
ISSN 2424-0478 

 
 
 
 

 
 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 
 

2018 
 

 

 Japanology 
Second issue (2) 

 

ISSN 2424-046X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues  
et l’enseignement du japonais Ryohei KAGEURA 
 

 
 

 
 

2016 

 

 Japanology 
First issue 

 

第 3号（2）

Third issue (2)

国際言語文化学会



 
『国際言語文化学会 日本学研究』第 3 号 頭言 
 

『国際言語文化学会 日本学研究』は 2013 年より活動を開始した、日本語や日本語教育、
日本の文化・思想などを中心に研究している「京都外国語大学日本語・日本語教育研究会」
と、日本のみならず、英米や中南米、ヨーロッパの文化・思想・哲学などを中心に研究し
ている「京都外国語大学カルチュラル・スタディーズ研究会」の二つの研究会による共同
会誌として 2016 年度に創刊号を発刊しました。共同会誌という性質上、『国際言語文化学
会 日本学研究』は、大学院生や若手研究者を中心に、日本語を中心とした言語教育研究
と社会・文化研究という異なる二つの方向性を持っております。創刊号、第 2 号と、その
二つの方向性を繋ぎ、研究者同士のコミュニケーションの場として十分に機能してきたの
ではないかと自負しております。 

第 3 号は、今までよりもさらに幅広い研究者の場となりました。設立当初より掲げてき
た各研究会における活動成果の共有という目的を果たすいい機会になったと思います。 

今回は、哲学やジェンダー、歴史、経済などを扱った(1)と、言語や言語教育、異文化に
関する考察などを扱った(2)の二冊に分けて掲載することになりました。これには、本研究
会誌への投稿が前年度よりも増えたということに加えて、より多彩になったことが背景に
あります。前号に続いてたくさんの方々にご投稿いただいたことに感謝の意を表します。 
 また、今回の発刊にあたり、多くの方々にご指導、ご支援をいただき、厚く御礼申し上
げます。ご協力いただいた先生方のお力添えがなければ、3 号続けて無事発刊することは困
難であったことと思います。今後も、本誌が多くの研究者が活躍し、情報を共有する場と
して、ますます学術的議論を活性化させる機になればと切に願っております。 
 

京都外国語大学カルチュラル・スタディーズ研究会 会⻑ 
「国際言語文化学会 日本学研究」編集委員 ⾠⺒ 遼 
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青森県南部地域における方言の保存と継承のための方言ガイドブックの提案 
A dialect guide book for people in the Nanbu region of Aomori 

 

岩崎真梨子 

 

Summary 

The purpose of this study is to make a dialect guide book to utilize in the Nanbu region of Aomori. We 

analyzed the local dialect in Japanese by questionnaire to younger generations living in the Nanbu region of 

Aomori. In addition, we investigated whether the local dialect is listed in the dictionary of the dialects. 

We propose a dialect guide book for younger generations and educators living in the Nanbu region of 

Aomori. This dialect guide book introduces the actual situation of the use of the younger generation's dialects and 

the vocabulary of the dialect dictionaries to the younger generation living in the Nanbu region in Aomori. 

 

 

1．はじめに 

 本研究では、青森県南部地域の方言の保存と継承について、若者へのアンケート調査に基づ

いて検討し、地域で活用できる資料を提案する。 

青森県は、図 1 に示す通り、南部地域、津軽地域、下北地域に分かれ、それぞれの方言に特

徴がある(以下、論文中の南部地域はすべて青森県の南部地域を示す)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 青森県の方言区分 
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 筆者は、2012 年より八戸市で勤務し、2017 年より方言の保存・継承や普及活動にも携わるよ

うになった。その際、数人の八戸弁(南部弁)話者から、「八戸弁(南部弁)はアクセントやイントネ

ーションに残っているが、語彙としてはほぼ残っていない」「自分のことばは訛っているとは思

うけれど、方言を使っていると意識したことはない」という話をうかがった。前者が高年層の

発言で、後者が若年層の発言である。若年層の指す「訛り」とはアクセントやイントネーショ

ンであり、「方言」はたとえば「友だちをケヤグという」といった語彙的なものである。筆者が

聞いた限りでは、高年層も若年層も似た感覚を持っているようであり、幅広い年齢層で語彙的

な方言が衰退している可能性があると考えられる。南部地域で南部方言の方言保存、継承を行

うにあたって、各世代の方言使用の実態を明らかにし、教育現場などで活用すると良いのでは

ないかと考え、以下のような研究サイクルで表した。 

 

 
図 2 方言研究サイクル 

 

方言の継承や保存を目的としたときに考えられる活用法は、就職活動支援や I ターン、U ター

ンをした人々への育成や支援に繋げることである。対象は主に若年層や活躍層である。そこで

本研究では、若者の言語活動を調査し、青森県南部地域の方言ガイドブックを提案する。 

 

2．先行研究 

 青森県の方言区分について、先行研究では次のように記述されている(下線は岩崎による)。 
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  （前略）同じ県の方言とはいえ、日本海がわの津軽方言と太平洋がわの南部方言とはかな

り特色を異にしており、またその南部方言の中でも下北のそれはきわめて異色があるという

複雑な様相を見せているのに、従来の研究はほとんど津軽に集中し、南部は少なく、下北に

至っては全くないと言ってよい状態であった。            (此島(1968) 序) 

 

   青森県は本州の北端に位置し，北は津軽海峡に，東は太平洋に，そして西は日本海に面

している。海岸線の総延長は約 740km，県の総面積は約 9600 ㎢である。1500m 級の八甲田

連峰（奥羽山脈）が県の中央部を貫き，その北端は夏泊半島となって陸奥湾に入り込んでい

る。 

   青森県はこのように，三方を海に囲まれ八甲田連峰があることで，気候・風土・産業・

言語ともに，それぞれに異なった二地域に区分される。八甲田連峰を境にして，日本海側を

津軽地方，太平洋側を南部地方と呼び，それぞれの地方で話されることばを津軽方言，南部

方言と呼んでいる。                     (佐藤和之編(2003) p.2) 

 

  下北出身の川本(1992)によれば，下北の降ルシテ（降るから）や上北の降ルシケ，三八の降

ルヘンデのような言い方の違いがあるという。下北方言にはまた，かつてからの海上交通路

の発達によって作り出された独特の言語文化圏が存在する。   (佐藤和之編(2003) p.4) 

 

 このように、青森県の三地域はそれぞれ異なった文化や言語を持っており、方言の保存活動

もそれぞれの地域で行われている。地域での活動の事例として、津軽地域では「津軽弁の日」

1)(津軽弁の日やるべし会主催)が開催され、2017 年で第 30 回を迎えた。南部地域でも同様に

「南部弁の日」(南部弁の日実行委員会主催)が第 5 回まで開催されている。下北地域でも、む

つ市役所と高等教育機関による方言調査といった取り組みがなされている。 

 また、保存・継承活動として、2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災も大きい。東北大学方

言研究センター(2012)では、危機的な方言の把握と記録・継承に向けた提言、支援者のための方

言パンフレットの作成、方言ネットワークの形成といった、方言の保存や継承に関する課題や

方法について述べられている。南部地域にも、方言辞典や方言集などの記録はあるが(本稿 5節

参照)、文法書や談話記録については、東北方言あるいは青森県方言の一部として扱われる程度

で、地域独自のものはないように思われる。 

 大野・小林(2015)でも、東日本大震災に因んだ方言の保存や継承に関する具体的な事例が記さ

れている。南部地域に関しては、今村かほる氏が「発信！方言の魅力 ―南部弁トークショ

ー・方言で語る昔コ・津波体験紙芝居―」と題して、南部弁(南部方言)の保存・継承活動を紹介

されている。ここで取り上げられている柾谷伸夫氏は、本書での紹介以外にも BeFM 八戸コミ

ュニティ FM ラジオで「おもしろ南部弁講座」を担当されるなど、様々な取り組みをされてお

り、南部地域における南部弁保存・継承活動において大きな役割を果たされている。このよう

に、地域での活動は既に実施され、記述もされている。しかし一方で、南部方言に関する一般
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向けの活字資料はまだ少なく、方言集や方言辞典、あるいは新聞記事のコラムなどになる。た

とえば、高校生や大学生が手軽に持ち歩ける方言ガイドブックがあれば、日頃から方言に対す

る関心を持てるのではないかと考える。 

 また、佐藤和之(1996)では、方言の衰退と残存について、山形県村山地方を対象として記述さ

れている。ここで導き出されている衰退規則と残存規則は、南部地域の伝統的方言について検

討するうえでも非常に参考になる。後で述べるが、本研究で取り上げる方言に関しても当ては

まりそうな規則がある。 

 以上の先行研究を踏まえ、筆者らは 2017 年に南部地域と津軽地域で若者に対するアンケート

調査を行った。岩崎・夏坂・日比・畑(2018 予定)では、このアンケート結果をまとめ、南部地域

の若者の方言使用の実態について、他地域の結果と比較しながら考察した。さらに、補足とし

て方言使用に対する意識調査を行った。その結果、他地域よりも南部地域の認識や使用率が高

い、特徴的な方言が存在すること、意識調査の結果では方言に対し無関心な層が存在すること

などを明らかした。この結果から、南部地域での方言の保存・継承のためには、若者の意識を

方言へと向けることが必要なのではないかと考えた。 

本研究は、先行研究ならびに岩崎・夏坂・日比・畑(2018 予定)を踏まえ、八戸市やその周辺地

域から大学に通う若者が使う 16 の方言について、アンケート調査と文献調査を行い、方言ガイ

ドブックとして提案する。 

 

3．調査語彙 

 調査語彙は、普段、若者が日常会話で使う方言と、辞典に掲載されている方言の両方を含め

た。これは、方言の講義を受講した大学生の授業評価アンケートにより、「自分たちが使ってい

る方言を知りたい」「自分たちが普段使わないような方言が知りたい」という二つの意見が見ら

れることによる。八戸工業大学に在籍する日比俊介氏2)は、4 年生時に紙芝居で方言を継承する

というテーマで卒業制作に取り組んだ。研究動機は、「自身はほとんど方言を使っていないが、

年配の方の話を理解するという点でも方言への学びは大切であり、紙芝居などを通じて若い世

代に方言を伝えたい」というものであった。日比氏は、卒業制作・論文をまとめた要旨集のな

かで、 
 

今回の方言紙芝居を通して、方言の保存や普及活動の大切さがわかった。年配の方々は、

私たち若者に方言の良さや、残したいという想いが強い。しかし活動を行っている方は年

配の方が多い、若者は方言について興味関心が無いという現状がある。私たちが次の世代

に伝える為に進んで取り組むべきだと思った。 

 

と述べられている。若者の方言に対する興味関心については、先行研究にも挙げた岩崎・夏坂・

日比・畑(2018 予定)の意識調査でも触れている。八戸市内の大学に通う大学生 138 名にアンケー

トを実施した結果、質問項目によっては約 40%が無関心と取れる回答を選択していた。 
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 以上のことから、若者も使う比較的新しいと予測される方言と、辞典に掲載されている伝統的

方言の両方から、16 語を選んだ。表 1 にアンケートに使用した方言を挙げる。比較的新しいと

予測される方言は、仮に日常方言とする。日常方言の用例は作例である。これに対し、辞典に

掲載されているものは伝統的方言とし、意味と用例は、佐藤亮一編『都道府県別 全国方言辞

典』を参照した。方言区分については、表 1 以下に詳細を記す。 

 

表 1 アンケートに使用した方言 

方言 方言区分 用例【意味】 

～(ラ)サル 日常 
プリント置かサッてる【自然と～している、ある】 
このペンは書かサンない【～できる】 

(～を)デカス 日常 明日までに書類をデカシたいと思います【仕上げる】 
～したトキ(ある)  日常 見たトキある／そのお店行ったトキない【～したこと】 
(～し)ナイトナイ 日常 早く書類を作らナイトナイ【～なければならない】 
(テレビに)ハイル 日常 高校野球ハイッてるよ【映っている、やる】 
(手袋を)ハク 日常 寒いから手袋ハイていけ【身に着ける、する】 
～ヨリダッタラ 日常 (A は時間がかかる)それヨリダッタラ、B をやろう【A より B】 
(～して)ラ 日常 お菓子置いてラよ／言ってラッたよ【～ている】 
オバグダ 伝統 なんぼオバグダ口きぐわらしだ【生意気】 
カッチャグ 伝統 ちゃぺこ撫ででらっきゃ、カッチャガえた【引っ掻く】 
シカ゜マ 伝統 シカ゜マ落ぢてくれば危ねはんで気つけろ【つらら】 
シャッコイ 伝統 こごの水、シャッコクて、めなー【冷たい】 
チョス 伝統 それチョセばまね【触る、いじる】 
ニカ゜ 伝統 へながでニカ゜泣ぐ【赤ん坊】 
ブチヨル 伝統 ぶつけだぎゃブチヨッた【痣になる】 
ヘッカンスル 伝統 他の人ごどヘッカンスレばわがねよ【いじめる】 

 

 「日常方言」に関しては、八戸市内、八戸市沿岸部(種差)、黒石市、五所川原市などの学生と

授業時間外に雑談した際に、「方言だと思っていなかった」と答えたものを選んだ。筆者は当

初、これらの方言を「（学生が）標準語・共通語だと認識し、東京都など県外に出ても使う」い

わゆる「気づかない方言」ではないかと考えた。しかし、方言アンケート調査の結果、「～(ラ)

サル」「(手袋を)ハク」「(～して)ラ」は方言であると認識している割合が高いということが明ら

かになった。雑談した学生たちが、たまたま気づいていなかった可能性が高いが、それもまた

有意義な結果であると考える。 

 一方、「伝統的方言」は、2013 年に筆者が行った方言アンケート調査で、「使う」割合が高か

ったものと、低かったものから抜粋した。アンケート結果は、岩崎(2014)にまとめ、研究ノート

として掲載している3)。 

 

4．方言アンケート調査 

3 節に挙げた 16 の方言に関するアンケートを、2017 年 5 月、7 月、9 月に行った。回答者

は、3 歳～10 歳までの間に南部地域で暮らしていた 10 代半ば～20 代半ば(うち 10 代半ば～20 歳
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までが 804 名で 97.4%)の若者である。回答数は 825 名で、うち男性 405 名、女性 414 名、無回

答 6 名である。 

調査方法は、アンケート実施者立ち会いのもと、回答者にアンケート調査票に記入させると

いうものである。アンケート調査票の質問項目は大きく分けて 23 あり、記述式(出身地など)と

マークシート式に分かれている。回答目安時間は 20 分程度である。 

また、調査においては、回答者の方言に対する意識を把握するために、ビデオとカメラによ

る撮影、録音機による音声記録で表情や発言を記録している。なお、これらのアンケート調査

は、撮影も含めてすべて許可をとったうえで行っている。 

 

 4-1．アンケート結果 

 まず、日常方言の使用状況に関する結果を挙げる。 

 

 

図 3 日常方言の使用状況 

 

 これによると、南部地域の若者が最も「使う」と答えたのは「(テレビに)ハイル」である4)。

次いで「～ヨリダッタラ」「～したトキ(ある)」と続く。使う割合が低いのは「(～を)デカス」

で、調査した方言のなかでは唯一過半数に達しなかった。「～(して)ラ」も、8 つの方言のなかで

は低いほうに位置づけられる。また、これらのことばを方言だと思っているかという問いに対

して、次のような回答を得た。 
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図 4 日常方言に対する認識 

 
 これによると、若者が方言だと思っていない割合が非常に高いのは、「～したトキ(ある)」「～

ヨリダッタラ」の 2 語で、これらは「気づかない方言」であると考えられる。「(手袋を)ハク」

「(テレビに)ハイル」も 70%以上が方言と思っていないという結果であった。一方、方言だと認

識しているのは「～(して)ラ」である。「～(ラ)サル」についても、方言であると認識している回

答者が半数近く存在する。また、「(～を)デカス」「～(し)ナイトナイ」の 2 語は、「使う」割合も

「方言だと思っている」割合も低い。これらは、今回アンケート対象とした若者にとっては日

常的なことばではない可能性があると考えた。 

 続いて、伝統的方言の使用状況を挙げる。 

 

 

図 5 伝統的方言の使用状況 
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 伝統的方言のなかで最も使う割合が高いのは「シャッコイ」である。続く「チョス」「カッチ

ャグ」までは、「使う」と「使わないが意味は分かる」が合計で 50%を超える。しかし、「ブチ

ヨル」「ヘッカンスル」「シカ゜マ」「ニカ゜」「オバグダ」は「知らない」が 90%を超え、ほと

んどの若者にとって使用語彙ではなくなっていることが明らかである。 

2013 年の調査と比較してみると、「使う」「使わないが意味は分かる」の割合が高い 3 語につ

いては、2013 年調査も 2017 年調査も同じ順序となった。一方、「知らない」割合が高い 4 語に

ついては、2013 年は「ヘッカンスル」「ブチヨル」「ニカ゜」「オバグダ」「シカ゜マ」の順で

「知らない」割合が高かった。しかし、いずれも 90%以上が「知らない」と答えた点は同様で

ある。なお、2013 年調査では、85 語のうち 29 語の「知らない」回答が 90%を超えていた。 

伝統的方言は、最も「使う」割合の高い「シャッコイ」が形容詞で、その後は動詞が続く。

名詞になると「使う」「使わないが意味は分かる」割合は低くなり、最も低いのは形容動詞とい

うように、品詞ごとの傾向が見られた。日常方言は伝統的方言ほど明確な傾向はないが、「(～

を)デカス」を除く動詞はすべて「使う」の割合が 80％弱あるいは 90％強である。 

佐藤和之(1996)では、方言の残存規則について以下の通り述べられている。 
 

  残存規則：あらゆる世代で多用される語は残りやすい 

      動作語彙や抽象観念語彙が多い 

 ・内的残存：外的な要因に左右されにくいために残存するもの 

 ・密着残存：具象物と事象と方言語形が密着しているため共通語形が入り込めず、その結果

残存するもの 

 ・俚言残存：方言語形と共通語形の意味が等価でないために残存するもの      (p.79) 
 
 今回の方言調査でも動作語彙が残りやすいのではないかと考えられる。 

 

 

5．南部地域の方言集を中心とした文献調査 

 2 回のアンケート調査を通して、辞典に掲載されている伝統的方言は、若者の日常語彙を反映

している割合が低いのではないかという推測を得た。これを踏まえて、南部地域の方言集を中

心に、アンケート調査に用いた 16 語の掲載状況を調査した。 

 

 5-1．調査資料 

 今回、調査した資料は表 2 の通り、南部地域 13、津軽地域 7、青森県全域 1、北海道 2、岩手

2、東北 3 である。明治 38 年の『南部方言集』が最も古く、新しいものは『へんだら、まん

つ』や『七戸方言集』、『青森市旧安田の方言語彙』『とうほく方言の泉』などで、2000 年代に刊

行されている。コラムが掲載されているものや、方言辞典とされているものも資料に含めた。 

 

 

青森県南部地域における方言の保存と継承のための方言ガイドブックの提案

88



 

 

 

表 2 調査資料一覧 

地域 辞書・辞典名 編纂者 出版年 出版社 
南部 南部方言集 簗瀬栄 1905 簗瀬栄 
南部 青森県五戸語彙 能田多代子 1963 能田多代子 
南部 青森県五戸方言集 能田多代子 1982 国書刊行会 
南部 南部のことば 佐藤政五郎 1982 伊吉書院 

南部 青森県南 岩手県北 八戸地方

方言辞典 寺井義弘 1986 寺井義弘 

南部 南部のことば 第二版 佐藤政五郎 1987 伊吉書院 
南部 第三版増補改訂 南部のことば 佐藤政五郎 1992 伊吉書院 
南部 みちのく 南部の方言 岡田一二三 1996 伊吉書院 

南部 野辺地方言集 改訂版 野辺地町方

言を語る会
1999 野辺地町 

南部 へんだら、まんつ 佐藤政五郎 2006 木村書店 

南部 七戸方言集(前編) 石田善三郎 2008 刊行推進委員会 
代表 槙 猛夫 

南部 七戸方言集(後編) 石田善三郎 2016 刊行推進委員会 
南部 青森県上北地方の方言 �～� 田中茂 2011~2016 青森県文芸協会出版部 
津軽 津輕のことば 第 1 部 鳴海助一 1958 津軽のことば刊行委員会 
津軽 津輕のことば 第 2 部 鳴海助一 1960 津軽のことば刊行委員会 
津軽 続津輕のことば 鳴海助一 1964~1971 続津軽のことば刊行委員会 
津軽 津軽 森田村方言集 木村国史郎 1979 文芸協会出版 
津軽 青森県平内方言集 山村秀雄 1980 平内町教育委員会 
津軽 青森市旧安田の方言語彙 三浦義雄 2001 北の街社 
津軽 木造町方言集 —青森県西津軽郡— 成田秀秋 2002 文芸協会出版 
青森 青森縣方言集 菅沼貴一 1975 国書刊行会 
北海道 北海道方言辞典 石垣福雄 1983 北海道新聞社 
北海道 増補改訂版 北海道方言辞典 石垣福雄 1991 北海道新聞社 
岩手 盛岡のことば 佐藤好文 1981 盛岡市 

岩手 軽米・ふるさとことば 軽米町教育

委員会 1987 軽米町 

東北 東北方言集 仙台税務監

督局 1920 東北印刷株式会社出版部 

東北 標準語引 東北地方方言辞典 森下喜一 1987 桜楓社 
東北 とうほく方言の泉 志村文隆他 2013 河北新報出版センター 

  

 なお、こうした方言資料について、東北大学方言研究センター(2012)で、 

 

  総じて地元の人々による研究は郷土愛に支えられているものが多く、そのエネルギーを今

後の方言の記録に生かしていく道がある。方言の記録は研究者だけでは難しいもので、地元

の人々の協力が不可欠である。東日本大震災が起こり、被災地の方言が新たな危機に直面し

ている今、研究者と地元の人々とが協力して方言の記録に当たることが理想である。(p.70) 

 

と指摘される通り、編纂者は個人か教育委員会、あるいは有志の会がほとんどを占める。研究

者は『津輕のことば』を編纂した鳴海助一と、『とうほく方言の泉』を編纂した小林隆らのみ

で、南部地域の方言集の編纂者には研究者がいない。保存・継承活動を活発化するにあたって
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は、研究者と地域の人々との協力については、喫緊の課題といえるだろう。 

文献に関する補足として、南部地域の『青森県五戸語彙』と『青森県五戸方言集』は、書名

は変わっているが同じ内容の再刊である。一方、『南部のことば』初版・第二版・第三版は、初

版と第二版では掲載情報に違いがあり、第二版から方言と関りのある古語一覧が付加される。

また、意味記述や掲載情報も版によって異なる。津軽地域の『津輕のことば』は、膨大な量の

方言を大きく 3 巻に分けて収録している。第 1 部(「ア行」から「サ行のシ」までの 1～5 巻)、

第 2 部(「サ行のシ」から「ワ行」までの 6～10 巻)、続(補遺編「ア行」から「ワ行」まで全 5

巻)に分かれる。 

各方言集や方言辞典の記載項目も、方言と意味のみのものから、文法的な記述にまで及ぶも

のなど様々である。こうした各方言集や方言辞典に記載される情報についても、また別の機会

にまとめたい。 

 

 5-2．文献資料の掲載状況 

 アンケート調査を行った方言の掲載状況を、「日常方言」と「伝統的方言」に分けて挙げる。

まず、「日常方言」の掲載状況は以下の通りである。 

 

表 3 日常方言の文献資料掲載状況 

地域 辞書・辞典名 

〜(

ラ)

サ
ル 

(

〜
を)

デ
カ
ス 

〜
し
た
ト
キ(

あ
る) 

(

〜
し)

ナ
イ
ト
ナ
イ 

(

テ
レ
ビ
に)

ハ
イ
ル 

(

手
袋
を)

ハ
ク 

〜
ヨ
リ
ダ
ッ
タ
ラ 

〜(

し
て) 

ラ 

南部 南部方言集 × × × × × × × × 

南部 青森県五戸語彙 ○ × × × × × × ○ 

南部 青森県南 岩手県北 八戸地方 方言辞典 ○ × × × × × × ○ 

南部 南部のことば ○ × × × × ○ × ○ 

南部 南部のことば 第二版 ○ ○ × × × ○ × ○ 

南部 第三版増補改訂 南部のことば ○ ○ × × × ○ × ○ 

南部 みちのく 南部の方言 ○ × × × × ○ × ○ 

南部 野辺地方言集 改訂版 ○ × × × × × × ○ 

南部 へんだら、まんつ ○ × × × × × × × 

南部 七戸方言集 ○ × × × × ○ × ○ 

南部 青森県上北地方の方言 �～� × × × × × ○ × ○ 

津軽 津輕のことば × × × × × × × × 

津軽 津軽 森田村方言集 ○ × × × × × × ○ 

津軽 青森県平内方言集 × ○ × × × × × ○ 

津軽 木造町方言集 ―青森県西津軽郡― × ○ × × × ○ × × 

津軽 青森市旧安田の方言語彙 × × × × × ○ × × 

青森 青森縣方言集 ○ ○ × × × × × × 

北海道 北海道方言辞典 ○ ○ × △5) × ○ × × 
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北海道 増補改訂版 北海道方言辞典 × × × × × ○ × × 

