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1

１．はじめに
　日本政府は1988年に外国に在住していた日本人の子孫である日系人２世と３世の日本へ
の受け入れを認めた。２世は「日本人の配偶者等」の資格で３年までの在留が認められ、３
世は「特定の在留資格」で来日することができたが、後者の資格の手続きは複雑で承認まで
に長時間を要した。しかし、1990年よりあらたに施行された入管法で「定住者」資格が設け
られ、全ての日系人３世及びその家族（非日系も含む）にまでこの資格の適用が受けられる
ようになり、ブラジル日系人の出稼ぎ労働者が急増した。リーマンショック前の2007年末
をピークに在日していたブラジル人の数は316,967人１）に達していた。しかし、「リーマン
ショック」で多くの人が職を失ってしまったので、再就職の見込みがなく相当の数の人がブ
ラジルに帰国した。そのため、2007年から2015年まで在日ブラジル人の数は年々減少して
いたが、2016年にブラジル経済における不況の影響で再び増加し、2016年末現在、
180,923人２）に到達した。
　当初、大方の日系ブラジル人は出稼ぎとして来日していたが、近年は永住権を取って日本

在日ブラジル人の依頼に現れる 
発話機能の考察

小野 和信

　本稿では、日本に在住しているブラジル人が日本語でコミュニケーションを遂行す
る際に発生する問題に焦点をあてた。ブラジル人と日本人における文化や社会の認識
が異なるので、コミュニケーションがスムーズに進まないケースが多い。それゆえ、
本稿では、語用論の観点から分析をするために、聞き手に負担がかかる依頼の場面を
設定し、日本人とブラジル人のアンケート調査を行った。日本人とブラジル人が日本
語で依頼行動を遂行する際に用いた表現を比較した結果、依頼の負担度が高い場面で
日本人の方が多くの発話機能を用いたが、依頼の負担度が低い場面ではブラジル人の
方が多く使用していた。また、日本人は相手の気持ちもしくは相手にかかってしまう
負担を配慮しつつ依頼行動を展開していた。その一方、ブラジル人は相手を敬う気持
ちを表したが、依頼で発生する負担をあまり考慮せず、自己中心的な概念で自分の意
図を相手に伝えようとしていた傾向がみられた。

要　旨

研究論文
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１）法務省、登録外国人統計 2007年を参照〈http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001111137　2017年 10月 15
日アクセス〉。

２）法務省、在留外国人統計 2016年 12月を参照〈http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001177523　2017年 10
月 15日アクセス〉。
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で生活を送ろうとしている人が目立っている。法務省（2016）のデータによると、180,923
人の内110,932人が永住権を取得している。また、下記の図１を考察すれば、在留している
ブラジル人の年齢は働き盛りの20代から50代が60％以上の割合を占めているが、就労不
可能な年齢（15歳までの児童）の人は16％にのぼったので、家族で長期にわたって日本に住
んでいる人が多く存在していることがわかる。それに従い、異文化の生活観を持つブラジ
ル人は日常生活レベルで日本人と交流する際に様々な分野（言葉や社会保障、教育、医療な
ど）で問題が発生している。本稿では、コミュニケーション上で生じてしまう問題に焦点を
あてる。

　双方の国の社会や文化の規範が異なるので、非母語話者は目標言語における語用論４）的な
知識が不足していて、不適切な言語行動で母語話者と円滑なコミュニケーションをとること
ができずに、異文化摩擦を引き起こす可能性がある。また、意思の疎通を図る際、聞き手に
かかる負担が重くなると、話し手が聞き手の立場を尊重しながらその場面に応じた言語行動
を工夫するので、用いるストラテジーが複雑になる傾向がある。本稿では、聞き手に大きな
負担を生み出す「依頼行動」について取り上げる。Brown & Levison（1987）のポライトネス
理論を参照すると、「依頼行動」が遂行される際、相手の faceを侵さないように、negative 

politeness５）のストラテジーを使用することにより、聞き手に与える負担を軽減する。そこで、
在日ブラジル人と日本人が日本語で用いるストラテジーの働きを比較し、それぞれの言語構
造の有様を記述する。

２．先行研究
　これまで、Searle（1969）や熊取谷（1995）、姫野（1997）は「依頼行動」の性質について述
べている。Searle（前掲）によれば、依頼行動は下記の適切性条件を満たさなければならない。

３）	出典：法務省、在留外国人統計 2016年 12月。
４）	語用論とは、同じ言語表現であっても状況に応じて異なる意味を託したり、その託された意味を状況に応じて適切に理解

することである（町田・籾山	1996）。
５）	negative	politeness とは、様々なストラテジーを使用することにより、聞き手に与える負担を軽減することである。
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命題内容：聞き手 H による未来の行為 A。
　　予備：Ⅰ　H はＡを行う能力がある。
　　　　　　　話し手 S は H がＡを行う能力があると信じている。
　　　　　Ⅱ　S と H の双方にとって、通常の状況のおいては H が A をする	
　　　　　　　のが明きらかではない。
　　誠実：ＳはＨにＡを行って欲しいと望んでいる。
　　本質：ＨにＡを行わせようとする試み。

　さらに、熊取谷（1995）は、「依頼行動」には、典型的な「直接依頼」・「間接依頼」・「対人交
流から見た依頼」が存在すると述べている。「直接依頼」は「～ください」や「～お願いします」
などの補助動詞を付け加えたものであり、「間接依頼」は適切性条件を満たした表現、もしく
は、モダリティーを省略した表現である。ところが、適切性条件を満たさない表現も「間接
依頼」として成り立つ場合があり、これらの表現は独立したその場限りのものとして扱うべ
きだと熊取谷は指摘している。「対人交流から見た依頼」は、談話中に「依頼」が欠落したに
もかかわらず、他の修復行動の働きによって依頼が遂行される表現のことである。
　姫野（前掲）によれば、行動の受益権者と決定権者の関係によって行為指示表現を分類す
ることができる。依頼行動の場合は、受益者は話し手であり、決定権者は聞き手であると述
べている。つまり、依頼のような言語行動では、話し手の行動により聞き手に危害をもたら
す。それゆえ、Goffman（1971）が述べているように、依頼を行う際にお互いの関係におけ
るダメージを最小限にすると同時に自己の否定的評価を引き起こさないため、話し手が「修
復行動」を遂行する必要がある。「修復行動」とは、話し手は依頼を効果的に遂行するために
相手の負担を和らげるストラテジーのことである。
　ナカミズ（1992）と川成（1993）は日本語で依頼行動を遂行する際、話し手が「依頼」機能
の周辺に負担を和らげる「修復行動」を用いることによって、聞き手に対する押しつけを緩
和すると述べている。「依頼」の前後で使用される発話機能は川成の研究では「言いわけ表現」
と名付けられ、ナカミズの研究では「依頼を支持するストラテジー」と名付けられたが、本
稿では「修復行動」として扱う。
　次に、蒲谷・川口・坂本（1993）によれば、「相手」・「用件」レベルの掛け合わせに応じて、

「コード値」という具体的な数値が存在する。「コード値」は依頼行動の展開の仕方を、機能の
組み合わせのパターンとして並べたものを示している。「相手レベル」とは、伝達する相手と
の上下関係・親疎関係・年齢の差を考慮し、聞き手（相手）のレベルを－１から＋２までの４
段階に分けたものである。「用件レベル」は、依頼を遂行する際、相手の社会的な立場や役割
に注目し、聞き手にとって話し手に依頼された行為を果たすべき当然性を考慮しながら、そ
の依頼の負担の重さのレベルを「相手レベル」と同様に、－１から＋２までの４段階に設定し
ている。「コード値」が高くなると、聞き手が話し手の依頼を実行する当然性が低くなる。そ
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れに伴い、コード値が高い場面では話し手が使用する「修復行動」の数は多くなる。
　以上の先行研究で「依頼行動」の性質やストラテジーの分析の枠組みについて概観してき
た。これらの先行研究を通して、依頼を行う上で必要な条件や要因が明らかになった。また、
相手や内容の関係によってストラテジーの用い方や組み合わせパターンが異なることもわ
かった。
　さらに、塩田（1995）は、ブラジルの日本語学習者と日本人の接触場面を研究した。この
研究では、ブラジル人は、謝罪の場面でどのようなストラテジーを用いるのかを分析してい
る。その結果、ブラジル人はいくつかの場面で不適切なストラテジーを使い、相手を不快な
気持ちにさせてしまうことがあると指摘している。そこで、ブラジル人と日本人では文化的・
社会的要素によりストラテジーの用い方が異なると仮定し、本研究を進めていく。

３．調査方法
　在日ブラジル人と日本人が具体的なレベルで依頼行動を遂行する際にどのような表現を使
用しているかを明らかにするためにアンケート調査を実施した。ブラジル人のインフォーマ
ントは関西や東海地方に住んでいる20代～60代の男女であった。全員ある程度日本語を理
解し、言葉も話せる。日本人は、関西に在住している同年代の男女を対象とした。インフォー
マントの人数の詳細は次の表１・２に示す。

　次に、日本人とブラジル人は依頼行動を遂行する際、負担度が異なる場面でどのような発
話機能を使用するのかを明らかにするために、前述した蒲谷・川口・坂本（1993）の研究の「相
手レベル」と「用件レベル」に基づき、負担度が異なる３つの場面を考え、アンケートを作成
した。また、自然に近いデータを得るためにアンケートの形式は自由記述に設定した。各場
面の内容は表３の通りである。
　ブラジル人と日本人は日本語で依頼行動を行う際に用いるストラテジーに相違点があるか
否かを明らかにするための分析単位と方法について見ていこう。津田（1989）と中田（1990）、
熊谷（1995）が記述したように、１つの発話の中にいくつかの機能が存在する可能性があり、
それぞれの機能を分析するための単位として、発話機能の最小単位 move がある。従って、
次の発話には、「すみません。お金を落としてしまったので、拾って貰えませんか。」３つの
機能、［詫び］・［説明］・［依頼］の発話機能があることになる。中田は、move で個々のはた

表１　日本人インフォーマントの構造
日本人（母語者） 男性 女性 合計

20代 ７人 12人 19人
30代 ９人 12人 21人
40代 14人 15人 29人
50代 ９人 10人 19人
60代 ７人 ５人 12人
合計 46人 54人 100人

表２　ブラジル人インフォーマントの構造
ブラジル人（母語者） 男性 女性 合計

20代 ３人 2人 ５人
30代 ６人 ４人 10人
40代 ７人 ７人 14人
50代 ７人 ５人 12人
60代 １人 ０人 １人
合計 24人 18人 42人
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らきの単位を成す発話を多角的に分析し、相互作用の流れを記述する際の基礎づくりをする
ことを目指すと述べている。つまり、１つの発話に出現する各発話機能の特徴を明らかにす
れば、話し手が使用するストラテジーの意図も明確になるだろう。そこで、本稿では move

を用い、それぞれのインフォーマントは依頼行動を効果的かつ円滑にすすめるためにどのよ
うな意図でストラテジーを使用しているかを分析する。
　本稿で使用された主な move を下記の表４にまとめた。

表３　アンケートにおける各場面の用件レベル・相手レベル・コード値
場面 用件（依頼の内容） 用件レベル 相手 相手レベル コード
１－A

水を持ってきてもらう

０ お母さん・お父さん －１ －１
１－B －１ ウエイトレス ０ －１
１－C ０ 友人 －１ －１
１－D ０ いつも会っている祖父・祖母 －１ －１
１－E ０ めったに会わない祖父・祖母 ０ ０
2－A

道の案内
０ 警察 ０ ０

2－B １ 通行人 ０ １
2－C －１ 総合案内所 ０ －１
3－A

お金を借りる

２ 親しい上司 １ ３
3－B ２ 親しくない上司 ２ ４
3－C ０ 銀行員 ０ ０
3－D ２ 親しい同年代の同僚 －１ １
3－E ２ 親しくない同年代の同僚 ０ ２
3－F ２ 友人 －１ １

表４　発話機能の種類
種類 説明 例

［呼びかけ］ 聞き手を呼んで、その人の注意を自分に向け
させるための表現 「○○ちゃん」・「○○さん」・「○○先輩」

［言いよどみ］ 遠慮している姿勢を示し、言葉がすらすらと
出ずに、滞る表現 「あのさー」・「あの」

［詫び］ 謝罪や恐縮の意を表す表現 「申し訳ありません」・「すみません」
［談話内容表示］談話内容を表示する表現 「お願いがありますが」
［状況確認］ 相手の都合を確認するための表現 「ちょっといいですか」
［説明］ 理由や状況を説明している表現 「父の手術代が足りないので」

［問い］ 相手に現在の状況や意見、または、可能性を
聞く時の表現 「借りられる？」・「わかりますか？」

［条件］ 条件を表している表現 「もしよかったら」・「可能であれば」

［依頼］ 補助動詞をつけ加え、典型的な直接依頼を表
す表現

「持ってきてください」・「貸していただ
けませんか」

［命令］ 命令的な意も持っている表現 「持ってきて」
［希求］ 単なる自分の希望を述べている表現 「ここまでの行き方を教えてほしい」

［希求＋和らげ］
文末に「けど」などといった接続詞を使用す
ると、依頼表現の適切性条件の誠実性条件を
満たすので、間接依頼としてみなされる表現

「ここに行きたいんですけど」

［許可］ 直接的な依頼をするのではなく、聞き手の許
可を求める表現 「持って来てもらってもいいですか」

［懇願］ 切に願うことを表している表現 「お願いします」
［同意要求］ 聞き手の同意を求めている表現 「よろしいでしょうか」
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４．データ分析
　まず、全ての場面のデータを通覧するために、国別の平均 move を表５に示す。依頼行動
を構成する move（発話機能）の数はコード値の高い場面で多くなる傾向がみられた。蒲谷・
川口・坂本（1993）が述べているようにコード値が高くなれば、多数の「修復行動」を用いる
必要があるので、move の数も多くなることが当然のことである。

　しかし、ブラジル人と日本人のデータには相違点があり、コード値が低い場面ではブラジ
ル人の平均値が日本人に対して高くなるが、コード値が高い場面では日本人の平均値の方が
高くなっている。なぜこのような結果が現れたのかを明らかにするために、インフォーマン
トが使用した各 move の出現頻度と出現率を分析する。本稿では、紙幅の関係でコード値が
異なった場面１－A（内容：水を持って来てもらう、相手：お父さん・お母さん）と３－B（内容：
お金を借りる、相手：親しくない上司）の分析に限定する。コード値が低い場面の中で１－A
はブラジル人と日本人平均値の差異が一番大きく、そして、３－Bのコード値が一番高かっ
たためこれらの場面を選出した。
　場面１－A（内容：水を持って来てもらう、相手：お父さん・お母さん）で使用された move

の種類と数は表６の通りである。
　この場合では日本人が依頼行動を行う際に
８種類の move を使用している。そして、最
も多く用いられている move は［依頼］にな
り、その次は［命令］になる。［依頼］と［命令］
の出現率は73.0％に達している。そして、［詫
び］や［呼びかけ］も使われているが、それぞ
れの出現率は10％程度である。それに対し、
ブラジル人のデータを見てみると、現れた
move は７種類であり、［依頼］と［呼びかけ］
を用いる割合が高く、両者を合わせると
71.2％にも及ぶ。［命令］と［詫び］も10％弱
の割合で出現している。
　ここで注目したいのが、まず、日本人とブラジル人における［依頼］と［命令］の使い方の
違いである。日本人は［依頼］と［命令］をほぼ同じ割合で使用しているが、ブラジル人は［依
頼］を多く用いるが、［命令］の使用率がわずか9.6％にとどまっており、日本人の使用率に

表５　国別にみた move の平均値
場面 1 -a 1 -b 1 -c 1 -d 1 -e 2 -a 2 -b 2 -c 3 -a 3 -b 3 -c 3 -d 3 -e 3 -f

コード値 －１ －１ －１ －１ ０ ０ １ －１ ３ ４ ０ １ ２ １
日本人 1.30 1.44 1 .36 1 .39 1 .43 2 .12 2 .45 2 .09 4 .6 4 .74 2 .53 3 .83 4 .27 3 .64
ブラジル人 1.78 1.55 1 .45 1 .74 1 .69 2 .4 2 .45 2 .43 3 .89 3 .82 2 .84 3 .39 3 .68 3 .24

表６　発話機能の出現件数と出現率

種類 日本人 ブラジル人
件数 % 件数 %

依頼 48 38.1% 32 43.8%
命令 44 34.9% ７ 9.6%
詫び 14 11.1% ７ 9.6%

呼びかけ 13 10.3% 20 27.4%
許可 ４ 3.2% ０ 0.0%
希求 ２ 1.6% ２ 2.7%

希求 + 和らげ １ 0.8% ０ 0.0%
説明 １ 0.8% ０ 0.0%
懇願 ０ 0.0% ４ 5.5%
許可 ０ 0.0% １ 1.4%
合計 127 100% 73 100%
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比べれば大きく下回っている。そして、日本人の回答で出現しない「懇願」を、ブラジル人
は使用している。また、ブラジル人と日本人に関する［呼びかけ］の出現率においても相違
が見受けられた。ブラジル人の使用率は日本人の２倍以上になっている。
　次に、場面３－b（内容：お金を借りる、相手：親しくない上司）で使用された move を表
７に示す。

　場面３－bでは、日本人の回答には17種類
の move が使われている。その中で、最も使
用された発話機能は［説明］で、追って［詫び］、

［依頼］、「約束」の順に続く。［説明］の出現率
は34.5％を占めているのに対し、［詫び］、［依
頼］、［約束］の出現率はそれぞれ 17.3％、
16.2％、14.8％であった。上述した４つの
move の出現率を合わせると82.8％に上るた
め、日本人がこのような場面で依頼行動を展
開させるためにいずれかの move を使用する
傾向があると考えられる。一方、ブラジル人
が使用している move の種類は14であり、日
本人のデータと同様に［説明］が最も用いられ、
その次は［依頼］である。上位２つの move の
出現率は42.8％と22.1％であり、合わせると
64.9％に達している。その他の move の出現
率は大幅に少なくなっている。
　この場面で、ブラジル人と日本人のデータ
を比べると、ブラジル人の［詫び］の使用率が

