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前　 言

２０１５年５月１６日上午,由中国日语教学研究会上海分会举办的＂２０１５年大学日语教育与日

本学研究国际研讨会＂在上海理工大学综合楼报告厅举行了隆重的开幕仪式.这也是本研讨会

首次在同济大学以外的高校举办.上海理工大学别致的小洋楼分会场和精心细致的组织安排得

到了与会者的交口称赞.
来自东京大学、早稻田大学、北海道大学、名古屋大学、复旦大学等多所国内外知名高校和研

究机构的国内外专家学者近１５０人出席了本次研讨会.开幕式后,日本奈良县国立图书情报馆

馆长千田稔教授,日本大阪府立大学張麟声教授,目白大学寺崎克志教授分别为大会做了精彩的

主题演讲.本次会议还设立了七个分会场,与会者分别围绕文学、教育、语言、文化、社会和翻译

等方面宣读论文、交换看法.特邀专家针对日语翻译硕士人才培养模式展开了热烈讨论,教育部

外语教学指导委员会日语分委员会前主任谭晶华教授、教育部高校专业外语教学指导委员会日

语分委员会副主任许宗华教授、中国日语教学研究会常务副会长许慈惠教授分别就人才培养目

标、日语翻译硕士课程设置以及教学评估标准等提出了具体的建议和意见.大会于５月１７日上

午１１:３０成功闭幕.上海外国语大学皮细庚教授为研讨会进行了总评.上海理工大学外语学院

院长吕乐教授、中国日语教学研究会上海分会刘晓芳会长分别为大会致闭幕辞.
本年度的研讨会是经过教育部正式批准的国际会议,其学术影响也得到了我国日语界的普

遍认同.华东理工大学出版社、新世界教育集团、卡西欧上海贸易有限公司、上海交通大学出版

社等单位也一如既往地对本次研讨会的成功举办给予了大力支持.
为了更好地体现本次研讨会的成果,在华东理工大学出版社的鼎力支持下,我们继续出版了

大会的论文集.其中所收录的论文也是各位与会者参加本次研讨会的成果的具体体现.我们希

望继续得到各位方家的批评指正,并希望在大家的共同努力之下,本研讨会越办越好,论文集的

质量也越来越高,并希望借此凝聚日语教育与日本学研究的中坚力量,为我国日语界的繁荣尽一

份绵薄之力!

«２０１５年日语教育与日本学研究国际研讨会论文集»编委会

中国日语教学研究会上海分会

２０１６年３月２３日
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中国語話者における〈起点〉を

表す格助詞をとからの選択について

名古屋大学　杉村泰

１　はじめに

　筆者のところには毎年８０～１００人ほどの中国語を母語とする日本語学習者(以下、 中国語

話者と呼ぶ)から研究生になりたいとのメールが来る。 そのうちの３割ぐらいは例(１)のよう

に大学を卒業したを∗大学から卒業したと書いてくる。

　(１)私は中国の○○大学(∗から→を)卒業した○○と申します。

　みな日本語能力試験 N１合格レベル以上の高い日本語能力を持っているにもかかわらず、

意外にもこのような初級レベルの日本語を間違える。 そこで本稿では中国語話者における

〈起点〉を表す格助詞をとからの選択について論じることにする。

２　先行研究

　日本語の〈起点〉を表すをとからの選択について、 三宅(１９９５)は次の２つの規則があ

ることを指摘している。

　·意志的にコントロールされない移動の場合は、 ヲ格を使うことができない。

　(２)煙が煙突{∗を/から}出た。

　(３)太郎が部屋{を/から}出た。

　·着点をも同時に含意する場合は、 ヲ格を使うことはできない。

　(４)太郎が部屋{∗を/から}庭に出た。

　しかし、 例(３)のように意志的にコントロールされる場合のをとからの選択基準につ

いても説明が必要である。 この点について杉村(２００５)では、 をとからの二者択一式によ

るアンケート調査によって、 日本語話者と中国語話者のをとからの選択傾向の違いを明

らかにしている。 本稿では新たにコーパス調査の結果を示すとともに、 杉村(２００５)の調査結

果を統計的に分析する。

３　コーパス調査

　まず、 中国語話者の実例からをとからの選択傾向を比較する。 湖南大学学習者中間

１
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言語コーパス①のうち１９回目の卒業とはというタイトルの作文データ(２０１２年１２月２１日実

施、４年生７５人)を見ると、 中国語話者は〈起点〉を表す場合にをよりもからを選択しや

すいことが分かる。

　〔コーパス調査の結果〕

　·～から卒業する２０件、 ～を卒業する４件、 ～に卒業する１件

　·～から離れる４件、 ～を離れる１件

　·～から出る５件、 ～を出る０件

４　アンケート調査

　次に日本語話者と中国語話者に対してアンケート調査を行い、 をとからの選択傾向の

違いを見る。

４．１　アンケートの概要

　次のようなをとからの二者択一式の問題を１４問作成し、 被験者にをとからのうち

どちらか一つを選ばせた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　
　　質問　次の文の(　)に格助詞をからのうち、 正しいと思う方を一つ入れて下さい。

　１．私は毎日７時に家(　　　　)出る。

　２．彼はアメリカの有名大学(　　　　)出た。 　　(他全１４問)

　〔被験者〕

　·日本語話者

　　名古屋大学１年生５８人

　　　(２００４年１１月１８日、 名古屋大学で実施)
　·中国語話者(合計１４９人)
　　北京第二外国語学院日語系４年生５０人

　　　(２００４年１１月２４日、 北京·北京第二外国語学院で実施)
　　上海外国語大学日本文化経済学院４年生５０人

　　　(２００４年１１月２９日、 上海·上海外国語大学で実施)
　　東呉大学日本語文学系４年生４９人

　　　(２００４年１１月３０日、１２月２日、２４日、 台北·東呉大学で実施)

