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1

１．はじめに
　近年の英語教育はコミュニケーション重視の傾向にあり、授業においても積極的にコミュ
ニケーションをさせるべく、多くの教員が日々試行錯誤しながら取り組んでいる。筆者担当
のクラスにおいても、学生は、自分の興味・関心に基づいてリサーチをした成果を英語で発
信しており、授業では学生同士がまさにコミュニケーションを行っている。しかし、その評
価においては、教員のみが行っているのが現状である。実際のコミュニケーションの場にお
いて、学生は一体誰とコミュニケーションをしていくのだろうか。それは必ずしも教員とは
限らない。実際に、学生の発表においても、教員からすれば、よく理解できないような内容
であっても、学生の反応、いわゆる受けがよく、発表内容をよく理解して、熱心に話に聞き入っ
ている姿が時折見受けられる。学生が発表する内容は、各学生の興味・関心を基にリサーチ
した成果であり、その内容は当然一人ひとり違う。教員たった一人の評価では、ややもすれ
ば偏った評価になりかねない。そこで学生の視点も組み入れることで、様々な観点から、よ
り客観的に学生の発表内容の評価をできないだろうかと考えたことが本研究の出発点である。
　学生のスピーチの評価は、教員一人では大変時間がかかる作業であると言われており
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スピーキング・パフォーマンスの評価
学生相互評価の信頼性

笠巻知子

　本研究では、学生が行った英語による口頭発表に対する学生による相互評価の信
頼性について調べ、教員評価と学生相互評価の相関を調べることによりその検証を
試みた。学生 61名は、自分の興味・関心のあることを基にリサーチをした成果を、
中間発表としてクラス全員の前で一人 5分間ずつ発表した。発表者を除き、残り全
員でその発表を評価した。この中間発表では、教員評価と学生相互評価は、同じ評
価シートを用いて学生の発表を聞きながら同時に行われた。評価項目及び評価基準
においては、発表前に教員が説明をしたのみで、評価の訓練や練習は行わなかった。
その結果、プレゼンテーションの総合評価においては、教員評価と学生相互評価と
の間には、比較的高い相関（r=.70）が見られた。一方、評価項目別にみると、準備
（r=.70）と発表の仕方（r=.70）にはそれぞれ比較的高い相関がみられたが、リサー
チ（r=.57）とオリジナリティ（r=.56）には中程度の相関が見られた。また、学生
相互評価は、教員評価と比べると平均値が高く、標準偏差が小さい傾向が見られた。
これらの分析結果から、発表内容の評価において、学生の相互評価を補足的に組み
入れることは現段階では難しいことがわかった。また、いくつかの課題が残った。

要　旨
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（Luoma, 2004）、そこで教員評価の労力や時間を軽減させる目的で、学生の相互評価を取り
入れようと様々な取り組みが行われている（深澤, 2009、Okuda ＆ Otsu, 2010）。しかし、スピー
キングの「内容」の評価に、学生相互評価を取り入れる試みの報告は見当たらない。本研究
では、教員が高く評価する発表を、学生も高く評価するのか、逆に、教員があまり高く評価
しない発表は、学生も同様の評価をするのかを調べるために、教員評価と学生による相互評
価の相関係数を算出した。そして、相関が高い場合、低い場合それぞれにおいて、その背景
にある原因、および理由を考察し、スピーキングの内容を評価するにあたり、学生相互評価
の信頼性を検証し、学生の視点を取り入れられるかどうかを検討した。

２．先行研究
2.1 スピーキングの評価

2.1.1 評価の観点
　スピーキング能力の構成要素についてはさまざまな主張があり、評価の観点についても、
正確さ、適切さ、自主性、繰り返し、伝達度、情報の量、内容の正確さ、スピード、つなぎ
言葉の用い方、談話としての整合性、発話しようとする意欲、わかりやすさ、流暢さ、発話量、
統語的複雑さ、柔軟さなど様々な主張があり、人によって「スピーキングとは何か」に対す
る考え方が違うことから、スピーキングの評価は複雑で難しいと言われている（馬場, 1997）。

2.1.2 スピーキングの内容の評価
　スピーキングの内容に対する評価においては、もう 30年以上も前からその必要性が指摘
されているが、いまだに明確な評価規準がなく、多くの研究者や教員たちが模索し続けてい
る（馬場, 1997）。なかでも、Sato（2011）は、実験の参加者が伝えようとしている考えの質を、
ライティングの試験同様、モノローグのパフォーマンスを含むオーラルのテストにおいても
評価基準の一つに入れるべきであると主張している。そして、言語的側面に限定して評価す
ることは、第 2言語学習者のコミュニケーション能力を測ることにおいて、間違った評価を
しかねないとも指摘している。

2.2 相互評価

2.2.1 相互評価の利点
　Brown（1998）は、相互評価とは、学生一人か、あるいはそれ以上の学生の言語または言語
運用能力の評価を、学生に求めることであると定義しており、その利点の一つとして、学生
の授業参加を促すことができることを挙げている。その他にも、相互評価を通して学習者に
学習目標を明確にさせたり（Fukazawa, 2010、Luoma, 2004）、それにより動機づけが高まる
こと（Nakamura, 2002）、そして、学生同士からお互いに学び合うことができる（Luoma, 
2004）といった利点がある。また、評価にかかる時間や労力といった教員の負担を、相互評
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価を活用することによって軽減できるとも言われている（Brown, 1998、Luoma, 2004、
Okuda & Otsu, 2010）。さらには、スピーチ・プレゼンテーションのクラスで、相互評価を
させることは、自分がプレゼンテーションをする際に評価項目のスキルに集中させることが
できる（Okuda & Otsu, 2010）といった効果も報告されている。

2.2.2 相互評価の欠点
　一方、相互評価の欠点として、Brown（1998）は、評価が主観的になりやすいため、入学試
験のような重要度が高い状況においては信頼性に欠くと指摘している。また、相互評価の評
価項目には配慮が必要であろう。Cheng & Warren（2005）は、大学生を対象に、学生の英語
力の評価に対する態度と、他の側面（準備、内容、構成、発表の仕方）の評価に対する態度
を比較した。その結果、評価自体にはそれほど大きな差は現れなかったが、他の側面と比べ
ると、英語力の評価に対して、あまり好意的な態度が見受けられなかった。その原因として、
自分の英語力がクラスメイトの英語力を評価するのに十分ではないと感じていることを挙げ
ている。この点において、Luoma（2004）も、学生に言語面を評価させることは適当ではな
いとしており、むしろ、タスクに関連した評価をさせるべきで、さらに教員と学生が一緒に
評価規準を作っていくことが重要だと述べている。

2.2.3 相互評価の妥当性
　学生相互評価を成績の一部に取り入れるために、その妥当性の検証を行った研究が多く行
われている。Nakamura（2002）は、大学のオーラル・プレゼンテーションクラスの評価方法
として、教員評価と学生相互評価の両方を項目応答理論によってデータ分析を行った。その
結果、学生はある一定の信頼性を備えた評価者になりうるということがわかった。Fukazawa

（2010）もまた、高校生を対象に、項目応答理論を用いてスピーチにおける高校生の相互評価
の妥当性を検証した。結果、高校生においても、学生相互評価に一定の妥当性が示された。
これにより実際の成績の一部として活用することの可能性も検証されている。さらに、
Okuda & Otsu（2010）は、日本人大学生を対象に、実際の評価の前に、教員が実演しながら
評価項目を説明し、それを評価の度に繰り返すという評価訓練を行った。教員評価と学生相
互評価の一致の度合いを相関を用いて調べた結果、教員評価と学生相互評価の間に、高い相
関が得られ、学生相互評価を最終評価に組み入れる可能性を示した。Luoma（2004）も、相
互評価を教員評価に取って代わることはできないが、補足的に使うことはできるとしている。
　これらのように、学生相互評価の妥当性について肯定的な研究がある一方で、否定的な見
解もある。Fukazawa（2010）は、学生の評価は信頼できるとしつつも、学生相互評価は、教
員評価に比べて平均値が高いことから、教員による評価よりも若干甘くなる傾向がみられる
と指摘している。また、Freeman（1995）は、大学生を対象に、グループ・プレゼンテーショ
ンの評価、特にプレゼンの内容と発表の仕方をグループで評価させ、教員評価との相関を調
べた。その結果、教員評価と学生相互評価の相関は中程度であった。また、学生がとても良
いプレゼンテーションには低い評価を、逆にあまり良くないプレゼンテーションには高い評
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価をしてしまう傾向が見られた。
　これらの先行研究からも、学生相互評価の妥当性には、成績の一部に活用できるとする説
と、信頼性に欠けるとする説と、2つの相反する見解が見受けられる。

3．研究
3.1 研究の目的

　本研究の目的は、学生が行った英語による口頭発表に対する学生による相互評価と教員に
よる評価の相関を調べることにより、スピーキング・パフォーマンスの評価に学生相互評価
の信頼性を検証することである。

3.2 リサーチ・クエスチョン

　リサーチ・クエスチョンは以下のとおりである。
リサーチ・クエスチョン 1 教員評価と学生相互評価は一致するのか。
リサーチ・クエスチョン 2 評価項目によって一致度は異なるのか。
リサーチ・クエスチョン 3 学生相互評価をスピーキングの内容の評価に補足的に活用する
 ことができるか。
リサーチ・クエスチョン 4 学生が考える「良い」プレゼンテーションとは何か。

3.3 方法

3.3.1 参加者
　本研究には、筆者担当クラスの 1年生 4クラス計 61名が参加した。発表者、評価者ともに
61名であった。また教員評価としては、筆者 1名が参加した。

3.3.2 手順
　本研究は、授業の一環として中間発表時に行われた。但し、実際の中間発表の成績に含ま
れるのは教員評価のみで、学生相互評価の結果は含まないこととし、学生にもその旨を伝え
た。学生はクラス全員の前で一人 5分間ずつ発表を行った。一人の学生の発表を、教員と発
表者以外の学生全員が、同じ評価シート（資料 1参照）を用いて、発表を聞くのと同時に評価
を行った。この評価シートは、筆者が教員として参加している英語プログラムで作成され、
実際の評価の際に使用しているものである。評価項目は、準備、リサーチ、オリジナリティ、
発表の仕方の 4項目で、リサーチには内容と構成、オリジナリティには熱心さと説得力、発
表の仕方には発音、声の大きさ、話す速度、アイコンタクトが含まれる。評価基準は、
excellent =5、 good =4、 so-so =3、 poor =2、inadequate =1である。学生には、評価前に、評価
項目と 5段階評価の説明のみ行い、いわゆる評価者訓練等は事前に行っていない。評価シー
トは授業後にオンラインで提出させた。その際、学生同士は閲覧ができず、教員と提出者本
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人のみが閲覧できる設定にした。これは、発表者に気兼ねすることなく、率直な評価ができ
るようにとの配慮からである。
　今回の研究では、教員評価が筆者一人のため、評価者内信頼性のために、筆者が録画して
おいた学生の発表ビデオを見て、後日再評価を
行った。再評価対象学生として 61名中 16名を
抽出した（表 1参照）。

3.3.4 分析方法
　評価と学生相互評価の相関には、ピアソンの
積率相関係数を使用した。総合評価と項目別に
みた教員評価と学生相互評価の一致度の差を調べるため、各項目の相関係数も算出した。ま
た、評価の範囲を比較するため、教員評価と学生評価の標準偏差を算出した。

4．結果と考察
4.1 リサーチ・クエスチョン 1　教員評価と学生相互評価は一致するのか。

　教員評価と学生相互評価の相関を調べるため、ピアソンの積率相関係数を使用した。表 2
は各学生に対する教員評価と学生相互評価の平均値の相関を示している。学生一人ひとりに
対する総合評価においては、ピアソンの積率相関係数は、r=.70で、教員評価と学生相互評
価の間には比較的高い相関があると考えられる。この結果により、学生の評価はある程度信
頼できるものであり、補足的に成績の一部に組
み入れられる可能性が示された。
　表 3は、各学生に対する教員評価と学生相互
評価の平均値と標準偏差を示したものである。
この結果から、学生相互評価の平均値が、全て
の評価項目、総合評価ともに一貫して教員より
高い傾向にあることがわかった。また、標準偏差においては、全ての評価項目、総合評価と
もに一貫して教員より小さい傾向が見られた。この結果は、教員は評価基準を幅広く活用し
ているのに対し、評価基準の 5=excellent や、1=inadequate といった極端な評価を学生は避

表１　教員評価の１回目と再評価の相関
準備 .81**

リサーチ .76**
オリジナリティ .73**
発表の仕方 .69**
総合評価 .77**

（注）**p<.01　再評価対象の学生数：16 名

表２　教員評価と学生相互評価の相関
準備 .70＊＊

リサーチ .57＊＊

オリジナリティ .56＊＊

発表の仕方 .70＊＊

総合評価 .70＊＊

（注）＊＊p<.01　学生数：61 名

表３　教員評価と学生相互評価の平均値と標準偏差
教員評価（n=1） 学生相互評価（n=61）
M SD M SD

準備 3.72 0.83 3.96 0.46
リサーチ 3.53 0.72 4.17 0.36

オリジナリティ 3.70 0.81 4.06 0.42
発表の仕方 3.66 0.75 3.73 0.59
総合評価 14.64 2.90 15.38 1.71
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ける傾向があることを示しており、Fukazawa（2010）の研究の指摘と同様である。

4.2 リサーチ・クエスチョン 2　評価項目によって一致度は異なるのか。

　総合評価においては、教員評価と学生相互評価に比較的高い相関（r=.70）が見られたが、評
価項目別に見てみると、準備（r=.70）と発表の仕方（r=.70）にはそれぞれ比較的高い相関がみ
られたが、リサーチ（r=.57）とオリジナリティ（r=.56）には中程度の相関が見られた（表 2参照）。
この結果から、準備に関しては、準備をきちんとして臨んでいる発表とそうでない発表の違
いは、学生にとってわかりやすいものであったと思われる。発表の仕方についても、発音、
アイコンタクト、声の大きさ、話す速度、姿勢、ジェスチャーなどは、見た目にはっきりと
その良し悪しがわかるものなので、学生にとって評価しやすいものであったと思われる。
　ところが、リサーチ、オリジナリティというのは、いわゆるコンテンツに関わってくる項
目である。学生の発表内容について、評価者がよく知っている分野かどうかが影響している
と思われる。具体的には、一般の人が素晴らしいと思う発表であっても、その分野のことを
よく知っている評価者が聞けば、評価が低くなる場合がある。その逆も同じで、その分野の
ことをよく知らない評価者が聞けば、評価を甘く、また高めにしてしまう場合がある。つま
り、学生にとって、クラスメイトの一人ひとり違う発表の内容を評価することは難しかった
ものと思われる。
　この他に考えられる要因として、今回の発表においては、発表内容に詳しい学生とそうで
ない学生が混在していたために、相関係数が中程度になったと思われる。また、評価者の英
語力が、学生のリサーチやオリジナリティを理解するのに十分でない学生が多かったことも、
教員評価と学生相互評価の相関が中程度になった一因であろう。今後の研究課題としたい。

4.3 リサーチ・クエスチョン 3　学生相互評価をスピーキングの内容の評価に補足的に活用す

ることはできるか。

　学生相互評価には、評価が教員より甘くなり、極端な評価を避けるという 2つの傾向があ
ることがわかった（Fukazawa, 2010、Cheng & Warren, 2005、Okuda & Otsu, 2010）。リサー
チとオリジナリティという発表内容に関わる評価項目に対して、これらの傾向が顕著に現れ
た。この結果から、学生相互評価の信頼性は低いと判断される。また 4.2で述べたように、
スピーキングの内容の評価には、評価者の予備知識が大きく影響すると考えられる。そのた
め、学生相互評価を補足的に活用することは現段階では難しいということが明らかになった。

