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1．はじめに

　来日を決意した学習者たちは自国とは異なる新しい環境の中で様々なことを感じなが
ら学習を進めていくが、その過程で次第に学習意欲が低下していく者がいる。西部
（2009）は、日本での学習を決意した学習者は、目標と覚悟を持って来ているが、新し
い環境の中で出会う出来事に影響を受け、学習意欲を常に保つことは難しいこと、また
学習者が出会う様々な困難な要因は、学習者自身の努力で「どうにかなるもの」と「な
らないもの」が存在するとしている。
　林他（2006）は、第二言語学習／
習得の個別性モデル（図 1）で第二
言語習得過程には、学習者の動機、
ビリーフといった「学習者要因」や
教授法、教材、他者との接触といっ
た「学習環境要因」等、多数の要因
が複雑に関係し合い一概に決定づけ
ることはできないと述べている。
　さらに学習者要因の要素である
「ビリーフ」について、Horwitz

（1987）は、教師のとる教授法や教
室活動等が学習者のビリーフと一致せず、授業の内容が学習者の期待に応えられていな

タイ人学習者ビリーフにおける学習意欲の変化のプロセス

滝　井　未　来

　要　旨　

　本研究は、就学生として日本語学習を開始したタイ人学習者たちに焦点をあて、彼らの
もつビリーフがどのように学習行動や態度に影響を与え、また、それらが学習意欲にどの
ようにかかわり、意欲の変化が起きていくのかというプロセスを修正版グランデッド・セ
オリー・アプローチ（M-GTA）を用いて分析を行った。教師から指示され教えられるこ
とを当たり前と考える学習者が、授業内で「教えてもらっていないことをしなければなら
ない」時に戸惑いを覚えるものの、日本人の感覚ではマイナスに思われがちな「再履修と
なること」が、タイ人学習者たちの心の余裕を生み出し、結果的に意欲の回復につながる
ことが明らかとなった。

図 1　第二言語学習／習得の個別性モデル
（「林他（2006)」を参考に略図化）
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い場合、学習到達度が制限される可能性があると指摘し、学習者のビリーフによる学習
方略と教師のとる教授法等の違いによる学習効果への影響について述べている。
　本研究では、近年学習者の増加が著しいタイ人学習者に焦点をあてる1）。タイ人日本
語学習者の持つ特徴として、「学習に対してまじめに取り組み、また教師に対しても協
力的な態度をとる」「教師と学習者の関係性が強い」ハリス（2010）、「教師の役割を大
きく期待し、教師には色々なことを教えてもらいたい」ソムチャイ（2008）、「学習者全
般が素直である」佐久間（1999）等が報告されている。しかしながら、日本での日本語
学習が必ずしも順調に進んでいるとは思えない学習者も多い。筆者が勤める勤務先2） に
は 2011年度前期に 25名のタイ人学習者がいたが、再履修者3） が 5名おり、全体の再履
修者数計 9名のうち、タイ人学習者の占める割合は 5割以上と高いものであった。
　以上のことから、「学習者はまじめに学習に取り組むのにもかかわらず、日本での学
習が順調に進まない者も少なくない」と仮定すればそこには何か問題があるはずである。
本稿では、学習者要因であるビリーフと、学習環境要因等がタイ人学習者の学習及び学
習意欲にどのような影響を与えるのかを縦断的調査により明らかにする。

2．先行研究

2.1　ビリーフに関する研究
　ビリーフとは、「意見」「考え方」「信念」のことを言う。『英語教育指導法辞典』
（2003）では、「学習者が外国語、外国語学習、外国語指導法に対して持っている様々な
考え方で、学習態度や動機づけ、また実際の学習方法や結果に影響を及ぼすと考えられ
る。ビリーフは社会的な環境、過去の学習体験、生活経験などの多様な要因で形成され
るため容易に変化せず安定している。」としている。日本語教育における学習者ビリー
フの研究には、BALLI4） を基にした質問紙による量的な調査を行うことによって、それ
ぞれの国の学習者のビリーフ傾向を調査・研究しているもの（服部 2002、呉 2007、和
田 2007等）が多い。「その国の学習者のビリーフはどういったものか」という調査は
多いが、ビリーフが変化するか否かというところに焦点をあてたもの（岡崎・堀 2000、
八若 2005、楊 2008等）は数が少ない。これらの多くの研究結果は「ビリーフは安易
に変化せず安定しているもの」と結論付けるものが多いが、「ビリーフは変容しうる」
（中川・長濱 2013）、「ビリーフは変わる部分と変わらない部分がある」片桐（2012）と

1） 2012年現在の日本語学習者は 129,616人（世界第 7位）であり、3年前と比較すると 64.5％増加している。（国際
交流基金，2013　閲覧日 2013/10/17　URL http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/survey12.htmlより取得）

2） 大学付属日本語学校
3） 学期末試験の成績の平均点が 60点未満の学生が上のレベルに上がれず、「再履修」することとなる。
4） Horwitz（1987 前掲）により開発され、これにより学習者ビリーフが測ることができるとされる調査紙のこと。
 Beliefs About Language Learning Inventoryの略。
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いう研究結果もある。ビリーフの調査を行っても、ビリーフが変容しうる可能性がある
のであれば、その要因を探る必要もあり、それらがどのように学習者の学習姿勢や動機
づけ（学習意欲）5） に関係しているのかを明らかにする必要があると考える。本稿での
ビリーフ研究の位置づけは「自国の文化、教育環境、学習体験等により形成され、学習
に対して『こうあるべき』と考える信念であり、学習者の学習行動に影響を及ぼし、変
容する可能性のあるもの」とする。

2.2　タイに関する研究
 2.2.1　タイ人学習者の持つ考え6）

　ハリス（2010 前掲）は、タイ、韓国、中国のそれぞれの大学で日本語を学ぶ学習者
を対象に BALLIを基にした質問紙により横断的に、学習者の持つビリーフ調査を行っ
た。その中で 3か国を比較した上でのタイ人学習者の持つビリーフの特徴を「授業はま
じめに取り組むもの」「学習に対して意欲的で肯定的な学習態度を持つ」「教師の指示に
は従うべきである」「会話・発音能力向上を強く望む」「教師との関係性が非常に強く、
敬い、協力的な態度をとるべきだが、学習がうまく進まないのは教師の責任である」
（一部前述）というビリーフの特徴を持つとしている。
　佐久間（1999）は、タイ人学習者の特徴について「学習者が全体的に素直であり、教
師として慕われている感覚を抱く一方で、学習者の自分で考えない受動的な態度であ
る」ことを報告しており、これらがタイ人学習者の学習ストラテジーに影響を与えてい
るのではないかと述べている。
　中川（2012）は、タイの日本語学習者が考える「いい授業」観として、「教師から褒
められることのみをいいこととは考えず、叱責も必要である」「教師が日本語のみを用
いる授業には抵抗を感じる」などとしている。

 2.2.2　タイの学習者及び教師が求める教師像
　次に、タイ人が考える「教師像」についても簡単に触れる。岡崎（2003）では、タイ
人教師の考えについて調査し、「教師は教室での学習活動は教師が全て決定し、制御す
るべき」「日本語学習において一番重要なのはタイ語から日本語への翻訳や文法説明で
ある」としている。中井（2009）では、タイで求められる日本人の日本語教師像に関し

5） 本稿では、学習者が学習に対してとる意欲的な姿勢を増進・減退させる客観的なプロセスを「動機づけ」、主観
的なプロセスを「学習意欲」とする。例えば、テストなどでもいい点をとり、意欲的に学習していると外から判断でき
る場合は「動機づけが高い」とし、インタビューなどで学習者本人が自分の心理状態を説明し、やる気になっていると
判断する場合は「学習意欲が高い」とする。

6） タイ人学習者のビリーフ研究は数が少なく、本節で挙げる先行研究は、「タイ人学習者の行動特徴」佐久間
（1999）や「タイの日本語学習者が考える「いい授業」」中川（2012）等を総括して「タイ人学習者の持つ考え」として
まとめる。
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て、教師及び学習者に調査を行っており、その結果を「学生の気持ちを尊重し、信頼関
係が構築できる」「学生に対する愛情を持ち、学生の人格形成に援助できる」「タイ文化
を理解し、円滑な人間関係構築のためにタイ語（または英語）を話すことができる」と
している。以上のことから考えると、タイ人学習者にとって教師とは「身近な存在」で
ある一方で、「教師は敬うもの」「教師の指示には従うもの」という考えを持つようであ
る。またタイ人教師も学習者に対して「学習者にとっての良き理解者である」と考えな
がら「授業内では教師は学習者を制御しコントロールするもの」という考えを持ってい
る。
　以上、本節のまとめとして、タイ人学習者は「学習に対して非常に意欲的で積極的な
ビリーフ」を持ち、「教師との強い師弟関係」「学習は教師から指示され、それに従う」
「教師は学習者を理解してくれる存在である」と考えることなどが特徴としてあげるこ
とができる。この結果は「学問にまじめに取り組み、教師は敬うもの」というタイの
「文化的・宗教的背景」と、日系企業への就職、アニメやドラマなどポップカルチャー
人気等による「社会的背景」に起因していると考えられる。一方で「学習者と教師の深
い結びつき」はタイ文化、タイ社会の特徴的な面であり、学習者は教師依存型の傾向が
ある。こういったビリーフを持つタイ人学習者に接するときに外国人教師は、まずタイ
人の持つ文化的・宗教的考えを尊重したうえで、指導していく必要があると考える。タ
イ人学習者の「非常に受動的とも言える学習態度」は決して、やる気がないわけではな
く、彼らの持つ文化的・宗教的背景からのビリーフであることを教師は理解する必要が
ある。

3．データ収集・分析

3.1　研究目的・方法論
　「はじめに」で述べたように、多くのタイ人学習者が、まじめに学習に取り組むのに
もかかわらず、学習成果が上がらないと考えた場合、そこに問題となっているものは何
であるのかというところに疑問をもち、それらを解明することを本研究の目的としてス
タートした。「ビリーフは学習態度や意欲に影響を与えるもの」という仮説の下、来日
したタイ人学習者の「学習態度及び意欲にビリーフがどのように影響しうるのか」「学
習意欲の減退にはどのようなことがかかわっているのか」を縦断的調査により明らかに
していく。
　次に研究方法について述べる。これまで数多くなされている量的調査によるビリーフ
研究は、ある特定の集団のビリーフの傾向を探る場合には有効であり、「客観性」が確
保される場合が多い。しかしながら、「質問紙に明記してある特定の項目についての意
識は探れても、教育観、学習観といったビリーフはそれらの結果から推測されるものに
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過ぎない」「質問紙から明らかにできるのは、本人が意識していることであり、その回
答と行動との関係を見ることには限界があること、矛盾やずれが生じる場合もあるこ
と」等を嶽肩他（2012）は指摘している。また、佐藤（1999）では、人間の心理やそれ
に伴う行動を見る場合でも、従来の研究手法は科学的な手法が多かったことについて
「人間の心や精神活動を、人間を取り巻いている社会・文化の諸変数との共起によって
生じていることを無視して、人間の心や精神活動だけがあたかも真空状態の中で起きて
いるかのように扱うこと」に疑問を呈している。以上のことから、ビリーフも学習者の
心理の一つと捉えるのであれば、量的な調査では測れない部分が多いと考えられる。ま
た本研究では、学習者の心理のみならず、そこに伴う学習行動との関係も検討していく
必要があるため、質的手法の調査が必要であると判断する。
　採用した研究手法は、「修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）」
である。その理由は①人間の行動や他者との社会的相互作用の説明や予測に有効な理論
である、②明確になっていない現象に対して、その変化の過程を明らかにしていく研究
に適している、③比較的少ないデータ数でも分析可能である、④分析方法が明確である
等の理由からである。本研究では、タイ人学習者が来日してからどのようなことを感じ、
学習意欲や動機づけの変化を一つの現象としてとらえ、その変化していく過程とビリー
フの関係というメカニズムを明らかにすることにより、来日前のタイ人学習者へのアド
バイスや、また実際に問題に直面している学習者の気持ちの理解や対応策を検討できる
ようになることが目的である。したがって、現場の変化の状況の理論を構築していき、
20名未満の対象者でも分析が可能であるという点を総合的に考えていくと、M-GTAの
理論及び分析方法が本研究に最も適していると考える（具体的な分析手順については
3.4節で述べる）。

3.2　対 象 者
　来日直後の日本語学習歴が浅いタイ人学習者計 9名を対象に 3ヵ月に 1度の割合で半
構造化インタビューを 1年から 1年半にかけて各学習者に 5～6回7） 実施した。「来日直
後の学習者」とした理由は、日本滞在期間が長くなれば、何らかの理由でビリーフの変
化が起こっている可能性があること、また「日本語学習歴が浅い学習者」とした理由は、
学習期間の長さにより、日本語に対して得意・不得意の感情が生じている可能性もあり、
それらの要因を排除することが目的である。9名のうち、すでに学習が終了した者が 6

名、2014年 3月まで継続予定の者が 3名である。

7） 調査対象者の中にコース半ば（半年）で帰国を決めた学習者が２名いた。この学習者については 3回のインタ
ビュー実施である。
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3.3　研究方法・手続き
　調査協力者には調査開始前に紙面で研究の主旨を説明し、インタビュー内容の研究使
用とインタビュー時の ICレコーダーによる音声録音の許可を得た。
　1回目のインタビューでは、主に母国での外国語学習の経験について尋ねた。具体的
には「授業は何語で何の学習が中心に行われたか」「学習をする時に大切だと感じるこ
とは何か」「教師との関係はどうであったか」等の質問がある質問紙に、事前に記入し
てきてもらった。インタビュー時にはその内容について詳細に聞き、学習者のビリーフ
となる部分の調査を行った。2回目は、現在日本で行われている授業について、1回目
と同項目の質問紙をもとにしたインタビューに加えて、日本での生活について感じるこ
と、交友関係、休みの日にしていること等を相手の発言に合わせて尋ねた。3回目以降
は質問紙を使わず、前回のインタビュー内容について、その後どうなっているのか等を
尋ねた。最終のインタビューでは、2回目のインタビュー時に使用した質問紙と同項目
の質問をし、2回目の発言と違っている部分について、どうしてそのような気持ちの変
化が起こったのか等を詳細に尋ねた。

3.4　分析手順
　M-GTAの具体的な分析は木下（2003，2007）に従い、以下の手順で行う。

 ⑴　概念の作成
　インタビューから得たデー
タを文字化し、着目する箇所
を探す。分析テーマ8） と分析
焦点者9） に照らして関連があ
りそうな箇所に着目する。さ
らに類似したデータが見られ
るかをチェックする。得られ
た複数の類似した具体的デー
タを一つにまとめ、それらをある程度抽象的に表現する概念10） を作成する。各概念に

8） 「分析テーマ」とは、その研究で明らかにしたいことである。本研究においては、「タイ人学習者の学習意欲の変
化のプロセス」が分析テーマとなる。

9） 「分析焦点者」とは、研究において設定される視点のことで、インタビュー調査であれば、実際にインタビュー
に応じた特定の個人を指すのではなく、その対象者全てを抽象的に限定集団化したものである。本研究においては、
「就学生として日本学習を開始したタイ人学習者」である。

10） 研究自体が「変化のプロセスを見る」ものであるから概念名は動的な言葉の方が望ましい。分析焦点者を主語化して解
釈を行う。概念間で深層構造をなす場合や包括する場合もある。概念名は「一般的すぎないように」注意する。「～の
特性」や「～との関係」などは「概念 → データ」とすぐに結びつかずデータから離れすぎている、と言える。学習者
の実際の発言を概念名にするのもよい。

概念名（No.） 〈定義を凝縮表現した言葉〉
定　義 〈複数の具体例からの解釈の意味〉

具体例
（バリエーション欄）

・（文字化したデータ）
・
・

論理的メモ
〈初期段階での解釈可能性、疑問点や不明
点、採用しなかった解釈理由など解釈の思
考プロセスを記入〉

図 2　分析ワークシート例
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ついて分析ワークシート11） を作成する（図 2）。
　データ分析と並行して既存のワークシートにも具体例があれば追加記入していく。具
体例が極端に少ない場合は有効な概念ではないと判断する。

 ⑵　カテゴリーの生成
　個々の概念について、他の概念との関係を一つずつ検討していきながら関係のある概
念をまとめ、カテゴリーを生成する。具体的には、まず二つの概念を関係づけ、次にそ
れに関係する概念は何かを考えるというステップを継続してカテゴリーを作成するとい
う手順を踏む。

 ⑶　関係図の作成
　分析を進める過程で、概念間及びカテゴリー間で関係があるものはどれか、ある場合
はどのように関係しているのかを関係図にしていく。

 ⑷　ストーリーラインの作成
　分析結果を生成した概念とカテゴリーを使い、簡潔に短く文章化する。

4．分析結果・考察

　3.4節で述べた手順で分析を行った結果、31の概念とその概念をまとめた 11のカテ
ゴリー（コア・カテゴリーを含む）が得られた。これらの概念間、カテゴリー間の関係
（結果図）を図 3「タイ人学習者の学習意欲の変化のプロセスとビリーフの関係」に示
す。横軸を左から右に「時間の経過」、縦軸を「学習意欲の高さ」とした。また、本文
中ではカテゴリーを【　　】、コア・カテゴリーを《　　》、概念名を〈　　〉12） で示す。
各概念の定義及び具体例（学習者の実際の発言）は添付資料として本論文最後に「表 1　
概念リスト」として記す。
　以下、コア・カテゴリーである《維持されるビリーフ》について述べた後、学習者の
気持ちを表すカテゴリー（結果図 ）を中心に、時間の経過「学習初期」「学習中
盤」「学習後半」に分け学習意欲の変化との関係を考察する。

11） 「分析ワークシート」には、自分の解釈内容と基になったデータ箇所の関係がたどれるように記入しておく。概念ごと
の分析ワークシートの完成（具体例が出尽くし、対極例についてのデータチェックも十分に行い、問題が無くなった状
態）が概念の完成を意味し、その概念に関しての「理論的飽和」に達したと判断する。

12） 関係図では、概念を  で示す。
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4.1　維持されるビリーフ
　初回のインタビューでは、学習者の母国での英語学習の経験から得られた結果から、
タイ人学習者のビリーフともなるカテゴリーを作成した。これはコースの中盤や終了時
にも「文法の説明はしっかりわかりたいけど、今は違います」「タイでは先生が教えま
したが、今は（どうしたらいいか）わからない時があります」「タイでは一生懸命やれ
ばいい点数ができました13）」など、学習者の発言にかかわる部分が多く《維持されるビ
リーフ》とし、コア・カテゴリーに位置づけた。
　まず、タイでの英語学習は文法中心の学習であり、教師がタイ語による説明を終始行
なうとの話の中から〈母国の英語教育は文法学習〉、〈文法学習はタイ語で説明〉という
概念を作成した。
　また文法中心の授業であるが故、学習者は学校の授業だけでは〈話せるようにならな
い〉、一般的には塾などに通って別で英語会話の勉強をすることなどの経緯から、学習
者は学校の授業に対して〈学習スタイルは「まぁまぁ」「よくない」〉というどちらかと
言えば否定的な意見を持っていることが分かった。これらの概念を集約し【タイでの第
二言語教育】というカテゴリーを作成した。
　次に学習に対してとる態度では、「基本的に授業中は先生の発言に集中する」「宿題は
しなければならない」「宗教の考えから学生は勤勉であるべき」など〈学習はまじめに
する〉、一生懸命教えてくれる教師に対して〈先生には協力する〉、クラス授業の中では
教師から意見や考えを問われるようなことはあまりなく、またわからないことを自分一
人が聞くことでみんなに注目されたり、授業の流れを止めてしまうことに抵抗があるな
どの理由から〈授業中の発言は恥ずかしい〉という考えを持っていた。また学習を行な
う上で〈「しっかり理解」が大切〉であり、クラスで授業を受ける際は何よりも〈クラ
スの雰囲気・ムードが大切〉であると考えている。これは、先ほどの〈先生には協力す
る〉とも通じるところがあるが、「教師だけがクラスの雰囲気を作るのではなく、みん
なでいい雰囲気を作って、リラックスした学習環境にすること」が大切であると考える
学習者が多いようである。これらの概念を集約してカテゴリー【学習姿勢「まじめ」】
を作成した。
　最後に教師についてであるが、タイでは「教師との関係が近かった」と答える学習者
が多く、教師とは色々な話をし、困った時や悩みがある時は、それを聞いて受け止めて
くれる〈相談者〉であるようである。一方で、教師に対して友だちのような近さを持っ
ているのではなく、授業中は教師の完全なコントロールの下で教師中心による授業が多
いようで、タイ人教師は〈厳しい〉という考えを持っていた。日本では、タイ人教師と
同じような感覚は持っていないものの、教師に対して〈親切な人で色々な話がしたい〉

13） 学習者の発言をそのまま引用。
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ようである。これらの概念を集約して【教師とは】というカテゴリーを作成した。
　タイでの第二言語教育は、教師中心による文法学習に重きを置き、タイ語による説明
が行われるという授業形態がとられ、また学習姿勢や教師についての考えはタイの「学
生は勤勉であるべき」「目上の者には従うべき」「教師は敬うもの」などという宗教観が
色濃く反映されており、タイ人学習者ビリーフに大きく影響していると考えられる。

図 3　タイ人学習者の学習意欲の変化のプロセスとビリーフの関係14）

14） 「気持ちに関するカテゴリーの高さ」が「学習意欲の高さ」を示す。また図のカテゴリーの大きさが時間軸の流れに比
例しているわけではない。
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4.2　学習初期（開始から 3‒6ヶ月ごろまで）
 4.2.1　一生懸命すれば大丈夫
　では、前項で明らかとなったビリーフを持つ学習者たちは、日本での学習に対してど
のように感じているのであろうか。調査校では初級や初中級の授業では『みんなの日本
語Ⅰ・Ⅱ』を使用し、文法学習中心の授業を受ける。このころは来日して日が浅く学習
意欲も高く、学習者間に大変さの程度差はあるものの【一生懸命すれば大丈夫】である
学習者が多い。この背景には初級や初中級の間は母国の英語教育とも似ている〈文法の
勉強が多いこと〉や、日本語教師による直接法の授業が行われていながらも〈タイ語の
翻訳があります〉という環境が大きく影響を与えている。教科書に書かれている文法を、
教師の説明やタイ語訳から理解し、問題を解く、タスクをこなす、といった作業は学習
者自身にとって「やらなければいけないこと」が非常に明確であり、教師から指示され
たことを受身であってもまじめに行うという学習行動は先行研究の通りである。これら
の環境はタイ人学習者が大切に考える「授業内でのリラックスした雰囲気」が保たれて
おり、タイ人学習者ビリーフの影響を強く受けていると言える。

4.3　学習中盤
　学習が進むにつれて、「順調に進んでいる者／いない者」の差が出てくる。これらを
【一見順調】と【順調じゃない】とに分類した。

 4.3.1　一見順調
　まず、成績もよく【一見順調】と思われる学生は、授業には意欲的に取り組んでおり、
動機づけが高いように見受けられる。しかし「勉強が大変であり、日本の生活を楽しむ
余裕が無い」こと、成績上位者であるにもかかわらず「上級クラスには進級したくな
い」と考えている者もいた。彼らが最も困難に感じていることは〈漢字〉の複雑さとそ
の読み方の多さ、さらに漢字語彙を覚えることに【学習上のハードル】を感じている。
しかし、彼らに共通していることは【異文化とのかかわり】を持っていることである。
〈留学〉や〈インターナショナルスクール〉出身など、来日前に外国人と接した経験が
あり、来日後はクラスメートの〈外国人の友だち〉と遊んだり、〈アルバイト・サーク
ル〉に参加したりすることで積極的に日本語を使う環境に身をおいていることである。
こういった経験が、現在の日本での生活や外国人とかかわることを比較的スムーズにし、
「日本語でコミュニケーションをとりたい」などの新たな学習動機を自ら作り出してい
る。

 4.3.2　順調じゃない
　次に、成績がよくなく再履修になるなどうまく学習が進んでいない【順調じゃない】
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学生について述べる。このカテゴリーで中心となる概念は〈「わからない」「話せない」〉
である。学習が進むにつれて教室内での日本語の発話量は増える。しかしながら「勉強
とは教師から与えられる知識を増やしていくこと」「与えられた課題をこなしていくこ
と」（〈学習とは「先生が教えてくれるもの」〉に分類される発言より）という母国の学
習の経験からこれらのビリーフを持つ学習者にとって、話すことは「教えてもらってい
ないからわからない」と感じる。話し方がわからないのに、教師からは質問され、意見
を問われるなど「話さなければならない」という〈「わからない」「話せない」〉悪循環
に陥ってしまう。
　この概念から影響を受けて〈先生には話しても意味がない〉が生じる。授業中の教師
の説明や他の学生とのやりとりがわからず、学習者は自身を喪失し、教室の中で居心地
が悪くなる。これが続き「先生は自分を見ていない」という感情が引き起こされていく。
【学習上のハードル】との関係で見ると、〈会話・聴解〉と、〈漢字〉に問題がある。学
習者は学習上のストレスを抱えながら、解決策がわからず〈ストレスによる体調や心理
状態の変化〉が起こる。こういった複数の概念が複雑に関係し合い【順調じゃない】状
態に陥り、学習意欲も低下していくこととなる。

4.4　学習後半
　時間の経過に伴い、【順調じゃない】学習者たちにも変化が見られる。

 4.4.1　元気になってきた！
　まず、再び学習意欲を取り戻していく時のプロセスを見ていく。中心の概念を〈再履
修でもう一度勉強〉とした。この概念を中心にした理由は、【順調じゃない】状態から、
再履修になったすべての学生が「再履修」となることを前向きに捉え、気持ちの余裕を
もって授業に臨み、その結果再び学習意欲を取り戻すというプロセスの中で中心的な概
念となっていると判断したからである。
　では、「再履修を前向きに捉える」とはどういうことであろうか。具体的な学習者の
発言を見ると、「2回目だから先生の話がわかりやすい。」「わたしは遅いからゆっくり
考えたい。2回目がちょうどいい。」など再履修者すべてがこういった内容の発言をし
ている。中井（2009）では、中国人学習者の動機づけの変化のプロセスについて研究を
行っており、「再履修となることが動機づけ低下の大きな要因である」と述べている。
再履修を前向きに捉えるという結果はタイ人学習者の特徴とも言え、ここには、学習は
〈しっかり理解が大切〉というビリーフが影響していると考えられる。また再履修とな
ることで、クラスメートや担当教師が変わり、気分が変わること、周りの人たちが話す
日本語が前よりよくわかることも影響して「前よりクラスの居心地がいい」「先生との
関係がよくなった」などと答える学習者が多いことから、次の概念を〈自分に合うクラ



滝　井　未　来

12 Language and Culture, vol. 8 March 2014

ス・教師〉とした。ここにも教師との関係性が強く、〈クラスの雰囲気・ムードが大切〉
が影響を及ぼしていると考えられる。これらの概念をまとめて、学習者が口にした【元
気になってきた！】というカテゴリーに分類した。

 4.4.2　元気じゃない
　しかし、すべての学習者が上記のように元気になるプロセスをたどるわけではなく、
そうではない学習者【元気じゃない】もいる。授業内容や、友だちの日本語が〈「わか
らない」「話せない」〉状態が改善されないと、次第に意欲は低下し、コミュニケーショ
ンが十分にとれないためクラスの中で〈居場所がない〉と感じ始める。学習するときに
〈クラスの雰囲気・ムードが大切〉であり、教師との関係も強い学習者にとってこう
いった状態は非常に居心地が悪く、閉塞感を感じる学習者もいる。中には再履修となっ
たことで一度は状態がよくなるものの、次のレベルに進級するとまた「わからない」状
態に陥り、意欲が低下する者もいる。

4.5　新たなビリーフ
　以上のプロセスを経て、【元気じゃない】学習者たち以外は【新たなビリーフ】とな
る初期段階とは異なる学習観を口にするようになる。「先生や他の人がいいということ
が自分にもいいとは限らない」など〈自立心の芽生え〉、また「休み時間の教師や友だ
ちとの会話から自分が興味をもつことがある」など〈教科書で勉強しないこともある〉
という新しい概念が生まれる。【元気になってきた！】学習者たちは、「新しいクラスの
雰囲気が好き」「先生といい関係ができている」「もう一度勉強（再履修）するからよく
わかります」など〈クラスの雰囲気・ムード大切〉や〈「しっかり理解」が大切〉等の
《維持されるビリーフ》の影響を受けていると考えられる発言も多く、新たなビリーフ
は、それまでのものが完全に変化して表れたものではなく、日本での学習や生活を経験
することで再構築され、《維持されるビリーフ》の影響も受けながら、変容していく可
能性があるものと考えられる。

5．おわりに

　以上、M-GTAを用いてタイ人学習者 9名のビリーフと学習意欲の変化のプロセスを
たどってきた。本調査で見えてきたことは、タイ人学習者が日本語学習において最も困
難に感じることは「漢字」学習と「会話及び聴解」である。まじめに取り組む姿勢を
持っていながらも〈学習とは先生が教えてくれること〉と信じて学習に臨み、しっかり
指導をしてもらっていない大量の漢字に圧倒され、話し方も教えてもらっていないのに、
授業内で発言を求められることに学習者たちがプレッシャーを感じていることを教師は
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認識する必要があると考える。学習者の学習意欲減退の理由として、教師のかかわり方
が大きな要因となることは、大岩（2008）、楠木・工藤（2006）でも指摘されているこ
ところである。〈しっかり理解が大切〉で〈授業中のみんなの前での発言は恥ずかしい〉
学習者が、わからないのに発言を求められ、先生に聞かれることが「怖い」「苦しい」
と口にした学習者も数名いた。これらが顕著に表れる時期が、漢字の量が増え、学習の
スタイルも大きく変わる中級時に起こり、これを放置することで学習意欲の低下が起こ
ることとなる。
　再履修となることで、学習意欲が回復する学習者も多くみられたが、本調査をした学
習者の中には「日本での学習が苦しい」との理由からコース半ばで帰国を決意した者が
いた。こういう状態になると教師ができることはほとんどない。学習期間の長短にかか
わらず、学習が順調に進んでいないと思われる学習者がいる場合、教師は速めにケアし、
対策をとる必要がある。
　現場にいる教師にとって、「この学習者は学習がうまく進んでいない」「動機づけが低
下している」ということが外からわかっても、その複雑な学習者をとりまく状況や心理
状態を一度に理解することが難しい場合、学習者と教師との間に信頼関係がうまく構築
されていない状況下では学習者が心を開いて話さない場合、また日本語力の問題で言い
たいことがすべて伝わらない場合なども大いに考えられる。学習者のビリーフというも
のが学習者のとる行動や心理に影響を及ぼすことを教師は理解し、本研究で明らかと
なったプロセスを参照し、その学習者の問題がどのような状態に位置するのかというこ
とを含め参考にしたり、また相違点や類似点について教師間で意識合わせを行い、その
学習者の状況を把握して、抱える問題を理解したりするのにも有効であると考える。こ
れらは結果図によって比較的容易に理解することができるであろう。教師が学習者を理
解し効果的な指導を行うには、まず教師自身が学習者の背後にある文脈を理解すること
が非常に重要であることは言うまでもない。教師が学習者を理解しようとする姿勢は、
教師と学習者の信頼関係構築にも影響を与え、母国から離れた外国で、一人で学習に取
り組むタイ人学習者の学習意欲を維持させることにつながっていくのである。
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表 1　概念リスト

概念名 定　義 具　体　例

タ
イ
で
の
第
二
言
語
学
習

1．  母国の英語教
育は文法学習

タイでの英語の授業は
文法中心

・文法の勉強、たくさんしました（PO）
・タイでは一番は文法です（YO） 全 9例

2．  文法学習はタ
イ語で説明

文法説明をタイ人教師が
タイ語で行う

・ タイ語で文法の説明をします。小さいところまでわか
る（YO）
・先生はタイ語で文法の説明をします（PO） 全 9例

3．  話せるように
ならない

学校の授業では話せるよ
うにならない

・ 文法は教えてくれるけど会話の方法は教えてくれない
（WN）
・ 英語の教科書は全部英語だった。でも先生が全部それ
をタイ語で説明するから、話す練習もしないし、全然
話せるようにならない（YO） 全 9例

4．  学習スタイル
は「まぁまぁ」
「よくない」

学校の英語教育について
学習者が考えていること

・ 文法はタイと同じようにしたい。話はできないから
まぁまぁ（PO）
・タイの英語の授業はよくないと思う（YO） 全 8例

5．  学習とは「先
生が教えてく
れるもの」

「学校の勉強」「学習」
についての学習者の考え

・ タイの授業では先生は説明ばかりで学生は話しません。
講義の形式です（YO／WN）
・ 勉強すること…イメージは「先生が説明して」学生は
「それを聞いて理解する」ということです（AP）

 全 9例

学
習
姿
勢
「
ま
じ
め
」

1．  学習はまじめ
にする

学習者は学習に対して
「まじめに取り組むもの」
と考える

・ 学校では、先生に言われる通りに一生懸命勉強した
（WN）
・ タイ宗教の教えは「一生懸命勉強したらいい成績がと
れる」「いい成績がとれたらいい大学に入れるし、い
い仕事に就ける」という教えがあるから、タイ人はそ
れを信じている（WN）
・ タイの宗教は「勉強は一生懸命しなさい」だからたく
さんのタイ人は勉強も一生懸命しようとする（YO）

