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2013年日本語と日本学国際シンポジュウムの閉会のあいさつ

日本語教育者要務への認識

中国日本語教育学界への期待をこめて

尊敬するご在席の諸先生方

みなさま

　こんにちは。

　ただいま、 ご紹介に与りました上海外国語大学の許慈恵でございます。 閉会のご挨

拶ということで、 今しばらくみなさまのお時間を頂戴し、 標記のテーマにてお話をさせ

ていただきたいと存じます。

　昨年来、 中日関係が釣魚島問題で悪化している中で、 中国日語教学研究会上海分会の

積極的な意欲とご尽力により、 この国際シンポジュウムが盛大かつ成功裏に行われまし

たことを、 中国日語教学研究会を代表し、 また上海外国語大学の一日本語教師として、

まずは主催者側に、 さらにすべての参加者の皆さまに対し、 心より敬意を表したいと思

います。 まことにありがとうございます。

　日本語教育を通しての人材養成の重任· 教育者としての責任感、 日本という国への関

心· その研究への熱意、 日本人と友人になり中日の橋梁になる、 との信念は、 われわれ

日本学界の心を一つにしてくれました。 長年全国の各外国語専攻の学界を見ていて

も、 おそらくわれわれ日本学界ほど教育に熱意を入れている学界はほかにないと確信し

ており、 実にほほえましいことに思われます。 このことをなし得たのは日本学界の皆

さまのご努力ももちろんながら、 日本の関係者のかたがたの、 われわれ中国の日本語教

育や日本学研究へのご指導やご支援があったからこそと考えております。 特に、 長期に

わたり、 今日のような、 実に多くの全国各地の日本学研究に関するいろいろなイベント

などに対し、 経済的ご支援をしてくださったCASIO上海貿易有限公司をはじめ、 新世界

教育グループ、 華東理工大学出版社、 またこのシンポジュウムの場を快く提供してくだ

さった同済大学の関係者にも、 心より感謝の意を表したいと存じます。 まことにありが

とうございます。

　さて、 近年来中国全土の大学の増加、 大学の日本語専攻の増設、 学生数の拡大などの

事情により、 大学の日本語教育も大衆化時代に入りました。 それに伴う学生の質の低



下が進んでいることも否めません。 そして、 そのことはある程度は回避できない部分

もあると、 残念ではありますが、 自他共に認めざるを得ません。 それにくわえて、 企業

など社会の人材需要に対する考え方も変化しており、 簡潔にいえば、 日本語専攻の大学

生への社会需要の中身が変化しているのです。 会社によっては、 就職面接の際、 日本語

の成績も評価のひとつにはなりますけれども、 どちらかというと、 日本語力に対する比

重は、 昔とは比較にならないほど低下しています。 もちろんいまでも、 日本への留学

の場合や日本企業などへの就職面接の際には、 あの世界中に名を馳せた、 もっぱら語学

力のみをテストの対象とする日本語能力試験の1級合格証明書が前提ではありますけれ

ども、 あくまでも合格ラインさえ超えればよいとされているのです。 いまはなにより

も、 性格の明るさやコミュニケーション能力が求められているのが現状です。

　一方、 中国教育部の日本語教育の指導方針はどうなのかと申しますと、 それは、 社会

情勢の変化があっても、 語学力の低下を許すわけでは、 決してないのです。 現に日本語

専攻の学生しか受験することができない「大学日本語専門4級、8級試験」は、 まさに

大学の日本語専攻の教育水準を測る唯一の国の審査基準となっているようですし、 その

水準は少しも落とされていません。 さらに、 この数十年間毎年のように、 全国各地の

大学で日本語による専攻大学生のスピーチコンテストや作文コンテストが去年までは精

力的に行われ、 学生の日本語表現力を競いあっていました。 もちろん語学力以外にも、

日本に関する知識のコンテストがまったくないわけではありませんが、 しかし、 開催範

囲にしても、 回数にしても、 参加者数にしても、 その影響力にしても、 とても語学力の

コンテストの比ではありません。

　では、 その葛藤の中に置かれているわれわれ教育者自身は、 どうでしょうか。 日本語

教育水準をいままでどおりに維持することは、 われわれ日本語教育者の望みです。 現

に多くの大学では教育部の呼びかけで、 日本語専攻の学習単位数を減らし、 通識教育に

譲るようにといわれていますが、 多くの日本語学科では、 主任たちが必死になって、 専

攻の学習単位数を守ろうとしているのです。 その解決法の例を一つあげていうなら

ば、 いままでの同じコマ数に対する単位数を半減することで、 日本語専攻の学習単位数

を守っていました。 つまり、 日本語研究や日本学研究と同様な熱心さで日本語教育を従

来どおりに行いたいと努力しているのです。

　また、 ここ数年、 日本留学を志望しない学生はもちろんのこと、 将来のため、 あるい

は少しでもよい待遇のためといったさまざまな理由から、 日本語を生かした就職を希望

する学生が少しずつとはいえ、 年々減ってきています。 もちろん、 学生たちの日本語に

対する愛着がなくなったわけではありませんが、 単位さえ満たされれば、 ほかにいい科

目があってもとらない、 三年生後半から会社の実習がはじまれば学校をサボることもそ

うめずらしくありません。 このように、 学習主体の日本語に対する学習意欲がだいぶ

落ちてきているのは事実です。 教育者として、 このような実利に走る学生に対してス

テレオタイプな批判の言葉を口にすることは簡単ですが、 社会情勢をよく知っているだ

けに、 なかなか容易に批判できるものではありません。 学生の価値観の多様化、 日本

語学習に対する学習意欲の低下、 日本語学力の低下など、 どれもこれもわれわれの日本

語教育の難しさの度合いを増したことは、 誰の身を通しても実感しています。 これで
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は、 いくらわれわれ教師側が熱心に日本語を研究し、 日本語教育法や教授法を学び、 日