４．２　杉村(２００５)の指摘

　本アンケートに関して、 杉村(２００５)では、 からが第一義的に〈起点〉を標示するのに対

し、 をは広い意味で〈働きかけの対象〉を標示するものであることを主張した。 すなわち、

Ａ地点からＢ地点への移動に重点がある場合はからが選択され、 そこでの活動に終止符を打

ち、 次へのステージに移ることに重点がある場合はをが選択される傾向があることを指摘し

た。 このことから、 例(５)のように単にそこからの離脱を表す場合にはからの方がふさわしく、

をを使うと家出して別のところに行ってしまうようなニュアンスになることが説明できる。

　(５)台風の時は家{から/？を}出るな。 地震の時は家{から/？を}出ろ。

　また、 杉村(２００５)では、 中国語話者は日本語話者に比べてをを選ぶ人の割合が低いこと

２

① 平成２２～２５年度科学研究費補助金基盤研究(B)(課題番号２２３２００９３)中国国内における日本語学習者の縦断的中

間言語コーパスの構築と動詞の習得過程の解明(研究代表者:杉村泰)による。
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を指摘した。

４．３　日本語話者と中国語話者の選択傾向
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　次に、 日本語話者と中国語話者のをまたはからを選択した頻度と一様性の検定の結果

を表１に示す。 表中の網掛け部分はをとからのうち有意に多く選択された方を示してい

る。 これを見ると、 日本語話者はをとからをかなり明確に使い分けているのに対し、 中

国語話者は日本語話者がからを選択する場合にはからを選択しやすいものの、 日本語話

者がをを選択する場合にはをとからの選択で迷いやすいことが分かる。 また、 表２は

質問文を日本語話者と中国語話者の選択傾向によりクラスター分析したものである。 これに

より、 同じ～{を/から}出るでも日中語話者の選択傾向に様々な違いがあることが分か

る。 今後はこの結果をさらに分析していきたい。

表２　クラスター分析の結果
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中国の大学教科書に採録される古典

その教材内容及び指導方法の比較を中心に

日本大学　笹生美貴子

はじめに

　中国の大学教科書に採録される日本の古典教材は、 万葉集古今集源氏物語枕草子
方丈記平家物語今昔物語集など、 とりわけ日本の古典教育で扱う内容と共通する部分

が多く確認できる。 中国において、 このように、 日本古典を学習する環境が整っていること

は見逃せない。 だが、 近年、 日本では、 学習者の古典離れ·古典嫌いが深刻となっており、 国

語教師側の頭を悩ませる科目として位置付けられている背景がある(御手洗舞(２０１５)により

指摘されている)。 その解決の糸口として、 教える側(国語教師側)によるスキルアップ―グ

ローバル化教育に対応するための知識の多様化―を計ることも有効と考える。

　本稿では、 中国と日本の教科書における教材内容と指導方法の比較をすることにより、 見

えてくること 日本が今後求められる古典教育の展望と課題 について試みに論じる。

加えて、 古典指導という枠の中で、 国際的視野を養っていくことの有効性についても触れ

る。 その手段の一つとして、 外国において日本の古典教材がどのように指導されているのか

注目する。 日本の国語教師が、 外国での日本古典における指導方法を知ることにより、 日本

における従来の古典教育の指導に、 新たに活かすことのできる点があることを試みに論じて

みたい。 とりわけ、 日本の古典に大きな影響を及ぼした中国において使用されている教科書

内容·指導方法との比較検討を行う。 教材は、 源氏物語に注目する。

１　古典教材から国際的視野を養う視点について

　高校において、 古典を学習する目的の一つとして、 国際的視野を養うことが昔から定めら

れている。 文部科学省が告示する高等学校学習指導要領国語には、 自国の文化や伝統の

尊重を通じて、 国際理解を深める精神を養う点が明記されている。 古典教育に注目すると、

国語総合の伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項では言語文化の特質や我が国

の文化と外国の文化との関係について気付き、 伝統的な言語文化への興味·関心を広げるこ

ととあり、 古典 Aでは古典などを読んで、 言語文化の特質や我が国の文化と中国の文化

との関係について理解すること中国など外国の文化との関係について理解を深めるのに役

立つこと、 古典Bでは古典を読んで、 我が国の文化の特質や我が国の文化と中国の文化

との関係について理解を深めることとある。 このように、 日本の高校では、 古典を通じて

国際理解、 とりわけ中国の文化との関係について理解を深めることが目的の一つとして明示
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されている。

　以上のことから、 日本における高校の古典教育の一つの目標として、 伝統文化の尊重から

国際理解へと視野を広げさせるような教育方針が強調されるようなかたちで掲げられている

ことがわかる。 だが、 浅田孝紀(１９９４)などの指摘するように、 現場ではまだ追いつかず、 課

題となっているところが多い。

２　日本の中高教科書における源氏物語について

　教科書に掲載されている多くの作品のうち、 日本古典文学の最高峰として位置付けられる

といっても過言ではない源氏物語について述べる。 有馬義貴(２０１４)や田中幹子·及川貴大

(２００８)においても指摘されているように、 古典は中学においても学習するが、 源氏物語
は、 中学ではあまり取り扱われない傾向にある。 よって、 源氏物語を本格的に勉強するの

は高校からである。 ここでは、 高校教科書において源氏物語のどの巻が採録されているか

についても注目したい。 ２０１３年に検定合格となった古典教科書(１０社２３種類)において、 源
氏物語がどのように扱われているか調査した結果を提示する。 出版社名教科書名(教科書

の記号·番号)、 源氏物語抜粋部分の巻名、 その他源氏物語に関する解説やコラム等があ

る場合は、 備考欄に見出しを記した。

　１．東京書籍古典 Ａ(古 Ａ·３０１)
夕顔賢木初音蛍若菜上柏木橋姫浮舟夢浮橋
【備考】ハルオ·シラネサイディンステッカーと源氏物語の自然観を掲載。 文学史

における源氏物語六条院
　２．教育出版古典文学選　古典 Ａ(古 Ａ·３０２)

