
京都外国語大学

京都外国語大学大学院紀要

言語と
文化

第9号

  March 2015

ISSN 1882-7136

 

韓国人日本語学習者の日本語指示詞「コ・ソ・ア」の習得研究
──アンケート調査の結果から ……………………………………… 柳　 信愛
   
外国にルーツを持つ子どもの学習支援教室で育むエンパワーメント
──「日和」寺子屋大津の活動を通して見えてきたもの ………………  的場　 彩

The Gender Binary: Questioning the System …………………… 井口 健太郎

R. メネンデス・ピダルによる
ラテン語語頭音F- の脱落と基層説 ………………………………… 三島 庸平

Language and Culture

研究論文

研究ノート

翻訳



目　次

研究論文
韓国人日本語学習者の日本語指示詞「コ・ソ・ア」の習得研究
──アンケート調査の結果から…………………………………………………	 柳　信愛	 １

外国にルーツを持つ子どもの学習支援教室で育むエンパワーメント
──「日和」寺子屋大津の活動を通して見えてきたもの……………………	 的場　彩	 13

研究ノート
The Gender Binary: Questioning The System		………………………………………	 井口健太郎	 25

翻　訳
R. メネンデス・ピダルによるラテン語語頭音 F- の脱落と基層説………	 三島庸平	 31

編集後記	……………………………………………………………………………………………	 43	

言語と文化

第９号 2015年3月



CONTENTS

Articles

A study on the acquisition of Japanese demonstratives by Korean learners. ……………		Ryu shin ae	 1

Empowerment of participants in the Local Study Support Group for Foreign children:
the case of “Hiyori” Terakoya Otsu in Shiga prefecture.………………………………	 Aya Matoba 13

Research Notes

The Gender Binary: Questioning The System		……………………………………		Ken James Iguchi 25

Translations

La péradida de la F-:
inicial latina y la teoría sustratista según R.MENÉNDEZ PIDAL	…………………		Yohei Mishima 31

Editor’s postscript	………………………………………………………………………………	  43

Language and Culture
Vol. 9 March 2015



1

１．はじめに
　日本語と韓国語両言語は、文法の構造の枠組みや語彙など、多くの点で類似性が高いとよ
く言われている。そのため、韓国人学習者にとって、日本語は学習しやすい外国語だと思わ
れる傾向がある。しかし、梅田（1982）によると日本語と韓国語は細部では相違点も数多く
存在している。特に、日本語の指示詞「コ・ソ・ア」と韓国語の指示詞「이・그

gɯ

・저
tʃɔ

」は、対
応関係を成しているのみでなく、用法上の類似性が高い。このような類似点は日本語指示詞
を学習する韓国人日本語習得に何らかの影響を与えていると考えられる。学習者の「母語の
影響」以外にも、第二言語習得に関わる要因には様々なことがあると考えられる。迫田（2002）
は、第二言語学習者の習得過程に影響を与える事柄について、学習者に決まった習得の順序
があること、学習者の母語干渉による正の言語転移と負の言語転移、また学習環境の違いが
あると述べている。
　日本語指示詞「コ・ソ・ア」の習得過程を「母語の干渉」の「正の言語転移」と「負の言語転移」
の立場から研究を行う場合もあるのに対して、学習者の母語との関わりがないという学習者
独自の文法構築の「中間言語」の立場もある。
　すなわち、日本語指示詞の習得研究は、習得が困難である要因が、学習者の母語の影響に
よるものなのか、母語の影響ではなく学習者独自の文法構築によるものなのか、2つの立場
で研究されている。しかし、第二言語習得においては学習者の母語知識との関わりを無視す
ることはできない。そして、ある程度レベルが上がるにつれ、初級の段階より目標言語と母

韓国人日本語学習者の日本語指示詞
「コ・ソ・ア」の習得研究

アンケート調査を通じた現場指示の結果を中心に

柳　信愛

　指示詞の習得研究には、習得困難の要因を、学習者の「母語の干渉」によるものとす
る立場の研究と、学習者の母語とは関係なく全ても学習者に共通に現れる誤用があっ
て、「学習者独自の文法構造の中間言語」によるものとして見る研究に、大きく分けら
れる。筆者は、指示詞の習得過程で二つの要因が両方かかわると考え、更に詳細に習
得過程を調査する必要があると考える。このことから、本研究は、日本語指示詞「コ・
ソ・ア」の習得過程に現れる習得困難の要因を一つに絞らず、韓国の大学で日本語を
専攻・非専攻として学習している韓国人日本語学習者を対象として調査し、分析した。
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語とのつながりが薄くなるのではないかと考えられる。また、韓国人日本語学習者を対象に
した日本語指示詞「コ・ソ・ア」の習得に関する先行研究によると、日本語指示詞の用法の
中で、非現場指示の習得に困難があると述べている研究が殆どである。非現場指示の習得研
究に集中しており、現場指示の習得研究は少ない。
　筆者は、非現場指示のみではなく、現場指示の習得にも困難があると考え、現場指示の習
得研究が必要であると考えた。
　また、指示詞の習得には「母語の干渉」と「中間言語」が両方かかわると考え、以下、習得
の困難の要因を「母語の干渉」と「中間言語」どちらか一つに絞らず、指示詞「コ・ソ・ア」の
全体的な習得状況を明らかにしていく。

２．先行研究
　本節では、先行研究を検討する。指示詞に関する研究は、現代に至るまで、数多く研究さ
れてきた。以下、本稿で取り上げる調査と関連性が高い「第二言語習得論における日本語指
示詞習得」に関する先行研究を検討してみよう。

2.1 第二言語習得論における日本語指示詞「コ・ソ・ア」習得に関する先行研究

　日本語指示詞「コ・ソ・ア」の習得過程を「母語の干渉」の「正の言語転移」と「負の言語転移」
の立場から研究を行う場合があるのに対して、学習者の母語との関わりがないという学習者
独自の文法構築の「中間言語」の立場もある。
　安（1996）は、研究動機として、「日本語と韓国語両言語の指示詞の体系が非常に類似して
いて、韓国人日本語学者はその類似点に頼りすぎて、指示詞の学習を疎かにしがちである」
と述べ、韓国人日本語学習者の指示詞習得に「母語の干渉」が見られると主張して、「言語の
転移、母語の影響」の立場から韓国人日本語指示詞の中の非現場指示の習得研究を行った。
結果として、韓国人日本語学習者は、非現場指示の「ソ系」と「ア系」の使い分けが困難であり、

「母語の影響」を受けていると述べている。
　しかし、調査対象が韓国人学習者に限られているため、その習得の困難要因が「母語の影響」
なのか、他の母語話者学習者との比較が必要である。また、非現場指示のみではなく、現場
指示は習得の困難がないのか考察が要ると考える。
　それに反して、迫田（1996）は韓国人日本語学習者 3名と中国人日本語学習者 3名を対象に
して、3年間の縦断的研究を行い、結果として学習者の母語の違いにも関わらず、「ソ系」を
使うべきの場合に「ア系」を使用する「ソ→ア」の誤用が見られ、習得が進んでも減少しなかっ
たと述べた。ソ系とア系の選択ルールは、日本語母語話者とは異なり、接続する名詞に影響
を受けることがわかり、これは学習者独自の文法である「中間言語」と言えるのではないか
と迫田（1996）は主張している。
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　ところが、質的研究としても調査対象の数が上の結果を支えるには、不十分なのではないか
と思われ、さらに、他の国の学習者との比較する必要があると考える。このように、習得状況
の要因としては、前述したように「母語の干渉」と「学習者独自の新たな文法構築：中間言語」
などがあるが、その他、「学習者の学習環境」の違いによる学習状況を考察する研究もある。
　孫（2008）は、第二言語習得と外国語習得を分けて、自国で外国語として日本語を学ぶ学
習者と日本で第二言語として日本語学ぶ学習者を対象にして日本語指示詞の中の非現場指示
の習得過程を「学習環境の違い」の立場から考察をした。結果として、目標言語との接触量
によって学習者が異なる中間言語の仮説を構築していると考えられ、学習環境が習得に与え
る影響を重視すべきであると主張している。外国語学習は、目標言語の国で学ぶことが良い
とよく言われるが、筆者は昨今インターネットの普及により、自国でも目標言語と接しやす
くなったため、昔よりは、学習環境が良くなったと考える。
　ここまで検討した先行研究は、指示詞の中で「非現場指示」の習得研究に集中している。
続いては、「現場指示」の習得状況を見てみよう。
　Kawakami（2010）は、日韓両言語学習者、韓国人日本語学習者 72名と日本人韓国語学習
者 70名を対象にして、各目標言語の指示詞の習得状況を考察した。結果としては、韓国人
日本語学習者における両言語指示詞間にズレがある用法は、母語の干渉により、習得が困難
であるということが明らかになり、非現場指示の習得が困難というよりも、現場指示・非現
場指示両用法において韓国語と 1対 1で対応していないものが母語の干渉により、習得が困
難であるということが証明できた。日本人韓国語学習者の場合は、学習歴が長くなるにつれ、
母語の干渉を受けず、正しい指示詞選択を行っているが、日韓両言語 1対 1の対応していな
い設問が、1対 1の対応している設問に比べて正答率が低いことから、日本語との比較によ
る指導が必要であると Kawakami（2010）は結論付けている。
　次は、韓国人日本語学習者を対象にして、日本語指示詞「コ・ソ・ア」の誤用に関する研
究を行った具（2010）では、韓国人母語話者が苦手とする指示詞体系を明らかにすることが
目的で、アンケート調査を行った。アンケートは現場指示 8問、非現場指示 12問、計 20問
で調査を実施した。調査対象は韓国語が母語である日本語学習者で、上級 88人、中級 50人、
初級 37人で計 175人である。目立つ調査結果として、相対的現場指示の融合型の「ソ系」の
習得が困難であることが分かったことがあげられる。
　Kawakami（2010）と具（2010）は、非現場指示と現場指示両方を調査対象として調査を行っ
た研究である。Kawakami（2010）日韓両言語の対照的な部分に焦点を当てて、両国の学習
者の指示詞習得を調査したが、筆者は、困難の要因を「母語の干渉」一つに絞って述べるのは、
無理だと考えられる。筆者は、誤用または習得困難の要因をどちらに絞らず研究する必要が
あると考える。また、具（2010）は「現場指示の習得が困難だ」という結果が出たので、「韓国
人日本語学習者には現場指示習得は困難が存在しない」と述べている先行研究とは異なる結
論である。しかし、具（2010）は「誤用の研究」であり、習得困難の要因については述べてい
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ない。そのため、現場指示習得について、さらに調査する必要があると筆者は考える。

3．調査
3.1 調査目的

　一体、韓国人日本語学習者の日本語指示詞習得過程で困難があるとは、どのようなことに
よるものなのだろうか。「母語の干渉」の「負の言語転移」によるのか、「中間言語・学習者独
自の文法構築」によるのか、さらに明確にする必要がある。そして、先行研究は非現場指示
の習得研究で集中しているが、現場指示の習得状況は困難ではないのだろうか。
　本研究の目的の一つは、韓国人日本語学習者の日本語指示詞「コ・ソ・ア」の習得過程を
明らかにすることである。習得過程を明らかにして、指示詞の習得を困難にしている要因を、
全体的な視点から明確にしたい。そのため、非現場指示のみではなく、現場指示の習得過程
を調査して考察する。本稿では、先行研究には触れていない「現場指示」の結果を中心に考
察を行う。

3.2 調査方法

　指示詞「コ・ソ・ア」は宋（1991）と金水・田窪（1992）に基づいて用法を分類して、アンケー
ト内容を作成した。指示詞を現場指示、非現場指詞に大きく二つ分け、現場指示 12項目、
非現場指示 12項目で計 24項目である。アンケートの項目は、宋（1991）の分類に当たる指示
詞の文を金水・田窪（1992）などの先行研究に基づき一部変更して引用した。対象が韓国人
であるため、韓国人日本語学習者を対象にした日本語の教材からも引用して作成した。

表 1 「コ・ソ・ア」の用法の分類
用法の名称 指示対象 「場」の状況 言語行為

現場指示

a. 独立的現場指示 現場における知覚できる具体
的な対象 相手（聞き手）がいない 独り言、内言

b.
相対的
現場指示

b-1.
融合型 同上 話し手と聞き手が我々

認識を持つ 主に、対話

b-2.
対立型 同上 話し手と聞き手が対立

認識を持つ 主に、対話

非現場指示

c.
話題指示

c-1.
独立的
話題指示

自分の観念の中に浮かべてい
る話題性のある素材

相手（聞き手か読み手）
がいない

独り言、内言、
回顧的言い方

c-2.
相対的
話題指示

自分か相手の表現内容にある、
話題性のある経験的素材

相手（聞き手か読み手）
が素材を知っているか
を考慮

主に対話

d. 単純照応指示 自分の経験記憶が関わらない
文脈の言語的なある素材

相手（聞き手か読み手）
がいる、ないし、いる
と仮定する

主に作文

宋（1991:	139）（a～dの記号は筆者による記入）
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　現場指示と非現場指示の並びは、ランダムに混ぜ、番号を付けた。日本語の指示詞の「コ・
ソ・ア」の三つの中で、一番正しいと思われる指示詞を一つ選ぶようにした。
　上の表 1が宋（1991: 139）から引用した指示詞の用法の分類をまとめたものである。
　現場指示は、a. 独立的現場指示「コ系」「ア系」１項目ずつ、b-1. 相対的現場指示の融合型「コ
系」２項目、「ソ系」２項目、「ア系」２項目、b-2. 相対的現場指示の対立型「コ系」２項目、「ソ
系」２項目で、計12項目である。項目の例文は次の通りである。

a.現場指示の独立的現場指示「コ系」１項目
 6． （昨

きのう

日、新
あたら

しく買
か

ったペンを使
つか

いながら、一
ひとり

人でつぶやく）
 A：{　これ　/　それ　/　あれ　}  いいな。字

じ

がうまく書
か

ける。
（筆者による作例）

a.現場指示の独立的現場指示「ア系」１項目
15． （空

そら

を飛
と

んでいる鳥
とり

を見
みあ

上げながら、一
ひとり

人でつぶやく）
 A：私

わたし

も {　この　/　その　/　あの　}  鳥
とり

のように飛
と

ぶことができれば。
（宋（1991: 144）の例10）

b-1. 現場指示の相対的現場指示の融合型「コ系」２項目
9． （A と B が同

おな

じ女
おんな

の人
ひと

の写
しゃしん

真を一
いっしょ

緒に見
み

ながら）
  A： {　この　/　その　/　あの　}  人

ひと

は誰
だれ

ですか。
 B：{　この　/　その　/　あの　}  人

ひと

はチェさんです。
（NEW NETWORK 日本語 1（2005: 267）問題 2の 4番を一部変更１））

16.（お店
みせ

に店
てんいん

員、客
きゃく

の両
りょうしゃ

者すぐ近
ちか

くにある物
もの

を指
さ

しながら）
 客

きゃく

：{　これ　/　それ　/　あれ　}  ください。
 店

てんいん

員：{　これ　/　それ　/　あれ　}  ですね。
（金水・田窪（1989: 5）例 1）

b-1. 現場指示の相対的現場指示の融合型「ソ系」２項目
10． A：お出

で

かけですか。
 B：ええ、ちょっと {　ここ　/　そこ　/　あそこ　}  まで。

（金水・田窪（1992: 132）例 7）

23. （タクシーの車
しゃない

内で、近
ちか

くの角
かど

を指
さ

しながら運
うんてんしゅ

転手に話
はな

す）
10． 乗

じょうきゃく

客：すみません、{　ここ　/　そこ　/　あそこ　}  の角
かど

の右
みぎ

に曲
ま

がってください。
 運

うんてんしゅ

転手：{　ここ　/　そこ　/　あそこ　}  の角
かど

の右
みぎ

ですね。
（金水・田窪（1992: 138）例43を一部変更２））

１）原文は、「この人は誰ですか。」→「この人は崔さんです。」
２）原文は、「すみません、そこの角を右に曲がってください」
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b-1. 現場指示の相対的現場指示の融合型「ア系」２項目
17． （A と B が遠