岩手 盛岡のことば × × × × × × × ○ 

岩手 軽米・ふるさとことば × × × × × × × × 

東北 東北方言集 × ○ × △6) × × × × 

東北 標準語引 東北地方方言辞 ○ ○ × × × × × × 

東北 とうほく方言の泉 上・中・下 × × × ○ × × × × 

掲載数(○・△)合計 13 8 0 3 0 10 0 12

 

 「〜したトキ(ある)」「(テレビに)ハイル」「〜ヨリダッタラ」は、文献資料には見られなかっ

た。これらは、奇しくも若者のアンケート結果で「使う」割合の高い上位 3 語である。また、

岩崎・夏坂・日比・畑(2018 予定)によると、「〜したトキ(ある)」は他地域に比べて南部地域の

若者が使う割合の高い「気づかない方言」であるというアンケート結果を得た。しかし、現

状、文献資料では容易に見つからないようである。 

 一方、「〜(ラ)サル」「〜(して) ラ」そして「(テレビに)ハイル」は、文献資料にも見られる方

言であるといえる。「(テレビに)ハイル」と「～(ラ)サル」は若者が使う割合もそれぞれ 93.9%と

84.6%で高いが、「～(して)ラ」は 4-1 節でも触れた通り 42.9%であり最も低い。 

 以上のことから、若者が使う日常方言は、文献資料に掲載されていないもののほうが多そう

であり、それらは新しい方言の可能性もある。一方で、文献資料に見られる方言を使っている

場合もある。 

 「(〜を)デカス」「(〜し)ナイトナイ」に関しては、使う割合も方言か否かの認識も低いことか

ら、先にも述べた通り、今回のアンケート対象者にとって、日常使用する語彙ではなかった可

能性が高い。筆者の内省でも、この 2 語に関しては、会議などの場で聞く方言であると感じ

る。 

 続いて、伝統的方言の掲載状況を挙げる。 

 

表 4 伝統的方言の方言資料掲載状況 

地域 辞書・辞典名 

オ
バ
グ
ダ 

カ
ッ
チ
ャ
グ 

シ 

◯

カ
マ 

(

ヒ
ャ
ッ
コ

イ)

シ
ャ
ッ
コ

イ

チ
ョ
ス 

ニ 

◯

カ 

ブ
チ
ヨ
ル 

(

セ
ッ
カ
ン) 

ヘ
ッ
カ
ン
ス
ル 

南部 南部方言集 × × × ○ × × × × 

南部 青森県五戸語彙 × ○ ○ × ○ ○ × × 

南部 青森県南 岩手県北 八戸地方 方言辞典 × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

南部 南部のことば × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

南部 南部のことば 第二版 × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

南部 第三版増補改訂 南部のことば × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

南部 みちのく 南部の方言 × ○ ○ × ○ ○ × × 

南部 野辺地方言集 改訂版 × ○ ○ × ○ × × × 

南部 へんだら、まんつ × × × × × × × × 

南部 七戸方言集 × × × × ○ ○ × × 
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南部 青森県上北地方の方言 �～� × ○ ○ × ○ × × × 

津軽 津輕のことば ○ ○ ○ × ○ × × × 

津軽 津軽 森田村方言集 ○ ○ ○ × ○ × × × 

津軽 青森県平内方言集 × ○ ○ ○ ○ × × × 

津軽 木造町方言集 ―青森県西津軽郡― ○ × ○ ○ ○ × × ○ 

津軽 青森市旧安田の方言語彙 × ○ ○ ○ ○ × × × 

青森 青森縣方言集 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

北海道 北海道方言辞典 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 

北海道 増補改訂版 北海道方言辞典 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 

岩手 盛岡のことば × ○ ○ ○ ○ × × × 

岩手 軽米・ふるさとことば × ○ ○ ○ ○ × × ○ 

東北 東北方言集 × ○ ○ ○ ○ ○ × × 

東北 標準語引 東北地方方言辞典 × ○ ○ ○ ○ × × × 

東北 とうほく方言の泉 上・中・下 × ○ ○ ○ ○ × △ × 

掲載数(○・△)合計 6 20 21 16 22 11 3 9 
 

 伝統的方言は、全体的に見ると日常方言に比べて明らかに掲載数が多い。ただし、「オバグ

ダ」「ブチヨル」「ヘッカンスル」は文献にも少なく、特に「ブチヨル」に関しては「ブチヨル 

痣になる」という掲載はなかった7)。若者の「知らない」割合が高いこととあわせて考えると、

今回調査したなかでは、最も衰退の危機にある方言であると考えられる。「ニカ゜」「ヘッカン

スル」も同様であろう。 

 これに対し、「カッチャグ」「シャッコイ」「チョス」は文献の掲載数も多く、若者が「使う」

「使わないが意味は分かる」と答えた割合も高い。これらは、年代によって話が通じないなど

ということになりにくい方言であると推測される。 

 また、若者が「知らない」と答えた割合が高い方言のなかで、「シカ゜マ」は文献での掲載数

が 21 と多い。これには、「シカ゜」「スカ゜」なども含め、かつ「氷」という意味のものも含め

ているためである。若者が「シカ゜マ」と「シカ゜」「スカ゜」を区別したかという点や、世代

による認識の差異が気になるところである。今後の調査課題としたい。  

 

6．方言ガイドブックの提案 

 方言ガイドブックでは、16 の方言を以下のように分けて提示した。 

 

表 5 アンケート方言の分類 

日常方言 
気づかない方言 

〜したトキ(ある)  (手袋を)ハク 〜ヨリダッタ

ラ 
日常方言 〜(ラ)サル (テレビに)ハイル 〜(して) ラ 
ビジネスでも使われる方言 (〜を)デカス (〜し)ナイトナイ 

伝統的方言 
オバグダ  カッチャグ シカ゜マ シャッコイ チョス ニカ゜ ブチヨル 
ヘッカンスル 

 

 ガイドブックの使用者として想定しているのは主に若者だが、若者を指導する活躍層や高齢
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層にも活用できるよう、若者が使う割合の高くない「～(して)ラ」や「(〜を)デカス」、「(〜し)

ナイトナイ」についても日常方言に含めた。また、「気づかない方言」か否かの線引きは難し

く、図 4 によると「(テレビに)ハイル」も「気づかない方言」に含めてよさそうに見える。しか

し、このデータを大学生と高校生で分けると次のようになる8)。 

 

 

図 6 日常方言に対する認識 

左：南部地域・下北地域大学生 右：南部地域・下北地域高校生 

 

 「～(して)ラ」が低いのは共通しているが、「(テレビに)ハイル」に関しては、高校生の「方言

だと思っていない」割合は高いが、大学生は「方言だと思っている」割合のほうが高い。こう

した結果を踏まえて、今回は「(テレビに)ハイル」を「日常方言」に含めた。 

 この分類に従って、日常方言については意味・用法、共通語での言い方、用例(対話例)、一般

にも分かりやすい専門書の引用、他地域での言い方を記述した。たとえば「～したトキ(ある)」

や「(〜し)ナイトナイ」は、会議での例を方言ガイドブック内で取り上げた。 
 

(1) そして、夜になると、浪江の高校の先生だと思いますが、メルトダウンの話をしてい

ました。私もメルトダウンという話、メルトダウンというのは余り聞いたときなかっ

たのですが、そこで話をし、どういうものかを知りました。 

 (第 179 回参議院 東日本大震災復興特別委員会 3 号 2011 年 10 月 28 日 

発言者：朝田英洋 福島県浪江町) 

(2) 1 回、例えば町内のお年寄りの方々から協力してもらう。1 回出たときジュースを、わ

ずかな気持ちであてがう。1 回か 2 回でもうそれがなくなっちゃう。あとは町内会費で

出さなきゃないんだけれども、そこまでやるということについてはなかなか、町内会

の中の出費の問題もあるからということで、どうしてももう少し手当を厚くしてほし

いというのが私に届けられた声なんです。 

(定例会 1997 年 12 月 08 日 2 号 発言者：岩織政美 青森県八戸市出身) 
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 「～したトキ(ある)」は、南部地域の若者が方言と気づかずに使っているという結果となって

いるが、(1)のような改まった場面でも見られる。(2)の「(〜し)ナイトナイ」や「デカス」につ

いても同様である。今回のアンケート結果では、若者にとって認知の低い方言であるというこ

とが明らかになったが、八戸市やその周辺で就職する若者は、こうした方言を聞く可能性があ

る。また同時に、共通語との差異が少ないが故に、県外でこの方言を使う可能性もある。こう

したことから、方言ガイドブック内で方言であることを明記しておきたいことばである。 

 ただし、ほとんどの方言については会議議事録などに挙がっていないため、若者の会話を基

にした以下のような作例を挙げた。 

 

(3) 「今日急いで行くよりだったら、明日のほうがいいんじゃない？」 

「それもそうだね」 

(4) 「ねぇ、ここに置かさってる本、誰の」 

 

 また、専門書の引用は、たとえば以下のようなものである。 
 
  「～ナキャナイ」という言い方は、宮城県内で使われる方言であり、このような義務を表

す文法形式も地域により異なっている。宮城県ではナキャナイの他に、ナクテナイやナクテ

ワカラネーなどがあり、山形、秋田の海沿いではネバナイ、秋田県南部ではネバデキネー、

青森県津軽地方ではネバマエネなど、東北の中でもさまざまな形式が用いられる。 

           (小林ほか(2013)より一部抜粋 執筆者：澤村美幸 p.68) 
 
 こうした記述を入れておくことで、『北海道方言辞典』に掲載されている「ナイバ」にも理解

が及ぶようになると考える。 

 伝統的方言については、意味・用法、用例、2013 年ならびに 2017 年アンケートの結果、文献

資料での掲載状況について記述した。意味と用例は辞典を参照しているため、日常方言に比べ

て対話的ではない。ただし、用法については、方言集などの記述を参照し、その方言独自の用

法がある場合には記述した。たとえば、「カッチャグ」は、 

 

  かちャぐ 動詞（ガ行四段活用）。略名（動ガ四）かちャぐ。これは、「爪を立てて引っ掻

く」ということ普通（カユ）いところを「掻く」という、その「かく」ことには、「かっち

ゃぐ」とはいわない。「かっちゃぐ」の語源は「掻き破（裂）く」である。だから、「掻

く」動作よりは、一層荒々しい動作の場合に用いる。 

※ネゴネカテ、シネカラかちャがエダ。 

〇猫に、脛（すね）を引っ掻かれた。 

※オエ＼／、ツラドシタンダバ。マンダカガネカテかちャがエダデナェナ。 

〇オイ＼／、（オヤ＼／）顔どうしたんです。また（なんか悪いことをして）奥さんに怒ら
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れたんとちがうか。（おかみさんに、引っ掻かれたんではないですか） 

  「かッちャぐ」は、猫または女性の「武器」の一つ。(『津輕のことば』第 3 巻 pp.31-32 

1958) 

 

とある。「引っ掻く」とは違って「「掻く」動作よりは、一層荒々しい」や「猫または女性の

「武器」」という記述が重要であると考えられる。 

 また、若者が使う割合の高い「シャッコイ」については、使用する者の内省による意味・用

法も付け加えた。それによると、「シャッコイ」は共通語の「冷たい」とは異なる感覚を表し、

冷たいものに手が触れたときなど瞬間的に感じる冷たさ(うっかり雪や氷を触った際に、手を引

っ込めながら「しゃっこ！」と言うなど)を表すときに使うとのことであった。また、「チョス」

を「使わないが意味は分かる」若者は、「高校生のとき、先生に『携帯チョスな』と言われた」

と回答していた。ただ手に触れるというよりは、「いじる」意で用いられるようである。こうし

た、共通語にはない意味・用法は、佐藤和之(1996)で方言が残存する規則として提示されている

「俚言残存：方言語形と共通語形の意味が等価でないために残存するもの」に含まれる可能性

があると考える。今後、聞き取り調査や言語活動の調査によって、より詳しく検討していきた

い。 

 

7．おわりに 

 本研究では、学生の自然談話や辞典といった材料を手掛かりとし、南部地域で使われる 16 の

方言について、アンケート調査と文献調査を行い、地域で方言に関する学びを深め活用できる

方言ガイドブックを検討、作成した。若者の自然談話のみに現れるか、あるいは文献にも掲載

されているか、若者には既に認識されなくなっているが文献には掲載されているか、といった

分類を経て、それぞれの方言の特徴にあわせた記述を行い、冊子としてまとめていく必要があ

るのではないかと考える。 

 なお、今回の方言ガイドブックは、冊数が少なく配布も限られる。日比氏のような方言保存

や継承活動に取り組む意欲を持つ学生や、方言に興味を持っている受講生、そして地域で「語

り部」などの方言普及活動をされている方々に配布し、改良していきたいと考えている。 

 

 

注 

1) 津軽の方言詩人である高木恭造の命日 10 月 23 日に開催される。 
2) 八戸工業大学 感性デザイン学部 感性デザイン学科 4 年生(2017 年度卒業生)。卒業研究の内容

や要旨の文言は、本人の許可を得て掲載している。 
3) 八戸市内の大学生 167 名に対し、佐藤亮一編(2009)に掲載されている 86 語(誤植により 85 語)につ

いて、「使う」「使わないが意味は分かる」「知らない」の 3 項目から選ばせるという形式で実施し

た。回答者は青森県 124 名(南部地域 100 名、津軽地域 19 名、下北地域 5 名)、岩手県 19 名、秋田

県 14 名、山形県 3 名、北海道 3 名、宮城県・福島県・千葉県・埼玉県が各 1 名である。また、年

齢は 10 代 136 名、20 代 31 名である。 
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4) アンケート調査票では、回答者に分かりやすい「使う」「過去に使っていたが今は使わない」「使わ

ないが意味は分かる」などの選択肢で尋ねており、今回の記述は調査票に倣う。これらの選択肢

は、最終的には佐藤和之(1996)に述べられている「使用語彙」「理解語彙」「意味不明語彙」の 3 種

程度にまとめられると考える。 
5) 「ナイバ」の形で掲載されている。「ナイバ 連語 ～なければ。「早くしナイバ学校に遅れるぞ」

(採 函館)」(『北海道方言辞典』p.239) 
6) 「ナイ」の形で掲載されている。「ない【連】ならない 明日は期限だから税金を納めなくてはな

い 「宮南」」(『東北方言集』p.157) 
7) 『北海道方言辞典』『増補改訂版北海道方言辞典』『とうほく方言の泉』すべて、「斑点ができる」

「染みができる」という意味であった。 
8) 下北地域の大学生は 4 名、高校生は 3 名で、合計 7 名である。詳しくは、岩崎・夏坂・日比・畑

(2018 予定)を参照されたい。 
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絵本の翻訳文をめぐるディスカッション活動に関する一考察 
－『あさになったのでまどをあけますよ』の韓国語訳を例に－ 

A Study on the Discussion on Japanese-Korean Translation of Picture Books 
: A case of “Asa ni natta node mado wo akemasu yo” 

 

小松 麻美 
 

Summary 

This paper is a study about discussion activities through translation of picture books for learning 

Japanese. In this study, I analyzed the discussion on translating the Japanese picture book “Asa ni 

natta node mado wo akemasu yo (You’ll open the window because it was hemp)” into Korean by Korean 

students who are majoring in Japanese. 

As a result, 20 items were discussed, of which 10 consensus was formed. And 2 out of the 10 cases 

where agreement was formed were new ideas created by discussion. In these discussion activities, 

students learn languages using their existing linguistic knowledge and imagination. 

Picture books are composed of simple words and picture, so learners can easily grasp the context or 

can share images with classmates. Such a feature of the picture books will enhance the quality of 

collaborative learning through the discussion activities. 

 

 

１．はじめに 

筆者は、韓国の４年制大学で日本語を専攻する上級学習者を対象に、絵本の翻訳文を検討

する母語でのディスカッション活動（以下、翻訳ディスカッション）を行っている注 1。翻訳

ディスカッションは、学生たちが「一冊の絵本を翻訳する」という課題を共有し、学生同士

の相互交流的な対話を重ねることで学びを深め、一人ひとりの言語的な気づきを促すものと

考える。また、翻訳に用いる絵本の文は、簡潔でありながら、絵とともに表現されることで

非常に豊かな文脈を伴っている。そのため、翻訳作業の負担は比較的少なく、文脈（コンテ

クスト）のなかで、ことばの意味を考えることにより重きを置いた学習が可能となる注２。 

近年、日本語教育の授業では、学習者の主体的な学びや気づきを重視して、話し合いを軸

にした協働学習が積極的に取り入れられている（池田・舘岡 2007）。しかし、その一方で、

そうした話し合い学習での学習者の相互行為の中身はブラックボックスになっているとして、

その実態を論理的・実証的に分析・解明することの必要性も指摘されている（寅丸 2015、胡

2016 等）。  

本稿の目的は、韓国の大学において日本語を学ぶ学生とともに行った絵本の翻訳文をめぐ

るディスカッション活動において、どのような話し合いが行われているかを明らかにするこ

とである。また、話し合いを軸とした外国語学習における絵本の可能性についても考える。 

 

『国際言語文化学会　日本学研究』第 3号（2）

1717



 
 

２．絵本の翻訳と話し合いによる学び 

翻訳ディスカッションにおいて重要な意味を持つのが、「訳文を読み比べる」という作業と、

「話し合い」である。柾木（2012）は、大学の英語授業のなかで絵本『おおきな木』（The Giving 

Tree）を用い、翻訳文の比べ読みによる学習を試みている 。柾木は、比べ読み学習の意義と

して、①原文と翻訳あるいは翻訳と翻訳を比較することで両言語を意識化することができる

こと、②複数の翻訳の違いについて考えることで批判力を養うことができることの二点を挙

げ、こうした学習によってメタ言語能力の育成が期待できるとしている 注 3。読み比べること

によってそれぞれの訳の共通点や相違点（ズレ）が見えてくる。特に、訳文の相違点（ズレ）

は「問い」を生む。この「問い」が話し合いの糸口となり、その問いをめぐる仲間との意見

のやりとりが、学習者が考えを深めるのを助けるのである。 

翻訳による学習は、いわゆる検定試験対策の学習のように答えが一つに決まっているもの

とは異なる。翻訳は複数の選択可能な訳のなかから「世界観の再構築」に相応しいことばを

選び取るプロセスであり（円城・平野 2013）、翻訳を通じての学習は、そうしたプロセスの

なかでさまざまな言語的な気づきを促すものである。特に、絵本のように実用的・報道的な

文章ではなく、より詩的かつ情操的な文学的テキストの翻訳においては、意味の解釈が大き

く受容者に委ねられる（野原 2009）。その翻訳プロセスに協働で取り組むことによって、学

習者が複数の視点を得る機会となることが期待される。学習者は互いの訳文を読み比べるこ

とで新たに与えられたアイデアを検討し、既有の言語知識と照らし合わせ試行錯誤しながら、

提出された訳出案について見る目を養っていく。  

ただし、他者と話し合えばおのずと学習が深まるというものではない。丸野（2012）は、

新しい知を生み出す協働であるためには、「十分な根拠に基づく反論や代案の提案を繰り返し

ながら、相互の考えを建設的に批判・吟味していく探求型の話し合い」（同:180）である必要

があると述べている。そして、そうした話し合いは、ときとして参画者のいずれも持ちえな

かったアイデア（訳）が創出する「創発の場」ともなる。個人では一つの思考に捉われがち

だが、他者とのコミュニケーションのなかで様々なアイデアを伝え合うことで、個人の思考

に捉われているのでは見えてこない視点を得ることができ、そのことを通じて、より原文の

世界観の再構築にふさわしい訳を検討していくことができる。 

 

３．研究対象とその方法 

3.1. 分析対象 

本稿で分析の対象として扱う絵本の翻訳文をめぐるディスカッションは、韓国の大学で日

本語を専攻する学部４年生の有志３名の協力を得て、授業外の自主的なスタディとして行わ

れたものである。 

 

（１）ディスカッションに参加した学生の内訳 

ディスカッションに参加した学生の内訳（学習歴等）は、表１の通りである。 
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表１ 学生の日本語学習歴など（2016 年 10 月現在） 

 日本語資格 学習歴 日本滞在歴 

学生 A （4 年・女） なし 約５年 ワーキングホリデー１年 

学生 B （4 年・女） JLPT N1 約６年 交換留学 11 カ月 

学生 C （4 年・女） JLPT N2 約 10 年 交換留学２カ月 

※JLPT=日本語能力試験

 

（２）ディスカッション実施日 

2016 年 10 月 14 日 

 

（３）使用した絵本 

・ 『あさになったのでまどをあけますよ』（荒井良二・作、偕成社、2011） 

・ 韓国語版『아아아 창창창 열열』（キム・ナンジュ・訳 註 4、シゴンジュニア、2013） 

 

静かな山間や賑やかな都会で、川のほとりや海辺のまちで。新しい一日を迎えるために、

朝、窓を開ける子どもたち──。 

なにげない日々のくりかえしと、その中にある生きるよろこびを描いた本作は、詩のよう

なことばと印象派の絵画のような絵の美しい絵本である。 

この作品は、東日本大震災後に出版されたもので、絵本作家・荒井良二氏が「自分にでき

ることは何か」を問いながら、被災地の人々と一緒に取り組むワークショップのために、東

北地方沿岸部の町を訪ねる旅を重ねて、思いを込めて描き上げたものだという。それぞれの

場所に住む人がその場所に愛着を持ち、いつもと変わらぬ暮らしのできる有難さと、必ず朝

はやってくるという希望を感じさせてくれる印象深い一冊である。 

 

（４）絵本の翻訳文をめぐるディスカッション活動の流れ 

ディスカッション活動の主な流れは、次の通りである（表２参照）。まず、教師がこれから

翻訳する絵本を紹介し、読み聞かせをする（導入）。その後、各自、日本語原作の絵本を韓国

語に訳す（ステップ１）。次に、ステップ１の訳文を持ち寄り、それをたたき台にしてグルー

プの仲間と共により良い訳文を検討する（ステップ２）。一冊の訳文の検討を終えたら、教師

を交えて、ステップ２のディスカッションを振り返る（ステップ３）。ステップ３では、難し

かった点や満足のいく訳ができた箇所などを中心にグループでの話し合いを振り返ったうえ

で、学生たちが協働で訳した文と出版されている翻訳版の訳文を読み比べ、気づいた点や感

想などを述べ合う。 

導入からステップ３までの活動時間は翻訳に用いる絵本によって異なるが、本稿で紹介す

る『あさになったのでまどをあけますよ』を使用した場合、全体で 60 分程度である。 
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なお、本稿の主な分析の対象は、ステップ２の学生同士のディスカッションである。 

 

表２．ディスカッション活動の流れ 

 
活動の流れ 

（主な使用言語） 
活動主体 

時間※ 

（分）

導入 絵本の紹介と読み聞かせ（日本語） 

教師が翻訳する絵本について紹介した後、絵本の読み

聞かせをする。 

学習者・教師 ５ 

ステップ１ 各自、翻訳（日本語・韓国語） 

学習者が各自、日本語から韓国語に翻訳する。 

学習者 

（個人学習） 
15～20 

ステップ２ 翻訳文をめぐるディスカッション活動（韓国語） 

グループのメンバーの訳文を読み比べ、より良い訳文

を目指して話し合う。 

学習者 

（協働学習） 
20～30 

ステップ３ 学生の訳文と翻訳版の訳文を読み比べる（日本語） 

教師を交えて、ステップ２のディスカッションを振り

返り、難しかった点や工夫して訳した点などを中心に

意見を交換した後、自分たちが訳したものと、出版さ

れている翻訳版の訳を読み比べる。 

学習者・教師 10 

※『あさになったのでまどをあけますよ』を使用した際の活動時間

 

3.2. 分析方法 

ステップ２の韓国語で行われたディスカッションの録音データ（24 分間）を文字化し、日

本語訳したものを分析の対象に、どのようなことが議論されているか検討する。本稿では、

紙幅の都合上、ディスカッションの内容すべてに言及することは難しいため、探求型の話し

合いにみられる最大の特徴ともいえるアイデアの「創発」に焦点をあてる。 

江森（2010）は、「２人以上のコミュニケーション参画者間で展開されるコミュニケーショ

ンにおいて、いずれの参画者も所持していなかったアイデアがそのプロセスの中で創造され

る時、このコミュニケーションの生産的特性を『コミュニケーションの創発性』」（同：70）

と呼んでいる。本稿では、学生間のディスカッションのなかで、他者からのメッセージを契

機に、その場のだれもが持っていなかったアイデア（訳）が「創発」される過程に着目し、

そこでのやりとりを中心に記述、考察する。 

 

