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(An earlier version of this paper was presented at the 23rd Annual Ethnography Education

Research Forum held at the Graduate School of Education of the University of

Pennsylvania under the title �Work-in-Progress, Cultural Effects on Education: �Bilingual�
Teacher Talk in Palau,�on March ２, 2002.)

Introduction

Alan Phillips writes in the preface to a report by Tove Skutnabb-Kangas on language,

literacy, and minorities that the report �points out that many minority groups are forced

into bilingualism, not as a result of their own choice but as a necessity for survival�
(1990, p.５). What about the case of the Palauan people? I have been studying what

language policies and what languages have been implemented, and how they have been

implemented and how they have been used in various contexts such as educational

institutions, family, social events, and the mass media in Palau. In this short paper, I

would like to focus on what languages were used at the kindergarten in Palau. The

remaining aspects of my study will be reported elsewhere.

Palau is officially called the Republic of Palau in English. It is a small island country

located southeast of the Philippines. Its population is 19,129 according to the 2000 census

(Republic of Palau, 2001 Statistical Yearbook, p.７). Looking back to its brief history, the

country was colonized by Spain in 1886 (Peattie, 1988). The brief history is shown in the

appendix. Then in 1898, German colonization began. Japan was a colonizer from 1914 until

the end of the World War II. After the War, Palau was administered by the United States

under the trusteeship system of the United Nations. In 1994, Palau became an independent

nation, but still uses the U.S. currency system. The administrative system is based on

U.S. patterns. Its constitution stipulates two official languages, English and Palauan.

Originally, the Palauan language did not have a writing system. During the German

colonial period, a German minister translated the Bible into Palauan using an alphabet

(Shuster, 1982). After WWII, the writing system was altered based on the English

spelling system as the United States was in charge of the administration of Palau under
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the name of the United Nations Trusteeship (Rechebei & McPhetres, pp.206-209).

Since March 2001, I have visited Palau eight times in order to do research. A TV

documentary program led me to do research there. In that program, one Palauan woman,

speaking in Japanese, said, �I felt very sorry for Japanese soldiers during the war.�I

could not believe what she said. �How could she say �sorry�about soldiers from the

country that was occupying Palau? Why did she say that?�I started wondering about

why she said she was �sorry�for the soldiers. Trying to answer these questions, I have

become aware of the problems on the use of the languages used in Palau currently. I am

now interested in how languages are used in various contexts in today's Palau.

I visited a kindergarten as I was simply curious about the kindergarten education. I

saw that the teacher was teaching both in Palauan and English. I thought this was

because the teacher was trying to implement bilingual education, and she needed to teach

English to the children. However in the interview, I found out that my inference was not

correct. She told me that she needed to teach Palauan language to Palauan children. The

effect of domestic helpers who do not speak Palauan may be quite significant for Palauan

young children. As traditionally it is common for Palauan women to work to make a

living, domestic helpers are hired to take care of young children. Grandparents used to

take care of young children while young mothers were working. But nowadays, the

nuclear family household is becoming more common, so domestic helpers are employed. It

is also a kind of status symbol to hire a domestic helper, one Palauan woman told me. I

have seen families living with grandparents hire a domestic helper to take care of their

young children.

There are social factors, stated by teachers and parents during the interviews done by

myself, to be considered affecting language use at the kindergarten in Palau; however, in

this paper, I pursue only the teacher talk and her interaction with the children.

Theoretical framework

For this study, I use the theoretical framework of language socialization proposed by

Schieffelin and Ochs in 1986.They state:

The editors of this volume (Schieffelin and Ochs) consider socialization to be an

interactional display (covert or overt) to a novice of expected ways of thinking,

feeling, and acting.
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Schieffelin and Ochs based their work on that of Becker et al. 1961; Wentworth 1980 (cited

in Language socialization across cultures.)

Language socialization is a concept the editors take to mean both socialization

through language and socialization to use language. In the perspective taken in

this volume, children and other novices in society acquire tacit knowledge of

principles of social order and systems of belief (ethnotheories) through

exposure to and participation in language-mediated interactions (Ochs, p.２,

1986).

The framework of language socialization has been used in many previous studies (e.g.,

Heath, 1983; Watson-Gegeo & Gegeo, 1986; Poole, 1992; Duff, 1995; Duff, 2002). However,

kindergarten classrooms in Palau have rarely been described in previous studies. This

study may be the beginning of such studies.

Methods

For this paper, I am using the data from fieldwork with observations and interviews I

have done. Duff, in her paper on immersion classrooms in Hungary (1995), writes that

fieldwork can be done to uncover and interpret implicit classroom norms and practices:

To gain insights into the processes and problems of juxtaposing existing and new

(or at least newly legitimized) ideologies, languages, and assessment procedures in

the schools, my fieldwork in 1991-1992 sought to uncover and interpret implicit (if

changing) classroom norms and practices rooted in the local academic culture and

to explore language socialization in this unique context (p.510).

Observations at the kindergarten and interviews with the kindergarten teacher and

parents were implemented. In September 2001, January and February 2002, I visited a

kindergarten in Palau to observe a classroom. During the September visit, I attended the

kindergarten for a week to observe the classroom. For observation, I used videotapes,

audiotapes and field notes. After classes were over in the afternoon, I interviewed the

teacher, her assistant, and the first-grade teachers. In January and February of the

following year, I again visited kindergarten classrooms. This time I visited the same

kindergarten for a week and another kindergarten for a day. I interviewed teachers from

the other kindergarten as well. I also interviewed parents of the first kindergarten in
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February 2002. These interviews were audiotaped. The audiotapes were usually transcribed

by me.

Participants

There were 33 students including one American, one Fijian, and one Filipino in the

kindergarten classroom: 16 boys and 17 girls. This kindergarten has only one class with

one teacher and one teacher's assistant. It is part of a private school that goes through

Grade 12. (Note １: In Palau, there is no public kindergarten now. This kindergarten is

the largest in the country. )

The teacher was Ms. Buuch (pseudonym). While I was observing, she neither got mad nor

showed direct anger towards the children. When she scolded one or two children, she was

scolding in a powerful voice, but it seemed to me that she did not lose her temper.

Children were following her and doing whatever she said. Girls sometimes went to her to

get their hair fixed. She never showed a reluctant attitude towards children no matter

what they asked her to do.

Data

The following are some excerpts from my transcripts of a classroom talk between the

teacher and children. I selected the scene with these excerpts as they show bilingual

interaction between them and the socialization process by language use through learning

numbers and currency. Children are learning numbers both in English and Palauan, but

looking at the processes in detail, there were some differences between learning numbers

in English and Palauan.

Scene from the transcription of classroom talk

Date: February ５, 2002

Place: At a kindergarten classroom in Koror, Palau

Participants: A teacher and 33 students (16 boys and 17 girls). An assistant was sitting

at the desk in the classroom and did not participate in teaching at this time.

On the wall, next to the blackboard, was a chart of numerals from one to 100. Children

were sitting at oval tables painted yellow. There were ４ tables. Children were using small

chairs for kindergarten children. About ８ children were sitting each table. Boys and girls

were seated alternately: boy, girl, boy, girl. Most children are barefoot. They take off
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sandals/sneakers/shoes at the door. They were wearing uniforms. Boys were wearing a

white shirt and a pair of short pants. Girls were wearing a white shirt and a green

pinafore. The air-conditioner was on always and some children were wearing long-sleeved

cardigans. There were windows, but they were covered with posters, pictures and notices.

Most walls were covered with posters, notices, and pictures drawn by children. All the

words written on these materials were English words in the English alphabet.

The chart of the numerals showed numbers from １ to 100. The first line showed

from１ to 10, the second 11 to 20, the third 21 to 30, the fourth 31 to 40, the fifth 41 to

50, and this continued until the last line of 91 to 100.

The teacher picked up a wooden pointer, about one-meter in length, from the corner

of the classroom. She started pointing at numbers from １, one by one. She just pointed

at numbers without speaking. Children started reciting in chorus numbers from １ in

English, when the teacher pointed at each number. From １ to 10, children recited the

numbers. Then she went to 11 and children started reading numbers aloud. �Eleven,
twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.�They

were reading numbers with a kind of rhythm.

At 20, the teacher paused for a second and then she started pointing from 21.

Children continued reading numbers aloud. Finally they shouted �one hundred.�Then the

teacher pointed at various numbers, such as ２ or 20, as shown in the line 001 and 002 in

Excerpt １. Then she pointed １, and said, �Molekoi el tekoi era Belau (Note ２.

Translation : Now you will have to say it in Palauan.),�as shown in 003 of Excerpt １.

Children said numbers from １ to ９ in Palauan smoothly, but not as loudly as in

English. After ９, the teacher said in English, �Now, ten to one hundred�as shown in 010

of Excerpt ２. Then she pointed at 10, saying �Teruich (Note 3. Translation：ten) ,�and

children overlapped her when she said �Te�as shown in 012 of Excerpt ２. Then the

teacher pointed at 20. She did not point from 11 to 19 this time. The teacher said, ������
(Note 4. Translation：twenty).�Then some of the children overlapped the teacher, as

shown in 014 of Excerpt ２. This time some children overlapped the teacher. Then more

children followed in chorus, as shown in 015 of Excerpt ２. For 30 the teacher showed the

same procedure with 20. When the teacher pointed at 40, no children overlapped her. She

said, �Okeuang,�(Note ５. Translation: Forty),�and then children echoed her, as shown

in 019 and 020 of Excerpt ２. Then the teacher pointed at 50, 60, 70, 80, and 90, saying

numbers in Palauan and the children echoed her. When she pointed at 100, she said

nothing, but children said �Dart (Note 6. Translation：One hundred),�at once as shown
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in 032 of Excerpt ３. Then she said in Palauan, �Tia tela el number (Note ７. Translati

on：What number is this?).�She used �number� in English. She was pointing at 34.

Children said, �Thirty-four�in chorus. This is shown in lines from 033 to 034 in Excerpt

３.

From the scene drawn herewith, it was shown that the teacher pointed numbers of

１ to ９, 10 to 100 at every ten (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100) to have the

children learn in Palauan. On the other hand, in English, she pointed at all the numbers

from １ to 100 and had the students recite. It was clear that the children could say

English words more easily than Palauan words. This may suggest the following:

(1) Children are more used to English numerals than to Palauan numerals.

(2) The teacher was not trying to teach numbers in Palauan as much as in English.

Excerpt ４ shows that the teacher was teaching how to distinguish coins. As Palau

uses the U.S. currency system, the teacher had to teach how each coin should be

differentiated. She was teaching with using paper coins packed in an arithmetic kit. The

students were socialized here to be able to use real money.

Transcription Conventions

Participants: T＝teacher; C＝almost all the children in the classroom; SC＝some children;

MC＝many children

Left bracket ([)：the beginning of overlapping speech, shown for both speakers; the

second speaker's bracket occurs at the beginning of the line of the next turn rather than

in alignment with the previous speaker's bracket.

Equal sign (＝) ：speech that comes immediately after another person's, shown for both

speakers.� �：marks to show non-verbal acts

(Based on Appendix, Duff, 1995. p. 537.)

Excerpt １.�T is pointing at ２ with a stick. �
001 C: Two.�T is pointing at 20 with the stick. �
002 C: Twenty.�T is pointing at １ with the stick. �
003 T: Molekoi el tekoi era Belau.
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say it in a Palauan

Now you will have to say it in Palauan.� T is pointing at １ with the stick. �
004 C: Tang.

One.�T is pointing at ２ with the stick. �
005 C: Orung.

Two.

Excerpt ２.

010 T: Now, ten to one hundred.�T is pointing at 10 with the stick. �
011 T: Te[ruich]

012 C: [Terui]ch.�T is pointing at 20 with the stick. �
013 T: Lui[ch].

014 Some children: [Lui]ch

015 Many children: Luich.�T is pointing at 30 with the stick. �
016 T: Oke[dei].

017 SC: [Oke]dei.

018 MC: Okedei.� T is pointing at 40 with the stick. �
019 T: Okeuang.

020 C: Okeuang.

Excerpt ３.�T is pointing at 90 with the stick. �
030 T: Oketiu

031 C: Oketiu＝� T is pointing at 100 with the stick. �
032 C: ＝Dart.

033 T: Tia tela el number.

what this is
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What number is this?�T is pointing at 34 with the stick. �
034 C:Thirty-four.� T�s stick moves to 35. �
035 C: Thirty-five.

Excerpt ４.�Then, she goes to the chalkboard.

She draws a circle and a little bigger circle. �
040 T: Ng ka kid a penny.

this is

This is a penny.

041 C: I know penny.

042 T: Chelecha ng kel bo dosuub er ngii a telkib el klou.

now are going study little bit bigger size

Now, we are going to study a little bit bigger size coin.

043 C: Five cents?

044 T: Five cents.

045 T: Malechub eng kel one er a ngklel a nickel.

or the other name

Or the other name is nickel.

046 C: Nickel.

047 T: Ka mluut el melekoi.

repeat again

Repeat again.

048 C: Ni[ckel].

049 SC: [Nick]el.

050 T: Color er ngkel nickel (...) a gray.

the

Color the nickel gray.

051 T: Ng ka kid a nickel. Ng ka kid a penny.

this is this is

This is a nickel. This is a penny.�She shows the paper coins to the children.�
052 T: Sang komes er a size. See the size.
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look the

Look at the size.

053 T: This is bigger than one cent or penny.

054 T: Ng ka ng techa ngklel.

what this name

What is the name of this?

055 SC: Penny.

056 SC: Nickel.

057 SC: Nickel.

058 T: Nickel.

059 SC: Nickel.

060 SC: Nickel.

061 T: Nickel.

(The Palauan part was transcribed by the kindergarten teacher.)

Analysis of the data

The excerpts stated above show that the teacher did not have the children learn all the

numbers from １ to 100 in Palauan, but in English she did. Why did she do this?

In the interview after the classes, she told me that the Palauan people should speak

Palauan language and she believes that the Palauan children should study Palauan

language and in Palauan at school, if there are not students who do not understand

Palauan. Despite being a strong supporter of the Palauan language, why didn�t she teach

all the numbers in Palauan? She said, �Numbers in Palauan are so complicated. It is hard

to say. English numbers are much easier to use.�This may be why children could not

echo the teacher at the numbers in Palauan. Actually when I am listening to people

talking in Palauan, numbers, dates and times are English. One Palauan gentleman told me

in another interview (Note ３. Mr. Akabane, on Sept. ９, 2001), �Our traditional calendar

system is different, so the Palauan language doesn't have the right name for each month.

So we use English names,�which means that after they started using the Western

calendar system, they had to change their language for the numbers according to the

change of the calendar system. They picked up an easier or more effective system to

represent numbers. According to Shuster, �Palauans seek to be �modern�and modernism

is identified as a pragmatic acceptance and refashioning of foreign islands of meaning in

personally and culturally satisfying ways (1982, p.402).�
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The above excerpts show that the teacher was using both English and Palauan as the

languages-in-instruction. Line 003 shows her instruction in Palauan. Children answered in

Palauan. Line 033 of Excerpt ３, the teacher was asking in Palauan and the students

answered in English. She knew that the students would answer in English as they did not

learn 34 in Palauan. Line 034 shows that the children answered in English without any

hesitation.

However, line 010, she uses English. Then next line 011 shows that its answer by the

child was in Palauan. Lines from 050 to 054 of Excerpt ４ show how the teacher was

using both languages. Above all, the teacher knows that numbers in Palauan are not

important in present Palauan society so that it is not mandatory for her to teach all the

numbers in Palauan to the children. As this was kindergarten education, difficult numbers

in Palauan might not have been taught. In the future, children may learn the more

complicated Palauan numbers in a class for Palauan Studies, which is a core course at an

elementary school.

Excerpt ４ shows that the teacher was teaching how to distinguish coins. As they are

using American currency in contemporary Palau, they need to learn how to name those

coins in English.

Results

Besides the analyzed points of the excerpts stated above, the following are considered from

my observations of classrooms and my interviews with the teacher and the teacher�s
assistant. Because of space limitations, excerpts of observation/interviews are not given

here.���� �������������:: (T: Kindergarten Teacher, A: Assistant, C: Children)

１. T and A spoke in both English and Palauan to the children. (T and A talked in

Palauan with each other.)

２. When directing children's behavior, T and A used mainly English with some children,

including American, Fijian, Philippine and some Palauan children. With others, Plauan

children, however, they used Palauan.

３. Peer talk occurred in English, Palauan, and a mixture of English and Palauan.

４. When the children were learning the letters of the alphabet, T, A and C spoke only in

English.

５. When the children were learning numbers, T mainly used English. But she also used
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Palauan and had the children learn numbers in Palauan, too.

６. When C spoke to me, they used English. None of children spoke to me in Palauan.

Some children knew some Japanese words and they said those words to me. Some of them

had Japanese ancestors/relatives and knew Japanese games such as the hand games called�se-sse-sse�or �ayatori�(cat's cradle). They showed them to me.

７. Written materials such as worksheets to learn letters, numbers, shapes and so on,

posters, notices and letters to the parent(s)/guardian(s), and the school mission

statement were written completely in English. No Palauan words appeared in these

materials.

８. All the educational printed materials have been imported.���� ������������������������: (done in February 2002):

１. Some Palauan children do not speak Palauan, even though they understand it.

２. T believes that Palauan people should be able to speak Palauan, even though English

is important to know for practical reasons. She said, �If you are a Palauan, you should

know the language and culture of Palau.�
３. T decides whether to speak English or Palauan based on two factors. These include

anassessment of the child�s current Palauan abilities and the child�s needs to expand his

or her Palauan language capability.

４. Some parents use only English when they talk to their children. T does not like this.

５. Children enjoy watching TV cartoon programs in English at home.���� ���������������������(done in February 2002):

１. One mother said that her daughter at the kindergarten did not speak Palauan, but her

sons in the ４th and ７th grades spoke Palauan. All of them were taken care of by a

domestic helper who talked to the children in English. The mother speaks in English to

her daughter and speaks in Palauan to her sons.

２. One father who was originally from Fiji said his son really enjoyed watching TV

cartoon programs and learning English from them. He thought it was very good for his

son to learn English from TV programs. He said the programs were useful for learning

a new language.

Conclusion

The kindergarten teacher uses both Palauan and English not only helping the students
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learn English, but also helping the Palauan students learn the Palauan language. Some

Palauan students do not speak Palauan even though they understand it. The teacher

thinks all the Palauan students should be able to speak Palauan. She tries to use Palauan

in the classroom to let all the students get used to the Palauan language.

Consequently, the students learn both Palauan and English. However, as for learning

numbers, the teacher was using English more than Palauan. English numbers are more

common in the Palauan society, as they are less complicated and match the American

calendar system they are using.

As my data are limited, I cannot say that this can be a ground rule in a kindergarten

classroom in Palau. I need to collect more data from observations and interviews. I have

started observing at classrooms in elementary schools. At the same time, I would like to

keep interviewing with the people who are related to educational institutions and parents.

A quantitative survey may be useful to see the overview of the language use in the

Palauan society.
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Appendix

Brief history of Palau (e.g., Peattie, pp.348-351; Rechebei & McPhetres)

1886: Colonized by Spain.

1898: Germany colonization began. It paid ＄4 million for Carolines, Palau and the

Marianas. (Rechebei & McPhetres, p.122)

1914: World War I began. By the ８th of October Palau was secured under the flag of the

Rising Sun. (Rechebei & McPhetres, p.144)

1922: South Seas Bureau (Nan'yo-cho) was established by the Japanese Government.

1945: World War II was over.

1947: [T]he United Nations and the United States signed the agreement placing the

former Japanese mandated islands under the trusteeship system of the United

Nations. (Rechebei & McPhetres, p.209)

1994: Palau became an independent nation and joined the United Nations.
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�����������������������������������������
糟 谷 政 和

１. はじめに

筆者は勤務校である茨城大学とその交流協定校である韓国の忠北大学との学生交流を担当して10

年程になる｡ また茨城大学の授業で日韓 (朝) 交流論を担当している｡ そして毎年の忠北大学訪日

研修団の見学コースの選定には大変悩むが､ 1997年度の訪日研修団の見学先として埼玉県日高市に

ある高麗神社へ行ったことがある｡ 現在の高麗神社は日韓 (朝) 関係史を含めた歴史教育の現場と

して､ その生きた教材として重要である｡ 実際､ 高麗神社を訪れてそこにあるすべてのものから受

ける印象は､ 訪れた人によってさまざまである｡ それは､ 高麗神社を見学する人々が､ 高麗神社を

中心とした景観をどのような予備知識をもって見ているかが問題となる｡ それゆえ歴史学習の課題

は､ その見学者は自身の予備知識では見えない部分を高麗神社がもつことを理解し､ その新たな理

解を通じて見学者の歴史認識をより豊かにすることであるといえる｡

そこで､ まず日韓の大学生が見学したりまたは映像を通したりして､ 高麗神社にどのような印象

をもつかを検討し､ それらの印象の形成される背景を考察する｡ さらに､ 現在の見学や映像から各

自が形成する印象というものが､ きわめて現在の高麗神社の姿に左右されていることも考察す

る注(１)｡ この点で､ 高麗神社に隣接する聖天院も含めて考えた｡
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２. 日韓の大学生が感じる高麗神社の印象

高麗神社は､ 現在､ 埼玉県日高市にある神社であり (写真1) ､ 筆者はすでに高麗神社について

報告したことがある注(２)｡ その高麗神社の ｢創建の由来｣ については､ 現在の高麗神社作成・販売

の冊子によってつぎのように説明されている (2003年12月27日見学時に筆者購入)｡

当社は､ 高句麗からの渡来人高麗王若光を祀る社である｡ 高句麗は紀元前１世紀ごろ建国さ

れ､ 668年に滅びるまで､ 主に中国東北部および朝鮮半島北部を領有した｡ 若光が日本に渡来

した年代は 『日本書紀』 により天智天皇５年 (666) 10月と考えられる｡ 高句麗から使
ママ

わされ

た使節のなかに ｢二位玄武若光｣ の名が記述され､ 高麗王若光であろうと推測できるからであ

る｡ 次に若光の名が文献に表れるのが 『続日本紀』 大宝３年 (703) ３月 ｢従五位下の若光に

王 (こきし) の姓 (かばね) を賜う｣ である｡ 姓とは､ それぞれの家柄を定めるために大和朝

廷が授与する称号で､ 王の姓は外国の王族の出身者に与えられた｡ その後､ 霊亀２年 (716)

５月､ 大和朝廷は駿河 (静岡) 甲斐 (山梨) 相模 (神奈川) 上総・下総 (千葉) 常陸 (茨城)

下野 (栃木) の七国から高句麗人1799人を武蔵国に移し ｢高麗郡｣ を創設した (『続日本紀巻

七』)｡

この時､ 郡の長官に任命されたのが､ 高麗王若光である｡ 若光は郡内の高句麗人をよく指揮

し､ 未開の地が多かった当地を開発して､ 先進的な文化を伝え､ この地で没した｡ 郡内の民は､

若光の遺徳を賛え､ 霊廟を建立し ｢高麗明神｣ と称えて､ 高麗郡の守護神とした｡ これが当社

の創建の由来である｡ 高麗神社の祭祀は若光の長子家重以後､ 子孫によって継承され､ 現在に

至っている｡�韓国の大学生が感じる高麗神社の印象

1997年度忠北大学訪日研修団の感想文の中で､ ある忠北大生はつぎのように高麗神社の感想を書

いていた注 (３)｡

[略] 率直にいって､ 歴史を勉強していながらも私は日本に高句麗人たちの多数が渡ってきて

住み､ また神社まであるという事実を､ ここに来て授業時間にはじめて聞いた｡ いまは恥ずか

しいとまで思った｡ ７月19日高麗神社に到着した時､ まず第一に私の目に飛び込んできたのは

昔の (？) わが国でよく見られた (いまはあまり見られない) ｢天下大将軍｣ と ｢地下女将軍｣

というチャンスンだった｡ 日本という他国に来て韓国のチャンスンを見ることができるとは思

いもよらなかったが､ あまりに意外だったし､ 瞬間気がおかしくなった｡ 高麗神社に入って行

き見て回る間に私は心がとても楽になり､ わが国の遺跡地の一つを見て回っているような気分

になった｡ 日本で神社というのも寺というのも､ わが国の寺 (寺刹) とは､ 感じも模様もとて

も違うと思っていたが､ 高麗神社は日本の雰囲気やにおいがしみついているとおもわれながら
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も､ 私もわからないおだやかさを感じることができた｡ [以下略]

このような感想を持つ背景はつぎのように考えられる｡ 実は､ 韓国の歴史教育での古代史学習で

は､ とくに高句麗・新羅・百済の三国と日本列島の倭との関係について､ 朝鮮半島の人々が日本列

島に渡って行って先進文化を伝え､ それによって日本列島での国家形成に深く関係したという視角

から学ぶ｡ そのため､ その視点から日本の古代史を評価することになる｡

具体的に高麗神社が教科書に載っていた例としては､ 1993年に韓国教育部が発行した国民学校

[小学校のこと] ６年生前学期の ｢社会｣ の教科書 『社会６-１』 (1990年著､ 1993年発行) の第１

章 ｢民族国家としての発展｣ の� ｢わが民族の海外活動｣ に� ｢曇徴と王仁｣ (学習課題 ｢三国時

代にわが国の先人たちが日本に渡って行って活動した姿を知ってみよう｣ に関する記述の中に､ 高

麗神社の写真を載せてつぎのような授業課題と高麗神社社殿写真解説文がある (同､ 51頁)｡

[研究] つぎの写真を見て､ わが国と日本の文化はどのような関係をもっているか話してみよ

う｡

〈東京近郊の高麗 (高句麗) 村の高麗 [コリョ] 神社〉(写真解説文)

さらに韓国における高麗神社に関する理解の一例として､ 『韓国民族文化大百科事典』 第２巻

(韓国精神文化研究院発行 [ソウル] ､ 1991年) にある ｢高麗神社｣ の解説を紹介するとつぎのよ

うである (同書､ 393-394頁｡ 魯成喚氏が分担執筆｡ なお文中のカタカナ表記は日本語の漢字の発

音を韓国語で表記したことを表しているが､ 必ずしも日本語での読み方に忠実というわけではなく､

漢字の韓国語おける漢字の音読みの音が表記されたものが多い｡ しかしそのまま翻訳した｡ )｡

コリョシンサ 高麗神社 日本の埼玉県入間郡日高町に位置する高句麗系統の移住民たちが建

てた神社｡ 日本では高句麗をしばしばコリョと呼んでいる｡ 祭神としては彼らの首長であった

高句麗王ヤックワン (若光) をはじめとして天孫が降臨する時に道を案内したという神人の猿

田 (猿田彦命)､ そして新羅を征伐したという伝説上の人物である神功皇后が新羅に出発する

時霊魂の媒介者的役割をした武内宿禰命を祀っている｡ 社伝によれば､ 716年に当地コリョ郷

(高麗郷) に移住した高句麗人たちの首長は 『続日本紀』 に記録されたヤックワン (若光) で

あり､ 郡民たちの繁栄のために彼がいつも尊敬していた猿田彦と武内を祀りこの神々を白髭明

神としたのがこの神社の始まりである｡ そしヤックワン (若光) の死後､ 彼の徳をたたえるた

めに霊廟を建てて彼をコリョミョンシン (高麗明神) としたが､ 後日この二種類の神が合体さ

れてコリョテミョンシン (高麗大明神) と称されるようになったという｡ そして 『続日本紀』

によれば､ 715年５月に関東地域に散在していた高句麗系統の移住民1,799人を武蔵野に移住さ

せてコリョ (高麗) 郡を設置したことになっていることから見てこの神社が高句麗系統の移住
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民たちによって建てられたものであることを証明している｡ 現在もこの神社の司祭職を代々継

承したことを記録したコリョ (高麗) 氏族の家系図が伝えられている｡ その中の１巻は1259年

に起こった火災によって焼失してしまったが現存するのはその後に復元されたものである｡ こ

れによれば､ 司祭職を代々継承したコリョ (高麗) 氏族たちの先祖はヤックワンワン (若光王)

の嫡流であることがわかる｡ 今日も当地にヤックワンワンの墓が残っており､ 村に入って行く

コリョ (高麗) 郷の駅の前には後日建てられた天下大将軍と地下女将軍のわが国のチャンスン

がある｡ 重要無形文化財としては1211～1218年までの約７年間執筆した 『大般若経』 と鍍銀鳩

榊彫文長履輪太刀､ 高麗氏系図巻子が保管されており､ 現宮司は59代目のコマ (高麗澄雄) が

引き受けている｡

《参考文献》 『日本古代史と朝鮮文化』 (金達寿､ 筑摩書房､ 1976)､ 『帰化人』 (今井啓一､

綜藝社､ 1974)､ 『角川日本地名大辞典-埼玉県編-』 (角川書店､ 1980)｡�日本の大学生が感じる高麗神社の印象

一方､ 日本の大学生の一例として茨城大学の学生の感想を紹介したい｡ 2001年６月に茨城大学の

授業 ( ｢国際地域交流論｣､ ３年生受講) で高麗神社のビデオ (埼玉県日高市教育委員会作成､ 1993

年､ 25分) を視聴して高麗神社の意味を学んだ学生の感想文の中に､ ５名の学生のつぎのような感

想があった｡

a.日本でも､ 日本古来の伝統的だと思っていた神社が､ 実は朝鮮から来た渡来人が開いたものだ

とは全く知らなかった｡ [以下略]

b.日本と朝鮮は位置的に近いし昔から様々なところで交流し続けてきたことを再確認した｡

c. 少し難しいビデオだった｡ 日本が韓国と､ 古くからつながっていたのが実感できた｡

d.高麗は今までずっと ｢こうらい｣ と読んでいたが､ ｢こま｣ とも読むことを今日初めて知った｡

日本は中国文化の影響を受けているが､ 朝鮮半島からも影響を受けているのだと思った｡

e.日本のシンボルとも言える神社の中に高麗人の文化を引き継ぐものがあったなんて驚きだった｡

身近なものでまだ私達がそれと気付いてないが､ 実は高麗人によって広められたものがあるか

もしれないと思うと､ 興味深いし､ このような事実を知れば､ 在日の人々に対する差別もなく

なるのではないかと思った｡

確かに､ 日本の歴史教育では､ 古代史における日本列島と朝鮮半島との深い関連性を学ぶ機会は

それほど多くないので､ 大学生たちは高麗神社というものの存在を知って驚く｡

このように高麗神社は上述したように､ 日韓 (朝) 交流史において日本列島と朝鮮半島との交流

を考える上で重要な出発点になる｡ このような歴史的背景は､ 現在､ 高麗神社自身とその所在地で

ある埼玉県日高市の双方にとって重要といえる｡
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�高麗神社を中心とした地域は､ 現在､ 韓国とどのように交流しているのか

実際､ 現在の高麗神社は韓国及び在日コリアンとの交流に積極的である注(４)｡ また高麗神社の所

在地である埼玉県日高市注(５) は1996年に韓国の京畿道烏山 (オサン) 市と友好都市締結をして交流

を続けているが､ その締結にあたり､ 日高市内にある高麗神社のもつ高麗＝高句麗という歴史的背

景が大変重要な要素になったという｡

実際に､ 2003年９月21日～９月25日に日高市総合福祉センター ｢高麗の郷｣ 研修室で開催された､

｢渡来人の里 日高の文化財－友好都市烏山市展－｣ を見学したが､ その時に配布されていた解説

パンフレットにはつぎのように書かれており､ 日高市が市内の高麗＝高句麗という歴史的背景の存

在を積極的に評価していることがわかる｡

当市は､ 霊亀二年 (716) に東国の高麗人1799人を集めて設置された高麗郡の高麗郷にあた

ると考えられ､ 朝鮮半島とはかかわりが深い地域です｡ 市内には高麗に由来する高麗川､ 高麗

本郷などの地名が存在します｡

古代に武蔵野の荒野に移ってきた高麗の人々はこの土地に根をおろし､ 文化の形成や発展に

どのような影響を与えたでしょうか｡

本企画展では､ 古代高麗人の文化を物語る考古資料や中世の信仰､ 武士についての資料､ 伝

統無形民俗文化財のお囃子､ 獅子舞､ そして､ 広開土王拓本､ 中原高句麗碑拓本など高句麗に

関する貴重な資料など多彩な資料をとおして地域の歴史､ 文化を探ることにしました｡

古代からはじまる朝鮮半島とのかかわりの歴史に想いを馳せていただきたいと存じます｡

また､ 同時開催としまして､ 平成８年に友好都市提携を結んだ韓国烏山市の地勢､ 歴史､ 文

化財､ 文化を紹介することとしました｡ 新たな交流のきっかけとなれば幸いです｡

なお､ 開催にあたり､ 貴重な資料をご出品いただいた所蔵者の皆さまをはじめ､ 韓国烏山市､

関係者各位のご協力､ ご支援に心からお礼申し上げます｡

平成15年９月

日高市

日高市教育委員会

さらに在日コリアンも多く参拝しているし､ 在日本韓国大使館大使のうち何人かが高麗神社を訪

問し記念植樹をしている｡

このように､ 現在の高麗神社や日高市は高麗＝高句麗という歴史的背景を積極的に評価して韓国

とも交流する未来志向的な姿勢を示しているが､ 日韓交流史の生きた教材として活用しようとする

と少し問題がある｡ それは第一に､ すでに筆者が報告したように､ 高麗神社内に現存する遺物の中

に朝鮮植民地化政策との密接な関連性を示すものがいくつか存在するということである ( ｢内鮮一

体｣ ｢内鮮融和｣ )｡ つまり高麗神社に現存する朝鮮総督南次郎揮毫の ｢高麗神社｣ 名陰刻の石柱・
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朝鮮総督府中枢院参議や高麗神社奉賛会理事献納の石灯籠・親日家趙重應揮毫の扁額・各種記念樹

などに見る朝鮮植民地支配の残影について､ 筆者はすでに明らかにした注(６)｡ さらに第一の点とも

関連するが､ 高麗神社は､ およそ730年に高麗王若光が死去した後の彼の霊廟がその起源とはいえ､

当然､ 現在私たちが目にする高麗神社の姿が８世紀中頃の姿そのものではないという点である｡ と

もに､ 見学時の直感的な印象に基づく判断がいかに危険かということを教えてくれる｡

３. 18世紀中頃の高麗神社・聖天院の姿�高麗神社

すでに見たように､ 730年に高麗王若光が死去すると､ 郷民たちは若光の徳を讃えて霊廟を建て､

高麗明神として崇めた｡ これが､ 現在の高麗神社の起源である｡ その後､ 高麗明神の歩みを簡単に

述べるとつぎのようになる｡ まず1143年 (康治２) に23代の純秀が大峰 (紀伊半島) 修行をして修

験者 (山伏) となり､ さらに麗純と名を改めた｡ そして､ 1143年 (康治２) に純秀 (麗純) が修験

者となって以来､ ｢高麗家は本山派修験として入東・多摩・高麗三郡の年行事識大先達を勤める篠

井観音堂に属し､ 神仏分離まで別当大宮寺と号した｣注(７)｡ この神仏習合の中で､ 私たちが現在､ 高

麗神社と呼んでいる大宮大明神(または高麗大宮明神)でも神仏習合が行われていた｡ 本地仏は十一

面観音または聖観音とされ､ 修験者である別当大宮寺が祭祀を司っていた注(８)｡ さらに第44代の良

道は､ 天正18年 (1590) に徳川家康が関東移封の時に､ 祝儀の言葉を言上して家康から大宮領３石

を寄進された (注９)｡ このように､ 23代純秀 (麗純) が修験者となってから､ 高麗家は ｢修験者とし

て､ 大宮大明神の別当大宮寺住職を世襲し｣ たし､ ｢以後､ 明治元年 (1868) までの約700年間､ 大

宮大明神の祭祀は､ 別当大宮寺によって､ 修験道の儀礼にもとづいて｣ 行われた注(10)｡

この神仏習合した状態､ つまり大宮寺と大明神の併存状態を示すものとしては､ まず 『新編武蔵

風土記稿』 がある｡ 『新編武蔵風土記稿』 は1810年 (文化７) に起稿して1830年 (天保元) に幕府

に上程されたものなので注(11)､ 18世紀前半の高麗神社の姿を知ることができる｡ 高麗神社､ つまり

当時の ｢大宮社｣ についてつぎのように記されている注(12)｡ (引用文中の旧漢字は新字体をあらため

た)