２分の１になっている。また、ブラジル人における［呼びかけ］と［懇願］の出現率は高くな
いが、日本人より高くなっている。特に［呼びかけ］は、日本人のデータで0.3％にとどまっ
たが、ブラジル人の使用率は4.8％だった。
　日本人とブラジル人の間にはそれぞれの場面で相違点が見られる。まず、注目したいのは
日本人とブラジル人における［詫び］の用い方の違いについてである。コード値が低い場面
で［詫び］の出現率は両者において低かったが、コード値の高い場面では日本人の使用率は
大幅に高くなったのに対し、ブラジル人の使用率はそれほど変化しなかった。従って、日本
人は、［詫び］を用いることによって自分の行動で聞き手の領域を侵害しないように配慮して
いる。要するに、［詫び］という発話機能は聞き手の negative face を満足させるストラテジー
である。ゆえに、場面の負担度が増すと［詫び］の使用率も増加する。
　そして、両者において負担度が高い場面で［説明］の使用は大きく増えている。その理由を、

表７　発話機能の出現件数と出現率

種類 日本人 ブラジル人
件数 % 件数 %

説明 126 34.5% 62 42.8%
詫び 63 17.3% 12 8.3%
依頼 59 16.2% 32 22.1%
約束 54 14.8% ５ 3.4%

談話内表示 18 4.9% ８ 5.5%
問い 10 2.7% ３ 2.1%
懇願 ９ 2.5% ６ 4.1%

希求+和らげ ８ 2.2% １ 0.7%
条件 ４ 1.1% １ 0.7%
説得 ３ 0.8% １ 0.7%

同意要求 ３ 0.8% ０ 0.0%
状況確認 ２ 0.5% ０ 0.0%

希求 ２ 0.5% ５ 3.4%
呼びかけ １ 0.3% ７ 4.8%
恥表明 １ 0.3% １ 0.7%
命令 １ 0.3% ０ 0.0%
感謝 １ 0.3% ０ 0.0%
許可 ０ 0.0% １ 0.7%
合計 365 100% 145 100%
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柳（2012）は、話し手（依頼者）は聞き手に自分がやむを得ない事情に直面していることを理
解してもらえることによってお互いの関係を修復するストラテジーとして有効的に作用する
としている。
　最後に、日本人よりブラジル人が多く使用していた［呼びかけ］と［懇願］について述べる。

［呼びかけ］は、柳（前掲）が述べているように、話し手と聞き手の関係を再確認するための
ストラテジーである。さらに、Silva（2008）によれば、ポルトガル語で会話している際に［呼
びかけ］を用いると、話し手の意図は聞き手と同じ領域を共有することだった場合、positive 

politeness のストラテジーをもたらすはたらきかけの表現「Você（あなた）」を用いる。その
一方、negative politeness のストラテジーの場合は「Senhor（～さん・殿）」を使用し、聞き
手の領域に侵害せず互いの距離を保つ。そして、ブラジル人が日本人より使用している［懇
願］は切なる気持ちで相手に願いを伝えようという意を表しているが、依頼の際に生じる負
担を軽減させるより、相手の気持ちを配慮せず、聞き手に断らないように依頼を押し付けて
いる特徴がある。

５．おわりに
　本稿で論じたことを次のように要約しておこう。日本人とブラジル人のストラテジーの用
い方についていくつかの相違点が見られた。まず、ブラジル人より日本人が用いる move の
種類は豊富であることがわかった。そして、それぞれの場面において両者の間で［詫び］と［命
令］、［懇願］、［呼びかけ］の使用法が異なった。日本人は場面のコード値が高くなると聞き
手にかかる負担を配慮し、［詫び］のような修復行動をブラジル人より多く使用している。ま
た、コード値が低い場面で、日本人は［命令］を積極的に使用しているに対し、ブラジル人
の使用は消極的であった。ブラジル人と日本人の［呼びかけ］と［懇願］の使用においてブラ
ジル人の使用率は上回っている。ところが、それぞれの場面でブラジル人における［懇願］
の出現率は５％前後にすぎないので、日本人と差異はわずかであった。
　以上のことから、日本人とブラジル人の言語行動の違いにおいてどのようなことに配慮す
るべきなのか、その答えを見出すことができた。（1）日本人は［詫び］を使用することによっ
て相手が感じる負担を軽減させようとする。そのため、場面の内容や相手に応じて用いる発
話機能を変え、聞き手に及ぶ危害を最小限に抑えようとする。（2）ブラジル人が依頼を遂行
する際に、相手の気持ちを配慮する発話機能の使用が少なく、聞き手との関係を表す発話機
能や自分の意志を貫く発話機能を用い、あくまで自己中心的な概念で、相手の負担をほとん
ど考慮せずに発話する傾向がある。
　本稿では、紙幅の関係により、分析した場面は２つに限られたので、他の場面も分析する
必要がある。また、ブラジル人が日本語で依頼を遂行する際に母語の影響があるか否かを解
明するために、ブラジル人の母語であるポルトガル語のデータも調査しなければならないの
で、これらについては稿をあらためて論じることにしたい。
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１．はじめに
　EPA経済連携協定（Economic Partnership Agreement）とは「貿易の自由化に加え、投資、
人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素等を
含む幅広い経済関係の強化を目的とする協定」（外務省	2016）であり、EPA看護師・介護福
祉士候補者とは上記協定に基づき、一定の条件のもと、日本の看護師・介護福祉士の国家資
格取得を公的な枠組みで特例的認められた人たちのことである（外務省	2016）１）。
　現在インドネシア、フィリピン、ベトナムとの間に候補者受け入れの協定が結ばれており、
2017年までに３か国合わせて累計4,695人の候補者が来日している（厚生労働省	2017）。また、
EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士の受け入れは「看護・介護分野の労働力不足への対
応として行うものではなく、相手国からの要請・要望に基づき交渉した結果、経済活動の連
携の強化の観点から実施するもの」（厚生労働省	2016）であると述べられているが、現状は
労働者不足を補う役割を果たしていることも事実である。内閣府（2016）によると日本の人
口に対する高齢化率は2015年の27％から2030年には32％、2060年には40％を占める見
込みである。少子高齢化に伴う生産人口の減少は、医療・介護サービスの国内需要を拡大さ
せる要因であるとされており、今後も看護・介護従事者の需要が見込まれている。

EPAに基づく看護師候補者は
国家試験の何を困難と感じるのか

フィリピン人看護師候補者を対象として

甲斐 三五代

　本研究は、筆者がフィリピン及び日本で EPA看護師・介護福祉士候補者の日本語
予備教育で日本語教師として働いた経験から視座が開かれたものである。2008年か
ら開始されたEPA看護師・介護福祉士候補者を取り巻く環境は制度の改定などによ
り徐々に改善されてはいるが、受け入れ先機関による待遇やサポートのばらつき、
コミュニケーション、国家試験の制度等まだまだ問題は少なくない。なかでも国家
試験合格は研修後の日本での就労の必須要件であり、EPA看護師・介護福祉士候補
者にとっては死活に関わる問題である。しかしながら、看護師国家試験の合格率は
EPA看護師第１期候補者の４％から2016年（第106回国家試験）には15.1％に上がっ
たものの依然として低く、また EPA 介護福祉士候補者の国家試験合格率が約50％
であるのことからもその困難さが伺われる。そこで、本研究はフィリピン人看護師
候補者に質問紙調査を行い、合格を難しくしている要因を明らかにした。

要　旨

研究論文

１）	なお、これ以降「EPA 看護師・介護福祉士候補者」は「候補者」とする。
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　さらに同協定では、外国人の就労が認められていない分野で、候補者本人が国家資格の取
得を目指すことを要件の一つとし、研修や一定の要件を満たす病院や介護施設での就労を特
例的に認めるものであり、一人でも多くの外国人候補者が看護師や介護福祉士の国家試験に
合格し、その後継続して日本に滞在することが期待されている（厚生労働省	2016）。
　2008年から受け入れが開始された候補者を対象とした先行研究では、受け入れ施設や研
修内容の不備を指摘するもの（上野	2013、野村	2013）や、高等教育機関の立場（柿原他	
2015）、NPO法人の立場（尾形	2011）、受け入れ先機関の立場（長野	2015）からの研究、さ
らには国家試験の語彙を対象に学習支援の研究（岩田	2014、奥田	2011）など様々な観点か
らの研究がなされているが、合格率は依然として低いままである。さらに、平野他（2010）は、
来日動機についての候補者へのアンケートで、「自分のキャリアを伸ばしたい」「家族を経済
的に支援したい」「ケアの天性を日本人に見せたい」の３項目を挙げる回答者が100％であっ
たことを明らかにしている。候補者は社会的・経済的な動機と国家試験合格という明確な目
的で来日している。しかしながら現状では、大多数の候補者が「国家試験合格」の壁に阻ま
れ帰国を余儀なくされている。
　そこで本稿では、候補者にとって合格を難しくしている要因を明らかにすることで、候補
者の試験合格への一助となることをめざす。

２．EPA看護師候補者と看護師国家試験を取り巻く現状
2.1．EPA看護師候補者の受け入れ要件

　現在、インドネシア、フィリピン、ベトナムからの看護師候補者の受け入れがなされてい
る。開始年度､受け入れ条件は表１のように国によって異なるが、各国とも母国での看護師
国家資格取得者であり、なお且つ、２年ないし３年の実務経験が必要である。
　なお、筆者は2013年よりEPAフィリピン看護師候補者の日本語教育に携わっており、本
研究もフィリピン看護師候補者を対象に行っているため、これ以降の説明はフィリピン看護
師候補者を対象とする。

2.2．EPA 看護師候補者の研修

　候補者の研修は３つに分かれており、まず訪日前日本語研修が６か月フィリピンで行われ、

表１　EPA 看護師候補者の受け入れ要件（出典 : 厚生労働省 HP より筆者作成）

国名 学歴・経験 日本語能力 訪日前（現地）研修
インドネシア
H20年度～

インドネシアの看護師資格「インドネシア
看護学校（３年）卒業」＋実務経験２年 N５程度以上のみ ６か月

フィリピン
H21年度～

フィリピンの看護師資格「フィリピンの看
護学校（学士）４年卒業」＋実務経験３年 N５程度以上のみ ６か月

ベトナム
H26年度～

３年制または４年制の看護課程修了＋ベト
ナムの看護資格＋実務経験２年 N３以上のみ 12か月
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次に訪日後日本語研修が６か月行われる。そして、その後病院にて研修と看護助手としての
就労が開始される。訪日前研修は「初歩的なコミュニケーションを養うため」、訪日後６か月
の研修は「就労時に円滑に従事できるコミュニケーションを養うため」、そして就労後は「就
労に必要な専門技術・国家試験合格」を目的として研修が行われているが、それぞれ「国際
交流基金」	「海外人材育成協会」	「国際厚生事業団」という異なる機関が実施している。登里他

（2013）はフィリピン候補者の現状と学習支援上の課題として、候補者の日本語学習は各段
階で研修実施機関が異なっており、このことで候補者の情報が十分共有されていない課題も
残ると指摘している。

2.3．EPA 看護師候補者の滞日期間と国家試験受験

　在留期間は、訪日後６か月の日本語研修を含め、その後病院での研修・就労を合わせた３
年以内となっている。候補者は日本滞在中、３回（毎年１回）の国家試験受験の資格があるが、
１回目の看護師国家試験受験
は病院での就労後わずか２か
月後であり、３回の受験チャ
ンスと言われてはいるものの
実質２回と言わざるをえない。
そのため、１回目の受験での
合格者はほとんどいない状態
である。仕事と勉強を両立し
ながらの環境の中、２度目、
３度目の受験に対する重圧や
葛藤は想像に難くない。

2.4．看護師国家試験の概要

　以下、看護師国家試験の科目を示す。看護師国家試験の科目は下記の通り多岐にわたって
いる。

	●	人体の構造と機能
	●	疾病の成り立ちと回復の促進
	●	健康支援と社会保障制度
	●	基礎看護学
	●	成人看護学
	●	老年看護学
	●	小児看護学
	●	母性看護学

図１　滞日期間と国家試験受験
出典：厚生労働省（2017: P2）を元に筆者作成
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	●	精神看護学
	●	在宅看護論
	●	看護の統合と実践

　出題形式は四肢択一・五肢択一・五肢択二が採択されており、そのうち必修問題50点中、
40点以上が合格の基準になっている。つまり、総合点が合格ラインを超えていても、必修問
題が40点以上なければ合格できないため、基礎知識から専門知識まですべての領域におい
てしっかりと勉強しなければならない。これらのことも合格を難しくしている要因の一つで
あると考えられる。

2.5. 看護師国家試験の合格率

　看護師国家試験のEPA候補者の合格率はインドネシア9.6％、フィリピン15.1％と日本
人の受験者の合格率95.9%（３年課程）、88.3％（２年課程）に比較して圧倒的に低いのが現
状である。候補者への配慮として、2010年より「難解な用語や表現は言い換える」「難解と
判断される漢字に振り仮名を振る」「疾病名には英語を併記する」などの措置が取られ、2012
年からは受験時間を一般の約1.3倍の７時間とし、さらに「すべての漢字に仮名を振る」と改
められ、当初の４％からは合格率が上がったものの大きな効果は得られていない。なお、
2015年より候補者として許
可されている在留期間３年間
で国家試験に不合格の場合も、
合格基準点の５割以上の得点
を取るなどの延長条件が揃え
ば、１年の在留延長が認めら
れるようになった。

３．先行研究と目的
　Setoyowati 他（2010）は、滞日中に感じる困難としての職場でのストレスとそれへの対処
行動を明らかにするために、インドネシア看護師候補者12名と介護福祉士候補者２名を対
象に量的・質的調査を行っている。その結果「言語コミュニケーションの壁」	「報酬・給料の
問題」「看護助手としての待遇」「孤独感」「不適切な配慮」「国家試験に対するストレス」「事前
情報の不足」などがあることを明らかにしている。これらは仕事に対する不満やモチベーショ
ンの低下だけでなく学習意欲の低下、仕事と勉強の両立の困難の要因と考えられ、ひいては
国家試験の合格を阻む要因とも考えられる。
　次に国家試験自体の難易度の観点から、石鍋（2012）は漢字の難解さについて研究を行っ
ている。その結果、看護師国家試験の漢字の難解さにおいては試験の出現漢字は親密度から

表２　看護師国家試験合格率（出典 : 東京アカデミー HP より筆者作成）

国　別 合格率 日本語能力の入国条件
EPA インドネシア人 9.6% N５程度
EPA フィリピン人 15.1% N５程度
EPA ベトナム人 40.5% N３
日本人（３年課程） 95.9% ＊大学・短大・養成所
日本人（２年課程） 88.3% ＊短大・養成所・高校

日本人を含む看護師試験全体の合格率は 88.5％
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見た場合、司法試験・新聞社説よりも難解であると述べている。また、使用率から見た場合、
出現頻度上位の漢字が繰り返し出現する傾向があり、これは司法試験や新聞社説など他領域
と出現傾向が大きく異なり、医療領域における出現傾向の特徴の一つであると結論づけてい
る。これらも国家試験の合格率の低さの要因の一つと考えられる。なお、石鍋（2012）によ
ると、親密度とは表現で使用する単語が利用者にとってなじみ深いものかどうかというもの
であると説明されている。
　また、岩田（2014）は看護師国家試験と日本語能力試験を比較した研究を行っている。そ
の結果、日本語能力試験N２レベルの文法のうち、一試験に１回以上出現する可能性のある
N２文法は15項目程度であり、これはN２文法170項目の一部にすぎないと述べている。
また名詞語彙においては、N３の必須問題名詞語彙1,233に 519を追加すれば、看護師国家
試験の一般・状況設定問題の80％が理解できる。従って、看護師国家試験合格のためには「２
級を目指すのではなく、文法内容を最小限に絞って語彙を増やしていく指導が必要になる」

（岩田	2014）と提言している。
　以上、様々な先行研究や制度改正も行われているが、候補者の合格率は日本人を含む看護
師試験全体の合格率が88.5％であるのに対し15.8％と依然として低く、何らかの支援が必
要であると考える。
　そこで、本研究は「国家試験受験に至る過程で困難と感じる要因は何か」を課題設定とし、
その要因を明らかにする。そしてより効率的な学習支援を提言する端緒とすることを目的と
する。

４．研究概要
4.1．調査方法

　調査は質問紙調査法によって行う。調査票はフェイスシートとアンケートから構成されて
いる。

4.2．質問紙作成

　質問紙は先行研究の知見を参考に作成した。本稿ではそのうち国家試験合格を阻む困難の
要因として「学習項目」「学習項目以外」「自由記述」とフェイスシートの部分を取り扱う。学
習項目は語彙・漢字・文法・専門語彙に対して「非常に難しい（4）・かなり難しい（3）・少し
難しい（2）・少し簡単だ（1）」の４件法を用い、学習項目以外は岩男他（1998）『日本で学ぶ留
学生』を参考に８項目を設定し「非常に難しい（4）・かなり難しい（3）・少し難しい（2）・なし

（1）」の４件法を用いた。フェイスシートとしては「性別」「年齢」「来日年度」「日本語能力試
験による日本語のレベル」を設けた。質問紙は日本語で作成後英語に翻訳したものをさらに
バックトランスレーション法を用い、質問の等価性を確認するとともに日本語能力が十分で
はない候補者への回答の平等性を考慮した。
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4.3．調査手続きと対象者

　本質問紙調査は2016年 12月のパイロット調査の後、2017年４月、合格者を含むフィリ
ピン人看護師候補者にアンケート用紙をWEBで配布、78部を対象に分析を行った。パイロッ
ト調査から本調査まで４か月あいているが、これは看護師国家試験の実施が毎年２月、合格
発表が翌３月であるため試験前後の心理的な配慮からである。
　なお、対象者は全員、筆者が授業を担当した元学生で、筆者は候補者と現在も交流があり
アンケート実施が容易であることから調査の対象とした。

５．調査結果と考察
5.1．学習項目で困難と感じる要因

　学習項目の困難の要因の結果を図２で示す。候補者は専門語彙、文法、漢字、一般語彙の
いずれの学習項目も難しいと感じているが、その中でも特に「非常に難しい」と回答した割
合は、専門語彙61％、文法31％、漢字54％、一般語彙33％の結果が得られた。