桐壺若紫須磨澪標薄雲野分御法幻
　３．右文書院説話(古今著聞集·沙石集·十訓抄·竹取物語)随筆(徒然草·枕草子·方丈記·常山

紀談·花月草紙·蘭東事始)故事·小話　漢詩　史話(古 Ａ·３０３)
該当なし

　４．右文書院源氏物語·大鏡·評論(古 Ａ·３０４)
桐壺夕顔若紫須磨明石玉鬘蛍野分御法東屋浮舟夢浮橋
【備考】無名草子紫式部と源氏物語

　５．第一学習社高等学校　標準古典 Ａ　物語選(古 Ａ·３０５)
桐壺夕顔若紫葵須磨薄雲
【備考】源氏物語と石山寺

　６．東京書籍新編古典 Ｂ(古 Ｂ·３０１)
桐壺若紫
【備考】その後の若紫

　７．東京書籍精選古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３０２)
桐壺若紫葵須磨薄雲若菜上御法
【備考】源氏物語が語りたかったこと

　８．三省堂高等学校古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３０４)
桐壺夕顔若紫葵須磨薄雲藤裏葉若菜上御法幻夢浮橋
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【備考】源氏物語玉の小櫛(本居宣長)もののあはれ
　９．三省堂精選古典 Ｂ(古 Ｂ·３０６)

桐壺夕顔若紫須磨薄雲御法
【備考】源氏物語玉の小櫛(本居宣長)もののあはれ広がる源氏物語の世界

　１０．教育出版古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３０７)
桐壺若紫帚木花宴葵薄雲若菜上御法
【備考】源氏物語の成立

　１１．教育出版新編　古典 Ｂ　言葉の世界へ(古 Ｂ·３０９)
桐壺若紫
【備考】源氏物語の成立

　１２．大修館書店古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３１０)
桐壺若紫葵須磨薄雲若紫上御法橋姫
【備考】源氏物語の影響―日本的な美

　１３．大修館書店精選　古典 Ｂ(古 Ｂ·３１２)
桐壺若紫葵須磨若菜上御法橋姫
【備考】源氏物語の影響―日本的な美

　１４．大修館書店新編古典 Ｂ(古 Ｂ·３１３)
桐壺若紫
【備考】源氏物語への招待源氏物語の影響―日本的な美

　１５．数研出版古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３１４)
桐壺若紫須磨藤裏葉若菜上御法浮舟
【備考】源氏物語源氏物語以降の物語

　１６．明治書院精選　古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３１６)
桐壺若紫葵須磨野分若紫上御法
【備考】平安女流文学と後宮の女房

　１７．明治書院高等学校　古典 Ｂ(古 Ｂ·３１８)
桐壺若紫葵野分

　１８．右文書院新編　古典(古 Ｂ·３１９)
桐壺夕顔若紫葵須磨御法

　１９．筑摩書房古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３２０)
桐壺若紫須磨薄雲若菜上御法

　２０．第一学習社高等学校　古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３２２)
桐壺若紫須磨澪標藤裏葉御法橋姫
【備考】貴族の呼び名―官職と階位―

　２１．第一学習社高等学校　標準古典 Ｂ(古·３２４)
桐壺若紫須磨薄雲
【備考】源氏物語と石山寺貴族の呼び名―官職と階位―

　２２．桐原書店探求古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３２５)
桐壺若紫葵若菜上御法浮舟
【備考】海を越える源氏物語原文を読み解く魅力

　２３．桐原書店古典 Ｂ(古 Ｂ·３２７)
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桐壺若紫葵若菜上御法浮舟
【備考】海を越える源氏物語原文を読み解く魅力

　以上、 平成２５年(２０１３年)に合格した(１０社２３種類)の高校教科書における源氏物語採録箇

所(巻)の詳細について提示した。 そこからわかることとしては、 まず、 教科書採録におい

て、 源氏物語最初の巻で光源氏誕生の描かれる桐壺巻と、 光源氏とヒロイン紫の上の出

会いの場面が描かれている若紫巻が選ばれやすい傾向にあることがうかがえる。 この傾向

については、 有馬義貴(２０１４)にも指摘されているように、 平成２５年(２０１３年)以前の教科書に

も見られる。 後で詳しく述べるが、 中国の大学教科書の源氏物語採録箇所(巻)の状況と共

通してもいる。

　また、 年々、 宇治十帖の採録箇所が増えている。 例えば、２００３年の古典教科書は１０社１９
種類が検定合格となっているが、 そのうち宇治十帖を採録しているものは２種類にとどまって

いた。 だが、 下線部にあるように、 今回調査した２０１３年の教科書では、２３種類中９種類の教科

書が宇治十帖に関係する巻を採録していた。 さらに、 宇治十帖のうちの橋姫巻が４種類の

教科書に採録、 浮舟巻が５種類の教科書に採録されていることは興味深い。 橋姫巻は、

宇治十帖の始発部分を語る重要な巻であるし、 浮舟巻は、 源氏物語最後のヒロイン浮舟

と匂宮の恋模様が描かれるなどする。 正編では、 桐壺若紫二巻が集中的に採録されるの

に対し、 続編では橋姫浮舟巻二巻が採録される傾向になりつつあるようである。

３　日中における指導方法の相違

　中国の大学教科書に採録される日本の古典教材は、 日本の古典教育にて扱う内容と共通す

る部分が多く確認できる。 ここでは、 両国の源氏物語桐壺巻冒頭部分の教科書内容と指

導方法に焦点をあてて、 考察を試みることとする。

　まず、 源氏物語桐壺巻冒頭部分において、 とりわけ中国の故事や中国のことを示す単

語に、 どのような注釈を付けているのか確認する。 〈日本〉高校教科書は紙幅の関係により

下記の５種類、 〈中国〉大学教科書は手元にある教科書の中で注の付けられている、 張龍妹主

編(２００６)日本古典文学入門(外語教学与研究出版社)を調査対象とし、 管見の限りを述べ

たい。

　【源氏物語桐壺巻冒頭部分の本文】

　①いづれの御時にか、 女御、 更衣あまたさぶらひたまひける中に、 いとやむごとなき際に

はあらぬが、 すぐれて時めきたまふありけり。 …(中略)…上達人、 上人などもあいなく②目

を側めつつ、 いとまばゆき人の御おぼえなり。 ③唐土にも、 かかる事の起こりにこそ、 世も

乱れあしかりけれと、 やうやう、 天の下にも、 あじきなう人のもてなやみぐさになりて、 ④

楊貴妃の例もひき出でつべくなりゆくに……。

　(※源氏物語本文の引用は、 新編日本古典文学全集に拠る。 )