別当本山修験､ 篠井村観音堂配下にて､ 高麗山清浄院大宮寺と号す､ 社殿に曰､ 元正天皇の御

宇､ 霊亀二年高麗王を始として､ 千七百九十九人の高麗人当郡に来住し､ 土地をひらき耕作の

業を営む､ 聖武天皇の天平二十年高麗王�ず､ 即ちその霊をまつり､ 高麗明神を崇む､ またこ

れを大宮明神と称ふ､ 王�ずる日髭髪共に白し､ 仍て白髭明神とも祭りしと云々､ 神体唐衣冠

の座像にて長一尺許､ 最古色の像なり､ 例祭三月十五日､ 流鏑馬神事及び大般若を転読す､ 九

月十九日獅子舞祭事あり､ 当村及び高麗・本郷・高岡・横手・久保・台・梅原・栗坪等八ケ村

の産神なり､ 当社は鎮座以来今に至まで星霜千有余年なれば､ その興廃しるべからず､ 又事実

の伝へを失ひぬれば詳ならず､ 按ずるに【続日本紀】に (以下略)
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さらに､ 1863年 (文久３) 制作の ｢御朱印地大宮明神別当本山修験高麗山大宮寺絵図 (高麗神社

No.1630)注(13)｣ によると､ 前出の 『新編武蔵風土記稿』 の完成後30年程の1863年当時の境内の建物

の様子がわかる｡ つまり1863年に制作された絵図には､ 主要には３つの建物が描かれている｡ 絵図

の右側 (北側) に現在の高麗家住宅と思われる建物がある｡ そしてこの建物と廊下でつながった不

動尊を祭る建物がある｡ この不動尊の左側 (南側) に大宮明神を祭る本社と拝殿が絵図下側 (東側)

の鳥居からの参拝路が示されている｡ 絵図の縮尺が不明なことと建物配置が実測通りなのか不明で

あるが､ 絵図の建物配置から気になるのは､ 今は存在しない不動尊を祭った建物があったことであ

る｡ さらに現存する高麗神社本殿にあたると思われる大宮明神本社・拝殿が東を向いていて､ 現在

の高麗神社本殿が南南東に向いているのと異なることである｡

その後､ 1868年 (慶應４・明治元) ３月に明治政府によって神仏分離令が出されたが､ その神仏

分離令を受けて､ 同年９月27日に高麗大記は復飾改名願いを出し､ 高麗神社祠掌となった注(14)｡ こ

れにより､ 『新編武蔵風土記稿』 で大宮社といわれ､ ｢御朱印地大宮明神別当本山修験高麗山大宮寺

絵図｣ で大宮明神といわれていたものは､ 大宮寺とは分離した｡ これらのことから､ 現在の高麗神

社は明治維新の時に大きく変化したことがわかる｡ そしてすでに見たように､ その後の日本の朝鮮

植民地政策の遂行と関連して､ さらに高麗神社の姿は変化し､ 現在に至っている｡�聖天院(写真２､ ３､ ４､ ５)

現在､ 高麗神社の東側500mほどの場所に聖天院という寺院があるが､ その起源についてはつぎ

のようにいわれている｡ 高麗王若光とともにやってきた侍念僧の勝楽は､ 若光の死去後に､ 若光の

菩提寺建立を計画したが､ 途中の751年に死去した｡ そこで勝楽の意志を継いで､ 若光の三男であ

る聖雲は､ 若光の孫である弘仁とともに､ 勝楽の意志を継いで寺を建立した｡ これが､ 現在の高麗

山聖天院勝楽寺の起源である注(15)｡ 現在も山門右側10m程にある｢高麗王廟｣内に高麗王若光の墓と

いう５層の石塔がある)｡ この聖天院についても前出の 『新編武蔵風土記稿』 によって18世紀前半

の聖天院の姿を知ることができる｡ 当時の ｢聖天院｣ についてつぎのように記されている注(16)｡ (引

用文中の旧漢字は新字体にあらため､ また繰り返しの表現は文字をあてた)

高麗山勝楽寺と号す｡ 新義真言宗､ 山城国醍醐松橋無量寿院末なり､ 天正十九年寺領十五石の

御朱印を賜ふ｡ 当寺古は大寺なりしといへど､ 寛永年間回禄の災にかゝりて､ 什宝古籍ことご

とく､ 烏有となりて､ 草創の事実年代等総てしるべきものなし､ 但し今寺宝とする文応二年の

鐘銘に､ 当寺号を載せたれば古き起立なることしるべし､ 中興開れ僧秀海示寂の年月詳ならず､

此僧の時より無量寿院の末となり､ 今に至て四十一世相承すと云､ 本尊不動を安ず､ この腹内

に安ずる不動は立像にして､ 長二寸五分､ 弘法大師の策なりと云､ 門末すべて五十四ケ寺あり､

古は寺地今の門前畑のあたりにありしを､ 寛永の頃今の地に移せしよし､ 本堂の内に高麗山と
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云扁額をかけり､ (以下略)

その後､ 明治維新の神仏分離・廃仏毀釈・寺請制度の廃止などで､ 聖天院も多難な時代をむかえ

た｡ この点について､ つぎのような経過があった注(17)｡

明治に入り､ 聖天院は､ 神仏分離令による廃仏毀釈の嵐に遭い､ 寺運が衰え荒廃した｡ そこ

で､ この名刹の行方を憂えた新義真言宗管長の松平実因は､ 明治二〇年に権中僧正伊佐弁盈に

寺の復興を命じた｡ ここに､ 第四七世弁盈の尽力によって寺運は再び興隆し､ 第五〇世辨明住

職の今日に至っているのである｡

現在のところ､ これ以上に詳しくわからないが､ ただ最近､ 聖天院はその姿を大きく変えたので

それについて報告しておきたい｡ 筆者は､ 1998年３・４月の高麗神社見学時に聖天院も見学した｡

その時は､ 山門を通過して石段を登った所に､ 寛永年間 (1690年代) 再建の聖天院本堂があった

(その時購入の絵葉書参照)｡ しかし､ 2002年９月19日に聖天院を訪れた時は元々の本堂の裏山の中

腹に新本堂が完成していた｡ 新本堂については､ 2003年９月23日の聖天院見学時の ｢拝観券｣ につ

ぎのように記されていた｡

平成12年 (2000年) 裏山山腹に７年の歳月を費やした総欅造りの新本堂が落成し､ 西方山腹

には在日韓民族無縁仏慰霊塔が在日有志の厚志により完成しました｡ また､ 旧本堂跡地には中

門､ 塀の建立・阿弥陀堂 (足利時代) 移設・庭園の拡張等の整備がなされ､ 平成年間に山容が

一変しました｡
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写真２ 聖天院の山門 (参道つきあたり) と新本堂 (山門上部)

(2003年９月23日 筆者撮影)



高麗神社・聖天院(埼玉県日高市)について 23

写真３ ｢高麗王廟｣ 内にある高麗王若光の墓 (五層石塔)

(2003年９月23日 筆者撮影)

写真４ 聖天院新本堂 (2003年９月23日 筆者撮影)



この本堂西側に隣接する在日韓民族無縁仏慰霊塔については､ その場所にある説明板 ｢慰霊塔・

聖天院開基の歴史｣ につぎのように記されていた (2002年９月19日見学時に筆者が確認)｡

続日本紀に霊亀二年 (西暦七一六年) 高麗人一七九九人を武蔵国に移して高麗郡を設置した

と記されています｡ 初代の郡長若光 (高句麗末期の王子) は､ 大いに治績をおさめ郡民敬慕の

うちにその波瀾に満ちた生涯を終えました｡ 高麗王の侍念僧勝楽は､ 王の冥福を祈らんが為､

王の念持仏 (聖天尊) を本尊としてこの寺を創建し､ 王の霊を祀りました｡ 日本では古来より､

故人の為に寺を建立することは最良にして最高の供養とされています｡ これが当山開基の歴史

であり､ 天平勝宝三年 (西暦七五一年) のことでした｡ 爾来､ 聖天院は高麗郡の本寺として､

高麗王はじめ郡民の菩提所として今日に至っており､ 王招来の聖天像は人々の篤い信仰を集め

て来ました｡

この由緒ある聖天の山腹にそびえ立つ慰霊塔は､ 第二次大戦で不幸な歴史の中で亡くなられ

た沢山の無縁の同胞達に､ 昔渡来した高句麗の同胞達と共に永遠の安眠を与え供養したいと願

う､ 在日同胞篤信者の真心により建立されました｡ 塔は日本との関係三十六年間を象徴する三

十六段階で高さ十六m､ 石塔としては日本最大､ 下部に納骨堂が備わっています｡ その周囲に

は無縁仏が生前白衣民族であったことを忘れぬよう､ 壇君をはじめ､ 広開土大王・太宗武烈王・

コミュニケーション学科論集24

写真５ 聖天院新本堂左手奥の在日韓民族無縁仏

慰霊塔と八角亭 (2003年９月23日筆者撮影)



鄭夢周・王仁博士・申師任堂等祖国の自尊心を高めた偉人達の石像が配されています｡ 慰霊塔

左手に建つ八角亭は三・一独立宣言書を初めて朗読したソウルパゴダ公園内の八角亭を縮小建

築したもので､ 祖国同胞により祖国の建材を使用して施行されたものです｡

二〇〇〇年一月吉日

このように､ 聖天院のもつ高句麗との歴史的背景性は､ 現代の在日コリアンの心情と結びつき､

それによって聖天院の姿は大きく変わった注(18)｡ それは､ 寺院の興廃や性格変化がそれを取り巻く

社会の影響を強く受けるということを教えてくれる｡ 聖天院も高麗神社と同様の存在であることが

わかる｡

注� 本稿は､ 筆者が2003年11月20日に韓国忠北清州市の忠北大学で開催された ｢国際シンポジウム：

東アジアの言語と文化｣ で報告した ｢日本の中の韓国文化と歴史教育の課題｣ (原文韓国語)の内

容を踏まえたものである｡� 糟谷政和 ｢高麗神社 (埼玉県日高市) 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6号､ 1999年７月､ 105-112頁｡� 『1997年度 (平成９年度) 交流のあゆみ－茨城大学と忠北大学校の夏期短期学生交流記録－』

茨城大学､ 1998年３月､ ９頁｡� 最近でも､ 高麗神社主催で３回の ｢高麗神社に伝わる文化財展｣ (2002年９月・2003年９月・

2004年９月､ 於：高麗神社) 開催など意欲的である｡� 古くからあった ｢高麗｣ 郡は､ 1889年の市町村制施行により入間郡に編入されて郡名としては

消えて高麗村・高麗川村・高萩村となり､ その後､ 1955年に高麗村・高麗川村が合併して日高町

を設置し､ 翌年高萩村を編入合併した｡ そして1991年に日高市となり現在にいたっている｡ この

地名変遷も日本における韓国認識を反映しているとも言えそうである｡� 糟谷政和 ｢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､ 69-75頁｡� 馬場直也・高麗文康 『高麗神社』 〈さきたま文庫57〉さきたま出版会､ 2000年10月､ 11頁｡� 高麗神社主催 ｢第３回高麗神社に伝わる文化財展｣ 〈2004年９月12日～23日〉での配布資料を

参照した｡ 筆者は､ 2004年９月20日に見学した｡� 前掲 『高麗神社』､ 14頁｡� 前掲 ｢第３回高麗神社に伝わる文化財展｣ 配付資料参照｡� 『国史大辞典』 第７巻､ 吉川弘文館､ 1986年､ 926頁｡� 蘆田伊人編集校訂・根本誠二補訂『大日本地誌大系15 新編武蔵風土記稿』第９巻､ 雄山閣､

1996年､ 193頁｡
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� 『寺社境内図資料集成Ⅰ 東北・関東・中部・中国・四国・九州』 〈国立歴史民俗博物館資料

調査報告書 情報資料研究部〉国立歴史民俗博物館､ 2001年３月､ 147頁｡� 『日高市史 通史編』 埼玉県日高市､ 2000年３月､ 569-571頁｡� 山本修康 『高麗聖天院』 〈さきたま文庫37〉さきたま出版会､ 1992年初版・2000年11月４刷｡

なお聖天院の起源については､ 同書４刷の９－10頁を参照した｡� 前掲『大日本地誌大系15 新編武蔵風土記稿』194－195頁｡� 前掲『高麗聖天院』2000年11月４刷､ 12頁｡� 河正雄 『韓国と日本､ 二つの祖国を生きる』 (明石書店､ 2002年３月) のⅢの5 ｢高麗王と眠る｣

(166-176頁) にその間の経緯が詳しい｡
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Abstract

This research aimed to specify learners�needs at university level. The

researchers assessed the degree to which English language learners�needs

differ according to their departments in a university. More than 200

learners in ８ general English classes of ４ different departments (i.e.

education, engineering, humanities, and agriculture) were participants in

this research. It has already been known that to collect and analyse the

learners�needs is one of the most significant procedures in course design

of English education programmes. In Japan�s public English education

context, however, needs analysis has not been carried out by the

government (LoCastro, 1996) even though, in the secondary level of

education, learning English is often a compulsory subject and important

for general education. There are still very few language programmes

based on needs analysis in Japanese universities. Hence, we researched

whether or not learners�needs could be specified in the general English

classes in the four departments. In this research, a triangulation method

was used in the form of a guestionnaire made of two parts. A detailed

pilot study and more than 200 participants boosted the level of reliability

and validity. Finally, the data and findings in this research were

presented in the form of tables and graphs where appropriate.

Introduction

In the last decade, there has been a historical reform of English education in Japan. The

reform has been carried out as a form of adaptation of new innovative methodology.

Although numbers of researchers claim that one of the central procedures in language

education should be needs analysis, the curriculum of language education in Japan does
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not seem to follow the trend (LoCastro 1996). Even through our experience as language

instructors, there are still very few language programmes based on needs analysis

according to the departments in Japanese universities. Hence one of the purposes in this

research was to find whether or not learner�s needs could be specified in the general

English classes in different departments at a national university. The other purpose was

to find out to what extent the learners�needs differ according to their departments

within the University. It was hoped that the importance of needs analysis will be

expanded in the area of language education, and the methodology of the language classes

will be reinforced with the use of results from this research.

Research Design

In Japan�s current English education system, the importance of maintaining a balance

between fluency and accuracy seems to be realised among educators. They try to develop

their curriculum (known as shidou youryou) to boost learners�fluency and accuracy.

It has already been known that to collect and analyse the learners�needs is one of the

most significant procedures in course design of English education programmes. Richards

(2001 p.51) mentioned �one of the basic assumptions of curriculum development is that a

sound educational programme should be based on an analysis of learners�needs�. In

Japan�s public English education context, however, needs analysis has not been carried

out by the government (LoCastro 1996). One of the reasons for this may be the fact that

in the situation of general English classes �it is not possible for us to identify in any

detail their eventual needs for using English� (Hedge 2000, p.343). In other words,

learner�s needs are not immediately apparent and rather it is a case of �potential and

unrecognised needs� (Richards 2001, p.53). For example, in the secondary level of

education learning English is often a compulsory subject and important for general

education. However, Richards (1990) said that needs analysis is also a significant element

to consider when designing a general language course. Seedhouse (1995) argues that even

in a general English class based on learner-centred approach, the learners�needs can be

specified. He went on to explain how to collect and interpret the data. He also introduced

a basis for judgement or criteria in the procedure of needs analysis which enables us to

specify or generalise learners�needs in general English classes.
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The Research Questions:

Can the learner�s needs be specified in general English classes at a national

university?

and

To what extent do the learners�needs differ according to their departments

within this university?

Description of Research Methods

Description of Theoretical Work

This research was carried out using the triangulation method, which uses two or more

than two methods to look at a phenomenon to raise the levels of validity and to reduce

bias. The triangulation method was used in the form of two parts of questionnaires to

students. According to Cohen et al. (2000), the method enabled us to collect the balanced

data in the level of reliability and validity, and used the different participants, such as

individual, group, organisation, and societal. Indeed, Richards (2001) pointed out the

advantage of the questionnaire, which was one of the wide spread instruments for needs

analysis. The obtained data was easy to analyse to explore �the language use,

communication difficulty, preferred learning style, preferred classroom activities and

attitude and beliefs�(Richards 2001, p.60).

Sources of Evidence: Questionnaire

In this research, questionnaires were used as a central instrument to collect statistical

data. Bell comments as follows: �questionnaires are a good way of collecting certain types

of information quickly and relatively cheaply as long as you are sufficiently disciplined to

abandon questions that are superfluous to the main task�(Bell 1999, p.119). As for the

design of questionnaires, Youngman (1986) listed seven question types, such as (１)

verbal/open, (２) list, (３) category, (４) ranking, (５) scale, (６) quantity, and (７)

grid. We used a combination of verbal/open and list question types. The verbal/open

question expected �a word, a phrase, or an extended comment�(Bell 1999, p.119), and it

seemed to be concerned about qualitative question. On the other hand, the listed questions

gave the responders the opportunity to choose any of the items given in a list. This was

able to collect quantitative data. Hence, the combined questionnaires enabled the

researchers to analyse qualitatively and quantitatively. The questionnaires were

distributed to the students in ８ general English classes according to ４ departments (i.e.
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education, engineering, humanities, and agriculture) at the university. A sample

questionnaire given to the students can be found in the appendixes. However, it was very

important for the questionnaires as a research instrument to be �piloted�before the actual

research started. The instruments were used and re-analysed for the pilot study in science

department�s general English Classes at the university. The pilot study was done to raise

the reliability and validity. Bell (1999 p.103-105) provided a good definition for the terms,

reliability and validity: reliability was regarded as �the extent to which a test or

procedure produces similar results under constant conditions on all occasions�, and

validity was seen as �whether an item measures or describes what it is supposed to

measure or describe�. Cohen et al. (2000) noted that the triangulation methods were one

of the most powerful methods available to boost the advantages of validity, and also

decrease bias. As well as validity, the questionnaires�reliability was likely to be higher.

The reason for this was due to the fact that questionnaires were more anonymous,

encourage honesty, and can save time and money (Cohen et al. 2000). Moreover, the

questionnaires used in our research were distributed in classes and collected immediately

after 15 minutes, thus there was a 100 percent rate of return.

Another focus is on qualitative and quantitative perspectives. According to Nunan (1992

p.３), �quantitative research is obtrusive and controlled, objective, generalisable, outcome

oriented, and assumes the existence of �facts� which are somehow external to and

independent of the observer or researcher. … Qualitative research, on the other hand,

assumes that all knowledge is relative, that there is a subjective element to all knowledge

and research, and that holistic, ungeneralisable studies are justifiable�. Quantitative and

qualitative methods were likely to be seen as in opposition to each other, but this research

may require the use of both methods. A possible reason for this may be because each

method had its own limitation. According to Cohen et al. (2000, p.105), quantitative

research assumed to yield �a measure of standard error which was inbuilt and which had

to be acknowledged�. On the other hand, they also mentioned that qualitative data may

involve a degree of bias, such as the subjectivity of responders, their opinions, attitudes

and perspectives. Hence, it was essential to maximise the advantages of both types of

methods by using the triangulation method in the questionnaires composed of two parts.

Here, it could be said that the instruments used in this research (i.e. questionnaires) may

be expected to only collect quantitative data. However, the combination of verbal/open and

list question types enabled this research to reach a balance between quantitative and

qualitative data. Cohen et al. (2000 p.255) mentioned that �an open-ended question can
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catch the authenticity, richness, depth of response, honesty and candour which…are the

hallmarks of qualitative data�. It was hoped that the combination of both quantitative

and qualitative methods will reduce the two problems, namely a measure of standard error

and bias.

Data Presentation and Discussion

226 first year students taking general English classes among the four departments

answered the questionnaires: 58 students from the education department, 53 students from

the engineering department, 62 students from the humanities department, and 53 students

from the agriculture department. To collect effective data, several categories were used in

the questionnaires (Appendix 1 and ２): A. the importance of the ４ skills, B. Speaking

skill difficulties, C. Listening skill difficulties, D. Writing skill difficulties, E. Reading skill

difficulties, F. the students� preferred learning style, G. the students� objectives of

learning English, H. other comments, I. permission for further interviews.

A. The importance of the ４ skills

The question aimed at exploring the extent to which the students from different

departments regard each of the four skills (i.e. speaking, listening, writing, and reading)

as important. The graph below shows the percentage of the students in the four

departments who regard each skill as the most important.

As we can see from the graph above, the four departments follow the same pattern.

Broadly speaking, most students rank speaking as more important than any other skills.

Listening is ranked the most important by the second largest group of students. The third

largest group of the students ranked reading, as the most important and the skill which
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has the least number of students regarding it as the most important is writing.

Especially, in the education department, no students rank writing as the most important

skill. However, there is an exception to this trend in the agriculture department, here

listening skill is ranked as the most important by the largest group of students (i.e.

44％).

On the surface, it seems that there are not many differences among the departments.

Almost all students ranked either speaking or listening as the most important skill. This

seems to be suggesting that the general English lessons should focus on teaching speaking

and listening skills in all departments. However teachers should note that there are some

subtle differences. It is possible for teachers to decide which skills out of the four should

be emphasised on the syllabus of the English course. To take an example of this, in the

agriculture department, there should be equal emphasis on speaking and listening skills.

For the humanities and engineering departments, the emphasis should be on speaking skill

rather than listening skill. For the education department, a great emphasis needs to be on

speaking skill.

With respect to the writing and reading skills, the percentages show that in all

departments these skills are unlikely to be as important as speaking and listening skills.

However, it must be said that despite these very low percentages, writing and reading

skills should not be judged as a waste of time to teach or that teaching them is not

fulfilling the students�needs. As for this issue, there should be further research conducted

at a later date.

B. Speaking skill difficulties

The question aimed at exploring in detail the particular areas of speaking where the

students from different departments have difficulties. The graph below shows the results

from the answers of the students in each department.
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Unsurprisingly, most students in all departments seem to have equally serious

difficulties with speaking English according to each question. Particularly, the first four

items (i.e. １ to ４) tend to be the central problems which the students have. The items

for １ and ２ are concerned with communicative competence. According to the results of

section H, one of the students�greatest concerns in all departments is likely to be to

improve their oral skills. The items for ３ and ４ are concerned about the ability of

pronunciation.

Unfortunately, there are very few differences among departments and they all tend to

have the same problems with speaking skill. Hence, as for speaking skill the curriculum

designers in the university should take into consideration developing the students�
communicative competence and pronunciation.

C. Listening Skill Difficulties

The graph below shows the results from the answers of the students for listening skill

difficulties in each department.

The results show somewhat distinctive problems and difficulties students have. The

results of the first two questions tell us that students feel uneasiness and difficulties

toward unfamiliar words or topics. The item ９ shows, especially for engineering students,

the students have difficulty listening to long dialogues or conversations. The students are

rather intimidated by the speed and native speaker pronunciation causing English to link

words naturally (items 12 and 13).

On the contrary, less likely students have trouble understanding when they have a

textbook or materials to follow in front of them or when they are in class. This is an

interesting finding because it can be interpreted visual aids help students understand
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better and help them emotionally.

These findings lead us to focus on teaching listening strategies, for example, inference,

selective skills, so that students will be able to overcome the difficulties they have toward

listening.

D. Writing Skill Difficulties

The graph below shows the results from the answers of the students for writing skill

difficulties in each department.

It seems engineering students feel difficulty toward writing skill as well. The

engineering students feel lack of knowledge about English sentence and paragraph

structure twice as much as Humanities students feel. This reflects engineering students

also express strong discomfort toward English in this author�s class. The teacher�s job is

to break the ice for those students. Most importantly, 70％ to 80％ of the students have

difficulty expressing themselves in writing. This is the same result as the speaking item

１. Basically, students have difficulty expressing themselves in English in general. This

may come from the difference of two languages, Japanese and English (Nakanishi, 2003).

E. Reading Skill Difficulties

The graph below shows the results from the answers of the students for reading skill

difficulties in each department.

Once again, the engineering students feel they need to know words, phrases and

grammar to understand a context of a text from the items １ and ２, however, from the

item ７, it seems students have less difficulty understanding the main topic of a text. The

item ５ tells us that more than half of the students do not know reading strategies. This
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is one of the things teachers need to be aware of. This also relates to the item 12 that the

students have difficulty reading English texts quickly. Surprisingly, the item ６ indicates

the agricultural students have the most difficulty understanding the structure of

paragraphs and essays even though they are capable of scoring higher than other

departments in English exam.�������������������������������������
The students�most favourite studying styles in class were to communicate in English

and Japanese, to learn spoken English by conversing and listening, and to study English

by using pleasant materials such as foreign movies and songs. To learn English by using

a textbook for reading or difficult materials, to learn English by reading and writing, and

to memorise what they learn were not popular methods.

The Language Used in the Classroom. Many students wanted to use both English and

Japanese as a means of communication in the classroom. 76％ of the participants chose

item ２. This was the most popular item in the thirty-six items. 18％ of them selected

item １. More than 90％ of them picked up either item １ or item ２. As most of the

students were Japanese, using Japanese would be useful when they didn�t understand
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what others said in English.

There was, however, no significant difference between a native-speaker instructor and a

Japanese instructor. 33％ of the students needed a native speaker of English as an

instructor while 42％ of them required a Japanese instructor. This would mean that if the

instructor could conduct a bilingual class it did not matter whether the instructor was a

native speaker of English or Japanese.

Four Skills. The result was similar to the one in the Section A. Item ４ �oral
communication� (70％) was the most popular. Item ６ �listening� (53％), item ５�reading�(27％), and item ７ �writing�(23％) followed. The students needed to study

spoken English rather than to study written English.

AV Equipment and Computers. 46 ％ of the students chose item 10 �video�. One possible

reason why they selected this item was that using visual aids helps them understand

English better. Item 11 �CDs and cassettes� was 38％ and item 12 �computers and

internet�was 26％.

Textbooks. Item 17 �intercultural communication textbooks� was 32％, item 13�conversation textbooks�, 31％, and item 16 �reading textbooks�, 11％. The students

preferred intercultural communication and conversation textbook to reading textbooks.

This corresponds to the result in the four skill section. Conversation was more popular

than reading, that is, the students wanted to learn spoken English more than written

English as indicated in the section A.

Learning Activities in the Classroom. The students preferred item 24 �group work�
(41％) and item 23 �pair work�(38％). Item 25 �whole class work�was 30％, item 22�individual work�, 21％, and item 26 �man-to-man instruction�, 10％. Group work and pair

work are very convenient for practicing oral communication skills and students are able

to participate in the classroom activities very well through them.

Interest: Major Subject and Entertainment. What did the students want to learn in the

English classroom? 49％ of them selected item 15. Then what were the students interested

in? 17％ of them chose item 14. Many students did not think that they needed to learn

their majors in English. They wanted to learn English through movies (69％), enjoyable

materials (60％), music (57％), and games (39％). Entertaining materials such as movies

and music were more popular than the materials on their majors.

100 participants wrote the topics that they were interested in. There were four popular

topics that many people mentioned; music (31％), movies (30％), sports (29％), and

culture (19％). Other topics that some students indicated were conversation, listening,
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environmental issues, food, art, and history. Dealing with students�favourite topics in the

classroom can motivate students to learn English so that it is very beneficial to teachers

to know the topics that students are interested in.

Levels of Materials. There were items that asked the students whether they needed

demanding materials or easy materials. 38％ of the students chose the easy material item.

Only １％ (two students) needed demanding materials. It is important to assess the

students�proficiency level and to choose appropriate materials.

Traditional English Learning Method. Whether the students needed the so-called

traditional English learning methods such as Grammar Translation Method, grammar

knowledge, memorization, and vocabulary knowledge was investigated. Item 21�vocabulary knowledge�was 26％, item 19 �grammar knowledge�, 25％, item３ �Grammar

Translation Method�, 18％, and item 20 �memorization�, ７％. The students preferred

communicative ways to learn English such as oral communication and listening to the

traditional English learning methods.

Department Differences. Differences among the departments were that only 13％ of the

engineering students were interested in using cross-cultural communication textbooks,

while some students in the other departments (education 41％, agriculture 32％, and

humanities 40％) were more interested in using them. Most of the education students were

not interested in learning vocabulary, but about 30％ of the students in the other

departments were interested in it. Topics that the students in each department were

interested in might be different.
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G. ���������������������������������������
The overall trends of the students�goals to learn English were to communicate, to

enjoy what they like to do, to get a good job, to use English practically, to get required

credits. Many students did not think that they needed to learn English for studying the

subjects that they majored and to acquire writing skills.

One of the most outstanding trends in this section was communication. 80％ of the

students chose No. ４. This item was chosen the most in the four departments. Most of

the students studied English to acquire speaking skills at everyday conversation level. 53％

of them checked two items. The items were picked out the fifth most. One was item 11�to understand basically what native speakers say�. The other was item 23 �to be able to

communicate with people from other countries�. Judging from these three items, the

students studied English to acquire communication skills in English. 54％ of the students

also selected item 33. It could be said that they recognised that English is important to

communicate with many people in the world and to receive and send information.

Another prominent trend was that the students studied English to enjoy what they like

to do. 56％ of them selected item 25. Then 47％ chose item 24 and 41％, item 22. The

students, therefore, needed English to enjoy seeing movies, listening to songs, and

travelling abroad. Only 15％ of them, however, chose item 26. It could be said that they

wanted to do something that they liked and they needed English for that.

Third, the keyword is job. 51％ of the students said that they studied English to get a

better job. In addition to that 39％ of the students mentioned that they studied English

to get good score in English proficiency tests like Eiken, TOEFL, and TOEIC. Many firms

require over 500 points in the TOEIC exam to job applicants so that many students

prepare for the TOEIC exam. 37％ of the students chose item ３. Many of them were

interested in preparing for getting a job.

The next keyword is practical use. Many of the items mentioned above included

practical purposes. 39％ of the students selected item ７ and 33％ of them, item 12. It is
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easy for them to obtain English newspapers and magazines and to access English TV

shows in Japan so that they can get information from them.

One of the purposes that the students study English was to get required credits to

graduate. 55％ of the students selected item 18. This item was the third most popular. A

problem, however, can be found in this item. Six students checked just this item. They

studied English just to acquire the credits that the university required. They did not have

other purposes to learn English. One student wrote that she was so poor at English that

she did not know why she was studying English and what she wanted to study. Another

student wrote that he was not so interested in studying English that he was having a

hard time studying it. In addition to these students, there was a student who checked

item 34. A few students were not either interested in studying English or good at it. It

is, therefore, important to motivate these students.

One of the purposes for studying in college is to acquire academic skills. Only 19 to 25

％of the students, however, checked the items on academic skills comparing with the items

mentioned above. The items were item ９ (25％) , item 16 (24％), item 10(23％), item６

(22％), and item ５ (19％). The needs for the academic purposes were not so high that

instructors had to select appropriate academic skills to teach for the students at their

proficiency levels.

There were no writing-skill items that were checked by many students. As indicated

above item 16 was 24％, item 13 �to be able to write e-mails�, 18％, item 14 �to be able

to take memos and keep a diary�, 14％, and item 15 �to be able to take notes in class�,
10％. The instructors needed to create appropriate activities to improve the students

writing skills.

The differences among the departments were that the engineering and agriculture

departments needed academic skills more than the humanities and education departments.

The engineering department needed negotiation skills for a job and only 21％ of the

students in the education department studied English for the purpose of getting a job.

There were differences in academic purposes. 42％ of the students in the engineering

department and 40％ in the agriculture department checked item ６-academic speaking

purposes, but 10％ in the education department and no one in the humanities department

chose it. 40％ in the engineering departments and 42％ in the agriculture department also

picked out item ９-academic reading purposes, but 14％ in the education department and

８％ in the humanities department chose it. In addition to the two items, item 16-academic

writing purposes was chosen by 34％ in the engineering department and 43％ in the
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agriculture department. It was, however, selected by 12％ in the education department and

11％ in the humanities department. Judging from these data, many students in the

engineering and agriculture departments needed to study English for academic purposes

more than the students in the education and humanities departments. The instructors,

therefore, needed to select proper skills that the students needed.

Differences in the job items were found among the departments. Item ３ negotiation

skill purposes was chosen by 66％ of the students in the engineering department, but the

education department was 21％, the agriculture department, 26％, and the humanities

department, 36％. Many students in the engineering department thought that they would

use English to negotiate for the future jobs. As mentioned before many students

(engineering 66％, agriculture 53％, and humanities 57％) studied English for the purpose

of getting a good job, but 29％ of the students in the education department studied it for

that purpose. Many of them in the education department would like to become teachers in

the future so that they didn�t have to study English for that purpose. The students�
future jobs influenced their study purposes.

H. �������������
This section aimed at exploring detailed information about students�needs, difficulties,

and effective lessons for learning English, which was not likely to be found out from the

multiple choice questions. The table below shows the three most mentioned comments

about the students�needs, difficulties, and ideal lessons.
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Table-1: The students�comments about learning English

(１) The skills you need (top ３)

(２) The difficulties in learning English (top ３)

(３) How the English lessons in the university should be carried out (top ３)

As can be seen from table above, there were likely to be several interesting phenomena

among departments. The students in the education department seem to focus on oral

skills, knowledge of grammar and vocabulary. As for the engineering department, the

students tend to be interested in oral skills and the university�s policy of general English

classes (e.g. maximise the opportunities to use English, increasing frequency of the classes

per week). With regards to the humanities department, the students�main focuses are

only oral skills (i.e. conversation, speaking, and listening skills). The students in the

agriculture department have a tendency to be the same as the engineering department�s
students: oral skills and school policy about language teaching. The table below is the

summary of students�answers.

Table-２: The summary of students�answers

According to the table summarising the students�answers, oral skills were involved in

every department. There is a generalised idea amongst all students that learning English

in each department is concerned with oral skills. This may not only be owing to the fact

that oral skills in English are really necessary as an international language for the

Japanese, but also due to a feature of the Japanese (i.e. homogeneity). According to
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Nakane (1970) and Tunoda (1985) cited in McPake and Poweney (1998), the term

homogeneity can be used to describe Japanese communities where individuals are likely to

behave similarly to each other. Hence, as being able to use oral skills became trendy or

fashionable in the last decade, the students in every department may be following this

trend and focusing not on the whole range of skills but only on oral skills.

However, some differences were seen among departments. In the education department,

the students tend to be concerned with linguistic knowledge, such as grammar and

vocabulary or idioms as well as oral skills. This means that the students in the

department need the input of grammar and vocabulary or idioms. The English course

policy is emphasised in the engineering and agriculture departments. This may indicate

that the English policy concerned with syllabus and methodology in engineering and

agriculture departments were not designed for maintaining sufficient circumstances for

the students to use English. The result shows that the learners�needs are not fulfilled in

each department. Therefore, the university should be able to take the discussion above into

consideration for English course development.

I. Permission for further interviews.

We asked the participants whether we would be able to interview them for further

research. Thirty-three of them volunteered for the interviews.

Conclusion

Broadly speaking, the results showed that according to different departments, students�
needs vary. This is to say when designing courses or changing existing classes we must

consider the needs of the learners according to their departments. Several sophisticated

key similarities and differences towards learner�s needs were discovered through the

analysis of the questionnaires collected from the four departments.

We can conclude that the high priority of oral skills was homogeneous across all

departments. This can be seen in: (１) oral skills were rated more important than other

skills, ( ２ ) the learners had serious problems in communicative competence and

pronunciation, and (３) the general English course should focus on more oral skills. It

appeared that only oral skills need to be taught in the general English classes. To take

some examples for this, the students specified that their favoured learning styles were to

communicate both in English and Japanese, to learn English by speaking and listening, to

watch videos and to listen to music, to learn English. As well as this, the students�goals
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to learn English were specified. Their goals were to be able to communicate in English, to

get good jobs, to use English practically, and to get required credits.

However, there were significant differences among the departments, which should be

noted by teachers and curriculum designers when developing the courses. For instance, the

learners were interested in different topics. The differences among departments were that

more students in engineering and agriculture departments replied that they needed

academic skills, and that out of all departments more engineering students thought that

they had to study English for their future jobs.

Now we are in the position to answer the two research questions. The answer to the

first question is that it was possible to specify the learner�s needs in the general English

classes in the four departments, although there were some similarities. The answer to the

second question is that the learners�needs differed among the departments, except in the

area of oral skills.

This research concerning learner�s needs according to the departments has not been

completed yet. The researchers realised that, although the questionnaires used in this

research were designed quantitatively and qualitatively, the data was still not completely

qualitative. Hence, the follow up interviews could be one of the ways to boost the

qualitative data, since sufficient students offered their names and contact addresses to

enable us to conduct further interviews.

Further Comments

Ethics were taken into consideration in this research. Ethics is concerned with �privacy,
anonymity, confidentiality, safety�,�non-deception and no betrayal�(Bell 1999, p.38). In

order to obtain permission to access an organisation, researchers must show or

demonstrate what exactly they intended to carry out and that the research is worthy. It

can be said that the term �informed consent�(Cohen et al. 2000, p.50-53, and Blaxter et

al. 1996, p.146 cited in Bell 1999, p.39) was an important concept in the process of getting

permission. The researchers were required to carefully prepare their explanations and

consultations with subjects before the commencement of the research. Beforehand, the

purpose of the research was explained to the participants and they were asked whether

their data could be used in the research.
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Appendixes

Appendix �.