　全体を比較してみると、文法及び一般語彙が非常に難しいと回答した候補者はそれぞれ約
３分の１であるのに対し、専門及び漢字が非常に難しいと回答した候補者が過半数である。
候補者は文法・語彙は専門や漢字ほど難しいとは感じておらず、このことは岩田（2014）が
看護師国家試験では、文法に関してははほとんどがN３レベルであり、N２文法は170項目
中わずか15項目であり、また語彙に関しては、必修問題用名詞語彙1,233に 519を加えると、
一般・状況設定問題の約80％が補えると結論づけていることに一致すると考察される。また、
漢字が非常に難しいと感じる候補者が過半数を占めており、石鍋（2012）が先行研究におい
て看護師国家試験の漢字は司法試験・新聞社説よりも難解であると結論づけた考えと一致す
る。一方、少し簡単だと回答した割合は、文法、語彙のそれぞれわずか２%のみであり、国
家試験はどの項目も容易ではないと考えられる。
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図２　学習項目で困難と感じる要因の割合
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5.2．学習項目以外で困難と感じる要因

　学習項目以外の困難の要因の結果を表３と図３で示す。まず、表３はそれぞれの項目の平
均値であり、上位に「日本人とのコミュニケーション」「外国人に対する日本人の態度」「日本
人の考え方」「勉強と仕事の両立」に非常に困難を感じる結果が得られた。「外国人に対する
日本人の態度」「日本人の考え方」はアイデンティティに関わる問題であり、短期間での理解
や受容は容易ではないと推察される。このことも相俟って、候補者は日々の生活の中で「日
本人とのコミュニケーション」がもっとも困難と感じているのではないだろうか。
　一方、「日本の食事」「プライバシー」「日本の習慣」は下位に挙げられている。候補者は訪
日前研修における日本文化や日本事情の知識に加え、訪日後、それらに直に触れることで、
比較的早い段階で克服できたと考える。このことは、日本での生活に柔軟に取り組む前向き
な姿勢を示唆している。
　次に、図３はそれぞれの項目の回
答者の割合を示したものである。「日
本人とのコミュニケーション」は９
割の候補者が「非常に困難」または

「かなり困難」と回答しており、同様
に「外国人に対する日本人の態度」

「勉強と仕事の両立」も８割の候補者
が困難だと回答している。

表３　学習項目以外で困難と感じる項目の平均と偏差値
項　目 平均 標準偏差

日本人とのコミュニケーション 3.31 0.65
外国人に対する日本人の態度 3.17 0.81
日本人の考え方 3.14 0.78
勉強と仕事の両立 3.14 0.89
生活費 2.89 0.81
日本の習慣 2.58 0.93
プライバシー 2.20 0.93
日本の食事 1.83 0.90
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図３　学習項目以外で困難と感じる要因の割合
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5.3．自由記述の結果

　まず、自由記述を７つのカテゴリーにまとめた結果を表４で示す。上位に「国家試験に関
する問題」「受入機関の問題」、そして「日本語能力の問題」が挙げられている。受け入れ機関
の問題の中には仕事との両立で勉強時間が足りない・サポートがないなどが含まれる。
　一方、下位には「制度の問題」「メンタル」「動機の変化」が挙げられている。前述の学習項
目以外で困難と感じる項目は、「日本人の外国人に対する態度」「日本人の考え方」などメン
タル面に非常に困難を感じるとの回答が多かったが、自由記述ではそれらはそう多くない。
候補者は「国家試験合格」を目標に来日しているため、そのことが常に意識にあり、それに
対する困難をもっとも強く感じているの
ではないかと考えられる（なお、自由記
述の一部を表５で示した）。
　次に自由記述についてテキストマイニ
ングによる分析を行った。テキストマイ
ニングは大量のテキストデータを効率的
かつ客観的に分析するのに適した手段と

表４　カテゴリー別に見た自由記述の結果
項目 カテゴリー 回答数
１ 国家試験に関する問題 34
２ 受入機関の問題 25
３ 言語・文化・コミュニケーションの問題 6
４ 日本語能力の問題 25
５ 制度の問題 5
６ メンタル 5
７ 動機の変化 5

表 ５　自由記述回答の一部とカテゴリー
【カテゴリー】

1 国家試験に関する問題
2 受入機関の問題
3 言語・文化・コミュニケーションの問題
4 日本語能力の問題
5 制度の問題
6 メンタル
7 動機の変化

【回答】
2 勉強時間がすくないです

2,	5 1・	勉強の時間	2・狭い期間日本に滞在する	

1,	4
日本で看護学の科目がたくさんあるので勉強の範囲が広いです。日本の社会保障制度が新しく
てかなり難しいです。専門用語（漢字と意味）の勉強も難しいです。国家試験で読解力は特に大
事だとわかりました。

2,	3

There	are	a	lot	to	consider	time,	support,	environment,	motivation	and	preparation.	It	would	
be	difficult	if	I	would	be	stress	and	would	not	want	to	go	on,	it	would	be	difficult	if	the	people	
around	me	would	not	support,	it	would	be	difficult	if	we	will	not	be	given	enough	time	to	
study	and	preparation	since	we	are	studying	while	working.	Living	in	a	foreign	land	learning	
it	as	much	as	we	could	well	learning	differ	to	each	person	I	do	not	know	if	within	the	next	
two	more	years	I	could	learn	the	basic	things	to	be	sufficient	but	will	the	the	best	that	I	can.

1 ,	4 kanji	tokidoki	yomimasen.atarashii	kotoba	takusan	arimasu.

1 ,	4

国家試験に専門の言葉がいっぱいあります。その言葉が分からなかったら問題の理解はできま
せん。	
	また、試験に出る社会保障制度と生活者の健康に関する問題は祖国のと違いますから、日本の
制度とシステムをイメージできない場合は答えるのは難しいです。

1 病名や病状などの理解
2,	5 勉強と仕事の両立。
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考えられ、アンケート調査における自由記述式回答の分析に有効であることから本質問紙の
分析に使用した。なお、本研究では統計分析ソフトHADを用いて分析した。分析の結果を
図４で示す。
　テキストマイニングでの主成分分析では、「ない」「サポート」「難しい」「勉強時間」が近く
に位置していることから、サポートがないと難しい・勉強時間がないと難しいといった否定
的な発言があることが読み取れる。同様に勉強と仕事の両立、そのための時間、また、国家
試験に関しては専門、漢字、言葉が困難であるといった関係性の発言が読み取れる。このこ
とは表４のカテゴリー別で見た自由記述の結果の「困難と感じる要因の」上位と一致するこ
とが分かる。

６．まとめと今後の課題
　本研究では、候補者の看護師国家試験合格の困難は何かを明らかにし、より効率的な学習
支援を模索することを目的に質問紙調査を行った結果、以下のことが明らかになった。
　候補者にとっては学習項目の語彙・漢字・文法・専門語彙のすべてが難しいが、特に漢字
や専門語彙に非常に困難を感じていることが確認された。同様に学習項目以外で困難と感じ
る項目は、日本人の外国人に対する態度・日本人の考え方などメンタル面に非常に困難を感
じるとの回答が多かったが、自由記述ではそれらはそう多くないことが分かった。このこと
から、候補者にとってまずは「国家試験合格」が優先順位であり、それに対する困難をもっ
とも強く感じていると言える。また、日本の習慣や食事にはあまり困難を感じておらず、こ
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れらは日本の生活に慣れることで解決できたと考える。一方、日本人とのコミュニケーショ
ンをほとんどの候補者が困難と感じており、コミュニケーションが取れない、あるいは取る
のが難しいのは日本語能力の問題でもあり、日本語能力の問題も国家試験合格を困難にして
いる要因の一つである。
　以上のことから候補者は国家試験合格を最優先目標にしながらも、仕事と勉強の両立、コ
ミュニケーション、また漢字や専門語彙など一朝一夕では覚えられないことの難しさ等が学
習の障壁となり、合格が困難な要因となっている可能性を示唆している。現在、職場での勉
強時間、サポート等は、最低限のガイドラインはあるもの、それ以上のサポートは各受け入
れ先機関の裁量になっている。政府による制度の改革が早急に必要であろう。また、漢字や
専門語彙の学習サポートは医療専門家である必要はなく、就労前の日本語研修の早い時期で
の導入と研修生全体の日本語能力の底上げの支援体制が必要である。
　今回の結果では、候補者が抱える様々な国家試験の困難が浮き彫りにされた。これに加え
て、候補者がどのようにしてそれらの困難を克服し、国家試験合格へ焦点を当てるか、そう
した日々様相を変える候補者の内面を明らかにすることも必要と考える。従って、候補者の
国家試験受験に至る内面のプロセスを明らかにするための質的調査を行うことが今後の課題
である。
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１．はじめに
　文化庁文化部国語課（2016）によれば、2016年 11月１日現在での、国内における日本語
学習者数は217,881人とされ、地域日本語教室の数は正確には不明であるが、現在1,000ヶ
所ぐらいと推定される。また、現在日本で就労している外国人技能実習生（以下、実習生と
呼ぶ）は、法務省管理局（2017）によれば、2016年末の実習生の数は、228,589人にのぼる。
先の文化庁の調査によれば、学習者の中で「研修生・技能実習生」は10,181人（4.7％）であ
るが、地域日本語教室へ通う実習生の正確な数は不明である。しかし、少なからぬ実習生が
地域日本語教室に通って日本語学習を行っている。筆者がボランティア講師を務めている大
阪府下の地域日本語教室にも、仕事の疲労にもかかわらず毎週熱心に通ってくる実習生が少
なくない。本稿では地域日本語教室における日本人参加者と外国人参加者の非対称性の形成
要因、特に実習生における要因を考察する。

２．先行研究
2.1．地域日本語教室への批判

　地域日本語教室におけるボランティア活動は、萬浪（2016）によれば、「1980年代から展
開されてきたが、1990年の改正『出入国管理及び難民認定法』の施行によって家族を伴った
日系人が地域に定住し始めたことによる定住外国人の急増を機に、日本語教室が増加した」
とされる。この増加現象と共に、「日本語教育の大きな流れは、日本語学習を主目的とする
学校型日本語学習から、地域社会と密着し生活を基盤として日本語学習を位置づける社会型

地域日本語教室における
「非対称性」形成の要因

外国人技能実習生の場合

小林 正

　主にボランティアによって支えられる地域日本語教室は現在日本に在住する外国
人にとって重要な日本語教育の場となっているが、その教室活動については日本人・
外国人の「教える／教えられる」という非対称的な関係が常に批判されてきた。本
稿では教室に通う外国人技能実習生について、非対称性がどのように形成されてい
くのかを先行研究を踏まえながら、実習生・企業担当者・ボランティア講師へのイ
ンタビューを通して、技能実習制度と参加者の意識の面から分析し、その構造を明
らかにする。
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日本語学習へと広がりを見せてきている」（石井	1997）とされる。
　地域日本語教室で「日本語を教える」という活動については、従来より多くの批判がなさ
れてきた。新居（2008）では代表的な批判を、「①『文型積み上げ式』の日本語教授法への批
判　②ボランティアと外国人学習者の『先生－生徒』という関係が権力関係であるという批
判」の２点にまとめている。外国人参加者と日本人ボランティア講師の関係は、新庄（2006）
でも、「地域の日本語教室が市民ボランティアと外国人学習者の間に『教える人（日本人）／
教えられる人（外国人）』という非対称的な関係を、日常の生活環境だけでなく、日本語教室
に至るまで維持させている」と述べられ、両者の関係を対等・平等ではないとしている。同
様の主張は、足立・松岡（2005）、西口（2006）、松尾（2008）等によっても繰り返し述べら
れている。
　これらの批判の背後にあるのは、地域日本語教室では「教える／教えられる」という関係
の下で、ボランティアの日本人が主体となり、それに対して外国人は常に受身の存在となり、
そこに無意識のうちに権力関係が生じて、本来あるべき対等・平等な関係が損なわれている
というものである。西口・新庄・服部（2007）では、「『地域日本語教育』の視点は、その呼
称の中にすでに、『日本語を教えること』や、その一方で『日本語を学習すること』が含まれ
ている。『地域日本語学習支援』と呼んでも事情はさほど変わらない」としている。さらに非
対称の関係はボランティアと学習者だけでなく、野々口（2016）では、日本語教育の専門家
とボランティアの間にも存在し、いわば二重の非対称の関係が生じているとされる。

2.2．地域日本語教室の望ましい在り方

　日本人ボランティアが外国人を学習者として一方的に日本語を教えるという非対称で不平
等な関係ではなく、望ましい在り方としての地域日本語教室の役割や形態についても様々に
論じられてきた。
　久野（2002）では、外国人達が「地域の日本語教室に求めているのは、日本語学習のほかに、
友達づくり、生活情報が得られる、悩み事を相談する、母語が使用できるスペース」である
とし、役割としての多機能性を指摘している。また足立・松岡（2005）では、「言語形式に関
する知識の獲得ではなく、学習者自身がコミュニケーション行動の状況を理解でき、自分を
中心において、それに応じた行動、言語運用ができることが目標」であり「対等でない関係
を断ち切り、『日本人、外国人を問わず共に学び教えあう場』としての活動空間を築き上げる
ことが重要」と位置づける。
　新庄（2006）でも、日本人と外国人とが出会うことを「単に『日本語を教える－学ぶ』とい
う場ではなく、日本人と外国人とが『日本語を通して互いを学びあう』場」と捉え、その目的
は互いの言語や文化的背景を学び、多文化共生社会を実現することであるとしている。さら
に米勢（2010）では、「地域日本語教育とは、その教室活動で育まれる日本人の外国人への理
解や外国人とのコミュニケーション能力の向上が現実世界に波及することを目指すものでも
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ある」としている。地域日本語教室で学ぶのは決して外国人だけではなく、そこに参加する
日本人も同様であり、また教室活動が現実の社会生活に広がりを持って行くこともその重要
な役割だとしている。
　また日本語能力についても、その習得の目標は、ただ単に会話が流暢に出来たり、読み書
きが上達することだけではないとされる。例えば池上（2011）では、地域日本語教室におい
て習得されるべき日本語の能力とは、「いわゆる個体主義的な能力観によって規定されるも
のではなく、社会の多様な状況において他者との関係性の中で発現する能力」であり、その
ための日本語教育は、「ある特定の外国人のためだけではなく、すべての人のコミュニケー
ション力の伸長を果たすものでなければならない」とされている。
　これらに共通しているのは日本人参加者＝教える者、外国人参加者＝教えられる者という
固定的・一方通行的な関係を止揚し、地域日本語教室での日本語使用を通じて、双方が学び
合いながら対等・平等な関係を築き、共に一人の参加者として教室活動を創り上げていくこ
と、さらに理解力や表現力を付けていくことによって、社会に能動的に関与し、変革してい
く力を高めていこうとする方向性である。
　また石塚・杉澤・阿部・山西・河北・山辺（2015）が、「地域日本語教室が学習者（多くは
外国人）にとっても、支援者（多くは日本人）にとっても、双方に居場所と感じられる場にな
ることが、『多文化共生』社会の実現につながるのではないかと考えられる」と述べるように、
母語とは異なる言語環境に置かれ、生活面でも精神面でも常に不安な状態に置かれる在住外
国人にとっての地域日本語教室の役割を「居場所」と捉える見方もある。重要なのは、ここ
でもそれは外国人だけのものではなく、日本人を含む教室に参加する全ての者にとっての「居
場所」であるべきだという考えである。

2.3．具体的な実践

　地域日本語教室の役割や意味については、抽象的理念だけではなく、実際の日本語教室の
実践活動を通してその意義をより明確に探求したものもある。
　西口・新庄・服部（2007）では、「在住外国人と一般日本人が集っている教室こそが、外国
人と日本人が交わる貴重な場であり、多様性を内包した重要な対話の場であり、外国人と日
本人が日本語で話すまたとない機会である、と考える」と発想の転換を図った上で、その実
践を「日本語交流活動」と名付け、「一人ひとりの参加外国人の限られた日本語力に寄り添い
相手の人格を尊重する形でおしゃべりをしたらどうか」と述べている。より具体的には「①
日本語を教えるよりも、おしゃべりをすること。②ボランティアのほうが一方的に話してし
まうようにならないように、どちらかというと外国人参加者が話すことに意を注ぐこと」と
かなり戦略的な方策を提案している。
　この提案の背景には、西口（2008）によれば、「地域日本語教室に参加する外国人が教室に
期待しているのは、生活上の実用のために必要な日本語
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』である可能性がある」（傍点は西口）という洞察があり、またこのような実
践こそ、いわゆる文型積み上げ式の教授法より日本語の自然習得に繋がること、また地域日
本語教室はその習得環境を提供が出来ることを指摘している。
　また岡崎（2008）では、「共生日本語教育」という実践を提言している。「共生日本語」とは、
日本語母語話者と日本語非母語話者の接触場面でコミュニケーションの手段として使われる
日本語のことであり、双方が共に学びながら創造するものとされる。具体的には外国人・日
本人双方が置かれた現実を両者が出し合い共有する、そして現実に問題があるとしたらそれ
はどんな性質の問題であり、その原因はどこに求められるかを一緒に考え、解決の糸口を探
り、一緒に行動に移せる選択肢を見つけるというものである。
　さらに御舘（2013）では、「対話活動を実施することによって、より多くの地域住民が気軽
に参加でき、そこで人間関係が作られ、多文化共生の地域づくりにつながっていくのであれ
ば、地域におけるボランティア活動として、より適切なかたちであると言えるのではないだ
ろうか」と述べ、さらに「対話活動を実施することによって、外国人参加者に地域社会で暮
らしていくため重要なコミュニケーション能力が身につき、地域社会における人間関係もで
きること、また日本人参加者の間口も広がり、地域に展開しやすいといった意義が見出され
た」とその効果を述べている。
　野々口（2016）では自らが関わった地域日本語教室の、時期を隔てた二つの実践から教室
内容を「教科書型」	「おしゃべり型」	「相互探求型」	「対話的問題提起学習」の４つに分類し、参
加者によるそれぞれの会話分析から、「対話的問題提起学習」においては、参加者に意識の変
容が生じ、それは社会への能動的関わりや主体的な生き方への可能性に繋がっていくと述べ
る。これらはいずれも従来の、単に日本語を教えるという学校的な場から、地域日本語教室
を、参加者全員の「対話」を重視する場に変革していこうとする試みであるとも言える。
　このように、日本語教室は「教える／教えられる」という非対称的な関係ではなく、対話
や交流によって、そこに集う全ての参加者が等しく日本語を一つの手段として学び合い、理
解し、表現出来ること、そして全ての者がその経験から社会生活を能動的に切り開く力を得
ていく場所が目指されている。
　しかしそれにも拘わらず、「状況の改善が進んでいると言えない」（池上	2007）のであり、

