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発話解釈プロセス再考：表出命題復元プロセスを中心に

永 井 典 子

１. はじめに

発話を解釈する際に, 聞き手は, まず発話を受信し, 受信した音声記号の解読をおこなう｡ そし

て, 解読で得た音声記号に課された一般的意味をもとに, 発話者が意図したと思われる意味を特定

しなければならない｡ このような意味の特定化作業は, 発話が行われた状況や文脈, 聞き手の知識

などあらゆる情報をもとに, 何らかの原則に則っておこなわれていると考えられる｡ 聞き手が特定

しなければならない意味の種類は, 記号の種類によって異なる｡ 例えば, 発話に使用された音声記

号が代名詞の場合, 指示対象を同定しなければならない｡ また, 属格の ｢の｣ の場合, ｢の｣ が連

結している名詞間の意味関係を特定しなければならない｡ よって, 発話解釈のプロセスは, 解釈し

ようとする音声記号の種類によって異なる｡

Sperber and Wilson (1986/95) は, 発話解釈のプロセスを, 表意解釈のプロセスと推意解釈

のプロセスに大別している｡ 本論では, 表意解釈のプロセス, なかでも, 表出命題復元のプロセス

の下位プロセスに関して再考する｡ 表出命題の下位プロセスには, 一義化, 指示対象の同定化, 拡

充のプロセスが含まれる｡ この下位プロセスに関して, 特に, 拡充のプロセスに関しては, 近年多

くの研究がなされている｡ そして, 拡充に含まれるべき発話解釈の種類について活発な議論がおこ

なわれている｡

本論は, まず, Sperber and Wilsonによって示された表出命題復元のプロセスを概説する｡ 次

に, Recanati (2001, 2002) によって提案されている発話解釈のプロセスとCarston

(forthcoming) によって提案されている発話解釈のプロセスを説明する｡ そして, Recanatiと

Carstonによって提案された発話解釈プロセスを聞き手が従事する認知作業の観点から検証する｡

２. 表出命題復元に関する先行研究

本節では, まず, Sperber & Wilson (1986/95) が提示した表出命題復元のプロセスを概説す

る｡ そして次に, このプロセスを修正しているRecanati (2001, 2002) とCarston (forthcoming)

の提案を概説する｡

２. １ Sperber and Wilson (1986/95)

２. １. １ 発話解釈のプロセス

本論では, 発話解釈のプロセスの中の表出命題復元のプロセスを再考するが, 発話解釈は, 表出
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命題の復元のみから成り立ってはいない｡ 表出命題復元のプロセスに関して詳しく論議する前に,

まず, 発話解釈プロセスの全体像をSperber and Wilson (1986/95) を参考にしながら概説した

い｡ その上で, 表出命題復元の詳細に関して論じたい｡

Sperber and Wilsonは, 発話解釈のプロセスを, 表意 (explicature) 復元のプロセス, 推意

(implicature) 復元のプロセスの２つにまず大別している｡ 推意復元のプロセスは, 表意復元プロ

セスで得られた命題が入力情報となる｡ すなわち, 表意復元のプロセスが終了し, その結果得られ

た命題が, 推意解釈のインプットとなり, 語用論的推論を経て, 推意が得られる｡

表意復元のプロセスは, さらに, 表出命題の復元 (proposition expressed) と命題に対する発

話者の心的態度を復元する高次表意 (high level explicature) のプロセスからなる｡ 表出命題の

復元には, ３つの下位プロセス, 一義化 (disambiguation), 指示対象の同定化 (reference assign

-ment), 拡充 (enrichment) のプロセスが含まれる｡ これらの発話解釈のプロセスを図式化する

と以下のようになる｡

２. １. ２. 表出命題の復元

表出命題を復元するために必要な下位プロセスとして, Sperber and Wilson (1986/95) は,

一義化, 指示対象の同定化, そして, 拡充のプロセスをあげている｡ 一義化のプロセスは, １つの

言語記号に与えられた複数の意味から, 発話者が意図したと思われる１つの意味を選択するプロセ

スである｡ Sperber and Wilsonは, 一義化のプロセスの例として, 以下のような例を挙げている｡

1. I saw that gasoline can explode. (Sperber and Wilson 1986: p.184＝ (13))

上記の例で, ‘can’という単語は, 可能の助動詞として, または, 名詞 (缶) として, 解釈が可
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Explicatures (表意) の復元

a. Disambiguation (一義化)

Proposition expressed (表出命題) b. Reference assignment (指示表現の同定化)

c. Enrichment (拡充)

↓

High-level explicatures (高次表意)

↓

Implicatures (推意) 解釈

図１ 発話解釈のプロセス



能である｡ 聞き手は, この2つの可能な‘can’の意味から, 話者が意図したと思われる意味を選

択しなければならない｡

指示対象の同定化は, 指示表現が具体的に何に (または, どの人に) 言及しているのかを同定す

るプロセスである｡ Sperber and Wilsonは, 指示対象同定化のプロセスの例として, 以下のよう

な例を挙げている｡

2. It will get cold. (Sperber and Wilson 1986: p.187＝ (18))

例 2 では, 代名詞の‘it’が指示している対象を発話が行われた物理的空間から選択しなければな

らない｡ その際,‘it’に課せられた意味, 人称代名詞三人称中性単数がこの‘it’に与えられる指

示対象がとりうる範囲として理解され, その範囲の中から話者が意図したと思われる指示対象を同

定しなければならない｡

一義化や指示対象の同定化のプロセスは, 発話を, 真偽を検証できる命題にするために必要なプ

ロセスであるということに, 異論を唱える人はいない｡ しかし, Sperber and Wilsonは, 表出命

題を復元するためには, この２つのプロセスのみでは, 不十分であり, 拡充のプロセスが必要であ

ることを説いた｡ この拡充のプロセスでおこなわれる意味の特定化をSperber and Wilson

(1986/95: pp188－190) が示した例とそれらにたいするSperber and Wilsonの説明をもとに解説

する｡ Sperber and Wilsonが示した例を見ていただきたい｡

3. Peter's bat is grey (Sperber and Wilson 1986: p.188＝ (20))

4. The bat is too grey (Sperber and Wilson 1986: p.188＝ (21))

5. The bat is big (Sperber and Wilson 1986: p.188＝ (22))

6. It will take some time to repair your watch (Sperber and Wilson 1986: p.189＝ (23))

7. I have had breakfast. (Sperber and Wilson 1986: p.189＝ (24))

8. I have been to Tibet (Sperber and Wilson 1986: p.189＝ (25))

所有格が使用されている例 3 では, Peter's batの意味解釈として, Peterとbatの関係を話者が

意図したように特定しなければならない｡ 例えば, Peterが所有しているbatなのかPeterが買った

batなのかいろいろな可能性がある｡ その中から, 聞き手は, 話者が意図したと思われるPeterと

batの意味関係を特定しなければならない｡ 例4では, too greyを解釈するためには, 何に対して,

too greyなのかを特定しなければならない｡ Scalar adjectiveである,‘big’が使用されている例

5 でも, 何に対して‘big’なのかを特定しなければ, その大きさが特定できない｡ 例 6 では, 時

計を修理するにはただ単に時間がかかると言っているわけではない｡ 時計を修理するのに, ４時間

か, 10時間か, １週間か, とにかくいくらかの時間がかかるといっているのではなく, 話者はある
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一定の時間がかかるといっているはずである｡ そこで, 聞き手は, 話者が考えている一定の時間を

復元しなければならない｡ 例 7 と 8 で使用されている現在完了形は, 過去のある時点から発話時点

までというかなり広い時間の範囲を示しているだけである｡ この完了相の示す意味情報をもとに,

聞き手は, 話者が具体的にどの範囲の時間に言及しているのかを復元しなければならない｡ 例 7 の

場合は, 発話のおこなわれた日の起床時間から発話がおこなわれた時間までのいつかの時点であろ

うし, 例 8 では, 話者の人生において発話時より以前のいつかの時点というより長い時間の範囲と

して解釈される｡

このように, 表出命題を復元する際には, ただ単に, 多義語や同音語に課せられた複数の意味か

ら１つの意味を選択する一義化や指示表現の指示対象を同定化するプロセス以外にも, 聞き手が語

用論的推論を行い, 話者が意図した意味を復元しなければならない拡充という意味解釈プロセスが

存在することをSperber and Wilson (1986/95) は示した｡

２. ２. 表出命題復元に関する近年の研究

Sperber and Wilson (1986/95) によって, 表出命題を復元する過程において, 一義化や指示

対象の同定化以外にも, 話者が意図した意味を特定しなければならない場合が存在することが強調

されて以来, 発話解釈に必要な意味, 特に, 表出命題を復元するために必要な意味解釈に関して活

発な議論が繰り広げられている｡ 本節では, Recanati (2001, 2002) やCarston (2002,

forthcoming) が提唱している表出命題復元のプロセスを概説する｡ 概説するプロセスは,

Recanatiが提唱しているSaturationのプロセスとFree enrichmentのプロセス, そして, Carston

が提唱しているAd hoc concept constructionのプロセスである｡

２. ２. １ Saturation

Recanati (2001, 2002) は, 指示対象の同定化のプロセスをSaturationというプロセスに置き換

え, 指示表現のみならず, 他の言語記号の意味を特定化するプロセスも含むプロセスとみなしてい

る｡ Saturation１のプロセスとは, 意味を特定しなければならない言語記号を変数とみなし, その

変数が取りうる特定の意味 (＝話者が意図した意味) を, 使用されているコンテクストのなかで決

定するプロセスである｡ Saturationのプロセスで意味を特定される変数は, ２つに大別される (cf.

Carston (forthcoming))｡ １つは, 実際に発話されている変数 (overt indexicals) であり, も

う１つは, 実際に発話されていない変数 (covert indexicals) である｡ 前者の代表的な例として,

代名詞や指示詞がある｡ 後者の例, すなわち, 変数である言語記号が実際に発話されていない例と
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１ Recanati(2002)によると, Saturationは次のように定義されている｡ "I call 'saturation' the contextual assignment of

semantic value to a context-sensitive expression, whether that assignment is fully pragmatic or governed by a

linguistic rule." (Recanati 2002: p.299)



して, Carstonは, 以下のような事例をあげている｡

9. a. Paracetamol is better [than what?] (Carston, forthcoming: p.5 (4.a))

b. It's the same [as what?] (Carston, forthcoming: p.5 (4.b))

c. He is too young [for what?] (Carston, forthcoming: p.5 (4.c))

d. It's not enough [for what?] (Carston, forthcoming: p.5 (4.d))

e. I like Sally's shoes [shoes in what relation to Sally?] (Carston, forthcoming:

p.5 (4.e))

上記の例文において, これらの発話を解釈し表出命題を復元するためには, それぞれの発話に対

して, 鍵括弧の中で示されている内容を補充しなければならない｡ 鍵括弧で示された意味内容を示

唆する記号は発話されていないが, その意味内容を補充しなければ話者の意図した意味を復元する

ことは出来ない｡ 例 9 . a では, 何よりいいのかは, 発話されていない｡ しかし何よりいいのかを

復元せず, 9 . a を完全に理解することはできない｡ 例 9 . b では, 発話された文 (it's the same)

だけでなく, 発話されていない変数,‘何と’に対応する要素を復元して初めて, 9 . b が完全に解

釈できる｡ すなわち, 聞き手は, 9 . b の発話を聞いて, 音声化されていない‘as what’を復元し,

‘what’で問われているものが実際何であるのかを同定しなければならない｡ 同様に, 例 9 . c で

は,‘too young’という意味内容を特定するためには, 何に対して‘too young’なのかを復元

しなければならない｡ また, 9 . d では,‘not enough’(十分ではない) を話者が意図した意味に

復元するためには, 何に対して十分ではないのかを理解する必要がある｡ よって, 発話されていな

い要素 (＝for what) を復元し, その意味内容との関連で, 'not enough' の意味を特定しなけれ

ばならない｡ 例 9 . e においては, ‘Sally’と‘shoes’の意味的関係を特定しなければならない｡

例えば, Sallyの所有している靴なのか, Sallyが購入した靴なのか, Sallyがデザインした靴なの

かを特定しなければならない｡

なお, Saturationのプロセスでは, その変数が, 実際に発話されているか否かにかかわらず,

問題となる変数は, 発話に含まれている言語情報によって誘発される, すなわち発話中に含まれる

言語情報によって, その変数の存在が保障されていると考えられているところに大きな特徴があ

る２｡ この点が, 次に述べるプロセス, Free Enrichmentと大きく異なるところである｡
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２ Recanatiは, この点について, 以下のように述べている｡

"…saturation is a "bottom-up" process, i.e. a process triggered (and made obligatory) by a linguistic expression

in the sentence itself…" (Recanati 2002:p.300)



２. ２. ２ Free Enrichment

発話に使用されている言語記号の解読からは, その解釈の必要性が明示的に示されていないもの

の, 話者の意図した意味を復元するために必要な解釈プロセスが, Free Enrichment３と呼ばれる

プロセスである｡ このプロセスに含まれる意味解釈の事例として, Carstonは, 以下のような例を

挙げている｡

10. a. She has a brain. [A HIGH-FUNCTIONING BRAIN] (Carston, forthcoming:

pp7-8 (6.a))

b. It's going to take time for these wounds to heal. [CONSIDERABLE TIME]

(Carston, forthcoming: pp7-8 (6.ｂ))

c. I've had a shower. [TODAY] (Carston, forthcoming: pp7-8 (6.ｃ))

d. It's snowing. [IN LOCATION X] (Carston, forthcoming: pp7-8 (6.ｄ))

e. Mary gave John a pen and he wrote down her address. [AND THEN] [WITH

THEPEN MARY GAVE HIM] (Carston, forthcoming: pp7-8 (6.e))

f. Sam left Jane and she became very depressed [AND AS A RESULT] (Carston,

forthcoming: pp7-8 (6.f))

Carstonによると, 10 . a から 10 . f の発話を理解する際には, 発話で述べられている事実のみな

らず, 発話で述べられていない内容も補って, 理解する必要がある｡ Carstonは, それぞれの発話

を解釈するために, 鍵括弧の中に示されている内容を補足する必要があると述べている｡ たとえば,

例 10 . a の発話を理解する (話者が意図したと思われる意味を得る) 際に, ただ単に, ｢彼女が脳

を持っている｣ という事実を発話者が述べていると理解するのではなく, ｢有能な頭脳の持ち主で

ある｣ と話者が伝えたいと理解する｡ また, 例 10 . b でも, 傷が癒えるのにただ単に時間がかかる

という解釈ではなく, かなり時間がかかると理解する｡ さらに, 10 . c のような完了相が使用され

た場合, この相を表す言語記号は, 過去のある時点から発話時までにシャワーを浴びたことを示し
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３ Recanati (2002) は, Free enrichmentのプロセスについて以下のように述べている｡

"Such unarticulated constituents, which are part of the statement made even though they correspond to nothing

in the uttered sentence, arguably result from a pragmatic process of free enrichment － 'free' in the sense of not

being linguistically controlled. (Recanati2002: p.300)

さらに, Carston (forthcoming)も同様に, このプロセスに関して以下のように述べている｡

"There is a wide range of cases where it seems that pragmatics contributes to the proposition explicitly

communicated by an utterance although there is no linguistic element indicating that a contextual value is

required. That is, there is no overt indexical, and there is no compelling reason to suppose there is a covert

element in the logical form of the utterance, and yet a contextually supplied constituent appears in the

explicature." (Carlson 2002: p.7)



ているに過ぎないが, 聞き手は, より特化された時間の範囲を設定して理解する｡ また, 例 10 . d

では, 雪が降っている場所 (典型的な場合は, 話者が発話している場所) を補充して理解する｡ 例

10 . e や 10 . f . では, 接続詞の‘and’を理解する際に, ただ単に２つの文を連結していると理解

するのではなく, どのように連結しているのかを補充して解釈する｡ 例えば, 10 . e の場合は, ２

つの出来事が連続的に起こったと解釈するだろうし, 10 . f の場合は, ２つの出来事には因果関係

があると解釈する｡

Recanati (2002) は, bridging referenceと呼ばれる以下のような例もFree enrichmentに含ま

れる発話解釈の事例として挙げている｡

11. Mary took out her key and opened the door

[Mary opened the door with the key (＝her key)] ( Recanati 2002:p.301 (2))

上記の発話で明言されていることは, ｢メアリーが彼女の鍵を取り出し, ドアを開けた｣ という事

実だけだが, 等位接続詞で連結されたこの発話を解釈する場合, その自然な解釈として, 発話され

ていない部分 (メアリーの鍵を使用して) を補って ｢ドアを開けた｣ と理解される｡

発話には明言されていないが, 発話解釈上, 必要になる意味解釈のプロセスとしてのFree

Enrichmentのプロセスの必要性を確証する例として, Carston は, Stainton (1994) で使用され

た以下のような不完全な文からなる発話例を挙げている｡

12. Michael's Dad. [uttered while indicating to the addressee a man who has just come

into the room] (Carston, forthcoming:p.10 (9))

13. Only 22,000 miles. Like new. [uttered by a used car salesman]

(Carston, forthcoming:p.10 (10))

14. Great haircut. [uttered upon encountering a friend one hasn't seen for a while]

(Carston, forthcoming:p.10 (11))

15. Water. [uttered by a desperately thirsty man staggering toward a water vendor]

(Carston, forthcoming:p.10 (12))

これらの例に共通していることは, これらの文が返答文などに見られる省略 (ellipsis) 文ではな

く, 独立的に発話され, 会話の始め (discourse initial) に発話されていることである｡ これらの

語, 又は句からなる発話を理解するためには, 言語記号で表されていない部分を補って解釈する必

要がある｡ この部分は, 発話中の言語記号によってその存在が保証されていないが, 解釈する上で,

避けられない｡ よって, 発話で明言されていないが, 解釈上必要な意味復元のプロセスとして,

Free Enrichmentプロセスの必要性をCarstonは強調している｡
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２. ２. ３ Ad hoc concept construction

Free Enrichmentのプロセスは, 言語記号で表されていない要素を補充して解釈するプロセス

であった｡ このように言語記号で表されていない要素を補充するプロセスとは異なるもう１つ別の

プロセスをCarston４は提唱している｡ そのプロセスとは, Ad hoc concept constructionと呼ば

れるプロセスである｡ このプロセスに含まれる事例として, Carstonは, ２つのタイプをあげてい

る｡ １つは, 言語記号で表された概念をより限定的に理解する場合であり, もう１つのタイプは,

その逆で, 言語記号で表されている概念をより拡大して解釈する場合である｡ Carstonは, 前者の

例として, 感情を表す形容詞 (tired, anxious, frightened, depressed, well, happy, satisfied,

sweetなど) をあげている｡ これらが用いられた場合, 聞き手は, コンテクストをもとに, これら

の形容詞が意味する概念を限定的に使用すると述べている｡ 例えば, happyという形容詞は, ある

文脈では日常的な平凡な幸福感をあらわしているかもしれないし, また, 別の文脈では, ある特別

の高揚した感情を表しているかもしれない｡ このように, happyという語に課せられた ｢幸福｣ と

いう概念は一般的かつ普遍的な概念だが, 実際に使用されると, その文脈によって, 幸福感の程度

が異なって使用される｡ このように, 言語記号が示している概念を, 使用されている文脈に沿って,

その概念をより限定的に特定していくプロセスは, Ad hoc concept constructionのプロセスに含

まれる｡ 後者の例, 記号が表象している概念をより広く, またはより曖昧に解釈する例として, 以

下のような場合をCarstonは挙げている｡

16. a. There is a rectangle of lawn at the back (Carston, forthcoming: p.12 (14.a)

b. This steak is raw. (Carston, forthcoming: p.12 (14.b)

c. On Classic FM, we play continuous classics. (Carston, forthcoming: p.12 (14.c)

d. Mary is a bulldozer. (Carston 2002b: p.12 (14.d)

これらいずれの例においても, 実際の発話解釈では, 斜体で示されているそれぞれの語は, それ

が示す概念や定義より, やや緩やかに理解されるとCarstonは説明している｡ すなわち, 例 16 . a

の“rectangle”は, 直面する二辺が同一の長さという厳密な定義から逸脱して, おおよその長方
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４ Carstonは, Ad hoc concept constructionとFree enrichmentプロセスを比較して, 以下のように述べている｡

"Free enrichment is a process which involves the addition of conceptual material to the decoded logical form

(Bach's (1994) alternative term for the process, EXPANSION, captures this); for example, "it's snowing [IN

ABERDEEN]" . There are other cases where it seems that a better way of construing what is going on is that

a lexical concept appearing in the logical form is pragmatically adjusted, so that the concept understood as

communicated by the particular occurrence of the lexical item is different from, and replaces, the concept it

encodes; it is narrower, looser or some combination of the two, so that its denotation merely overlaps with the

denotation of the lexical concept from which it was derived." (Carston, forthcoming: p.11)



形として理解される｡ 例 16 . b の“raw”も, まったくの生という意味ではなく, ステーキのある

部分は焼けているが, 大部分 (８割程度) は生のままの状態として理解される｡ 例 16 . c の

“continuous”も, この発話においては, まったく途切れることなくという意味ではなく, 他の

ジャンルの音楽は流すことなくクラシック音楽を流し続けるという意味に解釈される｡ 例 16 . d の

“bulldozer”は, 機械のブルドーザーとしてではなく, 比喩的に使用されていると理解される｡

このように, 発話を理解する際には, 使用されている言語に課せられた意味を発話が行われた状

況や文脈に沿って, より狭義に, または, より広義に意味を最適化して理解される｡

３. 検証

前章では, Recanati (2002) とCarston (forthcoming) によって提案された表出命題復元の下

位プロセスを概説した｡ これらのプロセスは, 発話を真偽判断に耐えうる命題にするために必要な

プロセスである｡ すなわち, 発話された言語記号を解読して得る情報は, 部分的であり不完全なの

で, 発話を解読して得られた意味を特定化したり, 発話されていない内容を補足したりすることに

よって, より完全な命題を構築する必要がある｡ Recanati とCarstonによって, 提唱された

Saturation, Free Enrichment, Ad hoc concept constructionのプロセスは, 解読された意味を,

命題を得るために, どのように特定するのかという観点から分類されている｡ すなわち, １) 言語

に課された意味を補充するプロセスと２) 言語に課せられた意味を最適化するプロセスと言うこと

ができる｡ この観点から, 提唱された３つのプロセスをまとめると, 以下のようになる｡

17. 言語に課された意味を特定化するプロセス

i) 意味を補充するプロセス---Saturation & Free enrichment５

a.意味の補充が言語的に誘因されている場合---Saturation

b.意味の補充が言語的に誘因されていない場合 ---Free enrichment

ii) 意味を最適化するプロセス---Ad hoc concept construction

発話解釈のプロセスを記述する際に, 聞き手がどのような意味解釈のプロセスを経ているのかを

正確に把握しなければならい｡ よって, 特定しようとしている意味内容が１) 言語記号に課せられ

た意味を補足することであるのか, または２) 言語記号に課せられた意味をコンテクストに即して

最適化することであるのかを区別することは, 発話解釈のプロセスを正確に記述するために必要な

区分かもしれない｡ しかし, 一方で, 語用論の究極の目的は, 発話解釈のメカニズムを説明するこ
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５ 厳密に言えば, SaturationとFee enrichmentで行う意味の特定化には差異があるはずである｡ しかしながら, Recanatiと

Carstonのそれぞれのプロセスの説明には不明瞭な部分があり, これら２つのプロセスに含まれる意味の特定化には, 重な

り合う部分も多い｡ たとえば, Saturationプロセスには, 発話されていない変数の特定化も含まれており, このプロセスと

Free enrichment のプロセスで発話されていない要素を補うプロセスは近似している (詳しくは３. ３を参照)｡



となので (cf. Sperber and Wilson1986/95, Sperber and Wilson 2002), 発話解釈のプロセス

の記述の仕方は, 発話解釈メカニズムを説明するモデルを構築するために必要な記述方法でなけれ

ばならない｡

３. １ 変数察知

本節では, Recanati (2002) とCarston (forthcoming) によって提案された表出命題の３つの

下位プロセスの分類が, 発話解釈メカニズムを説明するために正確な分類であるかどうかを検証し

てみたい｡ 特に, 聞き手が, 従事する認知作業に注目して, RecanatiとCarstonによって提案され

た表出命題の下位プロセスを検証してみたい｡ すなわち, Saturation, Free enrichment, Ad hoc

concept constructionのそれぞれのプロセスで, 意味を補充したり, 意味を最適化したりする際に,

聞き手はどのような認知作業を行わなければならないのかを検討してみたい｡

３. １. １ Saturation

Saturationのプロセスに含まれる意味の特定化には, 意味を特定しようとする言語記号が発話

されている変数 (overt indexicals) と発話されていない変数 (covert indexicals) を含む場合が

ある｡ これら２つの場合を認知作業の観点から同一に取り扱うことが出来るだろうか｡ これは, で

きない｡ というのは, 変数が発話されている場合は, その変数を察知しなくてもよいが, 変数が発

話されていない場合は, 明らかにその変数を聞き手は察知しなければならない｡ 変数察知と察知し

た変数を特定化する作業は認知作業の点から言えば, ２つの異なる作業である６｡ そして, どちら

か一方の作業で失敗すれば, 当然, 誤解釈がおこる｡ よって, この2つの認知作業を区別しておか

なければ, 発話解釈のメカニズムを正確に説明することは出来ない｡

では, Carston (forthcoming) によって, 意味の補充をしなければならないと考えられた変数

が発話されていない例 (covert indexicals) は, すべて変数の察知のプロセスを経るのであろうか｡

その点を検証してみたい｡ Saturationプロセスで発話されていない変数を含む例をもう一度, 考

察していただきたい｡

18. a. Paracetamol is better [than what?] (Carston, forthcoming: p.5 (4.a))

b. It's the same [as what?] (Carston, forthcoming: p.5 (4.b))

c. He is too young [for what?] (Carston, forthcoming: p.5 (4.c))

d. It's not enough [for what?] (Carston, forthcoming: p.5 (4.d))

e. I like Sally's shoes [shoes in what relation to Sally?] (Carston, forthcoming:
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６ 発話にない要素を察知するプロセスは, 構文解析の研究ではgap detectionのプロセスとして広く知られている｡ そして,

そのgapに適切な要素を補う作業はgap fulfillmentとして知られている｡ (cf. Nagai 1996)



p.5 (4.e))

これらの例の中には, 変数を察知しなければならない例と変数を察知しなくてもよい例が混在して

いるように思われる｡ 前者の例として, 例 18 . a から 18 . d が挙げられる｡ これらの例では, 鍵括

弧内に示された意味を補足すべき変数自体が発話されていない｡ よって, 聞き手は, まず, その変

数７を察知しなければならない｡ 一方, 例 18 . e では, 意味の特定が必要なのは, 属格を含む句に

おいて, ２つの名詞句の意味的関係を明確することである｡ すなわち, 属格構造の属格自体 (＝'s)

が変数であり, この例においては, 変数そのものは, 発話されている｡ よって, 聞き手がその存在

を察知する必要はない｡

Saturationプロセスに含まれる発話された変数 (overt indexicals) の意味の特定化は, 変数を

察知する認知作業を行う必要がない｡ 例えば, 指示語の同定化のプロセスは, 変数である指示詞は,

発話されているため, 変数自体を察知する認知作業を行う必要がない｡

このように, Saturation のプロセスは, 変数を察知するという認知作業が必要な場合と変数を

察知する認知作業は必要ではない２通りの場合がある｡ この２種類の場合は, Carstonが

Saturationプロセスに含まれる変数の種類として分類した区分とほぼ一致する｡ しかし, Carston

が, 変数が発話されていないとみなした属格は, 属格自体が変数であり, 変数を察知する必要はな

い｡

３. １. ２ Free enrichment

Free enrichmentのプロセスに含まれた事例は, 変数を察知する認知作業を伴うものがあるのだ

ろうか｡ この点を検証するために, Free enrichmentの事例を再度詳しく観察してみたい (２. ２.

２で取り上げた例 10, 11, 12 をここに 19, 20, 21 として繰り返す)｡

19. a. She has a brain. [A HIGH-FUNCTIONING BRAIN] (Carston, forthcoming:

pp7-8 (6.a))

b. It's going to take time for these wounds to heal. [CONSIDERABLE TIME]

(Carston, forthcoming: pp7-8 (6.b))

c. I've had a shower. [TODAY] (Carston, forthcoming: pp7-8 (6.c))

d. It's snowing. [IN LOCATION X] (Carston, forthcoming: pp7-8 (6.d))

e. Mary gave John a pen and he wrote down her address. [AND THEN]

[WITH THE PEN MARY GAVE HIM] (Carston, forthcoming: pp7-8 (6.e))８
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７ ここで言う変数は, i) 形態素の場合, ii) 語の場合, iii) 変数を含む句の場合の3種類が含まれる｡

８ この例は, 道具を表す前置詞句が省略されている｡ 但し, 同様の事例を例20で議論するため, この例では, この省略の部

分に関して問題にしないことにする｡



f. Sam left Jane and she became very depressed [AND AS A RESULT] (Carston,

forthcoming: pp7-8 (6.f))

20. Mary took out her key and opened the door. ( Recanati 2002:p.301 (2))

21. a Michael's Dad. [uttered while indicating to the addressee a man who has just

come into the room] (Carston, forthcoming:p.10 (9))

b. Only 22,000 miles. Like new. [uttered by a used car salesman]

(Carston, forthcoming:p.10 (10))

c. Great haircut. [uttered upon encountering a friend one hasn't seen for a while]

(Carston, forthcoming:p.10 (11))

d. Water. [uttered by a desperately thirsty man staggering toward a water vendor]

(Carston, forthcoming:p.10 (12))

これらの事例を見ると, Saturationのプロセスで観察したときと同様に, 変数の察知をまず必要

とするものと, 変数は発話されており察知しなくてもよいものが混在していることに気付く｡ 変数

の察知を必要とする９事例は, 19 . d, 20, および不完全な発話である 21 . a から 21 . d である｡ 19 .

d では, 雪が降っている場所が発話されておらず, locationを表す語が発話されていないことを察

知し, そのlocationにもっともふさわしい語を復元しなければならない｡ 同様に, 例20では, どの

ような変数10が省略されているのかを,‘open’という動詞は道具を表す前置詞句を任意にとりう

るという事実から, 察知する｡ そして前後の文脈から, 道具を表す変数として最適な意味内容を特

定する｡ 例 21 . a から 21 . d では, 発話は, 不完全な文からなっており, その不完全な部分が統語

的にどのような要素でなければならないのか, 例えば, 述部などと察知した後に, そこに当てはま

る具体的な意味内容を復元しなければならない｡

その他の例, すなわち, 例 19 . a から 19 . c, 19 . e , 19 . f , では, 意味を特定しなければなら

ない語句 (＝変数) は, 発話されており, その意味内容を特定化すればよい｡

まとめると, Recanati, およびCarstonいずれも, Fee enrichmentプロセスを下位分類してい

ないが, 変数の察知プロセスの有無から考えると, 変数の察知を必要とする場合と, 変数の察知は

必要ではない場合の２種類の場合が含まれていることが判明した｡

３. １. ３ Ad hoc concept construction

SaturationとFree enrichmentプロセスは, ともに意味を補充するプロセスであった｡ そして,

意味を補充する前に, 補充すべき要素 (変数) を察知しなければならない場合と, そうではない場
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９ 変数の察知が必須な場合とそうでない場合がある｡ この点に関しては, ３. ２で議論する｡

10 変数の種類に関しては, ３. ２を参照されたい｡



合があった｡

Ad hoc concept constructionプロセスは, 言語記号に課されている概念をより限定的に解釈し

たり, より拡大して解釈したり, または, その両方の場合である｡ 具体的には, tired, anxious,

frightened, depressed, well, happy, satisfied, sweetなどのような感情を表す形容詞の意味の特

定化や, rectangle, raw, continuous, や比喩的に使用されたbulldozerなど意味の最適化が事例と

して取り扱われた｡ これら全ての例では, SaturationやFree enrichmentのプロセスとは異なり,

意味を特定しなければならない言語記号は, 発話されており, 変数の察知は, 行わなくてもよい｡

よって, Ad hoc concept constructionプロセスには, 変数の察知を必要とする事例はない｡

このプロセスを提唱しているCarston11も, SaturationやFree enrichmentプロセスは, 意味の

補充をするプロセスであるのに対し, Ad hoc concept constructionのプロセスは, 発話されてい

る言語表現を使用されている状況にあわせて最適化するプロセスであると述べていることからも分

かるように, このプロセスでは, 発話されていない要素を察知するプロセスは含まれていないこと

は明白である｡

３. １. ４ まとめ

以上, 本節では, Recanati (2002) とCarston (forthcoming) によって3分類された意味特定

化のプロセスを, 意味を特定する要素を察知する必要があるのか否かと言う観点から再検討してみ

た｡ その結果, 意味を補充するプロセスであるSaturation のプロセスと, Free enrichmentのプ

ロセスでは, １) まず特定しようとする変数を察知しなければならない場合と２) 変数を察知しな

くても良い場合の２つがあることが分かった｡ さらに, 変数の察知プロセスという観点から, これ

らのプロセスに含まれる事例を再検討した結果, これらのプロセスに含まれていた事例をより正確

に再分類することが可能になった｡ 一方, 意味の最適化を行うAd hoc concept constructionプロ

セスでは, 最適化しようとする概念は, 発話されており, 変数の察知は必要がなく, 意味の特定化

作業のみを行えばよい｡ 以上, まとめると, 発話解釈のプロセスでは, 意味の特定化を行う前に,

特定しようとする要素を察知するプロセスが必要な場合がある｡ このプロセスを必要とするのは,

Saturationプロセスで取り上げられた事例の一部と Free enrichmentで取り上げられた事例の一

部である｡

３. ２ 変数察知の情報源

３. １では, SaturationとFree enrichmentのプロセスで, 変数の察知作業を必要とする事例が

あることが明確になった｡ では, Saturationプロセスに含まれる変数察知が必要な事例とFree

enrichment プロセスに含まれる変数察知が必要な事例とを区別する必要はあるのだろうか｡ これ
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11 Ad hoc concept constructionに関するCarstonの説明は, 注４を参照していただきたい｡



ら２つのプロセスに含まれる変数察知が必要な事例を区分する必要があるのかどうかをここで検討

したい｡

まず, SaturationプロセスとFree enrichmentプロセスで変数の察知が必要であった事例を再検

討してみたい｡

22. Saturation

a. Paracetamol is better [than what?] (Carston, forthcoming: p5 (4.a))

b. It's the same [as what?] (Carston, forthcoming: p5 (4.b))

c. He is too young [for what?] (Carston, forthcoming: p5 (4.c))

d. It's not enough [for what?] (Carston, forthcoming: p5 (4.d))

23. Free enrichment

a. It's snowing. [IN LOCATION X] (Carston, forthcoming: pp7-8 ( 10.a))

b. Mary took out her key and opened the door

[Mary opened the door with the key (＝her key) ( Recanati 2002:p.301 (2))

c. Michael's Dad. [uttered while indicating to the addressee a man who has just

come into the room] (Carston, forthcoming:p.10 (9))

d. Only 22,000 miles. Like new. [uttered by a used car salesman] (Carston,

forthcoming:p.10 (10))

e. Great haircut. [uttered upon encountering a friend one hasn't seen for a while]

(Carston, forthcoming:p.10 (11))

f. Water. [uttered by a desperately thirsty man staggering toward a water vendor]

(Carston, forthcoming:p.10 (12))

22と23に挙げられた例は, 変数の察知を誘発する情報源が明らかに異なる｡ 22 . a から 22 . d にあ

げられた例では, 発話されていない変数は, 発話されている言語記号の語彙情報 (lexical infor-

mation), 特に項構造情報から察知できる｡ 例えば, 形容詞に付加される比較級の形態素には, 比

較対照の補語を取りうるという事実から, 22 . a の発話には, 比較対照すべき要素が欠落している

ことがわかる｡ よって, まず, 比較対照をあらわす要素の存在を察知し, 比較対照を行う対象とな

るものまたは人を復元する｡ 22 . b の‘same’は, as を伴う句を取り得る｡ また, 22 . c の

‘enough’は補語として, forを伴う句を取ることが出来るし, 22 . d の‘too’も形容詞を修飾す

る副詞の場合,‘for’を伴う句やto不定詞を伴うことが出来る｡ これらの語彙情報によって, 変数

は, ほぼ例外なく察知される｡ 発話されている語の語彙情報, とくに項構造情報から, 変数を察知

できる事例としては, 23 . a と 23 . b も同様である｡ 23 . a では, 動詞‘snow’が任意的に場所を
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表す句を取れる事実が変数の察知を可能にする｡ また, 23 . b の動詞‘open’は, 道具を表す句を

任意的に取ることが出来る｡ そして, この項構造情報が変数の察知を可能にする｡

例 23 . c から 23 . f は, 不完全な文からなる発話であり, 発話されている語句から, 発話されて

いない語句 (変数) を察知することは出来ない｡ すなわち, 発話されている語の語彙情報は, 変数

を察知する際の情報源にはならない｡ このような不完全な文を完全な文に補充して理解するために

は, 発話されている言語の文構造の知識, 及び, 発話された状況が情報源となる｡ 例えば, 23 . c

'Michael's Dad' という発話では, 英語の文構造が主語と述部からなるという事実から, 述部が省

略されているという事実に気が付く｡ そして, その省略されている部分 (＝変数) に具体的な意味

を与える作業は, この発話がおこなわれた状況に関する情報をもとにおこなわれる｡ このように,

SaturationとFree enrichmentのプロセスに含まれている変数の察知を誘発する情報源は異なる｡

この情報源の種類によって変数察知の可能性も異なるように思われる12｡

Recanatiは, SaturationとFree enrichmentプロセスの差異を, 言語情報によって誘発されるプ

ロセスか否かで説明した｡ すなわち, Saturationプロセスでは, 意味の特定化は, 発話中の語彙

情報によって誘発されるのに対し, Free enrichmentプロセスでは, 発話中の言語による情報は意

味の特定化を誘発しないとしている｡ Recanatiによるこの２つのプロセスの差異についての叙述

を以下に引用する13｡

“… saturation is a 'bottom-up' process, i.e. a process triggered (and made

obligatory) by a linguistic expression in the sentence itself…”

(Recanati 2002:p.300)

“Such unarticulated constituents [in free enrichment], which are part of the

statement made even though they correspond to nothing in the uttered sentence,

arguably result from a pragmatic process of free enrichment － 'free' in the sense

of not being linguistically controlled. (Recanati2002: p.300)

Recanatiによるこの区分は, しかしながら, 正確さに欠くように思われる｡ 第一に, 言語表現の

どのような情報, －例えば, 項構造情報, 意味情報など―のことを言っているのかが不明確である｡

第二に, 言語的に強制されているかどうかは, 何を根拠に判断するかが明確ではない｡ 実際, 完了

相の意味の特定化が, 言語的に誘発されているのか否かでは, 議論が分かれている｡ 完了を表す形

態素が, 特化した時間帯を特定するプロセスを誘発すると考えられる (cf.Stanley 2000) 一方で,

完了相の意味の特定化は言語的には誘発されていないとRecanatiは主張している｡

まとめると, 発話解釈プロセスを発話解釈に必要な認知作業から考えると, 変数を察知するプロ

永井：発話解釈プロセス再考：表出命題復元プロセスを中心に 15
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セスを経る場合とそうでない場合に二分される｡ さらに, どのような情報を基に, 変数の察知が行

われるのかによって, 変数察知のプロセスは細分化される｡

Saturation とFree enrichmentに含まれる変数を察知しなければならない事例は, すべて変数

察知のプロセスに分類し, どのような情報が誘因となってその変数を察知するのかによって, 下位

分類した方が, より正確な記述が可能になる｡ また, 変数察知の可能性についての説明力も高まる｡

３. ３ 意味の特定化のプロセス

Saturation, Free enrichment, Ad hoc concept constructionの全てのプロセスで, 意味の特

定が行わなければならない｡ どのような意味の特定化を行うかによって, 発話解釈のプロセスは,

3つのタイプに分類された｡ しかし, これらのプロセスに含まれる事例を詳しく観察してみると,

同様な意味特化のプロセスが異なるプロセスとして分類されていることがわかる｡

Saturation, Free enrichment, Ad hoc concept constructionで扱われた以下の事例をごらん

いただきたい｡

24 Saturation

i. 指示表現, 属格の意味の特定 (Sally's shoesなど)

ii 発話されていない変数の意味の補充

25. Free enrichment

i. 発話されている特定の語句 (以下の例では, 下線が引いてある部分)

a. She has a brain. [A HIGH-FUNCTIONING BRAIN]

b. It's going to take time for these wounds to heal. [CONSIDERABLE TIME]

c. I've had a shower. [TODAY]

e. Mary gave John a pen and he wrote down her address. [AND THEN] [WITH THE

PEN MARY GAVE HIM]

f. Sam left Jane and she became very depressed [AND AS A RESULT]

( Carston, forthcoming: pp.7-8)

ii. 発話されていない変数の意味特定化

26 Ad hoc concept construction

i. 発話されている特定の語句 (b以下の例では, 下線が引いてある部分)

a. 感情を表す形容詞 (tired, anxious, frightened, depressed, well, happy, satisfied, sweet,