４．分析結果と考察 

4.1. 分析結果 

分析の結果、ステップ２のディスカッションおいて、タイトルを含めた全 17 場面の翻訳を
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検討するなかで、より良い訳文を目指した話し合いが確認できたのは 20 カ所（表２に示した

20 項目）であった。そのうち話し合いによって合意形成が得られたものは 10 カ所で、その

10 カ所のうちの２カ所（第６場面⑫と第 13 場面⑳）で新しいアイデアの「創発」が確認で

きた註 5。（資料２参照。なお、資料２では意見交換のあった 20 項目と、そこでの議論の概要、

当該箇所の翻訳家による訳を示した註 6。） 

「創発」の事例を検討する前に、本作の題目であり、本文中でも幾度となく繰り返される

「あさになったので まどをあけますよ」の翻訳をめぐる３つの議論を取り上げ、訳文の比べ

読みによって、どのようなやりとりが引き出されるか見ておきたい。 

「あさになったので まどをあけますよ」の訳をめぐっては、①「ので」を訳出するか否か、

②詩的に、短く簡潔に表現するにはどうしたらよいか、③題目と本文中の表現を変えるか否

かの３点について意見が交わされている。まず、「ので」については、学生 C は「아아아 되되되 

（直訳：あさになったので）」と直訳的に訳し、学生 B は「아아아 되열（直訳：あさになっ

たら）」と訳出、学生 A は「아아아 밝밝되밝. 창창창 열되밝.（直訳：あさがあけました。

まどをあけます。）」のように「ので」を訳出せず、２文の韓国語に訳出している。話し合い

の結果、「ので」を訳出せず２文で表現した方が原文の雰囲気を生かして詩的に簡潔に表現で

きるということで意見がまとまる。なお、韓国語版の翻訳は韓国の著名な翻訳家キム・ナン

ジュ氏の手によるが、そこでも本文中の当該箇所の訳として「아아아 밝밝되밝. 창창창 활활 
열열밝.（直訳：あさがあけました。まどをパーッとあけます。）」と、「ので」を訳出せず、

２文で訳出されている（資料１参照）。 

また、この「あさになったので まどをあけますよ」という表現は、題目でもあり、本文中

に繰り返し登場する表現だが、題目と本文とで表現を変えるか否かが議論される。ここでの

学生たちの話し合いは合意形成には至らず意見の交換にとどまっているが、翻訳版をみると

題目と本文中の表現は訳し分けられており、本文は先に紹介したように「아아아 밝밝되밝. 
창창창 활활 열열밝.」と２文で訳されているのに対し、題目は「아아아 창창창 열열（直訳：

あさにまどをあけると）」と訳されている。 

このように学生たちは自分たちの訳文を読み比べることで、より良い訳文を検討するため

の議論の糸口をみつけている。また、たとえ話し合いの中で一つの結論（合意形成）に至ら

なくても、そこでの話し合いが翻訳家の翻訳意図を理解する助けになっており、仲間と共に

読み比べることで多くの気づきが得られていることが窺える。 

 

4.2. 本実践のディスカッションにみるアイデアの「創発」 

ここからは「創発」がみられる事例に着目し、どのような話し合いが行われているのか具

体的に検討していくことにしたい。なお、表３（事例１）、表４（事例２）には、学生たちの

発話内容を示した。表中、学生が訳出した韓国語の表現を斜体と下線で示し、注目される発

言を太字で示した。また、「創発」にあたる訳語を囲みで示した。 
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4.2.1. 〈事例１〉川はどのように流れているかをめぐって 

１例目は、第６場面の「かわはやっぱりながれていて」の翻訳をめぐる話し合いで、086A

～089B（＝創発）のやりとりに創発に至る相互連関を確認することができる（表３参照）。 

まず、学生 A の「川の流れる様子を躍動感のある表現で表したい」（078A）という問題提

起と「굽아굽 흐흐흐 있있（直訳：蛇行しながら流れている）」の訳出例の提示（078A、086A）

は、学生 B の「굽아굽아（クビクビ）というイメージは沢山折れる感じがします。山がこう

굽아굽아しているとか（※ 굽아굽아：曲がりくねっている様子を表す擬態語）」(087B)とい

う意見や、学生 C が例示した「긴 강（長い川）」(088C)という表現を引き出すうえで不可欠

のものとなっている。そして、学生 C の発言は「流れる」という動詞ではなく、「川」とい

う名詞への着目を促し、学生 B の「강강（川の水）」(089B＝創発)という言葉を導き出すた

めに必要なメッセージとなっており、それぞれの発言は「創発」を引き出すうえで、相互に

連関しているといえる。 

この話し合いのなかで、学生 A は他のメンバーに絵本の絵を確認するよう促し（086A）、

問題提起の意図を改めて伝えようとしている。３人は共に絵を鑑賞しながら「くねくねと流

れている」（086A）、「長い川が流れる感じ」（088C）、「ものすごく長くて幅広い川」（088C）と

いうイメージを共有している。 

なお、学生 B がひらめいた「강강（川の水）」は、翻訳版でも用いられている。翻訳版で

は「강강은 오오오 유유유 흘흘흘흐（直訳：川の水は今日も悠々と流れてゆき）」と訳出さ

れており、学生がイメージした大きな川の水（강강） がゆったり流れる様子が「유유유（悠々

と）」という言葉と共に表現されていることがわかる。学生３人の話し合いのなかで共有され

たイメージは、翻訳家の訳出意図の理解を助けるものとなっていると言える。 

 

表３ 川はどのように流れているかをめぐるディスカッションの内容 

発話 

078 A：そして躍動感にあふれる表現にしたくて本文にはないけど、굽아굽 흐흐있. 펄펄 뛰되오흐있 （直

訳：蛇行して流れる。ポルチョッ 跳び上がる）に変えてみた。 

079 C：だけど、굽아굽 흐흐있（直訳：蛇行して流れる）は少し難しい表現かもしれません。絵本、さ

っき その되서흐흐 있있（直訳：急いでいる）を바바바 움움아있（直訳：忙しく動く）に変え

たように흐흐흐 있흐 （直訳：流れていて）と言ってもいいと思います。確かに굽아굽 흐흐있 （直

訳：蛇行して流れる）にすると、その様子が想像しやすくなっていいかもしれませんけど。 

080 A：絵と一緒に見ると理解できるかもしれないけど、そうでないと… 

081 C：강흐물물 뛰되오흐흐 있되밝（直訳：魚は跳びあがっています）か 헤헤헤흐 있되밝（直訳：泳

いでいます）にしようとしたけど、泳ぐと跳ねるは違うから。 

082 A：跳ねるは、魚がもっと躍動感をもって動くことを言うから。 

083 B, C ：날날헤물（騒いでいる） 
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084 B：「ぼくら」우날우って訳しましたか。 

085 A, C ：うん、私も子ども二人なので우날우 

086 A：だけど、우날우 にしてもいいし우날 にしてもいいと思う。あと、（絵を見ながら）これ見たら く

ねくねと流れて、私は굽아굽 흐흐흐 있있（直訳：蛇行して流れている）って。 

087 B：だけど、私は굽아굽아というイメージは沢山折れる感じがします。山がこう굽아굽아していると

か。 

088 C：それで、私はその흐흐흐 있있（直訳：流れている） が、より長いのが流れる感じだから、긴 강

（直訳：長い川） にしようと思ったんだけど、やっぱり違うかなとか．．． 긴 강은 역역역 흐흐흐 
있흐（直訳：長い川はやっぱり流れていて） にするとものすごく長くて幅広い川が想像されて。

089 B：急に思いついたんだけど、강 より강강（直訳：川の水）  はどうですか。 

090 A, C ：강강  もいいと思う。 

 

4.2.2. 〈事例２〉「うみはいる、そらはある」の訳し分けをめぐって 

二つ目の創発（＝197A）は、第 13 場面の「うみはやっぱりそこにいて そらはやっぱりそ

こにある」の訳をめぐる話し合い（195A～197A）のうちに確認できる（表４参照）。 

この話し合いも学生 A の問題提起に始まる。学生 A は原文で「うみはいつもそこにいて/

そらはいつもそこにある」と表現されている箇所について、韓国語では通常どちらも있있で

表される「いる/ある」を、原文のニュアンスを生かしてうまく訳し分けたいと訴えている

（185A、187A）。学生 A は、있있を用いて訳出すると「つまらない感じ」（190A）がすると述

べ、別の言葉で「いる」の動作性を表せないかとして、「海が動く」「海が揺らめいている」

といった表現を例示している（195A）。この発言を受けて、まったくその違いを意識していな

かった学生 C（「これ気づかなかった（209C）」と発言している）がつぶやいた「なんとか海、

なんとか海」（196C）という言葉が呼び水となり、学生 A は「넘넘넘물 바있（直訳：うねる

海）」（197A＝創発）という言葉を思いついている。これは３人がそれぞれ訳出した段階では、

誰の訳にもみられなかったアイデアであり、対話を重ねるなかで創発されたものといえる。

ちなみに、後者の「そらはある」の「空」の表現については「넘넘넘물 바있（直訳：うねる

海）」の韻律に合わせて、「파아파 하오（直訳：あ～おい空）」と訳出している。 

なお、翻訳版では、「바있물 오오오 저물아 있흐, 하오오 역역 저물아 있되밝.（直訳：

海は今日もそこにあって、空もやっぱりそこにある）」と訳出されており、「いる/ある」の訳

し分けはなされていない。 

「いる/ある」の使い分けは日本語教育において初級レベルで扱われる学習項目である。こ

こでの話し合いの様子からは、コンテクストやメッセージ性を重視する翻訳という作業にお

いて、（上級レベルの）学習者が場面を想像し、既有の言語知識を活用しつつ、原文で受け止

めたニュアンスをも含め、目標言語で表現するために相応しい表現を模索する様子が見て取

れる。 

話し合いは、学生Cのようにまったく論点を意識していなかった学生をも巻き込んで進む。
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そして、学生 C の小さなつぶやきのように、確信的な意見でなくとも「創発」の呼び水とな

り得るのである。江森（2012）は、「他者から学ぶということは自分より優れている他者から

学ぶということだけではない」（同:133）と述べている。「声が大きくて、理路整然と話がで

きる人だけではなく、声が小さくても、まとまってなくても重要なことばを発する人もいる」

（加藤 2002:8）。また、「他者が意図しないメッセージの中にも自分の思考を広げる契機とな

るものがあると考えることにより、私たちはともに学ぶことの意義を明確に意識することが

でき」、「誰と誰の発言がどのようにして関連しているのかという見方は、知識を構成的に学

習する契機をもたらす」（江森 2012:133）のである。 

ここに示した学生間のやり取りは、いずれのメッセージも欠くことのできない要素であり、

それぞれのメッセージ単独では事例１の学生 B（089B）や事例２の学生 A（197A）のアイデ

アを生み出し得ないという点で、「創発」になっているといえる。 

 

表４ 「うみはいる、そらはある」の訳し分けをめぐるディスカッションの内容 

発話 

185  A：바있물 변변변아（直訳：海は変わらず） 、でもこれ、すごく悩んだんだけど、海は動いてい

るから「いる」って書いて、空は、その場にそのままあるから「ある」って書いたのね この人は。

186  C：おお！ 

187  A：これを生かして訳したいんだけど、韓国語では있있、ただ있있だから。 

188  B：있있 

189  C：全部있있．．． 

190  A：それで生かす方法がない。それでただ、海を흐흐흐 있있（直訳：流れている）っていうのがい

いかな。どうしたらいい？一人で悩んで 바있물 변변변아 저물아 있흐（直訳：海は変わらずそこ

にあって）ってしてみたけど、なんかちょっとつまらない感じ？ 

191  B, C：うん、そうですね。 

192  C：その感じが生かせないから。 

193  A：なんか別の言葉を使いたいんだけど。 

194  C：付け加えたい、なんか躍動感あるように。 

195  A：海が動く！これを伝えたいけど、바있물 변변변아 그그아 너너너날흐 있흐? (直訳：いつも海

は変わらずそこで揺らめいていて？) 

196  C：いや、なんとか海、なんとか海。 

197  A：あ！ 넘넘넘물 바있물 변변변아 저물아 있흐（直訳：うねる海は変わらずそこにあって） に

したらだめかな。 

198  C：うん、それを前に書くのもいいんじゃないですか。 

199  B：うん！ 

200  C：海という言葉を修飾して。 
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201  B：それもいいと思います。 

202  C：넘넘넘물?（うねる？） 

203  A：うん、（넘넘넘물）바있물 변변변아 저물아 있흐 （直訳：〔うねる〕海は変わらずそこにあっ

て）、でも空は何かほかに．．．、統一感を与えるなら、空も青空…파아파 하오（直訳：あ〜おい空〔パ

〜ラン ハヌル〕） ? 푸푸푸 하오（直訳：あ〜おい空〔プ〜ルン ハヌル〕） ?  

204  B：파파（パラン）? 

205  A：파파 하오은（直訳：⻘い空〔パラン ハヌル〕は） ？ 

206  B：それも、 파아파 하오（直訳：あ〜おい空〔パーラン ハヌル〕） の方が。 

207  A, C：あ～！ 

208  A：파아파 하오은（直訳：あ〜おい空〔パーラン ハヌル〕は）、そう、私、いるとあるを生かして

訳したかった。 

209  C：これ気づかなった。 

210  A：本当？なんで海はいるで、空はあるなんだろ？って思ったんだけど。空はずっとじっと、私た

ちの目にはじっとしているように見えるから「ある」にして、海はずっと動くから「いる」にした

んだなぁって思って。 

211  C：動作性があるから。 

212  A：その動きを表現してみたかった。  넘넘넘물 바있물 변변변아 저물아 있흐, 파아파 하오은 
변변변아 저물아 있되. 그그되 역물 아그아 좋아.（直訳：うねる海は変わらずそこにあって、あ

～おい空は変わらずそこにある。だからぼくはここが好き。） 

 

4.3．翻訳ディスカッションに活きる絵本の特質 

絵本が子どもの読者を想定して作られているからといって、そこで用いられる表現が日本

語学習者にとっても簡単だとは限らない。しかしながら、①厳選された簡潔なことばで表現

されている、②絵が理解を助ける、③比較的ストーリーが短いことから限られた時間でも最

初から最後まで読み通すことができる、といった絵本が持つ特色は、日本語学習者が日本語

解釈の負担をそれほど感じずに、作品をまるごと味わい、内容を理解することを可能にする。

なにより、翻訳すべき場面や状況が絵とともに表現されているため文脈（コンテクスト）の

なかでのことばの意味といった「語用論」的なことばの気づきを促しやすい。本実践でも、

原文では同じ言葉で表現されていても（例えば、題目や「やっぱり」）、使われる場面や文脈

によって訳し方が変わるといった例がみられる。こうした事例では、原語の意味を理解する

力と文脈に適した訳語を選ぶ母語のセンスが問われるが、広田（2007）は「読み取りの理解

と翻訳の表現は比例して」おり、「翻訳者が原文を理解する度合いが、そのまま訳文の適切な

表現になって表れてくる」（同:26）と述べており、仲間とのディスカッションのなかで、同

一作品の複数の翻訳を比較してみることで、ことばの気づきを深めることが期待される。 

また、絵本の翻訳文をめぐるディスカッション活動では、学生たちが絵に注目しながら、

互いの意見を交換する姿がしばしばみられる。本実践でも、事例１で学生 A が「これ（絵を）
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見たら、くねくねと流れて」(086A)と発言しているように、絵から状況を把握し、仲間と「共

に絵をみる」ことで参画者間のイメージの共有を図っていることが窺える。絵本は、もとも

と「共同注視」（「読み手（大人）─絵本─聞き手（子ども）」の三項関係）を想定してつくら

れていることもあって、絵本の翻訳文を検討する話し合いにおいても、絵はしばしば、こと

ばの意味を捉えるための手がかりとなる（小松 2017）。そして、そうした手がかりが学習者

同士の話し合いをより探求的かつ創造的なものへと導くのである。 

 

５．まとめ 

以上、本稿では、韓国の大学において日本語を学ぶ学生とともに行った絵本の訳文をめぐ

るディスカッション活動について、会話データをもとにどのような話し合いが行われている

か具体的に示し、検討してきた。 

本稿で取り上げた『あさになったのでまどをあけますよ』についての約 25 分間の話し合い

では、学生たちの探求的な話し合いが確認できた。学習者自身が主導する話し合いはそのト

ピックによって、簡単な意見交換にとどまるもの、合意形成が図られ一つの意見に集約され

るもの、新たな訳が創発されるものとさまざまであったが、話し合い後に翻訳家の訳例を参

照するということも併せてみると、いずれも語用論的な気づきを与え、自らの言語知識の再

構成を促すものとなっているといえる。 

絵本は、簡潔ながら豊かな文脈を伴ったことばで表現されている。新聞記事や小説などを

素材に同様のディスカッションをすることももちろん可能であるし、そこでのことばの学び

も有意義であると思われる。しかし、日本語学習者にとって文脈が理解しやすく、絵があり、

仲間とイメージの共有を図りやすい絵本を用いることで、学習を深める探求的な話し合いが

より実現しやすくなると思われる。 

日本のドラマやアニメに親しむ日本語専攻者の学生であっても、日本の絵本を読んだこと

があるという学生は皆無に等しい。韓国ではまだまだ絵本は子どものもの（幼稚なもの）と

いう認識が根強いということもあるだろう。しかし、本稿に見たように、実際に授業で絵本

を取り上げると学生たちが非常に熱心に取り組む姿勢がみられる。筆者はこれまで韓国の学

生たちとともに日本の絵本を 30 冊近く読んできたが、本稿で取り上げた『あさになったので

まどをあけますよ』は、詩的で深い余韻を残す作品として学生の間で非常に人気の高い一冊

である。 韓国では日本の絵本が数多く翻訳出版されており、ベストセラー絵本から人気作家

による新作まで韓国語でもさまざまな作品に触れることができる。これらをうまく活用する

ことで、学習者が豊かな作品世界に触れながら、ことばを学ぶ楽しみを感じられるような学

習環境づくりを実現できるのではないかと考えている。 

本稿で分析した事例はディスカッション活動のごく一部ではあるが、こうした分析を重ね

ることで、教室活動として実施する際の教師からのフィードバックや今後の学習環境づくり

に役立てたい。 
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注 

 

1 母語で行うことによって、学習者間に多少の学習言語のレベル差がみられたとしても、

ディスカッションへの積極的な参加が期待でき、学習の動機づけにもなる（河野 2015）。

また、本実践におけるディスカッションは、学習言語である日本語の運用能力（日本語

でのディスカッション能力）を問うものではなく、これまでに習得した日本語能力や母

語の力を最大限に活用・発揮しながら翻訳に取り組み、ことばへの気づきを促すことに

主眼を置いたものである。本実践においても、ディスカッションに参加した学生の日本

語能力（いわゆる検定試験で図れる日本語能力）には多少の差がみられるが、ディスカ

ッションでの発言の重要性はそのレベル差に左右されるものではないことがわかる。 

2 小松（2017）では、日本の絵本『よるのかえりみち』（みやこしあきこ・作、偕成社、2015）

を用いた翻訳ディスカッションにおける話し合いを「共同注意（Joint Attention，共同

注視）」の視点から分析し、ディスカッションの参画者が「絵を共に見ること」によって、

文脈や状況を共有し、語の減少／追加、アスペクト、言い換え、オノマトペ、語彙や助

詞の選択を判断していることを報告している。 

3 柾木（2012）の研究では、『おおきな木』（The Giving Tree）を用いた理由の一つとして、

本田錦一郎（1976 年）と村上春樹（2010 年）の２つの邦訳が出ており、それらを比べる

ことで翻訳家による表現や解釈の相対化が可能であるためとしている。 

4 金蘭周（キム・ナンジュ）氏は、韓国の著名な翻訳家である。日本文学翻訳の第一人者

として知られ、村上春樹、よしもとばなな、江國香織など日本の有名作家の小説を多数

翻訳している。絵本の翻訳も多い。 

5 例えば、ある文章の訳文として A 案、B 案、C 案が示されたとする。その３つの案を読み

比べてより良い訳文を目指して話し合った場合、①３つの案すべて容認される、②A、B、

C の中から最も良い訳文を一つ選択する、③A、B、C を組み合わせて新しい訳文をつくる、

④話し合いのなかで全く新しい D 案が生まれる（＝創発）、⑤A、B、C どの案も良くない

と判断されるが代案が出ない、の５つのパターンが考えられる。本実践において、合意

形成が得られた話し合い 10 カ所は②～④のいずれかに当たり、「創発」の２カ所は④に

当たる。 

6 資料２のうち、囲みで示したものは話し合いのなかで３人の合意がみられた訳出案であ

り、訳出案として相応しくないという意見の一致がみられたものについては、取り消し

線と囲みで示した。また、｛ ｝括弧内には学生から出された翻訳案を列挙し示した。な

お、原作絵本の日本語全文と、翻訳家・ 金蘭周氏による韓国訳は、資料１を参照のこと。 
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資料１ 『あさになったのでまどをあけますよ』（原文と韓国語訳） 

 

場面 
原文 

（荒井良二 作） 

韓国語版 

（キム・ナンジュ 訳） 

題目 あさになったので まどをあけますよ 아아아 창창창 열열 

１ あさになったので まどをあけますよ 아아아 밝밝되밝. 창창창 활활 열열밝. 

２ 

やまは やっぱり そこにいて 

きは やっぱり ここにいる 

だから ぼくは ここがすき 

산은 오오오 저물 있흐, 

역나물 오오오 열물 있되밝. 

그그되 역물 아그아 좋아밝. 

３ あさになったので まどをあけますよ 아아아 밝밝되밝. 창창창 활활 열열밝. 

４ 

まちは やっぱり にぎやかで 

みんな やっぱり いそいでる 

だから わたしは ここがすき 

너날물 오오오 북북너날흐, 

사사우은 오오오 되서흘 길창 걸되밝. 

그그되 역물 아그아 좋아밝. 

５ あさになったので まどをあけますよ 아아아 밝밝되밝. 창창창 활활 열열밝. 

６ 

かわは やっぱり ながれていて 

さかなは きっと はねていて 

だから ぼくらは ここがすき 

강강은 오오오 유유유 흘흘흘흐, 

강흐물우은 폴활 뛰되오흐뛰뛰? 

그그되 우날물 아그아 좋아밝. 

７ きみのまちは はれてるかな？ 그그 마창은 날날흘 맑바 개개역밝? 

８ あさになったので まどをあけますよ 아아아 밝밝되밝. 창창창 활활 열열밝. 

９ 
はれているのに あめがふってる 

やっぱり ぼくは ここがすき 

역푸 맑은맑 비흘 내내밝. 

그그오 역물 아그아 좋아밝. 

10 あさになったので まどをあけますよ 아아아 밝밝되밝. 창창창 활활 열열밝. 

11 

きょうは だいすきな きのしたが  

わたしのへや 

いつも かぜが ふいていて 

やっぱり わたしは ここがすき 

오오은 내흘 아김 좋아하물 역나 그오아 

내 방아아밝. 

언언역 살살살살 바사아 불아밝. 

역역 역물 아그아 좋아밝. 

12 あさになったので まどをあけますよ 아아아 밝밝되밝. 창창창 활활 열열밝. 

13 

うみは やっぱり そこにいて 

そらは やっぱり そこにある 

だから ぼくは ここがすき 

바있물 오오오 저물아 있흐, 

하오오 역역 저물아 있되밝. 

그그되 역물 아그아 좋아밝. 

14 きみのまちは はれてるかな？ 그그 마창은 날날흘 맑바 개개역밝? 

15 あさになったので 아아아 밝밝되밝. 

16 まどをあけますよ 창창창 활활 열열밝. 
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資料２『あさになったのでまどをあけますよ』の韓国語訳をめぐる話し合いの概要 

題目＋本文 

 あさになったので／まどをあけますよ  

論
点 

① 「ので」を訳出するか否か→訳出する or 訳出しない 

翻
訳
版 

→訳出しない 

② 詩的に、短文で簡潔に表現したい → 原文１文→２文で訳

아아아 밝밝되밝. 창창창 열열밝. 

→２文で訳出 아아아 밝밝되밝. 

