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『国際⾔語⽂化学会 ⽇本学研究』第６号 頭⾔  
 

今年度は、コロナ禍により、「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」にかかわる⽅々の⽣活も⼀変しました。また、両研究会ともに活動の⾃粛を余儀
なくされました。このような状況の中、世界ではオンラインによる研究会が当たり前となり、
両研究会も当然の如く、これを採り⼊れることとしました。そして、今年度は、「⽇本語・
⽇本語教育研究会」で、３回の研究会と１回の講演会を、「カルチュラル・スタディーズ研
究会」で、1 回の研究会と「国際協調・教育研究会」との共催として連続シンポジウム『異
⽂化交流と国際⽀援について考える』を開くことができました。オンラインによる研究会で
は、その参加のしやすさから、⽇本国内、さらには海外から、新たに研究会に参加する⽅も
いらっしゃいました。また、特徴的だったのが、国内や海外で活躍されている京都外国語⼤
学にかかわる⽅々の参加が⽬⽴ったことです。京都外国語⼤学を離れた⽅々が集まる場、ま
た、彼らが活躍する・学べる場を提供することが出来たのは、今年度の⼤きな収穫であった
と⾔えます。 

今回の発刊にあたり、様々なご⽀援をくださった多くの⽅々に、厚く御礼申し上げます。
今後も、多様性を受け⼊れ、学術性を⾼め、本研究会、そして本学術誌を発展させていけれ
ばと願っております。また、それが実現するように、会のメンバーとともに努めてまいりま
す。 
 

⽇本語・⽇本語教育研究会 会⻑          
「国際⾔語⽂化学会 ⽇本学研究」編集委員 辻 周吾 
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観観光光学学をを学学ぶぶ留留学学生生ののたためめのの語語彙彙  
The vocabulary required for international students studying tourism 

 
山田 勇人 

 
Summary 

The growing number of overseas students who come to Japan for majoring in tourism is increasing. Many 

of them have difficulties in learning and understanding vocabulary not to mention kanji characters. This 

paper examines the vocabulary and kanji characters that are needed for those who are studying tourism. 

And it found that the existence of distinctive compound words that are frequently used in the tourism 

segments as well as katakana words that are commonly accepted in the industry but not in the general  public 

at large. Also, as to kanji characters, it found that each one of kanji characters is not specifically difficult 

to absorb for the students however, the vocabularies using those kanji characters are particularly 

characteristic.  

 
 
１１．．ははじじめめにに  

日本語教育において専門日本語教育の必要性が叫ばれて久しい。これまで日本語学習は学

習時間などから初級、中級、上級とレベル分けされ、その中で初級の語彙、中級の漢字、上

級の文法というように各レベルでリスト化された語彙、漢字、文法などを学習項目とし、シ

ラバスが組み立てられてきた。しかし、特に中級、上級と段階を踏めば踏むほど、学習者の

ニーズや専門性などにより本当に必要とされる語彙などは学習者によって様々で、中級や上

級の語彙とされているものを学ぶことが学習者の必要性に合っているとは必ずしも言えない

現状がある。  

筆者は現在、流通科学大学の学部留学生の日本語科目を担当しているが、彼らが講義の中

で遭遇する語彙は必ずしも上述のいわゆる中級語彙、上級語彙をカバーすれば理解できるも

のばかりではない。それは、経済学部の学生であれば、経済学に関する語彙が、観光学を学

ぶ学生には観光学に関する語彙が現れるからである。このような専門性に準じた日本語教育

に関して、介護のための日本語教育など、その必要性の高まりから近年研究が大きく進んで

いる分野もある。しかし、その一方で、進んでいない分野もある。その一分野に観光学を挙

げたい。近年、観光学は観光立国を目指すという日本政府のスローガンを受け、専門に学べ

る大学も増え、観光学を学ぶ留学生も以前に比べ増加していると言われる。 

筆者の勤務校である流通科学大学にも観光学科が設置されており、筆者は初年次教育とし

て彼らの日本語教育を担当している。また、2020年度は非常勤講師として京都外国語大学国

際貢献学部グローバル観光学科においても、観光学を専攻する留学生の読解を担当した。

このような状況を受け、筆者は観光学を専攻する留学生に対し、どのような語彙・漢字教
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育を展開していけばよいのか考える必要に迫られ、結果、観光学を学ぶ留学生のための語彙・

漢字学習テキストの作成を試みるという結論に至った。そして、この語彙・漢字学習テキス

トの中で扱う語彙、つまり観光学を学ぶ上で必要な語彙（以下、観光学語彙と呼ぶ）や漢字

を抽出するにあたり、筆者は大学の講義等で使用される観光学の教科書内の語彙及び漢字を

使用頻度別に順位付けた。さらに、その結果から、どのような語彙、漢字が観光学を学ぶ留

学生には必要なのか、またそれらの特徴としてどのよう点が挙げられるのか調査、考察を行

った。 

本稿は、その過程で明らかになった点を挙げるとともに、その点をどのように教育に生か

すべきか提案したい。 

 

２２．．先先行行研研究究  

観光学の語彙を扱った研究として綛田（2013）、小暮（2015）（2020）がある。小暮は 6 種

の観光学の辞典から「観光学の専門用語」308語を選定し、形式、語種、意味分野の観点から

特徴や指導上の課題について調査し、カタカナ語を含む専門用語の習得や日本の文化や歴史、

地理に関する背景知識の必要性などについて述べている。綛田は観光学系の講義で使用され

ている教科書『観光学基礎』1内の語彙の傾向を分析している。その結果、教科書内の語彙に

ついて、地名や店名などの固有名詞が多く、N2レベルの学習者では、学習に困難を感じると

いった問題点などを指摘している。本研究は、観光学の教科書の語彙を調査する点において、

綛田（2013）の手法を踏襲するものであるが、筆者は語彙のみだけではなく、漢字について

も踏み込んで考察を行った。また、綛田（2013）とは出版時期などが異なる観光学の教科書

を調査対象とすることで、観光学の語彙に関して新たな傾向を探りたいと考えた。 

 

３３．．本本研研究究のの意意義義とと目目的的  

本研究の目的は、観光学を学ぶ留学生のための語彙・漢字の学習テキストを作成するにあ

たり、彼らにとって必要な語彙や漢字を探ることである。学部留学生は、観光学を担当する

教員から教科書を指定され、その教科書をもとに講義が進められる。しかし、留学生からは

その教科書内の語彙及び漢字について困難を感じているとの声を聞く。特に非漢字圏の学習

者にはその傾向が高いようである2。 

そこで、本研究では、観光学の講義等で用いられる教科書を調査対象とし、その中で使用

されている語彙、漢字の特徴について考察を行った。調査対象とした教科書は次の 2 冊であ

る。 

 

・中村忠司、王静編著『新・観光学入門』（2019）晃洋書房 

・竹内正人、竹内利江、山田浩之編著『入門観光学』（2018）ミネルヴァ書房 

 

 語彙調査を行うためには、もっと数多くの文献をあたる必要があると考えるが、まずはこ

2
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漢字学習テキストの作成を試みるという結論に至った。そして、この語彙・漢字学習テキス

トの中で扱う語彙、つまり観光学を学ぶ上で必要な語彙（以下、観光学語彙と呼ぶ）や漢字

を抽出するにあたり、筆者は大学の講義等で使用される観光学の教科書内の語彙及び漢字を

使用頻度別に順位付けた。さらに、その結果から、どのような語彙、漢字が観光学を学ぶ留

学生には必要なのか、またそれらの特徴としてどのよう点が挙げられるのか調査、考察を行

った。 

本稿は、その過程で明らかになった点を挙げるとともに、その点をどのように教育に生か

すべきか提案したい。 

 

２２．．先先行行研研究究  

観光学の語彙を扱った研究として綛田（2013）、小暮（2015）（2020）がある。小暮は 6 種

の観光学の辞典から「観光学の専門用語」308語を選定し、形式、語種、意味分野の観点から

特徴や指導上の課題について調査し、カタカナ語を含む専門用語の習得や日本の文化や歴史、

地理に関する背景知識の必要性などについて述べている。綛田は観光学系の講義で使用され

ている教科書『観光学基礎』1内の語彙の傾向を分析している。その結果、教科書内の語彙に

ついて、地名や店名などの固有名詞が多く、N2レベルの学習者では、学習に困難を感じると

いった問題点などを指摘している。本研究は、観光学の教科書の語彙を調査する点において、

綛田（2013）の手法を踏襲するものであるが、筆者は語彙のみだけではなく、漢字について

も踏み込んで考察を行った。また、綛田（2013）とは出版時期などが異なる観光学の教科書

を調査対象とすることで、観光学の語彙に関して新たな傾向を探りたいと考えた。 

 

３３．．本本研研究究のの意意義義とと目目的的  

本研究の目的は、観光学を学ぶ留学生のための語彙・漢字の学習テキストを作成するにあ

たり、彼らにとって必要な語彙や漢字を探ることである。学部留学生は、観光学を担当する

教員から教科書を指定され、その教科書をもとに講義が進められる。しかし、留学生からは

その教科書内の語彙及び漢字について困難を感じているとの声を聞く。特に非漢字圏の学習

者にはその傾向が高いようである2。 

そこで、本研究では、観光学の講義等で用いられる教科書を調査対象とし、その中で使用

されている語彙、漢字の特徴について考察を行った。調査対象とした教科書は次の 2 冊であ

る。 

 

・中村忠司、王静編著『新・観光学入門』（2019）晃洋書房 

・竹内正人、竹内利江、山田浩之編著『入門観光学』（2018）ミネルヴァ書房 

 

 語彙調査を行うためには、もっと数多くの文献をあたる必要があると考えるが、まずはこ

の上記の書籍から語彙・漢字の特徴を探ることとした。両著を調査対象に選んだのは、観光

学の入門期における使用を目的としていること、観光学の内容を全体的に網羅していること、

出版年が直近であるという理由からである。特に、出版が直近であるという点を今回は重要

視した。というのも、筆者が今回調査を進める中で、観光学語彙が 5年、10年という短いス

パンで変化している可能性があると感じたからである。例えば、観光学語彙として使用頻度

が高く、重要だと思われるものに、「インバウンド」という語がある。朝日新聞データベース

「聞蔵」で「インバウンド」を含む記事を検索すると、この語が初めて出現するのは 2001年

で、その年に 1件、2002年に 3件、2003年に 1件検索された。その後も検索数の増加は見ら

れるものの、20 件を超える年はない。急激に増えるのは 2015 年でその年には 123 件検索さ

れた。あくまでもこれは観光学の専門書ではなく、一般新聞による検索であるが、このよう

な例から観光学語彙の変化という点も考慮に入れるべきだと考え、調査対象の教科書は出版

年の近いものとした3。以上の観点から、本調査では上記の 2冊を選び、この書籍の中で用い

られている語を抜き出し、その頻度の解析等を試みた4。 

 

４４．．一一般般語語彙彙とと観観光光学学語語彙彙のの相相違違点点  

日本語能力試験等に準拠した一般的な日本語教育語彙を一般語彙とした場合、観光学語彙

にはどのような特徴があるのだろうか。以下、一般語彙との相違点ついて述べたい。 

 

44..11  日日本本語語能能力力試試験験ののレレベベルルかからら見見たた比比較較  

 本調査では最初に上記 2 冊の教科書内で用いられている語を頻度別に分けた。そして、頻

度の高い上位 200 語を抽出し、日本語能力試験の語彙との比較を行った。現在、日本語能力

試験は各レベルの語彙基準は公表されていないため、日本語読解学習システム「リーディン

グチュウ太」を使用し、語彙レベルの基準の目安とした。 

上位 200語のうち、級外、つまり N1にも該当しない語は以下の語彙であった。 

 

 ダークツーリズム、挙げる、食、近年、シンガポール、テーマパーク、ホスピタリティ、

メディカルツーリズム、示す、顧客、インターネット、我が国、LCC5、国内、遊園地、 

船場6、（世界）遺産、従業（員）、事例、明治、ツアー、ニーズ、イベント 

 

 これらの語彙を見ると、「食」「近年」「我が国」「国内」などは級外とはなっているものの、

意味の推測が容易であり学習上問題にならないと思われる。また、「シンガポール」「明治」

のような地名や年号なども見られる。このような地名や年号の指導について、木暮（2015）

の指摘にもあるように、シンガポールは国名であるという認識だけでなくその国の位置を、

「明治」であれば、時代区分の名称であるという理解にとどまらず、いつからいつまでの時

代なのかという背景知識の理解も必要になるだろう。また、「明治」という語のみが上位に入

っているが、時代区分を表す「大正」「昭和」「平成」「令和」も同様に重要な語として認識す

3
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べきである。 

「ツアー」「ニーズ」「イベント」「テーマパーク」などカタカナ語が数多く見られることも

観光学語彙の特徴だと言える。特に、上位のカタカナ語の中には「ダークツーリズム」「メデ

ィカルツーリズム」など日本語母語話者でもあまり聞き慣れない語彙が見られるのも特徴で

ある。 

今回の調査において、上位 200語でみると、そのうちの約 16％が級外の語彙であった。逆

に言えば 8 割強は日本語能力試験内の語彙でも対応できるとも言えるが、背景知識の理解が

必要になるものもあり、観光学の語彙学習者が単純な意味理解による日本語学習だけでは解

決できないことを意味している。 

 次に上位 500語までの語彙との比較である。上位 500語も、上位 200語とその傾向は変わ

らない。級外の語彙の一例を挙げる。 

 

 景観、活かす、訪日（外国人）、客室、コンテンツ、パッケージツアー、参詣、戦後、コン

テンツツーリズム、定める、ブライダル、観光立国、特性、ニューツーリズム、生み出す、

マスツーリズム、インバウンド、集客、運行、カジノ 

 

 上位 200語と同様、「訪日」「集客」など意味の推測が容易なものがある一方で、「ニューツ

ーリズム」「マスツーリズム」「インバウンド」「観光立国」などカタカナ語及び専門的な語彙

と言えるようなものが散見される。また、「参詣」のように一般的な日本語教育ではまず学習

することはないと思われる語も含まれている。 

 上位 500語に限って比較すると、一般語彙と観光学語彙が大きく乖離するわけではないが、

それでも全体の 2 割弱は一般語彙には見られない語彙である。上位 500語というかなり頻度

の高いものであることを考えれば、これらは一般語彙には見られない観光学語彙として積極

的に授業内で扱うことは教育上必要なことである。しかし、日本語教育のテキストや授業の

中でどのような扱い方をするかは熟慮する必要がある。これらの語彙を含んだ文と意味を羅

列するだけではなく、例えば「ツーリズム」をテーマにした読解などとともに「ダークツー

リズム」「メディカルツーリズム」といった語彙の意味背景が学習できるようなスタイルは教

育上有効ではないだろうか。他にも方法はあるだろうが、大切なのは語の意味理解とともに、

その語に関する背景知識も活性化される手法だと考える。 

 

44..22  カカタタカカナナ語語ににつついいてて  

 4.1でもカタカナ語の多さについて触れたが、この点についてもう少し述べたい。 

一般語彙との大きな違いとして、カタカナ語がある。今回調査した語彙リストの上位 500

語内のカタカナ語（カタカナの入った混種語も含む）は以下の語彙である。 

 

サービス、ダークツーリズム、シンガポール、テーマパーク、ホスピタリティ、メディカ
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べきである。 

「ツアー」「ニーズ」「イベント」「テーマパーク」などカタカナ語が数多く見られることも

観光学語彙の特徴だと言える。特に、上位のカタカナ語の中には「ダークツーリズム」「メデ

ィカルツーリズム」など日本語母語話者でもあまり聞き慣れない語彙が見られるのも特徴で

ある。 

今回の調査において、上位 200語でみると、そのうちの約 16％が級外の語彙であった。逆

に言えば 8 割強は日本語能力試験内の語彙でも対応できるとも言えるが、背景知識の理解が

必要になるものもあり、観光学の語彙学習者が単純な意味理解による日本語学習だけでは解

決できないことを意味している。 

 次に上位 500語までの語彙との比較である。上位 500語も、上位 200語とその傾向は変わ

らない。級外の語彙の一例を挙げる。 

 

 景観、活かす、訪日（外国人）、客室、コンテンツ、パッケージツアー、参詣、戦後、コン

テンツツーリズム、定める、ブライダル、観光立国、特性、ニューツーリズム、生み出す、

マスツーリズム、インバウンド、集客、運行、カジノ 

 

 上位 200語と同様、「訪日」「集客」など意味の推測が容易なものがある一方で、「ニューツ

ーリズム」「マスツーリズム」「インバウンド」「観光立国」などカタカナ語及び専門的な語彙

と言えるようなものが散見される。また、「参詣」のように一般的な日本語教育ではまず学習

することはないと思われる語も含まれている。 

 上位 500語に限って比較すると、一般語彙と観光学語彙が大きく乖離するわけではないが、

それでも全体の 2 割弱は一般語彙には見られない語彙である。上位 500語というかなり頻度

の高いものであることを考えれば、これらは一般語彙には見られない観光学語彙として積極

的に授業内で扱うことは教育上必要なことである。しかし、日本語教育のテキストや授業の

中でどのような扱い方をするかは熟慮する必要がある。これらの語彙を含んだ文と意味を羅

列するだけではなく、例えば「ツーリズム」をテーマにした読解などとともに「ダークツー

リズム」「メディカルツーリズム」といった語彙の意味背景が学習できるようなスタイルは教

育上有効ではないだろうか。他にも方法はあるだろうが、大切なのは語の意味理解とともに、

その語に関する背景知識も活性化される手法だと考える。 

 