英語学習者のニーズ分析に関するアンケート調査【学生用】

このアンケートは､ 英語が母国語でない大学生の英語学習に関するニーズや､ そのニーズが適切に

満たされているかを調査するものです｡ また､ 英語教育をよりよくするために何ができるかを提案

するものです｡ 調査の結果は､ 詳細に分析され､ 今後の英語の授業に反映されます｡ このアンケー

トは､ 英語の授業を履修する複数の学部の学生と､ その授業を担当する教官の英語学習に関する意
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識を調査します｡ 所要時間は約15分ほどです｡ 適切な項目にチェック( � )をしてください｡ 簡単

なコメントを書く欄もありますが､お答えください｡ 尚､ TRやICのクラスでは日本語で授業が行

なわれているクラスもあるので｡ 英語で授業が行なわれていることを前提にしている項目には該当

しない場合があるかもしれません｡

性別：男性 ・ 女性

年齢： ( 歳 ) 国籍：( )出身県(出身都市)： ( )

何学部に所属していますか ( 学部 学科 コース)

2003年度を含めて何年間英語を学習していますか ( 年)

受講している英語の授業名をお答えください( )

受講している英語の授業に関して質問に答えてください｡

【A. ４技能】次の４つの技能のうち重要だと思う順に１から４の番号を書いてください｡

１( ) 話す技能

２( ) 聞く技能

３( ) 書く技能

４( ) 読む技能

【B. 話す技能】英語を話す技能について､ 次のことが当てはまる場合はチェックをしてください｡

１( ) 自分で思ったことを英語でどのように言うのかわからないことがある｡

２( ) 適切な単語や文がすぐに出てこない｡

３( ) 英語らしく発音するのに苦労する｡

４( ) どのように発音するのかわからない単語に出会うことがある｡

５( ) 小人数のグループやペアで話すのに苦労する｡

６( ) 授業内のディスカッションで発言するのに苦労する｡

７( ) 教官と英語で会話をするのに苦労をする｡

８( ) 口頭発表をするのに苦労をする｡

９( ) 英語のネイティブスピーカーや教官と会話をすると緊張してしまうことがある｡

10( ) 間違えることを心配してしまってうまく話せないことがある｡

※その他 (苦労することについて具体的にお書きください)｡

【C. 聞く技能】英語を聞く技能について､ 次のことが当てはまる場合はチェックをしてください｡

１( ) 聞いたことのない単語が出てくると理解するのに苦労する｡

２( ) 知らない話題についてだと内容が推測できないので理解するのに苦労する｡

３( ) 授業を理解するのに苦労をする｡

４( ) 授業のテープ､ CDの英語を聞くのに苦労する｡

５( ) ビデオの内容を理解するのに苦労する｡
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６( ) 音声の台本(文字にしたもの)がないとCD､ テープ､ ビデオの英語を聞くのに苦労する｡

７( ) 黒板やプリントでの文字での説明がないと英語の説明を理解するのに苦労する｡

８( ) 効果的にノートを取るのに苦労をする｡

９( ) 長い内容を理解するのに苦労する｡

10( ) 口頭での指示を理解するのに苦労する｡

11( ) 教科の内容についての話を理解するのに苦労をする｡

12( ) 速く話された英語だと理解するのに苦労する｡

13( ) ネイティブスピーカーの話した英語だと一語一語明確に発音しないので聞き取るのに苦

労する｡

14( ) 日本語とは全く違うアクセントなので聞き取るのに苦労する｡

※その他 (苦労することについて具体的に書いてください)｡

【D. 書く技能】英語を書く技能について､ 次のことが当てはまる場合はチェックをしてください｡

１( ) 正しい句読点や綴りを使用するのに苦労する｡

２( ) 正しい文を組み立てるのに苦労する｡

３( ) 適切な単語を使用するのに苦労する｡

４( ) 段落を構成するのに苦労する｡

５( ) 英文の段落・文章の構成の仕方など､ どのように英文を書くかの知識がないので苦労す

る｡

６( ) 英語での論理的・批評的考え方を知らないので英文を書くのに苦労をする｡

７( ) 言いたい事を明確に表現するのに苦労する｡

８( ) 場面に適した英文のスタイルを選ぶのに苦労する｡

※その他 (苦労することについて具体的に書いてください)｡

【E. 読む技能】読む技能について､ 次のことが当てはまる場合はチェックをしてください｡

１( ) わからない単語や熟語があると英文を理解するのに苦労する｡

２( ) わからない文法があると英文を理解するのに苦労する｡

３( ) 自分が詳しくない話題の英文だと理解するのに苦労する｡

４( ) 英文を日本語に訳さないとあまり理解できない｡

５( ) スキミングやスキャンニングなどの英文の読み方を知らない｡

６( ) 英文の構造についてあまり良く知らない｡

７( ) 文章の主題を理解するのに苦労する｡

８( ) わからない単語の意味を推測するのに苦労する｡

９( ) わからない単語を飛ばして読むのは抵抗がある｡
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10( ) 辞書を使っても､ ぴったり合う意味を見つけられないことがある｡

11( ) 何度も辞書を使って読んでいると学習が面白くなくなる｡

12( ) 速読すると内容がわからなくなってしまう｡

※その他 (苦労することについて具体的に書いてください)｡

【F. あなたの好きな勉強法】どのように英語を勉強したいですか｡ 好みの方法をチェックしてく

ださい (いくつ選んでもかまいません)｡

１( ) 英語だけ(日本語を使用しない)の授業で 19( ) 文法で

２( ) 日本語も使用する英語の授業で 20( ) 暗記で

３( ) 訳読式で(英文を日本語に訳す方法で) 21( ) 語彙を学ぶことで

４( ) 会話で 22( ) 一人で

５( ) 読解で 23( ) ペアで

６( ) リスニングで 24( ) グループで

７( ) 文章を書くことで 25( ) クラス全体で

８( ) ネイティブスピーカーの教官から 26( ) 個別指導で

９( ) 日本人の教官から 27( ) 宿題で

10( ) ビデオで 28( ) 難しい教材で

11( ) CD､ カセットで 29( ) 簡単な教材で

12( ) コンピューター､ インターネット 30( ) 新聞､ 雑誌で

13( ) 英会話のテキストで 31( ) ゲームで

14( ) 自分の専門分野に関する教材で 32( ) 楽しめる教材で

15( ) 自分が興味を持っている内容の教材で 33( ) 映画で

16( ) 読解を演習するテキストで 34( ) 洋楽で

17( ) 異文化に関するテキストで 35( ) 小説で

18( ) やさしい英語で書かれた本で 36( ) 解説プリントで

※その他 (具体的に記述願います)

【G. 英語学習の目的】あなたが英語を勉強している目的は何ですか｡ 次の該当する項目をチェッ

クしてください (いくつ選んでもかまいません)｡

１( ) 英語の発音を良くするため｡

２( ) ネイティブスピーカーと同等の話す力を身に付けるため｡

３( ) 仕事で英語で交渉ができるようになるため｡

４( ) 日常英会話程度話せるようになるため｡

５( ) 英語でディスカッションやディベート (討論) ができるようになるため｡
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６( ) 専攻分野で研究発表できるようになるため｡

７( ) 英語の新聞や雑誌が読めるようになるため｡

８( ) 英語の小説など楽しみのための読書ができるようになるため｡

９( ) 自分の専攻の専門書を読めるようになるため｡

10( ) 英語の講義が理解できるようになるため｡

11( ) ネイティブスピーカーの言っている簡単な内容を理解できるようななるため｡

12( ) 英語のテレビやラジオ番組が理解できるようになるため｡

13( ) 英語でeメールが書けるようになるため｡

14( ) 英語で日記､ メモなど日常のことが書けるようになるため｡

15( ) 授業のノートが英語で書けるようになるため｡

16( ) 英語でレポートや論文が書けるようになるため｡

17( ) 大学で良い成績を取るため｡

18( ) 単位を取るため｡

19( ) 留学するため｡

20( ) 就職に役立てるため｡

21( ) 英語の資格試験(英検､ TOEIC､ TOEFLなど)で良い点を取るため｡

22( ) 海外旅行をするため｡

23( ) 外国人と英語で話すため｡

24( ) 英語の音楽を理解するため｡

25( ) 英語の映画を理解するため｡

26( ) 英語の勉強が楽しいから｡

27( ) イギリスやアメリカの文化について学ぶため｡

28( ) 英語の批評的・論理的考え方を身に付けるため｡

29( ) 英文を要約する力を身に付けるため｡

30( ) 語彙力を身に付けるため｡

31( ) 英語を訳す力を身に付けるため｡

32( ) 文法の知識を身に付けるため｡

33( ) 英語は重要な国際語だから｡

34( ) 目的は特になし｡

※その他 (具体的に記述願います)

【H. その他のコメント】①あなたが必要とする英語の技能､ ②英語の学習で大変だなと思うこと､

③より良い英語の授業はどのように行われるべきかなどに関して､ コメントがあれば､ 記述願いま

す｡ できるだけ具体的にお書きください｡
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【I. 意見募集】このアンケートの解答に関して､ 後ほど詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか｡

可能ならば､ 名前と直接連絡の取れる方法をお書きください｡ 個人情報などは厳守いたします｡

名前：

コンタクト方法 (電話番号やメールアドレス等) ：

これで全ての質問は終了です｡ ご協力ありがとうございました｡

Appendix �.

Needs Analysis in general English classes. (The Questionnaire for students)

This Questionnaire is part of the research being carried out by a research group to

determine what the language needs of students whose first dominant language is not

English attending the University are, whether these are being adequately met and, if not,

what can be done better. For this purpose the opinion of both students and teachers in a

variety of departments are being surveyed. It would be appreciated if you could complete

this questionnaire, which should take approximately 15 minuets. Please tick the

appropriate boxes, and also write some comments in the extra space. There might be

several questions which are not applicable since some of the students are taking IC or TR

classes.

Please fill in the following the information:

Sex: Female or Male

Age: ( ) Nationality ( ) Hometown (prefecture):

( )

Which faculty do you belong to? ( faculty, department,

course)

How many years have you been learning English? ( )

What is your current course of learning at this University in year 2003?

( )

【A. The importance of ４ Skills】Please number the following four skills in order of

importance from number 1 to 4 (１ is the most important and ４ is the least important).

１ ( ) Speaking Skill
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２ ( ) Listening Skill

３ ( ) Writing Skill

４ ( ) Reading Skill

【B. Speaking Skill】Please tick the appropriate boxes about speaking skill. You can tick

as many as you want.

１ ( ) I have difficulty putting my thoughts into words in English.

２ ( ) I have difficulty finding the appropriate English words and sentences.

３ ( ) I have difficulty pronouncing English words to a native level.

４ ( ) I have difficulty pronouncing unknown words.

５ ( ) I have difficulty communicating in groups or pairs.

６ ( ) I have difficulty carrying out discussion activities in class.

７ ( ) I have difficulty communicating with my teacher in English.

８ ( ) I have difficulty giving presentations in English.

９ ( ) I have difficulty communicating with native speakers of English.

10 ( ) I have difficulty speaking English because I worry about making mistakes.

※Other (if you have any other difficulties about your speaking skill, please specify).

【C. Listening Skill】Please tick the appropriate boxes about listening skill. You can tick

as many as you want.

１ ( ) I have difficulty listening to materials when unknown words appear.

２ ( ) I have difficulty understanding the content of listening materials when

unknown words appear.

３ ( ) I have difficulty listening to what the teacher says.

４ ( ) I have difficulty listening to class cassette tapes or CDs in English.

５ ( ) I have difficulty understanding the content of videos in English.

６ ( ) I have difficulty listening to class cassette tapes or CDs in English without

the scripts.

７ ( ) I have difficulty understanding teachers�instructions without a written

explanation on the board.

８ ( ) I have difficulty taking notes in classes.

９ ( ) I have difficulty listening to long dialogues or conversations in English.

10 ( ) I have difficulty understanding oral instructions from teachers.

11 ( ) I have difficulty listening to topics related to my subject area.

12 ( ) I have difficulty following normal speed conversations in English.

コミュニケーション学科論集50



13 ( ) I have difficulty listening to native speakers�English because the words

arenot clearly pronounced.

14 ( ) I have difficulty listening to native speakers�pronunciation because it is

different from Japanese pronunciation.

※Other (if you have any other difficulties about your listening skill, please specify).

【D. Writing Skill】Please tick the appropriate boxes about your writing skill. You can

tick as many as you want.

１ ( ) I have difficulty choosing appropriate punctuation and spelling in English.

２ ( ) I have difficulty producing grammatically correct sentences in English.

３ ( ) I have difficulty choosing appropriate English words

４ ( ) I have difficulty making logical paragraphs in English.

５ ( ) I have difficulty writing reports in English because I lack knowledge sentence

and paragraph structure.

６ ( ) I have difficulty writing reports in English because I lack logical and critical

thinking skills.

７ ( ) I have difficulty expressing myself in writing.

８ ( ) I have difficulty choosing the correct style of English.

※Other (if you have any other difficulties about your writing skill, please specify).

【E. Reading Skill】Please tick appropriate boxes about Reading skill. You can tick as

much as you can.

１ ( ) I have difficulty reading English because of unknown words and idioms in the

text.

２ ( ) I have difficulty reading English because of complicated grammar in the text.

３ ( ) I have difficulty reading English when the topic is unfamiliar to me.

４ ( ) I have difficulty understanding English without translation.

５ ( ) I have difficulty using reading techniques e.g. skimming and scanning.

６ ( ) I have difficulty understanding the structure of paragraphs and essays.

７ ( ) I have difficulty understanding the main topic of the text.

８ ( ) I have difficulty guessing the meanings of new words.

９ ( ) I have difficulty ignoring unknown words when I am reading English text.

10 ( ) I have difficulty finding the exact translation of Japanese words when I use

English-Japanese dictionaries.
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11 ( ) I have difficulty enjoying reading because I have to check many words in the

dictionary.

12 ( ) I have difficulty reading English texts quickly.

※Other (if you have any other difficulties about your reading skill, please specify).

【F. Your Preferred Learning Style】Please tick the appropriate boxes about your

preferred learning style. You can tick as many as you want. I prefer to learn English:

※Other (if you have any other proffered learning styles, please specify).
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【G. Objectives of learning English】Please tick the appropriate boxes about your aims of

learning English. You can tick as many as you want. I am leaning English:

１ ( ) to improve my pronunciation.

２ ( ) to acquire a native-like speaking skill.

３ ( ) for business negotiations.

４ ( ) to speak English in daily life.

５ ( ) to participate in discussions and debates.

６ ( ) to improve presentation skills for my specialist area.

７ ( ) to read newspapers and magazines.

８ ( ) to read English books for pleasure.

９ ( ) to read specialised books in my area.

10 ( ) to understand lectures in English.

11 ( ) to understand basically what native speaker say.

12 ( ) to understand TV and radio programmes.

13 ( ) to write e-mails in English.

14 ( ) to write a diary and short notes.

15 ( ) to take notes in classes.

16 ( ) to write good essays, dissertation and so on.

17 ( ) to get good marks in university.

18 ( ) to get enough modules in subjects.

19 ( ) to study abroad.

20 ( ) to help me find a job.

21 ( ) to get good marks in proficiency tests.

22 ( ) to travel overseas.

23 ( ) to talk to foreign people in English.

24 ( ) to listen to music in English.

25 ( ) to watch films in English.

26 ( ) because I like learning English.

27 ( ) to learn British and American culture.

28 ( ) to learn critical and logical thinking.

29 ( ) to summarise English texts.

30 ( ) to improve my vocabulary.

31 ( ) to improve my translation skill.
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32 ( ) to improve my grammar knowledge.

33 ( ) because English is an important international language.

34 ( ) I do not have any particular objectives for learning English.

※ Other (if you have any other aims for learning English, please specify).

【H. Other comments】If you have more to mention about learning needs, please provide

concrete comments. For example, about ① the skills you need, ② the difficulties in

learning English, ③ how the English lessons in the university should be carried out.

【I. Permission for further interviews】We would like to have interview to get more

detailed information about this questionnaire. If you do not mind being asked to an

interview, please write below your name and how we can contact you. Your individual

information is completely confidential.

Your name:

Contact information (e.g. tel number or e-mail address):

Thank you so much for your help.
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佐 野 博 彦

はじめに

2004年10月１日､ NHKの茨城県域デジタル放送が始まった｡ これは二つの意味で検討に値する

ものである｡

一つは､ 全国で唯一県域テレビ放送がなかった茨城県に､ 初めて県域テレビ放送が誕生したこと

である｡ この結果､ これまでＮＨＫの関東広域圏向けの番組の中のコーナーとしてしか送られてい

なかった茨城県の情報が､ 県民向けの定時放送として月曜日から金曜日の毎日２時間40分ほど放送

されることになり､ 従来とくらべて放送時間が一気に15倍程度に拡大することになった｡ 新たに生

まれた県民向け放送が､ 今後視聴世帯が増えるにつれ､ どのような影響や効果を県民にもたらして

いくのか､ 興味深いところである｡

いま一つは､ 日本最初の ｢県域のデジタル放送｣ が誕生したことである｡ 2003年12月に始まった

地上デジタル放送だが､ これまで東京､ 名古屋､ 大阪と､ 大都市圏を中心に放送されてきた｡ それ

が､ 県域放送という､ 地域をターゲットとした放送が始まったところに意味がある｡ 地上デジタル

放送の売り物の１つはハイビジョン (高精細度放送) であるが､ 地域に与えるデジタル放送の影響

としては､ それに加えて､ マルチチャンネル (１放送局から複数チャンネルの放送) やデータ放送

など､ 多様な伝送路 (チャンネル) を使った､ 地域サービスに適した放送が誕生するということの

意味合いが大きいのである｡

表１ 日本における県域デジタル放送の開局

(2004年10月現在における予定｡ 2005年４月１日までを表にした｡)

2004年10月１日 茨城県：NHK水戸 (総合､ 教育)､

富山県：NHK富山 (総合､ 教育)､ 北日本放送

2004年11月１日 岐阜県：NHK岐阜 (総合)

2004年12月１日 兵庫県：サンテレビ､ NHK神戸 (総合)

神奈川県：テレビ神奈川

2005年４月１日 岐阜県：岐阜放送

滋賀県：NHK大津 (総合､ 教育)

京都府：NHK京都 (総合)

奈良県：NHK奈良 (総合)

京都府：京都放送

三重県：NHK津 (総合､ 教育)､ 三重テレビ
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県域デジタル放送を開始する局を早い順に表１にまとめた｡ このなかで､ 初めて県域テレビ放送

を実施するのはNHK水戸放送局だけである｡ 他の局は県域向けの番組を新規に作るというよりも､

すでに実績のある県域アナログ放送の番組をベースにして放送していくことが中心となろう｡ ただ､

地方局は､ それまで放送波を１チャンネルしか使えなかったものが､ やり方によっては２から３チャ

ンネルの利用も可能になり､ あわせてデータ放送も発信できるところから､ そのサービスが今以上

に多様化していくと考えられる｡ 表１を見ると､ 北日本放送を除いて､ サンテレビ､ テレビ神奈川､

岐阜放送などは､ いずれも商業放送局としては後発の独立U局 (注１) である｡ これらの局は､ ネッ

トワークに属する商業放送局とくらべて､ 経営規模は小さいが､ 地域メディアとして生きる道を選

択し自主制作番組の比率が高い｡ これらの独立U局がこのようにデジタル化に率先して取り組んで

いることは､ 地上デジタル放送のもたらすサービスの多様化に可能性を感じていることを示してい

る (注２)｡

この論の印刷される2005年３月段階で､ 茨城県域デジタル放送がどの程度普及しているかは不明

である｡ なによりもまだ電波の送られる地域が限られていること､ 受信機ないしコンバーターや新

たなアンテナの設置等が必要であることなどの反・普及要因が存在する｡ しかし一方で､ 2006年ま

でに地上デジタル放送を全国化し､ 2011年までに地上アナログ放送の停波という国の基本計画があ

る｡ この2011年までの計画が達成可能か疑問視する声も多いが､ いずれにせよ､ 地上放送のデジタ

ル化は避けては通れない途である｡ 本論では､ 地上デジタル放送の性格を分析するとともに､ 地域

放送 (サービス) の観点から見た地上デジタル放送について論点の整理をしておきたい｡

第１章 地上デジタル放送によって変わるもの

第１節 地上波のデジタル化の進行

日本でデジタル放送が始まったのは1996年10月からのCSデジタル放送 (通信衛星による放送)

からである｡ このCSデジタル放送は､ デジタル化によるデータ圧縮機能を使って多チャンネル放

送を実現したものだった｡ その結果CS放送では100から200チャンネル程度の放送が可能になり､

従来の地上波のコンセプト(多くの人々にあまねく視聴してもらうという総合編成の放送)を大きく

変え､ 専門的な内容の番組を狭い範囲の人々に放送するという専門チャンネルを成立させることに

なった｡ また､ チャンネルを視聴するのに対価を取る有料放送という新しいビジネスの形を成立さ

せるなど､ この多チャンネル放送のインパクトは大きかった｡ しかし一方で､ 個々のチャンネルの

映像のクオリティや､ １方向性の放送であるという性格はこれまでの放送と変わることがなかった｡

これに対して高精細､ 双方向､ データ放送などの新しい機能を持つ放送として登場したのが､ 2000

年12月に始まったBSデジタル放送であり､ 2003年12月に始まった地上デジタル放送である｡

これらのうち､ CSデジタル放送､ BSデジタル放送がそれぞれ衛星からの電波により日本全国を
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ターゲットとしているのに対し､ 地上デジタル放送は､ 地上のアンテナから電波を発射する地上波

による放送であり､ 地域向けのサービスを得意とする｡ これはやがて現行の地上アナログ放送に置

き換わり､ CSデジタル放送､ BSデジタル放送､ ケーブルテレビなど多様な放送の中の最も基幹的

な部分を担うものとして発展していくことが期待されているものである｡

日本において地上放送のデジタル化が議論の俎上にあがり始めたのは1990年代後半である｡

インターネットを初めとする通信ネットワークが広がりを持ち､ アメリカを中心とする国々が地

上デジタル放送へシフトしていく中で､ 日本においても地上放送のデジタル化は避けて通れない問

題であった｡ 従来の､ 放送と通信が独立して個々に伝送路を持ち､ 別箇に機能していたシステムか

ら､ 双方がデジタル化することにより融合し(たとえば､ 同じ伝送路で時分割､ 帯域分割により混

在して機能し得る)､ トータルなデジタルシステムの中の一つとして機能していくことの必要性､

可能性が見えてきたのである｡

また､ 携帯電話が急速に普及している現在､ デジタル化による大きなメリットとして強調されて

いるのが電波の有効利用という点である｡ 地上の電波は有限であるが､ デジタル化することにより､

放送に使われるデータを圧縮し､ 周波数帯を放送以外に開放できるというメリットがある｡ また､

隣接した放送局 (中継局) の周波数を同一にしても混信しない技術がデジタル化により開発されて

おり､ その点からも電波の有効利用が可能になってきた｡ こうして､ デジタル化することにより､

ハイビジョン化 (高精細化) しても､ 現在放送で使っているVHF帯の１／３が開放され､ 携帯電

話など､ これから急速に伸びていく移動体通信に使われることが可能になった｡

地上波のデジタル化は世界的な趨勢となっている (表２)｡ イギリス､ アメリカにおいては､ す

でに1998年から地上デジタル放送を開始している｡ ただ､ デジタル化の目的として高精細放送 (ハ

イビジョン放送) を志向するアメリカ､ 韓国､ 日本と､ マルチチャンネル (多チャンネル) 放送を

中心にデータ放送､ 双方向サービスを考えているヨーロッパ諸国､ そして､ 移動体向け放送を優先

して手がけたシンガポールとに大きく分かれている｡

表２ 世界の地上波テレビのデジタル化
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イギリス 1998年９月 多チャンネル､ データ放送､

双方向

アメリカ 1998年11月 高精細

スウェーデン 1999年４月 多チャンネルサービス

開始年月 サービスの特徴



ここで､ 日本における放送のデジタル化のスケジュールを確認しておこう (表３)｡

表３ 放送のデジタル化のスケジュール

地上テレビ放送､ BS放送 (NHK１-２､ WOWWOW) とも､ 2011年 (平成23年) ７月にはアナ

ログ放送を終了する予定となっている｡ また､ ケーブルテレビ (有線) を経由して地上テレビ放送

を視聴している世帯が日本の全世帯の半数を超えるなど､ ケーブルテレビは無視できない存在となっ

ているが､ そのケーブルテレビも2011年までに､ ほぼすべてデジタル化を完了するという計画であ

る｡

第２節 地上デジタル放送の機能

地上デジタル放送は､ 現行の地上アナログ放送と同様､ 各放送局がそれぞれ６メガヘルツの帯域

を確保している｡ これまではその帯域のなかで (電波の隙間を使ってのデータ放送は可能であった

が)､ 原則として１チャンネルの放送を行うのみであった｡ 地上デジタル放送の日本の方式
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シンガポール 2001年２月 移動体向け (家庭向けは試験

放送中)

フィンランド 2001年８月 多チャンネル､ 双方向

韓国 2001年10月 高精細

ドイツ 2002年10月 多チャンネル､ 双方向

カナダ 2003年２月 高精細

日本 2003年12月 高精細､ データ放送､ 移動体

向け

フランス 試験放送2004年12月 多チャンネル

(｢デジタル時代 世界の放送最前線｣ 『放送研究と調査』 2004年５月号から)

地上テレビ 2003年12月 三大広域圏で放送開始 (親局)

2006年末までに その他の地域放送開始 (親局)

CS放送 1996年６月からデジタル放送開始

2002年３月東経110度CSデジタル放送開始

BS放送 2000年12月からデジタル放送開始

ケーブルテレビ 2000年12月からBSデジタル放送の再送信開始



(OFDM方式) では､ 各放送局に与えられる６メガヘルツの帯域幅のうち､ チャンネル間の空白部

分として設定した部分を除いた5.6メガヘルツを13のセグメントに区分し､ そのうち１セグメント

を携帯端末向けの放送にむけ､ 残りの12セグメントを利用してHD放送 (注３) 行うことになって

いる｡ またそのうちの12セグメントを２つか３つに分けてSD放送 (注４) を行う (マルチチャン

ネル放送) ことが可能になっている (図１)｡

地上デジタル放送の機能をまとめると以下のようになろう｡ ①高精細､ ②高音質､ ③マルチチャ

ンネル､ ④データ放送､ ⑤EPG (電子番組ガイド) (注５)､ ⑥双方向機能､ ⑦携帯端末向け放送｡

こうした機能の多くは､ すでにある程度実現しているものである｡ 高精細や高音質についてはア

ナログハイビジョン放送において､ マルチチャンネルについてはCS放送による多チャンネル化が

すでに進んでいるし､ またEPG,双方向機能についてもBSデジタル放送で実現している｡ そのなか

で唯一､ 2005年から実現を予定している携帯向け放送が､ 地上デジタル放送から新たに付け加わる

新しい機能といえる｡ しかしこれも､ 2004年末から､ 衛星からの移動体向け放送 (注６) が実現し

ており､ 地上デジタル放送のみの利点とは言えなくなっている｡

地上デジタル放送の大きな意味は､ 上記の新しい機能が､ 地上波で実現するということである｡

すなわち､ 日本全国のおよそ4,800万世帯を対象とし､ 国民への情報伝達の基幹的な部分を担って

いる地上波放送がデジタルに置き換わるという､ その規模の大きさ (全面性) において大きな意味

を持つ｡ そしてもう一つ重要なのが､ これまで述べてきたように､ 地上デジタル放送にはこれまで

の地上アナログ放送や全国向けのＢＳデジタル放送では実現が難しかった､ 地域向けサービスに適

した機能があるということである｡

2001年の電波法改正により､ 2011年までにアナログ波を停波し､ 全面的にデジタルへと移行する

こととなったわけであるが､ それまでは､ 全放送内容の３分の２をアナログとのサイマル放送

(注７) にすることとなっている｡ 従って､ 2011年まではアナログ放送とデジタル放送の内容が極

端に異なることはないだろうが､ マルチチャンネルやデータ放送､ あるいは今後展開する携帯端末

向けの放送などの放送チャンネルの増加により､ 放送と視聴者のかかわり方や現今の放送システム

が大きく変貌する可能性を持っている｡ そのスケールと影響はCS放送やBSデジタル放送とは比較
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にならないものがあるといえよう｡

第３節 放送システムの変化

デジタル放送の導入は､ 単に新しい技術が導入され､ 新しい機能がつけ加わったというだけにと

どまらないものを持っている｡ ここで､ デジタル放送の導入により引き起こされつつ放送システム

の変化を見ていこう｡

1996年に始まったCSデジタル放送が多チャンネル化とともに､ 有料放送という新たなビジネス

モデルを導入したことはすでに述べたが､ もうひとつ､ CSデジタル放送が､ 1989年の放送法改正

により導入された､ ハード (伝送路) 提供者とソフト (番組) 提供者の分離という新しい放送シス

テムのもとで運営されていくこととなったことを忘れてはならない｡ すなわち､ 従来は番組の制作

と送出が一体化していた放送会社の機能を､ 高度な資本の必要な衛星運用会社と､ それを使って番

組を提供する (チャンネルを編成する) 会社の二つに分離したのである｡ またその結果､ さらにそ

れらのチャンネルを統合し､ さまざまな管理運営業務を行う運営会社 (プラットフォーム) という

新しい組織が生まれた｡ ハードとソフトの分離により､ 放送業界へ参入するための資本のハードル

が低くなり､ ビジネスチャンスが生まれ､ その結果､ 従来の放送業界以外から､ 多様な異業種が参

入してきた｡ CSデジタル放送の専門チャンネルを支える資本の構成を見ていくと､ 家電業界､ 商

社､ 塾､ 映画会社等々､ それまでの放送では考えられなかった多様な業種が顔をそろえている｡ CS

デジタル放送の契約者数も2004年にはプラットフォームのスカパー！､ スカパー！110､ あわせて

登録件数は365万件弱に達し､ 歩みは遅いものの､ その数を着実に伸ばしてきた｡ こうして､ CSデ

ジタル放送は従来の地上波とBS放送 (NHK１-２､ WOWWOW ) 中心のアナログ放送システム

に最初に楔を打ったものとなった｡

2000年12月に始まったＢＳデジタル放送も､ 放送システムに若干の変化をもたらす要因を含んで

いる｡ すなわち､ 地上波の商業放送局は､ 本来地域サービスを主眼として設置されてきたものであ

り､ 東京のキー局も例外ではない｡ 全国の商業放送局は､ それぞれ独立した企業であり､ 全国ネッ

トワークは独立した企業の連合体である｡ キー局といえども､ 全国放送網を持っていなかったので

ある｡ そのキー局が､ ＢＳデジタル放送の出現とともに､ 資本参加の制限はあるものの､ 全国向け

のチャンネルを持つようになったのである (注８)｡ つまり､ これまで地方放送局経由で放送され

ていた東京キー局制作の番組が､ そこを経由せず､ 衛星を使って一挙に日本全国へ放送される道が

開かれたのである｡ このことは､ 地方の商業放送局に危機感をもたらしており､ キー局を中心とし

たネットワークの体制を変えていく変化要因であると考えられる｡

次に2003年12月から大都市圏で放送が始まり､ 2004年10月から全国に地方局が誕生していく地上

デジタル放送も従来の放送システムに変化をもたらすものである｡ 地上デジタル放送においては､

これまで述べてきたように､ HD放送のみならず､ SD放送によるマルチチャンネル放送､ データ放

送､ 携帯端末向け放送など､ 従来､ 放送波を１波しか持っていなかった地方局が､ 複数の伝送チャ
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ンネルを持つことができるようになった｡ デジタルの圧縮技術が進めば､ HD放送とSD放送を同時

に放送するようなマルチチャンネル放送も不可能ではない｡ 広告料に依存するシステムが続くとす

れば､ 総額としての広告費が変わらない限り､ チャンネルの多様化が即利益に結びつかない｡ しか

しながら､ 自主制作､ 自主編成に力を入れてきた独立U局が積極的に地上デジタル放送への転換を

打ち出していることに見られるように､ 地上デジタル放送によって､ 地域向けサービスの多様な展

開の可能性が開けてきたといえる｡

また一方で､ デジタル化の資金負担が地方の商業放送局に与える影響も大きく､ 県に複数ある放

送局の場合に横の合併を行ったり､ あるいは県を越えて縦の系列化を行うといった変化が起こって

くる可能性もあり､ これまでの放送システムが大きく変動していくものと考えられる｡

第４節 受信機 (情報端末) の変化～ ｢いつでもテレビ｣ と ｢どこでもテレビ｣ ～

放送システムの変化とともに進行しているのが､ 受信機の変化である｡

現在､ ハードディスクに大容量の蓄積が可能になり､ DVレコーダーなどを組み込んだ大容量レ

コーダーが先駆的に販売されているが､ それの更なる発展形として今後放送の在り方に大きな影響

を与えるであろうと見られるのが､ ｢いつでもテレビ (TV Anytime)｣ と呼ばれているサーバー

型放送である｡ いくつか問題を抱えてはいるものの､ これが実現すれば放送を大きく変えていくも

のとなるだろう｡

さらにもうひとつ､ ｢どこでもテレビ (TV Anywhere)｣ という言葉で表現される携帯端末向け

放送も姿を現わしてきた｡

このように､ それまで家庭で､ 決まった時間に受信することを基本としてきた放送が､ ｢いつで

も｣ ｢どこでも｣ 視聴できる､ より自由度を高めたものとして今後展開していくことが考えられ､そ

れが人とテレビとの関係をどのように変えていくのか､ 注目されるところである｡

①サーバー型放送 (いつでもテレビ) (注９)

これは､ 放送という従来の映像・音声データに､ メタデータ (放送映像や音声を利用するために､

映像や音声の内容を何らかの方法で記述したデータ) を加えて放送することにより､ 受信者の好み

の番組 (指定した内容) を受信機内のハードディスクに自動的に蓄積し､ 受信者が好きなときにそ

れらの番組を視聴できるほか､ シーン検索､ ダイジェスト視聴など多様な視聴方法を可能とするシ

ステムである｡ このメタデータのあり方に関しては､ 世界的にもTV Anytime というフォーラム

が規格策定に動いており､ 日本では､ 情報通信審議会が中心となって､ メタデータやセキュリティ

技術に関する規格を策定､ 答申している｡

TV Anytime (注10) では､ 従来の伝統的な放送の性格を以下のようにまとめている｡

① 直線的な時間軸による伝達と視聴

② 放送事業者によりコントロールされた番組編成
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③ 視聴者に "一方的に" 送られるコンテンツ (放送内容)

④ マス・メディア (１方向的､ １対多の伝達)

⑤ 比較的制限された視聴者の選択

｢いつでもテレビ (TV Anytime)｣ は､ まさに､ こうした従来型の放送の①から⑤の性格を転換

させ､ 視聴者中心の放送受容の形を作り上げようというものであり､ 従来の放送概念を大きく変え

るものである｡ 特に､ 放送がこれまで持っていた､ 直線的な時間軸に制約された情報の受容から､

より自由度を増す形へと変化していくことになる｡ 放送からの情報摂取の欠点として､ 情報の検索

が難しく､ かつ情報摂取時間を短縮できない事があげられる｡ ビデオテープに録画して早送りをす

るにしても､ ある情報を得るためには冒頭から見ていかなければ目的を達しない｡ かつて文字メディ

アでは､ 記録媒体が巻物から冊子に変わることにより､ 情報取得のスピードが飛躍的に高まった｡

現代の書物には､ 目次､ 見出し､ 小見出し､ あるいは､ 巻末の索引などもあり､ ページをめくる事

により､ 目的とする情報に非常に早くたどり着くことができる｡ 放送メディアでも､ ニュースなど

では､ 近年､ 放送の最初に目次を提示し､ さらに興味深いニュース項目の放送時間を冒頭で言うな

どの工夫が加えられるようになってきた｡ また､ ビデオテープレコーダーの中には､ 早送りしても

音声が聞き取れる工夫がされているものも出てきた｡ いずれも情報取得の効率化のためのものであ

ると言えるが､ それらには限界がある｡

サーバー型放送は､ テレビ放送において､ 画面の各シーンに索引をつけ､ 放送からの情報摂取の

時間を短縮しようという変化の第一歩である｡

現在サーバー型放送はいくつかの問題を抱えている｡ 画質の劣化なしにコピーが可能というデジ

タル放送の性格上､ 著作権保護の問題の解決が難しいという問題､ また､ 制作者の意図に反した形

で編集され視聴されてしまうことに対する放送事業者の反発 (その中にはCMをカットされてしま

うという恐れもある) などである｡ その実現にはいま少し時間がかかるようである｡ しかし､ これ

が現実化すれば､ それにより放送の性格が大きく変わってくると思われる｡

② 移動体向けの放送 (どこでもテレビ)

