect, completion, verb phrase

「完了・完遂」のアスペクト的意味を表す複合動詞は「～終わる」、「～上がる／上げる」、
「～抜く」、「～切る」、「～通す」など、数多く存在する。これらの後項動詞によって、複合
動詞が伝えるニュアンスが違ってくる。しかし、ベトナム語訳ではいずれも「-xong（終わ
る）」または「-hết（無くなる）」というパターンと対応できる。本稿はこのような言語現象
がどうして起こっているのか、また、どうして「上がる／上げる」、「切る」、「抜く」、「通す」
といった後項動詞のアスペクト的意味をベトナム人日本語学習者になかなか理解してもらえ
ないのかということを両言語における語構造と句構造の分析に基づき、明らかにするもので
ある。
姫野（1999）が述べている「完了・完遂」は「出来事の終了」と「結果の評価」を意味する。

「～上がる／上げる」、「～切る」、「～抜く」、「～通す」を例とし、以下のように述べる。
・ 「～上がる／上げる」：「出来事の終了」　＋　期待、肯定
・ 「～切る」 　   ：「出来事の終了」　＋　中立
・ 「～抜く」 　   ：「出来事の終了」　＋　努力、肯定
・ 「～通す」 　   ：「出来事の終了」　＋　努力
一方、ベトナム語では、ただ「出来事の終了」だけを表現し、「結果の評価」に及ばない。

そのため、「結果の評価」を表現せず、単なる「-xong」または「-hết」というパターンに訳
すことになる。より効果的な学習をするためには、それぞれの複合動詞の「結果の評価」を
重視する必要がある。そして、この「結果の評価」はベトナム語の動詞句における句や節で
表す「相補的要素」として表現できると推測する。

動詞後副詞的要素 動作動詞 

相補的動詞 
「結果の評価」「結果の評価」 

副詞的要素 
「「出来事の終了」出来事の終了」  
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発表概要　４

日本語と英語における「結果構文」の類型論的一考察
A Typological Study of Resultatives in Japanese and English

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後期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】 結果構文、移動表現、言語類型論、対照言語学
  resultatives, motion expressions, language typology, contrastive linguistics

従来の研究（Washio（1997）、影山（2005）など）では、日本語と英語におけるいわゆる
結果構文が「弱い」、「本来的」及び「強い」、「派生的」タイプに分けられている。本発表で
は、「語彙的到達動詞」（read a book）と「派生的到達動詞」（sing the baby asleep）を分
ける Rothstein（2001）を参考に「語彙的結果動詞」と「派生的結果動詞」を区別する。本
来の意味での結果「構文」をなすのは後者のみであるため、日本語における「動詞＋結果述
語」は「結果構文」とみなさない（加藤（2009））。「語彙的結果動詞」と「派生的結果動詞」
は移動表現の考察にも有効な区別である。英語では移動様態動詞が着点句と生起するのに対
して、同様の操作が日本語では通常容認されない。すなわち、日本語は「語彙的（移動）結
果動詞」と着点句の生起が容認されるが、「派生的（移動）結果動詞」と着点句からなる「移
動結果構文」が容認されないのである。上記の枠組みを用いて、日本語と英語の類型論的相
違点の解明を試みる。
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発表概要　５

日・タイ翻訳小説における人称代名詞の翻訳ストラテジーの考察
The Study of Strategies in Translating Personal Reference Terms of 

Japanese Novels Translated into Thai

スワット　ルンアシー (Suwat RUANGSRI)
タマサート大学大学院修士課程
Thammasat University

【キーワード】 人称代名詞、日・タイ翻訳小説、翻訳ストラテジー     
  Personal reference terms, Japanese novels translated into Thai,    
  Translation strategies

本研究は、日・タイ語における人称代名詞の翻訳ストラテジーを考察したものである。
資料として、 『こころ』( 夏目漱石 , 1914), 『銀河鉄道の夜』( 宮沢賢治 , 1934),『ヴィヨンの妻』
( 太宰 治 , 1947), 『ガラスのうさぎ』( 高木敏子 , 1978)『窓ぎわのトットちゃん』（黒柳徹子 , 
1981) を使用した。これらの原作において一人称代名詞と二人称代名詞がどのようなものが
あり、翻訳版では、どのような表現に訳されているか、社会言語学の観点から具体的には登
場人物の性別、年齢、社会的な立場、親疎関係という４つの要素に注目し、人称代名詞の翻
訳ストラテジーを分析した。
分析の結果、一人称においては、「わたし」「ぼく」「おれ」「あたし」という４つの表現があり、

二人称においては、「あなた」「おまえ」「きみ」「あんた」という４つの表現が多く使用され
ていることが分かった。タイ語訳の表現と比較照合してみると、３つの翻訳ストラテジーが
採用されていることが分かった。つまり、人称代名詞の直訳、親族呼称の代用、そして、疑
似親族名称の代用があった。もっとも多く使用されるのは、人称代名詞の直訳で４３７回、
その次が親族呼称１６回、疑似親族名称が使われるのは２回。また、性別、年齢、社会的な
立場、親疎関係という要素も、翻訳家の訳出に影響を与えていることが分かった。例えば、
「わたし」は「nǔu 」、「chǎn」、「phǒm」、「dìchǎn」の４つの訳語があったが、話者が女性で、
相手より地位が低い場合には「nǔu」が使われ、 相手より地位が高いあるいは同じの場合に
は、「chǎn」が使われ、話者が男性、相手より地位が低い場合には、「phǒm」、話者が女性で、
親しくない場合には、「dìchǎn」が使用されている。
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発表概要　6

近代翻訳小説における無情物主語構文の翻訳
Inanimate Subject Construction in Translated Novels in Meiji Period

仲村怜 (Ren NAKAMURA)
明治大学大学院博士前期課程

Meiji University

【キーワード】 翻訳小説、パラレルコーパス、無情物主語、名詞句階層、他動性
  Translated Novels, Parallel Corpus, Inanimate Subject, 
  Noun Phrase Hierarchy, Transitivity