 全 9例
2．  先生には協力
する

授業中先生に協力的な態
度をとる

・ 先生が一生懸命授業をしてくれるから協力します
（AP）
・ タイの宗教はその考え方。先生は神様とかじゃないけ
ど、わたしたちより上の人です（BO） 全 9例

3．  「しっかり理
解」が大切

学習する時に大切なこと
は「しっかり理解」する
こと

・ タイと同じように文法の勉強がしたい。タイ語の説明
があるといいです（PO）
・文法はしっかりわかりたいです（KO／OL） 全 8例

4．  クラスの雰囲
気・ムード大
切

授業を受ける際に大切だ
と思うことは「いい雰囲
気」「リラックス」

・ クラスの中でリラックスして、楽しい雰囲気は 1番大
切です
　  悪い雰囲気は勉強に集中できないし眠くなります
（AP）
・楽しい雰囲気が勉強を楽しくする（KO） 全 7例

5．  授業中の発言
は恥ずかしい

授業中にみんなの前で質
問をしたり意見を言った
りするのは恥ずかしい

・  タイ人は憶病でシャイだし、授業は先生の説明が多い
からあまり話さない（WN）
・（自分の質問で）授業がとまるのが嫌です（AP）
・授業の中でみんなの前で話すのは嫌です（OL） 全 6例

教
師
と
は

1‒1．  タイ人教師
は「厳しい」

タイ人教師は厳しい ・  先生に授業のわからないところを質問したら「集中し
て聞いていないからわからないんだ」と怒られたこと
がある（WN）
・  先生は厳しい。命令します。みんな「はい」と言いま
す。（PO） 全 7例
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概念名 定　義 具　体　例

1‒2．  タイ人教師
は「相談者」

困った時にはタイ人の先
生に話を聞いてもらう

・先生は親のような存在です（BO）
・先生には何でも話ししました（YO） 他 7例

2．  色々な話がし
たい

先生は親切で色々な話が
できる人がいい

・  タイの先生とは色々な話をしました。授業じゃない時
も事務所に行って話しまた。日本もそんな先生がいい
かな（KO） 全 6例

一
生
懸
命
す
れ
ば
大
丈
夫

1．  タイ語の翻訳
があります

文法学習の際には教科書
の文法解説で理解をする

・  教科書には「タイ語の説明」の本があるから、見なが
ら授業を受けます（WN／PO）
・  タイ語で確認できるからいいです。なかったら授業は
わかりません（OL） 全 8例

2．  文法の勉強が
多いです

初級の間は文法の勉強が
多い

・  教科書は文法の勉強が多いです。先生が説明して文法
がよくわかります。（AP）
・  タイの時みたいに一生懸命、一生懸命文法を覚えまし
た（WN） 全 8例

一
見
順
調

1．  勉強ばかりし
たくない

勉強には意欲的に取り組
んでいるように見えるも
のの、余裕が無く、本心
は「生活を楽しむ余裕が
ほしい」と考えている

・  何かね、ちょっと疲れています。勉強して話ができる
ようになるのは楽しいけど、せっかく日本にいるから
もっと色々な経験をしたいです（AP）
・  本当はねー、上級じゃなくて、中級 2に行きたい。あ
まりがんばりすぎるのはよくないです（笑）（KO）

 全 2例

順
調
じ
ゃ
な
い

1．  「わからない」 
「話せない」

学生が「先生は“話し
方”を教えてくれないか
らわからない」「先生の
説明もわからない」と考
えている

・  授業中も先生に何か聞かれることが怖いです。話すこ
とは怖いだけ。わかりません。答えられないからみん
なが変な目で見ます。先生は文法は教えてくれるけど、
でも話すのは「POさん、話してください」だけ。わ
かりません（PO）
・  どうやって勉強すればいいのかよくわからなかった。
タイでは先生の言ったことをすればよかった。でも今
は何をしたらいいのかわからない。一生懸命するのに
話せない、時々「何でわたしはここにいるんだろう、
何でわたしはここに来たんだろう」と考えていた
（WN） 全 5例

2．  先生に話して
も意味がない

教師に最初から相談しな
い、または、相談をして
みたものの、悩みは解決
せず「自信喪失」「教師
への不信感」等につなが
る

・  先生に話しませんでした。どうやって説明したらいい
かわからないし、先生はわからないと思うから意味が
ないかな（笑）（PO）
・  先生に相談しようとは思わなかった。先生のことも信
頼できなかったし。クラスの雰囲気も好きではなかっ
た。多分その理由は、先生やクラスメートが話す日本
語がわからなくて孤独で、気持ちがそこになかった
（WN）
・  先生には相談しなかった。わからないけどできなかっ
た。「解決方法がないかな」と自分で考えて少し諦め
ていた（YO） 全 5例

3．  ストレスによ
る体調や心理
状態の変化

過度のストレスがかかり
状態が悪くなる

・  熱が出たりお腹が痛くなったり、朝学校に行く前に急
になります（YO）
・  毎日「タイに帰りたい」と思った。その時にタイに帰
る航空券のチケットを予約した。帰りたくて、帰りた
くて毎日カレンダーに「あと何日…」とマークしてい
た。モチベーションはとても下がった。「勉強してい
ない」じゃなくて「一生懸命しているけどできない」。
焦るしストレスがたまって頭が毎日痛かった。「日本
から離れたい」と思うようになった（WN） 全 4例
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概念名 定　義 具　体　例

元
気
に
な
っ
て
き
た
！

1．  再履修でもう
一度勉強

試験で平均 60点に満た
なかった学習者がレベル
進級できずに、同じレベ
ルにとどまり、同じテキ
ストで勉強をする

・  前にした勉強だからもう一度聞いてよくわかります
（YO）
・  先生の説明が前よりわかりやすい。2回目だからかも
しれないけれど先生の言っている日本語がわかって、
説明や言葉などがよく頭に入って覚えられる（WN）
・  わたしは遅いですから、ゆっくり考えたい。2回目が
いいです（PO） 全 4例

2．  自分に合うク
ラス・教師

学習者が「前のクラス」
と比較し、「新しいクラ
スの環境の方が居心地が
よい」と感じている

・  前のクラスはヨーロッパの学生の先生に対する態度が
とても嫌だった。例えば先生が何かを説明しているの
に彼は「違う」と言って反抗的な態度をとった。先生
はその時は「そういう考え方もありますね」と言った
けど彼は「やっぱり自分が正しい」と笑っていた。そ
れを見て、先生に対してそういう態度をとるのも嫌だ
し、学生なのにどうして自分の考えにそんなに自信が
持てるのかも理解できず嫌だった。今のクラスはアジ
ア人が多くて、そういったタイプの人がいない。だか
ら居心地がいい。今の先生は「WNさん、それはだめ
です」とはっきり言う。はっきり言うから、わかりや
すいし信用できる感じ。今の先生がすごく好き。説明
も前よりわかる（WN） 全 3例

3．  タイ人の友人
の存在

タイ人学習者が、「日本
語」というストレスから
解放され、リラックスし
たい時、そこにはタイ人
の友人の存在がある

・  前は「勉強しなくちゃ」と思って勉強していたし、日
本語を使おうと思って市の交流センターにも行ったけ
どうまくいかなかった。今は何か「もういいかな」っ
て思ってリラックスできる。タイ人の友だちとよくい
る。一緒にご飯を作ったり、遊びに行ったり。学校に
行くのも楽しくなってきた（WN） 全 2例

4．目標の具体化 日本語を使って今後どの
ようにしていきたいか明
確になる

・  自分が勉強していきたいと思う専門を見つけ、意識が
そっちにいったからかな…。専門に意識が向くように
なって日本語のことばかり考えないようになった
（WN）

元
気
じ
ゃ
な
い

1．居場所がない 学習者が教室の中は「居
心地がよくない」と感じ
ている

・  学校はあまり好きじゃない（中略）休み時間は違うク
ラスのタイ人の友だちといます。（中略）先生も何も
してくれません。休みの日もタイ人の友だちと遊んで
います（MG）
・何となく一人でいます。（PO） 全例 3例

2．  学習目的の消
失

学習者自身に日本語学習
の明確な目標がなくなる

・  日本に来たばかりの時は、「将来日本で働きたい」と
かあったけど（中略）家庭の都合でもうすぐタイに帰
ります。仕事はおばさんの会社に就職します。日本語
は使うかどうかわからないです（AT）
・  タイに帰ることも決めたから、どっちでもいいです。
気持ちがここじゃない（MG）

新
た
な
ビ
リ
ー
フ

1．  自立心の芽生
え

学習者が「他の人から言
われることを聞く」とい
う考えから「自分で考え
る」「自分で何とかす
る」という意識へと変化
していく

・  前は先生が教えてくれることをしていました。でも先
生や他の人がいいということが自分にも絶対いいでは
ないことがわかったので、自分に合う方法を自分で探
してします（YO）
・自分で考えて決めることが多くなった（WN） 全 3例

2．  教科書で勉強
しないことも
ある

語学学習とは「教師に教
えてもらい文法を中心に
勉強すること」と感じて
いた学習者が「教科書以
外で学ぶこともたくさん
ある」と感じるようにな
る

・  前は教科書の言葉を覚えることが一番大事と思ってい
ました。でも、関係ない先生の話や友だちの日本人か
ら自分が興味を持つことがたくさんあります（AP）
・  文法を勉強することは大切ですが、今はそれだけじゃ
ない（と思っている）。
・  勉強したい専門を見つけて、その関係の人たちと話を
してそっちで覚えた日本語の知識も（自分で思ってい
たより）たくさんあった（WN） 全 3例



「時」に対する認識と言語表現 ― 英語・日本語を対象に ―

19『言語と文化』第 8号 2014年 3月

1．はじめに

　我々人間の生活において、いつ如何なる場合でも存在しうるものが二つある。それは、
「時（time）」と「空間（space）」である。本論文では、これら二つを人間がどのような
認識でもって捉えているのかを明らかにする。我々人間は、日常生活を送る中で常に物
理的三次元空間内に存在している。例えば、‘I live in Kyoto.’や ‘I run fast.’等の文は、
各々 ‘I live in [space of] Kyoto.’、‘I run fast [in space].’と換言することが出来る。むしろ
‘space’を補った方が各々の事象をより正確に、又論理的に正しく表示していると思わ
れる。しかしながら、我々の日々の諸々の活動や状態が spaceの中で生じるのは大前提
であることを考えると、言語の論理性から言って ‘in space’を言語化しないのが自然で
ある。つまりは、‘in space’は前提的な旧情報（old information）になる。ただし、以下
（1a‒b）では ‘space’は言語化される。

⑴ a. How would I feel if I could walk in space?

宇宙遊泳ができたらどんな感じだろう .
 ―『ジーニアス英和大辞典』（s.v. space 名 2 用例）（下線筆者）
⑴　b. travel through space to Mars

    火星まで宇宙旅行をする
 ― Ibid.（下線筆者）

「時」に対する認識と言語表現
― 英語・日本語を対象に ―

中　島　亨　輔

　要　旨　

　日々の生活の中で、我々は無意識に「時」とともに過ごしている。この「時」という抽
象物を理解する為に、人間は様々な比喩のフィルターを介する。この比喩のフィルターは
唯一のものではない。それは、「時」という抽象物は様々な部分から成り立っているから
である。本論文は「時」の様々な部分の一つずつに焦点を当て、‘TIME IS SPACE’（時は
空間である）、‘THE CHANGE OF TIME IS THE CHANGE OF TIDE’（時の変化は潮の変
化である）、‘TIME IS A RIVER’（時は川である）という 3つのメタファーを基盤に「時」
の捉え方の一端を明らかにする。

　　　　　　研究論文
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（1a‒b）において、‘space’が言語化されているのは、その場合の ‘space’は、我々が日
常生活をおくる物理的三次元空間と異なり、大気圏外に存在する「宇宙（空間）」を示
しているからである。逆説的に言えば、‘space’が言語化されているということは、そ
の指示物は我々の周りに恒常的に存在している物理的三次元空間ではないことを意味し
ているのである。
　しかし、我々の日常生活に前提的に存在している ‘space’の指示物も、以下（2a‒b）
のように言語化される場合がある。

⑵ a. look up into space（空（くう）を見上げる）
 ―『ジーニアス英和大辞典』（s.v. space 名 1 用例）（下線筆者）
⑵ b. stare [gaze] into space（虚空を見つめる .）
 ― Ibid.（下線筆者）
⑶ a. look up [down] into sb’s face

人の顔を見上げて［見下ろして］のぞきこむ［目を見入る］
 ―『英和活用大辞典』（s.v. look2 v. 〈＋前置詞〉）（下線筆者）
⑶ b. gaze into the stranger’s face

その見知らぬ人の顔をじっと見つめる
 ―『英和活用大辞典』（s.v. gaze2 v. 〈＋前置詞〉）（下線筆者）
⑶ c. stare into her eyes

彼女の目をじっとのぞきこむ
 ―『ジーニアス英和大辞典』（s.v. stare1 動  自 1 用例）（下線筆者）

（3a‒c）に示すように、look up into NP/gaze [stare] into NPにおける NPの指示物は本
来、視覚で捉えることが出来る物理物である。しかし（2a‒b）では、我々の周りに存
在している物理的三次元空間そのものは、人間が視覚でも触覚でも捉えることができな
い抽象物であるにも拘らず、あたかも具体物であるかのように言語化されている。これ
ら（2a‒b）の表現は我々が物理的三次元空間の中で日常生活を送っているという、無
意識的意識の表れであることは、以下⑷の辞書表記からも明白になる。

⑷ He sat staring into space (= looking at nothing).

  （彼は三次元空間の中を見つめて（何にも見ずに）座っていた。）
 ― OALD（s.v. stare verb  用例）（下線・和訳筆者）

この⑷を参考にすると、上記（2a‒b）の英語表現は、それぞれ意味論的に以下（5a‒
b）に言い換えることができる。
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⑸ a. look up at nothing1）

⑸ b. stare at nothing

このように、我々が「何ものにも目の焦点を合わさずにいる」ことは「（我々の周りに
常に存在する）物理的三次元空間を見つめる」と言い換えることが可能である。つまり、
これらの表現が意味論的に書き換え可能であるということは、我々が自身の周りに存在
している物理的三次元空間を「無（無きもの）」として捉えている、という証拠となり
うる。

2．TIMEに関するメタファーの分析

　我々の生活の中に常に存在している「時」と「空間」は概念的に密接につながってい
る。以下では「時」と「空間」とが英語母語話者の大脳内で如何に結びついているのか
について論じる。さらに、抽象物である「時」を英語母語話者と日本語母語話者が如何
なるメタファーを通じて認識しているのかを言語現象を基に明らかにする。

2.1.　TIME IS SPACEメタファーの分析
　既に述べたように、我々人間が日々生活する中で常に存在するものは「時」と「空
間」である。この両者は認知言語学では TIME IS SPACEという概念メタファーで結び
付けられる。以下（1a‒b）の記載はまさにその概念を反映した表現である。

⑴ a. for a [the] space of five years

    5年間
 ―『ジーニアス英和大辞典』（s.v. space 名 5 用例）（下線筆者）
⑴ b. The irises wilted in [during, within] the space of a day.

    アイリスは 1日でしぼんだ《◆ in a dayの方が普通》
 ― Ibid.（下線筆者）

（1a‒b）では空間表示語である spaceに前置詞 ofを介在させて ‘five years’という時間
表示語句と共起させている。ここから、人間は「時」を「抽象的な空間」として捉えて
いることが分かる。このように深い概念的結びつきを持つ time（時）と space（空間）
との関係は、両語の歴史に着目すれば一層明白になる。そこで、英語 timeの原義を示

1） この nothingは noughtと同意であると見れば、（5a‒b）は各々「ゼロを見上げる」、「ゼロ」を見つめているとも
換言できる。
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す以下⑵に引用する。

⑵  time n. 1｟OE｠（一定の長さの）時間．2｟OE｠時（とき）；時刻．3｟lateOE｠ 
［しばしば pl.］時代．4 ｟OE｠［通例 one’s～］一生．5｟c1275｠（何）回． 

6｟a1398 Trevisa｠（過去・現在・未来と続く）時間．7｟c1400 Wyclif｠（何）
倍．◆ OE tīma ＜ Gmc *tīmon (ON timi (good) time) ↼ *tī - to stretch, extend 

( ↼ IE *dā - to divide (Gk daiein): cf. TIDE) ＋ -mon- (abstract suf.).
 ― 寺澤（編）（1997: 1438）（下線筆者）

抽象物である「時」を語で表示するために、太古の時代には「時（の流れ）」を「伸び
る（to stretch）／拡がる（to extend）＋分割する（to divide）」で示される概念を用いて
いたことが推測される。しかしながら、抽象物である「時」を「伸びる／拡がる＋分割
する」概念で捉えていたと推測するよりも、「人間が具象物を捉えるのに最も手近で便
利な機能を持ち、日常生活で五感のうちで最も多用される感覚器官である『視覚』2） で
捉えられる具象物を基本視点にして、抽象物である『時』を捉える」と考える方が人間
の認識行為として自然ではないかと筆者は主張したい。所謂、「メタファー理論」の
「一方向仮説」を基盤とする考え方である。今日でも「時の流れ」と「潮の満干」とが
我々の日常生活で結び付けられることがしばしばある。そこで、「時の流れ」と深く関
係する具象物である「潮流」の意をもつModE tideの歴史を遡ることを試みることも
一考の余地があると考え、以下⑶を記載する。

⑶  tide1 n. 1｟OE｠｟古｠時．2｟OE｠潮時．3｟1340｠潮．◆ OE tīd time ＜ Gmc 

*tīðiz (Du. tijid / G Zeit time / ON tið) ↼ IE *dā - to divide, cut up (Gk daiesthai to 

divide ( ⇨ GEODESY), dêmos ‘DEMOS’): cf. TIME) ◇原義は time and tideのよ
うな頭韻句｟a1225｠や eventide，Yuletideなどに見られる．

 ― 寺澤（編）（1997: 1436）（下線筆者）

「メタファー理論」の「一方向仮説」の観点に立てば、OE期では tīd（＝ModE tide）
が「時」を示す語として使用されていたと考える方が説得力がある。Tidは具象物の

2） その証拠の一つとして以下の引用を挙げる。
 　　  感覚器官は、それぞれ光線や音波など、この世界の中のある種のエネルギー（刺激）に応答し、そのエネルギーを

感覚情報として神経系のエネルギーに変換するインターフェイスの機能をもつ。知覚過程は、これら感覚情報を他
の情報とともに用いて、外界で何が生じているのかを推定する。…ある感覚器官は、ある特定の刺激にだけ応答す
るように出来ている。目に対する光線、耳に対する音波がそれであり、このような刺激は適当刺激といわれている。
…人間は視覚動物であるといわれるように、人間にとってもっとも主要な感覚は視覚である。

 ― 鈴木（1997: 20‒21）（下線・部分省略筆者）
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「潮流」の意をもつことから「潮が満ちる（＝「満潮」）」事象が「潮が四方に伸び、拡が
る」事象として捉えられていたと考えれば、tīma（正確には、tī-）に関して上記に記載
されている意味概念に通じる。この tīmaと tīdの二語は OE特有の詩作法であった頭
韻（alliteration）の名残りを示すようにME期に time and tide3） の句形で突然現れるが、
この頃までには既に複数の意味変化を起こしていた timeの抽象的原義概念を示す意図
で、具象物指示語であり、かつ意味変化が「潮流 →（潮流の）時」しかない tideを並
列させたと解釈できる。
　他方、spaceもME期には「抽象的空間」表示語として tideと共起する実例がある。
以下⑷にこれらに関する記載を挙げる。

⑷ Space

   I.  Denoting time or duration.

  1.    Without article ; Lapse or extent of time between two definite points, events, 

etc. Chiefly with adjs., little, long, short, small.

    a1300 Cursor M. 6980 þair faith lasted little space.

            （Their faith lasted little space）
              （彼らの信念はごく短い抽象的空間（時間）しか続かな

かった。）
  2.  （省略筆者）
  3.    With the (that, etc.): a.    The amount of extent of time comprised or contained 

in a specified period. . . .

    ⒜ c1340 HAMPOLE Pr. Consc. 3933 þe space of all ane hale yhere.

                    （the space of all one whole year）
                    （丸 1年の抽象的空間（時間））
    . . . .

	 	 	 			1793 SMEATON Edystone L. §344 In the space of a tide, the salt water has 

not time to . . . return.

                    （満潮の抽象的空間の中（時間中）では海
水が引くことは全くない）

 ― OED vol.X（19785: 495）（括弧内表記・省略筆者）

⑷で示した ‘little space’、‘þe space of all ane hale yhere’、‘In the space of a tide’における
各々の spaceは明らかに「物理的空間」でなく「抽象的空間」、つまりは「時」を表示

3） この表現は、（諺）‘Time and tide wait for no man.’（歳月人を待たず）の一部として今日に伝わる。
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している。このような理由から、通時的にも TIME IS SPACEメタファーが英語母語話
者の大脳内に存在してきた事実が実証可能となる。

2.2.　THE CHANGE OF TIME IS THE CHANGE OF TIDEメタファーの分析
　1.1で述べたように「時」と「潮」とは、我々の日常生活ではよく結び付けられるこ
とがある。以下（1a‒d）に「時」と「潮」とが結合している英語と日本語の実例を挙
げる。

⑴ a. 時運は非なり
The times are [tide is] against us.

 ―『新和英大辞典』（s.v.じうん2【時運】）（下線筆者）
⑴ b. 過去から未来への時の流れ

the flow of time from the past to the future
 ―『新和英大辞典』（s.v.かこ2【過去】）（下線筆者）
⑴ c. swim against the tide

潮に逆らって泳ぐ；時勢に逆らう
 ―『英和活用大辞典』（s.v. swim2 v. 〈＋前置詞〉）（下線筆者）
⑴ d. go [swim] with the tide

世の風潮に従う
 ―『英和活用大辞典』（s.v. tide1 n. 〈前置詞＋〉）（下線筆者）

海水が満ち引きすることによって、「流れ」が生じる。上記（1a‒d）の日本語と英語の
実例は、「海水の流れ（潮流）」と「時の流れ」との概念的繋がりを示す実例である。 

英語母語話者は tideを用いて、物理的「潮流」に留まらず、抽象物である「時運／時
勢／風潮」をも表示する。また、以下⑵のような日本語表現からは、日本語母語話者が
「時」と「潮」とを概念的に結びつけていることが一層明らかになる。

⑵ しお‒どき【潮時】しほ‒
   2   物事を始めたり終えたりするのに、適当な時機。好機。「― を待つ」

「ピッチャー交代の ―」
 ―『大辞泉』（s.v.しお‒どき【潮時】）

これまでの論述から英語母語話者と日本語母語話者には以下⑶に示すようなメタファー
を持っていると考えられる。
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⑶ THE CHANGE OF TIME IS THE CHANGE OF TIDE

    時の変化は潮の変化である

この「時の変化は潮の変化である」というメタファーの根底には、以下⑷のような文に
示される事実がある。

⑷ The tide begins to flow at four today.

    きょうは 4時に上げ潮になる
 ―『英和活用大辞典』（s.v. tide1 n. 〈＋動詞〉）（下線筆者）

つまり、「潮の変化」は「時の変化」とともに起こる事象なのである。このように視覚
で捉えられる「潮の変化」を基盤に、人間は「時の変化」を捉えることが出来るのであ
る。

2.3.　TIME IS A RIVERメタファーの分析
　2.2では「潮の変化」と「時の変化」とに見られる並行性について論じたが、それは
「時の或る部分」にしか焦点を当てていない。つまり、「時」にはまだ「他の部分」があ
り、それらいくつもの部分から「時（というものの全体）」を構成しているのである。
そこで以下⑴の表現に目を転じる。

⑴ a. The tide moves forward and backward.

⑴ b. ?Time moves forward and backward.

潮の満干は「起潮力」によって毎日 2回繰り返される。つまり、「潮」は時間帯によっ
て方向性が逆になるのである。それに対し、「時」の流れが逆になることはありえない。
この点においては「潮」と「時」との並行性は見られない。この「時」の流れの一方向
性を表示するメタファーが以下⑵である。

⑵ TIME IS A RIVER4）

このメタファーのフィルターを通すことによって、我々は「時の流れの一方向性」を認
識している。この認識は、以下（3a‒d）に示す過去概念表示語にも見られる。

4） 詳細はMoriyama（2000）を参照。
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⑶ a.    The classes at the college have become increasingly full over the past five 

years.

    大学のクラスは過去 5年間にわたりますますいっぱいになってきた
 ―『ジーニアス英和大辞典』（s.v. past 形 1 用例）（下線筆者）
⑶ b. The past month has been really busy at work.

    （ここ一か月間は仕事で本当に忙しい。）
 ― OALD（s.v. past adj. 2 用例）（下線・和訳筆者）
⑶ c. He died long ago.

    ずっと前に死にました
 ―『英和活用大辞典』（s.v. ago adv. 〈副詞〉）（下線筆者）
⑶ d. She was here just a minute ago.

    （彼女はちょうど一分前ここにいた）
 ― OALD （s.v. ago adv. 用例）（下線・和訳筆者）

（3a‒b）の pastには、「『時』が過去へ（流れて）過ぎる」という概念がみられる。こ
れと同様の概念を agoが持っていることは、以下⑷の史的記載を見れば明らかになる。

⑷  ago adj., adv.｟a1333｠以前に，（今より）. . .前に． ◆ME ago(n) (p.p.) ↼ ago(n) 

to go, pass ＜ OE āgān to pass away . . .
 ― 寺澤（編）（1997: 25）（下線・省略筆者）

ここから「『時』は未来から過去へと過ぎ（to pass）去る（away）」ものである」とい
う認識を見出すことができる。この認識は以下（5a‒b）の実例にも表れている。

⑸ a. in bygone years

    《文語》以前は
 ―『英和活用大辞典』（s.v. year n.1	〈形容詞・名詞＋〉）（下線筆者）
⑸ b. he sighed for days gone by.

    彼は過ぎ去った日々を懐かしんでため息をついた。
 ― ODE（s.v. sigh verb 用例）（下線・和訳筆者）

ここまで論じた「時の流れ」に対する認識は、「未来」と「物理的前方」及び「過去」
と「物理的後方」との概念的結びつきに通ずる。これらの概念的結びつきを示す実例を
以下（6a‒b）、（7a‒c）に示す。
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⑹ a. She sat two rows ahead of me.

    （ぼくより 2列前に座っていた）
 ―『英和活用大辞典』（s.v. ahead adv. 〈副詞〉）（下線筆者）
⑹ b.    Let us set the calendar ahead a hundred years and imagine what might be 

happening.

    （暦を 100年進めて何が起こっているか想像してみよう）
 ―『英和活用大辞典』（s.v. calendar n. 〈動詞＋〉）（下線筆者）
⑺ a. Her house is (right) back of the bank.

    《米口語》（彼女の家はその銀行の（すぐ）裏手だ）
 ―『英和活用大辞典』（s.v. back3 adj., adv. 〈＋前置詞〉）（下線筆者）
⑺ b. She knew me back then.

   （彼女は昔のオレを知っていたんだ。）
 ― Unforgiven（日本語訳筆者）
⑺ c. 状況：父が昔のことを娘に語る
          . . . those things I said to you back then, about your mother, that was in a 

moment of anger . . .

   　  （昔のあの頃、お前の母さんについて言ったこと、あれはつい憤りからだっ
たんだ）

 ― Harper’s Island

（6a）に示すように「物理的前方」を表示する aheadは、（6b）のように発話時基準の
「未来」概念をも表示する。また、（7a）に示すように「物理的後方」を表示する back

は（7b‒c）のように発話時基準の「過去」概念を表す。その理由は、人間が視覚動物
であるが故に、「目」が向いている方向を「物理的前方」、その逆の「背中」が向いてい
る方向を「物理的後方」と捉えるからである。この捉え方が、そっくりそのまま「未
来」と「過去」を、各々「抽象的前方」、「抽象的後方」にメタファー化される。我々人
間が通常、「未来」を向いて人生を送っているという考えは、以下（8a‒b）の言語表現
にも表れている。

⑻ a. A bright future lies before us.

我々の前途には輝かしい未来がある
 ―『ジーニアス英和大辞典』（s.v. past 前 1a 用例）（下線筆者）
⑻ b. The past always seems better when you look back on it than it did at the time.

過去はそれを振り返って見たときのほうが、過去のそのときに見えたより
も常によく見えるものだ
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 ―『英和活用大辞典』（s.v. past1 n. 〈動詞＋〉）（下線筆者）

これらの言語実例から、我々は通常「未来」を向いて生活を送り、「時」は「前方
（ahead）」からやって来て「背後（back）」へと過ぎ去って行くものであると認識して
いる事実が明らかになる。では、以下⑼に「時の流れ」を図示する。

⑼  〈「時」は人間の前面、すなわち「前を見る目がついている部位」の「前方」か
ら人間の部位、すなわち「後方」へ過ぎ去って行く〉

しかし、以下（10a‒c）と（11a‒b）に示す日本語表現は一見矛盾しているように感じる
かもしれない。

⑽ a. 予定を先延ばしにする。（未来方向）5）

⑽ b. 前もって、彼と話しておく。（未来方向）
⑽ c. 君は前途ある若者だ。（未来方向）
⑾ a. 先日はお世話になりました。（過去方向）
⑾ b. 以前、彼に会ったことがある。（過去方向）

（10a‒c）はそれぞれ「先」、「前」という漢字を用いて「未来」の事象を表している。
これは、⑼で示した英語表現の捉え方と同様で、「人間の視覚認識」に基づいた言語現
象である。他方、（11a‒b）は「先」、「前」という漢字を用いて「過去」を表示する。
このように一見矛盾しているように思われる言語事象を正しくに解釈するためには、
「時の流れ」に焦点を当てる必要がある。以下⑿に「時の流れ」を簡単に図示する。「時
の流れ」を示す矢印の方向に注目すると、（11a‒b）の表現についての正しい理解が得
られる。

5） （9a‒c）と（10a‒b）における「未来方向」と「過去方向」は、いずれも発話時を基準にしたものである。
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⑿ 〈「自然時の流れ」の図〉

つまり、（10a‒c）の「先延ばし」「前もって」「前途」は「人間の視覚認識」を基盤にし
た言語表現であり、（11a‒b）の「先日」「以前」は「時の流れの方向性」を基盤にした
言語現象なのである。

3．結　　論

　本論文は様々な部分から成る「時」の一部に焦点を当てている。或る部分に焦点を当
てるということは、他の部分は背景化されているということである。我々人間が「時」
を如何に捉えているかを明らかにする為の「時」の他の特質に対する認識についての更
なる分析は別稿で論じる。

（本論文作成において京都外国語大学大学院教授上野義和先生に多大な御指導賜りまし
たことを感謝いたします。）
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1．はじめに

　イタリアのロマンス語学者、カルロ・タリアヴィーニは、ラディン諸方言において現
在でも見られる語末の -sは、文学イタリア語や中南部イタリア方言においては全く見
られないが、北イタリア方言の古い段階においては、これが保持されていたことを指摘
している。
　北イタリア方言の現存している最古のテキストは、12世紀終わりから 13世紀初めに
かけて成立し、トリノ周辺においてピエモンテ方言で書かれた説教書、Sermoni 

Subalpiniとされている。タリアヴィーニが指摘するように、この説教書にも語末の -s

を持つ（以下、シグマ型屈折という）語が見られる2）。また、現在、ピエモンテ方言を
含む、ガロ・イタリア語と呼ばれる大部分の北イタリア方言においては、このようなシ
グマ型屈折語尾を持つ複数語形は、完全に消失している。
　一方で、ガリア地域において、古フランス語や古プロヴァンス語では、13世紀から
14世紀までは、屈折語尾が数形態素であるのみならず格形態素の能力を持ち、実際こ
れらの言語は、二格曲用の体系を維持していた。
　このことから、本稿では、Sermoni Subalpiniにおけるシグマ型屈折語尾が、現代ロ
マンス諸語のように、単に、数形態素の機能を持つだけでなく、当時のガロ・ロマンス
語のように二格曲用の一部として格形態素の機能をも持つという仮説を立て、電子コー

1） ガロ・イタリア語に属する、トリノ周辺地域の方言である。
2） Tagliavini 1972

13世紀のピエモンテ方言における二格曲用の検証
― 古フランス語、古プロヴァンス語と比較して ―

橋　口　真　和

　要　旨　

　13世紀初頭のピエモンテ方言1） における Sermoni Subalpiniという説教書は、北イタリ
アの現存する最古の俗語の散文の一つである。現在、ガロ・イタリア語では、-sで終わる
複数語形が消失しているが、同説教書には、語尾の -sが保持されている語形が見られる。
この -sを伴う語形が、古フランス語などに見られる二格曲用の一部であるという、ある
いは、その名残であるという仮説を立て、これを検証することが、本論文の目的である。

　　　　　　研究論文



橋　口　真　和

32 Language and Culture, vol. 8 March 2014

パスツールである Antoconcを用いて、Sermoni Subalpiniの俗語部分の電子コーパスを
分析し、この仮説を検証する。さらに通時的視点から、それが、俗ラテン語から現代ピ
エモンテ方言に変化する流れの中で、どのように位置づけられるか、また共時的視点か
ら、Sermoni Supalpiniの言語が、同年代のガリアの古フランス語や古プロヴァンス語
と、どのような関係にあったのかを検討することが、本稿の目的である。