サーバー型放送と同様に､ もう１つ大きなインパクトを持つ可能性があるのが移動体向けの放送

である｡ 地上デジタル放送では､ 13セグメントのうちの１セグメントが携帯むけに予定されている

ほか､ 前述したように､ 衛星からの移動体通信向けの放送が始まった (注６)｡ いままで放送の対

象外であった､ 移動中の人間に向けて放送を行うということで､ 特に､ 災害時や交通情報 (鉄道の

不通情報) など､ 利用者が必要とする情報を､ 必要な場所で､ 必要とする時 (不通時の駅など) に

提供できるものである｡

電話やインターネットなどの通信の場合､ 災害時に一箇所にアクセスが集中することが往々にし

て起こるが､ そうしたときには､ 通信は自動的に遮断される仕組みになっている｡ これに対し､ 放

送は (データ放送も同様であるが) 一方的にデータを送り出すメディアであり､ 受け手側の端末に
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電源さえ入っていれば (特に携帯端末では､ バッテリーさえあれば) 受信でき､ 緊急時の安全性は

格段に高い｡

第５節 地域とデジタル放送

地域におけるメディアとして地上デジタル放送にメリットがあるのが､ すでに述べてきたように､

情報を発信するチャンネルの多様化である｡

① マルチチャンネル放送

地上デジタル放送では､ １放送局から､ HD１チャンネルかSD２ないし３チャンネルの放送が

可能になる (図１)｡ マルチチャンネルでは全国向け放送と並行して県民向けのサッカー中継や

高校野球中継などの特別番組も編成でき､ 試合が延伸した場合も臨機応変に対応できるなど､ 地
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元向けの番組編成の自由度が大きく高まる (図２)｡ これは特に事故や災害が起きたときの地元

向けの放送に有効である｡ 災害時に全国の視聴者が期待する情報と､ 地元の被災者が必要とする

情報とは異なる場合が多いのである｡

② データ放送

24時間ニュース､ 地域の天気､ 自治体情報､ 休日診療情報などを送るデータ放送も始まる｡

データ放送は､ 定時ニュースの時間をまたずに､ 各地方局から新しいローカルニュースを入稿ご

とに送り出すことができる｡ また､ 県内の自治体と協力して､ 自治体からの最新の情報を乗せるこ

とができる｡ 休日診療情報なども必須のものとなろう｡ 災害時に通信のトラフィックが遮断される

ようなときに､ データ放送が威力を発揮するのは前述の通りである｡

③ 放送と通信のドッキングによる新しいサービス

現在進められている電子自治体の政策とも結びつくが､ データ放送で自治体情報 (たとえばテ

ニスコートの空き具合) を入手､ さらに携帯電話等でインターネットに接続して利用手続きを行う

ことも可能となるだろう｡

いずれにせよ､ 地上デジタル放送が､ これまでの地上アナログ放送と比べて､ 地域にとって格段

に使いやすいものとなっていくことは確かだろうと思われる｡

第２章 茨城県域デジタル放送の持つ意味

第１節 茨城県の地域放送メディアの現状

NHKによる県域デジタル放送登場以前の茨城県の放送メディアを表にした (表４)｡

音声メディアとして県内にあるのが､ AMラジオ､ FMラジオ､ コミュニティFMであり､ 映像

メディアとしてはケーブルテレビがあげられる｡

表４ 茨城県の地域放送メディアの広がり (2004年10月現在)
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AM放送 茨城放送 茨城県全域 自社制作比率67％ (平成16年度前期)｡ ｢もぎたて

ラジオ｣ ｢俊介・章子の昼間までドンドン｣ など､

地元のパーソナリティの活躍する情報番組が大部

分 (そのほか文化放送と日本放送を受けてナイ

ターなども放送)｡

NHK第一放送 茨城県全域 ローカルニュースを１日数回｡

FM放送 NHKFM 茨城県全域 １日１時間半程度 (11:30～12:00､ 18:00～

19：00などで地元発信の情報番組)

コミュニ

ティFM

FMぱるるん 水戸市 ほとんどが地元発信のパーソナリティ番組

FMかしま 鹿嶋市 同上｡ これに加えて､ 鹿嶋市の行政情報｡

放送社名 カバー地域 ローカル度



こうしてみてくると､ 県域のローカル放送としては､ AMラジオの茨城放送があるのみである｡

FMはNHKがおよそ１日１時間半､ 地元向けの放送をしている｡ コミュニティFMは､ そもそも､

市町村レベルの地域を目的として成立したものであり､ 県域デジタル放送とはその対象範囲が大き

く異なる｡

ケーブルテレビに関しては､ 都市型のケーブルテレビとして､ 地域向けの独自サービスを行って

いるのは､ 表中の４社のみであり､ その対象とする範囲は､ 土浦ケーブルテレビが複数の市や町に

サービス区域を広げているが､ 県全体で見るとその範囲は限られている｡

地上波をケーブルテレビ経由で受信する家庭の数は年々増加し､ 今では日本の全世帯の31.2％が

自主放送を行うケーブルテレビ (注11) 経由で受信している｡ 一方､ 茨城県で自主放送を行うケー

ブルテレビの受信者はおよそ11万５千世帯､ 県100万世帯のうちの11.5％である｡ 茨城県のケーブ

ルテレビの普及率は全国の平均と比べると低い｡

茨城県発の電子メディアとしては､ 従来型の無線放送､ ケーブルテレビなどの有線放送のほかに､

インターネット放送がある｡

いばらきnetTV ：このホームページから､ 地元のアーティストの歌の紹介ビデオ､ 名勝の紹介

ビデオ､ 水戸ホーリーホックの応援番組などを見ることができる｡ そのほか､ いばらき

netTVでは､ CS放送 (スカイパーフェクTV!とCS日本チャンネル (プラットワン)) で ｢発
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地域向け

の独自サ

ービスを

している

ケーブル

テレビ

ACCS (研究学

園都市コミュニ

ティケーブルサ

ービス)

つくば市 ｢ACCSチャンネル｣ ｢チャンネルつくば13｣ の２

チャンネルで地域向け番組を放送

リバーシティケ

ーブルテレビ

古河市全域 ｢RCCインフォメーション｣ で地域向け番組を放

送｡

スピードウェイ

(日本通信放送)

ひたちなか市の

一部､ 水戸市の

一部

｢TV茨城｣ で地域向け番組を放送｡

J-COM茨城

(土浦ケーブル

テレビ)

土浦市､ 千代田

町､ 牛久市､ 阿

見町､ 龍�崎市

藤代町､ 取手市

守谷市

｢J－COMチャンネル｣ で地域向け番組を放送｡

その内容は､ 高校野球地区予選中継､ 全国花火大

会中継､ 土浦市議会中継録画の他､ 何本かの自

社制作番組など｡



見！いばらき大陸｣ (１時間) を放送している｡

IBARAKIKEN.TV ：地元のアーティストの紹介映像､ 観光名所やお祭りの紹介映像､ 茨城の

昔話の絵本を映像作品にしたもの､ つくばにある研究所の所員の講義等々がホームページに

載せられている｡ そのほか､ つくば市の商店の特産品を紹介するなど､ 商店街のショーウィ

ンドウ的な役割を果たしたり､ また､ 視聴者の映像作品を紹介する広場を作るなど､ 地域発

信､ 地域交流の役割を担っている｡

この他､ 県や市町村で積極的な情報提供をしているホームページとして､ ｢いばらきインターネッ

ト放送局｣ (茨城県の運営｡ 県政ニュース､ 知事の記者会見､ 県便り等々を紹介する広報のホーム

ページ)､ ｢土浦ビデオライブラリー｣ (土浦市の運営するホームページ｡ 市の歴史などの動画映像

を配信) などがある｡

この他に､ 茨城県では2003年４月に ｢いばらきブロードバンドネットワーク｣ を県内全域に張り

巡らせた (図３)｡

図３ いばらきブロードバンドネットワーク(県の広報紙から)

これは伝送容量2.4Gbpsの幹線を中心に､ 県内15箇所のアクセスポイントと全83市町村を光ファ

イバーで結んだ高速大容量の情報通信ネットワークであり､ 県としてはこうして作り上げたインフ

ラとしてのこの基幹回線を利用して､ 新たな情報ビジネス､ 情報サービスが誕生することを期待し

ている｡ とはいえ､ 光ファイバーによる情報通信ネットワークはまだ始発の段階で､ 同様なネット
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ワークを作り上げている他の先進県においても､ まだこれを利用した有力な情報ビジネスが立ち上

がってはいない｡ これからのメディアと言えるだろう｡ ただ､ 後述するように､ NHK水戸放送局

では､ 各市町村からの映像発信を放送するのに､ このいばらきブロードバンドネットワークを利用

しており､ こうした放送と通信の連携形態が今後さらに広がっていくことが想定される｡

これらが､ 県域地上デジタル放送が出現する前の茨城県の放送メディアであった｡ こうした地域

メディアの状況の中に新たにNHK水戸放送局の地上デジタル放送が登場したことになる｡

第２節 茨城県域デジタル放送の概要と性格

県域地上デジタル放送は10月からただちに茨城県の全域で放送されたわけではない｡ 2004年10月､

まず水戸市森林公園から電波を発射した｡ 水戸市を中心とした地域が当初の受信範囲であり､ 茨城

県100万世帯のうちのおよそ半分の52万世帯が受信可能世帯である｡ 以降､ アナログ波の周波数帯

を整理しながらデジタル化していくという作業(アナアナ変換)を行いながら､ 十王町､ 山方町､ 日

立市､ つくば市､ 鹿嶋市に中継局を設置し､ 受信範囲を県域に広げていく｡ また､ 前述のＣＡＴＶ

各社でも､ この地上デジタル放送を取り込んで､ 域内に放送していく｡ 一方で､ 東京広域圏からの

電波も次第にその出力を上げていき､ 2005年秋には茨城県南､ 県西に到達するものと予定されてい

る｡

以下､ NHK水戸放送局の出した報道資料を中心に､ 県域デジタル放送の内容と考え方を見てい

く｡

県域デジタル放送の中心は､ 2つの公開生番組である｡ いずれもHDで月曜日から金曜日まで定

時で放送する｡

11:00～12:30 ｢こんにちは いばらき わいわいスタジオ｣

17:10～19:00 ｢いばらき わいわいスタジオ｣

夕方５時台には簡易中継車が県内を回り生中継 (｢わいわい中継｣) するほか､ 夕方６時台は県内

ニュースを中心として､ スタジオでのインタビューなどで構成する｡

この他特集番組としては､ ｢地域の課題をとりあげる討論番組､ 商校野球選手権予選予選､ サッ

カーJリーグ戦 (地元チーム) などのスポ一ツや各地のイベントなどを随時政送する｣ 事を計画し

ている｡

コンセプトは､ ｢県民とともに歩む放送局｣ ｢作る側と見る側の垣根をなくして､ 県民の皆様にも

番組の提案や情報の提供､ そして制作に実際に参画してもらい､ 視聴者と放送局の関係においても

デジタル時代にふさわしい 『双方向性』 を一緒になって作り上げていきたい｣ というものである｡

すなわち､ 住民参加型の番組を意図しており､ そのための設定として放送局一階を視聴者に気軽に

遊びに来てもらうオープンスペースとして開放し､ ここに ｢オープンスタジオ｣ を設け､ 番組のほ
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とんどをここから公開生放送で実施している｡

この他､ 番組関連の仕組みとして注目すべきものは､ ｢情報発信簡易スタジオ｣ である｡ これは､

簡易型小型ハイビジョンカメラを県内市町村に預けて､ そこで自治体の担当職員が直接カメラに向

かってイベント情報や自治体広報を発信するものである｡ その映像は､ 茨城ブロードバンドネット

ワークを経由して放送されている｡ 各自治体の職員がそれぞれ演出を工夫し､ 素人の出演､ 演出な

がら､ 楽しいコーナーに仕上がっている｡ また､ オープンスタジオや簡易スタジオに訪れた県民に､

カメラに向かってメッセージを30秒ほど発信してもらい､ それを録画して放送する ｢メッセージカ

メラ｣ というコーナーもある｡ こうしたオープンスタジオ､ 情報発信簡易スタジオ､ メッセージカ

メラは､ いずれも住民参加を求める意図をもって作られている｡

こうした視聴者参加をより充実させる目的で､ NHKでは県民ネットワークを形成した｡ 県内82

の自治体のほか､ 産業団体､ 経済団体､ 大学､ NPO､ 商店会､ 婦人会､ 公営の美術館､ 博物館､

そして､ 地域活性化のために茨城県の後押しで作られた ｢大好きいばらき県民会議｣ に参加してい

る諸団体の協力も得､ 2004年10月段階で300団体の参加を見た｡ 県民ネットワークは､ 番組のため

の情報提供､ 映像提供を行っているほか､ 放送以外のサービスとして､ 地域向けのデータ放送にも

情報提供を行っている｡ こうして､ 茨城県域のデータ放送では地域のニュース (天気) のほか､ 自

治体情報､ 行楽情報､ 展覧会情報､ 夜間診療所情報､ Jリーグ(鹿島アントラーズ､ 水戸ホーリーホッ

ク)情報等が提供されている｡

第３章 地上デジタル放送の課題

今後の地上デジタル放送を考えていく上でのポイントをいくつか挙げておきたい｡� ひとつは､ 情報摂取をより効率化していく方向で放送が動いていくということである｡ すな

わち､ 多チャンネル (地上デジタル放送､ ＢＳデジタル放送､ ＣＳデジタル放送､ ＣＳ110度

デジタル放送) 化や情報伝達の多様化 (上記の放送に加え､ データ放送､ インターネット) に

より､ 伝送路が急激に増大し､ 情報流通が過剰ともいえる状況になっていくとき､ 人が､ 自己

の必要とする情報をどのように無理なく効率的に得ていくのか､ という問題を解決する方法が

求められてきた｡ サーバー型放送はまさにこの方向を目指している｡ これが､ 今後どのような

形をとって､ どのように発達していくか､ 興味ある問題である｡� また､ それとは対照的に､ 放送のナマ (リアルタイム) 性が一方で求められ､ それが地域放

送で生かされていく､ ということである｡ たとえば､ ＮＨＫ水戸放送局では､ オープンスタジ

オを作り住民参加型の番組を放送している｡ これはサーバー型放送のコンセプトとは対照的な､

リアルタイム性 (ナマ性) を生かした県域の ｢同時性｣､ ｢同空間性｣ (すこし足を伸ばせばス

タジオにいる人々と触れ合えるという連続性であり､ 東京からパッケージ化された番組を流す

のとまったく違う意味を持つ) を生かした放送である｡

このように､ 今後､ 放送が２つの方向に特化していくことが考えられる｡
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� これまで放送を受信できたのは家などの固定した場であった｡ 移動中に放送を受信できる携

帯むけ放送はそうした場の制約から放送が自由になっていくことを意味している｡ これは､ 送

り手側から言えば､ 放送に残された唯一の未開拓地を開拓するということでもある｡ 放送は､

1970年代に朝６時から夜12時までの全日放送を達成し､ さらに深夜放送を始めて､ 段階的に24

時間放送に達してきた｡ そうしたなかで､ 人々の移動時間は､ 唯一利用されていない時間であっ

た｡ 今､ その時間帯に手がつけられようとしている｡ 携帯向け放送が､ 災害時に大きな力を発

揮することは前述したとおりであるが､ これがいかに日常的に人々に受け入れられていくのか､

また､ 今後どのような放送内容となっていくのか､ 興味深いところである｡� ＮＨＫ水戸放送局では､ 各地の自治体からの映像発信を県域の光ファイバーのネットワーク

を利用して行っている｡ ここに放送と通信の連携を明確な形で見ることができる｡ また､ これ

は無線と有線という伝送路の相互交流という言い方もできる｡ デジタル化による放送と通信の

さらなる連携､ それは､ 今後､ 融合という名称がふさわしいレベルまでさまざまな形をとりな

がら進行していくことが予想される｡� 地上デジタル放送はマルチチャンネルやデータ放送を中心に､ 地域情報サービスに力を発揮

する｡ マルチチャンネルによる地元情報の提供､ データ放送による各団体からの情報発信は従

来のアナログ放送にできなかった新たな放送の地平を切り開くものである｡ また､ このデータ

放送は､ 携帯向け放送と同様､ 災害時に地元民の必要とする情報提供に強力な力を発揮するも

のでもある｡

こうして､ 県域デジタル放送は､ 現在､ 主として地方自治体や各種団体と結びついた形で新

たな地域情報ネットワークを形成しつつある｡

地域メディアの役割として､ 地域情報流通のほか､ 地域の問題点の公開・明示化や合意形成

などの役割があげられるが､ 今後県域デジタル放送が基幹的なメディアとして発展していくと

すれば､ 放送の主体者が､ 新しいデジタル放送の機能を取り入れて､ こうした役割をいかに発

揮していくかが問われていくであろう｡� 県民ネットワークは､ NHKを中心とした縦型のネットワークで､ すべての情報が個々に

NHKにもたらされ､ NHKを経由して放送されていく｡ ネットワーク参加者による横のつなが

りは今のところ形成されていない｡ いわば､ NHKに情報を提供し､ 放送してもらうためのネッ

トワークである｡ 住民参加を標榜するならば､ 今後､ この点を改善していく必要がある｡

住民参加型番組を作る上で､ 最も問題になるのが､ 最終的な放送の当否の判断をどこがする

かということである｡ 現在の放送システムでは､ 放送の主体は放送局になり､ 放送内容に問題

がある場合は､ その責任は番組を出す放送局に求められる｡ したがって､ 最終的には放送局の

判断で提供する番組や情報の採否を決めることになる｡ この点は､ どうしてもNHKの放送に

住民が ｢参加｣ する形にならざるをえない｡

とはいうものの､ その ｢住民参加｣ の番組を継続する中で､ 県域デジタル放送や放送メディ
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アそのものへの理解を広げ､ 将来的には､ 県民ネットワークが番組企画等を論議する場に成長

していくことが望まれる｡� (付記)

総合チャンネルの陰に隠れて目立たないが､ 教育チャンネルのデジタル放送も始まっている｡

これも総合チャンネルと同様に､ HD１チャンネルの放送のほか､ SD３チャンネルの放送が可

能である｡ 大学を含めて地域の文化機関が､ こうした教育テレビの多チャンネル化に呼応して､

地域向けの教育サービスを送ることも可能となった｡ かつて､ NHKでは地域の放送局が地域

の小学校の社会科向けに地域のテーマを基にした番組を送出していた｡ 地上デジタル放送が生

まれたことにより､ そうした地域向けの教育活動を､ 今度は県民参加､ 大学参加という形で追

求する道もあり得ると考えている｡
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pp.20－21�注�
(注１) 独立U局：東京キー局のネットワークに属さず､ 自主編成を行っているUHF局のこと｡

関東､ 中京､ 近畿広域圏のある都府県を単位とし､ 全13局ある｡

(注２) 独立U局の姿勢については､ 鈴木祐司 ｢地上デジタル放送スタート｣ 『放送研究と調査』

2003年12月参照｡

(注３) HD放送：高精細度放送 (High Definition Television)｡ 従来の標準放送 (Standard

Definition Television) に対する言葉｡ 日本の場合は､ 従来のNTSC放送 (走査線525本) に

対して､ 1125本 (有効走査線1080本) のインターレース方式で放送し､ハイビジョンという通

称が使われている｡ ちなみに同じNTSC方式のアメリカでは､ HD放送の走査線は多様で､ ○

本のプログレッシブ (順次走査) 方式以上の走査線をHD放送としている｡

(注４) SD放送： (注３参照) Standard Definition Television

(注５) EPG (電子番組ガイド) :新聞のテレビ欄をテレビ画面で示すようなもので､ 画面の番組

名をリモコンでクリックすると､ その番組が写り､ それが放送時間以前だと､ 録画予約になる｡

BSデジタル放送から利用され始めた｡

(注６) 東経144度の静止衛星を利用して行われる移動体通信用のデジタル放送｡ 2004年度末から

モバイル放送株式会社で放送開始｡

(注７) アナログ放送と同一の番組を放送すること｡ ただし､ 同時である必要はなく､ 放送時間を

ずらすことができる｡

(注８) マスメディア集中排除の原則により､ 資本参加という形で別会社を作らざるを得なかった

が｡ この結果､ たとえば､ 日本テレビ系のビーエス日本には日本テレビが10.12％､ TBS系の

ジャパン・デジタル・コミュニケーションズには東京放送が21％など､ それぞれ､ 資本参加し

ている｡

(注９) (参考) サーバー型放送で実現可能となるサービス (2001年６月 ｢サーバー型放送にむけ

て｣ 情報通信政策局)

１. 好みの番組の自動蓄積やシーン検索､ ダイジェスト視聴など多様な視聴方法を可能とする

サービス｡

２. 天気予報､ 道路交通情報のような時々刻々と変化する映像情報を､ 受信機中に継続的に蓄

積し､ 更新することにより､ 常に最新の映像情報を視聴可能とするサービス
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３. 音楽コンテンツを一瞬で放送し､ 受信機に蓄積させるサービス

４. 大容量の映像等を放送波の伝送容量の隙間を有効に利用して放送し､ 受信機に蓄積させ

た後に視聴可能とするサービス｡

(注10) http://www.tv-anytime.org/

(注11) ケーブルテレビは､ その規模によりグループに分けられている｡ ここで､ 自主放送を行う

ケーブルテレビとは､ 自主番組を作っていなくとも､ 放送にあたって何らかの改変をしている

ケーブルテレビを意味する｡ その数は､ 当然､ 自主番組を作って地域サービスを行っているケー

ブルテレビ局よりも多い｡ 茨城県では９施設､ 115,149世帯に送信している｡
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キーワード： ベトナム語圏日本語学習者 長音化・短音化 特殊拍 聞き取りの誤用

発音の誤用 音節と拍

１ 発音に関わる誤用とは

”

音声言語によるコミュニケーション”という視点から､ 外国語学習における学習言語の発音の

誤用を捉えると､ ４つの種類に大別できる｡ まず､ 学習言語音の聞き取りにおける誤用と､ 学習者

による発音の誤用とである｡ そして､ それぞれの誤用において､ さらに､ 発話者の意図が発話の相

手に伝わる誤用と､ 伝わらない誤用とがある｡ それを簡単にまとめると､ 以下のようになるだろう｡

学習言語音の聞き取り

・発音された音として聞き取る → 発話者の意図が伝わる

・発音された音として聞き取れない＊１ → 発話者の意図が伝わる →誤用①

→ 発話者の意図が伝わらない →誤用②

学習者による発音

・学習言語の音と認められる発音 → 発話者の意図が伝わる

・学習言語の音とは異なる発音＊２ → 発話者の意図が伝わる →誤用③

→ 発話者の意図が伝わらない →誤用④

＊１ 発音された音とは違う音として聞き取る､ 他の音と区別できない (混同)､ 学習言語の音として認識で

きない､ 等が考えられる｡

＊２ 学習言語の音とは違う音として発音する､ 学習言語の他の音と区別できない発音をする (混同)､ 等が

考えられる｡

このように発音に関わる誤用は大雑把に分類すると､ 誤用①～④の４種に分けることができるが､

誤用①と誤用②の間､ ならびに､ 誤用③と誤用④の間は､ それぞれに様々な段階があり､ 現実には

簡単に一線を画すことができるものではない｡ また､ コミュニケーションの相手によっても､ 発話

者の意図の理解の程度には差異が存在することも､ 大いに推測できる｡
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とはいえ､ 上記の誤用②④の場合においては､ �コミュニケーションが成立しない”ので､ 言語

習得の目的がどのようなものであっても､ 学習によって問題が解消されることが重要課題である｡

この種の誤用にあっては､ 学習・習得によって

”

コミュニケーションが成立しない”状況から

”

コ

ミュニケーションが成立する”状況へと変化していくので､ 学習者にとっても教師にとっても学習

の効果が明らかである｡ そして､ 誤用回避のための学習が仮に多くの努力を要したとしても､ 学習

の達成感につながるだろう｡

一方､ 誤用①③では､ 誤りを含みながらも

”

コミュニケーションは成立している”状況であり､

問題の解消は望ましいのはもちろんだが､ 学習者の言語習得の目的によっては､ そのままでもよい

場合があると考えられる｡ 例えば､ 高度な言語運用能力を必要とする語学教師や通訳等を目指す場

合は､ これらの誤用も回避できるように学習・習得されるべきだろうが､ 旅行者等として簡単な日

常会話ができれば十分だ､ といった場合等には､ この種の誤用があっても決定的な問題とはならな

い｡ また､ 誤用①③では､ コミュニケーションが成立しているだけに､ 誤用回避のための学習が十

分に功を奏さず､ 誤用がいつまでも解消されない､ という状況につながることも考えられる｡

本稿で取り上げようとするのは､ 誤用②④に分類されるものを含む､ 発音の聞き取りならびに学

習者の発音において観察される長音化・短音化の誤用である｡

２ 目的

さて､ 発音に関わる誤用は､ おおよそ上述の４つに分けることができるので､ このような分類の

視点を考慮しながら､ 本稿では､ ベトナム語圏学習者の発音に関わる誤用のうち､ 主に日本語の長

音・短音に関わる誤用を中心に､ 聞き取り調査と発音調査の結果を分類・比較しながら分析・考察

していく｡

拍 (モーラ) を単位とする日本語の発音において､ 長音か短音かは語 (意味) を弁別する重要な

要素である｡ 一方ベトナム語は音節言語であり､ 中国語同様にほぼ１語１音節で､ 音節は音の長さ

(持続時間) を単位としない｡ また､ それぞれの音節はさらに声調によって区別される｡ このよう

な音節言語を母語とする学習者が､ モーラ言語である日本語を習得する場合､ 長音か短音かという

母音の持続時間を､ 語の弁別に有意なものとして習得するのは難しい (注１) ｡ したがって､ 日本語学

習過程において多くの誤用が生じる原因にもなり､ また､ 学習言語によるコミュニケーションにお

いて､ それが成立しないという重大な問題にもなりうる｡ コミュニケーションの不成立につながる

発音上の誤用は長音・短音に関わるものだけではないが､ ベトナム語圏学習者の場合には長音・短

音に関係する誤用の多さから､ まず､ その誤用の実態ならびにその要因を明らかにする必要がある

だろう｡

そこで､ 本稿では､ ほぼ同一調査票を用いたベトナム語圏学習者による日本語の発音の聞き取り､

ならびに学習者による発音の調査において得られた調査結果のうち､ 主として長音化・短音化に関

コミュニケーション学科論集74



わる誤用を取り上げ､ その実態を明らかにするとともに､ ２種の調査の結果の比較と考察を行う｡

より具体的には､ ほぼ同一調査票を用いたベトナム語圏学習者による日本語の発音の聞き取りにお

いて生じる誤用､ ならびに学習者による発音 (調査票の読み上げ) において生じる誤用の実態､ 両

者の関連､ 誤用の要因などについて､ 述べていく｡

３ 調査の概要

調査時期：2003年３月17・19日

調査場所：ハノイ国家大学社会人文科学大学東洋学部日本語学科教室

被調査者：

発音の聞き取り調査

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

日本語学習歴は､ ２年生は約半年､ ３年生は約１年半

発音 (読み上げ) 調査

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７名

調査の方法と調査票：

発音の聞き取り調査

発音聞き取り調査は､ 各学年の日本語クラスにおいて､ 調査者 (筆者) が調査語・文を読み

上げ､ 調査票の空欄に被調査者が調査語をひらがな・カタカナで記入していくやり方で行った｡

調査語は､ 中級レベルまでの語を中心に､ 種々の日本語の音韻構造を含むものとして選定した

109語である｡ そのうち外来語は41語である｡ 調査票の読み上げは､ 単語や文ごとに区切って

各２回読み上げ､ 調査票のほぼ１行ごとにまとめて確認のために続けて読み上げた｡ したがっ

て､ 被調査者は同じ調査語・文を３回聞き取ったことになる｡

調査票は､ 次のとおり｡ ( ) 中は調査語､ ｣ は調査票での改行位置｡

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
と

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
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( 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 ) の上司
じょうし

と ( 部下 ) ｣ ( チャンス ) をつかむ｡ とても

( 残念 ) です｡ ( 薬 ) を飲む｡ ｣ 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 ) は台所
だいどころ

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｡ 恋人
こいびと

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｡

発音 (読み上げ) 調査

読み上げ調査は､ 聞き取り調査に続いて､ ２年生クラス・３年生クラスの中から､ 志願して

くれた学生を対象に､ 一人ずつ調査票を読み上げてもらい､ MDに録音するやり方で調査した｡

調査者 (筆者) は､ 被調査者と対面あるいは並んで座った｡ 調査票は､ 聞き取り調査で調査者

が読み上げたものとおおむね同じ語・文からなるが､ 一部の漢字にはあらかじめルビを付して

おいた｡ 聞き取り調査と異なる部分は､ 語・文の順番が違うところが数カ所あること､ 若干の

語・文を新たに加えたことである｡ 新たに加えた語・文は､ ｢ネックレス, 手を振る, 朝 (｢ま

だ､ 朝早いです｣ の文で), 説明を聞く, 昔を思い出す､ もじもじする, この間は､ 楽しかっ

たです, 実は､ 今日はとても疲れました, ベトナム料理はとてもおいしいです, 日本料理はき

れいです｣ である｡

調査は､ まず､ ２年生クラス６名を対象に行ったが､ ルビのない漢字の語では､ 即座に読め
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ないことが多かったため､ ３年生クラスでの調査の際には､ ほとんどの漢字にルビを付けた調

査票を用いた｡ なお､ ２年生対象の調査では､ ルビのない漢字やカタカナ書きの外来語におい

て､ しばしば読めない､ 間違って読んでしまう､ あるいは１字１字発音して語・句や文として

読んでいない､ という読み方が目立った｡ そのため､ 読めない・読みにくい語については､ 調

査者が読み上げ､ 被調査者が続いて発音する､ という調査となった｡

調査票 (読み上げ用プリント) は､ 次のとおり｡調査票での改行位置は ｣ で示した｡ なお､

実際の調査票は､ １行目に ｢次の単語､ 短文をゆっくり読んでください｡｣ と示し､ かつ､ １

行おきに違う色でプリントアウトしたものである｡

飲
の

みもの・食べ物； コーラ お茶 コーヒー ジュース アイスクリーム しょう油
ゆ

｣

日本料理 てんぷら すき焼き ハンバーグ チョコレート ｣ 外来語； 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 ネックレス チャンネル ｣ 電気のスイッチ 円
えん

の中心 写真を撮
と

る｡

カメラのレンズとシャッター､ それにフィルム ｣ 冷蔵庫 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
に

ているところがあります｡ ｣ 民族衣装
みんぞくいしょう

あのおじいさんは､ ちょ

うど百歳です｡ 日本人はよく遠慮
えんりょ

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
きょうと

は､ とても歴史がある街
まち

です｡ ｣ 日本語が上手
じょうず

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
ついたち

､ 二日
ふ つ か

､ 三日
み っ か

左右
さ ゆ う

上下 会社の上司
じょうし

と部
ぶ

下
か

チャンスをつかむ｡ とても残念です｡ ｣ 薬
くすり

を飲む｡ ここが額
ひたい

です｡ 強い力

で圧迫
あっぱく

する｡ 昔の懐
なつ

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
ふく

の柄
がら

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

台所
だいどころ

です｡ 留守番をする｡ 手を振
ふ

る｡ ｣ シャワーを浴
あ

びる｡ シャンプーをする｡ 保

険に入る｡ 新製品
しんせいひん

のサンプルを見てください｡ ｣ にっこり笑
わら

う｡ まだ､ 朝早いです｡

選挙
せんきょ

に当選する｡ ストレスがたまる｡ ｣ 恋人
こいびと

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｡ プラスチックの箱 ｣ 箱の中は空
から

です｡ 同じ種類のボールペン

大きな看板
かんばん

が見える｡ スポーツの審判 ｣ 誕生日
たんじょうび

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｡ ｣ それを三つください｡ どこから入ったのですか｡

となりの家が火事になった｡ ｣ 文を作る｡ 説明を聞く｡ 昔を思い出す｡ もじもじす

る｡ この間は､ 楽しかったです｡ ｣ 実は､ 今日はとても疲れました｡ ベトナム料理は､

とてもおいしいです｡ 日本料理はきれいです｡ ｣ 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｡ ｣

分析対象とする調査資料について：
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発音の聞き取り調査

発音の聞き取り調査は2002年３月にも実施 (注２) したが､ 以下の分類・分析では2003年調査の

結果のみを用いる｡ というのは､ 本稿の目的は､ 聞き取りと発音 (読み上げ) ２種の調査結果

の比較によって､ 発音に関わる誤用の特徴・要因を分析・考察しようとするものであるが､

2002年調査では､ ほぼ同一調査票による被調査者による発音調査を実施していないからである｡

また､ 2003年調査は､ 2002年調査の回答状況・結果を踏まえて調査語を検討し直し､ 語数を大

幅に増やした調査であった｡ そのため､ 2003年調査では､ 2002年調査の結果 (誤用の傾向) を

含みつつ､ かつより多種多様な誤用が観察できた｡ このような点から､ 2003年調査の結果のみ

を分析対象とした｡

発音 (読み上げ) 調査

読み上げ調査は上述のような調査であったので､ ２年生対象のものでは､ 録音された音声が

学習者 (２年生) がその時点で習得していた日本語の発音とは必ずしも一致しないものであっ

たり､ 語・文としての発音ではないものが多く含まれていたりと､ 分析の対象とするには問題

の多い録音資料となった｡ そこで､ 分析対象は３年生７名対象の調査結果のみとした｡ なお､

２年生と３年生のそれぞれの録音から聞き取れる発音の差異は､ 日本語学習歴の違いからくる

読み間違いやたどたどしい発音が多いか少ないかの差であると判断されたので､ ３年生の調査

結果のみを分析対象としても問題はないと考えた｡

４ 聞き取り調査の結果の概要

聞き取り調査のうち､ 長音化・短音化に関わる誤用例ならびに誤用の特徴を述べる｡

４.１ 聞き取りにおける誤用例

発音聞き取り調査において､ 誤用と考えられる回答のうち､ ２人以上からの同じ誤用 (５人以上

からのものは�������) について､ ｢短音の長音化｣ ｢長音の短音化｣ ｢長音の移動｣ の順に

以下に示す｡ さらに長音化では母音別・音環境別に､ 短音化では母音別・音環境別・複数からの短

音化の誤用例のない音節を含む語 (長音の移動が見られるものは分けて示す) に､ それぞれ分類し

て列挙した｡ また､ 誤りを含む語はカタカナで表示し､ 各分類に該当する誤りの箇所は下線で示し

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

として聞き取ったと考えうる複数の表記を併記したものや､ 長音でなく二重母音として聞き取った

可能性のありうる例もある｡ ( ) 中は調査語｡ 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｡
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《短音の長音化》 (撥音の誤用例も､併せて示す)�母音別の分類

ア ハンサーム (ハンサム)

イ ムカシイ (昔)､ リーボン・リーパン (リボン)

ウ ���� (趣味)､ シャンプール・サンプール (サンプル)､ ショウユウ (醤油)､ ユウライ

(由来)

エ レイキシ (歴史)

オ ��� (事故)､ ダンジョウ (男女)､ キョウトウ (京都)､ チョウドウ (ちょうど)､ ����・

コウケン (保険)､ ����������� (シンボル)､ ポーケット (ポケット)､ ドウロウ・

ドウドウ (道路)､ リョウコウ (旅行)､ ���������� (遠慮)

撥音 アナウンーシャ (アナウンサー)､ マンーション (マンション)�音環境による分類�-１ 語頭

①長音化＋CVR (長音を含む音節) リョウコウ (旅行)

②長音化＋CVN (撥音を含む音節) ����・コウケン (保険)､ リーボン・リーパン (リボン)

③長音化＋CVQ (促音を含む音節) ポーケット (ポケット)

④長音化＋CVV (連母音) ユウライ (由来)

⑤その他 シュウミ (趣味)､ レイキシ (歴史)�-２ 語中

①CVR＋長音化／長音化＋CVR

②CVN＋長音化／長音化＋CVN ハンサーム (ハンサム)､ ダンジョウ (男女)､ シャンプール・

サンプール (サンプル)､ ����������� (シンボル) ／

③CVQ＋長音化／長音化＋CVQ

④CVV＋長音化／長音化＋CVV

⑤その他 アナウンーシャ (アナウンサー)､ マンーション (マンション)�-３ 語末

①CVR＋長音化 キョウトウ (京都)､ チョウドウ (ちょうど)､ ショウユウ (醤油)､ ドウロウ・

ドウドウ (道路)

②CVN＋長音化 ���������� (遠慮)