44..22  カカタタカカナナ語語ににつついいてて  

 4.1でもカタカナ語の多さについて触れたが、この点についてもう少し述べたい。 

一般語彙との大きな違いとして、カタカナ語がある。今回調査した語彙リストの上位 500

語内のカタカナ語（カタカナの入った混種語も含む）は以下の語彙である。 

 

サービス、ダークツーリズム、シンガポール、テーマパーク、ホスピタリティ、メディカ

ルツーリズム、インターネット、イメージ、レストラン、アジア、ツアー、ニーズ、イベ

ント、テーマ、コンテンツ、ヨーロッパ、パッケージツアー、アニメ、コンテンツツーリ

ズム、ツーリズム、ブライダル、ニューツーリズム、アメリカ、コレクション、マスツー

リズム、インバウンド、フランス、バス、アトラクション、カジノ、タイ 

 

以下は、上位 1000語内のカタカナ語である。 

 

エコツーリズム、ビジネス、マレーシア、フードツーリズム、リゾート地、ブランド、メ

ディア、ハワイ、ウェディング、エリア、キャンペーン、スタッフ、レジャー、プログラ

ム、スポーツ、タイプ、ブーム、ワイン、ハブ空港、アクセス、オリンピック、ケース、

ターゲット、東南アジア、ネットワーク、ハロウィーン、ユネスコ、ゲスト、ゲストハウ

ス、コンセプト、パンフレット、レクレーション、リゾートウェディング、イギリス、ゲ

ーム、コース、システム、ホスト 

 

上位のカタカナ語の特徴として、次の点が挙げられる。 

第 1 点は国名・地名などが多い点である。先行研究の指摘にもあるように、これは観光学

語彙の大きな特徴である。上記でも述べたように国名や地名を理解できたとしても、それが

どこに位置するのかなど言語教育以外の知識も必要となる。併せて、国名や地名などは原音

や母語との発音の違いから理解しにくいことも考えられ、音声的な指導も必要になる可能性

がある。また、「シンガポール」「フランス」「タイ」など観光学でよく現れる国があり、観光

学上、重要な国名をピックアップして教えることも有効だと思われる。 

第 2 点は、専門用語の存在である。最近、ニュースや新聞などでも「ホスピタリティ」と

いう言葉を耳にする機会が多くなったが、日本語母語話者であっても、その意味を正しく理

解しているとは言えない。このような日本語母語話者でも意味が明確とは言えない語彙がカ

タカナ語には見られる。「インバウンド」「ツーリズム」「ハブ空港」などが同様の語彙として

該当する。このような語彙は能力試験などの一般語彙には見られないものであり、我々日本

語教師側も正しい理解・知識を学んだ上で、指導にあたる必要がある。 

第 3 点は、観光学語彙特有の複合語の存在である。今回の調査で「ツーリズム」というカ

タカナ語は単独で用いられるだけでなく「ダークツーリズム」「メディカルツーリズム」「コ

ンテンツツーリズム」「フードツーリズム」と通常ではあまり耳にしない複合語としても上位

語に現れている。門外漢には「ダークツーリズム」など聞いてもイメージしにくいものも多

い。カタカナ語に限ったことではないのだが、一般語彙には見られない複合語7の存在は、語

彙学習テキストを作成するうえで考慮しなければない点である。筆者は、このように一般語

彙には見られない複合語を「専門複合語」と呼んでいるが、これについては「5.2観光学語彙

に見られる専門複合語」の項で述べる。 

第 4 点は、新しい語が多い点である。観光学の分野では一般的なものでも、一般の日本社
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会ではまだ定着しているとは言えない新しい語が多く存在する。「ダークツーリズム」という

語は、頻度が上位 200 内と観光学では重要な語である。しかし、この語を朝日新聞記事デー

タベース「聞蔵」で検索すると、この語が最初に現れたのは 2013年 7月 16日の「チェルノ

ブイリ、異色のガイド本、東浩紀ら、未来の福島を考える参考に」という記事である。この

中で、「ダークツーリズム」とは「観光学の先端で注目されつつある概念であり、アウシュビ

ッツや広島のような『歴史上の悲劇の地へ赴く新しい旅のスタイル』である」と、説明とと

もに記述されている。説明が記述されているということは、この時点では（今もそうかもし

れないが）、「ダークツーリズム」という語は目新しいあまり馴染みのないものであると言え

よう。その後、この「ダークツーリズム」という語が含まれた記事は 2013年に 11 件、2014

年に 6件、2015年に 18件、2016年に 4件、2017年に 3件、2018年に 5件、2019年に 7件、

2020年に 4件現れる。カタカナ語には、このような一般社会では定着しているとは言い難い

語があることを認識しておく必要があるとともに、今後もこのような新しいカタカナ語が観

光学の世界で現れる可能性もあり、注意しておくべきである。 

第 5 点はカタカナの言い換えである。上位 200内の語として「メディカルツーリズム」と

いう語がある。この語が朝日新聞記事データベース「聞蔵」で初めて現れたのが 2008年 2月

15日の「（前前橋市長選の候補者に聞く：３）医療と優先政策／群馬県」という記事である。

記事は「メディカルツーリズム（医療観光）という言葉がある。重粒子線治療施設が軌道に

乗って、前橋の総合的な病院のネットワーク化も進めれば、アドバンテージ（有利な立場）

を生み出せると思う」というものである。この語が「ダークツーリズム」と異なるのは、記

事の中で「医療観光」と漢語語彙で併記されている点である。今回調査した観光学の教科書

内で、「メディカルツーリズム」は 60 回ほどの使用が見られ上位語となっている一方で、漢

語の言い換え語である「医療観光」は「医療観光者」も含めても 3 回のみの使用となってい

る。この結果だけ見れば観光学語彙としては「医療観光」という漢語ではなく、「メディカル

ツーリズム」と外来語を重点的に指導した方がいいのかということになるだろう。しかし、

「聞蔵」で記事を検索すると、「メディカルツーリズム」を含んだ記事が 49件に対し、「医療

観光」を含んだ記事は 101件に上ることが分かった8。これが、新聞では字数制限などの問題

から漢語が使用されているという理由なのかは不明だが、漢語と外来語の言い換えに関して

は今後の調査対象としたい。具体的に言えば、観光学語彙としてのカタカナ語には漢語など

による言い換え語は存在するのか、その場合、観光学分野で用いられるのはどちらが一般的

なのかという点である。 

 

５５．．漢漢字字ににつついいてて  

今回の調査では、漢字の頻度についても調査を行った。これは、語彙学習と漢字学習は連

動するものだからである。次に、観光学を学ぶ上で必要となる漢字について述べたい。今回

の調査した書籍の中で頻度の高かった上位の 30の漢字9を一例として挙げる。 
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会ではまだ定着しているとは言えない新しい語が多く存在する。「ダークツーリズム」という

語は、頻度が上位 200 内と観光学では重要な語である。しかし、この語を朝日新聞記事デー

タベース「聞蔵」で検索すると、この語が最初に現れたのは 2013年 7月 16日の「チェルノ

ブイリ、異色のガイド本、東浩紀ら、未来の福島を考える参考に」という記事である。この

中で、「ダークツーリズム」とは「観光学の先端で注目されつつある概念であり、アウシュビ

ッツや広島のような『歴史上の悲劇の地へ赴く新しい旅のスタイル』である」と、説明とと

もに記述されている。説明が記述されているということは、この時点では（今もそうかもし

れないが）、「ダークツーリズム」という語は目新しいあまり馴染みのないものであると言え

よう。その後、この「ダークツーリズム」という語が含まれた記事は 2013年に 11 件、2014

年に 6件、2015年に 18件、2016年に 4件、2017年に 3件、2018年に 5件、2019年に 7件、

2020年に 4件現れる。カタカナ語には、このような一般社会では定着しているとは言い難い

語があることを認識しておく必要があるとともに、今後もこのような新しいカタカナ語が観

光学の世界で現れる可能性もあり、注意しておくべきである。 

第 5 点はカタカナの言い換えである。上位 200内の語として「メディカルツーリズム」と

いう語がある。この語が朝日新聞記事データベース「聞蔵」で初めて現れたのが 2008年 2月

15日の「（前前橋市長選の候補者に聞く：３）医療と優先政策／群馬県」という記事である。

記事は「メディカルツーリズム（医療観光）という言葉がある。重粒子線治療施設が軌道に

乗って、前橋の総合的な病院のネットワーク化も進めれば、アドバンテージ（有利な立場）

を生み出せると思う」というものである。この語が「ダークツーリズム」と異なるのは、記

事の中で「医療観光」と漢語語彙で併記されている点である。今回調査した観光学の教科書

内で、「メディカルツーリズム」は 60 回ほどの使用が見られ上位語となっている一方で、漢

語の言い換え語である「医療観光」は「医療観光者」も含めても 3 回のみの使用となってい

る。この結果だけ見れば観光学語彙としては「医療観光」という漢語ではなく、「メディカル

ツーリズム」と外来語を重点的に指導した方がいいのかということになるだろう。しかし、

「聞蔵」で記事を検索すると、「メディカルツーリズム」を含んだ記事が 49件に対し、「医療

観光」を含んだ記事は 101件に上ることが分かった8。これが、新聞では字数制限などの問題

から漢語が使用されているという理由なのかは不明だが、漢語と外来語の言い換えに関して

は今後の調査対象としたい。具体的に言えば、観光学語彙としてのカタカナ語には漢語など

による言い換え語は存在するのか、その場合、観光学分野で用いられるのはどちらが一般的

なのかという点である。 

 

５５．．漢漢字字ににつついいてて  

今回の調査では、漢字の頻度についても調査を行った。これは、語彙学習と漢字学習は連

動するものだからである。次に、観光学を学ぶ上で必要となる漢字について述べたい。今回

の調査した書籍の中で頻度の高かった上位の 30の漢字9を一例として挙げる。 

 

観、光、行、地、業、国、旅、人、的、化 

者、年、日、産、大、設、客、本、要、場 

会、外、文、事、動、体、生、施、域、社 

 

これらの漢字を日本語能力試験のレベルと比較すると10、N1の漢字が 1（施）、N2N3の漢字

が 9（観、光、的など）、N4の漢字が 11（地、業、旅など）、N5の漢字が 9（行、国、人など）

と、半分以上が初級で学習する漢字である。では、漢字学習は観光学に絡めて学習する必要

はないかと言えばそうではない。先に述べたように、漢字学習は語彙学習との連動が必要だ

からである。例えば、「観」という漢字を単体で学習しても意味はない。「観」を親字とした

語彙もあわせて知らなければならないからである。では、「観」はどのような語彙として用い

られているのだろうか。 

 

55..11  親親字字とと語語彙彙ににつついいてて  

現在、日本語教育では様々な漢字学習テキストが出版されている。一般的なスタイルは、

親字を挙げ、その読み方（音読み、訓読み）を紹介した上で、その親字を用いた語彙を提示

するというものである。 

例えば、『INTERMEDIATE KANJI BOOK（以下、『INTERMEDIATE』）』の「観」の項目を見ると、

「カン」という読み方の提示をしたうえで、「観」を用いた語彙として「観察」「観測」「観賞」

「参観」「観光」「概観」「悲観的」「楽観的」「主観的」「客観的」「観点」「観念」「人生観」が

提示されている。 

 「観」という親字に対し、どのような語彙を提示するのかはテキスト作成者の考え方によ

り意見が分かれるところである。日本語能力試験を意識し、N1、N2レベルだと考えられる語

彙を全て提示するテキストもある。しかし、今回筆者が取り組む観光学を学ぶ留学生のため

の語彙・漢字学習テキストでは、観光学を学ぶ上で重要な語彙（頻度が高い語彙）を優先的

に提示するというのが基本的な考え方である。では、「観」という親字が観光学の教科書では、

どのような語彙として用いられているだろうか。今回の調査で、「観」を含む語を語彙リスト

上位 1000語内から抽出すると、頻度の高い順に「観光」「景観」「観点」「概観」「観察」の 5

語が該当した。『INTERMEDIATE』では 13 語もの語彙が提出されているが、観光学の教科書で

は頻度が高かった「景観」は提出されていない。なお、『INTERMEDIATE』で提示されている「観」

を含んだ語と観光学の教科書で見られた語彙を比較すると次のような結果が出た。 

 

「観察」（上位 1000語内）       「観測」（1語も見られず） 

「観賞」（観賞価値で 1語検出）     「参観」（1語も見られず） 

「観光」（上位 1000語内）       「概観」（上位 1000語内） 

「悲観的」（1語も見られず）      「楽観的」（1語も見られず） 

「主観的」（3語検出）         「客観的」（4語検出） 
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「観点」（上位 1000語内）       「観念」（固定観念を含め２語検出） 

「人生観」11（1語も見られず） 

 

また、その他の漢字テキスト12においても本調査で抽出された頻度の高い 5 語すべてを提

示しているものはない。つまり、既存の漢字テキストでは「観」を含む語彙は学習できるも

のの、それが観光学語彙とは必ずしも直結していないことを意味している13。 

 今回の調査で 2 番目に頻度が高かった「光」に関してはさらに特徴的な点が見られる。そ

れは、「光」は頻度が 2番目に多かったものの、「光」を含む語彙は、上位 1000語内では「観

光」しかなかった点である。つまり、「光」を含んだ語としては「観光」だけで十分であり、

その他の語の提示は優先されるものではないと言える。なお、『留学生のための漢字の教科書

中級 700』では、「コウ」「ひかり」「ひか（る）」という読み方と「光線」「光」「光景」「光る」

という語が提示されている14。 

参考として頻度上位（1～5番）の漢字がどのような語彙として用いられているのかまとめ

た。ここに挙げたものは、語彙リスト上位 1000語内の語彙である15。 

 

「観」：観光*、景観、観点、概観、観察 

「光」：観光 

「行」：行う、旅行会社、旅行者、行為、行く、海外旅行、旅行業、旅行業者、旅行商品、 

    新婚旅行、観光行動、運行、旅行産業、行事、行政、飛行機、実行 

「地」：地域、観光地、地方*、～地（目的地）、各地、地元、現地、土地、地図、聖地 

「業」：企業、産業*、事業*、従業員、旅行業、業務、～業（サービス業、製造業）、営業、 

開業、経済産業省 

 

55..22  観観光光学学語語彙彙にに見見らられれるる専専門門複複合合語語ににつついいてて  

 今回の語彙調査で最も頻度が高い語が「観光」であった。漢字の頻度においても「観」と

「光」が 1、2 番と高頻度であった。「観光」という語自体は、リーディングチュウ太によれ

ば日本語能力試験 N2、3 レベルの語であり、学習者にとって難しいものではない。しかし、

「観光」を含んだ複合語が上位 500 語の中に多く現れ、またその中には一般語彙に見られな

いものも多い。以下は、「観光」を含んだ上位 500の語（複合語）である。頻度の高い順に記

述する。 

 

観光客、観光地、観光政策、観光資源、観光者、観光サービス、観光施設、観光振興、 

観光対象、外国人観光客、観光商品、観光立国、観光学、観光行動、観光需要 

 

これらの語彙を見ると、「観光客」「観光地」「観光者」など一般語彙にも見られるもの、「観

光政策」「観光商品」「観光需要」「観光行動」など、一般語彙には見られない組み合わせのも
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れる。これら接辞は、他の単純語と組み合わさり、様々な合成語を形成することがその背景

にある。これら接辞は、観光学語彙の観点から何か特徴は見られるのだろうか。「的」を例に

考える。『明鏡国語辞典』（2010）では、「的」を「多くの抽象的な意味を表す漢語に付いて、

～に関する、～の傾向がある、～の状態の、などの意の形容動詞語幹を作る」と説明されて

いる。例として、「科学的」「機械的」「人工的」などを例に挙げている。今回の調査を見ると、

「的」を用いた語として上位 1000語から「一般的」、「具体的」、「積極的」、「伝統的」、「歴史

的」、「経済的」、「世界的」、「社会的」、「国際的」、「文化的」、「魅力的」、「特徴的」、「本格的」

が挙げられる。リーディングチュウに太による語のレベル判別を見ると、「本格」が N1 レベ

ルと判別された以外は N2以下の語となっている。そのように考えれば、今回の調査で抽出さ

れた「～的」を含んだ語は決して特殊なものではないと言える。一方、「化」は少し様子が異

なる。接辞「化」は、『明鏡国語辞典』（2010）では「名詞などに付いて、そのような性質・

状態などに変える（変わる）意の名詞を作る」とし、例として「機械化」「自由化」「高齢化」

が挙げられている。そして、今回の調査において、「化」を用いた上位 1000 語を見ると、頻

度の高い順に「活性化」「多様化」「商品化」「大衆化」が抽出されている。頻度が最も高かっ

た「活性」はリーディングチュウ太によるレベル判別によれば級外であることを考えれば、

日本語教育において「活性化」が接辞「～化」の最たる例として扱われているとは考えにく

い。そのため、観光学を学ぶ留学生のための語彙・漢字学習テキストを作成する際には、学

習者にとって非常に馴染みのある接辞であっても、観光学で見られる組み合わせを学習者に

提示したいと考えている。 

 