とお

くにいる男
おとこ

を見
み

ながら）
 A：{　この　/　その　/　あの　}  人

ひと

は誰
だれ

ですか。
  B：{　この　/　その　/　あの　}  人

ひと

は、金
キム

さんの先
せんぱい

輩です。
（NEW NETWORK 日本語 1（2005: 267）問題 2の 5番を一部変更３））

22.（A と B が一
いっしょ

緒に歩
ある

き、向
む

こうにある木
き

を指
さ

しながら）
 A：{　この　/　その　/　あの　}  花

はな

は桜
さくら

だね。
  B：いや、{　この　/　その　/　あの　}  花

はな

は梅
うめ

だよ。
（金水・田窪（1992: 77）例を一部変更４））

b-2. 現場指示の相対的現場指示の対立型「コ系」２項目
1．（ペンを手

て

に持
も

って見
み

せて）
 A：{　これ　/　それ　/　あれ　}  いいでしょう。

（金水・田窪（1992: 110）例 6）

7．（A と B が一
いっしょ

緒に美
びじゅつかん

術館に行
い

って、B が見
み

ている絵
え

について B の後
うしろ

で A が聞
き

く）
 A：{　この　/　その　/　あの　}  絵

え

はピカソだね。
  B：うん、{　この　/　その　/　あの　}  絵

え

はピカソだよ。
（金水・田窪（1992: 76）例文を一部変更５））

b-2. 現場指示の相対的現場指示の対立型「ソ系」２項目
2．病

びょういん

院で
 医

いしゃ

者：（患
かんじゃ

者の腹
ふくぶ

部を抑
おさ

えながら）ここ、痛
いた

みますか。
 患

かんじゃ

者：{　ここ　/　そこ　/　あそこ　}  は、それほどでもありません。
（金水・田窪（1992: 132）例 6）

8．（聞
き

き手
て

（相
あいて

手）のネクタイを指
さ

しながら）
 A：{　この　/　その　/　あの　}  ネクタイ買

か

ったんですか。
（金水・田窪（1992: 132）例 7）

3.3 調査対象

　調査対象者は、韓国の大学で日本語を専攻として学んで
いる韓国人大学生と、日本語を非専攻として学習している
韓国人大学生である。調査は、2013年 6月から 10月にか
けて、韓国内の 6つの大学で行った。アンケートの回収は、
調査対象の以下の大学に所属している教師に依頼した。そ
の際、調査対象にした 6つの大学と人数は表2の通りである。
　2013年10月15日には、アンケート調査から得られた結
３）原文は、「あの人は誰ですか。」→「あの人は金さんの後輩です。」
４）原文は、「A『アノ花ハ桜ダネ』　B『イヤ、アレハ桃ダヨ』」
５）原文は、「A『ソノ絵ハピカソダネ』　B『ウン、コレハピカソダヨ』」

表 2　調査対象の大学名と人数
大学名 人数

釜山外国語大学 174名
東明大学 24名
昌原大学 21名
建国大学 16名
仁川大学 1名
釜慶大学 1名
合計 237名

初級 中級 上級 計
人数 74名 66名 97名 237名
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果を基に、改めてインタビュー調査も行った。インタ
ビュー調査対象６）のレベル別人数は、表 3の通りである。
　インタビュー調査を行ったアンケート項目は、「相対
的現場指示の対立型のソ系」の設問 2、「相対的現場指示の融合型のソ系」の設問10と23、「独
立的話題指示のソ系」の設問 3で計 4項目である。

3.4 調査結果

3.4.1 現場指示

3.4.1.1 独立的現場指示

　独立的現場指示「コ系」と「ア系」の正用 ･ 誤用の結果から、韓国人日本語学習者に独立的
現場指示用法の習得は困難ではないと解釈できる。
　この用法は、日本語と韓国語が 1対 1で対応する指示用法である。すなわち、調査対象者
である韓国人日本語学習者の母語である韓国語の「母語の干渉」の「正の言語転移」によって
習得が進んでいると解釈できるのである。

3.4.1.2 相対的現場指示の融合型

表 3　インタビュー調査対象の人数
初級 中級 上級 計

人数 3名 14 名 6 名 23 名

表 4　独立的現場指示の「コ系」と「ア系」の結果
6.（昨日、新しく買ったペンを使いながら、一人でつぶやく）
　A：{　これ　/　それ　/　あれ　}	いいな。字がうまく書ける。

正用 誤用 コ ソ ア
初級 74％ 26％ 初級 55 12 7
中級 88％ 12％ 中級 58 2 6
上級 96％ 4％ 上級 93 2 ２

15.（空を飛んでいる鳥を見上げながら、一人でつぶやく）
　A：私も {　この　/　その　/　あの　} 鳥のように飛ぶことができれば。

正用 誤用 コ ソ ア
初級 73％ 27％ 初級 8 12 54
中級 82％ 18％ 中級 3 9 54
上級 98％ 2％ 上級 0 2 95

表 5　相対的現場指示の融合型「コ系」の結果
９.（Aと Bが同じ女の人の写真を一緒に見ながら）
A：{　この　/　その　/　あの　}	人は誰ですか。
	B：{　この　/　その　/　あの　}	人はチェさんです。

正用 誤用 コ ･コ コ ･ソ コ ･ア ソ ･コ ソ ･ソ ソ ･ア ア ･コ ア ･ソ ア ･ア
初級 30％ 70％ 初級 23 17 4 11 10 2 2 4 1
中級 42％ 58％ 中級 28 16 1 3 2 １ 2 4 9
上級 58％ 42％ 上級 56 21 1 9 1 1 6 0 2
16.（お店に店員、客の両者すぐ近くにある物を指しながら）
客：{　これ　/　それ　/　あれ　}	ください。
店員：{　これ　/　それ　/　あれ　}	ですね。

正用 誤用 コ ･コ コ ･ソ コ ･ア ソ ･コ ソ ･ソ ソ ･ア ア ･コ ア ･ソ ア ･ア
初級 23％ 77％ 初級 17 18 6 15 3 ３ 6 2 4
中級 64％ 36％ 中級 42 5 1 7 1 １ 3 4 2
上級 58％ 42％ 上級 56 11 7 13 1 1 7 0 1

６）2013年10月15日に行ったインタビュー調査は、韓国の釜山外国語大学の日本語専攻者の韓国語母語話者23名を対象にした。
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　初級の段階で目立つ誤用は「コ - ソ」と「ソ - コ」である。果たして、「コ - ソ」とか「ソ - コ」
のような誤用が生じる要因は何だろうか。その理由は、「コ系」を用いて聞く「ソ系」で答え
る場合とは逆に、「ソ系」で聞く「コ系」で答える「コ - ソ」と「ソ - コ」の形式は、日本語の指
示用法の特別な部分として扱われる項目であり、初級の段階で習得されるのである。そのた
め、「コ-ソ」と「ソ-コ」の誤用が初級の段階で多く見られると解釈できる。中級の段階でも「コ-
ソ」の誤用が他の誤用の中で一番目立つ。この影響は上級に上がっても残っていることが分
かる。この「相対的現場指示の融合型・コ系」は日韓両言語が 1対 1で対応している項目であ
るにもかかわらず、誤用が多く見られることに注目したい。「独立的現場指示のコ系とア系」
の習得の場合は、日韓両言語 1対 1に対応する用法で、「母語の干渉」の「正の言語転移」で習
得が進んでいるが、「相対的現場指示の融合型のコ系」の場合は初級の段階で習った「相対的
現場指示の対立型」の影響を受け、この用法の習得が進んでいないのではないか。これらの
結果から、学習者の母語と目標言語が 1対 1で対応する文法項目であっても、必ずしも習得
に良い影響を与えるとは言えないということが分かった。

　全レベル、初級・中級・上級の場合から分かるように、正用の「ソ系」より、特に「ア系」
の数が多いことが分かる。初級の段階では指示詞「コ ･ ソ ･ ア」全てが広く選択されているが、
その中でも「ソ→ア」の誤用が目立つ。「ソ→コ」の誤用はレベルが上がることにつれて、減
少する。
　まず、この用法を日韓両言語の対照観点から見ると、日本語の「相対的現場指示の融合型
のソ系」が対応する韓国語の指示詞は遠称の「저

t ʃ ɔ

系」である。そのため、Kawakami（2010）と
具（2010）は、この用法が習得困難である要因を「母語の干渉」の「負の言語転移」だと結論づ
けている。しかし、設問 10と設問 23の項目について再度インタビュー調査した結果、
Kawakami（2010）と具（2010）のように単なる「母語の干渉」の「負の言語転移」によって「相
対的現場指示の融合型のソ系」の習得が困難であるとは言えないことが分かった。勿論、母
語とも関わり「母語の干渉」の「負の言語転移」によると答えてくれた学習者もいたが、母語

表 6　相対的現場指示の融合型「ソ系」の結果
10. 	A：お出かけですか。
　	 B：ええ、ちょっと { ここ /そこ /あそこ }	まで。

正用 誤用 コ ソ ア
初級 35％ 65％ 初級 13 27 34
中級 23％ 77％ 中級 2 15 49
上級 27％ 73％ 上級 2 26 69
23.（タクシーの車内で、近くの角を指しながら運転手に話す）
　	乗客：すみません、{ ここ /そこ /あそこ }	の角の右に曲がってください。
　	運転手：{ ここ /そこ /あそこ }	の角の右ですね。

正用 誤用 コ･コ コ･ソ コ･ア ソ･コ ソ･ソ ソ･ア ア･コ ア･ソ ア･ア
初級 11％ 86％ 初級 9 10 5 6 9 9 4 8 14
中級 24％ 76％ 中級 8 3 1 0 15 5 5 4 16
上級 8％ 92％ 上級 18 2 3 8 8 15 2 12 29
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の韓国語とは全く関係なく、日本語の指示詞「コ・ソ・ア」を設問の場面状況に合わせて考え、
日本語の指示詞を選択した学習者も多くいた。そのため、単に、この用法に「ソ→ア」の誤
用が見られる要因を、「母語の干渉」によって習得が困難であると結論付けるのは無理がある
と考えられる。 「相対的現場指示の融合型のソ系」の誤用の要因は、「母語の干渉」と「学習者
独自の文法：中間言語」の両方が見られた。この用法については、さらに例文を集め、今後

更に深く考察する必要がある。
　設問17と設問22はほぼ似かよった結果が出た。初級の段階はまだ、相対的現場指示の融
合型「ア系」の習得が進んでいないことがわかる。しかし、レベルが上がることにより、こ
の用法の習得は順調に定着すると考えられる。日本語と韓国語両方、この用法のように話し
手と聞き手が「我々」という認識で、二人の遠くに存在するものを指し示す場合、両方遠称
である「ア系」と「저

t ʃ ɔ

系」を用いる。すなわち、相対的現場指示の融合型の「ア系」の用法は、
日韓両言語 1対 1の対応をする用法であることから、両言語間の類似性が、この用法の習得
に役立っていると言えるのではないだろうか。ところが、誤用の中で「ア - ソ」は、初級・中
級・上級の全レベルで現れることが分かる。「ソ系」の誤用が選択されることに関して、
Kawakami（2010）と具（2010）は韓国語の中称の概念の曖昧さによって現れたと説明してい
る。また、Kawakami（2010）と具（2010）は「母語の干渉」の「負の言語転移」で誤用の「ソ系」
を選択したと述べているが、本稿では「正の言語転移」で、この用語の習得が進んでいるの
ではないかと考える。そして、「ア - ソ」のような誤用が現れる要因は、相対的現場指示の融
合型の「コ系」の誤用「コ - ソ」と「ソ - コ」が生じる要因を相対的現場指示の対立型の影響な
のではないかと上述したように、相対的現場指示の融合型の「ア系」の誤用の要因も同じで
あると考えられる。この部分は今後、更なる考察の必要があると考えられる。

表 7　相対的現場指示の融合型「ア系」の結果
17.（Aと Bが遠くにいる男を見ながら）
　	A：{ この /その /あの } 人は誰ですか。
　	B：{ この /その /あの } 人は、金さんの先輩です。

正用 誤用 コ･コ コ･ソ コ･ア ソ･コ ソ･ソ ソ･ア ア･コ ア･ソ ア･ア
初級 49％ 51％ 初級 1 4 1 4 4 5 2 17 36
中級 74％ 26％ 中級 0 1 0 1 3 2 1 9 49
上級 74％ 26％ 上級 0 1 0 0 1 3 1 20 71
22.（AとBが一緒に歩き、向こうにある木を指しながら）
　	A：{ この /その /あの } 花は桜だね。
　	B：いや、{ この /その /あの } 花は梅だよ。

正用 誤用 コ･コ コ･ソ コ･ア ソ･コ ソ･ソ ソ･ア ア･コ ア･ソ ア･ア
初級 36％ 64％ 初級 7 9 1 5 4 4 3 13 28
中級 70％ 30％ 中級 0 0 2 2 5 0 2 8 47
上級 68％ 32％ 上級 2 0 1 0 1 1 3 24 65
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3.4.1.3 相対的現場指示の対立型