「いまだに参加者同士の力関係の不均衡を乗り越えてはいない」（福村	2017）という状態が継
続しているのが実態であると考えられる。その理由を２.４.で述べる。

2.4．外国人参加者のニーズ

　問題点は様々な角度から論じられているが、まず理念と現実の乖離や外国人参加者のニー
ズという問題が存在する。足立・松岡（2005）では、「実際、多くの地域の日本語教室では、
日本語教授法を取り入れて活動を行っている」と指摘し、米勢（2006）でも、「多くの地域日
本語教室が日本語学校などで使用されているテキストを使っている。学習者のニーズに合わ
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せて、日本語能力検定対策、仮名や漢字、読解などのクラスも設けている」とその現状が述
べられている。新矢（2013）においても、「地域の日本語教室においては、『ともかく、今す
ぐ使えるもの』が重視されるため、口頭言語優先となる。彼ら／彼女らを受け入れる立場の
日本人や日本語教室が、『聞く・話す』を重視する傾向が強い」とされる。
　さらにニーズに応えることこそ地域日本語教室の役割であるという主張も強い。例えば周

（2009）は、「ほとんどの学習者たちは日本語のレベルがまだ低いので、早く上達したいとい
う切実な希望」があるのであり、「ボランティアは日本語を教えるという責任感」を持つべき
だと述べる。さらにヤン（2012）も、「日本語教育は『言語の教育』である。言語教育という
ことは、言葉を学ぶ者に対してその言語能力の向上を保障しなくてはならない」とされ、日
本語教育がすべきことは、「言うまでもなく『日本語能力の育成』である」とまで言い切る。
日本語に困難性を抱える外国人参加者を目の前にし、そのニーズを最重要視し、それに応え
ることこそ日本語教室の役割であるとボランティア講師が自己規定する時、活動内容がひた
すら「教える」活動に傾斜していくのは極めて自然な成り行きであるとも言える。

2.5．心理的安心感や言語観

　また方法論的に教科書主体の教授法は、御舘（2013）が述べるように、「テキストに沿って
文型項目を積み上げていくのは『実感』と『安心感』がある」のは事実であろうし、米勢（2010）
が、「外国人参加者やボランティアの『文法を理解し何度も繰り返し練習することによって言
語習得が起きる』といった言語学習観や、文型積み上げ式のテキストを使用し文型や語彙の
導入･練習といった活動方法とその工夫を伝授するタイプの養成講座がこの活動を支えてき
たと言ってよいであろう」と指摘するように、非対称性の形成には、テキスト主体の日本語
学校的な内容と同時に、外国人参加者とボランティア双方の心理や言語観も影響する。

2.6．関係そのものに内在する非対称性

　ボランティア講師と外国人参加者の非対称性には、表面的なものだけではなく、母語話者
から非母語話者への日本語教育という構造をとる限りその解消は不可能であるという視点も
ある。新居（2008）では、母語話者と非母語話者が対等な立場で関われることを目指した日
本語教室における日本人参加者へのインタビューの中から、「母語話者である限り日本語の
学習を主目的とする参加者と完全に対等な立場になることは困難であり、純粋な一参加者に
はなりきれない」という声を捉え、「『教える人－教えられる人』、『母語話者－非母語話者』の
対等という理想は、固定的な役割関係の下で相互行為を行う限りは実現し得ない」としている。
　萬浪（2016）でも、「『学習支援』を『日本語を教える』という関わりであると捉えた場合は
教える者は教えられる者の『上』に立つ関係となるため、それと同時に水平な関係を保って
対話や協働を実践することには無理が生じる」と指摘されている。つまり地域日本語教室で
ボランティアが外国人に日本語を教えるということ自体に非対称的な関係が当初より埋め込
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まれているということである。換言すれば、言語的には絶対的に優位に立つ日本語母語話者
が非母語話者に日本語を教えるというスタイルをとろうとした途端に非対称性や権力性が生
じるということである。従って非対称の解消の為には日本語母語話者の教えるという方法や
意識の変革が必須であるが、そもそも「教える」という善意や強い意識が参加動機になって
いる市民ボランティアにその変革を要求することは簡単ではない。

2.7．制度的な問題

　外国人参加者と日本人参加者の非対称性を乗り越え、地域日本語教室の理想的な理念や在
り方が主張されても、知識伝授の学校型教育や教える／教えられるの非対称的な関係から脱
却し、対等・平等の共生的関係に基づく対話やコミュニケーション主体の活動に移行するの
は容易ではないが、これには地域日本語教室の制度的な問題も関係する。すなわち、「地域
日本語教室が主導してすべての役割を担っていくことは不可能」（久野	2002）であり、「現実
には、公的な学習機会の保障はされておらず（略）その役割を地域日本語教室に担わせている」

（米勢	2006）ことにも起因する。
　地域日本語教室における外国人参加者と日本人参加者の非対称性の形成やその要因は以上
のようにまとめられるが、では外国人技能実習生にとっての非対称性はどのようなものだろ
うか。他の外国人参加者と同様なのか、異なるのか、あるいは固有のものがあるのだろうか。
３.及び４.で明らかにする。

３．調査対象と方法
　３.では分析するための調査方法を説明する。筆者は2007年５月より大阪府下のＡ市にあ
るＢ地域日本語教室でボランティア講師を務めているが、2016年より担当している、ある
いは担当した実習生５名と、実習生が雇用されている企業の担当者３名、及びＢ地域日本語
教室のボランティア講師２名を調査対象とする。以下、表１でＢ日本語教室の概要、表２で

表１　Ｂ地域日本語教室の概要（2017 年 11 月現在）

設立・主宰・日時等 2007年５月設立、主宰はＡ市国際交流協会、開催は毎週火曜日で、昼クラス
＝ 14時～15時30分　夜クラス＝ 19時～20時30分。場所はＡ市市民会館。

学習者等

開講以来ののべ学習者数は 377名（男性 205名、女性 172名）、学習者の国籍は
のべ 34カ国であり、その属性は、実習生、留学生、語学学校教師、主婦、エン
ジニアなどである。出席は常時、昼クラス４～５名、夜クラス10～15名で、受
講料は無料。

ボランティア講師等 18名、退職者や主婦が中心。講師の要件は、最低限、Ａ市国際交流協会が開講
するボランティア養成講座を受講することである。

受講形態・内容等

昼クラスはほぼマンツーマン形式、夜クラスはレベル別に１～３名程度のグルー
プに分け指導。指導内容は「みんなの日本語」を中心とするが、講師に一任して
いる部分が多い。筆者は学習者の希望もあり、日本語能力試験対策を中心にし
て、漢字・作文・フリートークなどを行っている。
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調査対象者10名（ａ～ｊ）のプロフィールを示す。
　分析は、実習生については、日本語の学習や地域日本語教室への参加動機等に関する２種
類のインタビューと作文によって行う。インタビューは、ａ・ｂ・ｃを対象に2017年７月に、
ａ・ｄ・ｅを対象に2016年 10月と2017年１月の２回、それぞれ約１～２時間の半構造化
インタビューを実施した。実習生については筆者との通常のやりとりから支障がないと判断
したので全て日本語で行った。作文は、日本語や日本語教室に関する様々なテーマ等につい
て、200字（22回目からは300字）で毎週の課題としている。提出翌週に筆者が添削して返
却しているが、全員が最低16回以上提出している。さらに、作文返却時に内容について５
分間程度のインタビューも行った。
　企業担当者については実習生の仕事内容や日本語学習に関して、2017年２月にｆとｇを
対象に、また2017年８月にｈを対象にインタビューを行った。またボランティア講師ｉ、
ｊについては、参加動機などに関して、2017年７月にインタビューを行った。データは全
て対象者別・内容別に分類したうえ、本稿と関連する部分を抽出した。記述にあたっては出
来るだけ元の言葉や表現を生かすようにしたが、明らかな間違いは訂正した。また文意に支
障のない言いよどみやフィラーは削除した。

４．分析
4.1．技能実習制度としての問題

　大重（2016）は、高齢化社会の到来による日本の労働力不足という現状の中で、技能実習

表２　実習生・企業担当者・ボランティア講師のプロフィール（2017 年 11 月現在）
実習生 ａ～ｅ
実習生 出身国 性別 所属企業 来日時期 日本語学習（来日前研修） レベル 担当期間

ａ ベトナム 女 Ｃ社 2015. １月 研修６ヶ月 Ｎ２ 約１年半
ｂ ベトナム 女 Ｃ社 2015.11月 ４年（大学）と研修５ヶ月 Ｎ３ 約８ヶ月
ｃ インドネシア 男 Ｄ社 2015.12月 ３年（大学） Ｎ３ 約８ヶ月
ｄ ベトナム（帰国） 女 Ｃ社 2014. ２月 研修６ヶ月 Ｎ３ 約１年
ｅ タイ（帰国） 男 Ｅ社 2014. ２月 研修４ヶ月 Ｎ２ 約１年

企業担当者 ｆ～ｈ（所属・役職等はインタビュー時）
企業担当者 所属企業 プロフィール等

ｆ Ｃ社 管理グループ・総務チーム、Ｃ社は大阪府Ｍ市にある大手電気器具製造メーカー
ｇ Ｄ社 管理部部長、Ｄ社は大阪府Ａ市にある食肉加工及び販売会社
ｈ Ｅ社 常務取締役・海外事業本部長、Ｅ社は大阪府Ａ市にある金属熱処理会社

ボランティア講師 ｉ・ｊ
ボランティア講師 プロフィール等

ｉ 男性　70代　Ｂ地域日本語教室代表　教室設立当初より参加
ｊ 女性		60代		参加して約５年
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制度が「日本の技術の海外移転という国際貢献を目的とした制度でありながら、その実態は
非熟練労働者の受け入れの制度として運用されている」のであり「実態は日本人が就きたが
らない労働分野の補完として機能」させられていると述べる。そして具体的には最低水準の
賃金・不当控除・長時間労働・時間外等手当の不払い・労災事故・高額の保証金といった問
題だけでなく、暴言や暴力・セクハラ・パワハラ・旅券や在留カードの取り上げ・強制貯金・
強制帰国などの多くの人権侵害が行われていることを指摘している。
　またベトナム人の研究者であるグェン（2013）は、日本企業とベトナム研修生間の通訳及
び実習生の手助けをする中で、７人のベトナム人実習生にインタビューを行い、やはり実習
生の様々な問題を取り上げている。本来、技術・技能習得の目的であるはずの実習生派遣は、
実はベトナム国内の失業問題の解消策の一つとしての労働力輸出であり、そうしたベトナム
政府の政策などを背景にして、斡旋詐欺・保証金問題・逃亡・犯罪など様々な問題が生じて
いることを指摘している。
　法律の改正や強化で徐々に改善されており、Ｃ・Ｄ・Ｅの３社とも、実習生に対しては適
切な対応をとっており、実習生の日本語習得や日本人との交流についてもどちらかというと
積極的に支援している。実習生も所属企業に特に大きな不満を表明するわけではなく、いい
企業だと賛美することもある。しかし、それでも企業での実習生担当者には次のような発言
が見られる。

（１）ｆ 「（来日後の集中研修は）内容としてはＣ社の内容を勉強しているんです。（略）日本
語を通して、Ｃ社を学んでいるんです。（略）Ｃ社の企業理念、日本語で学んで。（社
内で週１回日本語の勉強の機会を設けているが、それは）試験（日本語能力試験）に
合格する（略）とこに目標においてもらうと多分日常の現業の仕方とか、変わる人だ
ろうと思うんです。そこに付随してですね。だから相乗的に全部効果がある。」

（２）ｇ 「もう正直申し上げますけど、日本語だけ出来るというほどやったら日本語知らない
方がまだましなんです。（略）我々が意図してること以外のことを彼らがもし伝えた
ら、間違って他の方に拡散してしまうんでね、逆にそれやったら、変に日本語知ら
ない方が、その人とは、接しないんで、日本語だけ出来るのは厄介。（略）基本的に
は与えられた仕事を黙々とやらなあかんからね。」

（３）ｈ 「真面目に、きっちり雇用をね、確約してくれるというのですかね、日本の場合のア
ルバイトさん、パートさんでしたらね、３年間とかそういう長期に保証がないんで
すよね。（略）仕事がそんなにまあ読み書きするような仕事ではないんですね、作業
的な仕事になるんで。」

　ｆ・ｇ・ｈの３人は全て、基本的には社会問題化されている経営者のような労働者の人権
を無視した強圧的態度は一切なく、どちらかと言うと、実習生達を信頼し、大切にしている
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ことがインタビューの全体を通じて強く感じられる。実習生達の日本語習得も心より支援し
ている。しかし良心的な企業やその担当者であっても、やはり実習生を効率のよい一人の労
働者として企業の論理から捉えているのは明白である。日本人従業員との仕事については、
賃金条件等はもちろん日本人より劣位に置かれる。しかし実習生は批判出来る立場ではない。
割り切ってあきらめるしかない。実習生ａは現状に満足しながらも次のように述べる。

（４）ａ 「私日本人より仕事している、給料本当日本人より低い、でもそれは思っていない、
自分の目的がありますから、３年間だけいいです、外国人だし、私も実習生として
働いていますから、日本人正社員ですから違いです。だからそれ思っても意味ない
ですから、自分で疲れる、だからあまり気にしない。」

　日本人との人間関係についても、実習生との融和や交流を積極的に図る企業もあるし、実
習生の中にも日本人は親切だと言う者もいる。職場仲間と親密な交流を築く者もいる。しか
し一方で次のような発言もある。

（５）ｄ 「（ベトナム人が好きじゃない人は）はい、一人だけじゃなくて、全員です。ベトナ
ム人は日本人じゃないから、ちょっと好きじゃない感じがもっています。」

　つまり技能実習生は経済格差を背景にしたグローバリゼーションの構造の中で、日本人労
働者とはそもそも非対称の関係からスタートしている。それは賃金や労働条件のみならず相
互の人間関係においても当初から存在している。

4.2．実習生のニーズ

　また日本語習得については、技能実習という建前だが、実態は単純作業であり、日本語は
必要とされないことも多い。時には発言（2）にあるように、日本語を知っていることが弊害
になるということさえ述べられる。日本語学習支援もその背景には企業利益が透けて見える。
来日前の日本語事前研修は国によっても異なり、とても役に立ったという声もあるが、ｅは
次のように語る。

（６）ｅ 「日本語のテスト、毎週３ヶ月間大きいテストがある。毎週です。日本語は３ヶ月く
らい勉強します。毎週月曜日大きいテストがあります、めっちゃ難しかったです。（日
本の会社に合格後も）あと、2ヶ月学校あります、テストがある。テストが合格出来
ないなら、成績、勉強の点数、その会社が合格します。それが点数が悪いとったん
ならもうダメです。もっと厳しいです、もっと辛かった。」
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　実習生にとって来日前の日本語研修は必須であり、その成績が来日の成否に直結する。こ
の研修では４ヶ月～６ヶ月程度、日本での技能実習に備え、教科書を中心とした基本的な日
本語教育が集中的、徹底的に行われる。つまり実習生は地域日本語教室に来る以前に日本語
学校的な学習形態を経験している。来日後の研修はより実践的になり、発言（1）で言われる
ような企業への順応を目標とした内容も取り込まれる。その後、各地の工場などに配属され
るが、仕事の内容は多くが技能の習得というよりは単純作業が多い。仕事中は私語が禁止さ
れているし、特に日本語が必要とされないことも多い。また実際に話される日本語は容易に
は理解出来ず、日本人との会話も簡単ではない。さらに日本語の習得の場も保障されない。
その中で日本語能力の向上を目指す実習生は地域日本語教室に来るようになる。その動機は
例えば次のように示される。

（７）ａ 「私は日本に来たばかりの時、日本語が通じなくてとても心配しました。ベトナムで
６ヶ月ぐらい日本語を習いましたが、日本人の話が聞き取れませんでした。」

（８）ｂ 「会話ですね、『みんなの日本語』から基本的な日本語を勉強したけど生活で違う、
人によって言い方も違いますでしょ、それも教えてほしい。（略）来たばかりの時、
聴解一番難しいと思います。」

（９）ｅ 「きっかけはもっと日本語を勉強したい。Ｎ２を合格までです。」

　実習生の在日期間は３年と決定されており、永住ではない。従って実習生が地域日本語教
室へ来る目的はかなり明確である。日本語の会話や聴解の困難性に直面し、少しでも上達し
たいと考えて教室にやってくる。また日本語能力試験は帰国後の就職にもかなり有利であり、
また企業も勧めていることもあり、多くの実習生にとって強い動機づけである。つまり２.４.	
で述べた学習者のニーズは実習生の場合相当強く、無視し得ないものである。来日時の実習
生の日本語会話や聴解の不安、あるいは将来の仕事に直結した日本語能力試験合格への強い
希望は教室活動を必然的に規定する。

4.3．ボランティア講師の問題

　ボランティア講師ｉ・ｊはそれぞれ仕事を退職したあと、地域の外国人に何らかの貢献を
したいという動機でボランティア活動を開始している。二人とも教室活動の中心は教科書主
体ではなく、学習者が教室で楽しさを感じてくれることを主眼とした対話や交流を重視して
いるとしているが、それでも次のような発言が見られる。

（10）ｉ 「彼等自身、ものすごく、日本語を習いたい勉強したいという気持ちがやっぱり強い
でしょうね。（略）教えてあげる時のね、うーん、向こうが喜んでくれたら、それで、あ、
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良かったなあという。」

（11）ｊ 「１年で帰った中国の男の子もね、メールでやり取りしてたら、帰ってからも 1年間、
僕に日本語教えて下さって本当にありがとうございました。あの人にとっては私が
先生で、本当にそこから学ぼうとしてたんだなって。彼達にとっては自分が教えて
もらう人。（略）この人から日本語学ぶ、この人達は先生だと思われていると思った
時に、本当にもっと、きちっとですね、その人達に対応しないといけないなあ。」