③CVQ＋長音化

④CVV＋長音化

⑤その他 ��� (事故)､ ムカシイ (昔)
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《長音の短音化》�母音別の分類＊

ア ��� (サッカー)､ アナウンサ (アナウンサー)､ ジャナル・���� (ジャーナル)､ ��� (シャッター)､ ダブレタ・ラブレタ (ラブレター)､ ���� (ハンバーグ)､ ������・スーパマケット・スーパーマケット (スーパーマーケット)､ ���・キーワド・キイワ

ド (キーワード)､ チャワ・サワ (シャワー)

イ ���・キワード・キワドー・キワドウ (キーワード) ���� (エネルギー)､ ��� (タ

クシー)､ ��� (ユニーク)､ コーヒ (コーヒー)､ サラリマン (サラリーマン) ナツカ

シ (懐かしい)

ウ ������ (スーパーマーケット)､ ニュス (ニュース)､ ジュス (ジュース)､ ツイ (注意)､

クフ (夫婦)､ サンプ・チャンプ (シャンプー)

エ クウケ (風景)

オ コラ (コーラ)､ ��� (信号)､ レイゾコ (冷蔵庫)､ イショ (衣装)､ トゼン (当然)､ トセ

ン (当選)､ 日本レット・～デット・～テト (日本列島)､ レポト (レポート)

＊長音を含む母音別の調査語で､ それぞれの語数／音節数は､ ア段長音：９／10､ イ段長音：

８／８､ ウ段長音：11／12､ エ段長音：４／４､ オ段長音：20／20､ となっている｡ なお､ ア

段長音は外来語のみ｡�音環境による分類�-１ 語頭

①短音化＋CVR キワード・���・キワドー・キワドウ (キーワード) ＊､ ������ (スー

パーマーケット) ＊

②短音化＋CVN トゼン (当然)､ トセン (当選)

③短音化＋CVQ (該当調査語なし)

④短音化＋CVV (該当調査語なし)

⑤その他 コラ (コーラ)､ ジャナル・���� (ジャーナル)､ ジュス (ジュース) ニュス (ニュー

ス)､ ツイ (注意)､ クフ (夫婦)

＊ ｢キーワード｣ ｢スーパーマーケット｣ の例は､ 回答の表記からは ｢⑤その他｣ として分類

できるが､ 調査者が調査語を読み上げた発音はいずれも長音が連続する発音であったので､

①の例とした｡ 以下､ 同様｡�-２ 語中

①CVR＋短音化／短音化＋CVR レイゾコ (冷蔵庫) ＊＊､ スーパマケット・������・スー

パーマケット・������・スーパマケット (スーパーマーケット)､ キーワド・キイワ

ド・��� (キーワード) ／スーパマケット・������ (スーパーマーケット)
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②CVN＋短音化／短音化＋CVN ���� (ハンバーグ) ／サラリマン (サラリーマン)

③CVQ＋短音化／短音化＋CVQ (該当調査語なし) ／������・スーパマケット (スー

パーマーケット)

④CVV＋短音化／短音化＋CVV (該当調査語なし)

⑤その他 ��� (ユニーク)､ レポト (レポート)

＊＊ ｢冷蔵庫｣ は ｢④ＣＶＶ＋短音化｣ の例として扱うこともできるだろうが､ 調査語・文を

読み上げる際は長音の ｢レーゾーコ｣ と発音したので､ ①の例とした｡�-３ 語末

①CVR＋短音化 クウケ (風景)､ コーヒ (コーヒー)

②CVN＋短音化 ��� (信号)､ アナウンサ (アナウンサー)､ サンプ・チャンプ (シャンプー)

③CVQ＋短音化 ��� (サッカー)､ ��� (シャッター)､ 日本レット・～デット・～テト

(日本列島)

④CVV＋短音化 (該当調査語なし)

⑤その他 ���� (エネルギー)､ ��� (タクシー)､ イショ (衣装)､ ダブレタ・ラブレタ

(ラブレター)､ チャワ・サワ (シャワー) ナツカシ (懐かしい)� 複数からの短音化の誤用例のない音節を含む語 (下線は該当する音節)

中心､ 集中､ 中国､ 風景､ カセットテープ､ 冷蔵庫､ コーヒー､ 卒業､ ちょうど､ 京都､ 道路､

上下､ 旅行､ 病院､ 発表

※長音の移動がみられるもの…コピー､ コンピュータ､ チョコレート､ しょう油

《長音の移動》�後ろの音節への移動

ア→ ハンバグー・ハンバグウ (ハンバーグ)､ キワドー・キワドウ (キーワード)

イ→ サラリマーン (サラリーマン)

ウ→ コンピュター (コンピュータ)

エ→ チョコレトー (チョコレート)

オ→ ショユウ (醤油)�前の音節への移動

←ア サッーカ (サッカー)､ シャーワ (シャワー)

←イ ��� (コピー)､ ���������・ヨウニク (ユニーク)

←ウ (なし)

←エ (なし)

←オ (なし)
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４.２ 聞き取りの誤用に見られる特徴

以上の誤用例から､ 次のような特徴が指摘できる｡

・５母音のどれにおいても､ 長音化・短音化の聞き取りにおける誤用が起きている｡

・短音の長音化について母音別に見ると､ 調査語においてはウ段音とオ段音において多く､ ア段音

とエ段音において少ない｡ なお､ 母音単独 (語頭の母音や連母音の後ろの母音等) では長音化は

見られない｡

・長音の短音化については､ エー以外の長母音ではいずれも誤用例数が多い｡ 特に､ ア段長音が9

語中９語 (10音節)､ イ段長音が８語中７語と､ 両者の短音化の誤用が顕著である｡ なお､ 誤用

例の例数から見ればオ段長音の誤用例は多いが､ 必ずしもオ段長音で短音化しやすいとは言えな

い｡ というのは､ 各長音の調査語数や､ 日本語における長音を含む語種・語数の偏り (注３) とも関

係していると考えられるからである｡

・撥音の長音として聞き取った誤用がある｡

・音節の語中の位置で見ると､ 語頭・語中・語末のどこでも､ 長音化・短音化の誤用が起きている｡

・長音化・短音化する音節の始まりの子音も､ 広く種々の子音に及んでいる｡

・長音化の誤用を音環境からみると､ 撥音を含む音節が前後に接する音節で長音化する傾向が強い｡

また､ 長音節に続く語末の音節においても､ 他の音環境と比べると長音化が起こりやすい｡

・逆に､ 促音・連母音を含む音節が前後に接する音節では､ どちらも1語ずつでしか誤用は見られ

ず､ ほとんど長音化が起きない｡

・短音化の誤用を音環境からみると､ 長音化ほど顕著ではないが､ 長音節が連続する場合に､ 一つ

あるいは連続して短音化の誤用が起こりやすい傾向がある｡

・また､ 撥音節に続く長音や促音が前後に接する長音でも､ 調査語のほとんどで誤用が見られる｡

・すなわち､ 短音化の誤用では特殊拍が前後に接する長音でおおむね短音化が起きやすいと言える｡

以上から､ 発音された音とは違う音として聞き取ってしまうという誤用が起きうるのは､ 特定の

音節・音環境に限らないが､ 音環境によって誤用の起きやすさに違いがあると言えるだろう｡ そし

て､ 長音化・短音化は､ 撥音が前後に接する音節や長音節に続く音節という音環境において誤用が

起きやすいという共通性があるが､ どの母音の音節かや､ 促音節に接する音節での誤用の起きやす

さは､ 長音化と短音化とで違いがある｡

また､ 本論では取り上げなかったが､ ベトナム語圏学習者の聞き取りに観察される誤用としては､

長音化・短音化の誤用は､ 撥音や促音に関わる誤用あるいはサ行拗音の直音化の誤用等と比べても

多い (注４) ｡

５ 学習者による発音 (読み上げ) 調査の結果の概要
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発音 (読み上げ) 調査のうち､ 長音化・短音化にかかわる誤用例ならびに誤用の特徴を以下に述

べるが､ その前に読み上げられた発音の特徴について､ 少し述べたい｡

上述したように､ ベトナム語は音節単位の言語であり､ 原則として１語１音節である (中国語と

同様である)｡ そこで､ ベトナム語を母語とする学習者の日本語の発音においても､ いわゆる特殊

拍 (長音､ 撥音､ 促音) を１音節とは認識せず､ 特殊拍を含む音節ならびに連母音を含む音節等が､

しばしば日本語の拍とは異なる一つの音節として発音される｡ つまり､ 特殊拍が特殊拍と前接する

音節 (拍) とともに､ １音節として発音していると聞き取れる発音傾向が顕著である｡ 例えば､

｢ハンバーグ｣ は ｢ハン／バー／グ｣ と３音節に､ ｢当選｣ は ｢トー／セン｣ と２音節に､ ｢圧迫｣

も ｢アッ／パク｣ (パクは[pak]) と２音節に発音される｡ このような発音の特徴とともに､ 特殊

拍を含む音節に接する日本語の一般拍が相対的に長く (つまり長音で) 発音されたり､ 特殊拍を含

む音節が短く発音される傾向もある｡ 例えば､ ｢選挙｣ が２音節で ｢セン／キョー｣､ ｢種類｣ が２

音節で ｢シュー／ルイ｣､ ｢外来語｣ が３音節で ｢ガイ／ライ／ゴー｣ や､ ｢赤い｣ が２音節で ｢ア

／カィ｣ (二重母音カィのィは非常に短い発音)､ ｢カセットテープ｣ が５音節で ｢カ／セツ／ト／

テ▼／プ｣ (セツ・テ▼のツと▼は､ 短い促音と長音) 等の発音である｡ 以下に示す誤用例の中にも､ 日

本語の語・文を音節として読み上げていると聞き取れる発音が非常に多い｡ これらは､ ベトナム語

圏学習者が日本語を母語同様に音節で捉えている (捉える傾向がある) ということを表している｡

そして､ このことは長音化・短音化の誤用と密接に関わっていると考えられる｡

５.1 発音 (読み上げ) における誤用例

読み上げ調査の分析対象としたのは､ ７名分の結果であるので､ 誤用と考えられる回答の全て

(３人以上からの同じ誤用は�������) について､ 語あるいは句を一つの単位として､ ｢短音

の長音化｣ ｢長音の短音化｣ ｢長音の移動｣ の順に以下に示す｡ さらにそれぞれの誤用の下位分類は､

被調査者の発音をもとに分類することとして､ ｢４.１ 聞き取りにおける誤用例｣ と同様に示した｡

誤用例の列挙の順は､ ｢名詞 (長音化では､ ｢名詞 名詞句｣) 用言その他｣ の順である｡ 誤用例

の表記は､ 誤りを含む語はカタカナで表示し､ 各分類に該当する誤りの箇所は下線で示した｡ ( )

中は調査語｡ なお､ 長音化・短音化のいずれにおいても､ 日本語の２拍分の長さの長音としては短

いが短音ではないものは､ 長音記号 (ー) でなく ｢▼｣ で示した｡ 同じように日本語の１拍分の撥

音・促音としては短いものは ｢ン｣ ｢ツ｣ で示した｡ また､ CVN・CVQやCVV (二重母音) などの

発音において､ 日本語の拍とは違う一つの音節として発音している場合は､ 該当する箇所に上線を

付して示した｡ それ以外の表記については､ その都度注記を加える｡

《短音の長音化》�母音別の分類

ア ミッカ▼ (三日)､ ����・ブンカ▼ (文化)､ ハンサ▼ム (ハンサム)､ オチャ▼ (お茶)､ ア
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イダー・���� (間)､ アッパ▼ク (圧迫)､ テンプーラ▼ (てんぷら)､ カメラー (カメラ)､

サクラー (桜)､ チカラー (力)､ カレラー・カレラ▼ (彼ら)､ プラ▼スチック▼ (プラスチッ

ク)､ カラ▼ (空) キツチンワ▼ (キッチンは)､ イエ ガ▼ (家が) アリガ▼ト▼ (あり

がとう)､ ハイッター・ハイッタ▼ (入った)､ オモイダ▼ス (思い出す)､ オキナ▼ (大きな)

～ナーノワ (～なのは)

イ デンキー (電気)､ レキシー・レキシ▼ (歴史)､ ジョーシー・ジョーシ▼・じょーシ▼ (上司)､

カジ▼ (火事)､ コーツージーコー・コーツジーコ▼・コーツ▼ジ▼コ▼・コ▼ツ▼ジ▼コ▼・コーツ

ジ▼コ (交通事故)､ ����� (スイッチ)､ ニーホン・ニ▼ホン (日本)､ ヒ▼タイ (額)､ �����・リョーリ▼ (料理)､ ���� (リボン)､ トナリー (隣) キ▼レイナ (きれいな)､

キ▼レイデス (きれいです)､ オーキ▼ナ (大きな)､ タノシ▼カツタ (楽しかった)､ ニッコリ▼

(にっこり)

ウ ダイガク▼ (大学)､ ク▼スリ (薬)､ ケイカク▼ (計画)､ チューゴークー・チューゴク▼ (中

国)､ プラ▼スチック▼ (プラスチック)､ ジョーズー (上手)､ ���� (レンズ)､ ����
(趣味)､ シュー ルイ・シュ▼ルイ・シュ▼ルイ (種類)､ ブ▼カ (部下)､ テンプーラ▼ (てん

ぷら)､ ム▼カシ (昔)､ ����・ユ▼ライ (由来)､ ショーユ▼ (しょう油)､ ������
(エネルギー)､ アル▼バイト (アルバイト)､ サンプルー (サンプル)

エ じょーゲー＊・ジョ▼ゲ▼・ジョーゲ▼ (上下)､ ������ (チャンネル)､ ネックレ▼ス

(ネックレス)､ カレ▼ (彼) ＊ ｢じょ｣ は､ ジョとゾの中間の音

オ レイ ゾー コ▼ (冷蔵庫)､ コーツージーコー・コーツジーコ▼・コーツ▼ジ▼コ▼・コ▼ツ▼ジ▼

コ▼・コツージコ▼ (交通事故)､ ココ▼ (ここ)､ ガイ ライ ゴー (外来語)､ チューゴークー

(中国)､ ����� (日本語)､ �� ���・センキョ▼ (選挙)､ カノジョ▼ (彼女)､ ダン

ジョー・ダンジョ▼ (男女)､ キョートー・キョート▼ (京都)､ コイビトー (恋人)､ チィョ▼

コレート (チョコレート)､ ノミモノー (飲み物)､ タベモノー (食べ物)､ ホー ケン・ホ▼

ケン (保険)､ シンボ▼ル (シンボル)､ トコロ▼ (所)､ ドーロー・ドーロ▼ (道路)､ エンリョー

・����� (遠慮) ブンオ▼ (文を)､ ダイ ガクノ▼ (大学の)､ シュー ルイノ▼・シ

ュ▼ルイノ▼ (種類の) トール (撮る)､ アリガ▼ト▼ (ありがとう)､ ノ▼ム (飲む)､ ノ▼

ル (乗る)､ ハイッタ▲ノ▲ (入ったの)､ チュヨ▼イ (強い)�音環境による分類�-１ 語頭

①長音化＋CVR

②長音化＋CVN ニーホン・ニ▼ホン (日本)､ ホー ケン・ホ▼ケン (保険)､ ����
(リボン)

③長音化＋CVQ
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④長音化＋CVV (二重母音) シュー ルイ・シュ▼ ルイ・シュ▼ ルイ (種類)､ ヒ▼タイ (額)､����・ユ▼ライ (由来) キ▼レイナ (きれいな)､ キ▼レイデス (きれいです)

⑤その他 ク▼スリ (薬)､ ���� (趣味)､ チィョ▼コレート (チョコレート)､ ブ▼カ (部下)､

ム▼ カシ (昔) トール (撮る)､ ノ▼ル (乗る)､ ノ▼ム (飲む)�参考�ラ行音の長音化 (①～⑤の分類と重複) リ▼ボン (リボン)�-２ 語中

①CVR＋長音化／長音化＋CVR チューゴークー (中国)､ コーツージーコー・コーツ▼ジ▼コ▼・

コ▼ツ▼ジ▼コ▼ (交通事故) ＊ オーキ▼ナ (大きな) ／コーツージーコー・コーツ▼ジ▼コ▼・

コ▼ツ▼ジ▼コ▼ (交通事故)､ コイビ▼ト▼ (恋人)､ ������ (エネルギー) アリガ▼ト▼

(ありがとう)

＊ ｢交通事故｣ については､ 全被調査者が１語の複合語として発音しているので､ １語として

扱った｡

②CVN＋長音化／長音化＋CVN ハンサ▼ム (ハンサム)､ ������ (チャンネル)､ テン

プーラ▼ (てんぷら)､ シンボ▼ル (シンボル) ／

③CVQ＋長音化／長音化＋CVQ アッパ▼ク (圧迫) ／タノシ▼カツタ (楽しかった)

④CVV＋長音化／長音化＋CVV コイビ▼ト・コイビ▼ト▼ (恋人) オモイダ▼ス (思い出す)

／アル▼バイト (アルバイト)

⑤その他 プラ▼スチック▼ (プラスチック)､ ネックレ▼ス (ネックレス) チュヨ▼イ (強い)

～ナーノワ (～なのは)�参考�ラ行音の長音化 (①～⑤の分類と重複) プラ▼スチック▼ (プラスチック)､ ������
(エネルギー)､ アル▼バイト (アルバイト)､ ネックレ▼ス (ネックレス)�-３ 語末 (句末長音化を含む)

①CVR＋長音化 チューゴークー (中国)､ じょーゲー・ジョ▼ゲ▼・ジョーゲ▼ (上下)､ レイ

ゾー コ▼ (冷蔵庫)､ コーツージーコー・コーツ▼ジ▼コ▼・コ▼ツ▼ジ▼コ▼・コーツジーコ▼

(交通事故)､ ジョーシー・ジョーシ▼・じょーシ▼ (上司)､ ジョーズー (上手)､ キョート▼・

キョートー (京都)､ ショーユ▼ (しょう油)､ テンプーラ▼ (てんぷら)､ �����・リョー

リ▼ (料理)､ ドーロー・ドーロ▼ (道路) ハイッタ▼ノ▼ (入ったの)

②CVN＋長音化 ����・ブンカ▼ (文化)､ デンキー (電気)､ ニホンゴ▼ (日本語)､ �����・センキョ▼ (選挙)､ カンサ▼ (感謝)､ ���� (レンズ)､ ダンジョー・ダンジョ▼

(男女)､ エンリョー・����� (遠慮) ブンオ▼ (文を)､ キツチンワ▼ (キッチンは)

③CVQ＋長音化 ミッカ▼ (三日)､ ブツカー (部下)､ プラ▼スチック▼ (プラスチック)､ ����� (スイッチ) ハイッター・ハイッタ▼ (入った)

④CVV＋長音化 ���� (会社)､ アイダー・���� (間) イエ ガ▼ (家が)､ シュー

ルイノ▼・シュ▼ルイノ▼ (種類の)
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⑤その他 ダイガク▼ (大学)､ ケイカク▼ (計画)､ チューゴク▼ (中国)､ コツージコ▼ (交通事

故)､ ココ▼ (ここ)､ レキシー・レキシ▼ (歴史)､ カジ▼ (火事)､ カノジョ▼ (彼女)､ スパマケ

ト▼ (スーパーマーケット)､ コイビ▼ト▼・コイビトー (恋人)､ オチャ▼ (お茶)､ ノミモノー

(飲み物)､ タベモノー (食べ物)､ コトバー (ことば)､ カメラー (カメラ)､ サクラー (桜)､

カレラー・カレラ▼ (彼ら)､ カラ▼ (空)､ トナリー (隣)､ チカラー (力)､ カレ▼ (彼)､ サン

プルー (サンプル)､ トコロ▼ (所) ダイ ガクノ▼ (大学の) オキナ▼ (大きな)､ ニッ

コリ▼ (にっこり)�参考�語末ラ行音の長音化 (①～⑤の分類と重複) テンプーラ▼ (てんぷら)､ カメラー (カメ

ラ)､ サクラー (桜)､ チカラー (力)､ カレラー・カレラ▼ (彼ら)､ カラ▼ (空)､ �����・

リョーリ▼ (料理)､ トナリー (隣)､ サンプルー (サンプル)､ カレ▼ (彼)､ トコロ▼ (所)､ ドー

ロー・ドーロ▼ (道路)､ エンリョー・����� (遠慮) ニッコリ▼ (にっこり)

《長音の短音化》�母音別の分類※

ア サッカ (サッカー)､ ����� (アナウンサー)､ サッタ・サッタ▼ (シャッター)､ ハン

バ▼グ・ハンバグ・ハンバク (ハンバーグ)､ スパマケト▼・スーパ▼マーケット・スパーマ▼

ケット (スーパーマーケット)､ ��� (シャワー)

イ ���� (キーワード)､ タクシ・タクシ▼・ (タクシー)､ オジサン (おじいさん)､ ユニク・

ユニ▼ク (ユニーク)､ コ▼ヒ▼・コーヒ▼ (コーヒー)､ アイスクリ▼ム (アイスクリーム)､ サ

ラリマン (サラリーマン) アタラシ (新しい)､ ナツカシ (懐かしい)､ ������
(おいしいです)

ウ スパマケト▼・スパーマ▼ケット・スパーマーケット (スーパーマーケット)､ コーツジーコ▼・

コーツ▼ジ▼コ▼・コ▼ツ▼ジ▼コ▼・コーツジ▼コ (交通事故)､ チュゴク (中国)､ フフ (夫婦)､

サンプ・サンプ▼・しゃンプ▼ (シャンプー) ＊､ サユ▼ (左右) ＊ ｢しゃ｣ は､ シャとサ

の中間の音

エ ケカク (計画)､ シンセ▼ヒン (新製品)､ カセットテ▼プ・カセツトテ▼プ (カセットテープ)､

セツメ▼・セチュメ▼ (・セちゅメィ) (説明) ＊､ チョコレ▼ト (チョコレート) キレ▼デス

(きれいです) ＊ ｢メィ｣ は､ 母音イが非常に短い二重母音

オ コ▼ヒ▼ (コーヒー)､ コ▼ツ▼ジ▼コ▼・コツージコ▼ (交通事故)､ リィョコ▲ (旅行)､ シンゴ・

シンゴ▼ (信号)､ ベンキョ (勉強)､ レイゾコ (冷蔵庫)､ イショ▼ (衣装)､ ジョ▼ズ (上手)､

ジョ▼ゲ▼ (上下)､ �����・タンジョ▼ビ (誕生日)､ 日本レット (日本列島)､ トゼン

(当然)､ ト▼セン (当選)､ ド▼ロ・ドロ (道路)､ ボルペン・ボ▼ルペン (ボールペン)､ ビ

ョ▼イン (病院)､ レポト (レポート)､ スポツ・スポ▼ツ (スポーツ)､ リョ▼リ (料理)

オキナ・オキナ▼・オ▼キナ (大きな)､ アイマショ▼ (会いましょう)､ アリガト▼・アリガ▼
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ト▼(ありがとう)

※長音を含む母音別の調査語で､ それぞれの語数 (異なり語数) ／音節数は､ ア段長音：９／

10､ イ段長音：12／12､ ウ段長音：14／15､ エ段長音：９／９､ オ段長音：31 (29) ／31､

となっている｡ なお､ ア段長音は外来語のみ｡�音環境による分類�-１ 語頭

①短音化＋CVR ���� (キーワード)､ ジョ▼ゲ▼ (上下)､ コツージコ▼・コ▼ツ▼ジ▼コ▼ (交

通事故)､ スパーマ▼ケット・スパーマーケット (スーパーマーケット)､ レ▼ゾーコ (冷蔵庫)

②短音化＋CVN トゼン (当然)､ ト▼セン (当選)､ ビョ▼イン (病院)

③短音化＋CVQ キワツド (キーワード)

④短音化＋CVV (該当語なし)

⑤その他 ケカク (計画)､ ジョ▼ズ (上手)､ チュゴク (中国)､ フフ (夫婦)､ ボルペン・ボ▼ル

ペン (ボールペン)､ ドロ・ド▼ロ (道路)､ リョ▼リ (料理) オキナ・オキナ▼・オ▼キナ

(大きな)�参考�ラ行音の短音化 (①～⑤の分類と重複) リョ▼リ (料理)､ レ▼ゾーコ (冷蔵庫)�-２ 語中

①CVR＋短音化／短音化＋CVR コーツ▼ジ▼コ▼・コ▼ツ▼ジ▼コ▼・コーツジーコ▼・コーツジ▼

コ (交通事故)､ スーパ▼マーケット (スーパーマーケット) ／コーツ▼ジ▼コ▼・コ▼ツ▼ジ▼

コ▼ (交通事故) ＊ ｢スーパーマーケット｣ ｢交通事故｣ の例は､ 日本語としての発音で

はなく､ 被調査者の発音をもとに分類した｡ 以下､ 同様｡

②CVN＋短音化／短音化＋CVN シンセ▼ヒン (新製品の)､ タンジョビ・タンジョ▼ビ (誕生日)､

ハンバ▼グ・ハンバグ・ハンバク (ハンバーグ) ／オジサン (おじいさん)､ シンセ▼ヒン

(新製品)､ サラリマン (サラリーマン)

③CVQ＋短音化／短音化＋CVQ (該当語なし) ／スパーマ▼ケット (スーパーマーケット)

④CVV＋短音化／短音化＋CVV レイゾコ (冷蔵庫) ������ (おいしいです) ／

(該当語なし)

⑤その他 カセットテ▼プ・カセツトテ▼プ (カセットテープ)､ ユニク・ユニ▼ク (ユニーク)､ ス

パマケト▼ (スーパーマーケット)､ レポト (レポート)､ スポツ・スポ▼ツ (スポーツ)�参考�ラ行音の短音化 (①～⑤の分類と重複) アイスクリ▼ム (アイスクリーム)､ サラリマ

ン (サラリーマン)､ チョコレ▼ト (チョコレート)�-３ 語末 (句末短音化を含む)

①CVR＋短音化 コーヒ▼・コ▼ヒ▼ (コーヒー) アリガ▼ト▼ (ありがとう)

②CVN＋短音化 ベンキョ (勉強)､ シンゴ・シンゴ▼ (信号)､ ����� (アナウンサー)､
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サンプ・サンプ▼・しゃンプ▼ (シャンプー)

③CVQ＋短音化 サッカ (サッカー)､ サッタ・サッタ▼ (シャッター)､ 日本レット (日本列島)､

コツピ (コピー)

④CVV＋短音化 (該当語なし)

⑤その他 リィョコ▼ (旅行)､ タクシ・タクシ▼ (タクシー)､ イショ▼ (衣装)､ ラブレタ▼ (ラ

ブレター)､ セツメ▼・セチュメ▼ (・セちゅメィ) (説明)､ サユ▼ (左右)､ ��� (シャワー)

アタラシ (新しい)､ ナツカシ・ナつカシ (懐かしい)､ アイマショ▼ (会いましょう)､ アリ

ガト▼ (ありがとう)�参考�語末ラ行音の短音化 (なし)� 短音化の誤用例のない音節を含む語 (下線は該当する音節)

コーラ､ ジュース､ コンピュータ､ 卒業､ ニュース､ 集中､ 京都､ 上司､ きれいな＊､ 風景､

発表 ＊ ｢きれいな｣ は､ 長音あるいは二重母音の発音

※長音の移動がみられるもの…しょう油､ エネルギー､ ジャーナル､ ちょうど､ 風景

《長音の移動》�後ろの音節への移動

ア→ ジャナール＊・ジャナ▼ル・じゃナ▼ル (ジャーナル)､

イ→ (なし)

ウ→ フケーイ (風景)

エ→ (なし)

オ→ ソユー (しょう油)�前の音節への移動

←ア (なし)

←イ エネルーギ (エネルギー)､ ユーニク (ユニーク)

←ウ (なし)

←エ (なし)

←オ リョーコ (旅行)

５.2 発音 (読み上げ) の誤用に見られる特徴

以上の誤用例から､ 次のような特徴が指摘できる｡

・５母音のどれにおいても､ 日本語の発音 (読み上げ) において長音化・短音化の誤用が起きてい

る｡

・母音別に見ると､ 長音化はエ段音において少ない傾向がある｡ それ以外は､ いずれの母音でも比

較的よく起きている｡ なお､ 母音単独の長音化は､ 句末の助詞ヲにおいて一つ見られるだけであ
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る｡

・また､ 短音化はウ段長音において少ない傾向がある｡ それ以外は､ いずれの母音でも比較的よ

く起きている｡ なお､ 短音化については､ 誤用例の数だけで見ればオ段長音で多いが､ これは調

査語・文において各長音を含む語数の違いによるものと考えられる (オ段長音を含む語は31語も

あり､ 他の長音のおよそ２～３倍もある)｡

・音節の語中の位置で見ると､ 語頭・語中・語末のどこでも､ 長音化・短音化の誤用が起きている｡

長音化については､ 語頭においてはやや少なく､ 語末においては長音化する傾向が強い｡ そして､

語末だけでなく､ 長音化が句末に及んでいる場合もある｡

・長音化・短音化する音節の始まりの子音も､ 広く種々の子音に及んでいる｡ 中でも､ ラ行音の長

音化は顕著である｡

・音環境から長音化の誤用をみると､ 語頭で撥音・二重母音を含む音節が後に続く音節や､ 長音節・

撥音節に続く語中・語末の音節において長音化が多く､ 誤用が起こりやすいと言える｡

・逆に長音化が少ないのは､ 促音が後接する場合である｡

・一方､ 短音化の誤用では､ 撥音節が前後に接する長音においては､ 全ての語で短音化の例が見ら

れ､ 非常に短音化しやすいと言える｡ また､ その他 (特殊拍を含まない音節) や促音節に続く長

音においても短音化しやすい傾向がある｡

・長音化と短音化の結果､ 長音節が連続する発音となったり､ 短音が連続する発音となるものがし

ばしば見られる｡

これらのことから､ 発音 (読み上げ) において起こる誤用は､ 特定の音節・音環境に限らずに起

こりうると言えるが､ 音環境によって誤用の起きやすさに違いがあると言えるだろう｡ すなわち､

長音化・短音化は､ 撥音節と接する場合に起きやすいという共通性があるが､ 誤用が起きにくい母

音や促音節に接する音節での誤用の起きやすさは､ 長音化と短音化とで違いがある｡

なお､ 発音 (読み上げ) に観察される誤用としては､ 長音化・短音化の誤用のほかに､ サ・ザ行

拗音の直音化の誤用や促音に関わる誤用等が多く観察されるが､ その中でも長音化・短音化の誤用

は最も多い誤用である｡

６ 聞き取り調査と発音 (読み上げ) 調査の結果の比較と誤用の要因の考察

聞き取り調査と発音 (読み上げ) 調査の結果をまとめたものが表１である｡

表１から､ 日本語音声の聞き取りにおいて起きやすい誤用が､ 学習者の発音においても同様であ

る場合もあれば､ 必ずしも両者が一致しない場合もあることがわかる｡

まず､ 誤用傾向が一致していて誤用が多い場合としては､ 撥音節が前後に接する場合がある｡ 撥

音を含む音節の前後の音は､ 聞き取りにおいても発音においても､ 長音・短音の区別が難しく､ 誤っ

て聞き取ってしまったり､ 発音したりすることが多いということである｡ また､ 長音節が前後に接
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する場合においても､ 聞き取りでも発音でも誤用が多い｡ その結果､ 長音が連続する音として聞き

取ったり､ 発音したりする誤用や､ 連続する長音を聞き取れない､ 発音できないという誤用が現れ

る｡ 特に､ 長音節が連続する場合には､ 様々な形で誤用が現れる｡ これら､ 撥音や長音に接する音

環境で誤用が多いのは､ ベトナム語が音節言語であり､ 日本語のように発音をほぼ同じ長さで区切

る言語でないことが要因であろう｡ ベトナム語母語話者である学習者にとって､ そもそも母音の長

さで区別される日本語の長音・短音を識別するのは難しい｡ また､ 日本語の撥音を含む音節や長音

節は一つの音節として認識しやすいであろうし､ そう認識すると､ その前後の音は短音なら長く発

音されやすく､ 長音なら短く発音されやすい､ ということになると考えられる｡ そこで､ 撥音節や

長音節に接する音節での長音化・短音化の誤用が多く起こることになる｡

さて､ 聞き取りと発音の違いの明らかなものとしては､ CVV節 (連母音または二重母音) が後

接あるいは前接する場合が指摘できる｡ 聞き取り・発音ともに短音化の誤用については､ 該当する

語がないのでわからないが､ 長音化の誤用傾向については､ CVV節が後接する場合でも､ 前接す

る場合でも､ 聞き取りと発音とで､ 結果は逆になっている｡ つまり､ CVV節に接する音 (短音)

は正しく聞き取れるが発音は長音化する誤用傾向がある､ ということである｡ これは､ 二重母音を

１音節として捉えて発音することから､ それに接する音も二重母音の音節とのバランスから長く発

音する傾向となるためであろう｡ しかし､ 聞き取りにおいてはCV (１拍) ＋CV・V (２拍) を２

音節として聞き取ったとしても､ その前半部分CV (１拍)は後半部分CV・V (２拍)よりも明らか

に短い音として発音されているので､ 短音として正しく聞き取れたものと考えられる｡ なお､ 二重

母音の発音では､ 先に ｢アカィ (赤い)｣ の例をあげたが､ 二重母音の音節が２拍としての日本語

の発音よりも短く発音されてバランスをとる､ という発音も観察される｡

聞き取りと発音の結果が異なるものとしては､ 他には促音節が接するものがある｡ 促音節が前後

に接する音 (短音) について､ 聞き取りにおいてはほとんど長音と聞き誤ることがないが､ 発音に

おいては長音化してしまうという誤用がある｡ これについても､ 上の二重母音の場合と似て､ 促音

を含む音節を１音節として認識していることによると考えられる｡ また､ 促音に続く長音では､ 短

音化が聞き取りでも発音でも多い｡ これは､ 促音では無声子音の内破 (閉鎖) や摩擦の持続時間が

長いため､ 促音に続く長音の母音部分が相対的に長いものとして聞き取りにくい､ 発音しにくいた

めであると考えられる｡

このほかに､ 母音によって見てみると､ 長音化の誤用が聞き取りでも発音でもエにおいて起こり

にくい傾向があることがわかる｡ しかし､ 短音化の誤用が起きにくいのは､ 聞き取りではエ段長音､

発音ではウ段長音とずれている｡ 母音による聞き取り・発音の誤用の現れ方の違いは､ 音節言語か

モーラ言語かによるものでなく､ 日本語自体に偏りがあるためだと考えられる｡

また､ 表１からは除いたが､ 聞き取りにおいて撥音の長音として聞き取ってしまう誤用があるこ

と､ ラ行音で長音化する誤用が多いことも､ 聞き取りと発音の違いである｡ なお､ ラ行音の発音で

長音に聞こえるというのは､ ラ行子音の発音 (巻き舌の[r]が現れやすい) と関係があると考えら
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れるが､ この点については､ 長音化・短音化の誤用以外の誤用について取り上げる際に､ あわせて

考えたい｡

７ 今後の課題

長音化・短音化の誤用を中心に､ 聞き取りと発音 (読み上げ) による調査結果を比較・考察した｡

どちらの調査も､ 限られた調査語・文によるものであったので､ より細かな分析をするには十分な

量 (語数) の結果とは言えないものもあった｡ 今後さらに調査語・文を増やして調査することが必

要だろう｡ また､ 文字を見ながら読み上げる時の発音と､ 学習者が日本語を話す場合の発音とでは､

違いがある可能性もある｡ これについては､ 学習者による日本語談話の収集を始めているので､ い

ずれ比較してみたい｡

なお本稿では､ 聞き取り調査と発音 (読み上げ) 調査の結果のうち､ 長音化・短音化の誤用を取

り上げたにとどまった｡ これ以外の誤用については稿を改めて述べる予定である｡
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長音化・短音化に限らず､ 誤用と考えうるものがコミュニケーション上の問題になるかどうかは､

また､ 別の問題である｡ 長音化も短音化も､ 日本語母語話者においても､ ある条件の下では起こり

うるものである｡ 例えば､ ｢かわいい｣ は強調のニュアンスで ｢カーワイー｣ と長音で発音される

ことはよくあるし､ ｢お人形｣ を ｢オニンギョ｣ と短音で発音することもある｡ そして､ それによっ

て日本語母語話者間で理解し合えない､ ということはあまりないだろう｡ したがって､ 日本語学習

者が同様の発音をしても､ コミュニケーション上はあまり問題にならないと考えられる｡ また､

｢天ぷら｣ を ｢テンプーラ｣ と発音しても､ 日本語母語話者の発音としてはおかしいものの､ 外国

人の発音とすればおかしいとは思わない､ という人が多いだろう｡ しかし､ ｢おじさん｣ を ｢オジー

サン｣､ ｢おじいさん｣ を ｢オジサン｣ と聞いたり発音したりすれば､ 誤解が生じる｡ このように､

語によって長音化・短音化がコミュニケーション上の問題になるものもあれば､ ならないものもあ

る｡ そこには､ 同音異義語の有無､ 文脈が大いに関係しているのはもちろんだが､ 日本語母語話者

の耳にどう聞こえるか､ ということも関わっていると考えられる｡ ベトナム語圏学習者の話す日本

語が､ 日本語母語話者にどう聞こえるか､ どこが日本語母語話者に対してコミュニケーション上の

問題になる発音か､ という視点からの調査・分析も､ 今後の課題となるだろう｡

《注》

(注１) 長音・短音の習得が難しいことについては､ 音節言語母語話者と日本語母語話者の発音の

比較などから日本語音節 (拍) の特徴を捉えた杉藤美代子氏の研究 (杉藤 (1996) p.11～14・

p.227～236) 等によって明らかである｡ また､ 音節言語である中国語圏やベトナム語圏の日

本語学習者において､ 長音・短音に関わる誤用がきわめて多いことからもわかる (杉本(2002)

(2003))｡

(注２) 2002年３月調査では､ 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名に対して調査した｡ この2002年調査の結果については､ 2003年調査とあわせて杉

本 (2003) に述べた｡

(注３) 日本語の長音は､ そもそも和語には少なく漢語に非常に多い｡ しかも､ 漢語の長音はウ・

エ・オ段にのみ現れ､ さらに､ 直音と拗音とに長音が現れるウ・オ段長音に多いという偏り

がある｡ 和語の長音はイ段 (兄
にい

さん､ 椎
しい

茸
たけ

､ 秀
ひい

でる､ 聞
き

いた､ いい､ 形容詞語尾等) やオ段

(お父
とう

さん､ 扇
おうぎ

､ 通
とお

る､ 大
おお

きい等) に主に長音が観察され､ ア・ウ・エ段長音は非常に少な

い｡ そこで､ 調査語でもオ段長音が最も多く､ エ段長音少なくなった｡ また､ ア段長音は和

語でも ｢お母
かあ

さん､ お婆
ばあ

さん｣ 等に限られているので､ 調査語が外来語のみとなった｡ なお､

外来語の長音は多く､ ア・イ・ウ・エ・オの全てにわたってある｡

(注４) 聞き取りにおける誤用の全般的な特徴・傾向については､ 杉本 (2003) に述べた｡
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[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 (当時) のTr�n Th�. Chung To�n先生より

多大なご協力をいただいた｡ また､ 同大学で日本語を学んでいる学生のみなさんからもあたたかい

ご協力をいただいた｡ 記して心より感謝します｡
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Kojiro Fushimi

０. Einleitung

Was versteht man unter einem Wort? Was unterscheidet ein Wort von einer Phrase?