　【〈日本〉高校教科書の注釈】

　①いづれの御時にか

·教育出版古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３０７)該当なし
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·大修館書店古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３１０)該当なし
·明治書院高等学校　古典 Ｂ(古 Ｂ·３１８)どの帝の御代であったろうか
·筑摩書房古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３２０)どの(帝の)御代であったろうか
·第一学習社高等学校　古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３２２)どの(帝の)御代であったろうか

　②目を側めつつ

·教育出版古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３０７)京師長吏為之側目(陳鴻長恨歌伝)による

表現。 楊貴妃が玄宗皇帝の寵愛を受けて楊氏一族が栄華をきわめたことに対する京師

長吏(都の役人)の反感をいう
·大修館書店古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３１０)該当なし
·明治書院高等学校　古典 Ｂ(古 Ｂ·３１８)わけもなくたびたび目を背けて
·筑摩書房古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３２０)該当なし
·第一学習社高等学校　古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３２２)該当なし

　③唐土

·教育出版古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３０７)該当なし
·大修館書店古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３１０)該当なし
·明治書院高等学校　古典 Ｂ(古 Ｂ·３１８)該当なし
·筑摩書房古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３２０)該当なし
·第一学習社高等学校　古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３２２)該当なし

　④楊貴妃の例

·教育出版古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３０７)中国の唐の玄宗皇帝の寵妃。 玄宗が楊貴妃を溺

愛して国政を顧みなかったために、 安史の乱を招き、 唐が滅びる遠因となった
·大修館書店古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３１０)唐の玄宗皇帝が楊貴妃を溺愛して政治を顧

みず、 その結果安録山の乱が起こってしまったという先例
·明治書院高等学校　古典 Ｂ(古 Ｂ·３１８)七一九～七五六年。 中国唐の玄宗皇帝の寵

姫。 安録山のときに殺された
·筑摩書房古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３２０)唐の玄宗皇帝の寵妃。 玄宗は楊貴妃を寵愛する

あまり、 国政を顧みず、 安録山らの反乱を招いた
·第一学習社高等学校　古典 Ｂ　古文編(古 Ｂ·３２２)七一九~七五六。 唐の玄宗皇帝に

愛された美女。 安史の乱のときに殺された

　【〈中国〉大学教科書の注釈】

　①いづれの御時にか

·張龍妹主編(２００６)日本古典文学入門(外語教学与研究出版社)“意为不知是哪个天皇的

朝代.御時指天皇的治世.にか是由断定助动词 なり的连用形和系助词か组成的,
下面省略了ありけむ.有人认为这句话是受到了白居易«长恨歌»‘汉皇重色思傾国’的影

响.‘汉皇’一词掩盖了杨贵妃故事的真实年代,いづれの御時也起到了把故事发生的年代

朦胧化作用.这位天皇就是作品虚构、由后来的读者命名的‘桐壶天皇’”

　②目をそばめつつ

·張龍妹主編(２００６)日本古典文学入門(外語教学与研究出版社)“陈鸿«长恨歌传»中‘京
师长吏为之侧目’中‘侧目’一词的训读.为下文中引出杨贵妃作了铺垫”

　③唐土
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·張龍妹主編(２００６)日本古典文学入門(外語教学与研究出版社)“中国.具体指我国唐朝”

　④楊貴妃のためし

·張龍妹主編(２００６)日本古典文学入門(外語教学与研究出版社)該当なし

　以上、 提示した教科書の注からわかることを述べる。 まず、 ①いづれの御時にかの注。

〈日本〉高校教科書では該当なし、 もしくは当該部分の現代語訳の補足説明にとどまる。

それに加えて、 〈中国〉大学教科書では、 品詞について解説を加えた後、 下線部にあるよう

に源氏物語桐壺巻と長恨歌の影響についても解説を加えている。 次に、 ②目を側め

つつの注。 桐壺更衣が桐壺帝の寵愛を独占している状態を目の当たりにした部下達の批判

的な目線が描かれているところであり、 ここは、 長恨歌伝に描かれる玄宗皇帝と楊貴妃を

巡っての部下達の批判的な描写と重なり合う表現でもある。 〈日本〉高校教科書では、 該当

なし、 もしくは当該部分の現代語訳の補足説明にとどまるものが大半であった。 だが、 その

中でも、 教育出版古典 Ｂ　古文編だけは、 下線部にあるように、 長恨歌伝の引用をしつ

つ、 当該表現と中国文学との関わりについて、 他社の教科書よりも一歩踏み込んだかたちで

解説を加えている(教育出版は、 他に２種類の教科書(古典文学選　古典 Ａ(古 Ａ·３０２)、 新
編　古典 Ｂ　言葉の世界へ(古 Ｂ·３０９))を出しているが、 その教科書の注もほぼ同様のもの