本語教育をよく施そうとしても、 いい効果は期待できませんし、 得られるはずもないで

しょう。 これはわれわれの心の痛むところであり、 悩みの種でもあります。 本当に

「泣きたい！」

　そんな中、 先月、 全上海市の大学の日本語専攻は、 「卒業後の進路や学生の入学志願

の有無などに問題がある」として、 上海教育委員会から「予備警告専攻」の宣告を受け

ました。 このニュースが伝わると同時に、 日本語学界の間には波紋が広がりました。

その背景になにがあったのか、 いろいろな憶測もありましょうが、 われわれの人生とと

もに歩んできた、 この親愛なる日本語専攻、 日本語教育事業が、 これからどうなるもの

かと懸念されています。 まさに中国語でいうところの“雪上加霜”、 日本語で「泣き面

に蜂」というのでしょうか。 今の心境としては、 それしか言いようが思いつきません。

　20世紀後半である1972年に、 中日間の国交が回復、 正常化して以来、 徐々にではあ

りましたが、 始まった日本語ブームはその後40年間ほとんど大きな波もなく続いてお

り、 わたしと同年代の日本学界の多くの教育者や学者は、 この甘美で理想的な環境にお

いて学生として、 学び、 教員として教え、 成長してきました。 いま振り返ってみれば、

このことは私たちの人生において、 どれだけ幸せだったことか、 計り知れないものがあ

ります。 それが、 昨年の釣魚島問題で中日関係は一挙に変わってしまったのですから、

このショックの大きさ、 慣れなさ、 戸惑いといったらありません。 ただただ閉口するの

みでした。 われわれはいままでに経験したことのない大きな困難に直面しています。

　目下、 これらの困難を知恵を絞って克服しつつ、 次のような課題にもわれわれは真摯

に取り組まなければなりません。

　まず、 いかにして一人でも多くの優秀な学生に、 日本語専攻を入学の第一志望、 ある

いは選択志望にしてもらえるか(、 ということ)。
　次に、 いかにしてわれわれの教育対象者に日本語に興味を持ち、 日本語専攻の知識を

熱心に学び、 日本という国に関心をもち、 その社会を知りたい、 研究してみたい、 とい

う意欲を保たせるか(、 ということ)。
　さらに、 いかにして大学在学中の4年間に、 学生に専攻の知識以外に社会人材に必要

な知識をより多く吸収させ、 同時にいかにして学生を健全な人格者にまで形成していく

ように努力するか、 といったことです。

　 もちろん、 日本語教育、 日本学の研究も今まで通りに重要ですが、 それと同時に、 最

も先に急がれるべきなのは、 先ほどの課題を解決する日本語人材育成のための工夫では

ないかとわたしは思います。

　そうした工夫は、 ひょっとしたら、 純粋たる学問研究というよりも、 行政管理研究の

範疇に入るのかもしれません。 行政管理といえば、 たいしたことはないと思われがち

ですが、 しかし、 学生の管理は、 人間の管理であり、 人間の心の管理であるわけです。

つまり、 日本語人材育成のための方法研究は、 純粋たる学問より、 十倍も二十倍も難し

い学問であり、 学問以上の学問なのだ、 ということもまた言えなくもないと思うので

す。 学生の日本語専攻に対する熱意や責任感の養成に関する学問は、 われわれ日本語

教育者の仕事の一つでもあります。 このことの意義はけっして軽く見てはいけないよ
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うに思えてなりません。 この場をお借りして、 この学問研究の重要性を再認識してい