2．分析の背景

2.1　古典ラテン語から俗ラテン語、ロマンス諸語へ 

　古典ラテン語の名詞や形容詞の曲用体系には、数を示すだけでなく 6つの格を示す能
力があった3）。しかし、10世紀ごろにロマンス諸語が成立した時には、すでに、大部分
の地域で、この屈折語尾が、格を示す能力を失い、その後、ラテン語が話されていた地
域の西部である西ロマニアで保持された語末の -sは、数形態素としての機能のみを残
した。
　ドイツの言語学者である G,ロルフスは、ロマンス諸語を、その特徴から、東西に分
けた。その等語線が置かれるのは、イタリア半島の付け根にある La Speziaと Riminiを
結ぶ線である。数形態素について言えば、西ロマンス語は、-sで終わるシグマ型複数形
を保ち、イタリア語に代表される東ロマンス語の複数形では語末の -sは消失してい
る4）,5）。シグマ型複数形は、ラテン語の複数対格の屈折にある語末の -sの名残であるとさ
れ、イタリア語の男性名詞にみられる非シグマ型屈折 -iは、ラテン語の複数主格語尾か
ら来たものだという説が有力である6）。
　また、スイスの文献学者、W, v,ヴァルトブルクによれば、この語末の -sの保持は、
近世においては、その出現は稀ではあるが、アヴェニン山脈にまで達し、西ロマンス語
に属する北イタリアと東ロマンス語に属する中南部イタリアを分離する根拠を与えると
いう7）。

2.2　ガリアにおける屈折体系
　ヴァルトブルクによると、ローマ帝国崩壊後他の地域において、屈折語尾から格形態
素としての機能が消失した一方で、南北ガリアと、後のレト・ロマンス語地域となるラ

3） 呼格、主格、属格、対格、与格、奪格の 6つである。
4） 一般に、西ロマンス語には、フランス語、プロヴァンス語、スペイン語、ポルトガル語が、東ロマンス語には、
イタリア語と、ルーマニア語が属するとされる。

5） イタリア語では、男性名詞では、-iで終わり、女性名詞は、-eで終わる。
6） Patota　橋本訳　2007
7） Wartbrug 1950
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エティア、後のルーマニア語地域となるダキアでは、曲用が保存された8）。古フランス
語と古プロヴァンス語では、13世紀から 14世紀までは、屈折語尾が格形態素の能力を
持ち、二格曲用体系を維持していたと言われている9）。ここでは、古フランス語と古プ
ロヴァンス語の二格曲用について、それぞれの変化形ごとに、その一部を示し、概略を
紹介する。

表 1　第 1変化名詞　バラ：女性

単数主格 単数被制格 複数主格 複数被制格
古フランス語 rose rose roses roses

古プロヴァンス語 rosa rosa rosas rosas

表 2　第 2変化名詞　馬：男性

単数主格 単数被制格 複数主格 複数被制格
古フランス語 chevals cheval cheval chevals
古プロヴァンス語 cavals caval caval cavals

表 3　第 3変化名詞　花：女性

単数主格 単数被制格 複数主格 複数被制格
古フランス語 flor(s) flor flors flors

古プロヴァンス語 flors flor flors flors

表 4　第 3変化名詞　父：男性

単数主格 単数被制格 複数主格 複数被制格
古フランス語 pere(s) pere pere peres

古プロヴァンス語 paires paire paires paires

第 3変化の単数主格は、第 2変化男性名詞との類推により、後の時代に、-sがつくようになった。

　表 1から表 4に見られるように、シグマ型屈折語尾は、複数だけでなく男性単数主格
にも表れ、単に、複数形を示すだけでなく、その名詞が、主格、被制格のいずれの格で
用いられていたかについても示していることがわかる。男性形では、主格単数と被制格
複数にシグマ型屈折語尾が現れ、主格と被制格で、写し鏡になっている。女性形は、複
数形について見ると、主格、被制格共に -sが付き、格変化はない。

8） ルーマニア語では、現在でも、呼格、主格、被制格に変化する、三格曲用が維持されている。
9） 主格と、被制格（斜格）である。ラテン語の主格、呼格は、古フランス語の主格に、属格、対格、与格、奪格は、
被制格に集約される。
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2.3　ピエモンテ方言の概要
　次に、ピエモンテ方言について触れる。ヴァルトブルクによれば、12世紀ごろのト
リノ宮廷では、フランス東部のサヴォワ地方との関係からフランス語が公用語にされて
いたと言われ、この地域の方言が、古フランス語と密接に関係していたことがうかがえ
る10）。本稿の分析で取り上げる Sermoni Subalpiniには、単数においてシグマ型の語尾を
持つ単語がわずかに見られ11）、また、複数形では、シグマ型および、非シグマ型屈折語
尾の両方が見られる。なお、現代ピエモンテ方言の屈折体系は、上でも述べたが、シグ
マ型屈折語尾はすでに消失しており、さらに、第１変化の名詞以外は、語末母音が消失
しているため、語尾で数を区別することができず、定冠詞を用いて数を区別している12）。

3．方　　法

3.1　分析対象
　Sermoni Subalpiniは、全 22章からなる説教書で、トリノ国立図書館にその写本が保
存されていて、1ページ 20行の全 188枚で構成されている13）。
　創世記（I, XXI）、ヨシュア記（IX）、列王記（III, XVI）、ソロモンの雅歌（V, VIII, 

XIV, XX）、ソロモンの知恵の書（IV）、ダヴィデの詩篇（XII, XX）、モーゼの五書
（XVII）などの旧約聖書、福音書（I, II, IV, V, VI, X, XVII）、使徒行伝（VIII, XIV）、聖パ
ウロの書簡（XVIII）、ヨハネの黙示録（IX, XVI）などの新約聖書や、6世紀末にグレゴ
リウス 1世により執筆された対話篇（IV, XI）14） などが、ラテン語により引用され、もし
くは、ピエモンテ地方の俗語によって語られ、その内容について、さらに俗語により説
明が加えられ、説教が進められると言う形態を取っている。
　本稿における分析では、Gianrenzo P, et al, 1974の校訂版を用い、本文の中でラテン
語の文章を除く、すべての俗語の文をコーパスに用いた。およそ 18,300語からなり、
異なり語彙数で約 3,000語を有するコーパスとなった。

3.2　分析方法
 3.2.1　名詞、形容詞の数と性の確定
　本文中にある単語の性と数を確認するために、Antconcを用いて、次のことを行った。

10） Wartbrug 1971
11） また、1語であるが、男性単数の語で、ser, sire / seignorのような、不等数音節語も見られる。古フランス語では、こ
のような語は、音節の短い語が、単数主格で用いられていたが、Sermoni Subalpiniにおいても、ser, sireの単音節形は
12例中、全 12例が、主格で用いられている。本稿では、紙面の都合で、詳しく取り上げることができなかった。

12） 女性名詞　バラ：la reusa → le reuse　花：la fior → le fior
 男性名詞　馬：ël caval → ij cavaj　父：ël pare → ij pare　前者が単数、後者が複数。
13） 資料コード：D.VI.10
14） その聖書の文が引用、または、紹介されている、Sermoの章を、ローマ数字で記した。
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　まず初めに、性、数の分かっている不定冠詞、定冠詞、定冠前置詞、指示形容詞を中
心語として、共起検索を行い、1Rの位置にある語を、性、数ごとに集計し、その結果、
中心語に形容詞が続く場合、その 2語に対する 2Rの位置にある共起語をさらに調べ、
数と性の変化形の明らかになった語彙の性と数の変化表を作成した。これは、ロマンス
語では、同じ名詞句の中では、すべての句の性、数が一致するという規則を利用したも
のである。中心語として用いた冠詞、指示詞を以下に示す。

表 5　不定冠詞

男性単数 女性単数
un una

表 6　定 冠 詞

男性単数 女性単数 男性複数 女性複数
lo, el la li, los le, las, les

表 7　定冠前置詞15）

男性単数 男性複数 女性単数
en + lo el

a + lo al as, als, ail

de + lo del dei, deil dela

表 8　指示形容詞

男性単数 女性単数 男性複数 女性複数

aquest, aquist, quest aquesta, aquista, 
questa

aquesti, aquestos, 
aquisti

aquestas, aqueste, 
aquestes

aquel, quel aquela, aquella, 
quela, quella aquelos, aquil aquele, aqueles

aquestは、近称、aquelは、遠称を指す。

 3.2.2　変化表における各語形の格の確定
　このようにして構築した、語彙の変化表から、次の２つのことを調べた。
　ⅰ．  単数形に、シグマ型屈折語尾を持つ語を選び、コンコーダンスラインから、その

語が、主格か被制格か、いずれの格で用いられるかを調べ、集計をとった。

15） 定冠詞と前置詞が、融合したものである。たとえば、alは、前置詞、aと、定冠詞 loが融合したもので、英語では、to 
theに対応するものでる。
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　ⅱ．  変化表の中のすべての男性複数形の語彙が、その形態で、主格か被制格か、いず
れの格で用いられるかを、コンコーダンスラインから調べ、集計をとった。また、
女性形複数の語彙については、シグマ形屈折語彙が現れる頻度を調べた。

4．結　　果

4.1　Sermoni Subaipiniにおける、名詞、形容詞の数と性
　3.2.1の調査から明らかになった名詞、形容詞の変化を、以下の表 9から表 19に示す。
変化形を、ラテン語や古フランス語に準じて分類した。対応するラテン語の単語がある
場合には、それを挙げた。また、変化形が、ラテン語と古フランス語で異なる場合、古
フランス語の対応する単語の変化形に準じた。この場合、参考として挙げたラテン語の
単語に下線を引いた。また、上記以外の変化形に属すると思われるもの、または、語源
が不明である単語は、その他の単語の分類とした。

表 9　形容詞　第 1変化

ラテン語 男性単数 女性単数 男性複数 女性複数
高い altus alt alta alte, aute

他の alter alter, autre altra, autra autre, autres autre, autres

綺麗な bellus bel bela, bella beil, bels bele

良い bonus bon bona boin, bon, 
boni, bons bone, boines

悪い malus mal mala mail, mal male, males

死んだ mortuus mort mort, morta mort, morz morte

小さな *pettittus16） petit petita petite

貧しい pauper pover, povre povra pover, povre

最初の premer, 
premers premera

豊かな ric rica ric

聖なる sanctus saint sainta, sancta saint, sainz sainte

2番目の secundus segunt, segun seunda

大地の terrenus terren terrena terrene,
 terrenes

すべての totus tot, tut tota, tuta tuit, totz tote, tute, totes

本当の verax verais, verai verasa

16） Rey 1992
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表 10　所有形容詞　第 1変化

私の meus me, men, meo mia mie

君の tuus to tua toi

彼の suus so,son soa soi soe

私たちの noster noster,
nostre nostra nostre,

nostres nostre

表 11　形容詞　第 2変化

肉体の carnalis carnal carnail

天の celestial celestial celestiail

肉体の corporalis corporal corporail

永遠の eternal eternail

忠実な fidelis feel, feels

強い fortis fort fort fort

大きい grandis grant, gran, 
granz granz, grant grant granz

卑しい humilis humel humel

そのような talis tal tal tail, tal

表 12　形容詞　その他の分類

異端の hereti heretis heretie

表 13　男性名詞　第 2変化

友達 amicus amì amì, amis

年 annus an anni, anz

天使 angellus angel angel, angeli, angels

使徒 apostolus apostol apostol, apostoil, apostoli, apostole

必要 besoig besognos

囚人 chaitì, caitì, chaitis, caitis

空 caelus cel cel

キリスト教徒 cheistianus chrestian chrestien, chrestian

命令 comandament comandament, comandamenz

神 Deus Deus, Deu, De

悪魔 diabolus diavol, deables, diable diable, deables, diavol, diavols 

精霊 spiritus esperit, esperite, espirit spirit, esperit

司教 episcopus evesque evesque

息子 filius fil fil, filz
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人 homo hom, home ome, home, omen, omes, homes

日 diurnus iorn, ior iorn

例 exemplum isemple, eisemple isemple

メッセージ mesatge mesatge, mesatges

奇跡 miraculum miracoil

壁 murus mur mur

罪 peccatum pecà, peccà, pechè pecai, peccaz

聖歌 psalmus psalme psalme

表 14　男性名詞　第 3変化

皇帝 imperator emperaor emperaor, empereors

ライオン leo leun leun

本 liber liber, libre libres

殉教者 martyr martyre, martyri martyr

山 mons munt mont

名前 nomen num num

父 pater pare, par pare

足 pes pe pe

罪人 peccator pecaor pecaor

贈り物 presens present present

司祭 presbyter preve, prever prever, preveires

王 rex reis, rei rei

表 15　男性名詞　第 3変化　無変化型

時間 tempus temp temp

表 16　男性名詞　その他の分類

傲慢さ orgoil orgoillos

開祖 patriarcha patriarcha patriarche

預言者 propheta propheta prophete

期間 terme terme

日 dies di di
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表 17　女性名詞　第１変化

施し almosna almosne

魂 anima anima anime

魂 anima arma arme

禁欲 abstinentia astinencia astinencie

獣 bestia bestia bestie

ろうそく candela candela candele

事 chosa chose, cose, choses

強欲 cupiditas + sia coveitisia, cobetisia coveitisie

十分の一税 decima desma desme, desmes

教会 ecclesia ecclesia, eglese ecclesie, ecclesies

香辛料 especia especie

羊 fea fee, fees

反逆 felonia felonie

娘 filia files, filles filles, file

草 herba herba herbes

山 montaigna montagne

仕事 opera ovra ovre, ovres

言葉 *parabola17） parola parole, paroles

苦悩 poena pena peine

石 petra pera pere

人 persona persona persone

扉 porta porta porte

初物 primicia primicies

ラッパ tuba tuba tube

未亡人 vidua vidua vidue

ブドウ畑 vinea vigna vigne

方法 visa vise

人生 vita vita vite

表 18　女性名詞　第 3変化

花 flos flor flor, flores

人々 gens gent genz

家 mansio maisun maisuns

死 mors mort mort

祈り oratio oratiun oratiun, oraciun

17） ギリシア語源である。
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迫害 persecutio persectiun persectiuns

処女 virgo vergen vergen

徳 virtus vertù, vertuz vertù, vertuz

表 19　女性名詞　その他の分類

手 namus man main

司法官 poestà poestai

娼婦 putidus + an putan putan

　上の表 9から表 19により、当時のピエモンテ方言には、表 20に示す 4形態の複数形
が存在していたことが明らかになった。

表 20　13世紀のピエモンテ方言の複数形の分類

ⅰ． シグマ型複数形 amì → amis　gent → genz　 flor → flores

ⅱ． 母音変化型複数形 anima → anime

ⅲ． 硬口蓋音化型複数形 corporal → corporail　tot → tuit18）

ⅳ． 無変化型複数形 temp → temp　cel → cel

　ⅱ．は、第 1変化名詞に多く見られ、イタリア語のように語末母音が変化する。ⅳ．
は、-l、-tで終わる形容詞の男性形に多く見られる。また、これらの屈折語尾を現代ピ
エモンテ方言と比較してみると、シグマ型のみが完全に消失し、その他の形態は現代で
も一般的に見られる。
　本稿では、これらの中で、ⅰ．の形態をシグマ型屈折語尾として扱い、それ以外の形
態を非シグマ型屈折語尾として扱う。

4.2　シグマ型屈折語尾が現れる格
 4.2.1　単 数 形
　男性単数においてシグマ型屈折語尾が現れる、Deus（神）、reis（王）、diables（悪
魔）、premers（最初の）の、それぞれの格における語の生起数を、表 21に示す。

18） この屈折語尾は、もとは、複数主格形の語尾に由来したものであろう。
 apostoli＞ apostoili* / apostoλi /＞ apostoil /apostoλ /　toti＞ tuiti* / tutʃi/ ＞ tuit / tutʃ/
　 語末の、複数形態素であった -iの音が、前方の、l、tに影響し、硬口蓋音化を生じたのち、語末母音が消失したもので
あると考えられる。このような語末子音の硬口蓋音化によって示される複数形は、北イタリア各地の方言にみられる。
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表 21　男性単数シグマ型屈折の格の生起数

Deus reis diables premers

主格 53 25 1 1

被制格 0 0 0 0

　表 21より、男性単数形で、シグマ型屈折語尾を持つ単語は、すべて、主格に現れる
ことが分かった。
　また、女性単数においては、シグマ型屈折語尾を持つ単語は非常に稀であり、分析対
象のテキストでは、granz（大きい）が 2例、vertuz（徳）、files / filles（娘）が各 1例
の 3語のみである。granzの 1例と vertuzは、主格で用いられていて、古フランス語で
も女性単数形でシグマ型屈折が現れうる第 3変化形であるが、granzの残りの 1例は、
被制格で用いられていて、また、files＞ filiaは、第 1変化の単語であり、シグマ型屈
折語尾が現れる点が説明できない。

 4.2.2　複 数 形
　今回得られた曲用の表にあるすべての男性複数形の語のそれぞれの格における語の生
起数を、以下の表 22に示す。古フランス語などで現れるはずのないところにシグマ型
屈折語尾が現れている部分には、下線を引いた。

表 22　男性複数形の格の生起数

シグマ主格 非シグマ主格 シグマ被制格 非シグマ被制
形容詞　第 1変化 1 33 11 61

形容詞　第 2変化 0 10 1 6

形容詞　その他 0 5 1 0

指示代名詞 0 15 4 6

名詞　第 2変化 1 32 40 48

名詞　第 3変化 0 10 3 24

名詞　非変化型 0 0 0 1

名詞　その他 0 8 1 5

合計 2 113 61 151

　さらに、被制格の中で、シグマ型屈折語尾が現れる確率と、シグマ型屈折語尾が被制
格に現れる確率を、以下の表 23に示す。
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表 23　男性複数形のシグマ型屈折の確率

形容詞 指示形容詞 名　詞 合　計
-s / obl 16.3％ 40.0％ 36.4％ 28.8％
obl / -s 92.9％ 100.0％ 97.8％ 96.8％

　表 23から、男性複数形では、被制格の場合、およそ 3割程度でしかシグマ型屈折語
尾が現れないが、反対に、シグマ型屈折語尾が現れる場合、非常に高い確率で被制格に
用いられることが分かった。これは、古フランス語などにみられ曲用に対応した格で、
それらが出現していることを示す。

　次に、女性複数におけるシグマ型屈折語尾の生起数と、複数形に占めるその割合を、
以下の表 24と、表 25に示す。

表 24　女性複数形の屈折の生起数

シグマ型 非シグマ型
形容詞　第 1変化 14 46

形容詞　第 2変化 0 4

形容詞　その他 0 1

指示代名詞 6 13

名　詞　第 1変化 20 79

名　詞　第 3変化 8 14

名　詞　その他 0 8

合　計 48 165

表 25　女性複数形のシグマ型屈折の確率

形容詞 指示形容詞 名　詞 合　計
-s / plu 21.5％ 31.6％ 21.7％ 22.5％

　以上のことから、女性名詞の場合、複数形で、シグマ型屈折語尾が現れるのは、全体
で、2割程度であることが分かった。

4．考察と結論

　本稿における調査により明らかになった結果から、通時的、および共時的考察を加え
てみたいと思う。
　まずは、通時的視点から見ていきたい。Sermoni Subalpiniでは、シグマ型屈折語尾
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は、複数形において必ずしも高い頻度で現れるわけではなく、この当時ですら、曲用体
系の中で複数形態素に、かなりの揺れがあることが分かった。名詞や形容詞の語尾は、
すでに、明確に数を示すものではなく、冠詞や指示形容詞によって数が標識されている
ことから、すでに名詞句全体で性や数を表現する現代ピエモンテ語の屈折体系に近づい
ていたことがわかる。
　ここで、シグマ型屈折語尾が、古フランス語などでみられる曲用体系に逸脱して現れ
る事例を以下にあげる。

⑴　Or geta una granz voz cumma porc.

  今、（象は）、豚のように大声を放つ。（女性単数被制格）
⑵　. . . per la files de Ierusalem.

  エルサレムの娘のために。（女性単数被制格）
⑶　Eo soi bela, filles de Ierusalem.

  私は美しく、エルサレムの娘である。（女性単数主格）
⑷　e per la predicaciun son bels,

  （彼らは）、その説教により、美しく……、（男性複数主格）
⑸　Li dotze homes de cascuna lignaa signifiquen los dotze apostoil.

  各部族の 12人の良き人々は、12人の使徒を意味する。（男性複数主格）

　もし、当時のピエモンテ方言が、古フランス語などの曲用体系に従う言語であったと
仮定すれば、これら 5例は、『語末変化の -sの用法における間違い』であるととらえる
ことができる。また、男性複数被制格や女性複数形でシグマ型屈折語尾が現れる割合が、
2割から 3割程度まで落ちている点と合わせると、曲用体系の規則が、ある程度保たれ
ていた一方で、このような兆候は、それが、まさにピエモンテ方言の中で消失する過程
にあったことを示している。
　一方、共時的視点に立つと、Sermoni Subalpiniのシグマ型屈折語尾は、上記の例外
を除き、非常に高い確率で古フランス語や古プロヴァンス語の二格曲用体系の規則に
従って、つまり、単数男性主格、複数男性被制格、および複数女性形に現れることから、
それらがかろうじて格形態素の機能を保持していたと、あるいは、少なくとも二格曲用
体系に由来するものであると言える。
　男性主格においては、シグマ型屈折を残す単語は、Deus、Reis、Diables、Premers 

martyr（最初の殉教者）の 4つの語が確認できた。これらは、強大な力を持つ人か、そ
れ以上の存在である。ゆえに行為者としての存在が大きく、かなり厳格に主格において
-sの語尾をつけるという習慣が維持されていたのであろう。
　本稿の調査から明らかになった Sermoni Subalpiniの語形的特徴から、ピエモンテ方
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言は、それが、12世紀の終わりより前の時代には、ガロ・ロマンス語と共通の二格曲
用体系を有する言語であったことを示す名残を色濃く保持していると言える。このこと
は、ピエモンテ方言が、イタリア語、すなわちトスカーナ語にではなく、古フランス語
や古プロヴァンス語といったガロ・ロマンス語と共通の祖語を持ち、そこから派生した
言語であることを示す証拠の一つであると言えよう。
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1．はじめに

　現在、米国においてヒスパニック人口は全体の 13％を占めており、経済的だけでな
く文化的にも米国社会に大きな影響を与えつつある。本論では、米国のヒスパニックの
間で祝われているキンセアニェラを取り上げて、米国社会における商業的影響を考察す
る。キンセアニェラ（Quinceañera、以下「キンセ」と称す）とは、スペイン語の
“quince”（15才）と “año”（年齢）が組み合わさった言葉である。“añera”は女性形であ
るため、15才の女性を表している。キンセは、ヒスパニックの少女が成人式として 15

才で祝う伝統的な儀式であり、米国では大々的に祝われている。キンセでは、誕生日を
迎える少女たちがきらびやかなドレスを身に着けて、父親とダンスする記念の日でもあ
る。この儀式は、15才の少女たちが大人の女性になることを祝う点で日本の成人式に
あたるが、少女のみを対象としている点が特徴的である。
　キンセの先行研究としては、ラテンアメリカ作家フリア・アルバレス（Julia 

Alvarez）のノンフィクション作品 Once Upon a Quinceañera: Coming of Age in the USA

（2007）（『昔々のキンセアニェラ／米国での成人』、以下『昔々のキンセ』と称す）があ
る。作品では、キンセを祝う少女の当日までの準備や家族の負担、米国に住むラテンア

米国におけるキンセアニェラの商業的影響
― 米国のスィート・シックスティーンとの比較 ―

塚　本　美　穂

　要　旨　

  As Hispanic population attains 13 percent in the US, their economic and cultural 

influences have gradually increased in importance to US society. In this paper, I will analyze 

Quinceañera, the celebration of a girl’s fifteenth birthday in Latin American culture, and its 

commercial influence of US society. Using a positive perspective by Julia Alvarez’s Once 
Upon a Quinceañera: Coming of Age in the USA (2007), I focus on why Hispanics, the poorest 

minority in the US, celebrate expensive Quinceañera. Moreover, taking up the movie, 
“Quinceañera,” (2006) by Sony Pictures, to use a negative perspective, I study their 

economic problem in US society. In addition, analyzing Quinceañera with Sweet Sixteen in 

the US gives an insightful understanding of the traditional Quinceañera, its change in US 

society, and an influence of Sweet Sixteen.

  I conclude that Quinceañera, a representation of economic establishment instead of a 

creation of high social status, has greatly influenced on Hispanics who try to make an effort 

towards their social life in the US.
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メリカ少女たちの将来への展望、キンセに参加することの意義などが語られており、従
来のキンセと現代のキンセの祝い方の違いが表れている。キンセの米国文化での祝い方、
ラテンアメリカ女性の伝統的なキンセに対する見方、キンセを経験することのできな
かった世代とキンセを当然のこととして受け入れる世代の相違についてアルバレスの視
点が提示されている。彼女の論点は、キンセは現在米国に住む次世代のラテンアメリカ
文化の継承であり、十代のラテンアメリカ少女たちがハイブリディティの文化を理解し
て、受け継いでいこうとしているというものであり、キンセを肯定的にとらえている。
またキンセを祝う人々の現在と過去、中南米諸国でキンセを祝った人々の体験や視点を
提示していることがあげられる。そしてアルバレスは米国にもたらされた大切な伝統行
事を祝うために、キンセが継承されているという主張を展開している。
　アルバレスが考察するキンセが祝われる理由をまとめると、文化継承のため、一生に
一回の祝い事であるため、母国における社会的地位維持のためという見解を読み取るこ
とができる。本論では上記の見解をもとに、母国の社会的地位維持のためという考え方
から発展させて、米国における移民の成功の証として用いられるキンセの意味、さらに
経済的豊かさの指標となるキンセについて考察する。
　一方で、映画『キンセアニェラ』（“Quinceañera” 2006 米ソニー・ピクチャーズ配
給）には、カルフォルニア州エチョ・パークに住む労働者階級の移民が登場するキンセ
にまつわるストーリーが提示されている。女主人公マグダレナ（Magdalena）の家は貧
しく、キンセのドレス代を賄えないため、いとこからドレスを借りる。しかしマグダレ
ナはボーイフレンドの子を妊娠してしまい、憧れのドレスが着られない。キンセに憧れ
て大人の女性になる喜びと願望を持ち合わせているにもかかわらず、キンセを祝うこと
ができない少女の姿が皮肉的に描写されている。そしてマグダレナの家庭の貧困、教育
問題、10代の少女の妊娠が問題提起されている。
　『昔々のキンセ』とは対照的に、映画『キンセアニェラ』には妊娠、出産などの問題
を含めた家庭の事情などからキンセを祝えない場合もあることが提示されている。
『昔々のキンセ』では、個人的な問題を抱えていない比較的裕福なキンセを祝うことが
できる中産階級以上の家庭を調査して執筆していることがわかる。ゆえにキンセを祝え
るかどうかはその家庭環境と経済問題によるところが大きいといえる。また近年では高
額化しているキンセが問題となっている点も指摘できる。そしてこの儀式を祝う上で大
きなウエイトを占めるのが経済問題だといえる。しかし多くのヒスパニックは貧困であ
るにもかかわらず、借金を背負ってまでキンセを行おうとするのである。米国で低下層
を占めるヒスパニックにとって、毎年高騰化するキンセのための出費は今や家計を圧迫
している。問題点として、米国では最下層のヒスパニックが高額化してもキンセを祝う
点、残りの人生で借金を背負ってもヒスパニックは人生に一度の行事のために大金を使
うことに躊躇しないという点があげられる。



米国におけるキンセアニェラの商業的影響 ― 米国のスィート・シックスティーンとの比較 ―

47『言語と文化』第 8号 2014年 3月

　さらにキンセを米国の 16才の少女たちが祝うスィート・シックスティーン（以下
「シックスティーン」と称す）と比較して明らかにすることで、伝統的な中南米諸国の
キンセと米国のキンセの変化およびシックスティーンによる影響を考察することができ
る。本国では特権階級が高級文化としてキンセを祝うことができたが、米国では経済的
に豊かであればキンセを祝うことができるといえる。また社会的地位を指し示す指標と
して、米国においてはキンセが用いられている点にも注目したい。そこには貧困であり
ながらも多額の金をキンセに投資する人々の必死の生き方を読み取ることができる。

2．低下層のヒスパニック

　華やかなキンセの行事とは対照的に、ヒスパニックは米国において低下層で収入が少
ないことがあげられる。そのためキンセを祝う少女たちの問題は豪華なキンセの行事と
は裏腹に、高校中退、妊娠、出産などの問題を抱えていることがわかる。
　ヒスパニックは米国においてすべてのマイノリティの中で一番貧困である。米国統計
調査局の調べによれば、2000年の米国貧困層は 11.3パーセントから、2004年には 12.7

パーセント、2012年には 14パーセントに上昇した。そのうち、ヒスパニックは全体の
21.9パーセントを占めて（U. S. Bureau of the Census 465）最大である。このように米
国においてヒスパニックは貧困であり、貧困率の上昇に伴い、事態は深刻化している。
ヒスパニックにとって大きな問題を占めるのが、次第に華美になるキンセである。移民
が追随できないほど費用が高額になり、家計の財政を圧迫している。派手になる一方で、
経済的に貧しい者は祝うことができないという現状が生まれているのである。
　さらに、10代の少女の無計画な妊娠を根絶する全国キャンペーン団体（The National 

Campaign Organization）によれば、ヒスパニックの妊娠率は米国でも高く、20才まで
に 10人に 4人が妊娠しているなどの問題を抱えている。全米ヒスパニック・ヘルス・
ヒューマン・サービス組織連合（National Coalition of Hispanic Health and Human 

Services Organizations、以下「COSSMHO」と略す）によれば、ヒスパニックの少女た
ちの学校の中退率も多い。“Hispanic girls have school dropout rates higher than any 

other ethnic group: 30 percent between the ages of sixteen and twenty-four have dropped 

out of school without reenrolling or earning a high school equivalency degree”（Denner 

and Guzmán 210）（ヒスパニックの少女たちは他民族グループよりも中退率が高い。16

才から 24才までの 30パーセントが高等学校と同等レベルでの再入学および卒業ができ
ないでいる）としている。さらに学業を終えることができないばかりか、“Hispanic 

females students are more likely to have started drinking alcohol before age thirteen”

（Alvarez 21）（ヒスパニックの女子学生たちは 13才になる前に飲酒を始める傾向があ
る）とヒスパニックにおける飲酒問題についても議論されている。彼女たちの低学歴、
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飲酒問題の深刻さに加えて妊娠問題が提起されている。
　確かに、10代のラティーナの少女の妊娠率は米国での 10代の少女の妊娠率の 2倍と
高い。先ほどの全国キャンペーン団体の調査によれば、米国における 10代のラティー
ナの妊娠出産率は、2008年には 1,000人あたり 107人、2010年には 56人に達している。
妊娠出産率の低下から全国キャンペーン団体は一定の成果が出てきたとみている。しか
しながら現状として、統計では 15才から 19才までのラティーノの少女 10人のうち 4

人が少なくとも 20才前に一度は妊娠（2）していることが示されており、妊娠問題が社
会問題になっていることがわかる。
　同様に、米国においてキンセを迎える前のヒスパニックの少女たちは、学歴も低く、
貧困、妊娠の問題を抱えていることもわかる。ソニー・ピクチャー配給『キンセアニェ
ラ』（2006）の舞台となるのはカルフォルニア州エチョ・パークで、労働者階級のマグ
ダレナの家族が登場する。15才を迎える主人公マグダレナ（Magdalena）はキンセを
心待ちにしている。なぜならキンセはヒスパニックの少女にとっては憧れの特別な行事
だからである。マグダレナの父親は牧師で、娘のためにキンセのドレス代を賄えないの
である。このためマグダレナはいとこのエイリーン（Eileen）からドレスを借りる。し
かし彼女はボーイフレンドのエルマン（Herman）の子を妊娠してしまい、憧れのドレ
スが着られない最悪の状況が示されている。マグダレナの妊娠を知った敬虔なカトリッ
クの牧師である父親は、未婚で子どもを妊娠したことに対して怒りを爆発させる。さら
に子どもの父親エルマンもマグダレナを見放す。マグダレナは神聖な教会でキンセを祝
うはずであったのに、その夢がもろくも崩れ去ろうとする。彼女は叔父のトマス・アル
バレス（Tomas Alvarez）とその息子でゲイのカルロス（Carlos）の下に居候するとい
う展開になっている。このストーリーには、キンセという華やかな行事とは対照的に、
マグダレナの家庭の貧困、10代の少女の妊娠が問題視されている。このようにヒスパ
ニックは米国におけるマイノリティの中で一番貧困であり、特にヒスパニックの少女た
ちは貧しさに伴って低学歴、飲酒問題、妊娠問題、出産問題を抱えていることが明らか
になる。

3．キンセとシックスティーンの比較

　本節では、キンセの儀式の概要と米国で類似した行事として知られるシックスティー
ンについて説明する。さらにキンセにおける理解をより深めるためにシックスティーン
と比較分析して、双方の類似性と相違性から浮かび上がる問題点を分析する。

3.1　キンセの儀式
　先述したように、キンセは従来、ラテンアメリカ諸国に伝わる女の子たちのための成
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人式である。キンセでは、リムジンに乗った少女が美しいドレスを身にまとい、男の子
のエスコートでパーティ会場に入り、父親に引き渡される。パーティで父親とダンスし
た後、父親は娘が身に着けていた平らな靴とハイヒールを交換して、ティアラを娘の頭
上に乗せて大人の女性を意識させる。そして娘が幼少時の最後に所有していた人形を受
け取る。また少女が 14年間で 14体の人形を持ち続けているにもかかわらず、15才で
15番目の人形を少女にとっての最後の人形とすることで、少女時代からの思い出の剥
奪を見ることができる。そしてキンセでは、結婚式のパーティのようにワルツやヨー
ロッパ音楽（vals）を踊るが、キンセの女性はエスコート役のシャムベラン
（Chambelan）、続いて父親、そして洗礼親と踊ることが習わしとなっている。
　キンセの由来は、メキシコでは 1800年代に当時のメキシコ大統領プロフィリオ・
ディアス（Porfirio Díaz）がフランス文化から取り入れたとされる（Jiménez 110）。も
ともとは、ラテンアメリカ諸国のローマ・カトリックの行事であり、15才になった少
女は十字、メダル、聖書、ロザリオ、杖を受け取ったことからも、宗教的要素を有して
いることが明らかである。元来、キンセはラテンアメリカ諸国では宗教的要素が強く、
富裕層でしか祝うことができなかったが、先ほど述べたように、現在では米国のラテン
アメリカ諸国の移民間で祝われることが多く、米国においては経済的・社会的地位を表
す文化であるといえる。