　設問 1の結果から見ると、初級の場合 80%、中級の場合 97%、上級の場合 99% が正用で、
非常に高い結果であることが分かる。初級の段階では「コ→ソ」の誤用が見られるが、レベ
ルが上がるにつれ、減少している。そして、全レベルで「コ→ア」の誤用ほとんど見られない。
次の設問７の結果は指示詞選択が二つであるため、一つの指示詞を間違うと、誤用として分
類し、集計して処理をした。そのため、一つの指示詞を選ぶ設問 1より正用率は比較的低い
のではないだろうか。それにも関わらず、レベルの向上により、順調に習得されていると考
えられる。初級の場合、正用が 31% で低い結果であるが、選択された指示詞を見ると、正
用の「ソ - コ」と、誤用の「コ - ソ」一番目立つことが分かる。Kawakami （2010）は「コ系」で
尋ね、「ソ系」で答えるという初級学習が影響を及ぼすと述べている。すなわち、初級の段階
で学習する「相対的現場指示の対立型」が強く残っており、「コ - コ」とか「ソ - ソ」、「ア - ア」
のような融合型の誤用はほとんど見られないと考えられる。

　設問 2と設問 8の結果は同様の傾向を示している。まず、設問 2の正用から見ると、初級
の場合 55%、中級の場合 71%、上級の場合 79% で、レベルが上がるごとに、習得が進んで
いるということがわかる。設問 8も初級が 35%、中級が 80%、上級 82% で設問２の結果と

表 8　相対的現場指示の対立型「コ系」の結果
1.（ペンを手に持って見せて）　
　A:　{　これ　/　それ　/　あれ　} いいでしょう。

正用 誤用 コ ソ ア
初級 80％ 20％ 初級 59 14 1
中級 97％ 3％ 中級 64 2 0
上級 99％ 1％ 上級 96 1 0
7.（Aと Bが一緒に美術館に行って、Bが見ている絵についてBの後でAが聞く）
　A：{　この　/　その　/　あの　} 絵はピカソだね。
　B：うん、{　この　/　その　/　あの　} 絵はピカソだよ。

正用 誤用 コ･コ コ･ソ コ･ア ソ･コ ソ･ソ ソ･ア ア･コ ア･ソ ア･ア
初級 31％ 69％ 初級 6 21 3 22 4 3 9 6 0
中級 53％ 47％ 中級 7 11 0 35 2 1 5 2 3
上級 70％ 30％ 上級 9 4 1 68 2 0 10 2 1

表 9　相対的現場指示の対立型「ソ系」の結果
2.（病院で）
　医者：　（患者の腹部を抑えながら）ここ、痛みますか。
　患者：　{　ここ　/　そこ　/　あそこ　} は、それほどでもありません。

正用 誤用 コ ソ ア
初級 45％ 55％ 初級 26 41 7
中級 71％ 29％ 中級 13 47 6
上級 79％ 21％ 上級 47 77 8

8.（聞き手（相手）のネクタイを指しながら）
　A：　{　この　/　その　/　あの　} ネクタイ買ったんですか。

正用 誤用 コ ソ ア
初級 35％ 65％ 初級 29 26 19
中級 80％ 20％ 中級 8 52 6
上級 82％ 18％ 上級 13 80 4
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同様の傾向を示している。相対的現場指示の対立型の「ソ系」用法は、初級の段階で揺れが
見られる。設問 2の場合は、「ソ→コ」の誤用が目立つことに対し、設問 8の場合は「ソ→コ」
と「ソ→ア」の誤用が全てにおいて、見られる。これらの誤用は中級、上級へとレベルが上
がるごとによって減少していることが分かる。
　この用法を日韓両言語で対照的して捉えると、韓国語の場合、指示対象が物 ･ 場所なのか、
人なのかによって用いる指示詞が異なる。指示対象が物・場所の場合は日本語と同じく中称
である「그

g ɯ

系」を用いるが、人の場合は近称である「이
i

系」で指し示す。設問 2と設問 8の指
示対象が物と場所であるため、日本語の同じく中称の指示詞で指示するにもかかわらず、初
級の段階での習得が進んでいないことが分かる。
　設問 2に関してのインタビューの結果、自分の体であるため、「コ系」で指示するという答
えなどがあった。

4．おわりに
　本調査は、韓国の大学で日本語を専攻、又は非専攻として学習している韓国人学習者を対
象にして、日本語の指示詞の習得過程を明らかにすることを目的として、習得上に生じる誤
用の要因を一つに絞らずに考察した。
　現場指示と非現場指示、両方を調査項目とし、本稿では現場指示の結果を中心に考察をした。
　本調査で明らかになったことは、（1）非現場指示だけではなく、現場指示の習得も困難で
あることと、（2）母語と目標言語が 1対 1の対応をするものであっても、必ずしも「母語の影響」
の「正の言語転移」が起こさないことである。より詳しく言うと、日本語指示詞の用法間の
揺れが多く見られたことである。特に、現場指示の場合、相対的現場指示の「融合型」と「相
対型」の間の揺れが多く、習得に影響を与えることが本調査を通じて明らかになった。

表10　韓国人日本語学習者の日本語指示詞の習得状況・調査結果まとめ

現
場
指
示

独立的現場指示
	●「コ系」、「ア系」両方、「母語の干渉」の「正の言語転移」で習得
が進んている。

相対的現場指示の融合型

	●「コ系」の習得は、『「コ系」で尋ね「ソ系」で答える・「ソ系」で尋ね「コ
系」で答える』という対立型の影響を受けている。日本語指示詞の
用法間の揺れが見られた。

	●「ソ系」はレベルが上がっても習得進まない用法。
「ソ→ア」の誤用が目立つ。インタビュー調査をした結果、誤用の
要因を単の「母語の干渉」の「負の言語転移」であるとは言えない。

	●「ア系」は「母語の干渉」の「正の言語転移」で習得が進んいる。

相対的現場指示の対立型
	●「コ系」「ソ系」も全体的に習得が進んでいる。
	●「ア系」の誤用が見られない。

柳（2013: 70）
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1．はじめに
　現在、日本では外国人の定住化数の増加に伴い、国籍・文化・言語・家庭環境等が多様な
外国にルーツを持つ子ども１）が公立学校に多く在籍している。彼らの学びや生き方を支え、
今後の社会を生き抜く力を育むためには、学校現場や日本語教育の専門家だけでなく地域と
のつながりも必要不可欠であり、「地域学習支援教室」の存在や役割が大きな鍵となる。しか
し、各地で市民による「地域日本語教室」が展開され研究が行われている一方で、子どもの
学習者中心の「学習支援教室」の実践や研究は少ない。また、成人学習者と比べ子どもは「支
援される」側として捉えられる傾向が強い。しかし、筆者は自身の学習支援教室でのボラン
ティア経験から、子どもたちとボランティアを含め学習支援教室に関わるすべての人が相互
に影響し合い、力をつけていくのではないかと考える。
　本稿の目的は、学習支援教室で、外国にルーツを持つ子どもとボランティアが「支援する」

「支援される」の関係に留まらず、協同的にエンパワーメントが育まれることを明らかにする
ことである。上記を明らかにすることで、教室に関わる人々が今後の社会に与える影響の可
能性を提示する。

外国にルーツを持つ子どもの
学習支援教室で育むエンパワーメント

「日和」寺子屋大津での活動を通して見えてきたもの

的場　彩

　本稿は、地域学習支援教室で、外国にルーツを持つ子どもとボランティアが「支
援する」「支援される」関係に留まらず、協同的にエンパワーメントが育まれるこ
とを明らかとすることを目的としている。「日和」寺子屋大津のボランティア１名、
子ども１名に対し行ったインタビュー調査結果のうち、関係性や変容過程に焦点を
あて、分析を行った。その結果、ボランティアだけでなく、子どもがボランティア
をエンパワーする主体として他者に影響を与えていることが明らかとなった。さら
に、双方にとって、地域学習支援教室は、人生に大きな影響を与える場としての機
能を持つことが明らかとなった。

要　旨

研究論文

１）両親あるいは両親のどちらかが外国籍の子どもであり、日本国籍の子どもも含まれる（川村 2014: 18）
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2．エンパワーメントとは
　エンパワーメント（Empowerment）とは、「社会的に抑圧されたり、不利な状況に置かれて
いる人や集団に対して、その固有の能力や長所に着目して、本来の強みを引き出し、生活や
環境を自らコントロールできるように支援する考え方」２）と定義される。エンパワーメントと
いう思想に最も影響を与えたパウロ・フレイレは独自の識字教育を理論化し、実践した。フ
レイレ（2011）は人間の使命とは「より全き人間であろうとすること（2011: 22）」と述べている。
　主に教育の領域で扱われるエンパワーメントの概念は、大きく分けて三段階に分類される。
一つ目は、個人が他者との関わりの中で、本来持っている力を取り戻し、発揮することであ
る。森田（1999）は、エンパワーメントを「外的抑圧をなくすこと、内的抑圧を減らしていく
ことで、本来持っている力を取り戻すこと（1999: 73）」と述べている。例えば、「女ならもっ
とつつましくしろ」「障害があるから、外に出て行くと人様に迷惑をかける」などの強力な「外
的抑圧」が内在化されて、「女だからでしゃばってはいけないんだ」「障害があるわたしは人
様に迷惑をかけてしまうだめなやつだ」と思い込む。これが「内的抑圧」である。メインスト
リームの価値観に囚われることで自分がありのままの自分を受け入れることができなくなっ
ていたことに気づき、見失っていた潜在力を発見することが一つ目のエンパワーメントであ
る（三登 2003: 214）。
　二つ目は、個人が他者との関わりの中で、「生きる力」「声をあげる力」を獲得することで
ある。カミンズ・中島（2011）は、エンパワーメントを「協働的に力を創り出すこと（2011: 
131）」と定義している。つまり、抑圧により失われていた力を取り戻した人々が、さらに他
の人をエンパワーし、共に新たな力を作り上げていくことである。
　三つ目は、個人が周囲の社会環境に対して何らかの影響を与えられるようになることであ
る。山田（2003）は、「すべての構成員が対等・平等に社会参加できるような社会にする（2003: 
31）」ためにエンパワーメントが行われるべきだと主張している。さらに、石塚・河北（2013）
はエンパワーメントを「人が、周囲の環境に対して『統御感』をもち、さらにそれでだけでなく、
周囲の環境に働きかけ、それを改善していくにいたるプロセス（2013: 81）」と定義している。
　つまり、森田やカミンズ・中島のように個の力に関する視点と、山田や石塚・河北のよう
に個と社会の関わり方に関する視点が存在する。本稿では、エンパワーメントを上記の三段
階に分類し、「周囲との関わりの中で本来持っている力を取り戻す過程」「新たな力を共に獲
得していく過程」「個人が周囲の社会環境に影響を与えること」として扱う。

３．地域学習支援教室とは
　1980年代頃から、在住外国人の増加を踏まえて、各地で「地域日本語教室」が展開される
ようになった。日本語学校や大学の日本語クラスなどと違い、地域の日本語教室は、そこで

２）『情報・知識　imidas』
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暮らす住民によって成り立っている。学習者は、留学生ではなく労働者や日本人の配偶者を
持つ妻などの「生活者」であり、日本語を教える人は、日本語教育を専門としていない地域
住民の場合がほとんどである。成人学習者のための地域日本語教室から派生する形で、子ど
ものための学習補習教室が集住地域に多く見られるようになった（坪谷 2013: 193）。地域に
おける学習支援教室の活動内容別に分類すると、「日本語指導型」、「教科学習補習サポート型」

「進学サポート型」「居場所づくり型」「不就学サポート型」「母語教育型」の六つに分類される
（同 : 194）。同時に複数の目標や活動内容を持つ教室も存在する。本稿の調査地である「日和」
寺子屋大津も、日本語指導や教科学習、進路サポートを行いながら、「居場所づくり型」を中
心目標として活動を行っている。

４．地域日本語教育の先行研究
　実践報告を除くと、地域日本語教育の先行研究は大きく分けて三つに分類される。一つ目
は、ボランティアの自己変容に関する研究である。小内・酒井（2001: 240-262）は、群馬県
太田市日本語教室の市民ボランティアに対し調査を行い、活動参加前後では（1）外国・外国
人に対する認識や理解の変化（例：個々の文化や外国人に対するステレオタイプがなくなり、
見方が変わった）（2）自らの行動態度における変化（例：何らかの役割を担っているという「役
割感」が自信につながる）があったと報告している。水野（2007: 201-217）は大学生による日
本語ボランティア活動の教育効果として「新しい知識の獲得」「自身の変化と成長」「将来の目
標の決定」「仲間との連帯感」「楽しさ・喜び・充実感」「新たな認識の獲得」の６つを挙げて
いる。高梨（2012: 1-10）は、日本語教育専攻の大学生ボランティアの意識には子どもに対す
るものと自分自身に関わるものが存在し、子どもとの関わりの中で自身を振り返りながら活
動していると述べている。
　二つ目は、学習者にとっての地域日本語教室の役割に関する研究である。河北・宮崎（2012: 
51- 63）は、上智短期大学が主催するボランティア教室（コミュニティーフレンド）が、外国
籍市民にとってどのような意味を持つのかを、多文化型「居場所づくり尺度」アンケートと
ケーススタディを用いて分析し、地域の資源としてのコミュニティーフレンドの役割を考察
した。その結果、成人の学習者にとって地域日本語教室は「居場所」として機能しているこ
とがわかった。学習者は、地域日本語教室の活動を「社会参加」と感じ、さらにそこで学生
ボランティアに敬われることにより「肯定的な役割感」を感じている。子どもにとってのコ
ミュニティーフレンドへの参加は、本国を離れたために断ち切られた人間関係を補い、さま
ざまな人間関係での経験を提供する言語教育資源として、外国籍家庭と実社会の間で「セー
フティネット」としての機能への可能性を提示している。
　三つ目は、学習者とボランティアの成長に関する研究である。石塚・河北（2013: 81-93）は、
地域日本語教室の居場所感を測るための「多文化社会型居場所感尺度」を活用した独自調査
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Ｉ３）の結果に基づき、学生ボランティアをエンパワーする取り組みを行った。独自調査Ｉで、
低かった学生の「役割感」を高めるために、ボランティアブラッシュアップ講座や、シンポ
ジウムを年に数回行い、学生をエンパワーする取り組みを行った。その結果、学生は、「き
ちんと教える」ことへの縛りから開放され、「役割感」を高めていき、自発的な行動へと姿勢
も変容していった。ここでは、ボランティアをエンパワーすることで、支援者から学習者へ
とエンパワーメントが広がることが報告されている。また、松尾（2013：35-49）は、群馬県
太田市の母語教室での調査から、（1）新たな役割を担うことで子どもたちの「肯定的な自己
概念」が生まれること （2）協働実践を通して、成長につながっている主体が子どもばかりで
はなく参加学生も含まれていることを報告している。
　上記の先行研究から、継続的に地域日本語教室の活動に参加することで、学習者、ボラン
ティア双方の「社会参加感」や「役割感」が高まっていくことがわかる。さらに、ボランティ
アは、学習者と関わることで、外国に対する意識やボランティア参加の意識が変容していく
ことが明らかにされた。しかし、これらの先行研究では、ボランティアや子どもの成長の「結
果」のみに焦点が当たっており、どのような人間関係の中でどのように成長したかという「過
程」が明らかにされていない。また、石塚・河北（2012）の研究は数値や記述からの結果であり、
ボランティアや子どもの微妙な心境の変化や他者との関わりが描かれていない。さらに、松
尾（2013）の研究では、成長につながっている主体がボランティア学生も含まれていること
が報告されているが、ボランティアと子どもが相互に影響を受けているという視点がない。
　先行研究で論じられていなかったことを踏まえて、本稿では「日和」寺子屋大津での子ど
もとボランティアの関係性や成長過程に焦点を置くこととする。協同的にエンパワーメント
が育まれていることを明らかにすることで、地域学習支援教室が持つ可能性を提示する。以
下が調査課題である。