창창창 활활 열열밝. （直訳:朝が

明けました。窓をパーッと開けます。）

③ タイトルと本文中の表現を変えるか否か。 

→変えない or 変える（文末表現） 

→変える 

題目：아아아 창창창 열열 

第３場面 

やまは やっぱり そこにいて／きは やっぱり ここにいる／だから ぼくはここがすき 

論
点 

④ 「やっぱり」をすべて訳出するかどうか 

→ 一部省略 or すべて訳出 

翻
訳
版 

→すべて訳出 

 

⑤ 「やっぱり」の訳語選び →｛언언역/역역역/변변변아｝ →오오오（今日も） 

⑥ 「そこ/ここ」の訳語選び→｛열물/저물(너물), 아그/저그｝ →열물/저물 

⑦ 文末表現の選択 

・ 話しかけるような丁寧な表現 →～밝（話し言葉） 

・ 「ここがすき」は独白では？→一部独白（くだけた表現） 

→～밝 

第４場面 

まちは やっぱり にぎやかで／みんな やっぱり いそいでる 

論
点 

⑧ 「まち」の訳語選び → ｛마너（町、村）/너날（通り）｝ 

翻
訳
版 

→너날（通り） 

⑨ 「みんないそいでる」の訳 （大勢の人が行き交う出勤風景 

／忙しく動きまわる様子を表現したい） 

→｛되서흐흐 있있（急いでる）/바바바 움움아아 

（忙しく動いてる）/빨날 움움움있（早く動く）｝ 

→되서흘 길창 걸되밝 

（直訳：急いで道を歩きます） 

第６場面 

かわは やっぱり ながれていて／さかなは きっと はねていて 

論
点 

⑩ 「きっと」の訳語選び  

→｛역역 분분유분역／ ／반반역 꼭 되김변아／ ／ ｝ 

翻
訳
版 

→「きっと」を訳出せず、  

文末表現を工夫 

⑪ 「さかなはきっとはねていて」の訳 

→｛펄펄 뛰되오흐아 뛰되오흐흐／  있되밝／ 

  헤헤헤흐 있되밝 ｝ 

풀활 뛰되오흐뛰뛰? 

（直訳：プルチャッ とびはねているこ

とでしょう） 

⑫ 川をどう表現するか （長くて幅の広い川／くねくね蛇行して

流れる様子／躍動感のある表現で） 

→｛굽아굽 흐흐있 긴／  강／ 강강 ｝ 

→강강은 오오오 유유유 

흘흘흘흐 （直訳：川の水は今日も

悠々と流れてゆき） 
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第７場面 

きみのまちは はれてるかな？ 

論
点 

⑬ 「はれてるかな」の訳 

（原文に忠実に訳すか、韓国語らしく訳すか）  

→｛맑시?／ 화창하시?／ 되어?  ｝ 
翻
訳
版 

날날흘 맑바 개개역밝? 

（直訳：天気はすっきり晴れました

か？） 

⑭ 「きみのまち」の訳出 

 →｛너너 마창은(동동)／ 너너/너너 동동물 ｝ 

→그그 마창은 

（直訳：そっちのまちは） 

第９場面 

はれているのに／あめがふってる 

論
点 

⑮ 「はれているのに」の訳 →｛화창화맑 하오／  맑은맑｝ 

翻
訳
版 

→날은 맑은맑 

⑯ 「あめがふってる」の訳 （リズムを生かすか否か） 

→｛비흘 내내밝 비흘／  내날흐 있되밝／ 

비흘 내날흐 있아 비흘／  와｝ 

→비흘 내내밝 

 

⑰ 「やっぱり」の訳語選び（訳し分け） →｛역역／역역역｝ →그그오 

⑱ 天気雨を表す韓国語表現を使うか否か 

→ 訳出せず（絵に合わないと判断） 

・호살아 장흘 흘역 봐（虎が結婚するらしい） 

・열우흘 역시시있（狐が嫁に行く） 

・열우비（狐雨） 

→使わない 

第 11 場面 

きょうは だいすきな／きのしたが  わたしのへや 

論
点 

⑲ 「きのした」の訳（木の下か木陰の下か）  

→｛역나 아그흘 역나／  밑아 역나 그오（木陰） ｝ 

翻
訳
版

→역나 그오（木陰） 

第 13 場面 

うみは やっぱり そこにいて／そらは やっぱり そこにある 

論
点 

⑳ 「うみはいる／そらはある」の訳 

（いる/ある＝있있の訳し分けをするか否か）→ 訳し分ける 

海：｛바있물 변변변아 저물아 있흐／ 넙넘넘물 바있 （うねる

海）｝ 

空：｛파파 하오 푸푸푸／  하오／파아파 하오（あ～おい空）｝ 

翻
訳
版 

→바있물 오오오 저물 있흐, 

하오오 역역 저물아 있되밝. 

（直訳：海は今日もそこにあって、 

空もやっぱりそこにある。） 

※表中、「論点」には、学生たちの話し合いの概要と翻訳案を記した。

また、「翻訳版」には、当該箇所の翻訳家の訳を例として示した。 
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日本企業における中国人社員への日本語教育 
―新しいビジネス日本語について考える― 

Teaching Japanese to Chinese employees in Japanese companies 
Thinking about the New Business Japanese 

 
辻 周吾 

 

Summary 

This study conducted research into problems with the Japanese targeting Chinese employees in Japanese 

companies. This was done through a questionnaire as well as interviews with Chinese employees. The specific contents 

are the issue of Japanese language ability among Chinese employees in Japanese companies and what language 

difficulties they faced. The results showed that there was conflict in areas other than business conversation that has 

traditionally been handled in textbooks in Japanese language education. These are mainly writing business documents 

such as e-mails or reports and professional terms in explanations or documents. It was discovered that, in actual 

business situations, Chinese employees have issues in different dimensions. In conclusion, based on these 

circumstances, teaching Japanese to Chinese employees was advocated. 
 

 

１．はじめに 

これまで、日本企業における外国人社員の日本語教育と言えば、大体は、ビジネス敬語を

用いた会話のことを指していた。また、これに関する教科書も少なくない 1。筆者は、2016

年に、日本企業で働く中国人社員のコミュニケーションについて、調査を行った。その際に、

「仕事をする上で、どのような日本語能力が足りていないと思いますか？」という質問をし

たところ、約 6 割がビジネス敬語の項目を選んでいた。また、その理由は、ビジネス文書で

の敬語フレーズや、電話での三者間（取引先・上司・自分）のウチとソトの使い分けなどで

あった。たしかに、ビジネス敬語は、中国人社員にとっても、難しい内容となっている。 

しかし、同研究を行っている時に、日本で働く中国人から、「入社してから、毎日、医療関

係の専門用語を覚えるのに苦労している」という話を聞いた。その際に、実際のビジネスの

現場では、中国人社員は、ビジネス敬語以外にも、別の日本語の問題を抱えているのではと

いう疑問を持った。そのことを明らかにするため、企業内の日本語に関する調査を行った 2。 

 

２．アンケート調査 

まず、日本で働く中国人社員 100 名を対象に、アンケートでの質問を行った。対象者につ

いては、平均年齢 32 歳である。平均勤務年数は 4 年で、営業職が最も多い。また、日本語学

習歴は平均 6 年で、日本語能力試験 1 級が 80 名である 3。調査期間は、2017 年 6 月から 9 月

までである。質問内容は、どのような場面で、日本語の問題がみられるかである。また、そ
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の回答として、電話応対や交渉・会議など、9 つのコミュニケーション場面を設定した。こ

れは、回答者が、各場面における体験から、日本語の問題を想起しやすくするためである。

なお、回答は複数可とした。アンケートの結果は、以下の通りである。 

 

（図 1）日本語を使って仕事をする時に、どのような場面で困難を感じるか 

 
それぞれ、意思疎通（29％）、書類の読解（11％）、社内文書・ビジネス文書（37％）、スピ

ーチ・プレゼン（30％）、電話応対（25％）、会議・打ち合わせ（24％）、交渉・商談（20％）、

飲み会の席（20％）、その他（8％）という内容であった。 

この結果を見ると、まず、日本語で、社内文書やビジネス文書を作成することに、困難を

感じているのが分かる。中国人社員が、いかに日々の報告書やメールなどの作成に苦労して

いるかが考えられる。続いて、日本語で、スピーチやプレゼンテーションを行うことだが、

実際に発表する機会を与えられた際に、日本語を運用して、うまく表現出来なかった経験か

らだと考えられる。 

この二点だけで言えば、日本企業で働く中国人社員は、主に、アウトプット（書く・話す）

の面から、自身の日本語能力に困難を感じている。従来のテキストは、電話応対や交渉の会

話など、双方向のコミュニケーションの場面を取り上げてきた。しかし、毎日の業務から言

えば、むしろ、文書作成やプレゼンなどの日本語能力が求められている。このことは、日本

語教育における現場の捉え方と、実際の現場との乖離という点でも、興味深いことである。 
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３．インタビュー調査 

続いて、そのうちの 30 名にインタビューを行った。調査期間は、2017 年 7 月から 12 月ま

でである。質問内容は、選んだ項目について、具体的に、どのような日本語による困難を感

じているかである。回答に関しては、インタビュー時にレコーダーを使用し、音声データと

して残した。そして、文字起こしを行った。 

以下、インタビューの結果を、一つずつ示していく。まず、中国人社員が、仕事上、どの

ような日本語の問題を抱えているのかを示す。 

 

（１）日本人と、日本語で意思疎通を行う 

日本語の意思疎通については、29％（100 名中 29 名）が困難に感じると答えていた。その

内容は、「こういう言葉を喋りたいと思った時に、どう表現したらいいのかわからず、言葉が

出てこない」、「普通の会話だったら問題ないが、複雑なことを言いたいと思った時に、中国

語のようにスムーズに話せない」、「自分の意見をしっかり述べられない。中国語だったら、

相手をうまく説得できる」、「案件について、他の部門に持っていく時、自分の伝えたいニュ

アンスまで表すのは難しい」というものである。すなわち、自分の意見を、細かい内容やニ

ュアンスまで表すことが出来ない。 

このような問題を挙げた回答者は、いずれも、日本語能力試験 1 級を取得していた。また、

総合職の採用として、普段の上司とのコミュニケーションなど、業務レベルの日本語にも対

応している。しかし、それが超上級レベルになると、ネイティブである日本人社員と比べて、

意見を述べる時に、聞き手を説得しづらいという問題がみられる。仕事上、問題とはなって

いないが、相手に事細かく伝えるといった、円滑な業務への支障となっている。この点から、

日本語を用いて、聞き手を説得する能力が求められる。 

 

（２）日本語で書かれた書類などを読む 

日本語の書類を読むは、11％（100 名中 11 名）が困難に感じると答えていた。その内容は、

主に、「商品資料に、専門用語がたくさん出てきて、調べるのに苦労した」、「自社製品に関す

る専門用語を覚えなければ、マニュアルさえ読めない。大変時間がかかる」、「取引先と交わ

す書類は、専門用語がけっこう出てくるので難しい」などである。すなわち、業界の専門用

語を含む書類が理解できないというものである。 

商品資料やマニュアルには、その業界の専門用語が多く出てくる。中国人社員のほとんど

は、入社してからはじめて、その業界の専門用語を目にすることとなる。そして、それを急

いで覚えるといった対応に追われている。冒頭の「入社してから、毎日、医療関係の専門用

語を覚えるのに苦労している」という話もこれである。現実問題として、自分のかかわる業

界の専門用語は、習得すべき内容となっている。 

ただ、アパレル業界や製薬業界などは専門用語を扱う機会が多いが、業界によっても、ま

た事情は異なってくる。この点、同項目において、困難であるという回答が少なかったこと
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にも関係しているだろう。 

 

（３）日本語で、社内文書やビジネス文書を作成する 

日本語の社内文書・ビジネス文書は、37％（100 名中 37 名）が困難に感じている。質問項

目中、最も高い数値を示している。その内容は、「自分で作るが、やはり間違いが多い。上司

もチェックしてくれるが、時間がかかってしまう」、「文書は、文法重視の正しい日本語で書

いているが、細かいニュアンスまで直すことができない」、「失礼のないように、メールを書

く作業が大変である。その都度、先輩に確認してもらっている」、「社内の連絡や通達は、日

本語で考えながら作らなければならないので、しんどい」などである。すなわち、正確な文

法や表現、形式により、文書を作成できないということである。 

ビジネス上の文書の作成は、中国人社員が働く上で、まず経験する問題だと言える。多く

の中国人社員は、文書を上げる前に、上司や先輩に確認をしてもらっている。また、その作

成には、かなりの時間と労力をかけている。現実問題として、日本語を用いて、正確な文を

作成する能力が求められる。 

また、中国人社員から「社内のメールであれば、多少間違えていても許してくれるが、社

外のメールであれば、責任の重さを感じる」、「毎日、メールを送っている。上司や同僚は、

外国人だとわかっているから、そんなに厳しくない」という意見もみられる。すなわち、社

内の文書と、社外の文書とで、作成における態度も異なっている。 

主に、一次レベル（業務など、職場向けで、多少の間違いが許される）、二次レベル（連絡

など、社内向けで、間違いが望ましくない）、三次レベル（取引など、社外向けで、間違いも

許されない）の 3 つに分けられる。これは、異文化の仕事に適応するため、より合理化した

結果だと言えよう。中国人社員の文書の作成で、興味深い現象である。この点、日本人社員

の方が、すべての次元において、正確さを求めるものと考えられる。 

以下、日本企業での文書作成について、中国人社員の異文化適応の状況のモデル化を試み

た。右に向かうにつれて、日本語への寛容さ（円の大きさ）が狭まり、日本語の正確さを求

めている。 

 

（図 2）中国人社員における文書作成の異文化適応の状況 
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（４）日本語で、スピーチやプレゼンテーションを行う 

スピーチやプレゼンテーションは、30％（100 名中 30 名）が困難を感じていた。質問項目

で、二番目に高い数値を示している。その内容は、「プレゼンで、自然な接続表現や、注目や

関心を集める表現、また、適切な間の取り方が分からない」、「日本人社員だったら、プレゼ

ンでユーモアを入れたりして、場を和ませることができるが、真面目に喋ることしかできな

い」、「日本のプレゼンは、資料により情報を提示し、説明するものだと思うが、まだ慣れて

いない」といったものである。すなわち、表現、ポーズ、構成などの問題により、聞き手に

良い印象を与えられないというものである。 

インタビュー対象者は、情報を伝達するという日本語能力は備えていた。しかし、日本語

を用いて、相手を惹きつけることに困難を感じている。この点、中国人社員が日本人社員と

比べて、不利に感じていることである。仕事上の問題とまではなっていないが、パフォーマ

ンスの低下により、相手の評価にも影響する。このことから、聞き手を惹きつけるための日

本語能力が求められる。 

 

（５）日本語で、日本人と電話応対を行う 

電話応対は、25％（100 名中 25 名）が困難に感じると答えていた。その内容は、「電話で、

相手は外国人として扱ってくれないので、話すスピードが速く、はっきりと聴き取れない」、

「電話応対は、声が小さかったり、早かったりすると、聴き取りたい情報がすぐに流れてし

まうので、一番苦手である」、「電話で名乗られる時、早くて聴き取れない。特に、カタカナ

の会社名は、聴き取りが困難である」などである。すなわち、話す速さや声の大小から、日

本語が聴き取れないというものである。 

普段の業務では、日本人上司や同僚は、外国人社員であることを前提とし、伝達を確実に

行うため、自然と話す速さなどを調整している。いわゆる、外国人のためのフォリナー・ト

ークである。しかし、電話応対では、相手は、まず日本人と同じものだとして会話している。

また、直接のコミュニケーションではない。その中で、中国人社員にとって、実際の電話応

対の日本語は、慣れないものとなっている。現実問題として、電話応対における日本語の聴

解力が求められる。 

また、上記のコメントのように、カタカナの会社名といった固有名詞は、そもそも、その

意味も分からないし、聴き取れないという意見もある。このような固有名詞が、聴き取る上

での支障となっているのも、たしかである。この点、複数の要因が関係していると言える。 

 

（６）日本語で、日本人と会議や打ち合わせを行う 

会議や打ち合わせは、24％（100 名中 24 名）が困難に感じると答えていた。その内容は、

「会議で、業界として、金属に関する専門用語が出てきたら、分からなかった」、「IT の専門

用語を知らず、会議の時に、みなが何を議論しているのか分からなかった」などである。す

なわち、業界の専門用語が理解できないというものである。 
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（２）の書類を読むと同じく、会議や打ち合わせの場面でも、専門用語を挙げている。す

でに述べたが、中国人社員の多くは、入社してから、専門用語を覚えるという対応に追われ

ている。ここでも、業界の専門用語は、習得すべき内容となっている。 

また、「アパレルにかかわる用語で、最初、ポリや綿などの素材名も、聞いて分からなかっ

た。日本人だったら分かるが、外国人からしたら理解できない。その先のベンチレーション

（風通し、通気）などの用語になると、全然、分からない」という意見もある。 

すなわち、中国人社員にとって、ポリエステルや綿など、日本人が分かる語彙は、習得し

ていない可能性がある。日常の生活や、学校の授業で馴染みのないものだからだと思われる。

このことは、大学の専門と、就職する業種との関連性を問わない日本企業ならば、なお更で

ある。実際は、日本人社員と比べて、一歩手前から、専門用語を覚える必要がある。 

また、「日本人の間でよく使われる『目につく』といった言葉は、その意味自体を知らない

と分からない」、「『石の上にも三年』、『三日坊主』などのことわざは、自分も使えないし、聞

いても分からない」のように、慣用句やことわざが分からないという問題もみられる。中国

語で言うところの“成語”である。日本語を母語としない者にとっては、長いこと日本に住

まないと、身につかないものと言える。 

 

（７）日本語で、日本人と交渉や商談を行う 

交渉や商談は、20％（100 名中 20 名）が困難に感じると答えていた。その内容は、「展示

会で、他の会社の人と交渉する時、どのように日本語で話せば、良く受け取られるのか分か

らない」、「取引先との交渉で、上の決定により商品の入荷を断りたい時、どのように関係を

悪くせず、日本語で言うかが難しい」などである。すなわち、日本語の表現により、聞き手

を配慮することが出来ないということである。取引先の相手に対し、いかに心地の良い印象

を与えるか、いかに傷つけないようにするかである。 

日本語の問題もあるが、相手との距離感など、言語文化的な問題もみられる。こうしたこ

とも含め、日本語の表現により、聞き手を配慮する能力が求められる。 

また、対・社外の場面だが、意外にも、ビジネス敬語という意見は少なかった。実際には、

ビジネス敬語を意識的に使う場面は、限られていると考えられる。 

 

（８）飲み会の席で、日本語で日本人と会話する 

飲み会の席での日本語は、20％（100 名中 20 名）が困難に感じると答えていた。その内容

は、「飲み会の席で、日本人の同僚と複数人で話をすると、若者言葉であり、ついていけない」、

「日本人の女子社員同士の話を聞いたら、言葉や話す速さなどに、ついていけない時がある」

といったものである。若い世代が用いる言葉であり、「若者言葉」と言える。広くは、位相語

（性別、年齢、職業など、所属社会で異なる、用いられる語彙）への対応の問題とも言える。 

普段の仕事で、日本人の同僚が中国人社員と話す時は、外国人社員として、使う語彙を選

んだりしていると言える。しかし、飲み会の席では、日本人がほとんどであり、こうした意
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識的に工夫した話し方は、なされないのが普通である。また、そのような場面では、孤立し

てしまうという意見もみられる。場合によっては、飲み会というコミュニケーションを深め

る場への参加に対して、消極的になってしまう可能性も考えられるだろう。同僚などとのコ

ミュニケーションを深めるためには、若者言葉による会話にも、慣れておく必要がある。 

また、テレビ番組や芸能人など、同僚が話している内容が分からないという意見もある。

（５）の電話応対で、外国人のためのフォリナー・トークでないことが、困難になっていた。

この問題は、若者言葉に限らず、エンターテインメントの話題にもある。このような表現や

テーマが飛び交う飲み会の席は、その最たる場面であると言える。これらに対する興味など

もかかわっており、一朝一夕で解決する問題ではないと思われる。 

 

４．日本語教育における提言 

 中国人社員の仕事上の日本語の問題を示してきた。以下、いくつかの問題に対し、日本語

教育における提言をする。実行の可能性などから、選ぶこととした。 

 

（１）電話応対における聴解練習 

前節でも述べたように、入社した中国人社員は、実際の話す速さにも慣れていない。また、

会社名などの固有名詞にも対応できていない。まず、電話応対における日本語の聴解力が必

要である 4。この点、見逃されてきた部分とも言える。このことを考えると、実際のところ、

ロールプレイの練習が効果的であると言える。 

ビジネス日本語の教材は、会話文をもとに、そこでの表現を習得する内容が多い。また、

ロールプレイの練習は、その先に設定されている。例えば、「A：社名と名前を名乗る」、「B：

社名と名前を言い、C を呼び出す」、「A：詫びを言い、C が不在であることを伝える」、「B：伝

言をお願いしたいと言う」、「A：了承する」、「B：礼を言い、送った見積もりを確認してほし

いと伝える」、「A：了承する」といった内容である。適切な表現を産出することが可能となる。 

しかし、この練習は、発話の内容が決められている。また、教師は最初から聴き取れない

内容は選ばず、学生も分からなかった時点で質問するだろう。聴き取りの練習としては、限

られてしまう。 

もしも、これを重視するのであれば、ペアの立場を示した上で、ロールプレイの条件を、

より自由にさせる必要がある。「A：あなたは、営業担当の会社員です。C に用件があるので、

相手の会社に電話してください」、「B：あなたは、事務を担当する会社員です。C が席を離れ

ていることを伝えてください」、「A：用件を B に伝言してください」、「B：伝言を受けてくだ

さい」というレベルである。こうすれば、語彙や発話内容など、より現場に即した聴き取り

に慣れることができる。 

また、伝言を受ける際に、メモを取りながら、聴き取る練習にもなる。同時に、「もう一度、

お名前を伺ってもよろしいでしょうか」、「繰り返します。～ですね」、「念のために、電話番

号をお願いいたします」といった表現も習得することが可能である。 
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 もう一つは、聴き取れなかった時の応対の練習も行える。その際に、「お電話が遠いようで

すが、もう一度、お願いできますか」、「折り返しお電話させていただいても、よろしいです

か？」といった表現も習得できるだろう。 

なお、こうしたロールプレイを行うならば、企業で働いたことがある日本語教師が有利で

ある。明らかに、自身の経験から、場面を想起することが出来るからだ。近年、企業経験の

ある日本語教師は珍しくないが、彼らの経験を、いかに十分に日本語教育に生かすかも課題

であると言えよう。 

 

（２）業界の専門用語における読解練習 

専門用語は、書類を読む場面と、会議の場面で困難に感じられている。また、中国人社員

は、読む・聴くといったインプットの面から、専門用語に悩まされていると言える。アウト

プット（話す・書く）の面は、差し当たり問題にはなっていない。まず、言語知識として習

得する必要がある。こうした意味でも、その業界をテーマとした読解教材などは効果的だろ

う。その内容は、業界における日本企業の現状でもいいし、世界的な流れでもよい。そうす

れば、アクティブラーニングなどを通し、問題発見や問題解決の育成も可能である。業種と

しては、「医療」、「アパレル」、「IT」などが考えられる。 

その際に、前節で述べたような、日本人なら分かる語彙が取り入れられている必要がある。

つまり、出現頻度が高く、重要な語彙である。それを押さえた上で、日本人も分からないよ

うな語彙が、いくつか含まれているのが望ましい。 

小売業界を例にすれば、前者の基本語彙は、「仕入れ」、「客層」、「陳列」、「ニーズ」、「在庫」、

「アイテム」、「問屋」、「競合する」、「テナント」などである。また、後者の新出語彙は、「キ

ャッシュフロー」、「顧客満足」、「コモディティ商品」、「サプライヤー」、「CSR」などである。

やはり外国人社員という立場から、基本的な語彙から扱うのは大事だろう。 

このような教材を用いれば、確実に、早く専門用語を習得することが可能だろう。また、

入社後、業務と並行して専門用語を勉強している現状から、大学教育、または大学院教育か

ら導入すると、より効果的である。何よりも、大学から企業への橋渡し的な役割が果たせる。

このようなアプローチも、新たなビジネス日本語の教育と言える。 

なお、業界における専門用語は、会社の業務のあらゆる場面で使われている。仕事を行う

上で、大事な内容となっている。これを覚えることは、円滑な仕事にもつながる。入社や転

職では、その業界の専門用語を知っていることは、実質的に有利であり、企業側に対し、少

なくとも日本語能力のアピールにはなるだろう。日本語能力における強みとしては、面白い

内容であると思う。 

 

５．おわりに 

本研究では、まず、日本企業で働く中国人社員の日本語の問題について扱った。結果とし

ては、日本語によるビジネス文書の作成や、プレゼンにおける日本語表現などが挙げられた。
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従来の教材におけるビジネス日本語の様相とは異なるものである。 

本来、中国人社員からは、敬語を用いたビジネス表現が挙げられると思われたが、意外に

も言及は少なかった。いわゆる、ビジネス敬語である。これについては、インタビュー時に、

「普段、ビジネス敬語で苦労することはありますか？また、それはどんな時ですか？」とい

う質問を行っていた。しかし、その回答として、「自分の担当している仕事では、ビジネス敬

語を使う機会は、あまりない」、「外国人なので、敬語が間違っていても、相手はそこまで指

摘しない」、「みんな外国人であることを理解しているし、敬語の問題は許してくれると思う」

という意見が目立った。 

つまり、ビジネス敬語は、現場では当然のごとく使われていて、必要とされていると思わ

れがちである。実際には、必ずしもそうではない。これまで、日本語教育では、ビジネス敬

語による表現の産出が注目されてきた。しかし、ビジネスの現場からすると、この着眼点は、

いささか離れていると言える。なお、中には、「敬語自体、就職活動をしている時の方が話せ

た」という意見もあるように、入社前と入社後とでの逆転現象さえうかがえる。この点も、

興味深いことである。 

むしろ、ビジネス上の敬語の関しては、「日本人の友達と話す時、『です』『ます』は取って

いたが、上司から、しっかり『です』『ます』を付けるように指摘された」、「バイトで日本語

を覚えたが、それは、くだけた日本語であった。その際に、上司が本当に気にするのは敬語

ではなくて、丁寧語である」という意見があるように、丁寧語のレベルでよしとされている。 

外国人という立場から、完全な敬語は求められないが、敬意は求められる。日本人上司と

外国人社員といった社会的関係から、（尊敬語・謙譲語と友達言葉の）中間的な位置にある丁

寧語で落ち着いていると言える。異文化コミュニケーションにおける言語変種がみられる。

このことは、社会言語学の視点からも、興味深い現象である。 

 

（図 3）異文化コミュニケーションにおける中国人社員のビジネス敬語 

 

 

 

 

 

 

 

 

本稿では、最後に、日本企業における中国人社員への日本語教育について言及した。その

中で、中国人社員の抱える日本語の問題から、電話応対の聴き取りと、業種の専門用語の習

得などを提言した。いずれも、実践に即した日本語学習と言える。今後、中国人社員、ひい

ては外国人社員に日本語を教える際は、研修などを通して、このような内容を扱うべきであ

友達言葉 
尊敬語 

謙譲語 
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る。そうすれば、彼らの職場での仕事への適応にもつながるし、外国人社員として、仕事の

幅を広げることもできるだろう。 

 

注 

 

1.参考文献に挙げているテキストが、それである。 

2.「日本企業における異文化マネジメントの研究」というテーマで、調査を実施した。この 

中の一環として、日本語運用能力に関する質問を行った。  

3.構成については、以下の通りである。性別は、男性 45 名、女性 53 名、無回答 2 名である。 

勤務年数は、3 年未満 49 名、3‐5 年 27 名、6‐10 年 11 名、11‐15 年 9 名、16‐20 年 3 

名である。業種は、製造業 34 名、小売業 25 名、IT13 名、金融業 8 名、不動産業 7 名、そ 

の他 11 名、無回答 2 名である。職種は、営業 38 名、事務 19 名、技術 12 名、管理職 6 名、 

その他 23 名、無回答 2 名である。また、日本語能力は、N1 が 80 名、N2 が 9 名、N3 が 6 

名、無回答が 5 名である。 

4.会話文による練習をする場合でも、教師側は、現場の状況に即し、自然な発話を意識する 

べきである。声の速さなど、発音の仕方にも工夫が必要である。また、学生に対しても、 

聞き手に配慮した発音の仕方など、それを求めるべきである。 
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中国語の“多少”と日本語の「多少」について 

Chinese “DUOSHAO” and Japanese “TASHOU” 
 

楊 蕾 

 

Summary 

In this paper, we will not only consider the examples of dictionaries and textbooks. We still use the examples 

of corpus to clarify the meaning of Chinese “DUOSHAO” and usage. In addition, we compared the usage and meaning 

of Chinese “DUOSHAO” and Japanese “TASHOU” to understand the difference. 