　外国人参加者のニーズにしっかり応えて、懸命に向き合おうとする講師の善意や誠実性が
結果的に自分自身を「教師」と無意識に自己規定し、非対称性を不可避に産出していく構造
が窺える。それは筆者自身の経験や現状から省察してももちろん同様である。無償で教室に
やってくるボランティア講師や、日本語能力試験に合格した後の講師に対する純粋なお礼や
感謝の言葉は、「教える／教えられる」の関係の拡大再生産に繋がっていく。
　さらにＢ教室では他の地域日本語教室にもよく見られるように、講師の条件としては、誰
でもＯＫというわけではなく、10回程度のボランティア講師養成講座の受講が必要とされる。
多くは近隣の日本語学校講師が担当し、基礎的な日本語教授法が教えられる。養成講座の内
容そのものが、地域日本語教室に参加しようとする市民に対して、教室活動の内容は「日本
語教育」であるという概念を浸透させ、その方法論が重要であるという認識が受講を通じて
自動的に醸成されていく。４.１.から４.３．で述べたように、技能実習という制度そのものに内
在する問題、実習生としてのニーズ、ボランティア講師の関与の形態や意識がそれぞれ相互
に関連し合いながら、地域日本語教室では、実習生以外の外国人参加者と同様に、あるいは
それ以上に非対称性が作り上げられていくことになる。これを解消し、対等・平等的な教室
活動を創り上げていくには参加者全ての意識の変容がもちろん重要だが、外国人技能実習制
度自体の根本的な是正や変革もまた不可欠である。

５. まとめと今後の課題
　本稿では地域日本語教室に通う外国人技能実習生における、日本人参加者と外国人参加者
の「教える／教えられる」という非対称的な関係の生成要因について、先行研究を踏まえな
がら、筆者が関係している教室の実習生・企業担当者・ボランティア講師を調査することに
よって考察した。分析の中で、実習生においては、地域日本語教室における非対称性や教科
書主体の活動内容への傾斜性がより強く見られること、その要因には技能実習生のニーズや
ボランティア講師の意識が強く関与していること、さらに外国人技能実習という制度そのも
のが特に影響していることを明らかにした。しかしこのことは、２.３.で示した対話や交流
を中心とした教室活動を実習生が希望していないということを意味するものではない。教室
への直接的なニーズを述べる一方で、教室における日本人や他の外国人とのコミュニケー
ションを楽しみにして、継続参加する実習生は少なくない。
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　今後は、外国人技能実習生における望ましい地域日本語教室の在り方についてさらに詳し
く考察し、筆者自身の実践に繋げていきたいと考える。
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１．はじめに
　日本語学習において漢字は避けて通れないものである。これまで、多くの研究者（大北	
1995；	金	2010；	マテラ	2013等）によって漢字学習方法や教育方法に関する研究がなされ、
様々な漢字学習法が提唱されてきた。しかし、「漢字を習得することが日本語の中で最も難
しい」と考える学習者も多い。とくに文字体系の全く異なる非漢字圏日本語学習者（Learner 

from Non-Kanji Background：以下LNB）にとって漢字の習得は、漢字圏日本語学習者に比
べ、より一層困難なものである（柳田	2011）。ところが、ヨーロッパなどの教育機関では、
実際の日本語指導場面において漢字教育に当てられる時間は決して多くはなく、２年目から
は自習形式を取っている所も多い（川口	2010）。
　しかし、漢字に苦手意識を持つLNBも日本語の学習を続ける上で、留学やインターンシッ
プなどを通して日本に滞在することが増えている。母国において漢字を全く用いることがな
いLNBは、漢字を用いることが日常茶飯事である日本での生活において、漢字を習得せざ
るを得ない状況になるに違いない。
　これまで、日本語学習歴と漢字学習ストラテジーの関連について調査された研究はいくつ
か報告されている。しかし、日本滞在歴と漢字学習ストラテジーの関連について調査された
研究は、管見の限り見つからなかった。
　そこで筆者は、日本滞在歴により使用する漢字学習ストラテジーにどのような変化がある

漢字学習ストラテジーは
滞日経験により変容するか

中川 愛理

　漢字に苦手意識を持つ非漢字圏日本語学習者（Learner from Non-Kanji Background:	
LNB）は日本語の学習を続ける上で、留学やインターンシップなどを通して日本に
滞在することが増えている。筆者は、LNB が日本滞在歴によって使用している漢字
学習ストラテジーに違いがあるのかを知るべく、質問紙調査を行った。その結果、
日本滞在歴によって異なるストラテジーを用いる傾向が見られた。日本に滞在した
ことがないものは、記憶ストラテジーや認知ストラテジーを、滞在歴が短いものは
メタ認知ストラテジーを、滞在歴が長くなれば、社会ストラテジーや情意ストラテ
ジー、補償ストラテジーを多用していることがわかった。すなわちLNB は、自身
に適した漢字学習ストラテジーを日本滞在の中で自ら獲得し、使用できるように
なっていることがわかる。

要　旨

研究論文
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のかを明らかにするため、学習者が使用している漢字学習ストラテジーを問う質問紙調査を
行った。本論文では、日本滞在歴と漢字学習ストラテジーの関連について質問紙調査からわ
かったことを報告する。

２．先行研究
　漢字学習ストラテジーに関して調査した先行研究には、Oxford（1990）などがある。
Oxford（1990）は学習ストラテジーを「より易しく、より早く、より楽しく、より自主的に、
より効果的にし、かつ新しい状況に素早く対処するために学習者がとる具体的な行動である」
と定義している。

2.1．Strategy Inventory for Language Learning

　Oxford（1990）は、「Strategy Inventory for Language Learning：以下SILL」と呼ばれる
アンケートを開発し、このアンケート調査により、言語習熟度が高い学習者ほど、学習スト
ラテジーを多用している傾向があることを明らかにしている。
　また、学習ストラテジーを大きく直接ストラテジーと間接ストラテジーの２つに分類して
おり、直接ストラテジーには、記憶ストラテジー、認知ストラテジー、補償ストラテジーが、
間接ストラテジーには、メタ認知ストラテジー、情意ストラテジー、社会ストラテジーが含
まれるとしている。
　直接ストラテジーとは、目標言語に直接かかわる言語学習ストラテジーのことである。

（1）記憶ストラテジー

　効率よく記憶するためのストラテジー。例えば、知的連鎖を作る、イメージや音を結びつ
ける、繰り返し復習する、動作に移す、というストラテジーがある。

（2）認知ストラテジー

　学習者が色々な方法を使って、外国語を理解するのに役立つストラテジー。例えば、練習
をする、情報内容を受け取ったり送ったりする、分析したり推論したりする、インプットと
アウトプットのための構造を作る、というストラテジーがある。

（3）補償ストラテジー

　足りない知識を補うために使うストラテジー。例えば、聞くことと読むことを知的に推測
する、話すことと書くことの限界を克服する、というストラテジーがある。
　間接ストラテジーとは、言語学習の過程を調節するのに役立つストラテジーのことである。

（1）メタ認知ストラテジー

　学習の位置づけ、順序立て、計画、評価といった機能を使って、言語学習の過程を調節す
るストラテジー。例えば、自分の学習を正しく位置づける、自分の学習を順序立て計画する、
自分の学習をきちんと評価する、というストラテジーがある。
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（2）情意ストラテジー

　感情、動機づけ、態度を調節するのに役立つストラテジー。例えば、自分の不安を軽くす
る、自分を勇気づける、自分の感情をきちんと把握する、というストラテジーがある。

（3）社会ストラテジー

　社会的インターアクションを通して目標言語の学習を促進するストラテジー。例えば、質
問をする、他の人々と協力する、他の人々へ感情移入する、というストラテジーがある。

2.2．Strategy Inventory for Learning Kanji

　Bourke（1996）は、Oxford（1990）のSILL をもとにLNBの漢字学習に特化した「Strategy 

Inventory for Learning Kanji：以下 SILK」を開発した。SILK はオーストラリアの学習者
が漢字をどのように覚えているのかを発話思考法を用いたインタビューによって調査し、さ
らに日本語母語話者の児童の漢字学習を観察することによって作成されたものである	

（Bourke	1996）。
　SILK では 56項目のストラテジーを大きく「漢字学習ストラテジー（Strategies for 

learning Kanji）」と「学習管理ストラテジー（Strategies for man-aging learning）」の２つの
グループに分類しており、「漢字学習ストラテジー」には連想、ストーリー、部首、頻度、経
験、視覚化、自己モニター、補償、連続／文脈、肉体／感情の反応、音声、筆順の12のカ
テゴリーが含まれ、「学習管理ストラテジー」には、学習の計画、学習の評価、他者との協力
という３つのカテゴリーが含まれている。SILKのカテゴリーとSILL の項目との対応に関
しては谷口（2016）の先行研究を引用し、表１に示す。

表１　SILK のカテゴリーと SILL の項目との対応（谷口 2016）
SILK 対応すると考えられる SILL の項目

（Bourke1996：199-200）グループ カテゴリー

漢字学習
ストラテジー

連想 記憶ストラテジー
ストーリー 記憶ストラテジー

部首 記憶ストラテジー
頻度 記憶ストラテジー／認知ストラテジー
経験 記憶ストラテジー

視覚化 記憶ストラテジー
自己モニター メタ認知ストラテジー

補償 補償ストラテジー
連続／文脈 記憶ストラテジー

肉体／感情の反応 記憶ストラテジー
音声 記憶ストラテジー
筆順 記憶ストラテジー

学習管理
ストラテジー

学習の計画 メタ認知ストラテジー
学習の評価 メタ認知ストラテジー

他者との協力 社会ストラテジー



中川 愛理

40 Language and Culture, vol.12   March 2018

　しかし、Bourke（1996）のSILKでは、Oxford（1990）のSILLをもとにアンケートが開
発されたにもかかわらず、SILLのストラテジー項目が網羅されていなかったり、SILKの項
目に対し、SILLの項目が均等に分類されていなかったりしたことから、本研究ではOxford

（1990）のSILL に基づき論考を進める。

３．漢字学習ストラテジーに関する調査
3.1．質問紙調査対象者

　LNB220名に質問紙調査をお願いし、無回答な
どを除いた171名を調査対象者とした。調査対象
者はレベルを問わず、日本滞在歴が２年以内の者
である。国別の人数の内訳は表２に示した。なお、
回答者数が１名のみの国については一つの欄にま
とめて記載する。

3.2．アンケート策定法

　まず、フェイスシートで国籍、母語、日本語学
習歴、現在の居住地、日本での居住経験の有無、
日本で居住した、あるいはしている場所、そして
その期間を問うた。
　そして、漢字についての意識を問うため、漢字の好き嫌いについての意識調査、さらに、
漢字の授業についての意見を聞くため、学校で受講している、またはしていた漢字の授業が
好きか、嫌いかを問うた。
　その後に続く40項目からなる漢字の学習ストラテジーは、Oxford（1990）のSILL に基づ
き、記憶ストラテジー、認知ストラテジー、補償ストラテジー、メタ認知ストラテジー、情
意ストラテジー、社会ストラテジーの６つのグループに分類した。これらの項目を、質問紙
にアトランダムに並べ、「４：いつもそうする、３：ときどきそうする、２：たまにそうする、
１：まったくそうしない」の４件法で自分の気持ちに一番近いところにチェックしてもらった。
　アンケートは日本語版と英語版を用意し、どちらでも好きなほうを回答できるようにした。

３.２.１.アンケート項目
　記憶ストラテジーには、次の11項目が含まれる。
１．漢字の読み仮名を、声に出して読みながら書く。
２．音読みと訓読みを区別し、分けて覚える。
５．日本語のインターネットサイトを見て新しい漢字を覚える。
10．教科書のテープやCDを聞いて、同じように読む。
11．漢字の単語帳やカードを作る。

表２　国別の人数内訳
国名 回答者数

オランダ 123名

マレーシア 11名

ドイツ ７名

ベトナム ７名

アメリカ ６名

イタリア ３名

イギリス ２名

ネパール ２名

インドネシア、スイス、スペイン、
タイ、ニカラグア、フランス、ブ
ラジル、ベルギー、メキシコ、モ
ンゴル

各 1名

合計 171名
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12．新しい漢字を覚えるとき、形で覚える。
13．何度も繰り返して漢字を書く。
19．覚えた漢字を頻繁に復習する。
21．漢字のポスターなどを部屋に貼る。
26．新しい漢字を覚えるとき、これまで自分が学習した漢字と似ているところを見つける。	
28．空書き（空中に指で書く）をする。
　認知ストラテジーには、次の18項目が含まれる。
３．覚えた漢字をノートに整理する。
４．日本語の新聞や雑誌などを読んで、	漢字の知識を深める。
８．覚えた漢字を使って文章を書く。
14．漢字の熟語を作って覚える。
15．教室の外で漢字の看板や広告を見る。
17．毎日、日本語で日記を書く。
18．書道（習字）をする。
20．篇（へん）や旁（つくり）などの部首から漢字の出来かたをイメージする。	
22．ニンテンドーDSやスマートフォンなどで漢字のゲームをする。
23．色ぺンを使って漢字を書く。
25．日本語で書かれた手紙やメールの文章を声に出して読む。
29．参考書（ドリルなど）を使って勉強する。
30．インターネットや新聞などの漢字クイズをする。
31．文章を書くとき、できるだけ覚えた漢字を使っている。
32．テレビで漢字のクイズ番組を見て勉強する。
35．とめる、はねる、はらう、に気をつけて漢字を書く。
36．漢字を書くとき、大きく、はっきり書く。
39．日本語で覚えた漢字が説明できるように心がける。
　補償ストラテジーには、次の３項目が含まれる。
６．わからない漢字があれば、	辞書を使って調べる。	
27．漢字の意味を覚える。
33．頭や足など、体を使って漢字を書く。
　メタ認知ストラテジーには、次の２項目が含まれる。
37．漢字を学習する環境を作ろうとしている。
38．毎日、必ず漢字に触れる時間がある。
　情意ストラテジーには、次の５項目が含まれる。
７．日本語の本（小説、マンガなど）を読む。
９．日本語の字幕があるテレビや映画、	アニメなどを見る。



中川 愛理

42 Language and Culture, vol.12   March 2018

24．漢字で書かれたものを身に付けるなど、いつも身のそばにおいておく。
34．カラオケやCDの歌詞カードなどを見て、歌の歌詞を読んだり、見たり、歌ったりする。	
40．漢字の学習をするとき、自分を励ます。
　社会ストラテジーには、次の１項目が含まれる。
16．わからない漢字は先生や友達に尋ねる。

3.3．分析方法

　日本滞在歴が長くなれば、使用
する漢字学習ストラテジーにどの
ような変化があるのかを明らかに
するため、調査対象者171名を表
３のように３つのグループに分け、
分析を行った。
　なお、日本への滞在が２週間未満の者は、使用する漢字学習ストラテジーに変化がないと
考えAグループに含めた。また、今回の調査では、滞在が２年を超える者は対象から除外
した。これは、滞在が２年を超えると日本語を手段として使用する度合いが高くなっている
者が多いためである。

４．調査結果
　日本滞在歴によって、ストラテジーごと、SILLに基づいたグループごとに、使用するス
トラテジーにどのような変化があるのかを明らかにするため、統計解析ソフトSPSSを用い
て分散分析を行った。

4.1．ストラテジーごとの使用率

　まず、ストラテジーごとの使用率の変化を見てみよう。ここでは、日本滞在歴が長くなれ
ば使用率が高くなるストラテジーと使用率が低くなるストラテジーについて述べる。

４.１.１. 日本滞在歴が長くなれば使用率が高くなるストラテジー
　日本滞在歴が長くなれば使用率が高くなるストラテジーは７つあった。
４．日本語の新聞や雑誌などを読んで、漢字の知識を深める。（認知）
５．日本語のインターネットサイトを見て新しい漢字を覚える。（記憶）
６．わからない漢字があれば、辞書を使って調べる。（補償）
15．教室の外で漢字の看板や広告を見る。（認知）
18．書道（習字）をする。（認知）
20．篇（へん）や旁（つくり）などの部首から漢字の出来かたをイメージする。（認知）	
24.　漢字で書かれたものを身に付けるなど、いつも身のそばにおいておく。（情意）

表３　グループの内訳
グループ 条件 人数

A 日本に来たことがない者 116名

B 滞日経験が２週間以上６か月未満の者 23名

C 滞日経験が６か月以上２年未満の者 32名
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　これらは日本に滞在するからこそ使用できるストラテジーが多かったことから「周辺環境
利用」という概念名をつけた。LNBは日本に滞在することで自分の国では使用することが難
しい「４．日本語の新聞や雑誌などを読んで、漢字の知識を深める」	「5．日本語のインターネッ
トサイトを見て新しい漢字を覚える」などの漢字学習ストラテジーを日本生活で自然と習得
し、使用していることがうかがえる。また、「6.	わからない漢字があれば、	辞書を使って調
べる」というストラテジーは、日本で様々な漢字を目にし、学習者がすでに持っている漢字
能力と日本での生活で理解したい漢字との知識のズレを埋めるために、使用率が高くなって
いるのではないかと考える。

４.１.２. 日本滞在歴が長くなれば使用率が低くなるストラテジー
　日本滞在歴が長くなれば使用率が低くなるストラテジーは12個あった。
８．覚えた漢字を使って文章を書く。（認知）
10．教科書のテープやCDを聞いて、同じように読む。（記憶）
11．漢字の単語帳やカードを作る。（記憶）
12．新しい漢字を覚えるとき、形で覚える。（記憶）
13．何度も繰り返して漢字を書く。	（記憶）
14．漢字の熟語を作って覚える。（認知）
22．ニンテンドーDSやスマートフォンなどで漢字のゲームをする。（認知）
23．色ぺンを使って漢字を書く。（認知）
25．日本語で書かれた手紙やメールの文章を声に出して読む。（認知）
26．	新しい漢字を覚えるとき、これまで自分が学習した漢字と似ているところを見つける。

（記憶）
34．	カラオケやCDの歌詞カードなどを見て、歌の歌詞を読んだり、見たり、歌ったりする。

（情意）
35．とめる、はねる、はらう、に気をつけて漢字を書く。（認知）
　これらは漢字を覚えるための基本的なストラテジーが多かったことから「学習基礎」とい
う概念名をつけた。日本滞在歴が長くなれば使用率が低くなるストラテジーは、日本滞在歴
よりも日本語学習歴との関係が強いために、使用率が低くなっているストラテジーが多いの
ではないかと考える。「13．何度も繰り返して漢字を書く」ストラテジーは谷口（2016）の先
行研究において、日本語学習期間が長くなるにつれて「覚えるまで何度も書く」というスト
ラテジーの使用頻度が下がっていたことから、日本語学習歴との関連を見れば先行研究と一
致している。

4.2．SILL に基づいたストラテジーごとの使用率

　次に、3.2.1で見たOxford（1990）のSILLに基づいたストラテジーグループごとの使用率
を見てみよう。なお、本節の図に記載してあるA、B、Cグループについて再度記載しておく。
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Aグループは日本滞在経験がない者、Bグループは滞日経験が２週間以上６か月未満の者、
Cグループは滞日経験が６か月以上２年未満の者である。