（1） 子どもとボランティアの間で、協同的にエンパワーメントが起こっているのかどうか。
（2） （1）が明らかになった場合、それぞれの関係性の中で、どのような過程で、どのように影

響しあい、どのような力をつけていくのか。
（3） 子どもとボランティアにとって、「地域学習支援教室」の存在意義や価値はいかなるもの

なのか。

5．調査方法
5.1 調査機関「日和」寺子屋大津の概要

　大津市の外国人登録者数は 3,979人４）と滋賀県の中では最も多いが、外国人の割合は長浜
市などに比べて高くはない。また、大津市は外国にルーツを持つ子どもの在籍数が１～３人
３） 石塚・河北（2013）が行った「多文化社会型居場所感尺度」アンケート（独自調査 I）の結果、学習者・学生ボランティア（支援者）

ともに地域日本語教室を「社会参加」の場として認識しているが、ボランティアは日本語教室における「役割感」を十分に得
られておらず、居場所感も低かった。

４）滋賀県商工観光労働部観光交流局調べ（平成 25年 12月 31日）
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の公立学校が多い。「日和」寺子屋大津は、2006年に、大津市国際親善協会のアクティブリー
ダー事業「在住外国人青少年における教育支援活動」として活動を開始し、2012年に独立した。
毎週土曜日の午前中に瀬田市民センターで活動を行っている。ボランティアと子どもが一対
一になり、日本語学習、教科学習、進路相談等を行っている。活動の目的は、「外国にルー
ツを持つ子どもたちの学習サポートや生活の悩みなど相談に乗るとともに、子どもたちがが
安心でき、多くの人たちとつながっていけるような「居場所」を提供すること」である。活動
に参加しているボランティアは、京都や滋賀の大学生が中心である。毎月一回のミーティン
グ実施や活動後の活動報告、活動報告書を作成しメーリングリストで共有する、などボラン
ティア全員で活動や子どもの情報共有を徹底している。参加している子どもは、小学生から
高校卒業生までと幅広い。さらに、最近では保護者も共に日本語を学ぶことがある。国籍は
ペルー、ブラジル、中国など様々であり、日本国籍の子どもたちも共に学んでいる。普段の
教室での活動に加えて、年に数回ＢＢＱやクリスマスパーティーなどの行事も開催し、子ど
も、ボランティア、保護者の交流を深めている。

5.2 調査協力者

　本調査では、ボランティア１名、子ども１名を調査協力者とした。ボランティア、アキ（仮
名）は、ボランティアの中で唯一の社会人であり、2009年から日和の活動に参加し、2014年
10月現在も継続中である。日和の活動に参加した理由として、「昔から国際関係に興味関心
があったこと」「社会貢献がしたかったこと」を挙げている。
　子ども、ケン（仮名）は現在高校三年生であり、2009年にフィリピンから来日した。来日
当初は 15歳であったが、高校受験制度や日本語能力への配慮から中学１年生に編入した。
2009年から日和の活動に参加し、現在大学進学に向けて日和で勉強をしている。

5.3 調査における筆者の立場

　筆者は、2013年4月より日和のボランティアとして活動に参加している。日和の時間外で
もボランティアとは公私ともに付き合いがある仲である。また、他のボランティア同様子ど
もたちに勉強を教えたり、私生活の話をしたりする。「日和」に関わる人々の人間関係や変容
過程、微妙な心境の変化などを捉える必要があることから、筆者は、「完全な参与者（箕浦 
1999: 38）」として研究を行った。つまり、研究者として人々の様子を外部からインタビュー、
観察を行う者としてではなく、人々の様子を第三者的に観察する一方で自らもボランティア
や子どもに関わる当事者として研究を行う立場をとった。

5.4  調査の手続き

　2014年７月 26日に、ボランティア、アキ（仮名）、2014年８月 23日に、子ども、ケン（仮名）
に対し、それぞれ 40分～１時間半の半構造化インタビューを実施した。インタビューでは、
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それぞれの背景や日和に参加する経緯、活動に関すること、ボランティア、子どもに関する
こと、日和に対する思いや将来への展望などを聞いた。インタビュー内容は、ＩＣレコーダー
に録音し、後日文字化した。更に、これまでの活動で起こったこと、感じたことなどを筆者が
綴ったフィールドノートや活動報告書、Ｅメール、日常会話からの発言等も分析の際、用いた。
　語りから抽出されたものの変容過程を明らかにするために、「定性的コーディング（佐藤 
2008）５）」という質的データの分析方法を用いた。「定性的コーディングは『現場の言葉』の一
つひとつの意味を理解し、また、原文の意味や文脈を理解した上で、それを研究者コミュニ
ティの世界の言葉に置き換えていく際の手がかりを探っていくための貴重な道しるべを提供
している（同：42）」ことから、地域学習支援教室での人間関係や成長過程を描き、地域学習
支援教室という現場に携わっている人々が持つ今後の社会への影響の可能性を提示すること
を目的としている本調査と合致していると考え、採用することとした。それぞれの語りから、
特定の概念カテゴリーを抽出した上で、ストーリーを作成し、分析を行った。尚、データで
特に注目した部分には下線を引いた。筆者がインタビュー内容を明確化するために補った言
葉は、（　　　）内に書かれている。

6．結果
6.1 アキの自己変容

　アキの語りから、「子どもとの関わり」「場への認識」「内への広がり」「日和の存在」とい
う４つの概念カテゴリーを抽出した。その語りから、アキの自己変容過程を分析した結果が
以下のとおりである。

6.1.1 子どもとの関わり
　日和に参加当初、アキは、活動のその場で当日の活動時間内に何を子どもに教えようかを
考え、手探りで二時間を切り抜こうとしていた。しかし、ケンの高校受験をきっかけに、ア
キの子どもや活動に対する姿勢は変わった。

アキ：この一年でどうしていかなあかんのか、受験はいつで、それまでに面接受けるんだったら

こういう練習も必要だね、とか。今のケンの学力、日本語力だったらどの高校にいけるのか、とか。

その子にとって、何が必要かを考えてサポートしていくのが大切なんやなって特に思うようになっ

た。来て教えるだけの現状じゃなくて、もっと長期的なスパンで見て。　　　　　（2014/07/26） 

初めて、目の前にいる子どもの進路選択という場面に遭遇し、アキは、子どもたちの「これ
から」について考え、長期的な視点を持って子どもたちのために今何が必要かについて考え

５） 収集された文字テキストデータに対し、『コード』、つまりそれぞれの部分が含む内容を示す一種の小見出しのようなもの
をつけていく作業（佐藤 2008: 34）
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支援をしていくようになった。
　さらに、ジュリア（仮名）という子どもの高校受験もアキに大きな影響を与えた。ジュリア
自身は昼間の高校に行きたがっていたが、兄姉が夜間の高校に行ったことから、家族や担任
教師はジュリアの気持ちを押し切って夜間高校を勧めていた。そこで、アキは初めて子ども
の将来や人生には保護者や周囲の人、環境が重要であることに気づき、子どもの家庭環境や
私生活にも目を向けるようになった。結果として、ジュリアは、夜間の高校に行くこととなっ
たが、アキはそのことに対し後悔が残っていると語った。

アキ：ジュリアは昼間の高校に行ってほしかったなって。何でそう思うかっていったら、親とも

ども工場勤務で、姉兄も結局夜間の高校に行って、アルバイトしながら学校行って、結局卒業後

アナ（ジュリアの姉、仮名）は工場勤務にもどって。なんか「悪循環」なんですよね。子どもには、

工場勤務っていう考え方と別の生き方を見つけてほしいなって思う。もっと世界を広げてほしい

なって。家族の中で一人でもそういう生き方をしたらなにか変わるんじゃないかなって。

（2014/07/26） 

アキがジュリアに昼間の高校に行ってほしかった理由として、両親共に工場勤務で姉兄二人
とも夜間高校を卒業後工場で勤務し始めたので、家族の中で一人でも昼間の高校に通うこと
で悪循環を断ち払えると思ったと語っている。アキは、子どもの未来や将来は子ども自身だ
けでなく周囲の家族や兄弟への希望にもつながると考えるようになったのである。

6.1.2 “場”への認識
　アキは、日和に参加当初、日和を「学習支援・日本語支援の場」としてのみ捉えていた。
しかし、ケンの表情の変化への気づきや何気ない会話を通して、アキの中で日和の位置づけ
が徐々に変わり始めた。

アキ：「何で日本人はこうなの？」とか「これってしたらだめなの？」とか。ケンが聞いてくるよう

になって。そのときに、あ、やっぱわからないことって結構あるんだなって。その頃から日和が

どういう存在になっていきたいか、ただ単に学習支援をする団体じゃなく子どもたちの「居場所」

になれるような団体になろうって。ケンを見ててそう思い始めましたね。　　　　（2014/07/26）

最初は無表情でボランティアに対しても心を閉ざしていたケンが、徐々に笑顔を見せるよう
になったり、学習以外の話をするようになったりしたことで、日和は子どもにとっての「居場
所」、つまり心の拠り所としての機能を成すのではないかと考えるようになったのである。さ
らに、現在では居場所をきっかけに子どもたちには以下のようになってほしいと語っている。

アキ：日和が「ここに来たら同じ仲間がいるんだ」という場所だと子どもに認識してほしい。同じ
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ように日本語をがんばっている子ども、学校の勉強をがんばっている子ども、同じような状態は

自分だけじゃないとわかってもらいたいし、ケンのように今日本の高校に入ってがんばっている

姿を（他の子どもたちが）見て、自分もがんばったらいけるという「希望」と「目標」を持ってもら

えたらいいなあって思ってる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2014/07/26）

アキは、日和を「仲間がいる」「安心できる」という「居場所」としての機能だけでなく、もう
一歩先へ進んで、居場所をきっかけに子どもたちの今後の進路や社会への「希望」へとつな
がる場として考えるようになったようである。

6.1.3 内への広がり
　アキは、日和に参加当初、勉強を教えたり子どもと関わったりするのは「日和の時間のみ」
と無意識的に捉えていたが、日和にも参加している近隣のオーストラリア家族からクリスマ
スパーティー等に招待されるなど、私生活での付き合いをするようになった。そこから、ア
キは子どもたちの小さな変化や私生活にも目を向けるようになったのである。

アキ：「あ、ケン冬休みの宿題めっちゃ困ってる」って思うようになって。年末年始って日和の活

動できひんし、市民センターも閉まっているし。どこで勉強教えようってなって。一回だけ家で

教えたことある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2014/07/26）

これまでは、日和の時間以外に子どもたちのことを気にかけることはなかったが、無意識的
に日和の時間を越えて子どもたちのことを考えるようになった。この頃からアキは、子ども
たちに「自己開示」をするようになった。自分の私生活の話を子どもたちにも話したり、元
気がない子どもたちや宿題で困っている子どもを見て、自分の家に招いたりするようになっ
た。つまり、「日和」という外の空間から、自分の生活の中心としている場へと内への広がり
を見せていったわけである。

6.1.4 日和の存在
　日和に参加当初、アキは日和を単なる「ボランティア活動の場」と捉えていた。しかし、
アキはケンとジュリアの受験をきっかけに教師を志すようになった。

アキ：どうしても（外国にルーツを持つ子どもは）見捨てられてしまっているところが少なからず

ある気がして。他に目を向けないといけない生徒がいたときに、どうしてもそういう子どもたちっ

て後回しにされちゃって。でもことばができなくても「しっかり見てるよ」っていう接し方をしたい。

 （2014/07/26）

子どもを介して学校教員と関わる中で、現在の学校現場での外国にルーツを持つ子どもの位
置づけが低いことを痛感した。そこで、アキは自分なりの方法で子どもたちと関わりたいと
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強く思うようになり、昨年より通信教育で教職免許を取得することとなった。日和は、アキ
にとって新たな「自分の道を切り開く」きっかけとなる場となったのである。
　さらに、アキは以前から社会貢献をしたいという気持ちが強かったことや自分も日和の活
動の中心として関わりたいと強く思っていることから、アキにとって日和は「充実できる場」
となったと考える。

6.2　ケンの自己変容 ──アキとの関わりから

次に、ケンの語りから「力を取り戻す過程」「新たな力をつける過程」という二つの概念カテ
ゴリーを抽出した。本稿では、アキとの関係性に焦点を当てていることから、特にアキとの
関わりの中でどのように変容したかについて以下にまとめた。

6.2.1 力を取り戻す過程
　ケンは、来日直後言語や文化の壁に苦しみ、日和でも無表情で無口であった。来日直後の
ことを語るときに、ケンは「恥ずかしかった」という表現を何度も使っている。言葉が通じ
ないことや異文化への接触に戸惑い、フィリピンにいたころの自分が出せなかった。しかし、
日和に来て、日本語が話せなくても話を聞こうとするボランティアや積極的に話しかけてき
てくれる同世代の子どもに出会い、「安心感」を得たことにより徐々に自信を取り戻すように
なった。自信を取り戻したことにより、ボランティアにも自分から話しかけられるようになっ
た。この時期から、ケンは笑顔を取り戻すようになった。ケンの勉強に対する熱心な姿勢や
笑顔を見たアキは勇気付けられ、ケンに対して自己開示をするようになった。例えば、日和
以外のところで勉強を教えたり、私生活の話をケンにしたりするようになるなど、日和での
自分と日常生活での自分を切り離さずにありのままの自分をケンに見せるようになった。ア
キの自己開示がケンにとって「自分は一人の人として認められている」と思える「自己肯定感」
の高まりにつながり、結果的にケン自身もアキに心を開くようになり、アキとケンの間には
信頼関係が芽生えたのである。この信頼関係は、日和の目的である「居場所」の機能の根底
にあるものだと考える。

6.2.2 新たな力をつける過程
　アキとケンの間に信頼関係が芽生えたことにより、今度はケンがアキに自己開示をするよう
になった。例えば、学校、友達関係、恋愛など、私生活に関する相談をアキにするようになった。