4.4 リサーチ・クエスチョン 4　学生が考える「良い」プレゼンテーションとは何か。

　中間発表の翌週授業時に、中間発表の振り返りを行った。学生は 3〜４人のグループを作り、
中間発表の良かった点と改善点を話し合い、今後さらに良い発表をするため意見を出し合っ
た（資料 2参照）。学生が良いと思うプレゼンテーションは、主に発表の仕方の上手下手に集
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中していた。理由を尋ねたところ、「発表の仕方が良くないと何を話しているのかよくわか
らず、肝心の内容が伝わらなくなってしまう」というものであった。コンテンツに関しては、
特に学生から明確な回答が得られていない。これらの結果から、学生が何を持ってコンテン
ツの良し悪しを判断するのかがわかっていなかったものと思われる。一方、発表の仕方につ
いては、学生はその良し悪しをほぼ的確に理解していると思われる。このことは、教員評価
と学生相互評価が比較的高い相関を示したこととも合致する。

5．終わりに
　本研究では、学生が行った英語による口頭発表に対する学生による相互評価の信頼性につ
いて、学生が正しく評価しているかどうかを、教員評価と学生相互評価の相関を調べること
により検証した。そして、学生相互評価を評価の一部に補足的に活用できるか、その可能性
を探ろうとした。その結果、プレゼンテーションの総合評価において、教員評価と学生相互
評価との間には、やや高い相関（r=.70）が見られたが、評価項目別にみると、準備（r=.70）と
発表の仕方（r=.70）にはそれぞれ比較的高い相関がみられたが、リサーチ（r=.57）とオリジナ
リティ（r=.56）には中程度の相関が見られた。この結果から、準備と発表の仕方は、見た目
にはっきりと分かるもののため、学生にとって評価しやすいものであったと考えられるが、
リサーチとオリジナリティは、内容に関わってくるもののため、学生にとっては評価が難し
かったものと思われる。その主な要因として、発表内容に対する評価者の予備知識の有無や
程度、内容を理解するのに十分な英語力が背景にあると考えられる。
　また、学生が評価しづらいと思う評価項目においては、特に評価が教員より甘くなったり、
極端な評価を避けようとした点から、現段階では、学生相互評価をスピーキングの内容評価
に補足的にでも組み入れることは難しいと考えられる。
　今回の研究においては、発表内容に詳しい学生とそうでない学生が混在していたために、
相関係数が中程度になったと思われる。また、評価者の英語力が学生のリサーチやオリジナ
リティを理解するのに、十分でない学生が多かったことも一因であろう。これらは今後の研
究課題としたい。

6．今後の課題
　本研究では、発表内容を評価することは、学生にとって難しいものであることがわかった。
その理由として次の 4つが挙げられる。これらの検証を今後の課題としたい。
1. 発表内容の評価には、評価者の予備知識が大きく影響していると考えられる。したがって、

学生の予備知識の有無、またその程度によって、評価は変わるのかを検証することが、今
後の課題の一つである。
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2. 今回の研究では、学生評価者の英語力が、リサーチやオリジナリティを理解するのに十
分でなかった可能性がある。よって評価者の英語力によって評価は変わるのか、またそ
れにより教員評価との相関は変わるのかを調べることが必要であると考える。

3. さらに、学生のプレゼンテーションの出来によって、教員評価と学生相互評価の相関は
変わるのかを今後の課題の一つとしたい。

4. 本研究では、事前に評価トレーニングは行わなかったが、学生に評価トレーニングを行っ
た場合と、特に行わなかった場合に、学生による評価にどのような差が生じるかを調べ
る必要があると考える。
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資料 1：評価シート
評価項目：準備、リサーチ、オリジナリティ、発表の仕方
評価基準：excellent =5、good =4、so-so =3、poor =2、inadequate =1
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[ 準備 ]

• 語彙力を増やす

• 練習量を増やす

• 早めに準備する

• 日本語でも基礎知識を増やす

[ デリバリー ]

• アイコンタクトをもっと取る

• 声を大きくする

• ジェスチャーをもっとする

• 原稿に頼らない

• 発表者も楽しむ

• 自分の世界に入って発表する

• 自信を持ってする

• 発表中にどもらない

• 話している部分を指し示す

• 前を向いて発表する

• 自信を持ってする

• 忘れても落ち着こう

• 時間配分をしっかりする

[ スライド ]

• 動画や音を入れる

• スライドをわかりやすく

• 表やグラフをもっと使う

• 重要な箇所を強調したスライド

[ コンテンツ ]

• ネットの情報に頼り過ぎない

• 導入を簡潔に！

• まとめを簡潔に！

• オリジナリティを出す

• 可能なら実演を入れる

• アンケートを取る

• 自分のカラーを出す

• ユーモアのある発表

• 焦点を絞る

[ オーディエンス ]

• オーディエンスに対する態度を良くする

• オーディエンスを知る

• オーディエンスに問いかけをする

• 専門用語をわかりやすく言い換える

• 説明をわかりやすく

資料 2：中間発表の振り返り
（注）下記の表現は、授業で振り返りを行った際、学生から出た意見を板書した時のものであ
り、学生の回答のままである。
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要　旨
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研究論文

１．はじめに
　教育現場１）で日本語学習者のノダの使用状況をみていると、学習者は授業で学習した用法
を日常生活で使っているが、不自然な発話になったり、相手に不快な思いをさせたりする場
面がみられる。学習者の誤用例を下記に示す。

（1）（自己紹介の場面）
初めまして。○○と申します。
中国から来たんです。        （実例）

（2）（進路面談の場面）
教師　：大学を卒業したら何がしたいですか。
学習者：日本で働きたいんです。       （実例）

　学習者にノダの使用意図を聞くと、（1）は「説明」であり、（2）は「強調」であった。使用理
由は、ノダには「説明」や「強調」の意味があると教わったということであった。この不自然
な会話は正しく「ノダの意味・機能」を理解していないことが原因であると考えられる。こ
のような誤用をなくすには、従来の教授法の問題点を明らかにし、日本語教育文法２）の立場
で新たな教授法の研究が必要である。これが本稿で「ノダの教授法」を取り上げた理由である。

「ノダの教授法」の考察
関連性理論の観点から

小出寿彦

　従来のノダの教授法では、代表的な初級教科書である『みんなの日本語』を例に
挙げれば、日常会話に必要な用法（説明・和らげ等）を使用場面の利用により教え
ている。それ自体は必要なことだと考えられる。しかし、問題は初級でノダの用法
の一部を教えるのみで、中上級でノダの他の用法を教えていないことである。そし
て、そのことがノダの誤用を誘発する原因となっていると考えられる。また、本稿
では中上級でノダを取り扱わないのは、従来の教授法では発話状況により用法が変
わる文型を教えるのは困難だからだと考える。したがって、従来の教授法に変わる
「ノダの教授法」として関連性理論の観点から考察を行った。

 1） 筆者が以前勤務していた日本語学校
 2） 庵（2011: 5）は、「『日本語教育では何が必要か』を吟味した上で、それに対するように文法記述を考えるということである」

と述べている。本稿でも同様の立場を取る。
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２．ノダの教授法に関する先行研究
　ノダに関する先行研究は数多くあるが、ノダの教授法に関するものは少ない。庵（2013）
は「『のだ』に関する論文の中で学習者への説明を指向するものも数は多くないが存在する。
菊地（2000）、今村（1996, 2007）、藤城（2010）などである」と述べている。
　しかし、菊池（2000）は初級日本語学習者を対象にノダの用法の教える順番について述べ
ているが、使用場面を利用して用法を教えている点では従来の教授法と変わらない。また、
今村（1996）は論述文におけるノダを対象としており観点が異なる。そして、今村（2007）は
ノダの語感を視覚化して、ノダを教えるジェスチャーを提案しているが、抽象的で学習者に
理解させるのは難しい３）。また、庵（2013）は「藤城（2010）の『ドアのメタファー』などは魅
力的な記述だが、疑問文や否定文で「のだ」が使われる条件は、そうした連続的な（continuous）
ものではなく、離散的（discrete）なものであると考えられることなど、「のだ」の記述として
はまだ詰めるべき点があると考えられる」と指摘している。これらのことから、ノダの教授
法に関する研究は、まだ数も少なく始まったばかりであるといえる。

３．従来の教授法の問題点
　先行研究ではノダをいくつかの用法に分類している。吉田（1988）はノダの用法を「換言」「告
白」「教示」「強調」「決意」「命令」「発見」「再認識」「確認」「調整」「客体化」と分類している。
また、これらの分類された用法に対して『みんなの日本語　初級Ⅱ翻訳・文法解説・英語版』

（1998: 8）では「〜んです is an expression used to explain, cause, reasons, ground, etc..strongly」
と解説している。
　このように従来の教授法ではそれぞれの用法を「ノダの意味・機能」として提示して教え
ている。しかし、この教授法は教師にとっても学習者にとってもわかりやすいが問題もある
と考えられる。なぜなら、同じ命題４）でもノダは発話状況により用法が変わるからである。
下記に例を示す。

（3）「明日行くんだ」は発話状況により「決意」「命令」「忠告・助言」「脅迫」 「願望」「発見」「説明」
「理由」「推意」等の用法に分類される。

　これらの用法の一部を学習者が「ノダの意味・機能」として学習しても、ノダを断片的に
しか理解できず、（1）や（2）のような誤用の原因になっていると考えられる。

 3） 藤城（2007: 70）は今村（2007）について「非常に抽象的で、これを初級学習者にどう正確に伝えるかという点で疑問が残る」
と指摘している。

 4） 本稿では、ノダ文からノダを取り除いた部分を「命題」と呼ぶ。
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４．研究の概要
4.1. 研究の目的

　「ノダの意味・機能」に関する多くの研究はあるが、まだ完全には明らかにされていない。
しかし、教育現場では学習者にノダを教える必要がある。そのため、現状では、初級でノダ
の使用場面を利用して用法の一部を学習者に教えているが、断片的にしか理解できず誤用が
生じている。このような誤用をなくすためには、中級以降もノダを教えることが必要である。
本稿では中級以降の「ノダの教授法」を考察することを目的とする。

4.2. 考察の対象

　本稿では、文末の「ノダ」のみを対象として扱う。「ノカ」、「ノデハナイ」、「ノダッタ」、「ノ
ナラ」等は直接の考察の対象とはしない。また、「ノダ」は「の」、「のです」、「んです」、「ので
ある」等の変異形を含む総称として用いる。

4.3. 研究の理論的枠組み

　「ノダの意味・機能」に関して、庵（2013）は「『のだ』をめぐっては、三上（1953）以来多く
の研究があり、田野村（1990）、野田（1997）、名嶋（2007）などで活発に議論が行われている」
と述べている。教授法の先行研究では、藤城（2010: 70）は「『ノダの意味・機能』は田野村（1990）
の立場を批判的に踏襲する」と述べ、田野村（1990）を理論的枠組みとしている。しかし、本
稿では、ノダは何らかの状況を受けて用いられると考え、ノダの分析には語用論的観点が必
要だという立場をとる。したがって、本稿は関連性理論の観点から「ノダの意味・機能」を
考察した名嶋（2007）を理論的枠組みとする。

５．教授法の検討
　従来の教授法では、学習者に新しい文型を教える場合、まず文型の導入を行う。この導入
は場面導入とも言われ、その文型と使用場面をセットで教えれば、学習者は、その文型をど
んな場面で使ったらいいか理解できるので、特に初級学習者には適していると考えられる。
しかし、この教授法には、適さない文型もある。それは、発話状況により用法が変わる（3）
のような文型である。このような文型を全ての使用場面とセットで教えるのは、学習者の負
担が大きいし、現実的ではない。
　実際には決められた授業時間があるので、『みんなの日本語』26
課のノダを例に挙げれば、教える用法の優先順位を決め、図１の
ように使用場面を輪切りに切り取って用法の一部（説明・和らげ
など）とその使用場面をセットで教えている。
　ここで、（1）の誤用例を考えてみたい。学習者はノダの用法を「説 図 1　使用場面の輪切り
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明」の場面とセットで学習した。しかし、その用法を使って教師に間違いを指摘された。こ
の原因は、学習者は発話場面の輪切りが未既知であり、既知の輪切りから「説明」の用法と
推論してノダを使用したが、正しくは「ノダ不使用の輪切り」５）であったと考えられる。つま
り、各単体として輪切りを学習したが、既知の輪切りから未既知の輪切りを正しく推論する
ことはできなかったと考えられる。学習者が推論するうえで必要なことは、その文型の各輪
切りに共通するものを知っているかということである。本稿では、それを「ノダの機能」と
呼ぶ。
　従来の教授法は、文型の使用場面を輪切りにして、それを用法として教えてきた。文型を
詳しく教えようとすれば、さらに使用場面を細かく輪切りにして用法を増やすという教え方
である。しかし、発話状況により用法が変わる文型の場合は、使用場面が増えるので現実的
ではない。そこで、本稿の教授法は、まず、「ノダの機能」を提示して、特徴的な輪切りで、
その機能とそのとき発生する意味を確認することとする。そうすれば、「ノダの機能」を理解
でき、ノダを効率的に教えることができると考える。

６．理論的枠組みに基づくノダの定義と分析
　本章では、関連性理論を援用して「ノダの機能」と「ノダの用法」の関係を示す。そして、
名嶋（2007）のノダに関する定義を日本語教育文法の観点から批判的に検討して「ノダの機能」
と「解釈」の定義を行い、特徴的な場面で「ノダの機能」と「ノダの用法」を確認する。

6.1 関連性理論を援用した「ノダの機能」と「ノダの用法」の関係

　Wilson&Sperber（1993）は、「発話によって伝達される情報」を図 2のように分類している。
そして図２は、意図明示的に伝達された言語情報は「概念的意味を持つもの」と「手続き的意
味を持つもの６）」に分類され、「手続き的意味を持つもの」は、聞き手が行う発話解釈過程の「表
意の復元」、「高次表意の復元」、「推意の復元」を制約するということを示している。
　したがって、ノダを関連性理論の観点から分析すると、ノダは、その有無により聞き手の
発話解釈に影響を与えるので「手続き的意味を持つもの」に分類することができる。そして、
ノダを付加することにより聞き手が行う発話解釈過程の「表意の復元」、「高次表意の復元」、

「推意の復元」を制約する。これより、本稿では、ノダそれ自体は「手続き的意味をもつ」を
聞き手に示す記号（マーカー）であり、字義的意味を持たないとする。

（4）本稿では「ノダの手続き的意味」を「ノダの機能」と呼び、ノダの付加により、聞き手の行

 5） 本稿では、ノダは文に付加され用いられる文型であるので、発話状況によってはノダを付加しないという選択肢もあると
考える。それを本稿では「ノダ不使用の輪切り」と呼ぶ。

 6） 名嶋（2007: 36）は「概念的意味とは、いわば字義的意味に直接依存するものであり、手続き的意味とはある発話を理解し
ていくその方向や手順・過程を聞き手に示す働きを持つものである」と説明している。本稿でも同様の立場をとる。
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なう発話解釈過程に生じた意味を「ノダの用法」とする。

6.2. 「ノダの機能」と「解釈」の定義

　本稿では、関連性理論の観点から考察を行った名嶋（2007）を理論的枠組みとするが、「ノ
ダの機能（名嶋義直（2007: 83））」と「解釈（名嶋義直（2007: 76））」について日本語教育文法の
観点から批判的に検討を行う。