となっている)。 〈中国〉大学教科書においても、 長恨歌伝の詩句が深く関わっていること

を説明している。 ③唐土についての注は、 〈日本〉高校教科書ではそこまで重要視されて

いないようである。 〈中国〉大学教科書では、 簡単ながら注が付されていた。 ④楊貴妃のた

めしについての注は、 〈中国〉大学教科書には記されていなかった。 恐らく、 楊貴妃につい

ては解説を加えるまでもない項目として判断したか、 ①②の注で玄宗皇帝と楊貴妃のことに

ついて大方解説をしているためであろう。 〈日本〉高校教科書では、 楊貴妃に関する出来事

について若干の解説を加えている教科書が多く確認できた。 とりわけ、 教育出版、 大修館書

店、 筑摩書房の注に記載されているように、 玄宗皇帝が楊貴妃を溺愛しすぎて国政を顧みな

かったことが、 国の滅びるそもそもの原因となっていたことを強調して解説する教科書も見

られる。 そこには、 桐壺帝と桐壺更衣との関係を、 玄宗皇帝と楊貴妃に比定させて物語を読

み解く方法が、 よりわかりやすく提示されているといえよう。

　以上のことから、 中国では源氏物語を学習させる際、 中国文学との影響関係をクローズ

アップさせて教える傾向がうかがえる。 〈日本〉高校教科書においても、 こうした外国文学

との関連に関する部分をより積極的に掲載していくことが必要と考える。 またそれを、 現場

に立つ教員がよく理解し、 指導していく必要がある。 こうした部分を地道に改善していくこ

とで、 高校教育の課題でもある、 伝統文化の尊重から国際理解へと視野を広げさせるような

教育方針を実現させていくことに繋がっていくのである。

　なお、 中国における大学教科書の源氏物語採録箇所(巻)についても言及しておく。 張龍

妹·曲莉(２００８)日本文学　上編(高等教育出版社)では、 桐壺若紫須磨。 張龍妹主編

(２００６)日本古典文学入門(外語教学与研究出版社)では、 桐壺であった。 この傾向は、 日

本での源氏物語正編の採録状況と同じと言える。 数多くある巻の中で、 源氏物語の共通

した場面を両国の学習者が学ぶことは、 知識を深めるだけにとどまらず、 国境を越えての共

通理解を養うということにも繋がるのであり、 両国にとって効果的な学習環境を形成するこ

とに役立っていると言えよう。

　〈日本〉高校教科書と〈中国〉大学教科書における、 他作品に見られる比較については紙
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幅の関係上、 他日を期したい。
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文語文読解教材開発に向けての指針

中国大陸·台湾地域の日本学研究者への調査から①

東北大学　佐藤勢紀子

東北福祉大学　虫明美喜

１　研究の背景と目的

　文語文②の学習を必要とする日本語学習者は学習者全体から見ればごく少数であるが、 近

代以前の日本についての研究を目指す者にとっては、 文語文学習は避けて通れないプロセス

である。 また、 世界最多の日本語学習者を擁する中国では③、 今世紀初頭から高校日語専業

八級考試(大学日本語専攻８級試験)において文語文の問題が出題されるようになっており、

日本語専攻の大学生の間で文語文学習への要求が高まっている。 しかしながら、 中国でも、

その他の国·地域においても、 ほとんどの高等教育機関において、 日本語文語文についての

教育が十分に行なわれているとは言いがたく、 それは学習者の留学先としての日本の大学に

おいても同様である(坂内２００４,佐藤２０１４,２０１５a,山口ほか２０１５)。
　佐藤(２０１５b)では、 中国大陸·台湾地域の日本学研究者７名を対象としたインタビュー調査

を通じて、 漢字圏の学習者が文語文学習において困難を感じる点について検討した。 母国で

も留学先の日本でも、 研究遂行に十分な文語文教育を受けにくいこと、 文法項目では特に助

詞·助動詞の用法が難しいことなどが明らかになり、 そこから、 文語文読解教材開発にあ

たっては、 自習が可能であること、 世界の各地域で広範に使用できるeＧlearning形式である

こと、 助詞·助動詞の用法に重点を置くこと、 の３点が求められるという結論が導かれた④。

　本稿では、 上記の研究結果をふまえて、 漢字圏の日本語学習者のための文語文読解教材と

して具体的にどのような教材が求められているかについて、 中国大陸および台湾地域の日本

学研究者を対象に実施したインタビュー調査および質問紙調査の結果を報告し、 文語文読解

教材を開発する上での指針を提示する。
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①

②

③

④

本研究は、 日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)基盤研究(C)２５３７０５３１日本語学習者

を対象とする文語文読解教育の実態調査および教材開発(平成２５年度 平成２８年度,研究代表者:佐藤勢紀子)に
よる助成を受けて行ったものである。

一般には古文という用語がよく使われるが、 古文は日本の古典の文章を指す語として用いられることが

多い。 本稿では、 古典の文章を含め、 近代に至るまで様々な分野において、 現代日本語とは異なる文法体系を

持つ書記言語によって表記された文章を指す用語として、 文語文という語を用いる。

国際交流基金の調査によれば、２０１２年には中国大陸における学習者数は１,０４６,４９０人に達し、 学習者全体の２６．
２％を占めている。 これに中国台湾の学習者を加算すると、１,２７９,４５７人で、３２．１％となる。

なお、 非漢字系日本学研究者を対象とする調査でも、 研究遂行に十分な文語文読解力を養うための教育環境が

整っていないことが指摘されている。 また、 漢文の読解や文の構造の把握に困難があり、 文法項目では特に用言

や助動詞の用法が難しいという結果が示されている(佐藤２０１５a)。
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２　調査の概要

　インタビュー調査は、２０１４年５月から２０１５年８月にかけて、 同済大学、 南開大学、 北京外国

語大学、 北京大学、 早稲田大学、 東北大学を会場として９名を対象に行った。 あらかじめ主要

な質問項目を定め、 半構造化質問調査の形で実施した。 質問項目は次のとおりである①。

　１．基本情報　　２．(日本語/古典/文語文)学習歴　　３．(古典/文語文)教育歴

　４．ニーズ　　　５．開発教材についての意見　　　　６．その他関係者への要望など

　インタビューは調査対象者の了承を得て録音し、 文字化した。 また、２０１５年４月に、 同じ質

問項目で、 イーメールによる質問紙調査を２名に対して行なった。 結果として、 計１１名から回

答を得ることができた。

　対象者はいずれも日本学の研究者である。 出身は中国大陸９名、 台湾地域２名、 年齢層は２０
代１名、３０代２名、４０代６名、５０代２名である。 所属機関は１１名とも大学で、 身分は教授４名、 副

教授４名、 講師１名、 大学院生２名(MC·DC各１名)である。 各対象者の主な専門分野を見る

と、 上代文学·思想(２名)、 中古文学(４名)、 中世文学(２名)、 近世思想(１名)、 近代文学(１名)、
近代中心の日本語史(１名)となっている。 なお、 対象者のうち７名が日本語文語文の教育経験