近代における日本語の新文体創造の動きの中で、欧米語の翻訳が果たした役割は非常に
大きいとされている。本研究では、特に、明治中期以降の欧米文学の逐語訳によって、それ
までの日本語には見られなかった種類の無情物主語の構文が、徐々に訳文中に現れ始めると
いう点に注目した。明治 18 年ごろまでの欧米文学の翻訳は、翻案のような形で着想のみを
得た著者が、伝統的な文体を使用して書くのが主流であったが、『繋思談』が翻訳されて以降、
原文の構文にも注意を払った逐語訳が行われ始め、後の周密文体へと繋がった。明治 20 年
前後の翻訳小説 3作品を対象に、文対応のパラレルコーパスを作成し、調査を行ったところ、
無情物主語の文の訳は大きく以下の 3種類に分けられることが明らかとなった。
①原文と訳文の主語が対応する場合（直訳的）
②訳文中で、前文を受けて主語が省略される場合（省略）
③品詞を変えて説明的に訳される場合（意訳的）
各文について、特に主語と述語に着目して分析したところ、上に挙げたような訳法を決

定する要素として、以下のような事項が複合的に関わり合っていることが明らかとなった。
・主語に置かれる名詞の性質（具体物か否か、ヒトが背景に見られる名詞か否か等）
・主語－目的語の関係性（名詞句階層上での位置関係や受け身文等）
・述語部分の性質（動詞の他動性の高低等）
また、無情物主語構文の訳法は、言文一致運動などの影響を受けながら、より話しこと

ばに近い文体の作品では直訳が減り、文語体で地の文が書かれた作品では直訳の傾向が高ま
るなど、当時の訳者たちの文体意識ごとに違いが見られる。今後は、データの実証性を高め
るため、同年代の別の作品を扱いつつ、より幅広い視点での経年比較を行うことができるよ
う、対象の年代を広げるなど、データベースを充実させていく予定である。
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Ⅵ「日本語教育」 JLC214室（2018年 7月12日）

 1. 多田奈保美（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  ヒンディー語を母語とする日本語学習者における音声認知と
  文字表記の関連
  ―習熟度別学習者の調査を通して―

 2. 髙岡咲希（明治大学大学院博士前期課程）
  上下の概念メタファーが日本語学習者の慣用句の意味推測に与える影響
  ―中国語母語話者と韓国語母語話者を対象に―

 3. トカレフ　アレックス（筑波大学大学院博士後期課程）
  日本語教育における簡約化されたテキスト読解へのリーディング・
  動機付けやその理解しやすさについて 
  ― やさしい日本語ニュースサービス 「NEWSWEB EASY」を用いた
  L2 読者を対象に対する実証的研究 ―

 4. 高ミンソン（明治大学大学院博士前期課程）
  韓国語を母語とする日本語学習者の同形語と和語動詞の連語形式の
  習得に関するパイロット調査

 5. 全アンナ（韓国外国語大学教育大学院修士課程）
  韓国人日本語学習者対象の語彙教育における文化理解との相関性に関する
  一考察

 6. クレショヴァ　ユリア（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  ロシア語母語話者によるポジティブ・ポライトネスとしての
  アイロニーの使用
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発表概要　１

ヒンディー語を母語とする日本語学習者における
音声認知と文字表記の関連

―習熟度別学習者の調査を通して―
The relation between phonetic cognition and orthography of 

Hindi learners of Japanese
̶With the study based on Japanese profi ciency level̶

多田奈保美（Naomi TADA）
東京外国語大学博士前期課程

Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】 第二言語習得、言語転移、認知処理、文字表記
  second language acquisition, language transfer, cognitive processing,
  character representation

日本語を第二言語として学習する際に、学習者は新しい文字の体系を学ぶことになる。
習得の過程において、「書く」と「話す」という２つの産出行為を比較した場合、習得が進
み正しい表記で書くことはできても、話す上での発音が正確にできているとは限らない。そ
れは、目標言語での表記の方法を形式として身に付けることができたとしても、「聞く」あ
るいは「発音する」過程で何らかの困難点が克服されずに残ってしまうためであると考えら
れる。
本発表では、ヒンディー語を母語とする日本語学習者（以下HJL）が日本語を学習する

過程で日本語の音声を認知し、産出する際に、発話面及び文字表記においてどのような転移
が見られるのかを明らかにすることを目指す。さらに、学習者の音声認知と文字表記のネッ
トワークが日本語習得過程においてどのように変化するのか、そして習得上どのような困難
点が生じるのかについて論ずる。調査においては、HJL を対象としてディクテーションを
通した発音、表記の２つの産出行為を中心として扱った。これは、目に見える形で判断する
ことができない学習者の「聞く」能力を２つの産出行為を通して分析することを目的として
いる。また、縦断的な習得段階を見ることを目的に、学習歴の異なる調査協力者を対象に調
査を行う。習熟度別のＨＪＬへの調査に加え、日本語学習者ではないヒンディー語母語話者
に対しても調査を行うことで、学習段階が進む上での克服されやすい点・克服されにくい点
を明確にすることを目指す。
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発表概要　２

上下の概念メタファーが日本語学習者の
慣用句の意味推測に与える影響

̶中国語母語話者と韓国語母語話者を対象に̶
The Eff ect of Up-down Conceptual metaphors on the semantic Inference of 

Idioms by Japanese Leaners
̶Focusing on Native Chinese and Korean Speakers̶

髙岡咲希（Saki TAKAOKA）
明治大学大学院博士前期課程

Meiji University

【キーワード】 上下メタファー、概念メタファー、慣用句、日本語習熟度、意味推測 
  up-down metaphor, conceptual metaphor, idioms, Japanese Profi ciency, 
  inference of meaning 

本研究では、言語を超えて普遍的な性質を持つとされている上下の概念メタファー ( 
Lakoff  & Johnson 1980) が日本語学習者の未知慣用句の意味推測にどのような影響を及ぼす
のかについて検討するために、日本語の慣用句の中から上下に関わる語を含むもの１８個を
用いて、中国人日本語学習者と韓国人日本語学習者を対象に調査を行なった。設問に用いる
慣用句に関しては、⑴慣用句に含まれる言葉の上下と意味のポジティブ・ネガティブが一致
しているものを「一致型」（例：「天にも昇る気分だ」）、⑵慣用句に含まれる言葉の上下と意
味のポジティブ・ネガティブが一致していないものを「不一致型」（例：「ほっぺたが落ちる」）
と定義し、上下の概念メタファーを活用して意味推測をすれば正答となる一致型の設問の方
がより高い正答率を示すのではないか、という仮説のもと調査を行なった。
その結果、中国人日本語学習者、韓国人日本語学習者共に不一致型よりも一致型にお