 

 

0．はじめに 

 筆者は、以前、中国人留学生と日本人学生の、次のような中国語での雑談を聞いた。 

 
 中国人留学生：我在机场的免税店打工。 

日本人学生： 时薪很多吧？ 

中国人留学生：没多少。 

日本人学生： 嗯？多还是少？ 

 

ここで、日本人学生は「“多少钱？”（いくらですか？）のような『いくら』という用法と、

“多少知道一些”（多少は分かっている）のような『多少は』という意味は分かるが、これが

『多い』か『少ない』かは、どうやって区別するのか難しい。」と言う。 

確かに、中国語の“多少”を勉強するのは、“多少钱”のような数量について尋ねる、代名

詞としての用法がほとんどで、そこから始まる教科書が多い。その後“有多少吃多少”（ある

だけ食べる）のような代名詞の不定用法を教える。“多少知道一些”のような副詞としての用

法については、日本語「多少」にもみられるため、日本人学生にとっても難しくはない。 

では、いかなる文脈で用いられる“多少”が「多い」の意味になるのか、「少ない」という

意味を表したいなら、“多少”をどう使うべきか、日本人学習者にとっての難点である。中上

級の日本人中国語学習者の作文では、次のような誤用 1も見られる。 

 

(Ⅰ)「紙の辞書がどれくらい私たちを助けたのか考えてみてください。だから私は紙の辞書

を残してほしい。」 

【誤用例①】 大家想想，纸质词典对我们有多帮助！所以我希望保留纸质词典。 

【訂 正 1】 大家想想，纸质词典对我们有多少帮助！所以我希望保留纸质词典。 

【訂 正 2】 大家想想，纸质词典对我们有很多帮助！所以我希望保留纸质词典。 
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(Ⅱ)「私は外出する前に天気を見て、何を着るかを決めるのが好きです。 だから私は天気予

報がそれほど役に立たないと思う。」 

【誤用例②】 我喜欢出门前看看天气，决定穿什么衣服。所以我觉得天气预报有少用处。 

【訂  正】 我喜欢出门前看看天气，决定穿什么衣服。所以我觉得天气预报没有多少用处。 

 

誤用例①の“有多帮助”と、誤用例②の“有少用处”は、“有多少帮助”“有很多帮助”（どれ

くらい私たちを助けた）、“没有多少用处”（それほど役に立たない）にしなくては不自然であ

る。 

本稿では辞書や教科書などの作例だけでなく、コーパスなどの実例も考察し、中国語“多

少”の意味、用法の特徴を明らかにすることを目指す。また、中国語“多少”と日本語「多

少」の意味、用法についても比較し、その相違点を考察していきたいと思う。 

 

１．中国語の“多少”の意味と用法 

 本節では、中国語“多少”に関する辞書的な語釈を考察対象とし、中国語“多少”の意味

と用法の特徴を明らかにする。 

 

1.1 中国語の“多少”の辞書的語釈についての調査 

中国語“多少”については、中国語文法用例辞典―『現代漢語八百詞増訂本』日本語版（2003）、

『現代中国語辞典』（2001）、『東方中国語辞典』（2004）、『中日辞典』（1992）、『现代汉语词典

（第 7 版）』（2016）、『现代汉语实用标词类词典』（2000）、『现代汉语虚词词典』（1998）の語

釈を調査した。この結果を下記の（図表 1）に示す。 

 

（図表 1）中国語“多少”の辞書的な語釈 

意味項目 辞書 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

①（名詞）（数量の）多少、多いことと少ないこと。 × ○ ○ ○ ○ × ×

②（副詞）多少は、一定の程度。AABB 形式の重ね型がある。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③（代詞）数量を尋ねる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

④（代詞）不定の数量を指す。どれだけか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤（代詞）否定形で用い、数量が少ないことを表す。 × × ○ × × × × 
⑥（代詞）肯定形で用い、数量が多いことを表す。 × × ○ × × × × 

（Ａ：中国語文法用例辞典―『現代漢語八百詞増訂本』日本語版、Ｂ：現代中国語辞典、Ｃ：東方中国語辞

典、Ｄ：中日辞典（第２版）、Ｅ：现代汉语词典（第７版）、Ｆ：现代汉语实用标词类词典、Ｇ：现代汉语虚

词词典） 
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上記の（図表 1）に示したように、内容的には、副詞としての意味項目②、代詞としての意

味項目③、④には大きな違いは見られない。 

次に、各意味項目に当たる用例を見ながら、“多少”の意味と用法について考察し、本稿で

扱う用い方（意味と用法）を考えたいと思う。 

 

1.2 中国語の“多少”の用い方 

意味項目①の例として“多少不等，长短不齐。”（数がばらばらで、長さも揃っていない）

と挙げられている。下線部の“多少”は「数量の多少、多いことと少ないこと」という意味

である。本稿では、意味を【I】と記す。「数量」という意味を【I1-数量】として扱うことに

する。また「多いことと少ないこと」については、辞書【Ｅ】では“数量的大小”（多いこと

と少ないこと）と説明されているが、本稿では、【I1-数量】の下位分類としてさらに【I1-1 大】

と【I1-2 小】という二つの意味も設ける。 

 意味項目②は「一定の程度」を表す。その例として“对于这个人，我多少了解一些。”（私

は、この人について多少は分かっている）と挙げられている。本稿では、「程度」という意味を

【I2-程度】と記す。 

また、用法を【Y】と記す。“多少”の用法については、まず品詞から【Y 名】【Y 副】【Y 代】

【Y 代不定】という四種類を扱う。前掲した二例の“多少不等，长短不齐。”、“对于这个人，

我多少了解一些。”は、それぞれ【Y 名】【Y 副】に当たる用例である。 

このうち、【Y 代】の用例として、“你们研究所有多少人？”（あなたがたの研究所には何人が

いますか？）などと挙げられている。また“我知道多少说多少”（私は知っていることはすべて

話す）、“你给多少我要多少”（あなたがくれるだけ欲しい）などのような用例は、用法の【Y 代

不定】と記す。 

 意味項目⑤と意味項目⑥については、辞書【Ｃ】しか触れていない。意味項目⑤の用例と

して“没有多少人来买戏票，戏只好停演了”（チケットを買いに来る人がいくらもいなかったの

で、劇は休演せざるをえなかった）と挙げられている。“天气很坏，多少人都感冒了”（天気が悪

いので、大勢の人が風邪をひいた）は意味項目⑥に当たる。この二例における“多少”が多いか、

少ないかは話し手の主観的判断によるものであるが、意味項目③に当たる“多少钱”は客観的に

「数量を尋ねる」の用法である。そのため、“多少”の用法をさらに【Y 主】【Y 客】と扱うこと

にする。また、意味項目⑤は否定形で用いる用法であり、意味項目⑥は肯定形で用いる用法であ

る。本稿では、【Y 肯】【Y 否】も設ける。 

前掲した“对于这个人，我多少了解一些”は“对于这个人，我多多少少了解一些”のよう

な重ね型の用法もある。本稿では、単独型と重ね型を分け、【Y 単】【Y 重】と記す。 

 

 以上のことから、本稿で扱う中国語“多少”の意味と用法を、次のようにまとめる。 
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（図表 2）本稿で取り扱う“多少”の意味と用法 

意味 【I1-数量】【I1-1 大】【I1-2 小】【I2-程度】 

用法（品詞） 【Y 名】【Y 副】【Y 代】【Y 代不定】 

用法（主観、客観） 【Y 主】【Y 客】 

用法（単独型、重ね型） 【Y 単】【Y 重】 

用法（使用構文） 【Y 肯】【Y 否】 

 

上記に示した意味と用法によって、前掲した（図表 1）の意味項目を、以下のように記す。 

 

（図表 3）本稿で取り扱う“多少”の用い方 

（図表 1）の意味項目 本稿で取り扱う“多少”の用い方（用い方を【M】と記す） 

意味項目① 【M1】 【I1-数量】【Y 名】【Y 客】 

意味項目② 【M2】 【I1-数量】【I2-程度】【Y 副】【Y 主】【Y 単】【Y 重】

意味項目③ 【M3】 【I1-数量】【Y 代】【Y 客】 

意味項目④ 【M4】 【I1-数量】【Y 代不定】【Y 主】 

意味項目⑤ 【M5】 【I1-2 小】【Y 代不定】【Y 主】【Y 否】 

意味項目⑥ 【M6】 【I1-1 大】【Y 代不定】【Y 主】【Y 肯】 

 

２．中国語の“多少”の使用実態 

 次に、中国語原文 2 における“多少”（合計 758 例）を考察対象に、“多少”の使用実態を

調査し、（図表 3）の用い方の妥当性を検証したいと思う。また、各用い方に当たる中国語“多

少”に対応する日本語も考察する。 

調査した結果、各用い方に当たる用例数は、下記の通りである。 
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（図表 4）中国語“多少”の用い方 

 

 

次に、各用い方に当たる用例を考察し、前掲した（図表 3）の用い方の妥当性について検

証したい。 

 

2.1 【M1】に当たる“多少”（2 例） 

 今回の調査では、“多少”が【M1】（I1-数量、Y 名、Y 客）に当たる用例が 2 例しかなく、

用例全体の 0.26％を占めている。まず、次の例（1）を見よう。 

 

(1)便捉住母兔，将小兔一个一个轮流的摆在肚子上来喝奶，不准有多少。（母兎をつかまえて､

小兎を一匹一匹順番に腹の上に並べて乳をのませ､多い少いのあるのを許さなかった｡） 

 

上記の下線部の“多少”は“喝的奶量的多少”（乳を飲む量）を表す。中国語では【M1】に

当たる“多少”は、“喝的奶量的多少”のように「名詞+“的”+“多少”」の形でよく使われ

るが、すべての名詞は「名詞+“的”+“多少”」の形で使えるわけではない。 

例えば、“经济的多少”、“洗澡的多少”3は不自然であるが、“经济收入的多少”（収入の金額）、

“洗澡次数的多少”（入浴の回数）と言える。“经济”や“洗澡”の意味には、【I1-数量】と

関連しにくい。但し、“收入”“次数”を付け加えることによって、“经济”“洗澡”の数量に

関連する部分を取り立て、「名詞+“的”+“多少”」の形で使えることになる。そのため、「名

詞+“的”+“多少”」の形で使われる名詞は、数量にかかわるものである。 

それを検証するため、北京語言大学の「中国語 BCC 语料库」4を用い調査した。その結果、

“数量的多少”“含量的多少”“人数的多少”“收入的多少”などの用例が見られた。ここでの

“的”は省略される場合もある。また、同コーパスで検証した結果、「名詞+“的”+“多少”」

における「名詞」を、次のようにまとめる。 

 

量、数量、含量、人数、收入、知识、钱、费用、金钱、财富、数目、次数、利润、时间、

【M1】2例

【M2】82例
【M3】125例 【M4】141例

【M5】52例

【M6】356例

1

10

100

1000
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经费、人口、成分、资本、资金、水、用量、比例、资源、金额、数额、水量、面积、出血量、

细胞、机会、内容、字数、核分裂、项目、人才、人员、人、工资、收益、总量、资产、财产、

剂量、奖金、利益、股份、分数、份额、票、品种、流量、功能、产量、成果、物质、信息、

水分、报酬、价格、供应量、年终奖、存款、用水量、含水量、信息量、粉丝、学分、薪金、

经验、案件、要素、任务、工作量、员工、价值、脂肪、红利、贡献、名牌、眼泪、观点、论

文、压岁钱、图书馆、税收、点数、产品、数据、元素、料量、读者、意见、票房、利息、频

次、劳动量 

 

上記の「名詞」は、いずれも数量にかかわるものである。「名詞+“的”+“多少”」の形で

使われる名詞は、数量にかかわるものしかできないということが裏付けられた。 

「名詞+“的”+“多少”」のほかに、【M1】としての中国語“多少”には、例（2）のような

“无论多少”と、前掲した“多少不等”のような用法もある。 

 

（2）挨家挨户地要，只要给，无论多少都满意。（一軒ずつ物乞いをして回り、恵んでくれれ

ば量には頓着せず満足する。） 

 

 BCC コーパスで、“无论多少”“多少不等”以外の用例についても検索したところ、次のよ

うな用例が見られた。 

 

 〈不〜多少〉→不管多少、不论多少、不在多少、不拘多少、不计多少 

 〈多少不〜〉→多少不等、多少不一、多少不定、多少不限、多少不计、多少不管、 

多少不均、多少不拘、多少不论 

 〈无〜多少〉→无论多少、无问多少、无关多少、无限多少、无拘多少 

 〈多少无〜〉→多少无论、多少无关、多少无谓、多少无限、多少无拘 

 

以上の用例は、いずれも名詞として使われ、数量を表す単独型の用例である。この考察か

ら、前掲した【M1】（【I1-数量】【Y 名】【Y 客】）は検証された。【M1】に当たる用例では、“多

多少少”のような重ね型がないため、【Y 単】も新たな用法として付け加えるべきである。 

 

2.2 【M2】に当たる“多少”（82 例） 

“多少”が【M2】（I1-数量、I2-程度、Y 副、Y 主、Y 単、Y 重）に当たる用例は 82 例があり、

用例全体の 10.8％を占めている。さらに、連用修飾語と補語としての用法に分けられる。 

 

2.2.1 連用修飾語としての【M2】に当たる“多少” 

 次の例（3）（4）は、連用修飾語としての用例である。 
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（3）因为这要使得大家多少摊到一些损失。（それは、みなが多かれ少なかれ損をしなければ

ならないからだ） 

（4）正是为了跟自己这种根深蒂固的羞涩感搏斗，这天早上他才故意从家里骑车到机关去，故

意钻进传达室里去取信，并且满心满意想用一个微笑、一句随和的话，使传达室的祁大爷多少

改变一点对他的固有印象。（どうしてもそれに勝たなければ、と思ったからこそ、今朝わざと

勤務先に出かけたのだ。そしてわざと受付へ手紙を取りに行き、笑顔で、愛想よくことばを

かけ、少しでもイメージチェンジしたいと勢いづいていた。） 
 

上記の（3）（4）における“多少”は、それぞれ動詞“摊”“改变”の前に置かれ、副詞の

用法であり、連用修飾語として使われている。例（3）の“多少”は“损失”の数量を示すが、

例（4）の“多少”は“改变”の程度を表す。それに対応する日本語は「多かれ少なかれ」「少

しでも」となる。また、「“损失”の数量」と「“改变”の程度」は、いずれも話し手の主観的

判断にかかわる用法である。 

前掲した辞書【Ｃ】では、【M2】に当たる“多少”が“一点儿”“一些”などと組み合わされ

るという説明がある。例（3）における“多少”は“一些”と、例（4）における“多少”は

“一点儿”と共に用いられている用例である。 

今回の調査では、“一点儿”“一些”のほかに、“有点儿”“有些”と組み合わされる用例も

見られる。次の例（5）（6）がそれである。 

 

（5）他多少有点不好意思地去安慰妈妈。（彼はいくらかはにかみながら、ママを慰めた。） 

（6）虽然社会多少有些进步了，但是封建的经济关系和封建的政治制度，基本上依然继续下来。

（社会はいくらか進歩したが、基本的にはあいかわらず封建的な経済関係と封建的な政治制

度がつづいた。） 

 

上記の例（5）（6）における“多少”は、“有点儿”“有些”と組み合わされ、“不好意思”

“进步”の連用修飾語として用いられている。 

BCC コーパスで、「“多少”+動詞/形容詞+“一点（儿）”」の形について、さらに検証したと

ころ、「“多少”+動詞/形容詞+“一点（儿）”」における「動詞/形容詞」には、次のような用

例が見られた。 

 

 吃、带、做、帮、会、是、说、懂、给、有、钱、严、喝、好、还、换、存、加、讲、坑、

捞、留、漏、出、含、美、拿、年、赔、起、分、强、去、剩、查、收、避、信、学、要、付、

挣、值、赚、买、叨 

 
今回の調査では、連用修飾語としての【M2】に当たる“多少”は、単独型だけでなく、“多
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多少少”のような重ね型の用例も見られた。次の例（7）（8）がそれである。 

 

（7）并且至少可以为明天的北京人多多少少留下一点不拘一格的斑驳资料。（そして少なくと

も未来の北京っ子にいっぷう変わった色彩感のあるいくばくかの資料を残すことができるだ

ろう。） 

（8）本位主义多多少少是有的（自己中心主義は多かれ少なかれ存在する） 
 
 上記の例（7）の“多多少少”は動詞の“留”を修飾し、“一点”と組み合わされて用いら

れるが、例（8）の“多多少少”は“是”を修飾した用例である。 

 

「“多多少少”+動詞/形容詞」の形について、同コーパスでさらに検証したところ、「“多多

少少”+動詞/形容詞」における「動詞/形容詞」には、次のような用例が見られた。 

 

有、是、带、知道、让、受到、影响、存在、受、使、了解、觉得、改变、学、想、感到、

做、留、沾、听说、反映、听、存、得到、算是、变、看出、给、需要、写、有所、吃、像、

懂得、带来、产生、读、起到、挽回、掺杂、明白、弥补、投射、满足、猜、该、延缓、表示、

感染、听到、离开、来、走、说、看、说出、赚、有着、接受、保留、接触、讲、减少、减轻、

加、夹杂、加入、捡、计较、急于、见、获取、教、叫、获得、回答、借、缓解、局限、具备、

捐、还、开始、忽略、看到、看得出、看、考虑、靠、含有、含、可知、控制、害怕、爱、捞、

离不开、贯穿、理想化、连累、干扰、令人、赋予、露出、沦为、分心、犯、美化、发挥、免

不了、躲藏、难免、夺走、夺回、偏离、奇怪、对得起、牵连、欠、取决于、去、忍不住、溶、

涉及、渗、剩下、实现、动、导致、守、打算、打破、打点、打、算、挫伤、损害、损坏、提

供、体会、体现、添、传、处于、储存、抽、透露、持有、忘却、问、吸引、希望、显露、陷

入、相信、称、想到、想、想象、享受、扯、尝、绣、蹭、藏、掩盖、眼红、表现、遗传、已

知、意识到、引起、隐藏、表达、变得、用、背离、有助于、遇到、预料、遭受、增加、保持、

沾染、占、找、折射、包含、伴、指、制度化、安于、窥见、坐、玷污 

 

2.2.2 補語としての【M2】に当たる“多少” 

今回の調査では、補語としての【M2】に当たる“多少”の用例も見られた。次の例を見て

みよう。 

 

(9)瞎老汉草也铡不了多少了。总是病病歪歪（じいさんは草切りもあまりできなくなっていつ

も病気がちだった。） 
 

上記の“多少”は“铡不了”の後ろに置かれ、補語として使われている。ここでの“多少”
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は“铡草”の程度を表し、その日本語訳は「あまりできない」となる。また「“铡草”の程度」

は話し手の判断にかかわる主観的用法である。 

補語としての【M2】に当たる“多少”は、“比”などを使う比較構文に用いられている。次

の例がそれである。 

 

（10）我们男同学不大好意思打听女同学的岁数，惟据推测，她不会比我们大多少。（男子は遠

慮して、女子学生の年齢など尋ねたりしないが、とはいっても、それほど年上ではない。） 

 

上記の“多少”は“比”の比較構文に用いられ、“大”という形容詞の差量補語として使わ

れている用例である。 

以上の用例は、いずれも副詞として使われ、数量を表す単独型の用例である。今回の調査

及び考察によって、前掲した【M2】（【I1－数量】【I2－程度】【Y 副】【Y 主】【Y 単】【Y 重】）

は検証された。 

 

2.3【M3】に当たる“多少”（125 例） 

“多少”が「数量を尋ねる」の【M3】（I1-数量、Y 代、Y 客）に当たる用例は 125 例があり、

用例全体の 16.5％を占めている。次の三例がそれである。 

 

（11）这票多少钱一张呢？（切符、一枚お幾らですか） 

（12）工资呢？工资多少？（給料は?給料はいくらでした？） 

（13）打听他们知道了没有，知道了多少。（このことを知っているかどうか､知っている場合

どのくらい知っているかなど探りを入れた） 

 

上記の下線部の“多少”は、いずれも代名詞であり、客観的に数量を尋ねる用例である。

例（11）のような「いくら」を表す“多少钱”も、【M3】に当たる。例（12）（13）のように、

“多少”は、単独に用いられる用法もある。 

以上の考察から、前掲した【M3】（【I1-数量】【Y 代】【Y 客】）は検証された。また今回の調

査では、“第多少多少代”（何代目）、“多少多少万”（何万）などの用例も見られたが、このよ

うな用法を【Y 重 ABAB】も設け、付け加えるべきである。 

 

2.4 【M4】に当たる“多少”（141 例） 

代名詞としての用法では「数量を尋ねる」の【M3】のほかに、「不定の数量を表す」用法も

ある。調査したところ、125 例の【M4】（I1-数量、Y 代不定、Y 主）に当たる用例が見られ、

全体の 18.6％を占めている。次の例（14）（15）がそれである。 

 

『国際言語文化学会　日本学研究』第 3号（2）
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（14）用多少算多少。（いくらでも使っていい） 

（15）我为此流了多少泪，自责了多少次，你知道吗？（私はそのためにどれだけ涙を流し､ど

れだけ自分を責めたか､あなたはご存じ？） 

 