6.2.1. 「ノダの機能」の定義
　「ノダの機能（名嶋義直（2007: 83））」は、抽象的で語彙がわかりにくいため、現場の教師や
学習者に正確に意味が伝わらず、誤解を招く可能性がある。
まず、名嶋（2007）が述べる「聞き手側から見た解釈として」とは、「聞き手が行う解釈として」
という意味ではなく、「話し手が考える聞き手が導き出すべき解釈」という意味であると考え
る。次に、「意図的に、かつ意図明示的に」「聞き手に提示する」とは、具体的には、「話し手
が『話し手が考える聞き手の導き出すべき解釈』を聞き手に伝えている」ということを聞き手
に気付かせることと考える。したがって、本稿では「ノダの機能」を下記のように定義する。

（5）「ノダの機能」：ノダは話し手が考える「聞き手が導き出すべき解釈７）」を意図明示的８）に聞
き手に伝えていることを示すマーカーである。

6.2.2. 「解釈」の定義
　「解釈（名嶋義直（2007: 76））」は、関連性理論を踏まえ丁寧な記述になっているが、日本語

図２ 関連性理論の情報伝達系統図　Wilson ＆ Sperber（1993: 27）

発話によって伝達される情報

意図明示的には伝達されない意図明示的に伝達される

言語的に伝達される

言語的にコード化される

概念的なコード化をされる 手続き的なコード化をされる

表意を制約する 推意を制約する

高次表意を制約する

推意に寄与する

高次表意に寄与する

表意に寄与する

命題表現に寄与する 命題表現を制約する

言語的には伝達されない

言語的にはコード化されない

 7） 「解釈」については、（6）で定義付けをしている。
 8） Sperber ＆ Wilson（1995, 内田聖二他訳 ,1999: 318）は、関連性の原理で「すべての意図明示的な伝達行為はそれ自身の最適

の関連性の見込みを伝達する」と述べている。また、「最適の関連性」に関しては、内田聖治（2011: 21）で「聞き手が最初
に関連性があると呼び出した解釈にたどり着いたとき、発話解釈をそこで停止するということを意味する」と述べている。
本稿でも同様の立場をとる。
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教育文法の観点からは、文章が長く理解が難しい表現になっている。
　まず、名嶋（2007）が述べる「関連性のある発話」とは、聞き手の認知環境に文脈効果を及
ぼす発話と考える。そして、「『関連性のある発話』たらしめる行為」とはその文脈効果により
命題を導き出すことと考える。これらのことを踏まえ、本稿では「解釈」を下記のように定
義する。

（6）「解釈」とは、言語的、非言語的情報を知覚し、古い文脈９）を利用して導き出した考えである。

6.3．「ノダの用法」の分析

　ノダを付加することにより、ノダの機能（5）が作用して、聞き手が行う発話解釈過程を制
約する。本項では、「表意」「高次表意」「推意」の各レベルで特徴的な「ノダ文」を分析し「ノ
ダの機能」とそれにより生じる意味を確認する。尚、「表意」「高次表意」「推意」については、
下記のように述べられている。本稿でも同等の立場をとる。

（7）関連性理論では、グライスから、発話された内容から会話の原理によって推論された「推
意 implicature」という概念を受け継いだだけではなく、発話内容そのものを、直示的要素
も含めた不完全な部分を推論などに補って完全な命題にしたものを、「表意 explicature」
と呼ぶ。さらに、表意命題だけではなく、命題態度、言語行為まで含めたのを「高次表意
higher-level explicature」と呼んでいる。              Wilson ＆ Sperber（1993）

6.3.1 「表意の復元」を制約するノダ文の分析
　「表意」レベルの特徴的な場面として（8）、（9）の分析を行う。

（8）（A が嬉しそうな顔をして教室に入ってくる）
B：「・・・」
A：「大学に合格したんだ」        （作例）

　（8）の場合、まず、B は A の様子を見て「X10）の理由で A は喜んでいる」と不完全な「解釈」
をする。A は B の様子を見て B の「解釈」を推論する。そして、A は B に「大学に合格した
んだ」と B が導き出すべき「解釈」の一部を意図明示的に伝える。B は A がノダを使用して
いるので、A の発話は B の「解釈」と「最適の関連性」があるということがわかる。それで、
B は「大学に合格した理由で A は喜んでいる」という「解釈」を復元する。したがって、A が
発話にノダを付加したことにより、B が行う発話解釈過程の「表意の復元」が制約された。そ
 9） Diane Blakemore （1992, 竹内道子他訳 ,1994: 275） は、文脈について「文脈とは先行談話や直接観察可能な認知環境からの

情報または概念を有する百科事典的項目の情報である」と解説している。本稿でも同等の立場をとる。
10） Ｘは不確定要素とする。
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して、その時生じた意味は「説明」ということができる。

（9）（学生は「A 先生は職員室にいる」と思い職員室へ来る）
B 先生：「今、A 先生はいない」
学生：「いないんだ」         （作例）

　（9）のような独り言の場合、発話を話し手自身に伝えており、「話し手が導き出すべき『解
釈』」を話し手自身に意図明示的に示して伝える」といえる。これにより、「文脈の改変 （名嶋

（2007: 69））」があったことを自分自身に伝え、「A 先生は職員室にいない」と認知環境を書き
換える 11）。したがって、学生が発話にノダを付加したことにより、学生自身が行う発話解釈
過程の「表意の復元」が制約された。そして、その時生じた意味は「発見」ということができる。
以上、表意レベルにおける特徴的な場面で「ノダの機能」と「ノダの用法」を確認した。

6.3.2. 「高次表意の復元」を制約するノダ文の分析
　「高次表意」レベルの特徴的な場面として（10）、（11）の分析を行う。

（10）（A は B がヤクザに追われていることを知っている）
B「どうしたらいい？」
A「早く逃げるんだ」        （作例）

　（10）の場合、A が発話にノダを付加したことにより、B が行う発話解釈過程の「表意の復元」
が制約された。ノダは「話し手が考える「聞き手が導き出すべき解釈」」を伝えるので、その
時生じる意味は「A が B に受け入れさせたい命題の提示」である。そして、A の発話態度よ
り「高次表意の復元」が制約される。例えば、B が A の発話態度を「A（話し手）自身の安全の
ことを考えている」と捉えれば「命令」の意味が生じるし、「B（聞き手）のことを心配している」
と捉えれば「忠告」の意味が生じる。

（11）（ゆっくり歩いている囚人に刑務官が）
刑務官「早く行け、早く行くんだ」       （作例）

　（11）の場合、刑務官が発話にノダを付加したことにより、囚人が行う発話解釈過程の「表
意の復元」が制約された。ノダは「話し手が考える「聞き手が導き出すべき解釈」」を伝えるの
で、その時生じる意味は「刑務官が囚人に受け入れさせたい命題の提示」である。そして、
同じ命題を繰り返していると捉えれば「念押し（名嶋（2007: 228）」の意味が生じ、「高次表意」
が制約される。以上、高次表意レベルにおける特徴的な場面で「ノダの機能」と「ノダの用法」
11）Sperber ＆ Wilson（1995, 内田聖二他訳 ,1999: 130）で述べられている文脈効果の削除にあたる。
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を確認した。尚、名嶋（2007）は、「強調」という曖昧な概念で「念押し 12）」を記述すべきでは
ないとし、（12）のように述べている。

（12）日本語教育において、ある種のノダ文を「強調」と教えることは、教師にとっては「逃げ
道」ともなろうが、これは学習の誤用を誘発しかねない危険を内包しており大きな問題
である。               名嶋（2007: 258）

本稿では（12）を支持し、「強調」という記述は行わない。

6.3.3.「推意の復元」を制約するノダ文の分析
　「推意」レベルの特徴的な場面として（13）の分析を行う。

（13）A：「夏休みはどこか行く？」
B：「TDL13）が 100周年記念なんだ」       （作例）

　（13）の場合、B が発話にノダを付加したことにより、A が行う発話解釈過程の「推意の復元」
が制約された。B は A の問いに直接回答をしていないが、ノダは B の発話が A の発話に「最
適の関連性 14）」があることを保障している。したがって、A は B の回答より、「B は夏休み
に TDL の 100周年記念に参加するために東京に行く」と推意の復元ができる。そして、その
時生じた意味は「間接応答」ということができる。以上、推意レベルにおける特徴的な場面で、

「ノダの機能」と「ノダの用法」を確認した。

７．ノダの教授モデルの提示
　ノダは、語用論的に意味が発生する文型であると言える。したがって、本稿の教授法より、
まず、「ノダの機能」（5）を提示し、次に特徴的な場面で「ノダの機能」と「ノダの用法」を確
認する。下記にノダの教授モデルを示す。

　 図３　ノダの教授モデル

12） 文脈効果の強化にあたる。
13） TDL：東京ディズニーランドの略
14） 内田聖治（2011: 21）は「最適の関連性」について「聞き手が最初に関連性があると呼び出した解釈にたどり着いたとき、発

話解釈をそこで停止するということを意味する」と述べている。本稿でも同様の立場をとる

STEP1
ノダの機能の
提示

STEP2
表意レベル
機能と用法
の確認

STEP3
高次表意レベル
機能と用法
の確認

STEP4
推意レベル
機能と用法
の確認
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　具体的には、まず、中級以降に「ノダの機能」の説明を明示的に行う。この場合、学習者
の母語による説明も有効であると考える。また、名嶋（2003）は、非ノカ文（〜ますか）は「事
態の生起」を問い、ノカ文（〜んですか）は「解釈の妥当性」を問うとし、非ノカ文とノカ文を
対比させることで「ノダの機能」を理解させる方法を提示している。しかし、これはまだ試
論であり今後検証する必要がある。また、庵（2011: 5）は「文法規則の中には、意味がわかっ
ていればいいもの（理解レベル）と、意味がわかった上で使えるようになる必要があるもの（産
出レベル）がある」と述べている。本稿では、STEP1を理解レベルとし、STEP2、STEP3、
STEP4は産出レベルと位置づける。そして、STEP1で提示した「ノダの機能」を特徴的な場
面で確認し、「ノダの機能」より発生する「ノダの用法」を確認していけば、「ノダの機能」と「ノ
ダの用法」の関係が正しく理解でき、ノダの産出につながると考える。

８．まとめと今後の課題
　本稿では、まず、従来の教授法は、語用論的に意味が発生する文型には適さないとし、そ
の一つにノダがあることを示した。そして、関連性理論を援用して「ノダの機能」と「ノダの
用法」の関係を明らかにした。それから、理論的枠組みである名嶋（2007）を日本語教育文法
の観点から批判的に検討し、「ノダの機能」と「解釈」の定義を行った。また、関連性理論の
観点より発話解釈過程には「表意」「高次表意」「推意」の 3つのレベルがあることを示し、そ
の発話解釈過程に基づいて「ノダの機能」とそれに伴い発生する意味（用法）を確認する教授
法を提案した。今後は図 3に基づいて学習者にどう教えていくかという「ノダの教授法」の試
案（仮説）を立て、調査分析（仮説の立証）を行う。
　それには、まず、STEP1より、一つ一つ問題点を明らかにしながら「ノダの教授法」に向
けて研究を発展させていきたい。
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研究論文

1．はじめに
　日本語教育の現場において学習者と教師を悩ませるものの一つに、ソウダとヨウダのよう
な意味が似通った文型がある。学習者は二つの文型がどのような点で異なるかと日本語教師
に尋ね、教師は説明のために文法書や論文にあたる。しかし、文法書や論文の記述は抽象的
なことが多いため、実際の用例に即して差異を具体的に理解することは教師にも困難な場合
が多い。しかし、文型の差異がわかりやすい例文や場面を用意するためにも、実際の用例に
即した具体的な差異を理解することは不可欠である。
　そこで、本稿はコーパスを利用し推定のソウダとヨウダが接続する形容詞の性質に差異が
あることを示す。形容詞の性質という具体的な基準を示すことで、現場の教師が文法書の抽
象的な記述を用例に即した具体的な差異として理解することを助け、授業で使う例文を作る
際の指標を示すことを目的とする１）。

2．推定のソウダとヨウダとは
　まず、ソウダについてだが、初級日本語文法では（1）のような推定のソウダと（2）のよう
な伝聞ソウダの二つのソウダが教えられる。この内、本稿が対象とするのは（1）の推定のソ
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　本稿は、日本語教師がソウダとヨウダという似通った文型を導入・説明する際に
用いる例文を作成するための指標を示す。ソウダとヨウダを用いた形容詞文をコー
パスデータで分析した結果、ソウダでは特定の感情・感覚形容詞が共起するのに対
し、ヨウダでは感情・感覚形容詞はほとんど用いられない傾向があることが明らか
になった。
　さらに、感情・感覚形容詞にソウダ・ヨウダが接続する場合の差異を分析し、両
者の差異がわかりやすい場面の具体的な要素を示す。感情・感覚形容詞＋ソウダの
例文を作る場合は、自己の感情・感覚であれば確かめる前の段階であること、他者
の感情・感覚であれば根拠となる他者の具体的な行動が存在しないことが明らかな
場面を用意する必要がある。それに対し、感情・感覚形容詞＋ヨウダの例文を作る
場合は、自己の感情・感覚であれば認識・再認識済みであること、他者の感情・感
覚であれば、その者の具体的な行動根拠として存在する場面を用意する必要がある。

 1） 本稿が学生に直接提示する使い分けの基準を示すことを目的とするのではない点に注意されたい。

要　旨
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ウダである。（1）（2）は接続が異なるため、形態で区別できる。

（1）a. あしたは暑くなりそうです。
b. この料理はまずそうです。
c. この机は丈夫そうです。

（『みんなの日本語 初級Ⅱ 第 2版 本冊』 p.148、下線は筆者による）

（2）a. あしたは雪がふるそうです。
b. ことしはなつがみじかいそうです。
c. 札幌の雪祭りはきれいだそうです。

（『みんなの日本語 初級Ⅱ 第 2版 本冊』 p.182、下線は筆者による）

　一方、ヨウダは同じ形態に複数の意味用法が存在する。初級で教えられるヨウダは（3）に
示す通り、「話し手が観察したことに基づいてあることを推定する用法（日本語文法記述研究
会 2003: 165）」のみである。本稿ではこの用法を対象とし、推定のヨウダと呼ぶ。

（3）a. コンサートがはじまるようです。
b. 外はさむいようです。
c. 部長は甘い物がすきなようです。
d. 小川さんの話はほんとうのようです。

（『みんなの日本語 初級Ⅱ 第 2版 本冊』 p.182、下線は筆者による）

　日本語文法記述研究会（2003: 165）はこの用法以外に、「話し手が観察したことそのものを
述べる用法」（4a）と、「派生的な意味として、婉曲用法」（4b）、「比況を表す用法」（4c）を挙げ、
ヨウダを四つに分類している。

（4）a. [ 窓から外を見て ] まだ雨はやんでいないようだ。
b. 今日はもうお帰りになった方がいいようです。
c. 幸子さんとデートできるなんて、まるで夢のようだ。

（日本語文法記述研究会 2003: 165-166、下線は筆者による）

　このうち（4b）の婉曲と（4c）の比況は本稿では対象としない。（4a）の「話し手が観察したこ
とそのものを述べる用法」も厳密には初級教科書が対象とする用法ではない。しかし、（5）に
示す通り、コーパスデータでは、（4a）の「話し手が観察したことそのものを述べる用法」を
本稿が対象とする推定の用法と明確に区別することは困難である。
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（5）a. [ 窓から外を見て ] まだ雨はやんでいないようだ。   　　  （（4a）再掲）

b. [ 濡れた傘を持っている人を見て ] まだ雨はやんでいないようだ。   （作例）

　（5a）は話し手が観察した雨が降っているという事態そのものについて述べているが、（5b）
は濡れた傘を観察して推定した事態について述べている。しかし、発言内容は同じであるた
め、発言内容からだけではどちらの用法か区別することはできない。そこで、本稿ではこの
二つの用法をまとめて推定のヨウダとし、対象とする。
　最後に、ソウダとヨウダが接続する品詞についても研究対象を限定し、本稿は形容詞にソ
ウダとヨウダが接続する用例のみを対象とする。（1）（3）に示した通り、推定のソウダは動詞、
形容詞２）に接続し、ヨウダは動詞、形容詞、名詞に接続する。そのため、動詞と形容詞にお
いてソウダとヨウダの使い分けが問題になる可能性があるが、授業では動詞文の微妙な使い
分けは問題とならない傾向がある。これは、（6）のようなソウダは「今にも」と共起するが、
ヨウダとは共起しない点、（7）のように過去の事態はヨウダでしか表せない点など両者には
わかりやすい差異があるからである。

（6）a. 今にも荷物が落ちそうです。
b. ＊今にも荷物が落ちるようです。

（7）a. ＊昨晩雨がふりそうです。
b. 昨晩雨がふったようです。      （いずれも作例）

3．日本語教育における使い分けの説明とその問題点
　本章では、日本語教材におけるソウダとヨウダの使い分けの説明が抽象的で教師にとって
も分かりにくいこと、そのために例文作成の際にも指標として使いづらいものであることを
指摘する。

3.1　学習者向け教材における使い分けの説明とその問題点

　多くの教育機関で用いられている日本語初級教科書の一つである『みんなの日本語』シリー
ズを学習者向け教材の分析対象とする。まず、推定のソウダの説明は以下の通りである。

（8）the difference between 〜そうです and 〜ようです :
⑫ミラーさんは忙しそうです。Mr. Miller seems to be busy.
⑬ミラーさんは忙しいようです。It seems that Mr. Miller is busy.
 Example ⑫ indicates an intuitive judgement based on what the speaker has seen of Mr. 