６６．．今今後後のの課課題題ととままととめめ  

今回の調査から観光学語彙の特徴として、一般語彙とは異なる組み合わせである専門複合

語の存在、カタカナ語に見られる一般社会に定着しているとは言えない新しい語の存在、カ

タカナ語の言いかえ語の存在などが明らかになった。漢字は、一般の漢字テキストでは不十

分であり、観光学上重要となる語彙との関連による漢字指導の必要性が明らかになった。 
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本稿では観光学の教科書 2 冊を調査対象としたのみであり、必要な観光学語彙の抽出の一

部分に過ぎないとも言える。また、観光学は、学習する分野の範囲が広く、その分野によっ

ても必要となる語彙にばらつきがあると思われる。今後は、観光学の入門期レベルの書籍の

語彙分析をさらに行うとともに、実際に抽出された観光語彙や漢字をどのような形で教える

のか具体的な手法について考察を深めたい。 

 

注 

1 羽田耕治他（2011）『観光学基礎』（株）ジェイティービー能力開発 
2 京都外国語大学グローバル観光学科 1年生（13名）に、専門教科における困難点をアンケ 

ート調査したところ、非漢字圏の学生は「漢字」と答えた割合が「文法」「カタカナ語」

などの項目より高かった。 
3 観光学語彙の短期間の変化については、「4.2カタカナ語について」で詳しく述べている。 
4 語を抜き出す作業において問題となったのは、どの単位で抜き出すのかという点であっ 

た。例えば、「観光資源」とあった場合、「観光」と「資源」という 2語で抜き出すのか、 

「観光資源」と 1語で抜き出すのかという点である。本調査では、「観光資源」を 1語と

して抜き出している。これは、「観光」と「資源」とした場合、「観光」がどのような合成

語として使用されているかがわからないからである。観光学語彙の指導として重要なの

は、語の頻度だけではなく、語の組み合わせだと考えたからである。 
5「LCC」はその他に分類されたが、級外に含めた。 
6 地名である船場（せんば） 
7 綛田（2013）は、これを専門連語と呼んでいる。 
8「医療観光」という語を含んだ記事は 1992年に 1件見られるが、その後この語を含んだ 

記事は 2006年まで見られない。この語を含む記事が急増するのは 2010年以降である。 
9 漢字は全部で 1838見られた。 
10 日本語読解学習システム「リーディングチュウ太」を使用した。 
11 「～観」と接辞としてではなく「人生観」で検索した。 
12 『日本語能力試験対策日本語総まとめ N1』『留学生のための漢字の教科書中級 700』 
13 『日本語能力試験対策日本語総まとめ N1』では、「観客」「観察」「観覧」「価値観」「悲観」 

の 5語、『留学生のための漢字の教科書中級 700』では、「観察する」「観測する」「観光」の 

3語が提出されている。 
14 『INTERMEDIATE』では、「光」の項が見当たらなかった。 
15 ＊印はその語を含んだ合成語が他にも存在することを意味する。 
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書書きき手手のの視視点点にに基基づづくく受受身身表表現現のの指指導導法法  

――日日本本語語母母語語話話者者とと日日本本語語学学習習者者デデーータタのの比比較較かからら―― 
A Teaching Method of Passive Voice Expressions Based on the Writer's Viewpoint 
--A comparison of the Japanese native speaker group and the Japanese language 

learner group-- 
 

佐古 恵里香 
 

Summary 

This paper is a practical study in which an instructional plan for passive voice expression was 

created based on the results of a questionnaire survey and analysis of the writer's viewpoints using 

illustrations, and the class was given to intermediate and advanced learners of Japanese. First, a 

questionnaire survey was conducted in which native speakers of Japanese and learners of Japanese 

were presented with a four-frame illustration of the same story and asked to write freely. The results 

of this survey showed that in the illustration of the "story on the train," the percentage of people who 

expressed active sentences from the viewpoint of the giver was higher than that of people who 

expressed passive sentences from the viewpoint of the receiver in both groups. The results showed that 

native speakers of Japanese wrote their essays with empathy for the feelings of those who were 

inconvenienced. Based on these results, we developed a teaching plan for passive expressions for 

learners of Japanese and conducted a class. In the free writing of the learners in the second class, the 

rate of misuse of passive expressions decreased, and the percentage of learners who used expressions 

expressing emotional movements increased. This survey revealed that in order to express more natural 

Japanese sentences, "expressions that empathize with the pain of those who are inconvenienced" are 

necessary, regardless of passive expressions. 

 

Keyword: Active learning, Illustration, Writer's viewpoint, Passive voice expression, Empathy,  

 

１１．．ははじじめめにに  

日本語学習者が中上級になっても、受身表現がうまく表出できないのは何故なのだろうか。

山下（1997）は、文法の機能の「違いを強調するあまり、説明が煩雑になりすぎてはいない

だろうか」と「受け身」教授法の問題点を指摘している。筆者の体験だが、受身表現の文法

説明は、細かく説明すればするほど、学習者を混乱させる恐れがある。 

次に、庵（2018）によると、受身とは、「受け手（Y）の立場から出来事を書く文型」であ

り、学習者への受身に関する導入順序は「主語の身に起こったこと」や「話し手にとって、

関与的であり、必要度が高い」ものから指導した方が良いと述べられている。また、原沢（2020）

によると、ヴォイスについて「動詞の表す動きについて、異なる立場から表現する形式のこ
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とを言います」と述べられており、その例として、Xと Yが関係する事実に対して、Xの立場

に立つか、Yの立場に立つかによって、表現方法が異なると言う。 

庵（2018）や原沢（2020）の先行研究から、書き手の立場によって日本語表現が異なるこ

とを理解させることが、受身表現の指導において必要だということがわかった。以下に、イ

ラストを用いて、受身表現の立場の違いの例を挙げる。イラストは筆者によるものである。 

 

図１のイラストは、次のように叙述することができる。 

 

（1）Yの立場では「Yは Xに足を踏まれた」 

（2）Xの立場では「Xは Yの足を踏んだ」 

図１ 出来事の例 

X Y 

 

書き手の出来事を見る立場が変われば、言語表現が変化する。日本語学習者の作文におい

て受身表現がうまく表出できない理由の 1つは、Xの立場で説明しなければいけない場面で、

Yの立場で説明しているからとも考えられる。 

原沢（2020）によると、「直接受身文は、他言語にも共通する言語現象として扱うことがで

きますが、間接受身文と持ち主の受身文は日本語独自の言語表現であると言われています」

と述べられており、学習者は、後者の受身表現でつまずいている可能性がある。この表現の

違いを言葉だけで説明するのは難しさがある。イラストを受身表現の指導に採り入れるのは、

どうだろうか。例えば、図 1のようにイラストを用いると、書き手の立場や視点がどこにあ

るのかを鉛筆で丸や矢印の記号つけるなどすると、説明の助けとなるだろう。この効果を活

かすことで、学習者が受身表現を理解するための役に立つのではないかと考えた。 

本稿は、日本語母語話者と日本語学習者にストーリーのあるイラストの内容を自由記述さ

せ、その記述内容を分析することによって、書き手の視点がイラスト上でどのように移動し

ているのかについて明らかにする。そして、持ち主の受身文の指導法を提唱する。この分析

の結果が少しでも学習者の受身表現の理解の向上に役立てばと考えている。 

 

２２．．研研究究背背景景  

22..11イイララスストトとと視視点点にに関関すするる研研究究  

1970年代頃から、視点に関する研究がはじまり、1990年代頃から、日本語母語話者と日本

語学習者に漫画の内容を作文させ、その作文内容を比較分析するという研究が行われている。 

久野（1978）によると、物語の中で、作家が登場人物の気持ちに感情移入をして記述する

ことはよく知られた事実であり、作家の登場人物による「感情移入」や「自己同一視化」現

象と呼ばれていると言う。さらに、久野（1978）によって、書き手と登場人物の共感度を測

る方法が述べられている。 

森田（1995）によると、「日本語は、自己の視点で表現を組み立てることにたけた、そのよ

うな言語なのである。＜中略＞客観的な『相手』対『私』という、人間関係ではない。この
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ように精神的な複数の人格の直接のふれあいが発想の基本になるため、『私』対『あなた』は

一体化して、意識としての境界がない」を述べられている。久野（1978）や森田（1995）に

よると、日本語表現では、相手との同一化が行われやすい発想があることがわかった。 

次に、大塚（1995）は視点と視点表現の関係について、視点とは、「叙述に際しての話し手

の物理的心理的な位置を指」すことであり、視点表現とは、「話者の心理的物理的位置付けで

あり、同時に外界を話者に位置付けるものである。話者と他の存在物との関係を聞き手に示

し、話の世界を構成する視点表現は、事象を話者に関係づける標識である」と考えた。視点

表現には、授受表現、受身表現、移動表現、使役表現、主観表現、感情表現などがある。 

坂本・康・森脇（2014）の日本語母語話者と中国人日本語学習者の比較研究の結果による

と、日本語母語話者は、自由・固定視座の両方において、受身形や使役受身形、授受表現な

どの構文的手がかりを数多く使って、主人公の視座から描写する傾向が強く、中国人日本語

学習者は、固定視座では主人公の視点から描写する割合は高まるが、日本語母語話者より低

く、主人公以外の登場人物の行為を描写する傾向が観察されたという。 

中村（2019）も、日本語母語話者は、事態把握が主観的で、視座は 1人の人物に固定され

注視点は移動し、視点表現は使用が多くなると述べている。坂本・康・森脇（2014）や中村

（2019）の先行研究から、日本語母語話者と日本語学習者の視点の違いが指摘されている。

そして、受身形や使役受身形、授受表現などの構文は、漫画描写において視点の差が出やす

いことがわかった。これらの構文は、イラストを用いた視点の統一や変化の練習に適してい

ると思われる。 

 

22..22視視覚覚をを利利用用ししたた教教材材  

初級の日本語学習者には、絵カードなどのイラストが語彙や文法の練習で用いられており、

視覚的な助けを用いて学習者の理解を促す方法は、日本語教育でもよく採り入れられている。

図 1のようなイラストや漫画などの材料を用いて授業実践をすることで、中上級の学習者の

作文指導に役に立つのではないか。しかし、絵カードは、1 枚のイラストが多くストーリー

の流れや、登場人物の視点移動を意識して作成された材料は多くはない。また、先行研究で

使われているイラストや漫画は、視点研究のための材料であり、授業に使用するのに適して

いるとは言いがたい。また、著作権の問題もあり、授業で使用するイラストを作成すること

にした。先行研究では、このような材料を「漫画描写」と記述しているが、筆者の作成した

ものはコマ数も少ないので、4コマイラストを、以下「イラスト」と呼ぶ。 

 

22..33イイララスストトのの作作成成  

坂本・康・森脇（2014）によると、「学習者のレベルが低い場合には、漫画の描写に入る前

に、視座が関わるコマについて、『見る場所（＝どこ（何）から見るのか）』を一つ一つ確認

するステップを挟み込むと書きやすくなると思われる」と述べられているが、先行研究では、

1 つのストーリーのある文字表記のない漫画描写のコマの数は 5～10 コマ程度（魏 2010,坂
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本・康・森脇 2014）を使用しているものが多い。10程度のコマの中で、1コマずつ 1つの文

法の抜き出しを目的にしているものが多く、漫画描写のストーリー自体に複雑さがある。先

行研究で使用された漫画描写を別の研究者らも同じように使用していることが多く、授業で

そのまま使えるような材料がない。また、坂本・康・森脇（2014）では、「視座の統一の度合

いは、描かれ方の微妙な違いによって変化する可能性もある」と懸念しており、過去の研究

との比較をする場合は同じ漫画描写を使うため、別の漫画描写があまり用いられていない現

状がある。 

筆者は、学習者へ漫画描写を用いた視座のトレーニングを考える上で、ストーリーを単純

化し、1 つのストーリーの漫画描写の中で起こる出来事を少なくし、確認するべき文法事項

は最小にするべきと考える。以上の点を考慮して、受身表現のイラストを 3枚作成した。ま

た、イラストの登場人物は、2名とした。受け手 Y（ゆか）と与え手 X（ケン）を登場させる。

本稿では、図 2の電車でのイラストを用いて考察する。 

 

図 2 受身表現のオリジナルのイラスト 

 

 

 

３３．．調調査査概概要要  

33..11調調査査目目的的  

受身表現において、書き手の感情移入先によって、言語表現が異なることを視覚的に指導

できるように、図 2のイラストを用いた指導案を作り授業実践を行う。授業実践のために、

まず、視点移動のパターンのデータを集め、日本語母語話者と日本語学習者の作文のデータ

を比較する。集められたデータから、以下の 3つのことを検証する。 

 

（1）図 2の電車場面における、受身表現の使用回数を調べる。 

（2）図 2の電車場面における、書き手の登場人物に対する共感度を測定する。 

（3）図 2の電車場面における、書き手の出来事を叙述する視点パターンをみつける。 

  

  

14

書き手の視点に基づく受身表現の指導法



4 
 

本・康・森脇 2014）を使用しているものが多い。10程度のコマの中で、1コマずつ 1つの文

法の抜き出しを目的にしているものが多く、漫画描写のストーリー自体に複雑さがある。先

行研究で使用された漫画描写を別の研究者らも同じように使用していることが多く、授業で

そのまま使えるような材料がない。また、坂本・康・森脇（2014）では、「視座の統一の度合

いは、描かれ方の微妙な違いによって変化する可能性もある」と懸念しており、過去の研究

との比較をする場合は同じ漫画描写を使うため、別の漫画描写があまり用いられていない現

状がある。 

筆者は、学習者へ漫画描写を用いた視座のトレーニングを考える上で、ストーリーを単純

化し、1 つのストーリーの漫画描写の中で起こる出来事を少なくし、確認するべき文法事項

は最小にするべきと考える。以上の点を考慮して、受身表現のイラストを 3枚作成した。ま

た、イラストの登場人物は、2名とした。受け手 Y（ゆか）と与え手 X（ケン）を登場させる。

本稿では、図 2の電車でのイラストを用いて考察する。 

 

図 2 受身表現のオリジナルのイラスト 

 

 

 

３３．．調調査査概概要要  

33..11調調査査目目的的  

受身表現において、書き手の感情移入先によって、言語表現が異なることを視覚的に指導

できるように、図 2のイラストを用いた指導案を作り授業実践を行う。授業実践のために、

まず、視点移動のパターンのデータを集め、日本語母語話者と日本語学習者の作文のデータ

を比較する。集められたデータから、以下の 3つのことを検証する。 

 

（1）図 2の電車場面における、受身表現の使用回数を調べる。 

（2）図 2の電車場面における、書き手の登場人物に対する共感度を測定する。 

（3）図 2の電車場面における、書き手の出来事を叙述する視点パターンをみつける。 

  

  

5 
 

33..22調調査査方方法法 

（1）を検証するために、日本語母語話者と日本語学習者の作文における、受身表現の使用

回数を記録する。（2）を検証するために、各コマにおける書き手の視点移動と登場人物への

共感度を分析する。この共感度の分析を用いて（3）を導き出すために、日本語母語話者と日

本語学習者の各コマと書き手の気持ちの表現を比較し出来事を叙述するパターンを導き出す。 

また、坂本・康・森脇（2014）において、「自由視座における視座統一の形成の度合いは、

漫画のストーリーや登場人物の描かれ方に影響を受けやすい可能性がある」と述べられてお

り、本稿の調査結果も、このイラストにおける視点研究の一考察であることを留意したい。 

  

33..33共共感感度度のの分分析析方方法法  

書き手と登場人物の共感の程度を分析するために、久野（1978）の「共感度」を用いる。

久野（1978）によると、「文中の名詞句の指示対象 X に対する話し手の自己同一視化を共感

（Empathy）と呼び、その度合、即ち共感度を E（X）で表す。共感度は、値 0(客観描写)から

値（1）(完全な同一視化)迄の連続体である」（p.324-325）と定義されている。イラストのコ

マ毎の共感度を出し、そのコマにおける書き手の登場人物への共感を測定する。このイラス

トにおいて、記号の Xは、与え手＝ケンであり、Yは、受け手＝ゆかである。 

 

E（X）＜E（Y） 

E（X）＞E（Y） 

E（X）＝E（Y）＝0 

 

書き手が、ケン（X）と完全な同一視化をしている状態は、E（X）＝1であり、ユカ（Y）と

完全な同一視化場合は、E（Y）＝1 である。本稿では、共感度の分類を値 1 か値 0 かで判断

している。 

 

33..44書書きき手手のの視視点点移移動動をを可可視視化化すするるたためめののママーーククののルルーールル  

久野（1978）の共感度の分析方法を用いて、書き手の視点を記号によってマークしていく

ことで、イラストにおけるストーリーの流れと視点を動線として可視化するというアプロー

チを試みる。まず、可視化のためのルールを決める。イラストの各コマに、書き手の視点を

線と四角のマークで書き込む。線は、書き手の視点がどちら側なのかを表し、X側と Y側に、

それぞれ垂直の線を描き込む。客観的に叙述されたものは、コマを四角で囲む。書き手の書

く主語が、コマの主人公と仮定して、コマごとの視点をマークする。マークすることによっ

て、ストーリー全体における書き手の視点移動が可視化できる。 

 

33..55視視点点移移動動ののパパタターーンンのの分分類類  

イラストに出てくる登場人物 2名と書き手と出来事の関係を共感度の分析方法にもとづい
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て測る。視点移動のパターンは、（1）書き手が、受け手（Y）の視座で書いているものを Y型、

（2）与え手（X）の視座で書いているものを X型、（3）客観的に出来事を観察しているもの

（Objective Eyes）OE型と呼ぶ。 

  