上記の例（14）（15）における“多少”は、不定の数量を表す用法であり、話し手の感情に

かかわる用例である。【M4】に当たるのは、例（14）のように「動詞 1+“多少”+動詞 2+“多

少”」という構文に用いられるのが多い。本稿では「動詞 1+“多少”+動詞 2+“多少”」のよ

うな構文を「反復」構文と記す。 

また、例（14）の“用”“算”のほかに、「動詞 1+“多少”+動詞 2+“多少”」に使える動詞

についても、コーパスで検索したところ、次のような用例が見られた。 

要多少有多少、有多少要多少、缺多少补多少、买多少送多少、有多少收多少、说多少是多

少、想多少有多少、做多少算多少、种多少算多少、收多少算多少、满多少送多少、做多少是

多少、有多少买多少、有多少运多少、有多少吃多少、有多少花多少、挣多少花多少、有多少

销多少、消耗多少补多少、征多少退多少、学多少是多少、报多少算多少、吃多少送多少、学

多少算多少、有多少带多少、有多少卖多少、赚多少花多少、有多少写多少、有多少偷多少、

买多少吃多少、捞多少是多少、要多少供应多少、赚多少算多少、有多少做多少、有多少装多

少 

 

「動詞 1+“多少”+動詞 2+“多少”」という反復構文のほか、例（15）の“流了多少泪，自

责了多少次”のように異なる文節に用いられる用例もある。 

以上の用例は、いずれも代名詞として使われ、不定の数量を表し、話し手の感情にかかわ

る用例であり、前掲した【M4】（【I1－数量】【Y 代不定】【Y 主】）は検証された。ここでは、

「動詞 1+“多少”+動詞 2+“多少”」という構文のような「反復」用法（【Y 反復】）という用

法も、新たな用法として付け加えるべきである。 

 

2.5 【M5】に当たる“多少”（52 例） 

不定の代名詞としての用法では「否定形で用い、数量が少ないことを表す」ものもある。調

査したところ、【M5】（I1-2 小、Y 代不定、Y 主、Y 否）に当たる用例が 52 例あり、全体の 6.9％

を占めている。次の三例がそれである。 

 

（16）看一般文章，几乎没有多少生字。（普段の文章ならほとんど知らない字がないまでにな

っていた） 

（17）我们在一起，并没有多少话好谈。（一緒にいても、ほとんど話すこともないが。） 
（18）冬天天是那么短，那么冷，街上没有多少人。（冬の日は短く、寒く、人通りもすくない。） 

 

中国語の“多少”と日本語の「多少」について
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 上記に示したように、三つの例における下線部の“多少”は、いずれも“没有”を使う否

定文に用いられ、数量の少ないことを表す。それに対応する日本語訳は、例（16）（17）のよ

うに「ほとんど〜ない」と、例（18）の「少ない」になるものが多い。 

今回の調査では、“没有”以外の否定文における用法も見られた。次の例を見よう。 

 

（19）我看不到多少值得佩服的人。（敬服できる人にはめったにお目にかかれない） 

（20）那是起不了多少监督作用的。（大した監督の役割は果たせない） 

 

上記に示したように、（19）の“看不到”と（20）の“起不了”は、否定を表す可能補語であり、

その後ろに“多少”が置かれる用例も見られた。 

以上、調査したところ、用例はいずれも代名詞として否定文に使われ、数量の少ないこと

を表し、話し手の感情にかかわる用例である。前掲した【M5】（【I1－2 小】【Y 代不定】【Y 主】

【Y 否】）は検証された。“多多少少”のような重ね型がないため、【Y 単】も新たな用法とし

て付け加えるべきである。 

 

 

2.6 【M6】に当たる“多少”（356 例） 

最後に、【M6】（I1-1 大、Y 代不定、Y 主、Y 肯）に当たる用例が、各用い方のうち最も多く、

356 例あり、全体の 47％を占めている。次の例がそれである。 

 

（21）接触过不知多少各行各业的人（数知れぬ業種の働らく人とも接触してきたが） 

（22）编织下多少叹息和眼泪呀！（どれだけの溜息と涙を織り出したことだろう。） 
（23）花多少钱也得治病啊！（いくらかかったって病気は治しておかねえと） 

 

例における下線部の“多少”は、いずれも不定の代名詞としての用法であり、「肯定形で用

い、数量が多いことを表す」ものである。その日本語訳は、それぞれ「数知れぬ」「どれだけ」

「いくら」となる。 

今回の調査では、連続で異なる文に使われる用例もある。次の例を見よう。 

 

（24）书，书啊！它们来得多么不容易。书是多少敏感的心灵在悲与喜的交织中碰撞出来的火

花；书是多少深思熟虑的头脑对社会、对人生反复思考的结晶；书是多少血与泪浸泡出来的生

活教训；书又是多少哲人对后代的期望和启蒙。（本！それはどれほどの苦労の末に生み出され

るものだろう？それは喜びと悲しみが入りまじり､ぶつかる中で敏感な魂が生みだす火花｡世

の中と人生について､くり返された熟考の結晶｡血と涙のしみこんだ生活の教訓｡哲人たちが

後世に残す期待と､道しるべだ｡） 

『国際言語文化学会　日本学研究』第 3号（2）
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 上記の例（24）における“多少”は、四つの文にまたがって使われているものである。 

以上、調査したところ、用例はいずれも代名詞として肯定文に使われ、数量の多いことを

表し、話し手の感情にかかわる用例である。前掲した【M6】（【I1－1 大】【Y 代不定】【Y 主】

【Y 肯】）は検証されたが、“多多少少”のような重ね型がないため、【Y 単】と例（24）のよ

うに並行する文に使われる用法（【Y 並行】）という二つの用法も新たな用法として付け加え

るべきである。 

 

2.7 まとめ 

本稿の第１節では、辞書的な語釈に基づき、中国語“多少”の用い方を、前掲の（図表 3）

の【M1】～【M6】のように提示した。第２節では、中国語の原文における“多少”の実例と、そ

の日本語訳を考察対象とし、この【M1】～【M6】を検証した。検証した結果から、この従来の語

釈について、次のように修正したいと思う。 

 

 

 

 

（図表 5）本稿で取り扱う“多少”の用い方 

［図表 1］の意味項目 本稿で取り扱う“多少”の用い方 

意味項目① 【M1】 【I1－数量】【Y 名】【Y 客】【Y 単】 

意味項目② 【M2】 【I1－数量】【I2－程度】【Y 副】【Y 主】【Y 単】【Y 重】

意味項目③ 【M3】 【I1－数量】【Y 代】【Y 客】【Y 単】【Y 重 ABAB】 

意味項目④ 【M4】 【I1－数量】【Y 代不定】【Y 主】【Y 反復】 

意味項目⑤ 【M5】 【I1－2 小】【Y 代不定】【Y 主】【Y 否】【Y 単】 

意味項目⑥ 【M6】 【I1－1 大】【Y 代不定】【Y 主】【Y 肯】【Y 単】【Y 並行】

※修正箇所は、波線で示している。 

 

３．日本語の「多少」と中国語の“多少”の相違点 

コーパスの実例から、中国語“多少”の用い方を考察してきた。ここでは、日本語「多少」

と比較しながら、日本語を母語とする中国語学習者にとって、中国語“多少”が理解しにく

い原因を明らかにしたいと思う。 

なお、中国語“多少”は、「代名詞」の品詞性を持っているが、日本語「多少」は持ってい

ない。そのため、両者を比較する際に、【M3】【M4】【M5】【M6】のような代名詞としての用い

方は、考察対象から除外することとする。 
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3.1 名詞としての日本語「多少」と、それに対応する中国語“多少” 

名詞としての“多少”で、“无论多少”“多少不等”のような用法は、日本語「多少」にも

ある。「多少にかかわらず配達します」、「多少を問わず」など 5がそれである。 

そのほかに、中国語では「名詞+（“的”）+“多少”」という用法もあるが、日本語も同じく

それに対応する「名詞+『の』+『多少』」の用法がある。次の用例 6を見よう。 

 

（25）お父さんとお互いに交渉し、接触している時間の多少は、女の子の知能の発達にはあ

まり影響しないけれど、男の子には明らかな影響がみられるのです。（与父亲相处、接触时间

的多少，对于女孩子的智力发育影响不大，但对于男孩子的影响是很明显的。） 

 

上記の例における「時間の多少」は、「名詞+『の』+『多少』」の用例である。その中国語

訳は“多少”となり、上記にある（図表 5）の【M1】に当たる。 

日本語では「『多少』+『の』+名詞」の用法もあり、下記の三つの用例がそれである。 

 

（26）多少のアップダウンはあるものの、最初の急坂に比べれば割合歩きやすい道が続いた。

（尽管起伏不定，但与刚才经过的陡坡相比，显然平坦多了。） 

（27）そのニュアンスには多少の皮肉もこめられているにちがいない。（多少夹带一些讽刺的

意味） 

（28）私自身、率直にいって多少の不安があったことは認めざるをえない。（老实说，我个人

也不能不承认多少有些忐忑不安。） 

 

上記の下線部の「多少のアップダウン」「多少の皮肉」「多少の不安」は、「『多少』+『の』

+名詞」の用法になる。例（27）「多少の皮肉」における「多少」は、中国語の“多少……一

些”、例（28）「多少の不安」における「多少」は“多少有些”に訳され、中国語“多少”の

【M2】に当たる。また、上記の例（26）「多少のアップダウン」は“起伏不定”に訳されてい

るが、【M2】に当たる“多少”に訳すこともできるし、“多少有些起伏”にも訳される。 

今回の調査では、名詞として使われる日本語「多少」が 40 例あり、それぞれの用例数は、

次のようにまとめられる。 

 

 

 

 

 

 

『国際言語文化学会　日本学研究』第 3号（2）

5555



14 
 

（図表 6）名詞として使われる日本語の「多少」 

         

上記に示したように、日本語「多少」は「名詞+『の』+『多少』」と「『多少』+『の』+名

詞」という二つの形がある。前者の「名詞+『の』+『多少』」のほうは用例数が少なく、後者

の「『多少』+『の』+名詞」のほうが多いことが分かった。 

以上の考察から、名詞としての日本語「多少」と、それに対応する中国語“多少”につい

ては、次のようにまとめられる。 

 

（図表 7）名詞としての日本語「多少」と、それに対応する中国語“多少” 

名詞としての日本語「多少」 対応する中国語 

多少にかかわらず/を問わず 【M1】（“无论多少”，“多少不限”など） 

「名詞+『の』+『多少』」 【M1】（「名詞+（“的”）+“多少”」） 

「『多少』+『の』+名詞」 【M2】（“多少……一些” “多少有些”など）

 

 

3.2 副詞としての日本語「多少」と、それに対応する中国語“多少” 

副詞として用いられる中国語“多少”は、単独型のほかに、“多多少少”という重ね型もあ

る。それに対して、副詞としての日本語「多少」は、単独型「多少」以外、重ね型がない。

その代わり、今回の調査では、「多少は」「多少とも」「多少なりとも」という用法が見られた。

次の例がそれである。 

 

（29）日本にも多少は及んでいる。（或多或少波及到日本） 

（30）乗客は多少とも海軍に関係のある人が多かった。（乘客多少都和海军沾点儿边儿） 

（31）人間一般に欲心を、多少なりとも抑制した。（多少抑制了一般人的贪心） 

 

（29）の「多少は」は、「は」で「多少」を強める用法であり、（30）の「多少とも」と（31）

の「多少なりとも」は、「いくらかでも、ちょっとでも」の意味である。いずれも中国語の“多

少”に訳され、【M2】に当たる。（29）は“或多或少”に訳されているが、“多少”にも訳される。 

「『多少』+

『の』+名

詞」, 39例

「名詞+『の』+『多少』」, 1例

中国語の“多少”と日本語の「多少」について
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今回の調査では、副詞として使われる日本語「多少」は 106 例あり、それぞれの用例数は

次のようにまとめられる。 

 

（図表 8）副詞として使われる日本語の「多少」 

  

上記に示したように、副詞としての日本語「多少」には、単独型の用法があり、「多少は」

「多少とも」「多少なりとも」という用法もある。いずれも【M2】に当たる中国語“多少”に

対応できる。 

 

４．おわりに 

再度、冒頭で取り上げた、誤用例①、②を挙げる。まず、“有多帮助”“有少用处”は、な

ぜ不自然なのかについて考えてみたい。 

 

(Ⅰ) 「紙の辞書がどれくらい私たちを助けたのか考えてみてください。だから私は紙の辞書

を残してほしい。」 

【誤用例①】 大家想想，纸质词典对我们有多帮助！所以我希望保留纸质词典。 

【訂 正 1】 大家想想，纸质词典对我们有多少帮助！所以我希望保留纸质词典。 

【訂 正 2】 大家想想，纸质词典对我们有很多帮助！所以我希望保留纸质词典。 

 

(Ⅱ) 「私は外出する前に天気を見て、何を着るかを決めるのが好きです。 だから私は天気

予報がそれほど役に立たないと思う。」 

【誤用例②】 我喜欢出门前看看天气，决定穿什么衣服。所以我觉得天气预报有少用处。 

【訂  正】 我喜欢出门前看看天气，决定穿什么衣服。所以我觉得天气预报没有多少用处。 

 

誤用例①の“多”は、単独で“帮助”を修飾するのが不自然である。但し“很多帮助”は

言える。それについて、コーパスを使い検証もしたが、“有多帮助”はなかったが、“有很多

帮助”はあった。また、訂正文における“有多少帮助”のように、【M6】に当たる“多少”の

形であれば言える。 

多少, 86

例

多少は, 6例

多少とも, 8例
多少なりとも, 6例

『国際言語文化学会　日本学研究』第 3号（2）
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誤用例②は「少ないこと」を表し、訂正文における“没有多少用处”のように、【M5】に当

たる“多少”が使える。「少ない」を表す“很少”は、“用处很少”のような「名詞+“很少”」

は言えるが、“很少用处”のような直接の連体修飾語としては使われない。コーパスを用いて

検証もしたが、“很少用处”はなかった。 

また、“用处很少”と“没有多少用处”は同じか否かについて、筆者は 22 人の中国人を対

象に小さな調査 7を行った。その結果、筆者も含めた全員が「“用处很少”を使うと、話し手

だけでなく、誰でも“天气预报用处很少”というニュアンスになるが、“没有多少用处”なら、

話し手のみの判断になると感じる」という結論となった。 

冒頭の二人の会話の“没多少”もそれである。中国人留学生は、日本人学生の“时薪很多

吧？”という質問を受け、自分の判断で「予想した時給ほど高くはない」ということを伝え

るため、“没多少”を使った。 

“没多少”のような、話し手の主観的感情がかかわる用法には、“多少”のほかに、“几”

がある。これは、同じく日本人学生から聞いた話だが、その学生が、留学中、中国人の友達

に“从这儿到北京大学远吗？”（ここから北京大学までは遠いですか）と聞いたところ、“坐

车过去，不几站。”（バスなら、そんなに遠くはない）と返答された。ここでの“不几站”は

“不太远”であり、主観的感情の用法である。 

誤用例①の訂正 1 と訂正 2 は、どちらが自然であるかについても、この 22 人の中国人を

対象に小調査を行った。その結果、筆者も含めた全員が、「訂正 1 と訂正 2 のどちらも自然で

あるが、“大家想想”という聞き手の共感を起こすニュアンスから、訂正 1 を使うほうが自然

だと感じる」という結論となった。 

 

 

 

注 

 

１．誤用のデータについては、中国語専攻の四回生（中国語を母語としない学生）に、中国

語の授業で書かせた作文を利用した。訂正文は、筆者がそれを訂正したものである。 

２．「中日対訳コーパス」（第一版）は、北京日本学研究センターによって作成された中国語

と日本語の対訳コーパスである。このコーパスには、中国 23 篇の文学作品、日本 22 篇の文

学作品とその訳本を合わせて 105 件の文学作品が収録されている。また、文学作品以外の評

論など、ノンフィクションの作品も収録されている（中国 14 篇、日本 14 篇、日中共同 2 篇

とその訳本合わせ 45 件）。 

３．北京语言大学の「中国語 BCC 语料库」を用い、“经济的多少”“洗澡的多少”で検索したが、

0 例であった。 

４．中国語 BCC 语料库による。 

中国語の“多少”と日本語の「多少」について
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５．『新明解国語辞典』、『岩波国語辞典』、『明鏡国語辞典』、『広辞苑』による。 
６．「中日対訳コーパス」（第一版）における日本語原文の実例である。 
７．中国語母語話者 22 人の出身について、60 代男性 2 人（黒竜江省出身）、60 代女性 2 人

（河南省出身）、50 代男性１人（黒竜江省出身）、50 代女性１人（山東省出身）、40 代男性１

人（山東省出身）、40 代女性１人（遼寧省出身）、30 代男性１人（黒竜江省出身）、30 代女性

2 人（黒竜江省出身）、20 代男性７人（遼寧省出身１人、山東省 2 人、吉林省出身１人、上海

２人、陕西省 1 人）、20 代女性 4 人（天津出身１人、北京出身 1 人、遼寧省出身１人、山東

省１人）であり、全員漢民族である。 
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固有名詞の異文化圏移植に関する一考察 

―日中の企業名・ブランド名をめぐって― 

A note on the translation of proper nouns 
--Focus on Japanese and Chinese enterprise name and brand name-- 

 

王 紅 
 

Summary 

From a linguistic point of view, this research examines the translation issues of enterprise and brand's naming 

through objective data statistics. The research focuses on the issue of translating each other's brand names in Chinese 

and Japanese (Chinese-Japanese translation, Japanese-Chinese translation), and examines the characteristics of the 

intercultural communication of proper nouns. Moreover, the corporate enterprise name as a part of proper nouns is 

contrasted with that person's name and geographical names, then analyze the similarities and differences between 

translation of proper nouns and common nouns.  

Therefore, this research mainly has three parts, the first is the issues of translating enterprise name, the second 

is the similarities and differences between the translation of the name of the enterprise, person's names and 

Geographical name, the third is the translation of the proper nouns and the translation of the common nouns 

similarities and differences. 

 

 

1.はじめに 

国と国の異文化交流に欠かせないのが翻訳である。言語レベルの翻訳論は数多くあるが、

その中でも、「信・達・雅」を最高の翻訳基準だと考えたのが、厳復 1 である。 

これは、①原文に忠実であること、②意味を伝えること、③訳文が綺麗であることの三点

だと理解できるが、①は、原作言語を判断基準にするのに対して、②と③は、読者を判断基

準にしていると言えよう。 

この翻訳理論には、見落としている要素がある。その要素とは、「言語」と「文字」は異な

る記号体系に属するということである。また、言葉の音韻的性質よりも、その意味的性質を

重視する漢字の名前の翻訳では、文字（漢字）の働きがより複雑になるということである。 

 本論文の研究テーマは、企業名・ブランド名の翻訳問題である。企業・ブランド名は、名

詞の中でも特殊な分類で、いわゆる、ロゴ性が顕著である「固有名詞」に属する。特に、地

名のような「継承」された固有名詞よりも、人工的な「創作」である場合が多く、意味も持

ちながら音声的なイメージにも気をつけているのがほとんどである。 

 このテーマの先行研究には、二つの流れがあると言える。一つは、呂（2016）のように、

名詞の中には、さまざまな層が存在し、その特質が異なることを論ずるものである。もう一

つは、左（2008）のように、企業・ブランド名を翻訳の立場から考察する、漢字企業名の取

捨選択と、優劣判断の研究である。 

また、固有名詞に関する先行研究で、企業名・ブランド名にまで言及したものは、莫・筧
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（2005）や、辻（2011）がある。これらの翻訳についての研究で、文化的な視点から、中国

進出日系企業におけるイメージ対策として、アドバイスするものが多かった。それに対して、

言語学の視点からデータを分析し、客観的に論じるものは少ないと言える。本研究は、先行

研究を踏まえた上で、中国語と日本語を区別し、言語学の視点から、漢字とアルファベット

の違いを研究する。さらに、人名や地名などの固有名詞まで広げて、固有名詞の翻訳に関す

る一考察を行った。 

 なお、本研究では、現在の企業・ブランド名が、異言語地域に進出する場合、そのイメー

ジ戦略の一環としての単純な「翻訳」よりも、異言語環境における「再創作」に近い翻訳行

為であると考えている。その上で、漢字が関わる固有名詞の翻訳（再創作）と、そうでない

場合とでは、企業・ブランド名のイメージに、それぞれどのような影響を及ぼすかを考察す

る。これは、文字記号が言語体系に対し、どのように、どれほど干渉するのかという実態観

察とも言える。そして、文字要素を補完するとともに、異言語文化による交渉の要素をもた

らすものである。 

 

2.日本語から中国語へ訳す場合 

本節では、日系企業の会社名やブランド名の中国語訳から、命名法の新な分類法を試みる。

筆者は、『中日英企業・ブランド名辞典』にある 678 社の企業名を分析した。そして、日系企

業の中国語翻訳を、大きく三つのタイプに分類した。自国でも漢字で表記されている漢字系、

元々、漢字で表記されていない非漢字系、両方の組み合わせ漢字系＋非漢字系である。 

 

2.1.漢字系の企業・ブランド名の訳 

日系企業の社名の中国語訳で、元の漢字をそのまま表記する場合が多く見られる。本研究

では、このような場合を「漢字系」と呼ぶ。 

例えば、国内首位の化粧品トップメーカーの「資生堂」の社名の由来は、四書五経の一つ

『易経』にある“至哉坤元 萬物資生”2 からである。西洋の最先端の薬学をベースとする一

方で、社名は東洋の儒教的な思想哲学から命名された。「資生堂」は中国語に訳されると、“资

生堂/資生堂”となり、繁体字から簡体字に変えただけである。 

また、「阪神阪急」（大阪、神戸、京都を結ぶ鉄道を経営する大手私鉄）は、中国で“阪神

阪急”と呼ばれ、「近鉄」（近畿日本鉄道の略称）は“近铁/近鐵”と呼ばれている 3。 

インターネットを運営している「楽天」は、中国に進出する際に、繁体字の“楽天”から

“乐天/樂天”に変えただけである。“楽天”という言葉は、中国語からは「人生に積極的な

考え方を持っている」を表す。こうしたことから、元々、漢字で表記されている日系企業が、

中国に進出する際、それに相当する漢字を使う場合が多い。 

その他、「スズキ」、「トヨタ」などの会社の社名は、日本ではカタカナを使っているが、中

国語に訳すと、日本で隠れされた漢字の「鈴木」、「豊田」を再現し、“铃木/鈴木”、“丰田/

豐田”となっている。   

上記のように、元々漢字表記、或いは隠れ漢字表記の日系企業は、同じ漢字文化圏である

中国に進出する際に、元の漢字の意味に特に不都合がなければ、そのままで表記される場合

が多い。漢字系の分類を、下記の表にまとめた。 
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（表１）漢字系の分類 

分類 下位分類 日本での社名 中国での社名 

漢字系 

漢字表記 

資生堂 资生堂/資生堂 

近鉄 近铁/近鐵 

楽天 乐天/樂天 

隠れ漢字表記 

トヨタ 丰田/豐田 

スズキ 铃木/鈴木 

アサヒ 朝日 

 

また、これ以外のものもみられる。例えば、「サッポロホールディングス」は、中国語に訳

すと、「札幌」の漢字を使わず、音訳から“三宝乐/三寶樂”となる。また、「マツダ」は「松

田」の漢字を使わず、同じく音訳から“马自达/馬自達”で表記される。これ以外にも、「正

栄食品工業」は、中国では“秀爱/秀愛”と呼ばれるし、「不二ラテックス」の「不二」も、

音訳により“福集莱泰库斯／福集萊泰庫斯”と呼ばれる。 

 

（表２）音訳の分類 

日本での社名 中国での社名 

サッポロホールディングス 三宝乐/三寶樂 

マツダ 马自达/馬自達 

正栄食品工業 秀爱/秀愛 

不二ラテックス 福集莱泰库斯/福集萊泰庫斯 

 

しかし、これらのように、元々漢字で表記されている企業名を中国語に訳す場合、あえて

漢字を使わず音訳法で訳すものは、非常に少ない。678 社中、上記の 4 社しかなかった。 

 

2.2.非漢字系の企業・ブランド名の訳 

日系企業では、グローバル・スタンダードとして、社名・ブランド名を命名する際、漢字

を使わず、カタカナ、或いはアルファベット文字を使うものも多い。このような社名・ブラ

ンド名を非漢字系とする。 

非漢字系について、その翻訳法を、「音訳」、「意訳」、「音義分訳」、「移行」、「創作」に分類

した。また、この中の「音訳」を、さらに意味付けができる音訳と、意味付けができない音

訳とに下位分類した。 

多国籍コングロマリットともいえる「ソニー」、日本の大手コンビニである「ローソン」は、

それぞれ、中国語で似ている発音の“索尼”、“罗森/羅森”と訳される。大手総合スポーツ

用品メーカーである「アシックス」は、ラテン語の格言である“Anima Sana Incorpore Sano”

（健全な精神は健全な肉体にこそ宿るべし）の頭文字が由来となっている。中国語で“阿斯

克斯”と訳され、純粋な音訳である。これなどの訳名は、特に意味付けがされていない。 

イオングループのコンビニの「ミニストップ」は、中国語に訳されると、“迷你岛/迷你島”

となる。「あなたが多くの品物で迷う島」という意味で、中国人にとって発音しやすく、覚え

やすい。 

また、日本の大手飲料メーカーである「サントリー」は、中国語の“三得利”に訳される。

『国際言語文化学会　日本学研究』第 3号（2）

6363



 
 