など)

b. There is a rectangle of lawn at the back (Carston, forthcoming: p.12 (14.a)
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c. This steak is raw. (Carston, forthcoming: p.12 (14.b)

d. On Classic FM, we play continuous classics. (Carston, forthcoming: p.12 (14.c)

e. Mary is a bulldozer. (Carston, forthcoming: p.12 (14.d)

上記に示された各プロセスでの意味特定化の事例には, 下記に示すように, 同種類の意味の特定

化が異なるプロセスに分類されている｡

まず, 第一に, SaturationとFree enrichment両方のプロセスに発話されていない変数の意味特

定が含まれている｡

第二に, Saturationプロセスに含まれている指示対象の同定化とFree enrichmentプロセスに含

まれている完了相の時間の特定化は, 同種の意味特定化のプロセスとみなすことができる｡ という

のは, どちらの場合も言語記号は, 指示対象を同定する範囲を規定しており, その規定の範囲の中

で, 実際に支持するもの, 人, 時間を特定するプロセスと考えられるからである｡

第三に, Saturationプロセスに含まれている属格の意味の特定化とFree enrichmentに含まれて

いる‘and’の意味特定も, 同種の意味特定のプロセス, 機能語の意味特定のプロセスとみなすこ

とが出来る｡ すなわち, 属格も‘and’も記号そのものには, ２つの要素を連結させる機能的役割

しかなく, 実際にその連結がどのような意味関係を持つかは文脈によって決定される｡

第四に, Free enrichmentプロセスに含まれている‘time’や‘brain’の解釈は, Ad hoc

concept constructionプロセスの概念を狭義にまたは広義に解釈するプロセスとみなすことが出来

るかもしれない｡

以上, ３つのプロセスで取り上げられた意味特定化の事例は, 同一の意味特定化と思われるプロ

セスが, 異なるプロセスに分類されている｡ どのような意味特定が行われるのかは, 特定化を行う

記号に課されている意味によってかなりの制約を受けるように思われる｡ そして, その意味内容が,

どのような意味特化を行わなければならないのかを誘発しているように思われる｡ よって, 言語記

号に課せられた意味タイプをもとに, どのような意味の特定化が必要かを分類することにより, よ

り正確に発話解釈の意味特定化プロセスを記述できるだろう｡

４. おわりに

本論では, まず, Sperber and Wilson (1986/95) によって示された発話解釈のプロセスを概

観し, 近年盛んに議論が繰り広げられている表出命題復元のプロセスを検証した｡ 特に,

RecanatiとCarstonによって提唱されたSaturation, Free enrichment, Ad hoc concept

constructionのプロセスを詳しく検証した｡ そして, 発話解釈プロセスには, 意味の特定化を行わ

なければならない変数が発話されていない場合, まずその変数を察知するプロセスが必要であるこ

とを述べた｡ そして, その変数の察知がどのような情報源によって誘発されるのかによって, 変数

察知のプロセスは下位分類できることを示した｡ さらに, Saturation, Free enrichment, Ad hoc

永井：発話解釈プロセス再考：表出命題復元プロセスを中心に 17



concept constructionの３つのタイプに分けられた意味特定化プロセスには, 同種の意味の特定が,

異なるプロセスとして分類されていることを示した｡ 最後に, 意味特定化のプロセスをより正確に

記述するためには, どのようなタイプの言語記号を識別し, 分類するほうがより正確に分類できる

可能性が高いことを示唆した｡
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ベトナム語圏日本語学習者の発音に関わる誤用についてⅠ

－誤用の実態を中心に－

杉 本 妙 子

キーワード：ベトナム語圏日本語学習者 中国語圏日本語学習者 発音の誤用 漢字の読み 発音

の聞き取り

１ はじめに

｢漢字圏｣ と言われる中国語, 韓国・朝鮮語 (以後, 朝鮮語と略す), 越南
ベトナム

語そして日本語は,

共通する語彙 (漢語) を数多く持ちながらも, 音声・音韻的にも文法的にも異なる特徴を持ってい

る｡ 文法的には中国語とベトナム語はどちらも孤立語で類似しており, 朝鮮語と日本語は膠着語で

酷似している｡ したがって, 日本語学習者の中でも一般に朝鮮語を母語とする学習者は日本語文法

を習得しやすく, しかも誤用は少ない｡ それに対して, 中国語とベトナム語を母語とする学習者に

とっては, 日本語は文法習得が難しい語だという印象を持つものが多く, 実際, 文法的な誤用は多

い｡ 音韻面では, 音節を単位とする点で, 中国語, 朝鮮語, ベトナム語は共通し, 拍 (音の長さ)

を単位とする日本語と異なる上に, 有気音と無気音の対立である中国語, 朝鮮語とも, 有気無気・

有声無声の対立であるベトナム語とも, 有声無声の対立である日本語とは異なっている｡ さらに,

中国語とベトナム語は声調言語であるが, 日本語 (共通語) は高低アクセントであり, 朝鮮語は声

調・アクセントが有意でない言語である｡ このように音声・音韻面においては, 漢字圏の４言語は

それぞれに異なる特徴を持っている｡ しかしながら, 中国語, 朝鮮語, ベトナム語３言語圏の学習

者は, 日本語の音の構造の単純さ・音の種類の少なさから, 学習は容易だと思う傾向がある｡ だが,

現実には３言語圏出身の学習者のいずれからも, 日本語の発音の誤用は少なからず観察され, それ

ぞれの母語による誤用の実態に顕著な違いが見られる (注１)｡

そこで本小論では, これまで筆者が取り組んできた漢字圏の日本語学習者の日本語の誤用研究と

して, 主に中国語圏学習者の発音に関わる誤用の実態を概観した上で, 調査に基づくベトナム語圏

学習者の発音に関連する誤用を取り上げ, その実態の分類と誤用の特徴について述べる｡

２ 中国語圏学習者の発音に関わる誤用とその特徴

中国語圏学習者による日本語の発音や, 作文・漢字のよみ等の仮名表記に観察される誤用で, 発

音上の誤用と考えられるものとしては, 次のようなものがある (注２)｡ 誤用例の示し方は, 各分

類項目に該当する誤りの箇所は, 下線付きのカタカナあるいは音の脱落箇所を示す�で表し, ( )
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中に正しい語を示した｡� 有声・無声に関する誤用

(例) サギホド (先ほど), カンガク (間隔), ヤドウ (雇う), ユダカ (豊か), ヘンビン (返

品), ブタタビ (再び) ／ヒョーケン (表現), チカウ (違う), タトー (打倒), トクショ

(読書), チブン (自分), ウテ (腕), センジツ (前日), シサイ (資材), カンシャ (患

者), アルパイト (アルバイト), 等｡

無声子音が有声音に, 有声子音が無声音になる誤用はもっとも頻繁に観察される｡ ｋ－ｇ,

ｔ－ｄ, ｓ－ｚ(dz), ts－dz, ｐ－ｂなど, 有声音と無声音がペアになっている破裂音あるい

は破擦音 (摩擦音) で起こる｡

この誤用の原因としては, 中国語では有気音・無気音の対立だが, 日本語は有声音・無声音

の対立で音の区別の仕方が違うために, 無声音が有気音のように発音・認識されたり, 有声音

が無気音のように発音・認識されたりするためだと考えられる｡ その結果, 有声音と無声音と

を逆に表記してしまったり, 日本人の耳には有声音と無声音の誤用に聞こえたりするものと考

えられる｡ また, 語中の誤用では, 連濁に関わる誤用と考えられるものも多い｡ 上の例の,

｢カンガク (間隔) ・ヘンビン (返品)｣ や, その他, ｢シグミ (仕組み), トリビキ (取引)｣

など｡� 長音化・短音化

(例) コーラー (コーラ), シュージン (主人), ダイクー (大工), テー (手), ソーシキ (組

織) ／ネットワク (ネットワーク), クカン (空間), レーゾコ (冷蔵庫), ゾカ (増加),

タイオ (対応), タクシ (タクシー), 等｡

中国語は音節を単位とする言語であり, 日本語のように音の長さが弁別的特徴とならない言

語であるため, ほぼすべての母音において, 語頭でも語末でも長音化・短音化の誤用が観察さ

れる｡ ただし, 語末で長音が短音化する誤用は, オ段長音とシー (形容詞語尾など) が語末に

来るときに短音になりやすい｡ また, 語中で短音が長音化する誤用はイ段音の後にk(g)／s(z)

がくるとき起きやすく, 語中の長音が短音化する誤用はオ・ウ段音の長音で起きやすい｡� 撥音に関係する誤用 ＊例の中の ｢�｣ は撥音があるべきところの位置を示す｡

(例) オリジンナル (オリジナル), メンモ (目も) ／オリ�ピック (オリンピック) ／ソー

ガイ (損害), コーフー (興奮), コンケン (貢献), ハイケン (拝啓), 等｡

誤用の種類は, ①鼻音の子音ｍ／ｎの前に撥音 (ン＝Ｎ) が現れる撥音の挿入, ②撥音が発

音されない撥音の脱落, ③長音と撥音の交代, の３種が観察される｡

撥音の挿入は, 後ろの鼻音の影響で, 前の音の後に続けて鼻音をしっかり発音しようとする

と, 結果的に鼻音が長く発音され, 日本人の耳には撥音 (ン) があるように聞こえたり, 学習

者の耳には, ンで終わる音＋鼻音で始まる音のように聞こえるためと考えられる｡ 逆に, 日本

語としてはンで終わる音＋鼻音で始まる音であっても, ンの長さを有意なものとして認識しな
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ければ, 撥音を１拍として発音しない, 聞き取れないため, 撥音の脱落となるものと考えられ

る｡ また, 長音との交代の場合, 長音の発音の途中から鼻から (も) 息が出てしまうと, 長音

→撥音化が起きてしまうと考えられる｡ 逆に, 母音の後に現れる撥音において, 母音の発音の

後, うまく鼻から息が抜けないと, 長音として発音される結果となるものと考えられる｡� 促音に関係するもの

(例) ハッケン (派遣), キャラックター (キャラクター), ダッセイ (惰性), キエッテ (消

えて) ／スイ�チ (スイッチ), パンフレ�ド (パンフレット), ナカ�タ (無かった)

／ケーカ (結果), レートー (列島), フローピ (フロッピー), チョッド (ちょうど),

等｡

誤用の種類は, ①無声の破裂音 (摩擦音) k／t (s) の前に促音が現れる促音の挿入, ②無

声の破裂音 (破擦音) k／t／p／c (＝ts) の前の促音が発音されないもので, 特に母音イの後

ろの促音で多い促音の脱落, ③促音と長音の交替で, 特に広母音a／e／oと無声破裂音に挟ま

れた促音が長音になりやすい, の３種が観察される｡

誤用の原因としては, 促音は音のない１拍分ほどの長さの部分を一つの音として認識する音

で, 日本語では無声の破裂音 (k／t／p)・破擦音 (ts)・摩擦音 (s) の前でのみ現れ, 無声の

それらの音を発音する際に必要な音の準備態勢の持続時間の長いものである｡ したがって, 音

を長さで区切らない中国語話者には区別が難しく, 間違えやすいものと考えられる｡ 長音との

交代では, 本来促音は音がない部分であるが, その音を止めている発音は中国語圏の学習者に

は難しいようで, 促音の前の母音の発音を止めないままのばしてしまえば, 長音となってしま

うと考えられる｡ また, 促音の前の母音 (広母音) にも影響される｡� 母語にない音の代替

(例) シジョーニ (非常に), アサシ (朝日), シャク (百), チャンパス (キャンパス), チチュー

(チキュウ), 等｡

｢ヒ・ヒャ｣ や ｢キャ・キュ｣ は, 中国語にはない音で, ｢ヒ・ヒャ｣ ｢キャ・キュ｣ と非常

に近い音 ｢シ・シャ｣ ｢チャ・チュ｣ を代用して発音したために起きる誤用である｡� 母音オの母音ウへの交代

(例) ブンチ (盆地), ユーチエン (幼稚園), イル (色), ウビ (帯), キウン (気温), シュッ

チュー (しょっちゅう), 等｡

日本語の母音オ・ウの音の範囲と中国語のo・uの音の範囲のずれから, 日本語のオの発音

を中国語のoの発音の範囲内で発音すると, 日本人の耳には日本語のウの範囲内の音に聞こえ

る場合があるために起こる誤用である｡� その他

中国語の漢字音を, そのまま使ってしまうために起きる誤用で, ｢ヨシャ (余暇), シュンソ

ク (迅速), シンリュー (蒸留)｣ 等がある｡ また, 中国語の漢字音とは異なるが, 頻繁に観察
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されるものとして, ｢ショースイ (少数), チュースイ (中枢)｣ 等がある｡

３ ベトナム語圏日本語学習者の誤用に関する調査の概要

３. １ 調査期間と調査協力者�漢字の読み�ならびに�発音の聞き取り調査�を, ベトナム・ハノイにおいて2001年３月,

2002年３月, 2003年３月に実施した (注３)｡ これらの調査に協力してくれたのは, 下にあげたハ

ノイにある代表的な２大学で日本語を学ぶ学生諸君である｡�漢字の読み調査被調査者� ＊ ( ) 中の数は, 分析対象者数

2001年…ハノイ国家大学社会人文科学大学東洋学部日本語学科３年生29名

2002年…ハノイ国家大学社会人文科学大学東洋学部日本語学科２年生18名・３年生23名 (22),

ハノイ外国語大学日本語学部３年生93名 (36)

2003年…ハノイ国家大学社会人文科学大学東洋学部日本語学科２年生18名・３年生20名 (20)�発音の聞き取り調査被調査者�
2002年…ハノイ国家大学社会人文科学大学東洋学部日本語学科２年生18名・３年生23名 (22)

2003年…ハノイ国家大学社会人文科学大学東洋学部日本語学科２年生18名・３年生20名 (20)

2001年調査は, 前節で述べた中国語圏学習者の発音に関わる誤用の特徴ならびに中国語圏・朝鮮

語圏日本語学習者の�漢字の読み�に関する誤用の特徴 (注２) との差異の概略をつかむための第

１回の予備調査である｡ その調査の結果と調査に協力してくれた学生の日本語レベルとを考慮し,

漢字の読み調査のために取り上げる語彙を選定し直し, 2002年により広い範囲の学生に対して, 再

度予備調査として�漢字の読み調査�を実施した｡ また, 2002年調査では, 漢字の読みという, い

わば認識としての日本語の発音を調べる一方, 日本語の�発音の聞き取り調査� (予備調査として)

も実施した｡ そして, 2003年調査においては, 2002年度調査の結果を踏まえて, �漢字の読み調査�ならびに�発音の聞き取り調査�の調査対象語を再度選定し直し, 実施した｡

これら実施した調査のうち, 以下の分析ではハノイ国家大学東洋学部日本語学科３年生クラス

(2002年調査では日本語学習歴の短い１名を除く22名｡ 以下では, ｢国家大３年生｣ 等と省略する)

で2002年と2003年に実施した調査の結果を中心に, ハノイ外国語大学の調査結果の一部 (36名分｡

以下では, ｢ハノイ外大｣ 等と省略する) を用いる｡ 国家大３年生は, 調査時において日本語学習

歴およそ１年半で, 日本語レベルは中級から上級レベルに達している｡ 国家大２年生の結果を本小

論の対象としなかったのは, 日本語学習歴が約半年間と短いため, 調査票に多くの無回答があり,

調査結果そのものが不完全な状態であるためである｡ また, ハノイ外大３年生は, �漢字の読み調

査�のみで, その結果はおおむねハノイ国家大学の結果と一致していたため, 回答の半分以上が正

答である調査票のうち回答者が特定できた36名の結果だけを取り上げた｡ 正答数が多いものだけを
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用いたのは, よりレベルが上がっても起こりやすい誤用に関係すると考えたためである｡

３. ２ 調査票および調査の仕方� 漢字の読み調査

調査票は, これまで筆者が行ってきた中国語圏・朝鮮語圏日本語学習者の�漢字の読み�に

関する誤用の特徴と比較しつつ分析することを念頭に置いて作成した｡ 具体的には, 中国語圏・

朝鮮語圏の誤用に特徴的にかつ頻繁に観察されるもので, 語の難易度ではおおむね中級レベル

の語とし, 上級レベルの語も若干含めて選んだ｡ 2002年調査では, 2001年調査で確認できた誤

用と正しいもの (以下, 誤用に対して ｢正用｣ という) および無回答の実態から, とりわけ語

の難易度 (学習レベル) と音節構造に注意して80語を選んだ｡ 2003年調査では, 2002年調査の

うち40語と新たに66語を加えた106語とした｡ 語の取捨は, 2001年・2002年調査で確認できた

正用の割合の非常に高いものや連濁の有無による誤用・正用の割合の高いもののうちのいくつ

かは対象外にする, 2002年調査でやや誤用・無回答が多かったものは調査したい音節を含むよ

り難易度の低い語に置き換える, 発音聞き取り調査等で取り上げる語彙と比較することを考慮

して新たな語を加える, という方針で行った｡

調査の仕方は, 漢字の読みテストを行う要領で, ハノイ国家大学の日本語の授業時間に各ク

ラスにおいて行った｡ ただし, 調査に先立って, 日本語の単語の発音をどのように覚えている

か (認識しているか) を漢字テスト形式で調べ, 後に誤りの特徴等の結果をまとめて報告・公

表することによって, 調査に協力してくれた学生をはじめとする日本語学習者の学習に役立て

るのが目的であることを断って調査した｡ なお, 2002年調査の国家大３年生クラスは同大学東

洋学部日本語学科教官のTo�n氏の, ハノイ外大クラスは同大学日本語学部教官のV�n氏の協

力を得て調査を実施した｡� 発音の聞き取り調査

発音の聞き取り調査は, 2001年の漢字の読み調査の結果やベトナム語圏日本語学習者の発音

についての先行研究, 中国語圏学習者の発音に関わる誤用の特徴に基づいて, 2002年の調査票

を作成した｡ 調査票は, 漢字の読み調査に用いたテスト形式では調査しにくい外来語33語を含

む55語を取り上げ, 読み上げられた単語あるいは短文を聞いて, 調査語の発音を ( ) に仮名

で記入する形式のものである｡ 取り上げた語の難易度は, 中級レベルの語を中心に, 上級レベ

ルの語も含めて選んだ｡ 2003年調査は, 2002年調査が外来語中心であったことから和語・漢語

も大幅に増やすことや, 語の音韻構造, 漢字の読み調査等との比較を考慮し, 外来語41語を含

む109語を取り上げ, 単語あるいは短文の中の語として聞き取ったものを ( ) に仮名で記入

する形式のものとした｡

調査の仕方は, 単語あるいは短文に区切って２回読み上げ, １行ごとにまとめて確認のため

に続けて読み上げ, 聞き取った調査語を調査票の ( ) 中にひらがなかカタカナで記入しても
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らう形で行った｡ 読み上げ (発音) を行ったのは筆者で, 2002年調査の国家大３年生クラス以

外は, 各クラスの日本語の授業時間に直接発音 (読み上げ) をした｡ 2002年調査の３年生クラ

スは, 回答の仕方を含めて直接読み上げる形と同様に録音したもの (カセットテープ) を利用

し, 同大学教官のTo�n氏の協力を得て調査を行った｡

以上に述べた各年２種の調査票は, 本小論の末尾に解答例とあわせてまとめて示す｡

４ ベトナム語圏学習者の誤用の実態とその特徴

４. 1 漢字の読みの誤用の実態と特徴

各年の漢字の読み調査において, ２人以上が同じ間違いをしたもの (５人以上からの同じ誤りは

太字ゴチック体) を分類し, 以下に列挙する｡ 示し方は, 調査票の語の順番通りに正しい表記をひ

らがなで, 誤っている表記をカタカナで示す｡ 各分類に該当する誤りの箇所は, 下線付きのカタカ

ナあるいは音の脱落箇所を示す�で表す｡ ( ) 中は調査語｡ ｢その他｣ には, いくつかの誤用の要

因が重なっていると考えられるもの, 母音の誤用の可能性のあるものなどをまとめた｡ なお, 異な

る漢字・語と誤解して答えたもの, 熟語の一部しか回答しなかったものなどは除いた｡

2002年調査結果

・長音の短音化…シュかん (習慣), ジュたく (住宅), フけい (風景), ゴりてき (合理的), しん

ゴ (信号), シュちゅう (集中), ふくシュ (復習), びょうド (平等), コけん (貢献), しょ

うス (少数), だいメし (代名詞), ジュよう (重要), よていトり (予定通り), ほんト (本当)

・短音の長音化…キョウか (許可), ソウしき (組織), えんリョウ (遠慮), トウざん (登山), じ

コウ (事故), しゅトウ・シュウと・シュウトウ (首都), ホウしょう (保証), トウかい (都

会), シュウよう (主要), ヨウてい (予定), フウきゅう (普及), トウち (土地), チョウク

せつ (直接), シュウみ (趣味)

・清音の濁音化 (有声化) …えいギョウ (影響), たいジョウ (対象), いっバンてき (一般的),

ねんバイ (年配), ビョウシ (表示), ジュよう (主要), デンけいてき (典型的), さくビン

(作品), げんジョウ (現象) ＊語中のものは連濁による誤用の可能性あり｡

・濁音の清音化 (無声化) ＊…シュウたく (住宅), センねん (前年), しんコウ (信号), ケンしょ

う (現象), テンごん (伝言), コウりてき (合理的), シュウよう (重要), てつタう (手伝う)

＊濁点 (半濁点) の付け忘れの可能性もあり｡

・連濁する読みの不連濁…だいカイしゃ・タイカイしゃ (大会社), やくタつ (役立つ), えんタカ

(円高), くキる (区切る), めタつ (目立つ), ながヒく (長引く), よていトオり (予定通り)

＊濁点 (半濁点) の付け忘れの可能性もあり｡
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・連濁しない読みの連濁＊…しグみ (仕組み), しゅくバク・しゅくパク (宿泊), みガタ (見方)

＊濁点 (半濁点) の付け間違いの可能性もあり｡

・促音になる音の不促音化…フクかつ (復活), チョクこう (直行), ジツこう・ジツギョウ (実行),

タツせい (達成)

・促音でない音の促音化…チョッせつ (直接), ヒッよう (必要), シュッぱく (宿泊), イッだん

(一段)

・促音の長音化…シュウせ (出世), チョウこう (直行)

・促音挿入・脱落… (該当例なし)

・撥音に関する誤り… (該当例なし)

・読みの違い (音読みと訓読み, 音読み同士) ＊…ジツギョウ (実行), サクぎょう・ツクぎょう

(作業), ダイりょう・オオりょう (大量), しゅっセイ・デせ・デセイ (出世), タイめいし

(代名詞), ぜんトシ／マエトシ (前年), ちゅうコクじん (中国人), ちょくギョウ (直行),

たいゾウ (対象), チめん (地面), アイりてき (合理的), セイかいじゅう・せかいチュウ

(世界中), ひょうシ・ビョウシ (表示), タイじ・オオじ (大事), オオサマ・オサマ (多様),

タイカイしゃ・オオがいしゃ・オオカイしゃ (大会社), でんゲン (伝言), ドち (土地), え

んコウ (円高), ちゅうブン (注文), ヘイどう・ヘイトウ (平等), げんゾウ (現象), ケンか

た (見方), ケンホウ (見方), しソみ (仕組み), くセツる (区切る), モクタつ (目立つ),

やくリツ (役立つ), チョウヒく (長引く), けいサイダイこく・ダイこく・～オオクニ・オオ

こく・オこく (経済大国) ＊長音化・短音化, 濁音化・清音化の可能性や, 濁点 (半濁点)

の付け忘れ・付け間違いの可能性のあるものを含む｡

・その他…シュたく (住宅), たいゾ (対象), コりてき (合理的), ジュウよう・チュウよう (主

要), しょうスイ (少数), ほセイ・ホウセイ (保証), フッきゅう (普及), たいソウ (対象),

げんソウ・ケンジョウ (現象), フクガツ (復活), しんコ・ジンコウ (信号), シュウはく

(宿泊), えんコ (円高), イッタン (一段), シュウブン (注文), ユか (豊か)

2003年調査結果 ＊ [ ] 中は, 上記2002年調査で見られた誤回答と一致するが, １名からだけ

の誤用を参考として示した｡

・長音の短音化…ジュたく (住宅), たいショ (対象), ノりょく (能力), ゴりてき (合理的), し

んゴ (信号), がっコ (学校), かんケ (関係), リョウコ (旅行), ほんト (本当) [シュかん

(習慣), シュちゅう (集中), ジュよう (重要)]
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・短音の長音化…キョウか (許可), トウざん (登山), じコウ (事故), きょうトウ (京都), ホウ

けん (保健), ジュウぎょう (授業), にほんシュウ (日本酒), トウかい (都会), フウきゅう

(普及), だんジョウ (男女), リョウこう・リョウコ (旅行), ヨウてい (予定), ドウりょく

(努力) [ソウしき (組織), えんリョウ (遠慮), シュウよう (主要), トウち (土地) シュウ

み (趣味)]

・清音の濁音化 (有声化) …えいギョウ (影響), たいジョウ (対象), はっビョウ (発表) [ジュ

よう (主要)] ＊語中のものは連濁すると誤解した可能性あり｡

・濁音の清音化 (無声化) …シュウたく (住宅), センフ (全部), ヒョウいん (病院), じつケン

(実現), コウりてき (合理的), センねん (前年), しんコウ (信号), ケンき (元気), テンき

(電気), フンか (文化), てつタう (手伝う), かんカえる (考える), ちカう (違う) ＊濁

点 (半濁点) の付け忘れの可能性もあり｡

・濁音化・清音化＋短音化・長音化… (該当例なし) [シュたく (住宅), コりてき (合理的)]

・連濁する読みの不連濁…トウサン (登山)

・連濁しない読みの連濁… (該当例なし)

・促音になる音の不促音化…フクかつ (復活), チョクこう (直行), ハツせい (発生), アクか

(悪化)

・促音でない音の促音化…ジッケン (実現), サッひん (作品), シュッじょう (出場), テッダう

(手伝う) [ヒッよう (必要), イッだん (一段)]

・促音の長音化…チョウこう (直行), 日本レイとう (列島)

・促音挿入・脱落… (該当例なし)

・撥音の脱落…でんゴ� (伝言)

・撥音の挿入・撥音と長音の交代… (該当例なし)

・読みの違い (音読みと訓読み, 音読み同士) …サクぎょう・サッぎょう (作業), アイりてき

(合理的), にほんサケ (日本酒), ゾンぞく (存続), ドち (土地), デせき (出席), デショ

(出場), カもの (果物), ハイる (配る) [たいゾウ (対象), マエトシ (前年), ちょくギョ

ウ (直行), タイじ (大事), でんゲン (伝言)] ＊長音化・短音化, 濁音化・清音化の可能

性や, 濁点 (半濁点) の付け忘れ・付け間違いの可能性のあるものを含む｡

・その他…たいソウ (対象), いっポンてき (一般的), シツこう (実行), チョウせつ (直接), し

んポイ (心配), ノる (登る) [チュウよう (主要)]
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以上の誤用例から, 次のような特徴が指摘できる｡

・長音の短音化や短音の長音化の誤用は, 種々の音節で, 語頭でも語尾でも広く起きている｡ 短音

化・長音化する音節は, ウ段音とオ段音に集中しているが, これには日本語の長音そのものの音

節がウ・オ段に多く, 他の母音の長音節が少ないことと関係があると考えられる｡

・清音の濁音化の誤用では, 拗長音節や撥音が後接する音節に集中して起きている｡ 濁音の清音化

の誤用でも, 撥音が後接する音節や長音節に集中する傾向が見られ, この種の誤用は音節構造と

関係があることが推測できる｡ なお, 誤用例中でも指摘したが, 語中のものは連濁するものと誤

解した可能性がある｡ また, 清音化では単純な濁点の付け忘れの可能性も考えられる｡

・連濁するかどうかについては, 連濁すべきところが不連濁となる誤用が回答数の点で多く, 逆の

連濁してしまう誤用はやや少ない｡ なお, 連濁・不連濁については, 調査票そのものにおいて連

濁するのが正用の語が多かったために, 不連濁とした誤用がより多くの語に観察されている｡

・促音に関連する誤用では, 促音の挿入と脱落の誤用は見られなかったが (注４), 促音になるべ

きところの不促音化や促音にならなくてもいいところの促音化, 促音の長音化において誤用が多

数観察される｡

・それに対して, 撥音に関する誤用は2003年調査において１語に観察されただけである｡ このよう

な誤用の現れ方から考えると, 日本語の発音の特色のひとつである特殊拍の長音, 促音, 撥音の

うち, 撥音がもっとも誤用が起きにくい, つまり学習しやすい音であると言えそうである｡

・漢字の読みを記述する調査であるため, 漢字の異なる読み (音と訓, 音と音, 訓と訓) を答えて

しまった誤用は, 広く多く観察された｡ この点は, 中国語圏学習者の場合と同じである｡ 現代の

ベトナムでは漢字は日常では用いられない文字だが, 中国語圏学習者同様, 日本語学習において

１漢字に一つの発音を結びつけて習得してしまう傾向があることが推測できる｡

４. ２ 発音聞き取りの誤用の実態と特徴

各年の発音聞き取り調査において, ２人以上が同じ間違いをしたもの (５人以上からの同じ誤り

は太字ゴチック体) を分類し, 以下に列挙する｡ 示し方は, 調査票の語の順番通りに誤りを含む語

をカタカナで示し, 各分類に該当する誤りの箇所は下線あるいは音の脱落箇所を示す�で表した｡

また, 長音などのカナ書きの仕方は, 調査の回答での記述どおりとした｡ そのため, 同じ発音と聞

き取ったと考えられる複数の表記を併記しているものがいくつかある｡ ( ) 中は調査語｡ ｢その他｣

には, いくつかの誤用が重なっていると考えられるもの, 母音の誤用の可能性のあるものなどをま

とめた｡ また, 各分類項目の ｢＊～｣ で示したことは, 回答としては同一でないが誤用が共通する

ものとその回答数や, 誤用がなかった語についてのメモである｡ なお, 語の一部しか回答しなかっ

たものや判読不能のものは除いた｡ また, 分類項目で2002年度調査にはなく, 2003年度調査で出て

きたものは○で示した｡
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2002年調査結果

・長音の短音化…サラリマン (サラリーマン), アナウンサ・アナウサ・アナウンシャ (アナウン

サー), エネルギ (エネルギー), スパマケット・スーパーマケット (スーパーマーケット),

サッカ (サッカー), キワド・キーワド・キウド・キワト (キーワード), ネットワク (ネット

ワーク), シャワ・サワ (シャワー), サンプ・シャンプ (シャンプー), コラ (コーラ), コッ

ピ (コピー), コーナ・コナ・コナー (コーナー), コーヒ・コヒ (コーヒー), チュシン (中

心), タクシ・タックシ (タクシー), ユニク (ユニーク), レポト (レポート), ニュス (ニュー

ス), ダブレタ (ラブレター), 日本デット・～デート・～デト (列島) ＊コンピュータの短

音化６

・短音の長音化…サーワー (シャワー), リーボン (リボン), ショウユウ・ソウユウ (醤油), コー

ラー (コーラ), ハンサーム (ハンサム), チョウドウ (ちょうど), ダンジョウ (男女), シン

ボール (シンボル)

・長音の移動…シャーワ・シャーウ (シャワー), コーピ (コピー), ユウニク (ユニーク)

・無声音 (清音) の有声化 (濁音化) …コンビュータ (コンピュータ), サンブン (シャンプー),

アバク (圧迫) ＊サンプルの有声化４ ※濁点と半濁点の付け間違いの可能性あり｡

・有声音 (濁音) の無声化 (清音化) …ハンドバク (ハンドバッグ), キワト (キーワード), リポ

ン (リボン), フンカ (文化), ダンショウ (男女) ＊シンボルの無声化３ ＊マタ (また) ／

マダ (未だ) の有声・無声の誤用なし ※濁点の付け忘れ・付け間違いの可能性もあり｡

・促音の挿入…コッピ (コピー), タックシ (タクシー), ブッカ (部下)

＊見テ／似テイルの促音の挿入の誤用なし

・促音化…タッシー (タクシー) ＊システムのスの促音化４

・促音の脱落…ハンドバ�グ・ハンドバ�ク (ハンドバッグ), カセ�トテープ・カセ�トテップ

(カセットテープ), ニ�コ (にっこり), スイ�チ・スイ�チョウ・スイ�チュウ (スイッチ),

ミ�ツ (三つ), ア�バク (圧迫), ハイ�タ (入った), 日本デ�ト (列島)

・促音と長音の交代…カセトテップ (カセットテープ), スイイチ・スイーチ (スイッチ), ハイイ

タ (入った), 日本デート (列島)

・促音の移動…ア�パック (圧迫)

・撥音の挿入…ハンサンム・ハンサンマ (ハンサム)

・撥音の脱落…アナウ�サ (アナウンサー)

・撥音と長音の交代…サンブン (シャンプー)
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・サ行拗音の直音化…サワ・サーワー (シャワー), サンプ・サンブン (シャンプー), ソウユウ・

ソウユ (醤油), マンソン (マンション) ＊シャワーの直音化８, シャンプーの直音化11,

ショウユ (醤油) の直音化４, マンションの直音化５／＊カンシャ (感謝) の直音化の誤用な

し

・サ行直音の拗音化…アナウンシャ (アナウンサー) ＊アナウンサーのサー (サ) の拗音化４,

サッカーのサの拗音化１

・ラ行音→ダ行音…電子デンジ (レンジ), ダブレタ (ラブレター), 日本デット・～デート・～デ

ト (列島)

・ラ行音の脱落…ニッコ�・ニコ� (にっこり)

・その他…キウド (キーワード), ニックリ (にっこり), シャーウ (シャワー), スイチョウ・ス

イチュウ (スイッチ), ヒトリ�・ヒト� (ストレス), ニース (ニュース), ハンサンマ (ハ

ンサム), ミテイル (似ている), デブツ・デグツ・デクツ (出口), シンプル (シンボル)

＊ヒャクネン (百年) の直音化３

2003年調査結果

・長音の短音化…コラ (コーラ), コーヒ (コーヒー), ジュス (ジュース), サラリマン (サラリー

マン), アナウンサ (アナウンサー), ハンバグ (ハンバーグ), エネルギ (エネルギー), サッ

カ (サッカー), スパマケット・スーパマケット・スーパーマケット (スーパーマーケット),

レイゾコ (冷蔵庫), サッタ (シャッター), キワド・キワード・キーワド・キイワド・キワドー・

キワドウ (キーワード), 日本語ジャナル・～チャナル (日本語ジャーナル), ユニク (ユニー

ク), レポト (レポート), ニュス (ニュース), イショ (衣装), 日本レット・～デット・～テ

ト (日本列島), トゼン (当然), タクシ (タクシー), シンゴ (信号), ツイ (注意), ナツカ

シ (懐かしい), クウケ (風景), チャワ・サワ (シャワー), サンプ・チャンプ (シャンプー),

ダブレタ・ラブレタ (ラブレター), クフ (夫婦), トセン (当然)

・短音の長音化…ショウユウ (醤油), アナウンーシャ (アナウンサー), チョウドウ (ちょうど),

エンリョウ・エンドウ (遠慮), シンボウル・シンボール (シンボル), キョウトウ (京都),

レイキシ (歴史), ジコウ (事故), ドウロウ・ドウドウ (道路), ムカシイ (昔), リョウコウ

(旅行), シュウミ (趣味), ポーケット (ポケット), リーボン・リーパン (リボン), ハンサー

ム (ハンサム), マンーション (マンション), ホウケン・コウケン (保険), シャンプール・

サンプール (サンプル), ダンジョウ (男女), ユウライ (由来)

・長音の移動…チョコレトー (チョコレート), ショユウ (醤油), ハンバグー・ハンバグウ (ハン

バーグ), サラリマーン (サラリーマン), サッーカ (サッカー), コンピュター (コンピュー
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タ), キワドー・キワドウ (キーワード), コーピ (コピー), ユウニク・ユーニク・ヨウニク

(ユニーク), シャーワ (シャワー)

・無声音 (清音) の有声化 (濁音化) …テンブラ (天ぷら), ブッカ (二日), ハッビョウ (発表)

※濁点と半濁点の付け間違いの可能性あり｡

・有声音 (濁音) の無声化 (清音化) …シュース (ジュース), シンポル (シンボル), トウセン

(当然), フッカ (部下), ヒョウイン (病院), リポン (リボン), ポールペン (ボールペン),

フレセント (プレゼント), トセン (当然) ※濁点の付け忘れ・付け間違いの可能性

もあり｡

・促音の挿入…コッピー (コピー), シッステム (システム), イッショウ (衣装), レッキシ (歴

史), カッチ (価値), ブッカ (部下)

・促音化…シッテンム・シッテム (システム), ヒャッサイ (百歳), レッシ (歴史), ブッカ (二

日), フッカ (二日)

・促音の脱落…ハンドバ�グ (ハンドバッグ), スイ�チ (スイッチ), 日本テ�ト (日本列島),

キ�チン (キッチン), ミ�ツ (三つ) ＊カセットテープの促音の脱落８, ニッコリ (にっ

こり) の促音の脱落２

・促音と長音の交代…日本デート (日本列島), スイイチ (スイッチ)

・促音の移動… (該当例なし)

・撥音の挿入…シッテンム (システム), ハンサンム (ハンサム), カラン (空)

・撥音の脱落… (該当例なし)

・撥音と長音の交代…マンショウ (マンション)

○促音と撥音の交代…ハンドバング (ハンドバッグ)

・サ行拗音の直音化…サッタ・サッター (シャッター), サベル (喋る), オサレ (おしゃれ), マ

ンソン (マンション), サワ (シャワー), サンプ・サンプー (シャンプー), スルイ (種類)

＊ショウユ (醤油) の直音化２, シャッターの直音化12, シャワーの直音化５, シャンプーの

直音化11, シュルイ (種類) の直音化７／＊シャシン (写真) ・カンシャ (感謝) の直音化な

し

・サ (ザ) 行直音の拗音化…アナウンシャ・アナウンーシャ (アナウンサー), シャンプール (サ

ンプル) ＊アナウンサーの拗音化６, レイゾウコの拗音化３

・ラ行音→ダ行音…コーダ (コーラ), デンズ (レンズ), エンドウ・エンジョ (遠慮), 日本デッ
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ト・～デート (日本列島), デキシ (歴史), ドウドウ (道路), ダブレタ (ラブレター)

＊レットウ (列島) のレとデの交代６, レキシ (歴史) のレとデの交代９, ドウロ (道路) の

ロとドの交代７, オシャレ (おしゃれ) のレとデの交代５, ガラ (柄) のラとダの交代１, ラ

ブレターのラとダの交代９, ユライ (由来) のラとダの交代１／＊テンプラ (天ぷら) ・サラ

リーマン・ストレス・カラ (空) のラ・レとダ・デの交代なし

・ラ行音の脱落… (該当例なし) ＊ニッコリ (にっこり) のリの脱落１

○ハ (パ) 行音→カ行音…キタイ (額), クウケイ (風景), コケット (ポケット), コケン・コウ

ケン (保険), クフ (夫婦) ＊ヒタイ (額) のヒとキの交代４, フウケイ (風景) のフとク

の交代12, ポケット (ポケット) のホとコの交代２, ホケン (保険) のホとコの交代６, フウ

フ (夫婦) のフとクの交代５／フツカ (二日) のフとクの交代なし

・その他…スキアキ (すき焼き), カサットテープ (カセットテープ), プルム (フィルム), コン

ヒュータ (コンピュータ), ヨウニク (ユニーク), ニース (ニュース), ニテ�ル (似ている),

ニテ�ク (似ている), ハャクサイ (百歳), サプラ (桜), アッパツ (圧迫), リーパン (リボ

ン), チャワ (シャワー), チャンプ (シャンプー), ニッコニ (にっこり), プ�チック (プラ

スチック), フレゼント・フレゼント (プレゼント), イライラ (由来)

＊誤用なし…写真, 新聞, 熱心, 卒業, 集中, 文化, まだ, また, 作る, 親切, 見て

以上の誤用例から, 次のような特徴が指摘できる｡

・長音化・短音化の誤用は, 2002年調査でも2003年調査でも, もっとも多くの誤用が観察される誤

用である｡ そして, 語頭・語中・語末のどこの位置でも, すべての母音においてどちらの誤用も

起きている｡ また, 長音化・短音化する音節の子音も, 広く種々の子音で始まる音節である｡ 誤

用が起きうる音節は, 特定の音節に限らないと言えそうである｡ ただし, 長音化・短音化ではエ

段音の誤用は, 今回の調査語の中では2003年調査語の ｢フウケ←フウケイ (風景)｣ ｢レイキシ←

レキシ (歴史)｣ だけでしか見られなかった｡ また, 長音化の誤用では, 撥音が前後に接する音

節で誤用が起きているものが多い｡ 音環境にかかわらず長音化・短音化の誤用は起きうるが, 音

環境によって起きやすさに違いがあるのかもしれない｡

・有声化・無声化の誤用では, 有声化も無声化もパ (ハ) 行音とバ行音との間の誤りに集中してい

る｡ また, 無声化のほうが有声化よりも多くの子音の音節で誤用が見られる｡ これは, 誤用例中

でも指摘したが, 半濁音と濁音の付け間違いや付け忘れによるものである可能性が高く, 日本語

の有声・無声の聞き取りそのものが困難なためではないと考えられそうである｡

・促音に関わる誤用では, 促音の挿入よりも促音の脱落してしまう誤用のほうが多い｡ さらにその
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中でも促音の脱落は, ｢サッカー・シャッター・アッパク (圧迫)｣ など, 促音の前後の音節の母