いて高い正答率を示し、GOOD IS UP; BAD IS DOWN《良いことは上、悪いことは下》や
HAPPY IS UP; SAD IS DOWN《楽しきは上、悲しきは下》などと言った、比較的ポジティ
ブな事柄は上、ネガティブな事柄は下と結びつきやすいという学習者がもともと持っている
上下のメタファーの概念が意味推測に活用されてことが示唆された。また日本語習熟度の観
点からは、N３の被験者においては一致型の正答率（69．75％）が不一致型の正答率（37．
96％）を上回ったのに対して、N１の被験者においては不一致型の正答率（78．70％）が
一致型の正答率（74．07％）をわずかに上回ったことから、習熟度が低いほど上下の概念メ
タファーを手掛かりに意味推測をするのに対して、習熟度が高くなるにつれて、上下のメタ
ファーに関する概念及びそれに伴う知識に加えて日本語の知識も意味推測の手掛かりとなる
ことが示唆された。
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発表概要　３

日本語教育における簡約化されたテキスト読解への
リーディング・動機付けやその理解しやすさについて
 ―やさしい日本語ニュースサービス 「NEWSWEB EASY」を用いた

L2 読者を対象に対する実証的研究―
Comprehensibility and Reading Motivation in Japanese as a Second Language Classrooms: 
:An Empirical Study among L2-Learners Using the Simplifi ed Online Newspaper NHK

News Web Easy

トカレフ　アレックス (Alexander TOKAREV)
筑波大学大学院博士後期課程（交換留学）

University of Tsukuba

【キーワード】 日本語教育、やさしい日本語ニュースサービス 「NEWSWEB EASY」、
  リーディング・モチベーション、やさしい日本語、ことばの理解しやすさ
  Japanese as a Second Language (JSL), Language Accessibility and 
  Linguistic Simplifi cation, Plain Language, Yasashii Nihongo, Reading
  Comprehensibility and Reading Motivation, NHK News Web Easy

日本語教育では簡約化された文章を使用する場面がある。しかし、原文と比較して、簡約化された文
章は実際に分かりやすくなるのだろうか。そのような文章の理解しやすさは、いまだほとんど証明されて
いない。また、その文章を読む学習者本人の、文章に対する態度、考え方もこれまで研究の対象とはなっ
ていなかった。
本研究では、日本語教育場面からNHK NEWS WEB EASY の簡約化されたオンライン記事の理解の

しやすさとリーディングに対するモチベーションの相関を主題とする。研究の対象者は、非漢字圏からの
初級～中級の日本語学習者である（CEFR の A1 から B1 入門相当）。
 研究概要 : 簡約化されたオンライン記事は読者には本当にやさしいのかという問いを探るため、日能

験を元に 15 件の内容理解テストを行う。 
 調査方法 : オンライン調査を 20 件行い、簡約された記事を読む過程に関する態度やビリーフを評価す

る。特に、本研究では、学習者に関して、3 点を分析する。(a) 期待分析（「文章を理解することが可能か？」）
(b) 価値分析（「記事を読みたいと思うか？」「その理由は何か？」）(c) 利用価値分析（「これからのキャリ
アに利益があるか」「個人的なゴールと一致するか？」）
 分析方法 : オンライン調査における回答に歪曲や曖昧さが生じる恐れが考えられるため、オンライン

調査への回答者から少数の被験者を選び、彼らにオンライン調査と類似した内容で半構造化面接を行う。
 このプロジェクトは異分野提携の視野に立ち、言語教授法はもちろんのこと、読書心理とモチベーショ

ン研究に基づく卓越した理論を用いている。本研究は混合方式の技術を採用する。オンライン調査は、
SPSS を通して分析を行い、インタヴューはMAXQDA ソフトを用いてコード化され、Mayring によっ
て性質内容分析を行う。
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発表概要　４

韓国語を母語とする日本語学習者の同形語と和語動詞の
連語形式の習得に関するパイロット調査

A Pilot Survey of the Acquisition of Collocations Containing 
Japanese-Korean Lexical Homographs and Original Japanese Verbs 

by Korean Learners of Japanese

高ミンソン (Minseong GO）
明治大学大学院博士前期課程

Meiji University

【キーワード】 同形語、和語動詞、連語、韓国人日本語学習者、第二言語習得
  Homograph, Japanese verb, Collocation, Korean Japanese learner, 
  Second language acquisition

日本語と韓国語の「同形語＋動詞」の連語形式は両言語で共起する動詞が異なる場合があ
り、特に韓国語にない和語動詞との連語の場合、上級者になっても習得が難しいと予想され
る。従って、本発表では、韓国語を母語とする日本語学習者が、日本語の「同形語＋和語動詞」
の連語形式をどの程度正しく習得しているかについて、①日本語では言えるが、韓国語では
言えない連語形式（以下、PART１）と、②韓国語では言えるが、日本語では言えない連語
形式（以下、PART２）の二つに分けて、検討する。
パイロット調査の結果、全体の正答率は 50.60％で低く、タイプ別の正答率もPART１（空

所補充形式）が 31.50％、PART２（正誤判断形式）が 55.75％で、全体的に低いことがわかる。
また、PART１よりPART２の正答率が高い理由としては、問題形式の違いによる解答難易
度の相違が原因として考えられる。
タイプ別の分析の結果、PART１では、正答になり得る動詞が複数存在する場合に正答率

が高く、対応する韓国語の「同形語＋固有語動詞」が存在しない場合に正答率が低くなって
いることが分かった。一方、PART２では、①韓国語で「見る」を使う表現、②正答の動詞
が受動態のヴォイスの場合に正答率が高く、日本語で言える正答の表現が韓国語では言えな
い場合に正答率が低くなっていた。調査全体の傾向をみてみると、正答率の高かったのは、
①日常生活や学校関連の語彙がある場合、②動詞が受動態のヴォイス的意味を持っている場
合で、低かったのは、①日韓で動詞に先行する助詞（格構造）がずれる場合、であることが
明らかになった。
なお、本発表は、本研究の一部であるパイロット調査の結果を報告したものであり、本調

査の結果については別の機会に論ずる予定である。
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発表概要　５

韓国人日本語学習者の語彙教育と文化理解との相関性に関する
一考察

―2015 改訂中等教科書の文化関連語彙を中心に―
A Study on Correlation between Vocabulary Education of Korean Japanese

Learners and Cultural Understanding
―Focusing on cultural vocabulary of revised 2015 Japanese textbook―