４.２.１. 直接ストラテジー

（1）記憶ストラテジー

　記憶ストラテジーは滞在歴が長くなれば次第に用いられなくなっている。日本滞在歴が長
くなれば使用率が低くなるストラテジーと同様に、記憶ストラテジーについては日本語学習
歴との関係が強いと考える。

（2）認知ストラテジー

　認知ストラテジーはAグループの使用率が最も高く、Ｂグループ、ＣグループではAグルー
プに比べて使用率が低いことがわかる。覚えた漢字を使って、さらに自身の漢字能力を伸ば
そうという認知ストラテジーであるが、日本滞在歴が長くなればLNBは、認知ストラテジー
よりも、日本で使用することが容易な情意ストラテジーや社会ストラテジーを多用している
ようである。

図１　グループごとの記憶ストラテジーの使用率
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（3）補償ストラテジー

　補償ストラテジーは滞在歴が長くなるにつれて使用率が高くなっている。谷口（2016）の
研究において、日本語学習期間が長くなるにつれて補償ストラテジーの使用率が上がってい
たことから日本滞在歴だけではなく、日本語学習歴との関係も考えられる。しかし、LNB
が日本に滞在したことにより、目にしたり、使用したりする漢字も自然と多くなったことか
ら、自身に足りない知識を補うために補償ストラテジーの使用率が上がったとも考えられる。

４.２.２. 間接ストラテジー

（1）メタ認知ストラテジー

　メタ認知ストラテジーはAグループの使用率が最も高く、Bグループ、Cグループでは使
用率が低くなっている。以上のことから、日本に滞在したことがないAグループの学習者は、
意識的に漢字を学習する環境を作ろうとしていることがうかがえる。一方で、日本に滞在し
ているBグループ、Cグループの学習者は意識的に漢字を学習する環境を作らなくても、日
常生活で多くの漢字を目にすることができることから使用率が低くなっているのであろう。
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図３　グループごとの補償ストラテジーの使用率
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図４　グループごとのメタ認知ストラテジーの使用率



中川 愛理

46 Language and Culture, vol.12   March 2018

（2）情意ストラテジー

	

　情意ストラテジーに含まれる「７．日本語の本（小説、マンガなど）を読む」	「９．日本語の
字幕があるテレビや映画、アニメなどを見る」などのストラテジーは、海外で漢字を学習し
ているAグループの学習者よりも、日本に滞在しているBグループ、Cグループの学習者
のほうが日本で使用することが容易なのであろう。しかし、Bグループでは情意ストラテ
ジーの使用率が一度下がっている。これは、次に説明する社会ストラテジーを多用する代わ
りに、情意ストラテジーの使用率が一度下がるのではないかと考える。

（3）社会ストラテジー

　社会ストラテジーはAグループの使用率が最も低いことがわかる。Aグループの学習者
は日本に滞在していないことから、わからない漢字を周囲の人に聞ける環境ではないのだろ
う。また、Bグループの使用率は最も高い。このことから、日本に滞在することにより、周
囲の日本人に聞きやすい環境に学習者が置かれることがうかがえる。しかし、Cグループは
日本に滞在しているにもかかわらず使用率が下がる。これは、先ほど見た補償ストラテジー
の使用率がCグループでは上がっていることから、人に聞くというこの社会ストラテジーよ
りも、自分で調べるという補償ストラテジーを多用しているのではないかと考えられる。
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図５　グループごとの情意ストラテジーの使用率
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図６　グループごとの社会ストラテジーの使用率
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５．分析と考察
　以上の結果から、日本滞在歴と日本語学習歴には切り離せない関係があるが、日本に滞在
したことがない学習者は、認知ストラテジーや記憶ストラテジー、メタ認知ストラテジーを
多用している傾向があることがわかった。このグループがメタ認知ストラテジーを多用して
いることから、海外で漢字を学んでいる学習者は意識的に漢字を学習する環境を作り、漢字
を習得していることがわかる。また、日本に来たことがない学習者は記憶ストラテジーを用
いて基本的な漢字を覚え、認知ストラテジーを用いてさらに漢字への理解を深めようとして
いることもうかがえる。
　一方で、日本での滞在が６か月程度の学習者は、社会ストラテジーを多用しており、周り
にいる人に聞いたり、質問したりすることで自身の漢字学習をより促進させていることがわ
かった。これは、日本に滞在しているからこそ容易に用いることができるストラテジーで
ある。
　日本での滞在がさらに長くなると、日本の映画を見たり、日本の本を読んだりすることで
漢字を楽しく学習する情意ストラテジーの使用が高くなっている。情意ストラテジーも、海
外では用いることが難しい学習ストラテジーであろう。また、漢字の理解をより促進させる
ために、補償ストラテジーを用いて自身に足りない漢字の知識を補っていることがわかる。
　本稿では、日本滞在歴と漢字学習ストラテジーの関係について考察した。その結果、「モ
チベーションが上がると、使用するストラテジーが変化し、能力が上がる」という仮説が得
られた。今後はフォローアップインタビューを行い、その分析結果と合わせ、本稿で得られ
た仮説を検証していく。
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１．日本語と中国語における「向上」
　日本語の「向上」と中国語の“向上”はいずれも「よりよい方向、すぐれた状態に向かうこと」
の意味として用いられるが、その意味が完全に同じかどうかについて、本節で考察する。

１.１．日本語の「向上」とその中国語の対応語の特徴

　まず、名詞としての「向上」の例を考えることとする。
　●　正義のために殉じ、真理のために、一身を捧ぐることは、もとより、人類の向上にとって、

最も貴ぶべく、また正しいことです。（为了正义而献身，为了真理而献出一生，这本来就

是为了人类的进步而所能做的最高贵最正确的事。）

日本語と中国語の漢字同形語における
「向上」「熱中」「下落」「落下」の意味的相違の考察

韓 鴻菲

　本论文主要研究中文和日语中带有“上”“中”“下”的汉字同形词语义上的差异，

重点选择了中国学生容易犯错的“向上”、“热中”、“下落”、“落下”、４个词，考察了

它们意义上和用法上的共性和差异。本论文通过例句调查和以日本人为对象的问卷调

查，从１. 日中同形词的语义和用法的对照研究（主要是语义上的差异）、２. 日中同

形词的翻译的对照研究（对应词）、３. 日中同形词的词典释义研究、４. 一部分词的

词源这四个方面对上述４个词进行了系统的研究。这是本论文的四大特色。

　第一节从是否能作为动词、形容词、名词、副词来使用这一用法上的差异、使用频

率上的差异的角度，研究了“向上”。日语的“向上”作为名词使用时可翻译成中文

的“上进、提高、增进”；作为动词使用时，在质量、精度、效率等方面可翻译成“提

高”，在产量、重量等方面可翻译成“增加”，在人的精神心理方面则翻译成“升华、

上进”，且中文翻译多以“向上 + 动词”出现这一特点。日语的「向上」使用频率较高，

中文的“向上”单独使用的频率较低。在日中词典的解释方面，笔者认为应追加词典

上未收录的“增进、增加、升华”等对应词 ；中日词典的解释方面，应追加“朝上”

这一解释。另外从日语教学的角度，研究了「向上する」和「高める」的区别。

　第二节从褒义还是贬义用法和对应词的角度研究了日中同形词“热中”。作为褒义

词使用时日语的「熱中」应译为“专心于、致力于”等；作为贬义词使用时则应译为“沉

迷于、沉醉于、沉溺于”等。中文的“热中”多用于褒义。

　第三节从对应词和是否能作为动词、名词来使用这一用法上的差异和是否有比喻义

和派生用法方面研究了“下落”和“落下”。日语的「下落」用于金融方面时，对应

的中文是“下跌、贬值”等。中文的“下落”还有去向这一含义，翻译成日语的「行方」。

日语的「落下」则多指从高处掉下。

要　旨
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　●　	放送文化や技術の向上に貢献した個人や団体を表彰する。（表彰对广播文化和技术的进步

作出贡献的个人与团体。）
　●　	科学技術の向上と発展に寄与した発明をたたえる全国発明表彰会。（这是个表彰为科学技

术的进步和发展做出卓越贡献的全国发明者表彰大会。）
　●　	国産ブドウの質や醸造技術の向上で、日本製品に関心が高い訪日外国人やこれまで輸入ワ

インを愛好していた層にも受け入れられている。（随着国产葡萄的质量提高和酿造技术的

进步，国产葡萄酒受到了对日本产品很有兴趣的访日外国人和至今喜好外国进口葡萄酒的人

们的欢迎。）
　上記の例のように、日本語の「向上」は名詞として用いられる場合、中国語の“进步”で対
応する場合が多く見られる。
　●　	自立支援型は、運動機能の向上により日常生活の改善をめざす。（自立支援型是指通过运

动机能的提高，从而来改善日常生活。）
　●　	労働災害の防止のための業務に従事する者に対する当該業務に関する能力の向上を図るた

めの教育に関する指針を次のとおり公表する。（为了防止工伤的发生，最近公布了关于提

高从业人员相关能力的教育指导方针。）
　●　	経営能力の向上を図るとともに、人材育成と円滑な経営継承に取り組み、経営を持続的に

安定・成長させることも重要である。（在提高经营能力的同时，致力于人才培养和顺利的

经营继承，使经营能持续稳定增长也很重要。）
　●　	治療からその後の支援まで一体的に対応し、患者の利便性の向上を図る。（从治疗到之后

的支援一步到位，为的是提高患者感受到的便利性。）
　上記の例のように、日本語の「向上」は名詞として用いられる場合、中国語の“提高”で対
応することが多い。そのほか、下記の対応語も見られる。
　●　	食品の安全性や獣医療に対する信頼の向上を図るため、獣医療の果たす役割について国民

の理解を深めるための取組を推進する。（为了提高食品安全和对兽医的信赖，必须增进国

民对于兽医的理解。）
　●　	基本方針は、地方創生には「地方の平均所得の向上の実現が重要。」とも明記。（基本方针

中也写明了在该地方经济发展时要实现带动该地方的平均所得的增加。）
　●　	景気回復や女性の労働参加率の向上が背景にあると見られる。（可见是由于经济复苏和女

性劳动率的增加。）
　上記の例のように、日本語の「向上」は名詞として用いられる場合、中国語の“提高”“增进”

“增加”“提升”“发展”で対応する場合もある。とりわけ“提高”で対応することが多い。
　下記の「向上」の例を見てみる。
　●　	聡明な母親は、子供のために、自らの向上を怠ってはならぬ。（聪明的母亲就必须为了子

女成长而不懈地向上提升自己。）
　●　	人間の向上はまじめなる努力を要する。（人要向上发展就必须认真的努力。）
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　●　	若いときから向上心が強く、絶えず人格を向上させるよう努めたので人望が次第に高まっ
た。（他年轻的时候就上进心很强，由于不断地向上提升着自己的人格，因此越来越有人望。）

　上記の例で分かるように、「よりよい方向、すぐれた状態に向かうこと」という意味として
使われる「向上」は中国語の“向上”そのままでは対応できず、主に“向上提升”“向上发展”の
ように【“向上”+動詞】形で対応するという特徴が見られる。なぜならば、中国語の“向上”
は日本語の「向上」と異なり、名詞として用いられないだけでなく、単独で動詞として使わ
れることも少ないからである。
　次に動詞として用いられる「向上」の例を考える。
　●　	作業効率を向上するとともに、寸法計測精度を向上すること。（在提高工作效率的同时，

还要提高尺寸测量的精度。）
　●　	太陽電池を冷却する効果を向上させ、発電効率を向上させる。（要提高太阳能电池的冷却

效果，就要提高其发电效率。）
　●　	これにより、漏れ光を最小化し、品質を向上させることができる。（这样就能最大限度地

减少漏光，提高产品的质量。）
　●　	とても無理に思えるが、実際は作業効率が格段にあがり、商品の品質も向上したうえ、人

件費まで削減されたというから驚く。（虽然看上去很不可思议，不可能实现，但实际上工

作效率提升了一个档次，商品的质量也得以提高，甚至连人工费都减少了，非常令人惊讶。）
　●　	広野町の三年生佐藤美羽さんは震災や避難の経験を演劇で表現し、コミュニケーション能

力が向上したという。（听说广野町的三年级学生佐藤美羽，通过排戏来反映自己遭受地震

和在避难所避难的的经历，从而提高了自己的交流能力。）
　●　	日本人が苦手とする英語の「L」と「R」の聞き分け能力を、装置を使って向上させる手法を

開発した。（日本人分辨英语的“L”和“R”的能力不强，为此开发了一种方法，来能提高他们

这一能力。）
　上記の例で分かるように、日本語の「向上」は動詞として使われる場合でも中国語の“提高”
で対応することが多い。
　●　	段ボールの製品品質を向上させると共に生産性を向上させる。（提高纸箱的质量的同时，

还要增加产量。）
　●　	娯楽性を向上させることにより利用者の満足度を向上させ、収益性を向上させることがで

きるようにする。（通过增加娱乐性来提高使用者的满意度，从而增加收益。）
　上記の例で分かるように、日本語の「向上」は動詞として使われる場合、中国語の“增加”
で対応することもある。
　以上のように、日本語の「向上」は名詞として用いられる場合、中国語の“上进”“提高”“增

进”“最好”で対応できる。動詞として使われる場合、中国語の“提高”“增加”“升华”“上进”
で対応する。また“向上提升”“向上发展”のように【“向上”+動詞】形で対応するという特徴
も見られる。
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１.2．中国語の“向上”とその日本語の対応語の特徴

　中国語の“向上”は「上に向く」という意味にも用いられる。次に日本語の「向上」に「上に
向く」という意味があるのかどうかを考える。下記の例を見てみよう。
　●　	一只手在拔苗 , 旁边有个向上的箭头，来打一成语。（手で苗を抜く様子を描き、横には上

向きの矢印がある。ことわざを当ててください。）
　●　	手心向上 , 意索取 , 手心向下 , 则意给予。（掌を上のほうに向けるのは何かものをもらいた

いことを意味するが、掌が下に向くのは何か与えることを意味する。）
　●　	雄心万丈登高山 , 一步一步向上攀。（志を高くもって頂上をめざし、一歩一歩、上に登る。）
　●　	只见他伸出一只手，手心向上，几分钟一言不发。（彼は手を出し、掌を上のほうに向け、

何分間も何も言わなかった。）
　●　	他们将车停在山下，沿着山路慢慢向上爬。（彼らは車を山の下に止め、山道に沿って上に登っ

ていく。）
　●　	没有保护设备，没有攀援工具，赤手空拳，一步一步向上爬。（保護設置を身に着けず、攀

じ登るツールも持たず、素手で一歩ずつ上に登っていく。）
　上記の中国語の“向上”はいずれも「上に向かう」という意味として用いられるが、調べた
ところ、現代日本語の「向上」は「上に向く」という意味をもたないことが分かった。中国語
の“向上”は“好好学习，天天向上”	“积极向上”“奋发向上”“向上向善”などの熟語的表現以外、
単独で名詞や動詞として用いることは少ない。その使用頻度が低い点において、日本語の「向
上」と異なると言える。

１. 3．日本語の「向上させる」と「高める」との意味的相違

　「向上させる」と「高める」はいずれも「より良くする」という意味を持っているため、学習
者は混同しやすい。ここでは日本語教育の視点から、「向上させる」と「高める」の２つの語
の違いを考察する。
　『類語辞典』を調べた結果、「向上させる」には「より高い位置へ率いるさま」と「ものの状態
をより優れた状態に変えること」という二つの意味がある。「高める」には「よりよくする、
または魅力的にする」「増大させる」「増加または上昇」「より極端にする」などの意味がある。
　30の例文について10代～60代（30人）を対象に、「向上させる」を用いるのか、「高める」
を用いるかというアンケート調査を行った（表１）。
　以上で分かるように、（1）「向上させる」は主に「性能」、「効率」、「精度」など技術の面で用
いられ、特に「～性を」の後には「向上させる」のほうが使われている。「高める」は主に「気
分」、「意識」、「道徳」など人に関わることに用いられ、特に「～力を」の後には「高める」のほ
うが使われている。（2）「向上させる」は書き言葉としてよく用いられ、「高める」は話し言葉、
書き言葉の両方に用いられる。
　本節では、「動詞、名詞としての働きがあるか否かによる両言語の用い方の相違」「対応語」
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「使用頻度」という視点から、日本語の「向上」と中国語の“向上”の意味的相違を考察した。
　（1）日本語の「向上」は名詞として用いられる場合、中国語の“上进”“提高”“增进”で対応
する。動詞として使われる場合、とりわけ、質量、精度、効率などの場合、中国語の“提高”
で対応し、生産量、重量などの場合、中国語の“增加”で対応し、人の精神と心理面の場合
は中国語の“升华”“上进”で対応する。また“向上提升”“向上发展”のように【“向上”+動詞】
形で対応するという特徴も見られる。
　（2）中国語の“向上”は「上に向かう」という意味にも用いられるが、現代日本語の「向上」
は「上に向く」という意味はもたない。中国語の“向上”は“好好学习，天天向上”“积极向上”

“奋发向上”“向上向善”などの熟語的表現以外、単独として名詞や動詞として用いることが
少ない。その使用頻度が低い点において、日本語の「向上」との相違があると言える。
　（3）中国語の“向上”と日本語の「向上」に関する辞書的解釈上の問題点について、日本語
の「向上」は『日中辞典』では“提高”“改善”を訳語に当てている。だが、日本語の「向上」は
上記の対応語のほかに、“增加”“增进”“升华”もあり、上記の辞書にこれらを追加補足すべ
きである。中国語の“向上”は『中日辞典』では「向上する」「進歩する」と解釈している。中国
語の“向上”は上記の対応語のほかに、「上に向く」という意味もあり、上記の辞書にこれを
補足追加すべきである。
　（4）語源を調査した結果、日本語の「向上」は中国語に由来するものと見られる１）。

表１ 「向上させる」と「高める」の使用についてのアンケート結果
10代～ 60代（30人） 10代～ 60代（30人）

向上させる 高める 向上させる 高める
操作性を 28 2 学習効果を 5 25
生産性を 25 5 やる気を 2 28
作業性を 25 5 判断力を 3 27
放熱性を 25 5 集中力を 5 25
投票率を 28 2 免疫力を 5 25
感色性を 28 2 意欲を 18 12
回収率を 30 0 マナーを 26 4
効率を 28 2 能力を 20 10
密度を 28 2 サービスを 25 5
自身を 20 10 対応力を 24 6
名声を 10 20 パフォーマンスを 28 2
気分を 5 25 持続性を 28 2
品位を 10 20 関心を 0 30
意識を 3 27 競争力を 25 5
職位を 1 29 認知度を 28 2