ケン：おかしな日本語を言ったら学校のみんなに笑われて。それはちょっといやな感じやから、

先生たち（ボランティア）に相談した。

筆者：学校の先生には相談しなかったの？

ケン：しなかった。周りに生徒たちがいるから。（学校の）先生は one on one の相談じゃないから。

周りにいろんな生徒がいるから、皆に聞かれたくないって。　　　　　　　　　   （2014/08/24）
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学校の教員には、相談できなかったことも日和のボランティアには、学校でいやな思いをした
ことなどについて話すことができるようになった。また、出来事や自分の思いを伝えてアドバ
イスをもらうだけでなく、アドバイスを元に自ら考え、改善・解決策を見つけ出そうとするよ
うになった。つまり、ケンは自ら「問題を解決しようとする力」を獲得していったのである。

7．考察
7.1 アキとケンのエンパワーメント

　ケンの変容過程においてアキの存在が大きかったことがわかる。さらに、ケンだけでなく、
ケンからアキへのエンパワーメントも見られた。つまり、ケンとアキとの間には協同的にエ
ンパワーメントが育まれたのである。アキを含めボランティアがどんな子どもも受け入れよ
うとする「受容的な姿勢」や他の子どもの「積極性」がケンに「安心感」を与え、勇気づけている。
また、勇気付けられ、自信を取り戻したケンが自らアキに話しかけるようになったことや笑
顔が増えたことが無意識的にアキをエンパワーしている。アキの語りの中で「特にケンは頼っ
てくれるから期待にこたえたい」とあったように、自分は子どもから必要とされていると強
くアキは思うようになったのである。そのことがアキをエンパワーし、日和以外でも勉強を
教えたいと思う気持ちや、自己開示につながった。さらに、アキの自己開示がケンの自己肯
定感の高まりに影響を与えた。このように、アキやケンが力を取り戻す、または力をつけて
いく過程は他のボランティアや子どもなど周囲と複雑に絡み合いながら相互にエンパワーメ
ントが起こっていることが明らかとなった。

7.2 アキとケンが得た力

　アキが日和に入る前と今とでの変容過程の中で得た力は、（1）子どもの将来や周囲への影
響を考え、長期的なスパンで支援を見据える力、（2）学習だけでなく子どもたちの私生活に
おける小さな変化にも目を向け、様々な角度から子どもたちを理解する力、（3）自らの新た
な道を切り開いていく力である。いずれも、ボランティア参加当初は、ボランティアの活動
内容を「日本語指導」「学習指導」など勉強面に目を向ける傾向があったが、子どもたちとの
密な関わりや表情の変化への気づきを通して、徐々に目の前の子どもたちと精神的なつなが
りを築くようになった。さらに、子どもたちへの支援という視点だけでなく、子どもと関わ
る中で自分自身の生き方を見直していった。さらに、アキは、すでに社会人ではあったが新
たに教職免許を取るなど、自分の新たな道への可能性を広げていった。
　一方、ケンは来日直後、異文化での戸惑いや言語の壁にぶつかり、「自分から話しかける」

「笑顔」などの本来持っていたはずの力が失われていた。日和でボランティアや他の外国に
ルーツを持つ子どもがどんなケンでも受け入れるという「受容的姿勢」を見せたことで、ケ
ンは徐々に自信を取り戻し、本来持っていた力を取り戻していった。そこから、ケンはボラ
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ンティアとの信頼関係を築き、支援されるだけでなく「自ら問題を解決しようとする力」を
得たのである。

7.3 日和の存在

　アキは、日和を「充実できる場」「未来が広がった場」として捉えている。当初は、日和を
単なるボランティア活動の場として、位置づけていたが、徐々に自分の生き方を見つめなお
す場として機能するようになった。アキは、日和に参加する以前、仕事で自分のやりたいこ
とができているという実感ややり甲斐を見出すことができない事実に葛藤していた。しかし、
日和では「自分のやりたいことができている」「少しでも自分が他人の役に立っている」と感
じることができ、充実していると実感できるようになった。さらに、学校での子どもの姿や
先生とのやり取りなどを見て、今度は自分が学校教育に携わり、子どもと関わっていきたい
と思うようになった。「日和で子どもたちと関わらなければ、社会に出てから教員を目指す
ことはなかった」というアキの語りから、日和はアキにとって「将来への新たな道を切り開
くきっかけとなった場」として存在することがわかった。このことから、日和はアキの人生
に大きな影響を与えた場として機能していることがいえる。
　ケンは、日和を「自分の一部」として捉えている。自分にとって、日和は自信を取り戻し
てくれた場所であり新たな力をつけた場所であることだけでなく、「日和にとっても、自分
は必要な存在だ」とも感じている。ボランティアとのやりとりの中で、自分は他者に必要と
されている、一人の人として認められていると感じとり、ケンの「自己肯定感」は高まった。
この自己肯定感が鍵となり、日和の外の世界でも学び成長しようとするようになったことか
ら、ケンにとっても日和は人生に大きな影響を与える場となったことがわかる。

8．まとめと今後の課題
　（1）（2）の調査課題の結果として、「日和」寺子屋大津では、周囲と複雑に絡み合いながら相
互に影響し合い、子どもとボランティアの間で協同的にエンパワーメントが育まれる過程が
本調査により明らかになった。お互いが自己開示することにより、信頼関係が芽生え、「問
題を自ら解決する力」「子どもの将来や周囲への影響を考え、長期的なスパンで支援を見据
える力」 「学習だけでなく子どもたちの私生活における小さな変化にも目を向け、様々な角
度から子どもたちを理解する力」「自らの新たな道を切り開いていく力」をつけていった。
　（3）について、「日和」寺子屋大津は、「新たな人生を切り開くための道しるべ」であり「や
り甲斐を感じられる場」としての機能を果たすなど、子どもだけでなくボランティアにとっ
ても人生に大きな影響を与える場となっていることが明らかになった。今後は、「日和」だけ
でなく多くの地域学習支援教室の場でも、単なる学習支援としての機能だけでなく、活動に
参加しているすべての人々にとって「成長する場」であり、「心の拠り所」として機能してい
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くことが期待できる。地域学習支援教室に関わる人々が一人でも増えることで、多様化する
社会のあり方について考え行動していく人々が増えていくと考えられる。このように、地域
学習支援教室は日本社会全体においても今後大きな影響を与えるのではないかと考えられる。
　今後の課題は、「日和」に参加する保護者も含めて更に調査を行い、保護者とボランティア
やボランティア同士の関係性にも着目をしていくことである。「日和」の関係性の全体像を把
握し、多様な背景を持ったボランティアやそこに関わる人々が地域学習支援教室に参加する
ことで、今後の日本社会に与える影響性や重要性を提示し、地域学習支援教室の存在意義や
新たな可能性も提示することを試みたい。

参考文献

石塚昌保・河北裕子（2013）「地域日本語教室で居場所感を得るために必要なこと──「多文化社
会型居場所感尺度」の活動」『日本語教育』155,	pp.81-93,	日本語教育学会．

岡崎眸（2008）「日本語ボランティア活動を通した民主主義の活性化──外国人と日本人双方の「自
己実現」に向けて」『日本語教育』138,	14-23	日本語教育学会．

川上郁雄（編）（2006）『「移動する子どもたち」と日本語教育　日本語を母語としない子どもへのこ
とばの教育を考える』明石書店．

河北裕子・宮崎幸江（2012）「地球の資源としてのボランティア日本語教室──多文化型『居場所
づくり尺度』の視点から」『上智短期大学紀要』32,	pp51-63．

川村千鶴子（編）（2014）『多文化社会の教育課題　学びの多様性と学習権の保障』明石書店．
小内透・酒井恵真（2001）『日系ブラジル人の定住化と地域社会──群馬県太田・大泉地区を事例
として』御茶の水書房．

佐藤郁哉（2008）『質的データ分析法　原理・方法・実践』新曜社．
三登由利子・新矢麻紀子・中山亜紀子・浜田麻里（2003）「エンパワメントとしての日本語教育」，
岡崎洋三・西口光一・山田泉（編）『人間主義の日本語教育』凡人社．

ジム・カミンズ（著）中島和子（訳）（2011）『言語マイノリティを支える教育』慶應義塾大学出版会．
鈴木淳子（2002）『調査面接法の技法』ナカニシヤ出版．
高梨宏子（2012）「大学生ボランティアの地域日本語教室活動に対するＰＡＣ分析調査」『言語文
化と日本語教育』43,	pp.1-10,	御茶ノ水大学．

坪谷美欧子（2013）「地域で学習をサポートする　ボランティアネットワークが果たす役割」，太
田晴雄・宮島喬（編）『外国人の子どもと日本の教育　不就学問題と多文化共生の問題』東京
大学出版会．

パウロ・フレイレ（著）三砂ちづる（訳）（2011）『新訳　被抑圧者の教育学』亜紀書房．
松尾慎（2013）「母語教室とエンパワーメント──太田市におけるブラジル人住民と協働実践」『日
本語教育』155,	pp.35-49，日本語教育学会．

水野かほる（2007）「学校現場における静岡県立大学生のボランティア支援活動」『国際関係・比
較文化研究』4（2）,	pp.241-261．

南かおり（2005）「外国籍・外国にルーツを持つ子どもたちをめぐる課題と地域社会で育む学びの
システムづくりの考察──近江八幡市のワールドアミーゴクラブの活動から」『法学研究』9,	
pp.215-244．

箕浦康子（1999）『フィールドワークの技法と実際　マイクロ・エスノグラフィー入門』ミネルヴァ
書房．

森田ゆり（1999）『子どもと暴力　子どもたちと語るために』岩波現代文庫．



25

1 Introduction
“It is striking that people are nearly incapable of interacting with one another when they 

cannot guess the other’s sex.” (Ridgeway, 1997)  Based on research by West and Zimmerman 
from 1987, Cecilia Ridgeway explains that it is very difficult for us to have even the simplest 
conversation with a person if that person’s gender is ambiguous, despite the fact that we usu-
ally have no trouble interacting with people without thinking about their social class or race.  
Gender contains many levels, as class or race do, and though it may seem as if gender is the 
result of biological differences, it is shown in the research by Goffman from 1977 and Kessler 
and McKenna from 1978 that it is in fact almost completely the result of a social construct 
(1997). 

When we look around and perceive our environment through our senses, our brain 
searches for clues to things that we already know or understand, and converts that experience 
of perception into what Stuart Hall (1980) refers to as “codes” which are messages or ideas 
that we receive in the case of a person’s gender identity, differently depending on cultural bi-
ases — in this case, our position either within, outside of, or in opposition to the hegemony of 
male-dominant heterosexuality.  Ambiguity in this regard can create anxiety or even hostility 
for nearly anyone anywhere on that spectrum.  So-called “genderqueer*” individuals would 
be the notable exception.  The reason for this is it makes it easier for the brain to select the 
information that is most important to us and our survival in our surrounding environment. 

The Gender Binary: 
Questioning the System

井口　健太郎

In this thesis the idea of gender will be explored through examination of meaning 
from various point of views; namely culture-studies theory.  The idea of gender is a 
strong foundation within most cultures, however through movements of the LGBT 
communities, the concept of gender is gradually shifting on a global scale: the border 
and norms of man or woman are becoming more and more vague.  As a means of 
realizing the power preventing a more equal society, the author will attempt to clarify 
where the idea of gender is constructed.
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＊ Genderqueer: Someone who rejects the traditional gender binary and identifies as a) neither male nor female, b) as both, or c) as a 
combination thereof. (Wachs, 2006)
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(Hall, 1980)  When we interact with people, our mind goes through the same process of 
coding that Hall speaks of in relation to media messages, and subconsciously tells us about 
the person from the information that we perceive and whether the person is a threat or not.  
Among this information is what a person’s gender is, and how we interact with him or her 
differs, depending on which we perceive them to be.  Because the process is such a natural 
and subliminal thing to us, we take it for granted.  The difference between male and female 
to us seems obvious, and it is natural that we treat men and women differently.  Why is that 
so?  When our mind can’t figure out which gender he or she is, why can’t we have even the 
simplest conversation with them?

For our survival, we have evolved to rely on coding, and it has certainly made things 
clearer, but at the same time we have constructed societies that reflect the hegemony pre-
vailing in our thinking and these societies in turn imprint us with codes that say “male”  and 
“female” are distinctively different to us.  This thesis will explain about the social and cul-
tural codes that create our idea of “gender”; why we get confused when we can’t figure out a 
person’s gender to the extent that we cannot converse with that person; it will further explain 
how, in the present day, society and culture are the reasons for this confusion. 

2  Our Idea of “Gender”
The idea of “codes” was introduced by Stuart Hall in his research from 1980, Encoding 

and Decoding.  When we communicate orally with each other, we verbally signify certain 
images in the minds of both speaker and listener.  To do so, we use “narratives” so that our 
brains can process the information based on the complex rules and structure upon which lan-
guage functions.  Ideally, it must be in the form of a linear storyline to be a communicative 
event.  Due to this nature of language, certain information is encoded in our messages, and if 
successfully understood, or decoded, by the receiver, then a great deal of information can be 
shared between each other.  

Hall originally introduced encoding/decoding in the field of television media/commu-
nication studies, to explain the phenomenon of “misunderstandings”, or what he also called 
“distortions”, between TV broadcasts and viewers.  He explained that viewers misunderstand 
because messages are misinterpreted during the decoding process, and that exact process 
deals with a great amount of information sent in both visual and oral forms.  What is import-
ant is that encoded messages are iconic signs that represent a certain image that we imag-
ine through using language.  Without codes, language does not function.  Hall also stated 
that certain codes seem “natural” because we acquire the ability to encode/decode messages 
alongside learning how to communicate with each other.  When we think of or hear the 
word “man”, a very specific image comes to mind, yet the word itself is very arbitrary; we 
all imagine something different.  How we can share a certain idea is the work of the basic 
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understanding of codes within language, and because codes are embedded in language that is 
a product of culture, it can be said that culture creates codes and how we understand them, as 
“natural” as they may seem. (1980) 

This leads us to the first question; what are the social and cultural codes that create our 
idea of “gender”?  Codes have two faces; denotative and connotative.  The denotative codes 
are very specific, very complex codes that need background knowledge, such as technical 
terms.  The connotative side, by contrast, is strongly influenced by culture, knowledge, and 
history.  It also affects linguistics and semantics.  In other words, connotative codes are frag-
ments of ideology. (1980)  Of the two, connotative codes are used far more often, even in 
everyday life.  One may wonder how this has anything to do with gender.  The reason this is 
brought up is because gender, being a code by nature, also includes more than the obvious; it 
is much more than the meaning of “man or woman”.  Specifically, encoding/decoding can be 
observed in the form of perception.  When we face “problems”, we only see them as problems 
because they do not fit our image of “normal”, which is a structure of social knowledge that 
we constantly use for comparison to “make sense” of things. (1980)  At this point we must ask 
ourselves, who decides what is normal?  As previously mentioned, certain codes may seem 
natural, but they are in fact the result of a social construct.  Why is that?  The answer lies in the 
fact that codes are based on a “preferred reading” pattern, or in other words, institutional/po-
litical/ideological contexts.  “Preferred reading” has a set of domains based on a certain value, 
that is a reflection of the interests of social structures and organisational agendas.  When we 
look at codes we are looking at more than just language; we are also looking at social/politi-
cal/ideological order. (1980)  Thus the following becomes clear: There is a reason, one that is 
strongly related to culture, why we have the idea of “gender”. 