 2） 日本語教育では、形容詞・形容動詞をまとめて形容詞と呼んでいる。以下、本稿もそれに倣う。
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Miller’s condition or behavior, and example ⑬ indicates the speaker’s judgement based on 
what he has read, heard, or been told.      （『みんなの日本語 初級Ⅱ翻訳・文法解説英語版』p.135）

　ここでは、事態の推定の根拠がソウダは直接情報、ヨウダは間接情報である点が異なると
説明されている。この区分は明確でわかりやすいが、（9）を説明することができない。

（9）a. 子供は褒められたのがうれしいようで、ニコニコしている。
b. ＊子供は褒められたのがうれしそうで、ニコニコしている。  （いずれも作例）

　（9）の子供の感情「うれしい」を推定した根拠は、眼前にある子供の笑顔である。これは直
接情報だが、ヨウダを用いるのが自然で、ソウダを用いると不自然である。
　もう一つ、『みんなの日本語』シリーズの文法解説には大きな問題がある。それは、解説が
同じシリーズの本冊の練習問題と整合していない点である。図 1に示す通り、本冊では直接
情報による判断がヨウダの練習問題として使用されている。
　このような齟齬が同じシリーズ内で生じている理由は、本冊がソウダとヨウダの区分につ
いて文法解説書とは別の基準を採用している点にある。その基準とは、判断の根拠が視覚情
報か、それ以外かというものである。この基準がどこから来ているのかを明らかにするため
には、教師用文法書の説明を見る必要がある。

例 ) 変なにおい ( 何か燃えています ) → 変なにおいがしますね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・ええ、何か燃えているようですね。
１) 子どものこえ ( 子どもたちがけんかしています ) →
２) いいにおい ( ケーキを焼いています ) →
３) 変な味 ( しょうゆとソースをまちがえました ) →
４) 変な音 ( エンジンが故障です ) →

図 1　『みんなの日本語 初級Ⅱ 第 2 版 本冊』におけるヨウダの練習問題
（『みんなの日本語 初級Ⅱ第2版 本冊』p.184）
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3.2　教師用主要文法書における使い分けの説明とその問題点

　本節では、教師用主要文法書におけるソウダとヨウダの差異の説明とその問題点を示す。
　まず、市川（2005）は、ソウダとヨウダの差異を（10）のようにまとめている。

（10）「〜ようだ」と「〜そうだ（様態）」…を比べると、次のような違いがあると言えるでしょう。

「情報」というのは推量・判断をする時に何を根拠にするかということ、「関心度」とい
うのは対象との距離をどの程度置いているかを示しています。この比較は絶対的なも
のではなく、どちらかといえばそういえるという程度を示したものです。

（市川 2005: 135、下線は筆者による）

　この説明にある「体験・経験」と「外観を見る」こと、「判断」と「直観」が具体的な行為・
場面としてはどのように異なるのかを明確に理解することは難しい。たとえば、ヨウダの
使用が自然な（9a）において、「情報」である子供の笑顔は「外観を見る」ことにあたるので
はないか、笑顔を見て「嬉しいようだ」と思うのは直感ではないのだろうかという疑問が生
じる。また、「とらえ方」や「関心度」の差異も抽象的・相対的なため、具体的な例文や場面
に差異として反映するのは難しい。
　これに対して、庵・他（2000）はソウダとヨウダの差異を判断の根拠からではなく、何に
ついて述べているかという点から説明している。

（11）「ようだ・みたいだ」が状況をもとにした話し手の判断を表すのに対し、「そうだ」は基
本的に外観を描写する表現です。

a. このケーキはおいしいようです。
b. このケーキはおいしそうです。

a が何らかの状況（「よく売れている」「みんなが喜んで食べている」など）から話し手が
判断したことであるのに対し、b はあくまでケーキの外観について述べているだけで
ある点が異なります。        （庵・他 2000: 133）

　この例文による説明はわかりやすいが、外観を描写するといっても、見た目からそのケー
キがおいしいと判断しているのではないかという疑問がわく。この点で外観の描写と判断
という区分も差異をわかりやすく説明しているとは言いがたい。
　そこで、このような抽象的な説明に悩む多くの教師は（10）（11）に現れる「外見・外観」と

～ようだ ～そうだ（様態）

情報 体験・経験による判断・直感 外見を見ての感じ・兆候、
または可能性への直感

とらえ方 やや主観的 主観的
関心度 話し手の関心度がやや高い 話し手の関心度が非常に高い
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いう言葉に着目し、新たな基準を作り上げている。これは、判断の根拠となる情報が「外見・
外観」という視覚情報ならソウダで、それ以外はヨウダを用いるというものである。この基
準が図 1に示した本冊の練習問題にも採用されているのである。この基準は単純で分かりや
すいが、（12）のような例を説明できない。

（12）電話で来週参加するツアー旅行の内容を嬉々として話す友人に対して
a. ツアー、楽しそうだね。
b. ＊ツアー、楽しいようだね。

　友人の話は聴覚情報だがソウダが用いられ、ヨウダは用いられない。
　ここまでをまとめると、主要文法書の説明は抽象的なため、教師が例文や場面を作る際の
具体的な基準としては使いづらい。そこで教師は独自に使いやすい基準を用意しているが、
その基準は（12）のような用例も説明できないといった問題がある。
　そこで、本稿はコーパスを利用して、ソウダとヨウダが接続する形容詞の性質に一定の傾
向があることを示し、日本語教師が使いやすいソウダとヨウダの例文作成の指標を提示する。

4．調査
4.1 調査の方法

　本稿ではコーパスに Sketch Engine３）の JpWaC を用いた。これはインターネット上のブロ
グなど書き言葉データ約 3億語からなる。インターネット上の書き言葉を対象としたのは、
ブログなどが書き言葉と話し言葉の中間の性質を備える４）と考えたからである。ソウダとヨ
ウダが初級で学習する文型であることからも、平易な表現の多い話し言葉が調査対象として
適している。しかし、完全な話し言葉では推定を表現するためにヨウダではなく「みたいだ」
が多用されることから、ヨウダの出現数が大幅に減る可能性が高い。この二つの理由から、
インターネット上の書き言葉を扱う JpWac を用いた。調査時期は 2015年 7月から 8月である。
　次節に示す形容詞の集計結果は、ひらがな・カタカナ・漢字表記を合算したものである。
また、ソウダとヨウダが否定の「ない」に接続している場合は、「ない」が後接する形容詞の
項に加えて集計した。

4.2 調査の結果

　本節では、まず 4.2.1でソウダとヨウダが接続する形容詞の性質の差異について全体的な傾
向を示す。その上でより詳細な分析が必要と認められた項目を4.2.2以降で個別に検討していく。

 3） https://www.sketchengine.co.uk/
 4） 今村（2006）はブログを準話し言葉としている。
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4.2.1 共起する形容詞の性質
　推定のソウダとヨウダが接続する形容詞の性質を調査した結果、両者には属性形容詞か感
情・感覚形容詞かという点５）で極端に偏りがあることが明らかになった。（表 1・表 2６））。ソ
ウダは上位 10の形容詞を見ただけでは属性形容詞と感情・感覚形容詞が半々に共起するよ
うに見える。しかし、共起率が高い上位 6の形容詞を見ると、感情・感覚形容詞に傾いており、
この 4つの感情・感覚形容詞だけで全体の用例の 50％を超える。それに対して、ヨウダは属
性形容詞との共起に圧倒的に傾いている。ヨウダとよく共起する上位 10の形容詞の中に、
感情・感覚形容詞は「好き」一つしか含まれない。
　また、ソウダとヨウダが接続する形容詞の多様性にも差異が見られた。ソウダは出現数上
位 4つの形容詞で用例総数の 50％を超える。つまりソウダは共起する形容詞が非常に偏って
いるといえる。一方、ヨウダでは「多い」が 20％、「良い」が 15％を占め、共起する割合で突
出しているが、3位以降は一気に 3% まで落ちる。つまり、ヨウダは共起する形容詞に広が

表 1　推定のソウダが接続する形容詞
順位 形容詞 性質 出現数 割合 累積
1 良い 属性 3,766 18.0% 18.0%
2 楽しい 感情 2,967 14.2% 32.2%
3 面白い 感情 2,622 12.6% 44.8%
4 嬉しい 感情 2,268 10.9% 55.6%
5 偉い 属性 1,918 9.2% 64.8%
6 美味しい 感覚 1,836 8.8% 73.6%
7 難しい 属性 904 4.3% 77.9%
8 大変 属性 768 3.7% 81.7%
9 悪い 属性 696 3.3% 84.9%
10 幸せ 感情 640 3.1% 88.0%
総数 20,890 100%

表 2　ヨウダが接続する形容詞
順位 形容詞 性質 出現数 割合 累積
1 多い 属性 5,096 20.0% 20.0%
2 良い 属性 3,977 15.6% 35.5%
3 少ない 属性 1,008 3.9% 39.5%
4 好き 感情 937 3.7% 43.2%
5 高い 属性 601 2.4% 45.5%
6 近い 属性 524 2.1% 47.6%
7 難しい 属性 511 2.0% 49.6%
8 強い 属性 451 1.8% 51.3%
9 明らか 属性 426 1.7% 53.0%
10 大きい 属性 384 1.5% 54.5%
総数 　 25,527 100%

5） 「形容詞の下位類には、次のようなものがある。
 ・属性形容詞 : 新しい、黒い、明るい、深い、やわらかい、重い…
 ・感情・感覚形容詞 : うれしい、悲しい、痛い、かゆい、ねむい、…
 属性形容詞は物や事の様子、感情・感覚形容詞は感情や身体感覚をそれぞれ表す。( 日本語記述文法研究会 2010:12)」
 6） 表 2にあるヨウダは比況や婉曲の用例を含むすべてのヨウダを対象としている
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りがあると言える。
　次に、調査で明らかになった全体的な傾向から、より詳細に検討すべきと考える点を挙げ
る。第一に、「良い」がソウダとヨウダの双方と多く共起しており、そこに何か差異が存在す
るのかを明らかにする必要がある。第二に、ヨウダとよく共起する上位 10の形容詞の中に「好
き」が感情形容詞で唯一入ったことに何らかの説明がありうるか検討する必要がある。第三
に、ナ形容詞へのヨウダの接続を示すために、感情形容詞の「好き」が教科書に記されるこ
とが多いことから、ヨウダが感情・感覚形容詞とほとんど共起しないとしても、ソウダとの
差異を明らかにする必要がある。これら三つの問題に答えるために、各用例をより詳細に分
析していく。

4.2.2 ソウダとヨウダ双方と共起しやすい語彙：「良い」
　まず、ソウダとヨウダ双方とよく共起する

「良い」に関して、ソウダとヨウダでは「良い」
ものが何であるかが異なると仮説を立てた。
そこで、名詞に着目し「よさそう」と「いいよう」
から 3語前までの範囲のコロケーション調査
を行った。調査の結果、感情・感覚を表現す
る名詞（網掛け部）がソウダとはよく共起する
が、ヨウダにはそのような傾向はないことが
明らかになった（表 3・表 4７））。これは 4.2.1で
指摘したヨウダは感情・感覚形容詞とほとん
ど共起しないという結果と一致する。
　さらにヨウダとの共起頻度が圧倒的に高い「都合」と「ほう」について、ヨウダのどの用法
が用いられているか調査した。その結果、「いいようだ」では推定のヨウダはほとんど用いら
れていないことが明らかになった。「都合」は「都合のいいように解釈する」などの比況用法
がほとんどであり、「ほう」についても「〜ほうがいいように思う」などの婉曲表現がほとん
どであったからである。

4.2.3 ヨウダと共起する感情・感覚形容詞：「好き」の分析
　4.2.1ではヨウダが感情・感覚形容詞と共起しにくいことを明らかにした。しかし、感情形
容詞「好き」がヨウダとよく共起していることをどう説明できるか用例をみた結果、感情・
感覚形容詞と共起するヨウダは推定のヨウダではなく、婉曲・比況の用例がほとんどである
との仮説を立てた。
　この仮説を立証するために以下の手順で調査を行った。まず、ヨウダがよく接続する感情・
感覚形容詞と属性形容詞を 3つずつ選び、それぞれの用例におけるヨウダの用法を調査した。

表 3　「よさそうだ」と共起する名詞
　 粗頻度 Tスコア

使い勝手 22 4.688
仲 21 4.577
機嫌 9 2.998
心地 12 3.461
居心地 8 2.826

表 4　「いいようだ」と共起する名詞
粗頻度 Tスコア

都合 199 14.102
ほう 200 14.110
相性 17 4.117

 7） 「t-scoreは統計学から転用された、2つの語の共起関係の統計的優位性を測る指標」で、「「広く頻繁に用いられるコロケーショ
ン」を判定するには t-score のほうが適している」「t-score については 2以上が基準とされることが多」いとされている ( 斉藤・
中村・赤野 ( 編 )2005: 132-133)。つまり、T スコアが 2以上であれば、優位な組み合わせといえる。
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ヨウダの用法を推定と婉曲・比況に区分する
ために「ヨウニ」「ヨウナ」の後ろにつく語まで
見て、「ドウヤラ」と共起できれば推定と判断
した。また、言い切りの形は推定と判断した８）。
　調査の結果、推定のヨウダの割合は、感情・
感覚形容詞に接続する用例では明らかに低く