全アンナ (Anna JEON)
韓国外国語大学教育大学院修士課程

Hankuk University of Foreign Studies

【キーワード】 語彙学習、文化理解、日本語教科書、文化語彙、中等教育
  Vocabulary learning, cultural understanding, Japanese Textbook, 
  Cultural vocabulary, Secondary education

外国語を学習する上で重要なことは、その国の文化を理解することである。日本語教育
においても文化の理解は重要である。現在行われている韓国の 2015 教育課程では、日本語
科目の文化教育内容が詳しく明記されており、中学校及び高校の日本語教科書には、必ず日
本文化の内容が含まれている。
中等教育の現場でも、日本語学習における日本文化の理解や文化教育が重要であると十

分認識されているようだ。しかし、実際の中学校や高校の授業では、日本文化を日本語学習
時間以外に学習することは、時間的もしくは環境的制約などがあり、非常に厳しいのが現実
である。最も効果的なのは、別途文化授業の時間を設けて学習することだが、普段の授業の
中で文化理解に関する授業を行うことが可能になれば、学生たちの学習動機及び学習効果も
高まると考えられる。
中学校や高校で日本語を学んでいる日本語学習者のほとんどが、初級レベルであり文法

よりは語彙を学習することが多い。そのため、語彙を学習する際に辞書的な意味を教えるだ
けではなく、文化的背景などを併せて説明することで、学習者の語彙習得に役立つだけでな
く、学習者の日本語への興味や関心を高め、より高い学習効果が得られると考えられる。
本発表では、韓国の中学校や高校で使われている日本語教科書に見られる日本文化に関

連した語彙を調査し、これらの語彙を効果的に学習する方法及びその指導方案について考察
したい。
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発表概要　6

ロシア語母語話者によるポジティブ・ポライトネスとしての
アイロニーの使用

The Use of Irony as Positive Politeness by Russian Speakers

クレショヴァ　ユリア（Yulia KULESHOVA）
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】  アイロニー、ポジティブ・ポライトネス、コミュニケーション・ストラテジー、
  語用論、ロシア語母語話者
  Irony, positive politeness, pragmatics, communication strategy, 
  Russian speakers.

本発表では、日本語におけるロシア語母語話者によるアイロニーの使用に関する意識調
査を行い、その特徴および会話の相手によるアイロニーの受け止め方を分析した。
ロシア語母語話者の対人コミュ二ケーションにおいては、アイロニーの使用がかなり重

要であると考えられる。その役割としては、非難、嫌味、文句、否定などを婉曲的に述べる
ことが挙げられるが、それ以外の意図もある。それは、相手と仲良くなる、相手との連帯感
を表す、距離を縮める、あるいは場をつくろうなどのためのアイロニーの使用である。この
場合のアイロニーは、ポジティブ・ポライトネスの手段であり、コミュ二ケーション・スト
ラテジーとして用いられている。
意識調査は、１５人のロシア語母語話者を対象に行い、アイロニーを使用した場面やア

イロニーの意図について尋ねた。アイロニーの使用目的には、対人コミュニケーションを円
滑する意図があったものの、回答者１５人のうち１０人のケースで、会話の相手がアイロニー
の意図を汲み取れなかったり、ネガティブ的に受け止めたりすることがあり、ポジティブ・
ポライトネスとしてのアイロニーというコミュニケーション・ストラテジーが成功していな
いことがわかった。
今後は、ロシア語母語話者の会話におけるポジティブ・ポライトネスとしてのアイロニー

の使用を分析し、アイロニーの表現法および会話の相手との関係、使用場面を対照すること
で成功するストラテジーと成功しないストラテジーを見出す予定である。
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Ⅶ「文学・歴史・社会」JLC216室（2018年 7月12日）

 1. 徐榮駿（韓国外国語大学校大学院修士博士統合課程）
  『今昔物語集』14 巻 26 話に表れた性談論
  ―同質と違いとしての性談論―

 2. 王野 ( 東京外国語大学大学院博士前期課程 )
  古代日本の太陽信仰についての一考察
  ̶「太陽の洞窟」の伝承を中心に̶

 3. 内川隆文（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  戦前日本における無産政党の電力政策

 4. 韓昇憙（東京外国語大学大学院博士後期課程）
  戦後日本人の朝鮮認識　
  ̶日本朝鮮研究所の活動を中心に̶

 5. セーリフ　タティヤーナ（イルクーツク国立総合大学大学院修士課程）
  ロシア人ガイドによる日本人向け観光案内の特徴
  ―イルクーツク市内観光とバイカル湖博物館の案内を基に―
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発表概要　１

『今昔物語集』14 巻 26 話に現れた性談論
―同質と異質としての性談論―

"Konjaku Monogatari Shu", 14 issues and 26 stories, with the view of sexual 
discourse appearing: the view that these are diff erent from each other in 

nature

徐栄駿（Youngzoon SEO）
韓国外国語大学校大学院修士博士統合課程
Hankuk University of Foreign Studies

【キーワード】 淫欲、仏教、男根、陰部、シニフィアン
  carnal desire, Buddhism, phallus, genitals, signifi ant

『今昔物語集』14 巻 26 話は、経典を書写する丹治比経師が淫欲を我慢できず女性と性交
している途中で死んでしまう話である . 当時の時代的背景を土台に仏教の戒律を厳しく教え
る様態が語られている。欲望の追求が時には取り返しがつかない結果となるという宗教的な
厳しさを当時の人々や後世の人々に伝えようとする意志の表現である。『今昔物語集』14 巻
26 話は『日本霊異記』下巻 18 話を出典としており、ストーリーと表現がほとんど同じである。
同質という点に関して、両説話は性的談論を形成していると見ることができる。特に性