Simone de Beauvoir describes gender in The Second Sex as the following; one is not 
born, but, rather, becomes a woman.  Her claim is that gender is not a natural fact but rather a 
historical idea, and that to be a certain gender is to have ‘become’ it.  When Beauvoir makes 
her claim she also makes it clear that sex and gender are two separate things, the former being 
a biological fact, the latter a representation of how that fact is interpreted in that culture.  To 
be male or female is a fact with no intrinsic meaning by itself; to be a man or woman how-
ever, means to physically represent a certain culture.  By unconsciously forcing ourselves to 
become the historical idea that is ‘man’ or ‘woman’, and by continuously repeating the same 
cultural routine of living as a ‘man’ or ‘woman’, we let ourselves forget why there is gender 
to begin with. (Butler, 1988)

The idea of two genders, also known as “gender binary”, started as a strategy, notably 
for survival. (Butler, 1988)  By ensuring the distinctive roles of man and woman, marriage 
became possible; the social construct of marriage was necessary for societies to live on and 
continue for generations. (Foucault, 1976)  However, given that gender is a strategy, its ori-
gins are naturally concealed.  Because gender is not a fact but merely an idea, and the only 
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reason we feel it is a fact is because we ‘live’ it, if we stop living it, gender will in effect no 
longer exist.  Proof of the power arrayed against the questioning of gender can be seen in 
the fact that those who do not follow the rules of being man or woman are either punished 
(Butler, 1988) or discarded from society.  It appeared necessary for that culture to have two 
genders based on the current roles of male and female for a given culture to guarantee its 
own reproduction.  As pointed out by Foucault, it was convenient to associate gender with 
sex, because there was a natural ‘tendency’ towards heterosexuality, despite gender being 
very ‘unnatural’.  Through careful observation it becomes very clear: gender is a strategy for 
ensuring the power’s present and future viability. 

3  Distinguishing Woman from Man, and Ambiguous from Definite
There is little doubt that we live in an unfair society with respect to gender.  Indeed, men 

and women are socially considered as if different species, despite the fact that, as previously 
explained, the reason why we think this difference exists is based on ideas and practices more 
than biology.  An important fact that must be taken into consideration is that many of the prob-
lems are caused by automatic sex-categorization. (Ridgeway, 1997)  While this categorization 
is no doubt a very useful natural skill, it is nonetheless clear that cultural schemas reinforce 
and maintain sex-categorization.  This, in turn, produces gender inequality and, much less 
well recognized, outright discrimination against the gender ambiguous and sexual minorities. 

When we interact with people we adjust our approach to fit what we find “appropriate” 
for the situation.  It is very natural for us to change our behavior, but why is that important?  It 
is so because how we see ourselves and others is often what defines our actions, and because 
what is appropriate is based on the culture that we share with the person. (1997)  Simply put, 
our own identity is based on a culturally-defined set of differences and similarities.  Through 
this cultural scale we compare and understand ourselves, and discover our “role” in that sit-
uation.  Culture teaches us what basic roles are available, and moreover, in what situations 
they are appropriate. (1997)  However, how is it possible, given that everyone has a variety 
of different physical/mental attributes, for one to meaningfully determine what “appropriate” 
would be?  If sex is a biological interpretation, and gender is a culture’s description of that 
interpretation, then where lies the ground of meaning? 

What it ultimately means to be “man” or “woman” is not something that can be answered 
simply, because the gender binary itself is very plastic: sex did not create gender, nor is gen-
der as fixed as sex.  All that is conclusive is that gender is a “multiple interpretation” of sex.  
(Butler, 1990) At the same time, as much as it may seem conclusive, sex is yet a mere inter-
pretation, and as Butler describes in Gender Trouble, it might be constructed in the same way 
gender is.  Clearly dividing the two as separate ideas hence may be pointless; especially if the 
two are essentially the same.  If so, then if sex contains more than just “male” and “female”, 
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there is no reason for gender to consist of only “man” and “woman”. (1990)  If this can be 
said, then why is it unacceptable to exclude oneself from the gender binary?  What is holding 
society back?  The most definitive answer at present is because law says so; because gender is 
understood in a specific way through the context of the law, and through that context gender 
exists as fixed as sex itself. (1990)

Indeed, a statistically measurable (heretofore ignored) segment of society consists of 
people who do not/cannot/refuse to belong to the strict categorization of the gender binary.  
The definition of man and woman is seemingly solid and clear for the reasons previously 
stated, and it would be easy to say that those who do not belong to the gender binary are 
simply not of the binary, however in reality it is extremely difficult to set a definition for any 
sexual identity, including man and woman, because sexual identity is not a globally-shared 
concept, constantly changing its meaning and construct. (Motoyama, 2011)  For this reason 
genderqueer are the change, the bold antitheses against the gender binary and even cultural 
imperialism. (2011)  If the movement of the LGBT communities worldwide is now winning 
their equal rights, why cannot those who are not clearly “man” or “woman” be recognized 
and counted as such?  As this is gradually gaining acceptance, recent trends and changes 
prove to us exactly how plastic gender identity really is.  Waikato Times recently posted an ar-
ticle about the movement to implement changes in New Zealand’s 2018 census, which could 
clear the shadows cast on the population of genderqueer. (Parkinson, 2014)  According to 
the article, 1.2 percent of high school students see themselves as transgender, and more than 
double than that figure, 2.5 percent are not sure what their gender is.  If simply applied to the 
Japanese population without regarding factors such as age; especially since gender identity 
is mainly constructed during the teenage period, meaning that the percentage could be con-
siderably higher than other age-ranges, there would be roughly 3 million people.  The results 
could be eye-opening.  The fight itself indeed exists, however it is not going as smoothly, 
especially because of certain laws and social contracts requiring us to belong to either group.  
The struggle of the genderqueer can be seen in articles such as ‘Questioning Gender’ in Kyoto  
Journal.  Their fight is against the idea of “a fixed gender” — based on both cultural and so-
cial context — that exists among society, and most importantly, among the ones who seek a 
more equal society.  Because genderqueer people do not fit exactly in the gender binary, they 
are diagnosed as “abnormal”; namely in the form of “gender identity disorder”, when they 
would more accurately be classified as “non-normative”.  Kim Oswalt is a psychotherapist 
based in Japan working to help these people, to encourage them that they are not “abnormal” 
in any pejorative sense, just not correctly understood. (Wachs, 2006)  Oswalt explains that the 
fight for understanding among the transgender and genderqueer is a fight for human rights.  
Because of the automatic sex-categorization, we may be discriminating against those who are 
not categorizable: because of cultural and social constructs, we may be narrow-minded, in a 
way that is contradictory to our beliefs as stated in the constitution. 
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4  Conclusion
It is clear that our idea of gender is constructed on a cultural and social underpinnings, 

and because we have lived in this fashion for so long, it has been naturalized in our everyday 
life, to the extent of law and even identity.  Of course, the majority of people act within the 
pervasive ideology of a gender binary and have no serious issues with it whatsoever, and 
democratic societies tend to prefer that things go in the way that the majority finds agreeable.  
Hence automatic-sex categorization will remain a very useful cultural tool in society as long 
as people continue to accept it.  The majority of people indeed have the tendency to be at-
tracted to the opposite sex, and the larger group will have great power to determine the norm. 

However, in the internet era of mass communication based in peer networks such as 
social media, where ideas and subcultures that were previously unnoticed or even forcefully 
hidden suddenly acquire a status or role in stirring up and even transforming the mainstream, 
can such inequality long persist?  As previously stated, the idea of gender is very plastic, 
and it could even be discarded completely if one chooses to do so.  Upon meeting a person 
whose gender is unclear, instead of feeling confused, perhaps one might simply accept the 
ambiguity, and if the interaction still feels unnatural, just moderate one’s behavior or inter-
action style until it feels right.  After all, is it not completely natural to change our approach 
once we understand the limitations of a socio-cultural model such as the gender binary?  Like 
Copernicus, the answer is to simply open our minds toward new ideas, and begin to reorient 
ourselves to a new sense of what is natural. 
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はじめに
　本稿は、スペインにおける比較歴史言語学の創始者であるメネンデス・ピダル（R. 
Menéndez Pidal, 1869-1968）が1926年に著した Orígenes del español,  Estado lingüístico de 
la península ibérica hasta el siglo XI, 41項 1] a）-l）の訳出である。また、訳出にあたっては
1980年刊行の第 9 版を用いた。
　メネンデス・ピダルはドイツで歴史比較方法論を身に付けた後、本国スペインにおいて言
語学のみならず、歴史学や文学においても大きく貢献し、それらの分野を飛躍的に発展させ、
多大な功績を残した人物である。その彼が著した本書は、スペイン語形成草創期の言語研究
には欠かせない基本的な原資料を収集、厳格な形で記載し、地域的な言語上の特徴と差異を
記述・説明しており、後のスペイン語史およびスペインの方言学の基礎となるモニュメント
的な大作である。
　ここでは私が究明したいと考える、ロマンス諸語の中でもスペイン語のみに見られる言語
現象である「ラテン語語頭音 F- の脱落」の問題について取り扱われている同書の一部を邦訳
する。本問題の特徴は、他のロマンス語圏において本現象が孤立的に確認されている地域と
比較し、スペイン語のみがそれを誘発させた可能性をもつ言語地域と地理的連続性を有して
いることである。本現象の解明においては、現在、メネンデス・ピダルが提唱した仮説であ
る「バスク語基層説」が最も広く支持を得ているが、一部の学者はその仮説に対して異論を
唱えている。ここで私が邦訳を試みる部分では、著者であるメネンデス・ピダル自身がそれ
らの諸異論を取り上げ、本問題について再検討を試みている。

ラテン語語頭音F- の脱落と
メネンデス・ピダルによる基層説
La pérdida de la F- inicial latina y la teoría sustratista 

según R. Menéndez Pidal

三島　庸平（訳）

翻　訳
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　41. 語頭子音。今以前の研究によれば、我々の研究において語頭 f- は研究すべきものとし
て扱われていなかったが、この度、それは我々の注目を集めるに至った。
　1］　f が h になる変化は現代イタリア方言、さらには古イタリア方言において起きている。
しかしながら、全ロマンス文化圏においてその変化が広範囲かつ最も顕著に起きている２つ
のケースといえば、それはスペイン語とガスクーニャ語である。そして、この両言語の関係
について様々な解釈がなされてきた。
　a)　ディーツ（Diez, Gramma., 3a edic., 1870, trad. franc., I, p.261, 347）は f- から派生した 
h- は最古のスペイン語では現れていないため 15世紀後半においてのみ急に起きたと主張し
ている。
　しかしながら、デリウス（Delius）は古 f- と古 h- は同様の音、少なくとも現代においてよ
りもずっと同音に近い音を持っていたであろうと主張している。そして、そのデリウスの考
えに基づき、ルチャイレ（A. Luchaire）はイベロ・バスコが f を欠いていること、またスペイ
ン語とガスクーニャ語がラテン語 f を h に変えていることを考慮しながら、古スペイン語の
諸手写本において一定に書かれている f は、h- のように、あるいはとても似たような方法で
発音されていたと考えている。さらに、この考えから f > h の変化はスペイン語を構成する
ものであると彼は強く主張している１）。一方、民族的反応を支持するアスコリー（G. I. 
Áscoli）は、f から h への変化はイベリア起源であると主張している。またガーランド（G. 
Gerland）も、中世期に書かれていた f は単に正書法であったため発音されていなかったと
主張している２）。ディーツは、『エル・シッドの歌（Poema del Cid）』のような大作の複写にお
いてちょっとした誤りによる h さえ現れないほどの規則性と一定性が確認されているのに、
f > h の誤記仮説が受け入れられていることが信じられないとして、デリウスの主張に反論し
ている。さらに、スペイン人たちは f 特有の価値を知っているため、『ドン・キホーテ（Don 
Quijote）』は古語を模倣したい時にそれを用いている。もしスペインにおける原初期の言語が 
f- を拒絶していたのなら、そのような拒絶はその言語の崩壊を持って終わっていたはずである。

　b)　マイヤー・リュプケ（Meyer- Lübke）は本問題に注目し続けていた。1890年のドン・
フアン・マヌエル（don Juan Manuel）とボカードス・デ・オロ（Bocados de Oro）の両作品に
おける h の諸事例は、f が一般的に書かれていたが、それはすでに唇歯音ではなく、両唇帯
気音で発音されていた、あるいは、おそらく単に h ３）（帯気音）であったことを示していると

『スペイン語の起源』

１） Delius, Jahrb. f. rom. u. engl. Literatur, 1859, I, p. 360; A. Luchaire, De lingua aquitanica («in Prisca Hispanorum lingua f scriptum 
tanquam h consonuisse reputemus»)、また Éiudes sur les idioms pyrénéens de la region française, 1879, p. 205.