ただけたらと心から切に願います。

　本年10月19日(土曜日)には、 私の上海外国語大学でも全国日本語教育シンポジュウ

ムを予定していますので、 分科会あるいは別の何らかの形で、 この学問をめぐってみな

さまと交流し、 意見交換を行い、 お知恵を拝借できればと思います。

　みずから強い使命感や責任感を持ち、 日々努力し、 日本語人材育成により効果的な力

を今まで以上に出していきたいと思いつつ、 さらにご在席のみなさまお一人おひとりの

お力にも期待する所存です。

　皆様への期待と自らの誓いを以って、 私のご挨拶に代えさせていただきます。

　ご清聴、 ありがとうございました。

中国日語教学研究会常務副会長

上海外国語大学日本文化経済学院院長

許慈恵

2013.5.26
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前　 言

2013年5月25日上午,由中国日语教学研究会上海分会举办的“2013年大学日语教育与日

本学研究国际研讨会”在同济大学外国语学院同文楼大厅隆重召开。中国日语教学研究会周异

夫常务副会长、中国日语教学研究会华南分会陈多友会长、江苏分会池建新副会长等分别为大会

开幕致辞。東北大学情報科学研究科研究員、 東北多文化アカデミー理事长押谷裕子女士、

CASIO上海贸易有限公司岩丸陽一总经理、新世界教育集团许小明副总裁、华东理工大学出版

社张辉社长等先后发表了热情洋溢的演讲。本次会议特别邀请了早稻田大学千叶俊二教授

(《文学と科学》)、上海外国语大学皮细庚教授(《述語と格成分の共起関係》)、北京师范大学

林洪副教授(《能力·课堂·教材———在“日语教材开发”命题下的一点思考》)为大会作了精彩的

基调演讲。
本次研讨会一如既往地获得了新世界教育集团、卡西欧上海贸易有限公司、华东理工大学出

版社的鼎力支持,也得到了日本东北多文化学会、上海交通大学出版社、外语教学与研究出版社

等单位的大力协助。在5月24日至26日三天的会议期间,共有来自全国各地和日本等海内外

的专家学者近140人莅临会场。会议议程方面,除了推出了日本语言教育、文学文化、社会和翻

译、研究生专场等多个分会场之外,还由佐藤势纪子教授和陈俊森教授牵头主持了《日本語によ

る学術的文章作成の指導法》专题研讨会,就目前高校日语专业毕业论文普遍存在的问题和应

对方法进行了广泛的讨论,取得了良好的效果。在第二天的闭幕式上,先后进行了日本东北多文

化学会的图书捐赠仪式和《日语教育与日本学》第三辑发刊仪式。中国日语教学研究会常务副会

长、上海外国语大学日语文化经济学院院长许慈惠教授,教育部大学日语教学指导委员会主任、
华中科技大学陈俊森教授分别致闭幕词,为本次研讨会画上了圆满的句号。

本论文集所收录的论文,是各位参会者结合本次研讨会的成果认真完成后提交的。为了保

证论文质量,编委会特请专家们对投稿论文进行了认真的审阅和遴选,并有部分论文根据专家意

见进行了多次修改。本论文集作为本次研讨会的具体成果体现,我们不奢求一流或领先之类的

虚名,却祈愿共同以诚实、诚恳的态度来经营好这片学术园地。我们希望继续得到各位方家的批

评指正,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。

《2013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　　　　　　
2013年2月28日　　　　　　　　
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「対話」とは何か