3.2　シックスティーンの儀式
　一方、シックスティーンは米国で 16才の誕生日に少女たちが祝うものである。米国
のマーケティング研究者ジェネファー・エスカラス（Jennifer Escalas）によるシックス
ティーンの歴史を見ると、16世紀の英国が発祥の地だといわれている。エリザベス一
世が宮中の女性を選んで舞踏会を始めた（709）ことが由来だとされている。その後は
社交界に出る嫁入り前の女性が大人の女性として認められる宗教儀式として執り行われ
るようになってきたとされている。メディア・コミュニケーション研究家クルスティ
ナ・ベニテス（Cristina Benitez）によれば、米国でこの用語が用いられ始めたのは
1883年であり、シックスティーンの行事は 1923年から行われたとされる（57）。
　そして宗教儀式ではロザリオ、聖書はシックスティーンの儀式には欠かせない。宗教
儀式では神父によるミサがある。この流れはキンセと同じであり、少女から女性へと変
化することを意味する。エスカラスによれば、従来のシックスティーンでは聖書読みを
する。シックスティーンの少女は自分の好きな聖書の箇所を抜き出して、集まった人々
にその箇所を選んだ理由を説明する。そして聖書にある女性のモデルを皆の前で読み、
自分がなりたいと思う女性像を提示するのである。それはまさに少女の時代に終わりを
告げて 16才で大人になること、そしてこの聖書朗読にもみられるように、尊敬する大
人の女性らしさのモデルを皆の前に提示することによって、女性としての忠誠心、従順、
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女性らしさの尊厳を自覚することを目的としているのである。

4．キンセとシックスティーンの比較

　キンセとシックスティーンの類似性と相違性を分析して、以下の表に示して、そこか
ら浮かび上がる問題点を考察する。

相違性 類似性

キンセ シックスティーン キンセとシックスティーン

対象 15才の誕生日 16才の誕生日

目的・意
味

女性としての自覚 女性らしさ 女性のための成人式、結
婚する年齢

表象 優雅、品のよさ、知性、勇
気
結婚市場に入る

女性の成長と独立
大人の女性へのステップ
アップ

宗教儀式 ミサ
父親が娘の頭上にティアラを
載せる

聖書の中で自分がモデルに
したい人物の場面を朗読す
る。将来自分がなりたい姿
を表す。

ティアラ

儀式の意
味

ティアラ（神への親近感）
ゆびわ（生命の維持）
イヤリング（神の声）
社会的責任
結婚できる年齢
家庭の豊かさ、社会的地位、
血統の維持

忠誠心、従順、女らしさを
表す。
銀のリング（正式　真剣）
形式的、深刻さ、内面の強
さを表す。

人生と神に感謝する

儀式後の
行事

15本のろうそくの儀式 16本のろうそくの儀式で
は、16本のろうそくをと
もすが 1本 1本のろうそく
には意味がある

ダンス 父親とのダンスの後、キンセ
の少女はエスコート役のチェ
ンバレン、14名のメイドと
14名のチェンバレンととも
にワルツを踊ることになる。
音楽はバンドの演奏もしくは
デジタル・サウンド・システ
ムが用いられる。まずキンセ
の少女は一曲目を父親、父親
が出席していない場合は親族
か家族の友人と踊る。

父親とのダンスの後、婚約
者もしくはボーイフレンド
と踊る。

父が娘と踊る
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曲演奏 伝統的な「ラス・マニャニタ
ス」（“Las Mañanitas”）とい
う歌がワルツ後かケーキ時間
に演奏される。教会もしくは
ホテルのレセプションを去る
少女のために演奏される。ワ
ルツの後は普通の若者のダン
スが始まる。その後、キンセ
の少女は自由に踊る。

ザ・ ク レ ス ト（The 
Crest）の「16キャンドル
ズ」（“16 Candles”）、ロー
ズマリー・クルーニー
（Rosemary Clooney） の
「星に願いを」（“When You 

Wish Upon A Star”）がよ
く演奏される。

靴の儀式 父が娘の平たい靴を取っ
て枕の上にのせる。平た
い靴からハイヒールをの
せる枕となるひざまずき
枕を使う。
　ハイヒールは大人の女
性の象徴であり、靴の交
換は成長の証を意味する。

ケーキの
会食

ケーキは通常ダンスの合間に
カットされる。ケーキの色は
キンセの少女のドレスと同じ
でなければならない。キンセ
の少女は大きなケーキを切っ
て最初に食べることになる。

ケーキを食べる。思い出語
り。将来の幸せについて集
まった人々のアドバイスを
受ける。感動的な思い出話
を聞く。

少女が受
け取るプ
レゼント
の例

人形（誕生日毎にもらうが、
最後にもらうのは 15才の時
である）
ゴッド・ファーザーから（聖
書、王冠、ブーケ）（神の祝
福を受けた指輪、ブレスレッ
ト－司教に事前に依頼）（ド
レス代、もしくはレセプショ
ンの部屋代）

誕生石のイヤリングを通常
父親からもらう。母親から
は聖書をもらう。

参加者 リムジン、ミュージシャン、
裁縫師、リムジンの運転手、
花屋、シェフ、写真家、ビデ
オ撮影家

パーティの司会者、客 300
人

衣　装 ドレス（赤、パステルカラー、
ワイン色、ロイヤルブルー）
地面に届く長さのドレス、足
まで着くものもある。ドレス
で収入と社会的地位がわかる。

（白かパールピンク）サテ
ン、レース付き、ウェディ
ングドレスによく似ている

装飾品 手袋　フォトアルバム、ゲス
トのサインブック、乾杯用の
グラス、ケーキナイフ、ペチ
コート

花束、ブーケ、ケーキ
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平均価格 5,000ドル～15,000ドル 3,000ドル～5,000ドル

低価格 3,000ドル 300ドル～1,500ドル

高価格 20,000ドル～30,000ドル 25,000ドル

祝い方の
変化

シックスティーンの影響を受
けて 15才ではなく、16才で
祝うようになってきた（伝統
文化の変化）。文化の葛藤、
従来の文化を引き継ごうとす
る動きとそれに相対する動き
がある。

若者の見
解

儀式に対する考え方の変化 過去の儀式は自分たちにあ
わないと感じている。儀式
そのものよりもパーティを
楽しむ傾向がある。
独立、自己実現、抑制

キンセとシックスティー
ンの行事を男の子たちも
要求（贅沢なリムジン、
華やかな行事に魅せられ
ている）

4.1　キンセとシックスティーンの類似性
　キンセとシックスティーンはどちらも女性のための成人式であり、女性の成長とス
テップアップのために祝われていることがわかる。この儀式を祝うことによって少女は
女性としての意識を高めて、結婚の適齢期を迎えることになる。そしてその象徴となる
のが靴の儀式であり、平たい靴から女性のハイヒールへと変わり、少女の成長の証を示
すのである。そして双方ともに聖書の儀式、靴の儀式、ろうそくの儀式、ダンス、ケー
キの会食はいずれも重要である。特に少女は自分が理想とする女性像を語り、周囲の人
たちの思い出話や人生のアドバイスを受けたりすることは、少女の生き方の指針となる
点で重要であるといえよう。

4.2　キンセとシックスティーンとの相違性
　米国で 16才の誕生日に祝うキンセとシックスティーンとの相違は、キンセは正装の
ドレスを身につけて、家庭もしくはホテルでお祝いする。しかしシックスティーンでは、
正装、カジュアルなど服装に特に制限がなく、また祝う場所も家庭、レストラン、豪勢
に祝う場合は、ヨットやホテルのダンスルームというふうに多岐にわたっており、自分
のスタイルに合わせた祝い方ができるといえる。またシックスティーンでは、靴とティ
アラの交換、父親とのダンスなどキンセと類似した部分もあるが、シックスティーンに
はキンセにみられる人形の放棄はない。米国では、少女時代に終わりを告げるという要
素はなく、米国の少女たちにとっても靴、ティアラ、ドレスなど幻想的なプリンセスの
イメージを構成する行事は、少女たちの憧れと夢をもたらしているといえる。一見する
と、シックスティーンとキンセは非常に類似しているようだが、キンセはシックス
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ティーン以上に伝統的である。ヒスパニックの間では、ピンクの衣装、カトリック教会
の儀式など、自分のスタイルに合わせられるシックスティーンにはみられない伝統が少
女たちとその家族を支配していることになる。
　キンセとシックスティーンの比較分析から明らかになることは、シックスティーンで
は自分のスタイルに合わせたパーティを開くことができることである。自分の予算に合
わせてドレス、食事、祝う場所を選び、招待する人々を決めることができる。しかし
シックスティーンと共通のハイヒール、ティアラ、ひざまずき枕、十字架、聖書、ブー
ケ、ケーキはまだしも、キンセではこれ以外にもリムジンの運転手、ミュージシャン、
裁縫師、リムジンの運転手、花屋、シェフ、写真家、ビデオ撮影家まで登場して、派手
なドレスに身を包み、エスコート役のチェンバレン、14名のメイドと 14名のチェンバ
レンの衣装代、食事代を賄う。小物への投資が多いことに加えて、キンセの儀式のため
に関わる有料で支払う人たちに支払う謝礼が多すぎるのである。またキンセではお得と
称してディズニーランドではパック商品が販売されているが、5,000ドルから 50,000ド
ル、平均は 12,000ドルから 15,000ドル（Alvarez 79）のコストがかかるため、高額消費
であるといえる。この高額消費のからくりには、娘のための生涯一回だけのパーティで
あるという触れ込みで、盛大に祝うことの大切さが観念として植え付けられており、高
額消費化されているといえる。例えば、キンセの平均消費額が、5,000ドルから 15,000

ドルかかるのに対して、シックスティーンでは平均 3,000ドルから 5,000ドルかかる。
これらを考察するとキンセにかかわる問題点として、高額化、商業化、幻想化をあげら
れる。

5．キンセとシックスティーンの比較検証

　本節では、前節で明らかになったキンセとシックスティーンの比較検証から明らかに
なるシックスティーンによる影響を考察する。キンセへの影響としては、高額化、商業
化、幻想化が検討できる。

5.1　商 業 化
　キンセが米国社会に流入することによって、より多くのキンセに関する商品が出回っ
て普及している点が明らかになる。キンセにかかわるグッズ、キンセの雑誌、エキスポ
なども開催されている。具体的にキンセに必要な経費を考えると、“fancy dresses, the 

pink balloons, the wedding-cake-size cakes, the last dolls encased in plastic, the fluffy 

pillows with straps for securing the heels”（Alvarez 59）（ファンシーなドレス、ピンクの
風船、ウェディングケーキサイズのケーキ、プラスチックのケースに入れられた最後の
人形、ヒールを置いて持ちこたえられる縞模様のフワフワした枕）が必要とされる。そ
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れ以外にも、カメラの撮影、ホテルなどの会場の経費、花束、食事、リムジンなど、そ
の日を祝う少女のために与えられた品々である。そのうちのドレスを見ると、例えば
ローレンスでキンセの衣装作りをしているホアナ・レジェス（Juana Reyes）によれば、
キンセのドレス 1枚当たりの購入価格は、最低 250ドル、平均は 500ドルから 700ドル
で、キンセにかかる全ての費用の 5パーセントを占めるとされる。そして、レンタルド
レスとスタジオでの写真撮影には 800ドルから 1,000ドルかかるという（Alvarez 39）。
　アルバレスが取材したモニカ（Monica）の例でみると、ドレスに 250ドル、リムジ
ンに 250ドル、100人分の食事に 2,500ドル、4つのケーキに 300ドル以上かかり、美
容院のヘアセットに 100ドルから 200ドル、写真撮影に 300ドル、両親のドレス、移動
費に 500ドルから 1,000ドル、少なくとも計 3,000ドル（66）を見積もっている。そし
てキンセに一般に必要とされる経費の平均価格は、12,000ドルから 15,000ドルとされ
ている（79）。いずれにしろ、家庭ではキンセにおける家計の支出の決定を下さなけれ
ばならないことになる。

5.2　幻 想 化
　キンセとシックスティーンの比較から、宗教儀式よりもパーティ中心の儀式に変わっ
た点をあげたが、文化研究者ローラ・プルマー（Laura Plummer）によれば近年では宗
教儀式が簡略化され、場合によっては省略されてパーティのみということもある（11）。
つまり米国ジャーナリストのジェナリア・モレノ（Jenalia Moreno）が指摘するように
パーティ中心に変わることで娯楽性が高まったといえる（90）。それによってキンセで
は祝う対象や内容が変わってきたといえる。そのためキンセやシックスティーンはその
華やかさ、楽しさなどが中心となり、宗教儀式そのものよりもパーティを楽しむ傾向が
出ている。このようにキンセが米国で祝われるようになってから、キンセそのものにも
大きな変化が生じているといえる。
　例えばキンセは米国の象徴ともいえるディズニーランドでも祝われている。アニメー
ションの中に魅せられた幻想の世界をディズニーランドに託しており、少女たちは美し
いドレスを身に着けて、華やかなダンスパーティを繰り広げるのである。キンセは中南
米諸国の伝統文化でありながらディズニーランドで儀式が行われているが、米国にキン
セの行事が導入されてから、その扱いが変わってしまった。ディズニーランド・リゾー
トのホームページには、華やかなドレスに身を包んだ少女とその横にプリンセスがいる。
ディズニーランド・リゾートでは憧れのプリンセスと過ごす特別なキンセのパーティが
あり、米国文化が融合された行事になっている。この理想的な少女たちの夢を与え続け
る背景には消費文化における商業性が明らかである。さらに少女から大人の女性へと変
化するキンセには、女性になることの願いが込められている。“The quinceañera is like 

a rehearsal wedding without a groom, and it sends a clear message to the Latina girl: we 
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expect you to get married, have children, devote yourself to your family”（Alvarez 56）（キ
ンセアニェラは新郎なしのウェディングのようなものであり、ラティーナの少女たちに、
結婚して子どもを持ち、家族のために誠意を尽くしなさいという明確なメッセージを
送っている）としている。つまり女性の社会での役割を教える行事であると同時に結婚
へと導く女性を封じ込める儀式であるといえる。
　男性中心の支配文化はメキシコだけでなく、米国におけるチカーノ社会にも根を下ろ
していることを提示している。同様に、チカーナ研究者のグロリア・アンサルドゥーア
（Gloria Anzaldúa）は女性を縛り付ける文化と教義に対して批判している。

The culture and the Church insist that women are subservient to males. If a woman 

rebels she is a mujer mala. If a woman doesn’t renounce herself in favor of the male, 

she is selfish. If a woman remains a virgin until she marries, she is a good woman.

（39）（文化と教会は女性が男性よりも従属的であることを主張している。仮に女性
が反抗すれば、この女性は悪い女性になる。仮に女性が男性に賛同することを拒否
すれば、彼女は利己的である。結婚するまで女性が処女であれば、彼女はよい女性
である。）

　このアンサルドゥーアの主張から考察すると、女性の儀式における教義が盛り込まれ
ているといえる。アンサルドゥーアの見解にもあるように、前表のキンセとシックス
ティーンの類似性と相違性には、キンセの女性としての自覚、シックスティーンの女性
らしさが提示されていることがわかる。キンセの儀式では少女たちは大人の女性の役割
を知り、家庭を繁栄させるために残りの人生を捧げるという教えを受けることになる。
家庭においてはキンセを迎えるまで、父親が娘の嫁入りまで監視を続けて娘を管理する
役目を負うのである。そして父親は、キンセでは娘のために盛大な宴を開いて、家の繁
栄を他者に見せびらかすのである。だから米国では高い社会的地位を築くことができな
いヒスパニック系移民たちは借金を背負ってまで、米国における成功と家庭の繁栄の証
としてのキンセを祝うのである。

5.3　高 額 化
　前節の比較検証にあるように、キンセはシックスティーンよりずっと高額である。キ
ンセの価格を見ると、最低価格では 3,000ドルまでであり、平均は 8,000～10,000ドル、
高額になると 20,000～30,000ドルかかる（Colloffnp）。シックスティーンの価格をみる
と、低価格は 300～1,500ドル、平均は 3,000～5,000ドル、高額になると 25,000ドルか
かる。さらにキンセは、シックスティーンと比べてリムジンの運転手、ミュージシャン、
裁縫師、リムジンの運転手、花屋、シェフ、写真家、ビデオ撮影家、ゴッド・ファー
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ザー、14才の 14名のメイド（Maids）とチェンバレン（侍従）たちなどのように人件
費がかかる（Escalas 710）。さらにキンセは、シックスティーンのように自分のやり方
や予算に合わせて祝わずに、多くが伝統に従って就業儀式も執り行うからである。しか
しシックスティーンでは、宗教儀式を簡略化してパーティのみを実施する場合もある。
また服装も自由でカジュアルな場合もあるし、フォーマル・ドレスの場合もある
（Hanna.〈http://www.ehow.com/info_8768787_similarities-between-sweet-six-

teens-quinceaneras.html〉）。シックスティーンの自由裁量のある祝い方と比べてもキン
セがいかに伝統的で高額であるかが指摘できる。

6．キンセの検証から浮かび上がる現実問題

　先述したように多くのヒスパニックは貧困であるにもかかわらず、借金を背負ってま
でキンセを行う。米国で低下層を占めるヒスパニックにとって、毎年高騰化するキンセ
のための出費は家計を圧迫している。本節では、キンセそのものが高級化された点を提
示する。
　ヒスパニックは米国において、この高額化したキンセの儀式を自ら進んで行うことに
抵抗がない。しかしながら現実には、米国におけるヒスパニックの経済状態は、“More 

than 40 percent of all Hispanic children under the age of seventeen were living in families 

with incomes below the poverty line”（Alvarez 21）（17才以下の 40パーセント以上ヒス
パニックが貧困ライン以下の収入で生活している）ことがわかっている（US census 5）。
その貧困状態の悪要因の背景として、ボンベイ生まれで米国のヒスパニックと結婚した、
プリメリカ・ファイニンシャル・サービス（Primerica Financial Services）の臨床心理
学者として働くスニタ・トレビノ（Sunita Trevino）について、アルバレスは次のよう
に 指 摘 す る。“They (Hispanics) don’t budget. They overspend. They get into debt…
women in their seventies still paying off second mortgages they took out for their daugh-

ter’s quinceañera.”（63）（彼ら（ヒスパニック）は予算を立てない。浪費する。借金す
る。そして 70代の老婦人たちでさえも、いまだに娘のキンセの二重抵当の支払いに奮
闘している）。トレビノの記述からも明らかなように、ヒスパニックは場辺り的な生活
を送り、経済的に苦しくてもキンセのマネーゲームに参入してしまい、その後の借金苦
から逃れられない苦難の状況が表れている。このようにマネーゲームに使われたキンセ
の出費は、さらなる借金を膨らませることになる。
　たとえ人生に一回の儀式でも結婚式並みに盛大で高額な儀式であれば、消費者は多大
な犠牲を払って消費をしていることになる。しかし貧困層であっても多大消費を行えば、
それなりに生産者は利益を拡大してその商品価値を高めることができるのである。消費
志向と利潤追求が優先される資本主義経済では、キンセは文化価値として高級化される
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ことによって高額収入が見込めるのである。ここで米国におけるキンセの経済的問題を
考察すると、キンセは従来の宗教的な儀式から、消費文化をモチーフとした米国の消費
経済のあおりを受けて、華美で購買力を促進するお祭りに仕立てられてしまったといえ
る。経済的に豊かな人々を対象にしていれば問題ないが、先に述べたように、米国にお
いて教育も受けず、マイノリティで社会的進出もままならず、社会の底辺に位置するヒ
スパニックには、生涯一度のキンセのために、一生借金を抱えなければならないことは
苛酷である。また華美であることは、その家庭の経済状態を表すために、キンセを行う
家族は経済的負担を十分理解しながらも、見栄と虚構のキンセに大金を費やすことにな
るのである。

7．おわりに

　キンセは中南米諸国では特権階級しか祝うことができなかった特別の行事である。確
かに 1960年代までは米国でも上流階級しか祝われなかった。従来、中南米諸国からの
上層階級の人々しか祝うことができなかった宗教行事は、米国のヒスパニック間におい
ても上層階級としての高級文化として流布した。家庭に資産があり、上流階級に属して
おり、父親の社会的地位が高い場合にのみ祝われた特別な行事であり、それは社会的権
威とその家庭の繁栄を表していたのである。しかしながら、中南米諸国からの行事は米
国に来てから変化を始める。メキシコ以外の多くの中南米諸国ではアメリカでの成功を
夢見てという移民は元来少なかった。例えばキューバ革命後国外逃亡を果たさなければ
ならなくなった知識階級の人々、それ以外にも独裁国家において逃亡を望む人々を中心
に裕福で高学歴の人々が逃亡者となって米国に移住してきた。そのためこれらの人々は
母国で行ったように、娘の 15才の誕生日にはキンセの儀式を遂行する。
　しかしながら、世代間にわたって米国社会に根付くと変化が生じる。彼らは母国では
有識者であり、社会的地位も高く裕福であったが、米国では社会的地位を失墜して単な
る移民として扱われてしまう。また経済的にも母国で裕福であったとしても、米国では
中流以下の生活を余儀なくされるのである。この階級の転倒においてキンセにも当然の
ことながら従来の文化資本とは異なる要素が加わることになる。そして母国では華美に
祝ったであろうキンセも質素なものになるか、最悪の場合は祝うことができない場合も
ある。特に移民一世は資金がないために祝えなかったとされている。だが二世、三世に
なると借金をしてまで祝うようになったとあるように、キンセを維持して継承しようと
する動きをみせる。そして現在では貧困であっても、15才の誕生日という一生に一度
の娘の晴れ舞台のために、借金をすることもいとわない家族は多い。またかつては特権
階級しか祝えなかったという点でキンセはいまだにヒスパニックの間で高級文化であり
続けるのである。たとえ貧困でも娘のキンセを祝えば、一定の資産もあり、社会的地位



塚　本　美　穂

58 Language and Culture, vol. 8 March 2014

も確立したとみられるのである。つまりキンセを米国で祝うことによって、高級文化の
仲間入りをしたと思わせることはできる。つまりシックスティーンとの比較から発展さ
せて商業的価値からキンセを検討すると、以下のように考察することが可能である。
・キンセを祝うことは社会的ステータスを築いた証になる。
・高額なキンセを祝うことは富裕層であることを示す。
・ 母国で祝うことができなくても米国で祝うことで、移民でも成功できるということ
を母国の親戚や隣人たちに知らしめることができる。

　キンセは米国の消費社会の影響を受けて高額化しているのに加えて、高額で祝うこと
によって裕福さを表すことから商業的なイデオロギーも持つといえる。英国の文化理論
家セリア・ラリー（Celia Lury）は、消費文化について次のように定義づけている。
“[C]onsumer culture is a particular form of material culture in which the capacity to 

exercise consumer choice has become central to personal or self-identity”（214）（消費文
化は、個人もしくは自己同一性となる消費を選択させる能力を持つ物質文化の特別な形
態である）。ラリーの言葉を借りれば、キンセは米国の消費文化におけるヒスパニック
が自らのアイデンティティを誇示するための表れであるといえる。とすると、彼らが貧
困であるにもかかわらず、大金をはたいてでも祝う理由は親族や隣人に米国で成功した
証と裕福さを見せつける指標として考えているといえる。そしてキンセを祝うことで他
者に認められたいという思いと、彼らが米国の商業社会において必死に生きてきた強い
気持ちが込められているといえる。つまりここで考察できるのは、アルバレスの伝統の
継承に加えて、様々な経済問題、社会問題を抱えながらも、たとえ借金が次世代まで続
こうが米国の商業社会の中で生き残り、根付こうとするヒスパニックの姿である。そし
てキンセを祝うことによって彼らは米国において自己存在を見い出そうとしているとい
える。

参考文献

Alvarez, Julia. Once Upon a Quinceañera: Coming of Age in the USA. New York: Plume, 2007.
Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La Frontera. Third Edition. San Francisco: Aunt Lute Books, 2007.
Bernan Press. Statistical Abstract of the United States 2007. Blue Ridge Summit: BernanAssoc, 2007.
Benitez, Cristina. Latinization: How Latino Culture is Transforming the U.S. New York: Paramount 

Market Publishing, 2007.
Candelaria, Cordelia, Peter Garcãia, and Arturo Aldama. Encyclopedia of Latino Popular Culture. 

Westpoint: Greenwood Press, 2004.
Cantu, Norma. “La Q; towards an ethnographic analysis of a life-cycle ritual.” 1999. Southern Folklore 56: 

1. 73‒101.
Colloff, Pamela. “Sweet 15”. 1999. Texas Monthly 140‒208.
COSSMHO. The State of Hispanic Girls. Washington, DC: COSSMHO Press, 1999.



米国におけるキンセアニェラの商業的影響 ― 米国のスィート・シックスティーンとの比較 ―

59『言語と文化』第 8号 2014年 3月

Denner, Jill, and Bianca Guzmán. Latina Girls: Voices of Adolescent Strength in the United States. New 
York: New York University, 2006.

Disneyland Quinceañera.13 August 2013〈http://disneyland.disney.go.com/special-occasions/
quinceanera/〉.

Erevia, Angela. Quince Años: Celebrando la Vida: Celebrating Life. San Antonio: Missionary Catechists of 
Divine Providence, 2000.

Escalas, Jennifer. “The Consumption of Insignificant Rituals: A Look at Debutante Balls.” 1993. Eds.
Leigh AcAlister and Michael, Rothschild. Advances in consumer Research, vol. 20. Provo: 
Association for Consumer Research.

Glatzer, Richard, and Wash Westmoreland. Quinceañera. Dir. Anne Clements: Sony Pictures. Film, 2006.
Hanna, Julia. “What Are Some Similarities Between Sweet Sixteens and Quinceaneras?” 12 August 2013
〈http://www.ehow.com/info_8768787_similarities-between-sweet-sixteen-quinceaneras.html〉.

Holden, Stephen. “‘Quinceanera’: Turning Sweet 15 in Los Angeles’s Immigrant Stew.” 4 August, 2006. 
The New York Times. 8.

Holton, Lisa. “Quinceañeras”. 8 July, 1990. Chicago Sun-Times. 12.
Jiménez, Tomás. Replenished Ethnicity: Mexican Americans, Immigration, and Identity. Los Angeles: 

University of California Press, 2010.
Juarez, Vanessa. “Here Comes the Quince Girl.” 27 March 2006. Newsweek. 15.
King, Elizabeth. Quinceañera. New York: Dutton Juvenile, 1998.
Kirchhoff, Sue. “Higher Subprime Rates for Blacks, Hispanics Baffling.” 12 September 2007. USA Today. 

2.
Lankford, Mary. Quinceañera: A Latina’s Journey to Womanhood. Brookfield: Millbrook Press, 1994.
Lury, Celia. Consumer Culture. New Brunswick: Rutgers University Press, 2011.
Lincoln, Bruce. Emerging from the chrysalis: Studies in Rituals of Women’s Initiations. Cambridge: 

Harvard University Press, 1981.
Marling, Karal. Debutante: Rites and Regalia of American Debdom. Lawrence: University Press of Kansas, 

2004.
Moreno, Jenalia. “Hispanic Girl ‘Sweet 15’ Goes Mainstream.” 17 May 2007. Huston Chronicle. 6.
The National Campaign. “Teen Pregnancy and Childbearing Among Latina Teens.” April 2013. 

Washington DC, Washington Post. 1-3.
Pieterse, Jan. Globalization as Hybridization. Sage Publication Ltd, 1994.
Plummer, Laura Louise. “Quince Años; The Transition to Womanhood in Puerto Rican Culture.” 2007. 

Inquiry Journal. New Hampshire: University of New Hampshire.
Rosales, Francisco. Chicano! The History of the Mexican American Civil Rights Movement. Houston: 

University of Houston, 1997.
U. S. Bureau of the Census. Census and You: Monthly News from the US Bureau. Vol. 33. No. 10‒11. 

Washington, D.C.: U.S. Department of Commerce, 2006.
U. S. Bureau of the Census. Poverty in the United States: Current Population Reports. Washington, D.C.: 

U.S. Department of Commerce, 2002.
U. S. Bureau of the Census. Statistical Abstract of the United States 2012. Washington, D.C.: U.S. 

Department of Commerce, 2012.