33..66調調査査時時期期・・対対象象者者  

調査は、日本語母語話者と日本語学習者に図 2を見せて自由記述させる。対象者には、イ

ラストについての事前情報を与えていない。設問は「どんな話ですか」で、「友だちに話すよ

うに書いてください」と指定した。両グループともデータの回収方法は、オンラインツール

“Google form”である。 

 

日本語母語話者 

（1）対象者:日本に住む日本語母語話者 22名 

（2）年齢：20代（1名）、30代（14名）、40代（6名）、50代（1名）、60歳以上（1名） 

（3）性別：女性（12名）、男性（10名） 

（4）実施日:2020年 10月 24日～11月 24日 

 

日本語学習者 

（1）対象者:日本国内の 20代の大学生 29名（出身国の内訳は、中国、韓国、アメリカ、 

インドネシア、ベトナム 注：人数の多い順） 

（2）実施日：1回目は 2020年 10月 19日／2回目は 2021年 1月 25日 

（3）日本語レベル：日本語能力試験の N2相当、日本語の平均学習歴 2年程度 

  

４４．．日日本本語語母母語語話話者者とと日日本本語語学学習習者者ににおおけけるる作作文文のの分分析析  

4 章では、受身表現の検証と、出来事の叙述の違いをパターン別に分類したものを表にま

とめ、日本語母語話者と日本語学習者の具体例をあげて出来事について考察する。 

 

44..11受受身身表表現現のの回回数数  

表 1は、日本語母語話者と日本語学習者の受身表現と能動文を使用した割合と平均文字数

をまとめたものである。両グループとも、作文の文字数には、正規分布がみられた。 

 

表 1 受身表現と能動文を使用した割合と平均文字数の比較 

 能動文 受身文 受身の誤用 

 割合 文字数 割合 文字数 割合 文字数 

日本語母語話者（22名） 60％ 74字 40％ 48字 - - 

日本語学習者（29名） 68％ 90字 14％ 64字 18％ 224字 
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て測る。視点移動のパターンは、（1）書き手が、受け手（Y）の視座で書いているものを Y型、

（2）与え手（X）の視座で書いているものを X型、（3）客観的に出来事を観察しているもの

（Objective Eyes）OE型と呼ぶ。 

  

33..66調調査査時時期期・・対対象象者者  

調査は、日本語母語話者と日本語学習者に図 2を見せて自由記述させる。対象者には、イ

ラストについての事前情報を与えていない。設問は「どんな話ですか」で、「友だちに話すよ

うに書いてください」と指定した。両グループともデータの回収方法は、オンラインツール

“Google form”である。 
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（2）年齢：20代（1名）、30代（14名）、40代（6名）、50代（1名）、60歳以上（1名） 
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（4）実施日:2020年 10月 24日～11月 24日 

 

日本語学習者 

（1）対象者:日本国内の 20代の大学生 29名（出身国の内訳は、中国、韓国、アメリカ、 

インドネシア、ベトナム 注：人数の多い順） 

（2）実施日：1回目は 2020年 10月 19日／2回目は 2021年 1月 25日 

（3）日本語レベル：日本語能力試験の N2相当、日本語の平均学習歴 2年程度 

  

４４．．日日本本語語母母語語話話者者とと日日本本語語学学習習者者ににおおけけるる作作文文のの分分析析  

4 章では、受身表現の検証と、出来事の叙述の違いをパターン別に分類したものを表にま

とめ、日本語母語話者と日本語学習者の具体例をあげて出来事について考察する。 

 

44..11受受身身表表現現のの回回数数  

表 1は、日本語母語話者と日本語学習者の受身表現と能動文を使用した割合と平均文字数

をまとめたものである。両グループとも、作文の文字数には、正規分布がみられた。 

 

表 1 受身表現と能動文を使用した割合と平均文字数の比較 

 能動文 受身文 受身の誤用 

 割合 文字数 割合 文字数 割合 文字数 

日本語母語話者（22名） 60％ 74字 40％ 48字 - - 

日本語学習者（29名） 68％ 90字 14％ 64字 18％ 224字 
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図 2のイラストの 3コマ目の場面において、日本語母語話者は、受身表現を用いた割合が

40％、能動文を用いた割合が 60％で、能動文が受身文を上回った。日本語学習者も能動文を

用いたものが 68％となり、両グループとも能動文で出来事を叙述していた。日本語母語話者

は、受身表現の使用率が高いと予想していたが、図 2の場面においては能動文を使用する割

合が高かった。また、3 コマ目の場面で受身表現を用いた人は、主語が省略され、少ない文

字数で内容がまとまっていた。日本語学習者についても同様の結果がみられた。 

 

44..22視視点点ののパパタターーンン  

日本語母語話者 22 名と日本語学習者 29 名の合計 51 名の作文を、イラストの 1 コマ目か

ら 4コマ目の各コマにおける共感度の違いにより、合計で 8つに分類した。最終的な視点は、

4コマ目の結部での感情移入先によって判定する。4コマ目で、Yの視点に立ったものが 4パ

ターン（Y型）、Xの視点に立ったものが 1パターン（X型）、客観的に出来事を述べているも

のが 2 パターン（OE 型）みられた。Y 型は、受身表現の有無により 2 つに分けられ、Y 型の

①②は 3コマ目に受身表現がみられたもの、Y型の③④は能動文がみられたものを分類した。 

イラストの各コマは、客観的に出来事を述べているもの（E（X）＝E（Y）＝0）や、どちら

かの登場人物の気持ちになって書かれているもので、叙述のパターンを 3つに分けている。

例えば、1 コマ目から登場人物の気持ちになって筆記しているものは、登場人物への共感度

が高く、E（Y）＝1の状態である。 

次に、視点のパターンを見ていく。Y①型は、Y との共感度が最も高い叙述である。Y②型

は、前半部（1、2 コマ目）が客観的に出来事を述べているので、やや共感度が下がる。Y③

型、Y④型も、前半部が客観的描写で、3コマ目が Xの視点になり、4コマ目で Yの気持ちに

共感しているパターンである。その 4 コマ目での視点の動きの違いにより 2 つに分けた。Y

④型が、4コマ目で最も複雑な視点の動きがみられた。また、書き手と登場人物の共感度は、

①が最も高く、④になるにつれて低くなる。 

X型は、Xとの共感度が最も高い叙述パターン X①型は、0名だったが、X②型の前半部が客

観的描写で後半部に Xの視点になる叙述パターンは確認された。 

OE型は、出来事を客観的に叙述しているパターンである。OE①型は、日本語学習者 2名に

みられた。OE②型は、1、2コマ目と 4コマ目が客観的描写で、3コマ目の主語が Xの叙述パ

ターンのものを分類している。 

表 2は、日本人母語話者と日本人学習者の書き手の視点に基づく叙述パターンをマークで

表したものである。 
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表 2 両グループの書き手の視点に基づく叙述パターンと人数（名） 

 ←高い 登場人物への共感度 低い→  

3コマ 受身表現 能動文 判定不可 

Y型 Y①型 

 

JJ：2名 

JL：0名 

Y②型 

 

JJ：7名 

JL：5名 

Y③型 

 

JJ：12名 

JL：4名 

Y④型 

 

JJ：1名 

JL：4名 

受身表現

の誤用 

 

 

 

JJ：0名 

JL：4名 

X型   X➀型 

 

0名 

X②型 

 

JJ：0名 

JL：1名 

 

OE型   OE➀型 

 

JJ：0名 

JL：2名 

OE②型 

 

JJ：0名 

JL：6名 

誤用 

JJ：0名 

JL：2名 

判断不可 

JJ：0名 

JL：1名 

注：日本語母語話者＝JJ、日本語学習者＝JL。 

 

表 2より、日本語学習者は、Y②型（5名）と、Y③型（4名）、Y④型（4名）、OE②型（6名）

のパターンで叙述しているものが多かった。Y②型は、受身表現であり、書き手と受け手の共

感度が高いものもみられたが、受身表現の誤用も 4名いた。OE②型は 6名で、客観的に出来

事を述べているものが最も多かった。 

 

44..33日日本本語語母母語語話話者者のの具具体体例例とと考考察察  

次に、日本語母語話者と日本語学習者のそれぞれの具体例をあげ、視点表現の考察を行う。 

まず、イラストの 3コマ目に受身表現がみられた例をあげる。日本語母語話者の作文は、

原文そのままである。下線は筆者による。 
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事を述べているものが最も多かった。 

 

44..33日日本本語語母母語語話話者者のの具具体体例例とと考考察察  

次に、日本語母語話者と日本語学習者のそれぞれの具体例をあげ、視点表現の考察を行う。 

まず、イラストの 3コマ目に受身表現がみられた例をあげる。日本語母語話者の作文は、

原文そのままである。下線は筆者による。 
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（1）電車乗ってたら、急ブレーキかかって隣の人に足踏まれたのに無視やってんて！（Y

①型） 

（2）電車が急ブレーキをしてよろめいた時にケンに足を踏まれた。（Y②型） 

 

（1）（2）は、主語をはっきり書いていない。「電車に乗っていたら」から始まり、一貫し

て、Y の視座で述べられている。書き手と登場人物（受け手）の共感度が高い状態であるこ

とがわかる。イラスト内に、登場人物の名前を「ゆか」「ケン」と書いているにも関わらず、

作文内には「ゆか／ケン」の文字がみられない。そして、文型「のに」を用いて、「踏まれた」

ことに対して、何の行動もしない Xを「無視やってんて！」と表現し、非難している。 

（2）の 1コマ目の主語は「電車」であり客観的に出来事を叙述しており、感情移入はみら

れない。2 コマ目で「よろめいた」の主語は Y と X であるので、視座は客観的とした。そし

て、3コマ目の場面で「足を踏まれた」と叙述し、Yの視座になっている。（1）よりも Yへの

共感は低い状態である。 

次に、3コマ目に能動文がみられた具体例をあげる。 

 

（3）ケンとゆかが電車に乗ってて、何が原因かわかんないすけど電車が急に止まりまし

た。そのせいでケンが誤ってゆかの足を踏んじゃったんですが、ケンは謝りませんでし

た。こいつやばくね？（Y④型）  

（4）電車が急ブレーキをかけたとき、満員電車でケンとゆかが乗り合わせてたんだけど、

揺られた拍子にケンがゆかの足を思い切り踏んじゃったのよ。ゆかはめちゃ怒ってた。

ケンは素知らぬ顔でどっかみてた。ゆかは踏んだのが誰か気づいてなかったのかな。た

けし知らんふりするのはあかんわな。※たけし＝ケンの誤記。（Y⑤型） 

 

（3）は、前半部は「電車」が主語で観視的である。（4）の 3コマ目の主語は、Xだが、（3）

同様にモダリティがみられ、さらに「謝る」や「知らんふりするのはあかん」という語彙か

ら、（3）（4）の書き手は、Yの視点で感情移入していることがわかる。（3）の「こいつやばく

ね？」の「こいつ」は Xのことであり、かなり強い口調で Xを非難している。道徳意識が高

い可能性がある。（4）は、前半部の主語が「電車」で客観的と判断した。3コマ目以降の登場

人物への視点移動が多くわかりにくい。（3）と同様に「知らんふりする」Xを非難している。 

  

44..44日日本本語語母母語語話話者者ままととめめ  

日本語母語話者は、イラストの結部では全員が Yの視座に立って感情移入をしていた。表

1で、3コマ目が能動文で書かれた作文からも、書き手の「被害者への共感」や「感情移入の

気持ちの表現」がみられた。日本語母語話者の具体例より、能動文でも「迷惑を表す表現」

が入っていれば、図 2の場面において、受身表現を必ず使う必要がないことがわかった。 

さらに、異文化理解にかかわるが、（3）や（4）のように、足を踏んでも謝らないというマ
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ナーの悪い人への非難がみられたことから「マナー」などの日本の文化を理解することも必

要だろう。 

また、日本語母語話者から「アンケートの回答に時間がかかった」や「何を書くか迷った」

という意見があった。回答者は、どちらの視点に立って述べるべきなのかを考えるために、

回答に時間を要したと考えられる。そのため客観的な表現が採用された可能性もある。 

 

44..55日日本本語語学学習習者者のの具具体体例例とと考考察察  

日本語学習者の作文で、受身表現がみられた例を挙げる。 

 

（5）今日、電車はとても混雑していた、私はうっかりケンに足を踏まれた。（Y②型） 

（6）バスで大変だったよ。バスが急に揺れてケンに足を踏まれてしまったんだ。（Y②型） 

 

（5）（6）は、主語が「私」である。書き手と Yの共感度が高く、同一化がみられた。（6）

は、「うっかり」という語彙からは、足を踏んだ Xに対する非難の様子を表していない可能性

がある。次に、能動文の例を挙げる。 

  

（7）兄のケンは電車が止まった時に足を踏んでいたたたたたたたたっ、何であやまんの

よ!しかも目を他所に移るしっもう!クソ兄!ケス!バーカー!!!!!（Y③型） 

 

（7）は、「いたた…」という単語から、書き手が Yの視座から、怒っていることがわかる。

また、「クソ兄!…」という表現から Xへの激しい怒りがわかる。 

次に、視座がはっきりしなかったものや客観的に出来事を述べているものをまとめた。 

 

（8）ゆかとけんはバスに乗り、バスが激しく揺れ、けんはゆかの足を踏んだ。（OE①型） 

（9）ケンさんとゆかさんは一緒に電車で学校に行きます。電車が急に揺れました。しっ

かりと立っていませんでした。ケンさんはゆかさんの足を踏みました。ゆかさんは痛く

て叫びましたが、満員電車なので、姉は誰が自分を踏んだか分かりません。弟はそばに

います。話をしないで、知らないふりをしています。（OE②型） 

 

（8）は、イラスト 3コマ目の場面の主語が、Xである。しかし、客観的に起こった事実を

述べているため、モダリティもなく感情移入先が不明でありどちらの立場かはっきりしない。 

（9）もモダリティがなく、主語の移動が多く、どちらの視点かはっきりしない。Yへの痛

みについての同情表現はあるが、出来事を客観的に叙述しているようにも読める。さらに、

4コマ目では、2人の様子を交互に客観的に描写しているので、どちらの気持ちになっている

かはっきりしない。単発の文が多く、それぞれが独立している印象を受けた。このような視

点移動が多い学習者には、イラストの練習で視点をマークしながら進めると、よりまとまり
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がある文が書けるようになるだろう。 

最後に、Xの視点で書かれた例を挙げる。 

 

（10）混乱している退勤時間。同じ会社員ケンとゆかは満員電車に乗りました。しかし、

電車の激しい動きでケンさんはゆかさんの足を踏んでしまいました。しかし、ゆかさん

に𠮟𠮟られるのは嫌いだったので、足を踏まれて怒っているゆかさんを努めて無視しまし

た。（X②型） 

 

（10）は、イラスト 3コマ目の主語が Xであり、4コマ目も Xの視座から書いていた。Xの

気持ちになり、Xの感情を「叱られるのは嫌いだったので」と表現している。後半は、誤用に

より正確な判断が難しいが、X の視座で書いていると判断した。書き手は男子学生だったた

め、イラストの男性の方に感情移入をした可能性がある。  

  

44..66日日本本語語学学習習者者ままととめめ 

日本語学習者は、全体的に視点のばらつきがみられ、叙述のパターンも分散していた。（9）
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には、ところどころ誤用がみられ、それがノイズとなり、はっきりとした気持ちが分からな

いものがあった。文の表出は、学習者らにとって容易ではないことがわかる。 

また、（5）（6）は受身表現にも関わらず、Xが「うっかり」していたなど、与え手を擁護す

るような文の表出がみられた。これらの表現は、日本語母語話者にはみられないことから、

学習者の自国の文化に影響を受けていると考えられる。 

 

44..77日日本本語語学学習習者者のの母母語語のの影影響響  

坂本（2014）によると、学習者は「漫画描写で日本語学習者は複数の人物の視座から描写

する傾向がある」と言う。学習者は、イラストの 3コマ目を能動文で書いたものが多かった

ことから、母語の文法構造や文化的背景が、日本語文法に影響を与えているのではないだろ

うかと考えられる。そこで、学習者 5名に、再度アンケートを実施し、同じイラストの場面

を母国語で書かせた。 

 

（11）这时候我的脚突然被人踩了一下。（この時私の足が突然踏まれた） 

（12）小健更是一不小心踩在了由加莉的脚上。（さらにケンさんはゆかさんの足を踏んでし

まった） 

 

（11）（12）は、中国語話者の例である。受身文のものと、能動文ものもがみられた。 
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（13）Ken-san accidentally stepped on Yuka-san's foot.（ケンはうっかりゆかの足を

踏んでしまった） 

 

（13）は、英語母語話者の例である。こちらも能動文での表出がみられた。また、

“accidentally”という単語から、ケンを擁護するような表現がみられた。与え手側への配

慮は、日本語母語話者にはみられなかった。 

 

（14）그순간, 켄씨가 유카씨의 발을 강하게 밞아버렸고.（その瞬間、ケンさんがユカ

さんの足を強く踏んでしまった） 

（15）전철이 갑지기 멈춰서 켄군이 유카씨의 발을 밟아버렸습니다. 하지만 사과를 

하지 않는 상황입니다.（電車が急に止まって、ケンさんがユカさんの足を踏んでしまい

ました。しかし、謝罪をしていない状況です） 

 