Werden alle W�rter im Lexikon als solche spezifiziert? Oder werden einige W�rter, d.h.

manche Komposita und Ableitungen, eher syntaktisch abgeleitet? Oder aber werden alle

komplexen W�rter syntaktisch abgeleitet? Dar�ber ist man sich in der generativen

Grammatik noch nicht einig. Diese Uneinigkeit bez�glich der Definition des Wort-Begriffs

scheint darauf hinzuweisen, da�es schwierig ist, alle Arten von W�rtern einer bestimmten

grammatischen Komponente zuzuschreiben１).

In Selkirk (1982) und Di Sciullo & Williams (1987) haben Selkirk und Di Sciullo &

Williams die Autonomie der Wortsyntax geltend gemacht und vorgeschlagen, alle

Wortbildungsprozesse im Lexikon zu erkl�ren. Diese Position wird als Lexikalistische

Hypothese bezeichnet. Aber in Lieber (1988, 1992) schl�gt Lieber aufgrund der Analyse

von Phrasenkomposita vor, alle Wortbildungsprozesse nicht im Lexikon, sondern

syntaktisch zu erkl�ren und auf die Unterscheidung zwischen Phrasensyntax und

Wortsyntax zu verzichten.

Im folgenden soll versucht werden, zu zeigen, da�die Analyse von Phrasenkomposita

nicht dazu f�hrt, die Unterscheidung von Phrasensyntax und Wortsyntax zu verwerfen.

１. Definition von Phrasenkomposita

In dieser Arbeit verstehe ich unter Phrasenkomposita diejenigen komplexen W�rter,
die die folgende Konfiguration aufweisen:� [Ｘ0 [YP] [X0 ]]

X０

／＼

YP X０

Dazu geh�ren nicht nur lexikalisch, sondern auch syntaktisch komplexe W�rter. Beide

Arten solcher komplexen W�rter betrachte ich vorl�ufig als Phrasenkomposita２).
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２. Phrasenkomposita im Deutschen

２.１. Fushimi (1998)

Hier m�chte ich meine Vorschl�ge zur Behandlung von Phrasenkomposita kurz

zusammenfassen:

Erstens: Phrasenkomposita, deren erste unmittelbare Konstituente die Kategorie CP

aufweist, werden durch die Zitatanalyse �la Wiese erkl�rt.
(2) Mit beleidigter [CP Auf-mich-h�rt-ja-mal-wieder-keiner]-Miene setzt

Oskar Lafontaine einer Runde von Journalisten auseinander, warum Geldpolitik

und Besch�ftigungspolitik unbedingt zusammengeh�ren.(Der Spiegel Nr.24 1997

S.37)

Hier werden die Phrasen in Erstgliedposition in der Syntax erzeugt und als

Bestimmungswort des Kompositums zitiert.

Zweitens: Phrasen der Erstgliedposition von Phrasenkomposita mit Ausnahme von

Phrasenkomposita, deren erste unmittelbare Konstituente die Kategorie CP aufweist,

werden durch Regeln im Lexikon erzeugt. Ich gehe davon aus, da� es sich hier um

Redundanzregeln � la Jackendoff (1975) handelt, die im Lexikon sowohl aktiv als auch

passiv verwendet werden k�nnen und die aus morphologischen und semantischen

Redundanzregeln bestehen.

Drittens: Im Deutschen finden sich auch Phrasenkomposita, bei denen anscheinend ein

Strukturwandel stattgefunden hat. Siehe die folgenden Beispiele:

(3) aus der Kalten-Kriegs-Zeit (Lawrenz (1996) S.４)

(4)a. aus der [ N [ N' Kalten-Krieg]s-Zeit]

b. aus der [ AP Kalten [ N [ N Krieg]s- [ N Zeit]]]

Daraus wird klar, da�es nicht angebracht ist, Phrasenkomposita auf einheitliche Weise zu

behandeln, egal, ob es sich um einen syntaktischen Ansatz �la Lieber (1988, 1992) oder

um einen Zitatansatz �la Wiese (1996) handelt. Die Betrachtung von Phrasenkomposita

als Erscheinung an der Schnittstelle zwischen Syntax und Morphologie zwingt zu

differenzierteren Analysen.

２.２. Meibauer (2003)

Meibauer schl�gt in Meibauer (2003) nach kritischen Auseinandersetzungen mit

Liebers syntaktischem Ansatz, nach dem alle Wortbildungsprozesse einschlie�lich
Phrasenkomposita syntaktisch zu erkl�ren sind, wobei sie also auf die Unterscheidung von

Phrasensyntax und Wortsyntax verzichtet, und Wieses Zitatansatz, demzufolge
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Phrasenkomposita als Zitat behandelt werden m�ssen, einen gemischten Ansatz f�r
Phrasenkomposita vor. Unter Phrasenkomposita versteht er rechtsk�pfige Determinativkomposita

mit YP als Erstglied und X als Zweitglied. Dabei denkt er nur an Determinativkomposita

mit nominalem Kopf. Er unterscheidet zwischen Phrasenkomposita mit lexikalisiertem

Erstglied und solchen mit nichtlexikalisiertem Erstglied. Bei ihm sieht es so aus, da�nach

seinem gemischten Ansatz �ein Teil der phrasalen Erstglieder aus dem Lexikon, ein Teil

aus der Syntax in die Wortstruktur eingesetzt wird (Meibauer 2003 S.173)�. Er erkl�rt
seinen gemischten Ansatz nur skizzenhaft: Phrasenkomposita mit lexikalisiertem Erstglied

werden in der morphologischen Komponente erzeugt; die phrasalen Erstglieder werden �
direkt aus dem Lexikon eingesetzt�. Im Falle der nicht lexikalisierten Erstglieder beginnt

die Erzeugung
”

in der morphologischen Komponente, und es findet dann ein Wechsel in

die syntaktische Komponente statt(Meibauer 2003 S.173-174)�. Weil seinem Vorschlag

Annahmen der Optimalit�tstheorie zugrundeliegen, geht er davon aus, da�es �eine nicht-

lineare Interaktion zwischen Syntax und Morphologie�gibt.

３. Phrasenkomposita im Japanischen

In Kageyama (1993 S.323) weist K. zwar darauf hin, da� auch im Japanischen als

erste Konstituente von Phrasenkomposita neben lexikalisierten Phrasen und Phrasen, die

als Zitat aufgefa�t werden, auch Phrasen erscheinen, die dazu erst erzeugt werden, aber

gleichzeitig weist er auch darauf hin, da� die Erweiterung der ersten Konstituente zu

einer Phrase nur vor bestimmten Substantiven und Suffixen zugelassen wird. Aufgrund

dieser lexikalischen Einschr�nkung bei der ersten Konstituente von Phrasenkomposita

zieht er den Schlu�, da� Liebers Darstellung, da� Komposita in der syntaktischen

Komponente generiert werden, verworfen werden mu�.
３.１. Kageyama (1993)

Kageyama unterscheidet an Hand von japanischen Beispielen zwischen lexikalischen

Affixen und Phrasenaffixen. Mit den lexikalischen Affixen verbinden sich Morpheme und

W�rter, also Elemente des Lexikons, und das erfolgt in der lexikalischen Komponente.

Dagegen verbinden sich Phrasenaffixe mit syntaktischen Phrasen in der syntaktischen

Komponente.

Zu den lexikalischen Affixen, die sich mit Phrasen verbinden, geh�ren z.B.-fuu (a l�),
-yoo (zum Gebrauch von), -teki (mit der Eigenschaft von). Daneben nennt er als

Elemente, die sich gelegentlich mit Phrasen verbinden, einerseits auch W�rter wie -goroshi

(-m�rder), -sagashi (-suche), -ten (-ausstellung), die sich im Japanischen wie gebundene
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Morpheme verhalten, andererseits aber auch W�rter wie -ryoori (-essen), -tenjikai (-

ausstellung), -taikai (-veranstaltung), die im Japanischen normalerweise frei vorkommen.

Betrachten wir die folgenden Beispiele von Kageyama (1993 S.326-327):

(5) [chuusei -no- furansu] -fuu

Mittelalter Gen. Frankreich so etwas wie�einen Eindruck vom mittelalterlichen Frankreich erweckend�
(6) [bushoo-na- chuunendansei ]-yoo

unbeweglich wie Mann mittleren Alters f�r�f�r einen unbeweglichen Mann mittleren Alters�
(7) [gorufukai -no -daiichininsha]-teki jinbutsu

Golfspielerkreis Gen. Autorit�t wie Pers�nlichkeit�der einflu�reichste Mann unter den Golfspielern�
(8) [furuhonya -no- nyooboo]-goroshi

Antiquariat Gen. Ehefrau M�rder�der M�rder der Ehefrau eines Antiquars�
(9) [maboroshi-no-chosha]-sagashi

Illusion Gen. Autor Suche�die Suche nach einem vision�ren Autor�
(10) [shuururearizumu-no-kyoshootachi]-ten

Surrealismus Gen. Meister(pl.) Ausstellung�die Ausstellung von surrealistischen Meisterwerken�
(11) [toretore -no -fugu ]-ryoori

frisch geangelt Gen. Kugelfisch Essen�das Essen aus frisch geangeltem Kugelfisch�
(12) [natsukashi -no- meiki ]-tenjikai

Nostalgie Gen. ber�hmtes Instrument Ausstellung�die Ausstellung von ber�hmten alten Instrumenten�
(13) [karaoke- to -geemu ]-taikai

und Computerspiele Wettkampf�ein Wettkampf f�r Karaoke und Computerspiele�
Zu den Phrasenaffixen geh�ren z.B. -nagara (w�hrend), -zamani (bei), -shidai

(sobald). Diese Affixe verbinden sich produktiv mit Phrasen. Man beachte, da� nach

Kageyama die Wortbildung sowohl in der lexikalischen, als auch in der syntaktischen

Komponente erfolgt.
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Betrachten wir nun die folgenden Beispiele von Kageyama (1993 S.329):

(14) [arubaito-wo-shi]-nagara

Job Akk. tun�neben seinem Job�
(15) [ushiro -wo- furimuki] -zamani

Hinterseite Akk. sich umdrehen�beim Umdrehen�
(16) [shigoto -ga- katazuki]-shidai

Arbeit Nom. beenden�sobald ich mit der Arbeit fertig bin�
In den Lexikoneintr�gen f�r Phrasenaffixe wird spezifiziert, da� sie eine VP als

Komplement erfordern. Oberfl�chlich verhalten sich die unterstrichenen Stellen wie ein

Wort３).

Als dritter Typ von komplexen W�rtern, die als Erstglied eine Phrase haben, f�hrt
Kageyama S-strukturelle Komposita４) auf, die in der syntaktischen Komponente, und zwar

auf der S-Struktur, gebildet werden. Betrachten wir dazu die folgenden Beispiele aus

Kageyama (1993):

(17) [atarashii-shooruumu: kaisetsu]- no- tame (Kageyama 1993 S.344)

neu Ausstellungsraum Er�ffnung Gen. f�r�zur Er�ffnung des neuen Ausstellungsraumes�
(18) [kooritsuno-buppinzei: fukkatsu ]-ni- hantai-shite (ibd.)

hoch Warensteuer Wiedereinf�hrung Dat. gegen�gegen die Wiedereinf�hrung einer hohen Warensteuer�
(19) kiboosha-wa [henshinyoo-no-kitte:doofu]-no-ue mooshikonde-

Interessent-Nom. R�ckantwort-f�r-Gen. -Briefmarke-mit sich anmelden

-kudasai. (Kageyama 1993 S.224)

bitte�Interessenten werden gebeten, eine Briefmarke f�r die R�ckantwort beizulegen.�
３.２. ungel�ste Probleme

Wenn in der Konfiguration [[XP] [N]] nur eine bestimmte Zahl von Affixen und

Substantiven als erste Konstituente eine XP zulassen, sollte diese Eigenschaft in den

Lexikoneintr�gen dieser Elemente spezifiziert werden: [XP ]. Wenn das der Fall ist,

kann man dann aber fragen, ob sie irgendwelche Gemeinsamkeiten [syntaktischer oder

semantischer Natur] aufweisen. Oder ist es reiner Zufall, da� die komplexen W�rter als
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erste Konstituente eine XP erfordern? Leider bin ich jetzt nicht in der Lage, mich f�r die

eine Auffassung oder f�r die andere zu entscheiden.

４. Die Kategorie des Zweitgliedes von Phrasenkomposita

Es ist allgemein anerkannt, da�es Phrasenkomposita nur in der Kategorie der Nomen

gibt. Z.B. sagt Lieber (1988 S.210): �... we do not find phrasal compounds of any category

other than noun�. Ferner sagen sowohl Kageyama (1993) als auch Meibauer (2003), da�
als Zweitglied von Phrasenkomposita nur die Elemente der Kategorie N erscheinen５). Aber

Haftka (1998) meint, da� Partikelverben im Deutschen die Struktur [Ｖ0 [PP] [V０ ]]

aufweisen, die der allgemeinen Struktur von Phrasenkomposita - [Ｙ0 [XP] [Y０ ]] -

entspricht. Dagegen sagt Zeller in Zeller(2003), da�Partikelverben６)im Deutschen zwar die

Struktur [[PartP] [V０ ]] aufweisen, deren Erstglied phrasal ist, die jedoch nicht von

V０ , sondern von V' dominiert werden. �hnliche, aber detailliertere Interpretationen findet

man z.B. bei L�deling (2001): Sie behandelt die Partikelverben neben den

Resultativkonstruktionen und unterteilt sie in zwei Subklassen. Anders verfahren

Neeleman und Weerman (1993). Sie schlagen f�r niederl�ndische Resultativkonstruktionen

die Struktur [ Ｖ0 [XP] [V０ ]] (XP ＝ resultative Pr�dikate), f�r niederl�ndische
Partikelverben jedoch eine morphologische Struktur [Ｖ0[X０ ] [V０ ]] (X０ ＝ Partikel)

vor.

４.１. Neeleman und Weerman (1993)

Neeleman und Weerman schlagen (1993 S.434) f�r niederl�ndische Partikelverben

bzw. Resuktativkonstruktionen die Struktur (20)a. bzw. (20)b. vor:

(20)a. Partikelverben (20)b. Resultativkonstruktionen

V０ V０ ７)

／ ＼ ／ ＼

X０ V０ XP V０

(X０ ＝ Partikel) (XP ＝ resultatives Pr�dikat)
In (20)a. wird die Partikel an V０ adjungiert basisgeneriert, d.h. die Adjunktion erfolgt

hier in der Morphologie, w�hrend in (20)b. das resultative Pr�dikat in der Syntax an

V０ adjungiert vorkommt. Da� nur bei Resultativkonstruktionen z.B. Topikalisierung

erfolgt, wird dadurch erkl�rt, da� in (20)b. f�r das resultative Pr�dikat, das in die

SpecCP-Position bewegt wird, die maximale Projektion XP angenommen wird. Da� nur

Partikelverben als Input zur produktiven Wortbildung dienen, wird dadurch erkl�rt, da�
die Bildung von Struktur (20)a. in der Morphologie erfolgt. Au�erdem f�hren sie eine zu-
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s�tzliche Beschr�nkung ein, die sie als Komplexit�tsbeschr�nkung (Complexity Constraint)

(Neeleman und Weerman 1993 S.460) bezeichnen, um z.B. das Verhalten von

Partikelverben und Resultativkonstruktionen bei Verbanhebung (verb raising) und

Verbzweit (V-second) zu erkl�ren.
４.２. Haftka (1998)

Brigitta Haftka hat bei der 20. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft f�r Sprach-

wissenschaft (1998) gesagt, da� eine pr�dikativ�hnliche direktive PP als verbn�chstes�pr�dikatives Komplement�zusammen mit dem Bewegungsverb eine V０-Einheit bildet, die

sie als Phrasenverb bezeichnet. Weil mir nur die Zusammenfassung ihres Referats zur

Verf�gung steht, kann ich nur vermuten, da� trennbare Verben wie hinausgehen,

hineinfahren, hineinstellen hierher geh�ren . Wenn das richtig ist, bildet das ein

Gegenbeispiel daf�r, da� als rechtes Element von Phrasenkomposita nur die Kategorie N

in Frage kommt８).

４.３. L�deling (2001)

Gegen die Vorschl�ge von Neeleman und Weerman wendet L�deling ein, da�unter

der Annahme, da� sowohl Partikelverben als auch Resultativkonstruktionen nicht von

V０, sondern von V' dominiert werden, sowohl Zusatzbeschr�nkungen wie Komplexit�ts-
beschr�nkungen als auch die Annahme von syntaktischem V０ �berfl�ssig werden. F�r
deutsche Partikelverbkonstruktionen und Resultativkonstruktionen９)schl�gt sie folgende

Struktur (L�deling 2001 S.144) vor:

(21) VP

NP Ｖ�
PP Ｖ�
AP

AdvP

PP V

AP

Aus dieser Struktur wird ersichtlich, da� L�deling auf eine einheitliche Behandlung von

Partikelverbkonstruktionen, die nach ihr mit Ausnahme von Stiebels(1996)10) allgemein
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vorausgesetzt wird, verzichtet und zwischen Partikelverben, die zusammen mit V komplexe

Pr�dikate bilden, und solchen, die zusammen mit dem Adjunkt zu Ｖ�, d.h. zusammen mit

dem�adverbial preverb�(L�deling 2001 S.156) die obere V�-Phrase bilden. Den ersten Typ

wollen wir hier vorl�ufig als Typ-A-Partikelverben und den zweiten Typ als Typ-B-

Partikelverben bezeichnen. Man beachte, da�sie meint, da�die Typ-A-Partikelverben nicht

in der Morphologie, sondern in der Syntax komplexe Pr�dikate bilden. Als Hauptgrund

daf�r, da� die Partikeln in Partikelverben phrasal sind, betrachtet sie die Trennbarkeit

von Partikeln (s. L�deling 2003 S.25): Wenn Partikelverben mit der Kategorie V０

versehen w�rden, k�nnte man nicht erkl�ren, warum in Verbzweits�tzen die Partikel und

das Verb getrennt vorkommen, weil W�rter mit Kategorie V０ morphologische Objekte sind

und ihre innere Struktur unsichtbar sind, was zur Folge hat, da� die Bewegung des

Verbteils von komplexen Verben in die Verbzweit-Position nicht erfolgen darf. Zu den

Typ-A-Partikelverben geh�ren z.B. abfahren, abfaufen, anfangen, anrufen aufh�ren,
aufschlie�en usw.. Zu den Typ-B-Partikelverben, bei denen die Partikel als Funktor �ber
das Verb fungiert (L�deling 2001 S.153), geh�ren z.B. anlesen (�an�in der Bedeutung von

teilweise, beginnen), aufessen (�auf�in der Bedeutung von v�llig, alles), einschlafen (�ein�mit der ingressiven Bedeutung), aufschreien, aufblitzen usw.. In diesen F�llen wird die

Bedeutung der Basisverben durch die Partikeln teilweise modifiziert. Man beachte, da�L�deling W�rter wie vorbei, entlang, entgegen und zur�ck als Adverb und W�rter wie

hinein, heraus, hinunter und hinauf als Pr�positionaladverb betrachtet. (L�deling 2001

S.11)

Da� L�delings Kritik an Neeleman und Weerman, da� sie sich gezwungen sehen,

Zusatzbeschr�nkungen wie Komplexit�tsbeschr�nkung und Zusatzannahmen wie die

Annahme von syntaktischem X０ einzuf�hren, um ihre Vorschl�ge konsequent durchzuf�h
-ren, trifft zum Teil auch auf sie selbst zu. Z.B. nimmt sie an, da� anfangen, ein Typ-A-

Partikelverb, im Lexikoneintrag kategoriell als Ｖ� spezifiziert wird: [v� [xp an]

[v fangen]] (L�deling 2001 S.90). Dies h�ngt nat�rlich eng damit zusammen, was man

unter einem Wort versteht und was als Lexikoneintragungen zugelassen werden soll. Nicht

nur W�rter der Kategorie V, sondern auch komplexe W�rter der Kategorie Ｖ� als

normale Lexikoneintragungen zuzulassen, hat weitreichende Konsequenzen, was aber �ber
den Rahmen dieser Arbeit hinausgeht 11) .

Festzuhalten ist hier nur, da�Partikelverben in L�delings Modell keine Beispiele von

Phrasenkomposita im Sinne von (1) bilden.

４.４. Zeller (2003)
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In Zeller (2003) hat Z. vor allem anhand der Topikalisierung von Verbpartikeln

gezeigt, da� Partikelverben im Deutschen auch eine phrasenkompositionelle Struktur

aufweisen. Hier soll dazu daran erinnert werden, da�allgemein anerkannt ist, da�es sich

bei Topikalisierung um die Bewegung einer Phrase (XP) zu SpecCP handelt.

Betrachten wir zuerst einige Beispiele aus Zeller (2003), in denen Partikel-

Topikalisierung und PP-Topikalisierung erfolgen:

(22) ＊ Aus gibt er ein Bier aus. (Zeller (４)a)

(23) ＊ Auf hat er ein Gedicht gesagt. (Zeller (４)b)

(24) Auf geht die Sonne im Osten (, aber unter geht die Sonne im Westen). (Zeller

(５))

(25)a. (Die h�bschen Frauen stiegen alle ein.) Aus stiegen eigentlich nur M�nner.
(Zeller. (６))

b. Aus dem Zug stiegen eigentlich nur M�nner. (Zeller (26))

(26)a. ?(Die meisten Leute reisen aus.) Ein ist dieses Jahr noch niemand gereist. (Zeller

(７))

b. In dieses Land ist dieses Jahr noch niemand gereist. (Zeller (29))

(27)a. ?(Angola f�hrt viele Waren ein.) Aus f�hrt das Land nur Kaffee. (Zeller (８))

b. Aus dieser Stadt f�hrte der Rattenf�nger gestern alle Kinder. (Zeller (27))

(28)a. ?Auf laden die M�nner das Heu. (Zeller (９))

b. Auf diesen Wagen laden die M�nner das Heu. (Zeller (28))

c. Die M�nner laden das Heu nicht auf, sondern ab. (Zeller (30)a)

(29)a. ??(Lachst du mich aus?) Nein, an lache ich dich. (Zeller (10))

b. �ber dich lache ich. (Zeller (25))

c. Ich lache dich nicht aus, sondern an. (Zeller (30)b)

(30)a. ? ＊ Auf tritt im blauen Anzug der K�nig.
b. Der K�nig trat (im blauen Anzug) nicht auf, sondern ab. (Zeller (31))

Aus diesen und anderen Beispielen zieht er den Schlu�, da�
(i) es Partikelverben gibt, die Partikel-Topikalisierung zulassen, und solche, die so eine

Bewegung nicht zulassen,

(ii) nur bei denjenigen Partikelverben, bei denen die Partikel als Fokus oder Topik des

Satzes fungiert, Partikel-Topikalisierung erfolgt12) ,

(iii) S�tze, bei denen Partikel-Topikalisierung erfolgt, unterschiedliche Akzeptabilit�t
aufweisen, w�hrend entsprechende S�tze mit PP-Tokikalisierung einwandfrei sind,

und
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(iv) S�tze, bei denen die Partikel in situ kontrastiven Fokus tr�gt, im Gegensatz zu

S�tzen, bei denen Partikel-Topikalisierung erfolgt, v�llig akzeptabel sind. ( (28)a. vs.

(28)c., (29)a. vs. (29)c. und (30)a. vs. (30)b.)

Aufgrund dieser Beobachtungen13) schl�gt er vor, da� Partikelverben eine

Doppelstruktur14) aufweisen, in der die Partikel einerseits als Phrase vorkommt und

mit dem Basisverb die Kategorie Ｖ�(oder VP) bildet, und andererseits als Prt０

vorkommt und mit dem Basisverb ein komplexes Verb (V０ ) bildet:

(31)
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Nach Zeller kommt die Struktur ２ durch Reanalyse14)15) zustande. Zeller meint, da�diese

Doppelrepr�sentation unterschiedliche Akzeptabilit�t bei der Partikel-Topikalisierung von

Partikelverben folgenderma�en erkl�rt: Einerseits wird bei Partikel-Topikalisierung die

Analyse von Partikeln als Phrasen erfordert. Andererseits aber wird den Partikelverben

eine Doppelrepr�sentation zugeordnet, in der die Partikel sowohl als XP als auch X０

repr�sentiert wird. Diese Uneinheitlichkeit f�hrt, so Zeller, zu unterschiedlicher

Akzebtabilit�t bei Partikel-Topikalisierung.

Die Einf�hrung einer neuen Repr�sentationsweise �la Zeller l��t sich aber dadurch

vermeiden, wenn den Partikelverben zuerst die Struktur １ zugeordnet wird und dann

unter Beibehaltung von strikter Lokalit�t von Partikel und Basisverb der Head von PrtP

ans Basisverb inkorporiert wird und dabei an der Stelle, an der der Head von PrtP war,

eine Spur hinterl��t. Durch das Vorhandensein dieser Spur wird derselbe Effekt, den die

Doppelrepr�sentation aufweist, gew�hrleistet:
(32)

VP VP

／ ＼ ／ ＼

DP V � DP V

／ ＼ ／ ＼

PrtP V０ PrtP V０

｜ ｜ ／ ＼

Prt ti Prti V０

↑

Auch hier ist festzuhalten, da� Partikelverben in Zellers Modell keine Beispiele von

Phrasenkomposita im Sinne von (1) bilden.

５. topikalisierbare Elemente

Es wird allgemein anerkannt, da� bei Topikalisierung eine Phrase in die SpecCP-

Position bewegt wird. Betrachten wir zuerst Beispiele aus L�deling (2001 S.137), in denen

die Kette Partikel ＋ Basisverb topikalisiert wird:

(33)a. Anstreichen will Jan die T�r.
b. Anbraten will Jan das Fleisch.

Betrachten wir ferner folgende Beispiele aus Borsley (1997 S.200-201 dt. �bersetzung)17)18) :

(34)a. da�Hans [ [das Auto [in die Garage [ [gefahren][hat] ]]] ]
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c.�

d.�

e.

b. Hans hat das Auto in die Garage gefahren.

c. Gefahren hat Hans das Auto in die Garage, (nicht geschoben).

d. In die Garage gefahren hat Hans das Auto, (nicht auf den Hof).

e. Das Auto in die Garage gefahren hat Hans, (nicht das Fahrrad in den

Schuppen).

f. ?Das Auto gefahren hat Hans in die Garage.

Aufgrund der Topikalisierbarkeit der Kette Partikel ＋ Basisverb l��t sich sagen, da�
nicht nur die Partikeln, sondern auch die Partikelverben selbst die maximale Kategorie

aufweisen m�ssen:
(35) [VP [XP an] [V braten]]

Aufgrund der Beispiele in (34) kann man auch sagen, da�Verbalphrasen aus mehreren

Verbalphrasen bestehen k�nnen und da�auch das Verb fahren (hier im Partizip Perfekt:

gefahren) wegen seiner Topikalisierbarkeit die maximale Kategorie aufweist:

(36) [VP [V fahren]]

Wenn gelten soll, da�bei Topikalisierung eine Phrase an die SpecCP-Position bewegt wird,

dann f�hrt das notwendigerweise zu (35) und (36), in denen nicht nur Partikelverben,

sondern auch einfache Verben phrasal sind. Wenn man von der Richtigkeit von (35) und

(36) ausgeht, st��t man z.B. bei der Kasuszuweisung sofort auf Schwierigkeiten, weil die

VP, die das Verb dominiert, die Kasuszuweisung blockiert. Wenn gelten soll, da� es sich

bei Topikalisierung nicht um eine Phrase als maximale Kategorie, sondern um ein Element

einer nicht-maximalen Kategorie handelt, dann f�hrt das dazu, da� auch Verbpartikeln

nicht mehr phrasal sind und da� dadurch die Vorschl�ge von L�deling und Zeller

unhaltbar werden.

Wir stehen deshlab vor einem Dilemma. Wie wir aus diesem Dilemma herauskommen,

geht �ber das Thema dieser Arbeit hinaus. Deshalb wollen wir es damit bewenden lassen,

auf diese Probleme hinzuweisen, und nicht darauf eingehen, wie solche Probleme

angemessen gel�st werden k�nnten.
(eingereicht am 04.10.2004)
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１ . Unter einem Wort versteht z.B. L�deling (2001 S.67) �(a) syntactic atom, (b)

morphological object, or (c) listed item ('listeme, as Di Sciullo and Williams call it)�. Bei

syntaktischen Atomen handelt es sich um �indivisible fillers for syntactic slots�.
Morphologische Objekte bestehen aus morphologischen Primitiven wie St�mmen und

Affixen und werden durch morphologische Regeln gebildet. Listeme sind �those entities

that are in some way not fully transparent and thus have to be listed in the lexicon�.
Unter �syntactic words�verstehen Di Sciullo und Williams (1987 S.78-83) Phrasen, die zu

W�rtern reanalysiert worden sind (�phrases reanalyzed as word�).
２ . Meibauer scheint unter Phrasenkomposita nur Determinativkomposita mit YP als

Erstglied und nominalem Kopf X als Zweitglied zu verstehen, �wobei das Erstglied YP das

Zweitglied X semantisch modifiziert�(2003 S.155). Aber er nennt auch ein Beispiel, bei

dem das Zweitglied ein Adjektiv ist und das Erstglied als Adjunkt zum Adjektiv

verstanden wird:

(1) [Blut-und-Boden]-mystisch (Meibauer 2003 S.159)

３. Dieser multirepr�sentationale Status japanischer komplexer W�rter mit Phrasenaffixen

k�nnte auch zur Einf�hrung der Koanalyse f�hren. Zur Kritik an der Koanalyse s.

Kageyama (1993 S.80). Zur Koanalyse s. auch Anmerkung 14.

４ . F�r japanische N＋V-Komposita unterscheidet Kageyama (1993) zwischen lexika-

lischen und syntaktischen, genauer S-strukturellen Komposita. Den ersten Typ wollen wir

hier als L-Komposita und den zweiten Typ als S-Komposita bezeichnen. Betrachten wir die

folgenden Beispiele aus Kageyama (1993 S.208):

(1)a. [doomyaku-kooka] �Arterienverkalkung�
b. [kibun-tenkan] �Abwechslung�
c. [shinkon-ryokoo] �Hochzeitsreise�

(2)a. [chika:kootoo] �steigende Grundst�ckspreise�
b. [shain:boshuu] �Anwerbung von Arbeitskr�ften�
c. [rondon:shucchoo] �Dienstreise nach London�

(1)a.-c. sind Beispiele von L-Komposita und (2)a.-c. Beispiele von S-Komposita. Die L-

Komposita werden ohne Pause ausgesprochen, w�hrend bei den S-Komposita nach dem
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Erstglied eine Pause folgt. Z.B. liegt bei (2)a die Betonung sowohl auf chika�Grundst�ckspreis�als auch auf kootoo �Steigerung�. Das Muster [A-B] bedeutet ein L-

Komposita und [A:B] ein S-Komposita. Bei der Bildung von S-Komposita denkt er an eine

Inkorporation des Erstgliedes in das Zweitglied auf der S-Struktur. N�heres s. auch

Fushimi (2002 S.11-13).

５. s. auch Anmerkung 1. Nach Meibauer (2003 S.163) w�hlt Gallmann zur Erkl�rung
seiner Beispiele von Phrasenkomposita eine Umkategorisierungsregel, die er selber als

Nominalisierungsregel bezeichnet:

(1) [beliebiger Sprachausschnitt]→Ｎ

(Gallmann, Peter. 1990. Kategoriell komplexe Wortformen. T�bingen: Max Niemeyer)

６. Unter Partikelverben sollen vorl�ufig diejenigen komplexen Verben verstanden werden,

die in der deutschen Grammatik als trennbare Verben bezeichnet werden.

７. Man beachte, da� bei (20)b. die syntaktisch maximale Projektion - XP - durch die

morphologisch maximale Kategorie - Ｖ０ - dominiert wird: Sie wollen zwischen

morphologischem und syntaktischem X０ unterscheiden (s. auch L�deling 2001 S.126). Aber

man fragt sich, wie man erkl�ren und begr�nden kann, da� die syntaktisch minimale

Projektion die syntaktisch maximale Projektion dominiert.

８. Aber L�deling weist darauf hin, da��...particles which are semantically independent

can be topicalized - a fact that cannot be explained in an approach that analyses particle

verbs as words�(L�deling 2001 S.153).

９ . Genauer gesagt, betrachtet L�deling Partikelverbkonstruktionen als zu den

Resultativkonstruktionen geh�rig. Z.B. sind Partikelverben wie abfahren, aufstellen und

aufschlie�en nach ihr �regular resultative constructions�(L�deling 2003 S.143).

10. Stiebels, Barbara. 1996. Lexikalische Argumente und Adjunkte. Zum semantischen

Beitrag von verbalen Pr�fixen und Partikeln. Studia Grammatica 39. Berlin: Akademie-

Verlag

11. Man beachte auch, da� L�deling f�r Ableitungen von Partikelverben durch Suffixe
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folgende allgemeine Struktur annimmt (L�deling 2001 S.96):

(1) Y

／ ＼

Vn suffix

／＼ Y

preverb V

Aus dieser Struktur wird ersichtlich, da� das Suffix in diesem Fall nicht nur eine

Kategorie aufweist, sondern auch als [Vn ] strikt subkategoriert wird. Neu an diesem

strikten Subkategorisierungsrahmen ist, da� Suffix nicht zu einer Kategorie der

Nullprojektion, die der Gegenstand der Morphologie ist, sondern zu einer Kategorie der n-

Projektion, die normalerweise der Gegenstand der Syntax ist, subkategorisiert wird.

Normalerweise geh�ren Ableitungen zu den Wortbildungsprozessen in der Morphologie. Es

bleibt zu erkl�ren, wie die Einf�hrung syntaktischer Kategorien in die Morphologie

begr�ndet wird.

12. Nach L�deling (2001 S.163) k�nnen nur semantisch unabh�ngige Pr�verben
(semantically independent preverbs) topikalisiert und modifiziert werden. F�r sie scheinen

bei Topikalisierung Begriffe wie Fokus oder Topik keine Rolle zu spielen. L�delings
Erkl�rung ist deshalb problematisch, weil sie die Anwendbarkeit der Topikalisierung, einer

syntaktischen Regel, vom semantischen Inhalt lexikalischer Einheiten abh�ngig macht.