ビジネスメールに表れる配慮表現の考察

61『言語と文化』第 8号 2014年 3月

1．はじめに

　企業活動のグローバル化により外国人留学生を採用する企業が増加している。また、
留学生総数及び国内企業に就職する外国人の総数は 2010年から減少に転じている1） も
のの、大学や日本語学校で学ぶ学習者の中で日本での就職あるいは現地日系企業への就
職を希望している人の割合は増加傾向にある。
　外国人の採用にあたってほとんどの企業は日本語能力を重視しており、その中では口
頭コミュニケーション（話す・聞く）だけでなく書記コミュニケーション（読む・書
く）能力も求められている。
　書記コミュニケーションの中でも現在ビジネス現場で最も使用されるのは電子メール
（以下、メール）である。筆者が担当してきたビジネス日本語の授業で、学習者は日本
語における配慮表現や断りの表現の習得に難しさを感じていることが多く見られた。多
くのビジネスパーソンが日々使用しているメールであるが、藤田（2010）は、その作法
や書き方には、手紙や電話のような明確なルールがないと指摘している。しかし、その
背景には桑原（1998）で指摘されているように、ビジネス上の文書はコンピューター通
信の普及の影響で簡素化されつつはあるが、なお従来のビジネス慣行に基づく慣用的な

1）出典：「平成 23年度外国人留学生在籍状況調査」平成 24年 1月独立行政法人日本学生支援機構「登録外国人統計」法
務省 2011年度年報

ビジネスメールに表れる配慮表現の考察

矢　田　まり子

　要　旨　

　本研究はビジネス日本語を学ぶ学習者が増加するなかで、適切な書記コミュニケーショ
ンの指導のあり方を探るため、母語話者ビジネスパーソンと学習者が書く「依頼」と「断
り」のビジネスメールを収集し、構成・展開・表現形式の観点から分析したものである。
母語話者ビジネスパーソンはメールを書く際に「今後の関係の維持」など対人配慮を意識
しており、その表現にはバリエーションが見られた。学習者がメールを書くスキル習得の
困難な点は、場面（状況）設定を理解すること、ストラテジーの適切な使用と表現の選択
などであることが明らかになった。また「断り」のメールにおいては、「ネガティブ配
慮」を強く意識していることが示唆された。

　　　　　　研究論文
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表現や言い回しが多く用いられているという現状がある。そこから筆者は、従来のビジ
ネス文書・メール教材に見られるビジネス上の慣用的表現や待遇表現が現実のビジネス
場面で用いられているのか、グローバル化が進む日本社会において、簡潔でかつコミュ
ニケーション上許容される適切な表現があるのではないかという問題意識を持つように
なった。
　また、筆者は自身のビジネス経験と日本語教師としての知識を基に教材作成や指導に
取り組んできたが、メールでのコミュニケーションの適切さの判断がこれで妥当なのだ
ろうかという問題意識を常に持っていた。この問題に関して近藤（2007）は、「日本人
のビジネスのコミュニケーション・パターンに関する研究が不足しており、教師側の限
られたビジネス経験に頼って教室活動が行われているという事実は否めないであろう」
と指摘している。
　本稿ではグローバル化が進む日本社会で、ビジネス・コミュニケーションとして適切
な書記コミュニケーションの指導のあり方を探るため、母語話者と学習者のメールにつ
いて構成と展開及び表現形式の観点から分析する。特に学習者にとって習得が難しい配
慮表現に着目していく。また、どのような点がメールを書くスキル習得を困難にしてい
るかを明らかにすることによって指導上の留意点を探り新たな教材開発につなげていき
たいと考える。

2．ビジネス日本語の学習者

　ビジネス日本語を学ぶ学習者は従来、西尾（1994）、島田・澁川（1998）、近藤
（2007）らが「日本でビジネスに従事する外国人」と定義している外国人ビジネス関係
者であった。
　一方、2000年代に入り、政府による「グローバル戦略」が打ち出され、少子高齢化
による労働力不足、新興国の台頭による国際競争力の低下、人口の減少などの打開策の
一つとして「留学生 30万人計画」が 2008年に発表された。その前年からは、日本企業
への就職を希望する留学生を対象に人材育成・就職支援事業である「アジア人財資金構
想」が実施された。その後、大学や日本語学校などの大学進学予備教育機関で学ぶ留学
生の中で日本企業に就職を希望する学生が見られるようになった。神吉（2012）は、社
会人の場合は、すでにビジネスの現場に出ていて、教室の外に課題があり、それにどう
応えるのかが問われており、予備教育の日本語教育は、教室の中で準備してから外に行
くという大きな違いがあるとし、留学生向けと社会人向けのビジネス日本語は、分けて
考えるべきだと述べている。
　この予備教育段階のビジネス日本語教育をプレキャリアのためのビジネス日本語と位
置付け、本稿で扱う学習者はプレキャリアの学習者に限定する。
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3．配慮表現の定義

　本節では、「配慮表現の定義」について先行研究を概観する。
　三宅（2011）は、対人関係や場面に留意して行う表現や行動を総称して「配慮言語行
動」と呼んでいる。これは、敬語やポライトネスを含むが、対人配慮に関わる言語以外
の要素を含む極めて広い意味で使っている。
　山岡（2010）では、「対人的コミュニケーションにおいて、相手との対人関係をなる
べく良好に保つことに配慮して用いられる言語表現」と定義している。しかし山岡は、
「主として対人コミュニケーションとしての会話に限定され、会話参与者間の非慣習的
な配慮に基づいて用いられる言語表現群である」としており、書き言葉には言及してい
ない。
　藤原他（2009）では、「話し手が聞き手との関係や場面・状況などに気を配り、聞き
手が不快に感じないよう、聞き手に失礼にならないように気をつかうこと」を「配慮」
と定義している。そしてこの「配慮」を反映した表現を「配慮表現」と考えている。藤
原の定義は、対人関係、場面・状況に注目しているが、「不快さ・失礼を避ける」とい
うやや狭い捉え方をしている。
　守屋（2003）は、「人は伝えたいことをそのまま言語化しているわけではない。話し
手の尊厳を損なうことなく、意志や意図が過不足なく伝わるように、かつ聞き手との関
係を望ましい形で維持できるよう、さまざまな配慮を言語表現に込めている」とし、こ
のような配慮を反映した言語表現を配慮表現と呼ぶとしている。守屋の定義は対人関係
には注目しているが、やや不明確な定義になっている。
　本稿では、メールという書記コミュニケーションを扱うこと、またビジネス場面での
対人配慮を扱うことから配慮表現をできるだけ広義に捉えるべきと考え、三宅（2011）
と同様に「対人関係や場面に留意して行う表現や行動」と定義する。

4．研究方法

4.1　母語話者を対象とした調査
　母語話者ビジネスパーソンを調査対象者としてメールの収集とアンケート調査を行っ
た。調査期間は 2012年 7月 11日～8月 26日である。本調査では、母語話者ビジネス
パーソンが書くメールの実態を調査するため、一般企業に勤務している人を被験者とし
た。被験者は 20名（NJ1～NJ20）で男性８名、女性 12名、年齢は 20代～50代、就業
年数は 1年～30年であった。パソコンでのメール使用歴は約 8年～20年、1日の仕事
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上のメール送信数は 0～50件2） であった。
　母語話者ビジネスパーソンの書記コミュニケーションの実態を明らかにするため、4

種類のメールを書く課題（以下、メール課題）を与えた。各課題を表 1に示す。
　調査にあたっては、口頭あるいはメールで協力を依頼し、パソコンでの回答を希望し
た被験者には、調査票をワードファイルで送付した。それ以外の被験者には調査票を手
渡し、郵送での返送あるいは筆者へ直接渡すように依頼した。被験者への指示は「以下
の状況で用件を伝えるメールを書いてください。あなたが、普段仕事で書いているとき
と同じようにお書きください」とした。メールの送信相手はすべて「何度か取引のある
会社の担当者」とした。
　尚、本調査の課題メールは「社外へのメール」とした。その理由は、社内独自のルー
ルなどが表れずより一般化された規範が表れること、対人配慮の重要度が高いことの 2

点である。

4.2　日本語学習者を対象とした調査
　学習者が書くメールの実態と習得困難な点を明らかにするため、メールの収集とフォ
ローアップインタビューを実施した。調査期間は、2012年 9月 7日～9月 21日である。
被験者は日本語学校で「ビジネス日本語コース」を修了した人及び現在「ビジネス日本
語」科目を受講中の 6名（JL1～ JL6）である。全員が 20代女性で、出身は中国 2名、
香港 2名、台湾 1名、ベトナム 1名であった。日本語学習歴は 2年～6年、日本語能力
試験は N1取得者が 4名、N2取得者が 2名であった3）。パソコンでのメール使用歴は約
1年～14年であった。
　企業での就業経験があったのは 3名、インターンシップ経験者が 1名で、2名は日本
でのアルバイト経験のみであった。就業経験があった 3名も勤続年数は 1～2年でキャ

2）1日のメール送信数 0の NJ1は金融機関に勤務し窓口業務を担当しており、社内の連絡等にもメールは使っていない
とのことであった。

3）旧 1級、2級取得者を含む。

表 1　母語話者ビジネスパーソンに課したメール課題

課題 用　　　　　　　件

依頼① ○○に関する資料を送ってほしい。

依頼② （依頼①と同じ相手に対して）依頼した資料がまだ届いていない。今週末必着
で送ってもらいたい。

断り① A社が主催するセミナーの案内をもらったが、興味がないので断りたい。

断り② 文書管理システムのデモンストレーションを B社にしてもらったが、社内で
検討した結果、購入しないことになった。
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リアとしては浅いものである。
　学習者 6名には、母語話者と同じ課題を記した調査票を配布し、その場で記入とした。
例外的に 2名はメールでの返信となった。内 1名は依頼の課題のみメールで返信、断り
の課題は後日その場で記入となった。
　学習者への指示は、「あなたは、EFG株式会社の社員です。以下の状況で用件を伝え
るメールを書いてください」とした。各課題について、状況を確認するための説明はし
たが、指示文以上の指示（宛名は必ず書くことなど）はしなかった。記入時間は自由と
した。メール記入後、ビジネスメールを書く上での困難な点を明らかにするためフォ
ローアップインタビューを行った。インタビュー時間は 1人 20分前後で、記入後同日
あるいは別の日を設定し実施した。

4.3　分析の枠組み
　メールのメッセージを独立した発話機能を担う細かい単位に分け分析する方法が先行
研究にいくつか見られる。Blum-Kulka S., House J., Kasper G.（1989）の依頼と謝罪の
研究では、異言語を比較するのに共通して使えるコーディングマニュアル（The 

CCSARP Coding Manual）が開発されている。日本語の談話分析では、中田（1990）が、
「相互作用上の機能に重点をおいた談話分析の単位としてムーブを用いること」を提案
している。熊谷（2000）は、「質問や依頼などの発話機能を担う最小部分と考えられる
単位をはたらきかけ」としている。三宅（2009）は携帯メールでの謝罪への応答データ
を分析するため先行研究を参考にしつつ独自のコーディング・システムを構築している。
ここでは、独立した発話機能を担う細かい単位を Blum-Kulka, House, Kasper（1989）
にならって「ストラテジー」と呼んでいる。
　李（2004）は依頼の電子メールを分析している。ここでは、依頼行動の展開が 6段階
（①予告〈件名〉→②依頼前の行動→③予告〈本文〉→④先行依頼→⑤依頼→⑥依頼後
の行動）から成り立つことが示されている。宮崎（2007）は依頼の電子メールを、①件
名②開始部③主要部④終了部の 4つに分け、談話展開のしかたの特徴を分析している。
宮嵜（2005）は依頼の携帯メールを分析している。メールに出現する言語表現の担って
いる機能に注目した単位に区切り、7つ（①依頼表現　②事情説明　③理由　④場面内
容補足　⑤呼びかけ　⑥依頼条件の確認　⑦依頼可否の確認）に分類している。ビジネ
ス文書を扱ったものに桑原（1998）がある。ここでは、断り文書の構成を 9段階（①頭
語　②初めの挨拶　③用件の確認　④断りの理由　⑤断りの表明　⑥関係修復　⑦了解
の求め　⑧末文　⑨結語）からなるとしている。
　本研究では以上の先行研究を参照し、メールの構成、展開のしかたと表現形式を分析
するためのコーディング・システムを構築した。基本的な枠組みは三宅（2009）のコー
ディング・システムを用いたが、当システムは「謝罪への応答」であるため、依頼の
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コーディングについては宮嵜（2005）を、断りのコーディングについては、桑原
（1998）を参照した。まずメールのメッセージを 1～6の機能に分類し、それぞれを細分
類した。この細分類を三宅（2009）にならいストラテジーと呼ぶこととする。
　依頼のコーディング及びストラテジーの定義を表 2に、断りのコーディング及びスト
ラテジーの定義を表 3に示す。以下のコーディング・システムを用いて、メールのメッ
セージをラベル付けし、母語話者、学習者のメールを分析した。
　4）　5）

4）4－1依頼、4－2依頼条件の確認、4－3依頼可否の確認、5－1自己の事情説明、5－2理由は宮嵜（2005）の機能分類
と定義による。

5）桑原（1998）では、遂行動詞「断る」「辞退する」「見送る」「遠慮する」を直接的な断りとしているが、本稿では「見
送る」「辞退する」は間接的な断りの表明と定義した。

表 2　依頼のコーディング及びストラテジーの定義 表 3　断りのコーディング及びストラテジーの定義
分　類 ストラテジー ストラテジーの定義

1．件名 1．依頼の予告 件名に「依頼」「お願
い」が含まれる

2．その他 上記以外

2．宛名 1．社名 相手の社名、部署名

2．宛名 相手の名前

3．  あいさつ 1．開始 開始のあいさつ

2．名乗り 自分の社名、部署名、名
前を名乗る

3．感謝 相手に対する感謝

4．結語 結びの言葉（以上など）

5．  末尾のあい
さつ

本文末尾のあいさつ

4．依頼4） 1．依頼 依頼表現、依頼の内容に
言及するもの

2．  依頼条件の
確認

依頼が可能であるか、条
件を確認するもの

3．  依頼可否の
確認

依頼が可能かどうかを確
認するもの

4．  依頼の対象
確認

依頼の対象を確認するも
の

5．  状況報告 1．  自己の事情
説明

依頼に入る前に依頼に関
する情報を伝えるもの

2．理由 依頼するに至った理由

6．  相手への
配慮

1．  相手の負担
への配慮

相手の負担に対する配慮
の表現

2．  行き違いへ
の配慮

行き違いがあった場合に
対する配慮の表現

3．  関係維持へ
の配慮

今後の関係維持のための
配慮の表現

分　類 ストラテジー ストラテジーの定義

1．件名 1．断りの予告 件名に「断り」が含まれ
る

2．その他 上記以外

2．宛名 1．社名 相手の社名、部署名

2．宛名 相手の名前

3．あいさつ 1．開始 開始のあいさつ

2．名乗り 自分の社名、部署名、名
前を名乗る

3．感謝 相手に対する感謝

4．結語 結びの言葉（以上など）

5．  末尾のあい
さつ

本文末尾のあいさつ

4．断り5） 1．  直接的な断
りの表明

「欠席」「不参加」「参加
できない」「参加しませ
ん」「参加できなくなっ
た」「出席できない」「お
断り」「導入しない」「購
入しない」「不採用」

2．  間接的な断
りの表明

「見合わせる」「見送
る」「辞退する」

3．  断りの対象
確認

断りの対象を確認するも
の

5．状況報告 1．  自己の事情
説明

断りに入る前に断りに関
する情報を伝える部分

2．理由 断るに至った理由

6．  相手への
配慮

1．  相手の負担
への配慮

相手の負担に対する配慮
の表現

2．  行き違いへ
の配慮

行き違いがあった場合に
対する配慮の表現

3．  関係維持へ
の配慮

今後の関係維持のための
配慮の表現
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5．調査結果と考察

5.1　母語話者ビジネスパーソンはどのようなメールを書くのか
　本節では、母語話者ビジネスパーソンは依頼・断りの場面でどのようなメールを書く
のかを考察する。特に、メールの構成と用いるストラテジー及び言語形式について見て
いく。
　全般的に見ると、非常に簡潔に書く被験者と依頼や断りの理由を詳細に書き、相手に
対して配慮するストラテジーを複数用いる被験者までバリエーションがあった。

 5.1.1　依頼①（資料の送付を依頼する）
　資料の送付を依頼するメール課題に対して「当該資料について初めて連絡する」と解
釈し、状況設定した被験者が 15名であった。残り 5名は、「当該メールの前に資料につ
いて何らかの話をしていた」状況を設定していた。

⑴　構　　成
　18名に共通して見られた本文の構成は、次のようであった。
  （宛名）6） → 開始 → （名乗り）→ 依頼 → 相手の負担への配慮 
  → 末尾のあいさつ

⑵　ストラテジー
　「相手の負担への配慮」のストラテジーは 18名の被験者が用いており、「お手数です
が」「お手数をおかけしますが」「おそれいりますが」など一言述べるパターンと「お忙
しいところ、誠にご迷惑おかけしますが」「お忙しいところ申し訳ございませんが、ご
協力くださいますよう」などのパターンがあった。
　その他のストラテジーとしては、「依頼の対象確認」「依頼の可否の確認」「依頼条件
の確認」「自己の事情説明」が用いられていた。依頼の「理由」を書いていたのは 4名
のみであった。

 5.1.2　依頼②（資料の送付を再度依頼する）
⑴　構　　成
　17名に見られた本文の構成は、次のようであった。
  （宛名）→ 開始 → （依頼の対象確認）→ （自己の事情説明）
  → 相手の負担への配慮 → 依頼 → 相手の負担への配慮 → （行き違いへの配慮）

6）構成において（　　）が付いているものは、書かれていない場合がある。
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  → 末尾のあいさつ

⑵　ストラテジー
　自己の事情説明として「依頼した資料がまだ届いていない」ことを相手に伝える表現
形式としては、3つのパターンが見られた。まず 14名に見られたのが「まだこちらに
届いておりません」「弊社に到着しておりません」などの「言い切り型」である。
　次に、「いかがなりましたでしょうか」「送付していただきましたでしょうか」などの
「質問形」にするパターンが 4名に見られた。「まだこちらに届いていないようです」
「まだ頂いていないようです」などの「断定回避」は 3名に見られた。
　「言い切り型」を用いた被験者は、課題の「資料がまだ届いていない」を明確な事実
と解釈し、その事実をはっきり伝えるという意図があったのではと考えられる。また、
「言い切り型」を用いた場合も「行き違いへの配慮」のストラテジーを合わせて用いて
いる被験者が 4名いた。

 5.1.3　断り①（セミナーの案内に対する断り）
⑴　構　　成
　15名に見られた本文の構成は、次のようであった。
  宛名 → （名乗り）→ 開始 → （感謝）→ 断りの対象確認 → 理由 → 断り 
  → 関係維持への配慮 → 末尾のあいさつ
　これは桑原（1998）でビジネス文書事典等を用いてのビジネス文書の分析で見られた
「断り」文書の構成と同じであった。
　断り①を「セミナーへの出欠の連絡」と捉えると簡潔なメールとなり、「セミナーの
案内をもらったことに対する返事」と捉えるとやや丁寧なメールになる傾向があった。

⑵　ストラテジー
　断りのストラテジーであるが、「欠席させていただきます」「参加することができませ
ん」など「直接的な断りの表明」を用いていたのが 15名、「参加を見合わせたいと思い
ます」「参加させて頂くことができなくなりました」など「間接的な断りの表明」を用
いていたのが 5名であった。「直接的な断りの表明」にもバリエーションが見られた。
「断り」を表現するのに「欠席・不参加」を用いる被験者と「参加・出席」＋「できな
い」を用いる被験者がいた。文末形式としては、「～させていただきます」を 7名が用
いていた。
　間接的な断りの場合は、直接「欠席」を表明せず「参加」＋「見合わせる」＋文末表
現という展開で述べている。
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 5.1.4　断り②（文書管理システムの購入を断る）
　この課題は「文書管理システムを購入しない」というものであったが、相手の負担が
断り①より大きいため、断り①とは様々な違いが見られた。

⑴　構　　成
　14名に見られた本文の構成は、次の通りであった。
   宛名 → （名乗り）→ 開始 → 感謝 → （断りの対象確認）→ 自己の事情説明 
  → （理由）→ 断り → （相手の負担への配慮）→ 関係維持への配慮 
  → 末尾のあいさつ

⑵　ストラテジー
　断りのストラテジーであるが、「直接的な断りの表明」を用いていたのが 3名、「間接
的な断りの表明」を用いていたのが 17名であった。これは、個人の判断での断りでは
なく会社としての断りのため、より相手に対する様々な配慮をしていると考えられる。
　直接的な断りでは、「という結論にいたりました」「となりました」を文末に用いて決
定事項として客観的に示そうとしている。これは、「購入しない」など直接的な表現を
用いた場合でも文末形式でそれをやわらげようとしていると考えられる。
　間接的な断りでは、「～しない」という形式を用いずに「見送る」「見合わせる」「辞
退する」などの動詞を用いた上で、文末表現で「こととなりました」「ことになりまし
た」を用いている。「こととなりました」は、自己の権限の範囲を超えたところで決定
づけられた事態を表し、事態に対する書き手の責任回避的な姿勢を表すものである。社
内で十分検討したうえでの断りであり、決定事項を客観的に述べようとしていると言え
る。
　断りの理由に関しては、理由を述べていない被験者が 13名とやや多かった。理由を
述べるか述べないかは、考え方が様々であった。断り②の場合、「相手の負担への配
慮」のストラテジーも用いる被験者が 11名であった。このことから相手の負担にも言
及することによって、今後の関係維持にもつなげようとしていることがうかがえる。
　「相手の負担への配慮」は、「来てもらったことに対する配慮」「デモンストレーショ
ン実施に対する配慮」「時間や手間に対する配慮」が見られた。また「結果に対して詫
びる」という配慮のストラテジーも見られた。文末はすべて「謝罪」の形式をとってい
る。
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【相手の負担への配慮】

ご足労いただいたにも関わらず
ご足労いただいたのに
せっかくご足労いただきましたのに
Ｃ様には弊社にご足労をおかけし、大変ご迷惑をおかけする結
果となり

申し訳ございません
誠に申し訳ございません
大変申し訳ありません
お詫び申し上げます

デモンストレーションを実施していただいたにも関わらず 申し訳ありません

せっかくデモまでやっていただきましたが
お忙しい中わざわざ実施いただきましたのに φ

○○様には当初よりシステムのご紹介、デモンストレーション
の準備等でお骨折り頂きましたが

このような結果となり申し
訳ございませんでした

お手数をおかけしたにもかかわらず このような結果となってし
まい申し訳ありません

せっかく時間を割いて頂きましたのに
いろいろご検討いただきながら

申し訳ございませんでした
／申し訳ございません

　「関係維持への配慮」のストラテジーは全員が使っていたが、以下のようにバリエー
ションが多かった。表現としては、次の機会・別の機会があることに言及するもの、謝
罪の形式をとるもの、理解を求めるものが見られた。

【関係維持への配慮】

今回は φ

今後とも （どうぞ）よろしくお願い致します／申し上げます

また 機会がありましたらお声かけください／宜しくお願い致します
何かの機会がありましたら再度ご連絡のほうよろしくお願いい
たします
別のシステムができましたら、ご案内をお願いします
このような機会があれば、ご相談させていただきますので
ご協力をお願いすることもあるかと存じます
何か、新しい情報があれば、お知らせください

今後（また）（の）
　　（も）

機会がございましたら、宜しくお願い申し上げます
違う場面でお世話になるかもしれませんが、どうぞよろしくお
願いします
新たなシステムがございましたらご紹介頂きたく、よろしくお
願い致します
別件で何かありましたらよろしくお願いします

ご期待に添える回答ができ
ず

申し訳ございません

大変 申し訳ありませんが／申し訳ないのですが
申し訳ございません

誠に 申し訳ありませんが、どうかご了承ください
申し訳ございませんが

φ ご理解くださいますよう
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 5.1.5　メールを書くときに気を付けること
　母語話者ビジネスパーソンはメールを書くにあたってどのようなことに気を付けたの
だろうか。回答を表 6と表 7に示す。
　「今後の関係の維持」をあげたのが 18名であった。これは課題メールが取引先の担
当者へのメールということで、一般的に仕事は常に継続していくことの表れだと考えら
れる。次に「相手との関係（親疎）」を 11名があげていた。「相手の年齢・役職」をあ
げたのは 7名であったが、課題メールでは「何度か取引のある会社の担当者」というこ
とで、年齢・役職は明確に設定していなかったことが影響した可能性がある。「用件に
関する事実関係」も 11名があげていた。
　ビジネスメールでは、「簡潔に書くこと」が一般的に言われており、ビジネスパーソ
ンも意識している。では「簡潔に書かれたメール」とはどのようなものであろうか。
　「相手への負担」をあげたのは 9名、「これまでの仕事の経緯」は 6名であった。1

名のみメールを書くにあたって気を付けることは「特にない」としていたが、その他の
被験者は、単に用件を伝えるだけでなく何らかの項目を意識しながら書いていることが
わかった。

5.2　学習者がメールを書くスキル
　本節では学習者は依頼・断りの場面でどのようなメールを書くのか、適切なメールが
書けない場合それはなぜなのかを考察する。
　学習者が書いたメールには、基本的な構成の間違い、件名に不適切な表現あるいは件
名の書き方がわからなかったもの、文法上の間違い、語彙の選択の間違い、話し言葉的
表現を用いたものが見られた。基本的な構成の間違いは、宛名が書かれていない、自分
の名前を書いていないの 2点であった。その他の構成上の間違いはなかった。文法上の

表 6　メールを書く時に気をつけること 表 7　自由回答でのコメント
 （複数回答可）

項　　　目 回答者数（n＝ 20）

今後の関係の維持 18

用件に関する事実関係 11

相手との関係 11

相手への負担 9

相手の年齢・役職 7

これまでの仕事の経緯 6

特にない 1

NJ16 今回は架空のメールですので、文章
には表しませんでしたが、内容に
よっては用件に関する事実関係にも
気を付けると思います

NJ7 読むのがストレスにならないよう、
なるべく簡潔に。改行の位置、漢字
の量も配慮している

NJ15 正確さ、わかりやすさ、簡潔さ、誠
実さ
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間違いは、「お送っていただく」「お送りなおしていただきたい」など尊敬語の形の問題
であった。その他には助詞の抜けが見られた。
　次に、メール課題ごとに構成、ストラテジーについて見ていく。

 5.2.1　依頼①（資料の送付を依頼する）
⑴　構　　成
　本文の構成は次のようであった。
  （宛名）→ 開始 → （名乗り）→ 依頼 → 末尾のあいさつ

⑵　ストラテジー
　依頼①の課題では、「相手の負担への配慮」のストラテジーを用いたのは 1名のみで
あった。但し、「お忙しいところを、○○に関する資料の件ですが、……」としており、
語順に誤用があった。また、依頼の理由を書いた学習者はいなかった。

⑶　その他
　学習者に特有の問題として、下記のように話し言葉的表現が書き言葉であるメールに
現れることがある。
「資料をいただきたいんですが、……送っていただけませんか。」（JL6）

　「～たいんですが」「～ませんか」は、母語話者のメール及び母語話者向けメール例
文集では、使われていない表現である。話し言葉的表現でも依頼するという言語行動は
遂行できるが、やはりビジネスメールとしてはやや稚拙な印象を読み手に与えるのでは
ないだろうか。

 5.2.2　依頼②（資料の送付を再度依頼する）
⑴　構　　成
　本文の構成は次のようであった。
  （宛名）→ 開始 → 依頼の対象確認 → 自己の事情説明 
  → （相手の負担への配慮）→ 依頼 → 末尾のあいさつ

⑵　ストラテジー
　依頼②の課題は、再度の依頼ということで「相手の負担への配慮」のストラテジーを
5名が用いていた。表現としては「お手数ですが」と「何度もすみませんが」でありバ
リエーションが少なかった。「行き違いへの配慮」のストラテジーは用いられていな
かった。
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 5.2.3　断り①（セミナーの案内に対する断り）
　断り①の課題は、就業経験やインターンシップの経験のない 1名の学習者が途中まで
しか書けなかった。

⑴　構　　成
　本文の構成は次のようであった。
  （宛名）→ 開始 → （感謝）→ （理由）→ （関係維持への配慮）→ 断り 
  → （関係維持への配慮）→ 末尾のあいさつ

⑵　ストラテジー
　「参加しないことになっております」「参加しかねます」など「直接的な断りの表
明」を用いていたのが 3名、「本当に申し訳ありません」など「間接的な断りの表明」
が 2名であった。断りの理由については 4名が何らかの理由を述べていた。
　「関係維持への配慮」のストラテジーは 5名が何らかの形で用いており、実務経験が
やや多い JL5と JL6の学習者が以下にあげる適切な表現を使用していた。
「またよろしくお願いいたします」（JL5）
「これからもどうぞよろしくお願いします」（JL6）

 5.2.4　断り②（文書管理システムの購入を断る）
　断り②の課題は、就業経験やインターンシップの経験のない 2名の学習者が書くこと
ができなかった。

⑴　構　　成
　本文の構成は以下のようであった。
  （宛名）→ 開始 → 感謝 → 関係維持への配慮 → 自己の事情説明 → （理由）
  → 断り → 関係維持への配慮 → 末尾のあいさつ

⑵　ストラテジー
　「購入しないことになりました」「購入しかねます」など「直接的な断りの表明」を
用いたのが 3名、「間接的な断りの表明」が 1名であった。
　「関係維持への配慮」のストラテジーは 4名とも使っていた。次の機会があることを
言及するものと謝罪の形式をとるものが見られた。
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【関係維持への配慮】

今回は 申し訳ございませんが

今後とも よろしくお願いいたします

これからも どうぞよろしくお願いいたします

また 新しい文書管理システムがありましたら、ぜひご紹介ください
＊機会ということで、よろしくお願いいたします

φ 本当に申し訳ありませんでした

（＊：誤用）

 5.2.5　断りのメールの難しさ
　断りのメールに関しては、フォローアップインタビューに於いて、学習者 6名全員が
難しさに言及していた。
　学習者は「失礼にならないように」「相手を傷つけないように」という表現を使って
自分の考えを述べていた。このように「～しないように」「～にならないように」とい
う表現のように、何か問題になるようなことを避ける、不快にさせることを避けるとい
うネガティブ方向の考え方、ネガティブ効果を回避するストラテジーを使う配慮を三宅
（2003）は「ネガティブ配慮」と呼んでいる。学習者は、「ネガティブ配慮」を意識する
あまり、断りのメールをどう書いていいかわからないという状況を招いている。この点
は指導の際に留意する必要がある。

6．まとめと今後の課題

　本稿では、母語話者ビジネスパーソンと学習者に課題（依頼・断り）を課し、書かれ
たメールを収集し、構成・展開・言語形式の観点から分析した。母語話者ビジネスパー
ソンが書くメールの構成や展開は概ね共通していた。「依頼」では「相手の負担への配
慮」のストラテジーが使われており、「断り」では「関係維持への配慮」のストラテ
ジーが使われていた。またそれらの表現にはバリエーションが見られた。
　学習者のメールの分析から、習得困難な点として主に①場面（状況）設定の正確・適
切な理解、②「相手の負担への配慮」のストラテジーの適切な使用、③「断り」のスト
ラテジーの適切な使用と表現の選択の 3点であることが明らかになった。さらに断りの
メールを書く際に「ネガティブ配慮」が過剰に働いていることが示唆された。
　本稿で明らかになった問題の要因を探るため、Pragmatic Transferや日本語学習の影
響、異文化接触の影響などの観点からの分析が必要であると考える。その上で、学習者
のライティングスキルの習得を支援する教材の開発と実践を今後の課題としたい。
　また本稿では、研究対象を日本語学校で学ぶプレキャリアの学習者に限定していたが、
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大学など他の教育機関でビジネス日本語を学ぶ学習者、あるいは海外で学ぶ学習者の実
態や習得困難な点については明らかになっていない。接触場面の多少や日本文化・ビジ
ネス文化に対する背景知識の違いなどによって、異なる問題があるのかは調査が必要で
ある。
　更に、本稿では実際に日本企業・日系企業で働く非母語話者すなわちポストキャリア
の学習者と母語話者の間でどのような書記コミュニケーション上の問題があるのかに関
しては扱わなかった。どのような問題があるのか、また問題が解決されているならその
方法を明らかにすることによって、プレキャリアの学習者の支援にも生かせるのではな
いかと考える。
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　1）

1．はじめに

　本論文は、再帰構文の他動性2） の弱さついて考察を行うものである。これまで再帰構
文の他動性については、高橋（1975）、仁田（1982）、ヤコブセン（2001）などにこの点
に関する記述が見られる。ヤコブセンは再帰構文を他動詞3） 文と自動詞文の中間とし、
他動性が弱いものとして位置付けている。高橋（1975）、仁田（1982）などが、再帰構
文を形式上は他動詞文と同様だが、意味的に見れば、むしろ自動詞文に近いものだと説
明している。しかし、これら先行研究では、主体から対象への働きかけが弱いという説
明にとどまり、再帰構文の他動性の弱さを実証的に説明しているとは言い難い。ここで
言う、実証的とは、具体的に目に見える数字などで再帰構文の他動性の程度を示すとい
うことである。そこで本論文では、自他同形漢語動詞4） の「する」「させる」の選択の
問題5） を通して、この点を明らかにしたいと考える。

1）本論文は、2012年 11月 24日に香港城市大学で行われた第九回国際日本語教育・日本研究シンポジウムで発表した内
容をまとめたものである。

2）本論文において他動性とは、「Aが Bを Cする」という構文において、Aから Bへの働きかけがあり、その結果 Bが
影響を受けていることを指す。

3）本論文における、筆者の言う他動詞とは「Aが Bを Vする」の形式をとる文を指す。そして、そのような動詞を述語
にとる文を他動詞文ということにする。その結果、他動詞文はあくまで構文上のことであり、必ずしも他動性を有して
いるとは言えないという立場である。

4）本稿では自他同形漢語動詞を、「資料が紛失する」「資料を紛失する」のように同一の形で自動詞と他動詞の両方の働
きを有する漢語動詞と定義する。

5）自他同形漢語動詞の「する」「させる」の選択問題とは、自他同形漢語動詞が他動詞文を形成する場合、「Aが Bを漢

日本語における再帰構文の他動性に関する一考察
― 自他同形漢語動詞の分析を通して ―

山　田　勇　人

　要　旨　

　自他同形漢語動詞が他動詞文を形成する場合、「Aが Bを漢語 Vする」または「Aが B

を漢語 Vさせる」という形が用いられる。山田（2009）は、本来「漢語 Vする」で他動
詞文を形成できるにもかかわらず、あえて「漢語 Vさせる」を用いるのは、その動詞文
の他動性の弱さを示しているとしている。
　本論文1） は、山田（2009）をもとに、自他同形漢語動詞における「する」「させる」の
選択の問題を用いた調査を行い、再帰構文の他動性の弱さの実証を試みた。
　今回の調査において明らかになったのは、他動詞よりの自他同形漢語動詞であっても再
帰構文になると、「させる」を使用する傾向が高いことである。そして、これは再帰構文
の他動性の弱さを証明するものである。

　　　　　　研究論文
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2．先行研究

　仁田（1982）は、「（水を）浴びる」「（帽子を）かぶる」「（靴を）履く」のような動詞
を再帰動詞とし、この動詞は「動作主の働きかけが、ほかの存在ではなく、常に動作主
自身に及ぶことによって、動作を終結する」と述べている。また、「相手を叩く／（自分
の）手を叩く」「a.旗を振る／ b.（自分の手）を振る」「a.相手を噛んだ／ b.（自分
の）舌を噛んだ」のように、普通の他動詞としての用法（a）を持つ一方で、再帰的に
使われる場合（b）を再帰用法と呼んでいる。そして、再帰動詞を含む構文および、再
帰用法の文を総称して再帰構文としている。また、仁田（1982）は、再帰動詞は自動詞
に近くなると述べている。その根拠として、再帰動詞や再帰用法の文からは直接受
身6） が作れないことを挙げている。
　高橋（1975）は次のような文7） を再帰構文として挙げている。
 ⑴　一人の男が猫のように身を縮めている。
 ⑵　とんぼが羽を垂れて動かずにいる。
 ⑶　局員の一人が窓から首を出していた。
　高橋は⑴～⑶の文について、「対格名詞と他動詞の関係を連語的にみれば、ものに対
するはたらきかけをあらわしている。しかし、構文のレベルで主語との関係をみると、
他に対するはたらきかけをあらわしているのではなく、主体である自分の状態をかえる
ことをあらわしている」と説明し、これを再帰構文としている。また、再帰構文は自動
詞に近い性格を持っているとしている。その理由として、高橋は再帰構文が形式上は他
動詞の形をとっているものの、「～ている」をつけて結果状態を表すことができること
から、再帰構文は自動詞相当であるとしている。
　このように仁田（1982）や高橋（1975）は、再帰構文を典型的な他動詞とは異なり、
他動性が弱く自動詞に近い存在と捉えている8）。

3．自他同形漢語動詞からみる再帰構文の他動性について

　上記の通り、再帰構文について仁田（1982）はこれらの文からは直接受身が作れない
こと、高橋（1975）が「ている」との接続したときの意味が結果状態になることから、

語 Vする」という形がとられる。しかし、本来であれば「漢語 Vする」で他動詞文を形成できるにもかかわらず、敢
えて「漢語 Vさせる」場合が多く見られる。これについて山田（2009）は、形式上は他動詞文を形成しているが、そ
の他動詞に他動性が弱い場合、「漢語 Vさせる」が用いるとしている。

6）仁田は「まともな受動」と述べている。
7）例文は高橋のものを一部変えている。
8）この認識は、ヤコブセン（1989）も同様であり、再帰構文は二つの独立した実体が係わっている真の自動性の、ちょ
うど間に位置するものであると述べている。
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再帰構文は自動詞文に近い、つまり他動性が弱いものであると述べている。しかし、こ
れら先行研究では、再帰構文の他動性の弱さを実証的に説明しているとは言い難い。そ
こで、本論文では、自他同形漢語動詞が述部にある再帰構文の「する」「させる」の選
択の問題を通して、再帰構文の他動性の弱さを実証的に示したいと考える。