（14）（15）は、韓国語母語話者の例である。こちらも能動文の表出がみられた。 

 

4 名が能動文で表出していた。本調査のイラストの場面において、学習者は、母語の文法

構造や文化的背景に影響を受けている可能性が示唆された。 

 

５５．．日日本本語語ククララススででのの指指導導法法  

55..11教教室室外外ににおおけけるる日日本本語語表表現現のの多多様様性性  

日本語母語話者 22名の協力のもと、同一のイラストから、それぞれ個々人に表出される文

は異なっており、誰一人として全く同じ文を書いた人はいなかった。同じ場面を見ても、そ

れぞれ頭の中の処理が異なり、その違いが文となって表出されることを改めて確認できた。

教室外において、日本語学習者は、個々の人間関係からコミュニケーションや待遇表現を考

えることを求められている。教室の外では、教科書にでてくるようなきれいな日本語は表出

されない。日本語学習者は、文法を人との関わりやコミュニケーションの場でどのように使

えばよいのかを体系的に学習することが必要だろう。これについては、今後の課題とする。 

 

55..22異異ななるる視視点点にによよるる文文章章創創作作のの必必要要性性  

日本語母語話者の結果から、図 2の場面において、必ずしも受身表現を用いる必要がない

ことがわかった。例えば、3コマ目が受身表現だったが、1コマ目と 2コマ目の背景描写が客

観的に書かれている Y②型の使用が多かった。また、1コマ目から「（私が）電車に乗ってい

たら～」という登場人物に感情移入がみられた文は、2名だけであったことから、1コマ目か

ら感情移入がされるとは限らないことがわかった。 

授業では、Y の視点で統一して書く受身表現の練習だけでなく、客観的に出来事を述べて

から、主観的な文を書くなど、どのように 3コマ目の受身表現につなげていくかという練習
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をさせる必要がある。表 1 の、Y②型と Y③型の視点移動をする日本語母語話者は多いので、

作文の指導で採り入れたほうが良いだろう。 

 

55..33受受けけ手手のの立立場場にに共共感感すするる場場合合のの注注意意点点  

日本語母語話者は、受け手（被害を受けた側）の立場に共感する人が多いことがわかった。

日本語母語話者の作文を参考にすると、日本語らしい文にするには、何かしらの気持ちの表

現が必要である。例えば、「Xに足を踏まれた」という受身文には、迷惑を受けた側の気持ち

が入っている。「X が足を踏んだ」という能動態の文では、迷惑の気持ちが入っていないが、

「踏んでしまった」や「痛かった」などの心の動きや痛みに対する表現を加えることで、そ

の場面における自分の気持ちを表せるだろう。しかし、八代（2010）が、「文化的な違いを説

明するときは、できるだけ価値判断を含めないで、一般的な言動の描写を提供」することの

大切さを述べている通り、異文化理解の強制にならないように注意しなければならない。 

学習者の中には、X の視点からストーリーを書いているものもあり、イラストの解釈の仕

方は学習者の自由である。そして、4章の（10）や（18）の母語での筆記から、与え手を加害

者として非難しない文化や、与え手に許しを与える文化も存在していることを忘れてはいけ

ない。学習者の価値観を尊重しながら、学習者の自由な考えを日本語で自然に表現できるよ

うに具体的な場面をイラストで提示し、指導していくべきであろう。 

 

55..44視視点点ののパパタターーンンかからら明明ららかかににななっったたこことと  

両グループの具体的なデータの比較分析から、以下のことが明らかになった。 

 

（1）図 2の受け手と与え手が出てくるストーリーのイラストを用いて、自由記述でイラス

トを筆記させると、日本語母語話者も学習者も能動文を用いて場面を表現することがわかっ

た。しかし、日本語母語話者の能動文には、書き手の心の動きが叙述されており、受身表現

と同様に、書き手が受け手の気持ちに共感している表現がみられた。 

（2）一方、学習者の中には、与え手に対して配慮した表現がみられた。文法的な理解だけ

でなく、文化的な意識の違いが場面を見た時の表現に影響している可能性が示唆された。 

（3）久野（1978）の共感度を用いて、どちらの人物に共感しているかを、表１のようにマ

ークすることで、書き手の視線の動きが可視化された。 

 

55..55指指導導案案とと授授業業計計画画  

以上の考察をもとに、オンライン授業での指導のポイントを以下にまとめた。本実践では、

ビデオ会議アプリケーションの“Zoom”を使用して、インターネット上で対面授業を行った。

（1）から（6）までの説明のための所要時間は、約 20分程度である。 

（1）Zoomの画面共有をして、図 2のイラスト内の登場人物を確認する。 

（2）どちらの視点で日本語母語話者が筆記するのかを、表 1 のパターンを用いて説明す
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る。文化面の配慮から、必ずしも受身表現を使う必要がないことを説明する。注意点とし

て、日本語母語話者は、迷惑を受けた側の気持ちに共感しやすいことを伝える。 

（3）Y①②型と Y③④型の共感度の違いについて、説明する。 

（4）Y③型で書く場合は、自分の気持ちを表現する言葉を入れると良い。例えば「～てし

まった」や「痛い」「怒る」という言葉でも代用できることを説明する。悪気が無いと思っ

たら、「ついうっかり」など、言葉の選択について一緒に考える。 

（5）Y④型は、誰の視点かわかりにくいので、誰かに視点を固定して書く方がまとまった

文になることを説明する。受身表現を強制しない。 

（6）書き手にどちらの視点で書きたいかを考えさる。 

（7）作文を課題とする。 

 

６６．．再再調調査査ととそそのの結結果果  

66..11調調査査結結果果  

1 回目の調査後わかったことをもとに、同一の日本語学習者に、「指導案」に沿って行い、

2か月後に自由記述のアンケートを実施した。表 3は、イラストの 3コマ目の場面における、

能動文と受身文を使用した人数と割合である。能動文は、文末表現によって分類している。 

 

表 3 能動文と受身文を使用した人数と割合 

 能動文 受身文 

日本語学

習者 

感情なし てしまう 単語

「痛」 

その他の

感情表現 

誤用 正 誤用 

1回目 10％ 20％ 24％ 8％ 8％ 13％ 17％ 

2回目 3％ 21％ 32％ 7％ 0 25％ 3％ 

 

1 回目の調査と 2 回目の調査を比較すると、受身表現の変化が最も大きかった。受身表現

の誤用が 17％から 3％に減少している。そして、正しく受身表現を用いた学生が 13％から

25％へ増加している。 

能動文では、作文内で、感情を表していないものが 10％から 3％へ減少している。そして、

能動態の誤用が 8％から 0％まで減少している。痛みを表す表現で「痛」という字を使ってい

るものが 24％から 32％へ増加している。2回目のアンケート調査により、学習者の誤用が減

り、感情表現が表せるようになったことがわかった。 

また、指導から 2か月後も、視点についての記憶が残っているとも考えられる。イラスト

を用いることで、記憶に残った可能性もある。 

 

66..22改改善善ががみみらられれたた具具体体例例  

同一の学習者が書いた 1回目と 2回目の例を 3つ挙げる。 

24

書き手の視点に基づく受身表現の指導法



14 
 

る。文化面の配慮から、必ずしも受身表現を使う必要がないことを説明する。注意点とし

て、日本語母語話者は、迷惑を受けた側の気持ちに共感しやすいことを伝える。 

（3）Y①②型と Y③④型の共感度の違いについて、説明する。 

（4）Y③型で書く場合は、自分の気持ちを表現する言葉を入れると良い。例えば「～てし

まった」や「痛い」「怒る」という言葉でも代用できることを説明する。悪気が無いと思っ

たら、「ついうっかり」など、言葉の選択について一緒に考える。 

（5）Y④型は、誰の視点かわかりにくいので、誰かに視点を固定して書く方がまとまった

文になることを説明する。受身表現を強制しない。 

（6）書き手にどちらの視点で書きたいかを考えさる。 

（7）作文を課題とする。 

 

６６．．再再調調査査ととそそのの結結果果  

66..11調調査査結結果果  

1 回目の調査後わかったことをもとに、同一の日本語学習者に、「指導案」に沿って行い、

2か月後に自由記述のアンケートを実施した。表 3は、イラストの 3コマ目の場面における、

能動文と受身文を使用した人数と割合である。能動文は、文末表現によって分類している。 

 

表 3 能動文と受身文を使用した人数と割合 

 能動文 受身文 

日本語学

習者 

感情なし てしまう 単語

「痛」 

その他の

感情表現 

誤用 正 誤用 

1回目 10％ 20％ 24％ 8％ 8％ 13％ 17％ 

2回目 3％ 21％ 32％ 7％ 0 25％ 3％ 

 

1 回目の調査と 2 回目の調査を比較すると、受身表現の変化が最も大きかった。受身表現

の誤用が 17％から 3％に減少している。そして、正しく受身表現を用いた学生が 13％から

25％へ増加している。 

能動文では、作文内で、感情を表していないものが 10％から 3％へ減少している。そして、

能動態の誤用が 8％から 0％まで減少している。痛みを表す表現で「痛」という字を使ってい

るものが 24％から 32％へ増加している。2回目のアンケート調査により、学習者の誤用が減

り、感情表現が表せるようになったことがわかった。 

また、指導から 2か月後も、視点についての記憶が残っているとも考えられる。イラスト

を用いることで、記憶に残った可能性もある。 

 

66..22改改善善ががみみらられれたた具具体体例例  

同一の学習者が書いた 1回目と 2回目の例を 3つ挙げる。 

15 
 

ケース①（気持ち表現の変化の例） 

1回目：今日、電車はとても混雑していた、私はうっかりケンに足を踏まれた。 

2回目：今日の朝、電車は急に止まってしまったから、うっかり隣の男性に足を踏まれた、

本当に痛かった。 

 

1回目の作文は、気持ちの表現が入っていないが、2回目は、「痛かった」と表現されてい

る。 

 

ケース②（1回目能動文、2回目受身表現の例） 

1回目：バスが急に止まった、ケンはゆかの足を踏んた。 

2回目：今日バスに乗って学校に行っていた時、バスが急止まってケン君に足を踏まれた、

めっちゃ痛いよ。 

 

1回目の作文は客観的だが、2回目で心の動きが入り、「めっちゃ痛いよ」という痛みの表

現も入っている。1回目よりも、感情のある作文になっているのがわかる。 

 

ケース③（1回目受身表現の誤用、2回目能動文の例） 

1回目：私はゆかと申します。弟のケンは本当に大雑把な人間と思います。ある日、私たち

は一緒にバスに乗って学校に行くつもりでした。そして、バスがいきなり急停車し、私の

足は弟に踏まれました。私は「ちょっと注意してくれよ！痛いよ！」と叫びました。しか

し、弟は無表情で「仕方ないから、文句を言うな」と答えました。「ちくしょう、むかつく

なぁ！」私は本当に怒りを抑えられませんでした。 

2 回目：今朝、学校に来る途中で私を怒らせたことがあった。普段は弟と一緒にバスで通

学しているね。今朝バスが急にブレーキをかけて私達はあやうく転ぶところだった。そし

て、弟は私の足を踏んだ。その時すぐに謝ったら大丈夫だと思うけど、彼は何も言わなか

った。ほんとに痛かったよ！ 

 

この学習者は、1回目よりも、2回目の方が感情の表現が豊かになっているのがわかる。受

身表現を使わなくても、この場面を表せることが理解できており、まとまりのある文である。 

 

66..33ままととめめ  

2回目の調査結果から、5章での指導案を用いることで「視点」を固定して書くことや、能

動文でも「気持ちを表す」ことを指導した部分についての効果はみられた。1 回目で受身表

現の誤用がみられた学習者の例からは、心の動きを意識して書いている様子がわかった。 

また、イラストを用いて、書き手の視点について指導を行うことで、1 コマずつ文法項目

の整理がされる効果も期待できるだろう。 
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７７．．おおわわりりにに  

本稿では、イラストを用いて、日本語母語話者と日本語学習者の書き手の視点を調査し分

析した。この調査から、両グループとも、「電車での話」のイラストにおいて、受け手の視

点から受動文を表出する人の割合よりも、与え手の視点から能動文を表出した人の割合が高

いことが明らかになった。そして、日本語母語話者の能動文には、書き手の心の動きが叙述

されており、受身表現と同様に、書き手が受け手の気持ちに共感している表現がみられた。 

これらの結果をもとに、書き手の視点に基づく叙述パターンの案（表 2）を作成し、日本

語学習者への受身表現の指導案を作り、オンライン授業を行った。2 回目の学習者の自由記

述では、受身表現における誤用率が減少し、心の動きを表す表現を用いた学習者の割合が増

加した。本実践から、より自然な日本語の文を表出するためには、受身表現に関わらず、「迷

惑を受けた人の痛みを共感する表現」が必要だということがわかった。その表現が入ってい

ないと、視点を固定して話しても日本語として何か不自然な文になってしまう。しかし、言

語の文化的背景が異なる学習者には、その概念自体が通用しない可能性もあるので、受身表

現を強制しないなど、指導においては注意が必要だ。 

また、加害者を非難しないという文化をもつ学生らの意見の多様性も、日本語クラスでの

ディスカッションを活性化させるだろう。このような多文化・他言語クラスの可能性を考え

て、豊かな日本語表現につながる指導をしていきたい。 

最後に、本調査では、日本語母語話者と日本語学習者の母集団の人数が少ないためデータ

量が不足していた。今後の課題として、アンケートの回答者の母数を増やしてデータの精度

を高めたい。 

 

 

参考文献 

庵功雄（2017）『一歩進んだ日本語文法の教え方〈1〉』くろしお出版 

庵功雄（2018）『一歩進んだ日本語文法の教え方〈2〉』くろしお出版 

大塚純子（1995）「中上級日本語学習者の視点表現の発達について:立場志向文を中心に」『お

茶の水女子大学日本言語文化学研究会』pp.281-292 

奥村訓代（2000）『異文化共有論』凡人社 

加藤彰彦・佐治 圭三・森田良行（1998）『日本語概説』おうふう 

川口義一（2016）『もう教科書は怖くない!!日本語教師のための初級文法・文型 完全「文脈

化」・「個人化」アイデアブック第 1巻』ココ出版 

魏志珍（2010）「台湾人日本語学習者の実態描写における視点の表し方：日本語の成熟度との

関連性」『日本語教育 144号』 

久野暲（1978）『談話の文法』大修館書店 

坂本勝信・康鳳麗・森脇健夫（2014）「中国の日本語学習者の物語描写における視座形成の実

態」『常葉大学経営学部紀要』第 1巻 pp.77-86 

26

書き手の視点に基づく受身表現の指導法



16 
 

７７．．おおわわりりにに  

本稿では、イラストを用いて、日本語母語話者と日本語学習者の書き手の視点を調査し分

析した。この調査から、両グループとも、「電車での話」のイラストにおいて、受け手の視

点から受動文を表出する人の割合よりも、与え手の視点から能動文を表出した人の割合が高

いことが明らかになった。そして、日本語母語話者の能動文には、書き手の心の動きが叙述

されており、受身表現と同様に、書き手が受け手の気持ちに共感している表現がみられた。 

これらの結果をもとに、書き手の視点に基づく叙述パターンの案（表 2）を作成し、日本

語学習者への受身表現の指導案を作り、オンライン授業を行った。2 回目の学習者の自由記

述では、受身表現における誤用率が減少し、心の動きを表す表現を用いた学習者の割合が増

加した。本実践から、より自然な日本語の文を表出するためには、受身表現に関わらず、「迷

惑を受けた人の痛みを共感する表現」が必要だということがわかった。その表現が入ってい

ないと、視点を固定して話しても日本語として何か不自然な文になってしまう。しかし、言

語の文化的背景が異なる学習者には、その概念自体が通用しない可能性もあるので、受身表

現を強制しないなど、指導においては注意が必要だ。 

また、加害者を非難しないという文化をもつ学生らの意見の多様性も、日本語クラスでの

ディスカッションを活性化させるだろう。このような多文化・他言語クラスの可能性を考え

て、豊かな日本語表現につながる指導をしていきたい。 

最後に、本調査では、日本語母語話者と日本語学習者の母集団の人数が少ないためデータ

量が不足していた。今後の課題として、アンケートの回答者の母数を増やしてデータの精度

を高めたい。 
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参考資料１ 日本語母語話者へ行ったアンケート調査 

アンケートのお願い 

回答期間：10 月 24 日(土)～11月 24日(月) 

ご記入いただいたデータを研究目的に使用します。ご同意ください。 

 

１．お名前／ニックネーム（      ） 

２．イラストを見て、ストーリーを書いてください。  

① どんな話ですか？(友だちに話すようにストーリーを書いてください。)  

 

② どんな話ですか？(友だちに話すようにストーリーを書いてください。)  

 
③ どんな話ですか？(友だちに話すようにストーリーを書いてください。)  

 
【あなたについて教えてください】 

（１）あなたの性別を教えてください。（男性／女性／その他）  

（２）あなたの年齢を教えてください。（10代／20 代／30代／40代／50代／60代以降） 

（３）あなたのお住まいを教えてください。（      ） 

（４）あなたの国籍を教えてください。（      ） 

（５）※ご不明の点がございましたら、ご遠慮なくお申し出ください。（         ） 

（６）あなたのメールアドレス（               ） 
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参考資料１ 日本語母語話者へ行ったアンケート調査 

アンケートのお願い 

回答期間：10月 24日(土)～11月 24日(月) 

ご記入いただいたデータを研究目的に使用します。ご同意ください。 

 

１．お名前／ニックネーム（      ） 

２．イラストを見て、ストーリーを書いてください。  

① どんな話ですか？(友だちに話すようにストーリーを書いてください。)  

 

② どんな話ですか？(友だちに話すようにストーリーを書いてください。)  

 
③ どんな話ですか？(友だちに話すようにストーリーを書いてください。)  

 
【あなたについて教えてください】 

（１）あなたの性別を教えてください。（男性／女性／その他）  

（２）あなたの年齢を教えてください。（10代／20 代／30代／40代／50代／60代以降） 

（３）あなたのお住まいを教えてください。（      ） 

（４）あなたの国籍を教えてください。（      ） 

（５）※ご不明の点がございましたら、ご遠慮なくお申し出ください。（         ） 

（６）あなたのメールアドレス（               ） 
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参考資料２ 日本語学習者へ行ったアンケート調査 

アンケートのお願い 

 

提出期間：10 月 19 日(月)10 時 30 分～10月 24日(土)午前 9時 

※ストーリーに「汚い言葉」を入れるのは、ダメです。 

ご記入いただいたデータを研究目的に使用します。ご同意ください。 

 

１．お名前（      ） 

２．クラス名（      ） 

３．イラストを見て、ストーリーを書いてください。＜イラストを提示＞ 

①どんな話ですか？(友だちに話すようにストーリーを書いてください。)  

②どんな話ですか？(友だちに話すようにストーリーを書いてください。)  

③どんな話ですか？(友だちに話すようにストーリーを書いてください。)  

４．この課題で、あなたが気づいたことを書いてください。（      ） 

５．質問があったら、書いてください。（      ） 
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日日本本語語母母語語教教師師がが学学習習者者母母語語能能力力をを有有すするるここととでで得得らられれるる効効果果ととはは  
――MM--GGTTAA 法法をを用用いいたたイインンタタビビュューー調調査査分分析析にによよるる考考察察をを中中心心にに――  

Effects of Japanese native teachers have learner’s mother tongue proficiency.  
- Analysis an interview data by using M-GTA method. - 

 
浦井 智司 

 
Summary 

The purpose of this study is to clarify the process of how learners need native language teachers should 

have learner’s mother tongue proficiency by using URAI (2017), which shows the data “More than 80% of 

learners think that native teachers should have learner’s mother tongue proficiency”. Analyzed the results 

of the interview using the M-GTA method, it showed 15 concepts. Through these concepts, learners don’t 

need “Learner’s mother tongue proficiency of Native teachers” as an ideal, and it has become clear that 

through the contact scene such as strategy and scene. However, they feel a necessity of it with "compromise".  