（表 5網掛け部）、属性形容詞に接続する用例
では高かった（表 6）。
　さらに、表 5と表 6が示す「感情・感覚形容
詞＋ヨウダ」と「属性形容詞＋ヨウダ」それぞ
れに推定のヨウダが占める割合の差を検討し
た。感情感覚形容詞と属性形容詞から三つずつ形容詞を選び、各形容詞に接続するヨウダの
用例のうち推定のヨウダが占める割合の平均について t 検定を行った。その結果、「感情・
感覚形容詞＋ヨウダ」に推定のヨウダが占める割合は、「属性形容詞＋ヨウダ」に推定のヨウ
ダが占める割合よりも有意に低かった。（t=9.66、df ＝ 4、p<.01）

　また、感情形容詞「好き」「面白い」「嬉しい」とヨウダが共起している用例を読んだところ、
そのほとんどが「好きなようにする」「面白いようにうまくいく」「嬉しいような悲しいような
気持ち」といったある程度定型化した表現であった。
　ここまでの結果をまとめると、推定のヨウダは「好き」とほとんど共起しないといえる。
このことから、推定のヨウダは感情・感覚形容詞とほぼ共起しないという主張がより説得的
になったと考える。

4.2.4 「感情形容詞＋ソウダ」と「感情形容詞＋ヨウダ」の差異
　ここまで、推定のヨウダは感情・感覚形容詞にはほとんど接続しないことを明らかにした。
しかし、4.2.1で指摘した通り、ヨウダの接続を示すために感情形容詞に推定のヨウダが接続
する「好きなようです」という例文が教科書に載せられている場合が多い。そのため、感情・
間隔形容詞につくソウダとヨウダの用例が具体的にどのように異なるかを明らかにする必要
がある。
　まず、コーパスの用例から明らかになった、「感情・感覚形容詞 + ソウダ」と「感情・感覚

表 6　属性形容詞と共起する「ヨウダ」の内
の推定のヨウダの割合

ヨウダ
出現数

推定の
ヨウダ出現数

用例内
の割合

多い 5096 5054 99.2%
難しい 511 389 76.1%
強い 451 436 96.7%

表 5　感情・感覚形容詞と共起するヨウダの
内の推定のヨウダの割合

ヨウダ
出現数

推定の
ヨウダ出現数

用例内
の割合

好き 937 172 18.4%
面白い 208 10 4.8%
嬉しい 223 20 9.0%

 8） 杉村 (2000) が「マルデ」と共起すれば比況、「ドウヤラ」と共起すれば推量判断という基準を用いている。

表 7　形容詞の性質別のヨウダ内の推定のヨウダの割合の平均値と SD および 

t 検定の結果
「感情・感覚形容詞＋ヨウダ」

内の推定のヨウダ
「属性形容詞＋ヨウダ」
内の推定のヨウダ

平均 SD 平均 SD ｔ値
用例内の割合 0.11 0.67 0.91 0.13 9.66**
＊＊p＜ .01
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形容詞 + ヨウダ」の用例の差異を（13）に示す。

（13）A. 感情・感覚が自己のものの場合、ヨウダは感情・感覚が認識・再認識された後に用い
られるのに対して、ソウダはまだ感情・感覚が実際にあるか確かめていない段階で用
いられる。

B. 感情・感覚が他者のものの場合、ヨウダは他者の行動・様態を具体的な根拠として挙
げて感情・感覚を述べる場合に用いられるが、ソウダは具体的な根拠なしに感情・感
覚を述べる場合に用いられる。

　まず（13A）の具体例として、コーパスより実際の用例を示す。

（14）a. セミナー自体はとても勉強になりました。やはり、私は「看護」が好きなようです。
b. 書店で見かけたとき、いかにも私の好きそうな雰囲気だったので即購入。
c. （跳ね返り係数）はいずれにせよ最初に思っていたよりも、ずっと面白いようだ。
d. 暗号モノっぽいのでおもしろそうかなーと思って買ったのですが。

　（14a）は自己の好みを再認識し、（14c）は勉強した跳ね返り係数という物理学の概念につい
ての自己の認識を述べており、すでに確認された感情を述べているといえる。それに対し、

（14b） （14d）はまだ本を読んでいないが読んだ後に抱くと考えられる感情という未確認のも
のについて述べている。ここからヨウダは感情・感覚を認識・再認識した後に、ソウダはそ
れを確かめる前に述べる際に使われることがわかる。この点については、中畠（1991）が感情・
感覚が誰のものかについては整理していないものの、「「こちらのほうがうまいようだ」「こち
らのほうがうまそうだ」の例のように、事態を確認済みであるか、未確認かの違いが現れる
場合がある」と指摘している。
　次に（13）の具体例として、コーパスより実際の用例を示す。二重下線部が推定の具体的
な根拠として述べられている他者の行動・様態である。

（15）a. この店のチャーハンが、家の娘は大好きなようで、今日もまた、ペロッと一皿分、食
べてしまいました。

b. 生真面目なキャラだからこそギャグになるという役者さん、いかにも三谷氏、好きそ
うだもの。

c. ティル（犬）はミルフィアに褒められて嬉しいようで、半ズボンからのぞかせるしっぽ
もパタパタと動いています。

d. そういう彼の顔が、なんとなくうれしそうでした。
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　ヨウダの用例では他者の感情を推定する具体的な根拠として、他者の具体的な行動が描写
されている。それに対して、ソウダの用例では他者の感情・感覚を推定する具体的な根拠と
しての他者の行動は述べられていない。ここから、他者の感情・感覚を推定する具体的な根
拠として他者の具体的な行動が存在するか否かを指標として示すべきだと考える。ヨウダの
用例に他者の具体的な行動が描写されている点からだけでなく、表 7に示すようにソウダの
用例に「なんだか」がよく共起する点もこの指標を支えると考える。
　ここまでの分析結果をまとめ、文法書の説
明と実際の用例の関係を整理する。文法書が
言うソウダの「直感」とは自己の感情・感覚で
あればまだ確認していない段階の印象を述べ、
他者の感情・感覚であれば具体的な根拠なし
に印象を述べる点を説明したものである。そ
れに対して、ヨウダの「判断」とは、以下の三つの点を説明したものだと考える。第一に、
基本的に感情・感覚という確認しづらい性質の形容詞とはほとんど共起しない点、第二に、
たとえ感情・感覚形容詞と共起したとしても自己の感情・感覚については認識・再確認をし
た後に述べている点、第三に、他者の感情・感覚であれば他者の行動・様態を具体的な根拠
として挙げている点である。

5．まとめと今後の課題
　本稿では、ソウダとヨウダの使い分けに関する記述が抽象的で、現場の教師が例文作成な
どをする際の基準としては使いづらいものであることを指摘し、教師が例文や場面作成をす
る際のわかりやすい指標を示すためにコーパス調査を行った。コーパスを用いてソウダとヨ
ウダが接続する形容詞のうち頻度が高いものを上位 10ずつ示した中俣（2014）も例文作成の
指標として大変有用であるが、本稿では上位の形容詞の関係性を説明するために、形容詞の
性質、ヨウダの用法という視点を加えて分析を行った。分析の結果から、教師が例文を作成
する際に意識すべきと考える点を（16）に示す。

（16）1. ソウダとよく共起する形容詞は感情・感覚形容詞で、特によく共起する
「良い」「楽しい」「面白い」「嬉しい」「偉い」「美味しい」である。ただし、「偉い」は皮
肉表現で用いられる場合が多いので、例文にはふさわしくない。また感情を表す「良い」
としては「気持ちがいい」などがある。

2. 推定のヨウダは感情・感覚形容詞とはほとんど共起しない。よく共起するのは「多い」
である。また「良い」は推定のヨウダとはほとんど共起しない。

3. 推定のヨウダの例文に感情・感覚形容詞形容詞を用いる場合には、それが自己の感情・

表 7　「楽しソウダ」と共起頻度が高い副詞
粗頻度 Tスコア

なんだか 64 7.986
とっても 42 6.467
実に 38 6.148

いかにも 21 4.573
何だか 17 4.114
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感覚であれば認識・再認識済みのもの、他者の感情・感覚であれば根拠となる他者の
具体的な行動が存在する場面にする必要がある。

4. ソウダの例文に感情・感覚形容詞を用いる場合には、それが自己の感情・感覚であれ
ば未確認のもの、他者の感情・感覚であれば根拠となる他者の具体的な行動が存在し
ない場面にする必要がある。

　本稿ではソウダとヨウダが接続する属性形容詞文や動詞でどのように表現内容が異なるの
かという分析は行われていない。今後はそれらも分析し、使い分けのわかりやすい指導につ
ながる提案を行っていきたい。
　最後に、（16）3.4. にいう他者の感情・感覚の根拠となる具体的な行動の有無が伝わる絵カー
ドの例を図 2に示す。
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図 2　感情・感覚形容詞のソウダとヨウダの差異が伝わりやすい絵カード
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研究論文

１．はじめに
　日本語の発話行為である「助言」は、Austin（1962）によって端を発した「発話行為理論

（Speech Act Theory）」において、「依頼」や「指示」などと同じ語用的特徴を持つ「行為指示型
発話行為」の 1つとして取り上げられて以来、その特徴についてさまざまな議論がなされて
きた行為である。語用論の分野において、「依頼」や「勧誘」、「謝罪」、「感謝」などについては、
これまで多くの研究がなされ（熊取谷 1988、ザトラウスキー 1993、姫野 1991など）、その
表現形式や、ポライトネスに配慮したストラテジーなどが明らかになってきている。しかし、
助言は管見の限りそれほど多くの研究がなされてきているとは言い難く、その表現形式やポ
ライトネスストラテジーが明らかにされているとは言えない。
　助言は、初級段階から日本語教科書において基本的な発話行為として取り上げられている
ことが多く、日本語を学ぶ学習者が学習の初期に目にする言語項目となっている。助言は、
その多くが「〜たらどうですか」や「〜たほうがいいですよ」などの文法項目を習得するため
の応用練習や会話練習で出現するが、その文型を使用する場面背景や登場人物は様々で、こ
れらの表現形式を使用する際の注意や使用の語用的条件などについての記述があるものは少
ない。以下の記述を見てみよう。

IV GRAMMAR EXPLANATION
1. V た    － form ほうがいいです

V ない－ form                  （例文省略）

 This pattern is used to make suggestions or to give advice. Depending on the situation、 
this expression may sound like you are imposing your opinion on the listener. Therefore、 
consider the context of the conversation carefully before using it.

研究指導場面に現れる助言の談話構造
助言の基本的構造に着目して

高橋千代枝

　本稿は、日本語の発話行為である「助言」会話の構造の一端を明らかにするもの
である。助言は、初級の日本語教科書から基本的な言語項目として登場する発話機
能であるが、その構造の詳細は未だ明らかになっていない。本稿では、大学院にお
ける教員と学生の相談会話場面を分析の対象とし、詳細に 1つ 1つの発話を分析す
ることにより、会話の構造の一端を明らかにする。

要　旨

｝
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（この形式は、勧めたり助言をする時に使われます。場面によって、自分の意見を強要する
ように聞こえることがあります。ですから、これを使用する前に注意して会話の場面を考え
ましょう）

『みんなの日本語初級Ⅱ翻訳・文法解説英語版』日本語訳下線筆者 p.44

　「場面によって」「強要するように聞こえることがある」というのは、学習者がこの文型を
使おうとする際に、社会的対人関係上重大な問題となりうる危険性を指摘しているが、どの

「場面によって」そのような危険性を持つかは書かれていない。また、以下のような教科書の
記述もある。

A：西川さん、これ、わかりますか。
B：どれですか。さあ、私にはわかりませんが、①調べればわかるでしょう。
A：どうやって調べたらいいでしょうね。
B：②図書館に行って、そして、いい参考書を探せばいいんですよ。
A：しかし、なんていう本を見たらいいんでしょうね。
B：図書館の人に聞けば、ちゃんとわかりますよ。③今すぐ行ってみたらどうですか。

（下線筆者）

『COMMUNICATION IN JAPANESE コミュニケーションのための日本語入門』p.214

　これも、入門期の日本語学習者向けに設定されたモデル会話であるが、このやりとりが実
際の場面で行われたとすると、対人関係に対する配慮が不足している、または B の返答がそっ
けないものと思われる可能性があると思われる。B が A に「相談」をもちかけていると見ら
れる場面であるのに、B はただ「質問」に対して一般的な解決法で答えており、「わかるでしょ
う」「探せばいいんですよ」「今すぐ行ってみたらどうですか」という返答は、断定的で、「いっ
てみたらどうですか」はこの場面においては、「すぐに行けばいいのになぜ行かないのか」と
いう非難・詰問の意味にとられる可能性もあるように見える。
　近年、日本語教育の分野では、コミュニケーション能力養成に係る教材作成の観点から、
教科書の記述の不十分さが指摘されている（清 2004、カノックワン 1995）。このような問題は、
日本語の会話の実態の解明が十分でないことに起因すると考えられるが、これまでの研究で
は、特定の言語形式や表現形式がどのような場面で使用されるかという観点や、ポライトネ
スの観点から異言語間の使用を比較したものなどが多く、日本語の会話を体系的に捉えるよ
うな研究はまだ少ないと言える。特に、コミュニケーション上の摩擦を生む危険性のある助
言については、日本語の会話の実態が十分に解明されているとは言えない。
　そこで本稿では、日本語の助言会話の実態を明らかにすることを目標とし、その端緒とす
べく、特定の場面で会話がどのように構築されているかを詳細に記述することを試みる。し
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かし、助言は日常様々な場面に現れる発話行為であり、その実態を明らかにするには、一つ
一つの場面を詳細に分析した研究の蓄積が必要である。そのため本稿は、日本語の助言会話
の一つの場面を取り上げ、その会話を詳細に分析し、その分析を蓄積していく第一歩とする
ための資料とするべく考察を示す。このような視点からの分析を積み重ねていくことにより、
日本語教材作成に寄与できるデータを作成し、学習者のコミュニケーション能力育成に寄与
する教科書作成を行えることを目指す。

２．発話行為理論と会話分析
　これまでの助言研究には、主に 3つの分野からのものがある。1つは、助言そのものの性
質に関するもの、または、その他の発話行為とその語用的特徴や条件を比較するような発話
行為そのものの研究（Searle1969、Bach&Harnish1975、Leech1985、 Searle&Vanderveken1985、
山梨 1986、坂本他 1994等）、2つ目は、言語研究に主眼を置き、発話行為理論による語用的
定義をしたのち、その定義に基づいた助言発話について表現形式を分析するもの（熊取谷・
村上 1992、島 1993）、3つ目は、助言会話をポライトネスの観点から他言語と比較したもの
である（岡田・矢野 1998）である。
　さらに近年、社会言語学の分野で Sacks&Schegloff（1974）に端を発した「会話分析」により、

「相談場面」を取り上げ、会話という相互行為の中で人々がどのようなふるまいをしているか
という観点から助言会話の分析をするものが出てきている（星野 2004、2005、中村・樫田
2005、戸江 2007等）。この「会話分析」の手法を用いた研究は、主にテレビやラジオ番組の
人生相談を取り上げ、そこに現れる会話の構造や、発話参与者が会話の中でどのようなカテ
ゴリーで発話しているか１）などの観点から会話を詳細に分析し、話者のふるまいを明らかに
しようとするものである。
　日本語の助言の姿を明らかにするためには、「会話分析」による言語表現や文法などのミク
ロな視点での解明と、発話者がどのように助言会話を構築しているかという全体の流れを見
るマクロの視点の両方による解明が必要であるが、そもそも何をもって助言とするのかとい
う助言の定義自体が研究者によって異なっているのが現状である。そのため本稿ではまず、
行為を語用的条件から検討することにより、その特徴や成立条件を明らかにできる発話行為
理論の手法により、助言の取り扱いを概観し、その定義づけを試みる。その定義における条
件を満たした場面で採録されたデータを会話分析の手法により分析し、そこで使用される表
現や会話の構造を明らかにしていく手法を取る。