「消費者、販売者、製造者、三者とも利益を得られる」という意味付けがある。中国の消費

者に対して良い印象を与え、親しみを得やすいものである。また、日本語の発音にも近く、

中国人にとっても違和感がない。 

日本の大手衣料メーカーである「ユニクロ」は、中国語で“优衣库/優衣庫”に訳され、あ

らゆる人がカジュアルを着られるという意味を表す。オリジナルの発音をできる限り再現し、

社名からして、販売内容も分かりやすい。以上のように、音訳の上で、新しい意味を与えら

れる翻訳法は、意味付けができる音訳と呼ばれる。 

日本の電器メーカー「ブラザー」、大手アパレルメーカー「ワールド」は、それぞれ中国語

で“兄弟”、“世界”に訳され、典型的な意訳である。また、「JAL ホテルズ」のように、日

本国内では略語で表記される会社名は、中国語に訳すと、省略した部分を再現してから、改

めて意訳法を使う場合もある。「JAL」は「Japan Airlines Co., LTD.」の略語で、中国語訳

は、日本語漢字の社名“日本航空（日航）”から取っている。他にも、下記のような例があ

る。 

 

「イエローハット」→“黄帽子” 

「サンウエーブ」→“日波” 

「ソフトバンク」→“软银/軟銀” 

「DIC（Dainippon Ink Chemical）」→“大日本油墨化学工业/大日本油墨化學工業” 

 

続いて、音義分訳の例として、「ロイヤルホールディングス」が挙げられる。中国語に訳す

と、前半の「ロイヤル」は音訳を使い、後半の「ホールディングス」は意訳を使って、“乐雅

控股/樂雅控股”になる。他にも、下記のようなものがある。いずれも、音義分訳の代表的な

例とも言える。 

 

「ジャストシステム」→“佳思腾软件/佳思騰軟件” 

「ジオマテック」→“吉奥马科技” 

 

また、移行という翻訳法もある。日本企業でアルファベットを使う企業名もあり、中国で

もそのままアルファベットを使う場合である。日本の化学メーカー「JSR」は、中国でも“JSR”

と、電子部品のメーカー「FDK」は“FDK”と表記される。ここでは、漢字系の漢字表記とい

う方法と区別されている。漢字表記は、特に元々漢字で表記される企業名についてであり、

移行は特にアルファベット文字で表記される企業名についてである。つまり、漢字表記は漢

字から漢字へ（日本語漢字と中国語漢字の字体の変換）の場合を指すが、移行はアルファベ

ット文字をそのまま中国で使う方法である。両方とも日本語の企業名と、中国語の企業名と

全く同じであるが、適用対象は異なっている。 

続いて、創作という翻訳法をみていく。例えば、大手流通グループの「イオン」は、中国

語で“永旺”と表記されている。これは音訳と意訳をともなう。「イオン」という言葉は、ラ

テン語で永遠という意味で、さらに発展させて、永遠に盛んである“永旺”としている。中

国人にとっても、受けが良いものであり、違和感がない。 

トイレタリー用品などの大手メーカー「ライオン」の社名は、そもそも、「獅子印ライオン

歯磨」がヒット商品になったことに由来する。中国語の訳では、直接の意訳の“狮子”を使

わず、ライオンの王を表す“狮王”となっている。より強いイメージを生み出している。 
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なお、商品名にはなるが、大手製菓会社の明治から発売されている冬季限定チョコレート

ブランドの「Melty kiss」は、中国語に訳すと、“雪吻”になる。“Melt”は「溶けている」

という意味で、雪解けの様子が想像でき、「雪のキス」とされている。以下、非漢字系の分類

をまとめた。 

 

（表３）非漢字系の分類 

分類 下位分類 日本での社名 中国での社名 

非漢字系 

音訳 
ソニー 索尼 

サントリー 三得利 

意訳 
ブラザー 兄弟 

ワールド 世界 

音義分訳 

ロイヤルホールデ

ィングス 

乐雅控股/樂雅控股 

ジオマテック 吉奥马科技/ 

吉奧馬科技 

移行 
JSR JSR 

FDK FDK 

創作 
イオン 永旺 

Melty kiss 雪吻 

 

2.3.漢字系＋非漢字系の企業・ブランド名訳 

 日本企業の社名では、「東和メックス」や「日立プラントテクノロジ―」などのように、漢

字と仮名の組み合わせで表記される場合がある。これを、漢字系＋非漢字系と呼ぶことにす

る。また、これについて、「漢字表記＋意訳」、「漢字表記＋音訳」、「隠れ漢字表記＋意訳」な

ど、大きく三つのタイプに分けた。 

 炭素製品の大手メーカー「東海カーボン」は、中国語で“东海碳素”と訳される。前半の

「東海」はそのまま使い、後半の「カーボン」は、意訳で“碳素”となる。漢字表記＋意訳

であると言える。これ以外の例には、以下のようなものがある。 

 

「横浜ゴム」→“横滨橡胶／橫濱橡膠” 

「吉野家ホールディングス」→“吉野家控股” 

 

日本電産コパルは、中国語に訳すと、“日本电产科宝/日本電產科寶”となり、漢字表記＋

音訳の例である。他には、以下のような例がある。 

 

「東和メックス」→“东和美克思/東和美克思” 

「富士ゼロックス」→“富士施乐/富士施樂” 

 

 そして、隠れ漢字表記＋意訳という翻訳法もある。例えば、以下のようなものである。 

 

「タカラバイオ」→ “宝生物/寳生物” 

『国際言語文化学会　日本学研究』第 3号（2）

6565



 
 

「トーメンエレクトロニクス」→“东棉电子/東棉電子” 

 

以上のように、漢字系＋非漢字系の分類を、下記の表にまとめる。 

 

（表４）漢字系＋非漢字系の分類 

分類 下位分類 日本での社名 中国での社名 

漢字系＋非漢字系

漢字表記＋意訳 
東海カーボン 东海碳素/東海碳素 

横浜ゴム 横滨橡胶/橫濱橡膠 

漢字表記＋音訳 

東和メックス 东和美克思/東和美

克思 

日本電産コパル 日本电产科宝/日本

電產科寶 

隠れ漢字表記＋意

訳 

タカラバイオ 宝生物/寳生物 

トーメンエレクト

ロニクス 

东棉电子/東棉電子 

 

3.中国語から日本語へ訳す場合 

本節では、『中日英企業・ブランド名辞典』にある 385 社の中国企業を分析した。つまり、

日本国内の中国企業の社名のことである。これについて、日本語は特別な言語とも言え、仮

名と漢字をともに使っている。日本語の仮名は、英語の綴りと同じく、音声アクセス文字の

一種であり、漢字は意味アクセスできる文字である。そのため、中国企業の会社名の日本語

訳は非常に簡単で、その 90％以上は簡体字から繁体字にするだけである。例えば、以下のよ

うなものである。 

  

 “乐百氏集团/樂百氏集團”→「楽百氏集団」 

“中国银联/中國銀聯”→「中国銀聯」 

 

 当然、その中には特例として、音訳法を使う会社名もある。中国の家電メーカー“海爾集

団”(海尔集团)は、音訳による「ハイアールグループ」で表記される。また、コンピュータ

ーメーカー“聯想集団”(联想集团)は、英語の“Lenovo”の発音から、日本語として「レノ

ボ集団」になる。 

 

（表５）中国企業の日本語訳 

翻訳法 中国での社名 日本での社名 

漢字表記 
乐百氏集团/樂百氏集團 楽百氏集団 

中国华能集团/中國華能集團 中国華能集団 

音訳 海尔集团/海爾集團 ハイアールグループ 

联想集团/聯想集團 レノボ集団 

略語 比亚迪/比亞迪 BYD 
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IT 部品と自動車の二大事業を展開する“比亜迪”は、日本語では、アルファベットの BYD

に訳されている。それは“比亜迪”の中国語ピンインの頭文字だと考えられる。中国企業の

日本語訳は、上記の表にまとめてある。 

 

4.日中における企業名・ブランド名の翻訳からみる事情 

 本節では、これまでの翻訳法の会社数、及びその割合を統計した。また、客観的なデータ

から、日本語と中国語の企業名・ブランド名の翻訳の諸事情を分析する。まず、日本語から

中国語への場合を系統的に分類し、次のようにまとめた。 

 

（表６）日本語から中国語への場合 

分類 下位分類 日本語の社名 中国語の社名 会社数 

漢字系 
漢字表記 王子製紙 

王子制纸/王子

製紙 

127 

隠れ漢字表記 アツギ 厚木 123 

非漢字系 

音訳 シャープ 夏普 242 

意訳 ワールド 世界 40 

音義分訳 
ロイヤルホー

ルディングス 

乐雅控股/樂雅

控股 

37 

移行 TCM TCM 9 

創作 
住生活グルー

プ 

骊住集团/驪住

集團 

17 

漢字系＋

非漢字系 

漢字表記＋意訳 東海カーボン 
东海碳素/東海

碳素 

69 

漢字表記＋音訳 
東和メックス 东和美克思/東

和美克思 

12 

隠れ漢字表記＋

意訳 

タカラバイオ 宝生物/寳生物 2 

 

上記の表を見ると、非漢字系の音訳法が一番多い。678 社中 242 社あり、約三分の一を占

めている。続いて、漢字系の漢字表記は 127 社で、隠れ漢字表記は 123 社である。隠れ漢字

表記＋意訳は一番少なく、2 社しかない。これらの翻訳法の割合を統計し、円グラフを作成

した（図１参照）。 

図１をみると、日本語から中国語への場合、三つの大きな翻訳法があり、非漢字系が最も

多く、51％を占めている。続いて、漢字系、漢字系＋非漢字系である。非漢字系の中では、

音訳は一番大きな割合を占めていた。 

日本企業で、純粋な漢字、または隠れた漢字で表記される会社名は、中国語に訳すと、約

95％以上の会社名が元々の漢字で表記されるか、或いは隠れた漢字が再現される。しかし、

元々漢字で表記されている日本企業名、或いは隠れた漢字で表記される日本企業名を、中国

語に訳すと、必ず元の漢字が使われるとは限らない。他の翻訳法も用いられる。 
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（図 1）日本企業のブランド名の中国語訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、日本の自動車メーカー「マツダ」の元々の漢字は「松田」である。しかし、この

漢字で表記していいところを、“马自达/馬自達”として、あえて音訳法を使っている。仮に

「松田」で表記されると、日本企業の会社名ということになる。“马自达/馬自達”に訳され

ると、どの国の企業名かよく分からなくなり、かえってグローバル化には有利である。また、

“马自达/馬自達”という漢字からは、疾走感の意味などを表せる。ただし、これは例外的な

ケースと言える。 

以上のことから、一つの大きな傾向があることが分かった。日本企業の会社名の中国語訳

（日本語から中国語への場合）に、漢字または隠れた漢字で表記される会社名は、中国でも

元の漢字をそのまま使用する。一方で、仮名またはアルファベット文字で表記される会社名

は、中国語に訳すと、音訳法を使うのが多いという傾向である。 

本来、漢字は意味にアクセスする文字で、アルファベット文字と仮名は音声にアクセスす

る文字である。この二種類の文字の性質により、それぞれ重視されることも異なってくる。

また、異文化圏移植の際に、漢字が共通しており、漢字そのものを強調するものが多く、ア

ルファベット文字または仮名が、漢字に訳される場合は、音を強調するものが多いという傾

向がある。続いて、中国企業の会社名の日本語訳、つまり、中国語から日本語への場合につ

いてのデータを分析する。 

 

（表７）中国企業会社名の日本語訳 

分類 中国語の社名 日本語の社名 会社数 

音訳 海尔/海爾 ハイアール 4 

略語 比亚迪/比亞迪 BYD 1 

漢字表記 中国建材/中國建材 中国建材 380 

 

上記の表を見ると、中国企業の会社名の日本語訳では、漢字表記が圧倒的に多い。385 社

の中、380 社あり、99％を占めている。これは、中国企業の会社名は、主に漢字で表記され

ており、日本語でそれらに対応する漢字が用意されているためである。当然、日本語の中で

対応できない漢字もある。 

例えば、“第一拖拉机”での“拖拉”は、日本語で対応できる漢字がない。その場合は、片
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仮名混じりの「第一トラクター」で表記される。さらに、中国大陸、台湾、日本で、漢字は

共通しているが、一対一の関係とは言えない。例えば、日本語で、「皇后」の「后」と「後来」

の「後」は区別されており、意味の違う二つの字となっている。中国語では区別せず、二つ

の字を合併し、“后”を使う。また、台湾では、“台湾”の“台”と“五臺山”の“臺”は区

別されるが、中国大陸では区別しない。そのため、日本、中国、台湾は、同じ漢字文化圏で

あっても、双方向の訳語で、漢字だけに頼る異言語理解は上手くいくとは限らない。やはり、

固有名詞として使われる漢字は、現地の言語を考えるだけではなく、漢字文化圏で全体的に

通用できるかどうかを考える必要がある。 

コミュニケーションの国際化ということからみると、固有名詞に使われる漢字の互換性を

確認したほうがよい。ここでの互換性とは、中国語の漢字と日本語の漢字との字形の統一で

はない。中国語の中でも、繁体字も簡体字もある。それは漢字の具体的な表現であり、“国”

と書いても、“國”と書いても、発音や意味は異なるところがない。これは一つの漢字の二種

類の書き方である。中国語の漢字と日本語の漢字は、発音、意味、字形など違う場合もある

が、文字記号次元における対応関係がある。 

 ここでは、日本語と中国語の対訳で、企業名、人名と地名の翻訳の相違についても触れた

い。まず、企業名の漢字系という翻訳法から説明したい。日本語の企業名は中国語に訳すと、

漢字と隠れた漢字で表記される企業名（漢字系と呼ばれる）は、漢字の還元を優先する傾向

がある。それは固有名詞の人名や地名の翻訳にも通じる。日中の人名は、歴史的には「漢字

表記・自国言語音読み」という習慣があった。この習慣は、両国が戦後、近代言語政策の中

で、基本的に維持してきたものである。日中国交回復の際にも、この慣用に変更する動きは

みられなかった 4。以下に、人名・地名の日中対訳の例を挙げる。 

 

「村上春樹」→“村上春树/村上春樹”  

「東京」→“东京/東京” 

“北京”→「北京」 

“毛泽东/毛澤東”→「毛沢東」    

 

日中の企業名の対訳であっても、人名・地名の対訳であっても、「漢字表記・自国言語音読

み」という習慣がある。 

次に、日本語の企業名の漢字系＋非漢字系と同じく、人名、地名の中にカタカナや平仮名

が入っている場合もある。「日本戸籍法施行規則」の第六十条 5 によると、日本人名に用いら

れる文字について、次のように定められている。 

 

一、常用漢字表に掲げる漢字。 

二、別表第二に掲げる漢字。 

三、片仮名又は平仮名（変体仮名を除く）。 

 

 つまり、中国人名が漢字しか使えないのに対し、日本人名は漢字と仮名をともに使える。

そのため、日本人名の中国語訳には、いくつかの問題が出てくる。 

例えば、日本人女優の「宮沢りえ」は、中国語の“宫泽理惠/宮澤理惠”で表記される。し

かし、実際には「りえ」に対応する日本語漢字は「理恵」の他、「理絵」、「利恵」、「梨絵」、

「里恵」など数多くある。また、「西野カナ」は中国語で“西野加奈”と、「宇多田ヒカル」
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は“宇多田光”と表記される。    

ここからも、固有名詞でも、人名と企業名は全く同じ仕組みではないことが分かる。企業

名の中には、元々日本語には漢字はあるが、企業名として、漢字表記を諦め、仮名で表記さ

れる場合がある。そのような場合、中国語に訳されると、隠れた漢字を再現するものが多い。

しかし、人名は全く違う。日本の人名には元々漢字がなく、直接、仮名で表記される。上記

の例のように、そういう人の名前は中国語に訳すと、同じ仮名でいくつかの漢字を当てられ

る場合が多い。どの字で表記されるのがよいか、本人の選択の意志を尊重するべきである。 

例えば、『ノルウェイの森』に出演した俳優の松山ケンイチは、元々“松山健一”と書かれて

いた時期もあったが、本人の申し出により、“研一”に改めさせたという 6。 

 また、企業名の翻訳と普通名詞の翻訳の相違についても触れたい。企業名は固有名詞の一

種として、翻訳法も普通名詞とは区別される。これは固有名詞と普通名詞の違いの一つとい

ってもよい。普通名詞の翻訳は、意味に基づいたものが多い。つまり、普通名詞の異文化圏

移植の際に、目的言語として同じ物事を指している名詞を見つけ、翻訳法における意訳法を

使うのが基本である。例えば、以下のようなものである。 

 

中国語“牙”→日本語「歯」 

中国語“嘴”→日本語「口」 

 

 中国語の“牙”は日本語の「歯」に対応しているが、日本語の「牙」は「哺乳類の歯の中

で、特に大きく鋭くとがった歯」7 という意味で、人間の「歯」とは異なる意味を持ってい

る。中国語の“嘴”は、「口」という意味である。日本語の「嘴」は鳥類の口器という意味で

あり、中国語の“喙”に対応される。 

 以上のように、普通名詞の翻訳で、中国語から日本語へ訳される場合、両方とも漢字を用

いているが、形が全く同じ漢字であっても、意味が異なる場合もある。そのため、翻訳の際

には、元々の漢字をそのまま使うのではなく、意味的に対応できる単語が使われる。日本語

から中国への場合も同じである。下記の例がそれである。 

 

 日本語「手紙」→中国語“信” 

 日本語「娘」→中国語“女儿” 

 

中には、同じ漢字により、誤解を招く場合もある。例えば、日本語の「手紙」は中国語の

“信”に相当し、そのままでは、中国語の“手纸”として「トイレットペーパー」の意味に

なってしまう。日本語の「娘」は、親からして自分の女の子供の意味になるが、中国語の“娘”

は母の意味を表す。日本語の「娘」は、中国語の“女儿”に対応し、中国語の“娘”は日本

語の「母」に対応する。 

上記のように、普通名詞の訳語は意味に基づいたものが多い。日本語も中国語もともに漢

字を使っていても、普通名詞の翻訳では、日本語の漢字を中国語の字体に変えることができ

ない。同じ漢字であっても、中国語の意味と日本語の意味が違う場合もある。ただし、企業

名の訳名はそうではない。企業名の翻訳で、日本語から中国語へ訳す場合、「資生堂」のよう

に、元々日本語で漢字が使われる企業名は、中国語に訳すと、「资生堂/資生堂」のように、

対応する中国語の字体になるものが多い。また、「トヨタ」のように、日本では元々漢字があ

ったが、企業名として、漢字表記よりも、カタカナを選んでいる場合は、中国語に訳すと、
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「丰田/豐田」のように、漢字を復元させ、中国語漢字で表記される。そして、同時に元の日

本語発音から中国語発音に切り替えられる。 

 

5.まとめ 

漢字圏同士の企業名・ブランド名の対訳問題は、次のようにまとめられる。中国人にとっ

て、アルファベット文字が中国語の漢字に混じって使用される時期はまだ浅く、一般市民に

とって、意味の持つ漢字より、まだ不便に感じるところがある。これについては、『現代漢語

詞典』第三版（1996）から、初めて専門辞書以外の辞書で、アルファベット文字混じりの語

彙が収録されている。ネット時代の影響もあり、第三版の 39 語彙から、2012 年の第六版に

は 239 語彙に増え、アルファベット文字語彙の増加傾向が見られる 8。 

一方で、日本語は明治時代より、漢字に対して開放的な態度を取っている。こうした背景

もあり、中国企業の会社名はたいてい漢字を使い、日本企業の会社名は漢字、アルファベッ

ト文字、仮名などを使っている。 

中国語は、純粋な音声アクセス文字と区別されるが、日本語は音声文字と漢字の両方を持

っている。そのため、中国語と日本語は同じ漢字圏であっても、固有名詞の企業・ブランド

名の翻訳法は異なっている。日本語から中国語への場合、中国語は漢字を使うため、その翻

訳法は、漢字表記（資生堂/资生堂）、隠れ漢字表記（スズキ/铃木）、純粋な音訳（ローソン/

罗森）、連想できる音訳（サントリー/三得利）、意訳（ブラザー/兄弟）、創作（イオン/永旺）

など、実に多種多様である。一方で、中国語から日本語への場合、日本語は漢字と音声文字

の仮名を持っているため、同じ漢字の中国語字体に変えたほうが便利で、そのままの漢字表

記が多い。 

 日系企業名の中国語訳と、中国企業名の日本語訳のデータを分析すると、日本語の企業名

は中国語に訳すと、漢字と隠れ漢字で表記される企業名（漢字系と呼ばれるもの）は漢字の

還元が優先される傾向がある。中国企業名はふつう漢字で表記されるので、日本語に訳すと、

同じ漢字の日本字体に変えただけにある。つまり、日本語と中国語の双方向の訳語で、漢字

系（漢字と隠れ漢字による企業名）は元の発音を諦め、漢字をそのまま残すことが多い。漢

字は意味にアクセスする文字なので、漢字系は意味を重視するものと言える。それに対して、

非漢字系（仮名やアルファベットなどの音声にアクセスする文字による企業名）の中には、

音訳法を使うものが多い。つまり、音を重視している。 

また、日中の企業名と人名、地名の翻訳の相違についても触れた。共通点としては、中国

の企業名と、人名、地名は、日本で「漢字表記・日本字音読み」になる傾向がある。日本の

企業名と、人名、地名は中国で同じ漢字の中国語字体で表記され、中国字音読みをするもの

が多い。異なるところは、日本企業名の中で、元々漢字があって、企業名として、漢字表記

を仮名表記に切り替えた場合である。中国語に訳す際に、本来の漢字を再現するものが多い。

しかし、人名は全く異なる。日本の人名には元々の漢字がなく、直接、仮名で表記されるも

のが少なくない。このような人の名前は中国語に訳すと、同じ仮名でいくつかの漢字を当て

ている場合が多い。そのため、どの字で表記されるのがよいか、本人の意志による選択が必

要だと言える。 

中国語と日本語間で、企業名・ブランド名の翻訳をするのは、普通名詞において大きな違

いがある。まず、企業名の翻訳で、漢字で表記される企業名は、同じ漢字の中国語字体、或

いは日本語字体に切り替えられる。普通名詞の翻訳では、中国語も日本語もともに漢字を使

っていても、漢字字体の切り替えではなく、意味に基づき、対象言語において同じ意味を指
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す言葉を当てる。また、企業名の翻訳では、特に日本語から中国語への場合、漢字の組み合

わせにより、良い意味を与えることもできる。普通名詞の翻訳は、このような方法ではうま

くいかないことが多い。 

 

注 

 

1）1853〜1921 年の中国清末の啓蒙思想家・翻訳家。 

2）「至れる哉坤元、万物資て生ず」として、現代文に訳したら「大地の徳は、なんと素晴ら

しいものであろうか。全てのものはここに生まれる。」 

3)“近铁/近鐵”という表記は、前者が簡体字であり、後者が繁体字である。これ以降の表記

も、簡体字・繁体字を表している。 

4）世間では、1972 年の日中国交交渉の場で、当時の周恩来総理と田中角栄総理が両国の人

名は、原則的に自国の発音で読むことに決めたという言い伝えが流れているが、筆者は当時

の文献を把握しているわけではないが、今日まで続いている現状を見ると、全く根拠がない

とも思えない。 

5）『戸籍法施行規則』平成二十九年九月二十五日公布（平成二十九年法務省令第三十二号改

正）による 

6）【大紀元 2010 年 12 月 17 日訊】(大紀元記者黃宗茂台北報導)による 

7）『スーパー大辞林 3.0』による 

8）中国社会科学院語言研究所編、商務印書館出版『現代漢語詞典』修訂第三版（1996）、第

六版（2012）などを参照 
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在日中国人家庭における文化継承について 
Survey on Cultural Inheritance of Chinese Residents in Japan 

 
小柴 裕子 

 

Summary 

This paper is concerned with the inheritance situation of language and culture between parents and children by 

means of questionnaire and interview survey to Chinese parents and children in Japan. The result revealed that the 

language inheritance is preferential than cultural one. In addition, the difference in the language and event in the 

family between Chinese and international marriage families was observed and the extent of a development of 

language had an influence on the establishment of identity. Hereafter, while the nationality of parents and roots 

diversifies, this survey is continued. To examine the diversity of children carefully, namely, to make the accuracy 

high is an issue in the future. 