音がアである場合は, 促音の脱落は観察されない｡ 一方, 促音の挿入では, 前接する母音に関係

なく誤用が観察される｡ また, 主に無声化する音節で促音と聞き取ってしまう誤用や, 促音と長

音の交代も観察される｡ 促音に関わる誤用は, 種々の形で起きやすい誤用だと考えられる｡

・サ行拗音の直音化については, 2002年・2003年調査とも ｢シャシン (写真), カンシャ (感謝)｣

の誤用は見られないなど語による誤用の現れ方には違いがあるものの, 広い語でこの誤用は起き

ている｡ それに対して, サ (ザ) 行直音の拗音化は, 調査語そのものが少なかったこともあるが,

直音化ほど数多くの誤用は見られなかった｡ サ行の直音化のほうが拗音化よりも起きやすいよう

である｡

・ラ行音からダ行音への交代では, ラ行のラ・レをダ・デと聞き取ってしまう誤用が多数観察され

る｡ それに比べると, ロ (リョ) からドへの誤用はやや少ないが, これは調査語の中でロ (リョ)

の音を含む語が ｢道路, 遠慮｣ のみだったためだと考えられるので, 全体としてはラ・レ・ロか

らダ・デ・ドへの交代は, 起きやすい誤用だと言えそうである｡ ただし, この誤用が起きるのは

｢ラブレター, (日本) 列島, レンズ, 歴史｣ など, 語頭・複合語の要素の頭で起きている場合が

多く, ｢サラリーマン, 天ぷら, 空
から

｣ など, 語中・語末の音節では非常に少ない｡ このことから,

ラ行音からダ行音への交代は, 語頭で起きやすい誤用だと考えられる｡

・2003年調査でのみ見られた誤用として, ハ行音からカ行音への交代の誤用がある｡ この誤用は,

語頭でヒ・フ・ホからキ・ク・コへの交代にだけ見られる｡ 2002年調査でこの誤用が観察されな

かったのは, ヒ・フ・ホから始まる語が ｢額｣ しかなかったこととによるものと思われる｡ なお,

｢フツカ (二日)｣ ではこの誤用はないこと, 誤用が多数起きている語はもともと長音節であった

り, 長音化しやすい語であることから, 語頭の長音の場合に誤って聞き取りやすいと言えるかも

しれない｡

５ 漢字の読み調査と聞き取り調査の結果の比較と考察

漢字の読み調査結果の実態と聞き取り調査結果の実態を比較してみると, 長音・短音に関する誤

用では, どちらの調査においてももっとも多くの誤用が種々の音環境で起きている, という共通点

がある｡ この実態は, 単なる書き間違いによるものではなく, 日本語の長音・短音の弁別が, 音節

言語であるベトナム語母語話者にとって聞き分けることが難しいものであることを表していると考

えられる｡ ベトナム語圏学習者の日本語の発音では, かなり日本語力が高くても長音・短音の間違

いが頻繁に聞かれる｡ おそらく, ベトナム語母語話者にとって日本語の長音・短音は, 意識として

も実際の発音・聞き取りにおいても弁別しにくいものであり, その結果漢字の読みにおいても, 日

本語発音の聞き取りにおいても誤用を起こしやすくなるものと考えられる｡ この誤用の要因につい

ては, 今後分析を進めていくベトナム語圏学習者の日本語の発音によって, さらに確証を得られる

と推測している｡
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逆に, 漢字の読み調査でも聞き取り調査でも誤用が非常に少なかったのは, 撥音に関わる誤用で

ある｡ ベトナム語圏学習者にとって認識されやすく, 習得しやすい音と言えるだろう｡ なお, ベト

ナム母語話者の日本語の撥音の発音においても, 同様のことが言えるかどうかは, 今回の調査から

はわからない｡

一方, ２種の調査において誤用の実態に大きな差異があったのは, 聞き取り調査では有声・無声

についての誤用は少なかったのに, 漢字の読み書き取り調査で濁音の清音化の誤用が多く見られた

点である｡ この違いは, 日本語の有声・無声をベトナム語母語話者は弁別できるが, 漢字の読みを

書いたり, 聞き取ったものを書いたりする時に, 誤ってしまったものだと考えられる｡ ベトナム語

も日本語同様, 有声音と無声音の対立があるため, 耳で聞いたり口で発音したりすることに関して

は, 有声音と無声音の区別ではほとんど問題が生じないが, 一方, 漢字の読みの書き取りの場合に

は, 文字の発音を覚えてそれを書く, ということから, 単純な誤りとして濁点 ｢゛｣ を付け忘れて

しまったり, 日本語は同音異義語が多いため, 覚え間違ってしまったりなどの要因があるのではな

いかと考えられる｡ 聞き取り調査で, 有声音のバ行音→無声音のパ行音の誤りが多いのも, ゛と゜

の付け間違いの可能性があるだろう｡ これらの点は, インタビュー形式の調査などで有声・無声の

弁別について調査したり, 学習者の日本語の発音の分析などから解明できると考えている｡

同じく, 誤用の実態に大きな差異があったのは促音に関する誤用である｡ 漢字の読み調査では促

音の挿入・脱落はなかったが, 聞き取り調査では誤用がかなりあること, 漢字の読み調査で多い誤

用は, 漢字の読み (音読み) で後接する音によって促音化したりしなかったりする場合に, 促音化・

不促音化が多く観察されるものだが, このような誤用は聞き取り調査では見られないこと, の２点

である｡ 漢字の読みでは, 促音あるいは促音でない形の読みとして固定的に同一の漢字の読みを覚

えてしまうために, 促音化・不促音化の誤用が起きやすいのであり, 発音の誤用ではなく漢字の読

みの習得の問題と考えられる｡ しかし, 聞き取り調査で促音の挿入・脱落がかなり見られることか

ら, 日本語の促音や無声化する音節などは, 区別して聞き取るのは難しいと言える｡

また, 聞き取り調査だけから得られた誤用としては, サ行の拗音化・直音化, ラ行音からダ行音

への交代, ハ行音からカ行音への交代がある｡ 漢字の読みでこれらの誤用が起きないのは, ベトナ

ム語には漢語 (漢越語) はあっても, 漢字を使用していないために, 漢字の文字と発音が結びつき

にくく, 漢字の読みは実際の音声から切り離されて理解 (学習) されるからではないかと考えられ

る｡ 一方, 聞き取りで多くの誤用が観察されたのは, 例えばベトナム語 (ハノイ方言) では, ｓ・

ｘで綴られる音声は日本語のシャ行音に近い, ｌで綴られる音声は英語のｌのような音で日本語の

ラ行音とはかなり違っていて, しかもベトナム語母語話者にとってラ行とザ行は区別しにくいなど,

ベトナム語と日本語の子音の音声・体系がかなり違っていることに関係があるのではないかと思わ

れる (注５)｡

以上, ２種の調査の結果を比較して考察した｡ 考察は, 未だ浅いもので不十分ではあるが, 漢字

の読み調査では, 必ずしも発音に基づく誤用ばかりではないことや, 発音に基づく誤用が起こりう
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るものでも漢字の読みを表記することには影響しないものものあることなどがわかった｡ 漢字の読

み調査では, ベトナム語圏学習者の日本語の発音における問題点は部分的にしか調査できないと言

うことである｡ とは言え, 音声に基づくものではないが漢字の読みに特有の誤りも存在し, それは

発音聞き取り調査からは得られないものである｡

６ 今後の課題

本小論では, ベトナム語圏日本語学習者を被調査者として, 漢字の読み調査と聞き取り調査の結

果を示し, それらの調査から得られる誤用の実態といくつかの特徴などを指摘した｡ 本小論では,

実態を示すことに比重を置いていたので, 分析・考察については今後さらに深め, 誤用の特徴をよ

り明らかにしつつ, なぜそのような誤用が起きるかも解明していくことが重要だと考えている｡ ま

た, 限られた調査語についての誤用・正用をもとにした分析であったので, ２種それぞれの調査に

ついても誤用の全容を明らかにできていない部分が残っていることは否めない｡ したがって, 調査

票を改善しつつ, 調査分析をさらに重ねていく必要がある｡ また, 本小論では取り上げなかった学

習者の調査票読み上げ (発音) 調査の結果や, 自然談話などにおける発音の観察・分析も進めてい

かなければならない｡ そして, 種々の調査とその分析を重ねることによって, 認識としての発音と,

音声としての発音の間にどのような一致点・ずれがあるかや, 誤用のメカニズムなど, 多角的にベ

トナム語圏学習者の日本語の発音について解明していくことができると考えている｡ また, 同じ漢

字圏の中国語圏学習者や朝鮮語圏学習者との比較対照も進めていきたい｡ いずれも今後の課題とし

て取り組んでいきたい｡

《注》

(注１) 石田 (1989) p.291～294, 杉本 (2000)｡

(注２) ここで指摘した中国語圏学習者の日本語の発音に関わる誤用の他, 中国語圏・朝鮮語圏

出身で中・上級日本語レベルの学習者の漢字の読み表記における誤用としては, 次のような特

徴が指摘できる｡ ①有気・無気の対立である中国・朝鮮語圏の学習者は, 漢字の読み表記にお

いて無声子音の有声化・有声子音の無声化の誤用が最も多く, その主な原因は母語の干渉と考

えられる｡ ②母音の短音化・長音化の誤用は, 有声化・無声化に次いで多い誤用で, 音読み語

にほぼ誤用が限られ, しかも誤用の起きる音節に音韻的制約が顕著である｡ ③有声化の誤用な

らびに短音化・長音化の誤用では, 中国語圏学習は語中尾に, 朝鮮語圏学習者は語頭に誤用が

多いという違いがある｡ ④促音や撥音に関する誤用は, 中国語圏の学習者に多く観察され, 誤

用の現れ方にはいくつかの特徴が見られる｡ ⑤漢字の音と訓との間での誤用も中国語圏の学習

者に非常に多く, １字１音の中国語と１字複数音の日本語との違いに関係するようである｡ ⑥

朝鮮語圏学習者 (＝韓国出身者) に特徴的に観察されるのは漢字の字形や意味に関連する誤用

で, 母国・母語では漢字使用が日常的でないことに関係すると考えられる｡ これらの特徴につ
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いて全体的に見ると, 中国語圏も朝鮮語圏も漢字圏であるが, 中国語圏学習者においてより多

種で数多くの誤用が観察された｡ なお, 漢字の読み表記の誤用は, 日本語学習者のいわば認識

としての日本語発音の誤用であり, 実際の学習者の発音そのものとはずれている場合があるこ

とは否めない｡ また, 有声化・無声化などでは, ゛ (濁点) の付け忘れのような単純な表記の

誤りも含まれているものと考えられる｡ 詳しくは杉本(2000)で述べた｡

(注３) 本小論で示した２種の調査のうちの�発音の聞き取り調査�調査票は, 若干の語・短文

を加えたものの, ほぼ同じ調査語彙・文を用いて, 日本語学習者による読み上げ式の�日本語

の発音調査�の調査票とし, 2003年調査において, 上掲の２つの調査と同時に実施した｡ なお,

本小論においては, �日本語の発音調査�は調査結果の分析の途中にあるので取り上げない｡

(注４) 促音の挿入と脱落の誤用は, 複数の回答はなかったものの, ｢てッつだう (手伝う), ちょッ

くせつ (直接)｣ など, 回答そのものはいくつか見られた｡

(注５) 上條厚 (1998) でも, ベトナム語母語話者 (南部方言) のベトナム語の音声と日本語の

音声の比較対照から, 同様の指摘がある｡

[付記] ベトナム・ハノイにおける調査では, 茨城大学人文学部と交流協定を締結しているハノイ

国家大学社会人文科学大学の東洋学部日本語科教官のTr�n Th�Chung To�n先生, ハノイ外国

語大学日本語学部教官のNguy�n Thanh V�n先生, ならびに両大学で日本語を学んでいる学生の

みなさんのあたたかいご協力をいただいたことに心より感謝申します｡
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表１ 2002年３月調査の調査票 (１ページ)
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日本語の漢字・発音についての問題 2002.3

名前 [ ] №１

次の漢字の読みを書いてください｡

影響 習慣 住宅 対象 願望 風景 一般的

少数 実行 価値 作業 年配 欧米 典型的

直接 復活 完備 地面 許可 組織 合理的

遠慮 登山 出世 欠点 大量 事故 代名詞

首都 状態 重要 前年 話題 信号 中国人

必要 集中 地球 直行 宿泊 保証 世界中

配達 都会 表示 大事 主要 多様 大会社

達成 普及 欠席 一生 復習 伝言 役立つ

犯人 土地 本当 作品 円高 趣味 一段と

注文 平等 暖かい 多少 豊か 貢献 手伝う

現象 見方 整える 腕 仕組み 区切る

目立つ 長引く 予定通り 経済大国



表２ 2002年３月調査の調査票 (２ページ)
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名前 [ ] №２

単語の発音を聞いて､ ( ) にひらがなかカタカナで書いてください｡ 外来語もたくさん

あります｡ 文の場合は､ ( ) の部分の単語だけを書いてください｡

( ) ( ) ( )

( ) ( ) 電
でん

子
し

( )

( ) ( ) ( )

( ) 彼
かれ

は ( ) を振
ふ

って､ ( ) 笑
わら

いました｡

新しい ( ) の ( ) ( )｡

( ) を浴
あ

びる｡ ( ) をする｡ 赤い ( )｡

N��c m�mと ( ) は味
あじ

が違
ちが

います｡ ( ) を飲
の

む｡

あそこが ( ) の ( ) です｡ ( ) を飲
の

む｡

( ) を食べる｡ 電気の ( ) を入れる｡

( ) が飲
の

みたい｡ ここがH�n�iの ( ) です｡

新製品
しんせいひん

の ( ) を ( ) ください｡ ( ) がたまる｡

( ) に乗
の

る｡ とても ( ) な ( ) です｡



表３ 2002年3月調査の調査票 (３ページ)
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名前 [ ] №３

( ) 早いです｡ ( ) 会いましょう｡ ( ) を聞く｡

To�n先生に会えなくて ( ) です｡ Phuさんは ( ) です｡

ここが ( ) です｡ ( ) ( ) が過
す

ぎました｡

彼女
かのじょ

は ( ) に住んでいます｡ そこの ( ) は､ とても広くて

きれいです｡ それを ( ) ください｡ 強い力で ( ) する｡

ベトナムと日本の ( ) は ( ) ところがあります｡

どこから ( ) のですか｡ ( ) から出てください｡

恋人
こいびと

に ( ) を書く｡ 若
わか

い ( ) がいます｡

桜
さくら

は日本の ( ) です｡ 日本 ( )｡ いい仕事を

したので ( ) をほめた｡ ありがとうは ( ) のことばです｡

＊調査にご協力くださり､ ありがとうございます｡ ＊

＊結果は､ 後日､ お知らせします｡ ＊

茨城大学
いばらきだいがく

人文学部
じんぶんがくぶ

杉本
すぎもと

妙
たえ

子
こ



表４ 2002年３月調査の解答例

日本語の漢字・発音についての問題 2002年3月

p.１ 漢字の読み

影
えい

響
きょう

習
しゅう

慣
かん

住
じゅう

宅
たく

対
たい

象
しょう

願
がん

望
ぼう

風
ふう

景
けい

一般的
いっぱんてき

少
しょう

数
すう

実
じっ

行
こう

価
か

値
ち

作
さ

業
ぎょう

年
ねん

配
ぱい

欧
おう

米
べい

典型的
てんけいてき

直
ちょく

接
せつ

復
ふっ

活
かつ

完
かん

備
び

地
じ

面
めん

許
きょ

可
か

組
そ

織
しき

合理的
ご う り て き

遠慮
えんりょ

登
と

山
ざん

出世
しゅっせ

欠点
けってん

大
たい

量
りょう

事
じ

故
こ

代
だい

名
めい

詞
し

首
しゅ

都
と

状
じょう

態
たい

重
じゅう

要
よう

前
ぜん

年
ねん

話
わ

題
だい

信号
しんごう

中
ちゅう

国
ごく

人
じん

必
ひつ

要
よう

集
しゅう

中
ちゅう

地
ち

球
きゅう

直行
ちょっこう

宿
しゅく

泊
はく

保
ほ

証
しょう

世
せ

界
かい

中
じゅう

配
はい

達
たつ

都
と

会
かい

表
ひょう

示
じ

大
だい

事
じ

主
しゅ

要
よう

多
た

様
よう

大会社
だいがいしゃ

達成
たっせい

普
ふ

及
きゅう

欠
けっ

席
せき

一
いっ

生
しょう

復
ふく

習
しゅう

伝
でん

言
ごん

役
やく

立
だ

つ

犯人
はんにん

土
と

地
ち

本
ほん

当
とう

作
さく

品
ひん

円
えん

高
たか

趣
しゅ

味
み

一段
いちだん

と

注
ちゅう

文
もん

平
びょう

等
どう

暖
あたた

かい 多
た

少
しょう

豊
ゆた

か 貢献
こうけん

手
て

伝
つだ

う

現
げん

象
しょう

見
み

方
かた

整
ととの

える 腕
うで

仕
し

組
く

み 区
く

切
ぎ

る

目
め

立
だ

つ 長
なが

引
び

く 予
よ

定
てい

通
どお

り 経
けい

済
ざい

大国
たいこく

p.２ 単語の発音の聞き取り

(サラリーマン ) (アナウンサー ) (エネルギー )

(スーパーマーケット ) (サッカー ) 電
でん

子
し

(レンジ )

(ハンドバッグ ) (アルバイト ) (カセットテープ )

(キーワード ) 彼
かれ

は (手 ) を振
ふ

って, (にっこり ) 笑
わら

いました｡

新しい (コンピュータ ) の (ネットワーク ) (システム )｡

(シャワー ) を浴
あ

びる｡ (シャンプー ) をする｡ 赤い (リボン )｡

Nuoc mamと (しょう油 ) は味
あじ

が違
ちが

います｡ (コーラ ) を飲
の

む｡

あそこが (コピー ) の (コーナー ) です｡ (お茶 ) を飲
の

む｡

(チョコレート ) を食べる｡ 電気の (スイッチ ) を入れる｡

(コーヒー ) が飲
の

みたい｡ ここがHanoiの (中心 ) です｡

新製品
しんせいひん

の (サンプル ) を (見て ) ください｡ (ストレス ) がたまる｡

(タクシー ) に乗
の

る｡ とても (ユニーク ) な (レポート ) です｡

p.３

(まだ ) 早いです｡ (また ) 会いましょう｡ (ニュース ) を聞く｡

Toan先生に会えなくて (残念 ) です｡ Phuさんは (ハンサム ) です｡
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ここが (額 ) です｡ (ちょうど ) (百年 ) が過
す

ぎました｡

彼
かの

女
じょ

は (マンション ) に住んでいます｡ そこの (キッチン ) は, とても広くてき

れいです｡ それを (三つ ) ください｡ 強い力で (圧迫 ) する｡

ベトナムと日本の (文化 ) は (似ている ) ところがあります｡

どこから (入った ) のですか｡ (出口 ) から出てください｡

恋人
こいびと

に (ラブレター ) を書く｡ 若い (男女 ) がいます｡

桜
さくら

は日本の (シンボル ) です｡ 日本 (列島 )｡ いい仕事をした

ので (部下 ) をほめた｡ ありがとうは (感謝 ) のことばです｡
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表５ 2003年３月調査の調査票 (１ページ)

杉本：ベトナム語圈日本語学習者の発音に関わる誤用についてⅠ 41

日本語の漢字・発音についての問題 2003.3

名前 [ ] №１

次の漢字の読みを書いてください｡

影響 習慣 住宅 対象 願望 風景 結婚 全部 一般的

点数 実行 作業 病院 能力 特殊 実現 昔 日本
に ほ ん

列島

直接 復活 許可 組織 連絡 卒業 募集 数字 合理的

遠慮 登山 大切 事故 新聞 写真 根拠 余計 冷蔵庫

京都 状態 重要 前年 信号 学校 発表 種類 外国語

必要 集中 直行 宿題 保健 授業 元気 練習 日本酒

配達 都会 注意 大事 主要 電気 関係 回転 自転車

発生 普及 欠席 復習 伝言 男女 存続 旅行 規模

予定 土地 本当 作品 趣味 文化 前後 作家 一段と

努力 映画 悪化 心配 親切 出席 出場 熱心 果物

暖かい 豊か 手伝う 整える 覚える 登る 考える 配る 届ける

違う 涙 訴える 絶対に 優勝 上下 大使館



表６ 2003年３月調査の調査票 (２ページ)
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名前 [ ] №２

単語の発音を聞いて､ ( ) にひらがなかカタカナで書いてください｡ 外来語もたくさん

あります｡ 文の場合は､ ( ) の部分の単語だけを書いてください｡

飲
の

みもの； ( ) ( ) ( ) ( )

食べ物； 日本 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )｡

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

電気の ( ) 円
えん

の ( ) ( ) を撮
と

る｡

カメラの ( ) と ( )､ それに ( )

新しい ( ) ( ) 本を ( ) する｡

日本語 ( ) とても ( ) な ( ) です｡

大学の ( ) ( ) を ( ) に読む｡

大学を ( ) する｡ ( ) を聞く｡ 勉強に ( ) する｡

日本と ( ) の ( ) は ( ) ところがあります｡

民族
みんぞく

( ) あのおじいさんは ( ) ( ) です｡

日本人はよく ( ) する｡ ( ) は日本の ( ) です｡

日本 ( ) は細長
ほそなが

い｡ ( ) は､ とても ( ) がある街
まち

です｡ 日本語が上
じょう

手
ず

なのは ( ) です｡ ( ) に乗
の

る｡

交通 ( ) ( ) ( ) に ( ) する｡

一日
ついたち

( ) 三日 左
さ

右
ゆう

( ) ( ) の上
じょう

司
し

と ( )

( ) をつかむ｡ とても ( ) です｡ ( ) を飲む｡



表７ 2003年3月調査の調査票 (３ページ)

杉本：ベトナム語圈日本語学習者の発音に関わる誤用についてⅠ 43

名前 [ ] №３

ここが ( ) です｡ 強い力で ( ) する｡

( ) の ( ) 友人と ( ) ( ) に行く｡

きれいな ( ) ( ) に行く｡ 計画を ( ) する｡

私の ( ) は読書です｡ ( ) をする｡ 服
ふく

の ( )

服の ( ) 赤い ( ) 彼は ( ) です｡

彼
かの

女
じょ

は ( ) に住んでいます｡ ( ) は台
だい

所
どころ

です｡

( ) をする｡ ( ) を浴
あ

びる｡ ( ) をする｡

( ) 早いです｡ ( ) に入る｡ ( ) 笑
わら

う｡

新製品
しんせいひん

の ( ) を ( ) ください｡ 恋人
こいびと

に ( ) を

書く｡ 若
わか

い ( ) がいます｡ 彼らは ( ) です｡

( ) を振
ふ

る｡ ( ) の箱 箱の中は ( ) です｡

同じ ( ) の ( ) 大きな ( ) が見える｡

スポーツの ( ) 誕生日
たんじょうび

の ( ) とても ( ) な人

これは ( ) あるもので ( ) がある｡ 選挙
せんきょ

に ( ) する｡

それを ( ) ください｡ ( ) がたまる｡ 文を ( )

どこから ( ) のですか｡ となりの家が ( ) になった｡

ありがとうは ( ) のことばです｡ みなさん ( ) 会いましょう｡

＊調査にご協力くださり､ ありがとうございます｡ ＊

＊結果は､ 後日､ お知らせします｡ ＊

茨城大学
いばらきだいがく

人文学部
じんぶんがくぶ

杉本
すぎもと

妙
たえ

子
こ



表８ 2003年3月調査の解答例

日本語の漢字・発音についての問題 2003年3月 ※ ｣ ＝調査票の改行位置

p.１ 漢字の読み

影
えい

響
きょう

習
しゅう

慣
かん

住
じゅう

宅
たく

対
たい

象
しょう

願望
がんぼう

風景
ふうけい

結婚
けっこん

全
ぜん

部
ぶ

一般的
いっぱんてき

｣ 点数
てんすう

実行
じっこう

作
さ

業
ぎょう

病院
びょういん

能
のう

力
りょく

特殊
とくしゅ

実現
じつげん

昔
むかし

日本
に ほ ん

列
れっ

島
とう

｣ 直
ちょく

接
せつ

復
ふっ

活
かつ

許
きょ

可
か

組
そ

織
しき

連絡
れんらく

卒業
そつぎょう

募
ぼ

集
しゅう

数
すう

字
じ

合理的
ご う り て き

｣ 遠慮
えんりょ

登
と

山
ざん

大切
たいせつ

事
じ

故
こ

新聞
しんぶん

写真
しゃしん

根拠
こんきょ

余
よ

計
けい

冷蔵
れいぞう

庫
こ

｣ 京
きょう

都
と

状
じょう

態
たい

重
じゅう

要
よう

前年
ぜんねん

信号
しんごう

学校
がっこう

発
はっ

表
ぴょう

種類
しゅるい

外国
がいこく

語
ご

｣ 必要
ひつよう

集
しゅう

中
ちゅう

直 行
ちょっこう

宿
しゅく

題
だい

保
ほ

健
けん

授
じゅ

業
ぎょう

元
げん

気
き

練
れん

習
しゅう

日本
に ほ ん

酒
しゅ

｣ 配達
はいたつ

都
と

会
かい

注
ちゅう

意
い

大
だい

事
じ

主
しゅ

要
よう

電
でん

気
き

関係
かんけい

回転
かいてん

自
じ

転車
てんしゃ

｣

発生
はっせい

普
ふ

及
きゅう

欠席
けっせき

復
ふく

習
しゅう

伝言
でんごん

男女
だんじょ

存続
そんぞく

旅
りょ

行
こう

規
き

模
ぼ

｣ 予
よ

定
てい

土
と

地
ち

本当
ほんとう

作品
さくひん

趣
しゅ

味
み

文
ぶん

化
か

前
ぜん

後
ご

作
さっ

家
か

一段
いちだん

と ｣ 努
ど

力
りょく

映
えい

画
が

悪
あっ

化
か

心配
しんぱい

親切
しんせつ

出 席
しゅっせき

出 場
しゅつじょう

熱心
ねっしん

果物
くだもの

｣

暖
あたた

かい 豊
ゆた

か 手
て

伝
つだ

う 整
ととの

える 覚
おぼ

える 登
のぼ

る 考
かんが

える 配
くば

る 届
とど

ける ｣ 違
ちが

う 涙
なみだ

訴
うった

える

絶
ぜっ

対
たい

に 優 勝
ゆうしょう

上
じょう

下
げ

大使館
た い し か ん

p.２ 聞き取り

飲
の

みもの； ( コーラ ) ( お茶 ) ( コーヒー ) ( ジュース ) ｣ 食べ物；

日本 ( 料理 ) ( てんぷら ) ( チョコレート ) ｣ ( すき焼き ) ( しょう

油 ) ( ハンバーグ ) ｣ ( サラリーマン ) ( アナウンサー ) ( ハンド

バッグ ) ｣ ( エネルギー ) ( アルバイト ) ( カセットテープ ) ｣

( サッカー ) ( スーパーマーケット ) ( 冷蔵庫 ) ｣ 電気の ( スイッチ )

円の ( 中心 ) ( 写真 ) を撮る｡ カメラの ( レンズ ) と ( シャッター ),

それに ( フィルム ) ｣ 新しい ( コンピュータ ) ( キーワード ) 本を ( コ

ピー ) する｡ ｣ 日本語 ( ジャーナル ) とても ( ユニーク ) な ( レポート )

です｡ ｣ 大学の ( システム ) ( 新聞 ) を ( 熱心 ) に読む｡ ｣

大学を ( 卒業 ) する｡ ( ニュース ) を聞く｡ 勉強に ( 集中 ) する｡ ｣ 日本

と ( 中国 ) の ( 文化 ) は ( 似ている ) ところがあります｡ ｣ 民族
みんぞく

( 衣装 )

あのおじいさんは ( ちょうど ) ( 百歳 ) です｡ ｣ 日本人はよく ( 遠慮 ) する｡

( 桜 ) は日本の ( シンボル ) です｡ ｣ 日本 ( 列島 ) は細長
ほそなが

い｡ ( 京都 )

は, とても ( 歴史 ) がある街 ｣ です｡ 日本語が上手なのは ( 当然 ) です｡

( タクシー ) に乗
の

る｡ ｣ 交通 ( 事故 ) ( 道路 ) ( 信号 ) に ( 注

意 ) する｡ ｣ 一日 ( ふつか ) 三日 左右 ( 上下 ) ( 会社 ) の上
じょう

司
し

と (

部下 ) ｣ ( チャンス ) をつかむ｡ とても ( 残念 ) です｡ ( 薬 ) を飲む｡

｣
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p.３

ここが ( 額 ) です｡ 強い力で ( 圧迫 ) する｡ ｣ ( 昔 ) の ( 懐かしい )

友人と ( しゃべる ) ( 旅行 ) に行く｡ ｣ きれいな ( 風景 ) ( 病院 )

に行く｡ 計画を ( 発表 ) する｡ ｣ 私の ( 趣味 ) は読書です｡ ( おしゃれ )

をする｡ 服の ( 柄 ) ｣ 服の ( ポケット ) 赤い ( リボン ) 彼は (

ハンサム ) です｡ ｣ 彼女
かのじょ

は ( マンション ) に住んでいます｡ ( キッチン ) は台
だい

所
どころ

です｡ ｣ ( 留守番 ) をする｡ ( シャワー ) を浴
あ

びる｡ ( シャンプー ) を

する｡ ｣ ( まだ ) 早いです｡ ( 保険 ) に入る｡ ( にっこり ) 笑
わら

う｡ ｣

新製品
しんせいひん

の ( サンプル ) を ( 見て ) ください｡ 恋
こい

人
びと

に ( ラブレター ) を ｣ 書

く｡ 若
わか

い ( 男女 ) がいます｡ 彼らは ( 夫婦 ) です｡ ｣ ( 手 ) を振
ふ

る｡

( プラスチック ) の箱 箱の中は ( 空 ) です｡ ｣ 同じ ( 種類 ) の ( ボー

ルペン ) 大きな ( 看板 ) が見える｡ ｣ スポーツの ( 審判 ) 誕生日の

( プレゼント ) とても ( 親切 ) な人 ｣ これは ( 由来 ) あるもので ( 価値 )

がある｡ 選挙に ( 当選 ) する｡ ｣ それを ( 三つ ) ください｡ ( ストレス )

がたまる｡ 文を ( 作る ) ｣ どこから ( 入った ) のですか｡ となりの家が ( 火

事 ) になった｡ ｣ ありがとうは ( 感謝 ) のことばです｡ みなさん ( また ) 会

いましょう｡ ｣
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G-TELPを用いた総合英語プログラムの評価

土 平 泰 子, 熊 澤 孝 昭

１. はじめに

１. １ 茨城大学総合英語プログラム (Integrated English Program=IEP) 評価の試み

土平, 熊澤 (2003) では, 平成14年度より茨城大学人文社会学科を対象に試験的に実施された総

合英語プログラム (習熟度別英語教育) について述べた｡ また, その履修生を習熟度別クラスに分

けるために使用したテストの分析と, いかにより精密にプレイスメントを行うかを考察した｡ その

後も, この新カリキュラムの品質を保証するためにプログラム評価を行い, まずはカリキュラム構

築の過程に欠かせない学習者ニーズ分析を７月に実施した｡ 前期終了時には点検評価を行い, 講座

に対する履修生の感想等を調査した (熊澤, 2003)｡ また, 後期にはプレテストとポストテストを

実施し, 期間中に学生の得点がどの程度上昇したかを測定する目的で目標基準準拠テストであるG-

TELPを２度実施した｡ 本稿ではこのカリキュラム効果測定の結果を報告することを目的とし, G-

TELPの結果分析と, 受験者の得点上昇が統計的に有意であるかを検証する｡

１. ２ プログラム評価とは

このサブセクションでは, １) カリキュラム, ２) 評価, ３) プログラム評価とは何か, につい

て言及していく｡ カリキュラムとは教育組織内に混在する学生, 教員, 授業担当教員等を含む人的

な要素と, その組織内外で行われる教育活動, また教育理念, 授業運営法を含む方法的な要素や,

教材, テスト等を含むその教育活動を容易にする物理的な要素から構成されている｡ また, カリキュ

ラムはプロダクトではなく, 上述に挙げた構成要素が包括的に絡み合い, 流動的に構成されていく

プロセスであると言って良い (Brown, 1995a)｡ そしてその流動性がゆえに, 常に変化しているの

である｡

評価とは上述に挙げた要素を様々な観点から調査するため, カリキュラムの改善のために使用す

る情報収集作業の過程を経て得たものであると言える (Brown, 1995a)｡ Brown and Pennington

(1991) は組織外の人が評価を遂行する場合の１) 会議録, 文献, 記述録等の既存情報, ２) 集団

準拠測定テスト, 基準準拠測定テストの量的データ, ３) 観察, 日記等を含む質的データと組織内

の人が評価を遂行する場合の４) インタビュー, ５) 会議, ６) アンケートの６つの方法を挙げて

いる｡

次にプログラム評価についてだが, まず端的にカリキュラムに混在する構成要素を上に挙げた手

段を駆使し情報を収集し, カリキュラムの改善や維持にその情報を活用することをいう｡ Brown

(1995a) が 作 成 し たSystematic Approach to Designing and Maintaining Language
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Curriculumモデルでは, ニーズ分析, 目的, テスト, 教材, 教育という５つの一連の流れを総合

的に評価することの必要性を提唱している｡ Brown (1995a) のモデルを発展させた今回のカリキュ

ラム評価モデルをFigure １に示す｡

Brown (1995a) のモデルと同じように矢印が示すように各過程は分離せず, 相互的であり, 関

連しあっており, 循環している｡ そして, 各過程の関連性を考慮した上で, その各過程をカリキュ

ラムの改善のため, 再構築していくことがプログラム評価には必須であるといえる｡ そして, その

過程の産物として, アプローチ, シラバス, 教授法, 授業内活動を決定し, 文面化し, 実施してい

くことが妥当ではないであろうか｡ このモデルとBrownのモデルの相違点はこのモデルでは目標

設定の過程を詳細化したことと, 点検評価を加えたことである｡ カリキュラムの目標と各講座の目

標と目的はカリキュラムを維持する上で核となる点と思われ, また, 点検評価は学生の講座に対す

る意見や印象を調査するには最も適した手段であり, 分析により, 学生の意見やニーズをより反映

するカリキュラムを構築することができるのではないかと考えたからである｡

Figure １：カリキュラム評価モデル

１. ３ 先行研究

本稿ではプログラム評価の一種であるテストを使用しての研究を目的とするため, ニーズ分析,

点検評価等の先行研究は行わないこととし, 文献のみを挙げておく (Iwai, Kondo, Lim, Ray,
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プ
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ラ
ム
評
価
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Shimizu & Brown, 1999; 熊澤, 2003; カイト, 沈, ＆ 杉谷, 2002)｡ Brown (1995b) では言語プ

ログラム評価の先行研究を見, 歴史, プログラム評価実施時の判断事項, 問題点, 文献等について

述べている｡ また, Lynch (1996) はpositivistic research designsとnaturalistic research

designs について研究法, データ収集法, 分析法について論議している｡ そして, 自ら提唱するプ

ログラム評価のアプローチであるcontext-adaptive model (CAM) について述べ, 各過程を説明

している｡

Lynch (1992) は質的 (quantitative) と量的 (qualitative) 研究方法を混合した混合研究方法

(mixed research methods) を使いグアテマラ大学とカリフォルニア大学科学英語読解プロジェ

クトのプログラム評価を行った (cf. Creswell, 2003)｡ ここでは本稿の目的である量的研究方法で

行った結果に焦点を当てていく｡ 116名の学生, ４名の教員と研究者, ３名の助手が研究参加者で

ある｡ 学生は大学3年生の化学科の男性86名, 女性30名, 合計116名がトリートメントグループ

(Treat-ment Group(TG)) として主に文法, リーディングスキル, 文章構成についての授業に９

月から２月の期間, ５�月間参加した｡ コントロールグループ (Control Group (CG)) はボラ

ンティアで参加した, 61名 (N＝61) の過去に訳読の授業のみを受けた薬学科の学生である｡ よっ

て, リサーチデザインは"quasi-experimental, non-equivalent control group with pretest and

posttest" である (Lynch, 1992, p. 65)｡ 上昇得点を測定するために2つのテストが実施された｡

集団準拠測定テスト(norm-referenced test (NRT)) は学習内容とテスト測定内容が合致しない

ため, 特定のカリキュラムの効果を測定するには不適切だとしたが, 信頼性が高いとの理由で実施

している｡ 出題項目はRasch one-parameter logistic modelを分析法に用いて開発された, 聴解

(k＝20), 読解 (k＝18), 文法 (k＝20), 語彙 (k＝20), 誤記訂正 (k＝20) の98問からなるテス

トで, 内部一貫性信頼性キューダー・リチャードソン20の公式で.95から.96の数値であることを報

告した｡ また, テストの妥当性を検証するために, TOEFLと相関研究をし, 因子分析の結果, 同

等の構想概念を測定していることも報告した｡ さらに, NRTの欠点を補うために, 学習内容の習

熟度をより効果的に測定する目的基準準拠測定テスト (criterion-referenced test(CRT)) である,

四択型clozeテストを実施した｡

分析にはanalysis of covariance (ANCOVA), standardized change-score analysis, effect

size analysis, the Chi-square testの４つの分析方法が用いられた｡ プレテストからポストテス

トへの得点上昇が統計的有意を示すかを検証したところ, ANCOVAのNRTとCRTの分析結果か

ら, CGよりTGの得点の伸びの差について統計的有意性が得られた｡ standardized change-score

analysisは, プレテストの得点とTGの相関と, ポストテストとTGの相関とが統計的に有意かどう

かを検証し, プログラム効果の有無を判断するのに用いられるものである｡ 分析の結果, 統計的有

意が認められ, 帰無仮説が棄却され, プログラムの効果が認められた｡ effective size analysisはz-

得点と算出法が似ており, 標準偏差が.５程度であれば普通で, １であればよい数値である

(Lynch, 1992, p.77) のだが, NRTのsize effectでは.92でよい数値を示した｡ また, NRTの読解
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セクションのみのsize effectを算出したところ.54で普通の数値を示した｡ 2x2 Chi-square testは,

TGとCG内でNRTの得点が上昇した学生の人数が統計的に有意かを検証するものである｡ NRTの

結果は統計的に有意な数値 (p＝.0009) を示したが, 読解セクションの結果は有意な数値ではなかっ

た (p＝.9651)｡ そして最後にLynchは, 以上４つの量的分析について, リサーチデザインとサン

プルの抽出の仕方等を問題点として挙げ, さらに, 量的研究では収集できないカリキュラム内の現

象を質的な研究と合致していくことでプロセスとプロダクトの両方を検証することの必要性を説い

ている｡

１. ４ 本稿のねらい

本稿のねらいは以下の通りである｡

① 平成14年10月に実施されたG-TELP (プレテスト) の項目分析, テストの信頼性, 妥当性の検

証

② 平成15年１月に実施されたG-TELP (ポストテスト) の項目分析, テストの信頼性, 妥当性の

検証

③ ①②の比較による総合英語プログラムの効果測定

２. 方法

２. １ 参加者

トリートメントグループ (TG) は, 平成14年度から実施された４技能育成を目的とした英語教

育の試験的プロジェクトである, 総合英語プログラムに参加した人文学部社会学科 (人社) １年生,

230名である｡ 英語力については, 参加者の殆どが日本の大学1年生の平均的なところであるといっ

てよい｡

コントロールグループ (CG) は既存のカリキュラムを履修した理学部30名と教育学部54名の１

年生合わせて84名である｡ 理学部の学生が履修した講座はEnglish Communication (EC) で, 主

にペアワーク, リスニング練習等のコミュニケーション活動を通して参加者のコミュニケーション

能力の育成に努めた｡ 教育学部の学生が履修した講座はText Reading (TR) で, 主に精読と多

読練習を行い, 読解力育成に努めた｡ TGとCGの履修生の特徴自体は比較的類比しているのではな

いかと思われ, また, このCGには新カリキュラムと同じ教員が担当しているECとTRのクラスを

選び, 少しでも条件を揃え, 変数を減らした｡

２. ２ G-TELP (国際英検)

G-TELP (General Test of English Language Proficiency) はロバート・ラドー博士とフラ

ンシス・ヘノフォティス博士を中心としてサンディエゴ州立大学のInternational Testing Center

で開発されたテストである｡ 特徴としては, 英語を記憶や知識としてどのくらい理解できているか
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ではなく, 言葉としての機能, つまり考えや意見を状況に応じて正確に伝える手段としてどれだけ