 

 

１１．．ははじじめめにに  

3 年に 1 度行われる国際交流基金海外日本語教育機関調査によると、中国の日本語学習者

数は 2012 年度まで調査開始史上最多を更新し続けていたが、2015 年度に初めて減少が見ら

れ 100 万人を下回った。その後、2018 年度の最新の調査結果では、100 万人の大台に再度乗

る回復を見せている。2018 年度調査では中国全体で増加は見られたが、内訳を見ると中等教

育における学習者の増加が見られる一方で、高等教育の学習者数は減少している。高等教育

機関での学習者数の減少に並行し、2015 年度に比べると教師数や機関数も同様に減少が見ら

れた。そして、日本語母語教師（以下、NT）もやはり、2015 年度調査の 1565 名から 2018 年

度の 1499 名と微減している。こうした教師数減少に歯止めをかけるためにも、NT の求めら

れる資質や行動特性に関して言及することは喫緊の課題である。 

通常、日本語教師が日本国内で授業を行う際は、学習者同士の母語が共通ではないことが

多いため、媒介語を使用せず、日本語のみを使う直説法を採るのが一般的である。また、仮

に学習者の母語が共通している場合でも JSL 教育では、直説法を用いる場面が多い。しかし、

JFL 教育の現場はどうだろうか。JFL 教育では、通常、学習者同士の母語は共通しており、媒

介語として学習者母語を使用することが可能なケースが、JSL 教育に比べ圧倒的に多いこと

は間違いないだろう。 

日本語教師や NT の行動特性や資質に関する研究は数多く存在しているが、その中で媒介

語としての「学習者母語能力」を中心的に言及しているものはなく、「外国語（学習者の母語

を含む）能力がある方が、客観的に日本語を見ることができる」ため必要と記載される程度

である。 
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しかし、学習者母語能力を持たない NT に対して現場の教師が「日本人の先生で気になるの

は、その国の言語で一言も言えない人が多いことです。余計な苦労をしたくないって気持ち

は分かるけれど、一人はいつも受け手、一人はいつも提供者、っていうスタンスが生まれて

しまう」というインタビューデータを示し「『提供者』としての日本人日本語教師の圧倒的な

優位性は、必然的に、劣位性を持つ存在を作り出す。劣位に置かれた者が、その境遇を認識

した時、その枠から抜け出す、あるいは壊す必要性を感じるのは当然である」と平畑(2007)

では危惧されている。 

一方、学習者側のデータに関して浦井(2017)では「(中国国内において)日本語母語話者教

師に、学習者母語能力を求める学習者は 8 割を超える」という調査結果を報告している。8 割

以上の学習者が NT に対して学習者母語能力を備えて欲しいと感じているというデータは、

穿った見方をすると、学習者母語能力を有しない NT がいることで学習者の学習動機減少に

繋がるといえるのではないだろうか。学習者はどのような目的で NT に学習者母語能力を求

め、NT がそれを有するとどのような効果が得られるのかを明らかにする必要があると考えた。

この結果は、海外で働く NT にとって学習者母語能力の有無や使用用途などの提言となる。 

 そこで、本稿では浦井(2017)の「8 割を超える学習者が NT に学習者母語能力を求める」と

いう結果を援用しつつ「なぜ学習者母語能力を求めるのか」を中心に「学習者母語能力必要

性が生まれるプロセス」を明らかにすることを目的とする。 

 

２２．．先先行行研研究究  

 中川(2007)は中国で日本語教育を担当する教員 96 名、中国の学習者（大学生）251 名を

対象にアンケート調査を行った。その結果の中で、質問 3．「英語またはその他の言語能力

がある（筆者訳）」に対する 4 件法の平均値が教員 2.51 ポイントであったのに対し、学習者

は 3.17 ポイントと教員より高い数値を得ている。この結果に対し、学習者母語能力が含ま

れる「文法能力」の認識度において、「教員と学生とでは若干の開きがある（相対的に学生

の認識度が高く、教員の認識度が低い）」と中川は述べている。 

上層部やベテラン NT を対象とした研究では、平畑(2007)が中心的日本語教育機関を代表

する 5 名の非日本人に加えて、日本語教師海外派遣公的機関の代表者や、海外での日本語教

育を長く実践した教師、学術関係者ら、19 名の日本人に対して半構造化インタビューを行

っている。その結果、海外で活動する NT に望まれる資質として「教育能力」「人間性」「社

会的視点」の 3 つのカテゴリーを抽出し、その「教育能力」カテゴリーの中に第 8 位項目と

して現地語能力を含む、言語一般についての知識と理解が言及されている。 

学習者に対する先行研究では、浦井(2017)が、内モンゴル自治区内の高等教育機関に所属

する日本語学習者に対するアンケート調査から、副専攻の学習者で 80％以上、主専攻では

98％もの学習者が自身の学校に NT が必要と考えているということを明らかにした。また、同

研究では、NT に対して中国語能力を 8 割以上の学習者が求める傾向にあるという結果も示

し、NT の資質に言及している。その要因として「学習者の日本語能力不足」、「生教材として
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しかし、学習者母語能力を持たない NT に対して現場の教師が「日本人の先生で気になるの

は、その国の言語で一言も言えない人が多いことです。余計な苦労をしたくないって気持ち

は分かるけれど、一人はいつも受け手、一人はいつも提供者、っていうスタンスが生まれて

しまう」というインタビューデータを示し「『提供者』としての日本人日本語教師の圧倒的な

優位性は、必然的に、劣位性を持つ存在を作り出す。劣位に置かれた者が、その境遇を認識

した時、その枠から抜け出す、あるいは壊す必要性を感じるのは当然である」と平畑(2007)

では危惧されている。 

一方、学習者側のデータに関して浦井(2017)では「(中国国内において)日本語母語話者教

師に、学習者母語能力を求める学習者は 8 割を超える」という調査結果を報告している。8 割

以上の学習者が NT に対して学習者母語能力を備えて欲しいと感じているというデータは、

穿った見方をすると、学習者母語能力を有しない NT がいることで学習者の学習動機減少に

繋がるといえるのではないだろうか。学習者はどのような目的で NT に学習者母語能力を求

め、NT がそれを有するとどのような効果が得られるのかを明らかにする必要があると考えた。

この結果は、海外で働く NT にとって学習者母語能力の有無や使用用途などの提言となる。 

 そこで、本稿では浦井(2017)の「8 割を超える学習者が NT に学習者母語能力を求める」と

いう結果を援用しつつ「なぜ学習者母語能力を求めるのか」を中心に「学習者母語能力必要

性が生まれるプロセス」を明らかにすることを目的とする。 

 

２２．．先先行行研研究究  

 中川(2007)は中国で日本語教育を担当する教員 96 名、中国の学習者（大学生）251 名を
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98％もの学習者が自身の学校に NT が必要と考えているということを明らかにした。また、同

研究では、NT に対して中国語能力を 8 割以上の学習者が求める傾向にあるという結果も示

し、NT の資質に言及している。その要因として「学習者の日本語能力不足」、「生教材として
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の交流」を挙げ、前者は学習者の向上心と日本語能力が学習者の「プライド」と繋がり、「学

習者の理想」として NT に学習者母語能力を求めなくなるという過程を進むと仮説を立てた。

一方、後者は、NT の能力とは別に、むしろ向上心が高い・プライドのある学習者が、より NT

との交流を求め、結果的に NT に学習者母語能力を求めると考えられることが示されたとし

ている(浦井 2017)。 

以上より海外に勤務する NT にとって、学習者母語能力の必要性は十分にあると考えられる

が、いずれの研究においても本研究テーマである「NT の学習者母語能力」を中心に据えた研

究ではない。 

また、中国国内における NT 研究は少なく、あまり見当たらない。国際交流基金(2019)で「一

般的には日本人教師は数年で交替するため、各機関のコースデザイン等に関わることは非常

に少なく」と述べられているような外教の勤務環境、平畑(2008)の「『提供者』としての日本

人日本語教師の圧倒的な優位性は、必然的に、劣位性を持つ存在を作り出す」という外教と

中国人教師との関係性などが考えられる。 

 

３３．．研研究究方方法法  

 2016 年 5 月に中国内モンゴル自治区内の大学に在籍する主専攻日本語学科の学習者に対

し半構造化インタビューを行った。収集した音声データを文字に起こし、M-GTA 法を用い分

析を行った。 

 

33..11  調調査査地地域域のの特特徴徴  

 調査地域である内モンゴル自治区には、母語がモンゴル語の学習者も多く存在しており、

モンゴル語と日本語の文法が似ていることからモンゴル民族の学習者にとって日本語は勉強

しやすい外国語であるといわれている。母語がモンゴル語の学習者であっても、中国語（普

通話）は義務教育段階で学習済みであり、中国語（普通話）での会話も可能である(浦井 2017)。 

 

33..22  イインンタタビビュューー方方法法  

本調査では 1 年生から 3 年生まで各学年 5 名、計 15 名の学習者にインタビューを 1 人 45

分から 60 分掛けて行った。使用言語は協力者の話しやすい言語を選択してもらい、中国語と

モンゴル語を選択した学習者のインタビューに関してはモンゴル語母語話者に通訳として入

ってもらった。インタビューは全て録音し、文字化した後、M-GTA 法を用いて分析した。 

 

33..33  MM--GGTTAA 法法  

M-GTA 法とは 1960 年代にアメリカの社会学者グレーザーとストラウスによって提唱され

た、データに密着した(grounded on data)分析方法(GTA 法)を、木下(2003)がより実践的に

利用しやすいように改良したものである。これを木下は“M-GTA”(Modified - Grounded 

Theory Approach)法と呼んだ。特徴として、分析の結果であるグラウンデッド・セオリーは
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社会的相互作用と人間が直接的にやり取りをする社会的相互作用に関わる研究であること、

領域としてはヒューマンサービス領域が適していること、研究対象とする現象がプロセス的

性格を持っていることが挙げられている。本研究において、NT と学習者という人間が直接的

にやり取りをする社会的相互作用に関わり、教育というヒューマンサービス領域にあり、研

究目的が「学習者が NT に学習者母語能力を求めるようになる」というプロセス的性格を持っ

ている、この 3 点を M-GTA 法を選択した理由とする。 

 

４４．．生生成成さされれたた概概念念  

生成された 15 の概念の概念名とその定義を、それぞれバリエーション（具体的な例）を用

いながら記述する。日本語によるインタビューが行われた学習者のバリエーションは原文の

ままとする。また、バリエーションの中に登場する U 先生とは男性 NT であり、中国語能力は

新 HSK 試験 5 級(1 が低く 6 が最高級)、S 先生とは女性 NT であり、中国語能力はないがモン

ゴル語能力初級程度、X 先生とは男性モンゴル族日本語教師であり、日本語能力超級程度で

赴日留学経験あり、M 先生とは男性漢族日本語教師であり、日本語能力上級程で留学経験は

ない（日本語能力に関しては筆者判断）。また、U 先生が 2013 年から 2015 年の 2 年間勤務

し、後任として S 先生が 2015 年から 2016 年 5 月（インタビュー実施当時）までの約 1 年間

勤務していた。中国人教師に関しては、X 先生は日本滞在期間が長く、学習者の間で日本事

情・日本語について最も詳しい教師であると慕われており、M 先生は日本語学科教員であり

学生指導、つまり担任教師として日常生活や進路相談について頼れる存在として慕われてい

る。U 先生と S 先生はインタビューの中で、中国語能力がある教師、中国語能力がない教師

の例として挙げ、X 先生と M 先生は留学経験がある教師、留学経験がない教師の例として挙

げて学習者のイメージを補助した。 

 

 

表 1 生成された概念と定義一覧 

概念名 定義 

 

①【自尊心】 日本語学科で勉強しているのだから NT が中国語を話す必要は全くな

い。 

②【学習者能力依存】 学習歴によって NT の中国語使用率が変化すると学習者は感じている。 

③【抵抗感】 日本人に対して緊張や不安があるのではなく、その相手と自分の付き

合った時間の長さによる。言葉が通じないから緊張する。 

④【妥協】 本当は日本語だけでの交流が望ましいと感じているが、学習者日本語

能力が不足していることから中国語使用という妥協点に至ってしまっ

ている。 

⑤【断念】 NT の中国語能力が不足している。または学習者の日本語能力が不足し

ているために学習者は理解、NT との交流を諦めてしまう。 

⑥【場面依存】 授業の中か外か、授業の内容など、場面によって NT の中国語使用必要

性は変わる。傾向としては、授業内の方がやや中国語を求める声が少

ない。 

⑦【環境依存】 中国にいるから中国語を話してしまう。NT とも中国語で話したいと思

ってしまう。 
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⑧【教師選択】 学習者は自分の持つ相談事の内容によって相手を変える。学習者は自

身の求めることと教師の性質とを考え、教師を選択している。 

⑨【学習者補完】 NT 中国語能力が高過ぎても学習者にとって悪影響が生じる。学習者が

理解できない部分を補完するために中国語を使ってほしい。それが達

成できるレベルの中国語能力で満足である。 

⑩【日本人性】 NT と中国人教師の違いを学習者はどう捉えているかを表す。日本語を

勉強する上で、NT から教わった方が良い。 

⑪【非日本人性】 学習者は中国人がいくら日本人並みに日本に詳しく、日本語が上手で

も、日本人と同様には扱えない。 

⑫【中国語音声言語能力】 学習者は NT に、質問に聞いて答えられる中国語能力を求めている。書

いたり読んだりする能力は求めていない、SNS 等では自分の時間で辞書

などを使いながら発信できる。 

⑬【生教材交流】 交流は日本語や日本文化を勉強するために一番重要である。日本を知

る機会だから交流の機会を増やしたい。 

⑭【友人関係】 学習者は NT と友達になりたい。日本語能力を上げる目的や日本文化を

学ぶ目的もない場合もある。 

⑮【日本語翻訳機】 NT の言っていること、日本語文法や単語を詳細まで理解したい、理解

すべきだと強く思っている。そのために、分からない部分は中国語を

用いて説明、翻訳してほしいと望んでいる。 

 

 表 1 は生成された概念とその定義をリスト化したものである。以下、それぞれの概念を考

察していく。 

 

44..11  自自尊尊心心 

 概念①【自尊心】とは、日本語学科の学生としてのプライドを表した概念である。この場

合のプライドとは、日本語学科の学生だから授業内外問わず NT とは日本語だけで交流すべ

きであるとするもので、そのため NT には中国語能力必要性がないとしている。この概念を示

す学習者は、自身に日本語能力が備わっており、自信があるから NT が日本語だけで授業をし

ても理解できると考えている。例えば、学習者 B はインタビュー協力者の中で最も日本語能

力が高い学習者であり、インタビュー中「NT に中国語能力は必要でない」と一貫した考えを

持っていた。 

しかし、学習者 B と同様に高校 1 年生から日本語を学習し始め、1 年生の時点で学習年数

4 年目を迎えていた学習者 N はこの概念を示さなかった。逆に、学習年数 1 年で、インタビ

ュー協力者の中で日本語能力が比較的低い学習者 L からはこのデータが得られている。 

これらのことから、NT に中国語能力を必要としない要因には、学習者の日本語能力以外に

も学習者自身のプライドが影響していることが示唆された。また、日本語学科学習者として

この概念に属するデータが多く得られると予想していたが、15 名中 4 名からしか得られなか

った。 

15 の概念の中で唯一「NT に日本語能力は必要でない」派の概念として生成された。代表さ

れるバリエーションは以下の通りである。 
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図 1 概念①【自尊心】バリエーション例 