13. Genauer gesagt: Die Analyse von Partikelverben als V０ ist nicht daraus zu erkl�ren,
da� bei einigen Partikelverben Partikel-Topikalisierung erfolgt. Die Analyse von

Partikelverben, nach der die Topikalisierbarkeit von Partikeln davon abh�ngt, ob die

betreffenden Partikeln das semantische Potential zu Fokus oder Topik haben, ist nicht

imstande zu erkl�ren, da� viele von ihnen (z.B. (28)c., (29)c., (30)b.) in Fokus-

Konstruktionen vorkommen, wenn ihnen der Fokus �� ���� zugewiesen wird. Dieses

Dilemma hat ihn dazu gef�hrt, die Doppelstruktur in (31) vorzuschlagen. (s. Zeller 2003

20-21)

14. Man beachte, da� der multirepr�sentationale Status von Partikelverben, den Zeller

(2003 S.21) vorschl�gt, an Di Sciullo ＆ Williams��coanalysis� (＝ Doppelanalyse od.

Dualanalyse) erinnert. Durch die Koanalyse sollen die morphologische und die

syntaktische Struktur gleichzeitig ausgedr�ckt werden. Z.B. wird dadurch gleichzeitig aus-
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gedr�ckt, da� ein Affix sowohl syntaktisch an eine Phrase als ganze als auch

morphologisch an den Kopf der Phrase adjungiert wird, wie die folgende Struktur zeigt

(Di Sciullo ＆ Williams 1987 S.89):

(1) Y

X’

｜

X af

Y

｜

Y

Man beachte auch, da�Di Sciullo & Williams darauf hinweisen, da�diese Koanalye nicht

zum Kern, sondern eher zur Peripherie der Grammatik geh�rt. Zur Kritik an der

Koanalyse s. z.B. Kageyama (1993 S.82).

15. Was die Reanalyse in der Wortbildung betrifft, siehe auch Di Sciullo & Williams

(1987). Sie bezeichnen franz�sische Nominalkomposita, die aus X (＝ V, N, A, P) ＋

Komplement bestehen, als syntaktische W�rter, d.h. Phrasen, die als W�rter reanalysiert

werden, und schlagen daf�r die folgende Regel vor (modifiziert):

(1) N

｜

XP

／ ＼

X YP

Nach ihnen ist das eine markierte, nonmorphologische Wortbildungsregel, die zur

Peripherie der Grammatik geh�rt. (Di Sciullo & Williams 1987 S.82)

16. In Leser (1990 S.63-64) betrachtet L. Muntermacher als Derivat und ordnet ihm die

folgende Struktur zu, in der er auch einen multirepr�sentationalen Status dieses Wortes

voraussetzt:
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(1) VP

／

AP

｜

A V

munter mach- -er

A V Naf

＼ ／

V

＼

V

Nach Leser mu� auch �eine Phrase wie munter machen im Proze� der Wortbildung als

Kompositum reanalysiert werden�(Leser 1990 S.63).

17. Kompliziertere Topikalisierungsbeispiele findet man z.B. bei Grewendorf (1988 S.295ff).

18. Man beachte, da� es sich hier nicht um Partikel-Scrambling handelt, da bei dieser

Transformation die Partikel nicht an den SpecCP-Knoten, sondern an den IP-Knoten

adjungiert werden soll. ��������������������
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和 田 尚 明

キーワード：私的自己･公的自己中心性､ C-牽引､ 話者意識､ 時制構造､ 現在時の磁場

１ はじめに

言語間の文法現象の違いを説明するために､ これまで様々な観点から様々な提案がなされてきた

が､ 最近になって話者概念の解体という観点から､ 日本語と英語の言語的本質に迫ろうとする試み

が､ Hirose (1995, 2000, 2002)､ 廣瀬 (1997)､ 廣瀬･長谷川 (2001) などによってなされている｡

これらの研究においては､ 英語は公的自己中心の言語に分類されるのに対し､ 日本語は私的自己中

心の言語に分類される｡ この分類の主な根拠の１つとして､ 英語には公的自己を表す専用の言葉で

あるＩが存在するが私的自己を表す専用の言葉はなく､ 対照的に､ 日本語には私的自己を表す専用

の言葉 ｢自分｣ が存在するが公的自己を表す専用の言葉はない､ という主張がなされている｡ この

考えを他言語にも適用すれば､ 例えば､ ドイツ語には､ 英語と同様､ 公的自己を表す専用の言葉

ichはあるが私的自己を表す専用の言葉はないので､ 公的自己中心の言語ということになる｡

また､ 和田 (2002)・Wada (2004) では､ 人称・数に応じて変化する時制屈折辞 (または､ 時

制形態素) をもつ英語の時制体系は英語の公的自己中心性を支持する時制構造になっているのに対

し､ そのような屈折変化のない日本語の時制体系は日本語の私的自己中心性を支持する時制構造に

なっているという主張がなされている｡ この考えに従えば､ 英語と同じく西ゲルマン語族に属し､

人称・数に応じて変化する時制屈折辞をもつドイツ語は､ 時制構造の観点からも公的自己中心の言

語ということになる｡

では､ ドイツ語はいつも英語と同じような文法現象を示すかというと､ そのようなことはない｡

とりわけ､ 時制現象に限って言えば､ 英語とドイツ語では大きな差が見られる｡ なぜ､ 同じ公的自

己中心の言語であり､ 同じく公的自己中心性を支持する時制構造体系をもつ両言語の (定形述語の)

時制現象が異なるのであろうか｡ 本稿では､ この問いに答えるために､ ｢意識主体 (Speaker's

Consciousness) への牽引 (Gravitation)｣ という概念 (以下､ C-牽引) を導入する｡ そして､ こ

のC-牽引という概念が､ 英語の文法において ｢現在時｣ が特異なステータスをもつ状況に至った

主因であることを論証し､ その結果英語とドイツ語の時制現象に差異が生じていると主張する｡

本稿の構成は､ 以下の通りである｡ 第２節では､ まず､ 何をもって公的自己中心の言語､ 私的自

己中心の言語と述べているのかを､ 日本語と英語を引き合いに出して考察する｡ この節では､ また､

本稿の時制現象を説明する枠組みとして､ Wada (2001) や和田 (2001a) で提案された時制理論

の概観も行い､ 時制構造の観点からも日本語の私的自己中心性・英語の公的自己中心性は支持され
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ることを示す｡ 第３節では､ 公的自己中心の言語に分類されることになる英語とドイツ語の時制現

象において､ 共通する現象 (時間節中における時制形式選択) と異なる現象 (間接話法補部中にお

ける時制形式選択) をそれぞれ提示する｡ 第４節では､ 第３節で見た英語とドイツ語の違いを説明

するために必要なC-牽引という概念を導入し､ なぜ英語とドイツ語の間接話法補部の時制現象に

差が生じるのかを説明する｡ 第５節では､ C-牽引による説明が､ 英語とドイツ語の他の時制現象

の相違､ すなわち､ (１)現在完了形が指し示す意味機能の範囲の相違､ (２)現在完了形の文法化の

程度の差､ (３)(現在)進行形の有無､ (４)単純現在形の未来時指示の起こりやすさ､ をも説明でき

ることを論証し､ 本稿の主張の妥当性を高める｡ 第６節は､ 本稿の主張点の要点をまとめる｡

２ 私的自己中心の言語と公的自己中心の言語

２.１ 人称代名詞 (類) の分布による私的自己･公的自己中心性の区別

Hiroseの一連の研究では､ 自然言語には私的表現 (Private Expression) と公的表現 (Public

Expression) の２つの表現レベルがあると仮定されている｡ 前者が ｢話者の思考･心的表示を表す

ための表現レベルで､ 聞き手を想定しない言語表現レベル｣ であるのに対し､ 後者は ｢話者の言語

による伝達機能を担う表現レベルで､ 聞き手の存在を前提とする言語表現レベル｣ であると定義さ

れている｡ そして､ それぞれの言語表現レベルの表現活動を行う主体を､ 私的自己 (Private Self)

と公的自己 (Public Self) と呼んでいる｡ この２つのレベルが存在する言語は､ どちらの言語機

能がより本質的かという立場から､ ｢自己を他者 (特に､ 聞き手) よりも優位におく｣ という意味

での私的自己中心の言語と ｢自己と他者を対等の立場におく｣ という意味での公的自己中心の言語

に分けられる｡

この観点から､ 日英語を比較すると､ 日本語は私的自己中心の言語であるのに対し､ 英語は公的

自己中心の言語ということになる｡ その根拠として､ 人称代名詞 (類) の分布の観点から､ 日本語

には私的自己専用の言葉である ｢自分｣ が存在するが公的自己専用の言葉がないのに対して､ 英語

には公的自己専用の言葉であるＩが存在するが私的自己専用の言葉がない､ という点が挙げられて

いる｡

まず､ 日本語についての主張の根拠を､ Hirose (2002) に沿って見てみる｡

(１) a. 自分は天才だという意識

b. ??{僕／私}は天才だという意識

｢～という意識｣ で表される言語環境は､ 聞き手を想定していない､ 当該意識主体の内的世界を表

す環境であり､ そこに生ずる表現は定義上私的表現となる｡ ここで大切なのは､ この場合の当該意

識主体は､ 性別や社会的地位に関係なく ｢自分｣ で表されているという点である｡ 一方､ (1a)に

比べて(1b)は､ 適切な文脈を与えない限り不自然である｡ これは､ 代名詞的表現である ｢僕｣､

｢私｣､ ｢俺｣､ ｢わたくし｣ などは､ 聞き手との対人的・社会的関係に応じて話者が自己を指すのに

使い分ける言葉であり､ 聞き手を想定する言葉である以上､ 公的自己を表す言葉と考えられるが､

コミュニケーション学科論集114



｢～という意識｣で表される言語環境が私的表現を要求するのと矛盾するためである｡

ちなみに(1b)が容認されるのは､ (２)に示すように､ 意識の内容を他者に伝えようとする伝達

的な状況においてのみである｡

(２) {a. 僕／b. 私}が､ {a. 僕／b. 私}は天才だという意識に気づいたのは､ ちょうどその時

だった｡

(２)のような文脈に埋め込まれた時､ 当該言語環境内で ｢僕｣ や ｢私｣ が容認されるのは､ その意

識内容の伝達主体である公的自己 (最初の ｢僕｣ や ｢私｣) が明示されているからであり､ その結

果当該環境は公的自己を許す環境になっているからである｡ (1b) が不自然なのは､ そのままでは

そのような伝達主体を想定しにくいためと言える｡

以上の観察から､ 日本語は私的自己を指す専用の言葉・｢自分｣ をもつが､ 聞き手との対人的・

社会的関係に関係なく､ 絶対的に公的自己を指す専用の言葉はないと考えられる｡

対照的に英語には､ 公的自己を表す専用の言葉はあるが､ 私的自己を表す専用の言葉はないと言

える｡ このことは､ 次のパラダイムによって明らかである｡

(３) {I/You/Ryoko} said to {Tibbie/the boss/Mother}, �I am lonely.�
(４) {I/You/Ryoko} thought that {I/you/she} {was/were} lonely.

(３)の直接話法補部では､ 元話者の人称に関係なく､ また聞き手との社会的関係に関係なく､ 自ら

を指す言葉は必ずIである｡ 直接話法補部の表現は､ 元話者が被伝達者に向けて語った言葉をその

まま引用しているので､ 定義上聞き手への志向性を含む公的表現であり､ その表現活動の主体を指

すIは公的自己を指す専用の言葉ということになる｡ また､ 英語に私的自己を指す専用の言葉がな

いことは､ (４)から分かる｡ 思考動詞thinkの補部には､ 元話者が伝えようとしていたオリジナル

の思い(思考内容)・心的表示がくるので､ この環境は原則的に言語の思考レベルである私的表現の

引用と言える｡ この私的表現の思考主体を指す言葉は､ 元話者 (元思考者) が表す人称に応じて変

化することから､ 日本語の ｢自分｣ に対応するような私的自己を指す専用の言葉は､ 英語には存在

しないと言える｡

主節動詞がsayなどの発話動詞の場合も､ 間接話法補部は私的表現の引用と言える｡ なぜなら､

間接話法補部が元話者のオリジナルの発言そのものを表している必要はなく､ 元話者が伝えたかっ

たと思われる思考内容､ すなわち､ 概念レベルの伝達内容を表していると言えるからである (cf.

Chafe 1994のReplica vs. Reconstitution)｡ このことは､ 例えば､ 元話者Maryが �John is

fantastic, you know.�と発言したのを受けて､ 伝達者が間接話法を用いて､ �Mary said that

John was a great man.�と述べることが可能ということからも分かる｡ この間接話法補部は､

伝達者が元話者Maryの実際の発話の背後にある伝えたかった意味内容・心的表示を汲み取り､ そ

れを聞き手に伝えている部分だからである｡
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２.２ 時制構造の違いによる私的自己･公的自己中心性の区別

日本語が私的自己中心の言語､ 英語が公的自己中心の言語であることは､ 両言語の時制構造から

も裏付けられる｡ この点は､ Wada の一連の研究で提案されている時制理論によって論証するこ

とができる (Wada 2001, 和田 2001a)｡

そこでは､ 日本語と英語の定形動詞 (述語) の時制構造に関して､ 次のような仮説が提案されて

いる｡

(５) 英語の定形述語の時制構造は絶対時制部門と相対時制部門からなるが､ 日本語の定形述語

の時制構造は相対時制部門のみからなる｡

絶対時制部門とは､ 人称・数と一体化した時制屈折辞の表す時間区域 (Time-sphere)､ すなわち

文法体系に組み込まれた時間帯が関係する部門で､ 英語には､ 時制形式の使用責任者である話者の

時制現象に関する視点 (Speaker�s Temporal Viewpoint＝VSPK) (以下､ 単に話者視点) を含む

区域である現在時区域と含まない区域である過去時区域の２つの時間区域がある｡ この話者視点は

時制形式によって表されるあらゆる時間関係の計算の絶対的出発点であり､ 通例発話時に存在する

話者意識(Speaker�s Consciousness＝CSPK)と融合する｡ それゆえ､ この話者視点を含む時制部門

が ｢絶対｣ という名をもつ｡ 一方､ 日本語の定形述語は人称・数と一体化した時制屈折辞をもたな

いので､ 定義上絶対時制部門を含まない｡ 相対時制部門とは､ 述語の出来事時の表す時間値が関係

する部門で､ 定形述語の場合は時間区域決定後､ 非定形述語の場合は基準点決定後にその値が定ま

るプロセスが始まるので､ ｢相対｣ の名をもつ｡

具体例で､ 考えてみよう｡

(６) a. John is sick today. / b. Mary was happy yesterday.

(７) a. 恵理は今病気である｡ / b. 文也は昨日幸せだった｡

それぞれの下線部が定形述語であるが､ 以後日本語のいわゆる現在形と過去形を ｢ル｣ 形と ｢タ｣

形と呼ぶことにする (各々､ 典型的に語尾が-ruと-taで終わるのでこう呼ぶが､ ｢ル｣ 形には-u､ -i､

-daで終わる現在形も､ ｢タ｣ 形には-daで終わる過去形も含まれる)｡ これは､ 上で述べたように､

日英語の定形述語の時制構造が異なるのを､ 名称にも反映させるためである｡ (6b)では､ 過去時

区域がまず話者 (そして､ 聞き手) の頭の中で想起・確立され､ 話者視点が発話時(Speech Time＝

S)に固定されるプロセスを経た後､ 過去時区域は (意味概念的時間帯である) 過去時を指すこと

になる｡ そして､ その中に当該述語が表す状況の関連部分が当てはまる時間､ すなわち出来事時

(Event Time＝E) が含まれる｡ それゆえ､ 結果的に出来事時は発話時から見て過去に来ることに

なる｡ (図１参照｡)

一方(7b)の日本語の下線部が引かれた述語には過去時区域は存在せず､ 出来事時は､ その値の

計算のために必要な任意の基準点を直接要求する｡ ここでは､ 独立節という環境から､ 基準点は発

話時と解釈され､ 結果的に出来事時は過去時に生ずる｡ (図２参照｡)
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図２：｢タ｣形の時制構造と独立節での無標の時制解釈パターン

細かい部分を捨象してまとめれば､ 英語の定形述語の場合は､ 通例話者視点と話者意識が発話時

において融合するので､ (過去形か現在形かの) 時制形式の選択は発話時基準で行われるが､ 日本

語の定形述語の時制構造には話者視点が含まれていないので､ (｢タ｣ 形か ｢ル｣ 形かの) 時制形式

選択の基準点はそれが生じる言語環境に依存すると言える｡ これを､ われわれの時制理論の枠組み

で述べ直すと､ 時制形式の選択のための基準点決定に関しては､ 英語の場合､ 時制構造に関する情

報と他の文法分野に関する情報のインターフェイスである時制解釈レベルにおいて､ 他の文法分野

の本質や特徴 (例えば､ それが生じる言語環境のそれ) の影響を基本的には受けないのに対し､ 日

本語は環境依存的な特質を備えているために､ 大いに影響を受けると言うことになる｡

この主張の妥当性は､ 以下の下線部が引かれた述部に関する日英語の時制現象の相違を説明でき

ることからも分かる｡

(８) a. After Lottie runs 100 meters, I will run 200 meters.

b. 尚子が百メートル走った後で､ 僕が二百メートル走るだろう｡

(９) a. Before Steffie arrived there, Bert left the hotel.

b. 陽子がホテルに着く前に､ 徹はそこを出発した｡

日本語では､ その時制形式選択に関する環境依存的な特質のために､ 主節に意味的に従属するタイ

プの従属節に生じる時制形式の選択の基準点は､ 通例主節時となる｡ つまり､ ｢タ｣ 形は主節時に

比べて過去を､ ｢ル｣ 形は主節時に比べて非過去を指す (｢ル｣ 形は､ 非状態的状況を表す場合は未
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来時､ 状態的状況を表す場合は現在時を指す傾向にある)｡ 一方､ 英語では､ 原則として話者の視

点と意識の融合が (同一人物の視点と意識が同一時空間を占めるのが無標であるので) 時制構造的

に要求されるため､ 生じる環境に関係なく､ 基本的に話者意識のある発話時を基準点にした時制形

式の選択がなされる｡

この事実は､ 英語が公的自己中心の言語､ 日本語が私的自己中心の言語であるということの傍証

になる｡ 英語において､ 発話時に固定することになる話者視点の帰属先 (当該時制形式を用いる主

体) は､ コミュニケーション・モードの場合､ 文 (発話) 全体を誰かに伝達する伝達者としての話

者であり､ 公的自己として記述されている｡ 無標の場合､ 言語環境にかかわらず公的自己としての

話者へと引き付けられる話者視点を含む時制構造を英語がもっているということは､ 英語が公的自

己中心の言語であることを支持することになる｡ 一方､ 日本語の時制形式の選択が必ずしも公的自

己として記述される伝達話者の視点からなされる必要がなく､ その結果､ (時制解釈レベルにおい

て) 時制形式が生じる言語環境の特徴によって時制形式選択の基準点の決定が左右されるというこ

とは､ 日本語の時制構造が公的自己中心の言語のそれを表すものでないことを示す｡ それゆえ､ 日

本語が私的自己中心の言語であることと矛盾しないことになる｡

ここでの主張は､ 私的表現の引用であった間接話法補部の日英語の時制現象の相違によって､ さ

らに裏付けられる｡ 公的自己中心の言語ゆえ､ 英語では公的自己としての伝達者の視点から時制形

式の選択がなされるが､ 私的自己中心の言語である日本語では､ 私的自己としての元話者の視点か

ら時制形式の選択がなされるからである (｢涼子は自分はさみしいと思った｡ ｣は �Ryoko
thought that she was lonely. �に対応)｡

３ ドイツ語は公的自己中心の言語か､ それとも､ 私的自己中心の言語か

３.１ 公的自己中心の言語としてのドイツ語

２節で取り上げた人称代名詞 (類) の分布と定形述語の時制構造という観点からドイツ語を見る

と､ ドイツ語は英語と同様に公的自己中心の言語ということになる｡ まず､ ドイツ語の人称代名詞

の使われ方であるが､ 英語のそれと同じである｡

(10) a. Ich sagte zu {Bekkie/dem Lehrer/meiner Mutter}: �Ich f�hle mich so einsam.�
b. Du sagtest zu {Bekkie/dem Lehrer/deiner Mutter}: �Ich f�hle mich so

einsam.�
c. Patrick sagte zu {Bekkie/dem Lehrer/seiner Mutter}: �Ich f�hle mich so

einsam.�
d. Sie sagten zu {Bekkie/dem Lehrer/ihrer Mutter}: �Wir f�hlen uns so einsam.�

(11) a. Ich {dachte/sagte}, dass ich mich so einsam f�hle.１
b. Du {dachtest/sagtest}, dass du dich so einsam f�hlest.
c. Patrick {dachte/sagte}, dass er sich so einsam f�hle.
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d. Sie {dachten/sagten}, dass sie sich so einsam f�hlen.
(10a-c) の直接話法補部では､ 元話者の人称に関係なく､ また聞き手が誰であるかに関係なく､ 自

己を指す言葉は必ずichである｡ 英語の場合で見たように､ 直接話法補部はその言語環境の特徴上

公的表現の引用なので､ その表現活動の主体を絶対的に指すichは公的自己を指す専用の言葉と言

える｡ また､ ドイツ語に私的自己を指す専用の言葉がないことは､ (11a-c) から分かる｡ ２節で見

たように､ 間接話法補部には元話者がもともと伝えようとしていた思考内容がくるので､ この環境

は原則的に､ 言語の思考レベルに対応する私的表現の引用である｡ この私的表現の表す内容の思考

主体を指す言葉は､ 元話者 (元思考者) が表す人称に応じて変化することから相対的であり､ 英語

と同様､ ドイツ語にも私的自己を指す専用の言葉は存在しないと言える｡

時制構造の観点からも､ ドイツ語は公的自己中心の言語であることが分かる｡ (10)(11)から明ら

かなように､ ドイツ語の定形述語は人称・数と一体化した時制屈折辞をもつ｡ これは､ われわれの

時制理論では､ 絶対時制部門において時間区域を想起・確立する要素であり､ この部門に話者視点

が含まれる (ここでは､ とりあえず直説法時制形式のことを想定している)｡ この時制構造は､ 英

語のそれと同じであり､ 時制構造の観点からもドイツ語は公的自己中心の言語と言える｡

３.２ 英語とドイツ語の時制現象の類似点と相違点

もしこの主張が正しいならば､ ドイツ語の時制現象は英語のそれと同じ振る舞いをすることが予

測される｡ 例えば､ 英語の場合､ たとえ (意味的に主節に従属する) 従属節中であっても､ その公

的自己中心性を反映する時制構造の特性から時制形式は発話時基準で選択されるが､ ドイツ語の場

合も同様になることが予測される｡ 事実､ 以下の時間節において､ ドイツ語の定形述語の時制形式

選択は発話時基準になっている｡

(12) a. Ich kam nach Hause, bevor Vater da war.

(私は､ 父が帰宅する前に帰宅した｡) (『独和大辞典』 p.365)

b. Nachdem er seine Pr�fung abgelegt hat, wird er ins Ausland gehe.

(彼は試験をすませた後で､ 外国に行く (だろう)｡)

(『独和大辞典』 p.1586)

下線部が示すように､ 時間節中の定形述語は､ 主節中の定形述語と同じ時制形式が使われている｡

これは､ 英語同様､ 発話時基準で時間節中の時制形式の選択が行われているためである(cf.(8a)・

(9a))｡

しかし､ 間接話法補部ではどうであろうか｡ 英語と同じ時制現象を示すのであれば､ いわゆる時

制の一致があるはずである｡ しかし､ 以下の例が示すように､ ドイツ語の間接話法補部には時制の

一致が存在しない例が多々ある｡

(13) a. Lottie sagte, dass sie gl�cklich sei.

(ロッティは､ 自分は幸せだと言った｡)
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b. Stijn sagte, dass er seine Schwester das Buch kaufen m�sse .

(シュテインは､ 自分は妹のためにその本を買わなければならないと言った｡)

(13a, b) では､ 接続法と呼ばれる ムードが使われていて､ 英語のような直説法の使用による時制

の一致はない｡ (上で見た(11)も､ このことを示す例である｡)

では､ ドイツ語の間接話法補部には､ 英語のように直説法が使われないかというと､ そうではな

い｡ (14)では接続法I式のsei､ 接続法II式のw�reに加えて､ 直説法のistが用いられている｡

(14) a. Er sagte, dass er krank {ist/sei/w�re}.
(彼は､ 自分は病気であると言った｡) (『現代ドイツ文法』 p.207)

b. Er behauptete, dass die Winkelsumme eines Dreiecks 190゜{ist/sei/w�re}.
(彼は､ その三角形の内角の和は190度だと主張した｡) (d�Alquen 1997: 166)

しかし､ ここで注意すべきは､ 元話者の発話時 (主節時) から見た現在の出来事が直説法現在形で

表されているので､ 英語で見られる主節と補文節の時制の一致がないという点である｡ すなわち､

直接話法版の補文時制をそのまま受け継いでいるのである (d�Alquen 1997: 165)｡

ただし､ ドイツ語に時制の一致が全くないわけではない｡

(15) a. Er sagte, dass er krank war.

(彼は､ 自分が病気であると言った｡)

b. Fischer sagte mir, dass Trakl Kokain nahm. (d�Alquen 1997: 166)

(フィッシャーは私に､ トラクルはコカインを使用していると言った｡)

(15)から明らかなように､ しばしばドイツ語でも時制の一致が生ずるのである｡

さらに注意すべきは､ ドイツ語にも､ 間接話法補部において直説法のみが許され､ 接続法が許さ

れない場合があるという点である｡

(16) Er wusste, dass er krank {war/(ist)/*sei/*w�re}.
(彼は､ 自分が病気であることを知っていた｡) (『現代ドイツ文法』 p.207)

このような特徴を示す動詞群はいわゆる叙実述語(Factive Predicate)であり､ wissen�know�の他

にverstehen�understand�, vergessen�forget�, entschuldigen�forgive�などがある (Eisenberg

1999: 117)｡２

これらの事実をどう捉えればよいのだろうか｡ とりわけ､ 時制の一致が基本である英語と違って､

同じ公的自己中心の言語であるドイツ語の間接話法補部における時制現象が上で見たように多岐に

わたっているのは､ なぜだろうか｡

４ C-牽引と段階的概念としての公的自己中心性

４.１ C-牽引とは何か

４.１.１ C-牽引の定義

前節で見た疑問点に対する回答を与えるためには､ C-牽引という概念の導入が必要である｡

コミュニケーション学科論集120



(17) �C-gravitation�is defined as a grammatical phenomenon in which grammaticalized

forms and their semantic content or functions conceptually gravitate through

time towards the spatio-temporal center on which the speaker�s consciousness is

fixed. (C-牽引とは､ 文法化された形式やその意味内容・意味機能が､ 時間の経過ととも

に､ 話者の意識主体の存在する時空間へと概念的に引き寄せられる文法現象のことである｡)

ここでは､ C-牽引が文法現象の時間的側面で発動するとどうなるかを､ もう少し詳しく見ておこ

う｡ 公的自己中心の言語において､ 発話時に存在する話者意識が活性化することで､ 文法化された

時制形式 (いわゆる鋳型になったユニットのことで､ be going toや完了形なども含む) やその意

味内容・意味機能 (用法) である時間 (意味) 構造が発話時を中心とした時間帯､ すなわち現在時

の磁場 (Gravitational Field) に引き寄せられる｡ ここで言う ｢活性化｣ とは､ 当該言語の文法

体系においてその存在が卓立化することを指す｡ その結果､ 当該の時制形式やそれの表す意味構造・

意味機能は､ 現在時の磁場の影響下におかれるようになり､ 現在時性 (Presentness) という概念

と密接に結びつくことになる｡ このプロセスが､ C-牽引である｡

４.１.２ 他の認知的概念との相違

C-牽引による具体的な説明に入る前に､ 一見C-牽引と似たように見える概念をいくつか取り上

げ､ それらとの違いを明確にしておく｡

まず､ Langacker (1987, 1991, 1998) の ｢グラウンディング (Grounding)｣ であるが､ これ

は以下のように定義されている (cf. Langacker 1998: 73)｡

(18) グラウンディングとは､ 話者の存在する時空間 (グラウンド) に､ 客体的シーンに属する

プロファイル (焦点化) されたものやプロセスを結びつけることである｡

プロセスとは動詞によって表される状況一般を指し､ 節のグラウンディングは､ 定形マーカーがこ

の役割を担う｡ 過去時制マーカーの-edや３人称単数現在時制マーカーの-sは､ その指示内容自体

が話者 (１人称) の意識主体が存在する現在時の磁場の影響下に引き寄せられるわけではない｡ ま

た､ グラウンディングは ｢時間の流れ｣ という概念とは関係しない｡ 従って､ C-牽引とは異なる

概念である｡

次に､ Langacker (1990, 1991, 1998, 1999) の ｢主体化 (Subjectification)｣ を見てみよう｡

この概念には､ 古い定義と新しい定義の２種類がある｡ (19a) が古い定義で､ (19b) が新しい定

義である (cf. Langacker 1998: 73, 75)｡

(19) a. 主体化とは､ 意味変化もしくは意味拡張の１つで､ もともと客体的に解釈されていた

実体が､ より主体的な解釈を受けるようになる過程のことを言う｡

b. 主体化とは､ ある実体の概念化において､ 客体的関係を表す部分が消え去り､ 主体的

関係を表す部分が残る現象のことを言う｡

この概念を､ Langackerはよく次のような例を挙げて説明している｡
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(20) a. Matilda is sitting across the table.

b. Matilda is sitting across the table from me

c. Matilda is sitting across the table from Leon.

(20c) では､ 事象の客体的関係が記述されているだけである (あるいは､ 前面に押し出されている)

が､ (20b) はそのシーンに概念化主体 (Conceptualizer) である話者がかかわっている｡ しかし､

この段階でもまだ話者は､ 代名詞化することで､ 客体化した自己を客体的関係に組み込んで記述し

ているのである｡ ところが (20a) は､ 主体である自己を表す言語的要素を含まず､ 客体的事象が

主体と融合した状態ということになる｡ この状態が､ いわゆる (最大限に) 主体化した段階である｡

(19a) と (19b) の違いは､ この状態になることを変化と捉えるか､ 本来的に二重構造だったもの

が一方が消えることで他方が表面化すると捉えるかの違いであり､ 主体化した段階自体の指す状況

は本質的に同じと言ってよい｡ 以上から､ Langackerの主体化は､ 意識主体の存在する時空間の磁

場に引き寄せられるが､ 必ずしも主体的関係を表すわけではないC-牽引とは､ 異なる概念である

ことが分かる｡

最後に､ Traugott (1989, 1995) の ｢主観化 (Subjectification)｣ との比較を行う｡

(21) 主観化とは､ 意味が徐々に命題に対する話者の主観的な信念の状態･態度に基づいたもの

に変化していく意味的・語用論的プロセスのことを言う｡

この概念は､ 時間の流れの中で話者意識に結びついていくという点ではC-牽引と無関係ではない

が､ C-牽引は必ずしも (心的態度や心的表示に関連するという意味での) 主観的な現象ではなく､

意識主体の存在する時空間の磁場に引き寄せられれば､ 客観的な現象であってもかまわない｡ それ

ゆえ､ Traugottの主観化もC-牽引とは異なる概念であると言える｡

以上､ C-牽引と似ているように見える従来の概念との比較を行い､ 異なる概念であることを見

てきた｡ 次節では､ 同じ公的自己中心の言語であるはずのドイツ語と英語の間で間接話法補部の時

制現象が異なるのはなぜかを､ C-牽引の観点から説明する｡

４.２ C-牽引のメカニズム

まず､ 今一度具体例の確認から始めてみよう｡ 次の例は､ 主節時と補文時の同時性を表している｡

(22) a. Hannie sagte, dass sie krank {ist/sei/w�re}.
(ハニーは､ 自分は病気だと言った｡)

b. Der Journalist sagte, Schiller {ist/sei/w�re} der gr��te deutsche Dichter.

(そのジャーナリストは､ シラーがドイツ最大の詩人であると言った｡)

(23) a. Hannie said that she was sick.

b. The journalist said that Schiller was the greatest German poet.

歴史的に見ると､ 接続法は基本的には､ ものごとを事実として描写するのではなく､ 話者の心の中

に存在する概念として描写する手段である (Curme 1970: 216)｡ それゆえ､ ２節で見た ｢間接話
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法補部は私的表現の引用である｣ という言語環境の特徴から､ 間接話法補部で接続法が用いられる

と､ 元話者の概念レベル (心の中) の伝達内容を表すための形式として機能することになる｡ 換言

すれば､ ここでの接続法は､ 補文内容の描写が私的自己としての元話者の視点に基づいて (依拠し

て) 選択されていることを示す形式と言える｡ この主張を支える根拠として､ まず､ 補文標識dass

がない場合は直説法より接続法が好まれることが挙げられる｡ 接続法を用いることで当該部分が元

話者 (主節の主語) の視点に依存していることを示せるので､ 補文標識がなくてもかまわないと言

えるからである｡ また､ いわゆる独立的 (自由) 間接話法においては接続法しか許されないことも

根拠となる｡ この部分の状況描写が登場人物の思考世界を表すことから､ 接続法は元話者 (思考者)

としての登場人物の視点に依存した状況描写に用いられる形式であると言えるからである｡ ここで

のわれわれの主張は､ 接続法がしばしば直説法と違って､ 伝達話者が補文内容の事実性に関与しな

い場合に用いられることからも支持される｡３ この場合､ 形式選択だけでなく補文の意味内容自体

を測る際にも､ 伝達話者視点ではなく元話者視点で行われることが多い､ すなわち､ 元話者視点が

基本であるということを示しているからである｡ ドイツ語において接続法という元話者の概念 (心

的表示) を表す形式が発達しているということは､ このような形で表される言語環境がドイツ語に

おいては有標であることを示していると言える｡ すなわち､ ドイツ語は私的表現部が有標となる公

的自己中心の言語と言える｡ このことは､ 私的自己中心の言語である日本語に接続法がないことか

らも裏付けられる｡

われわれの時制理論では､ 接続法使用のメカニズムは次のようになる｡ 接続法でマークされた述

語の表す時制屈折辞は､ 直説法の場合の過去時区域や現在時区域とは異なり､ Ⅰ式・Ⅱ式共に無指

定の文法的時間帯を想起・確立する｡ これは､ 時間的側面においてはI式とII式の違いがないため

である｡ すなわち､ 時制構造レベルでは話者視点と関係のない無指定の時間区域があり､ その時間

区域内に出来事時が生じるという時制構造をもつ｡ この無指定の時間区域が､ 時制解釈のレベルで､

主節主語の視点に依存する(元話者の私的表現)という間接話法補部のもつ言語環境的特徴から､ 主

節時制の時間区域を受け継ぐと仮定しよう｡ その結果､ 接続法で表される補文状況は主節時制と同

じ時間区域に所属することになる｡ (図３参照｡)
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一方､ (22) で直説法現在形が使用されている場合は､ どのように説明できるのだろうか｡ われ

われの時制理論でどのような解釈のメカニズムが働いているのかを考察してみよう｡ すでに見たよ

うに､ 直説法の場合は英語と同様､ 現在形は時制構造レベルで現在時区域をもつ｡ ドイツ語の場合､

これが間接話法補部に生じると､ 時制解釈レベルで話者視点が主節時にある元話者の視点と合体す

ると考えられる｡

英語の場合は､ 間接話法補部であっても､ 話者視点は通例発話時にある伝達者の話者意識と融合

するので､ 現在形を使用すれば補部状況が発話時にも当てはまることになり､ (22) のドイツ語の

主節時と補文時の時間関係に対応する読みにならない｡ 例えば､ Steffie said that Ella is happy

では､ 補文状況が主節時と発話時の両方において真であることを示す｡ それゆえ､ (22) の時間関

係を表すためには､ 英語では過去形が選択される ((23)を参照)｡ 直説法過去形は時間区域が話者

視点より時間的に前に生じ､ 話者視点が発話時と融合することで､ その時間区域(過去時区域)は時

間軸上の過去時を指す｡ それゆえ､ その中に生じる出来事時は過去の主節時との同時性を表せるが､

出来事時が発話時に当てはまる解釈はない｡ このことは､ ドイツ語では間接話法補部のもつ ｢元話

者の視点に依拠する｣ という言語環境の特徴の方が､ ｢話者視点は原則として発話時にある話者意

識と融合する｣ という時制構造に基づく特徴よりも優先するということを示している｡

ここまでの観察から生じてくる疑問として､ (1) なぜ現代ドイツ語では現代英語と違って､ 間接

話法補部において接続法が用いられうるのか､ (2) なぜ直説法の場合､ ドイツ語では言語環境の特

徴が優先して､ 定形述語の時制構造中の話者視点が元話者の発話時 (主節時) に結びつくのに対し､

英語では時制構造に基づく特徴が優先して､ 定形述語の時制構造中の話者視点が伝達者の発話時に

結びつくのか､ という２点が考えられる｡ C-牽引に基づく説明は､ これらの疑問に対して原理的

な回答を与えてくれる｡

まず１つ目の疑問についてである｡ ドイツ語では英語と違って､ C-牽引が発動しなかったと仮

定しよう｡ すると､ 発話時に存在する話者意識が活性化することもなく､ 無標の場合､ この意識に

吸い寄せられることになる話者視点を含む時制構造をもつ時制形式､ すなわち直説法時制形式がそ

れほど発達しなかったと主張できる｡ それゆえ､ 間接話法補部という言語環境では､ その特徴と合

致する時制構造をもつ時制形式､ すなわち接続法時制形式が保持されてきたと説明できる｡ 一方の

英語ではC-牽引が発動したため､ 間接話法補部であっても､ 活性化した話者意識と融合すること

になる話者視点を時制構造に含む時制形式､ すなわち直説法が発達し､ 接続法が衰退していったと

説明できる｡

次に２つ目の疑問に移ろう｡ これもC-牽引の発動の有無の観点から説明できる｡ ドイツ語ではC-

牽引が発動しなかったと仮定したわけであるが､ それはC-牽引の原因である発話時に存在する話

者意識の活性化が生じなかったためであった｡ その結果､ 現在時の磁場への引き寄せがドイツ語の

場合十分ではなく､ それゆえ独立節や時間節のように他に話者が存在しない言語環境では､ 話者視

点は発話時にある話者意識と融合するが ((12)を参照)､ 間接話法補部のように (他の話者である)
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元話者の視点の影響下にある言語環境では､ その視点の存在する時点 (すなわち､ 主節時) と結び

つくことになる｡ すなわち､ 元話者の視点のある主節時基準で時制形式が選ばれる｡ 一方､ 英語で

はC-牽引が発動したために､ 発話時にある話者意識の活性化が生じ､ 現在時の磁場へ引き付ける

力は強い｡ そのため､ たとえ元話者の視点の影響下にある間接話法補部であっても､ 定形述語の時

制構造に含まれる話者視点は､ 活性化した話者意識と融合し､ 発話時基準で時制形式の選択が行わ

れるのである｡

では､ ドイツ語でも間接話法補部の時制形式の選択が発話時基準で行われる､ (15) のような例

はどのように説明されるのであろうか｡

(15) a. Er sagte, dass er krank war.

b. Fischer sagte mir, dass Trakl Kokain nahm.