運用できるかを測定する点があげられる｡ つまり, 同一テストで受験者を相対評価するのではなく,

コミュニケーション能力を５段階に分け, それぞれのレベルに応じた問題によって到達度を測定す

る目標基準準拠テストである｡ よって, 受験者はそのレベルの平均や偏差値を気にすることなく,

自分がそれぞれのレベルでどこまで到達しているのか, 何が足りないのかを知ることができる｡ 今

回検討したレベルは３つで, レベル２はTOEIC600～800, レベル３はTOEIC400～600レベル４は

TOEIC400以下を目安にしている｡

10月に実施したレベル２とレベル３の結果をTable １に記す｡

Table １：G-TELPレベル２とレベル３の結果

レベル２もレベル３も共に学生の総得点は予想したほど良くはなく, また, G-TELPの基準であ

る ｢各セクション75％以上の正解率｣ をクリアした受験者はごくわずかで, 合格者はいなかった｡

レベル2も３も共に, 今回の正解率が50％くらいなので, ポストテストでも天井効果を避けること

ができるであろうと考えた｡ 信頼性はレベル２の方がわずかに良く, また, レベル３のリスニング

セクションの信頼性が低いのは問題点として挙げられた｡ しかし, 実施面でもレベル２は実施時間

が90分と長く, 授業時間内に終わらず, 騒音対策など実施により工夫が必要だったのでレベル3の

方が実施しやすい等の理由からレベル３の方が今後の実施には適していると考えた｡

レベル３の試験内容は主に ｢日常生活の限られた範囲の表現方法を用いて, ネイティブとコミュ

ニケーションができる｣ かの測定である｡ テストは３つのセクションに分かれており, それぞれ

Grammar (k＝22), Listening (k＝24), Reading & vocabulary (k＝24) で, 実施時間は計75

分である｡ 採点法はセクション毎の正答数をパーセンテージで換算し, 3セクションの合計を出す｡

そのため, 合計得点は満点で300点となる｡ 分割点が各セクション75点となっており, 各セクショ
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正解率平均 弁別力平均 信頼度係数

レベル2

N＝148

Gram: 0.46

Lis.: 0.46

Read: 0.48

Gram: 0.22 0.72

Lis: 0.17 Gram: 0.549

Read: 0.23 Lis: 0.482

(弁別力0.2以上の項目数 ＝ G:16／26

L:11／26 R: 17／28)

Read: 0.578

レベル3

N＝143

Gram: 0.57

Lis.: 0.44

Read: 0.5

Gram: 0.22 0.68

Lis.: 0.14 Gram: 0.656

Read: 0.2 Lis: 0.354

(弁別力0.2以上の項目数 ＝ G: 19／22

L:18／24 R:16／24)

Read: 0.507



ンでそれ以上の得点を収めるとそのレベルをマスターしたこととなる｡ 目安としてだが, レベル３

はTOEICでは400点から600点の範囲に値し, TOEFLでは450点から500点の範囲に値することがマ

ニュアル内の相関表に載っている｡

２. ３ 手順

２. ３. １ テスト実施日程とリサーチデザイン

テスト実施日程とリサーチデザインをTable ２に記す｡

Table ２：テスト実施日程とリサーチデザイン

10月はG-TELPのレベル選択のためのパイロットも兼ねて, 学生をランダムに２グループに分け,

レベル２と３を実施したため, 10月と1月との結果比較分析では, ともにレベル３を受験した学生

のデータのみを用いている｡ そのデータをプレテストとポストテストとして, 総合英語プログラム

で行った授業の効果測定を行った｡ テストは人文学部社会学科で総合英語プログラムによる習熟度

別クラス (４技能を中心としたもの) を受講した学生を中心的な対象に行われた｡ treatmentとし

ては総合英語プログラムで新しく行った事柄が含まれる｡ つまり, １) 教養英語として必要な目標

と目的を設定し (４技能の習得も含む), ２) 習熟度別クラスで授業運営し, ３) 週２回の連動授

業を行い, ４) レベルごとに統一した評価基準で履修生の到達度を測定, ５) 自習等授業外での課

題を１時間程度課したこと, である｡ (いかにプレイスメントを行ったかは, 土平, 熊澤 (2003)

を参照｡ また具体的なプログラムの内容については 『教養教育英語改革－21世紀の大学英語教育を

目指して：茨城大学英語教育改革プロジェクト報告書』 を参照)

CGでは１) 授業担当者が設定した目標と目的の授業が運営され, ２) 習熟度別クラス編成なし

で授業を行い, ３) 履修者の殆どが英語は週一回のみの授業を受講して(少数の学生はそれ以外に

も英語の講座を履修している) いて, ４) ECでは授業担当者が作成したCRTで成績評価を行い,

５) TRでは授業外でGraded Readers等の課題を出したが, ECではほとんど課題を課していない｡

２. ３. ２ 等化

今回の効果測定には項目応答理論が用いられている｡ Henning (1987) は項目応答理論の特長

を挙げ, 詳細に描写している｡ 中でもsample-free item calibration (異なった受験者にも共通の
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Group Pretest (10月) 履修講座 Posttest (1月)

Treatment group

(TG)

レベル２

レベル３

週２回習熟度別連動授業 レベル３

Control group

(CG)

レベル２

レベル３

週１回ECまたはTR レベル３



尺度を用いた能力測定ができる), test-free person measurement (異なったテストでも共通の尺

度を用いた能力測定ができる), item banking facility (項目銀行作成の容易さ) は, 古典的テス

ト理論と項目応答理論との決定的な違いのひとつであり, また項目応答理論が革命的である部分の

ひとつでもある｡

TOEICやTOEFLの受験者が同じテストフォームを受験してないのに, ｢今回のスコアは500点だっ

た｡ 前回よりも50点あがった｡ 友人と比べると50点低い｡｣ 等と言うのを聞き, 不思議に思われた

ことはないだろうか｡ 同じ問題でないのだから, 今回は前回よりも問題が易しかっただけなのでは

ないか, と思う受験者もあると思われるが, TOEFLやTOEICにも項目応答理論が用いられ, そし

て等化が行われている｡ だからこそこのような比較が可能なのである｡ つまりこれらのテストでは,

テストを実施していく際に,

① 各項目の特性値を記録していく｡

② いくつかのテスト項目を他のテストフォームに組み込み, 再実施し, 2回の実施による項目

特性値の差を目安に残りの項目の特性値も調節する｡

③ すべての項目を特性値の情報と共に項目銀行に貯める｡

という３つのプロセスを行うことで共通の尺度を保っているのである｡

今回の総合英語プログラムの評価においても同様の問題がある｡ プレテストとしてG-TELPを10

月初めに, ポストテストのG-TELPを１月末に行ったわけであるが, プログラム受講者のテスト得

点の伸びを見たところで, 素点や平均点を比べただけでは, 用いたテストフォームが異なる以上,

正確な比較はできない｡ しかし, 同じフォームを用いたのでは, 同じ問題をすべてもう一度解くわ

けであるから, スコアが上昇して当然であるということになる｡

勿論, あらかじめ等化の行われているTOEFLやTOEICのようなテストを行い, 得点を比較する

という方法も考えられたが, ここにも根本的な問題があり, 再考された｡ それは, TOEFLや

TOEICのような母集団の大きい集団基準準拠テストを用いた場合には, スコアそのものの測定誤

差が大きく, 万が一伸びがその範囲であれば, 折角テスト得点の伸びを観察することができても,

誤差なのではないかという疑いが出てきてしまうということである｡ 今回のように厳密にプログラ

ム評価を行いたい場合には不適切であるといえるだろう｡ そしてさらにコスト, 時間等の制限も考

慮した結果, プレテスト, ポストテストとしてG-TELPを用い, 結果を等化し, 得られた受講者の

能力値を受講前と受講後で比較するという方法が採られた｡

Hambleton, Swaminathan and Rogers (1991) によれば, 等化には, １) single-group

design, ２) equivalent-groups design, ３) anchor-test design, ４) common-person designの

４つのデザインがあり, ３) が最も実現可能であるとしている｡ ３) は係留項目 (anchor item,

common item) を用いて異なるテストを異なる受験者に受験させたデータを等化するものである

が, 本研究のデザインも係留項目 (anchor item, common item) を用いてプレテストとポスト

テストの難易度を共通の尺度に置いていること, 受験者はプレテストとポストテストで同じ人物で

土平, 熊澤：G－TELPを用いた総合英語プログラムの評価 53



はあるが, 実力が異なること等から, ３) の応用であると考えられる｡

そして, 大友 (1992, 1996) によれば, 等化には水平的等化 (horizontal equating) と垂直的

等化 (vertical equating) がある｡ TOEFLのようにひとつのテストを係留テストとして同一尺度

を保つように等化を続けるものは前者で, 後者は１級, ２級, ３級のレベルの違いを見るなどの縦

の系列に関するものである｡ 本研究で行う等化は２つのテストを同一尺度に置くものであるから,

水平的等化であるといえる｡

等化はWinsteps version 3.33 (Linacre, 2002) を用いて行われた｡ これは, 他のソフトでもち

いられている等化の方法に比べて, Winstepsの方法が好ましいと考えられたからである｡ 大友

(1992, 1996) は, 等化の方法について, Wright and Stone (1979), Henning (1987),

Hambleton, Swaminathan, and Rogers (1991) を比較検討し, そしてさらに等化の可能なコン

ピュータソフトであるRASCAL version 3.50の計算過程を分析している｡ そしてRASCAL

(Assessment systems, 1992) の場合, Wright and StoneやHambleton, Swaminathan, and

Rogers が行った, 係留項目の項目困難度の修正が行われていないという問題点が指摘されている｡

筆者も実際にRASCALでの等化を試みたが, やはり係留項目では先に実施した時の項目困難度を

そのまま入力して用いるのみで, ２回目の実施で算出された項目困難度は活用されていないことが

分かった｡

そこで, 本研究ではWinstepsを使用するに至った｡ 等化は他にQUEST等でも可能であるが,

Figure２に示したように, Winstepsではすべての項目データを同時に扱う｡ 詳しい検証は今後必

要であるが, これはテストの全項目, 全受験者を同時に共通尺度上に推定, 等化する同時尺度調整

法 (concurrent calibration) を用いていると考えられるので, この利点を活用することにした｡

Figure ２：Winstepsでの等化に用いるデータ入力形式
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実際の等化の手順はまず, 係留項目を決定することから始まった｡ 10月に実施したG-TELPの結

果を参考に, Grammar, Listening, Reading and Vocabularyの各セクションから５つの項目を

選択した｡ Kolen and Brennan (1995) は良い等化のための条件を挙げ, 中でも, 係留項目の選

択について以下のようなものを挙げている｡

① それぞれが内容, 統計的性質共にそのテスト全体の典型であること

② 十分な長さであること (例：40項目程度のテストでは20％位, 長いテストでは30項目以上)

③ 係留項目が両テストフォームのおよそ同じ場所にあること, 同じ問題, 選択肢, 刺激からなっ

ていること, 他項目の影響を制御していること

④ ダブルリンキングを行うこと

④は３つ以上のフォームに関わることであるので今後の参考とし, ①から③を考慮して選択を行っ

た｡ ①では項目困難度, Infit, Outfit, 点双列相関係数等を中心に検討した｡ 実施後, Winsteps

で各係留項目のそれぞれの回での項目困難度を推定し, 検討した｡ ここでは, Wright (1996) の

基準を参照し, 10月と１月の実施であまりにも項目困難度が異なるものは係留項目とせず, 通常の

項目として分析した｡

３. テスト結果分析

３. １ 平成14年10月実施G-TELP (プレテスト)

このセクションでは平成14年度10月実施G-TELPの信頼性, 妥当性, 項目分析を行う｡ まず,

ITEMAN (1998) を用いて古典的テスト分析を行った｡ Table ３にその結果を記す｡

Table ３：平成14年10月実施G-TELPの古典的テスト理論による分析結果
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Scale: Grammar Listening Reading & Vocabulary

N of Items 22 24 24

N of Examinees 126 126 126

Mean 12.540 10.460 12.635

Variance 12.661 8.455 10.375

Std. Dev. 3.558 2.908 3.221

Skew -0.142 0.382 -0.457

Kurtosis 0.283 0.233 0.528

Minimum 1.000 3.000 2.000

Maximum 21.000 20.000 20.000

Median 12.000 10.000 13.000

Alpha 0.663 0.399 0.553



平均, 分散, 標準分散, 歪度, 尖度を含む記述統計の結果から, 各セクションともに標準分布で

あるといっていいだろう｡ Cronbach Alpha値はリスニングが.399と低い数値を示した｡ Grammar

とReading and Vocabularyセクションも高い数値を示したとはいえないが, ある程度の信頼性

があるテストであることがわかった｡ 信頼性の数値が高くないため, 標準誤差がセクションごとに

2.065, 2.255, 2.153となり, 真の値が68％の確率で±2.065, 2.255, 2.153の範囲に収まることが示

された｡ 平均正答率がセクションごとに.570, .436, .526で, およそ50％の正答率となり, 平均双

列相関係数はセクションごとに.352, .259, .294で, Henning (1987) によれば.25以下が不良項目

となるので, ３つのセクションとも弁別力のあるものであったことがわかった｡

次にITEMANを使い各セクションのピアソン相関係数を算出した｡ その結果をTable ４に示す｡

Table ４：平成14年10月実施G-TELP各セクション相関結果
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SEM 2.065 2.255 2.153

Mean P 0.570 0.436 0.526

Mean Item-Tot. 0.352 0.259 0.294

N of Examinees: 受験者総数

Mean: 得点平均

Variance: 得点分散

Std. Dev.: 得点標準偏差

Skew: 歪度

Kurtosis: 尖度

Minimum: 最小得点

Maximum: 最大得点

Median: 中央値

Alpha: 内部一貫性信頼性Cronbach Alpha

SEM: 標準誤差

Mean P: 平均正解率

Mean Item-Tot.: 平均双列相関係数

Grammar Listening Reading & Vocabulary

Grammar 1.000 0.125 0.401

Listening 1.000 0.379

Reading & Vocabulary 1.000



各セクションともに相関係数は低いことがわかった｡ GrammarとListeningのセクションの相

関係数は.125と低い結果となり, ２つの間に関連性がないことがわかった｡ GrammarとReading

and Vccabularyのセクションの相関係数は.401でやや相関関係があるといえる｡ 同じく,

ListeningとReading and Vocabularyのセクションも同等のことがいえるのではないか｡

次にTable５に平成14年10月に実施したG-TELPフォームの項目分析の結果を示す｡ ここでは項

目応答理論の一種であるラッシュモデルで分析を行い, 使用したソフトはQUEST (Assessment

Systems, 1996) である｡

Table ５：平成14年10月実施G-TELPのラッシュモデルによる項目分析結果
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Item IF rpdi Item Diff. INFT MNSQ OUTFT MNSQ

1 (15) 77.6 0.27 -0.91 1.00 .96

2 69.4 0.32 -0.46 .91 .87

3 50.4 0.23 0.42 .92 .93

4 51.2 0.39 0.38 .99 .96

5 ( 5) 55.6 0.2 0.19 .92 .88

6 81.6 0.26 -1.17 1.06 1.13

7 84 0.07 -1.35 1.03 1.08

8 (15) 48 0.17 0.53 1.01 1.00

9 (16) 50.4 0.2 0.42 1.12 1.12

10 92.8 0.19 -2.26 .96 .64

11 52.8 0.3 0.31 .92 1.01

12 (20) 84 0.21 -1.35 1.06 1.11

13 52.4 0.37 0.33 .96 .92

14 65.3 0.21 -0.24 1.03 1.15

15 29.8 0.39 1.39 .84 .76

16 77.9 0.17 -0.92 1.01 .93

17 33.9 0.27 1.18 .93 .90

18 44.6 0.21 0.67 1.09 1.08

19 31.4 0.11 1.29 1.14 1.15

20 47 0.31 0.58 1.01 .98

21 64.4 0.18 -0.2 1.03 1.09

22 34.5 0.21 1.16 1.09 1.09

23 53.6 0.3 -0.41 .93 .92

24 51.6 0.15 -0.33 .99 .97
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25 37.9 0.19 0.25 1.03 1.09

26 41.7 0.16 0.1 1.04 1.10

27 27.4 0.18 0.75 1.00 1.00

28 45.2 -0.04 -0.05 1.07 1.08

29 29.8 -0.08 0.63 1.12 1.19

30 35.8 0.19 0.35 1.02 1.04

31 29.6 0.25 0.64 1.04 1.03

32 49.6 0.08 -0.25 1.02 1.05

33 30 0.03 0.62 1.01 1.01

34 46.3 0.23 -0.1 .98 .97

35 78.9 0.29 -1.61 .93 .84

36 (35) 68.3 0.24 -1.05 .98 .99

37 (36) 14.6 0.1 1.55 1.01 1.01

38 (37) 55.6 0.31 -0.48 .95 .94

39 (38) 86.2 0.14 -2.12 .96 1.01

40 (39) 46 0.22 -0.09 1.02 1.04

41 (40) 50 0.16 -0.25 1.03 1.03

42 14.6 0.01 1.55 1.02 1.20

43 43.2 0.16 0.03 .94 .94

44 46.4 0.25 -0.11 .93 .92

45 52.8 0.25 -0.37 .98 .97

46 27.2 0.17 0.76 .92 .90

47 24.4 0.23 1.35 1.08 1.16

48 55.2 0.1 -0.07 .99 .97

49 58.4 0.23 -0.21 1.12 1.15

50 79.7 0.27 -1.28 1.02 .93

51 41.1 0.17 0.53 .99 1.00

52 80 0.21 -1.3 1.00 1.01

53 72 0.13 -0.85 1.05 1.05

54 57.7 0.19 -0.17 1.01 1.00

55 46.8 0.34 0.29 .96 .95

56 75 0.28 -1 .94 .92

57 56.5 0.2 -0.13 1.01 1.02

58 21.1 -0.04 1.54 1.14 1.21



( ) : 係留項目を表し, カッコ内は平成15年1月実施フォームでの項目番号を表す

IF: item facility(項目困難度)

rpdi : point-biserial correlation (点双列相関係数)

Item Dif.: item difficulty (ラッシュモデルによる項目困難度)

INFT MNSQ: infit mean square (ラッシュモデルによるインフィット平均二乗)

OUTFT MNSQ; outfit mean square (ラッシュモデルによりアウトフィット平均二乗)

Figure ３：平成14年10月実施G-TELPGrammarセクションのアイテムマップ

X＝１受験者
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59 (59) 64.5 0.14 -0.48 1.03 1.00

60 (61) 68.3 0.37 -0.65 .88 .90

61 (62) 73.4 0.25 -0.93 .94 .88

62 (63) 23.6 0.12 1.39 1.05 1.14

63 (64) 67.2 0.33 -0.61 .92 .89

64 (65) 88 0.19 -0.193 1.02 1.14

65 31.7 0.07 0.93 1.03 1.03

66 23.1 0.33 1.43 .99 1.03

67 34.1 0.26 0.85 1.04 1.09

68 9.8 0.13 2.46 .93 1.12

69 67.5 0.32 -0.59 .84 .79

70 67.5 0.32 -0.59 .96 .92

2.0 受験者 │ 項目番号
│

xxxxxxx │
x │

xxx │ 15
│ 19

xxxxxxxx │ 17 22
xx │

1.0 xxxxxxxxxxxxxxx│
│

xxxxxxxxxxxxx │ 18
x │ ８ 20

xxxxxxxx │ ３ ４ ９
xxxxxxxxxxxxxxxxx│ 11 13

x │ ５



ラッシュモデルにおける項目困難度について, Figure３を参考にGrammarセクションのみ触れ

ると, 何箇所か能力値と項目困難度に不合致がみられることがわかった｡ 特に, ロジット得点1, 0,

－.5～－.9の間の能力値を測定する項目に欠けていることがわかる｡ 全項目の点双列相関係数では

弁別力がある項目とは.25以上の数値を示す項目である (Henning, 1987) ので, 45問が弁別力の

低い項目となったが, G-TELPはCRTなので弁別力の数値より, より評価基準を測定する項目か

を最優先して考える必要があるとも思われる｡ インフィット平均二乗は基本的に残差を表す数値だ

が, 特定の標準偏差内のモデルと項目の反応の合致性を数値化したものである｡ .8～1.2の範囲に

収まる数値が妥当で, その項目がモデルに合致しているかを示す｡ .8以下はモデルに当てはまりす

ぎていることを示し, 1.2以上はモデルから外れすぎていることを示す (Bond & Fox, 2001)｡ ア

ウトフィット平均二乗はモデル全体と項目の反応の合致性を数値化したものである

(Bond & Fox, 2001)｡ Table ５の結果から２項目 (58, 69) はモデルからやや外れていることを

示すが, わずかであり, 各セクションともおよそ全項目がラッシュモデルが予想するモデルに当て

はまっていることが示された｡

３. ２ 平成15年１月実施G-TELP (ポストテスト)

Table ６：平成15年１月実施G-TELPの古典的テスト分析結果

コミュニケーション学科論集60

Scale: Grammar Listening Reading & Vocabulary

N of Items 22 24 24

N of Examinees 125 125 125

Mean 15.192 12.240 15.520

Variance 13.323 5.254 12.826

Std. Dev. 3.650 2.292 3.581

Skew -0.282 -0.184 -0.732

Kurtosis -0.557 0.152 1.061

Minimum 5.000 5.000 2.000

Maximum 22.000 18.000 23.000

Median 16.000 12.000 16.000

Alpha 0.703 0.196 0.688

SEM 1.988 2.055 2.002

Mean P 0.691 0.510 0.647

Mean Item-Tot. 0.372 0.218 0.353



N of Examinees: 受験者総数

Mean: 得点平均

Variance: 得点分散

Std. Dev.: 得点標準偏差

Skew: 歪度

Kurtosis: 尖度

Minimum: 最小得点

Maximum: 最大得点

Median: 中央値

Alpha: 内部一貫性信頼性Cronbach Alpha

SEM: 標準誤差

Mean P: 平均正解率

Mean Item-Tot.: 平均双列相関係数

記述統計の結果から見て, 各セクションともに標準分布であると言える｡ 10月の実施でも同じ結

果であったが, ListeningのCronbach Alpha値が.196と低い数値を示した｡ GrammarとReading

and Vocabularyセクションも高い数値を示したとはいえないが, まあ信頼性のあるテストである

ことがわかった｡ 標準誤差がセクションごとに1.988, 2.055, 2.002となり, 真の値が68％の確率で

±1.988, 2.055, 2.002の範囲に収まることを示している｡ 平均正答率がセクションごとに.691, .

510, .647で, およそ60％の正答率になった｡ 10月の結果と比較すると10％平均正答率が上昇して

いる｡ 平均双列相関係数をみるとセクションごとに.372, .218, .353となっており, リスニング以

外, ２つのセクションとも十分に弁別力のあることがわかった｡

Table ７：平成15年１月実施G-TELP各セクション相関結果

Table ７の結果から, ListeningとReading and Vocabularyセクションの相関性が他と比べて

高くなっていることがわかる｡ また, 10月の結果と同様, GrammarとListeningセクションの相

関は見られなかった｡
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Grammar Listening Reading & Vocabulary

Grammar 1.000 0.163 0.256

Listening 1.000 0.388

Reading & Vocabulary 1.000



Table ８に平成15年１月実施G-TELPの項目分析の結果を示す｡

Table ８：平成15年１月実施G-TELPのラッシュモデル項目分析結果
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Item IF rpdi Item Diff. INFT MNSQ OUTFT MNSQ

1 56.8 0.27 0.68 1.01 1.00

2 (1) 82.4 0.3 -0.73 0.93 1.15

3 84.8 0.22 -0.91 1.01 1.05

4 70.4 0.23 0.01 0.88 0.76

5 (5) 57.6 0.12 0.65 1.13 1.25

6 74.4 0.27 -0.21 0.96 0.95

7 78.4 0.32 -0.45 0.92 0.80

8 (15) 52.8 0.39 0.87 1.03 0.99

9 (16) 80.8 0.2 -0.61 1.07 1.14

10 66.4 0.4 0.22 1.03 0.94

11 68.8 0.4 0.1 0.93 0.81

12 (20) 54 0.16 0.81 1.22 1.31

13 72 0.47 -0.08 0.88 0.77

14 56 0.22 0.72 1.09 1.15

15 91.2 0.15 -1.56 1.01 0.91

16 63.2 0.26 0.38 0.96 1.00

17 63.2 0.22 0.38 1.01 1.00

18 55.2 0.29 0.76 1.03 0.99

19 51.2 0.24 0.94 0.97 0.93

20 85.6 0.19 -0.98 0.94 1.27

21 72.6 0.36 -0.1 1.00 0.96

22 84.6 0.29 -0.88 0.96 0.83

23 56.9 0.17 -0.23 0.96 0.95

24 54.4 0.09 -0.13 1.08 1.09

25 82.9 0.1 -1.57 1.01 1.08

26 85.5 0.14 -1.76 1.04 1.05

27 6.4 -0.08 2.75 1.06 1.58

28 11.2 0.1 2.15 0.98 0.94

29 16.1 0.09 1.73 1.03 1.04

30 58.9 0.33 -0.31 0.96 0.94



土平, 熊澤：G－TELPを用いた総合英語プログラムの評価 63

31 34.7 0.11 0.7 1.00 1.00

32 72 0.21 -0.92 0.96 0.9

33 84.8 0.08 -1.7 1.01 1.00

34 17.6 0.17 1.63 0.97 0.92

35 24.8 0.18 1.19 0.98 0.96

36 (35) 84.8 0.14 -1.7 0.96 0.97

37 (36) 80.6 0.11 -1.41 1.01 1.00

38 (37) 18.4 0.07 1.57 1.07 1.12

39 (38) 71.2 0.11 -0.88 0.98 0.98

40 (39) 87 -0.02 -1.89 0.99 1.01

41 (40) 45.6 0.29 0.23 0.84 0.82

42 82.1 0.24 -1.5 1.05 1.10

43 25.2 0 1.17 1.09 1.12

44 31.5 0.13 0.85 0.98 0.98

45 47.1 0.17 0.17 0.95 0.93

46 54.5 0.21 -0.13 1.06 1.08

47 78.4 0.43 -0.56 0.89 0.86

48 59.3 0.31 0.47 1.00 0.97

49 72.8 0.22 -0.22 1.07 1.20

50 86.2 0.38 -1.16 0.93 0.88

51 35.5 0.27 1.55 1.00 0.99

52 36.3 0.15 1.52 1.09 1.14

53 43.1 0.08 1.2 1.20 1.66

54 94.4 0.35 -2.22 0.92 0.51

55 72.8 0.38 -0.22 0.92 0.84

56 64.8 0.49 0.2 0.97 0.91

57 78.2 0.31 -0.55 1.01 0.96

58 87.1 0.3 -1.25 0.89 0.93

59 (59) 73.6 0.23 -0.27 1.00 0.95

60 (61) 86.4 0.25 -1.18 1.10 0.95

61 (62) 21 0.31 2.37 0.97 0.84

62 (63) 78.9 0.32 -0.6 0.92 0.79

63 (64) 90.4 0.22 -1.61 0.97 0.87

64 (65) 21.8 0.02 2.29 1.15 1.30



( ) : カッコは連結項目を表し, カッコ内は10月実施フォームでの項目番号を表す

IF: item facility(項目困難度)

rpdi : point-biserial correlation (点双列相関係数)

Item Dif.: item difficulty (ラッシュモデルによる項目困難度)

INFT MNSQ: infit mean square (ラッシュモデルによるインフィット平均二乗)

OUTFT MNSQ; outfit mean square (ラッシュモデルによるアウトフィット平均二乗)

Figure ４：平成15年１月実施G-TELPGrammarセクションのアイテムマップ

項目困難度についてだが, 同じくGrammarセクションのみ触れると, Figure４の結果から, 何

箇所か能力値と項目困難度に大幅な不一致が見られる｡ ロジット得点１から－１の難易度の項目が
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65 51.7 0.33 0.81 0.90 0.85

66 77.7 0.32 -0.53 0.92 0.77

67 92.7 0.03 -1.85 1.08 1.06

68 65.8 0.4 0.16 0.91 0.86

69 51.2 0.19 0.84 1.16 1.22

70 52.1 0.36 0.81 0.98 0.95
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xxxx │
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3.0 │
│
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│

xxxx │
│
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│

2.0 xxxxxxx │
xx │

│



多いのに対し, 能力値が１以上の受験生も多い｡ 全項目の点双列相関係数をみると40問が.25以下

の数値を示す項目であった｡ インフィットとアウトフィットを見ると, 全体で8項目.8～1.2の範囲

を超える項目があり, 平成14年10月実施のフォームと比べて, モデルと合致しない項目が多く見ら

れた｡ 特に項目12番はインフィットが1.22でアウトフィットが1.31となっている｡ この項目は係留

項目であることも考えると, モデル不一致の理由としては, 受験者がその問題の内容を覚えていた

のかもしれない｡

３. ３. １ 総合英語プログラム受講者グループ内の比較

以下に効果測定の結果を述べる｡ これ以降の分析はすべてSPSS version11.0.1 (SPSS, 2001)

を用いている｡ まず, Figure５を参照されたい｡

Figure ５ G-TELPを用いたプレ・ポストテスト結果比較

Figure５は単に正答数の平均をセクション毎と全体とで比較したものであるが, 10月と１月と

では総合英語プログラムを受講した学生の国際英検G-TELPの平均正答数は全セクションで上昇し

ている｡ 回帰分析の結果では, 10月と1月の正答数の関係は

１月の正答数＝ (10月の正答数) ×0.593＋28.2

で表わされる｡ これは大まかに,

10月に36問正解した学生→１月約49問

30問 → 約46問

40問 → 約52問

50問 → 約57問

という正答数の上昇傾向を表わしている｡ そして, この傾向はp�.000で有意であるとされ, 高い
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0

10

20

30

40

50

10月正答数

11月正答数

Ｇ Ｌ Ｒ＆Ｖ Total

10月正答数 13 11 12.8 36.2

１月正答数 15 12 15.8 43.9



確率で現れることが示されている｡ この結果から, 平成14年度後期に総合英語プログラム受講者の

能力が上昇し, その上昇も統計的に有意なものであったことが分かった｡

しかし, 特にセクション別比較においてはその平均正答数の差はわずかであり, 統計的な有意が

疑われる｡ また, ２. ３. ２でも述べたように, プレテストとポストテストのフォームが異なって

いるため, ポストテストに用いたフォームの問題が易しかっただけなのではないか, という疑問も

生じる｡

そこで, 本研究ではさらに先述の通りテストフォームの等化を行い, 各フォームを共通の難易尺

度上に置いた上で, 受講者の能力伸びを個人能力値の比較で検討, プログラムの効果を検証した｡

以下にその結果を示す｡ まず, Table９, 10を参照されたい｡

Table ９：Paired Samples Statistics

Table 10：Paired Samples Test

まず総合英語プログラムの全受講者の中から, 10月と１月の両方を受験している学生のみのデー

タを集め, 個人能力値の比較を行った｡ 本来は約230名が受講したが, 10月の実施では, G-TELP

レベル２とレベル３の妥当性のパイロットも行ったため, レベル３については対象者が半数以下と

なり, 結果98名のデータがこの比較に用いられた｡ 個人能力値の平均だけを比べても, 10月が.170

5, １月が.4779と上昇しているが, Table10に見るように, t-検定においてもt＝-6.992 (df＝97), p�.000でこの差が有意であることがわかった｡

３. ３. ２ コントロールグループとの比較

３. ３. ２. １ プログラム受講者全体での比較

さらに, プログラムの効果を検定するためにコントロールグループとの伸びの比較も行った｡ 比

較はrepeated-measure ANOVAを用いてプログラム受講者全体と旧カリキュラム受講者 (＝コン

トロールグループ), そして各クラスレベルと旧カリキュラム受講者の間で行われた｡ Table11, 12,
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Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 OCT .1705 98 .47162 .04764

JAN .4779 98 .49944 .05045

Paired Differences t df Sig.(2-tailed)

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95％ Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1 OCT-JAN -.3073 .43514 .04396 -.3946 -.2201 -6.992 97 .000



13, Figure 6がその結果であるので参照されたい｡

Table 11：Descriptive Statistics

Table 12：Multivariate Testsｃ

a Computed using alpha ＝ .05 b Exact statistic

c Design: Intercept＋GROUP Within Subjects Design: TIME

Table 13：Tests of Between-Subjects Effects

a Computed using alpha ＝ .05
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GROUP Mean Std. Deviation N

OCT IEP .1705 .47162 98

non-IEP .0633 .48223 27

Total .1474 .47404 125

JAN IEP .4779 .49944 98

non-IEP .2911 .66409 27

Total .4375 .54181 125

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powerａ

TIME

Pillai's Trace

Wilks' Lambda

Hotelling's Trace

Roy's Largest Root

.210

.790

.265

.265

32.598ｂ

32.598ｂ

32.598ｂ

32.598ｂ

1.000

1.000

1.000

1.000

123.000

123.000

123.000

123.000

.000

.000

.000

.000

.210

.210

.210

.210

32.598

32.598

32.598

32.598

1.000

1.000

1.000

1.000

TIME＊

GROUP

Pillai's Trace

Wilks' Lambda

Hotelling's Trace

Roy's Largest Root

.006

.994

.006

.006

.721ｂ

.721ｂ

.721ｂ

.721ｂ

1.000

1.000

1.000

1.000

123.000

123.000

123.000

123.000

.398

.398

.398

.398

.006

.006

.006

.006

.721

.721

.721

.721

.134

.134

.134

.134

Source Type III Sum of
Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta

Squared
Noncent.
Parameter

Observed
Powerａ

Intercept

GROUP

Error

10.644

.914

51.848

1

1

123

10.644

.914

.422

25.250

2.169

.000

.143

.170

.017

25.250

2.169

.999

.309



Table 13にあるように比較に用いられたコントロールグループ (旧カリキュラム受講者, non-IEP)

のデータは27人分である｡ 総合英語プログラム受講生 (IEP) と凡そ２, ３日前後してコントロール

クラスとしてEC１クラス, TR１クラスでもG-TELPを実施した｡ やはりコントロールグループも10

月のG-TELPでレベル２と３の妥当性パイロットを行ったため, レベル３受験者が10月の段階で既に

全体の半数になり, このサンプル数となった｡ しかしながら, EC, TRクラスも共に英語教育を専門

とした教官が担当しているもので, 教官が英語教育を専門としているという点を総合英語プログラム

と揃えた点では, この結果比較は非常に厳しい基準で行われ, 公正なものであるといえるだろう｡

Table 12に見るように, この比較にはTime (履習前と履習後) とGroup (どのプログラムを受講

しているか) によるinteractionは存在しない｡ Figure ６を見ても, ２つの線が交わっておらず, 比

較が可能であることを示している｡ しかしながら, Table 13をみると, F＝2.169, p＝.143でGroup

による伸びの差は統計的に有意ではないことが分かった｡ つまり, 総合英語プログラム受講者全体の

伸びと旧カリキュラム受講者の伸びとの違いは全体では統計的に証明できなかったことになる｡

３. ３. ２. ２ クラスレベルごとの比較

そこで次に, コントロールグループとの比較をクラスレベルを２群に分けて行った｡ Table 14

がその結果をまとめたものであるので参照されたい｡

Table 14：Summary of the results by class levels
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Figure ６

Estimated Marginal Means of MEASURE＿1

E
st
im

at
ed

M
ar
gi
na

l
M

ea
ns

.6

.5

.4

.3

.2

.1

0.0
１ ２TIME

GROUP
IEP

non-IEP

Class levels Sig.

Level 5 (advanced) &

Level 4 (intermediate) .015＊

Level 3 (pre-intermediate) &

Level 2 (beginner) .55

＊＝significant at p�.05 level after Bonferroni adjustment



Table14に示されたように, Level ５と４では総合英語プログラム受講者と旧カリキュラム受講

者の伸びの差が統計的に有意であることが分かった (Level ５ (advanced, 上級) ＆ Level ４

(intermediate, 中級) p＝.015, p�.05レベルで有意)｡ このことは今回のパイロット授業が入学時

準中級以上の, すでに基礎力のある学生をより伸ばすという点で, 現行のクラスよりも優れている

ということを意味している｡ また, 今回のプログラム評価が３�月という短期間で行われたにも関

わらず統計的有意性までもを証明できたことを考えるとその差はかなりのものであると考えられる｡

勿論, 基礎力のない学生を伸ばすことも重要である｡ しかしながら, この結果は, 総合英語プロ

グラムでは基礎力のある受講者が今まで以上に実力を向上させることができることを示し, ｢学生

のレベルにあった授業が展開できる｣ という習熟度別クラス編成の利点が明らかに示された｡ 人間

科学の分野で, 100％の保証を得ることは難しいが, このように統計的有意が証明された以上, こ

の結果は習熟度別クラス編成, そして総合英語プログラムのようなシステムを取り入れていく上で,

今後とも, 大きな根拠の一つとなろう｡

４. 今後の課題

平成14年度に茨城大学人文学部社会学科で導入された総合英語プログラムの評価をプレテスト,

ポストテストを用いた効果測定を中心に見てきた｡ テスト結果は古典的テスト理論に基づく分析か

ら始まり, 項目応答理論の等化を用いたものまでを行い, このプログラムの効果が示された｡

しかしながら, このプログラム評価には依然課題が残っている｡ まずひとつは, 評価に用いてい

るG-TELPの分析方法である｡ 本研究ではよく使われる信頼性, 妥当性の算出方法を用いたが, そ

の多くは集団基準準拠テストに用いるものである｡ G-TELPが目標基準準拠テストである以上この

方法は不適切なものもあると思われ, 改善が必要である｡ このことは, この総合英語プログラムが

年々導入されていくにあたって, 各クラスレベルのcut-off scoreを決定, 検証しつづけていくプ

ロセスでも明らかになっていくだろう｡ また, 新プログラムが広く導入されるに従い, 受講者が多

様化し, 等化による測定誤差も大きくなると予想される｡ 正確, 公平なプログラム評価を続けるた

めに解決策を講じておく必要があると思われる｡ また, 今回はG-TELPの結果を用いたプレテスト,

ポストテスト比較に内容を留めたわけであるが, 本来は受講者のニーズ分析, 授業の目標, テスト

の連携がプログラム評価の重要な要素なのであるから, ３者のつながりを検証していくことも今後

の重要な課題であると言えよう｡

この茨城大学の総合英語プログラムでは, 再び７月にポストテストのためのG-TELPを実施する

予定である｡ これは, 平成15年度前期に実施されるEAP (学術用英語) クラスの効果測定ともな

り, 結果が待たれるところである｡ また, 平成15年４月入学生についてはさらに履修者を増やし,

すでに4月にG-TELPを用いたプレイスメントを行い, また効果測定も予定している｡ このような

プログラム評価は, 時間, 手間, 費用もかかることではあるが, より良い語学プログラムを提供し

ていくためには必須であり, できる限り多くの語学教育の場で実践されていくべきであろう｡
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An Analysis of the Francis-Hunston Model for

Spoken Discourse Analysis

Wade Carlton

Introduction

Ever since efforts were first made by Sacks, Schegloff and Jefferson (1974) to

produce a framework for the purpose of analyzing conversations, researchers have

continually sought to improve upon the original model. Despite these

improvements, many questions are still left begging regarding the hows and whys

of analysis for this or that tidbit of conversation. This paper attempts to utilize

one of the most recent models of conversation analysis, that proposed by Francis

and Hunston (1992), to analyze a part of a conversation taped at a junior college in

Japan. In using the Francis-Hunston model, it becomes apparent that many

difficulties arise; indeed, it is hard to imagine that a perfect model will ever evolve

that can handle the infinite number of possibilities that English conversation can

throw its way.

In Part I of this paper, the section of the conversation described above that was

transcribed is analysed using the Francis-Hunston model of conversation analysis. In

Part II, the difficulties which arose from trying to categorize all the data are

discussed.

Part Ⅰ

The following is an analysis of part of a conversation using the categories described by

Francis and Hunston(1992). There is a transcription of the part of the conversation that

is analysed in the Appendix. The conversation took place between two native-speaking

English teachers, A and B, at a junior college, in A's classroom at the end of the day.

73

line of dialogue act e.s. move e.s. exch ex

1 A: Hi Scott gr h opening I Greet 1

2 B: How ya doin’? re-gr h eliciting R／I Elicit 2

3 A: Pretty good i h informing R
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Part Ⅱ

１ There were many problems encountered while trying to fit the data of the

transcribed conversation into the categories of the Francis-Hunston model for

conversation analysis. One problem that even they admit is not resolved is the
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4 B: Yeah? ret h eliciting I Clarify 3

5 A: Yeah. had a good.... i h informing R

weekend of sleep

6 B: Oh! (la) rec h acknowl F

(A student, C, returns to the classroom to retrieve a forgotten item.)