器や性交の表現が生々しく述べられているが、男根を " まら " と表記して女性器を " つび "
と表記して議論の中心的な シニフィアンで使用している。両説話で使用される " まら " や "
つび " はすでに両説話で繰り返されて使われていたが、『今昔物語集』では " つび " に統一さ
れていることがわかる。男根である " まら " の場合、両説話で一貫して使用されている。こ
のような面から見て、男根と陰部についてシニフィアンは繰り返されて使用され、特定の語
彙に帰着されて使用されることが分かる。表現するには難しい身体の一部について説話で繰
り返し使用されるのは性に対する当時の観念にも関係する。儒教的な土台が根を下ろす前の
日本では、自由な性談論の形成が制約されていなかったため、性的描写や性器についての表
現が自然に普遍的で一般的なシニフィアンで、当時の社会で交換されて消費されていたこと
を類推することができる。特に仏教的思想の根底で成仏するためには性的な欲求を飛び越え
て克服しなければならないものであった。性欲の抑制は解脱の過程で必要な理念として見て
いることは間違いない。そこで詳細な性的描写を通じ、 超越的 な主観の働きをなす性に対
する欲求を抑制させる道具として談論が必要だったのだ。性は先験的で超越的な体の談論と
もなり得るといえよう。そのような意味で、『今昔物語集』14 巻 26 話と『日本霊異記』下
巻 18 話は仏教的教えと当時の自由な性的文化を基盤に作成された話といえるが、虚構性に
隠された歴史文化的要素も色濃く表れた話といえよう。また、この二つの説話を他の多くの
性的談論を形成する話と比較分析することはもっと意味のあることだといえよう。
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発表概要　２

古代日本の太陽信仰についての一考察
̶「太陽の洞窟」の伝承を中心に̶

A Study on the Worship of the Sun in Ancient Japan
̶Focusing on legends of ‘Cave of sun’̶

王野 （Ye WANG）
東京外国語大学大学院博士前期課程（交換留学）
Tokyo University of Foreign Studies

【キーワード】 太陽信仰、太陽神話、王権神話、原像、王権祭祀　
  Worship of the Sun, Legends about the Sun, Myths of Kingship, 
  Real image, Sacrifi cial ceremony

原始宗教・信仰は原始文化の重要な内容であり、人類の初期段階の生活において指導的
な役割を果たす。太陽、月、星などは神聖なるものであると哲学者であるエルンスト・カッ
シーラーが指摘するように自然物が擬人化され、神々やそれに関わる神話が生まれるのであ
る。太陽神話や太陽信仰は世界中遍在している。日本の太陽信仰といえば、アマテラスと伊
勢神宮を思い浮かぶが、これは天皇家に独占されて発展した結果であり、すでに太陽信仰と
しては喪失になると思われる。本論文は『古事記』『万葉集』などの古典の世界で、古代日
本の太陽信仰を明らかにしようとして、『太陽の洞窟』の伝承を取り上げ、それに関わる方
位観、光への憧れなどを太陽信仰の原像と見なしとともに、この伝承が更に王権神話と合流
し、王権祭祀と関わりを持つ側面があることを示す。
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発表概要　３

戦前日本における無産党の電力政策
―安部磯雄の電力思想を中心に―

The electric policy of Proletarian Party in prewar Japan
Centered on the electric thought of Abe Isoo

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】 安部磯雄 , 電力国家管理 , 社会大衆党 , 水力 , 電化
  Abe Isoo, Electric National Control, Socialist Mass Party, Hydropower,
  Electrify

戦前日本の電力産業は 1939 年４月に電力国家管理が実現したことで逓信省による強力な
統制が行なわれるに至った。電力国家管理を巡る従来の研究ではその推進主体として軍部お
よび官僚に焦点が当てられてきたが、これら二者とは別の推進主体である 1930 年代最大の
無産政党・社会大衆党（以後、社大党）の電力政策については十分考察されてこなかった。
同党と電力問題の関係は歴史が古く、党首の安部磯雄は 1911 年には雑誌『太陽』上に「水
力電気国有論」と題した先駆的研究を投稿するなど明治期以来電力問題に関わる言説を展開
した人物である。
本報告では 1910 年代における安部の言説を検討し、1930 年代にまで引き継がれる無産政

党の電力政策における思想的水脈を明らかにすることを試みた。それによって安部が電力、
特に発電水力を公営化すべきとした理由として①電燈料金に対して電力料金の需要が極めて
少ない理由として電気料金が高い②電気市場における独占企業（東京電燈）が故意に資本を
膨張している可能性がある③水力発電は火力発電が消費する石炭の使用量を抑えることから
資本節約的である、と考えていたことが明らかになった。また、安い電力を求める理由とし
て安部は①製造品のコストを廉価にし、国内に於いては生活の近代化を、対外的には輸出力
の向上に役立つ②低廉な電力の普及によって電化が促進することで工業都市から煤煙は消
え、公衆衛生の改善に繋がる③水害によって国民は甚大な被害を蒙っているにもかかわらず、
一部私人が水力発電による利益を壟断していることは国民に害だけ残して益を残さないこと
と同じである、といった点を念頭に置いていたことも明らかになった。
以上みたように革新左翼・社大党の電力政策は 1930 年代以前の明治期にまで遡る二十余

年の月日を経て結実したものである。社大党党首・安部磯雄の電力思想は国民生活の改良に
根差すものであり、これを引き継いだ社大党は 1939 年電力国家管理の成立過程において少
なくない影響をもたらしたのである。
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発表概要　４

戦後日本人の朝鮮認識
―日本朝鮮研究所の活動を中心に―

Japanese Perceptions of Korea After World War II
―An Analysis of the ‘Japanese Institute of Korean Studies’―

 
韓昇憙（Seunghee HAN）

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】 日本朝鮮研究所、北朝鮮、植民地主義、近代化論、学術交流 
  Japanese Institute of Korean Studies, North Korea, Colonialism,
  Modernization theory, Scholarly Exchange

本発表では、戦後に日本人のみの民間研究団体として朝鮮に対する植民地支配責任を提
起した日本朝鮮研究所（1961-84、以下、朝研）の朝鮮認識の意義と限界について検討した。
特に、60 年代に日朝友好のための実践的な歴史学をめざしていた朝研が、戦後日本で初め
て朝鮮民主主義人民共和国（以下、北朝鮮）と学術交流を行った民間研究団体であることに
着目し、朝研の学術交流活動の様相と意義について考察した。
1961 年に朝研が設立するまで、植民地支配の反省に基づいて朝鮮の近現代史研究、日朝

人民の連帯の歴史について学問的関心を持って研究しようとする日本人は極めて少なかっ
た。朝研では、日本社会に朝鮮人にたいする蔑視と偏見が存在する限り、朝鮮人との真の連
帯は難しいという認識が共有されていた。日朝友好運動の理論化を研究所の存在意義とする
朝研が、朝鮮人蔑視の根源を探るために日本の朝鮮植民地支配の歴史についての研究活動に
尽力したのはそのゆえんであった。
朝研は、日本の近代化を賛美するアメリカの近代化論が戦後日本社会で朝鮮人蔑視や偏