国語教育の観点と日本語教育の観点を中心に

北京師範大学外文学院修士課程　坂中仁美

北京師範大学外文学院　　　　　冷　麗敏

1.問題の所在と研究課題

　学習者を取り巻く現在の状況は、 直接「対話」する機会が減っており、 望ましい人材の輩出

と逆行している。

　例えば、 学校教育の現実的状況を考えても、 知識偏重、 詰め込み教育で「対話」の機会が減

少している。 社会では、 微博、 QQ 等SNSの増加が著しく、 例えば、 「微信(WeChat)」ユー

ザー数は3億人を突破(2013年1月現在)した。 そして、 家庭では、 子どもは、 宿題や塾で忙し

く、 両親と「対話」する時間が減少している。 本研究の活動後に行ったインタビューにおいて

も、 大学3年生になるまで、 両親と「対話」をした経験がある学生は、16名中3名であった。 ま

た、 急激な時代の変化により両親の人生スキルがそのまま使えるわけではなく、 子どもに適

切なアドバイスをするのが非常に難しい状況あり、 「対話」の機会の減少に拍車をかけている

ように思われる。

　このような現状では、 現在、 山積する現実の課題に対して、 私たちが応戦するためには

「対話」がきわめて重要であるにもかかわらず、 学校や社会、 そして、 家庭においても、 その

重要性が十分に認識されているとはいえない。 いったいいつ「対話力」が育成されるというの

だろうか。

　そこで、 本研究では大学の日本語専攻課程において「対話力」を育てることと、 言語学習と

の統合的学習を成立させることを研究課題とした。

　2012年12月「中国日本語教育研究会年会」(西安外国語大学)での報告では、 「私の将来」とい

うテーマのもと、 学習者がクラス外の他者と対話することによって、 自分の将来に対する認

識がどのように変化したか、 対話前後に書いた作文プロダクトの比較分析を行った。 その結

果、 他者との「対話」を通して、 学習者は、 自分の将来に対する認識を「小我」から「大我」へと

変容させ、 自己形成につながっていることを明らかにした。 そして、 作文の授業において「対
話力」育成の可能性を示唆した。

　では、 今日まで、 学習者の「対話力」はどのように育成されてきたのであろうか。

　そこで、 本稿では、 本研究の概要を説明したうえで、 本研究の一部である「対話」という定

義にについて、 先ず、 基本的意味を確認し、 その重要性について今までどのように考えられ

てきたのか、 そして、 国語教育と日本語教育の二つの領域で「対話」についてどのように捉え

ているか概観する。



2.「対話」の基本的意味と重要性

　「対話」の基本的意味は、 ソクラテスの対話術に代表されるように、 古代ギリシア時代まで

遡る。 ギリシア語の「ディアロゴス」に由来しており、 「言葉の意味が流れ通う」という意義が

ある。 つまり、 互いに語る言葉の「意味」を共有し理解し合うこと、 そして、 新たな価値を創

造する作業である。

　対話の重要性について「国語教育」では、 澤柳(1937)は、 「国語教授といえば、 読み方や書

き方や綴り方のみに没頭していたのは、 間違ったことである。 」「児童本位に立脚し、 自然の

性能に基づいて教育を施すということからいえば、 聴くこと話すことを軽視したのは、 間違

いといわねばならぬ」と述べ、 早い時期から重要性が認識されている。 続いて、 倉澤(1950)
は、 「はなしことばの社会化、 領域の拡大によって、 私どもは今までのはなしことばに対する