１）	中国語の“向上”は最初、晋干宝《搜神记》卷六“刘向以为马不当生角，犹吴不当举兵向上也，吴将反之变云。”で使われてい
たことが分かったが、ここの“向上”は動詞として使われ、「上の人に逆らう」という意味であった。「よりよい方向、すぐ
れた状態に向かうこと」という意味を示す“向上”は宋晁说之《晁氏客语》“张乖崖戏语云 ：‘功业向上攀，官职直下觑。’”で使
われていた。日本語の「向上」の最初に用いられる例として、『翁問答』（1650）上・本「五典のほかに、別の向上の道ある
べしと存じ候はいかが」が挙げられているため、日本語の「向上」は中国語に由来すると見られる。
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　（5）「向上させる」は主に「性能」、「効率」、「精度」など技術の面で用いられ、特に「～性を」
の後には「向上させる」のほうが使われる。「高める」は主に「気分」、「意識」、「道徳」など人
に関わることに用いられ、特に「～力を」の後には「高める」のほうが使われる。「向上させる」
は書き言葉としてよく用いられ、「高める」は話し言葉、書き言葉の両方が用いられる。

２．日本語と中国語における「熱中」
　日本語の「熱中」と中国語の“热中”は共に「一つの物事に深く心を傾けること、夢中にな
ること」という意味で用いられる。
　●　	一つには私は人一倍物事に熱中する代りに、すぐそれに飽いてしまうという厄介な性質を

持っていた。（我比常人一倍热中于某些事物，但会很快就厌倦，这就是我这个人的性格缺陷。）	
　上記の例で分かるように、日本語の「熱中」は中国語の“热中”と同じ意味を共有している。
　●　	对于一个热衷于概念和理论的民族，这一点十分重要。（これは概念や理論に熱中している

民族にとって大事なことだ。）
　中国語では、“热中”は“热衷”とも書き、「地位・利益などに夢中になる、憂き身をやつす」
にあたり、“热衷于”の形をとることが多い。

２．１．日本語の「熱中」をマイナス評価とする場合の中国語の対応語

　下記の例を見てみよう。
　●　	携帯電話に熱中する若い世代が伝統のある将棋に関心を向けるきっかけになれば嬉しい。
（如果这能使沉迷于手机的年轻人们对日本象棋产生兴趣就好了。）

　●　	サッカーに熱中のあまり、勉強をおろそかにしたので、今学期の成績はさんざんだ。（沉

迷于足球，荒废了学习，这学期的成绩很差。）
　●　	特定の物を集めることに病的なほど熱中する人。（沉迷于收集特定东西几近病态的人。）
　●　	彼は電子ゲームに熱中するようになった。（他沉迷于电子游戏。）
　上記の例で分かるように、日本語の「熱中」がマイナス評価として用いられる場合、中国
語の“沉迷于”“沉醉于”“沉溺于”などで対応する。

２．２．日本語の「熱中」をプラス評価とする場合の中国語の対応語

　下記の例を見てみよう。
　●　	キュリー夫妻は、毎日、実験室で暗くなるまで研究に熱中しました。（居里夫妇每天都致

力于研究直到深夜。）
　●　	何かに熱中するにはどうしたらいいですか。またどん底から這い上がるにはどうしたらい

いですか。	何かに熱中するってどうやったらできるでしょうか。（想要专心于某事该怎么

办呢？还有这样才能从最下层爬上来？怎么做才能专心于某事呢？）
　●　	彼女は教育に熱中する。（她致力于教育事业。）
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　上記の例で分かるように、日本語の「熱中」がプラス評価として用いられる場合、中国語
の“致力于”“专心于”“全身投入于”で対応する。

２．３．日本語の「熱中」を伴う複合語の中国語の対応語

　下記の例を見てみよう。
　●　	熱中症は、運動や暑熱から起こる体の障害の総称です。熱射病や日射病と呼ばれているの

は、重症の熱中症のことです。
　日本語の「熱中症」は中国語の“中暑”にあたる。
　本節では、「プラス評価に用いられるかマイナス評価に用いられるかによる相違」という視
点から、日本語の「熱中」と中国語の“热中”の意味的相違を考察した。
　（1）日本語の「熱中」と中国語の“热中”は共に「一つの物事に深く心を傾けること。夢中に
なること」という意味で用いられ、プラス評価に用いられる場合、中国語の“热中”“专心于”

“致力于”“全身投入于”で対応し、マイナス評価として用いられる場合、中国語の“沉迷于”“沉

醉于”“沉溺于”で対応する。日本語の「熱中」を伴う複合語の「熱中症」は中国語の“中暑”に
あたる。
　（2）中国語の“热中”がプラス評価、マイナス評価どちらに多く用いられるかについて10
代～60代の30人の中国人（男女比１：１）を対象にアンケート調査を行った（表２）。その結果、
中国語の“热中”は多くプラス評価として使われることが分かった。

表２　「熱中」についてのアンケート結果
10代～20代（20人） 30代～60代（10人）

“热中”はプラス評価 90％ 90％

“热中”はマイナス評価 10％ 10％

３．日本語と中国語における「下落」「落下」の意味的相違
　本節では日本語と中国語における「下落」「落下」の類似点や相違点について考える。

３．１．日本語の「下落」とその中国語の対応語の特徴

　日本語の「下落」は「物価や相場、また物事の価値などが下がること」を表す。下記の例が
それである。
　●　	世界経済危機後は、海外の投資対象資産の価格の下落により、再び海外企業買収の機運が

高まっている。（世界金融危机之后，由于海外投资对象的资产贬值，收购海外企业的机会

又增加了）
　●　	原油価格は、2004年以降騰勢を強め、2008年７月の147ドル／バレルをピークに下降に

転じ、30ドル台まで下落。（原油价格在 2004年之后加剧了上涨趋势，在 2008年７月到达
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了 147美元每桶的最高值，然后开始下跌了约 30美元每桶。）
　●　	株価は昨年度27％ぐらい下落しました。（股票比上一年度下降了大约 27%。）
　日本語の「下落」は株、資産に使用され、中国語の“贬值”にあたる。具体的な物の値段に
使用されている場合、中国語の“下跌”などをあてる。

３．２．中国語の“下落”とその日本語の対応語の特徴

　中国語の“下落”は「行方」と「落下する」という二つの意味がある。
　●　	在朝鲜作战的 5000名美国士兵现在仍然下落不明。（北朝鮮で参戦した5000名の米国兵士

は今も行方不明）
　●　	下落的苹果证明了地心引力原理。（落下したりんごは地球重力の印だ）
　中国語の“下落”は「行方」と「落下する」という意味を持っているが、日本語に訳すと、名
詞として使われる場合は「行方」になり、動詞として使われる場合は「落下する」という意味
になる。以上のように、日本語の「下落」と中国語の“下落”はそれぞれ違う意味を持っていて、
共通点が見られない。

３．３．日本語の「落下」とその中国語の対応語の特徴
　●　	自由落下検出方法及び自由落下検出装置。（自由下落的检出方法及其装置。）
　●　	高さ約200メートルまで打ち上げてルール時間内に落下させる。（把火箭发射到约 200米

的高度并在规定时间内使其下落。）
　以上のように、日本語の「落下」は中国語の“下落”で対応できると考えられる。
　日本語の「落下」は「石の落下」「落下物」などのように使われる場合、中国語の	“从高处掉

下来”で対応することが多い。	

３．４．中国語の“落下”とその日本語の対応語の特徴
　●　	燃烧弹密集落下，击中了歌剧院。（燃焼爆弾は次々と落下してきて、オペラハウスに当た

りました。）
　●　	雨点落下的地方都结了冰。（雨が落ちたところは全部氷が張りました。）
　以上のように、この場合、中国語の“落下”は日本語の「落下」で対応できるが、「落ちる」
で対応することが多い。
　本節では日本語の「下落」「落下」と中国語の“下落”“落下”の意味的相違を考察した。
　（1）日本語の「下落」は株、資産に使用される場合、中国語の“贬值”にあたる。具体的な
物の値段に使用される場合、中国語の“下跌”などにあたる。
　（2）中国語の“下落”は「行方」と「落下する」という意味を持っているが、日本語では、名
詞として使われる場合は「行方」になり、動詞と使われる場合は「落下する」という意味になる。
日本語の「落下」は「石の落下」「落下物」のように、中国語の“从高处掉下来”で対応すること
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が多い。中国語の“落下”は日本語の「落下」で対応できるが、「落ちる」で対応することが多い。
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　中国語の把構文とは本来、動詞の後に置かれる目的語を、介詞「把」というマーカーを使い、
動詞の前に持ってくる文を指す。次の例がそれである。

　　普通の動詞構文	 他　打开　门　了。（彼はドアを開けた）
　　　　　　　　	 Ｓ＋		Ｖ	＋Ｏ
　　把　構　文		 他　把　门　打开了。（彼はドアを開けた／ドアは彼によって開け	
	 	 	 	 	 　　　られた）

	 	 	 Ｓ＋把＋Ｏ＋Ｖ

　　　　　　　　　　　　　　修飾
　上記の“他打开门了”が「ドアを開ける」という事実を単純に叙述していることに対して、
把構文では、介詞“把”の次に置かれる目的語の「ドア」を前に移動させ、クローズアップさせ、

「どうしようとするのか」、「どういう行為・処置を加えようとするのか」という処置の意図が
加わる。語順の構成上、把構文では動詞が最後に出てくる点において日本語の動詞構文の語
順と同じであるため、把構文がどんな場合によく使われるのかが注目されている。
　把構文の先行研究には、“処置”説（王力	1954）、“提宾”説（吕叔湘	1942）、“致使”説（薛

凤生	1994）、“主观处置”説（沈家煊	2002）などがある。従来の研究では目的語を介詞“把”マー
カーによって前置し、その目的語に対して処置を加えることを強調する表現であると定義す
ることが多い。しかし、“把钱包丢了”（財布を落とした）、	“把衣服弄脏了”（服を汚した）の
ような非意図的行為を示す把構文もあり、一概に処置を加えることを強調するとは言い切れ
ない。そのため彭氏は、把構文を、「行為処置構文」、「判断評価構文」、「叙述導致構文」の三

中国語の把構文の下位分類の試み
范 夏葦

　本论文从日语教学和中文教学的角度，研究考察了中文【把字句】的用法特征这一

问题。先行研究中把把字句分成了 「行为处置句」「判断评价句」「叙述导致句」三大类。

笔者在先行研究的基础之上，对其三种分类再进一步进行了细分。通过对把字句的例

句调查表明，表示意图性的「行为处置句」可再下分为移动类、保持类、离合类、变

化类、状态类、程度类、完成类等。表示说话人自身的判断和评价的「判断评价句」

可再下分为判断类、比喻类、命名类、预想类、归属类等。表示非意图行为的「叙述

导致句」可再下分为失败责任类、身心表现类、客观叙述类、主观表现类等。通过这

下位分类可知把字句在什么样的场合下使用。

要　旨
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種類に区分することを提示している。

判断評価構文行為処置構文 叙述導致構文

把構文

　「行為処置構文」とは意識的、意図的な動詞文で、動作、行為の対象に何らかの処置を加え、
影響を及ぼし、その状態に変化を生じさせる「相手に働きかける」構文である。「判断評価構文」
とは話者自身の判断や評価を指すもので、その行為が直接相手に及ばない構文を指す。「叙
述導致構文」とは話者の行為が直接相手には及ばず、程度や状態の叙述、非意図的な行為、
ある状態にさせた結果などを示す構文を指す、という。
　本論文では彭氏の主張に賛同し、先行研究の「行為処置構文」「判断評価構文」「叙述導致構
文」の三分類の枠組みに基づき、さらに下位分類が可能か否かに焦点をあて、中国語の把構
文がどんな場合によく用いられるのかについて考察することとする。

１．「行為処置構文」における下位分類
　把構文の例文を調査した結果、意図的意味を示す「行為処置構文」において移動類、保持類、
離合類、状態類などが多いという特徴が見られた。

１．１．把構文の移動類

　移動類とは位置、場所的変化を引き起こす「ＳはＯをある所に移動させる（移動させた）」
ことを表す。この移動類の把構文は使用頻度が高く、把構文でなければ表現しにくく、把構
文の大きな特徴の一つとされている。移動類の把構文には下記のような二種類がある。

１.１．１．具体的な物の移動
　この類の把構文は、動作主の意図的行為によって動作対象をある場所や位置に移動させ、
場所的変化、所有者の変化等がもたらされることに焦点が当てられる際に用いられる。

1.1.1.1. 場所の移動

　モノの移動を表現する場合には把構文がよく使われる。
　●　	这儿没地方了，还是把椅子拿到隔壁教室去吧。（ここには置く場所がなく、隣の教室に椅

子を持っていこうか）
　モノの移動だけではなく、ヒト（イキモノ）の移動にも使われる。
　●　	把迷路的孩子送回家以后，我却不知东南西北了。（迷子になった子を家に送った後、私も

道に迷った。）
　［把～+動詞＋方向補語］のような構文は動詞が方向を示す前置詞である“上”（上がる）、

“下”（降りる）、“来”（来る）、“去”（行く）、“进”（入る）、“出”（出る）、“回”（戻る）、“起”（立
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ち上がる）を伴い、ある物事や人がその場所に移動するという特徴が見られる。

1.1.1.2. 所有者の変化

　相手に物を渡す（渡した）場合にも把構文がよく用いられる。
　●　我把自行车给了学妹。（私は自転車を後輩に譲った。）
　●　我把门票全都给他了。（チケットを彼に全部あげた）
　上記のように「後輩に自転車を譲る」「彼にチケットをあげる」場合にも把構文がよく使わ
れる。

１．１．２．抽象的な物の移動の場合
　抽象的な物を移動させ、位置の変更を表す。
　●　	随着经济全球化的发展，商家们把目光都投向了海外市场。（グローバル化に従って、多く

の商人は海外市場に目を向けた。）
　●　	这次双方首脑会谈把中日关系推向了新的高度。（今度の両国の首脳会談は日中関係を新し

いレベルへと推し進めた）
　このように「海外市場に向けられる目」「日中関係」のような抽象的な物の移動を表す場合、
把構文がよく使われる。また、相手に事を伝える（伝えた）場合にも把構文がよく用いられる。
　●　	必须赶紧把这件事向上级领导汇报。（早くこのことを上級の指導者に報告しなければなら

ない）
　話を一方（話し手）からもう一方（聞き手）に伝える（伝えた）場合に、把構文がよく使わ
れる。

１.１.３．具体的な物を抽象的な場所に移動させる場合
　●　	他把这些事不放在心上。（彼はこれらのことを気にとめない）
　●　	他自小生活环境优越，把谁都不放在眼里。（彼は小さい頃から恵まれた環境に育ったから、

他人のことは眼中にない。）
　上記の「事」「人」のような具体的な物を「心の中」「目の中」のようなところに「移動」させ
ることを表す場合には把構文がよく用いられる。

１．２．把構文の保持類

　保持類とは物事をある場所、ある状態でそのまま保つことを指す。この保持類は把構文の
使用頻度が高い。劉志偉氏（2012）は、把構文における動詞がアスペクト助詞の“着”と共起
して用いられる場合があり、“着”は日本語の持続相に相通ずる部分があり、一種の持続的な
結果を表すため、結果補語との持続性を有する、という。
　筆者が例文を調査した結果、「把～＋Ｖ＋着～」の形の把構文がよく用いられていることが
分かった。「把～＋Ｖ＋着～」構文に用いられる動詞は下記の通りである。
　●　	妈妈把我的手一直握着，想说什么欲言又止了。（母は私の手をしっかり握り、何か言おう

としたが、結局何も言わなかった。）
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　●　	听古典音乐时，我总是把眼睛闭着。（クラシック音楽を聴くたび、目を閉じる。）
　上記の“握”（握る）、“闭”（閉じる）などの動詞はいずれも、ある動作を長時間維持すること
を示す。「把～＋Ｖ＋着～」構文は状態の保持を表すが、そこに表される出来事はその動詞に
よって表された動作が完結した状態の保持である。
　「把～＋Ｖ＋着～」構文以外、「把～＋Ｖ＋住～」の形の把構文もよく用いられる。下記の例
がそれである。
　●　	我觉得那个人有嫌疑，可要把他死死地盯住了。（あの人に疑いがあるので、しっかりと彼

を監視して下さい。）
　●　	小狗把那个玩具紧紧地叼住，任凭主人怎么说都不松口。（ワンちゃんはあのおもちゃをしっ

かり咥え、飼い主が何と言っても、放さない。）
　王暁紅氏（2009）は、“‘Ｖ住’结构是表现某种期望长久保持某种动作或状态的心情”（「Ｖ＋住」
構造はある動作や状態を長時間に保つことを望む気持ちを表すものである）と言う。上記の

“盯住”（見つめる）、“叼住”（咥える）「把～＋Ｖ＋住～」構文は動作をそのまま維持する意味を
示し、把構文の保持類であると考えてよい。
　「把～＋Ｖ＋在～」の形の把構文もよく用いられる。
　●　	为了方便学习地理，她把地图挂在墙上。（地理を勉強するために、彼女は地図を壁に掛け

ている。）
　●　	你把我的书包藏在哪儿了？（君は私のかばんをどこに隠したのか？）
　上記の“挂在”（掛ける）	、“藏在”（隠す）「把～＋Ｖ＋在～」構文は動作をそのまま維持する
意味を示し、把構文の保持類であると考えてよい。
　また、［把～＋一＋Ｖ＋就～］構文は、一つの動作の後、次の動作が起こることを示す。下
記の例がそれである。
　●　他把书包一放就出去玩了。（彼はかばんを置くとすぐ遊びに出掛けた）
　上記の把構文は“放”（置く）という動作の後、次の“出去玩”（遊びに出掛ける）という動作の
発生を表すので、［把～＋一＋Ｖ＋就～］構文は保持類と考えてよい。

１．３．把構文の離合類

　離合類とは一つのものを二つに切り離したり、二つのものを一つにしたりすること（した
こと）を表す。移動類、保持類と同様、把構文でなければ表現しにくい。これも把構文の大
きな特徴の一つとされている。
　次に離合類の下位分類を考える。まず「離合」の「合」の例を考える。
　●　	听说中央政府要把西安和咸阳合并成西京市。（中央政府は西安市と咸陽市を合併させ、西