見を存続・強化し、日朝関係改善を妨げる役割を果たしていると捉えた。朝研は、日朝友好
のために日本国内でアメリカの近代化論の問題点を指摘する研究活動を行い続ける一方、民
間の学術団体として初めて朝鮮民主主義人民共和国へ訪朝し、日朝学術交流協定を締結した。
北朝鮮の研究者たちとの交流が、戦後日本で蔓延する朝鮮に対する他律性史観・停滞史観を
克服するのに役立つと考えたわけである。
一方、北朝鮮が朝研を招聘した背景には、単なる日本学界の実情についての把握ではなく、

日本学界に自国のソ連批判を伝達する意図があったと思われる。北朝鮮は中ソ論争が激化す
る中で両大国のはざまで自国の独立を守るために苦心していたからである。朝研と北朝鮮と
の学術交流は、同床異夢の中で実現したものであるが、植民地主義批判を両国の学界が共有
したという点では、その意義を評価することができる。
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発表概要　５

ロシア人ガイドによる日本人向け観光案内の特徴
―イルクーツク市内観光とバイカル湖博物館の案内を基に―

The Features of the Excursion Led by a Russian Guide for Japanese Tourists
: by Materials of the Baikal Museum and Irkutsk City Excursions

セーリフ　タティヤーナ（Tatiana SERYKH）
イルクーツク国立総合大学大学院修士課程

Irkutsk State University

【キーワード】 観光案内、イルクーツク市、バイカル湖博物館、ロシア人ガイド、日本人観光客
  Excursion, Irkutsk, Baikal museum, Russian guide, Japanese tourists

現在、日本とロシアの友好的な関係が発展、深化し、ツリーズム分野にも協力が行われている。
日露ツリーズムが発展し、ロシアへ来る日本人観光客の数が増えることに伴って、各地域の文化や歴
史が案内できるプロフェッショナルガイド、つまり通訳案内士が必要になり、日本語ガイドの育成が
重要になる。全世界で有名なバイカル湖の近くの観光ルートの主要な場所になっているイルクーツク
市にもそうである。
当研究の目的はイルクーツク市におけるロシア人ガイドによる日本人向け観光案内の特徴を明確

化することである。そのため：
• 「観光」という言葉の日本語とロシア語での解釈を検討する
• ガイドの仕事の内容を検討する
• 日本人向けとロシア人向けの観光案内の文化的管理的な特徴を明確化する
• 日本人向けとロシア人向けの観光案内の言語的な特徴を明確化する
当研究が基づく資料としてイルクーツク市とバイカル湖博物館の二か所の観光案内書を使用した。
研究中に次のことが明らかになった。
普通ロシア語で「観光」は「エクスクールシア ( экскурсия )」と言う。でもロシア語の「エ

クスクールシア」と日本語の「観光」という言葉の意味は相当しない場合がある。
ガイドの仕事は出迎え、トランスファー、観光案内、食事のガイダンスと見送りという段階に分

けられる。
ロシア人ガイドが行う日本人観光客向けの観光案内は管理的と言語的な特徴があり、管理特徴は

日本人とロシア人の生活・サービス、知識・興味、心理の差異に基づき、言語的な特徴は日本語とロ
シア語の文法や単語が表す意味、丁寧さのシステム、あいづち・インタージェクションなどの差異に
基づいている。
当研究では観光案内の段階の中で送迎、イルクーツク市内観光とバイカル湖博物館の案内とその

管理的・言語的な特徴を検討した。
当研究で論じられなかったことは残り、説明した送迎、イルクーツク市内観光とバイカル湖博物

館の案内以外に他の観光案内の段階、そしてロシア語と日本語での観光案内の特徴を後ほどもっと詳
しく検討したいと思う。
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Ⅷ「社会言語学」JLC217室（2018年 7月12日）

 1. メフモノフ　ファルフジョン（東京外国語大学大学院博士前期課程）
  ウズベク人日本語学習者の「ほめ」への応答とその評価

 2. 王麗（明治大学大学院博士前期課程）
  「ほめ」に対する返答スタイルの日中対照研究
  ―日本語母語話者と中国語母語話者の大学生のデータを通して―
  ( 予備調査の結果及び分析 )

 3. 尹恵美（韓国・中央大学校博士前期課程）
  依頼行動と断り行動の相手配慮的側面についての相関関係
  ―韓国人・中国人・日本人のアンケート調査を基に―

 4. 馬雯雯（筑波大学大学院博士後期課程）
  「女性」 の使用実態についての一考察
  ―コーパスのコロケーション情報から―

 5. 佐々木瑛代（国際基督教大学大学院博士前期課程）
  スピーチスタイルと敬語表現に対する日本語学習者の意識調査
  ―待遇コミュニケーションのための意識化と気づき学習とは―

 6. 胡南夫（北京大学大学院博士後期課程）
  日中翻訳実践における訳文分析の指標を探る
  ―過程構成論の視点から―
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発表概要　１

ウズベク人日本語学習者の「ほめ」への応答とその評価
A study of Japanese native speaker’s Evaluation on Uzbekistan Japanese Language 

Leaner’s Response to Compliment

メフモノフ　ファルフジョン（Farrukhjon MEKHMONOV ）
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】 ウズベク人日本語学習者、ほめへの応答、自慢
  Uzbekistan Japanese Language Leaners, response to compliment, 
  boast as response to compliment

文化圏の異なる話者間のコミュニケーションにおいて、「ほめ」への対応は問題が生じや
すい言語活動の一つであると考えられる。日本語母語話者は、「ほめ」に対して謙遜をする
ことが多い（寺尾 1996）。一方、ウズベク語母語話者は自慢をする傾向があると考えられる。
その語用論的転移として、ウズベク人日本語学習者も日本語母語話者の「ほめ」に対して、
自慢をすることが予測される。
本発表では、接触場面でウズベク語母語話者が「ほめへの応答」として自慢を付け加え

る実例を紹介するとともに、それに対する日本語母語話者の評価について分析を行った。調
査協力者は、日本在住のウズベク語母語話者３名と日本語母語話者５名である。ウズベク語
母語話者の調査被験者に「先輩と後輩」というペアで自由な会話をしてもらい、その中で出
てくる先輩の「ほめ」に対する後輩の「ほめへの応答」の特徴を分析した。さらに、日本語
母語話者の協力者にウズベク語母語話者の「ほめ」への応答に対する評価をしてもらい、そ
の分析を行った。
その結果、ウズベク語ではほめる側が先輩にも関わらず、まずは相手の「ほめ」を否定