２） G. I. Áscoli, Due lettere glottologiche（V. Bertoldi, Bull. De la Société de Ling., XXXII, 1931, p. 119、注釈２、により引用されている）; 
G. Gerland, Grundriss der rom. Phil., 1888, I, p. 332（第２版 , 1904-06, p. 427）。

３） Grammaire des Langues Romanes, I, 1890, §§408, 652. ケニストン（H. Keniston）も Mod. Philol., 1927, p. 109 の中で f は単純な気
音であると考えている。
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彼は考えている。つまり、音法則が即座に、そして絶対に働くことを前提に、14世紀におけ
る f と h が共存していたという可能性を彼は認めていない。また、それらの古文書において 
f から h への変化が確認されているが、それらの起源がスペインの俗ラテン語の形成時期ま
で遡ることができないとしている。なぜなら、fuego, fuera における f の保存は、h への変化
が ǫ から ué になる二重母音化の後であることを示しているからだと彼は主張している。イ
タリアにおけるパドゥア方言にも femina > hemena のような f > h の変化があると気づく
が、スペイン語の現象はガスクーニャ語にある同様の現象と関連付けざるを得ない、また、 
h がスペインからガスクーニャに伝播したことは確かである。1901年から 1909年において４）。
ガスクーニャは別として、イベリア諸語の f の欠如とスペイン語の h を関連付けることはで
きないと彼は主張している。その理由は ǫ が uó あるいは ué を与える時にイベリア語の影
響を感じられると、我々は fuego, fuerte 等から推測していたからである。第一に、この論証
は誤った歴史的概念に基づいている。なぜなら、二重母音化がロマンス諸語の草創期頃にお
いて最も古い日付を持つ現象であることを除外して、例え晩期に位置づけたとしても、イベ
リア語が一般に考えられているよりずっと長く続いていたという明らかな手がかりを我々は
持っているからである。つまり、イスラム教徒の進行があった８世紀において、それは半島
の中心部で存続し、また、リオハでは間違いなくバスク語が話されていたのである。第二に、
この論証は取るに足らない。なぜなら、huego, huerte などの形態も存在し、これらは二重
母音化よりも前のものでありうるからである。そして、後に起こる二重形態の共存を認めな
い言語学者は hue- についての学者語の復元のように fue- を説明すべきである。マイヤー・
リュプケは、 f から h への変化が比較的晩期であるとするために別の論証を付け加えている。
すなわち、ゴード語の h は Arcemundo < Harjamundo という特有の名前において一切の
痕跡を残すことなく消えていたため、ゴード族がスペインに入ってきた時にスペイン語はい
かなる h も持っていなかった。そして、対照的に、ゲルマン語の f は h になっていることが 
Fripunandus Hernando に見てとれる。このことから、後にマイヤー・リュプケの最新の
研究を取り扱う。

　c)　1905年発行の『歴史文法教本（Manual de Gramática Histórica）』第２版では、最初の
諸事例をブルゴス北部と 13世紀に位置づけ、また 12世紀においてすでに１つの事例５）が存
在するガスクーニャの類似例と本現象を関連付けることで f > h の起源を想起させる。1925

４） Einfuhrung in das Studium der rom. Sprachwissenschaft, 1901, §191.
５） 『文法教本（Manual de Gramática）』（第2版 , 1905, §38 2）の中で、13世紀の公文書においてブレバに位置付けられる h の諸事

例を私は提示している。そしてそれは、『言語学資料集（Documentos Lingüísticos）』を作成するために収集し始めた時のもの
である。－トーマス（A. Tomas, Annal. Du Midi., XV, p. 199-200） が、ここに仄めかされている証拠を提供している。それは、
ガスクーニャ語における f の代替よる h の発音は 12世紀に遡ることができるというものである。しかし、ミヤルデ （G. 
Millardet, Rew. de Dial. Rom., I, 1909, p. 125-126）は、トーマスが扱っている事例は語中の h であり、語頭ではないと彼に反
論している。それについて私は、トーマスが見出した大きな価値がなくなるとは思わない。またミヤルデ（Linguistique et 
Dialectol, 1923, p. 247-248）は、ガスクーニャ語が原初のゲルマン語の借用語を受け入れた時には気音を持っておらず、後に、
独自の背景を持って気音を発達させたと主張している。同じように彼は、スペイン語は原初期に気音を持っていなかった
と考えている（p. 245）。さらに、ブルシエ（E. Bourciez, Éléments de Ling, 1923, p. 385）が、h は 16世紀初めに文証化された、
と同じ主張をしている。
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年の第５版において、私は 11世紀の h の諸事例をすでに主張している。
　本書の第１版（1926年）、また後の第２版（1929年）においてスペイン語の諸手写本にある 
f は h を表すという主張に私は反論している。その主張は、もしいくつかの古文書において
度  々h が現れているなら f- の変化はすでに完了しているであろうという考えに基づくもの
である。しかし、この考えは草創期の諸文献が示めしている重複する形態が多く存在してい
た事実と勝ち残っていく形態との争いにおいて、消滅していく形態が数世紀に渡り抵抗してい
たとする概念に反している。これに対し私は、バスクの隣国に存在する 11世紀の諸文献に見
られる h の第一文字の位置、またある現象が数世紀の間存続する潜伏状態（Estado Latente）と
いう別の年代学的考えに価値を見出すことで、f > h の変化は北部のカスティジャにおいて
原初的かつ本質的なものであり、イベリア諸語における f の欠如に起因するという主張を続
けている。私はイスパニアーバスクーガスクーニャの関係性に固執しているのである。
　d)　ミュラー（H. F. Muller）は、俗ラテン語の年代学６）について言及しながらも、歴史的
な説明を求める必要がないという奇妙な原則から出発している。なぜなら、あらゆる音韻変
化はいかなる時代や場所においても起こりうると彼は考えているからである。しかしながら、
f > h の変化がパドゥア方言や他のロマンス語諸方言にも起きていることに気付くが、その
変化にイスパニア－ガスクーニャの一致がもつ避けられない歴史的な力があると彼は考えて
いる。そして顕著な表現上の機能を果たした、また今もなおその機能を果たしているバスク
語における語頭の強い帯気音について固執しながら、その特徴的な一致にバスク語が持ちえ
た関与を彼は否定せず、むしろその関与を支持し強調している。しかし、ローマ時代におい
てバスク人たちはその無教養さゆえに一切の影響を及ぼすことができなかった可能性を考慮
し、もっと晩期においてのみ影響を及ぼしたと彼は考えている。つまり、８・９世紀におい
てのみ彼らバスク人たちはアラビア人やカール大帝期のフランク人たちに屈服しなかった民
族として際立ち、その威信は封建制の到来とともに確認されたのである。その時、バスク語
の語頭帯気音は f の帯気音要素を強調することに介入し、それを単なる帯気音に変化させて
いる。こうした見方は、彼が言うには、余儀ないところである。なぜなら、スペイン語にお
いて f > h の変化は原初的なものではなく、二重母音化 ue の後のもので、ガスクーニャ語
においても原初的なものではないからである。それはバスク語への最も古い借用語が f ある
いは ph を持ち、最新の借用語が h を持っているためである。すでに私たちは、いつもなが
ら hue- の形に注意を払うことなく、マイヤー・リュプケ以降様々な研究者によって繰り返
される fue- の論拠が役に立たないことを知っている。何の事例もなく提示された７）バスク語
へ入ったガスクーニャ語の借用語の日付に関しては受け入れられ得ない。なぜなら、どちら

６） A chronology of vulgar latin, Halle, 1929, «Cap, XII: Professor Menendez Pídals theory»; Todd Memorial volumes, II, 1930, p. 45-58 で改
作されている。ミュラーの本研究における批評をブルッグ（J. Bruch）がZeit. franz, Spr. u. Liter., LIV, 1931, p. 370.で行っている。

７） 提示する唯一の事例に対して、反論の立場を取るガバル（H. Gavel）の自書 “Phonétique basque”, in Rev. Int. Est. Vascos, 1921, p. 
513 の一節は正当ではない。なぜなら、バスク語 palagu は、間違いなく大衆語 halago と共存していた学者語の古スペイン
語 falago から派生しているからである。
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かといえば、ロマンス諸語から借用された f をもつバスク語は明らかに近代の起源を持って
いるからである。次の事例を挙げる : farraila あるいは farral ‘cerrojo’ < verrolh, ferrolh （プ
ロヴァンス語）; fetxo あるいは fetzo ‘fuerte, vigoroso’ < fecho （古スペイン語）。その他にも類
似のものがある。８・９世紀という日付が拒否されることで真実味があるのは、ロマンス語
へのバスク人たちの強い影響を考えるのではなく、バスク人たちの言語と類似するイベリア
語を話し、バスク人たちが f を採り入れた同じ様式で、f を採り入れながらラテン語を学ぶ、
一民族集団について考えるからである。

　e)　「イベリア語、またはロマンス語の現象 f > h （F > H fénoméne ibrére ou roman?）」８）

と題する記事の中で、オーア（J. Orr）は、ロマンス語文化圏において唯一のケースとして、
一見したところ、カスティジャ語とガスクーニャ語の驚くべき地理的連続性がもつ大きな実
証力によって大多数のロマンス語学者を納得させるに至っているが、我々の論拠は立証的な

ものではないと主張している（p. 13）。それが唯一のケースでないと証明するために、fines, 
fundum, fanum 等の特定のラテン語の語彙が幾つかの地域、とりわけフランスの北部や
東部における地名の中に f が h になる諸派生語を残っていることを彼は指摘している。同時
に、イベリア語のいかなる影響を受けることなく同じ変化が起きているイタリアの諸事例を
想起しながら、イスパニア語―ガスクーニャ語の総括説はその例外的な価値を失うと主張し
ている（p. 32）。なぜなら、≪ロマニア全土において話される言語は、古典ラテン語が語頭子
音 f を持っていた位置に h を置いていた≫という仮説が想定されるべきであると考えるから
である（p. 34）。しかし、第一にロマニア全土を一様に扱った仮説は度を越している。なぜな
ら、テレンシオ・セアウロ（Terencio Seauro）はファリスコ族の中に faba の代替である 

haba を発見し、または、バロン（Varron）は hircus の代わりに fircus という逆の変化を
サビニ人たちの影響としているからである。そのため f > h の変化は方言的特殊性としてし
か理解することはできない９）。第二に、もし我々がそれを受け入れるようなことがあろうと
も、そのあまりにも誇張された仮説はロマニア全土においてガスクーニャとカスティジャの
２つの広大な地域のように他にも２つの連続した地域がどうして生起しないのかを我々に説
明することはできないだろう。f > h がイベリア語の影響なしに他の地域でも起こる可能性
があるという論議が有効なものとして同じように使われるのは理解できない。なぜなら、す
べての音変化は自然で様々な言語に起こり得るが、それは特定の厳密な歴史的諸要因により
其々の各言語において常に起こるからである。そして、そのような言語の変化は異なる諸言
語において異なる歴史的諸要因を有していなければならない。

　f )　本書『スペイン語の起源』の出版後、本問題における状況が一変している中で、マイヤー・
リュプケは彼が最後に世に出した執筆研究のうちの１つ10）において自身の古い視点を明確に
８） Revue de Linguistique Romane, XII, 1936, p. 10-35 において、エディンバラ出身のオーア先生は、彼の教え子であるエルコック 

（W. D. Elcock）に我々が先に扱った研究（§55 で繰り返している）を示している。
９） シュライネン（J. Schrihnen, “Italische Dialektographie” in Neophilologus, VII, 1922-1923）は、本現象の問題はエルトリアの影響

に起因すると主張している。
10） “Lat. f im Baskischen; span., gaskogn. h auf lat. f ”, in Archive für das Studium der neueren Sprache, 166º, 1935, p. 50-68.
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している。彼は３つに分割したグループをそれぞれ差異化し孤立させながら、それらの歴史
的な意味に取り組むことに専念している。つまり、バスク語は b を通じてラテン語の f を再
構築し（h は異色なものであるという印象を与えるがゆえに）、 ガスクーニャ語は原初期から 
h を使い、そしてスペイン語は晩期になって h を使っているのである（ガスクーニャ語がス
ペイン語から h を受け取ったと想定し、以前に設定した時系列とは反対の時系列）。アキタ
ニア語はフランス系バスク語により今日まで保持されている h を持っていたことから、マイ
ヤー・リュプケは『スペイン語の起源』（第２版 , p. 225, p. 580 11））で私が述べていることに同
意しながら、ガスクーニャ語において h はローマ化時に聴覚的類似現象を通じて派生してき
たことを受け入れている。しかし、スペイン語に関してその変化はとても早期に起こったこ
とが証明されたと彼は主張しているが、Arcemundo という名前からゴート人たちが半島に
到来した時にはすでに h が消失していたと判断することができるので、f から新たな h への
変化はガスクーニャで起こった変化よりも晩期かつ異なったものでなければならない。また、
スペイン語においては未知の原因12）による唇歯音 f から両唇音 h への弱音化現象がそれに先
行したはずである。マイヤー・リュプケの主張するスペイン語とガスクーニャ語における全
ての不一致は、Arcemundo という名前が示す、スペインにおける原初の h の早期消失に依
拠する。なぜなら、マイヤー・リュプケは一度２つの音変化が文証されると、その変化はそ
の全体において決定的に完遂されたと想定しなければならないと考えているからである。し
かし、我々がこれを受け入れる時でさえ、Arcemundo は何の証明にもならないだろう。と
いうのは、h が（ラテン語文法学者の言い方では）文字としてではなく、付随的な正書法上の
記号として捉えられていたことを考慮すると、その h の欠如は書かれていなかったことと同
じように帯気音が存在していなかったことから生じた可能性があるからである。このことは
スペインと外国の手写本で起こっている。イスパニア人ではない人たちの場合では
Hildericus と同じく Childericus, ’Іλδέριχος, Ilderich, Elderis が見られ、同様のことが他の多
くの名前においても起きている13）。つまり、幾人かの書記たちは帯気音 h を表し、他のもの
は真の帯気子音 ch を表し、また一方で他のものたちは、ギリシャ語の文字の気音符を書き
添えなければならないと考えなかったため語頭の母音の前に何も書き添えないのである。ス
ペインでは、同じくゴート時代にトレドで作られた公会議の議事録における、Hildemirus, 
Holemundus, Hermenfredus, Ildigisus, Unigirus のように書かれたり書かれなかったりして
いる。また、後の何世紀かの公証人の書類においても Heldonza 1064, Eldonça 1079 < 

hildigundia, Honorigo 915, Onrigo 1258 < hunericus と書き続けられたり、そうではな
かったりしている。スペインにおいてゴート人の侵入前に帯気音が消失したと主張するため
に我々はどのような動機を持ち合わせているだろうか。私は 1291年の Harriaga と他の h 

11） Archiv 166º, p. 61-62.
12） Archiv 166º, p. 64, 66. マイヤー・リュプケは、ギプスコアにおいて両唇音 f で話さないのではなく、両唇のある程度の接近

にとともに、唇歯音のそれで話していたナバロ（Navarro）を強調している（Homenaje a Menéndez Pidal, III, 611）。
13） Förstemann, Namenbuch, 1900, col. 834, Schönfeld, Aligermanischen Personennamen, 1911, p. 137, etc. 
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の諸ケースとともに「アントニオの旅程」の Arriaca を引用したが、h は、それが書かれてい
た諸事例において発音されてなかったとマイヤー・リュプケは結論付けている14）。それは、
反対に、発音されていたけれど、多くのケースにおいて書かれていなかったと結論付ける代
わり、あるいは h を付けるか付けないかで揺れている発音を容認する代わりである。マイ
ヤー・リュプケはFripunandus > Hernando 15）の短い引用をもって自身の論証を完全なもの
にしている。見たところ、もしその名前が f から h への変化を被るとするならば、この音法
則はゴート人の侵入よりも後に位置付けされるべきである──しかしこれは、一言語傾向の
何世紀にも亘る継続性16）を考慮に入れない見方──と彼は考えている。
　g )　本書以前の諸版で述べられた意見に対して全く賛同を得ない諸意見が前述したように
ある。しかし、我々の意見に合致する意見を想い起す必要がある。もっとも、それらを何の
ために要約を紹介すべきなのかという理由はないが、それらはスタッフ（E. Staaff）、ザイフェ
ルト（E. Seifert）、ブルッフ（J.Brüch）やその他の人たちの考えである。クリューガー（F. 
Krüger）についてだけは記す。彼は 1923年に『歴史文法（Gramática Histórica）』 第４版を紹
介しながら、f > h のイベリア起源説に対して様々な問題点を述べていた。しかし、1927年
には本書の説明に触れながら、その問題は≪全く新しい、そして完全な信憑性の下に決定的
な解決としての、歴史的・地理的解明を受ける≫と彼は述べている17）。
　ここに表明されたことに合意しつつ、何か重要な考察を付け加えているあれらの意見につ
いても幾分か述べよう。
　本書の初版が世に出たと同時に、ニューヨークでイングリッシュ（J. H. English）の研究 『古
スペイン語における F と H の代替（The Alternation of F and H in Old Spanish）』（1926年） 
が出版された。その研究は 1925年の『歴史文法』第５版の中に挙げられている 11世紀の h 
の諸事例、また 1919年の『言語学資料集（Documentos Lingüísticos）』から引用した事例から
始まっている。そして、彼は中世文学を通じて h の位置とその進展のほどを特別に検証しな
がら、f > h の変化に関するイベリア‐バスク語起源説を支持しているのである18）。
　h)　ヴァン・ヴァルトブルグ19）（W. von Wartburg）は本書『スペイン語の起源』の説明に言
及し、f > h の音声変化がイベリア起源であることが≪決定的に≫証明されているとしてい
る。彼は、その変化は次のことを想定することでより良く説明されると考えている。それは、