京市にするそうだ。）
　上記の例を見ると、「市と市の合併」は二つのものを一つにする（した）ことを示す。把構
文の離合類の「合」の特徴（1）として、二つのものを一つにする（した）場合によく用いられ
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る点が挙げられる。
　下記の例を考える。
　●　	把平时不穿的衣服都攒起来，捐给贫困地区的人们。（普段あまり着ていない服を一枚一枚

ためて、貧しい人々に寄贈した。）
　「服をためること」はばらばらになっている物、或いは纏まりがない物を一つに集める（集
めた）ことを示す。把構文の離合類の「合」の特徴（2）として、ばらばらになっている物、或
いは纏まりがない物を一つに集める（集めた）場合によく用いられる点が挙げられる。次に
下記の例を考える。
　●　	企业战略调整的手段就是要把资源整合起来。（企業の戦略的な調整手段はさまざまな資源

を統合することである）
　上記の「資源を統合する」は物事をまとめたり、合併したりすること（したこと）を示す。
把構文の離合類の「合」の特徴（3）として、物事をまとめたり、整理したり、統合したりする
こと（したこと）を示す場合によく用いられる点が挙げられる。下記の例を考える。
　●　快把大家集合起来，我们要出发了。（早くみんなを集合させよう。すぐ出発するから。）
　「人員の集合」はいずれもある物を中心として、ほかのものをこの中心に近づけたり、近
寄ったりすること（したこと）を示す。把構文の離合類における「合」の特徴（4）として、あ
る物を中心として、ほかのものをこの中心に集合させたり、近寄せたりすること（したこと）
を示す場合によく用いられる点が挙げられる。下記の例を考える。
　●　用一条铁丝把这些铁环连起来。（鉄線を鉄の輪の穴に通して繋げる）
　●　我们要把理论和实际相结合。（理論を実際に結びつける）
　上記の例はいずれも一つのものをもう一つのものに結びつけることを示し、“系 / 结合/
绑 / 连 / 串 / 系 + 起来”という形でよく用いられる。把構文の離合類における「合」の特徴（5）
として、一つのものをもう一つのものに結びつける（結びつけた）ことを示す場合によく用
いられる点が挙げられる。
　下記の例を考える。
　●　起风了，把窗户关上吧！（風が強くなってきた！窓を閉めよう。）
　●　把锅盖盖上。（ふたをする。）
　以上の「窓を閉める」「鍋にふたをする」の名詞「窓」「鍋ぶた」はいずれも開閉できるもので
ある。ほかの名詞「ドア」「キャップ」のように開けたり、閉めたりする場合にも把構文がよ
く使われる。把構文の離合類における「合」の特徴（6）として、物の開閉を示す場合によく用
いる点が挙げられる。
　以上のように把構文の離合類における「合」の例文を調査した結果、下記の特徴が窺える。

（1）「二つのものを一つにすること」（したこと）を示す場合、（2）「ばらばらになっている物、
或いは纏まりのない物を一つに集める」（集めた）ことを示す場合、（3）「物事をまとめたり、
統合したりすること」（したこと）」を示す場合、（4）「ある物を中心として、ほかのものをこ
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の中心に近づけたり、近寄せたりすること」（したこと）を示す場合、（5）「一つのものをもう
一つのものに結びつける」（結びつけた）ことを示す場合、（6）物の開閉を示す場合によく用
いられる。
　次に離合類における「離」の例文を考える。下記の例は具体的な動きと抽象的な動きのあ
ることを示す例である。
　●　	这里没剪刀，只好用刀子把绳子割断了。（ここには鋏がないので、ナイフで縄を切った。）
　●　	因为经济原因，硬是把两个年轻人给拆散了。（経済的な原因で、若いカップルを無理やり

に別れさせてしまった。）
　上記の具体的な動きを表す「縄を切る」は「切断」という意味を表し、抽象的な動きを表す

「カップルを別れさせる」は「分離」という意味を表す。一つのものを二つのものに切り離し
たり、分けたりするという点において前に挙げた具体的な動きを表すものと共通していると
考えられる。把構文の離合類の「離」の特徴（1）として、一つのものを二つのものに切り離し
たり、分けたりしていること（したこと）を示す場合によく用いられる点が挙げられる。
　次に下記の“划分”の例を考える。
　●　	根据个人职业生涯的不同时期，我们把它划分为六个等级。（キャリアの時期によって、六

つの段階に分けている。）
　上記の“划分”の例は一つのものを二つ以上のものに分けることを示す。把構文の離合類
における「離」の特徴（2）として、一つのものを二つ以上のものに切り離したり、分けたりす
ること（したこと）を示す場合によく用いられる点が挙げられる。
　下記の例を考える。
　●　	只有把市场调查员分布在社会各个行业，我们才能获得更准确的相关数据。（市場調査員を

さまざまな業界に配置すれば、我々はさらに正確なデータが得られる。）
　「人員の配置」は一つのもの、或いは元々一箇所で集まったものや物事を分散させたり、ば
らばらにしたりすること（したこと）を示す。把構文の離合類における「離」の特徴（3）として、
一つのもの、或いは元々一箇所に集まったものや物事を分散させたり、ばらばらにしたりす
ること（したこと）を示す場合によく用いられる点が挙げられる。下記の例を考える。
　●　	舞蹈队把我们班身材苗条的姑娘都选走了。（うちのクラスですらりとした女の子は全員、

ダンスチームに引き抜かれた。）
　●　	只有把干扰选项排除以后，才能做对这道题。（不要な選択肢を取り除いてはじめて、この

問題に正しく答えられる。）
　上記の例は目的を持った選択や排除を示す。把構文の離合類における「離」の特徴（4）とし
て、そのうちの一つを選択したり排除したりすること（したこと）を示す場合によく用いら
れる点が挙げられる。
　以上のように把構文の離合類における「離」の例文を調査した結果、下記の特徴が窺える。

（1）一つのものを二つのものに切り離したり、分けたりすること（したこと）を示す場合、（2）
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一つのものを二つ以上のものに切り離したり、分けたりすること（したこと）を示す場合、（3）
一つのもの、或いは元々一箇所に集まったものや物事を分散させたり、ばらばらにしたりす
ること（したこと）を示す場合、（4）目的を持ってそのうちの一つを選択したり排除したりす
ること（したこと）を示す場合に用いられる。

１．４．把構文の変化類

　変化類とは意図的な行為により、ＡをＢにすること（したこと）を示している。この変化
類の把構文は使用頻度が高い。下記の例がそれである。
　●　那个魔术师把花儿变成了小鸟。（そのマジシャンは花を小鳥に変えた）
　●　回国前，他把美元换成了人民币了。（帰国する前に、彼は米ドルを人民元に両替した。）
　上記の「花を鳥に変身させる」「米ドルを人民元に両替する」の例文はいずれもＡをＢにす
ること（したこと）を示している。この場合、「把～成～」構文がよく使われる。「行為処置構文」
の「変化類」と考えてよい。

１．５．把構文の状態類

　状態類とは意図的な行為により、物事をある状態にさせること（させたこと）を指す。把
構文には「把～＋Ｖ＋得＋様態補語」構文がよく用いられる。
　●　	妈妈每天都会把桌子擦得一尘不染。（お母さんは毎日、テーブルをよく拭いてピカピカに

している。）
　上記の例文はいずれも［把～＋Ｖ＋得＋様態補語］構文である。服やテーブルのような目
的語を“一尘不染”（非常に清潔だ）のように状態などを叙述する文で特に目的語を強調する
場合に“得”をつけると、「ある状態にさせる」こと（させたこと）を示す。把構文の「状態類」
と考えてよい。

１．６．把構文の程度類

　程度類というのは意図的な行為で、発生する回数や程度を示すことを指す。下記の例がそ
れである。
　●　	我把全市的大街小巷都跑遍了，还是没有找到奶奶。（市内の大通りや横丁隅々まで走り回っ

て探したが、結局お婆さんは見つからなかった。）
　●　	你把这个包里里外外再检查一遍，若有什么破损，现在退货还来得及。（この鞄の表面と中

をとことんもう一度チェックして下さい。もしやぶれたところがあれば、今なら返品して
も間に合う。）

　上記の“跑遍了”（駆け回る）、“里里外外检查一遍”（表面と中をとことんチェックする）のよ
うに回数や程度を示すこと（示したこと）を表現する場合には把構文がよく用いられる。「行
為処置構文」の「程度類」であると考えてよい。
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１．７．把構文の完成類

　“今天我要把这本书看完”（今日、私はこの本を全部読み終えなければならない）	、“今天我

把这本书看完了”（今日、私はこの本を全部読み終えた）構文のように、動詞の後に“完”“好”
などの補語をつける構文、ある動作を通して、あることを済ませたことを示す構文は把構文
の完成類となる。把構文は完了の意を表すアスペクトの助詞「了」と共起する場合もある。
　●　我已经把你的工作服洗好了。（あなたの作業服はもう洗った）
　●　我把饺子吃完了。（餃子を全部食べきったよ）
　上記の“洗好了”（洗った）、“吃完了”（食べきった）のように「把～＋Ｖ＋了」構文はある動作
を済ませたという意味を表す。
　把構文の例文を調査した結果、意図的意味を示す「行為処置構文」における下位分類は移
動類、保持類、離合類、変化類、状態類、程度類、完成類などに分けられる。

２．「判断評価構文」における下位分類
　本節では「判断評価構文」の下位分類について考察することとする。

２．１．判断類（「～を～と見なす」、「～を～とする」）

　「～を～と見なす」「～を～とする」の表現には把構文がよく用いられる。
　●　我全把这次上当受骗当做人生教训了。（今回、騙されたことを人生の教訓と見なしている。）
　「～を～とみなす」「～を～とする」「～を～として」を中国語に訳すと、“把～当成 / 看成～”

“把～看作 / 认作～”“把～叫作 / 称作～”となる。この構文には「判断」と「評価」の両方があ
るので、主観的な「判断評価文」と見てよい。「～を～と見なす」「～を～とする」という判断
を表現する場合、把構文でなければ表現しにくいと考える。

２．２．比喩類

　「～を～に喩える」を表現する場合にも把構文がよく用いられる。
　●　	我们通常把儿童比喻成花朵，希望他们能茁壮成长。（子供を花に喩え、元気よく育つよう

祈っている）	
　「～を～に喩える」を中国語で“把～比作～”“把～比喻成～”と言う。この構文は「判断」と「評
価」の両方があるので、主観的な「判断評価文」と見てよい。「～を～に喩える」を表現する
場合、把構文でなければ表現しにくいと考えられる。

２．３．命名類

　「～を～と命名する」「～を～と名づける」の場合にも把構文がよく用いられる。
　●　	鲁滨逊把被救的野人取名为“星期五”。（ロビンソンは助けた野蛮人をフライデーと名づ

けた。）
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　「～を～と命名する」	「～を～と名づける」を中国語に訳すと“把～命名为～”“把～取名为

～”となる。この構文は「判断」と「評価」の両方があるので、主観的な「判断評価文」と見て
よい。「～を～と命名する」	「～を～と名づける」を表現する場合、把構文でなければ表現し
にくいと考える。

２．４. 予想類

　「～を見積もる」	「～を見通す」	「～を想定する」の場合にも把構文がよく用いられる。
　●　	我们一定要有清醒的认识 , 要把形势估计得严峻一些。（私たちは必ず冷静に認識し、情勢

を厳しく判断しなければならない。）
　「～を見積もる」	「～を見通す」	「～を想定する」を中国語に訳すと“把～估计得～”“把～考

虑得～”となる。この構文は	「判断」と「評価」の両方があるので、主観的な「判断評価文」と
見てよい。「～を見積もる」「～を見通す」という予想を表現する場合、把構文でなければ表
現しにくいと考えられる。

２．５．帰属類

　「～を～の功績とする」「～に帰す」を表現する場合には把構文がよく用いられる。
　●　	应当把这次科学实验的成功归功于大家的努力。（今回の科学実験の成功は皆の努力のおか

げである。）
　●　	我们都有责任，不能把错误归咎于他一个人。（我々全員に責任があり、責任を彼一人にか

ぶせることはできない。）
　「～を～の功績とする」「～に帰す」を中国語に訳すと、“把～归功于～”“把～归咎于～”“把

～归属于～”となる。この構文は「判断」と「評価」の両方があるので、主観的な「判断評価文」
と見てよい。「～を～の功績とする」「～に属す」という帰属の意を表現する場合、把構文で
なければ表現しにくいと考えられる。
　把構文の例文を調査した結果、「判断評価構文」における下位分類は判断類、比喩類、命名
類、予想類、帰属類などに分けられる。

３．「叙述導致構文」における下位分類
　“我把钱包弄丢了”（私は財布をなくしてしまった）、“孩子把花瓶打碎了”（子供が花瓶を割っ
た）のような把構文も「叙述導致構文」になる。「何らかの原因によって、ある状態にさせる（さ
せた）」ことを示し、非意図的意味をもつ「叙述導致構文」の下位分類に焦点をあて、考察す
ることとする。

３．１. 失敗自責類

　動作主（参与者）の不本意により事態が変化し、不具合の事態に発展してしまったりする
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際に把構文がよく用いられる。
　●　	都这么多年过去了，我早把那件事情忘了。（もう何年も経っていたので、あの事をとっく

に忘れていた。）
　●　	给客人端茶时，脚一滑，把杯子打碎了。（お客さんにお茶を出した時、足が滑って、コッ

プを割ってしまった。）
　上記の例文はいずれも非意図的行為による結果を示す文で、「なくす」「壊す」「汚す」など
の動詞を使用することによって、思うようにできずに失敗、不愉快な思い、うっかりミスの
意味を含む。
　上記の例文は把構文を使わなくても、文として成り立つ場合がある。下記の例がそれで
ある。
　●　我把客人的杯子打碎了。（お客さんのコップを割ってしまった）
　●　我打碎了客人的杯子。（私はお客さんのコップを割った）
　両者が言及している事実は同じであるが、把構文を用いて、“杯子”（コップ）を前置させる
ことで「ほかならぬ、お客のコップ」と「割ってしまったという結果（状態）」を同時に示して
いる。これに対して普通動詞文は、主語である「私」が「お客さんのコップを割った」という
事実を述べるのみで、その結果として「困っている」「後悔している」といったニュアンスは
表さない。どちらも文法的には間違っていないが、ネイティブは把構文を用いるのが普通で
ある。このように責任追及や自責を表現する場合には把構文がよく用いられる。

３．２．心身表現類

３．２．１．心理的な状態（例えば、怒る、焦る、怖がる、喜ぶなど）
　●　	小赵办事不牢靠，把我气死了。（趙さんの仕事はしっかりしていないので、本当に腹が立っ

た。）
　●　	儿子走失后，把父母急死了 / 让父母急死了。（息子の行方が分からなくなってから、親は

死ぬほど焦っていた。）
　上記の例文のようにマイナス評価の場合が多い。だが、下記のような例もある。
　●　	听到这个消息，看把他开心得像个孩子似的。（この話を聞いて、彼は子供のように喜んで

いる）
　上記はプラス評価に用いられている例である。

３．２．２．生理的な状態（例えば、疲れる、痺れる、腫れる、覚める、眩
くら

む、吐き気がするなど）
　●　	一大堆衣服快把她洗趴下了。（彼女は山ほど積まれた服を洗って、疲れて倒れそうになっ

た。）
　●　	辣椒把我吃得舌头都麻了 / 使舌头麻了。（唐辛子を食べてしまって、舌が痺れた。）
　上記の例のように、“把～得～”	“使～得～”	“让～得～”	など助詞“得”を加えると、物事を
ある状態にさせる（させた）ことを具体的に表し、使役的用法とも見られる。「叙述導致構文」
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の把構文はマイナス評価に多く用いられるため、「被害の受け身」とも言える。
　●　他把弟弟说哭了。（彼は弟を叱ったので、弟が泣いた。）
　●　他把弟弟说得很难过。（彼は弟を叱ったので、弟はとても悲しかった。）	
　上記の“他说弟弟”（彼は弟を叱った）と“弟弟哭”（弟は泣いた）は因果関係があり、動作主“他”

（彼）の“说”（叱る）という行為によって、“弟弟哭”（弟は泣いた）という状態にさせた。さらに、
“难过”（悲しい）という状態にさせた。このような状態を表す場合には把構文がよく使われる。
　上記の例文のように、人間の精神的、生理、心理などの状態を表現する場合には把構文が
よく用いられる。

３．３．客観叙述類

　客観叙述類とは何らかの原因によって、状況や人生境遇など客観的な事実をある状態にさ
せる（させた）ことを指す。
　●　	工业废水把河流都污染了。（工業廃水が川を汚染している／川が工業廃水に汚染されて

いる）
　●　	这场车祸把他的人生毁了 / 使他的人生毁了。（この交通事故は彼の人生をぶち壊した／人

生をめちゃくちゃにさせた）
　上記の例は動作主は無生物で、事柄である。いずれも何らかの原因や結果によって、状況
や人生境遇を、異なる状態にさせたことを表す。また	“把”、“让”、“使”、“给”などのマーカー
を付け加えると、その対象となる人物をクローズアップさせる。特に“把～得～”“使～得～”

“让～得～”の形は「何らかの原因によって、ある状態にさせる（させた）」という意がより強
くなると考えられる。

３．４．主観表現類

　叙述導致構文の主観表現類は、意図的な行為による判断評価構文とは違い、非意図的な行
為で、話し手の主観によるものを指す。下記の例がそれである。
　●　老师把学生都讲困了。（先生の授業を聞いて、学生たちは眠くなった）
　●　我跟你下棋都把手下臭了。（あなたと将棋をやったせいで、私の腕前も下がった）
　上記のように、「把」の前の成分は「把」の後の成分に直接に働きかけたのではない。先生
は学生に眠くなるように働きかけてはいないが、学生が眠くなることは話し手の主観による
ものと見られる。また「あなたと将棋をしたせいで、私の将棋のレベルが下がった」という
例も同じで、話し手の主観である。上記の例文はいずれも動作主の行為が直接、相手に及ば
ず、非意図的な行為によって、ある状態にさせる（させた）結果を示すもので、叙述導致構
文の主観表現類になると考えてよいのである。
　本論文では把構文の例文を調査し、「行為処置構文」、「判断評価構文」、「叙述導致構文」に
おける下位分類について考察した。まとめると、図１のようになる。
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