せずに受け入れ、「ほめ」への応答の一部である自慢を付け加えている。また、ウズベク人
は相手の「ほめ」に対して自分の実績や感想を自由に伝える特徴があることが明らかになっ
た。日本語母語話者からウズベク語母語話者の「ほめ」への応答に対して、「ウズベク人は
相手の「ほめ」に対して自分の実績や感想を自由に伝える特徴があるように感じる」や「ほ
められたときに、その内容を細かく掘り下げるのは日本人と違って、面白い」という評価を
もらった。今後は、日本語学習者の被験者の人数も増やし、日本留学経験がある者とない者
を対象に調査を実施する予定である。また、日本語母語話者とウズベク人日本語学習者の「先
輩と後輩」というペアで会話をしてもらい、その会話データの結果のさらなる考察・分析を
行う。
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発表概要　２

「ほめ」に対する返答スタイルの日中対照研究
―日本語母語話者と中国語母語話者の大学生のデータを通して―

（予備調査の結果及び分析）
A contrastive study of compliment responses in Japanese and Chinese

―Through data of Japanese native speakers and Chinese native speakers―
（Result of preliminary survey and analysis）

王麗（Wang LI）
明治大学大学院博士前期課程

Meiji University

【キーワード】 ほめに対する返答、親疎関係、上下関係、ほめの対象
  compliment responses, degree of intimacy, social position,
  object of compliments

　われわれは日常生活の中で、相手と良い人間関係を保つために、「ほめ」という言語行動
を頻繁に行い、またそれに対して返答している。相手にほめられたとき、「ほめ」に対する
返答スタイルは、①相手との親疎関係、②相手との上下関係、③能力か外見かなどのほめの
対象によって異なる。そこで、本研究では、①親疎関係、②上下関係、③ほめの対象の三つ
の要因に注目し、中国語母語話者と日本語母語話者の大学生のデータを用いて、両言語にお
ける「ほめ」に対する返答スタイルの共通点と相違点を明らかにする。
　予備調査は、2017年9月から11月にかけて、日本語母語話者48名、中国語母語話者20名（い
ずれも大学生）を対象に、筆者が作成したアンケート調査票（自由記述式）を用いて実施し
た。ほめの対象は、能力、持ち物、外見、性格・行動、自分と関係ある人の五つを設定した。
また、アンケート調査は、それぞれの対象者の母語での回答を求めた。
　予備調査の結果、日本語母語話者と中国語母語話者ともに、単独返答スタイルの「同意系」
「回避系」「打消し系」「働きかけ系」「非言語行動系」、複合返答スタイルの「2個」「3個」「4
個」「5個」を用いているが、日本語母語話者は、7割が単独返答スタイル、3割が複合返答
スタイルで、比率がかなり異なっている。それに対して、中国語母語話者は、単独返答スタ
イルと複合返答スタイルの比率が均衡していて、どちらかと言うと、複合の方が多い。
単独のほめ返答において、日本語母語話者と中国語母語話者は、共に同意系（「感謝」「賛同」
など）、回避系（「情報説明」「冗談」など）、打消し系（「打消し」「控えめな打消し」「自分
に不利な情報を述べる」など）、非言語行動系（「笑い」「会釈」）という 4スタイルを用いて
いる。相違点は、①中国語母語話者は働きかけ系スタイルの「勧め」「誘い」「申し出」「依頼」「激
励」を用いているのに対して、日本語母語話者はほとんど用いないこと、②中国語母語話者
は、回避系スタイルを日本語母語話者より多く用いていることである。
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依頼行動と断り行動の相手配慮的側面についての相関関係
―韓国人・中国人・日本人のアンケート調査を基に―

The Interrelation of Request Behavior and Refusal Behavior 
in Consideration for Hearer

―Based on The Survey Results from Korean, Chinese, and Japanese―

尹恵美（Hyemi YOON）
韓国・中央大学校博士前期課程
Chung-Ang Universty

【キーワード】 社会的距離、依頼行動、断り行動、負担度、配慮表現
  Request Behavior, Refusal Behavior, Imposition, 
  Consideration Expression, Social Distance

他人と会話を交わす時、相手や話の内容によって、話し方が変わる。たとえば、相手が
自分よりも地位が高い人である場合、話し手のことばづかいにかかる負担は高まるであろう。
また、何かの依頼をする時や断りをする時も話し方は変わり得るが、相手に失礼にならない
話し方が好まれることもあれば、相手との親しさや心的距離を縮める話し方が優先されるこ
ともある。
本稿では、韓国・中国・日本の 3 ヵ国においての負担にかかる場面での話し方に注目

し、どのような配慮表現が現れるか調べた。資料は、中央大学校大学院社会言語学研究室で
2008 年度に行われた「韓・中・日の 3ヶ国における異文化間コミュニケーションの普遍性
と特殊性に関する研究」のものを用い、各国の大学生 300 人の記述式回答を分析した。
指導教授にアメリカの大学訪問のための推薦書を依頼し、そして学校行事でスタッフと

して手伝ってくれるかという指導教授の依頼を断るという、負担度の異なる 2つの状況で話
し手が聞き手に対してどのような配慮表現を用いるか比較的に捉えた分析結果は、次のよう
にまとめられる。

(1) 韓国は依頼行動の際は、「～してほしいです」などのように、意思を告げるタイプが多
　かった。断り行動の際は、明示的な＜断り＞の発話をしないタイプが多かった。
(2) 中国では依頼行動の際、聞き手へ負担のかかる表現を避け、「～してもらえますか」の
　ように承諾の選択肢を与える表現をするタイプ、もしくは＜依頼＞の発話をしないタ
　イプが多かった。そして、断り行動の際は＜断り＞を示さないタイプが多かった。
(3) 日本の依頼行動では、依頼の承諾の選択肢を与える表現をするタイプが多く、断り行
　動の際は「できません」と明確に断るタイプが多かった。聞き手への負担に対する配
　慮表現がないことが特徴的であった。

韓国・中国・日本の大学生において、それぞれの言語行動のパターンが異なっているこ
とが確認できたが、今後さらに分析を進めていきたい。
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発表概要　４

「女性」1 の使用実態についての一考察
―コーパスのコロケーションから―

Research on the Use of the Word “WOMAN”
―study based on collocations from corpus―