3.1　自他同形漢語動詞の使用頻度から見た 3分類
　本論に入る前に、まず自他同形漢語動詞について述べる。
　自他同形漢語動詞とは、同じ「漢語する」の形で自動詞と他動詞の両方の機能をもつ
漢語動詞を指す。森田（1990）は漢語サ変動詞 573語のうち、自他同形漢語動詞 274語
あるとしている。また、楊（2009）は、国語辞典において自他同形漢語動詞と分類され
ているものは、『岩波国語辞典』で 411語、『学研現代新国語辞典』578語、『明鏡国語
辞典』686語にのぼると述べている。
　この自他同形漢語動詞は、自動詞と他動詞の両方の機能を持ち合わせているというだ
けで、実はその使用例を見ると、個々の漢語動詞ごとに自動詞または他動詞としての使
用頻度にかなり差異が見られる。一例をあげると、山田（2009）によれば、「完成す
る」は、『明鏡国語辞典』『岩波国語大辞典第 4版』『角川新国語辞典』において自他同
形漢語動詞と記されている。しかし、その使用頻度を見ると「ビルが完成する」のよう
に自動詞としての使用頻度が非常に高いとしている。筆者が、朝日新聞オンライン記事
データベース聞蔵Ⅱ9）（以下、聞蔵）を用い、1985年以降の朝日新聞の記事をもとに、
使用頻度を調査したところ、「完成する」が自動詞として使用されているのが 30,805件
に対し、他動詞として使用されているのはわずか 818件に過ぎなかった。割合を示せば、
自動詞としての使用が 98％に対し、他動詞としての使用が 2％となっている10）。つまり、
「完成する」は自他同形漢語動詞ではあるが、その使用は頻度という観点から見れば、
自動詞の場合が極めて高い「自動詞よりの自他同形漢語動詞」と言えそうである。
　表 1は、「完成する」と同様に聞蔵を用いて、個々の自他同形漢語動詞の自他の使用
頻度の違いを調査した結果である。この結果から、自他同形であっても、自動詞として
の使用か、他動詞としての使用かという頻度には、かなりのばらつきが見られることが
分かる。筆者は、自他同形漢語動詞を自他の使用頻度の違いから「自動詞より」「他動
詞より」「中立的」の 3タイプに自他同形漢語動詞を分類した。自動詞よりか他動詞よ
りかは、連続性のものであり、境界線を引くことは難しい。

9）このデータベースを用いて、1985年から 2012年 8月までの朝日新聞・週刊朝日・AERAの記事検索を行った。
10）「完成する」が他動詞として用いられる場合の多くは、「～を完成させる」と「させる」を付けた形になる。
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　11）

4．自他同形漢語動詞が用いられた再帰構文

　次に、本論のテーマである自他同形漢語動詞が用いられた再帰構文をとりあげ、その
他動性について述べる。
　用例⑷～⑺は自他同形漢語動詞（太字部分）を含んだ再帰構文12） である。
 ⑷　  自律神経のなせる業なのか、人は緊張状態に陥った時、その緊張を緩和させるべ

く、反射的に顔を緩ませるという。（1986.1.25全国版夕刊）
 ⑸　  働く側は自らの不安を軽減させるためにやりがいに頼る。企業は激しい競争にさ

らされているので、サービスを向上させ、賃金を下げるしかない。（2012.4.10全
国版朝刊）

 ⑹　  今の日本人は不安を抱え、自信を失い、思考を停止させている部分がある。
（2012.1.2アエラ）

 ⑺　  ヒオウギガイは、ヒトデなどの外敵に出会って危険を察知すると、カスタネット
みたいに貝殻をパクパクと開閉させ、その反動で体が水中に浮き上がったり、沈
んだりとリズミカルな泳ぎを披露。（2010.4.2静岡版朝刊）

11）他動詞は「～を漢語する」の形のときだけの数字であり、「～を漢語させる」は含んでいない。
12）筆者が収集した再帰構文は、高橋の定義に基づいている。

表 1　「自他同形漢語動詞の使用頻度からみる自他の差異」

他より 自他同形
漢語動詞

自動詞（～が漢語す
る）として使われてい
た件数

他動詞（～を漢語す
る）として使われてい
た件数11）

緩和する 271 3％ 8160 97％

軽減する 180 3％ 5497 97％

固定する 454 10％ 4191 90％

停止する 3702 22％ 13492 78％

開閉する 129 26％ 368 74％

縮小する 2715 32％ 5787 68％

加速する 5707 74％ 2048 26％

一変する 3234 89％ 380 11％

完成する 30805 98％ 818 2％

自より 減少する 10219 99％ 66 1％

＊�左の黒色が濃いものは他動詞より、薄いものは自動詞よりであることを示している。
「減少する」は自他同形漢語動詞ではあるものの、他動詞としての使用頻度は極め
て低い。
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　ここで注目すべきことは、用例中の「緩和する」「軽減する」「停止する」「開閉す
る」である。これらは、自他同形漢語動詞である以上、その形で他動詞文を作ることが
できる。しかも、これらは聞蔵を用いた調査の結果がいずれも「他動詞より」と判定さ
れたものばかりである。普通に考えれば、これらの用例は他動詞よりの自他同形漢語動
詞であり、「させる」を付加せずとも、明確に他動詞文13） を形成できるはずである。に
もかかわらず、敢えて「させる」を付加するのはどのような理由によるものなのだろう
か。
　山田（2009）は、自他同形漢語動詞があえて「させる」を付加して他動詞文を形成す
る理由を次のように述べている。「『させる』を付加するのは、その文における他動詞の
他動性が弱いためである14）。他動詞でありながら他動性が弱い自他同形漢語動詞が、も
し『する』の形式をとってしまうと自動詞文との混同が起きるため、それを防ぐために
『させる』を付加する」としている。つまり、「させる」が付加されるのは、その文にお
ける漢語動詞の他動性が弱いことを示しているのである。
　ここで、一つ仮説を立てられる。それは、上記であげた 4～7の再帰構文は一様に
「させる」の形をとっているが、もし自他同形漢語動詞を含む再帰構文の多くが「させ
る」の形をとるとすれば、また、日本語母語話者が自他同形漢語動詞の再帰構文では
「する」ではなく「させる」の形を選択するとすれば、それは再帰構文そのものの他動
性の弱さを示していると言えるのではないだろうか。このような考えのもと、以下の実
験を行った。

5．再帰構文の他動性を検証する調査

5.1　調査の目的及び意義
　本調査の目的は、再帰構文の他動性の弱さの実証である。自他同形漢語動詞であって
も、再帰構文の場合、日本語母語話者は「Aが Bを漢語 Vする」ではなく「Aが Bを
漢語 Vさせる」の形を使用するかを調査する。もし、再帰構文となると、「Aが Bを漢
語 Vさせる」の形が使用される傾向が高いとなれば、それは再帰構文の他動性の弱さ
を実証するものと言える。

13）筆者は、使役文と他動詞文の違いを次のように考える。使役文にはその行為を遂行する有情物としての被使役者がいる。
しかし、他動詞文の場合、有情物としての被使役者はおらず、働きかけを受ける非情物があるのみである。日本語基本
動詞用法辞典の「完成する」の項には、使役として次の２文があるが本発表においては、aは使役文であるが、bは他
動詞文として考える。

 a.真一は弟にプラモデルを完成させた。　b.やっとのことでプラモデルを完成させた。
14）山田は、自他同形漢語動詞が「させる」を付加して他動詞文を形成する例として、無生物主語や動作に主体の意志がな
い場合を挙げている。
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5.2　調査の手法
　調査の手法は以下のとおりである。自他同形漢語動詞を用いて他動詞文を形成してい
る再帰構文と自他同形漢語動詞を用いて他動詞文を形成している非再帰構文、合計 15

文を被験者15） に提示する。15文の内訳は、再帰構文が 9文と非再帰構文が 6文である。
被験者には、それぞれの文において「漢語 Vする」、「漢語 Vさせる」のどちらの形が
より自然かを聞いた。下記はその調査紙の一部である。（全文は資料 1参照）

①　  人は緊張状態に陥った時、その緊張を 　　　　　　　　　　　 べく、反
射的に顔を緩ませるという。

②　  菅内閣は、治療や健診が目的の外国人の来日を促進するため、「医療滞在
査証（ビザ）」を新設することを決めた。渡航回数や滞在期間、同伴者の
制限などを 　　　　　　　　　　　 という。

③　  働く側は自らの不安を 　　　　　　　　　　　 ためにやりがいに頼る。
企業は激しい競争にさらされているので、サービスを向上させ、賃金を下
げるしかない。

④　  大田原市は、保護者の負担を 　　　　　　　　　　　 ため、2011年度
から小中学校給食費の無料化を始めた。

　本調査では、他動詞よりの自他同形漢語動詞「緩和する」「軽減する」「停止する」
「開閉する」を含む再帰構文を使用した。資料 1はそのときの調査用紙である。調査用
紙中の①③は再帰構文、②④非再帰構文となっている。同じ自他同形漢語動詞を使用し
たのは、再帰と非再帰のみの違いで差異が見られるか判断するためである。また、再帰
構文であること以外に、「漢語 Vする」か「漢語 Vさせる」の選択決定要因が入らない
文を選び出した16）。さらに、再帰構文であることを被験者に意識させるために、出典の
文に多少言葉を付け加え、意味を明確にしているものもある。

5.2　調査結果
　表 2は、調査結果をまとめたものである。この結果から、2つの点が言える。第 1点
は、自他同形漢語動詞で他動詞文が作られる場合、「漢語 Vする」、「漢語 Vさせる」の
選択に何らの要因が存在し、それによって「する」「させる」の使用に差異が見られる

15）被験者は、日本語を母語とする 20代から 60代の男女 11名である。
16）今回の調査で使用した自他動詞漢語動詞の文は①他動詞よりの自他同形漢語動詞であること②無生物主語ではないこと
③主体の意志を有した文であること、の 3点を条件とした。①～③であげたことは、自他同形漢語動詞が他動詞文で用
いられた場合に、「する」ではなく「させる」を選択する要因となるためである。

（緩和する・緩和させる）

（緩和する・緩和させる）
（軽減する・軽減させる）

（軽減する・軽減させる）
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ということである。今回の結果で言えば、「する」が用いられた割合が高いのは、用例
③、⑤、⑧、⑨、⑫である。一方、「させる」の使用の割合が高いのは用例①、②、④、
⑥、⑦、⑩、⑪である。同じ漢語動詞において「する」「させる」の選択に差異がある
ことを考えれば、それぞれの漢語動詞が持つ意味が「する」「させる」の選択の要因で
はないことは推測できる。
　第 2点は、その「する」「させる」の選択決定要因がどこにあるかという点である。
今回の調査で使用した文に関して言えば、その要因が再帰構文にあると言える。という
のも、先ほど述べた「する」の使用が高いグループはいずれも非再帰構文であり、「さ
せる」の使用が高いグループは再帰構文である。その割合も、再帰構文の「させる」選
択率がいずれも 7～8割を超えるのに対し、非再帰構文の「させる」選択率は 3割に満
たないものがほとんどである。
　今回の自他同形漢語動詞が極めて「他動詞より」であることを考えれば、非再帰構文
において「する」を選択するのは当然であろう。しかし、再帰構文になると、その漢語
動詞自体が「他動詞より」であってもあえて「させる」をする傾向が高いのは、再帰構
文の他動性が弱いという証拠であると結論付けたい。

6．ま と め

　本調査によって、明らかになったことを以下にまとめる。
　今回の自他同形漢語動詞を用いた再帰構文の調査から、自他同形漢語動詞を述語にと
る再帰構文では、「漢語 Vする」ではなく「漢語 Vさせる」となる傾向が高いことが明

表 2　再帰構文の他動性を測る調査結果

＊表中の「す」は「する」、「さ」は「させる」を表す。
　網掛けは非再帰構文を示している。
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らかになった。自他同形漢語動詞が「漢語 Vする」ではなく「漢語 Vさせる」の形を
とるのは、その動詞文の他動性が弱いことを示していることを考えれば、再帰構文は形
式上、「Aは Bを Vする」と他動詞文の形をとっているが、その他動性は弱いことを示
している。本調査によって、再帰構文の他動性の弱さを実証的に明らかにしたと考える。
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資料 1　調査用紙
　次の文章を読み、（　）の「する」「させる」のうち、より自然なほうを選んでくださ
い。

1
人は緊張状態に陥った時、その緊張を 　　　　　　　　　　　 べく、反射的に顔を
緩ませるという。

2
ほかほかと湯気のたっている焼き芋を頬張れば、身も心も温かいものに包まれ、何か
ほっとする心地にさせられる。緊張を 　　　　　　　　　　　 焼きいもの味が読み
手にまで伝わってくるようだ。

3
菅内閣は、治療や健診が目的の外国人の来日を促進するため、「医療滞在査証（ビ
ザ）」を新設することを決めた。渡航回数や滞在期間、同伴者の制限などを 　　　　　 
 　　　　　　　という。

4
働く側は自らの不安を 　　　　　　　　　　　 ためにやりがいに頼る。企業は激し
い競争にさらされているので、サービスを向上させ、賃金を下げるしかない。

5
大田原市は、保護者の負担を 　　　　　　　　　　　 ため、2011年度から小中学
校給食費の無料化を始めた。

6
今の日本人は不安を抱え、自信を失い、自分自身の思考を 　　　　　　　　　　　 
 　　　　部分がある。大人たちが『日本の未来を若者に託す』などと言って問題を
先送りしていては、未来はありません。

7
私が皆さんに言えるのは、自分の思考を 　　　　　　　　　　　　　 で、世代を超
えて希望劣化社会を希望のある社会に変えていこうということです。

8
黒岩知事は 19日の県議会本会議で「2013年 4月の入学生を最後に、県立衛生看護専
門学校の准看護学科の募集を 　　　　　　　　　　　　　 」と述べた。

9
男子代表候補 3選手が禁止されているたばこを吸っていたことが問題になった。3選
手は公式戦出場を禁止する処分を受け、ナショナルトレーニングセンター（NTC）
は水球チームの施設利用資格を 　　　　　　　　　　　 。

10
見学者は、葉を 　　　　　　　　　　　 虫を捕らえるハエトリグサの葉におそるお
そる触れたり、みつで虫を誘いこむウツボカズラのつぼ状の捕虫袋をのぞきこんだり
していた。

11
ヒオウギガイは、ヒトデなどの外敵に出会って危険を察知すると、カスタネットみた
いに貝殻をパクパクと 　　　　　　　　　 、その反動で体が水中に浮き上がったり、
沈んだりとリズミカルな泳ぎを披露した。

12
尺八には一般に真竹が使われる。長さは、その名の通り、1尺 8寸が一般的で、表側
に四つ、裏側に一つの穴が開けられている。指で穴を 　　　　　　　　　　　 音階
を生み出す仕組みだ。

（緩和する・緩和させる）

（緩和する・緩和させる）

（緩和する
・緩和させる）

（軽減する・軽減させる）

（軽減する・軽減させる）

（停止している・停止させ
ている）

（停止しない・停止させない）

（停止したい・停止させたい）

（停止した・停止させた）

（開閉して・開閉させて）

（開閉し・開閉させ）

（開閉して・開閉させて）
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1．はじめに

　ブラジルにおけるインディオ（先住民）はポルトガル人がブラジルに到達して以来、
植民化のための労働力として酷使され、権利が奪われるなど、ヨーロッパ人の都合の良
いように扱われてきた（Ribeiro, 2009, 34‒43）。多くの聖職者の献身的な活動（Ribeiro, 

2009, 44‒53）により、ローマ法王がインディオを人間と認めた1） 後でさえ、インディオ
の扱いはほとんど変わらなかった。19世紀前半から文学や政治において発現した、イ
ンディアニズモ2） によって少数派であったインディオが注目され、1934年の憲法にお
いても初めてインディオについて明記された3）。しかし、インディアニズモは政治的な
動きに利用されたという批判や、文学においては、誇張が目立ち、現実の隠蔽であると
の批判があった。そのような時代の流れの中 20世紀後半にインディアニズモに代わる
ものとしてインディジェニズモ4） が誕生し、世界的にもその動きは顕著であり、
UNESCOが支援している組織も存在する。本稿では、インディオがポルトガル人と接
触してから現在に至るまでの約 500年の歴史を対象とする。
　またインディオを巡って、開発や権利をはじめとして様々な場所で問題が生じている。
その中心を成す「インディアニズモ」と「インディジェニズモ」を整理し、インディオ

1） 1537年 6月 9日にローマ法王パウロ三世により、「インディオは真に人間であり、自由である。」という勅令がだ
された。Ribeiro, 2009, 33

2） インディオに好感を抱く世論の動きや、インディオを保護し、彼らをその犠牲となっている不正から守り、そし
て一般に認められている彼らの長所あるいは性質を賞賛する態度。ファーブル，2002, 7

3） 1934年に公布された憲法において、以下の条項が明記されている。
 129条「先祖伝来の森に住む民の土地の所有は尊重されねばならない。同時に彼らはその土地を離れる事ができな
い。」金七，2009, 17

4） インディオが自らの権利を主張して、自らの権利を自らの力で守ろうとする運動・動き。ファーブル，2002, 11

ブラジルにおけるインディオ
― インディアニズモからインディジェニズモへ ―

上　田　和　貴

　要　旨　

　1500年に白人とインディオの接触が始まって以来、インディオは苛酷な歴史を辿った。
19世紀前半からインディアニズモが発現し、インディオに対する見方に変化がもたらさ
れた。しかし、インディオの願いとは異なる点が多いため批判された。代わりに、20世
紀後半以降、インディジェニズモが登場し、現在においては賛同するものが増えている。
本稿では、インディオの歩みをインディアニズモとインディジェニズモを通して論じる。

　　　　　　　研究ノート
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を取り巻くブラジル社会との関連についても考察したい。

2．インディオ研究の歩み

　インディオという名は、ヨーロッパ人が大航海時代にインドを目指し航海をし、到着
した場所がインドであると思い込んでいた5） ことが由来となり、先住民はインディオと
呼ばれるようになった。ブラジルにおけるインディオは、文字を扱わなかったため、ペ
ドロ・アルヴァス・カブラルの艦隊が 1500年 4月 22日に現在のバイーア州のポルト・
セグーロに到着し、その際に書記として同行したペロ・ヴァス・デ・カミーニャがポル
トガル国王マヌエルに宛てた書簡の中に書かれた時から、インディオは文字に登場し始
める。その書簡の中には、「どの男も肌は小麦色で全裸のうえ、恥部を覆うようなもの
もまったく身につけていませんでした。手には弓を持ち、矢もそれぞれ持っていまし
た。」（カミーニャ，1984, 190‒191）という記述があり、初めて見たインディオの様子が
描かれている。
　当時のインディオの人口に関しては現在においても諸説6） 存在し、定説は確立されて
いない。しかし、FUNAI7） の数値を基にすると、約 100万～1000万の人口であると推
測されている。現在、その数値は減少し、IBGE8） の調査によると約 89万人（IBGE, 

2012）のインディオが生活を営んでいるにすぎないと言われ、ブラジル総人口の比率で
表すと 0.5％以下になる。
　ポルトガル人がブラジルで発見した資源の一つであるパウ・ブラジル9） は、染料にな
り、また豊かに植生していたことにより、貴重な交易資源として、インディオとポルト
ガル人の間で交易が行われた。交易当初の両者の関係は友好的であったが、ポルトガル
人が植民地計画を本格的に進めるにつれ、その関係は崩れ、インディオは交易の相手で
はなく、労働力としてみなされるようになった。というのは、当時のブラジルに来るポ
ルトガル人は少なく、また熱帯で働くことに慣れていなかったため、インディオの労働
力は不可欠と考えられたからである。インディオは奴隷化に対し、激しく抵抗をした
（ヘミング，2010, 88）が、インディオの奴隷化はアフリカから黒人奴隷が大量にもたら
される10） まで続いた。また同時に、ポルトガル人の偏見により虐殺も行われ、各地で
インディオの数は減少していくことになる。さらにヨーロッパなどからもたらされた流

5） 1492年コロンブスが新大陸に到達。金七，住田，高橋，富野，2000, 10
6） 文化人類学者であるデイビト・P・ケネディーは 1500年のブラジルには 80～500万人が生活していたとし、同じ
く文化人類学者のジュリアン・H・スチュワードは、当時のラテンアメリカには 910万人いて、ブラジルにおいては
110万人だったとしている。Pagliaro, Azevedo, e Ricardo, 2005, 16

7） Fundação Nacional do Indio – FUNAI（国立インディオ基金）
8） Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE（ブラジル地理統計局）
9） ブラジルボクと呼ばれる。
10） 1550年以降、大規模に導入された。金七，住田，高橋，富野，2000, 29
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行病がインディオに猛威をふるったと、研究者の間で考えられている（Melatti, 1989, 

183‒184）。流行病は、天然痘や麻疹などで、これらの病気に免疫のないインディオに大
被害を与えた。ヨーロッパ人たちは、そうした流行病に感染した者が使用していた衣類
などをインディオに与え、インディオ間での感染を広げた（田所，2000, 182‒183）ので
ある。また後の同化政策がインディオの文化的アイデンティティの消滅にも拍車をかけ、
インディオの減少が進んだ。

3．インディアニズモの確立

　インディオ減少の歴史の中で、19世紀中ごろから文学や政治的な動きの中でイン
ディオが注目され、インディアニズモを確立していくことになる。インディアニズモと
は、「インディオに好感を抱く世論の動きや、インディオを保護し、彼らをその犠牲と
なっている不正から守り、そして一般に認められている彼らの長所あるいは性質を賞賛
する態度」（ファーブル，2002, 7）の事であり、インディオ以外の第三者が中心となっ
て進めるインディオに対する活動のことである。

3.1　文学におけるインディアニズモ
　文学において、このインディアニズモが登場するのは、ブラジル・ロマン主義11） で
あり、今も読まれる多くの作品が生まれた。中でも、詩人ゴンサルヴェス・デ・マガ
リャンエスやジョゼ・マルティニアーノ・デ・アレンカールが有名であり（田所，伊藤，
2000, 65）、ジョゼ・マルティニアーノ・デ・アレンカールの作品、『グアラニー族』
（1857）、『イラセマ』（1865）、『ウビラジャーラ』（1874）の三作は、インディアニズモ
作品の代表作と呼ばれている（田所，伊藤，2000, 91‒93）。それらの作品では、イン
ディオと白人の混交やインディオ間の戦いなどが描かれており、インディアニズモが顕
著に称揚され、多くの人を魅了することになった。また 1922年のサンパウロ市立劇場
で開催された近代芸術週間12） においては、国民意識が高まり、インディオが登場する
作品が賞賛された。

3.2　政治におけるインディアニズモ
　また政治的な動きとしては、1910年にブラジル政府がインディオの保護を目的とし、
SPI13） が創設された。その長官にインディオと以前より接触を行っていた陸軍大佐であ

11） 1822年、ポルトガルから独立後に生じたナショナリズムの思潮と結びついており、「すべてがブラジルによる、ブラジ
ル的なもの」を目指した。田所，伊藤，2000, 62

12） 新しい文学、芸術の出現を求める新しい世代の声明。1922年 2月 13日、15日、17日の三日間行われた。金七，住田，
高橋，富野，2000, 146

13） Serviço de Proteção aos Índios - SPI（インディオ保護局）



上　田　和　貴

90 Language and Culture, vol. 8 March 2014

るマリアーノ・ダ・シルヴァ・ロンドン14） が任命された。SPIは、1967年の FUNAIが
創設されるまでの間、憲法においては 1934年に初めてインディオに関する条項が規定
され、さらに国立シングー公園15） の設立などの活動が行われた。これを契機に、1953

年にインディオ博物館、1979年にインディオ諸民族連合などのインディオを対象とし
た機関が多く設立されるようになり、インディアニズモが確立したと言えるであろう。

4．インディアニズモからインディジェニズモの確立へ

　しかしながら、インディアニズモはインディオ自身が活動の主体ではなく、インディ
オ以外の第三者が主体であったため、インディオ自身が思う願いとは異なることから、
インディオ自身や人類学者、インディオを保護しようとする者から批判され（ファーブ
ル，2002, 11）、インディアニズモではなく、インディジェニズモへの転換が始まる。

4.1　インディアニズモ批判
　文学においては、ブラジルの自然や登場人物であるインディオが現実離れして誇張さ
れて記述され、過去に繁栄した栄光の歴史が象徴的に描かれていた。この文学で描かれ
た姿は現実のインディオの生活とは異なっている点が多くあり、文学におけるインディ
アニズモはインディオを理想化することにより、インディオ社会の現実の隠蔽行為であ
る（田所、伊藤，2000, 93）という批判を受けた。
　また政治における批判も行われた。それは SPI創設の目的がインディオを保護するこ
とが真の目的ではなく、国際的な信用を得るために創設されたという批判である。事実、
SPI創設への動きとしては、1908年にウィーンで行なわれた第 16回アメリカニスタ会
議において、ブラジルがインディオを根絶するために虐殺を行っていると告発されたこ
とが契機である。表向きの目的であるインディオ保護に関しての実績16） は認めなけれ
ばいけない点もあるが、1957年頃から衰退期に入り、また SPIが数度に渡り土地開発
者との手引きを行ったとされる問題（金七，2009, 18）が起こり批判の対象となった。

4.2　1988憲法
　ブラジル建国以来、インディオが、法的に配慮されることは永い間なかった。むしろ、
1850年に公布された憲法においては、登録されていない土地の占有は禁止されること
になり、多くのインディオの居住地が奪われた。既に述べたが、SPI創設後の 1934年
に公布された憲法において、インディオが憲法に登場する。その 129条項には、「イン

14） 「死ぬことになっても、決して殺すな」の精神で活動に従事した。Ribeiro, 2009, 84
15） 1961年に作られ、14部族が生活を営む。
16） キリスト教やヨーロッパの影響を受けず、インディオの文化が護られたこと。Fundação Darcy Ribeiro, 2010, 37
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ディオの占有の土地を尊重しなければいけない。」と記述されており、これは初めてブ
ラジル社会においてインディオが法的に認知されたと考えられる。
　さらに 1988年に公布された憲法においては、インディオが伝統的に占拠している土
地の権利が認められ、また政府は尊重と保護を認めた。また同時に、インディオの共同
体及び組織は権利を主張することができる17） という点も憲法に明記された。この憲法
において、インディオは自身で権利を主張することを法的に初めて認められたのである。
この憲法は、インディアニズモからインディジェニズモへと変化する大きな要因の一つ
であったと言える。

4.3　インディジェニズモの確立
　20世紀第 4四半期の 1988年憲法公布により、インディアニズモに代わるものとして、
インディジェニズモへの準備が固められたと言える。インディジェニズモとは「イン
ディオが自らの権利を主張して、自らの権利を自らの力で守ろうとする運動・動き」
（ファーブル，2002, 11）ことであり、インディアニズモとの大きな違いは、主体がイン
ディオ自身であることである。事実、インディオであるアルトン・クレナックが 1985

年に NGO（非政府組織）を作り、翌年にブラジル国会に参加し、また 1988年の憲法制
定にも積極的に参加する（金七，2009, 19）など、インディオが自らの権利を得る動き
がみられる。その後の 1992年に地球サミットと同時に行われた先住民国際会議におい
てインディオは自らの権利を世界に向けて主張していることからも、第三者からの立場
であるインディアニズモから、インディオが主体であるインディジェニズモへと移行し
たと言えるであろう。

5．インディジェニズモ

　以上のように現在のブラジルにおいて、インディオ自身が権利を主張する機会がよく
みられ、またインディオ自身で構成された組織やインディオが中心となり、それを支え
る研究者などの支援者で構成されるインディジェニズモ組織の数は少なくない。それら
の組織は時代の流れや技術の進歩と共に活動の場を多様に変化させ、さらにインディ
ジェニズモへの賛同者を増やし、組織を大きくしつつある。活動の大きな特徴は、世界
的にインターネットが普及したことから多くのインディジェニズモ組織が、Facebook

や Twitter、Youtube、ブログなどのインターネット上の SNSを利用し、自らの主張を

17） 1988年に公布された憲法において、以下の条項が明記されている。
 第 231条「原住民に対しては、その社会組織，習慣，言語，信仰および伝統，ならびに伝統的に占有している土地に対
する始源的権利が認められ，この土地の境界画定およびその一切の財産の保護と尊重は連邦の権限に属する。」第 232
条「原住民，その共同体および組織は，その権利または利益の擁護のため訴えを請求する当事者適格であり，検察庁は
すべての訴訟手続に参加する。」矢谷通朗編訳，1991, 193‒194
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述べている点である。インターネットは不特定多数の相手に対し、瞬時に文字だけでな
く画像や動画などの情報を提供でき、また似たような主張をする組織が互いに近づくこ
とを可能にしており、インディジェニズモを支える大きな役割を果たしていると言及す
ることができる。
　そのように多く活動する組織の中で、UNESCOからの支援を受けて活動を行ってい
る組織、VNA（Video nas aldeiras）を例にインディジェニズモの具体的な活動方法を挙
げたい。この組織は、1986年に NGOである CTI18） の中から生まれたプロジェクトが
始まりである。目的は視聴覚機材を用いて、インディオのアイデンティティや歴史的な
土地、文化などを保護することである。1997年に公式に初めてインディオ集落を撮影
して以来、現在に至るまでに 70本以上の視聴覚データが採取され、現在ではプロジェ
クトではなく、NGOとして独立し、UNESCOの支援も受けるようになった。インディ
オの文化や歴史を主張するために、この組織ではインディオ自らがカメラを回し、作成
した映像やそれを基に作成した本などの視聴覚データをインターネット上で配信してい
る。その中では、白人の歴史とインディオの歴史の相違点や白人とインディオの接触後
の集落内での文化的変容と現状などが当事者であるインディオ自身の口から述べられて
いる。VNAの視聴覚データはあくまでインディオが中心となっており、インディジェ
ニズモであることが特徴づけられている。
　またインディジェニズモはインターネットだけではなく、多くの抗議活動の場でもみ
られる。2013年に起こった２つの抗議活動を例に挙げたい。一つ目は、5月 30日に開
拓者がテレーナ族の居住地に侵入し、テレーナ族の一人を殺戮した事件に対し、テレー
ナ族がメディアを通し抗議を行った19） こと。もう一つは、アマゾンでの発電所建設に
反対して、首都ブラジリアにある国会議事堂前の交差点に 150人のインディオが輪にな
り、仰向けになるという方法で抗議が行われた20） ことである。
　インディアニズモ時代おいて、これらの抗議活動はみることができず、抗議活動とい
うよりは報復活動であった。それは必ず血が流れるものであり、また報復は報復を呼ぶ
という負の連鎖になってしまい、両者の関係が改善されることはなかった。しかし、イ
ンディジェニズモが推進してからは、当事者たちが互いに歩み寄り、話し合いの場が設
けられるようになる21） など、報復はせずに、血が流れない抗議活動に代わり始めている。

18） Centro de Trabalho Indigenista – CTI（1979年に人類学者やインディオを保護する者によって作られたグループ）
19） O Globo.com 2013年 5月 31日記事より
 http://oglobo.globo.com/pais/indios-voltam-ocupar-fazenda-palco-de-confronto-com-policiais-em-ms-8549237（2013 年 11

月 10日閲覧）
20） Conjunttura 2013年 6月 11日記事より
 http://www.conjunturaonline.com.br/novo/0,0,00,2461-227916-INDIOS+QUE+INVADIRAM+FUNAI+MARCHAM+ 

PELA+ESPLANADA+DOS+MINISTERIOS.htm（2013年 11月 10日閲覧）
21） Instituto Socioambiental　2013年 7月 11日記事より
 インディオのリーダーたちを集め、大統領との話し合いの場が設けられた。
 http://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/dilma-recebe-indios-mas-lider-do-governo-apoia-manobra- 



ブラジルにおけるインディオ ― インディアニズモからインディジェニズモへ ―

93『言語と文化』第 8号 2014年 3月

6．おわりに

　約 500年に渡るブラジルのインディオの歴史的変容について、インディアニズモから
インディジェニズモに至る動きを通して考察した。またインディジェニズモにおいては、
比較的日が浅い動きであるため、例を挙げて具体的な動きを確認し、現状を考察した。
しかし一言にブラジルのインディオといっても、その言語や文化は多岐に亘り、その居
住区の風土にも大きな違いがある。このことからインディオ間で、主張の差異が生まれ
るため、対象のインディオを絞る必要性があると痛感しており、今後の研究にその作業
を譲りたい。さらに将来においては、ブラジルと地理的に隣接しており、歴史的にも植
民地化された点から類似しているラテンアメリカ諸国へも目を向け、研究の幅を広げた
いと考えている。
　1988年の憲法においては、インディオ居住地の区画が明確にされ、その権利を保護、
尊重するといったものが盛り込まれており、それは公布後 5年間で行なわれるもので
あった。しかし、現実には 2013年現在においても区画の明確化は行われておらず、イ
ンディオ、また人類学者やインディオを尊重しようとする者から、新たな批判を生んで
いる。
　インディジェニズモの視座から今日のインディオを取り巻く社会の動きとそれに伴う
インディオの権利の変容を研究対象として、インディオ社会の分析を深めていきたい。

que-ameaca-direitos-sobre-suas-terras（2013年 11月 10日閲覧）
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はじめに

　スペイン人がアメリカ大陸へ到達した
15世紀、アメリカ大陸では先住民が独
自の文化を形成していた。アメリカ大陸
には、古代より 2つの巨大な都市文明が
栄えていた。アメリカ大陸中央に栄えた
メソアメリカ文明と、南アメリカ大陸に
栄えた中央アンデス文明である。両文明
は、それぞれ共通する文化要素を有して
おり、その文化要素の広がりをもって文
明圏を定めている。本研究で対象とする
地域は、中米北部に位置するメソアメリ
カ文明の文化領域と、南米に位置する中
央アンデス文明の文化領域との間に位置
する中間領域と呼ばれる地域である（図
1）。この地域は、現在のホンジュラス東部、エルサルバドル東部、ニカラグア東部、コ
スタリカ、パナマ、コロンビア北西部にあたり、中でもニカラグア、コスタリカ、パナ
マは、メソアメリカおよび北部中央アンデスとの交流の核となっていたとされている
（Snarskis 2000）。巨大な文明が栄えたメキシコ・中米北部と南米の間に位置するこの地