7 A: Welcome back! gr h opening I Greet 4

(la)

8 B: She's back! i h informing F

9 A: I'm going. ms h opening I Structuring 5

10 Bye bye gr h

11 C: Bye bye re-gr h answering R

12 A: Oh (high key) fr pre-h opening I Inform 6

13 Today, when I went to Saty i h

14 B: Uh huh rec h acknowl R

15 A: I came back out to my car, i h informing F

and, I went to the wrong

side of the car

16 B: (la)

17 A: But m s informing I Inform 7

18 then I thought, well (＃) i h

19 maybe it's not because obs h

20 I'm in Japan. (＃)

21 It's just a brain fart m.pr h eliciting I Elicit 8

22 B: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. conc h informing R

23 Cause sometimes I used com post-h

to do that in the states, too

24 A: Right! rea h acknowl F



matter of exchange boundaries. This is seen in the very beginning of the analysis,

in line 2 when Person B says, "How ya doin' ?" This expression can be seen as

either an act of inquiry in an eliciting exchange or the reply part of a greeting

exchange, forming a traditional adjacency pair. The determination of how to

categorize this expression naturally affects the placement of the exchange boundary.

Another problem presented by line 2 is this: while it may be a reply to a greeting (re-

gr), the reply "Pretty good" in line 3 would seem to be a re-gr also.

２ There is one more problem created by "How ya doin' ?" Traditionally, the second

parts of adjacency pairs of this sort used in greetings are classified as Responses.

But, if you have placed an exchange boundary right before it, you've arrived at a

deadend road. An exchange cannot begin with a Response; it can only begin with

an Initiation. So, in the instance of this transcription, a compromise was decided

upon, classifying "How ya doin' ?" as both a Response and an Initiation.

３ Even the method for numbering the lines of dialogue is difficult to fully understand;

when a person's line of dialogue was too long to fit on one line in the example

transcription on p. 157 (Francis and Hunston, 1992) and had to be entered as two

lines, sometimes both lines were numbered, as in lines 4 and 5 (even though there

is only one line of analysis), and sometimes only one line number was used (line

24). It appears to be extremely arbitrary. If any rule has been invoked, it would

seem to be this: any line with more than one word of dialogue gets its own line

number and any line with only one word (due to wordwrapping) gets a line

number only if the word is analysed on its own in any way. For example, a twenty-

second pause gets its own line number (7), but there are several instances where a

single word was not deemed worthy of its own line number (line 24 "Danny," line

30 "right? (＃)," to name a couple.)

４ For the purpose of the transcription in Part I of this paper, it was decided to only

number those lines which had some type of analysis included, even if there were

four or five words wrapped around. It appears that either this way or simply

numbering every single line would be the best option, because the former makes for

better readability and the latter results in easier referencing. Any compromise of

these two methods would only lead to confusion, as does line numbering for which
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no rule can be ascertained and which seems to be fairly arbitrary.

５ The next dilemma encountered in the transcription can be found in line 8. "She's

back!" is neither predicted nor predicting, so according to Coulthard and Brazil

(1992), whose model Francis and Hunston tried to improve on, this would make it a

Followup. But, no examples could be found in any of the sample transcriptions in

the readings of a Followup coming after anything but a Response. The placement of

a Followup directly after an Initiation surely seems natural to this writer, especially

since Person B is not being directly addressed in line 7. (The student is.)

６ In lines 19-20, it was a real quandry trying to decide whether to classify this part

of the discourse as an observation or a comment. Albeit it could be argued that

Person A is commenting on his mistake of going to the passenger side of the car

when he was in fact the driver (line 15), it was finally decided that Person A was

making an observation that he didn't make the mistake just because he was in

Japan (a country where steering wheels are placed on the right side of the car, the

opposite of his home country), but rather that it was a simple mental lapse that

could have happened in one's home country or abroad.

７ The final dilemma presented by the analysis process can be found in line 23. Does it

begin a new exchange, an informing exchange? If it does, then it cannot be

classified as a comment, because according to the Francis-Hunston model comments

can only be classified as realizing the post-head of all moves (except framing.)

Because a post-head cannot begin an exchange, it was decided that it (line 23)

would be classified as a comment and would be kept within the exchange started by

line 21 rather than listed as a new exchange.

８ These were the major problems presented by the analysis process for this particular

piece of discourse. But that is not to say that there were not other problems. In

fact, although much more of the conversation was transcribed and initially

analyzed, so much time was spent deciding how to classify practically every line

from 1 to 24, in the end the rest of the initial analysis was not included in this

report. Because of the ramifications brought on by each little determination of

classification, the resulting process is very much akin to a chess game. Though
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given the same starting configuration on a chess board, no two people move their

chess pieces exactly the same. Similarly, given the same transcribed conversation, no

two researchers are likely to classify each single act and move exactly the same.

９ One problem noted in the method that did not actually surface in the conversation

transcribed in Part I is the emphasis on high, mid, and low key for classifying

many of the different acts. Could it be that some people, for example, confirm in

low key? (According to the model, confirmation acts are "realized by high key 'yes'

and 'no' items and their varients..." (Francis and Hunston, 1992, p. 131) It would

surely seem that there is much more variability in the way people use intonation

than the model allows.

10 For all of its faults, though, it needs to be pointed out that the model's proponents

make no claims for its perfection and in fact are eager to see others improve on it.

Under no circumstances should it be presumed that they have exhausted all the

possible acts and moves in the realm of English conversation, and they make no

claims for doing such. It is a work in progress, and even as it is it provides a

servicable framework for the analysis of everyday conversation and has improved

greatly upon the older models, which were developed only from sample conversations

in classrooms.
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Appendix

The following is a transcription of part of a conversation which was analysed for this

paper.

A: Hi Scott

B: How ya doin' ?
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A: Pretty good.

B: Yeah?

A: Yeah, had a good ...weekend of sleep

B: Oh! (Laughing.)

A: (To student returning to classroom for something) Welcome back! (All laugh.)

B: She's back!

A: I'm going. Bye bye! (All laugh.)

Student: Bye bye.

A: Oh. Today, when I went to Saty

B: Uh huh.

A: I came back out to my car, and, I went to the wrong side of the car.

B: (Laughs)

A: But then I thought, well maybe it's not because I'm in Japan. It's just a brain fart.

B: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cause sometimes I used to do that in the states,

too ...

A: Right!

B: (Inaudible) wasn't thinking very well.

A: So why feel silly?

B: Yeah, yeah, yeah.

A: Of course, well, in the states you might feel silly, but you make some excuse ...

B: (Laughs)

A: ...right? You open the door, and it's like, "Okay, yes, we have four seats."

B: (Chuckles)

A: And then you go back to the driver's side, right.

B: (Laughs)

A: Or if you have a package, you put it in ...

B: Yeah, you put it in there.

A: "I intended to put it in this particular seat."

B: Yeah. "I didn't , I didn't want to reach over." (Laughs.)

A: Right.

B: (Laughs.)

A: Human beings are funny.

B: It's true, I've done that like ...(pause)

A: Huh.
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B: What is it? Ohhh, I know. When I, when I came from, like a, a friend's house.

A: Oh yeah?

B: Like, English-speaking friends' house.

A: Oh, here in Japan.

B: Yeah. And then I, I'd go to like the wrong side of the car.

A: (Laughs)

B: It's because..

A: You're thinking English..

B: I'm thinking English.

(Laughing)

A: You're in America (laughing)

B: Right, right, right. It's kinda weird.
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高来神社(神奈川県中郡大磯町)再考

－高来(たかく・こうらい)と高麗(こま・こうらい)の混在について－

糟 谷 政 和

１. ｢高来神社｣ ・ ｢高麗大権現｣ ・ ｢高麗神社｣ という名称の混在

筆者は以前, 神奈川県中郡大磯町にある高来神社を‘地域の中の朝鮮’という観点から見た場合

に留意すべき諸点についてまとめたことがある�｡ その際にも強調したことであるが, 実際に高来

神社を訪ねて丹念に調べてゆくと, ｢高来神社｣・｢高麗大権現｣・｢高麗神社｣ という名称が混在し

ており, 高来神社の社号の変遷の歴史があったことを理解できる｡

そこで具体的に見てみたい｡ まず神社入口の石柱には ｢高来神社｣ (従二位勲二等徳川頼倫書)

の文字が彫られており, その先に石の鳥居がある(二本の柱の裏には ｢寛文五年建之 平成六年十一

月吉日再建｣ と ｢高来神社氏子中｣ と彫られている)｡ その鳥居には ｢高来神社｣ の額が掲げられ

ている(写真１)｡ さらに進むと別の石の鳥居があるがこれには神社名の額がかかっていない (二本

の柱の裏には ｢相模漁業株式会社｣ と ｢寛文五乙巳 大正十三子年六月吉日建之 再興｣ と彫られて

いる)｡ この鳥居の右手奥に鐘楼があり, その鐘の四面には ｢高麗大権現｣・｢南無千手観音菩薩｣・

｢高麗山之鐘｣・｢昭和三十四年十二月吉祥日｣ との銘がある (写真２・３)｡ そして再び神社参道に

もどって進むと高来神社の社殿に登る１つ目の石段の最下段の右側の欄干に ｢��神社参道｣ と彫

られている (写真４)｡ さらに２つ目の石段を登ると社殿がありそこに ｢�来神社｣ の額(元文部大

臣樺山資紀の麗筆�, 1897年８月15日の日付�) がかかっている (写真５・６)｡ この社殿と右側の

別の建物との間を通って高麗山登山道入口に向かうとその入口手前の石段下の右側に ｢��神社｣

(明治元年八月に建てられたという)� と彫られた石碑がたっている (写真７)｡

なお現在の高来神社にとって重要な歴史であった ｢高麗寺｣ 関連のものである本尊の千手観音や

地蔵像などは, 現在の高来神社内にある慶覚院に移されている (山号 ｢�足山｣ の額) (写真８)｡

２. 大磯町の高来神社と朝鮮植民地支配

筆者はすでに, 埼玉県日高市の高麗神社と朝鮮植民地支配の密接な関係についてまとめたことが

あるが, 日高市の高麗神社は, 政府によって ｢内鮮一体｣ ｢内鮮融和｣ 推進に利用されたといえる�｡
しかし大磯町の高来神社が戦前の朝鮮植民地支配とどのような関係をもっていたのかについて, 現

在のところ筆者自身は明らかにできていない｡ ただすでに示したように, 日高市の高麗神社を ｢内

鮮一体｣ ｢内鮮融和｣ の好例として評価していた 『朝鮮の国名に因める名詞考』 では第二章 ｢神社｣

で, ｢(18) 高麗神社 高麗大明神 (相模・神奈川県)｣ として扱い, つぎのように述べている� (な

81
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写真１ 高来神社一の鳥居 (2001年４月８日筆者撮影)

写真２ 高来神社二の鳥居の奥が�来神社, 鳥居の
右側が慶覚院の鐘楼 (2001年４月８日筆者撮影)

写真３ 慶覚院の鐘の ｢高麗大権現｣ 銘
(2001年４月８日筆者撮影)
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写真４ 石段の ｢��神社参道｣ 銘
(2001年４月８日筆者撮影)

写真５ 高来神社社殿と扁額 ｢�来神社｣
(2001年４月８日筆者撮影)

写真６ 扁額 ｢�来神社｣ 拡大
(2001年４月８日筆者撮影)



お, 引用にあたり漢字の旧字体の多くは新字体にあらためた)｡

相模国中郡大磯 大磯と北背村高根の界より外数村に山脈分派せる三峰の中央, 稍高く五百尺

其中峰の嶺に高麗神社の上宮あり, 下宮其の山麓にあり｡ 山下に供僧坊ありて高麗寺と称せし

が, 近年神廟と相分離し僅かに仏堂存ず｡ 此神もと高麗三社権現と称したり｡ 『新篇風土記』

に高麗権現は其左右の峰に白山権現, 毘沙門天を勧請し以上三社の権現と称す････････とあり｡

『小田原記』 に････････北条氏綱が別当般若院に縁起を繹ねしに, 往古高麗国より渡海ありて

此山上に鎮座すと答えしことを載せあり｡ 『箱根山縁起』 に, 神功皇后三韓征伐の頃百済明神

を日州に奉遷し, 新羅明神を江州に奉遷し, 高麗明神和光を当州大磯の峰に奉遷す｡ 因て高麗

寺と名く････････とあり｡ 祭神は現在神皇産霊命・天津彦穂邇々伎命を祀つて居る｡ 近世其祭
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写真７ ｢��神社｣ 銘石碑 (2001年４月８日筆者撮影)
写真８ 慶覚院山号扁額 ｢�足山｣

(2001年４月８日筆者撮影)



神に種々府会の説あれど, 古伝の真意を推すに｡ 盖し奈良朝の昔に東国に安置せられし韓人の

廟寺にして, 伊豆山箱根山の神と同類の廟也｡ 今神奈川県大磯町の鎮守となる｡ 祭礼は大磯の

浜辺照曜崎に神輿を出し大磯より観音丸・権現丸と云う二隻を出す｡ 神人と呼べる者十戸あり

て奉仕す｡ 鍾楼に弘安十一年の鍾を掛く｡ 『高麗郷由来』 には続日本紀文武天皇大寶三年四月

の条に････････, 乙未従五位下高麗若光に賜二王姓
コシキ

一････････とある｡ この若光は故国を去つ

て皇国に投化するや, 一路東海を指し相模湾に入つて大磯に上陸し此処に留住せしが賜姓より

十三年の後, 霊亀二年丙辰に至り, 駿・甲・相・両総・常・野七国の高麗人に対し武蔵野の一

部を賜ひ若光は其郡令に任せられ, 大磯を去つて武蔵の高麗郡に赴きしが｡ 其後も大磯の人々

は長く徳を慕ひ中峰の嶺に高来神社上の宮を齋き又其麓には下の宮を建てゝ其霊を祀るとあり｡

(以下略)

上の記述は, 諸種の文献を引用することによって, 大磯町の高来神社近辺が高麗王若光の上陸地

点であり, 後に高麗王若光が武蔵国高麗郡に移動した後もその徳を慕い高来神社を建てて祀ってき

たとして, 高来神社と‘高麗’‘高句麗’との関連性の深さを強調している｡ かなり強引といえる

この 『朝鮮の国名に因める名詞考』 で述べられたような主張にそって, 1940年前後に高来神社が

｢内鮮一体｣ ｢内鮮融和｣ 推進政策とどのような関係をもったのかを今後明らかにしてゆく必要があ

る｡

３. 大磯町の高来神社における‘高来’と‘高麗’

大磯町の高来神社がとくに神社としての性格を前面に出してくることに関して, 明治維新後の神

仏分離の動きが大きな影響を与えていたことが考えられる｡ しかし少なくとも1897年の社号変更認

可後に高来神社という社号が公的なものとなる以前は, ｢高麗大権現｣ ｢高麗神社｣ ｢高麗宮｣ ｢高来

神社｣ といった名称が使われてきており, また1884年に廃寺となる ｢高麗寺｣ という名称も使われ

てきていた｡ また1897年以降に正式に高来神社となった後も ｢高麗｣ という名称が完全に消えてし

まったわけではなかった｡ なお戦前, 大磯町において大磯町と朝鮮半島との交流の歴史についてど

のように理解されていたのか, なにか他の地域と異なった理解があったのか否かは明らかではない｡

さらに1945年敗戦による朝鮮植民地支配の崩壊とともに, 古代の大磯町と朝鮮半島との交流に関

する認識が大磯町という地域においてどのように変化したのかについても, 筆者としては全面的に

解明できてはいない｡ ただすでに見たように, 高来神社の関係者にとっては ｢タカク｣ と読むこと

で ｢高麗(コウライ・コマ)｣ や ｢高句麗｣ との関連性を消し去ろうとする姿勢には現在でも変化が

ないように思える�｡ しかしこれもすでに見たように, 一方で高来神社と高句麗(高麗)からの渡来

人との関係性に注目する見解が現在でも存在する�｡ このように高来神社と高句麗(高麗)との関連

性に関する相反する見解の存在は, 大磯町という地域で学ぶ子どもたちの地域史学習の内容にも関

連してくる｡ そこで当初, 小学校3年生社会科副読本として大磯町教育委員会が編集発行した 『お
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おいそ』 において, 古代の大磯町と高句麗からの渡来人・渡来文化がどのように位置づけられて子

どもたちに伝えられようとしているのかを見てみたい｡

この 『おおいそ』 のうち大磯町立図書館に所蔵されていて筆者が閲覧できたのは, 1972年版 (1972

年４月１日発行), 1975年版 (1975年４月１日発行), 1984年版 (1984年４月１日) の３種であった

(1999年３月27日調査時現在)｡ さらにこの 『おおいそ』 と書名がことなるが, 社会科副読本 『わた

したちの大磯』 (大磯町教育委員会, 1993年３月１日発行)も閲覧できた｡

1972年版 『おおいそ』 の中で古代の大磯町の歴史について記述しているのは｢四, ひらけてきた

大磯町｣であるが, ｢(一) れきし｣ の項でとくに大磯町と高句麗との関係についてつぎのように記

述されている�｡
このほか, 大磯町の山のふもとの小高いおかに, たくさんの横あなをみることができます｡

この横あなは, 横穴
おうけつ

といって, 今から千二・三百年ぐらい前のものといわれ, そのころ, な

くなった人をほおむったところ(古墳)です｡ 中からは, 土き・まが玉
たま

・かたな・人のほねなど

がたくさん出ました｡

横穴
おうけつ

の数
かず

は三百以上もあります｡ このことは, 大磯が大むかしよその土地よりも, 文
ぶん

化
か

がす

すみ, 多くの人がすんでいたことをあらわしています｡ このように, 文
ぶん

化
か

がすすんでいた一つ

のりゆうは, 高
こう

句
く

麗
り

(北
きあ

朝
ちょう

鮮
せん

から中
ちゅう

国
ごく

にまたがってむかしあった国) という国から高
こ

麗
ま

人
じん

と

よばれる人びとがすすんだ文
ぶん

化
か

をもって, この大磯にうつりすみ, 大磯のはってんにつくした

ためといわれています｡

さらに ｢(二) 史
し

せき｣ の項で, ｢釜口古墳｣ ｢唐が原｣ と高麗人との関係に言及しているが, ｢高

麗寺｣ は ｢高麗｣ との関係に言及することもなく(この高麗寺の記述内容は現在の高来神社の植木

市も含まれている), それぞれつぎのように記述されている�｡
釜
かま

口
ぐち

古
こ

墳
ふん

前
まえ

谷
や

原
はら

のさんぷくにある釜口古墳は数
かず

多
おお

い古墳の中でも, とくに立派
り っ ぱ

なため, 県の

重
じゅう

要
よう

史
し

跡
せき

に指
し

定
てい

されています｡ ほうむられた人は, 高
こ

麗
ま

人
じん

に関係
かんけい

ある身
み

分
ぶん

の高い人ではない

かといわれています｡ この古墳をつくった人は, すぐれた文化と高い建築
けんちく

技
ぎ

術
じゅつ

をもった人のよ

うです｡

唐
もろこし

が原
はら

昔, 大陸からすぐれた文化をもった高麗人が大磯の地に住みつき, 花水川ふきんを開

きました｡ このことで唐が原と名づけられたらしくこの名は今でも町の人たちによばれていま

す｡ 昔, 唐が原は, 撫子
なでしこ

の花がたくさん咲いて名高いところでした｡

高
こ

麗
ま

寺
でら

高麗寺はたいへん古いお寺で本尊
ほんぞん

は千手
せんじゅ

観音
かんのん

です｡ これは平安
へいあん

時代のおわりごろの作

コミュニケーション学科論集86



といわれ, この地方でもゆうめいな仏像
ぶつぞう

です｡ また, 鎌倉
かまくら

時代の地
じ

蔵
ぞう

の像もあります｡ この寺

は, 昔から広く大磯ふきんの人たちに深く信こうされ, 今も植
うえ

木
き

市
いち

として, 多くの人びとにし

たしまれています｡

この後の, 1975年版・1984年版の 『おおいそ』 でも記述に多少の異同はあるにしても, 基本的に

古代の大磯町と高句麗 (高麗) 人との関係性に言及していることがわかる｡ 実際に1972年版 『おお

いそ』 90頁の ｢大磯の主な史せき｣ 地図には ｢１高麗山, ２高麗神社, ３高麗寺｣ とあり, 1975年

版 『おおいそ』 100頁の ｢大磯の主な史せき｣ 地図には ｢１高麗山, ２高麗神社, ３高麗寺｣ とあ

るが, 1984年版 『おおいそ』 114－115頁の ｢大磯の主な史
し

せき｣ 地図には ｢１高
こ

麗
ま

山
やま

, ２高
たか

来
く

神
じん

社
じゃ

,

３高
こ

麗
ま

寺
でら

あと｣ とあり, ｢高麗神社｣ が ｢高来神社｣ になっている｡ しかしこの変化の背景になに

があるのかは明らかではない｡

さらに社会科副読本 『わたしたちの大磯』 (大磯町教育委員会, 1993年３月１日発行) はどちら

かというと近現代中心のように思え, それまでの 『おおいそ』 に見られたような大磯町と高句麗

(高麗) との関係性にふれた古代史の記述は消えている｡ たしかに, 『わたしたちの大磯』 にも高来

神社と関係のある行事・祭りとして ｢高麗の植木市・高麗の山みこし・御船祭｣ (同書, 97頁) や

‘町に古くからつたわるもの’関連地図 (同書, 100－101頁) に ｢高来神社・慶覚院・高
こ

麗
ま

山
やま

｣ が

それぞれ出ているのだが, どのように歴史的に位置づけるかが記述されていないので, 子どもたち

にとって理解しにくいものとなっている｡

４. まとめ

以上, 現在の大磯町で確認できる高来神社をめぐる問題点について考えてきたが, いまだに筆者

として明らかにできない点が多い｡ 今後とも引き続き調べてゆきたい｡

注� 拙稿 ｢神奈川県中郡大磯町所在の高来神社を訪ねて－“地域の中の朝鮮”を学ぶための教材研

究－｣ 『茨城大学人文学部紀要コミュニケーション学科論集』 第11号, 2002年３月｡� 高橋 光 『ふるさと大磯』 郷土史研究会, 1983年, 88頁｡� 高橋 光 『ふるさと大磯探訪』 郷土史研究会, 1991年, 218－220頁｡� 高橋 光 『ふるさと大磯探訪』 216頁｡� 拙稿 ｢高麗神社(埼玉県日高市)再訪－朝鮮植民地支配の残影－｣ 『茨城大学人文学部紀要コミュ

ニケーション学科論集』 第13号, 2003年３月｡� 朝鮮総督府中枢院調査課編 『朝鮮の国名に因める名詞考』 (朝鮮総督府中枢院, 1940年｡ ただ

し引用は第一書房が2000年11月に復刻したものによった｡)17－18頁｡� 前掲 ｢神奈川県中郡大磯町所在の高来神社を訪ねて－“地域の中の朝鮮”を学ぶための教材研
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究－｣, 64頁｡� 同上論文, とくに67－68頁の注�を参照のこと｡� 『おおいそ』 1972年４月１日発行, 82－83頁｡� 同上書, 91－92頁｡

[付記] 本研究は, 茨城大学教育・研究支援経費の交付を受けて行われた｡
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滞日バングラデシュ人の職業経歴

稲葉奈々子 (茨城大学人文学部)

樋口 直人 (徳島大学総合科学部)

１. ｢定住化｣ テーゼが見落としてきたもの──問題の所在

1990年代の前半と後半で, ｢ニューカマー｣ 外国人に関する研究は大きく変化した｡ それは ｢外

国人労働者から市民へ｣ というテーゼで要約されるものであり, ｢定住化｣ にともない労働者では

なく地域住民としてニューカマーをみなすべきであるという論調であった｡ これ以降, 南米日系人

労働者の労働市場に関する研究はなされるものの, ｢労働者｣ としての超過滞在者に目を向けた調

査自体がほとんどなされなくなってくる｡

こうした研究動向が, 移住労働者を単なる労働力とする見方に対する異議申し立てとしての意味

を持つことは認めねばならない｡ が, 彼らの労働者としての側面をないがしろにすることにより,

以下の点が明らかにされないままとなった｡ 第１に, 1993年をピークとして超過滞在者数が減少し

たのはなぜか｡ 不況により職が失われたからなのか, 出入国管理の厳格化により強制送還させられ

たのか, 帰国者を補充する新規入国者がいなくなったからなのか｡ 第２に, 労働力の非典型化や非

正規雇用の増加が90年代に進んだなかで, 超過滞在の外国人はどのように位置づけられるのか｡ パー

トや派遣, フリーター, 野宿者, 日系人の増加は, 周辺的労働市場の拡大によって説明されてきた

が, そのなかで超過滞在者を位置づける試みはなされていない｡

そこで本稿では, 滞日バングラデシュ人の就労に関して, 次の３点に関するデータ開示と予備的

な分析を行う｡ 第１に, 滞日バングラデシュ人はどのような職につき, それはどのように推移して

いったのか｡ 第２に, 滞日バングラデシュ人の職業経歴にはどのようなバリエーションがあり, ど

のような類型に分けられるのか｡ 第３に, 彼らはどのような経緯で帰国したのか｡ なお, 以下の記

述は日本で超過滞在して就労した経験を持つバングラデシュ人50人に対するインタビュー調査に基

づいている１｡

２. 移住労働者の階層化とバブル以降の労働市場の変容� エスニックな階層化の論理

Piore (1979)がいうように, 移住労働者に用意される職場は, 労働市場のなかでも相対的に不安

定で待遇も悪い位置に属する｡ しかし, 二次労働市場のなかにおいても一定の階層化は常に起こっ

ており, それは ｢ニューカマー｣ 外国人においても例外ではない｡ そのような階層化の輪郭の提示,

および階層化の基準を議論した研究は一定程度存在する｡

なかでも稲上毅(1992)の考察は, 在日移住労働者の労働市場に関して, 現在でも有効な準拠枠組
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みを提示している｡ 彼らが91年に行った調査の結果では, ｢日系人｣ と ｢アジア人｣ の２つのブロッ

クが存在し, 以下の３点で異なる労働市場を形成しているという｡ �日系人労働市場の時給相場が

1,000円以上であるのに対し, アジア人労働市場はおおむねそれ以下である｡ �派遣業者を媒介と

する日系人労働市場に対し, アジア人労働市場では地縁・血縁ネットワーク＋ブローカーを媒介と

してジョブ・マッチングがなされる２｡ �その結果, アジア人労働市場は国別に細分化されている｡

このような階層化のあり方を, 稲上は ｢緩やかな二重構造｣ と呼んでおり, 現在に至るまでこうし

た構造は維持されているものと考えられる｡

それでは, こうした階層化をもたらす要因は何か｡ 稲上は, 法的地位 (｢合法｣ の日系人と ｢非

合法｣ のアジア人) 程度にしか言及していないが, 青木 (1992) と下平 (1999) は, それ以外の要

因を仮説的に提示している｡ 彼らが挙げるのは, ①来日時期, ②エスニック・ネットワークの強さ,

③労働熟練度, ④性差, ⑤外見上の相違であり, このうち②は社会的資本として, ③は人的資本と

して, そして①は双方の基礎条件として考えられよう｡

それぞれの条件が独立して持つ効果についてみると, Tsuda and Cornelius (2001) は時間給

の自然対数を従属変数とする重回帰分析を行っている｡ これによると, ネットワークを介した就職,

日系人であること, 性差が有意な結果を示す｡ 彼らが強調するのは, 比較の対象となったサンディ

エゴ地区では滞在期間や語学力のような人的資本が意味を持つのに対し, 日本では属性要因により

賃金が決定される点である｡

こうした議論の当否に関しては, 後の分析で部分的に検証するが, いずれにせよブラジル日系人

を頂点としてフィリピン人, パキスタン・バングラデシュ人, イラン人・ガーナ人と続く階層化が

指摘されてきた３｡ このなかでバングラデシュ人についての記述をみると, 以下のような像が浮か

んでくる｡ 来日時期が早いため労働市場での位置を確立し, 学歴も高く, 日本語能力も高い｡ その

ため, 法的資格や外見上の相違といったマイナス要因を考慮しても, 資格外就労者のなかでは上位

に位置づけられる｡� エスニック労働市場の通時的変化

しかし, 稲上らの議論は共時的な出身国別比較を念頭においたものであり, 通時的な職業経歴を

分析するにはあまり役立たない｡ 滞在の長期化や景気後退などといった要因を組み込みながら通時

的な変遷を議論するには, それとは異なる視点が必要になる｡ ｢緩やかな二重構造｣ の ｢構造｣ は

どの程度 ｢緩やか｣ なのか｡ すなわち, 順位の逆転の可能性, あるいは通時的な移動可能性はどの

程度存在するのか｡ あるいは, Tsuda and Cornelius (2001) がいうように, 滞日年数や日本語

能力のような人的資本要因は, 労働市場での位置に影響を及ぼさないのか｡ このような問いは, 本

来共時的な分析では明らかにしえない｡ 集団間比較という視点と同時に, 同一集団の推移を議論に

組み入れる必要がある｡

その際, 特に重要な要因として考えられるのは, 90年代前半以降の景気後退だろう｡ 景気後退を
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はさんで, 移住労働者の労働市場はどのように変化したのか, あるいは移住労働者はどのようにニッ

チを見いだしていったのか｡ そうした問題設定に関連する論考は, 共時的な出身国間比較ほど多く

ない｡ が, 景気後退の前後を視野に入れてエスニックな階層構造の変化を論じている倉 (1995a,

1995b) や駒井 (1999) の議論は検討に値するだろう｡

駒井によれば, 稲上や青木が描いたエスニックな階層化の構造は, 景気後退期に入って一定の変

化をみせた｡ 日系南米－東アジア－東南アジア－南アジアと出身国が西に行くにつれて賃金が安く

なる構造から, イラン人やバングラデシュ人の地位が相対的に上昇したという(駒井 1999: 160)｡

その要因として駒井は日本語力や学歴の高さを挙げており, 人的資本が賃金構造に反映されている

という見方をとる４｡

倉の場合, より実証的に滞日期間の重要性を指摘する｡ 同じイラン人のなかでも, 91年前半以前

の来日者の方がそれ以降の来日者よりも安定した職を得ている(倉 1995b: 62)｡ その要因として,

社会的ネットワークの構築と同じ職場での長期就労による熟練形成・昇給といったことが挙げられ

る｡ 本稿の直接の先行研究であるマームドの調査では, バングラデシュ人の転職が賃金上昇に結び

つくとするが, 倉は景気後退期には強制的転職による雇用条件の悪化がみられるという(倉 1995b:

63)｡ 好況期には外部労働市場の活用が賃金上昇に, 不況期には内部労働市場での熟練形成が賃金

上昇に結びつくという仮説として読むこともできよう｡

以上みてきたように, 法的地位 (日系人かそれ以外か) は階層化を規定する最大の要因である｡

さらに, 外見といった変化しにくい要因の影響もあるものの, 人的資本や社会的資本の蓄積といっ

た変数が, 景気後退期の階層構造の変化と密接に関わっているといいうる｡ こうした点を念頭にお

いたうえで, 滞日バングラデシュ人の職業経歴をみることにより, 過去15年における外国人労働市

場の変遷に関わる予備的な検討を行いたい｡ ただし紙幅の制約があるため, 賃金の分析は稿を改め

て行うこととして, 以下では賃金以外の職歴に関して記述的・事例紹介的にみていくこととする｡

３. 地域・業種の推移

基礎的なデータについては別稿で紹介したので(樋口・稲葉 2003), 以下では日本での就労に関

わる項目だけ検討していく｡ まず, 各年次の在留者の ｢フロー｣ を示したのが表１である｡ 別稿で

もふれたように, バングラデシュ人超過滞在者全体よりも90年代後半の数が多いサンプルであるこ

とがわかる｡ 具体的には, インタビューした50人のうち, 88～95年には25人前後が, 96～99年には

30人前後が在留していたことになる５｡
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表１ バングラデシュ人労働者の就労地域の推移

また, 表２をみるとわかるように, 東京は来日してまず就労場所をみつけるゲート・シティとし

て機能しており, 東京で最初に就労して21名が他県に移動したのに対し, 他県から東京に移動した

のは５名にとどまる｡ 逆に茨城で最初に就労した者がおらず, 他都県からの流入者だけである点で

東京とは対照をなす｡

表２ 最初の就労都府県と２番目の就労都府県
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85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 合計

東 京 1 2 5 15 7 6 4 4 3 7 7 7 3 4 3 2 2 79

神奈川 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 18

群 馬 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 25

埼 玉 1 3 2 2 2 3 3 5 3 5 6 7 3 3 1 49

千 葉 4 6 6 5 4 4 5 3 6 5 6 8 5 2 69

茨 城 5 7 5 6 7 6 6 6 7 6 7 3 71

栃 木 2 2 2 2 2 1 1 2 1 15

愛 知 1 1 1 1 4

大 阪 1 1 1 3

長 野 1 1

三 重 1 1 1 1 1 1 1 1 8

合 計 1 2 6 26 26 24 20 21 22 23 24 28 26 30 30 20 12 1 342

２番目に就労した都府県

東 京 神奈川 群 馬 埼 玉 千 葉 栃 木 茨 城 大 阪 移動せず 合計

最
初
に
就
労
し
た
都
府
県

東 京 3 2 5 4 1 6 4 25

神奈川 1 1

群 馬 1 1 1 1 2 6

埼 玉 2 1 1 1 1 6

千 葉 1 1 1 1 3 7

栃 木 1 1

静 岡 1 1

愛 知 1 1

長 野 1 1

三 重 1 1

合 計 5 4 3 7 6 3 9 1 12 50



就労していた業種をみると, 製造業が４分の３を占めており, 建設, サービスがそれに続く｡ 製

造業では, 自動車部品, プラスチック加工, 紙製品加工 (段ボール製造や紙の裁断加工), 鋳物,

皮革が多い｡ サービス業のほとんどは, 居酒屋を中心とする飲食業である｡ サービス業には副業と

しての側面もあり, 回答者のうち２人は, 昼間は工場で働いて夜に居酒屋で働いていた｡

表３ 就労都府県と業種

表３をみて目立つのは, 東京都において製造業の占める比率が低いことであり, 特にサービス業

の比率が高いことから, 世界都市仮説が部分的にではあるが該当する様子がうかがえる｡ 東京では,

留学・就学生と労働市場が部分的に重なるといってもよいだろう｡ 建設については特に目立った特

徴がない一方, 東京・神奈川以外で製造業の比率が高い｡ その他の県でサービスが１件あるのは,

アルバイトニュースをみて応募し, 長野県白樺湖のホテルで夏期の間働いたケースを指す｡

業種毎の就労期間をみると, 表４が示すように製造－建設－サービスの順で平均就労期間が短く

なる｡ 製造業の平均が２年半である一方, サービス業は半分以下の１年１�月にとどまる｡ サービ

ス業の賃金は一般に低く, 次の仕事への ｢つなぎ｣ 的な仕事としてとらえられることが多い｡ 建設

業は長く続く場合もあるが, 短期の仕事がおわって解雇されることもあり, 平均就労期間が短くなっ

ている｡

表４ 業種別平均就労期間 (月)

駒井洋 (1999: 64－６) は, 景気後退期に入ってから建設・製造業からサービス業への移行が生
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製 造 建 設 サービス 農 業 合 計

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

東 京 18 54.5 6 18.2 8 24.2 1 3.0 33 100.0

神奈川 6 66.7 1 11.1 2 22.2 0 0.0 9 100.0

群 馬 9 75.0 3 25.0 0 0.0 0 0.0 12 100.0

埼 玉 14 93.3 1 6.7 0 0.0 0 0.0 15 100.0

千 葉 29 85.3 5 14.7 0 0.0 0 0.0 34 100.0

茨 城 13 81.3 3 18.8 0 0.0 0 0.0 16 100.0

栃 木 6 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 100.0

その他 3 60.0 1 20.0 1 20.0 0 0.0 5 100.0

合 計 98 75.4 20 15.4 11 8.5 1 0.8 130 100.0

製 造 建 設 サービス 農 業 全体平均

30.6 23.6 13.4 1.0 27.8



じたとするが, 図１をみる限りでは該当しない｡ むしろ, 88年代後半の流入ピーク期にサービス業

で働き, 条件の良い製造業に移行したとみることができよう６｡

図１ 就労業種の推移

４. 求職・転職・帰国──日本での就労の軌跡

日本での就労の軌跡に関して, 求職の方法, 転職の経緯, 帰国の経緯３つの側面ごとにみていく｡

求職方法については職の情報を得る経路を, 転職については自発的なものか強制的なものかを, 帰

国については直接の原因を中心に事例を紹介していこう｡� 求職の方法

最初の職を探す, 解雇されたときに次の仕事を探す, よりよい待遇の職場を探す, といった時に

人間関係は重要である｡ 聞き取りでは記憶が曖昧な部分もあり, 求職の方法について統計を出すこ

とはできない｡ 友人の紹介, ブローカーの斡旋, 日本の求人誌情報, 会社に飛び込みで求職すると

いう方法がある｡ これらの正確な割合はわからないが, 友人の紹介が一番多いことは確実だろう｡

以下ではより質的に, 友人, 親族, ブローカー, 自力での求職がなされる方法をみていく｡�友人ネットワーク�
友人や親族は仕事を探してくれるだけでなく, �氏のように仕事が見つかるまでの間, あるいは

職を失って次の仕事を探すまでの間, 宿を提供してくれる存在でもある｡ ただ, 友人ないし知り合
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いが常に無償で仕事情報を提供してくれるわけではない｡ �氏によれば, いい仕事ほど友人でもな

かなか教えてくれず, 紹介にあたっては金を要求することが多いという｡�氏の場合：日本に来て最初の２�月くらい仕事がなかったので, 上総中山にある友人の家に泊まっ

てテレビをみていた｡ 新潟のダム建設の仕事を紹介してもらったが, 社長がヤクザ風だったので

１日仕事をして病気だと偽って休み, 越後湯沢から新幹線で東京まで逃げ帰ってきた｡ それから,

友人に仕事があると聞いて四日市の近くで堤防建設の仕事をしたが, 20日で仕事がなくなったた

め, 紹介してくれた友人の家に10日間厄介になった｡ そしてようやく, 近くの長島町にある製鉄

所で仕事を見つけてもらい, ７年間そこで働いた｡�34 氏の場合：日本に着いた日は, 新小岩にある友人の家に一晩宿泊し, 友人が探してくれた群馬

県境町にある皮革の塗装工場で９�月間働いた｡ それから桐生市にある木材加工会社の情報を友

人に教えてもらい, そこに移った｡ さらに桐生にある自動車部品の会社に転職してプレスの仕事

をしたが, 日本人従業員が仕事中に手を挟んで切断したのをみて怖くなり, 友人に電話して両国

にある衣服工場の仕事を見つけてもらった｡�46 氏の場合：日本について市川にある友人の家に１�月住んでいる間に, その友人が浅草橋にあ

る電機部品工場の仕事を見つけてくれた｡ しかし, この工場の人が入管に出頭するように言った

ので, そこから逃げて友人が探した建設の仕事のため横浜に移った｡ 社長が駅まで迎えに来てく

れて, 最初みたときには小指が欠損していてヤクザかと思って怖かったが, 家賃も食費もタダで

月収は40万円くらいになり, 社長は非常によくしてくれた｡ しかし, 寒くなって建設の仕事も辛

かったので, 友人に頼んで西船橋にあるナット製造の工場で働いた｡ このときには, 夜は市川の

居酒屋でも働いていた｡�親族ネットワーク�
家族や親族による助力については, 友人ほどには言及されることが少なかった｡ �35氏のように,

兄弟に宿泊先と仕事先の紹介をしてもらうだけでなく, 兄が帰国した時に入れ替わりで兄の仕事を

引き継ぐような場合もある｡ �氏の場合, 自分の日本再入国に合わせて弟も来日させ, 弟と一緒に

働ける職場を選んでいる｡�氏の場合：日本で10年くらい働いてから, ダッカに１回帰った｡ しかし, ６�月くらいダッカに

いたがうまく適応できないので, 弟を連れてもう１回日本に行った｡ しかし景気が悪く, また自

分が働いていた会社では自分の後任を補充していたので, 自分１人ならともかく弟と一緒に戻る

ことはできなかった｡ 自分が弟に日本語や仕事を教えなければならないから, 知り合いの社長に

頼んで別の会社を紹介してもらい, ２人で茨城県石下町にある東芝の下請工場に入った｡ そこの

社長は, インドやパキスタンにも行ったことがあり外国人が好きで, 面接の時にNC工作機械の
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プログラムを作れると言ったので採用された｡�35 氏の場合：日本についてすぐ, 兄の住む千葉市検見川に行き, 兄が探した化学関係の工場で１�月だけ働いた｡ それから, 友人が働いていた桐生市のプラスチック工場を紹介してもらい, そ

こで半年働いた｡ ここは時給900円で月に17～18万円であり, 仕事は大変でないが給料が少ない

ため, もっといい仕事を探していた｡ そのとき兄が帰国したので, 兄と入れ替わりで検見川の兄

が働いていた鉄筋の溶接の仕事を始めた｡�ブローカー�
1989年１月15日に日本とバングラデシュの査証免除協定が停止されて以降は, ほとんどの人がブ

ローカーを使って日本に入国している｡ �25 氏は, 最初の職もブローカーが斡旋している一方, �33
氏の場合ブローカーは入国までを請け負い, 初職は親族が見つけている｡ 最初の職の斡旋までブロー