観念を改めねばならない。 すなわち文字によって表されたものが高くて、 はなしことばに

よって表現されたものが低いという考えである」とし、 唐沢(1959)も「過去の国語教育では、

主に過去の文化遺産を継承して伝達するという点が重視されていたから、 どうしても、 日常

の社会生活で使用する言語について教えるよりも、 過去の文化遺産である文学的なるものが

教えられた。 しかし、 それでは、 新しい文化を創造して行く基礎としての国語教育という役

割が極めて小さなものになってしまう」と述べている。

　このように「対話」が人間の価値創造活動にとってきわめて重要であると言われてきたにも

かかわらず、 日本でも、 現状では十分にその重要性が認識されていない。

　たとえば、 学校教育では、 聴く力が低下しており、 学級崩壊が起こったりと、 「対話」の機

会が減少している。 社会においては、 SNSが増加し、 たとえば「LINE」は、 国内ユーザー数

4500万人(2013年4月30日現在)を突破し、 その中心は10代20代の若者である。 家庭では、 機

能不全の家庭が増加し、 直接「対話」する機会が減っている。

　そこでまず、 このような状況を打開するために、 近年の国語教育における「対話」研究を中

心に、 「対話」をどのように捉えられているのか見ていく。

3.国語教育における「対話」の捉え方

　西尾(1975)は、 一対一の間で行われる、 話しことばを用いた通じ合いを対話とよんでい

る。 「談話の形態は、 まず話手と聞手との関係が、 話手は話手、 聞手は聞手として固定する

ばあいと、 話手と聞手とが交互に交代するばあいとによって、 独語と対話·会話との別が生

じ、 聞手の数が、 一人であるか、 二人いじょうであるか、 またはある集団であるかによっ

て、 対話と会話と独語との別が生じる。 さらに、 その聞手の性質が、 話手と何らかの人間的

つながりが予想できるばあいと、 そういうつながりが予想できない集団であるばあいとに

よって、 対話·会話のような個人的通じ合いと、 独話のような集団的通じ合いとの別が生じ

る」と述べ、 人数·交代性·人間関係という基準で対話を規定している。 倉澤(1989)は「対話と

いうことの最も拡大した解釈の端に、 自己内対話がある。 自己内対話の反対の端には会話が

ある。 会話というのは、 対話が無秩序で飛び交うものである。 対話と会話とは、 形態的には

違うが、 機能としては、 結局、 会話は対話の変型と見ることができる。 これは会話だ、 と

いっても、 結局はAという人間とB、 C、 Dという人間たちとの間にはたらくものは、 対話と

同じものである」としている。 村松(2001)では、 コミュニケーション能力の育成という視点か
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ら三種類のモデルがあることを指摘している。 (1)「通信モデル」:話し手が聞き手に一方的

に発信するというもの、 (2)「双方向モデル」:送り手と受け手の相互交流による言葉·意味の

交換、 (3)「相互作用モデル」:コミュニケーションを単に意味を伝える、 あるいは伝え合うこ

ととしてではなく、 参加者が相互作用を通じて「共同で意味を創り出す課程」と捉えている。

　多田(2006)は、 まず「対話」と「会話」の違いを説明している。 「対話」とは、 人間の信頼関係

の中で語り合いによって何かを想像していくことに対して、 「会話」は、 井戸端会議に見られ

るように、 とりたてて目的があるのではなく、 とりとめのない話の継続であっても、 楽しさ

を共有することに意味があるものとし、 現在の子どもたちに多く見られるのは、 「対話」では

なく「会話」であるとしている。

　そして、 「なぜ子どもたちは対話ができないのか」という興味深い問いに対して、 その要因

を四つ挙げている。 第一は、 子どもたちに自信のないこと、 あるいは、 自己肯定感がもてな

いこと。 第二は、 外国と比べると日本の学校では対話をする環境が少ない。 第三は、 聴いて

もらう体験が少ないこと。 そして、 第四として、 褒められていないことを挙げている。 さら

に、 現在の子どもたちの傾向として「対話からの逃避」が見られるとし、 次のようにも述べて

いる。 「自分の言ったことが誤解されて伝わってしまった過去の体験から、 他人を信用できな

いと感じ、 過度に人間嫌いになったり、 あるいは、 恐れと失望のため、 自分の世界に閉じこ

もったりしてしまう傾向がある。 引きこもりも、 会話拒否も、 携帯電話やインターネットへ

の執心も。 結局は他人と向き合い、 話をするということ自体からの逃避である」
　このような現状を打開するために、 「共創型の対話力」を高めていくことを提唱している。