14） Archiv 166º, p. 65.
15） Eintuhrung または、Archiv, p. 54 においても同じ簡潔表現。
16） エルコック（W. D. Elcock, Affinnés phonétiques entre l’aragonais et le béarnais, París, 1938, p. 175-177）は、本問題を付随的に扱

う：イベリア語からの解決策を疑問視している。なぜなら、なぜ本書（p. 219）においてスペイン語－ガスクーニャ語のケー
スを異例として提示するのかが理解できないからである（ここでは、本節の 6 ］の内容を強調するが）。そしてまた、彼は、
どちらかというと、イタリア南部のラテン語方言の影響に考えが傾いている。

17） E. Staaff, in Litteris, V, Lundo., 1928, p. 195; E. Seifert, in Ibero-Amerikanisches Archiv, IV, 1930, p.250; J.Brüch, in Zeit. franz. 
Spr. u. Liter., LIV, 1931, p. 370（Orígenes における説明は≪明白である≫と思える）; F.Krüger, in Archiv für das Studium der 
neuren Sprachen, 145巻 , 1923, p. 129 および in Literaturblatt für germ. undroman. Philologie, 1927, col. 387.

18） イングリッシュの著書に基づく、原初期の f と h の価値に関する音韻仮説。H. Deferrari, “Notes on the value of H in Old 
Spanish” in Hispanic Review, IV, 1936, p. 183.

19） In Zeit. für rom Philol., XLVIII, 1928, p. 459.
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半島の大部分における f が唇歯音であったのに対して、バスク人たちとの隣接地域であるカ
ンタブリアにおける f は両唇音であり、これは唇音調音の弛緩と単純な h への変化がより容
易に理解される変異音であったことである。両唇音を通じたこの説明がとても魅力的なのは
明らかである。しかし、カンタブリアとカスティジャ北部を含めたスペインにおいて今日発
音されている f が、バスク人が発音するそれも同様に唇歯音であるということは困難である
と私は考えている20）。両唇音 f もまた、スペインやアメリカ大陸で今日観察されているのは
確かである。そしてそれが弛緩に至ることすらある。このことはごく稀に個人間の場合に起
きているに過ぎない。そのため、どのようにしてカスティジャのみならずガスクーニャにお
いても f が完全な消失に至ったのかの説明がつかない。カスティジャとガスクーニャはバス
クによって繋がっている。そして、これらの地域には原初 f- の脱落現象、弛緩過程に従う
ことのない唇歯音の発音、または、p, b, h に f- の聴覚的類似音を求めることが共通している。
この場合において、もし b または p がいかなる弛緩過程にも由来しないのなら、h もまたそ
うであると我々は考えなければならないでしょう。音の代替は頻繁に起きている逆のケース、

つまり、フランス語 honta, hardi > fonta, fardido、アラビア語 hatta > fata 等において
証明され、そしてそれは機械的な推移によってではなく、あまり考慮されていない概念であ
る過剰訂正（ultracorrección）によって説明することができる21）。
　i )　メイエー（A. Meillet）は本書の初版を評した際に、カスティジャとガスクーニャには 
f > h の変化をもたらした語頭の諸条件が存在していた可能性を認めている。それ以外に、
ある音が別の音により取って代わられることに対して大きな重要性を与える傾向にはあまり
なかった。彼の諸考察の中の一つ、すなわち、基層の作用がいとも簡単に現れるとするのは
適切ではないということを考慮に入れ、私は『スペイン語の起源』第２版の一段落を修正した。
また、この第２版をコメントするにあたり、メイエーは外国語の借用語においてある音素が
別の音素に入れ替わることを認め、f > h の変化に対して≪基層のある遅延作用の仮説は容
認できる≫と判断している22）。
　j )　べルトルディ（V. Bertoldi）は信憑性のある意見を我々に提示する。それは彼の「基層
論の諸問題（Problémes de Sustrat）」においてカンタブリア－バスク－ガスクーニャの地理的
関係を用いた論証が高い実証力を持つことを認めていることである。そして、その考えはバ
スク－ガスクーニャに見られる別の一致、つまり語頭 r- に対する抵抗が f > h の原初地域と
一致することを根拠としている。そのため彼は、これがただ単に偶発的であると考えられる

のは信じられないと主張している23）。私はここで、arrancura, arrazon 等に見られる語頭 r- 
20） バスク人に関して、カンピオン（A.Campion, Gramática Euskera, Tolosa, 1884, p. 61）は≪ f はカスティジャに極めて似ている

唇歯音である≫と主張している。ガベル （H. Gavel, Grammaire basque, Bayonne, 1929, p. 62） は f について次のように述べ
ている : «Son articulation est semblable á celle de l’ f espagnole ou grançaise». ナバロ・トマス（T. Navarro Tomás, “Pronunciación 
guipuzcoana” in Homenaje a Menéndez Pidal, III, p. 609-610） は、純粋的なものではなく、唇への接近を伴う、唇歯音 f を持つ
バスク語の主語を発見している。

21） G. W. Umphrey in Rev. Hispanique, XXIV, 1911, p. 23 を参照。
22） In Bulletin de la Société de Linguistique, París, XXVIII, 1927, p. 171 および XXX, 1930, p. 152.
23） Bulletin de la Société de Linguistique, XXXII, 1931, p. 119 以下 . 本注釈で、同じ意見の参考文献を提供する。
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に対する抵抗が原初期において f > h が起きたスペインの諸地方に同じように見られたこと
を指摘し、これら２つの地域の一致における考えを完全なものにする（§401）。それによって、
ベルトルディによって示された地理的一致は疑いの余地のないものになる。
　k )　アマド・アロンソ（Amado Alonso）はガスクーニャの事例に専念することなしに、l 
と ll がない言語を持つグアラニー族がスペイン語からの借用語において ll の代用として y 
を用いるけれど、彼らが後になって ll を学習し、そして最近の借用語においては ll を用いて
いることを指摘し24）、同じようにカンタブリア人たちが初期のラテン語法において f の代わ
りに h を置き、その後、f- を学習したと主張している。カスティジャ中央部における f- > 
h- の変化が≪10世紀頃のカンタブリアにおいて終わりを告げた言語活動≫の晩期の普及で
あると彼は考えず、カスティジャ北部に普及したものは異色の f から今や存在しない先住民
の h への能動的代替の結果であるとするために cesada（終わりを告げた）という言葉を彼は
強調している。その結果、中央部のカスティジャ語における f > h は≪漸進的な発達≫の１
つであり、北部から始まった≪地理的拡大≫ではないと仮定している。では、どうして私が
この歴史的解釈を受け入れないかを述べよう。我々は北部における h と f の二重使用を時系
列の異なる文献においてではなく、教養の異なる文献において見ている。つまり、原初のカ
ンタブリア人たちは f- を使っていた後に初めて h を単一かつ連続して使用したのではなく、
初めから（別の方法に加えて）両方を使用し、文語においては 16世紀までそれらを使い続け
ていたのである。さらに、今日においてもその両方は様々な地域で使われ続けている。すな
わち、北部のカスティジャ地域が南部のモサラベ人たちの界隈まで広がったことはカスティ
ジャ語の大衆語 h と古風な学者語 f の間における使用の揺れをもたらしたのである。
Celestina の第一発行者たちは偉大な悲喜劇のテキストにおいて h の使用を増やしながら f 
を徐々に遠ざけ、音声ではなく、ある種の文体的発達を実現している。あるいは今日カスティ

ジャ人はアストゥリアス人、高地アラゴン人、またはアンダルシア人に farina や jarina と
言わせるのではなく、arina と言わせている。そして彼らはそれによって何かしらの漸進的
発達ではなく、新しい言語様式を普及する。その後、我々はカスティジャ・ラ・ビエホが行っ
た再征服の歩みへの重度の依存、またその歩みを行うための諸政策の比較の中にどのように
してカスティジャ・ラ・ヌエボの土地において f > h の変化が実現したのかを見ることがで
きる。
　l )　我々はこれらすべての意見を参考にしながら、本書以前の諸版には使われていない新
規のデータと視点を持って f > h に関する問題を再検討するつもりである。よく議論される
本問題は言語学の方法論と原則によって考えられる。（全俗ラテン語が f を h と発音していた）
各国の歴史的状況に注意を払うことなくロマニア全土を網羅できる一つの解答を見出そうと
するために本問題が一般的かつ抽象的に扱われ、また、新古典主義のドラマ（Arcemundo – 
Hernando）のように我々がいう≪作用と時間の一体的影響≫、すなわち、速効性と完璧な単
24） M. A. Morínigo, Hispanismos en el Guarní, Buenos Aires, 1931, p. 10-14 の序文において。



三島 庸平

40 Language and Culture, vol.9   March 2015

一性ともに各言語における音声変化が生じていると考えながら、別の方法で本問題が簡略化
されているのを見た。しかし、いかに簡略化しようとも対象の構造が複雑であるために満足
な結果には至らない。そのため我々は、自身の論証によってそれを解決するためにとても明
瞭かつ理解し難い歴史的問題に取り組む必要がある。つまり、言語が普及する際に構造的正
確さをもって完成した≪音法則≫ではなく、さまざまな形態の数世紀にわたる対立・共存と
表現傾向の対立（平易さ、誤り；純粋主義、過剰修正など）に注目し、さらに、初期に建造さ
れた町と普及後に建造された町、その両方の歴史、社会、そして政治における連続した状況
が数世紀を通して様々に関連づけられる、それらの諸傾向を我々は理解しなければならない。

参考文献

阿部三男（1976）,	「F	>	h	とバスク基層説」,日本イスパニア語学会	『イスパニカ』20,	pp.	18	-	35.
　──				（1988）,	「再びF	>	h	とバスク基層説について」,	日本イスパニア語学会『イスパニカ』32,	
pp.	１	-	16.
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LAPESA, Rafael （1981）, Historia de la lengua española, Madrid: Edicional Gredos, S.A.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón （19809[1926]）, Orígenes del español, Estado lingüístico de la península 

ibérica hasta el siglo XI, 9a ed., Madrid: Espasa-Calpe.
　──	（19856[1904]）, Manual de Gramática Histórica Española, 18a ed., Madrid: Espasa-Calpe.



41『言語と文化』 第９号  2015年3月

執筆者紹介

柳　信愛 京都外国語大学大学院　博士後期課程　異言語・文化専攻　
 言語教育領域

的場　彩 京都外国語大学大学院　博士前期課程　異言語・文化専攻
 実践言語教育コース日本語教育

井口健太郎 京都外国語大学大学院　博士前期課程　異言語・文化専攻　
 言語文化コース　英米地域

三島　庸平 京都外国語大学大学院　博士前期課程　異言語・文化専攻
 言語文化コース　ヨーロッパ・ラテンアメリカ地域



42 Language and Culture, vol.9   March 2015

編集代表
中西 久実子

（京都外国語大学 日本語学科教授）

編集委員会
編集委員長
木村 あい

（京都外国語大学大学院 博士前期課程 異言語・文化専攻 実践言語教育コース 日本語教育）

編集委員
小出 寿彦

（京都外国語大学大学院 博士前期課程 異言語・文化専攻 実践言語教育コース 日本語教育）

冨田 郁子
（京都外国語大学大学院 博士前期課程 異言語・文化専攻 実践言語教育コース 日本語教育）

高　青
（京都外国語大学大学院 博士前期課程 異言語・文化専攻 実践言語教育コース 日本語教育）

張　芳
（京都外国語大学大学院 博士前期課程 異言語・文化専攻 実践言語教育コース 日本語教育）



43『言語と文化』 第９号  2015年3月

編集後記
　今回で、大学院紀要『言語と文化』は第 9号をむかえました。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 4点の論文が掲載されており、執筆者は現役の院生のみで修了生

はいませんでした。本号の編集にあたっては、院生主体の編集体制に移行し 6号

目になりますが、まだまだ改善すべき点が多くあり、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においてご指導してくださった諸先生

方、編集作業において細かなご指導をしてくださった中西久実子先生、原稿の受

け渡し等でご協力いただいた教務部の川口保規氏に心より御礼申し上げます。

　本紀要『言語と文化』が、多くの方にご覧いただけますことを願っております。

（木村 あい）
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１．執筆資格　
　　本学在籍中の大学院生、および編集委員会が認めたものとする。

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

３．原稿の枚数
　　論文は 38字× 32行を 1ページとして以下の分量を目安とする。
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ジに記載する際使用言語に関わらず欧文和文両方を必要とする。

４） 要旨と図表などは上記１）の枚数に含まれるものとする。

４．原稿の作成と提出
 原稿は、編集委員指定のテンプレートを用いて作成し、表記等の校正作業につ

いては編集委員会に一任していただく。
 　プリントアウトした原稿を 1部とデータの書き込まれたメディアを提出する。

データは郵送またはメール送信（g_bunka@kufs.ac.jp）も可。
 データの郵送先：〒 615-8558　京都市右京区西院笠目町６　
 京都外国語大学大学院外国語学研究科『言語と文化』編集委員会
 原稿は完全原稿を提出すること。締切日を過ぎた原稿は受け付けない。

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。
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 ●  2015年 7月24日（金）までに執筆申込書を編集委員会宛に提出する。執筆申込な

しに送付された原稿は受理されない。ただし、執筆者が海外在住の場合、執筆
者が指導教官に申込書を提出し、指導教官が申込書を提出してもよい。

 ●  2015年10月30日（金）までに執筆者は担当教官に原稿を予備提出し、指導を受け
ておく。

 ●  2015年11月15日（日）までに編集委員会に完成原稿を提出する。

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

10．その他
　　必要な事項については、編集委員会の議を経て決定する。

11．著作権について
 掲載原稿の著作権は、著者に帰属する。ただし、編集委員会は、掲載原稿を電

子化し、公開・配布するための権利を有するものとする。
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