を持っており、６名は現在も文語文教育に携わっている。

３　調査の結果

　調査対象者１１名の回答の中で、 主に質問項目５(開発教材についての意見)に対する回答の

部分を取り上げ、 分析した。 その結果、 日本語文語文学習者/指導者自身による開発教材へ

の直接的·具体的な要望や提案として、 以下のことが示された。

３．１　文法学習

　前述のように、 文法で特に難しい点として、 助詞·助動詞が挙げられている。 これについ

ては、 助詞·助動詞の用法を具体的な例文を挙げて示すのがよいという意見((１))や、 助詞·

助動詞の用法の時代による変化を説明してほしいという要望((２))が示された。

　(１)日本の古典文法について、 やはり中国人の学生にとって一番難しいのはたぶん助詞·助

動詞関係のものなんですね。 中国語には似たようなものはありませんので、 そしてそ

の使い方もなかなか複雑なので、 それについて、 どう説明すればいいかについて、 い

つも悩んでいるんですけど、 やはり具体的な例文を挙げて、 そしてその例文の中にそ

れぞれの助詞·助動詞を、 この場合はどういうような使い方をしているのか、 それを

はっきり詳しく示してくれたほうがいいと思います。

　(２)古典文法の標準は、 まだ平安時代の作品の中で使われているものを標準として使われ

ていますけれども、 ……こういう使い方は上代の使い方とか、 ここは中世とか、 文法

の中では、 もしこういうような、 助動詞とか助詞とか、 時代がたつにつれて変わって

いくとか、 そういうようなことがあれば、 ……一言ぐらい説明していただければ、 勉

強する者にとって助かるのかなあと思います。

　また、 日本語学習者を対象とする文語文法の導入において時に問題になるのは、 母語話者

３１
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と同様に、 いわゆる学校文法を用いるか、 それとも現代日本語の教育で広く採用されてい

る教育文法を用いるかという点である。 これについては、 今回の調査対象者からは、 辞書

が学校文法にもとづいていることから、 学校文法を教えたほうがよく、 授業の最初に教

えれば問題ないという見解が示された。

　その他、 現代日本語との関係を明らかにする、 文法学習を文章読解と並行させ達成感を与

えるなどの提案が、 それぞれ複数の調査対象者から寄せられた。

３．２　素材

　開発教材でとりあげる素材については、 多くの調査対象者が、 平易で読みやすく学習者の

興味をひくものから入ることを提案した。 具体的には、 竹取物語枕草子方丈記宇治

拾遺物語などの定番とも言える古典文学作品のほか、 現代日本語に近く読みやすい近代の

作品、 演歌や流行歌の歌詞が挙げられた①。 また、 漢字圏に特徴的な発言として、 入門期は

和文より漢文訓読調の文章がよいという意見((３))、 また中国と関係のある素材を取り入れ

たほうがよいという意見が見られた。

　(３)さっき何回も徒然草をあげましたけれども、 それは漢文訓読調が入っているから、

われわれの学生さん、 入門期それはわかりやすいでしょう。 ……やっぱり、 和文体、 た

とえば、 源氏とか、 それはちょっと難しい。 で、 もう少し後回しですね。

　その他、 文学だけでなく様々な分野のものを取り上げたほうがよい、 有名な作品を取り上

げてほしい②といった意見が見られた。

３．３　翻訳

　開発教材で取り上げるテキストに中国語訳を付けたほうがよいかどうかについては、 見解

が分かれた。 必要であるという意見もあれば、 必要かどうか微妙であるという発言も聞かれ

た。 対象によって決めるべきで、 大学院生なら不要で現代日本語訳で十分という意見もあっ

た。 他に、 訳はすぐ近くに付けるのでなくて別のページにという提案もあった。

３．４　練習問題

　練習問題の作り方については、 助動詞や助詞について、 一つ一つ練習してもあまり意味が

ないので、 複数の語を混ぜた練習が必要であるという意見があった((４))。
　(４)練習はやはり必要だと思いますが、 ただし、 たとえば上にこういうような例文を挙げ

て、 下にも同じようないくつかの例を並べても、 それはあまり練習の効果がないと思

いますね。 なぜかというと、 まあ、 上の例があるんですから、 ここは出てくる練習は

必ずこういう例の使い方だと分かってるんですね、 学生は。 やはり、 たとえばけり
とか、 ……推量とか、 いろんな使い方を混ぜて、 その区別を自分でできるようになる

のは練習の効果があると思うんですね。

　また、 次項とも関連するが、eＧlearning教材として作るなら練習問題に全部答えてから正

解を見るように設定するといいという助言もあった。

３．５　その他

　開発教材はeＧlearning教材とする予定であることから、 それに関するアイディアを求め

た。 ほとんどの調査対象者から要望があったのは、 音声データや画像·動画の導入であった。

４１

①

②

これに関して、 現代短歌や抒情歌を文語文教育の導入に用いる試みが金(２００９)で報告されている。

報告者が担当する古典入門授業の受講者の反応を見ても、 作品の知名度は素材を選択する際の一つの重要なファ

クターとなると考えられる(佐藤２０１４,佐藤２０１５c)。
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音声データで原文の読み方がわかるとよい((５)~(７))、 日本についての参考資料を画像で示