「共創型」とは、 「参加者が協力して、 利害の対立の現実や相互理解の難しさを認識しつつ、

叡智を出し合い、 新たな価値や解決策を生み出す対話の型」とし、 「率直に意見を出し合うの

で、 対立がおこり、 異見がだされ、 必ずしも合意形成ができないこともある。 しかし、 たと

え完全な一致はできなくても、 共に話しあったことにより、 人間同士として通底する願いや

思いをふくらませ、 人と人のつながり自体を良質なものにしていくことができる」ところに

大きな意味があり、 対話の過程で相互理解·信頼が深まり、 良好な人間関係を形成していこ

うとする姿勢を共有することに重点が置かれている。

4.日本語教育における「対話」の捉え方

　山口(1943)は、 「対話」を知的要素の濃い「問答」、 情的要素の濃い「会話」、 論理的要素の濃

い「討論」の3種に分けている。 「言葉を教へるのではいけない、 何処までも相手に自分の心を

いう気持ちでなくてはならない。 言葉を教へるとなると、 やれ語音がどうだの、 アクセント

がどうだの、 語法や文型がああのかうのといって詮議がやかましくなり、 言葉の生命が逃げ

る。 」「教授者には、 教える心と話す心とが、 とかく一進一退する。 本当に話す時が、 本当に

学習者の心にコトバが聴き取られる時である。 」
　木村(1971)は、 「『対話』とはそれぞれ目的意識を持つ二者のあいだに交互に行われる口頭

の言語行為であって、 意志·情報·情緒の伝達·交換のために行われるもの、 またその話」をい

い、 「目的意識を持たずに行われるのは、 単なるおしゃべり、 むだ話であって対話じゃない」
としたうえで、 「対話」の練習は、 初級から中級·上級へと、 一貫して行わなければならず、

初球は基礎的能力を築く段階で、 中級·上級は対話能力を積み上げる段階としている。 具体

的な対話練習として、 教科書に基づいて行う問答を模倣対話練習、 模擬対話練習、 創造的対
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話練習の3つにわけ、 その上の段階として、 実際的対話練習を中級後期から上級にかけて行

うものとした。

　学習者の人間形成、 自己実現などを射程に入れた「対話」を取り入れた活動としては、 細川

(2003)「社会」に参加しつつ新しい「社会」を形成し、 自己実現していけるようなコミュニケー

ション能力をめざした「総合活動型日本語教育」を提唱。 岡崎(2009)言語生態に対する保全、

育成の1つの形として,持続可能性教育としての言語教育を提唱。 寅丸(2011)日本語による他

者との相互行為を通して、 自己と他者のことばと認識の意味世界を相互主体的に協働構築す

ることによって、 母語で形成された認識の枠組みを変容させ、 自己を形成する言語教育を提

唱。 牲川波都季(2011)「表現観」の気づきをめざす表現教育を通し、 かけがえのない自分と他

者とが表現し合えば必ず発見·変容があるという人間観·コミュニケーション観の育成を提唱

した。

5.まとめ

　国語教育では、 「対話」が定義されており、 現在は、 「共創型対話」(多田2006)や「相互作用

モデル」(村松2001)といった「対話」が重要で、 自己形成はもちろんのこと、 さらに、 現実社会

の課題を解決するために叡智を出し合えるような対話力育成が目指されている。

日本語教育では、 本研究の現段階では、 はっきりとした「対話」の定義はみられず、 対話

力の育成をめざすのではなく、 「対話」を通して、 個人の自己形成、 アイデンティティの確立

という観点が目指されている。

6.今後の課題

　本研究では、 今後、 国語教育·日本語教育、 さらに、 本研究のデータから、 大学の日本語専

攻課程がめざす「対話」を定義する必要がある。
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中国語母語話者における自動詞、 他動詞、 受身の選択

人為性に対する認識の違い

名古屋大学　杉村　泰

1.はじめに

　本稿は日本語話者、 中国語話者、 韓国語話者、 ウズベク語話者を比較して、 日本語の自動

詞·他動詞·受身の選択傾向について分析したものである。 分析においては、 事態の人為性に

対する認識の違いという観点から見ていく。

2.先行研究

　学習者にとって有対動詞の自動詞、 他動詞、 受身の選択が困難であることは、 守屋

(1994)、 小林(1996)、 中村(2002)、 曾(2012)など多くの先行研究で指摘されている。 このう

ち、 守屋(1994)は中級前半から中頃程度の学習者(中国語系60名、 韓国語系49名、 英語系21
名)を対象に、 例(1)のような格助詞「を/が」と「自動詞/他動詞」の同時選択テストを行った