1） アメリカ大陸において、人類が定住生活を営み始めてから、スペイン人がアメリカ大陸に到達し、植民地化を行
うまでの時代のことを指す。

祭祀メタテからひも解く先コロンブス期の中間領域
― 2013年フィールドワーク調査報告 ―

植　村　まどか

　要　旨　

　中間領域には祭祀メタテと呼ばれる製粉道具が確認されている。祭祀メタテは先コロン
ブス期1） の副葬品として出土していることから「祭祀」と名付けられたが、その用途は未
だ明らかではない。祭祀メタテの使用痕に着目したメタテ研究から、中間領域の文化的特
徴を見出すことを目的としている。

図 1　中間領域の地理区分図

　　　　　　　研究ノート
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域は、従来文明の空白地域とみなされてきたが、近年、両文明の中継地としての役割が
あったのではないかと注目を集めるようになった。
　筆者は、昨年 8月よりニカラグア、コスタリカにて祭祀メタテの形状、用途および分
布に関する現地調査を行っている。第 1次調査（2012年 8～9月：2週間）、第 2次調査
（2013年 3月：2週間）を経て、今夏が第 3次調査（2013年 8～9月：1ヵ月半）となっ
た。本稿では、中間領域における考古学研究および祭祀メタテの概要について述べると
ともに、これまでの調査の経過報告をまとめることとする。

1．先行研究と問題の所在

1.1　中間領域における考古学
　1984年、フレデリック・レンジ（Frederic Lange）とドリス・ストーン（Doris 

Stone）によって中間領域の定義がなされたが、メソアメリカやアンデスが文化要素に
よってその領域が定義されているのに対して、中間領域にはそのような文化要素に関す
る言及はされず、定義の根拠については述べられていない（Lange and Stone 1984）。こ
のように中間領域が曖昧に表現されるのは、メソアメリカ文明や中央アンデス文明のよ
うに文明圏を定める文化要素が特定されていないからである。
　その背景として、大航海時代にスペイン人がアメリカ大陸に到達した際、中間領域に
はヨーロッパ諸国との情報の往来が確立されなかったということが挙げられる。メソア
メリカや中央アンデスには巨大な建造物や都市国家が成立していたのに対し、中間領域
ではそのような形跡が見られなかったため、研究の対象地域から長らく除外されてきた。
メソアメリカ文明や中央アンデス文明の背景が明らかになり始め、両巨大文明の中間に
位置する地域として中間領域が注目されるようになったのは、20世紀に入ってからの
ことである。

1.2　祭祀メタテの先行研究
　中間領域の中でも、特にニカラグア、コスタリカでは、祭祀メタテと呼ばれる製粉用
の石皿が大量に確認されている。メタテ（Metate）とは、メソアメリカにおいて古代
より日常的に食物（トウモロコシ、カカオ、トウガラシなど）の製粉作業に利用されて
いた石皿のことで、一部のメキシコの民族の間では、現代でも利用されている（写真
1）。一方、祭祀メタテは、メソアメリカでよく見られる一般的な家庭用メタテとは異な
り、石皿や脚部分に線刻文様や動物表象などの装飾が施されている（写真 2）。このよ
うなメタテはメソアメリカおよび中央アンデスでは見られず、中間領域のみに存在する
考古遺物である。このことから、祭祀メタテは中間領域独自の文化により派生したもの
ではないかと考えられる。
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　ニカラグア、コスタリカに広く分布する祭祀メタテは、その奇抜な形状や副葬品とし
て墓に埋納されている様子から「祭祀」と名付けられている（スペイン語では “Metate 

ceremonial”と表記される）。現在までで筆者が実際に確認した分布領域は、ニカラグア
南部およびコスタリカであるが、少なくともパナマにも祭祀メタテが出土しているよう
である。中間領域の研究が 1980年代から行われるようになったこともあり、祭祀メタ
テの研究は歴史も浅く、活発には行われていない。
　筆者は、中間領域に位置するニカラグアおよびコスタリカにて大量に収集されている
祭祀メタテに着目し、祭祀メタテを中間領域における重要な文化要素として位置付ける
ことを試みている。その方法として、メタテの石皿表面に見られる使用痕に着目した。

1.3　本研究で扱う資料
　現在は、コスタリカの各博物館に収蔵されているメタテを中心に調査を行っているが、
これらのメタテは考古遺物として不十分な一面を持っている。コスタリカ中央銀行博物
館およびヒスイ博物館に収蔵されているメタテは、全てコレクターから買い取ったコレ
クション品であり、発掘調査によって収集された一次資料ではないのである。本来、考
古学にて取り扱う資料は、発掘調査によって出土した遺物を調査・分析するが、現在博
物館に収蔵されるメタテはコレクション品であるため、出土状況や出土地からの分析は
行うことができない。博物館に収蔵されるメタテの調査から得られる情報は、形状、使
用痕、制作技法などメタテそのものが持っている情報に限定されるということである。
　コスタリカ中央銀行博物館およびヒスイ博物館では、メタテの出土状況を知り得るこ
とは不可能であるが、コスタリカ国立博物館ではそれが可能である。コスタリカ国立博
物館には、1981年以降に実施された発掘調査の報告書が保管されているからである。

2） 2011年、メキシコ国立人類学博物館にて撮影（撮影者：筆者）。
3） 2013年、コスタリカ国立博物館にて撮影（撮影者：筆者）。

写真 1　メソアメリカのメタテ2） 写真 2　コスタリカの祭祀メタテ3）
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1981年、文化遺産保護に関する法律が制定され、考古学調査によって出土した遺物、
資料、調査に関する報告書は全てコスタリカ国立博物館に保管されるよう定められた4）。
この法律により、それまでコレクション品を収集していたコスタリカ中央銀行博物館お
よびヒスイ博物館では、コレクション品の収集の続行が不可能になった。
　コスタリカにおける考古学調査には、大学や博物館が実施する学術調査と、ダム建設
や電波塔の設置に伴う緊急調査があるが、いずれの調査の場合も出土遺物および調査報
告書は国立博物館にて全て保管されている。特に、緊急調査が近年増加傾向にあるため、
緊急調査によって収集された大量の遺物は、建設会社に所属する民間考古学者によって
最低限の整理・分析しか行われず、報告書とともに提出され、現在はそのようなほぼ未
整理の遺物が国立博物館に保管されている状態である（コスタリカ国立博物館考古学・
歴史課長ミルナ・ロハス［Myrna Rojas］氏より聴取）。
　コスタリカ中央銀行博物館、ヒスイ博物館では、完形のメタテを調査することができ
るが、コレクション品であるため出土状況などの情報は得られない。コスタリカ国立博
物館には、考古学調査によって得られた出土遺物および調査報告書が大量に保管されて
いるがほぼ未調査の状態のままである。それぞれの博物館がもつ情報を収集し、有効な
分析を行うことが重要であるが、特に、コスタリカ国立博物館に収蔵される報告書の中
からメタテに関する情報をいかに引き出すかが現在の課題である。

2．現地調査概要

　現地調査地はニカラグアおよびコスタリカ
とし、調査対象はメタテ全般とする。中間領
域における祭祀メタテとは、装飾が施された
石皿で、副葬品として用いられるものを指す
が、中間領域には家庭用メタテと思われるメ
タテも出土している（写真 3）。「祭祀」の定
義がなされていな以上、祭祀メタテと名のつ
くものに限らず、家庭用メタテを含めたメタ
テ全般を調査対象とするのが妥当と考える。
なお、ニカラグアでは各地の博物館訪問に留
まり、メタテの分析は主にコスタリカにあるコスタリカ中央銀行博物館およびヒスイ博
物館で行った。

4） Patrimonio Nacional Arqueológico. Ley No.6703 de 28 de diciembre de 1981.
5） 2012年 8月、コスタリカ国立博物館にて撮影（撮影者：筆者）。

写真 3　中間領域の家庭用メタテ5）
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2.1　第 1次調査（2012年 8～9月：2週間）
　本調査は、コスタリカ、ニカラグアにて約 2週間実施した。初めての渡航であったこ
ともあり、主な目的は現地の大学、博物館などの研究機関を訪問し、中米南部における
考古学の現状や研究状況を探るとともに現地研究者とのコンタクトを図ることであった。
　コスタリカでは、コスタリカ大学、コスタリカ中央銀行博物館、ヒスイ博物館、コス
タリカ国立博物館での意見交換を経て、中米南部、特にコスタリカにおける考古学事情
を得ることができた。特に、コスタリカ国内の考古学調査を精力的に行っているコスタ
リカ国立博物館所属考古学者のリカルド・バスケス（Ricardo Vázquez）氏や、コスタ
リカ国内およびニカラグアのカリブ海岸での考古学調査を進めるコスタリカ国立大学所
属考古学者のシルビア・サルガード（Sílvia Salgado）氏と直接意見交換ができたこと、
そして今後の祭祀メタテに関する調査協力を依頼できたことは、今後の調査にも大きく
関わる契機であった。
　後半に訪れたニカラグアでは、ニカラグア南部グラナダにあるミ・ムセオという博物
館にて、所属考古学者のオスカル・パボン（Oscar Pavón）氏とニカラグア考古学調査
の現状に関する意見交換を行った。ニカラグア南部に位置するニカラグア湖付近では、
巨大な石を用いた像や、岩刻画などが確認されており、祭祀メタテも見つかっているよ
うである。

2.2　第 2次調査（2013年 3月：2週間）
 ①　調査概要
　本調査は、調査地をコスタリカに限定して行った。主要目的は 2つあり、ひとつはコ
スタリカ大学が実施しているグァヤボ国立遺跡公園の発掘調査に参加し、コスタリカで
の考古学調査の方法論を学ぶこと、もうひとつは第 1次調査で訪れたコスタリカ中央銀
行博物館とヒスイ博物館に収蔵される祭祀メタテの調査である。グァヤボ国立遺跡公園
に関する報告は、ここでは割愛する6）。
　両博物館では、収蔵される祭祀メタテの収蔵数を確認するとともに、写真撮影および
肉眼観察を行った。さらに、コスタリカ大学図書館にて中間領域に関する考古学文献お
よびメタテに関する文献の収集に努めた。
　コスタリカ国立博物館に関しては、サンホセ市内にある博物館ではなく、サンホセか
らバスで 40分程の隣町パバスにある国立博物館の研究所を初めて訪問した。パバスの
研究所には、国立博物館所属の研究室があり、考古学調査により収集された遺物の分析
などを行っている。また、コスタリカ国内における考古学調査で収集された遺物もパバ

6） グァヤボ国立遺跡調査に関する報告は以下の論文を参照：植村まどか（2013）「コスタリカ共和国、グァヤボ国
立遺跡公園 ― Monumento Nacional Guayabo ―」『MUC　京都外国語大学国際文化資料館紀要』9，pp. 15‒22, 京都
外国語大学国際文化資料館．
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スの研究所に収蔵される。

 ②　博物館におけるメタテ調査
　2次調査では、コスタリカ中央銀行博物館およびヒスイ博物館にて調査を実施した。
コスタリカ中央銀行博物館には、計 22点のメタテが収蔵されており、全てのメタテの
写真撮影および肉眼観察を行った。またヒスイ博物館には、計 166点のメタテが収蔵さ
れており、うち 43点のメタテの写真撮影および肉眼観察を行い、第 2次調査にて扱っ
たメタテの総数は 65点となった。
　両博物館のメタテは、石皿の形、文様および彫刻、動物表象の表現方法など、メタテ
の形状から地域別に分類されている。メタテの石皿部分は、方形と円形の 2種に分類さ
れる。方形は北部太平洋側のグァナカステ地方に多く見られる。一方、円形の石皿は南
部太平洋側、カリブ海側に広く分布している。続いて文様についてであるが、本調査で
石皿部分および脚部分に比較的よく確認された渦巻き線刻文様は、北部太平洋側のグァ
ナカステ地方によく見られる特徴で、石皿の縁に小さな顔の彫刻が施されたものは南部
太平洋側およびカリブ海側によく見られる彫刻である。また、動物表象の中でもジャ
ガーの形状を模したメタテが目立つが、このジャガーの表現方法にも大きく 3つに分け
られる。ひとつ目は、片側にジャガー頭部、反対側に尻尾があり、全体的に角ばってい
るもの（写真 4）、これは北部太平洋側のグァナカステ地方に多い特徴である。同じく、
片側にジャガー頭部、反対側に尻尾があり、全体的に丸みを帯びたジャガーが表現され
る場合（写真 5）、これはカリブ海沿岸に多い特徴である。そして石皿の両側にジャ
ガー頭部があり、尻尾がないもの（写真 6）、これは南部太平洋側の特徴である。また、
南部太平洋側とカリブ海沿岸の両特徴を備えたメタテも 1点確認された（写真 7）。石

7） 2013年 3月、コスタリカ中央銀行博物館にて撮影（撮影者：筆者）。
8） 同上。

写真 4　北部太平洋側のメタテ7） 写真 5　カリブ海沿岸のメタテ8）
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皿の両側にジャガーの顔があり、なおかつ一方からは尻尾が生えているものである。
　本調査では、両博物館に収蔵されるメタテを網羅的に観察することにより、収蔵され
ているメタテの傾向と既存の分類方法を確認することができた。また、石皿の表面に使
用痕の有無を確認した。使用痕は、メタテの石皿表面の磨耗状態を素手で触って磨耗の
有無を確認し、さらに石皿側面や脚部などと磨耗状態を比較して、調整痕（形を整えた
り光沢を出すために磨いた痕）と区別している。調査の結果、ほとんどのメタテに使用
痕があることが分かった。ここで強調したいのは、以上のこのことから、祭祀メタテは
単に埋納される副葬品ではなく、何らかの儀式に用いられた後に埋納された、もしくは
日常的に使用されていたという可能性が考えられるという点である。

2.3　第 3次調査（2013年 8～9月：1ヵ月半）
 ①　博物館におけるメタテ調査
　本調査では、調査地をメタテの収蔵数がより多いヒスイ博物館に限定し、写真撮影、
肉眼観察に加えて実測図の作成を試みた。実測図は 2点取り、23点の新たなメタテの
写真撮影および肉眼観察を行った。第 2次調査時のメタテと合わせて、分析したメタテ
の総数は 88点となった。
　今回の調査の目的は、①既存のメタテの形状から行う地域別分類法ではなく、独自の
分類法を設定するための形状の観察を行うこと、②石皿表面の使用痕の残り方を確認す
ること、③写真撮影および肉眼観察を通じたメタテ資料の充実を図ることであった。目
的①、②に関しては現在分析を進めている。目的③に関しては、写真撮影を前回から継
続して行い、実測図に関しては、方形メタテと円形メタテをそれぞれ 1点ずつ実測した。
また、前回の第 2次調査に続き、コスタリカ大学およびヒスイ博物館にて文献収集を

9） 2013年 3月、ヒスイ博物館にて撮影（撮影者：筆者）。
10） 同上。

写真 6　南部太平洋側のメタテ9） 写真 7　  南部太平洋岸とカリブ海沿岸
の両特徴をもつメタテ10）
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行った。

 ②　コスタリカ国立博物館での聴取
　今回もパバスの研究所に足を運び、考古学・歴史課長のロハス氏に国立博物館におけ
るメタテの収蔵状況と報告書の閲覧方法などについて聴取を行った。祭祀メタテを研究
する上では、コスタリカ中央銀行博物館やヒスイ博物館に収蔵されるような二次資料で
はなく、コスタリカ国立博物館が収蔵する一次資料となるメタテの分析が不可欠である。
　筆者が博物館の展示室に展示されているメタテを観察した際、登録番号が確認できた
ため、確認番号が付けられたメタテに関してはその登録番号から報告書を探し出すこと
が可能ということであった。一方、昨今の緊急発掘により収集された遺物に関しては余
りに膨大な数に及ぶため、現時点での総収蔵数は把握しきれていないとのことであった。

おわりに

　本稿では、中間領域における考古学調査の概要と、ニカラグア、コスタリカに分布す
る祭祀メタテに関する研究の経過を報告した。報告書の閲覧に関しては、地域、遺跡名
および遺跡コードなどから検索することが可能ということだったので、今のうちからコ
スタリカ国内の遺跡を確認しておく必要がある。
　以上のことから、コスタリカ国立博物館でのメタテの調査は、サンホセにある博物館
に展示されているメタテの登録番号から報告書を探し出し、メタテの形状はもちろんの
こと出土地、出土状況などを丹念に確認していくという作業になる。コスタリカ中央銀
行博物館とヒスイ博物館にて行っているメタテの分析と並行してこの作業を行うことで、
一次資料を取り扱うという考古学において最も重要といえる要素を補うことができる。
幸いなことに、コスタリカ国立博物館の研究者陣は私のような外国人修士学生にも大変
協力的で、報告書の検索、閲覧に関しても様々なアドバイスを受けることができた。第
4次調査となる来年の渡航までに報告書閲覧の申請を行うために、今回確認した展示室
でのメタテの情報をもとに、出土地や遺跡名などの特定を進めている。
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1．はじめに

　本研究ではスペインにおける口語スペイン語の対話コミュニケーションに焦点を当て
る。日常生活の様々な行為において、言葉によるコミュニケーションは重要な位置を占
めている。特に会話は書き言葉とは違い、話者と聞き手の双方向のコミュニケーション
である。会話は音声による表現手段であり、聞き手が表現の場に存在することから人間
関係への配慮が必要になる。そしてその表現方法は話者の年齢や性別、会話の場の要因
などにより様々である。口語表現に多用される por favorはそのような配慮に用いられ
る丁寧表現の一つである。
　本研究では分析対象コーパスとしてスペインのテレビドラマを使用する。映像データ
から por favorを含む用例を抽出してトランスクリプションを作成し、意味および用法
をコンテクスト上の解釈を中心に分析する。

2．先行研究と本研究の目的

　口語スペイン語の主要な研究にはWerner Beinhauerの El español coloquial（［1964］，
1991）と Emilio Lorenzoの El español de hoy, lengua en ebullición（1966）がある。

　まず、Beinhauerは自身がスペイン滞在中に収集した日常会話や戯曲の用例を研究し
ている。著書の第 2章では自身が収集した丁寧表現の用例の数々を詳細に分析し、por 
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村　上　寿　英

　要　旨　

　本研究はスペイン語会話に頻繁に使用される fórmula estereotipada、いわゆる「決まり
文句」の丁寧表現 por favorの用法を分析することを目的としている。対話者相互のやり
とりにおいて por favorは主に丁寧さを表現するために用いられ、コミュニケーション上
重要な役割を果たしていると思われる。しかしながら実際の会話における使用例をみると、
por favorは単に丁寧さを表すためにのみ使用されているわけではない。スペイン語会話に
おいて por favorはどのような状況に用いられ、どのような用法を持つのか。スペインの
テレビドラマのセリフに登場する por favorの用法をコンテクスト上の解釈に重点を置き
ながら具体的に考察する。

　　　　　　　研究ノート
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favorについても言及している。彼は丁寧な依頼や命令をするための数々の丁寧表現の
代わりに、今日では por favorを用いるのが一般的であると述べている1）。
　一方、Lorenzoは「生きた言語」の分析を試み、それまで体系的に研究されていな
かった、スペイン語表現の持つ数多くの語義とニュアンスに注目した。彼は por favor

が、そのニュアンスの持つ「曖昧さ」で当時の典型的・スペイン語的な丁寧表現である
tenga la bondadや hágame el favorなどに代わろうとしていると指摘している2）。また、
丁寧な希望や命令を表す際にスペイン語の語彙を駆使する3） ことなしに、文の後に por 

favor一語を付け加える用法4） が定着したと述べている。
　20世紀半ば以降は語用論の分野でポライトネス理論への関心が高まってきた。
Brown & Levinsonに代表されるポライトネス理論5） は個人の社会的面子を維持する欲
求を基盤とするコンセプトを提示した。世界の研究者が言葉とその意味をコミュニケー
ションの場面にそくして考えようとする流れの中で、オランダ人の Haverkateは La 

cortesía verbal（1994）でスペイン語の丁寧表現を取り上げ、その語用論的な重要性を
体系化した。彼は口頭のコミュニケーションにおける丁寧表現（挨拶、お世辞、感謝、
謝罪、命令ほか）を語用論的観点からも詳細に分析しており、por favorが表現する命令
や依頼のニュアンスは発話時の状況や音声によって変わると述べている6）。
　スペイン語圏における口語スペイン語の研究は 1990年代に入ってその成果が数多く
発表されるようになった7）。Martín Zorraquinoと Portolés Lázaro（1999）8） によれば por 

favor は命令や依頼という指示的な発話行為に伴う丁寧な談話標識である。さらに por 

favorは動詞を伴わずに単独で使用できること9）、また依頼や提案に対する返答の用法が
あると説明しているが、コンテクストによっては単なる返答として機能するのではなく
抗議、不賛成を表現する10） と述べている。

1）例として ¿Quiere usted traerme un café?を Tráigame usted un café, por favor.と表現するのが一般的になっていると述べ
ている（pp. 148‒149）。

2）p. 72
3）¿Quiere usted darme ese libro?（p. 72）
4）Deme usted ese libro, ¡por favor!（p. 72）

 この用法が拡大した理由を Lorenzoは当時の外国映画のセリフの吹き替えの際、英語の pleaseやドイツ語の bitteを por 
favorに置き換えたことによると推測している（p. 73）。

5）日本語の「ポライトネス（politeness）」の用語は一般的に Brown & Levinson（以下 B/L）らに代表される「ポライト
ネスの普遍理論」（[1978], 1987）を指す。日本では訳語による混乱を避けるため、表現形式の「丁寧さ」とは区別して、
この理論を「ポライトネス」と呼ぶことが多い。しかしスペイン語圏の文献においては B/Lらのポライトネス理論を
指す場合も、表現形式の丁寧さを指す場合も、同じ一つの訳語 cortesíaを使用している。

6）p. 202
7）大倉（1997）p. 283
8）pp. 4189‒4190
9）Agua, un vaso de agua, por favor.の例文を紹介している。

10）以下の例文を挙げている。
 〈提案に対する通常の返事としての por favor〉
 ―¿Tomas vino?
 ―Por favor.
 〈抗議や不賛成を表す返事としての por favor〉
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　Bernal（2006）はバレンシア大学・アリカンテ大学作成のコーパス11） に登場する 19

例の会話を分析している。そのうちの 9例の会話に por favorが含まれており、うち 2

例のみが、慣例的に認識されている命令や依頼行為を緩和する機能を持つ丁寧表現とし
ての用法であった。残りの用法は対話者同士の親しい関係における不賛成、不快、抗議、
否定を表明する用法であるとする。さらに por favorが間投詞として ¡ah!や ¡ay!ととも
に、また呼びかけとして señorや diosとともに使用される例を挙げ、この場合の por 

favorの用法は、その場にいないが話題の中心である第 3者に対して内心は非難や抗議
の気持ちがあったとしても、対話者間の solidaridad（連帯）を強調するものであると述
べている。
　一方、日本においてはこれまで口語スペイン語はもとよりスペイン語の丁寧表現の
「用法」の研究はあまりなされてこなかった。本研究でとりあげる por favorの用法につ
いては文法書12） に数例の紹介のほか、日本で出版されたスペイン語辞書には語義と用
例が僅かに記載されているのみである13）。本研究では理論には言及しないが、スペイン
語会話における por favorの使用例に注目し、用法、使用傾向や丁寧度の違いなどを日
本語でまとめ、明らかにすることを目的としたい。

3．使用コーパスの紹介

3.1.　コーパス選定と理由
　本研究ではスペインのテレビドラマから筆者自身が用例を抽出したものをコーパスと
して使用している。ドラマはスペイン国内で現在放送中のものから 1種類、放送が終了
したものから 4種類の合計 5種類を選出した。
　口語スペイン語の研究には自然会話のデータを利用するのが望ましい。しかしながら
筆者は現在日本国内に在住しており、まとまった量のスペイン語ネイティブの自然会話
データを取得することは困難である。音声データの取得が困難ならばテクストやアン
ケートを利用する方法もあるが、会話においては表情、声のトーン、ゼスチャーなどの
非言語情報もコミュニケーション手段として重要な役割を果たす。そこでデータのより
正確な解釈を試みるため、言葉以外に非言語情報も分析に考慮できるよう、映像データ
を使用することとした。映像データを使用する場合は映画という選択肢もあるが、映画

 ―Mañana vendrá Pedro.
 ―Por favor...（Con tono de desagrado）
11）URLは次の通り http://www.valesco.es/web/index.html（2013.9.11現在）
12）丁寧な依頼とその返答：山田善郎監修（1995）『中級スペイン文法』白水社　pp. 486‒495。
13）日本で出版された主なスペイン語辞書における por favorの語義は以下のとおりである。
 丁寧な命令・依頼、抗議・拒絶、呼び掛け：『クラウン西和辞典』三省堂（2005）
 依頼、呼びかけ、抗議：『西和中辞典　第 2版』小学館（2007）
 丁寧な命令・依頼、少し怒って、相手に勧めて：『現代スペイン語辞典　改訂版』白水社（1999）
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は一本という限られた時間内にテーマが凝縮されており、セリフのひと言ひと言が厳選
されている。日常会話としての口語スペイン語を分析するにはなるべく自然な状態のス
ペイン語会話で、ある程度の量のデータが必要であるため、シリーズもののスペインド
ラマを選択した。これらから取得できるデータも、セリフである以上は作られたもので
あることは否めない。しかし毎日もしくは毎週連続して放映される連続ドラマであるこ
と、また現代スペイン人の日常生活に近いテーマのドラマを選択することで、本研究に
おけるデータ収集の必要条件は十分に備えていると思われる。

3.2.　ドラマの選定と紹介
 3.2.1.　ドラマの概要一覧
　5種類のスペインドラマからそれぞれ 2話ずつ選び合計 10本を調査した。総合計時
間は 8時間 51分 23秒である。1話の時間の長さはドラマにもよるがおよそ 40分から
60分前後である。なお、これらの時間数にはドラマの途中に挿入されるナレーション
や音楽、主題歌、次週の予告なども含まれており、純粋に会話時間を合計したものでは
ない14）。
　選択したドラマは表１に示すとおりである。選択に当たっては、抽出する用例が偏ら
ないよう、ドラマの時代設定、テーマ、ジャンルにばらつきが出るよう考慮し、なるべ
く登場人物の多いものを選択した。次項で各ドラマの詳細について紹介する。

14）本研究はこれらのドラマから用例を抽出し、必要な部分のトランスクリプションを作成してから分析を行っている。作
業の都合上、会話部分のみのドラマの合計時間を集計することはできなかった。

表 1　用例抽出のために使用したドラマの一覧表

＊  Amar en tiempos revueltosは公式サイトで視聴可能だが、本研究では DVD（ストーリー縮約版）を使用し
たため本表には DVDでの所要時間を記載した。サイト上の本来の放送時間は 2話合計で 2時間 13分 21秒。
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 3.2.2.　ドラマの内容紹介
 3.2.2.1.　Periodistas（Telecinco：1998年～2002年）
　新聞社 Crónica Universalで働く記者たちの、主に職場での日常を描いている。デス
クのメンバーには男性部長、女性副部長、編集者、秘書、カメラマン、研修生らがおり、
現代スペイン、マドリッドの 1オフィスの様子を垣間見ることができる。連続ドラマで
あるがストーリーは 1話ごとに完結する。すでに放送終了のため市販の DVDを視聴し
た。用例抽出には第 2シーズンの第 14話と第 15話を使用した。

 3.2.2.2.　7vidas（Telecinco：1999年～2006年）
　スペイン、マドリッドを舞台にした現代コメディーである。登場人物はマンションに
住む姉弟と従妹、母と息子ほか各話ごとに様々である。
　ジャンルがシチュエーションコメディー（シットコム：sitcom）のためストーリー展
開中に常に観客の笑い声や拍手が一緒に収録されており、臨場感がある。連続ドラマで
あるがストーリーは 1話ごとに完結する。すでに放送終了のため市販の DVDを視聴し
た。用例抽出には第 1シーズンの第 1話と第 2話を使用した。

 3.2.2.3.　Cuéntame cómo pasó（La1：TVE：2001年～現在まで継続放送中）
　2001年の放送開始以来、スペインのファミリードラマとして国民的人気を誇る。主
人公はマドリッド在住の中流家庭 Alcántara一家である。ドラマの時代設定はフランコ
体制末期から民主主義への移行期で、ストーリーに描かれる Alcántara一家の日常を通
じて当時のスペインの様子を知ることができる。
　ドラマの時代設定はフランコ存命中の 1968年から始まり、1年間の放送で 1シーズ
ンが終了となるシステムである。現在（2013年 9月）は第 14シーズンを放送中で内容
はスペイン国営テレビ（TVE）の公式サイト15） で視聴可能である。連続ドラマである
が、ストーリーは 1話ごとに完結する。用例抽出には第 1シーズン（時代設定：1968

年）の第 2話と第 4話を使用した。

 3.2.2.4.　Aquí no hay quien viva（Antena 3：2003年～2006年）
　現代スペインの、都会のマンションの住民たちの日常生活を描く。登場人物は年金生
活者の姉妹、中年夫婦の家族（含子ども 2人）、ルームシェアをしている若い女性たち、
離婚して息子と母親と暮らす中年男性、ホモセクシャルのカップル、マンションの管理
人など、各話ごとにバラエティに富む。連続ドラマであるがストーリーは 1話ごとに完

15）スペイン国営テレビ（TVE）の公式サイトにおける Cuéntame cómo pasóの URLは http://www.rtve.es/television/
cuentame/（2013.9.11現在）。
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結する。すでに放送は終了しているが Antena 3の公式サイト16） で視聴可能である。用
例抽出には第 1シーズンの第 1話と第 4話を使用した。

 3.2.2.5.　Amar en tiempos revueltos（La 1：TVE：2005年～2012年）
　スペイン内戦前から内戦終了後のフランコ独裁の時代におけるスペインの市井の人々
の暮らしを描いた作品である。登場人物は貴族階級や裕福な工場経営者の家族、工場勤
務の労働者階級の家族、街中の飲食店で働く人々や店舗を経営する者など毎回バラエ
ティに富んでいる。時代ドラマのため、ドラマのセットや登場人物の服装、言葉使い、
女性の髪型なども当時の様子を反映したものとなっている。
　本ドラマはシーズンごとの連続ドラマで、1シーズンが終了するまで各話のストー
リーは連続する。すでに放送は終了しているが内容はスペイン国営テレビ（TVE）の公
式サイト17） で視聴可能である。用例抽出には第 1シーズン（時代設定：1936年～1945

年）から第 0話と第 1話を使用した。作業の都合上18）、本ドラマの分析は市販の DVD

を視聴した。

4．用例収集と分類

4.1.　用例収集
　用例を収集するために使用したコーパスは 5種類のスペインドラマからそれぞれ 2話
で、合計 10話（総合計時間：8時間 51分 23秒）である。映像を視聴しながら、ドラ
マの登場人物の por favorの発話をチェックして当該センテンスを文字化した後、あら
ためてこの表現を含むコンテクスト全体のセリフを抽出してトランスクリプションを作
成した。本研究では 10話全体における por favorの使用例全てを収集して集計を行った。
コンテクストの意味を正確に把握するために、用例を収集する際には映像をもとにセリ
フ以外の言語外要素にも注目した。このトランスクリプションと映像のデータを用いて
以下の 4.2.に示す方法に従って用例を分類した。

4.2.　用例の分類
 4.2.1.　辞書・文法書における por favorの語義と用法
　収集済みの用例を用法別に分類するために、まず既存の辞書・文法書が提示する por 

favorの語義と用法を調査した。本研究で使用したのは Diccionario de la Lengua 

16）Antena 3の公式サイトにおける Aquí no hay quien vivaの URLは http://www.antena3.com/videos-premium/anhqv.html
（2013.9.11現在）。

17）スペイン国営テレビ（TVE）の公式サイトにおける Amar en tiempos revueltosの URLは http://www.rtve.es/television/
amarentiemposrevueltos.shtml（2013.9.11現在）。

18）インターネットによる視聴がスムーズに利用できない場合があった。
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Española〈以下 R.A.E.〉19）、Nueva gramática de la lengua española MANUAL（2010）、
Diccionario de uso del español（2008）〈以下 Moliner〉20）、Gramática Comunicativa del 

español（2001）である21）。この4点が提示する por favorの語義と用法を抽出し、本研究
の分類に使用することとした。以下 Aは上記 4点が提示する語義と用法である。

 A：辞書・文法書における por favorの語義と用法
【Diccionario de la Lengua Española】
・para formular una petición［依頼する］
・para expresar protesta［抗議の表明］

【Nueva gramática de la lengua española MANUAL】
・para responder a los agradecimientos［感謝への応対］
・ (en oraciones imperativas) hacer un ofrecimiento cortés［（命令文）丁寧な申し出］

【Diccionario de uso del español】
・para pedir o rogar cortésmente［丁寧な依頼または懇願］
・enfado［不快感］
・molestia［煩わしさ］
・intolerancia［耐え難さ］

【Gramática Comunicativa del español】
・llamar la atención［注意喚起］
・rechazar algo dicho por otro［相手の発言の否定］
・expresar desacuerdo［不賛成の表明］
・un fuerte efecto persuasivo［強い説得効果］

 4.2.2.　本研究における por favorの用法の分類項目設定
　収集済みの用例のニュアンスを勘案しながら用法別に分類作業を行う過程において、
4.2.1.の Aで示した語義・用法をある程度整理しながら分類する必要が生じた。また、
収集済みの用例の中には Aの語義・用法に当てはまらない用法があった。これについ
ては新たに筆者が用法の分類項目を設けた（以下 C）。これに伴い、本研究における用