 

44..22  学学習習者者能能力力依依存存  

 概念②【学習者能力依存】とは、学習者の日本語能力によって NT に中国語能力を求めるか

否かが変化するとした概念である。日本語能力が高い学習者は NT に中国語能力は必要でな

いとし、日本語能力が低い学習者は NT に中国語能力は必要であるとしている。しかし、これ

は自身の能力ではなく学年に依存している。つまり、1 年生には必要だが、2 年、3 年と学年

が上がるにつれ、NT の中国語能力は必要なしとするが、自身の日本語能力は気にしていない

ということである。仮に日本語能力と学習年数は比例するのであれば、そこに NT との接触に

対する「慣れ」も加わり、NT の中国語能力必要性はより低くなっていく。根拠として、英語

の授業ではアメリカ人教師が中国語を使わずに授業を行っていることを例にとって説明して

いる学習者 C のようなバリエーションが挙げられる。つまり、この概念②【学習者能力依存】

は、学習者学習年数依存とも言い換えることもできる。 

 

 

図 2 概念②【学習者能力依存】バリエーション例 

 

44..33  抵抵抗抗感感  

 概念③【抵抗感】とは、学習者が NT と接触する場面で、NT に対して抵抗を感じることを

表している。Young(1991)では、学習者の能力不足と抵抗感の関係を言語不安の 6 つの要因と

してまとめ、その一つに「教師と学習者の間のコミュニケーション」を挙げた。これは、

Young(1991)を日本語でまとめた王(2013)で「学習者の言語過ちに対して厳しく指摘する行

為と、直接的ですぐ指摘する行為は、学習者の言語不安を引き起こす。というのは、学習者

T:日本人の先生は授業中、中国語を話す必要があると思いますか。 

B:日本人の先生は中国語が分かりません、分からなくても大丈夫だと思います。 

T:授業中に中国語は全然必要じゃありませんか。 

B:はい、そうです。 

T:全部日本語で授業した方が良いですか。 

B:はい、それは一番いいです。 

T:授業外はどうですか。 

B:日本語の先生と日本語学科の学生なら全部日本語を話すことが一番です。 

C:（＝英語学科の学生に対して）最初の時は難しいだと思います。 

T:大学 1 年生の時？ 

C:はい。だんだん学生たちのレベルが上がって、交流ができる。だんだんできます。

でも最初の時は中国がちょっとできます方がいいです。 

T:それも日本語の学科と同じですか。 

C:でも、中国の学生、高校時代は英語の勉強をしました。ですからアメリカ人の先生

英語を話します。大丈夫です。でも、日本語は全然勉強しなかった。 
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は、学習者学習年数依存とも言い換えることもできる。 

 

 

図 2 概念②【学習者能力依存】バリエーション例 

 

44..33  抵抵抗抗感感  

 概念③【抵抗感】とは、学習者が NT と接触する場面で、NT に対して抵抗を感じることを

表している。Young(1991)では、学習者の能力不足と抵抗感の関係を言語不安の 6 つの要因と

してまとめ、その一つに「教師と学習者の間のコミュニケーション」を挙げた。これは、

Young(1991)を日本語でまとめた王(2013)で「学習者の言語過ちに対して厳しく指摘する行

為と、直接的ですぐ指摘する行為は、学習者の言語不安を引き起こす。というのは、学習者

T:日本人の先生は授業中、中国語を話す必要があると思いますか。 

B:日本人の先生は中国語が分かりません、分からなくても大丈夫だと思います。 

T:授業中に中国語は全然必要じゃありませんか。 

B:はい、そうです。 

T:全部日本語で授業した方が良いですか。 

B:はい、それは一番いいです。 

T:授業外はどうですか。 

B:日本語の先生と日本語学科の学生なら全部日本語を話すことが一番です。 

C:（＝英語学科の学生に対して）最初の時は難しいだと思います。 

T:大学 1 年生の時？ 

C:はい。だんだん学生たちのレベルが上がって、交流ができる。だんだんできます。

でも最初の時は中国がちょっとできます方がいいです。 

T:それも日本語の学科と同じですか。 

C:でも、中国の学生、高校時代は英語の勉強をしました。ですからアメリカ人の先生

英語を話します。大丈夫です。でも、日本語は全然勉強しなかった。 
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は過ちを犯すのを怯えて、他人の自分に対する見方を気にするようになり、負の評価を心配

するようになる」（王 2013 訳）と述べられている。学習者 M に見られるような、自身の日本

語能力が低い時は NT と接触するのに抵抗を感じ、自身の日本語能力が高ければ NT と接触す

ることに抵抗を感じないとするバリエーションも多く得られた。このバリエーションは同時

に NT の中国語能力が高ければ抵抗が減り、低ければ抵抗が増えることを示している。一方

で、自身の日本語が通じない場面でも、自身と相手がその関係に慣れているなら抵抗感がな

くなり、ジェスチャーや辞書を用いながらでも交流ができるとも考える。言い換えれば、初

対面の相手やあまり関係が深くない教師と話をする際は、言葉が違うことが緊張に繋がると

いうことである。そのため、中国人に対して抵抗感を見せる学習者は、ほぼいないとする。

中には、教師そのものに抵抗感があるものもいるが、少ない。 

 

 

図 3 概念③【抵抗感】バリエーション例 

 

44..44  妥妥協協  

概念④【妥協】とは、一種のコミュニケーションストラテジーとして生成された概念であ

る。「もし、自身の日本語レベルが高ければ、NT に中国語能力は必要ない」と考えてはいる

が、現実的には日本語レベルがまだそのレベルに達しないために、自身の日本語能力を上げ

るか、NT に中国語を求めるかの選択肢から後者を選択せざるを得ない、という妥協点に至っ

ている。全て中国語のみで話してほしいと考える学習者がいないことから、概念①【自尊心】

に関連性が見られる。ただし、この考えは主に授業内で現れているため、授業外での交流で

は別の概念が生成されることとなる。 

 

 

図 4 概念④【妥協】バリエーション例 

T:じゃ、一対一で交流することってありますか。 

M:ない。 

T:それはどうしてですか。 

M:自分でもちょっといい表せないんですけど、5 人とか 10 人とかで行っているじゃない

ですか。どうして一人で行かないんですかという質問ですよね。 

T:はい、そうです。 

M:自分の言いたいことを言えないし、たまに先生の言うことも聞き取れないし分からない

ので、なんというか怖い。言い表せない気持ち。N さんに依頼している。頼っている。 

T:自分の日本語能力が高ければその怖いという気持ちはなくなりますか。 

M:もちろんそうなると思います。 

E:私たちに対して日本語が上手じゃない。ときどき中国語で話します。 

T:何を話しますか。 

E:質問が分からない時、中国語で話します。日本語が上手な学生は日本語だけで

交流します。日本語が分からない学生は中国語で交流します。 

T:頑張って日本語だけで交流することはできませんか。 

E:やっぱり難しい。そのレベルに達していない。 
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44..55  断断念念  

概念⑤【断念】とは、学習者が本当は質問したいが NT の中国語能力不足、学習者の日本語

能力不足それぞれが原因となり、質問や理解を諦めてしまうことがあるという概念である。

完全に諦める場合と、道具を用いる場合があり、道具とはインターネットや辞書といった物、

日本語が上手なクラスメイト、日本に詳しい中国人教師といった人、そして NT の中国語能力

であるとしている。つまり、概念⑤【断念】と概念④【妥協】は非常に密接した概念であり、

断念の中に妥協と諦めが含まれている。また、学習者 E のバリエーションを見ると、「授業が

理解できないのは、NT が中国語で説明してくれないからだ」とした強い批判が感じられる。 

しかし、一方で携帯電話など翻訳機があれば、NT の中国語能力は必要ないとするバリエー

ションも含まれている。翻訳機やインターネットの発展により、対面場面の断念を選択する

学習者が増えることも留意したい。 

 

 

図 5 概念⑤【断念】バリエーション例 

 

44..66  場場面面依依存存  

 概念⑥【場面依存】とは、授業内、特に会話の授業ではあまり NT に中国語能力を求めない

が、文化の授業など音声言語能力に関する授業以外では中国語能力を求めているといった、

場面によって NT の中国語能力必要性に変化が起きるという概念である。また、授業外では授

業内以上に中国語能力を求める傾向がある。学習者 E のバリエーションのように授業外では

異文化に触れるという目的もあることを考えると、学習者は授業内外問わず日本文化を学習

する際は中国語を用いるという共通点があることが分かる。つまり、学習者にとって授業外

≧文化授業＞会話授業の順に NT の中国語使用必要性が減少していくことになることが言え

る。また、3 年生にこの傾向が強い。考えられる理由として、インタビューを行った学校で

は 1、2 年生の会話授業に NT が配置され、3 年生の日本文化授業に NT が配置され会話授業が

なくなり、そして日本文化の授業を日本語だけで行っている現状に不満を抱いているという

ことが挙げられる。1、2 年生はまだ文化紹介などの音声言語能力向上を目的とする以外の授

業を NT から受けたことがないため、想像がしにくいということが推察される。 

 

E:分からない言葉があったら中国語が分かる先生だったらこれは違いますよ、これは何々

ですよと教えてくれますが、中国語が分からなかったら学生も理解しないまま終わっち

ゃうことがあります。 

T:分からない質問を中国人の先生に聞きますか。 

E:いいえ、もう聞きません。過去は過去。 

T:後で中国人の先生に質問は？ 

E:たまに文法とかでも中国人の先生に聞いたら、先生が S 先生に聞いたらどう？って言わ

れます。 

T:その時、どうしましたか。S 先生に聞きましたか。 

E:みんなが聞くんじゃなくて、一部の学生が。 
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図 6 概念⑥【場面依存】バリエーション例 

 

44..77  環環境境依依存存  

 概念⑦【環境依存】とは、環境によって NT に中国語能力が必要かどうかを判断するとした

概念である。この場合の環境とは、学習者の日本語学習環境や、NT の生活環境のことである。

学習者の日本語学習環境の点では、「日本で留学していたら日本語学校の先生には中国語能

力を求めない。中国にいるんだから先生にも中国文化を知ってほしいし、中国語を勉強して

ほしい」といったバリエーションが含まれている。インタビュー協力者の中には日本への留

学希望者が多いが、いずれの学習者も留学先の日本語教師に中国語を期待している者はいな

かった。つまり、自身の置かれた環境が NT に中国語能力を求めるかどうかに大きく影響して

いることが考えられる。NT の生活環境の点では、NT をサポートしたいがそのためのコミュニ

ケーション手段で中国語を必要としているパターンと、NT が中国にいるのだから中国語や中

国文化を理解して欲しいとするパターンが存在した。この点については、「中国大学側として

はもっと中国事情、中国人、中国文化を理解して欲しい」と述べた曹美蘭（2010）と類似す

る点である。また、この概念⑦【環境依存】は概念⑥【場面依存】と並列関係に位置してい

る。 

 

 

図 7 概念⑦【場面依存】バリエーション例 

 

E：ネイティブの教師は一年生と二年生には必要だけど、三年生とかになったら

あんまり必要じゃない。 

T:どうして？ 

E:やっぱり三年生とかでお会話の授業となると授業数が少ないというか、上達す

るまでない。例えば S 先生が授業するときに、私たちに日本の食文化について

何か調べて何か発表してくださいって言ったらそれを準備しますけど会話が

できない。結局 PPT で書いたのを見て読むだけ。 

T:中国人の先生でも十分できるということですね。 

E:はい 

 

L:授業と同じレベルでもいいし、それよりもっと話してもいい。 

T:それはどうしてですか。 

L:授業外だったら交流とかそういうことになるので、一年生だから日本語まだそ

んなに分からないので、コミュニケーションっていえば中国語ができないとコ

ミュニケーションにはならないから、中国語能力は高ければ高い方が良い。 
 

F：（＝日本の留学生は）最初はすごい困難で困るかもしれないけど、徐々に時間

が過ぎていけばできるようになるでしょう。 

T:それはここではできませんか。 

F:できません。 

T:どうして？ 

F:ここだと中国語を話してしまうので。 
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44..88  教教師師選選択択  

 概念⑧【教師選択】とは、学習者が NT と中国人教師をどのように区別しているかというバ

リエーションを概念化したものである。NT には留学の相談や日本文化のこと、X 先生（留学

経験者）には NT に聞くことに加え日本語に関して、M 先生（留学未経験者）には近況や学校

生活の相談をする、というように区別している。ただし、学習者 G の言うように自身の日本

語能力が高ければその区別もなくなってくるようである。学習者 Cを見ると、会話授業は NT、

文法は中国人教師から教わる方が良いという考えがあることが分かる。授業外では学習者 G、

C から分かるように、NT には日本留学のこと、中国人教師には日常のことを相談するし、さ

らには話題選択にも関わってきている。前者は中国という学習者母国に住んでいるため、外

国人の NT に相談はできない、そのため中国人教師に相談するとして、概念⑦【環境依存】と、

後者は難しい話題を NT とするには緊張するし抵抗を感じるとして、概念③【抵抗感】と関連

性を持っていると考えられる。 

 

 

図 8 概念⑧【教師選択】バリエーション例 

 

44..99  学学習習者者補補完完  

 概念⑨【学習者補完】とは、NT に中国語能力を求めるとする前提で、その程度を概念化し

たものである。具体的には NT に必要な中国語のレベルは、買い物へ行く、銀行へ行くなどの

NT が日常生活を送れるレベルで十分であるとしている。逆に、高過ぎると学習者が中国語使

用に依存してしまう恐れがあると感じている。完璧な中国語能力を求めるとしたバリエーシ

ョンはほぼ得られず、日常会話程度で良いとされるバリエーションが大半であった。学習者

が理解できなかった部分を NT が中国語で説明するためには日常会話レベルでは困難である

ように考えられるが、学習者自身はそれほど高い能力を必要としていない。分からない時は

中国語で説明してほしいという気持ちはあるが、概念⑧【教師選択】により、分からない部

分は中国人教師に頼るため、結果的に NT にはそれほど高い中国語レベルを求めないのであ

C:日本語の文法と語彙は中国の先生から勉強してもらってもいいです。でも、

会話など日本の先生はもっといいと思います。文法はちょっと難しい、分か

りやすくない、中国で解説もっと分かりやすいです。大学卒業の後何をしま

す。（＝中国人の）先生にアドバイスを聞きました。 

T:じゃ、日本人の先生に大学を卒業した後の話をしませんか。 

C:します。でも人によって知りたいことが違います。ですから、日本へ留学し

たい人が日本の先生に聞きます。 

 

T:中国人教師とは何について話しますか。 

G:日常生活とか宿題とか。 

T:それは日本人の先生と話す時と内容は大体同じですか。 

G:違います。 

T:何がどう違いますか。 

G:日本人の先生と交流した時、私の話したいは表すは難しいです。そして、簡

単な話題を話します。中国の先生の話す時、難しい話題を話します。 

40
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が理解できなかった部分を NT が中国語で説明するためには日常会話レベルでは困難である

ように考えられるが、学習者自身はそれほど高い能力を必要としていない。分からない時は

中国語で説明してほしいという気持ちはあるが、概念⑧【教師選択】により、分からない部

分は中国人教師に頼るため、結果的に NT にはそれほど高い中国語レベルを求めないのであ

C:日本語の文法と語彙は中国の先生から勉強してもらってもいいです。でも、

会話など日本の先生はもっといいと思います。文法はちょっと難しい、分か

りやすくない、中国で解説もっと分かりやすいです。大学卒業の後何をしま

す。（＝中国人の）先生にアドバイスを聞きました。 

T:じゃ、日本人の先生に大学を卒業した後の話をしませんか。 

C:します。でも人によって知りたいことが違います。ですから、日本へ留学し

たい人が日本の先生に聞きます。 

 

T:中国人教師とは何について話しますか。 

G:日常生活とか宿題とか。 

T:それは日本人の先生と話す時と内容は大体同じですか。 

G:違います。 

T:何がどう違いますか。 

G:日本人の先生と交流した時、私の話したいは表すは難しいです。そして、簡

単な話題を話します。中国の先生の話す時、難しい話題を話します。 
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る。学習者 A のバリエーションからも高いレベルの中国語能力を求めることはあくまでも理

想であるということが分かる。また、モンゴル族のデータでは学習者 L のようにモンゴル語

を求めることはほとんどないことが判明した。「わざわざモンゴル語を使わなくても、モンゴ

ル族は中国語もできる」といった真意がくみ取れることから、学習者は理想と現実をしっか

り区別し、NT の中国語能力必要性に意見を反映させているようだ。 

 

 

図 9 概念⑨【学習者補完】バリエーション例 

 