(受身は含まれていない)。 その結果、 「動詞の自他の選択の難しさは、 程度の差はあれ、 自動

詞選択のむずかしさにある」(p.163)として、 図1の条件のうち「1から4へと次第に習得が難し

くなっていく」(p.163)と指摘している。

　(1)　ドア[を/が]風でバタンと(閉めた/閉まった)。 (守屋1994の例①)

図1　守屋(1994)の自他動詞の選択条件



　守屋(1994)の指摘は大変興味深いものである。 しかし、 非人為的事態が一つしかない点、

調査対象が自動詞と他動詞のみである点、 学習者には選択テストを実施しているものの、 日

本語話者に関しては守屋自身の内省に頼っている点で改良の余地がある。 そこで本研究で

は、 非人為的事態を4つに分類し、 調査対象に受身を加え、 日本語話者にも選択テストを実

施することにより、 よりきめ細かい分析を行うことができた。

　小林(1996)は、 学習者は上級レベルになっても自動詞で「開いた」「消えた」と言うべきとこ

ろを受身で「開けられた」「消された」と言ってしまうことを指摘している。 しかし、 小林

(1996)は研究の方向性を示しているものの、 これ以上の考察はしていない。

　中村(2002)は中級学習者の受身の誤用例を収集し、 学習者の誤用の要因には、 ①文体と受

け身の不適切な関連、 ②自動詞に関する不十分な理解、 ③自動詞と他動詞の不十分な識別、

④利害性と受け身の主体の共起に関する不十分な理解、 ⑤主語の省略における誤解と話者の

視点の不統一、 があることを指摘している。 しかし、 もう少し細かく事態の違いについて論

じる必要がある。

　曾(2012)は守屋(1994)を発展させ、 自動詞と他動詞に受身を加えて日本語話者と中国語話

者の違いを分析している。 しかし、 曾(2012)の研究の関心は自動詞と受身の選択の違いに傾

いているため、 非人為的事態の分析に重きがおかれ、 人為的事態の分析は大まかな記述に止

まっている。

　以上の先行研究を受け、 杉村(2013)では人為的事態の場合を中心に、 中国語話者における

自動詞·他動詞·受身の選択について分析した。 これを受け、 本稿では韓国語話者やウズベク

語話者との違いを見ることにする。

3.アンケート調査

　本稿では、 守屋(1994)の事態の分類(図1)を修正し、 図2のように分類する。

図2　事態の分類と日本語母語話者の選択傾向(杉村2013より)
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　次に、 この分類に合わせて例(2)のようなアンケートを60問作成し、 次の被験者に実施し

た1。 以下、60問のアンケート項目のうち特徴的な例を取り上げて論じる。

　(2)　もう授業(が/を)(始まって/始めて/始められて)いるから急ごう。

　○被験者

　日本語話者:名古屋大学学部生114名(2012年5月8～10日に実施)
　韓国語話者:韓国国際大学 N1合格7名(2012年9月3～11日に実施)
　ウズベク語話者:タシケント国立法科大学 N1合格6名(2012年7月7～12日に実施)
　中国語話者:湖南大学日語系3年生58名(2012年5月24日に実施)

4.分析

4.1　事態④「対象の状態(動作主不特定)」と事態⑤「対象の状態(動作主特定)」
　まず、 対象の状態を表す場合から見ていく。 この場合、 図3、 図4に示すように、 日本語話

者は動作主が特定であれ、 不特定であれ自動詞を選択する傾向にある2。 これに対し、 中国

語話者は動作主が不特定の場合(図3)は日本語話者と同様に自動詞の選択率が高いものの、

動作主が特定の場合(図4)は他動詞や受身の割合が高くなる。 このことから、 日本語話者は

動作主の特定性に関わらず、 事態を状態的に見る傾向があるのに対し、 中国語話者は動作主

の特定性が高いと、 その動作主に焦点を当てて人為的に表現する傾向のあることが分かる。

この点において、 韓国語話者とウズベク語話者も中国語話者と同様に、 動作主の特定性が低

いと自動詞を選択しやすく、 動作主の特定性が高いと他動詞または受身を選択しやすい傾向

のあることが分かる3。

　

図3　④対象の状態(動作主不特定)　　　　　　　　図4　⑤対象の状態(動作主特定)　