カーに依頼すると, 斡旋料金が高くなるという｡ 日本での就労斡旋のみを行うバングラデシュ人や

パキスタン人のブローカーも存在するが, �36 氏はブラジル人が斡旋した珍しいケースである７｡�25 氏の場合：成田についてすぐ, ブローカーにどこかのアパートまで連れていかれて, ２日滞在

した｡ それから, 金町の建設現場の仕事をブローカーが斡旋した｡ 最初の仕事を斡旋するまでの

契約になっており, その現場で３�月働いた｡ それから友人が, 建設より金が稼げると日立にあ

るゴム製品の工場を紹介してくれた｡�33 氏の場合：韓国で働いている時に, ブローカーに6000ドルを払って船橋港に密航し, 船橋のア

パートに１週間滞在した｡ それから親戚が働いていた佐野市の自動車部品会社を紹介してもらい,

プレスの仕事をするようになった｡�36 氏の場合：入国してから千葉県 (市町村はわからない) にある友人の家に１�月いた｡ 仕事が

見つからないので, ブラジル人のブローカーに斡旋を頼み, 名古屋で溶接の仕事をするようになっ

た｡�自力で探す場合�
自力で探す場合, �氏のように以前働いていた職場に戻るか, �氏のように求人誌を頼りに探す

か, 直接工場をまわって仕事があるか聞くといった方法がとられる｡ こうした方法をとる例は数人

でしかないが, 字が読めなくても日本の求人誌をたよりにする者は一定数存在する｡�氏の場合：大阪空港から日本に入り, すぐに東京に移動したが, 泊まる場所もないし勝手がわか

らなかったから, 知らない人に金を払ってビル工事の仕事を紹介してもらった｡ そこで２�月く

らい働いたが, 金を払って仕事を見つけるのはいやな体験だったので, 自分で日本語を勉強し求

人情報誌を買って, 電話番号を頼りにあちこちに電話して仕事を探すようになった｡ アルバイト
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ニュースに出ていた白樺湖のプリンスホテルで, 清掃や皿洗いなどの仕事を４�月くらいしたが,

観光シーズンが過ぎたらクビになった｡ それからいくつか仕事を変わったが, 貯金目的ではない

ので適当に働いて雰囲気の良い千駄木に住んだ｡ そのとき, 千駄木の飲み屋で飲んでいたら, 日

本人に声をかけられて, 彼の経営する田端のパブでマスターをすることになった｡�氏の場合：まず, 友人の紹介で京成小岩にある養豚・養鶏場で１�月くらい働いたが, 朝が早く

通勤も１時間ぐらいかかるのに, 月に８～９万円程度なのですぐやめた｡ また友人の紹介で, 茨

城県八千代町にある段ボール製造工場で１年くらい働いた｡ 月給は10万円くらいだったが, 住居

と食事が現物支給された｡ それから千葉県にいる従兄弟が働く鉄筋建設の会社で働いたが, 残業

が少ししかなく大変だったので, １年でやめて八千代町の段ボール工場に戻った｡ しかし, 貯金

するために重労働をすることにして, 前に働いた鉄工所の社長が経営する別の建設会社で働かせ

てもらった｡�氏の場合：日本に着いて, 川口に住む学校の同級生のアパートに居候し, 仕事を探していた｡ １

週間くらいして, たばこを買いに外に出たとき, 自動車で通りかかった日本人が, 自分を外国人

とみて仕事をしないかと言ってきた｡ 仕事がなかったから, その場で承諾して家に帰って荷物を

まとめて連れていってもらった｡ 自分を連れて行ったのは, 大田区にある小松製作所の下請でバ

ルブを作る会社の社長だった｡� 転職について

マームド (1993) は, バングラデシュ人労働者について転職後に賃金が上がっていることなどか

ら, 転職が上昇移動に結びついているとした｡ 表５をみると, 月あたりの所得は転職を繰り返す毎

に着実に上昇し, 最初の職場と比べると５番目の職場の月収は２割以上高くなっている｡ しかし,

よりよい職場を求めた転職のほかにも, 解雇されて転職する場合や人間関係が悪くなって転職する

場合など, いくつかのタイプがある｡ 以下では, 平均値には現れない転職のバリエーションをみて

いくことにしよう｡

表５ 80年代就労者にみる転職の効果
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出典：マームド (1993：34), 一部省略してある｡

主 要 特 質 雇用１ 雇用２ 雇用３ 雇用４ 雇用５ 全 体

就労期間 (月) 10.74 9.76 7.91 6.39 6.80 10.01

週当たりの労働時間 55.51 56.26 56.18 55.39 57.00 55.83

職場と住居の距離 (㎞) 17.82 16.53 16.50 4.30 4.13 16.62

月当たり所得 (千タカ) 43.45 45.60 47.19 48.13 53.13 44.76

従業員数 (合計数) 40.65 44.79 55.09 54.74 44.38 44.13

日本人 33.98 39.79 47.25 48.91 34.75 37.73

バングラデッシュ人 5.65 6.24 7.22 7.26 9.38 6.09

その他 外国人 1.02 0.91 0.62 2.57 0.25 0.97



�上昇移動のための転職�
聞き取りを行った範囲では, １時間当たり賃金は400～1,500円までのばらつきがあり, 職場によ

り稼げる金額は大きく異なる｡ しかも, 採用直後の時間給は熟練や学歴とは関係なく, どのような

求人情報が得られたかに大きく依存する｡ そうであるがゆえに, 常に条件のよい職場に関する情報

をもたらす親族・友人関係はその後の移動に直結するし, �26 氏や�27 氏のように自ら飛び込みで仕

事を探すことも多い８｡�14 氏の場合：羽田についてから東京で１泊し, 友人に電話して仕事の情報をもらい, 翌日に太田

にいった｡ ここでは, スバル関係のプレス工場で３�月働いたが時給が800円であまり高くなかっ

たのでやめた｡ それから鹿沼にあるプレス工場で５年働いた｡ 時給は1,100円で残業は20％プラ

スだった｡ 夜11時ぐらいまで残業をすることもあったが, 最後のほうはあまり残業しなかった｡

さらに, 友人の紹介でクボタのトラクターのシリンダーをつくる会社で５年ぐらい働いた｡ 1,80

0人ぐらい従業員がいる会社で, ブラジル人が多かった｡ 時給は1,300円で, 月に40万円ぐらいも

らえるときもあったが, アパートに入管がきて, 自分も含むバングラデシュ人24人が捕まって強

制退去になった｡�26 氏の場合：来日して２�月は田端に住む友人の友人の家に, それから６�月は日暮里に住む友

人の家におり, そのうち３�月は有楽町の居酒屋で働いていた｡ その間, 多摩川の近くを歩きな

がら自分で会社をまわって仕事を探した｡ 川崎にあるサンヨーの下請のプラスチック部品会社で

雇ってくれることになり, 時給は1,100円になった｡�27 氏の場合：成田にある窓枠のゴムを作る工場で働いていたが, 時給は900円だった｡ 日立市にあ

る友人の家に数日間遊びに行ったときに, 周囲の会社を自分でみて面接に行き, 日立製作所の下

請け工場で採用してもらい, そこで10年間働いた｡�40 氏の場合：葛飾区金町のメッキ工場の仕事を友人が見つけ, そこで１年働いた｡ 時給は400円で

朝７時から働いたのに８～10万円にしかならず, 全く送金できないのでやめた｡ 次に, 親戚が近

くの建設現場でのコンクリートの基礎作りの仕事をみつけてくれた｡ ここは, 時給700円で１�
月16万円くらいになったが, 働きだして３年くらいして入管に捕まった｡ 帰国後ブローカーを使っ

て再渡航し, 日本にいる友人に見つけてもらっていた蒲田の銅メッキ工場で働いた｡ 当初の時給

は980円で, １年後1,000円になった｡ 勤続４年目からは, 夏冬に５万円くらいボーナスが出た｡�人間関係悪化による転職��氏や�50 氏のように, 外国人相互の関係が悪くなり, それでやめさせられたり自らやめたりし

た例もいくつかあった｡ �50 氏の場合, 最初の建設の仕事は肉体的に辛いから, 次のゴム工場の仕

事は賃金不払いが原因で, ３番目のペンキ塗りの仕事は通勤時間が長いためやめている｡ ４番目の

ボルト工場では, 働き続けようと思えば続けられたというが, やめて条件の悪い職場に移っている｡
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�氏の場合：越谷のペットボトル加工工場で５年働いた｡ ここでは時給1,200円でボーナスも１年

２回出て一番条件が良かった｡ 人手が足りないので, バングラデシュ人の友人を１人入れたが,

自分ほど仕事ができなかったため, 自分に対して嫉妬して作った製品を切ったりするような妨害

をされ, 妨害されたのを社長が信じてくれないので自分から仕事をやめた９｡�50 氏の場合：来日当初は, 京成鬼越にある友人の家に１～２�月世話になり, 船橋で仕事が見つ

かったため船橋に引っ越した｡ 仕事はビル建設でもっともきついもので, 大変なので２�月くら

いでやめた｡ 時給600円で月給12～16万円だったが, 賃金の相場を知らなかったから安いとは思

わなかった｡ それから, 京成町屋にあるゴム加工工場で３～４�月働いたが, 熱いものを扱うか

ら大変だったし, 食費と住居費くらいしかくれず, 賃金を先延ばしにされた｡ そのため, この工

場をやめて京浜急行の大鳥居駅近くでペンキ塗りの仕事を１�月した｡ 時給1,000円で月に18万

円くらいになったが, 船橋から通うのは大変で２時間もかかり, 朝５時に起きないといけないか

らやめた｡ その後, 市川にある神戸製鋼下請のボルト工場の仕事をみつけ, そこで５年間働いた｡

最初は時給900円だったが, 最後は仕事を覚えて1,200円まで上がった｡ バングラデシュ人の他,

パキスタン人やスリランカ人など10人くらい働いていたが, 外国人同士での関係が悪くなり, 見

かねた社長がクビにした｡ そのときに, ｢お前はいてもいいが他の人をやめさせるから, 一旦や

めて他の所で少し働いて戻って来い｣ と言われたが, 気持ち良くないので次の仕事を探し, 小岩

にある印刷会社で１年働いた｡ 時給1,000円で１�月22～23万円だった｡�強制的転職�
解雇や倒産による転職は, 自発的な転職ほど多くはなかった｡ 賃金の不払いがあったという者は

４人で, いずれもしばらく我慢してから転職している｡ それ以外では, 警察から ｢不法就労防止｣

を促す文書が送付されてきたため, やめさせられたという例がいくつかあった｡�氏の場合：藤沢の金属塗装会社で91年～94年まで働いていた｡ 賃金は一番良くて１時間1,250円

に残業時には残業手当がついたが, 警察からオーバーステイの外国人を雇うなという手紙が来た

ため, １�月分の給料とボーナスをもらってやめさせられた｡ それから自動車修理工場で仕事を

見つけるまで, ２～３�月間仕事がなかった｡ 仕事があるという話は聞いていたが, 知り合いに

聞いてもなかなか電話番号を教えてくれない｡ 友達に仕事の情報を教えるとタダで教えることに

なるが, 知らない人に紹介すれば紹介料をとることができるのでなかなか教えてくれなかった｡

自動車修理工場では, ８時間１万円で事務所の上に住んでいたから住居費光熱費はただだった｡

しかし, 会社が給料を不払いするようになってきたので, たまたま友人と通りかかった横浜のプ

ラスチック工場で交渉して仕事を見つけ, 自動車修理工場をやめた (この工場は後に倒産)｡ 新

たに入ったプラスチック工場は, 社長は良かったけれども意地悪する社員がいて居心地が悪く,

仕事もそれほど多くないためやめて, 近所のクリーニング工場に移って３�月後, 工場に入管職
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員が踏み込んで捕まった｡�氏の場合：越谷のペットボトル工場をやめてから, 銚子郡にあるプレスの会社で働く友人に紹介

してもらい, ３�月働いた｡ 仕事は一番楽だったが, 自分の仕事が早いから他のバングラデシュ

人に妬まれて, 辞めるよう脅かされてやめた｡ その後, バングラデシュ人の友人の紹介で, 印旛

村の鉄工所で働いていた｡ 朝から遅いときには夜12時まで１�月働いた｡ しかし, 仕事がなくなっ

てそれから自宅待機が続いて10万円しかもらえず, 結局不払いの給料をとりにいってものらりく

らりとかわされて, 25万円不払いのままやめた｡ そしてまた越谷に戻り, 友人の紹介で５�月間

板金の仕事を続けた｡ しかし, 景気が悪くて働いている間に倒産してしまい, 時給は900円から

CADを扱うようになって1,200円に上がっていたが, 結局25万円が不払いになった｡ それから１�月友人の家に居候して仕事を探し, 情報をもらって大宮の住宅建設現場で働いた｡ しかし, 生

コンを作る手伝いやブロック搬入などが作業内容であり, 自分はエンジニアなのにそんな仕事は

いやだ, と友人にお願いして岩槻にあるローラーのボディをつくる会社で, 錆止めの塗装を１年

間やっていた｡ そのころ, 岩槻に何度も入管が摘発に来たので, 怖くなって働いていた外国人も

全員やめて越谷に戻ったが仕事がなく, 千葉県の白井町にあるネジ工場で１�月の契約で働いた｡

その後, 鎌�谷の部品工場で１年くらい溶接をしたが, 警察が来て外国人を雇わないように言っ

たので, １�月前に予告されて給料をもらって解雇された｡ それから４�月は仕事が見つからず,

友人の家に泊まっていた｡ その後, 越谷に戻って部品塗装の仕事を見つけたが, １年ちょっと経

過した2000年11月に入管が会社に来て摘発された｡�氏の場合：来日当初は蒲田のメッキ工場で働いていたが, 仕事がないから来なくていいといわれ

て, 一緒に働いていたバングラデシュ人２人と共にやめさせられた｡ それから, 茂原に住む友人

の職場の隣にある雨戸工場を紹介してもらい, 帰国するまでずっと働きつづけた｡�氏の場合：日本に来て３�月後に, ブローカーに５万円払って茨城県八千代町の仕事を教えても

らい, ９年半働いた｡ 段ボールの会社で, 残業をのぞく給料は当初安く10万円だったが, 15万,

18万と上がり, 最後の３年は20万円だった｡ 会社の２階に住んでいたから家賃と光熱費はタダで,

電話代だけ払った｡ しかし, 景気が悪くなってからはバングラデシュ人を５人も雇えないし, ボー

ナスも払えないと言われた｡ この時には写真の見合いで今の妻と結婚したばかりであり, ネック

レスなども買わないといけないため, 少し貯金しないといけなかった｡ そのため, またバングラ

デシュ人ブローカーに仕事を斡旋してもらい, 建物の内装工事をした｡ 給料は月25万円くらいだっ

たが, アパート代２人で６万円を折半しなければならず, 思ったほど貯まらなかった｡�転職せず長期間つとめた場合�
転職せず長期間勤めた者は, ほぼ例外なくその企業に良い印象を持っている｡ ５年以上の長期同

じ会社で働いた者は７人になり, そのうち３人は熟練に伴い昇給している｡ �氏と�氏は昇給こそ

しないものの, 好条件で長くつとめた例である｡
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�氏の場合：三重県長島町の金属加工工場で７年間働いた｡ 社長は自分がダッカ大卒で賢いからと

言ってかわいがってくれた｡ セールス部門のディスプレイのセクションにおり, そこの責任者に

もなったし, 自分のもとで日本人も仕事をした｡ １日１万２千円, 月給は27～30万円くらいだっ

たが, まだそこで働いている人によると, 自分が帰国してから日給が１万円に下がったという｡�氏の場合：群馬にいる友人と社長が知り合いで, 友人の紹介という形で東松山の工場に入り, 10

年働いた｡ 最初はそんなに続くとは思わなかったが, いろいろなことを勉強しながら続けた｡ 働

き始めて１�月で冗談をいったり笑ったりできるようになった｡ 話したいことも話せるようになっ

たし, 友人５人が同じ会社にいたこともあるから, 楽しく働くことができて寂しくはなかった｡

自分はNC工作機械のプログラムを担当しており, プログラムができるようになったから社長は

喜んでずっといてくれというし, 家族みたいにして会社も大きくなっていった｡ 仕事が間に合わ

ないと社長も11～12時まで働くような会社で, そうした姿をみると自分達ももっと頑張ろうと思

えた｡ 時給も当初780円だったのが最後には1,300円まで上がった｡�氏の場合：日本についてすぐ, 足立区に住む学校時代からの友人の家に身を寄せ, 友人が働く樹

脂フィルムの加工工場に入れてもらった｡ 強制送還になるまで, ８年間ずっとこの会社で働いた｡

時給1,250円で５時からは25％上乗せ｡ ずっと９～10時まで仕事していた｡ 自分はフォークリフ

トを運転できた｡ 社長も妻も非常にいい人で, 残業の時にはいつもスイートポテトなどを差し入

れしてくれる｡ 強制送還になったときにも, 自分の部屋の荷物をシーツに至るまですべて送って

くれた｡ 社長は土地持ちで, 何軒も賃貸の住宅を持っており, そのうちのアパートの１つに住ん

でいた｡ 家賃はただで光熱費は自分持ちだった｡ 寒いときにはヒーターを, 暑いときにはエアコ

ンを, そしてベッドも会社の費用で設置してくれた｡�27 氏の場合：日立市にある日立製作所の下請の部品工場で10年間働いていた｡ 最初は時給1,050円

だったのが, 最終的には1,400円になった｡ 月収も月35万円くらいだったのが, 最後は40～45万

円になった｡ 寮長をしていたときには寮長手当が５万円出た｡ ８年間夜勤で19時～８時, 日本人

がいないときには18時～10時まで働いた｡ 日本人をみれば挨拶して, 真面目に働いた｡ NC工作

機械の使い方も覚え, 周囲の日本人に非常にかわいがられた｡ 特に, その会社の常務にはよくし

てもらった｡ 彼には娘が１人いたが, 結婚してしまい夫婦２人暮らしなので, 息子のようにかわ

いがってくれた｡ 最初に日立で働き始めた時には, アパートが見つからず彼の家に３�月下宿し

た｡ それから彼が保証人になってアパートを借り, 次に会社の寮に住んだ｡ 自分が一生懸命頑張っ

て寮長にもなったときには, 仲間から妬まれ, いろいろ問題が生じた｡ そこで社長が怒っていっ

たん皆をクビにする形で一旦解雇した｡ しかし, 自分はこっそりと社長の知り合いの会社を紹介

してもらい, そこで１�月働き, それからまた会社に戻った｡ そうしないと, 入管に密告されて

しまいかねないからだ｡ その間も, 常務の家に住まわせてもらうような関係で, 自分がバングラ

デシュに帰国してからも, 夫婦で遊びに来て１週間家に泊まっていった｡
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� 帰国の経緯

前稿でも指摘したように, 仕事がなくて帰国した者は50人中２人にとどまる｡ それ以外の者は,

入管に摘発されたか, 家族との関係によるものか, 90年の改訂入管法施行時のデマで帰国したかの

いずれかになる｡�仕事がなくて帰国した場合�
景気後退により仕事がなくなり帰国する, というのが超過滞在者減少の大きな要因と暗黙のうち

に思われてきたし, 移住労働者が景気の調節弁にされているという議論の前提であった｡ しかし,

現実はそれほど単純ではなく, �34 氏や�36 氏はむしろ例外に属する｡ 既出の�氏のように, 仕事が

なければ友人の家に世話になりながら次の仕事を探す ｢都市不安定就労層｣ と化す人もいる｡�34 氏の場合：両国駅のつぼ八で５年間働いた｡ 勤務時間は10時～23時で, 時給1,000円から最後は

1,100円に上がり, 月22～25万円になった｡ しかし, 店長と関係が少し悪くなり, 直接の理由は

よくわからないが, 結局やめさせられた｡ それから仕事をいろいろ探したが見つからず, 貯金が

減るだけだから帰国した｡�36 氏の場合：４年していた溶接の仕事は, 最初時給1,000円で１�月18～20万円だったが, だんだ

ん仕事が減って月収が下がっていった｡ 最後の方は週に数日しか仕事がなく, 給料が12万円くら

いになると, もう送金できない｡ バングラデシュ人は周囲にいないから, １人暮らしで家賃が４

万円, 光熱費と電話代がそれぞれ１万円, 食費が３万円で最低９万円はかかる｡ ビザがないと仕

事がない時代だから, 日本で働くのをあきらめて入管に出頭して帰国した｡�入管に摘発された場合�
入管に摘発された例がもっとも多く, 24人と全体の半数近くにのぼる｡ その多くは, 住んでいた

アパートに入管職員が踏み込むか, 職場に入管職員がくるかのいずれかであり, �氏や�44 氏のよ

うな例は珍しい｡�氏の場合：そろそろ帰国しようと思って, ビデオデッキなどいろいろ買いためていた｡ 2000年１

月まで働くと, 月末にボーナスが出る｡ それをもらって帰ろうと思っていた｡ 1999年12月に, ５

時まで仕事してカラバオの会の事務所に行くため, 急いでいて警察に捕まった｡ なぜそんなに急

ぐのかと不審に思われたようだった｡ 警察には55日拘留され, １週間に１回くらい警視庁の本庁

に連れて行かれた10｡�44 氏の場合：茨城県で建設作業員をしていたが, 自動車を運転していて事故を起こして３�月間

警察に拘留された｡ 裁判にもかかり, 結局執行猶予がついて強制送還された｡
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�家族との関係による場合�
結婚も含めて家族との関係によって帰国した者は, 16人と３割以上にのぼる｡ 既婚で日本に来た

場合には, �氏や�氏のように妻子を呼び寄せることを考えた者も複数おり, それができないとわ

かって帰国を考えるようになる11｡ 未婚者の場合, 親の病気か結婚が帰国のきっかけとなった場合

が多い｡�氏の場合：ずっと日本にいたかったがビザの切り替えができない｡ ５年目からホームシックにな

り, 夜には泣いたりしていた｡ 家族を呼ぼうと思ったが, 何年住んでもアメリカのようにグリー

ンカードがもらえるような仕組みがないと分かった｡ 子どもには, 金を送らなくていいから早く

帰ってきてと電話で言われて辛かったため, 自分で出頭して帰国した｡ バングラデシュに帰って

来た理由は, ひとつには金が十分たまったからであり, 毎月定額送るようにしたからたくさんた

まった｡ もう帰っても大丈夫だと思った｡ ふたつめには, 家族がバングラデシュにいるからであ

り, 子どもとよき生活を送ろうと思った｡�氏の場合：友達の紹介で, プレス工場で働きはじめた｡ ずっとプレスの仕事をしてきたので, 仕

事も日本人よりうまくなってしまい, 社長も子どもが一人娘だったので, 息子のようにかわいがっ

てくれた｡ 時給は当初1,200円で最後には1,500円まであがった｡ 自分は外国人だから工場長や係

長になったりはしないが, 他の人に仕事を教えたり, 重要な仕事をまかされもした｡ 仕事がうま

くいっていたし, もうバングラデシュには帰らないと思ったが, 兄, 姉ともに結婚して母が１人

になってしまった｡ 兄が仕事で北米に行く途中に日本に寄って, そのとき母に電話をかけて, 帰っ

てきて欲しいといわれたので帰国を決心した｡ 母は自分を勘当同然にした過去のことなど忘れて

しまったようだった｡�氏の場合：妻を日本に呼び寄せようと思ったが, 湾岸戦争のために日本にくるビザをとれなかっ

た｡ 妻が日本に来れば日本に定住したと思うが, それもかなわず妻が寂しがるので, 入管に出頭

して帰国した｡�氏の場合：帰国したら日本に戻って来られないから, バングラデシュに帰ろうと思ってもふんぎ

りがつかなかった｡ 茨城県八千代町から大田区に移った時に給料がアップし, そのときに父親が

病気になったのでお金を送って良い医者にかかってよくなった｡ よくなってから, 父親が死ぬ前

に自分の顔をみたいと言って泣き, 自分も泣いた｡ それなら帰ると言って入管に出頭した｡�35 氏の場合：父が病気になり, 右半身不随になった｡ 毎週電話するたびに, 父親が泣いて帰って

きてくれというようになったため, 自分も辛くなって帰国することにした｡�46 氏の場合：父母や妻がいるし, 子どもも２歳半だったので, 自分で入管に出頭して帰った｡ 妻

子がいなければあと２年は日本にいただろう｡ 日本での生活は非常に快適だったし人はいつもフ

レンドリーで, よくしてくれた社長のことは忘れられないが, 離陸した瞬間非常に爽快な気分に

なった｡ 妻子をバンコクに呼んで合流し, タイで遊んだり買い物をたくさんしたりして, それで
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20万タカ使ってしまった｡

５. ｢多様性の強調｣ から構造分析へ──まとめと次なる課題について

ここまでみてきた限りでは, 滞日バングラデシュ人労働者を ｢景気後退にともないマージナル化

を余儀なくされた存在｣ として十把一絡げに捉えるのは無理がある｡ 帰国の動機も, ライフサイク

ル上の要因か入管による摘発であり, 経済的な要因によるものではない｡ 賃金不払いのような権利

侵害を受けた人がいる一方で, 熟練形成に伴い内部労働市場を上昇した人も, 転職によりより良い

仕事を得た人も, それ以上に存在した｡

このような超過滞在者内部での多様性を強調することは, ｢外国人労働者｣ に対するステレオ

タイプを相対化する意味で必要なことだろう｡ さまざまな構造的制約を受けながらも自らの持てる

資源を使って道を切り開いた軌跡は, 単純な ｢被害者｣ や ｢不法滞在者｣ 像には収まりきれない｡

しかし, そのような本稿の予備的な作業の次の課題として, これまでみてきた多様な職業経歴から

一定の規則性や傾向を分析することが必要になる12｡ それにより, 滞日バングラデシュ人の──ひ

いては超過滞在者一般の──労働市場の推移を明らかにし, 80年代以降の経験を捨象したかのよう

な ｢外国人受け入れ論争｣ が再燃している現在, 過去15年の知見と教訓を引き出すことが, まっと

うな社会科学のあり方として求められている｡

【注】

１ 以下の記述は, 2002年８月26日～10月16日までバングラデシュで行われたインタビュー調査に

基づいている｡ 調査方法などについて詳しくは, 樋口・稲葉 (2003) を参照｡ 登場する帰還移民

の番号は, すべて上記原稿と同一のものである｡

２ この点は, 丹野 (1999) も自らの調査に基づいて指摘している｡

３ この序列は稲上ほか (1992: 20) の図に基づいている｡ 序列のつけ方や対象となる国籍集団の

選択は, 論者によって多少のバリエーションはあるが, 大きな相違はない｡

４ 一般に, 南・西アジア出身者の方が高い日本語能力を持つことは当たっているだろうが, 彼ら

が特別高い学歴を持つとは必ずしもいえない｡ フィリピン人の学歴の高さも指摘されており

(e.g. 青木 1992), 駒井の説明は全体としてアドホックにすぎる｡

５ 各年の居住地は, 回答者が該当年にもっとも長く住んでいた都府県を指す｡ たとえば, １年の

うちに東京から千葉へ, さらに茨城へと移った場合には, ３都県のうちもっとも長く居住したと

ころを計数してある｡ 以下で登場する年ごとの職種や就職地の表も, 同じようにしてまとめた｡

６ 駒井の依拠するデータは, 入管法違反で強制退去処分を受けた者全体のものであり, そのため

本稿のデータとの食い違いに関して２つの可能性が考えられる｡ 第１は本稿のサンプリングのバ

イアスであり, 第２はバングラデシュ人就労者の特徴が図１に現れているという可能性である｡

７ イラン人・パキスタン人のブローカーについては, 丹野 (1998b) が詳しい｡
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８ このような人間関係と求職ルートに関しては, 雇用主側の人間関係との入り組んだ関係も含め

て分析した丹野 (1998a) の詳細な報告が興味深い｡

９ このような同僚からの ｢ねたみ｣ については, 他にも何人かが指摘しており, 仕事を辞める原

因にもなっているという｡

10 2003年４月４日に�氏の日本での雇用者に会った時には, この会社ではもうバングラデシュ人

を雇用していなかった｡ それまでは�氏を含めて３人のバングラデシュ人が10年近く働いていた

が, �氏が拘留されて面接に行くのも ｢みじめだったから｣ と, あとの２人にも帰国するよう促

して帰国させた｡ その後は日本人を雇用しているが, 細かな検査に必要な集中力はバングラデシュ

人の方がはるかに高く, 彼らがいればよかったのにと思うこともあるという｡

11 �49 氏のように後から妻を呼び寄せて一緒に働いた例も１人だけではあるがいた｡

12 この点については, 時間当たり賃金により労働市場における位置づけの変化を分析した別稿を

準備中である｡
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茨城大学教養英語教育の理念と目標

｢『英語が使える日本人』育成のための行動計画｣ の一環として

福 田 浩 子

０. はじめに

本稿の目的は, 茨城大学英語教育改革プロジェクトに端を発した本学教養英語教育改革において,

どのような理念を定め, どのような目標を設定したかを明確にし, その社会的, 理論的背景を明ら

かにすることである｡

１. 英語教育をめぐる日本の環境変化

１. １ 開化と国際化

20世紀末になってから, 日本でも ｢国際化｣ や ｢グローバル化｣１ ということが盛んに言われる

ようになったが, 実は, このような動きの萌芽は20世紀初頭にすでに日本に存在したと思われる｡

1900年, 五高で英語主任をしていた時に文部省の辞令によってイギリスに留学し, 1903年に帰国し

たのち, 東京帝国大学英文科と一高で教鞭をとった夏目漱石２は, 1911年 (明治44年) に和歌山で

行った講演の中で, 次のように述べている｡

それで現代の日本の開�は前に�べた一般の開�と何處が�ふかと云ふのが問題です, 若し一

言にして此問題を决しやうとするならば私はかう斷じたい, 西洋の開� (�ち一般の開�) は内

發的であつて, 日本の現代の開�は外發的である, こゝに内發的と云ふのは内から自然に出て發

展すると云ふ意味で丁度花が開くやうにおのづから蕾が破れて花瓣が外に向ふのを云ひ, �外發

的とは外からおつかぶさつた他の力で巳むを得ず一種の形式を取るのを指した積なのです, モウ

一口�明しますと, 西洋の開�は行雲流水の如く自然に働いてゐるが, 御維新後外國と交渉を付
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１ ｢21世紀日本の構想報告書｣ 第１章にも, 次のような記述が見られる｡ ｢グローバル化 (グローバリゼーション) はもはや

プロセスではない｡ それはれっきとした現実である｡ 世界の市場とメディアの一体化が進んでいる｡ 人, モノ, カネ, 情報,

イメージが国境を越えて自由に, 大規模に, 移動する｡ 国の垣根はますます低くなり, 瞬時に世界は影響しあい, 地球はぐ

んぐんと狭くなっている｡ この流れは21世紀にはさらに加速されるだろう｡ その結果, 経済・科学・学術・教育などのさま

ざまな面で, 制度や基準の汎用性と有用性が世界標準に照らされ, 問われ, 評価される｡ いずれの国でも, それまでの制度

や慣行を世界的な視点や基準から見直し, 再評価し, 変えざるをえなくなっていくだろう｡ 制度と基準の大競争時代の到来

である｡ その影響は政治と外交から経済, 社会, 生活にも及び, 国の中だけで完結する ｢閉ざされたシステム｣ は空洞化し,

疲弊していくだろう｡｣ 首相官邸のホームページより引用｡ 21世紀日本の構想懇談会 (2000b)｡

２ 吉田 (1965) pp.354～370参照｡



けた以後の日本の開�は大分勝手が�ひます, 勿論何處の國たつて隣づき合がある以上は其影響

を受けるのが勿論の事だから吾日本と雖も昔からさう超然として只自分丈の活力で發展した譯で

はない, ある時は三韓�或時は支那といふ風に大分外國の文�にかぶれた時代もあるでせうが,

長い月日を前後ぶつ通しに計算して大体の上から一瞥して見るとまあ比較的内發的の開�で�ん

で來たと云へませう, 少なくとも鎖�排外の空氣で二百年も魔醉した揚句�然西洋文�の刺戟に

跳ね上つた位�烈な影響は有史以來まだ受けてゐなかつたと云ふのが�當でせう, 日本の開�は

あの時から�劇に曲折し始めたのであります, 又曲折しなければならない程の衝動を受けたので

あります, 之を前の言葉で表現しますと, 今�内發的に展開して來たのが, 急に自己本位の能力

を失つて外から無理押しに押されて否應なしに其云ふ通りにしなければ立ち行かないといふ有樣

になつたのであります, 夫が一時ではない, 四五十年前に一押し押されたなりじつと持ち應へて

ゐるなんて樂な刺戟ではない, 時々に押され刻々に押されて今日に至つたばかりでなく向後何年

の間か, �は恐らく永久に今日の如く押されて行かなければ日本が日本として存在出來ないのだ

から外發的といふより外に仕方がない, 其理由は無論明白な話で, 前詳しく申上た開�の定義に

立戻つて�ベるならば, 吾々が四五十年前始めて打つかつた, �今でも接觸を�ける譯に行かな

いかの西洋の開�といふものは我々よりも數十倍勞力�約の機關を有す開�で, �我々よりも數

十倍娯樂�樂の方面に積極的に活力を使用し得る方法を具備した開�である, 粗末な説明ではあ

るが, 詰り我々が内發的に展開して十の複雑の程度に�んだ開�を漕ぎつけた折も折, 圖らざる

天の一方から�に二十三十の複雑の程度に進んだ開�が現はれて俄然として我等に打つて懸つた

のである, 此壓迫によつて吾人は巳を得ず不自然な發展を餘儀なくされるのであるから, 今の日

本の開化は地�にのそりのそりと歩くのでなくつて, やつと氣合を懸けてはぴよいぴよいと飛ん

で行くのである, 開�のあらゆる階段を順々に踏んで�る餘裕を有たないから, 出來る丈大きな

針でぼつぼつ縫つて�ぎるのである, 是の地面に觸れる所は十尺を��するうちに僅か一尺位な

もので, 他の九尺は通らないのと一般である, 私の外發的といふ意味は是で畧御了解になつたら

うと思ひます３｡

(中略)

西洋人と交際をする以上, 日本本位ではどうしても旨く行きません, 交際しなくとも宜いと云

へばそれまでゞあるが, �けないかな交際しなければ居られないのが日本の現�でありませう,

而して�いものと交際すれば, どうしても己を棄てゝ先方の�慣に從はなければならなくなる,

我々があの人は肉刺の持ちやうも知らないとか, 小刀の持ちやうも心得ないとか何とか云つて,

他を批�して得意なのは, つまりは何でもない, たゞ西洋人が我々より�いからである, 我々の

方が�ければ彼方に此方の眞似をさせて主客の位地を易へるのは容易の事である, がさう行かな

いから此方で先方の眞似をする, しかも自然天然に發展して來た風俗を�に變へる譯にいかぬか
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ら, たゞ器械的に西洋の禮式抔を覺えるより外に仕方がない, 自然と内に�酵して釀された禮式

でないから取つてつけた樣で甚だ見苦しい, 是は開�ぢやない, 開�の一端とも云へない程の些

細な事であるが, さう云ふ些細な事に至るまで, 我々の�つてゐる事は内發的でない, 外發的で

ある, 是を一言にして云へば現代日本の開�は皮相上滑りの開�であると云ふ事に歸着するので

あります, 無論一から十まで何から何までとは言はない, 複雑な問題に對してさう�激の言葉は

愼まなければ惡いが我々の開�の一部分, 或は大部分はいくら己惚れて見ても上滑りと�するよ

り致し方がない, 併しそれが悪いからお止しなさいと云ふのではない, 事實巳むを得ない, �を

呑んで上滑りに滑つて行かなければならないと云ふのです４｡

漱石は, 日本の国費でイギリスに留学し, 英語の教師として教鞭をとっていた｡ 当時漱石がこの

日本の方向性を憂慮し, また, 現代日本の開化ということが一般の日本人はよくのみこめていな

い５と当時の日本人の時代認識を憂慮していたことは窺われるが, 筆者の知る限り, 特に英語とい

う言語の使用やその教育との関連性について述べてはいない｡

１. ２ 戦後の英語教育論争

戦後, 英語教育をめぐって議論を巻き起こしたものの１つは, 平泉渉によって提案された ｢外国

語教育の現状と改革の方向 ひとつの試案 ｣６ であろう｡

この試案の主旨は, それまでの外国語教育の効率の悪さを指摘するとともに, 解決策を提示する

ものである｡ 平泉７は, 事実上全国民が中等教育の課程に進むようになったことから,

１. 外国語教育という問題が全国民にとっての問題となったこと

２. その効率の悪さが更に一段と悪化しているようにみえること

をあげ, ｢高度の英語の学習が事実上全国民に対して課せられている｣ にもかかわらず, ｢その成果

はまったくあがっていない｣, すなわち, 会話能力が欠如しているだけでなく, 学習したはずの外

国語が ｢ほとんど読めず, 書けず, わからない｣ というのが実状だとしている｡ その理由として,

平泉は,

１. 学習意欲の欠如

２. 受験英語の程度が高すぎること

３. 英語という日本語と語系の異なる対象に対して, 欧米において行われているのと同様な不効
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４ 夏目 (1911), pp.350～351｡

５ 夏目 (1911), p.326｡

６ 昭和49年４月18日に当時自由民主党政務調査会国際文化交流特別委員会副委員長であった平泉渉氏によって提案された｡

その後, 雑誌 『諸君！』 (昭和50年４月号, 文藝春秋) が, これに反対する上智大学教授渡部昇一氏の ｢亡国の 『英語改革

教育試案』｣ を掲載したところから, 論争が始まった｡ 平泉＆渡部 (1995), p.８｡

７ 以下, 平泉＆渡部 (1995), pp.９～14｡



率な教授法が用いられていること

の３つを挙げている｡ １については, 特にわが国では外国語能力のないことはまったく不便をきた

さないので, 現実の社会では誰もそのような能力を求めていない, したがって英語が単に高校や大

学への進学のための ｢受験用の 『必要悪』｣ になっていると指摘した｡

この解決策を見出すために,

１. 外国語教育を事実上国民子弟のすべてに対して義務的に課することは妥当か

２. 外国語としてほぼ独占的に英語を選んでいる現状は妥当か

３. 成果を高める方法はないか

の３つを検討すべき問題として挙げ, ７項目の改革方向の試案を提案した｡ これは, 中等教育にお

ける外国語教育の対象を主として英語にすることは妥当であるとしながらも, 外国語を義務教育の

対象とするのは無理であるとし, その代わりに中学では ｢世界の言語と文化｣ といった広く基本的

な常識を授ける教科を設け, 英語は外国語の１つの常識として中学１年修了程度まで教授する, 高

校では外国語教育を行う課程とそうでないものを分離し, 外国語学習過程は厳格に志望者のみを対

象として毎日少なくとも２時間以上の訓練と毎年少なくとも１か月にわたる完全集中訓練を行う,

大学入試には外国語を課さない, 外国語能力に関する全国規模の能力検定制度を実施し, ｢技能士｣

の称号を設ける, といった内容のものであった｡

この試案では, 最後に外国語教育の目的について次のように述べられている｡

わが国の国際的地位, 国情にかんがみ, わが国民の約５パーセントが, 外国語, 主として英語

の実際的能力をもつことがのぞましい｡

この目標が実現することは将来においてわが国が約六百万人の英語の実用能力者を保持するこ

とを意味する｡ その意義ははかりしれない８｡

その後, 1997年に６月に ｢21世紀を展望した我が国の教育の在り方について｣ という中央教育審

議会第二次答申が公表された｡ この中には, 大学の入学者選抜についての改善が盛り込まれ, 大学

入試から英語をはずしてもいいという見解が示されたことから, 新たな議論９を呼ぶこととなった｡

以下がその答申内容である｡

外国語, 特に英語については, コミュニケーション能力の育成などを目指す改善の方向を踏まえ,

入学者選抜においてリスニングを取り入れたり, 履修科目等指定制を活用したり, あるいは英語検

定などを活用することをもっと考えるべきである｡ 大学入試センター試験をはじめ, 各大学等にお

ける試験の問題の改善が図られつつあるが, 一部の大学における英語の出題内容等の在り方が, 文
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法や構文等に関する内容に重きが置かれていることなどにより, 高等学校以下の英語教育の改善を