 

 
１.はじめに 

日本に在留する外国人は 2014 年に 206 万人に達し、それに伴い日本語指導が必要な外国に

ルーツを持つ児童も 3 万人を超え、今後も増えていく傾向にある。筆者自身も 2012 年から兵

庫県多文化共生サポーターとして、日本語指導が必要な中国にルーツを持つ児童らに関わっ

てきた。学校内での日本語指導や学習支援を通して、彼らの抱える教育課題が言葉の問題だ

けではなく、家庭環境や「アイデンティティ」（identity）から生じる問題と深く関連してい

ることを実感した。 

上野（2005）によると、「アイデンティティ」の原型となる「アイデンティフィケーション」

（identification）は、あらゆるものを他のものと同じであると同定すること、現在あるも

のが過去に知っているものと同じであること、連続していることと定義している。つまり、

「自分が何者であるか」を親から子への連続性の中から、また個人の成長の中から見出し、

自己の中で自我を同一化し、自己の存在証明を確認することである。親から子への連続性の

中で、特に思考の道具となる言語、思考の根源となる文化は重要であると思われる。Cummins

（1984）の「言語相互依存仮説」においても、母語が確立していなければ、その後の第二言

語の発達にも影響を及ぼすことが述べられている。 

本報告では、在日中国人家庭において母語である中国語を含む中国文化の継承の重要性に

着目し、アンケートを元にしたインタビューを通して、在日中国人家庭内の文化継承の実態

調査を行った。 

先行研究には学校をフィールドとした調査は多いが、家庭内の親子関係からの「アイデン

ティティ」調査は少ない。今後さらに増えていくであろうニューカマーにまつわる研究の一

環として、本稿が新しい方面からの一端となることを期待する。 
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２．調査内容 

アンケートとインタビューを通して、在日中国人家庭の親子間における中国文化の継承を

調査し、子の「アイデンティティ」形成への影響を明らかにすることが、本調査の目的であ

る。 

 調査期間は、2016 年の 8 月から 10 月までの 3 ヶ月間である。童話、童謡、成語、迷信に

関するアンケートを基に、インタビュー調査を行った。調査対象は、筆者が継続的に調査し

ている兵庫県に居住する中国人家庭で、7 家庭のうち親 7 人子 10 人である。1 人は韓国人の

親であるため、アンケートには参加していない。 

 

３．調査結果 
3.1.中国文化について 

 一般的に知られている童話、童謡、成語、迷信に関して、どの程度知っているか調査した。

以下のような項目で全 80 項目質問した。 
 

次のお話を知っていますか。 
「孔融让梨」 
①よく知っている  ②聞いたことがある  ③知らない 

 

(1）童話を「知らない」選択数 （子 10 人、親 6 人） 

  子 親   子 親   子 親

①孔融让梨 6 1 ⑧愚公移山 4 0 ⑮后羿射日 4 1 

②司马光砸缸 5 1 ⑨猴子捞月 3 0 ⑯吴刚伐桂 9 4 

③程门立雪 8 4 ⑩夸父追日 5 2 ⑰女娲造人 5 0 

④曹冲称象 4 3 ⑪嫦娥奔月 4 0 ⑱盘古开天 5 1 

⑤铁杵成针 2 0 ⑫西游记 2 0 ⑲封神榜 7 0 

⑥孟母三迁 5 0 ⑬精卫填海 5 0 ⑳仓颉造字 8 4 

⑦悬梁刺股 7 1 ⑭哪吒闹海 3 0

 
童話に関して、ほとんどの子らが「知らない」ことがわかった。中国の小学 5 年の道徳の

教科書に出てくる『仓颉造字』（漢字誕生話）も 8 人が知らなかった。漢字を発明したとされ

る仓颉は、「漢字聖人」として中国各地に記念碑があり、多くの中国人の間で周知の人物であ

る。子のほとんどが、この人物を知らないことがわかった。 

 また、『孔融让梨』（孔融が梨を譲る話）も小学 3 年の道徳の教科書に出てくるが、6 人が

知らなかった。これは「人に物を譲り、謙虚な気持ちを持とう」ということを表した話であ

り、成語にもなっている。小学 2 年の道徳の教科書に出てくる『悬梁刺股』（懸頭刺股）も、
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7 人が知らなかった。「眠気に打ち勝って猛勉強する」ということを表した話であり、こちら

も成語として使われている。中国の童話はそのまま成語として使われているものも多く、子

らは童話とそれに関連する成語ともに知らないことになる。 

 一方、日本でもよく知られている『西游记』（西遊記）は、ほとんどの子が知っていた。『哪

吒闹海』（ナーザの大暴れ）も日本と中国で放映されたマンガであり、ほとんどの子が知って

いた。「（子も）『西游记』はテレビで見て知っている、『哪吒闹海』もテレビで見て覚えてい

るのだろう」という中国人親の発話から、子らの情報元としてテレビの影響が大きいことが

わかった。 

 
(2）童謡を「知らない」選択数 （子 10 人、親 6 人） 

  子 親   子 親

①童年（子ども時代） 
7 2 

⑥明天会更好 

（明日はもっとよくなる） 
9 0 

②虫儿飞（虫が飛ぶ） 9 3 ⑦两只老虎（二匹のトラ） 4 0 

③鲁冰花（魯冰花） 7 2 ⑧新年好（新年おめでとう） 3 0 

④蜗牛（カタツムリ） 9 2 ⑨小星星（お星様キラキラ） 3 0 

⑤我是一只小小鸟 

（私は一羽の小さい鳥） 
8 0 

⑩世上只有妈妈好 

（世界で一番ママが好き） 
3 0 

 
童謡に関しても、子らはほとんどの歌を「知らない」ようだ。日本でもよく歌われるフラ

ンス童謡の「小星星」（お星様キラキラ）、同じくフランス童謡の「两只老虎」（二匹のトラ）

は、幼稚園でよく使われていること、またスーパーやモールでもよく流れていることから、

子らもよく知っていた。 

一方、中国独自の童謡である「我是一只小小鸟」（私は一羽の小さい鳥）や「明天会更好」

（明日はもっとよくなる）といった古い歌は、親はよく知っているのに子らはほとんど知ら

なかった。 

以上のことから、知っている童謡の情報源はテレビ・スーパーといった不特定多数の場や

幼稚園のような家庭外が多く、家庭内での親子間継承はほとんど行われていないことがわか

る。 

 また、童謡をあまり「知らない」という親からは、「あまり中国の歌とかは私自身も知らな

いです」といった発話があった。幼稚園に行っていない親世代も既に古い歌を知らないこと

がわかった。 
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(3）成語を「知らない」選択数 （子 10 人、親 6 人） 

  子 親   子 親   子 親 

①安如泰山 5 1 ⑪海市蜃楼 5 0 ㉑脱胎换骨 4 0 

②白头偕老 4 0 ⑫汗牛充栋 8 4 ㉒笑里藏刀 3 0 

③愁眉苦脸 3 0 ⑬虎头蛇尾 3 0 ㉓眼高手低 7 0 

④出人意外 4 0 ⑭恍然大悟 4 0 ㉔一败涂地 6 0 

⑤得意洋洋 2 0 ⑮教学相长 8 2 ㉕愚公移山 4 0 

⑥度日如年 8 0 ⑯解衣推食 8 3 ㉖郑人买履 6 2 

⑦独一无二 2 0 ⑰力不从心 4 0 ㉗万象更新 7 0 

⑧孤注一掷 7 0 ⑱灵丹妙药 4 0 ㉘抱头鼠窜 7 3 

⑨瓜田李下 6 1 ⑲难以置信 3 0 ㉙杯弓蛇影 5 2 

⑩鬼斧神工 6 1 ⑳山穷水尽 4 0 ㉚亡羊补牢 2 0 

 
“成語大全”によると、成語は 3 万以上あると言われている。子らの童話に関連した成語

の認知度は上述したとおりだが、全般的な成語に関しても、子らは「知らない」が多いこと

がわかる。 
「教学想张」（教えることによって、生徒だけでなく教師も向上する）、「解衣推食」（自分

の服や食べ物を人に与え、誠意を持って人を助ける）は「知らない」8 人、「孤注一掷」（有

り金を全部はたいて勝負にかける）、「眼高手低」（望みは高いが、腕が伴わない）、「万象更新」

（万象が新たになる）、「抱头鼠窜」（頭を抱えて、鼠のようにあたふたと逃げる）は「知らな

い」7 人であった。 
「万象更新」（万象が新たになる）は新年の挨拶でよく聞くフレーズであるが、7 人が「知

らない」こと、「白头偕老」（白髪になるまで仲良くする）は、結婚式のスピーチで必ず出て

くるフレーズだが、4 人が「知らない」ことから、子らは中国の一般生活から得る社会経験

が非常に浅いことがわかる。 
 
(4）迷信を「知らない」選択数 （子 10 人、親 6 人） 

  子 親

①生肖忌讳，如鸡和狗不能配，叫鸡犬不宁（酉年と戌年は不仲） 7 0 

②数字忌讳，4 代表死，38 是骂女人，不 3 不 4 表明不正经， 250 意思有毛病，生了第 4 个儿子，只能叫

5 儿（4 は死、38 は女性への悪口、不三不四は正常じゃない、250 はどこか変、4 番目の子は 5 番目と呼

ぶ） 

5 1 

③写信不能用红笔写，不能用红笔署名（手紙は赤い字で書かない、名前も赤い字で書かない） 5 0 

④到病房看病人时候，不送梨（病人には、梨を贈ってはいけない） 8 2 
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⑤别人过节喜庆的时候，不送钟表（他の人が春節を楽しんでいる時に時計を贈ってはいけない）  6 0 

⑥晚上不扫地，有女儿的人家容易把女儿家的财气扫掉（夜に掃除しないように、娘のいる家は財運を掃除

してしまう） 
10 2 

⑦参加别人婚礼时候不能穿白色的衣服（結婚式で白い服は着ない） 3 0 

⑧床不能对着镜子（ベッドと鏡は向かい合わせにしない） 6 1 

⑨本命年一定要穿红（自分の干支の年には赤いものを身につける） 3 0 

⑩尽量不会选"4"这个数字（４の数字は選ばない方がいい） 4 0 

⑪“梨”不能分着吃（梨は分けて食べない） 6 0 

⑫筷子不能插在饭上，那是祭奠死者的方式（ご飯の上に箸を立てない、それは死者の方法だ） 4 0 

⑬右眼皮跳就会很小心（右目がピクピクしたら注意） 5 0 

⑭吃鱼不能翻面（魚を食べる時裏返しにしない） 8 1 

⑮吃饭的时候不要把筷子插在饭碗中间（ご飯を食べる時箸を真ん中に刺さない） 3 0 

⑯白天不能说人，晚上不能说鬼（昼は人の話をしない、夜は鬼の話をしない） 4 1 

⑰走路的时候不能踩井盖，会倒霉的，影响运气的。踩到了赶紧打打屁股（道で歩く時マンホールを踏まな

い、悪いことが起きて運気に影響する。踏んでしまったらすぐお尻を打つ） 
7 3 

⑱晚上在外面吹口哨容易招惹孤魂野鬼夜（外で口笛を吹いたら鬼を呼ぶ） 6 1 

⑲很多事不能念叨，一念叨就来了，比方说我都好久没感冒了，那么接下来肯定会感冒（たくさん言ったら

本当に来る、例えばずっと風邪を引いてないと言ってると風邪を引く） 
6 1 

⑳左眼跳财（左目がピクピクしたら金運がある） 6 0 

 

迷信に関しても、ほとんどの子らが「知らない」ことがわかった。「自分の干支の年には赤

いものを身につける」、「病人には梨を贈ってはいけない」、「他の人が春節を楽しんでいる時

に時計を贈ってはいけない」といった中国独特の迷信や風習に関しては、ほとんどの子が「知

らない」と答えていた。「赤」は、春節や結婚式で多用する色で、中国では一番縁起がいい色

である。そういった色を身につける習慣や、「梨」は「離」（离）と発音が同じ（谐音）、また

「鐘」（钟）は「終」（终）と発音が同じで、縁起がよくないから贈り物には使わないといっ

た習慣を彼らは知らないことになる。 
しかし、「4 の数字は選ばない方がいい」や「ご飯の上に箸を立てない」、「名前を赤い字で

書かない」といった日本にもある迷信や習慣に関しては、「よく知っている」、「聞いたことが

ある」ことがわかった。「4」の数字は、日本語でも「死」と発音が同じだが、中国語でも「死」

と発音が同じであるため、やはり敬遠されている。    
「ご飯の上に箸を立てない」も死者の食事であるためしてはいけないという迷信は、日本

中国ともに同じである。20 項目の中で、ダミー用として「ご飯の上に箸を立てない」とほぼ
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同じ内容の項目を「ご飯を食べる時、箸を真ん中に刺さない」という違う表現で入れてみた。

その結果、やはり「ご飯の上に箸を立てない」と同じ結果になったので、今回のアンケート

調査での信憑性が確認されたことになる。 
 以上の結果により、子らは日本と同じ迷信に関しては知っているが、中国独特の迷信に関

してはほとんど知らないことがわかった。 
 
(5）親子の発話から見える傾向 
 中国文化に関して、子らからは以下の発話があった。 
 
「学校で勉強した」 
「本は見ないです。新聞も見ないです」 
「成語の勉強はしてない。したいとは別に思わない。面倒くさいし、嫌やな」 

 
以上の発話から、中国の歌や成語は、テレビや学校から情報を得ていることがわかった。 

また、家庭内では中国文化に対する関心が低く、中国の本もほとんど持っていないことがわ

かった。一方、親からは以下の発話があった。 
 
「（中国の本を持って来ていますか？）ないです」 
「勉強してほしいけど、本人が嫌だったらやめていいと思います」 
「勉強したくなかったら、しなくていいと思う。したい時には、いつでも教える」 
「時間がない。学校も忙しい」 
「祖父母と一緒にいたので、これはだめだよ、とかよく聞きました」 

 
以上の発話から、親世代は祖父母や家族から中国文化の継承を受けていたことがわかる。

現在でも中国では親世代が共働きであれば、祖父母に子の養育を頼む習慣がある。しかし、

日本に在住する親世代は、共働きであっても祖父母や親戚が近くにいないこともあり、子に

中国語・中国文化を教える機会が少ない。したがって、教えたいが実際はなかなか教えられ

ていないことがわかる。 
 
3.2.家庭での習慣について 

(1)春節 
中国行事の中で最も重要とされる春節に関しては、両親共中国人家庭と国際結婚家庭で違い

があった。「春節の行事は行います。やはり大切だと思います」という発話からも、両親共中

国人家庭では、日本でも春節を行っているようだ。 
今回の調査で、両親共中国人家庭では日本でも中華料理を作り、春節の際も中国式に祝い、

中国文化を日本でも行っていることがわかった。 
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一方、「しません、私一人だけでしょ、意味ないですよ。夫も娘も中国の行事のことはわか

らないし」という発話から、今回調査した国際結婚家庭は、日本では春節を行っていないこ

とがわかった。 
日本人と中国人の国際結婚では、日本人男性と中国人女性の組み合わせが多く（厚生労働

省人口動態統計特殊報告 『婚姻に関する統計』の概況）、家庭内では日本に合わせた生活に

なっているようである。したがって、両親共中国人の家庭より、習慣による文化継承の機会

がさらに薄いことがわかる。 
 
(2)家庭内言語 

家庭内言語に関しても、両親共中国人家庭と国際結婚家庭で違いが見られた。 
今回調査した両親共中国人家庭では、中国人父母が中国語しか話せないため、家庭内で中

国語を使用していた。そのため子からは、「（日本語は）大丈夫だけど、国語とか全然わから

ない」という発言があり、子の学習言語としての日本語が弱いことがわかる。また、中国語

も 4 技能のうち「話す」「聞く」のみに終始しているため、A 家庭（弟）と F 家庭（弟）は、

中国語・日本語ともに言語能力が弱く、その結果「ダブルリミテッド 1」の傾向が見られた

ことは、小柴(2017)でも明らかとなっている。 
さらに「アイデンティティ」の自覚においても、Ａ家庭（弟）は「（自身を中国人だと）な

んか思う。なぜか思う」と自身が中国人であるとは思うが、どうしてかはっきりわからない

と答え、Ｆ家庭（弟）は「中国人と思ったり、日本人と思ったりする」と自身がどちらかは

っきりしないと答えている。中島（1999）は、言葉の力が弱すぎて自分に対する自信が持て

ないために、帰属意識（＝アイデンティティ）においても混乱に陥っているという。A 家庭

（弟）、F 家庭（弟）からは、中国語日本語ともに思考言語が確立していないため、アイデン

ティティの揺れも見受けられた。 
一方、国際結婚家庭では、今回の調査で日本人男性はいずれも中国語がわからないことが

わかった。したがって、家庭内でも日本語が使われていた。そのため子らの中国語は、日本

語に比べ弱い。しかし、河原（2009）が「人間には自分のアイデンティティの基礎であった

言語文化を子どもに伝承したいという本能があるので、日本語が優勢であっても母語からの

言語文化を使える機会を見つけようとする」と述べているように、今回調査した国際結婚家

庭でも、完全なモノリンガルの子どもはいなかった。これは、国際結婚の母親が積極的に母

語を継承していたと言える。国際結婚の D 家庭の母親も、教育のために子らを幼稚園から小

学校 3 年まで中国に連れて行き、母語教育を行っていた。中国人母親らは、母語の継承に関

して積極的であったと考えられる。 
また、今回の調査では父親が中国人、母親が韓国人の家庭も含まれている。G 家庭の母親

からは、「私と子供は韓国語、旦那と子供は中国語です」との発話があった。母親は在日韓国

人 4 世として「自分の心の中で、ずっと人に嘘を付いているという、ずっと装っているのが

あったので」、子どもに対して「劣等感がないまま育って欲しい」という強い思いがあり、子
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どもを小学校から中学まで神戸の中華同文に通わせていた。そのため子の中国語の基本的な

4 技能は問題がない。さらに日本語能力も高く、大学のセンター受験に挑めるレベルである

と言う。しかし、母親との韓国語は会話程度であるようだ。 
「継承語」について、高橋（2009）は「現地語が強くなるにつれ、自分の『母語』とはい

えない状況にある。かといって親のことばが『外国語』になるわけではない。このような状

況の親のことばを『継承語』と呼ぶ」と述べている。この家庭の子どもは、家庭内では弱い

「継承語」である韓国語と、強い「継承語」である中国語をそれぞれ使い、学校では「現地

語」を使っていて、もはや「母語」という一つの言語に縛られない状況にあると言える。 
 
４．おわりに 

本研究では、在日中国人親子に対するアンケートとインタビュー調査を通して、親子間の

言語文化の継承状況を述べた。 
まず、文化継承に関しては、迷信は「ほとんど知らない」とする子が多く、童話・童謡・

成語も、親に比べて明らかに知識が少ないことがわかった。その背景として、親の「教えた

いけど教えていない」「あまり無理に言わないほうがいい」といった思い、子の「めんどうく

さい」「必要ならする」といった思いがあり、いずれも文化に対する優先度の低いことが確認

できた。どの家庭の子も程度の差こそあれ、親子間のコミュニケーションが成り立つ中国語

は習得しているのに、文化に関しては親子間の差が激しかった。したがって、言語文化は同

時性がありつつも優先順位があり、文化継承より言語継承が優先的であることが確認できた。 
一方、家庭内言語や行事は、両親共中国人家庭と国際結婚家庭で違いが見られた。両親と

も中国人家庭では、日本でも家庭内では中国の春節を行い、中国語を使用している。しかし、

国際結婚家庭では、日本人男性に合わせて日本の行事、日本語の使用が見られた。また、言

語の発達度が、アイデンティティの確立に影響することもわかった。 
今回の調査では、日本と中国以外にも朝鮮族や在日韓国といったルーツを持つ家庭があっ

た。多様な国家、民族を背景とした子らを見ていると、もはや「何人か」といった考えの「ア

イデンティティ」では対応しきれない面も出てきている。エリクソンから始まった「アイデ

ンティティ」であるが、上野（2005）も「アイデンティティ概念はとっくに失効しているこ

とになろう」と述べている。 
しかし、「何人」であるかはさておき、「何者か」といったことを問うことには、大きなヒ

ントがあるように思う。なぜなら、親から子へのルーツという「道」は確実に続いていて、

親は子の成長の中にその「道」を確認し、子も「道」を通して生き方を考えていくからだ。

その「道」を歩いて行く上で、言語と文化は思考の大きな助けとなるはずである。 
今回「ダブルリミテッド」の問題にも触れたが、国際移動をする子らが、「バイリンガル」

になるか「ダブルリミテッド」になるかの落差はあまりにも大きい。調査を通して、どうし

て「ダブルリミテッド」になってしまうのか、どうしたらいいのか改めて考えることになっ

た。 
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今後、兵庫県に居住する中国人家庭の調査を継続して行うとともに、父母の国籍やルーツ

が多様化している中で、子どもの多様化をどれだけ精査し、研究の精度を高めていくかが課

題である。 
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注 
 

１．「ダブルリミテッド」の定義として、中島（2007）は一つ以上の言語に触れて育つ言語

形成期の年少者がどの言語も年齢相応のレベルに達していない状況を意味すると位置づけて

いる。 
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表 1 調査対象者のプロフィール（子） 

 名前 年齢 在日年数 出 生

地 

国籍 父の国籍 母の国籍 来日分類

① 
A 家 庭

（姉） 

20 歳 

（高 3） 
4 年 中国 中国 中国 

中国（残留

孤児 4 世） 

帰国者家

族 

② 
A 家 庭

（弟） 

12 歳 

（小 6） 
4 年半 中国 中国 中国 

中国（残留

孤児 4 世） 

帰国者家

族 

③ 
B 家 庭

（子） 

18 歳 

（高 2） 
3 年 中国 中国 不明 中国 不明 

④ 
C 家 庭

（子） 

12 歳 

（中 1） 
9 年 日本 日本 日本 中国 国際結婚

⑤ 
D 家 庭

（姉） 

16 歳 

（高 2） 
8～9 年 日本 日本 日本 中国 国際結婚

⑥ 
D 家 庭

（妹） 

16 歳 

（高 2） 
8～9 年 日本 日本 日本 中国 国際結婚

⑦ 
E 家 庭

（子） 
10 歳 6 年 日本 中国 

中国（朝鮮

族） 
中国 仕事 

⑧ 
F 家 庭

（兄） 

18 歳 

（高 3） 
8 年 日本 中国 中国 中国 仕事 

⑨ 
F 家 庭

（弟） 
10 歳 5 年 日本 中国 中国 中国 仕事 

⑩ 
G 家 庭

（子） 
17 歳 17 年 日本 日本 

日本（残留

孤児 3 世）

その他（在

日 韓 国 4

世） 

帰国者家

族 

 

表 2 調査対象者のプロフィール（親） 

  名前 年齢 在日年数 出生地 国籍 父 母 

⑪ A 家庭（父親） 42 歳 4 年 中国 中国 中国 中国 

⑫ B 家庭（母親） 41 歳 5 年 中国 中国 中国 中国 

⑬ C 家庭（母親） 38 歳 14 年 中国 中国 中国 中国 

⑭ D 家庭（母親） 49 歳 6 年 中国 中国 中国 中国 

⑮ E 家庭（母親） 39 歳 13 年 中国 中国 中国 中国 

⑯ F 家庭（母親） 44 歳 20 年 中国 中国 中国 中国 

⑰ G 家庭（母親） 46 歳 46 年 日本 韓国 韓国 韓国 
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『国際言語文化学会 日本学研究』原稿執筆規定 
 
京都外国語大学日本語・日本語教育研究会、カルチュラル・スタディーズ研究会では、年１回、研

究会誌『国際言語文化学会 日本学研究』を刊行する。 
 
１．執筆資格： 
その年度の研究会において口頭発表することを原則として条件とする。 
２．原稿の種類： 
1)原稿の種類は以下のとおりで、編集委員会が認めたものとする。 
研究論文：日本学または文化の研究および関連領域について、新規性・独創性のある研究、かつ、

論証性のあるもの。 
2)すべての論文は「投稿論文」として扱い、2 名の査読者による査読を行う。査読に当たった者の

一覧は公開するが、個々の論文における査読者の氏名は公開しない。 
3)論文は未発表のものに限る。他誌に同時に投稿していることがわかった場合は不採用とする。た

だし、未公刊の修士論文、博士論文の一部は投稿できる。 
4)翌年 3 月発行の会誌に掲載されるものの締め切りは 1月の第1日曜日とする。 
３．原稿の分量等： 
1)論文は、原則として 20 ページまでとする。 
2)図表などは上記の枚数に含まれるものとする。 
3)締切日を過ぎた原稿は受け付けない。 
４．要旨などについて： 
論文の初めに英語の要旨をつけること。要旨の分量は 800 字までとする。また、タイトルは、欧

文和文両方を必要とする。 
５．校正： 
原則として、査読以後の文章の訂正、加筆は認めない。ただし、査読者の指示があった場合に限り、

その箇所を修正できる。 
６．原稿の採否： 
編集委員会による査読によって締切日から約１か月で決定される。 
７．原稿の掲載： 
当該号の投稿論文数、その他の事情により次号に繰り越す場合がある。その場合、編集委員会は投

稿者に連絡し、協議するものとする。 
８．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。 
９.著作権について： 
掲載原稿の著作権は、執筆者に帰属する。ただし、編集委員会は、掲載原稿を電子化し、インター

ネット公開・配布するための権利を有するものとする。 
10．原稿の送付先： 
r_kageura@kufs.ac.jp（影浦） 
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