馬雯雯（WenWen MA）
筑波大学大学院博士後期課程
University of Tsukuba

【キーワード】 女性、コロケーション、KH Coder、年齢の区別、時代の反映
  woman, collocations, KH coder, age distinction, refl ection of the times

本研究は、コーパスのコロケーションから語彙「女性」の使用実態を考察するものである。
本稿はテキスト型データを統計的に分析するためのソフトウェアKH Coder2 を用い、『現代
日本語書き言葉均衡コーパス』から得られた「女性」に関するコロケーションを統計し、分
析した。分析に際し、（1）「女性」と名詞のコロケーションから、（2）「女性」と形容詞のコ
ロケーションからの二つを調査対象とした。
「女性」と名詞のコロケーションのうち、対称表現の「男性」と最も強いコロケーション
を有している。そして、「女性」と「労働者」、「議員」、「社員」などの身分、職業を表す語
とよく共起している。女性は労働者、議員、社員などには、常にジェンダー情報がつけられ
ることがわかった。また、「女性」は「独身、結婚、離婚」などの婚姻に関する語と「若年、
中年、老年」などの年齢を表す語とよく共起していることから、女性の婚姻と年齢は非常に
細かく区別されていることが窺える。「女性」と形容詞のコロケーションのうち、「女性」は
評価の意味が含まれる「若い」、「美しい」と強いコロケーションを持っている一方、「強い」、
「新しい」などの言葉ともよく共起している。女性に対する評価・価値の変化がコロケーショ
ンにも反映し、バリエーションに富んだ結果となっている。

1　混乱を避けるように、本研究では女性と区別する意味で、研究対象となる語彙「女性」という
ことばには「　」を付して表記している。
2　KH Coder は、樋口耕一氏によって開発されたテキスト型データを統計的に分析するための無料
ソフトである。
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発表概要　５

スピーチスタイルと敬語表現に対する日本語学習者の意識調査
―待遇コミュニケーションのための意識化と気づき学習とは―

A Research on Learners’ Consciousness and Attitudes
toward Speech Style and Keigo in Japanese

―Learning through Noticing for Taigu Communication―

佐々木瑛代 （Akiyo SASAKI）
国際基督教大学大学院博士前期課程
International Christian University

【キーワード】 スピーチスタイル、敬語表現、待遇コミュニケーション、意識化、気づき
  Speech Style, Keigo, Taigu Communication, Consciousness Raising, 
  Noticing

本研究では、待遇コミュニケーションを学習者に身につけさせるには、学習者の気づき
を促すことが重要ではないかという仮説のもと、まずは日本語学習者が、敬語表現と文末形
式であるスピーチスタイルについてどのような気づきを持ち、どのように捉え、そして実際
どのように運用しているのか調査する必要があると考え、アメリカで日本語を学ぶ大学生に
対してアンケートを行った。一回目のアンケートでは、今までの学習や経験から記述しても
らい、二回目のアンケートでは、実際の日常生活においてどのようなスピーチスタイルが使
用されているのか、どのように使用されているのかについて、それぞれ観察してもらい、そ
れらを記述するアンケートを行った。その後、二つのアンケートから得られたデータを、グ
ラウンデッド・セオリー・アプローチに基づいて分析した。
その結果、一つ目のアンケートでは「上下関係・社会的地位による使い分け」に関する

気づきが多かったが、二つ目のアンケートではその記述がほぼないことがわかった。これは、
アメリカでは英語で関係性を構築しているために、日本語に切り替わった際にも、「上下関係・
社会的地位による使い分け」がスピーチスタイル選択の要因になることはないためだと考え
られる。一方で、一つ目のアンケートでは「社会的立場・役割による使い分け」と「場によ
る使い分け」に関する気づきがなかったが、二つ目のアンケートではその気づきが多く見ら
れた。これは、日常生活において教師 -学生間で日本語の会話が多かったために「社会的立場・
役割による使い分け」についての気づきが得られ、また「場による使い分け」は、教師の職
場や教室などの場で実際に観察することで、気づきを得ることができたと考えられる。
今後は、日本に留学している学習者のデータについても、同じ項目で分類し、相手が日

本語母語話者に変わるとどのような気づきを得られるかを比較考察し、学習者が待遇コミュ
ニケーションに必要な気づきはどのようなものかを、さらに探る必要があると考えられる。
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発表概要　6

日中翻訳実践における訳文分析の指標を探る
―過程構成論の視点から―

An Exploration of the Quota for Translation analysis 
in Japanese-Chinese Translation Practice

̶From the Perspective of Transitivity Theory̶

胡南夫（NanFu HU）
北京大学大学院博士後期課程
Peking University

【キーワード】 過程構成、過程型、翻訳実践、統計分析、指標
  Transitivity, Process Type, Translation Practice, Statistical analysis, Quota

北京大学日本語MTI においては翻訳実践が重要視されており、出版書籍の翻訳プロジェ
クトが行われてきた。筆者自身はそのプロジェクトを通して出版書籍を翻訳したことがある
うえ、現在プロジェクトの監訳として務めてる。本稿は監訳の過程における訳文の分析に重
点を置いた。翻訳プロジェクトというのは、北京大学日本語MTI に在学する全員を対象に
試訳（トライアル）が行われ、監訳によって出版書籍の翻訳担当する人が選出されるという
ことである。本稿では最終的に選出されたたった一人の訳文ではなく、試訳（トライアル）
におけるすべての投稿をテキストとして扱った。
日中翻訳の研究の中では、訳文の分析に関するものが決して少なくはないが、研究の方

法としては記述的研究のほうが圧倒的に多い。本文は考察方法として、統計的分析の導入を
試みてみた。具体的には、北京大学日本語MTI の翻訳プロジェクトで使われた原文および
プロジェクトの参加者による複数の訳文に対して、過程構成の分析を行い、それぞれのテキ
ストにおける各種類の過程型が占める割合を統計し、複数の訳文と原文との間に、その割合
を比較し、それが訳文分析の指標になりうるか否かを検討した。
結論として、過程型の割合は訳文と原文を比較する際に訳文の質を評価する直接的な指

標になるとは限らないのである。訳文の質の反映より、むしろ訳者の訳し方の特徴を反映す
る指標にはなりうるのではないかと期待できる。また、用例を充実させて実証を行っていけ
ば、統計データを用いて、翻訳の研究に役に立つだけでなく、両言語の過程構成論的異同を
明らかにすることもできるだろう。