してはどうか((８))、 などの意見があった。 キャラクターを作って面白くする、 関連サイトと

のリンクをはる、 などの提案もあった。

　(５)eＧlearning教材の場合は、 いろんな可能性がありまして、 たとえば、 この古文の読み方

が自分でどう読むべきかちょっとわからないじゃないか。 もし音声データがある場合、

こういう風に読めばいいということはわかるんですね。

　(６)仮名遣いとか発音違いますね。 ……読んでくれる日本人の発音、 あったほうが。

　(７)読み方も、 目で黙読というか、 声を出さないで読むと、 音を聞くのと全く違いますか

ら。 頭の中で読んでいても、 実際声を出して読むと難しかったです。

　(８)いろんなメディアとか取り入れて。 たとえば、 日本人にとってはそんな必要がないと

思うんですけれども、 ……ほかの国の人が勉強するときに、 日本そのものがわからな

いという。

　また、 このeＧlearning教材が使えるようになれば、 この教材で予習し、 クラスでさらに学

習を深める反転授業が可能になるというような、 教材の利用方法についての具体的な提案も

寄せられた。

４　まとめ

　以上、 中国大陸·台湾地域の日本学研究者を対象に、 学習者を対象とする文語文読解教材

の開発においてどのようなことが求められるかについて調査を行い、 調査結果の概要を報告

した。 助詞·助動詞などの文法学習を行う部分では、 例文の提示、 具体的な用法や歴史的変

化の説明が必要であること、 素材としては平易で学習者の興味をひくものや有名な作品を選

ぶのがよいこと、 漢字圏の学習者にとっては導入段階で漢文訓読調の素材を用いるのが効果

的であること、 中国語訳を付ける場合は示し方に工夫が必要であること、 音声データや画像

を活用すべきであること、 などが示された。

　今後は、 上記の調査結果をふまえて、 文法や歴史的背景についての解説コラムを付ける、

平易で学習者の関心をひきそうな素材、 知名度の高い素材を用いる、 漢字系/非漢字系と

いった学習者の特性や、 学習目的に応じた使い方ができるようにする、 可能なかぎり文字以

外のデータを取り入れる、 などのことを念頭におきつつ、 教材開発に取り組んでいきたい。
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アジアのビジネスにおける日本語

東北工業大学　渡部順一

１　はじめに

　これまで、 日本企業のアジアにおけるビジネスは、 輸出、 海外生産、 あるいは、 海外研究

開発の日本から海外に出ていく活動と、 原料·部材、 材料、 あるいは、 製品の輸入のアジアか

ら日本に入れるものが中心であった。 当初、 日本は資源に乏しいことから、 原材料をアジア

等の海外から輸入し、 それを加工して製品化、 アメリカ、 ヨーロッパなどの先進国に輸出す

る貿易立国としての経済活動を行ってきた。 その後、１９８５年のプラザ合意、１９８６年１２月から

１９９１年２月までのバブル景気などを経て、 内需拡大が図られ、 海外に生産拠点を設置、 部品

や加工品、 あるいは、 製品を輸入することとなった。 生産コストを下げて日本国内の需要拡

大を目指していた海外生産拠点は、 次第に日本以外の国々に直接輸出するようになり、 日本

の工場はマザー工場として研究開発の拠点でありアジア各地の工場は単なる生産の現場だっ

た時代から、 アジア各地の日系企業がプロダクト·イノベーションも担う研究開発の役割を

もつという変化もみえる。

　また、 近年日本の市場は少子高齢化により縮小傾向にあり、 アジアの各地域は人口の増

加、 旺盛な消費意欲により、 有望な市場として期待されるようになってきている。

　こうした経緯を経て、 日本の多国籍企業は、 日本だけでなく、 アジアの発展途上国におい

ても経済活動を活発に行う一方、 経営幹部は日本人が多数を占めており、 まだまだ日本語で

のコミュニケーションが行われることが多い。 しかし、 アジアのビジネスにおいて、 主たる

ビジネス言語について、 国際ビジネス言語としての英語を用いるのか、 その国の言語(以下

現地語)を用いるのか、 あるいは、 日本語を活用するのか、 検討する時期に差し掛かって

いる。

２　アジアの日本企業

２．１　アジアと日本企業

　アジアについては、 最も広域的な地理からの定義、 地域研究としての東アジア、 東南アジ

ア、 南アジアの分類などがある。 本稿では、 日本企業が数多く進出している東アジア、 東南

アジアをアジアとして捉えている。

　また、 アジアの日系企業、 あるいは、 アジアの日本の多国籍企業とは、 吉原(２０１１:２０)の
多国籍企業の定義を援用して、 アジアで、 国際経営活動を行う企業と定義する。
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２．２　コミュニケーションの手段としての言語

　一般に、 アジアの日系企業の中では、 コミュニケーションのツールとして、 英語、 現地

語、 及び、 日本語が用いられる。 また、 英語が国際経営の事実上の共通語だとはいえ、 工

場、 営業所、 オフィス、 研究開発部門などでその国の雇用者が多い場合、 現地語が用いられ

ることも多い。 アジアの日本企業の本社とは、 日本語でのやり取りも行われる。

　問題は、 日本本社での経営が、 日本語による研究開発、 生産管理、 マネジメント(以下日
本式経営)が行われ、 その経営資源をアジアの企業で活用する際に、 英語、 現地語では、 充

分にコミュニケーションが取れないことにある。 このことは、 知識の創造のプロセスに大き

く関わっている。

３　知識の創造

３．１　組織的知識創造

　NonakaandTakeuchi(１９９５:ⅱ～ⅲ)によれば、 組織的知識創造とは新しい知識を創り出

し、 組織全体に広め、 製品やサービスあるいは業務システムに具体化する組織全体の能力の

こととして、 知識を、 文法にのっとった文章、 数学的表現、 技術仕様、 マニアル等に見ら

れる形式言語によって表すことができる形式知(explicitknowledge)と、 人間一人ひとりの

体験に根ざす個人的な知識であり、 信念、 ものの見方、 価値システムといった無形の要素を
含んだ暗黙知(tacitknowledge)の二種類に分けている。 その上で、 ダイナミックな知識創造

モデルは、 人間の知識が暗黙知と形式知の社会的相互作用を通じて創造され拡大される
(NonakaandTakeuchi１９９５:９０)として、４つの知識変換モードを体系化した。 グローバルな

ビジネスにおいては、 日本人の民族的·文化的同質性は、 これまで日本人のあいだでの豊か

な暗黙知の共有を促進してきたが、 それが、 民族的·文化的に多様な地球規模の経済で競争

するのに不利な要因になる可能性もある(NonakaandTakeuchi１９９５:２９３)と述べる一方で、

日本企業の組織的知識創造のプロセスがグローバルな規模でも有効に働くケースを紹介して

いる。

３．２　グローバル企業におけるナレッジ·マネジメント(knowledgemanagement)
　浅川(２００３:１８３)では、 KougutandZander(１９９３)に依拠しながら、 社内における暗黙知を

維持しつつ、 いかに海外現地特有の暗黙知を取り込むか。 現地特有の暗黙知を取り組むに

は、 現地の状況を深く理解した現地国籍のスタッフがより効果的であるが、 そのような人材

がウェートを増すほど、 社内の一貫性が不統一となる。 そしてナレッジ(筆者注、 knowledge)
の社内の他ユニットへの移転の際に大きな障害となると指摘している。