4.2　事態⑥「対象の変化」と事態◈11「意図的行為による対象の変化」
　次に、 対象の変化を表す場合について見る。 日本語話者は「焼肉」の場合は自動詞が優勢で

あり(図5)、 「お茶」の場合は自他半々であり(図6)、 「ケーキ」の場合は他動詞が優勢である(図

·8·
日语教育与日本学研究

———大学日语教育研究国际研讨会论文集(2013)

1

2

3

韓国語話者とウズベク語話者の被験者は少ないので、 今後人数を増やす必要がある。

本研究では動作主が特定の個人または複数の人物の場合は「特定」、 不特定多数や社会一般の場合は「不特定」と
考える。

図3において、 ウズベク語話者は一見自動詞の割合が少ないように見えるが、 格助詞と動詞のねじれ(「が‐他動

詞」、 「を‐自動詞」)を除いて考えると、 自動詞の割合は高くなる。 他の図の場合も同様に見る必要がある。



7)のに対し、 中国語話者は3つの場合のいずれも他動詞が優勢であるという違いがある。 詳

しい議論は杉村(2013)に譲るが、 日本語話者の場合、 「肉を火にかける(人為作用)→火によ

る肉の化学変化(自然作用)」、 「お茶の葉にお湯を注ぐ(人為作用)→お湯によるお茶のエキス

の抽出(自然作用)」のように「人為作用」の後に「自然作用」を見出すことにより、 自動詞表現

が選択される。 一方、 「ケーキ」の場合は、 ナイフを入れても自然に切れるわけではないた

め、 他動詞の割合が大きくなると考えられる。 したがって、 「ケーキ」の例は、 事態⑥「対象の

変化」と事態◈11「意図的行為による対象の変化」の交点にあると考えられる。 これに対し、 中

国語話者は対象の変化に人為作用を見出せば、 他動詞を選択する傾向のあることが分かる。

この点において、 韓国語話者とウズベク語話者も中国語話者に似た傾向を示す1。

　また、 「お風呂沸かし」(図8)や「問題解決」(図9)や「メニュー決定」(図10)の場合も、 日本語

話者はその成立における「自然作用」を見出すことにより自動詞の選択率が高くなるのに対

し、 中国語話者と韓国語話者とウズベク語話者は他動詞または受身の割合が高くなる傾向が

ある2。

　

図5　⑥対象の変化1　　　　　　　　　　　　　図6　⑥対象の変化2

　

図7　◈11意図的行為による対象の変化　　　　　　　　　　図8　⑥対象の変化3　　　
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ただし、 図5の「焼肉」の場合はウズベク語話者の自動詞選択率も高い。 この点については、 今後母語との対照を

視野に入れて分析したいと考えている。

ただし、 図8の場合は中国語話者の自動詞選択率も高い。 これはこの被験者が教科書などで「風呂が沸く」のセッ

トで覚えていた可能性がある。



　

図9　⑥対象の変化4　　　　　　　　　　　　　　図10　⑥対象の変化5

4.3　事態⑤「対象の状態(動作主特定)」と事態⑨「被害や迷惑の意味」
　最後に、 事態⑤「対象の状態(動作主特定)」と事態⑨「被害や迷惑の意味」を比較する。 この

場合、 日本語話者は「砂糖入りコーヒー」(図11)のように単なる対象の状態を描写する場合は

自動詞が選択されやすいのに対し、 「睡眠薬入りコーヒー」のように被害や迷惑の意味が加わ

ると受身の選択率が高くなる。 これに対し、 中国語話者と韓国語話者とウズベク語話者は、

「砂糖入りコーヒー」の場合も「睡眠薬入りコーヒー」の場合も同じような割合で自動詞が選択

されている。 この点について現段階では事実の指摘にとどめておく。

　

図11　⑤対象の状態(動作主特定)　　　　　　　　図12　⑨被害や迷惑の意味

5.まとめ

　本稿では日本語話者、 中国語話者、 韓国語話者、 ウズベク語話者を比較しながら、 日本語

の自動詞·他動詞·受身の選択傾向を見た。 その結果、 日本語話者は事態に多少なりとも「自
然作用」を見出せば自動詞を選択しやすいのに対し、 中国語話者、 韓国語話者、 ウズベク語

話者は事態に多少なりとも「人為作用」を見出せば他動詞または受身を選択しやすいことを指

摘した。
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