(15)では､ 補文時が主節時との同時性を表すのに直説法過去形が用いられていて､ 英語の (23) の

例のように､ いわゆる時制の一致を示している｡ この点について､ d�Alquen (1997: 166-169) は､

ドイツ語の補文節の過去形が主節の過去形の表す時点と同時を表せるのは､ 補文状況が主節状況と

は独立して解釈できる適切な文脈が与えられた場合においてであると述べている｡ この考えに従え

ば､ ドイツ語で直説法過去形を使って過去形の主節動詞の表す時との同時性を表せるのは､ いわゆ

る透明読み (de re/transparent reading) の場合と言うことになる｡ すなわち､ 伝達者が自らの

視点から補文状況の真実性 (事実性) に関与している場合である｡４

この点については､ 次のように説明できる｡ ドイツ語ではＣ-牽引が発動しなかったために､ 間

接話法補部における直説法時制形式の選択の基準点が元話者の発話時 (＝主節時) となるのがふつ

うだが､ 有標の場合として透明読みであることを明示したい時に､ そのことをはっきりと表せる時

制形式である過去形が用いられるのである｡

このことは､ 過去形の叙実述語の補部において､ 補文時が主節時との同時性 (だけ) を表すには､

直説法過去形を用いる必要があることからも支持される｡

(16) Er wusste, dass er krank {war/(ist)/*sei/*w�re}.
叙実述語は､ その使用者である伝達話者が補文内容の真実性を前提としていることを示すので､ こ

の言語環境では必ず透明読みになる｡ それゆえ､ (15) において透明読みが可能な場合に､ 補文状

況を指すのに直説法過去形を使って同時性を表せるという主張の傍証となる｡

この叙実述語の示す言語環境の特徴は､ ドイツ語特有ではなく､ 日英語についても言える (cf.

Wada 2004)｡

(24) 陽子は､ その時徹が傷ついていたことに気づかなかった｡

(25) John realized that Mary was pregnant. (Lee 1993: 222)

ここで特に注意されたいのは､ 日本語の例である｡ 日本語では､ 間接話法補部の時制形式の選択は､

ドイツ語と同じく通例主節時基準となるが､ 叙実述語の補部においては発話時基準となる｡ それゆ

え､ この問題は､ 言語タイプにかかわらず､ 叙実述語の補部という言語環境のもつ特徴に帰するこ
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とができると思われる｡

また､ ドイツ語の叙実述語の補部における直説法現在形の指す時間関係が､ 英語の場合と同じで

あることも､ ここでの主張点を裏付ける｡ (16)で現在形istを用いた場合､ 英語の場合と同様､ 補

文状況は主節時と発話時の両方において真であることを示す｡ 英語の直説法はすでに見たように､

発話時基準の時制形式の選択を受けることから､ この場合のドイツ語の例も同様に発話時基準で時

制形式が選択されると言える｡

最後に､ (16)に示されるように､ なぜ叙実述語の補部において接続法が用いられないかを簡単に

説明しておこう｡ すでに見たように､ 時制構造レベルでは､ 接続法の述語の時制構造に無指定の時

間区域が含まれ､ それが時制解釈レベルで､ 主節述語のもつ時間区域に結びつくことが要求される｡

一方､ 叙実述語の補部は発話時基準の時制形式の選択を要求する｡ それゆえ､ 両者が要求する中味

に矛盾が生じることになり､ 非文になると説明できる｡

以上から､ ドイツ語の間接話法補部における時制現象が英語のそれと違っているのは､ 共に公的

自己中心の言語でありながら､ ドイツ語ではC-牽引という概念が発動しておらず､ そのために現

在時の磁場に引き寄せられることがなかった結果であるとまとめられる｡ このことは､ 公的自己中

心性は少なくとも強弱の２つのカテゴリーからなるものとして捉えられるべき概念であり､ C-牽

引の発動があった英語の方が､ その発動が無かったドイツ語に比べて､ 公的自己中心性が高い言語

であると言い換えることができる｡ 次節では､ この節での説明の妥当性を高めるために､ 間接話法

補部以外における英語とドイツ語の時制現象の違いも､ このC-牽引の有無によって説明できるこ

とを見ていく｡

５ その他の時制現象の相違への応用

５.１ 現在完了形の意味機能の相違

その他の英語とドイツ語の時制現象の相違の例として､ まず現在完了形が表す意味範囲の違いを

見てみる｡

(26) *He has written a letter to Ryoko yesterday.

(27) Er hat gestern einen Brief an Ryoko geschrieben.

(彼は昨日良子に１通の手紙を書いている｡)

このパラダイムから明らかなように､ 英語と違ってドイツ語の現在完了形は過去の定時点 (特定時)

を指す副詞類と共起でき､ 英語の過去形が担う意味機能をもっている｡

この事実について､ まずWada (2002) の説明を見てみよう｡ Wadaの一連の時制理論では助動

詞も語彙動詞と同様1つの出来事時を表すと考えているので､ 完了形は２つの出来事時､ すなわち

完了の助動詞 (have/habenまたはsein) の出来事時 (E１) と過去分詞の出来事時 (E２) を､ その

時間図式内にもつ｡ E１は定形述語の出来事時なので時間区域の中に生じ､ E２は非定形述語の出来

事時なので時間区域とは直接関係なく､ 定形述語の出来事時E１を基準点としてその位置が決まっ
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てくる｡ 現在完了形の場合､ 英語では､ 話者がどの出来事時に注意を払っているかを示す概念であ

る時間焦点 (Temporal Focus＝TF) が発話時を含む現在時に当てはまるE１に置かれるが､ ドイ

ツ語では時間焦点は過去時に当てはまるE２に置くことができる｡ この場合のドイツ語の現在完了

形では､ 話者の注意は過去時に向いており､ 過去形相当機能をもっていると考えられる｡５, ６

なぜ時間焦点の位置に差ができたのかについては､ 以下のような説明がなされている｡ 英語の完

了形はドイツ語の完了形に比べて完了の助動詞と過去分詞との連結度合い､ すなわち､ 凍結性

(frozenness) が強く､ そのため非定形動詞である過去分詞が定形動詞の影響下に置かれやすい時

間図式になっている｡ この凍結度の違いを仮定する根拠としては､ (主節において) ドイツ語の現

在完了形という鋳型を構成する２つの要素 (完了助動詞と過去分詞) は目的語を挟み込む枠構造に

なっていて､ 互いに横並びになっていないこと､ ドイツ語の一部の自動詞の完了形は助動詞がsein�be�であり､ 完了形を形成するパターンが複数あること､ などが挙げられている｡ これらの事実

は､ 英語に比べてドイツ語の現在完了形の２つの構成素の結びつきの弱さを反映していると考えら

れる｡ この英語の完了形の凍結度の強さに加えて､ 英文法における現在時の特異性が関係してくる｡

英語では現在時は際立った (salient) 概念であるため､ 英語の現在完了形の時間焦点は現在時に

当てはまる E１から移動しにくかったと主張されている｡ 一方のドイツ語の場合は､ (E１とE２の凍

結度が低いため) 過去時に当てはまるE２が定形動詞の影響を受けにくい時間図式であり､ かつ､

現在時の特異性もないため､ 時間焦点はE１に固定する必要がなかったと述べられている｡

しかし､ この説明では､ 現在時の特異性とは何のことを指し､ そもそもなぜドイツ語と違って英

語にはこの特異性が見られるのか､ という疑問が依然として残る｡ 本稿で導入したC-牽引は､ こ

の問いに対する答えを与えてくれる｡ 発話時に存在する牽引先の話者意識が活性化し､ その結果､

英語の現在時が際立つようになり､ 特異化してきたと言えるからである｡ そして､ このC-牽引の

ために､ 時間の流れの中で､ 時制鋳型である現在完了形 (の意味構造) が際立ちを放つ現在時の磁

場に引き寄せられてきたと説明できる｡ それゆえ､ 現代英語の現在完了形は､ 現在時部分に話者の

注意が向かうような時間図式､ すなわち時間焦点がE1に置かれる図式となっているのである｡ 一方

のドイツ語にはC-牽引の発動がなかったため､ 現在時の特異性が顕著に現れることはなく､ その

結果､ 時制鋳型である現在完了形が現在時の磁場に引き寄せられる必然性がなかった｡ それゆえ､

時間焦点が現在時以外の時間､ すなわち過去時に当てはまるE２に向けられることも可能であった

と説明できる｡ 以上をまとめると､ 英語の現在完了形の表す意味構造・意味機能が､ 現在時との関

連性を保障するようなものに限定されているのは､ C-牽引発動の結果であったと言える｡

５.２ 現在完了形の文法化

ドイツ語を含む印欧語の多くで現在完了形が Perfectiveの段階 (過去時制機能) を表すことがで

きるのに対して､ 英語の現在完了形は原則として Perfectの段階 (現在完了機能) でとどまってい

る｡ (28) は､ Bybee, Perkins and Pagliuca (1994) で述べられている､ (ドイツ語と英語を含む)
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多くの印欧語系の現在完了形の文法化における意味機能の拡張の流れを図式化したものである (英

語についての詳しい観察は､ Carey 1995, 1996を参照)｡７

(28) Resultative → Perfect (Anterior) → Perfective (Simple Past)

しかし､ Elsness (1997: 289-294)によれば､ 英語の現在完了形の意味範囲は､ むしろ過去を表

す (単純過去に近い) 意味から徐々に現在完了の意味に狭まってきていると言う｡ この主張の根拠

として､ 現在完了形と過去の副詞類との共起性は､ 中英語か近代英語初期くらいまでは頻度は少な

いが､ 現代英語よりはあったという､ 先行研究で指摘されている事実観察を挙げている (cf.

Elsness 1997: 250)｡８, ９

(29) …which I have forgot to set down in my Journal yesterday.

(Elsness 1997: 250より再掲載)

この一見矛盾するように思える両者の主張に対して､ われわれの枠組みは次のように回答を与え

ることができる｡ まず､ Elsnessの主張の根拠となる (29) のような現在完了形は､ まだ凍結度の

強い時制鋳型として確立していなかったと考える｡ この考えを主張する根拠は以下の通りである｡

英語の完了形も中英語期の14世紀ごろまではhave (E1) ＋過去分詞 (E2) の語順が横並びではない

ものも残っていた (例えば､ I have my dissertation finishedのような枠構造であった)｡ 仮にC-

牽引の発動が中英語終わりから近代英語初期ごろであったとしよう (この仮定は､ 次の5.3節でそ

の妥当性をさらに高められることになる)｡ すると､ (完全にではないが) この時期以降､ 現在完了

形と過去の定時点副詞との共起例が減少していったという事実を説明できる｡ 現在完了形の意味範

囲が現在時の磁場へと引き寄せられていき､ 現代英語の現在完了形の意味用法に近づいていったた

めと主張できるからである｡10 この主張が正しければ､ 14世紀末あたりから近代英語初期あたりま

でに､ 完了形の語順はすでに横並び構造になっていたが､ まだC-牽引発動前であったため､ 過去

分詞のE２は完了のhaveのE１が存在する現在時の磁場の影響を受けておらず､ それゆえに過去の

定時点を指す副詞類と共起できたと言える｡11, 12

この主張は､ 横並びであっても､ 時制鋳型となっていなければ､ 非定形述語が過去の定時点副詞

類と共起する場合が英語にもあるという事実からも間接的に支持される｡

(30) I remember playing tennis with her last summer.

(30) では､ 定形述語の現在形rememberと非定形述語 (動名詞) playingは横並び構造であるが､

動名詞は独立したユニットであり､ 定形述語と合体して時制鋳型を形成していないため､ 定形述語

の現在時の磁場の影響を受けず､ 過去の定時点副詞と共起できると言えるからである｡

では､ Bybee, Perkins and Pagliuca (1994) の現在完了形の意味機能の拡張の方向性について､

英語とドイツ語で違いが見られることは､ どのように説明されるのだろうか｡ これは､ 次のように

説明できる｡ ドイツ語ではC-牽引が発動しなかったために､ 現在時の磁場に現在完了形が引き寄

せられることもなかった｡ それゆえ､ (28) の流れに従って意味拡張が進んでいったと考えられる｡

Gerritsen (1984: 123) によると､ ドイツ語では12世紀ごろに完了形が過去時制機能を受け継いで
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いったと言う｡ 歴史的事実としてドイツ語の完了形の発達のほうが英語のそれよりも早かったこと

を考えると､ 英語の現在完了形はドイツ語のそれより遅れた中英語期のどこかで過去時制機能をも

ち始めたという仮説が立てられる｡ この仮説は､ Elsness (1997: 250) の ｢中英語から近代英語初

期には現在完了形と過去の副詞類の共起例が現代英語よりも存在した｣ という観察によって支えら

れる｡ ただし､ 文法化による意味機能の拡張が連続的であったとすると､ この過去時制機能をもち

出した段階はPerfectとPerfectiveの特徴を併せもつ段階だったと考えられる (Heine 1993)｡ そし

て､ まだ現在完了形の意味機能として過去時制機能が定着する前にＣ-牽引が発動し､ その結果そ

の意味範囲は現在時の磁場に引き寄せられていった (過去時制機能を失っていった) と考えること

ができる｡13 この主張は､ 17世紀以降､ 現在完了形の意味範囲が急速に現代英語のそれに近づき､

過去形との住み分けが確立されていったというVisser (1966: 751) の観察によっても裏付けられ

る｡

５.３ 現在進行形

進行形という文法形式 (時制鋳型) が現代英語には存在するのに､ 現代ドイツ語には存在しない

ことは良く知られている事実である｡14 (32)のドイツ語の現在形は､ ｢今現在ドイツ語を勉強中であ

る｣ という発話時において進行中の状況を表すことができ､ この解釈の場合､ 英語では (31) のよ

うに現在進行形になる｡

(31) I am learning German.

(32) Ich lerne Deutsch.

なぜ､ このような差が見られるのかについても､ われわれのC-牽引に基づく説明は回答を与え

てくれる｡ まずは事実観察から始める｡ 進行形の原型は古英語期からすでに見られたというのが通

説である (Baugh and Cable 1993: 286-287, Fennell 2001: 105, 145, Mitchell and Robinson

1986: 110-111)｡

(33) ac gyrstand�g ic w�s on huntunge.

but yesterday I was at hunting (Denison 1993: 387)

(34) thane thei ben not scornynge of God but worschipyng.

then they are not scorning of God but worshipping (Denison 1993: 388)

(33) は古英語期に見られた ｢be＋前置詞＋～ing｣ 構文の例であり､ (34) は中英語期に見られた

｢be＋～ing＋of＋NP｣ 構文の例である｡ しかし､ これらの例からも明らかなように､ この時代に

はまだ ｢be＋～ing＋NP｣ の形にはなっていない上に､ 時制鋳型としての進行形として定着しだ

したのは近代英語期になってからである (Gerritsen 1984: 126)｡15

次に､ 現代英語の進行形のもつ意味機能について考える｡ 以下に示すように､ 進行形には様々な

用法が認められる｡

(35) a. Renaat is dancing with Magda now.
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b. This fall, the jet stream is flowing unusually far north and west, locking the

cold air into the interior of North America, leaving us on the edges of a warm

air mass. (The Times Herald-Record, ���������������(from Google))

c. I am living on Leiestraat in Kortrijk.

d. Akiko and Saki are coming to Belgium next May.

(35a)は目の前で行われている動作を､ (35b) は習慣的な一時的状況を､ (35c) は状態動詞の進行

形で､ 単純形よりも一時性の強い状況をそれぞれ表すと言える｡16 (35d) は近接未来を表す用法で

ある｡ この用法は､ もともと現在進行中の状況を表していたものが､ メトニミー的に未来時を指せ

るようになった派生的用法であり､ 本稿では取り扱わない｡17 ここで注目されたいのは､ (35a-c)

の進行形の意味に共通する特徴が､ 基準時 (現在進行形の場合､ 発話時) における一時的状況を表

すという点である｡ そして､ 最も基本的な用法と思われる (35a) タイプについては､ その単純形

版では習慣・普遍的特性などを表し､ 必ずしも発話時においてその状況が進行していなくても良い

のに対し､ 進行形版は発話時において現在進行中の状況を表すと解釈される｡ この事実を､ われわ

れの観点から捉えなおすと､ 基本的に現在進行形は話者意識の存在する発話時において実際に当て

はまっている状況を積極的に描写する時制鋳型ということになる｡ こう主張する根拠の１つとして､

伝統文法において (KruisingaやPoutsumaなど)､ 進行形は ｢事件の進行の中に話者が身を沈め､

事件が眼前で展開されてゆくのを具象的に描く (太田 1954)｣ のに用いられる､ と述べられている

ことが挙げられる｡ 実際､ 古英語期において進行形の原型は単純形と意味的に大差がないと言われ

る中､ これに近い意味を表していたとする説もある (cf. 太田 1954: 55)｡ 以上の観察を基にする

と､ 現在進行形は話者意識が強く関与する､ 発話時において実際に当てはまっている状況を描写す

る文法化された形式ということになる｡18

こう考えると､ いまやなぜドイツ語と違って､ 英語で (時制鋳型としての) 現在進行形が発達し

たのかが､ C-牽引の観点から説明できる｡19 英語では､ C-牽引が中英語期終わりから近代英語初期

ごろに発動した結果､ 発話時における話者意識が活性化し､ 時制体系の中に占める話者意識の位置

づけが重要になっていった｡ これが引き金となって､ 発話時における状況を (話者意識が深く関与

するために) 生き生きと表現できる形式であった進行形の原型が､ 話者意識の存在する基準時 (発

話時) において実際に当てはまる状況を表せる専用の形式として機能するようになっていったと考

えられる｡ すなわち､ 活性化した話者意識の存在する現在時の磁場に引き寄せられることで､ その

ような意味機能を表す時制鋳型として発達していったのである｡ その結果､ 現在進行形と住み分け

るような形で､ 単純現在形は (状態動詞の場合やスポーツの実況中継などの場合を除いて) 発話時

において実際に当てはまる状況を表せなくなっていったと考えられる｡

一方のドイツ語では､ C-牽引は発動しなかった｡ それゆえ､ 話者意識がドイツ語の時制体系の

中では (英語の場合のようには) 活性化せず､ 活性化した話者意識の関与を積極的に表す時制鋳型

の発達もなかったと言える｡ その結果､ ドイツ語では､ もともと単純現在形で現在進行中の動作を
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表せたのが､ 現代でもそのまま引き継がれていると説明できる｡ C-牽引の発動がドイツ語にはな

かったために､ 発話時における話者意識の関与を強く表せる専用の形式､ すなわち現在進行形の発

達がドイツ語にはなかったと言えるのである｡

５.４ 単純現在形の未来時指示

最後に英語とドイツ語の単純現在形が表す意味範囲の違いもC-牽引の発動の有無で説明できる

ことを見ておく｡

良く知られているように､ ゲルマン語系言語では､ 未来を表すのに昔は単純現在形が用いられて

いた｡ 例えばドイツ語では14世紀ごろまでは未来はもっぱら単純現在形で表されていたし､ 英語で

も中英語期ではまだ単純現在形で普通に未来時を指していた (cf. Blake 1992: 241)｡ それが､

(中英語期初期ごろから) 次第に分析的な (analytic) 時制形式が派生してきて､ 未来を表す形式

として用いられるようになっていったのである (Gerritsen 1984: 120f)｡ 例えば､ ドイツ語だと

werden＋不定詞､ 英語だとwill＋不定詞という具合である｡ ドイツ語のwerden＋不定詞構文は15

世紀ぐらいから台頭してきたのに対し (三好 1968： 125)､ 英語のwill＋不定詞構文は古英語期末

ごろから台頭し､ 中英語期までに確立したと言う (Denison 1993: 304, Fennel 2001: 105)｡ ここ

で問題にしたいのは､ 未来時を表す分析的な時制形式が存在するようになった後でも､ ドイツ語の

単純現在形は依然として､ 文脈的に明らかであれば自由に未来を指せるのに対し､ 英語では単純現

在形による未来時指示の制限がかなりきつくなったのはなぜかという点である｡

まず､ われわれの時制理論では､ 単純現在形が絶対時制部門に現在時区域を確立することを思い

出してもらいたい｡ 話者視点が発話時にある話者意識と融合した場合 (これが無標の場合であるが)､

この現在時区域は現在時と未来時をカバーする時間帯となる (cf. Wada 2001: 33)｡ それゆえ､

時制構造的には単純現在形は未来時も指せるのである｡ これは､ 英語もドイツ語も同じであり､ そ

れゆえ昔は両言語において､ 文脈的に明らかであれば自由に単純現在形で未来を指せたと考えられ

る｡

では､ なぜ現代英語では単純現在形で未来時を指すのに制限がきついのに対し､ 現代ドイツ語で

はそれほどではなく､ むしろ文脈から未来時指示が明らかであれば､ 分析的な時制形式よりも単純

形が好まれるのであろうか｡20 例えば､ ドイツ語の場合､ (37b) の方が (37a) よりも自然である｡

(36) a. We will be back again in ten minutes.

b. ??We are back again in ten minutes.

(37) a. In zehn Minuten werden wir wieder da sein.

b. In zehn Minuten sind wir wieder da.

この問題もC-牽引によって説明がつく｡ 本稿で仮定しているように､ 英語でのみC-牽引が中英

語期終わりから近代英語期初期にかけて発動したとしよう｡ その結果､ 単純現在形が現在時の磁場

に引き寄せられ､ その意味範囲が現在時に限定されていったと言えるからである｡ また､ 未来を指
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す分析的時制形式も､ willを予測のモダリティを表す現在形と考えれば､ willの時制構造自体は話

者意識､ すなわち命題に対する心的状態･態度の主体の存在する発話時に引き寄せられるので､ こ

こでの主張と矛盾しない｡21 (この形式で未来時に言及する部分は､ 現在時区域を直接含まない時

制構造をもつ不定詞部だからである｡) 一方のドイツ語は､ C-牽引が発動しなかったために､ 単純

現在形の現在時の磁場への引き付けはなかった｡ それゆえ､ 単純現在形で未来時を指せる状態が保

持されたのである｡ 未来を指す分析的時制形式が発達した後でも､ 時の副詞との共起などではっき

りと未来時指示と分かる場合には独立節において単純現在形で未来時を指す方が自然であるのは､

分析的な時制形式の方が歴史的に後から発達した形であるために､ 昔からある単純現在形にとって

代わるまでに至っていないためと考えられるからである｡

別の観点から述べると､ 英語と違ってドイツ語は現在時の磁場への引き寄せがない分､ モダリティ

としては ｢断定 (記述内容を事実として断定して述べるモダリティ)｣ を表す単純時制形でもって

未来の出来事を断定的に述べることができると言える｡ つまり､ 通例未来のことは未実現なので断

定はできないが､ 現在時の磁場への引き寄せがない分､ 文法体系としては現在時と未来時の区別が

漠然としており､ 現在時区域全体 (現在時と未来時を含む) に断定の効力が及びやすいと言える｡

一方､ 英語では現在時の磁場への引き寄せがある分現在時が際立ち､ その結果文法体系として現在

時と未来時の区別がかなりはっきりすることになり､ 断定の効力が及ぶ範囲は通例断定できる現在

時における出来事･状況のみということになったと考えられる (cf. Wada 2002: 356-357)｡

６ おわりに

本稿では､ 話者概念の解体に基づく言語類型論的な観点からはともに公的自己中心の言語に位置

付けられる英語とドイツ語において､ その時制構造は基本的に同じであるのに時制現象の相違が見

られるのはなぜか､ という問題設定を行い､ C-牽引という概念の発動の有無が､ 両言語の歴史を

通して時制現象の相違という形で表面化してきたと主張してきた｡ Wada (2001) で提案された時

制理論とHiroseの私的自己･公的自己に基づく言語類別による説明にC-牽引という概念を導入する

ことで､ 英語とドイツ語の間接話法補部における時制現象の違い､ 現在完了形の表せる意味範囲の

違い､ 現在完了形の文法化の流れにおける到達段階の違い､ 現在進行形のありなし､ 単純現在形に

よる未来時指示の起こりやすさの違い､ を統一的な観点から説明できることを見てきた｡

本稿の結論は､ 次のような理論的含蓄をもつ｡ 自然言語の分類法の１つとして私的自己･公的自

己というパラメータに基づく大枠の分類が一方であり､ その分類によって公的自己中心言語に属す

る言語の中でも､ C-牽引の発動の有無によって公的自己中心性の度合いが言語間によって異なっ

てくることになる｡ 今後､ 他の言語の時制現象も調べることで､ この点をさらに詳しく追求してい

きたい｡
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注

＊本稿の作成にあたって､ 筑波大学の大矢俊明氏にはドイツ語のデータ情報ならびに文献情報で大

変お世話になり､ かつ草稿にも目を通していただいた｡ また､ 筑波大学の廣瀬幸生先生と成蹊大学

の森雄一氏には草稿の段階で目を通していただき､ 貴重なコメントをいただいた｡ 記して感謝の意

を表したい｡ なお､ 本稿は､ 文部科学省在外研究ならびに科学研究費補助金 (基盤研究C)・ ｢時

制とその周辺領域の統語的・意味的研究｣ (課題番号15520311) の研究成果の一部である｡

１ 本稿では､ 新正書法に従って､ オリジナルの文献で�を用いているところもssと綴ることにす

る｡

２ 叙実述語の特徴については､ 詳しくはKiparsky and Kiparsky (1970), Hooper (1975) を

参照｡

３ このことは必ずしも､ 常に直説法が補文内容の事実性に関与し､ 接続法は関与しないと主張し

ているわけではない｡ 大矢俊明氏 (個人談話) が指摘するように､ 多くのドイツ語の文法書で

直説法と接続法の意味機能の使い分けがはっきりしない場合があると述べられている｡ この傾

向は､ 現代ドイツ語の､ 特に話し言葉で顕著である｡ 本稿では､ 原則的に両者の意味機能が区

別される場合のみを扱うことにする｡ また､ 接続法I式とII式についても､ 前者が補文内容の

事実性についての中立性を､ 後者が疑念を表す場合に用いられることもあるが､ 接続法I式と

直説法が同じ形式の場合は､ 接続法であることを明記するために接続法II式を用いることもあ

るなど､ これらの使い分けには文体上の要因もかなり関係してくる｡

４ d'Alquen (1997: 167) では､ Latzelのgeneralityという概念による説明に従って､ (15) のよ

うな直説法過去形は一般的でない状況を表すのに対し､ その直説法現在形版は一般性の高い状

況を表すと述べている｡ この点については､ 今後詳しく調べたい｡

５ なぜドイツ語の現在完了形は過去の定時点を指す副詞類と共起でき､ 英語の現在完了形はでき

ないのかについての原理的な説明は､ Wada (2002) を参照されたい｡

６ このことは､ ドイツ語の現在完了形はもはや現在完了の機能をもたないと主張しているわけで

はない｡ (i)の例は､ 英語の現在完了と同じ機能をもつ｡

(i) Ich habe Ihre Aufsatz soeben zu Ende gelesen. (三好 1968： 121)�I have just finished (reading) your paper.�
この場合の時間図式は､ 英語版と同じである｡

７ ここで彼らがPerfectの代わりにAnteriorを用いているのは､ Perfectiveという用語との混同

を避けるためである｡ また､ PerfectiveとSimple Pastは厳密には異なる概念である｡ 前者は

基準点 (発話時とは限らない) において完結しているとみなされる状況をさすが､ 後者は非完

結性を表す (Imperfective) 状況にも当てはまる概念である｡ しかし､ Bybee, Perkins and

Pagliuca (1994: 82-85) で述べられているように､ Perfectiveの場合は事実上過去時の状況を

さす上に､ ゲルマン語系言語のようにImperfectiveを表す専用の形式をもたない言語では､
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PerfectiveがSimple Pastの機能を果たすので､ ここで図式化されているようになっている｡

８ 現在完了形という構文がいつから始まったかを特定するのは難しい問題であるが､ 本稿では

Elsness (1997: 242) に従って､ 古英語期からすでに現在完了形構文は存在していたという立

場をとる｡ これは､ 語順がまだ横並びでなく枠構造だったころの同構文も現在完了形であると

認めることであるが､ そうしないとドイツ語の現在完了形構文との比較ができないという理由

もある｡

９ 本稿では､ Fennell (2001) に従って､ 古英語期を紀元後500～1100年､ 中英語期を1100～1500

年､ 近代英語期を1500～1800年､ 現代英語期を1800年～現在と考える｡

10 この仮説は､ Elsness (1997: 250) で述べられている､ 英語では近代英語初期以前は現在完了

形と単純過去形の意味機能の混在が見られたが､ この時期以降住み分けが急速に進んでいった

という観察からも支持される｡ C-牽引により､ この時期以降現在完了形の意味範囲が現在時

の磁場に引き寄せられた結果､ 現代英語の現在完了形の意味範囲と基本的に同じになっていき

(Denison 1993: 352)､ その影響を受けて過去形が現在時の磁場の影響がない意味機能に限定

されていったと考えられるからである｡

11 しかし､ ５.１節で見たように､ 英語の完了形が横並び構造になっていたからこそ､ ドイツ語

と違い､ 完了の助動詞と過去分詞との凍結性が高まり､ C-牽引によって現在時の磁場に引き

寄せられる下地にはなっていたと考えられる｡

12 英語でも古英語期には､ ドイツ語と同じように､ 自動詞の場合には ｢be＋ (形容詞機能の)

過去分詞｣､ 他動詞の場合には ｢have＋ (形容詞機能の) 過去分詞｣ で完了形の意味機能は表

されていた｡ また､ 前者では主語と､ 後者では目的語と人称･数などの一致があった (cf.

Denison 1993: Ch.12, Elsness 1997: 239)｡ これが､ 14世紀ごろにおける語順の横並び化の

完了と､ 時制鋳型化の進行に伴い､ 過去分詞は定形動詞の影響下に入り､ 人称・数の一致現象

を示さなくなっていったと考えられる｡

13 Ｃ-牽引発動によって英語の現在完了形の意味範囲が現在時の磁場に引き寄せられていること

を示す別の根拠として､ ドイツ語の現在完了形にはない ｢継続｣ 用法が英語の現在完了形には

あるという事実を挙げることができる｡

14 大矢俊明氏 (個人談話) が指摘するように､ ドイツ語にも ｢周辺的進行形相当構文｣ は存在す

る｡ 例えば､ ｢sein＋前置詞(an, bei, in)＋～｣ 構文があるが､ これは標準語や書き言葉では

用いられにくい上に､ 前置詞の後には自動詞しか来れないという点で､ 完全に時制体系に組み

込まれた (十分に文法化した) 時制鋳型としての進行形とは異なると考えられる｡

(i) a. Er ist am Schreiben/Arbeiten.�He is writing/working.�
b. Er ist beim Arbeiten.�He is working.�
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また､ ｢sein＋形容詞＋～｣ 構文もあるが､ これもさほど一般的ではない｡

(ii) Ich bin gerade mit Schreiben besch�ftigt. (Curme 1970: 248)�I am now working.�
それゆえ､ 本稿では十分に文法化した時制鋳型としての進行形はドイツ語にはないと考える｡

15 古英語期の進行形の原型は確かに機能的には進行形に似ているが､ 数が少ないこととラテン語

の翻訳のときに使われている場合がほとんどであることから､ まだこの時期には現代英語で言

うところの進行形には程遠いものだった｡ また､ この時期進行形は単純形と意味的に大差がな

い場合が多かった (Mitchell and Robinson 1986: 110)｡ 中英語でも初めのうちはまだ稀で

あったが､ 徐々に広まっていき (Lass 1999: 216)､ 近代英語期にかけて定着してきたと言え

る｡ これは､ 進行形の数が17世紀の間に急速に増えたというElsness (1997) の観察によって

も経験的に支持される｡ ただし､ 近代英語においてさえ､ 今日では現在進行形が用いられると

ころで単純現在形がまだかなり使われていたという観察もある (Lass 1999: 221)｡

16 状態動詞の進行形の場合は､ 単純形の場合とあまり意味が変わらない場合が多いと言われる｡

Smith (1983) は､ この点を見方の相違という観点から説明している｡

17 この近接未来用法の進行形についての詳しい説明に関しては､ Huddleston (1977), Prince

(1982), Smith (1981) を参照されたい｡

18 この点についての最近の研究として､ 山岡 (1997) は､ 状態･非状態動詞の区別にかかわらず､

進行形は対象となる事象に対して話者の意識の集中が向けられている場合に用いられるもので

あり､ 対象に意識を向けるという話者の心理的未完了性を表すと述べている｡ これは､ われわ

れの枠組みで言うところの､ 話者意識を色濃く反映した時制鋳型が現在進行形であるという主

張と合致する｡

19 ここで過去進行形の場合はどうなるのかという問題が出てくるが､ これも基本的に同様の説明

ができる｡ 例えば､ Banfield (1982) やEhrlich (1990) は､ 物語のテキストにおいて過去進

行形が用いられるのは､ 描出話法部で登場人物の意識が関与していることを表す場合や､ ナレー

ターが眼前の状況を描写するための表現手段としての場合であると述べているが､ これにより､

過去進行形を過去の基準時 (物語の現在時) における活性化した話者意識の関与する時制鋳型

と捉えることができるので､ 現在進行形の場合と並行的に捉えることができると思われる｡ た

だし､ 過去形なので現在時の磁場へ引き寄せられることはない｡

20 英語では､ 単純現在形による未来時指示は､ 原則として時刻表や確定した計画などに基づく

｢確定未来｣ を表す､ いわゆる未来構文 (Futurate Sentence) の場合に許される｡ この用法

については､ 和田 (2001b) を参照されたい｡

21 Lass (1999: 211) は､ will/shallがいわゆる真の助動詞 (本稿の予測モダリティを表す助動詞

に対応) になったのは近代英語期と述べているが､ それも本稿の主張を支える根拠になる｡ モ

ダリティを ｢発話時における話者の主観的な心的態度・状態｣ と定義すると､ C-牽引発動後､
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willの時制構造が急速に現在時の磁場に引き寄せられていったと考えられるからである｡
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