 1） 「成員カテゴリー分析」Sacks(1972)
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３．助言の定義
　発話行為理論において助言は、一方で「相手のためを思ってする（リーチ 1985）」「感謝の
対象となる（熊取谷・村上 1992）」行為であるとされ、一方で「（経験・知識上）相手に勝るこ
とを示してしまうため失礼な（リーチ 1985）」行為であるともされ、丁寧な行為なのか失礼な
行為なのかさえもあいまいである。日本語の助言行為については、坂本他（1994）が、「おせっ
かい」になるとも述べており、社会的対人関係上の摩擦を引き起こす可能性に言及している
研究があるほか、町田（2006）では、助言をされて不快に思った事例を収集しており、
Brown&Levinson（1987）でいう FTA に当たる行為であることが示唆されている。しかしこ
れまでの研究では、どのような場面で FTA になるのかということについては明らかにされ
ていない。日本語教科書に以下のようなモデル会話がある。

A：教師　B：学生（ビルマ２）人）
A：（略）ぼく、今度ビルマに行くことになってねえ。
 　（中略）
B：そうですか。先生、ビザは。
A：まだだけど。
B：じゃあ、お急ぎにならないと…。
A：あ、そう。       （『A Course in Modern Japanese』第 8課「助言する」p.218）

　助言がリーチ（1985）の言うように、相手よりも経験や知識で相手に勝ることを示してしま
う行為であるならば、社会的に目上である教師に対して学生が助言することは失礼に当たる
はずである。しかし上記のモデル会話は、学生から教師へ助言がされているものの、失礼に
当たるようには見えない。この後、学生から「ビザ取得に時間がかかる」という情報が教師
に与えられる会話が続くため、教師よりも学生の方が「ビルマ」に関する情報を持っている
ことが明らかになる。つまり助言は、社会的関係ではなく、「懸案となる対象に関する経験・
知識の量」によって失礼にならない場合もあると考えることができる。
　次に、助言が属する「行為指示型」発話行為３）について検討する。Searle（1969）は、助言を、
聞き手の行為を要求する「依頼」や「命令」と同じ「行為指示型」に分類している。また、後の
Bach&Harnish（1979）（以下 B&H）では、「行為指示型」と「事実陳述型」の両方に分類されてい
る。Searle（上掲）では、助言は聞き手に何らかの行為を指示することから「行為指示型」発話
行為に分類されたのだが、適切性条件の「備考」欄に、助言によって要求される「行為」は「依
頼」でいう「行為」とは違っていて、助言はただ「相手にとって『良い』と思われる」ことを述べ
るだけであるという記述がある。この「ただ思うことを述べるだけ」という特徴を持つ発話行

 2） 現ミャンマーのことであるが、原文のまま引用する。
 3） 発話行為理論では、全ての行為はその「適切性条件」により 5つの型に分類されるとしている。
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為は、announce や inform などと同じ「事実陳述型」であると考えられ、B&H（上掲）の分類は
このような特徴からなされたと思われる。このことから考えてみると、助言は、ただ事実を
述べても、行為を指示しても、助言という発話行為を遂行できるという可能性が見て取れる。
　「行為指示型」発話行為の最も典型的な行為は「依頼」である。「依頼」は、話し手の利益の
ために聞き手に何らかの行為を行わせるものである。そのため、相手の負担が明確で、その
行為が遂行される場合にはコミュニケーション上の摩擦を生じさせないためのストラテジー
が必要とされる。しかし、助言では、話し手は聞き手からの相談を受け、それに対してその
問題を解決するアイディアを提供するだけである。そのアイディアが「行為」である場合も
あれば、ただ事実を情報として提供する場合もあり、聞き手にとって助言された行為には拘
束力がなく、それを行うかどうかは聞き手の判断に任されている。負担利益の観点から言え
ば、話し手にとっての負担は、「相手の問題の解決方法について考える」ということのみで、
助言をすること、また助言をされたことを実行することによって発生する利益は、聞き手に
還元されるものであり、この点から、助言は「相手のことを思いやってする」（リーチ 1985）
行為であるといわれ、「感謝の対象となる」（熊取谷・村上 1992）とされてきたのである。
　以上の考察から、本稿では、助言を以下のように定義する。
 

　また、助言内容の行為者は聞き手、行為をするかどうかを決定するのも聞き手であり、助
言内容の行為を行う、あるいは行わないことは、話し手に利益や負担を与えることはないが、
ただし「聞き手のためを思って」行う発話行為である。
　以上、発話行為理論から助言の定義を試みてきた。しかし発話行為理論で主に考察の対象
となるのは、「話し手」の意図や心的状態についてであり、「聞き手」がどのように受け取った
かということは考察されていない。会話分析では、一つ一つの会話を詳細に分析していくこ
とにより、「聞き手」がどのように受け取ったかということも明らかにできる。このため、次
章からは、助言が語用条件的に成立している実際の会話データを質的に分析し、助言の構造
の一端を明らかにしていく。

４．会話分析
４. １ 先行研究

　助言の会話分析をしている先行研究は、星野（2003）、（2004）、戸江（2007）、中村・樫田
（2004）、西阪（2005）などがある。星野（上掲）、戸江（上掲）、西阪（上掲）はテレビやラジオ
番組内の電話での人生相談、中村・樫田（上掲）は医療系の電話相談場面のデータを用いて
いるが、戸江、中村・樫田は成員カテゴリー化分析による「助言者」「相談者」のカテゴリー

助言とは、聞き手の問題について、会話参与者双方あるいはいずれかによる気づきに
より、話し手が聞き手にとって「良い」と思われることを聞き手に伝える行為である



高橋 千代枝

40 Language and Culture, vol.10   March 2016

化に焦点を当てており、主に会話に現れる言葉から、相談者がどのようにカテゴリー化され、
どのような相談、助言の「内容」が現れているかという点に注目している。星野は、戸江・
中村他と同様にテレビ・ラジオの人生相談場面における助言について考察しているが、助言
伝達の要素を A 相談者が抱える問題に関して助言者の意見を伝達する（意見表示）と B 問題
改善に寄与する行動を指示する（行為指示）の 2点とし、発話が助言として受け取られるため
には以上の 2点を構成要素として持っていなければならないと言っている点で、観察対象と
する発話を限定しており、談話の流れ全体についての言及はない。西阪は、相談場面におい
て助言が「拒絶」される場合に現れる「それで」などの「継続標識」に着目し、この「継続標識」が、
会話の流れの中のどの部分に現れるか、発話が続いていく「連鎖」が助言者と相談者の間で
どのように組織されているかについて考察し、従来の「文法」ではなく、「文が実際の具体的
な場面において実際にどう構築されているかを記述する」という意味での「文法（プラクティ
ス、すなわち、特定の行為連鎖を組織する中で特定の語を適切に配置するやり方 p.199より
著者まとめ）」を明らかにすることを試みている。
　西阪の方法は、社会言語学における分析方法であるが、この「プラクティス」の考え方は、
会話の中で人がどのようなふるまいをするか、そこで発せられる言葉がどのような意図を
持って聞き手に伝わるかということについて、絶えず流れていく時間の中で、人々が行って
いる高度で複雑な言語の選択に関わる事柄を明らかにしようとするものであると考えられる。
このようなことは、言語学の視点からも、人がなぜこの場面でこの言葉を選択し、それがど
のように聞き手に受け取られたかということを明らかにすることができる手段となると考え
られる。本稿で取り上げる場面は、これまでの先行研究では取り上げられてこなかった「大
学院」での相談場面である。テレビやラジオの人生相談は、それ自体が一つの「娯楽」（戸江
2007p.141）であり、日本語学習者が遭遇する場面であるとは考えにくい。学習者には様々な
立場の人がいるため、本稿の対象とする場面が最も日本語教材作成に適している場面である
とは言えない。しかし、テレビ・ラジオの人生相談では、相談者と助言者の間に社会的な人
間関係の構築の必要性はないが、「教師」と「学生」という人間関係は、日本語を学ぶ学習者
にとっては想像しやすい社会的対人関係だと言える。人が会話をする際、誰と誰が話をする
のかという要素はその会話をデザインするのに重要な影響を与えるファクターであると言え、
学習者が想像しやすい人間関係において行われた会話場面の分析は、語学教育の教材作りに
おいて貢献できる可能性があると考える。

４. ２ データ

　分析の対象とするデータは、大学院の同じ研究科に所属する 2名の教員の研究室において
録音されたものである。このうち、14本は教員 A、9本は教員 B のオフィスアワーの会話（１
会話約 20分〜約 2時間 30分）である。
　教員 A のデータの相談内容は、授業の課題や授業の発表についてのものと、院生自身の
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研究（修士論文や博士論文）についてのものである。一方教員 B のデータは、主に直接の指
導生である院生との会話であり、内容は論文の指導がほとんどとなっている。9本のデータ
のうち、7本は 2名の指導生の修士論文の指導であり、残り 2本は、院生の研究計画につい
ての相談となっている。
　全データのうち、本稿で分析の対象としたのは、院生が自身の修士または博士論文の内容
について、研究の方法や計画・展望について相談する 3つのデータについてである。その他
のデータは、あらかじめ教員に何らかの資料が渡されており、その資料を見ながら教員が添
削や修正などを行う会話で、この２つの場面に現れる会話は質的に異なる。前者の院生の研
究計画についての相談は、大学院のオフィスアワーという社会的場面装置の中で、相談に訪
れる院生（学生）は専門家としての教員に助言を求めにやってくるのであり、教員は専門家
として、その学生を将来よい研究者として育成することを念頭に置き、< 情報提供 > や 
< 行為指示 > などの助言を行い、大学院での「研究指導」を行っている。

４. ３ 助言会話の構造

　対象とした「研究計画についての相談」の会話に現れる構造を見ていく。分析で用いる 
< 助言求め > などの用語は、西阪（2005）で用いられている分析の用語（「助言の求め」や「助
言の供与」等 p.195）を参考に、筆者が分析を通じてその発話の語用的要素や発話の会話の流
れの中での役割を端的にまとめて作成した用語である。
　西阪は、「ラジオ相談のもっとも単純な基本的構造」は、「助言の求め」と「助言の供与」で
あると述べ、相談会話において、相談者による「助言の求め」が会話を構成する「第一成分（First 
Pair Part 以下 FPP）」となり、助言が求められたことにより、助言者が助言を与える「助言の
供与」が「第二成分（Second Pair Part 以下 SPP）」として会話の流れにおいて「適切になる」こ
とから、以下のように構造を記述している。

　本稿の分析でも、ラジオ相談で見られた上記の基本的な構造が観察できる。会話分析では、
「発話権」を持っているのが誰かということ、そして、発話は通常 1人の人間がし、誰かが同
時に話していることはめったになく、1人の発話が終わった時、その他の発話参与者にわか
る状態で発話権が誰かに移行する「発話適切場」が現れるとされる。本稿でも、学生が「クラ
イアント」として、「アドバイザー」である教員に相談を開始する「助言求め」を行っている。
しかし、ラジオ相談で見られた「問題を質問形式に定式化する」ことはなく、「けど」という
言いさしの形式を用いた「助言求め」が学生により展開されることが観察された。以下に示す。

西阪（2005）p.194

クライアント：　助言を求める：問題を質問形式に定式化する≪第一成分 1≫
アドバイザー：　助言を与える：質問への答えとして行われる≪第二成分 1≫
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４. ４ 「学生」の < 助言求め > に現れる「けど」を使った < 現状説明 > と < 希望述べ >

　本データの会話では、まずクライアントにあたる学生が、< 相談開始（トピック（問題）の
提示・説明）> を行うことにより会話が開始される。3つのデータともに「けど」という言い
さしによる学生自身の < 現状説明 > と、研究に関して「このように進めていきたい」という
< 希望述べ > が < 助言求め > を構成していることが観察できた。以下の断片を見ていく。

断片 A-1．
3 ⇒ B：- あのー、いろいろやってるんですけど、（5）（紙をめくる音）とりあえず、自分の研究で、-
4 A：はい。
5 B：- ちょっとやらなきゃいけないというかー、やって .hh みないといけないなっていう -
6 A：うん。
7⇒ B：- ことが↓、を、ちょっと挙げてみたんです [ けれどもー -
8 A：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ はい。

断片 B-1.
12⇒ B：=°はい°。hえーっとー、あのー、レポート（.）と発表なんですけ [ どー、-
13 A：																																																																																														[ はい。
14⇒ B：- けっきょくあのー：、前期↑に↓、えーと、レポートいくつか読んでまとめたものを出し

たと思うんですけ°ど° .hhhh、あの研究計画が実はまだ立ってな<くっ [ て >、-
15 A：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　　　　　　　	[ はい。=
16 B：=はい、でもそれではちょっといけないなと [ 思いつつ -.hh
17 A：　	　　　　　　　　　　　　　　　　　　	[°うんうんうん。°
18⇒ B：- あのー、で、°あ°たしー：は、職場のコ↑ミュニケーションみたいなものを見て質的に

分析したいなと思ってたん（.）ですけど、.hhh	°あの°、↑修士の時に -

　クライアントである B が相談内容についてアドバイザーとなる A に説明を始めているが、
どのデータにおいてもこの「〜けど」で自分の相談内容を説明する行動が観察された。教員
が助言をするには、学生の「問題」について教員が内容を知らなければならないため、教員
は会話冒頭のこの部分では聞き役に徹し、学生が問題について話し、問題を共有できるよう
に説明するのを待っている。学生は今現在の自分の状態、または問題の現状を教員に提示す
る必要があり、まずその問題のありかを知らせるために「〜けど」という言いさしの形で教
員に問題を説明している。
　さらに、「〜けど」を用いて現状を説明した後、相談内容の核心である「研究計画」につい
て話していくが、この際には、「〜たいと思っている」や「〜てみよう」という < 希望述べ >
に移行する。どれも、「な」という自分の意志を緩和して伝える終助詞が使われていることも
観察できた。

断片 C-2.
14 B：- それー、をちょっとみてみ↑ようかなと思って [ るんですけど、-
15 A：　　　　　　　　　　　　　　　	　　　　　　	[ うん、うん。
中略
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34 B：- 自分でやったりして、（、）オッと思うものが出てきたんですけ [ ど↑ー、-
35 A：　		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	[ うん。
36 B：↑ま↓それで、<↑な↓けれ↑ばー>、-=
37 A：=うん。
38⇒ B：-> なにかまた考えてみてもいいなと思ってるのでー<。=
39 A：=うん。

断片 B-2.
18⇒ B：- あのー、で、°あ°たしー：は、職場のコ↑ミュニケーションみたいなものを見て質的に

分析したいなと思ってたん（.）ですけど、.hhh	°あの°、↑修士の時に -
19 A：うん
20 B：- 電話の会話↑の↓ー、°えー°とクレーム（.）の問題だったんで、.hh（.）そっ↑ちを、も

っと要因を（.）みていく方がいいんじゃないかっ>ていう <のも <あっ [ てー >、-
21 A：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ うん。
22⇒ B：- ちょっとゆれて<るんでー>、とり↑あ<hえず >、その、（.）コミュニケーションってい