阻害している一つの要因となっているとの指摘もあり, 英語教育だけでなく, 試験の問題について

も一層の改善の努力が求められる｡ また, 英語については, 他の科目と比べると, 学力試験におい

て必須科目として課されることが多いという傾向が見られる｡ そのこと自体は, 国際化に対応した

教育を進めていく上で否定できないが, 各大学・学部が, 自らの教育理念や目的に応じながら, 履

修科目等指定制や英語検定の活用などを進める一方, 例えば, 入学定員の一部について英語を受験

科目として課さないということも柔軟に考えていってよい10｡

これと前後して, 22年間の滞米生活とビジネスマンとしての活動, ＭＩＧＡ (Multilateral

Investment Guarantee Agency) 長官としての経験を踏まえて, 寺澤芳男が ｢ビジネス語は英語

になる｣ と予測し, ｢英語を話せるリーダーを作るための教育改革｣ を提唱した11｡

平泉と同じように社会の要請という立場から提案されたものであるにもかかわらず, 寺澤は英語

を話せるリーダーを養成するための方法として, まず小学校から英語の授業を設けるべきだと述べ,

最も重要な中学, 高校の英語教育では, 英語を母語とする先生から英語で授業を受けるようにした

ほうがよいと提案した｡ また, 大学では, 経済学や理科系の科目など科目によっては12大学の授業

を英語で学ぶことを勧め, どの大学でも ｢先生も生徒も授業で英語を使い, テキストも試験も英語

というような講座を, せめて三割は作るべきだ｣13 と主張した｡

平泉と寺澤は, 基本的には似た立場にたって議論しているが, 平泉がエリートと一般の教育を分

けて考え, その結果, 入試から英語をはずしてもよいという立場をとったのに対し, 寺澤はエリー

ト養成のためにより英語教育に力を注ぐべきだという立場をとっている｡ これは, この約四半世紀

の間に, 日本のおかれている環境がより英語の必要性が高まる方向に変化していることを反映して

いるともいえるだろう｡

2000年には, 小渕内閣のもとで, 首相の諮問機関 ｢21世紀日本の構想｣ 懇談会が, 国際対話能力

(グローバル・リテラシー) のための英語重視の考え方を打ち出した｡ これを発端に英語の ｢第二

公用語｣ 化の是非をめぐる議論が巻き起こった｡ この議論については, ｢第二公用語｣ ということ

ばが独り歩きした傾向があるので, 少し長くなるが, 以下, 原文を引用したい｡
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９ 例えば田村哲夫 (渋谷教育学園理事長, 中教審委員) が ｢大学入試から英語をはずすべきか｣ (『時事英語研究』 1997年９

月号, pp.22～23, 93) を載せた後, 和田稔 (明海大学教授, 元文部省教科書調査官) が同誌で反論し (『時事英語研究』 199

7年10月号, pp. 22～23), 誌上ディベートが６回にわたって連載された｡

10 文部科学省ホームページより引用｡ 中央教育審議会 (1997)｡

11 寺澤 (1997) 『英語オンチが国を滅ぼす』 東洋経済新報社｡ 寺澤 (2000), pp.179～195参照｡

12 もともと輸入してきた学問や世界共通の学問がその対象としてふさわしいとしている｡ 寺澤 (2000), pp.187～188｡

13 寺澤 (2000), p.188｡



情報技術革命, グローバリズムを乗り越えて波乗りすることは容易でない｡ インターネットと

英語を共通言語として日本国内に普及する以外にないであろう｡ 双方についてマス・レベルで幼

少期より馴染むべきであろう｡

誤解を避けるために強調しておきたい｡ 日本語はすばらしい言語である｡ 日本語を大切にし,

よい日本語を身につけることによって, 文化と教養, 感性と思考力を育むべきは言うまでもない｡

だが, そのことをもって外国語を排斥するのは, 誤ったゼロ・サム的な論法である｡ 日本語を大

事にするから外国語を学ばない, あるいは日本文化が大切だから外国文化を斥ける, というのは

根本的な誤りである｡ 日本語と日本文化を大切にしたいなら, むしろ日本人が外国語と他文化を

も積極的に吸収し, それとの接触のなかで日本文化を豊かにし, 同時に日本文化を国際言語にの

せて輝かせるべきであろう｡

すでに国際化の進行とともに, 英語が国際的汎用語化してきたが, インターネット・グローバ

リゼーションはその流れを加速した｡ 英語が事実上世界の共通言語である以上, 日本国内でもそ

れに慣れる他はない｡ 第二公用語にはしないまでも第二の実用語の地位を与えて, 日常的に併用

すべきである｡ 国会や政府機関の刊行物や発表は, 日本語とともに英語でも行うのを当然のたし

なみとすべきである｡ インターネットによってそれを世界に流し, 英語によるやりとりを行う｡

そうしたニーズに対処できる社会とは, 双方向の留学生が増大し, 外国人留学生の日本永住や帰

化が制度的に容易となり, 優れた外国人を多く日本に迎え, 国内多様性が形成された社会であろ

う｡ 日本が国際活動の流れから外れてしまうジャパン・パッシングを嘆く事態を避けるには, 日

本社会を国際化し多様化しつつ, 少子・高齢化の中でも創造的で活気に満ちたものとすることで

ある｡ それが21世紀の日本の長期的な国益ではないだろうか14｡

この報告書の第１章総論には, 次のような記述も見られる｡

【グローバル・リテラシー】

グローバル化は, 旧来の制度, 慣習, 既得権などにとらわれない時代の到来でもある｡ そこでは,

個々人が国境を越えて新たな挑戦に挑む機会が大きく広がる｡

しかし, そのためには情報を瞬時に自在に入手し, 理解し, 意思を明確に表明できる ｢世界へア

クセスする能力｣ ｢世界と対話できる能力｣ を備えていなければならない｡ 個人がそうした能力,

つまり ｢グローバル・リテラシー｣ (国際対話能力) を身につけているかどうかは, 彼または彼女

が21世紀の世界をよりよく生きるかどうかを決めるだろう｡ 国民が ｢グローバル・リテラシー｣ を

ものにしているかどうかは, 21世紀の国際政治における国のパワーの増減, さらには興亡をも決め

るだろう｡ ｢グローバル・リテラシー｣ の水準の低い国には優秀な人材が寄りつかない｡ 水準が高
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い国には世界中から人材が集まる, という現象が起こるに違いない｡

この能力の基本は, コンピュータやインターネットといった情報技術を使いこなせることと, 国

際共通語としての英語を使いこなせることである｡ こうした ｢読み書き算盤｣ に加えて, 双方向か

つ多数対多数で論議や対話を行う際の表現力, 論旨の明快さ, 内容の豊かさ, 説得力といったコミュ

ニケーションの能力も大切な要素となる｡

日本の現状を考えると, これらの基本能力のどれも不十分である｡ 英語にいたっては, 日本は19

98年のTOEFL (英語能力試験) でアジアで最下位の成績だった｡ コミュニケーション能力の欠如

は日本人自身が痛切に感じているところである｡ 日本のよさや日本の真実を世界に伝えたいと念じ

ながら, それが思うに任せない気持ちを多くの日本人が持っている15｡

１. ３ ｢英語が使える日本人｣ の育成のための行動計画

このような経緯を経て, 2002年７月に ｢英語が使える日本人｣ 育成のための戦略構想16が策定さ

れ, 2003年３月には ｢『英語が使える日本人』 の育成のための行動計画｣17 が公表された｡

この戦略構想の趣旨は, ｢日本人の多くが, 英語力が十分でないために, 外国人との交流におい

て制限を受けたり, 適切な評価が得られないといった事態も生じている｡ 同時に, しっかりとした

国語力に基づき, 自らの意見を表現する能力も十分とはいえない｣18 という現状認識の上に立ち,

｢経済・社会等のグローバル化が進展する中, 子供たちが21世紀を生き抜くためには, 国際的共通

語となっている 『英語』 のコミュニケーション能力を身につけることが必要｣19 なので, 英語力と

国語力をあわせて増進する20プランを打ち出すということである｡

｢『英語が使える日本人』 の育成のための行動計画｣ では, 平成15年度以降５�年で ｢英語が使

える日本人を育成する体制を確立するための, 国としての具体的な行動計画が挙げられ, ｢小・中・
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15 首相官邸のホームページより引用｡ 21世紀日本の構想懇談会 (2000b)｡

16 ｢英語指導法等改善の推進に関する懇談会｣ の報告 (2001年１月) 内容, ｢英語教育改革に関する懇談会｣ (2002年１月より

約１�月に１回ずつ計５回) の内容を踏まえて策定された｡ 文部科学省ホームページ ｢『英語が使える日本人』 の育成のた

めの戦略構想の策定について｣ 参照｡ 英語教育改革に関する懇談会 (2002)｡

17 これに先立って2003年３月17日に ｢『英語が使える日本人』 育成のためのフォーラム｣ が開催され, ｢『英語が使える日本人』

の育成のための行動計画 (案)｣ についての説明と討論がなされた (出席者は, 教育委員会, 小・中・高等学校教員, 大学

等教員, 会社員, 団体職員など, 筆者も含め592名)｡

18 文部科学省ホームページ ｢『英語が使える日本人』 の育成のための戦略構想の策定について｣｡ 英語教育改革に関する懇談

会 (2002)｡

19 文部科学省ホームページ ｢『英語が使える日本人』 の育成のための戦略構想の策定について｣｡ 英語教育改革に関する懇談

会 (2002)｡

20 英語力と国語力, すなわち外国語と母語の力をあわせて伸ばしていくという考え方は, イギリスのLanguage Awareness

Movementを想起させるものである｡ 福田 (1997) 参照｡



高等学校・大学等の国立私立学校関係者, 地方公共団体関係者をはじめとする英語教育にかかわる

あらゆる関係者が, それぞれの立場でこの目標を認識し, それぞれに改善に取り組むこと｣ ｢保護

者, 経済界をはじめ関係団体などの積極的な取り組みのほかひろく国民の方々のご理解が必要｣21

であるとしている｡

すなわち, 漱石が日本の方向性を憂慮して以来約１世紀, さまざまな歴史的経験と議論を経て,

英語が使える日本人を育成するということが, 個人の将来にとっても国家の将来にとっても欠かせ

ない重要な課題であるという認識にいたったのである｡

２. 茨城大学における英語教育改革

２. １ 茨城大学英語教育改革プロジェクトの発足

このような状況の中で, 2001年７月, 茨城大学英語教育改革プロジェクトが発足した22｡ このプ

ロジェクトは, もともとは従来の授業の問題点を解決するために提案され, ｢教養教育における英

語教育を, 聞く, 話す, 書く, 読むの４技能を効率的かつ効果的に修得するための授業へと改善す

るための方策を提案すること｣23 を目標とし, ｢１) 習熟度別クラス編成の導入のための基礎研究お

よび調査, ２) 習熟度別に一貫性のあるカリキュラムモデルの作成, ３) 各習熟度別のモデルシラ

バスの作成, ４) 授業外での自習が効果的に行えるシステムの考案｣24 を柱としたものであった｡

従来の教養英語教育の問題点25とは以下の４点である｡

１. クラス間に連動性がない

そのため, 学生は週２回のクラスをばらばらに受け, １年生で受ける２つの英語の授業内容

のレベルや進度が極端に違っていたり, ２年生になって受けた授業のほうが１年生のときに受

けた授業よりも内容的にやさしくなるといった事態が生じている｡

２. クラスによって評価基準が異なる

そのため, 同じ名称のクラスで同じグレードをとったとしても, 到達した英語力にかなりの

差異が見られる｡

３. 同一クラス内での学生の習熟度に差異がある

そのため, 効率的な授業運営が難しい｡

４. 週２回しか授業がない

そのため, 語学教育の効果をあげにくい｡
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21 文部科学大臣東山敦子 ｢『英語が使える日本人』 育成のための行動計画の策定について｣｡ 文部科学省ホームページより引

用｡ 東山敦子 (2003)｡

22 メンバーは Mary Lee Field, 永井典子, Robert Betts, 西山國雄, 和田尚明｡ 代表者は永井典子｡

23 茨城大学英語教育改革プロジェクト作業部会 (2002), p.1｡

24 茨城大学英語教育改革プロジェクト作業部会 (2002), p.１｡

25 茨城大学英語教育改革プロジェクト作業部会 (2002), p.３参照｡



これらの問題点を解決するために, 茨城大学英語教育改革プロジェクト作業部会では, 熟達度を

はかるテスト26によって習熟度別の５段階のレベル分けを行い, この結果に基づいたクラス編成で,

統一カリキュラムの下, 週２回の連動授業と週１回のコンピュータ・ラボによる自習を行うという

方針を打ち出し, 平成14年度よりパイロット授業を開始した｡

２. ２ 理念の必要性

さて, これまでの英語教育の議論がどこか噛み合わなかったのも, また, これまで多くの大学そ

の他の教育機関で, さまざまな教授法やカリキュラムの改変を行ってきたにもかかわらず, 明らか

な成果があげられなかったのも, その大きな原因のひとつは, 教育の目的に対して明確な理想像

(vision) がもてなかったからであると筆者は考える｡ つまり, 教育機関であれば, どのような人

間を育てたいのかという考え方 (philosophy) あるいは理想像がなくてはならない｡ この大きな

方向性なくして, それに伴って方向付けがなされるはずの教授法やカリキュラムが決定されようは

ずもないし, ましてやそれが効果的に働くはずもない｡ これは, まるでどうしたいのかわからない

まま, 検査をしたり, 対処療法をしているようなものである｡

茨城大学の英語教育改革プロジェクトも, 現場の問題解決という観点から, いわば帰納的な手法

で始められたので, パイロット授業を行う時点ではまだこの大きな方向付けが明確になっていなかっ

た｡

そこで, 今度は演繹的な視点を入れ, 理念を構築する必要があることを提案した｡

２. ３ 目標の必要性

パイロット授業が始まった段階で, このプログラムの目標 (goals) としていたのは, 以下のよ

うなものであった｡

The goals of the General English Education Pilot Program focus on giving students

the kind of English education that will benefit them in the future, whether in getting

a job, traveling abroad, or becoming international citizens. We also want students to

have the level of English that is needed by their communities and mandated by the

often-stated goal for Japan to become a part of the global community. Moreover, we

want to know the levels they attain while at Ibaraki University. To accomplish these

goals, we have designed a General English Education program that is proficiency

based, that uses a coherent, communicative and task based curriculum, and has
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26 Proficiency test, すなわち学習者の一般的な言語習熟度を測定するテスト｡ 到達度テスト (achievement test) と対比さ

れる｡



identifiable outcomes. The Pilot Project is also designed to produce data that allow us

to verify the strengths and weaknesses of the Program and then to make alterations

where needed.27

この記述からもわかるように, ｢就職しようと, 海外旅行に行こうと, 国際市民になろうと, 学

生が将来利益を得られる英語教育を授ける｣ ことに焦点を当てるとあるが, ここでの ｢目標｣ はあ

くまでもパイロット・プログラムの目標であり, 学習者自身が到達してほしい目標として記述され

ているのは, ｢コミュニティによって求められる英語のレベル｣ ｢日本が国際社会の一員となるため

にしばしば言われている目標によって要求される英語のレベル｣ といった非常に漠然としたもので

あった｡

したがって, 教養英語教育の理念を構築し, それに基づいた明確な目標を設定する必要があるこ

とを提案した｡

２. ４ 理念の構築と目標の設定のプロセス

以上のようなことから, 理念を構築し, 目標を設定することが, 平成14年度の大きな課題

となった｡

この理念の構築および目標の設定は, 筆者が起案し, カリキュラム検討グループに諮り,

次にプロジェクト全員の会議に諮って承認を得るというプロセス28で行った｡ その後, 全学を

対象としたファカルティ・ディベロップメントのシンポジウム29で公表した｡

理念を構築するに当たっては, １で述べた日本の環境変化についての認識を踏まえ, ｢英語

が使える日本人｣ 育成のための戦略構想に述べられている方向性を取り入れた｡ また, 茨城

大学の立地と地域性, 学生の気質等も考慮に入れた｡

目標を設定するに当たっては, ヨーロッパのＣＥ30の枠組みを参考にした｡ その主な理由は

３つある｡ 第一に, ヨーロッパでの英語の必要性が, 英語を第一言語 (母語) としている特

定の地域を除いて, それぞれの母語とアイデンティティを持ちながら仕事や勉強のために共

通言語すなわち外国語31として英語を使っていくことであり, 日本の場合と似ているこ
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27 茨城大学英語教育改革プロジェクト作業部会 (2002), p.８｡ イタリックは原文のまま｡

28 このプロセスにおいて, 永井典子先生, Robert Betts先生, 土平泰子先生に有益なコメントをいただいた｡

29 教養教育シンポジウム (2003年１月29日開催)｡

30 Council of Europe (欧州評議会)｡ 1949年に発足, 2002年４月には加盟国は44カ国になった｡ 2001年は欧州委員会との協

力の下に, ｢欧州言語年2001｣ を実施した｡ 外務省のホームページ参照｡ 外務省 (2002)｡

31 第二言語が, 周囲でその言語が使用されている環境での母語以外の言葉を指すのに対して, 外国語とは, 周囲でその言語

が使用されていない環境での母語以外の言葉である｡ すなわち, 日本では英語は日常に使用されていないので外国語であり,

アメリカ合衆国で英語を学ぶ場合には周囲で使用されているので, 第二言語ということになる｡ 外国語と第二言語ではその

環境が異なるため, 習得もしくは獲得に関わる問題も当然異なってくる｡



と32, 第二に, ヨーロッパでは英語に限らず, Common European Framework of Reference for

Languages: Learning, teaching, assessmentという形で言語に対する枠組みを示し, さらに英語

については, 長期にわたる取り組みの成果である33こと, 第三に, ＣＥの枠組みが, 様々な対象や

その目的に合わせられるよう, 柔軟性と発展性に富んでいることである｡

３. 理念と目標

３. １ 理念

以上のようなプロセスを経て, 茨城大学の教養英語教育の理念を次のように構築した｡

茨城大学の英語教育の理念は,

英語を学ぶことによって,����������������������������������
を育成することである｡

さらにこの理念を明確化するために, 次のような説明を加えた｡

この理念を実現するためには, 母語34のほかに国際語としての英語35の基礎を身につけ, 情報を

収集したり, 人々とコミュニケーションをとったりしながら, その時々の自分の必要性に応じて,

自ら学んでいくことのできる態度と能力を身につける必要がある｡

また, 地球規模の視野を持って生きていくことは, とりもなおさず, 自らのアイデンティティ

や文化について明確な意識を持ち, 表現しうる内容とその手段を持つことでもある｡
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32 また, 2000年9月, 筆者がエジンバラ大学においてエラスムス計画指定の英語教員養成コースに参加した際, イタリアやス

ペイン, ポーランドのような比較的単一言語が使われている国から来た教員との談話を通じて, これまでいわゆる日本固有

の問題とみなされていた英語教育上の問題が, 実は単一言語を話す地域共通の問題であることがわかった｡ このことからも,

ヨーロッパと日本との共通性を認めるにいたった｡

33 例えばThreshold Levelの明細書は, そもそも1975年にCouncil of Europeによって最初に出版されたが, これはCouncil

for Cultural Cooperation of the Council of Europeによって招集され, ケンブリッジ大学言語学科主任のJ. L. M. Trim

が座長となったプロジェクトにおいて, ヨーロッパの成人学習, 文化開発, 教育工学の分野の専門家たちを集めて, ニーズ

分析, 目標定義を研究するところから始まり, ユトレヒト大学応用言語学研究所所長のJ. A. van Ekが作成したものである｡

その後, 四半世紀の間に改定を重ねて, 現在に至っている｡ ヴァン・エック＆トリム (1998), pp. i～viii参照｡

34 学生の母語が必ずしも日本語とは限らないのであえて ｢母語｣ とした｡

35 したがって, その目的とするところは, アメリカ語やイギリス語に偏るものではない｡



３. ２ 教養教育における英語教育の目標

さて, 教養教育の中で英語教育に取り組む以上, その目標は教養教育の目標の枠組みの中に含ま

れるものでなければならない｡

ちなみに茨城大学の教養教育の目標は, 次の６項目である｡

１) 専攻する学問と異なる専門分野の学問に触れることにより, 多種多様な文化と価値観を理解

し, 幅広い視野を身につける｡

２) 学際・複合的学問分野に触れることにより, 総合的・全体的に物事を捉える態度を養う｡

３) 物事を主体的に判断し, 実証的な態度や批判的能力を身につける｡

４) 専攻する学問と自然, 社会および人間とのかかわりについての考えを養う｡

５) 専攻する学問の基礎を修得することによりその学問の基礎を理解する能力を培う｡

６) 国際化・情報化の社会に主体的に対応できる能力を培う36｡

このうちの５) は現在のところ別の視点から検討中であるが37, これを除く５項目の教養教育の目

標の枠組みに照らし, 理念をより具体化させるためのものとして, 英語教育の目標を以下のように

定めた｡

１) 英語を通じて, 多種多様な文化と価値観を理解し, 幅広い視野を身につける｡

２) 英語を通じて, さまざまな情報やものの考え方に触れ, より総合的・全体的に物事を捉える

態度を養う｡

３) 英語で広く情報を得ることによって, さまざまな立場の情報をもとに, 物事を主体的に判断

し, 実証的な態度や批判的な能力を身につける｡

４) 専攻する学問と自然, 社会および人間のかかわりについての考えを養うための基礎的なスキ

ルを身につける｡

５) 国際化・情報化の社会に主体的に対応できる言語的・社会的能力を培う｡

３. ３ 教養英語教育の目標

３. ３. １ 目標のレベル設定

前述のように, 教養英語教育の目標を設定するに当たっては, ＣＥの枠組みを参考にしたが, そ

の中で, 茨城大学の教養英語が目標とするレベルはスレショールド・レベル (Threshold Level)
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36 茨城大学教養英語教育研究開発センター (2002), p.１｡

37 将来EAP (English for Academic Purposes, 茨城大学のプログラムでは ｢学術英語｣ と称している) において, 専攻す

る学問の基礎を英語で教えるクラスが開催されれば, この項目も目標の中に入ることになるが, EAPはまだパイロット段階

にあるため現時点では含めない｡



に設定した｡

このスレショールド・レベルとは, ＣＥの枠組みにおいて, Basic User, Independent User,

Proficient Userと言語の使用者のレベルを３つに分けた38中のIndependent User, すなわち簡単

に言えば中級学習者39に位置するものである｡

ＥＵにおけるレベルのわけ方は次のようなものである｡

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching,

assessmentによると, このスレショールド・レベルは次のように記述されている｡

Independent User (B1)

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly

encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise

whilst traveling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected

text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and

events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for

opinions and plans.41

この記述からわかるように, スレショールド・レベルとは, 日常よくありがちな場面で, 明快で

標準的なインプットの重要なポイントが理解でき, その言語が話されている地域に行ったときに起

こるであろうほとんどの場面で対処でき, また, なじみがあるもしくは個人的に関心のある話題に

ついて, つながりの複雑でないテキストを産出し, 経験や出来事, 夢, 希望, 野心について説明し,

理由や意見, 計画について手短に述べることができるレベルである｡

これはまさに, ｢英語が使える日本人｣ の育成のための戦略構想で述べられている ｢仕事で英語
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表１. ＣＥのレベル一覧40

Ｃ Ｃ２ Mastery

(Proficient User) Ｃ１ Effective Operational Proficiency

Ｂ Ｂ２ Vintage

(Independent User) Ｂ１ Threshold

Ａ Ａ２ Waystage

(Basic User) Ａ１ Breakthrough

38 Council of Europe (2001), p.23｡

39 初級, 中級, 上級といった分け方は簡便だが, 何に基づいて判断するかによって異なるので, 注意を要する｡

40 Council of Europe (2001), pp.23～24を元に筆者が作成｡

41 Council of Europe (2001), p.24｡



が使える人材を育成する｣42 ための基盤となる能力に他ならない｡

また, Threshold Level 1990のIntroductionにはつぎのような記述が見られる｡ Threshold

Level 1990の日本語版である 『新しい英語教育への指針 中級学習者レベル�指導要領�』 か

ら紹介しよう｡

世界中の何千万という人々にとって, 英語は出生や育ちによって彼らに与えられた空間のドア

を開くかもしれない鍵となっている｡ 英語を習得することにより, 彼らはほとんどいかなる地理

的, 文化的限界も超えて心の地平線を拡げ, そして, もしもそう望むならば, 実際に敷居

(threshold) をまたいで戸口から外の世界に踏み出すことができる｡

(中略)

Threshold Level 1990が制作されたのはこのような学習者を対象者にしてのことである43｡

以上のようなことから, 茨城大学の教養英語が目標とするレベルはスレショールド・レベルに設

定し, 具体的な目標の検討に入った｡

３. ３. ２ 目標：言語について

Threshold Level 1990では, 目標 (the objective) は次の３段階に分けて記述されている｡ す

なわち,

１. 特徴の一般的な記述 (general characterization)

２. 特徴の詳細な記述 (extended characterization)

３. 明細書 (specification)44

である｡ １は, 簡潔な導入のための一般的な記述, ２は学習者自身を含むすべての当事者に向けら

れた詳しい記述, ３はコースデザイナーやカリキュラム立案者, テスト作成者等のための詳細な記

述と, それぞれ記述の段階を分けているが, ２, ３については, たとえばどの教材45を使用するか
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42 平成14年７月12日発表の戦略構想では ｢国際社会に活躍する人材等に求められる英語力→各大学が, 仕事で英語が使える

人材を育成する観点から, 達成目標を設定｣ と述べられている｡ 文部科学省ホームページ ｢『英語が使える日本人』 の育成の

ための戦略構想の策定について｣｡ 英語教育改革に関する懇談会 (2002)｡

43 ヴァン・エック＆トリム (1998), p.3｡

44 Council of Europe, van Ek, J. A. and Trim, J. L. (1998), p.10, ヴァン・エック&トリム (1998), p.9｡

45 教材については, このプログラムの条件にあったものから選んだ後, 教官, 学生双方からアンケートをとり, その結果を

次の学期の教材の選択に反映させるなど, 試行錯誤を重ねて選別をしているが, 概して教材の選択の幅は少なく, よい教材

がない｡ 将来的には, 独自の教材も開発していかなくてはならないであろう｡



という現実的な問題もあって, 現時点では明確に定められないため, とりあえず, １を設定し, ２,

３のレベルについては今後の課題とした46｡

Threshold Level 1990における目標の一般的な記述は次のようなものである｡

―学習しようとしている外国語が, 一般的なコミュニケーションの目的 (general

communication purpose) のために用いられている国への短期訪問者, あるいは一時的滞在

者として,

―学習しようとしている外国語を共通のコミュニケーションの手段として用いながら, 自国内で

外国人の訪問客や一時的滞在者と交際をするとき,

―海外で外国語の母語話者, あるいは非母語話者 (non-native speaker) と接するとき,

―外国語で書かれたテキスト (written text), あるいは口頭によるテキスト (spoken text)

に接したとき,

学習者は, 遭遇する可能性が非常に高い場面, 特に次のような場面で必要とされる, 主として

言語的な要求に対応するように外国語を用いることができる：

―日常生活 (everyday life) で, ほとんど予測できるような言語使用が要求される実際的な取

引 (practical transaction) での話し合いを含む場面,

―学習者が社会生活上の接触を始め, また続けることができるようにする個人的な言葉のやり取

りにかかわる場面, この中には仕事上の接触 (business contact) も含まれる｡

―書かれたテキストあるいは口頭によるテキストの要点 (gist) や重要な細部 (relevant detail)

の理解を要求する間接的なコミュニケーション (indirect communication) にかかわる場面47｡

これに対して, 茨城大学の学習目標では, ｢外国語｣ を ｢英語｣ に置き換え, また, 教養教育が

１, ２年生を対象に行われることから, この段階では ｢仕事上の接触｣ は直接的には必要がないと

判断し, この部分を特記することを控える48など, 修正を加え, また文言を整えて, 以下のように

定めた｡
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46 帰納的に作成されたcourse descriptionがあり, また教材選定の問題もあるため, この間の整合性をとりつつ２, ３を作っ

ていくことが今後の課題である｡

47 ヴァン・エック＆トリム (1998), p.10｡

48 ｢英語が使える日本人｣ 育成のための行動計画では, ｢大学を卒業したら仕事で英語が使える｣ ことを目標にするとしてい

るが, 仕事で使える英語とはどのようなものかについては議論の余地がある｡ 筆者が社会人として仕事をし, また社会人対

象にビジネス英語を教えた経験によると, 実際に仕事で使う英語はその業界や個人の仕事内容によって異なるものであり,

まず仕事の内容が把握できないと特定できない｡ また, 仮にそこまで特定しないとすると, 必要なのは, 英語での基本的な

コミュニケーション能力と, 社会的, 文化的な対応能力である｡



次に, 教養英語における学習の具体的な目標49は以下のようなものである｡

１) 英語が一般的なコミュニケーションの手段として用いられている場所に短期間出かけたり,

一時的に滞在したとき,

２) 英語を共通のコミュニケーションの手段として用いながら, 国内で外国人の訪問者や一時的

滞在者と交際するとき,

３) 英語の母語話者や非母語話者と接するとき,

４) 英語で書かれたテキスト, もしくは口頭によるテキストに接したとき,

学習者は, 遭遇する可能性が非常に高い場面, 特に,

１) 生活上, ほとんど予測できるような言語使用が要求される実際的な処理での話し合いを含む

場面

２) 学習者が社会生活で接触をはじめ, また続けることができるようにする個人的な言葉のやり

とりにかかわる場面

３) 書かれたテキスト, もしくは口頭によるテキストの要点や, それに関連する重要な細部の理

解を要求する間接的なコミュニケーションにかかわる場面

において必要とされる, 主として言語的な要求に対応するため, 英語を使用することができるよ

うになる｡

３. ３. ３ 目標：学習について

Threshold Level 1990では, 特徴の一般的な記述や特徴の詳細な記述, 明細書の構成要素に加

えて, 社会文化的能力 (sociocultural competence) や補償方略 (compensation strategies) に

ついても章を設けて説明している｡

しかし, 最も重要だと思われるのは, 学習方法の学習である｡ なぜなら, 言語の学習は生涯続く

ものである｡ 仕事に使える英語を身につけるためには, その仕事に直面したときにそれに見合う学

習をしなくてはならない｡ すなわち, 成人学習者は, 自分の学習スタイルを意識的に身につけ, 自

分が必要になったときに, 要求される目標に対して, 効果的に学習をしていくことを覚えなくては

ならないのである｡ また, Threshold Level 1990にも, ｢『学習の方法』 (how to learn) を理解

するものはそうでないものよりも, より容易に 『敷居をまたぐ』 (pass the threshold) 可能性が
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49 基本的に 『新しい英語教育への指針 中級学習者レベル�指導要領�』 の米山朝二, 松沢伸二訳を使用, もしくは参考

にさせていただき, 必要に応じて手を加えた｡



高い｣ 50と書かれている｡ このようなことから, 学習者の学習潜在能力を高めることは, 英語の学

習の言語的な成果と同様に, 価値があることであると考える51｡

Threshold Level 1990に挙げられている ｢『学習方法の学習』 の目標｣ (“Learning-to learn”

objective) は以下のものである｡

Ⅰ ニーズと目標について

１ 学習者は, 自分のコミュニケーションのニーズの性質を知っている｡

２ 学習者は, 自分に示された学習目標の性質を知っている｡

３ 学習者は, 自分に示された学習目標と自分のコミュニケーションのニーズとの関連性の程

度について理解している｡

４ 第７章 (｢特定概念｣) の補充可能な範疇がカバーする分野において, 学習者は自分の国籍,

雇用, 趣味などについて特定の用語を見分け, 学習し, 使うことができる｡

５ 学習者は, 自分のコミュニケーションのニーズのうち, 自分に示された学習目標の中で扱

われていないものがあれば, それを特定することができる｡

６ 学習者は, 一般的な用語を用いて, 上の５で言及されたニーズに対応する学習目標の追加

を説明することができる, あるいはそのニーズと自分に示されたさらに進んだ学習目標との

関連を意識することができる｡

例)‘I 'd like to read about economics.’ ｢私は経済についての記事が読みたい｡｣

‘I 'd like to write business letters.’ ｢私はビジネスレターを書きたい｡｣

Ⅱ 学習過程について

１ 学習者は, 学習課題全体を, 各々が目標を持ついくつかの下位課題 (sub-task) に分け

ることが可能なことを十分承知している｡

２ 学習者は, 表出能力 (productive ability) と受容能力 (receptive ability) の区別, 及

びそれぞれのタイプの能力のニーズに答えるために要求される技能の程度の違いを十分承知

している｡

３ 学習者は, 語用論的適切さ (pragmatic adequacy), 文法的適切さ (grammatical

adequacy), 語彙的適切さ (lexical adequacy), 音声的適切さ (phonological adequacy)

がコミュニケーションの効果に寄与することを理解している｡

４ 学習者は, 種々の学習教材の役割 (知識, 洞察技能の獲得) を特定でき, そうした教材が

目標到達に潜在的に持っている関連性について理解している｡

５ 学習者は, 語法 (usage) についての情報の探し方を知っている｡ (例：非上級者向け辞
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50 日本語版ヴァン・エック＆トリム (1998), p.23｡

51 大学においてはいわゆるリカレント教育の出発点, 学習者にとっては生涯学習の出発点という意味も持つ｡



書, 関連する参考書, 文法書で)

６ 学習者は, 種々の語彙獲得の方法を体験済みで, 特に自分に役立つと思われる方法を１つ

か２つ特定している｡

７ 学習者は, 英語の言語使用に身をさらして学習ですることの可能性を知っており, 未知の

要素を含むテキストに取り組むことを可能にする種々の補償方略を知っている (第９章｡ 原

注１参照)｡

Ⅲ 言語の直接体験 (direct experience) から学ぶことについて

１ 学習者は, スレショールド・レベルで特定された言語材料と方略を用いて, コミュニケー

ションのやりとりに参加し, その体験から学ぶことができる｡

２ 学習者は, より熟練した相手が用いる言語と方略を観察し, 需要, 表出両面で自分の応答

レパートリーを広げることができる｡

３ 学習者は, 例えば聞き手あるいは読み手として, 初めて出会った単語や表現に気づき, そ

れが使われている場面や機能/概念上の意味に注意しながら, メモを取り, 暗記することが

できる｡

４ 学習者は, 会話の中で出てきた新しい単語や表現を反復し, できる限りはやい時期に自分

で使用し, 必要があれば後でメモをとって自分のレパートリーに加えることができる｡

５ 学習者は, 表現の仕方について実験してみることができ (例：知っている単語と文法構造,

あるいは語形成や構造形成 (structure formation) の規則を新たに組み合わせて), その

結果が経験を積んだ話し手に受け入れられるかどうかを観察し, 必要な場合には, 用いた規

則を修正する｡

６ 学習者は, 補償方略や修復方略 (repair strategy) (第５章第６項参照) を用いて, 話し

相手が提供する新しい言葉に気づき, 学習し, 使うことができる｡

Ⅳ 評価 (evaluation) について

１ 学習者は, 最終目標 (terminal objective) に向けての自分の進歩をモニターすることが

できる｡ 特に自分のコミュニケーション能力を連続する中期目標 (intermediate objective)

と関連させることによって｡

２ 学習者は, さらに進んだ学習活動 (learning activity) の計画を立てるのに役立てるため

の形成的評価 (formative assessment) の役割を理解している52｡

これに対して, 茨城大学の目標では, 大学の実情に合うようにいくつかの項目を省き, 手を加え

て, 次のようにまとめた｡
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52 ヴァン・エック＆トリム (1998), pp.96～97｡



これに加えて, 各人が, 将来にわたって自律的に学習できるようになるために, ｢学習方法の

学習｣53 の目標を次のように定める｡

１. ニーズと目標について54

１) 学習者は, 自分のコミュニケーションのニーズの性質を知っている｡

２) 学習者は, 自分に示された学習目標の性質を知っている｡

３) 学習者は, 自分に示された学習目標と自分のコミュニケーションのニーズとの関連性の程

度について理解している｡

４) 学習者は, 自分のコミュニケーションのニーズのうち, 自分に示された学習目標の中で扱

われていないものがあれば, それを特定することができる｡

５) 学習者は, 一般的な用語を用いて, 上の４) で言及されたニーズに対応する学習目標の追

加を説明することができる｡

例) I 'd like to read about science55. 私は科学についての記事が読みたい｡

I 'd like to write business letters. 私はビジネスレターが書きたい｡

２. 学習過程について

１) 学習者は, １つの学習課題全体が, それぞれ目標を持ついくつかの下位課題に分けられる

ことを知っている｡

２) 学習者は, 表出能力と受容能力の区別, およびそれぞれのタイプの能力のニーズにこたえ

るために要求される技能の程度の違いを知っている｡

３) 学習者は, 語用論的な適切さ, 文法的適切さ, 語彙的適切さ, 音声的適切さがコミュニケー

ションの効果に寄与することを理解している｡

４) 学習者は, さまざまな学習教材の役割 (例えば, 知識を得ること, 洞察力をつけること,

スキルをつけることなど) を特定でき, なおかつそうした教材が自分の目標達成のために,

潜在的に関連があることを理解している｡

５) 学習者は, 語法についての情報の探し方を知っている (自分のレベルにあった辞書56, 関

連する参考書, 文法書, インターネット上57などで)｡

６) 学習者は, さまざまな語彙獲得の方法を経験しており, 特に自分に役立つと思われる方法
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53 基本的に 『新しい英語教育への指針 中級学習者レベル�指導要領�』 の米山朝二, 松沢伸二訳を使用, もしくは参考

にさせていただき, 必要に応じて手を加えた｡

54 この内容に関しては, 実際に学習を始める前に全クラスを対象に実施する ｢英語学習セミナー｣ において, モチベーショ

ン・シートへの記入を通じて, 個別のニーズと目標を意識するよう促している｡

55 スレショールド・レベルの例ではビジネスと経済があげられていたが, 茨城大学の目標においては, 理系の学部に配慮し,

scienceに変えた｡

56 初期の段階から, 自分に合った英英辞典を使用してみるなど, クラス内でも実際に行っている｡

57 インターネット上で検索することも, ラボ・タスクを通じて実際に行っている｡



を１つか２つ特定している｡

７) 学習者は, 英語の言語使用に身をおくことを通じて学習できるということを意識しており,

未知の要素を含んだテキストに取り組めるようにするさまざまな補償方略を知っている｡

３. 言語の直接体験について

１) 学習者は, 言語材料と方略を用いて, コミュニケーションのやりとりに参加し, その体験

から学ぶことができ, なおかつその重要性を理解している｡

２) 学習者は, 聞き手あるいは読み手として, 初めて出合った単語や表現に気づき, それが使

われている場面や機能・概念上の意味に注意しながら, メモを取り, 暗記することができ

る｡

３) 学習者は, 会話の中で出てきた新しい単語や表現を反復し, できる限りはやい時期に自分

で使用し, 必要があれば後でメモをとって, 自分のレパートリーに加えることができる｡

４) 学習者は, 表現の仕方について実験してみることができ (例えば, 知っている単語と文法

構造, あるいは語形成や構造形成の規則を新たに組み合わせて), その結果が経験を積ん

だ話し手に受け入れられるかどうかを観察し, 必要な場合には, 用いた規則を修正するこ

とができる｡

４. 評価について

１) 学習者は, 最終目標に向けての自分の進歩をモニターすることができる (特に, 自分のコ

ミュニケーション能力を連続する中期目標と関連させることによって, その過程をモニター

できる)｡

２) 学習者は, さらに進んだ学習活動の計画を立てるのに役立てるための形成的評価の役割を

理解している｡

４. おわりに 今後の課題

これまで述べてきたように, 本稿では, 社会的, 理論的背景を明らかにしながら, 教養英語教育

改革において, どのような理念を構築し, どのような目標を設定したかを明確にした｡

しかし, この改革はまだ発展途上である｡ 今後のリサーチの成果から, 目標を再点検し, それに

添った実行可能な明細書を作らなくてはならない｡ 特に重要なのは, １. クラス分けおよび評価法,

２. 教材, ３. 方法論58の３点を視野に入れ, この目標の精密化を図ることである｡ これは今後の

課題としたい｡
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58 Communicative approach(Communicative Language Teaching), learner-centeredで行うことには異論はないだろう

が, さらに踏み込んで, 明示的に示す必要があり, それに基づいて教員研修を行う必要があるであろう｡
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付 録

茨城大学教養英語教育の理念と目標
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茨城大学の英語教育の理念は,

英語を学ぶことによって,����������������������������������
を育成することである｡
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この理念を実現するためには, 母語のほかに国際語としての英語の基礎を身につけ, 情報を収集

したり, 人々とコミュニケーションをとったりしながら, その時々の自分の必要性に応じて, 自ら

学んでいくことのできる態度と能力を身につける必要がある｡

また, 地球規模の視野を持って生きていくことは, とりもなおさず, 自らのアイデンティティや

文化について明確な意識を持ち, 表現しうる内容とその手段を持つことでもある｡

これを教養教育の目標に照らすと, 次の５項目となる｡

１) 英語を通じて, 多種多様な文化と価値観を理解し, 幅広い視野を身につける｡

２) 英語を通じて, さまざまな情報やものの考え方に触れ, より総合的・全体的に物事を捉える

態度を養う｡

３) 英語で広く情報を得ることによって, さまざまな立場の情報をもとに, 物事を主体的に判断

し, 実証的な態度や批判的な能力を身につける｡

４) 専攻する学問と自然, 社会および人間のかかわりについての考えを養うための基礎的なスキ

ルを身につける｡

５) 国際化・情報化の社会に主体的に対応できる言語的・社会的能力を培う｡

次に, 教養英語における学習の具体的な目標59は以下のようなものである｡

１) 英語が一般的なコミュニケーションの手段として用いられている場所に短期間出かけたり,

一時的に滞在したとき,

２) 英語を共通のコミュニケーションの手段として用いながら, 国内で外国人の訪問者や一時的

滞在者と交際するとき,

３) 英語の母語話者や非母語話者と接するとき,

４) 英語で書かれたテキスト, もしくは口頭によるテキストに接したとき,

学習者は, 遭遇する可能性が非常に高い場面, 特に,

１) 生活上, ほとんど予測できるような言語使用が要求される実際的な処理での話し合いを含む

場面
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59 これらの目標は, ＣＥの言語教育の指針をもとにし, 日本の言語環境や本学のニーズに合わせて手を加えたものである｡
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訳を参考にさせていただいた｡



２) 学習者が社会生活で接触をはじめ, また続けることができるようにする個人的な言葉のやり

とりにかかわる場面

３) 書かれたテキスト, もしくは口頭によるテキストの要点や, それに関連する重要な細部の理

解を要求する間接的なコミュニケーションにかかわる場面

において必要とされる, 主として言語的な要求に対応するため, 英語を使用することができるよう

になる｡

これに加えて, 各人が, 将来にわたって自律的に学習できるようになるために, ｢学習方法の学

習｣ の目標を次のように定める｡

１. ニーズと目標について

１) 学習者は, 自分のコミュニケーションのニーズの性質を知っている｡

２) 学習者は, 自分に示された学習目標の性質を知っている｡

３) 学習者は, 自分に示された学習目標と自分のコミュニケーションのニーズとの関連性の程度

について理解している｡

４) 学習者は, 自分のコミュニケーションのニーズのうち, 自分に示された学習目標の中で扱わ

れていないものがあれば, それを特定することができる｡

５) 学習者は, 一般的な用語を用いて, 上の4) で言及されたニーズに対応する学習目標の追加

を説明することができる｡

例) I'd like to read about science. 私は科学についての記事が読みたい｡

I'd like to write business letters. 私はビジネスレターが書きたい｡

２. 学習過程について

１) 学習者は, 1つの学習課題全体が, それぞれ目標を持ついくつかの下位課題に分けられるこ

とを知っている｡

２) 学習者は, 表出能力と受容能力の区別, およびそれぞれのタイプの能力のニーズにこたえる

ために要求される技能の程度の違いを知っている｡

３) 学習者は, 語用論的な適切さ, 文法的適切さ, 語彙的適切さ, 音声的適切さがコミュニケー

ションの効果に寄与することを理解している｡

４) 学習者は, さまざまな学習教材の役割 (例えば, 知識を得ること, 洞察力をつけること, ス

キルをつけることなど) を特定でき, なおかつそうした教材が自分の目標達成のために, 潜

在的に関連があることを理解している｡

５) 学習者は, 語法についての情報の探し方を知っている (自分のレベルにあった辞書, 関連す

る参考書, 文法書, インターネット上などで)｡
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６) 学習者は, さまざまな語彙獲得の方法を経験しており, 特に自分に役立つと思われる方法を

１つか２つ特定している｡

７) 学習者は, 英語の言語使用に身をおくことを通じて学習できるということを意識しており,

未知の要素を含んだテキストに取り組めるようにするさまざまな補償方略を知っている｡

３. 言語の直接体験について

１) 学習者は, 言語材料と方略を用いて, コミュニケーションのやりとりに参加し, その体験か

ら学ぶことができ, なおかつその重要性を理解している｡

２) 学習者は, 聞き手あるいは読み手として, 初めて出合った単語や表現に気づき, それが使わ

れている場面や機能・概念上の意味に注意しながら, メモを取り, 暗記することができる｡

３) 学習者は, 会話の中で出てきた新しい単語や表現を反復し, できる限りはやい時期に自分で

使用し, 必要があれば後でメモをとって, 自分のレパートリーに加えることができる｡

４) 学習者は, 表現の仕方について実験してみることができ (例えば, 知っている単語と文法構

造, あるいは語形成や構造形成の規則を新たに組み合わせて), その結果が経験を積んだ話

し手に受け入れられるかどうかを観察し, 必要な場合には, 用いた規則を修正することがで

きる｡

４. 評価について

１) 学習者は, 最終目標に向けての自分の進歩をモニターすることができる (特に, 自分のコミュ

ニケーション能力を連続する中期目標と関連させることによって, その過程をモニターでき

る)｡

２) 学習者は, さらに進んだ学習活動の計画を立てるのに役立てるための形成的評価の役割を理

解している｡�引用・参考文献�
Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages:

learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Council of Europe, van Ek, J. A. and Trim, J. L. (1998) Waystage 1990. Cambridge:
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Recognizing the Difference between /v/ and /b/ Sounds

Takayuki Nakanishi

Introduction

Since junior high school Japanese students have been learning English for six

years. Even though they have a great knowledge of English grammar and vocabulary

when they enter college, they cannot say and hear what they know is correct in

English because they are not exposed to enough oral skills at this time. I believe the

frustration of not being able to communicate or convey what they want to say or

understand demotivates students from learning English. This is where teachers need to

provide guidance to them to overcome this difficulty.