３．３　形式知としての英語、 現地語、 暗黙知としての日本語

　知識の創造の中でコミュニケーションツールとしての言語を考えた場合、 日本人にとって

は、 英語、 現地語は形式知として、 日本語は暗黙知として捉えることが出来る。 従って、 ア

ジアのビジネスにおける日本語の問題は、 NonakaandTakeuchi(１９９５)の知識創造モデルとし

ての一面も備えていると言える。

　McGray(２００２)は日本の文化は影響力を高めつつあるとして、 アニメ、 漫画、 ゲーム、

音楽、 あるいは、 ファッションに新たなビジネスの芽が台頭していると指摘している。

　これらのビジネスは、 日本語による暗黙知によって特徴づけることが出来る。 ここでは、

日本人が英語や現地語をコミュニケーションツールとして使用するのではなく、 外国人が、
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たどたどしい日本語ながら、 日本文化を理解しようとしている①。 近年では、 クールジャパ

ン戦略として取り上げられるようになってきており、 例えば、 経済産業省がクールジャパン

の推進として日本の魅力を発信するための様々な施策を行っている②。

３　日本語の活用

３．１　社内公用語

　国際ビジネス言語である英語を社内公用語とする動きも大きくなっている。 楽天やユニク

ロを展開するファーストリテイリングなどである。 日本企業がビジネスを行っているアジア

の国々で、 大学などの高等教育機関では英語での授業が主となっていることから優秀な外国

人の採用し、 活躍を促すためには、 社内公用語を英語にする必要がある。 事実、 筆者が調査

した金融関連企業では、 日本人経営幹部とその国の雇用者のコミュニケーションは、 現地

語、 あるいは、 日本語ではなく、 英語で行われているという。

３．２　ビジネスにおける日本語

　日本は世界第三位の経済大国であるが、 そのビジネスノウハウの多くは日本語で蓄積され

ている。 特に、 トヨタ生産方式に代表される日本的生産管理ではその傾向が強い。 日本的生

産管理をアジアの国々に移転しようとすると、 その移転の担い手は、 日本語しか話せない日

本人の生産現場の管理者、 技術者、 及び作業者が多い。

　筆者が調査した企業のうち、 食品会社では、 日本人の責任者が１０年以上現地に在住し、 日

式食品の普及に努めている。 普及タイプの味は、 その国の人が担っており、 生産現場では、

基本的には現地語を使用しているが、 製造装置の管理は日本人管理者が日系企業と共に行っ

ている。 マーケットは現地語で行われており、 英語はほとんど使われていなかった。

　一方で、 世界各地に製品を販売し、 製造工場を持っている輸送機器関連企業では、 トップ

マネジメントは英語で意思疎通を図るが、 現場では日本語を用いることも多いという。 現地

に派遣された製造現場を指導する日本人は、 英語が不得な人も多く、 モノを指示して、 英単

語などで教えていたが、 次第にkaizenなど日本語の概念を用いることも多くなったとい

う。 また、 国によって、 長く勤めることのない現場管理職·従業員を雇い入れた場合、 英語で

コミュニケーションをとると、 その会社のノウハウがその現場管理職等を通して、 他の企業

へ伝わってしまうことから、 現場では、 日本語を共通言語として用いている。

　また、 製品の多くを日本に輸出している化学関連企業では、 日本人の幹部職員は２~３年で

日本に戻ることも多いことから、 多少賃金は高くとも日本語の出来る従業員を雇ってとい

う。 製造設備はノウハウの塊のため、 ブラックボックス化して秘密保持に努めている。

３．３　中国における日本語教育

　中国日語教学研究会上海分会員の所属大学学部学科において、 日本語によって教授してい

る講座も多数存在しているという。 また、 澤木(２００９:２４４)によれば、 大連市を含む東北三

省(黒竜江省、 吉林省、 遼寧省)の都市には、 日本語の教育機関が多い。 大連には、 日本語科

のある大学が１７、 在学生は９５５９名である。 日本語科に在籍の学生は東北三省で２万２７５６名人
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にのぼるという。 また、 張は、 上海外国語大学大学院の修了生の多くが日本企業へと就職

している①と指摘している。 こうしたことから、 アジアのビジネスにおける一定の分野で、

日本語をビジネスに活用する下地が育ってきていると考えられる。

４　結論

４．１　アジアのビジネスにおける日本語

　当然のことながら、 英語も、 その国の言葉も、 日本語もコミュニケーションツールとして

重要なのは言うまでもない。 しかし、 アジアのビジネスにおいて、 日本企業が活躍していく

ためには、 その企業の強みを活かすべきであり、 もう一度日本語について、 日本企業の強み

から、 どのような役割を果たすべきか、 考える時期に来ている。

　アジアの高等教育機関には、 日本語を教授する学科も少なからず存在するが、 主に言語
そのものについて、 学ぶことが多い。 日本の工業製品、 アニメーション、 あるいは、 おもて

なし(日式サービス)といったビジネスについて、 日本語で学習する機会は少ないと言えよ

う。 海外青年協力隊事業や日本語パートナーズ派遣事業をみると、 アジアの国々からビジネ

スの分野で日本語教師の要望も少なからず寄せられている。

４．２　アジアでの新たなビジネスの展開

　クールジャパン戦略に代表されるように、 日本のアジアでのビジネスに変化が見られる。

これまでのモノづくりを中心とした製造業に加えて、 日本の文化を活用した消費者ビジネス

の勃興である。 こうしたビジネスでは、 暗黙知による知識創造が欠かせないものであり、 如

何に形式知として普及させていくかが課題となる。 すなわち、 日本語で生み出されたもの

を、 如何に現地に浸透させるかということである。 その際、 一旦英語を介在させるよりも、

日本語(暗黙知)を現地語(形式知)に変換したほうがより神髄に触れることになると考えてい

る。 従って、 もう少し日本語の活用に着目して、 人文科学分野だけではなく、 日系企業の事

業説明やインターンシップなど、 ビジネスの分野でも、 日本語を用いた多彩な教育により、

アジアの国々におけるビジネス活性化に繋がることを期待したい。
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