う意味で（.）とらせてもらっ（0.3）たの°でー°それについてちょっと°発表したいなと思う
ん [ ですけど° -

23 A：	[ うん、とらせてもらったというのは [ ー：、どういうところ（をとらせてもらったの）]。

　この < 希望述べ > の直後に、学生から教員へ発話権が移り、B の発話内容に対する < 明
確化要求 > がなされている。C-2. においても B-2. においても、教員は < 現状説明 > と < 希
望述べ > が現れた直後、「うん」という発話を挿入しているが、この「うん」の位置に注目し
たい。C-2. では学生の発話が終わるか終らないかというところですぐに「うん」を続け直ちに
助言与えに移行し、B-2では学生の発話が終わらないうちに「うん」を重ねて始めている。こ
の「うん」が学生の発話の直後直ちに開始されることから、それまで聞き手に徹していたア
ドバイザーがクライアントによる「助言求め」が行われたことを認識し、「うん」を急いで行
うことによって自ら発話権を取得し、「助言与え」を開始するという意向を明らかにしている
と考えられる。

４. ５ 聞き手による助言認識のサインと返答

　学生による < 助言求め > によって可能になったアドバイザーの < 助言与え > は、その次
の会話の連鎖として学生に < 助言に対する応答 > を求めることになる。つまり、< 助言求
め > の FPP に対して SPP となった < 助言与え > は、同時に FPP としての機能も持ってい
るということになる。< 助言与え > をされたクライアントは、その助言に対して、同意する
なら < 同意の表明 > を行い、< 自らの未来の行動の約束 > をし、あるいはその助言が満足
するものでなければ、アドバイザーにさらなる情報与えをしたり質問をしたりして、より適
切な助言を引き出そうとする。西阪（2005）では、この「助言に対する返答」が来るべき位置
に現れる「それで」は、与えられた助言に満足しなかったクライアントが、「助言に対する返答」
を行うことを拒否し、さらに適切な助言をもらうため、新たな行為の連鎖をやり直している
ことを報告している。「助言与え」がなされたら、クライアントにはその「助言に対する返答」



高橋 千代枝

44 Language and Culture, vol.10   March 2016

をする義務が課され、何らかの反応をするべき移行適切場が現れる。アドバイザーとクライ
アントは 1対 1で話しているため、アドバイザーが「助言与え」をし終えたら、クライアント
に発話権を渡し、今自らが行った助言に対する反応を待つことになる。
　では、以下で本稿ではどのように「助言に対する返答」がなされたかを見てみる。

断片 C-3.
262 A：うーん。だからー、私↑はま↑ずそれを勧めたいな。=ま↑ず↓はY読み↑な↓よって。し

っかり読みなよって。↓うーん。↑と>↓いうところ<。↘うーん。↑で、ここではあの名詞
形は全然、あーの>>論じられて↑な↓いわけだか↑らー<<、.hhh>>名詞形が面白そうだ↑
なっ↓て思ったら名詞形でつなげられる↑よう↓な<<、>>↓批判的な読み方をすれば<<、-=

263 B：=あー。
264 A：- いいわけだ↑し↓ー、>んー自分の問題意識をうしな、意識を<、<<も↑ちな↓がら

>>、°
　したら°、°いいと思う°↑な！

265 B：（13）>>うん <<。
266⇒ A：<う↓ん >。
267 B：（1）>>そうですね<<、>もういっかい<、>読んでみ hます <。

断片 A-3.
258 A：- データをとる -
259 B：[ はい。
260 A：[- ソースがあったほうがいいよね。
261 B：そうですね。
262⇒ A：うん。
263 B：うん。°ちょっと°考えてみます。だれか、hだれかいたかな h。hはい。

断片 B-3.
445 A：ただ、（.）あのー、やっぱりそこで読んできたもので自分でねー↓、あのーしばらくの間は

貯金でそれでやっていかなきゃいけないから↓ー、一歩 [ 間違うと ] ほんとに苦しい [ ですよ。]
446 B：																													　　								　　　　　[ あ、はい。]　										[ あ、はい。]
447⇒ A：あと、出てか↑らの話ですけど↑ [ ね ]。° <うん >°。
448 B：																												　[ はい。]
449 A：（3）
450 B：はい。

　以上の 3つの断片はいずれも、A（教員）から助言が行われた後、A と B（学生）が「相槌の
連鎖」をするという現象が観察できる部分である。教員が < 助言求め > に応じて与えた助言
が終了したところで、学生が「はい」といい、教員がまた「はい」または「うん」を繰り返し、
さらに学生が「はい」と返す。この「はい」または「うん」の連鎖が行われた後、学生は助言内
容を実行することを約束したり、未来の自分の行動について言及したりする。C-3. では、教
員が「したらいいと思う」という言葉で助言与えを終了し、発話権が学生に移っているが、13
秒の沈黙の後に「うん」といい、すぐに A が「うん」とあたかも B の返答を繰り返すように、
あるいは、A 自身の助言に同意するように「うん」を発する。これと同じように、A-3. の 262、
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B-3の 447にも A が行った助言に対する受諾の表明を、B の受諾を確認する形で繰り返すとい
う行動が見られる。この相槌の連鎖に至るまでに、助言求めの後の挿入連鎖として教員が相
談内容の詳細化要求の質問をしたり、学生がさらなる助言を求めて事情を説明し直したりし
て、教員のアドバイスが何度か展開されてからこの相槌の連鎖が現れ、最終的に < 助言の受
諾>を示す<助言内容に従う表明>となる<自らの未来の行動の約束>を学生が行っている。
　西阪（2005）で現れた「それで」が、より適切な助言を求めるための「助言の拒否」になって
いるのに対し、ここで現れた相槌の連鎖は、B による < 助言の受諾表明 > と、A による B
の < 受諾サイン > の繰り返しによる < 助言が受諾されたことに対する確認 > が行われ、そ
の後 B によって助言を受諾したことの証明として < 未来の約束 > が現れると考えられるの
である。

５．まとめと今後の課題
　以上、研究相談場面における助言会話の構造について見てきた。相談場面において教員と
学生の間で構築される助言会話は、学生による < 助言求め > が FPP となり、それによって
教員が SPP となる < 助言与え > をすることが可能となり、さらにこの「助言与え」が FPP
となり、<助言の受諾>か<助言の拒否>というSPPが導かれるという行為の連鎖構造を持っ
ていることが観察された。また「助言求め」では「〜けど」という言いさしの形での < 現状説
明 > と < 希望述べ > の言語形式が現れ、< 助言を受諾 > する表明は、教員と学生による「相
槌の連鎖」によって双方に受諾が確認されるという構造を持っていることがわかった。今回
の分析は、1つの場面に限り、20分から 30分の会話を 3組分析した結果の 1部であるため、
全ての助言会話がこのような構造を持つとは言えない。しかし、場面背景を限定し場面毎の
詳細な会話の質的研究を積み重ねていくことによって、日本語の助言の姿の一端をみること
ができると思われる。今回は主に 2点の会話の構造についてのみ考察したが、今後さらに分
析を進め、発話の連鎖がどのような構造を持って話し手により組織されているかを明らかに
していく。さらに大学の相談場面のみでなく、様々な人間関係において行われる助言会話に
ついても質的研究を積み重ね、日本語の会話の実態を明らかにし、コミュニケーション能力
の育成に寄与する教材作成の基礎データとなることを目指す。
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引用教科書
『みんなの日本語初級Ⅱ翻訳・文法解説英語版』スリーエーネットワーク.
『Communicating	in	Japanese	コミュニケーションのための日本語入門』創拓社.
『現代日本語コース中級Ⅰ』名古屋大学出版会.

< 録音データの文字化で使用した記号 >
[・・・発話の重なりの開始点
]・・・発話の重なりの終了点
=・・・切れ目のない接続

（数字）・・・ポーズ（沈黙）の長さ
（.）・・・0.1秒前後のマイクロポーズ
―／：・・・長音（音の長さはコロンの数によって表わす）
‐・・・発話の途中
。・・・文（発話）の終わり
、・・・文途中での途切れ
?・・・疑問調（上昇調）で終わっている文末
! ／＿・・・強調
　　　・・・さらに強調
↑・・・直後の音の急激な上昇
↓・・・直後の音の急激な下降
↑↓・・・語尾の上げ下げ
°文字°・・・小声
hh・・・笑い（長さは h の数によって表わす）
h 文字・・・息を吐きながら話す
.hh・・・吸気
　　　・・・笑いながら話す
< 文字 >・・・ゆっくり話す
<< 文字 >>・・・さらにゆっくり話す
> 文字 <・・・早口で話す
>> 文字 <<・・・さらに早口で話す

（文字）・・・聞き取りに確信が持てない部分
（・・・）まったく聞きとれない部分（長さは・・の数によって表わす）
「文字」引用部分
※串田他（2007）編『時間のなかの文と発話』p.xii~xix に筆者が部分的に修正を加えたもの
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１．はじめに
　日本語教育において、他動詞とは、ヲ格をとる動詞と記述されている１）。しかし、この説
明はあくまでも便宜的なものである。というのも、ヲ格をとるというのは、他動詞の統語的
な一例を示しているだけで、他動詞の本質的な意味を示しているわけではないからである。
他動詞は、主体が対象に何らかの働きかけをしている動詞であるというのが本質的な意味で
あり、そのとき働きかけを受ける対象の多くに、格助詞「を」（以下、ヲ格）が使用されてい
ると言ったほうが良いのではないか。実際、「殴り掛かる」「立ち向かう」など、働きかけの
対象を示す格助詞が「に」が用いられる動詞もあるからである。
　また、仮に、ヲ格をとる動詞を他動詞として見た場合２）、その他動詞が用いられた文にお

日本語における他動詞と 
主体意志の関係について

主体意志を持たない他動詞文の用例からの考察

山田勇人

研究論文

 1）参考資料として、先行研究における他動詞の定義を記す。

要　旨
　本稿は、日本語における他動詞と主体意志の関係性について考察を試みるもので
ある。筆者は、小説・インターネットなどから収集した主体意志を持たない他動詞
文を以下の4つのタイプに分類した。
①主体が無情物の他動詞文
②絶対的に主体意志がない他動詞文
③副詞や文末表現等の付加によって主体意志がないと解釈される他動詞文
④聞き手（読み手）の解釈によって主体意志がないと解釈される他動詞文
そして、それぞれのタイプの主体意志のない他動詞文の特徴を挙げた上で、以下の
結論を出した。
ⅰ：日本語の他動詞は主体から対象への働きかけを示すものであり、主体意志の有
無は他動詞の持つ意味ではない。

ⅱ：聞き手（読み手）が動作に主体意志の有無を読み取っているのは、一般論に基
づいた推論である。主体が対象に働きかけをする際、主体の意志が伴う場合が
一般的であり、その一般論に基づいて話し手（聞き手）は、その動作に主体意
志があると推論しているにすぎない。

ⅲ：日本語教育における「意志動詞」「無意志動詞」は正確に言うならば、「主体の
意志が有ると解釈される動詞」「主体の意志が無いと解釈される動詞」である。
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いては、例文 1、2のように主体の意志が有ると通常は解釈される。

 1. 太郎は本を読みました。
 2. 花子は太郎を殴りました。

　しかし、他動詞文の中には例文 3〜 4のように話し手の意志がないものも存在する 。この
ような文の存在は井上（1976）、天野（1987）、山田（2002）などによって指摘されている 。

 3. 花子は太郎に見つめられて顔を赤らめた。
 4. 父は去年から病気を患っている。
 5. 私は友達とけんかして、歯を折った。        （3〜 5は山田の作例）

　例文 3〜 4は他動詞文であるが、そこに話し手の意志はないと解釈される。3の「赤らめた」
という行為は主体の「花子」が意志を持って行った動作ではない。「赤らめる」という動作は「花
子」の意志のない動作であり、言うなれば「赤くなった」という意味である。4も「父」が病気
になろうと思ってなったわけではない。父の意志とは関係なく、病気になってしまったので
ある。5に関しては主体の意志どころか、主体は「折る」という動作の直接の行為者ではない。
そして、そこには主体の意志は存在していない。
　このような主体意志のない他動詞（文）をどのように考えるべきであろうか。通常、他動
詞文は主体の意志があるが、中にはこのような主体意志のない特殊な例が存在すると考える
べきなのだろうか。もしそうだとするのであれば、なぜ主体意志がないのにもかかわらず、
ヲ格をとり他動詞文が形成されるのだろうか。それとも、日本語においては他動詞文と主体
意志とはそもそも相関関係がないのだろうか。
　本稿では、現代日本語における主体意志のない他動詞文に焦点を当て、他動詞（文）と主
体の意志との関係について考察するとともに、日本語における他動詞の一側面を明らかにし
たいと思う。

２．他言語にみる他動詞文と主体意志の関係
　パルデシ・プシャラント（2007）は南アジア諸語のマラーティー語を例に挙げ、他動詞文と
主体意志の関係性について述べている。日本語において「太郎がコップを割った」という表
現は太郎の故意の動作、つまり意志がある場合にも、過失によるもの、つまり、主体の意志
がない場合にも用いられる。しかし、マラーティー語では、主体の意志がある故意の動作の
場合は他動詞文が用いられるが、主体意志のない過失の場合は他動詞文ではなく自動詞文が
 2） 以下、本論文では他動詞とは「ヲ格」を有する動詞を指す。
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用いられると述べている３）。
　このように、言語によっては主体の意志と他動詞の文に関係性が見られる。では、日本語
はどうだろうか。

３．日本語における主体意志がない他動詞文のタイプ
　日本語において、主体意志と他動詞文の関係性について述べるために、まず、日本語にお
いて他動詞文でありながら、主体意志のない文の用例を挙げることにする。筆者は、小説や
新聞などから他動詞でありながら主体意志がないと判断される文を収集した。
　主体意志がないにもかかわらず、他動詞文を形成している用例の分析を試みることによっ
て、日本語の他動詞と主体意志の関係性が明らかになると考えたからである。
以下、筆者が小説・インターネットから収集した用例をいくつかのパターンに分類し、それ
ぞれのパターンの特徴について述べたい。

３. １ 主体が無情物の他動詞文

　まず「主体が無情物の他動詞文」を取り上げる。このタイプに入るのは以下の 6〜 10の用
例である。

 6. 飛んできた枯れ枝が、完治の二の腕を打ちつけた。『天北原野』 
 7. 新幹線のモーターの音が、プラットフォームの空気を細かく震わせている。
        『プリンセス・トヨトミ』 
 8. 古時計がボンボンとくぐもった音を立てた。『プリンセス・トヨトミ』
 9. ストーブの火が、兼作の顔を明るく照らした。『天北原野』
10. （このアイロン台は）丸みを帯びているので、衣類との接触面が少ない。

  （http://www.marketingery.pw/index.php?main_page=product_info&products_id=9294）

　日本語において、他動詞文の主体は人や動物など有情物が一般的であり、無情物は他動詞
文の主体にはなりにくいと言われている４）。しかし、用例 6〜 10のように無情物が他動詞文
の主体となっている文は日本語において、皆無ではない。山田（2014）は小説やエッセイな
どから無生物主語他動詞文の収集を試みた結果、200例以上の用例を収集することができた。
この結果は、このタイプの文が異例な表現だとは決して言えないことを示しているのではな
いだろうか。
　用例 6〜 10における主体である「飛んできた枯れ枝」「新幹線のモーター音」「大きな古時計」

 3） パルデシ（2007）は南アジア言語でも同じ傾向が見られると述べている。
 4） 無生物を主語扱いするのは日本語ではかなり異例なこと（安藤 2007）。
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「アイロン台」に主体意志はない。これは、先に述べたように無情物である以上、主体意志が
存在するはずがないとの解釈である。しかたがって、これまでの他動詞文の主体意志に関す
る研究においては、無情物が主体であるタイプの他動詞文は最初から研究対象から除外され
ている。
　しかし、なぜこのように主体意志がないのにもかかわらず他動詞文が用いられているのだ
ろうか。この点こそが、日本語のおける他動詞文の特徴を捉えた一側面だと考える。この点
については、4. 日本語の他動詞と主体意志の関係性で詳しく述べたい。