There are articles reporting research on how Japanese learners struggle to

acquire English (Pennington 1987, Sheldon & Strange 1982). The importance of

communication in foreign language is, of course, not only that the participants can

express themselves, but also that they can understand what the other person is

attempting to communicate. When we talk about why Japanese learners of English are

unable to achieve a acceptable level of communication competency, we need to go into a

discussion of the differences that exist in the two languages, or the history of the two

languages and why they are culturally diverse. For example, Japanese is described as a

"syllable-timed language" or "mora-timed language" as opposed to English, which is

described as a "stress-timed language" (Avery and Ehrlich, 1992). Furthermore, we may

need to take a look at classroom instructions being used to teach English here in

Japan. Possibly, it will "shed some light" on how to overcome the communication

difficulties encountered by Japanese learners.

Research (Hatch 1979, Krashen 1981, Long 1981) has stressed that a language

system is acquired through meaningful interactions rather than through the practice of

isolated structures and forms. However, in the Japanese context, learners practice

isolated structures, forms and sounds with a Japanese partner in class. Learners do not

pay special attention to a language item an instructor would like to focus on unless he

or she emphasizes and teaches the isolated item first to differentiate between them.

Japanese learners of English typically have a problem with the sounds of /r/

and /l/ (Sheldon & Strange 1982). Through the experience this writer had observing
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learners, the learning of the sounds of /r/ and /l/ are emphasized greatly in the

language classroom, however, the learning of the voiced labiodental fricative /v/ and the

voiced bilabial stop /b/ are not emphasized as much as the sounds of /r/ and /l/ even

though the sounds of /v/ and /b/ are one of the major problems that Japanese

learners of English face in their learning. There was a case reported about one student

who wanted vanilla ice cream at an ice cream parlor in New Zealand. He kept trying to

order vanilla ice cream, but the waiter could not understand him. After several

exchanges between them, finally the waiter came back with banana ice cream. This was

the result of being unable to pronounce the /v/ sound properly. Vehicle could be

behicle. Vacation could be bacation. This type of miscommunication could take place

anywhere and in any situation. The reason for this problem is because one pronounces

/v/ as /bui/, and /b/ as /biy/ in Japanese. There is no /v/ sound in Japanese as it

sounds in English. The teacher has to teach the way to distinguish between those

sounds in English. As it is often said, activities should be meaningful so that there can

be an alternative to traditional pronunciation lessons that focus on repeating and

practicing specific sounds (Pica 1987). Wong (1985), however, reported a story of Indian

women working in a British airport cafeteria. They were having problems with their

supervisors and their customers, both of whom felt that the women were surly and

uncooperative. They did not realize that the problem was in their intonation until they

were explicitly explained the problem. An important point to emphasize is the need for

explicit pronunciation instruction. This paper will not go into the details of English

phonological systems, but to eliminate those mistakes, this paper will explore some of

the pronunciation activities designed to improve those situations focusing on the sound

of /v/ and /b/.

The first half of these activities should focus on the reception of sounds. Then,

after learners feel confident enough to recognize the sound, the instructor will change

to production activities. Next, the instructor will categorize the tasks in order. The

basic idea here is that learners discern the difference between the sounds, become

familiar with them, and accurately produce them. The activities listed here should be

presented in class at the rate of only one or two per a day. They should not all be

practiced in just one class.
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Classroom Activities

Celce-Murcia & Goodwin (1987) listed seven objectives to accomplish for

pronunciation activities. Three of them can be applied in this paper.

1. Guide students to recognize and differentiate the sounds that are problematic for

them.

2. Guide students to produce the sounds.

3. Make students aware of essential characteristics of the English sound and the way

these characteristics have an impact on meaning.

Listen to a tape

Play a tape which consists of minimal pair of /v/ and /b/, such as vase, base

and valley and Bali. Then ask students what they have heard and write it on the

blackboard. Before listening to it again, tell the students to listen to the words

carefully, focusing on the difference between /v/ and /b/.

Rule

After listening to the tape and becoming aware of what they have heard, the

teacher asks them what the rule or difference is when you pronounce /v/ and /b/.

(This can be done in groups.) The teacher may allow the students to use Japanese here

since discussing pronunciation in English involves a lot of difficult vocabulary. If the

teacher thinks it is appropriate for the discussion to take place in English, he or she

should teach them some of the vocabulary related to pronunciation, such as articulation,

aspirate, bilabial, fricative and so on. After talking about them, the teacher should

teach them the differences. When the instructor does this, make sure to use easy

vocabulary for them to understand the difference. For example, when you pronounce

/v/, put your upper front teeth on your lower lip, and then say "bu" in Japanese. For

/b/, close your mouth, feel that both lips are touching and say "bu". Here, it is a good

idea to let them put their hands in front of their mouth when they pronounce the

sounds to feel the air comes out more when /b/ is pronounced. Gilbert (1993) explains

how /v/ and /b/ sounds are made. He instructs to close your lips to make /b/, but as

for /v/, press the inner part of the lower lips against the front of the upper teeth. He
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also informs to use a pen or pencil to keep the lips apart if you have trouble keeping

them apart. As has been noted, it is reasonable to support that pronouncing /v/ is

more difficult than /b/. At this point, I would suggest not using the special phonetic

or phonological terms to teach the difference. Let them focus on learning the sounds

per se.

Sammy diagram

Show a Sammy diagram of /v/ and /b/ so that learners can see where they

should put their teeth and tongue, and how to use lips when pronouncing them. The

Sammy diagram can be utilized in the previous section. Visual aids help learners by a

considerable amount.

Video

After learning the difference between /v/ and /b/, show a video in which a

native speaker of English is saying the same words as the cassette tape so that they

can see and hear the difference when pronouncing them. This has to be completed to

consolidate what they have learned in the previous lesson.

Practice

The teacher will read some of the words they have learned without showing his

lips. Hide them with a piece of paper or a book, tell students to write them down.

Then, the teacher corrects the words by writing the words he or she read on the

blackboard. Finally, repeat the words and show the movement of your mouth.

Communicative Activity 1

In a class of thirty students, make five rows with six students in each row.

Each row of students is a team. The teacher gathers the last students in each row and

tells them a pair of words or a sentence including the sounds of /v/ and /b/ like

"curve, curb", "The best vest is expensive". The last students in each row must say the

sentence quietly to the student sitting directly in front of them. Students quietly say

the sentence to the student in front of them until the first student in each row receives

the message. The first student in each row must write the sentence they heard on a

piece of paper. The rows of students who have written the correct sentence get a point.

Then, the first student receives a new sentence and everyone else in the same row turns
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around and says the sentence quietly to the student sitting directly in front of them.

Communicative Activity 2

Brainstorm words which have /v/ or /b/ in class. Divide students into groups,

and then instruct them to make a short dialogue using some of the words that they

have brainstormed. Or, divide students into groups first and have them brainstorm the

words. (Making a short dialogue can be done as homework, and they can present it in

the next class.) If they were unable to brainstorm words, the teacher can write some of

the words below.

Viking-biking, valet-ballet, vote-boat, vat-bat, very-berry,

dove-dub, curve-curb, revel-rebel, vest-best, valley-Bali

Example dialogue

A: So, what did you do last weekend?

B: Well, I went for biking with my family.

A: Really? Sounds fun.

B: It was a lot of fun. The roads curved to the right and left. We also biked by a river

and saw so many people boating.

Conclusion

Having a basic knowledge of the English sound system is tended to be neglected

in some classrooms; however, it is the need of every learner to pronounce words in

ways that they are supposed to be pronounced.

Sheldon and Strange (1982) have stated from their research on Japanese

acquisition of /r/ and /l/ that teachers cannot conclude from production performance

that perception is mastered or vice versa. It can be said for all the sounds including /v/

and /b/. Students can ask if they do not understand what a speaker says, but they will

never know if a listener understands in a way they want him or her to until they

receive banana ice cream. Therefore, in order to be able to at least make oneself

understood, production problems should be improved. Students can make /v/

consciously, but they lapse into /b/ when they do not pronounce it consciously.

It is greatly emphasized that it is significant for students to take part in a

meaningful conversation practice in a language classroom; however, even though they
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engage in a meaningful conversation practice, they will not realize they are mixing /v/

and /b/ sounds until they are explicitly explained the difference.

Students would like to speak English after the arduous study to pass the

university entrance exam. In addition, they perceive the need to speak correctly and try

to sound native like, though it takes numerous hours to acquire the decent level of

accurate pronunciation. Directing students’ awareness to specific sounds of English will

help them improve their English proficiency. A continuous examination of weaknesses of

Japanese learners of English would strengthen the motivation of learning in the long

run. This writer anticipates, after the explicit pronunciation instruction, students will

pay a special attention to the English sound system and become more self-conscious

about the accuracy of their speech.
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茨城大学人文学部
コミュニケーション学科彙報

(2002年４月～2003年３月)

○東 佳史 (助教授, コミュニケーション動態論講座)

[著書]

｢東チモールにおける国連の平和維持活動 (Spoiling the people, destructing the Nation)｣

広島市立大学, 広島平和研究所 (編) 『人道危機と国際介入－平和回復の処方箋－第10章』 有

信堂, 2003年２月, 単著, 201頁～225頁 (25頁)｡

○稲葉奈々子 (助教授, コミュニケーション動態論講座)

[論文]

｢新しい貧困層と社会運動：フランスにおける 『住宅への権利運動』 のなかの移民たち｣ 宮島

喬・梶田孝道編 『マイノリティと社会構造』 東京大学出版会, 2002年３月, 単著, 149頁～175

頁 (26頁)｡

[学会報告]

１. 2002年６月 ｢フランスにおける都市底辺層の生き抜き戦略と公共空間の占拠｣ 関東社会学

会 (法政大学)

２. 2002年６月 ｢失業者運動とジェンダー：競争から降りる女性と男性の現在｣ 日本寄せ場学

会 (宇都宮大学)

３. 2002年11月 ｢グローバル化と社会運動｣ 日本社会学会 (大阪大学)

[海外出張]

１. 2002年７月30日～８月24日：フランス・パリ：グローバリゼーションをめぐる社会運動

２. 2002年８月25日～９月23日：バングラデシュ・ダッカ：バングラデシュ人帰還移民に対す

る聞き取り調査実施

３. 2002年12月22日～１月７日：イラン・テヘラン：イラン人帰還移民に対する聞き取り調査

実施

４. 2003年１月22日～１月29日：ブラジル・ポルトアレグレ：世界社会フォーラム参加

[報告書その他]

１. ｢フランスにおける放射性廃棄物をめぐる反原子力運動の展開｣ 『東海村臨界事故と地域

社会』 茨城大学地域総合研究所年報別冊, 2002年３月, 121頁～127頁 (７頁)｡

２. ｢国際人権基準と日本における移住者の権利保障の現状：ダーバン会議の宣言・行動
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画から考える｣ 『部落解放』 第502号増刊号, 2002年５月, 157頁～172頁(６頁)｡

３. ｢フランスからパキスタンへ：高速道路建設による住民強制排除への異議申立て｣

『刊Shelter-less』 第13号, 2002年７月, 153頁～154頁 (２頁)｡

４. ｢ホームレス・アンダークラス｣ 伊豫谷登士翁編 『思想読本・グローバリゼーション』 作

品社, 2002年12月, 150頁～151頁 (２頁)｡

５. ｢滞日バングラデシュ人労働者・出稼ぎの帰結：帰還移民50人への聞き取りを通じて｣

『茨城大学地域総合研究所年報』 第36号, 2003年３月, 43頁～66頁 (24頁)｡

[科研費等の受領]

１. 代表者 ｢ヨーロッパ統合とグローバリゼーションをめぐる社会運動に関する研究｣

(2002～2004年度), 110万円｡

２. 分担者 ｢現代日本社会における国際移民とジェンダー研究の再編に関する研究─女性移住

者のエンパワーメントと新しい主体形成の検討にむけて｣ (基盤C： 代表者 お茶の水女子

大学ジェンダー研究センター 伊藤るり 2001年度～2003年度)｡ 12万円｡

３. 分担者 ｢奴隷制社会における拘束型労働の実態と記憶, ならびに制度正当化の言説｣ (代

表者：東京大学大学院総合文化研究科 高橋均, 2002～2005年度) 350万円｡

４. 代表者 ｢地域社会の国際化と女性移住者｣ (2002年度茨城大学教育・研究推進経費), 60万

円｡

○糟谷 政和 (助教授, コミュニケーション動態論講座)

[論文・報告など]

１. ｢室町時代の朝鮮通信使｣ 『歴史地理教育』 第640号, 歴史教育者協議会, 2002年６月,単著,

32頁～35頁(４頁)｡

２. ｢第一回日韓歴史教育者交流会の成果と課題｣ 『歴史地理教育』 第642号, 歴史教育者協議

会, 2002年８月, 単著, 74頁～79頁 (６頁)｡

３. ｢｢小川和紙｣ と朝鮮文化－地域の中の朝鮮を学ぶための教材研究－｣ 『茨城大学人文学部

紀要コミュニケーション学科論集』 第12号, 2002年９月, 単著, 71頁～78頁 (８頁)｡

４. ｢高麗神社(埼玉県日高市)再訪－朝鮮植民地支配の残影｣ 『茨城大学人文学部紀要コミュニ

ケーション学科論集』 第13号, 2003年３月, 単著, 69頁～75頁 (７頁)｡

[海外出張]

2002年８月19日～28日, 韓国忠北大学校, 茨城大学学生訪韓団引率｡

[学会参加・発表]

１. ｢日韓歴史教育交流史と近現代史像｣ 歴史教育者協議会第54回全国大会, 2002年８月１日,

三重県伊勢・鳥羽市｡

２. ｢関東の中の朝鮮(韓国)文化をどう学ぶか｣ 2002年度歴史教育者協議会関東ブロック研究
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集会, 2002年12月26日, 栃木県日光市｡

[学長裁量経費の受領]

代表者 ｢茨城大学が目指す未来志向的な日韓交流を担える学生を育てるための授業内容の創造｣

2002年度, 40万円｡

○加藤 篤志 (助教授, メディア環境論講座)

[著書]

『図解 社会学のことが面白いほどわかる本』 中経出版, 2002年５月, 共著, 65頁～103頁 (49

頁), 241頁～277頁 (38頁)｡

[科研費受領]

分担者 基盤研究A(1), ｢都市的ライフスタイルの浸透と青年文化の変容に関する社会学的分

析｣ 平成13～15年度, 1,430万円｡

○佐野 博彦 (教授, メディア環境論講座)

[論文]

１. ｢ＮＨＫ小学校理科番組の変容とその時代｣ 『茨城大学人文学部紀要コミュニケーション学

科論集』 第13号, 2003年３月, 単著, 95頁～120頁 (26頁)｡

２. ｢学校放送の変容：1980年代｣ 『教育メディア研究』 第９巻第２号, 2003年３月, 単著, 11

頁～17頁 (７頁)｡

[学会発表]

メディア教育学会発表 ｢ＮＨＫ小学校理科番組の形成とその思想｣ 桐蔭横浜大学, 平成14年10

月13・14日｡

[教育改善推進費 (学長裁量経費) の受領]

代表者 ｢映像制作を基本とした教育法の改善－セカンドステージ－｣ 50万円｡

○杉本 妙子 (助教授, 言語情報論講座)

[論文]

１. ｢テレビドラマ名の特徴と変化－過去三五年間における用字法とタイトル型から－｣, 『近

代語研究』 (武蔵野書院), 第一一集, 2002年12月, 単著, 495頁～515頁 (21頁)｡

２. ｢テレビ番組名は変わったか－使用文字種とタイトル構造の変化を中心に－｣ 『茨城大学

人文学部紀要コミュニケーション学科論集』 第13号, 2003年３月, 共著, １頁～21頁 (22頁)｡

[報告書] ＊前回の彙報に載せられなかったもの

『平成13年度 八ッ場ダム水没地域方言調査報告書』, 研究代表：篠木れい子 (八ッ場ダム関

連５地区の方言調査団長), 2002年３月, 共同執筆 (篠木れい子, 新井小枝子, 杉本妙子), A
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[海外研修]

１. 2002年４月29日～５月５日/ベトナム, ハノイ/日本・ベトナム教育セミナー等/ベトナム

語を母語とする日本語学習者の日本語語用調査並びに日本・ベトナム教育セミナー参加, 研

究資料収集

２. 2002年３月13日～３月22日/ベトナム, ハノイ/ハノイ国家大学社会人文科学大学, 日本人

材協力センター/ハノイ国家大学社会人文科学大学及び日本人材協力センター訪問・視察並

びに言語調査, 資料収集

[その他]

八ッ場ダム水没地域方言緊急調査調査員 (国土交通省八ッ場ダム工事事務所), 2001～2003年

度 (予定)

○鈴木 栄幸 (助教授, メディア環境論講座)

[論文]

１. ｢状況論的学校改革プロジェクトの本質的困難と対処戦略｣ 『認知科学』 Vol.９, No.３,

2002年９月, 共著, 385頁～397頁 (13頁)｡

２. ｢三宅なほみ,三宅芳雄へのリプライ｣ 『認知科学』 Vol. ９, No.３, 2002年９月, 共著,

404頁～408頁 (５頁)｡

３. "Identity formation/transformation as a process of collaborative learning of

programming using AlgoArena" Koshmann et al. (ed.) CSCL2: Carrying forward

the conversation, Lawrence Erlbaum Associates, 共著, 275頁～296頁 (22頁)｡

４. "Going beyond description" Koshmann et al. (ed.) CSCL2: Carrying forward the

conversation, Lawrence Erlbaum Associates, 共著, 297頁～302頁 (６頁)｡

[海外出張]

2002年12月３日～12月６日, ニュージーランド, オークランド, 国際会議参加｡

[学会参加・発表]

１. 認知科学会全国大会, 北陸先端大学, 2002年５月, 研究発表｡

２. 科学教育学会全国大会, 島根大学, 2002年９月, 研究発表｡

３. 教育工学会全国大会, 長岡技術大学, 2002年11月, 研究発表｡

４. ICCE2002, オークランド, 2002年12月, 研究発表｡

[科研費等の受領]

１. 代表者 基盤研究(B) ｢他者の視点の内化を促す対話的プレゼンテーション教育手法の確

立｣ 2002年～2004年, 215万円 (2002年分配金)｡

２. 分担者 基盤研究(B) ｢遠隔高等教育を対象とした創発的分業を支援する学習環境の開発と
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評価｣ 2001年～2003年, 75万円 (2002年分配金)｡

[その他]

１. 電子情報通信学会 教育工学専門委員 (2000～)

２. 雑誌 『認知科学』 編集委員 (2001～)

○谷川 建司 (助教授, 言語コミュニケーション論講座)

[著書]

『アメリカ映画と占領政策』 京都大学学術出版会, 2002年６月, 単著, 499頁｡

[論文]

１. ｢『バーバー』 に見るアメリカ社会のスモールタウンと戦後社会の変容｣, 『キネマ旬報』,

2002年５月上旬号, 54頁～55頁 (２頁)｡

２. ｢米国立公文書館 (ＮＡＲＡ) 所蔵の新発見資料に見るダイクＣＩＥ初代局長辞任の真相｣,

『占領期の広報・社内報』 (日本広報学会： ｢占領期の広報誌・社内報の研究｣ 研究会 2000

～2001年度研究会報告書), 30頁～40頁 (11頁)｡

３. ｢北朝鮮を激怒させた007最新作 ジェームズ・ボンドと対決する "悪の組織 の変遷｣,

『エコノミスト』 2003年３月４日号, 110頁～114頁 (５頁)｡

[報告]

１. ｢ＮＹミラクル｣ キャンペーン ｢奇跡の街｣ ニューヨークの終わらない挑戦, 『エコ

ノミスト』 2002年４月２日号, 117頁～120頁 (４頁)｡

２. 米国フィルム・コミッションに学ぶロケ協力への ｢観光・経済効果｣, 『エコノミスト』

2002年６月11日号, 84頁～86頁 (３頁)｡

３. 北米のフィルム・コミッション事情 第一回：首都ワシントンＤＣ/脱 ｢官僚的形式

主義｣ を強調するＤＣ映画＆テレビ振興オフィス, 『キネマ旬報』, 2002年６月上旬号, 118

頁～119頁 (２頁)｡

４. 北米のフィルム・コミッション事情 第二回：メリーランド州ボルチモア/フレンド

リー・コンペティター, 『キネマ旬報』 2002年６月下旬号, 124頁～125頁 (２頁)｡

５. 北米のフィルム・コミッション事情 第三回：ペンシルヴァニア州フィラデルフィア

/ローカル・フィルム・コミュニティの育成, 『キネマ旬報』 2002年７月上旬号, 122頁～123

頁 (２頁)｡

６. 北米のフィルム・コミッション事情 第四回：ニュー・メキシコ州 (サンタ・フェ)

/15％の税額控除を実現させた西部劇の故郷, 『キネマ旬報』 2002年７月下旬号, 124頁～125

頁 (２頁)｡

７. 北米のフィルム・コミッション事情 第五回：ニュー・メキシコ州 (アルバカーキ＆

タオス) /ワン・パーソン・フィルム・コミッション, 『キネマ旬報』 2002年８月上旬号, 122
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頁～123頁 (２頁)｡

８. 北米のフィルム・コミッション事情 第六回：カナダ/ケベック州モントリオール＆

ケベックシティ/州 (プロヴァンス) としての結束, 『キネマ旬報』 2002年８月下旬号, 118

頁～119頁 (２頁)｡

９. 北米のフィルム・コミッション事情 第七回：カナダ/オンタリオ州トロント/ ｢ラン

ナウェイ・プロダクション｣ 問題の本質, 『キネマ旬報』 2002年９月上旬号, 120頁～121頁

(２頁)｡

10. 北米のフィルム・コミッション事情 第八回：ニューヨーク州ニューヨーク�/最も

進化した映画都市, 『キネマ旬報』 2002年９月下旬号, 124頁～125頁 (２頁)｡

11. 北米のフィルム・コミッション事情 第九回：ニューヨーク州ニューヨーク�/彼ら

がＮＹにこだわる訳, 『キネマ旬報』 2002年10月上旬号, 118頁～119頁 (２頁)｡

[科研費等の受領]

分担者 ｢占領期雑誌目次データベース｣ データベース公開促進2002年度, 5,660万円｡

[その他]

１. 早稲田大学現代政治経済研究所特別研究員

２. ｢新資料に見るダイクＣＩＥ初代局長辞任の真相｣ 第４回・20世紀メディア研究会, 早稲

田大学, 2002年６月１日｡

○土平 泰子 (助教授, 言語情報論講座)

[論文]

｢英語教育改革プロジェクトにおけるプレイスメントテストに関する考察｣ 『茨城大学人文学

部紀要コミュニケーション学科論集』 第13号, 2003年３月, 共著, 23頁～46頁 (24頁)｡

[学会参加・発表]

１. 第４回言語問題総合研究会研究大会, 京都薬科大学, 2002年５月11日｡

２. 第16回日本言語テスト学会研究例会, 愛知学院大学, 2002年11月30日｡

[学長裁量経費の受領]

分担者(英語教育部門での調査分析準備等) ｢習熟度を配慮した授業の研究開発と実施計画｣

5,959千円｡

○中西 貴行 (講師, コミュニケーション学科共通)

[論文・報告など]

1. "Walk across America: Young Japanese Trans-American Walk Team Trek from

Washington to California" Himeji JALT Newsletter Vol.5. No.2 summer 単著, (２頁)｡

２. "Critical Literature Review on Motivation" Journal of Language and Linguistics.
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Volume 1 Number 3, 2002年７月, 278頁～287頁 (10頁)｡

３. ｢英語教育へのCALL導入｣ 『茨城大学人文学部紀要コミュニケーション学科論集』 第13

号, 2003年３月, 121頁～129頁 (９頁)｡

[学会参加・発表]

｢英語カリキュラム改革と外部評価導入｣ 2002年11月16日, 早稲田大学, JACET本部・月例

会

[学長裁量経費の受領]

分担者 (英語教育部門での調査研究準備等) ｢習熟度を配慮した授業の研究開発と実施計画｣

5,959千円｡

[その他]

講演： ｢北米大陸5000キロ｣ さいたま市谷田公民館, 2003年２月27日｡

○永井 典子 (教授, 言語情報論講座)

[学長裁量経費の受領]

分担者 (英語教育部門統括) ｢習熟度を配慮した授業の研究開発と実施計画｣ 5,959千円｡

○二階堂善弘 (助教授, コミュニケーション動態論講座)

[著書]

『中国妖怪伝－怪しきものたちの系譜－』 (平凡社) 2002年３月, 単著, 202頁｡

[報告・雑記]

１. ｢中国語電脳道場 (連載)｣ 『月刊しにか』 (大修館書店) 2002年４月号～2003年３月号,

2002年３月～2003年２月 (合計24頁)｡

２. ｢中国の神様が万福寺に ｢華光｣ 像を確認｣ (共同通信社より配信 『京都新聞』 2002年

７月25日, 京都新聞社等掲載) (合計12回)

３. ｢｢三国志｣ の人間像－文人の歴史観と民衆の夢－｣ 『文人の眼』 第５号 (2002年10・11月

号) 2002年10月, 42頁～45頁 (４頁)｡

４. ｢多漢字・多言語Webサイト構築における諸問題｣ 『漢字文献情報処理研究』 ３号, 2002

年10月, 30頁～33頁 (４頁)｡

[海外研修]

2003年２月22日～３月７日, 中華人民共和国・上海, 復旦大学｡ 茨城大学学生の短期留学の引

率として｡

[学会発表等]

１. ｢漢字文献情報処理の基礎｣ (共同報告) 日本中国語学会電脳中国語フォーラム, 早稲田大

学, 2002年６月30日｡
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２. ｢漢字文献処理技術の最近の動向｣ 国文学研究資料館平成14年度第１回データベース研究

会, 国文学研究資料館, 2002年８月２日｡

３. ｢Unicodeを利用した多漢字・多言語Webサイトの構築｣ コンピュータ利用教育協議会

(CIEC) , 2002PCカンファレンス, 早稲田大学, 2002年８月８日｡

４. ｢パソコン活用中国語,第14回現代漢語教学研究会,新宿NSビル3階ホール, 2002年10月５

日｡

５. ｢一般化する電子ツール｣ 中国出土資料学会2002年度大会, 東京大学, 2003年３月15日｡

○西山 國雄 (助教授, 言語情報論講座)

[海外出張]

2002年４月24日～30日, アメリカ合衆国イサカ, コーネル大学, 学会出席及び資料収集｡

[学会参加・発表]

"Post-Syntactic Passivization and the Abstract Clitic Position in Indonesian, "第９回

オーストロネシア形式言語学会, コーネル大学, 2003年４月26日～28日｡

[学長裁量経費の受領]

分担者 (英語教育部門での調査分析準備等) ｢習熟度を配慮した授業の研究開発と実施計画｣

5,959千円｡

[その他]

平成14年度国際研究集会派遣研究員 (第I期), 第９回オーストロネシア形式言語学会｡

○福田 浩子 (助教授, コミュニケーション学科共通)

[著書]

『Power On Ⅰ』 東京書籍, 2003年２月, 共著, 143頁｡

[学長裁量経費の受領]

分担者 (英語教育部門での調査分析準備等) ｢習熟度を配慮した授業の研究開発と実施計画｣

5,959千円｡

[その他]

１. 講演

『新しい英語教育と教科書の役割』, 2003年２月４日, 水戸市民会館, 平成14年度第２回茨

城県高等学校教育研究会英語部指導法研究委員会研修会, 茨城県高等学校教育研究会英語部

指導法委員会主催｡

２. ワークショップ

『新学習指導要領による検定教科書を使用した授業の展開例とその体験』, 2003年２月４日,

水戸市民会館, 平成14年度第２回茨城県高等学校教育研究会英語部指導法研究委員会研修会,
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茨城県高等学校教育研究会英語部指導法委員会主催｡

３ . 第41回ＪＡＣＥＴ全国大会 ｢一貫性の英語教育 小学校から大学まで ｣, 大会実行委員,

2002年９月７日～９月９日, 青山学院大学, 大学英語教育学会主催｡

４. 文部科学省検定高校英語教科書 『Power On』 編集委員｡

○舟生日出男 (講師, メディア環境論講座)

[論文・報告など]

１. ｢アノテーションによるリソースの概念的可視化に基づいた知識形成の支援｣ 東京理科大

学, 博士論文, 2002年３月, 単著, 107頁｡

２. ｢帰納的な知識獲得を促進するメディアベースシステムの開発と評価 情報の検索と吟味

における可視化された概念構造の利用 ｣ 『日本教育工学会論文誌』 Vol.26 No.１, 共著, 21

頁～32頁 (12頁)｡

[海外出張]

2002年12月１日～７日, ニュージーランド,オークランド, International Conference on

Computers in Education 2002 に参加のため

[学会参加・発表]

1. International Conference on Computers in Education 2002, オークランド (ニュージー

ランド), 2002年12月３日～６日｡

２. 日本教育工学会 第18回大会, 長岡, 2002年11月２日～４日｡

３. 日本科学教育学会 第26回年会, 松江, 2002年９月13日～15日｡

４. 日本理科教育学会 第52回全国大会, 横浜, 2002年８月６日・７日｡

[科研費等の受領]

１. 分担者 他者の視点の内化を促す対話的プレゼンテーション教育手法の確立 (課題番号:

14380070, 代表: 鈴木栄幸) 複数年度(平成14～16), 2,650,000円｡

２. 分担者 遠隔高等教育を対象とした創発的分業を支援する学習環境の開発と評価 (課題番

号:13558023, 代表: 加藤浩) 複数年度(平成13～15), ０円｡

○松井 陽通 (教授, メディア環境論講座)

[著書]

｢第５講 広告計画の基礎知識｣ 日経広告研究所編 『平成15年版 広告に携わる人の総合講

座』 日経広告研究所, 2003年３月, 共著, 71頁～89頁 (19頁)｡

[その他]

社会活動

茨城県｢県政情報発信戦略会議 委員 (委員長)｣ 2001年11月～2003年３月｡ 2003年３月20日,
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橋本知事に茨城県県政情報発信戦略会議提言書を提出｡

○梁 継国 (教授, コミュニケーション動態論講座)

[論文]

１. ｢二十一世紀における日中関係についての思考｣ 単著 『茨城大学人文学部紀要コミュニケー

ション学科論集』 第12号, 2003年９月, 35頁～44頁 (10頁)｡

２. ｢古代日中両国の皇位継承に見られる親族関係｣ 共著 『茨城大学人文学部紀要コミュニケー

ション学科論集』 第13号, 2003年３月１日, 47頁～68頁 (22頁)｡

[海外研修]

１. 平成14年７月29日～平成14年８月26日 中国・上海, 杭州, 太原 河母渡文化に関する国

際フォーラム出席および現地調査 上海社会科学院, 浙江大学, 山西社会科学院訪問｡

２. 平成15年３月７日～平成15年８月28日 中国・上海, 西安, 北京, 復旦大学｡ 学生の中国

語短期研修留学の引率として｡

[その他]

講演

１. ｢相互理解による日中友好の進め方｣ 日立市日中友好協会総会にて 平成14年５月25日｡

２. ｢中日文化比較研究の目的およびその意義｣ 中国揚州大学にて 平成15年３月10日｡

３. ｢中日文化比較研究の方法論について｣ 中国温州師範大学にて 平成15年３月12日｡

４. ｢中日文化比較研究の方法論について｣ 中国北京語言大学にて 平成15年３月26日｡

○和田 尚明 (助教授, 言語情報論講座)

[論文]

１. ｢時制現象から見た日英語比較―間接話法と物語文を中心に－｣ 『茨城大学人文学部紀要コ

ミュニケーション学科論集』 第12号, 2002年９月, 単著, 11頁～34頁 (24頁)｡

２."A Comparative Study of the English Present Perfect and the German Perfekt:

With Special Reference to Their Differences in Co-occurrence with Adverbials

Referring to a Definite Time," English Linguistics 19.2, 日本英語学会, 2002年11月,

単著, 335頁～365頁 (31頁)｡

[学長裁量経費の受領]

分担者 (英語教育部門での調査研究準備等) ｢習熟度を配慮した授業の研究開発と実施計画｣

5,959千円｡
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○カニンガム・ジョイス(助教授, 言語情報論講座)

[論文・報告など]

１ . "McGill/Ibaraki collaborate on a special Internet project" Studies in

Communication:Bulletin of the College of Humanities 12, September, 2002. (joint

article by Joyce Cunningham and Christopher Milligan), 1-9.

２. "Overview and Philosophy of the English Workshop Program/English Seminar

Program of the Department of Communication Studies, College of Humanities,

Ibaraki University" Studies in Communication:Bulletin of the College of Humanities

12, September, 2002. (Joint article by Robert Betts, P.C. Brown, Joyce

Cunningham, Mary Lee Field and Linda R. Ghan). 44-70.

３. "Connect with English" Video Comprehension Book 2, in Tesol Journal, 11(1),

spring, 2003. p.42.

[海外出張]

１. Teacher training course taken at Pilgrims, University of Kent, Canterbury, U.K.

2 week course: "Teaching through Multiple Intelligences". Diploma received. July

29th August 10th, 2002.

２. McGill Study Abroad Programme (Ibaraki University) Group leader for 22

students during 5 week study period: Feb. 13-March 22nd, 2003.

[学会発表]

１. JALT CALL, 7th annual conference (JALT＝ Japan Association for Language

Teaching, CALL ＝ Computer assisted Language Learning)."A class project:

Collaborative newsletters". Hiroshima Jogakuin University. May 18th, 2002.

２. PAC4/ETA-ROC 11th international symposium in Taipei, Taiwan. (PAC＝ Pan

Asian Conference, ETA-ROC＝ English Teaching Association, Republic of China).

"Fascinating Video Exchange Presentations". Taipei, Nov. 9th, 2002.

３ . JALT2002, 27th annual international conference on language teaching.

"Collaborative newsletter projects". Shizuoka, Nov. 23, 2002.

[学長裁量経費などの受領]

１. Kanemotosensei's team: "Internationalization and Diversification of University

Education."

２. Sanosensei's team: "The improvement of the educational method using the video
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making as its base second stage . " 500,000yen.

[その他]

１. Co-editor, monthly one-page column: "A Chapter in your life", The Language

Teacher, (teachers’ magazine), Japan Association for Language Teaching.

２. Ibaraki JALT - Chapter Co-President from April 1st Nov. 22, 2002 when two

year term finished. Now, Chapter Recording Secretary. (Approx. 60 members).

３. JALT2002 Annual International Conference- ----V.I.P. Liaison to main speakers,

Shizuoka, Nov. 22-24, 2002.

４. Futabadai Elementary School － 2 Team teaching visits with 3rd/4th year Zemi

students in attendance: June 26th & October 9th, 2002.

５. Head Judge for speech contest, Tsukuba ITC, (International Training Communication),

Feb. 11th, 2002.

６. NLP (NeuroLinguistic Programming) Institute, Tokyo.

７. NLP Courses taken: a. Vision Seminar, September 6th, 7th, & 14th. (16 hours)

b. Alpha seminar (in progress). (Oct. 26-27, Nov. 16-17,

Dec. 7-8th, June 7-8 (to be completed).

○ベッツ・ロバート (外国人教師)

[著書]

Barfield, A., Betts, R., and Watanabe, M. (In press). Between a rock and a hard

place: Teaching English reading in Japan. In Marakova, V. (ed.) ELT in Japan.

Netherlands: John Benjamins Publisher, Ltd.

[論文]

１. "Implementing sound teaching techniques in Japanese EFL classes" Annual Review

of the Center for Research and Development in University Education, 6.

２. "Overview and philosophy of the English Workshop Program/English Seminar

Program of the Department of Communication Studies, College of Humanities,

Ibaraki University" Studies in Communications: Bulletin of the Faculty of

Humanities 12. (Co-authored with Brown, P.C., Cunningham, J., Field, M.L., &

Ghan, L.) September, 2002.

[学会発表・参加]

1 . Conversation strategies for fluency workshop. The Center for Michigan

Universities. Hikone, Japan. January 14-15.
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２. JALT 2002 International Conference, Shizuoka-shi, Shizuoka-ken Japan. November

23-24.

[学長裁量経費の受領]

分担者 (英語教育部門での調査研究準備等) ｢習熟度を配慮した授業の研究開発と実施計画｣

5,959千円｡
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