19）R.A.E.デジタル版 http://www.rae.es/rae.html
20）DVD版 3ª edición
21）TOMOII
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法の分類項目を日本語で表記する22） こととした。以下 Bは 4.2.1.の A：辞書・文法書に
おける語義・用法を整理して日本語に訳したもの、Cは筆者が新たに設けた分類項目で
ある。以後本研究では Bを por favorの「定義」の用法、Cを「定義外」の用法として
扱う。

 B：por favorの用法の分類項目 ―「定義」

依頼　命令　説得　相手の発言の否定　抗議　丁寧な申し出
不同意・不賛成　感謝への応対　注意喚起

 C：por favorの用法の分類項目 ―「定義外」― 作業の過程で筆者が設けた項目

懇願　驚き　申し出に対する否定　申し出に対する丁寧でない否定
扇動・誘発　確認依頼　後悔と驚き

　なお、本研究では「依頼」と「懇願」の用法を話者の気持ちの強さの度合いによって
分けている。これはスペイン語で pedirと rogarは同義であるにもかかわらず、訳語の
語感から受けるニュアンスに差異があるためである（pedir：「頼む、依頼する」＜
rogar：「懇願する」）。このため本研究の「懇願」にはひたすらに物事を願う哀願の意味
としてスペイン語の suplicar23） に相当するニュアンスの用例を分類することとした。

5．用法分析

5.1.　収集データの概要
　10話全体で 97例の使用例があった（表 2）。10話で平均すると 1話あたり 9.7回、約
5分半に一度は使用されていることとなり、por favorはスペイン語会話に頻繁に使用さ
れる決まり文句24） であるといえる。
　表 2は抽出した用例をそれが使用されているコンテクストに注目して分類し、件数と

22）本研究の使用言語は日本語である。本文中に述べるとおり、スペイン語の語義や用法は日本語に訳すことによって語感
から受けるニュアンスに差異が生じる場合もある。このため日本語で整理・統一することとした。

23）suplicarの語義は以下の通りである。
 〈R.A.E.〉：Rogar, pedir con humildad y sumisión algo.
 〈Moliner〉：Rogar algo a alguien patéticamente.
24）本研究で取り上げる por favorのほか、perdónなどは談話標識語（marcadores del discurso）とよばれる。スペイン語の

談話標識語の分類については様々な研究があり、その分類方法には異なる意見が存在する。Martín Zorraquinoと
Portolés Lázaro（1999）が指摘するように、談話標識語はその性質からして体系的に整理することが非常に難しい。こ
のため現在すべての談話標識語を体系的に網羅する分類は存在しないようである。
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割合を表したものである。本分析の結果、収集済みの 97例を 16用法に分類する結果と
なった。
　表 2の項目①から⑯のうち、定義の用法（4.2.2.の B）は①②④⑤⑥⑦⑧⑪⑫である。
定義外の用法（4.2.2.の C）は③⑨⑩⑬⑭⑮⑯（表 2：グレーの部分）である。また、
用法ごとに分類作業を進める中で、用例の示すニュアンスを考慮したところ以下に説明
するとおり、下位分類（表 3・4・5・6）を設ける必要が生じた。

　①依頼は a.通常の依頼と b.丁寧な情報依頼の 2用法があった（表 3）。②命令の用法
にはコンテクストを細かく分析すると、単なる「命令」一語では分類することが難しい
用例があった。このため下位分類として a．通常の命令、b．不快感のある命令、c．我
慢ならない気持ちの命令、d．抗議を含んだ命令、e．柔らかい命令、の 5分類に分け
ることとした（表 4）。⑤相手の発言の否定の用法は下位分類として a．単なる否定、b．
否定と抗議、に分けた（表 5）。また⑧不同意・不賛成の用法の下位分類は a．不同意・
不賛成、b．強い不満を込めた不同意・不賛成、となった（表 6）。それぞれの下位分類
の件数内訳は表 3から表 6に示すとおりである。

表 2　por favor：用法の分類結果（件数および使用割合）
                     ＊印は下位分類のある用法

用　法 件数 ％
①依頼　　　　　　　　　　　＊ 26 27％
②命令　　　　　　　　　　　＊ 23 24％
③懇願 11 11％
④説得 5 5％
⑤相手の発言の否定　　　　　＊ 5 5％
⑥抗議 5 5％
⑦丁寧な申し出 4 4％
⑧不同意・不賛成　　　　　　＊ 4 4％
⑨驚き 3 3％
⑩申し出に対する否定 3 3％
⑪感謝への応対 2 2％
⑫注意喚起 2 2％
⑬申し出に対する丁寧でない否定 1 1％
⑭扇動・誘発 1 1％
⑮確認依頼 1 1％
⑯後悔と驚き 1 1％

合　計 97 100％
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5.2.　用法分析
　以下では por favorの用法分析を行う。各用法の分析は全てコンテクストからの解釈
に重点を置いている。表 2に登場する順番（①～⑯）に従い、1用法につき代表的な用
例 1件を挙げて分析を行う。下位分類がある用法（表 2の＊印）も同様に下位分類の 1

用法につき代表的な用例 1件を挙げて分析を行う。

①　依　　頼
　通常の依頼のほか、丁寧に情報を依頼する用法がある。
 a．通常の依頼
  ⑴　José Antonio : Ana, ven un momento, por favor.

（Ana、ちょっと来てくれないかな。）
Ana : ¿Eh? ¿Yo?

    José Antonio : Sí, tú.

 ［Periodistas　第 2シーズン第 15話］

　用例⑴はオフィスにおける職場の同僚同士の会話である。話者 José Antonioは離れた
場所にいる同僚 Anaを手招きしながら、近くに来るよう依頼する。本用例はオフィス
の同僚同士の気楽な会話である。

表 3　①依頼 表 4　②命令

26件中

a．通常の依頼 25

b．丁寧な情報依頼 1

表 5　⑤相手の発言の否定

5件中

a．単なる否定 3

b．否定と抗議 2

23件中

a．通常の命令 13

b．不快感のある命令 3

c．我慢ならない気持ちの命令 3

d．抗議を含んだ命令 2

e．柔らかい命令 2

表 6　⑧不同意・不賛成

4件中

a．不同意・不賛成 3

b．強い不満を込めた不同意・不賛成 1
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 b．丁寧な情報依頼25）

  ⑵　Mujer : Perdón, buenos días. Clara Nadal, ¿por favor?

（Clara Nadal さんですか？）
     Clara : Sí, no, eh, sí, sí.

    Mujer : Siento mucho llegar tarde. Hola.

 ［Periodistas　第 2シーズン第 15話］

　用例⑵はセンターの職員が家に来訪し、名前を確認するというコンテクストである。
話者は ¿por favor?の語尾のイントネーションを上げ、聞き手に丁寧に本人かどうかの
確認をしている。

②　命　　令
　通常の命令のほか、話者の様々な気持ちが込められた命令の用法がある。
 a．通常の命令
  ⑶　 Isidro : ¿Manda usted alguna cosa más?

    Fabián : Sí, dígale a Pepe que venga, por favor.

（ああ、Pepeに来るように言ってくれ。）
     Isidro : Sí, señor.（かしこまりました。）
 ［Amar en tiempos revueltos　第 3シーズン第 0話］

　用例⑶はオフィスにおける上司から部下への命令である。3人称代名詞 ustedや返答
の際の sí, señorは丁寧な表現であるが、現代の一般的なオフィスの上司と部下の間の受
け答えとしては26） 古めかしく響くと思われる。部下 Isidroの応対が硬い印象を与える
のは本用例の時代設定が 1936年のためであろう。

 b．不快感のある命令
  ⑷　Un periodista : ¿Tú sabes que en Chernóbil nacen los niños sin orejas?

     José Antonio : Sí.

    Un periodista : Es muy peligroso, muy peligroso.

     José Antonio : No me, no me agobies, tío, ¿eh? Por favor.（うるさいなあ。）
 ［Periodistas　第 2シーズン第 14話］

25）例えば、道を尋ねる際の ¿Correos, por favor?（郵便局はどこですか？）などもこの用法に該当する（例文筆者作成）。
26）本研究のコーパスの 1つ Periodistas（1998年～2002年放送、ドラマの時代設定は現代）では部下は上司に対して 2人

称の túを使用している。
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　用例⑷は新聞記者同士の取材中の会話である。彼らは原子力発電所の内部を見学中で
ある。他社の記者が原子力発電所の事故についてあれこれ話すため、José Antonioはう
るさそうな表情で両手を広げて、相手がそれ以上話すのを制している。José Antonioの
迷惑そうな表情と態度から本用例を「不快感のある命令」とする。

 c．我慢ならない気持ちの命令
  ⑸　 Cliente : Oye, niña, ¿me vas a poner un cacharrito o me lo pongo yo?

     Camarera : Un segundo, por favor.〈A〉（少しお待ちくださいませ。）
 ［7vidas　第 1シーズン第 1話］
     Cliente :   Oye, pero déjate de ligar con los clientes, ¿no?, y dame una copita, 

mujer.

    Camarera : Un segundo, por favor.〈B〉
（だから少し待ってと言っているんです！）

 ［7vidas　第 1シーズン第 1話］

　用例⑸は喫茶店の客とウエイトレスの会話で、〈A〉と〈B〉は一続きのシーンである。
ウエイトレスが、喫茶店に来た友人と話しているところへ酔っ払い客が声をかける。
〈A〉の por favorは①依頼の用法に該当し、ウエイトレスは「少しお待ちくださいま
せ」と応対している。〈B〉はその後も友人と話し込んでいるウエイトレスに、同じ
酔っ払い客が再び絡んできた後の対応である。2回目のうえ、マナーの悪い客の発言と
態度にウエイトレスはうんざりしたような強い口調で、手を挙げて、制すように por 

favorと応えている。ウエイトレスの表情と、これ以上我慢ならないというようなきつ
い口調からは「まったく、もう何て客なの」という酔っ払い客に対する批判も感じられ
る。

 d．抗議を含んだ命令
  ⑹　Carlota : Pero por favor, ¿quieres dejarle27） tranquilo? Que necesita reposo.

（彼をそっとしておいてよ。休養が必要なんだから。）
 ［7vidas　第 1シーズン第 1話］

　用例⑹は弟を気遣う姉から、弟の友人への命令である。話者 Carlotaは頻繁に自分の
弟を遊びに連れ出そうとする友人に、真剣な表情で手振りを交えて頼んでいる。話者の
口調と弟をかばう真剣な様子は友人への抗議である。本用例の por favorは命令を表す

27）leísmoによる。本来は lo。
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〈querer＋不定詞〉の疑問文に先行して命令と抗議を表現している。

 e．柔らかい命令
  ⑺　Inspector : Vamos a ver, tenemos un aviso de bomba. Tranquilos, por favor.

（皆さん、どうか、落ち着くように。）
 ［Periodistas　第 2シーズン第 14話］

　用例⑺は新聞社の創立記念パーティーの挨拶で、警部が招待客全員へ爆破予告のあっ
たことを知らせるシーンである。本用例は公の改まった場所における発言で、シリアス
且つきっぱりとした口調で発話されている。コンテクストから招待客への命令であるこ
とが明らかであるが、間投詞の tranquilosの後に por favorが続いており、命令表現を
緩和する機能を果たしていると考えられるため、「柔らかい命令」とする。

③　懇　　願
  ⑻　Roberto : ¡Ehhhh! Por favor, no grites, no grites. Te lo pido por favor, ¿eh?

（頼むから大声を出さないで。どうかお願いだから、いいかい？）
     Natalia : ¿Y yo por qué iba a gritar? Ah, y bonito culo.

 ［Aquí no hay quien viva　第 1シーズン第 1話の 4］

　用例⑻はマンションの住民同士の会話である。話者 Robertoはバスタブに湯を張っ
ている最中に来客があり、裸のまま鍵を持たずに応対するうちに廊下へ閉め出されてし
まう。そこへ同じマンションに住む Nataliaが通りかかり、裸でいる Robertoへ好奇の
まなざしを向けるので、彼が切羽詰まった声で懇願するというコンテクストである。本
用例は①依頼に類似の用法であるが、コンテクストを考慮すると、非常事態における話
者の必死の気持ちの表出である。①依頼と比較すると状況の緊迫度が違うため、「懇
願」として区別する。

④　説　　得
  ⑼　　 Carlota : Eh, David, ¿dónde vas?

      David : Um, Paco y yo íbamos a salir.

     Carlota : Oh, me habías prometido que esta noche iríamos al cine.

   David y Paco : ¡Joo!

      David : Se me olvidó, hermanita, vamos otro día.

      Carlota :   Pero es que me hacía ilusión y después que fuéramos a cenar al sitio 

ese tan mono donde papá cogió la salmonera, ja, ja. Ha cambiado de 
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dueño.

      David : Vamos mañana.

     Carlota : ¡Ay!

      David : Por favor, hermana, por favor, por favor.

（お願いだから、姉ちゃん。どうか、どうか。）
 ［7vidas 第 1シーズン第 1話］

　用例⑼は姉と弟の会話である。弟 Davidは友人の Pacoと夜遊びに出かけたい。自分
と一緒に映画に行こうという姉 Carlotaを説得し、あきらめさせようとするコンテクス
トである。本用例で話者は por favorを 3回繰り返している。言語外要素に注目すると、
弟 Davidは話しながら身体をくねらせ、姉 Carlotaのコートの襟をつかんで子どものよ
うにゆすりながら説得を試みている。

⑤　相手の発言の否定
　相手の言うことを単に否定する用法のほか、否定しながら話者の抗議を反映する用法
がある。
 a．単なる否定
  ⑽　Antonio : Pues entonces tengo que pedirte perdón.

    Miguel :   Ay, que no me tienes que pedir perdón por nada, hombre，Antonio. 

Antonio, por favor. Ha sido un, un malentendido.

（おい、お前が謝る必要なんて全然ないんだぜ、いいか Antonio。
Antonio、何を謝ることがあるんだ。ご、誤解だったんだよ。）

 ［Cuéntame cómo pasó　第 1シーズン第 4話］

　用例⑽は兄弟で口論をした後のコンテクストである。2人の間の誤解についての
Antonioの謝罪を、Miguelは手を振り下ろしながら拒否している。本用例の por favor

は no hace falta que me lo digasに置き換えられる。

 b．否定と抗議
  ⑾　Pablo : Tenemos que empezar. Laura no viene.

     Luis :   Vamos a darle unos minutos, ¿eh? Es que no tengo nada preparado yo, 

Pablo.

    Pablo : Es que no podemos esperar. Improvisa algo.

     Luis : Pablo, por favor, no me hagas esto, yo no, yo no sé.

（Pablo、嫌だよ、とんでもない。そんなことさせないでくれ、俺は嫌
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だ、知らないよ。）
 ［Periodistas　第 2シーズン第 14話］

　用例⑾は新聞社のパーティー会場で式辞を読むはずの Lauraを待っている上司 Pablo

と部下 Luisの会話である。パーティーの開始時間になっても Lauraが来ないので Pablo

が Luisに、代わりに挨拶をするように命令するというコンテクストである。Luisは首
を振り、嫌そうな表情で命令に抗議しながら拒否している。以上から単なる否定の用法
とは区別する。

⑥　抗　　議
  ⑿　Uraria : Eduardo no sabía ni dónde tenía la cabeza.

    Andrea : Pero ¿cómo puede hablar así de su propio hijo?

    Uraria :   Porque yo le28） parí. Y nadie le conocía mejor. Pero tú no eras lo suficien-

temente buena para él. De lo contrario le habrías protegido de esas ideas 

que le han llevado a la tumba.

    Mario : ¡Mamá! Por favor. Andrea no tiene ninguna culpa.

（おかあさん！何を言うのですか。Andreaには何の罪もないのに。）
 ［Amar en tiempos revueltos　第 1シーズン第 0話］

　用例⑿は Eduardoの葬儀の後の、彼の墓においての会話である。Andreaは亡き
Eduardoの恋人だった。Eduardoの母 Urariaが Andreaを責めるような発言をするので、
Eduardoの弟Marioが母 Urariaに抗議している。

⑦　丁寧な申し出
  ⒀　  Herminia : Buenas tardes nos dé Dios, don Venancio.

    Don Venancio : Buenas tardes, doña Herminia.

      Herminia : Ay, pase, pase usted, por favor.

（どうぞどうぞ、お入りくださいませ。）
 ［Cuéntame cómo pasó　第 1シーズン第 2話］

　用例⒀は教区の家を訪ねてきた Venancio司祭と、彼に応対する一家の祖母 Herminia

の会話である。Herminiaは Venancio司祭を家に招き入れ、もてなしをしようとする。
ここでは por favorに加え、社会的地位のある司祭に対して敬称 don、動詞の 3人称

28）Urariaのセリフ中の leは leísmoによる変化。本来は lo。
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paseおよび 3人称代名詞の ustedを使用しており、丁寧度の高い応対をしている。

⑧　不同意・不賛成
　単なる不同意・不賛成の用法と、話者の強い不満の気持ちを表現する用法がある。
 a．不同意・不賛成
  ⒁　David : No se le ve, chaval.

     Paco : Que sí, que sí se le ve.

    David : Que no se le ve.

     Paco :   He visto esta secuencia cincuenta y seis veces, David, por favor, se le ve, 

¿eh?

（俺はこのシーンを 56回見たんだぜ、David、違うんだよ！見えるん
だ、え？）Trae, rebobina, déjame a mí.

 ［7vidas　第 1シーズン第 1話］

　用例⒁は友人 2人でビデオを観ているシーンである。2人は映画の主人公の女性が足
を組み替える際、下着が見えるかどうかをリモコンで巻き戻して確認しようとする。
「見えない」と言いきる Davidに Pacoは絶対に同意しない。Pacoは por favorをかなり
強い口調で言い放っている。本用例の por favorのニュアンスは Te estoy diciendo que se 

le ve y punto, no hay nada más que hablarもしくは No digas que noである。

 b．強い不満を込めた不同意・不賛成
  ⒂　  Lucía :   Ya. ¿Pero por qué me mientes?, ¿eh? Si no quieres ir a la cena, me lo 

dices y punto.

    Roberto :   Pues no, no quiero ir a la cena. Tus amigos son un coñazo, parecen mis 

padres.

      Lucía : ¿Cómo?

    Roberto :   Que si los muebles nuevos, que si la hipoteca, que si el partidito de 

padel. Venga, coño, por favor, me lo pasó mejor viendo el telediario.

（ええい、くそっ、もうたくさんなんだよ。家でニュース見てる方
がよっぽどましだったね！）

 ［Aquí no hay quien viva　第 1シーズン第 4話の 2］

　用例⒂は同居中の恋人同士の会話である。Lucíaは、嘘をついて一緒に夕食に出かけ
なかった Robertoを叱責し、二人は大声で口げんかを始める。Robertoは「いい加減に
してくれ」という表情で吐き捨てるように大声で por favorと発言する。本用例の por 
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favorは ¡Basta ya!のニュアンスを含んでおり、話者 Robertoは不満いっぱいの様子で
あるため、単なる不同意・不賛成の用法とは区別する。

⑨　驚　　き
  ⒃　Consuelo : Por favor, estás loca de atar.〈A〉

（あああ、もう、貴女、頭おかしいんじゃないの？）
     Andrea :   Casi me da algo..., ¡ah! Cuando mis padres han insistido en que fuéra-

mos con ellos al cine, bueno, imagínate.

    Consuelo : ¡Por favor!

（〈胸に両手を当てながら〉信じられないわ！）〈B〉
 ［Amar en tiempos revueltos　第 1シーズン第 1話］

　用例⒃は友人同士の会話である。ドラマの時代設定は 1936年である。Andreaは恋人
と 2人きりでデートをするために両親をうまく言いくるめて家を出てきた。Consuelo

の〈A〉〈B〉はいずれも驚きを表現している。〈A〉は Andreaが親に嘘をついて家を出
てきたことについての驚きを表現しており no me lo puedo creerに置き換えられる。〈B〉
もほぼ同様で ¡cómo puedes decir eso!に置き換えることができる。本用例は間投詞一語
で表現するならば〈A〉〈B〉ともに ¡ay!または ¡ah!に置き換えられる。

⑩　申し出に対する否定
  ⒄　　Miguel :   Hombre, por favor, si me ha salvado usted el viaje, ¿cómo no le voy a 

dar...?〈A〉Hágame el favor. 

    Mecánico : No, no, por favor, de ninguna manera.〈B〉
（いえ、いえ、とんでもない、結構です。）

 ［Cuéntame cómo pasó　第 2シーズン第 4話］

　用例⒄は自動車が故障して困っていたMiguelと修理工との会話である。Miguelはお
礼の修理代金を断る修理工に、何としてでも受け取ってくれるよう頼む（〈A〉）29） が、
修理工は一切受け取ろうとしない。〈B〉では de ninguna maneraと合わせて申し出を丁
寧に断っている。代金を渡そうとする者とそれを断ろうとする者、というコンテクスト
を考慮すると、本用例では各々二人の会話全体をそっくり por favorに置き換えること
が可能である。por favor一語を使用するのみで双方のコミュニケーションが成立しうる
例である。

29）Miguelの por favorは③懇願の用法である。
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⑪　感謝への応対
  ⒅　　　　 Inés : Gracias.

    Mari Chantal : Por favor, es natural.（とんでもない。当然よ。）
           Sois la verdadera familia.

 ［Cuéntame cómo pasó　第 1シーズン第 4話］

　用例⒅は叔母と姪の会話である。叔母Mari Chantalは姪の Inésに嫁入り道具のテー
ブルクロスなどを譲った。Inésからの感謝の言葉に、Mari Chantalは頬にキスを返し
ながら応えている。本用例では感謝の言葉への応対として faltaría másの意味で por 

favorを使用している。

⑫　注意喚起
  ⒆　Fernando : Un momento, un momento, por favor.

（ちょっと皆さん、いいですか。）
         Yo creo que deberíamos llamar a los bomberos.

 ［Aquí no hay quien viva　第 1シーズン第 1話の 4］

　用例⒆はマンションの住民の 1人が他の住民たちの注意を喚起する発言である。マン
ション上階の部屋の天井からバスルームの湯が漏れ出しているのを心配して、近所の住
民たちが廊下に集まり騒いでいる。話者 Fernandoは事態を収拾しようとして、彼らの
注意を引くために呼びかけるというコンテクストである。本用例は Oiga, Oyeに代わる
注意喚起の用法である。

⑬　申し出に対する丁寧でない否定
  ⒇　Carlota :   David, toma, abre esto. Son documentales sobre los acontecimientos 

cruciales del tiempo que has estado...〈ビデオをプレゼントする〉
     David : Ah, no, por favor, Carlota. Ni lo mencionemos, ¿vale?

（ああ、やめてくれ、いらないよ Carlota。それについては触れない
ことにしよう、わかった？）

    Carlota : Perdón.

 ［7vidas　第 1シーズン第 1話］

　用例⒇は 18年間意識不明で入院していた弟 Davidが回復して帰宅したので、姉
Carlotaがその間の出来事を記録したビデオをプレゼントするというコンテクストであ
る。Davidは真剣な表情で por favorと言いながらプレゼントを床に投げて拒否する。
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その様子には怒りと抗議の気持ちもみてとれる。

⑭　扇動・誘発
  21　 Antonio :   ¿Qué haces aquí? ¿Celebrando con tus amigos que tu padre nos ha 

jodido?

     Andrea : No sé de qué me hablas.

    Eduardo : ¡Oye! No sé quién eres, pero haz el favor de dejarnos en paz.

     Antonio : ¿Y tú por qué te metes? A ti quién te ha preguntado nada.

     Paloma : Antonio, por favor, vámonos a casa.

（Antonio、よしたほうがいいわよ。帰りましょう。）
 ［Amar en tiempos revueltos　第 1シーズン第 0話］

　用例21は公園における若者 4人の会話である。Antonioは Palomaと散歩中に、
Andreaと Eduardoが 2人でいるところに出くわす。Antonioがわざわざ喧嘩をふっか
けるような話し方をするので、雲行きが怪しくなったのを見かねた Palomaが Antonio

を促すというコンテクストである。本用例の por favorは忠告や依頼の表現ではなく、
Palomaが Antonioの行為を戒め、帰宅を促している。

⑮　確認依頼
  22　    Madre : Hola, buenos días. Yo soy Lola, la madre de José Antonio.

        Willy : Ah, hola, yo soy Willy, su compañero de piso.〈握手する〉
        Madre : ¿Tú vives con él?〈すごく嬉しそうに息子 José Antonioへ尋ねる〉
    José Antonio : No, verás, no es lo que parece, mamá.

        Willy : Pues claro que vivimos juntos, José, por favor.

（もちろん一緒に暮らしていますよ、なあ José、そうだよなあ
あ？）

 ［Periodistas　第 2シーズン第 15話］

　用例22は息子のマンションを訪ねてきた母と息子、その息子の同僚との会話である。
母は息子 José Antonioがホモセクシャルであるのかどうかを確認するために来た。José 

Antonioはホモセクシャルではないが、最近は職場で誤解されて噂になっている。母が
訪ねるとちょうどタイミングよく、José Antonioの同僚のWillyが浴室からタオル一枚
の姿で出てきたというのが本用例のコンテクストである。Willyはこの場を利用して
José Antonioの母を冗談で騙そうとする。彼はわざとらしい口調で、José Antonioとは
恋人として一緒に住んでいることを強調したあと、思いきり抑揚をつけて por favorと
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言う。「当然だろ」という態度で José Antonioに確認を求めている。

⑯　後悔と驚き
  23　Carlota : ¡Ahhhhhh!

     Paco : ¡Ahhhhhh!

    Carlota : Ay, ay, por favor...（ああっ！ああっ！一体、これは……）
         Que nos hemos quedado dormidos.

 ［7vidas　第 1シーズン第 1話］

　用例23は男女の友人同士の会話である。2人はソファで眠り込んでいた。Carlotaが
先に目を覚まし、友人 Pacoと身体をぴったり寄せ合って眠り込んでいたことに気がつ
くというコンテクストである。Carlotaは「うわあっ、しまった……」という困惑の表
情で por favorとつぶやいており、驚きと後悔、またあまりのことに狼狽している様子
がうかがえる。

6．おわりに

　本研究ではスペイン語会話で頻繁に使用される por favorの用法について、スペイン
のテレビドラマのセリフから筆者が抽出した 97例の分析結果を紹介した。用例の分類
には Diccionario de la Lengua Española、Nueva gramática de la lengua española 

MANUAL、Diccionario de uso del español、Gramática Comunicativa del españolに記載の
語義と用法を「定義」として使用し、これにあてはまらないものは「定義外」として分
類した。
　本分析の結果、97例を 16用法に分類する結果となった。上位 1位は①依頼（26件、
27％）と②命令（23件、24％）で「依頼」と「命令」の用法が全体の半数を占め（計
49件、51％）、分類上の件数からみてもこれらが por favorの慣例的用法であることは明
らかである。とりわけ②命令の用法には 5.1.のとおりコンテクストを細かく分析すると、
単なる「命令」一語では分類することが難しい用例が多かった。このため下位分類とし
て、通常の命令、不快感のある命令、我慢ならない気持ちの命令、抗議を含んだ命令、 
柔らかい命令、の 5つの用法に分けることになった。これらはいずれも命令の要素を持
つが、コンテクストや声のトーンによって話者の様々な気持ちが反映されていることが
うかがえる。②命令の用法に分類した 23件中 10件が「丁寧な」命令以外の用法である
ことに注目すると、por favorには一般的に認識されている「丁寧な」依頼・命令を表す
丁寧表現としての用法だけでなくそれと同等に、丁寧以外の用法もあるといえよう。
　また por favorには「定義外」に様々な用法があることも明らかになった。本研究で



口語スペイン語における por favorの用法研究

125『言語と文化』第 8号 2014年 3月

は「依頼」と「懇願」の用法を話者の気持ちの強さの度合いによって分けて分析したと
ころ、③懇願は全体の約 1割を占める結果 （11件、11％）となった。人に頼みごとをす
る際の por favor一語にも話者の切実さの度合いが反映されているといえよう。このほ
か⑨驚き、⑩申し出に対する否定、⑬申し出に対する丁寧でない否定、⑭扇動・誘発、
⑮確認依頼、⑯後悔と驚き、は本研究で筆者自身が設けた用法である。このうち⑨驚き、
⑯後悔と驚きの用法は por favorを間投詞 ¡ay!や ¡ah!に置き換えることができる例であ
る。

　最後に本研究における分析から得た por favorの 16用法を以下の 3つの機能に分類し
提示しておく。
 1．por favorを用いて、話者から相手に何らかの行為を起こす。
    ①依頼　②命令　③懇願　④説得　⑦丁寧な申し出　⑫注意喚起　⑭扇動・誘発

⑮確認依頼

 2．por favorを用いて、相手が起こした行為に応える。
   ⑤相手の発言の否定　⑥抗議　⑧不同意・不賛成　⑩申し出に対する否定
   ⑪感謝への応対　⑬申し出に対する丁寧でない否定

 3．por favorを用いて、話者自身の瞬間的な心情や感情を表現する。
   ⑨驚き　⑯後悔と驚き

　本研究において por favorには一般的に認識されている丁寧表現としての用法以外に
も多くの用法があることを確認した。スペイン語会話では por favorを用いて相手に何
らかの行為を起こす、あるいは相手が起こした行為に応える、さらには話者自身のその
時の心情や感情を表現することができる。Lorenzoのいう por favorが持つニュアンス
の「曖昧さ」30） とは por favorが多くの用法を持つということに等しいのではないだろう
か。コンテクストによっては por favor一語で双方のコミュニケーションを成立させる
ことも可能な場合がある31）。但しいずれの場合もコンテクストの把握なしには正しい意
味の解釈は不可能である。本研究では可能な限り非言語情報も考慮して考察を行ったが、
分析を行う者によって解釈の相違が発生する可能性があることは想定しておくべきこと
である。

30）2．参照
31）5．2．用例（17）参照
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▶▶▶ 編集後記

　今回で、大学院紀要『言語と文化』は第 8号目をむかえました。本号の編集にあ
たっては、院生主体の編集体制に移行し 5号目になりますが、まだまだ改善すべき
点も多くあり、今後もより一層積極的な活動を行っていく次第です。
　本号刊行にあたり、ご多忙の折に査読等においてご指導いただきました諸先生方、
編集作業において細かなご指導をしてくださった中西先生、原稿の受け渡し等でご
協力いただいた教務分室の川口さんに厚く心から御礼申し上げます。
　本紀要『言語と文化』が、多くの方にご覧いただけますことを願っております。
 （辻野美穂子）
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▶▶▶ 『言語と文化』原稿執筆要綱

1．執 筆 資 格：本学在籍中の大学院生、および編集委員会が認めたものとする。

2．原稿の種類： 論文、研究ノート、書評、翻訳およびその他、編集委員会が認
めたものとする。

3．原稿の枚数：
・論文は 38字×32行を 1ページとして以下の分量を目安とする。
 1） 論文は約 12,000字
   （A4で 10ページ程度、400字詰め原稿用紙約 30枚程度）
    研究ノートは約 8,000字
   （A4で 7ページ程度、400字詰め原稿用紙 20枚程度）
    翻訳は約 12,000字
   （A4で 10ページ程度、400字詰め原稿用紙約 30枚程度）
    書評は約 2,000～2,800字
   （A4で 1～2ページ程度、400字詰め原稿用紙約 5～7枚程度）
 2） 欧文原稿については、論文は 5,000語程度、研究ノートは 3,000語程度とす

る。
 3） 論文の初めに要旨をつけること。要旨の分量は日本語・中国語の場合は 800

字までその他の欧米語の場合は 1,600字までとする。また、タイトルは、目
次ページに記載する際使用言語に関わらず欧文和文両方を必要とする。

 4）要旨と図表などは上記 1）の枚数に含まれるものとする。

4．原稿の作成と提出：
　原稿は、編集委員指定のテンプレートを用いて作成し、表記等の校正作業につい
ては編集委員会に一任していただく。
　プリントアウトした原稿を 1部とデータの書き込まれたメディアを提出する。
データは郵送またはメール送信（g_bunka@kufs.ac.jp）も可。
　データの郵送先：〒 615‒8558　京都市右京区西院笠目町 6

         京都外国語大学大学院外国語学研究科
         『言語と文化』編集委員会
　原稿は完全原稿を提出すること。締切日を過ぎた原稿は受け付けない。
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5．校　　　正： 執筆者校正は原則として 2回までとし、文章の大幅な加筆・修
正は認めない。

6．原稿の採否：編集委員会によって決定される。

7．原稿の掲載： 当該号の投稿論文数、その他の事情により次号に繰り越す場合
がある。

        その場合編集委員会は投稿者に連絡し、協議するものとする。

8．執筆の手続き：
・ 2014年 7月 26日までに執筆申込書を編集委員会宛に提出する。執筆申込なしに
送付された原稿は受理されない。ただし、執筆者が海外在住の場合，執筆者が指
導教官に申込書を提出し，指導教官が申込書を提出してもよい。
・ 2014年 10月 30日までに執筆者は担当教官に原稿を予備提出し、指導を受けて
おく。
・2014年 11月 15日までに編集委員会に完成原稿を提出する。

9．執筆申込先および原稿送付先：
 〒 615‒8558　京都市右京区西院笠目町 6　京都外国語大学教務部分室
        『言語と文化』編集委員会　e-mail: g_bunka@kufs.ac.jp

10．そ　の　他：必要な事項については、編集委員会の議を経て決定する。

11．著作権について：
　掲載原稿の著作権は、著者に帰属する。ただし、編集委員会は、掲載原稿を電子
化し、公開・配布するための権利を有するものとする。
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