３. ２ 絶対的に主体意志がない他動詞文

　次に、「絶対的に主体意志がない他動詞文」について述べる。用例 11〜 13がこのタイプに
入る。

11. パーサーがハンサムなのもとてもよい。西麻布のオーナーの話を思い出し、一人顔
を赤らめる私。『どこかへ行きたい』

12. 次男は肺を患って若死にした。『無名仮名人名簿』
13. 姉は肺を病んで、佐枝はなかなか帰って来なかった。『続泥流地帯』

　用例 11〜 13の動詞、「赤らめる」「患う」「病む」は他動詞でありながら、主体の意志はどの
ような解釈においても、存在しない。これは、これらの動詞自体、元来主体の意志を伴わな
い動作だからである。そのため、どのような解釈をしたとしても主体意志は存在しない。筆
者はこのタイプの他動詞文を「絶対的に主体意志がない他動詞文」とする。絶対的にと言う
のは、どのような解釈においても主体意志が現れることはないという意味である。このタイ
プの動詞はあまり多くないというのも特徴と言える。
　このタイプの他動詞文の存在こそが、日本語における他動詞文の一側面を端的に表してい
るのではないかと思われる。主体意志が絶対に現れることがないにもかかわらず、なぜヲ格
を用いて他動詞文を形成しているのだろうか。これは、日本語の他動詞文と主体意志には関
係性がないことを意味し、さらに言えば、日本語の他動詞は主体意志の存在が存在している
かどうかの意味は持ち合わせていないことを示しているのではないだろうか。もし、他動詞
と主体意志に関係性があるとするならば、このようなタイプの文は現れないからである。

３. ３ 副詞や文末表現等の付加によって主体意志がないと解釈される他動詞文

　次に、「副詞や文末表現等の付加によって主体意志がないと解釈される他動詞文」について
述べたい。このタイプに属するのは以下の他動詞文である。
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＜主体の意志があると解釈される他動詞文＞
14. 私は友人に失礼なことを言った。５）

15. 私は弟のケーキまで食べた。
16. 太郎は大声を出した。

＜主体の意志がないと解釈される他動詞文＞
14’. 私は友人に思わず失礼なことを言ってしまった。
15’. 私は気がつくと弟のケーキまで食べていた。
16’. 太郎は思わず大声を出した。

　14〜 16の他動詞文は、いずれも主体の意志があると解釈される。しかし、「思わず」「うっ
かり」などの副詞や、「てしまった」「ていた」などの文末表現６）をつけることによって、これ
らの他動詞文は主体意志を喪失し、14’〜 16’のように主体意志がないと解釈される他動詞文
へと変化する。
　筆者は、「思わず」「うっかり」のような主体意志を喪失させる副詞を「主体意志喪失の副詞」
と、「（て）しまう」「（て）いた」のような文末表現を「主体意志喪失の文末表現」と呼ぶことに
する。この文末表現は文法カテゴリーで見ると、モダリティーやアスペクトなど様々である
が、筆者は主体の意志を喪失させる文末表現を「主体意志喪失の文末表現」と総称して呼ぶ
ことにする。ちなみに、なぜ「ていた」を付加することによって、主体意志が喪失するのか
と言うと、「ていた」自体に主体意志を喪失させる機能があると考えない方が良さそうである。

「ていた」に喪失の機能があると言うより、「（食べ）ている」という継続の状態に、発見のモダ
リティーの「た」を付けることによって、その動作の継続に後から行為者が気付いたという
解釈が、結果的にその動作から意志性を奪っていると考えたほうが良さそうである。いずれ
にしても、このタイプの他動詞文はこれらの付加表現がなければ主体意志があると判断され
るものの、表現の付加によって、主体意志を喪失させているというタイプである。

３. ４　聞き手（読み手）の解釈によって主体意志がないと解釈される他動詞文

　最後に「聞き手（読み手）の解釈によって主体意志がないと解釈される他動詞文」について
述べる。用例 17、18がこのタイプに属する。

17. “あっ、ひっくり返る”と思った瞬間からひっくり返るまでの数秒間、
 皆の間に流れている時間が止まり、私も、皆ももう助かりようがない事も
 一瞬にして悟っていた。そして私は頭を打った。『もものかんづめ』

 5） 14〜 16は筆者の作例
 6） この文末表現には「てしまう」などのモダリティー表現や、「ていた」などのアスペクト表現など様々な文法カテゴリーがあ

り、ここでは文末表現と総称した。
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18. わずかに口にできるのは、人参、ごぼう、ふきで、茶わんがわりに使っていた
 帆立ての貝殻で、子供たちは口をきって、血を流した。『赤い人』吉村昭

　用例 17、18中の動詞「打つ」「切る」「流す」は通常、主体の意志がある動作として用いられる。
しかし、用例 17、18は主体意志がない文として解釈される。この 3.4のタイプは、3.2のよう
に絶対的に主体の意志がないのとは異なり、その動詞に主体意志があると解釈される場合も
あれば、ないと解釈される場合もある。また、3.3とは異なり、副詞や文末表現が付加され
ているわけでもない。この 3.4は文脈によって、または動詞とそのヲ格名詞との組み合わせ
により、話し手（聞き手）は、その動作に主体意志はないと解釈したものである。言い方を
変えれば、文脈によってその動作に主体意志がないと解釈させられているといってもよいだ
ろう。
　例えば、用例 17では、「子供たち」「口」「切る」とそれぞれの語彙に主体の意志を喪失させ
る要因があるわけではない。しかし、「子供は口を切る」となったとき、「子供たちが意志的
に口を切る」という動作は通常一般論として考えられないことであり、そのため、この発話
を聞いた誰もがこの動作が無意志的なものであると考える。このようなタイプの主体意志の
ない他動詞文を「聞き手（読み手）の解釈によって主体意志がないと解釈される他動詞文」と
呼ぶことにする。

４．日本語の他動詞と主体意志の関係性
　3では、日本語における主体意志がない他動詞文の用例を挙げ、4つのタイプに分類し、そ
れぞれのタイプの特徴を挙げた。
　本項では改めて、その分類に基づいて、日本語の他動詞と主体意志の関係性について述べ
たい。
　筆者は、他動詞と主体意志の関係性について、以下の３点について述べる。

（i）日本語の他動詞は主体が対象への働きかけを示しているのであって、そこに主体意志の
有無は他動詞の持つ意味はない。
　日本語において他動詞と主体意志の関係性はないと筆者は考える。これは、3. 日本語にお
ける主体意志がない他動詞文のタイプで挙げられた用例にあるように、主体意志がなくても
他動詞文が形成されるのは決して特異な例ではないからである。
また、3.1「主体が無情物の他動詞文」で取り上げた用例は時に、擬人的な用法であって一般
的な日本語の表現ではないとも言われるが、決して擬人的用法ではなく、主体が実際に対象
に働きかけを行っていれば、日本語においては無情物を主体にして他動詞文は形成されるの
である。重視されるのは、主体から対象への働きかけなのである。そして、やはりそこには
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主体の意志は関係なく、他動詞文は形成される。
　3.2「絶対的に主体意志がない他動詞文」においても、主体の意志が存在しないにもかかわ
らず、他動詞を用いているのは、主体から対象への働きかけがあるからである。「私は顔を
赤らめた」という表現も、主体の意志があるかないかは関係なく、ただ「私」が「顔」に働きか
けを行い、「顔を赤くした」という動作を表現したのである。７）

　以上、3.1、3.2の用例から、日本語の他動詞文と主体意志には関係性は見られないと考える。

（ii）聞き手（読み手）が動作に主体意志の有無を読み取っているのは、一般論に基づいた推論
である。主体が対象に働きかけをする際、主体の意志が伴う場合が一般的であり、その一般
論に基づいて話し手（聞き手）は、その動作に主体意志があると推論しているにすぎない。
　しかし、「太郎がご飯を食べた」と聞けば、聞き手は、そこに主体である太郎の意志を読み
取るだろう。やはり、他動詞と主体意志の関係性が見られるのだろうか。筆者は、これは他
動詞そのものに主体意志の意味があるわけではなく、聞き手の一般論から下した類推による
ものだと考える。
　主体から対象への働きかけは、一般的には主体の意志を持って行われる場合がほとんどで
ある。そのため、「働きかけがある」ということは、一般論で考えれば「主体意志がある」と
判断されているにすぎないのである。
そのため、一般論において判断が微妙な場合や誤って解釈された場合には、言い換え、聞き
返し、確認などが行われる。

（会話）
　A：太郎さ、俺が去年買ってやった T シャツを捨てたんだって。
　B：捨てた？なんで？
　A：いや、わざとじゃないらいしいんだ。
 　誤って、要らない他の服と捨てちゃったんだってさ。
　B：そうなんだ。
 　あいつ、あの T シャツ気に入っていたら、きっと今悔しがってるだろうな。

　上記の会話でこの一連の過程を見てみる。「太郎が T シャツを捨てた」という動作は一般
論で考えると太郎の意志を持って行われたと解釈される。そのため、B はどうしてそんなこ
とをしたのかと A に問いただす。しかし、「捨てる」という動作は、実は誤ってしてしまっ
たことであり、太郎の意志はなかったことを伝えるために、「わざとではない」「捨てちゃった」
と 3.3で述べた「主体意志喪失の副詞」や「主体意志喪失の文末表現」を用いて B 解釈を訂正

 7） 「私は肺を患った」という表現は今後の課題としたい。それは、これを主体からの働きかけとして至った結果が「肺を患う」
という解釈によるものとして捉えれていたが、これは天野（1987）の言う状態変化主体の他動詞文とも取れるからである。
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している。
　3.3の「主体意志喪失の副詞」や「主体意志喪失の文末表現」のような表現が日本語において
存在するのは、一般論だけでは判断できない場合が存在するからであり、聞き手の誤った解
釈の回避に必要なものなのである。
　3.4は、「頭を打つ」「口を切る」「血を流す」のように、「主体意志喪失の副詞」や「主体意志
喪失の文末表現」を用いなくても、一般論で主体意志がないと判断できるため、敢えて付加
していない。

（iii）日本語教育における「意志動詞」「無意志動詞」は正確に言うならば、「主体の意志が有る
と解釈される動詞」「主体の意志が無いと解釈される動詞」である。
　最後に、日本語教育の現場で用いられている意志動詞と無意志動詞という用語について筆
者なりの意見を述べたいと思う。
　日本語教育では目的を表す「ように」「ために」の使い分けを示す基準として意志動詞と無
意志動詞が用いられている。このように意志動詞と無意志動詞という概念は学習上、非常に
重要である。
　しかし、この用語は学習者にその動詞自体に主体意志の有無を意味する働きがあると誤っ
た解釈をさせているのではないかと筆者は考える。この意志・無意志動詞はそれぞれ正確に
表現するのであれば「主体の意志が有ると解釈される動詞」「主体の意志が無いと解釈される
動詞」と言うべきである。日本語習得途上にある学習者にこのような長い名称を覚えさせる
ことに意味はないが、教える側の日本語教師が他動詞の意志性について、理解をしておくの
は重要であると考える。

５．まとめ
　本稿では、主体意志を持たない他動詞文の用例から、日本語における他動詞の主体意志に
ついて考察を行った。その結果、日本語の他動詞は主体意志とは関係性はない。聞き手がそ
の動作の主体意志の有無を読み取るのは、一般論から類推した解釈であり、他動詞自体に主
体意志を示す働きはないと考える。筆者は、日本語の他動詞は、主体から対象への働きかけ
を示すことが主であり、主体意志の有無はそこから結果的に生まれた付随的な意味であると
考える。
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山田勇人（2007）「主体意志のない他動詞文に関する一考察」『日本語教育学会関西地区研究集会
予稿集』,	日本語教育学会

	 （2013）「日本語における無生物主語他動詞文の有生性」
CAJLE	Annual	Conference2014カナダ日本語教育振興会
吉川武時（1989）『日本語文法入門』,	アルク

用例出典
『無名仮名人名簿』向田邦子
『どこかへ行きたい』さくらももこ
『もものかんづめ』さくらももこ
『赤い人』吉村昭
『続泥流地帯』三浦綾子
『天北原野』三浦綾子
『プリンセス・トヨトミ』万城目学

資料　先行研究における他動詞の定義
林大（1955）：他動詞の特性は、その作用がある客体に及ぶ意味を持つことであるが、日本語では、
その客体の概念を目的語として、多くは助詞「を」を添える。

奥津敬一郎（1967）：動詞の自・他は、文構成の上で、自動詞は目的語をとらず、他動詞は目的
語をとる、という著しい違いのあることを認めなければならない。そして、名詞につく格
助詞の「ヲ」が目的語の目印となる。

三上章（1972）：受動文が可能な動詞の中で、直接受動文が可能なもの。受動文を作れない動詞と、
受動文は作れても間接受動文しか作れない動詞は自動詞である。

鈴木重幸（1972）：他動詞はほかのものごとに働きかける動きをさししめします。そのとき働き
かけを受けるものごとはヲ格の名詞で表します。その他の動詞は自動詞です。

吉川武時（1982）：自動詞に対するもの。英文法で直接目的語（direct	object）をとるものを他動詞
といっていたのを、日本語に持ち込んで「～を」をとるものを他動詞と呼ぶことにしたもの
である。ただし、「道を渡る」などは、直接目的語とは考えられないので、「歩く」は自動詞
とされている。

寺村秀夫（1987）：“I	read	a	book.”のように英語において目的語をとる動詞同様「本を読む」「テ
レビを見る」のように動作、作用の対象を格助詞「を」で表すことができる動詞。「道を渡る」
「席を立つ」などの「を」は通過点や出発点を表すものなので、これらの動詞は他動詞とは見
なされない。

杉本武（2005）：一般にヲ格目的語をとる動詞を他動詞、それ以外を自動詞と呼ぶ。他の定義の
仕方として、①他の対象に対するはたらきかけ②はた迷惑の受身文ではなく、直接受身を
形成することの二つがあげられる。
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編集後記
　今回で、大学院紀要『言語と文化』は第 10号を迎えました。これも一重に本紀要

への関心を示していただける関係者各位のご助力に拠るものだと感謝しておりま

す。今号には 5点の研究論文が掲載されております。本紀要の編集は毎号、院生

主体で行っておりますが、まだまだ改善すべき点が多く、今号の反省点は次号刊

行における課題として反映させたいと考えております。

　本号刊行にあたり、ご多忙の折に査読等のご指導してくださった諸先生方、編

集作業において細やかなご指導をしてくださった小野隆啓先生、原稿の受け渡し

等でご協力いただいた大学院事務室の川口保規氏に、衷心より御礼申し上げます。

　また、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。

（林田 奈緒）
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『言語と文化』原稿執筆要項

１．執筆資格　
 本学在籍中の大学院生、修了生、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
 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：約 12,000字（Ａ4で 10頁程度）、上限はＡ4で14頁とする。
 研究ノート：約 8,000字（Ａ4で 7頁程度）、上限はＡ4で 8頁とする。
 翻訳：約12,000字（Ａ4で 10頁程度、上限はＡ4で 10頁とする。
 書評：約 2,000〜 2,800字（Ａ4で1〜 2頁程度）、上限はＡ4で 2頁とする。
２） 欧文原稿の目安は論文 10頁 5,000語程度、研究ノート 7頁 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、要項を参照して作成し、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。
 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。

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。
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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 大学院事務室
 『言語と文化』編集委員会 e-mail: g_bunka@kufs.ac.jp

９．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。

10．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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