44..1100  日日本本人人性性  

 概念⑩【日本人性】とは、平畑（2008）で「『日本人性』は『白人性』、すなわち特定マジ

ョリティグループの構造的優位性を表す概念を、転用して使われ始めた用語である」として

おり、本論でもこの用語を援用した。ここでは、具体的に学習者は NT と中国人教師をどう区

別しているかが概念化されている。学習者 B のバリエーションでは、NT は会話、中国人教師

は文法といった概念⑧【教師選択】と一見通じているようだが「中国人教師が会話(の授業)

をしても良いが、NT とは授業のやり方が違う」としている点で概念⑧【教師選択】とは一線

を画している。この「授業のやり方が違う」というバリエーションは、ほぼ全ての学習者に

存在している。これについては、現状の担当授業にそもそも違いがあるため一概に言えない

が、やはり構造的優位性からくる NT 側の日本語を教える余裕感や学習者側の特別感が影響

していると推察される。これらは日本人性と並列して特徴的な言語規範の象徴として、一般

的には肯定的価値を伴うもの（平畑 2008）である「母語話者性」からも説明ができる。また、

学習者 M のように NT を客人として扱うとしたデータもあることに注目したい。学習者 M は

それをモンゴル人（族）の考えであるとしているが、この考えも加えた、面白い授業をする・

母語話者性・客人であるといったものが概念⑩【日本人性】である。 

T:日本人の先生の中国語が上手と上手じゃない時で、どう違いますか。 

A:日本人のネイティブの方も中国語が流暢だとあんまり日本語を使わなくな

って、中国語の方が多く使っちゃう。 

T:日本人の先生はどのくらい中国語が上手な方が良いですか。 

A:普通の交流。 

T:今の A さんの日本語能力と同じくらい？ 

A:それより下手でも。 

T:中国語の N3 くらい？ 

A:はい、たぶん。一番理想的なのはやっぱり質問したことが全部分かって答え

られることがやっぱり一番。 

T:全部中国語で答えられるくらいが良いということですね。 

A:全部じゃなくてもいい。まぁまぁでいい。 

 

T:それがモンゴル語だったらどうですか。 

L:モンゴル語はできなくてもいい。中国語ができればいい。 

T:どうしてですか。 

L:私たちは中国語が分かるから、モンゴル語ができなくても大丈夫。 
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図 10 概念⑩【日本人性】バリエーション例 

 

44..1111  非非日日本本人人性性  

 概念⑪【非日本人性】とは、概念⑩【日本人性】と対極の概念である。中国人性ともいえ

る概念であるが、バリエーションでは、「やっぱり日本人じゃない」といったものが多く、非

日本人性とした。いくら日本に精通し、日本語能力が高くても中国人は中国人であるという

考えが強い。仮に NT 以上に日本についてよく理解し、教えることができる教師であっても、

学習者にとっては「それでも、やっぱり日本人と交流する方が日本をより知ることができる」

と考えてしまうのではないだろうか。 

この非日本人性と日本人性の関係について、学習者は性格・授業のやり方・日本文化理解

度を例に出して判断基準を示している。例えば「優しいのは NT、厳しいのは中国人教師。授

業が面白いのは NT、教科書をなぞる授業は中国人教師」といった区別である。そして、性格・

授業のやり方・日本文化理解度の差異は国籍の差異からくる傾向が見られた。この点におい

て概念⑧【教師選択】にも関連が見られる。しかし、日本人だから良くて中国人だから悪い

という概念ではなく、概念⑩【日本人性】で述べたように、学習者は自分なりの考えをもっ

て日本人と中国人を区別し、自分の目的に沿って選択している。 

 

B:日本語の先生から日本語の勉強する方がいいと思いますが、中国人の先生から

日本語の文法や単語など勉強した方が良いです。 

T:中国人の先生が日本語だけで授業するのはどうですか。 

B:それは、中国人の先生なら授業中日本語だけ話す必要はないと思います。 

T:中国語があった方がいい？ 

B:はい、そうです。 

 

M:同じ気持ちではないんです。日本人の先生と交流したい気持ちと中国人の先生

に対する交流したい気持ちは。 

T:違いは何ですか。 

M:そのモンゴル人のお客を大事にするという気持ちを込めている。その点で違う。 
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図 10 概念⑩【日本人性】バリエーション例 

 

44..1111  非非日日本本人人性性  

 概念⑪【非日本人性】とは、概念⑩【日本人性】と対極の概念である。中国人性ともいえ

る概念であるが、バリエーションでは、「やっぱり日本人じゃない」といったものが多く、非

日本人性とした。いくら日本に精通し、日本語能力が高くても中国人は中国人であるという

考えが強い。仮に NT 以上に日本についてよく理解し、教えることができる教師であっても、

学習者にとっては「それでも、やっぱり日本人と交流する方が日本をより知ることができる」

と考えてしまうのではないだろうか。 

この非日本人性と日本人性の関係について、学習者は性格・授業のやり方・日本文化理解

度を例に出して判断基準を示している。例えば「優しいのは NT、厳しいのは中国人教師。授

業が面白いのは NT、教科書をなぞる授業は中国人教師」といった区別である。そして、性格・

授業のやり方・日本文化理解度の差異は国籍の差異からくる傾向が見られた。この点におい

て概念⑧【教師選択】にも関連が見られる。しかし、日本人だから良くて中国人だから悪い

という概念ではなく、概念⑩【日本人性】で述べたように、学習者は自分なりの考えをもっ

て日本人と中国人を区別し、自分の目的に沿って選択している。 

 

B:日本語の先生から日本語の勉強する方がいいと思いますが、中国人の先生から

日本語の文法や単語など勉強した方が良いです。 

T:中国人の先生が日本語だけで授業するのはどうですか。 

B:それは、中国人の先生なら授業中日本語だけ話す必要はないと思います。 

T:中国語があった方がいい？ 

B:はい、そうです。 

 

M:同じ気持ちではないんです。日本人の先生と交流したい気持ちと中国人の先生

に対する交流したい気持ちは。 

T:違いは何ですか。 

M:そのモンゴル人のお客を大事にするという気持ちを込めている。その点で違う。 
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図 11 概念⑪【非日本人性】バリエーション例 

 

44..1122  中中国国語語音音声声言言語語能能力力 

 概念⑫【中国語音声言語能力】とは、学習者 C のように NT に中国語の聴解能力と会話能力

を求めているとした概念である。逆に、読む能力や書く能力を求めるとするデータは得られ

ていない。その理由として、概念③【抵抗感】で述べたようにインターネットを使っての NT

との交流では辞書を使ってゆっくり時間をかけて書いたり読んだりできるため、NT が中国語

を使う必要性はなくなるとしていることが挙げられる。そして、会話の場面では即時反応の

必要が生まれ、準備時間が極端に短くなり、日本語のみでは抵抗感を抱いてしまい、結果的

に NT に中国語能力を求めてしまうことに繋がる。概念⑥【場面依存】でも、会話や発音の授

業といった NT と直接的なコミュニケーションが必要となる場面では、中国語能力を必要と

していることにも関連性が見られる。 

 

 

図 12 概念⑫【中国語音声言語能力】バリエーション例 

 

44..1133  生生教教材材交交流流  

概念⑬【生教材交流】とは、新聞紙のように実際の生活の中で使われているものを授業用

に作り替えずそのまま授業で使用する教材という用語を、「NT を生教材として扱う」という

意味で転用させた概念である。NT をただの教材として見た場合、授業内では「日本語を教え

T:文化紹介は日本人か中国人かどっちに教えてほしい？ 

G:日本人の先生の方が良いです。中国人の先生は日本人じゃない。 

T:でも X 先生は日本に 11 年いました。日本事情とても詳しいです。日本文化もよく

しっています。じゃ、X 先生に質問してもいいですか。 

G:うーん。 

T:違います？ 

G:はい。 

T:どうして？ 

G:文化が違います。X 先生は中国人です。日本に来ました。でも、本当の日本人じゃ

ない。日本人の先生は日本人のことを紹介しました。日本人の先生は日本人です。

日本人のことはもっと了解します。 

T:日本のことをとても詳しく知っている中国人と日本人は同じじゃないんですね。 

G:はい。なぜ日本人の教師を必要としているかというと、中国人が日本に長年滞在

したとしてもやっぱり日本人と違って、日本人は生まれも育ちもそっちなので、

どうしても違うと思います。 

C:一番大事なのは聞き取り。私たちの話を聞いて分かるくらい。 

T:日本人の先生の授業中、中国語が話せる必要があると思いますか。 

C:ちょっと話せるのは一番いいだと思います。全然分からない、ダメです。 

T:ちょっととはどのくらいですか。 

C:私たちの話が、日本人の先生が分かります。 
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るための生教材」としてのはたらきを持ち、授業外では「会話力向上、日本文化を知ること

ができる生教材」としてのはたらきを持っている、と学習者は考えている。学習者 C のバリ

エーションから、NT と交流していたら日本文化も自然に理解できるようになると考えている

と推察される。日本人が多い地域であれば、日常生活で日本人と接触する機会が多くなり、

NT が生教材として扱われる機会は減ることが予想されるため、この概念⑬【生教材交流】は

概念⑦【環境依存】と関連しているといえる。つまり、日本人が多い地域や日本国内であれ

ば、この概念は生成されないことが可能性として示唆される。 

 

 

図 13 概念⑬【生教材交流】バリエーション例 

 

44..1144  友友人人関関係係  

 概念⑭【友人関係】とは、概念⑬【生教材交流】と違い、NT との交流の学習の上での目的

を度外視し、単純に友人関係を築きたいと考えているとした概念である。学習者 C を見ると

「最初の目的は日本語能力向上であったり、日本文化を理解するためであったりしたがその

うち友人になりたいと思った」と述べている。これは、概念⑬【生教材交流】と概念⑭【友

人関係】は対極例である一方で、段階的な繋がりがあることを示している。 

また、学習者 N に見られるように、学習者は「お互いの理解」という言葉をよく用いてい

る。もちろん教師と学生という関係でも学生から得たリアクションなどから教師の自己成長

があるが、一般的には教師から学生が一方的に知識を吸収するイメージが強い。しかし、学

習者たちは相互理解を望んでいる。そして、この考えは概念⑩【日本人性】とは違い、中国

人教師にも現れた。学習者は「教師と友人関係を築きたい」と考える傾向が強いことが特徴

として挙げられた。 

しかし、実際に中国人教師のみを誘って、NT とする山登りであったり、街で買い物をした

りといった交流は行っていない。その理由を「中国人教師は家庭があるから誘いにくいが NT

は 1 人で日本から来ているから誘いやすい」とし、現実的には NT と交流する機会が多いと

説明している。 

 

C:ゲームとかご飯を食べることで、日本人の先生と接触すると日本人の細かいと

ころとか見ることができるので。 

T:日本人の細かいところが見たいから交流するんですね。 

C:中国人の先生はそういうところはあまり見えてこない。（＝交流の目的は）会話

を練習します。日本の事情を知りたいです。 
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るための生教材」としてのはたらきを持ち、授業外では「会話力向上、日本文化を知ること

ができる生教材」としてのはたらきを持っている、と学習者は考えている。学習者 C のバリ

エーションから、NT と交流していたら日本文化も自然に理解できるようになると考えている

と推察される。日本人が多い地域であれば、日常生活で日本人と接触する機会が多くなり、

NT が生教材として扱われる機会は減ることが予想されるため、この概念⑬【生教材交流】は

概念⑦【環境依存】と関連しているといえる。つまり、日本人が多い地域や日本国内であれ

ば、この概念は生成されないことが可能性として示唆される。 

 

 

図 13 概念⑬【生教材交流】バリエーション例 

 

44..1144  友友人人関関係係  

 概念⑭【友人関係】とは、概念⑬【生教材交流】と違い、NT との交流の学習の上での目的

を度外視し、単純に友人関係を築きたいと考えているとした概念である。学習者 C を見ると

「最初の目的は日本語能力向上であったり、日本文化を理解するためであったりしたがその

うち友人になりたいと思った」と述べている。これは、概念⑬【生教材交流】と概念⑭【友

人関係】は対極例である一方で、段階的な繋がりがあることを示している。 

また、学習者 N に見られるように、学習者は「お互いの理解」という言葉をよく用いてい

る。もちろん教師と学生という関係でも学生から得たリアクションなどから教師の自己成長

があるが、一般的には教師から学生が一方的に知識を吸収するイメージが強い。しかし、学

習者たちは相互理解を望んでいる。そして、この考えは概念⑩【日本人性】とは違い、中国

人教師にも現れた。学習者は「教師と友人関係を築きたい」と考える傾向が強いことが特徴

として挙げられた。 

しかし、実際に中国人教師のみを誘って、NT とする山登りであったり、街で買い物をした

りといった交流は行っていない。その理由を「中国人教師は家庭があるから誘いにくいが NT

は 1 人で日本から来ているから誘いやすい」とし、現実的には NT と交流する機会が多いと

説明している。 

 

C:ゲームとかご飯を食べることで、日本人の先生と接触すると日本人の細かいと

ころとか見ることができるので。 

T:日本人の細かいところが見たいから交流するんですね。 

C:中国人の先生はそういうところはあまり見えてこない。（＝交流の目的は）会話

を練習します。日本の事情を知りたいです。 
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図 14 概念⑭【友人関係】バリエーション例 

 

44..1155  日日本本語語翻翻訳訳機機  

 概念⑮【日本語翻訳機】とは、「分からない時、説明してほしい」という学習者の望みを叶

えるために NT には翻訳機のように、すぐ聞いてすぐ答えてくれる働きを果たしてほしいと

する概念である。これは、概念⑬【生教材交流】の派生のようであるが、概念⑬【生教材交

流】は主に授業外で現れるのに対し、概念⑮【日本語翻訳機】は授業内で現れる傾向がある

点で異なる。また、概念⑬【生教材交流】は交流する際に全体的に中国語を使って交流した

い、と初級学習者に見られるのに対し、概念⑮【日本語翻訳機】は分からない部分だけをそ

の場で中国語で教えてほしい、と NT が話している内容が大方分かっている初中級以降の学

習者に見られる、とする 2 点で区別されるため独立した概念とした。つまり、概念⑬【生教

材交流】は交流を通して日本語能力や日本文化理解を進めるとした概念であるため、その目

的を果たすためには日本人である必要があるとし、概念⑩【日本人性】と関連性を持つ。 

一方で、概念⑮【日本語翻訳機】は学習者が分からない部分を埋めるという部分で、概念

⑨【学習者補完】と関連している。またこの概念は、より詳細に、より深い理解を望む完璧

主義のような考えを持つ学習者に現れやすい。完璧主義のような考えが薄い学習者は、NT の

言っていることが大体分かれば良いと考える。これらは、概念①【自尊心】との関連から見

て取れ、概念⑮【日本語翻訳機】は概念①【自尊心】と対極例の位置にあるとも考えられる。 

 

 

図 15 概念⑮【日本語翻訳機】バリエーション例 

T:日本人の先生と仲良くなりたいと思いますか 

C:もちろんです。 

T:それは、会話が上手になりたい、文化が知りたいからですか。 

C:最初の目的はそうでしたが、付き合っているうちに友人関係になっていくうちに

最初の目的が薄れてきました。 

T:中国人の先生とも友達になるということがありますか。 

C:あります。 

T:中国人と日本人の違いがありますか。 

C:そんなにありません。日本人の先生が中国に来るのは授業だけするのではなく授

業以外の付き合いもあるので、性格としては優しい方が良いかなと思います。 

G:日本語の単語は中国でなんですか。そして、学生は話したいとき、でも日本語は

どんな話は分かりませんの時、中国語で先生と話です。 

G:三年生の時私たちの日本語がよく上手と思います。そのとき、日本語の小さいの

ニュアンスまでできるようになったら、 

T:なったら、日本人の中国語レベルが必要ないと思いますか。 

G:もっと高い方が良いです。日本語が上手になればなるほど、日本人先生の中国語

レベルも高い方が良い。 

T:どうしてですか。 

G:その時は、私は日本の事情もっと了解したいです。例えば、心、その本の中で心

理の描写。 
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５５．．考考察察  

 

 

図 16 概念同士の関係図 

 

 15 の概念同士の関係性を整理したものが図 16 である。まず、概念①【自尊心】が強い学

習者は NT に中国語能力を求めないというところから、学習者の「NT 中国語能力必要性」が

生まれるプロセスが始まる。しかし、この場合の中国語能力を求めないとする考えは、あく

まで学習者の理想となっている。概念②【学習者能力依存】において、学習者自身の日本語

能力が NT と日本語のみで接触可能であると判断された場合に「日本語学科の学生として、NT

と日本語のみで交流ができる」という自尊心が満たされ、その時初めて NT の中国語能力必要

性がなくなる。これが学習者の考える理想である。ここまでの概念①と、②の学習者日本語

能力が十分である上半分までが「NT に中国語能力は必要なし」とする概念である。 

しかし、現実的には自身の日本語能力が自尊心を満たすレベルに達しないために、結果、

NT に中国語能力を望んでしまう。学習者自身の日本語能力が不足であると感じた時、NT との

接触場面で概念③【抵抗感】が生まれる。抵抗感を持つ学習者は NT との接触機会で「自分は

日本語能力が低いから仕方がない、NT に中国語を話してもらおう」と、概念④【妥協】を選

択したり、「NT の言っている事が理解できないので、怖い。NT と接触するのは避けよう」と、

NT との接触を概念⑤【断念】したりすることになる。妥協の中には「本当は日本語のみで交

流がしたい」と、妥協しなくても良い日本語能力に達した時、抵抗感もなくなり「NT 中国語

能力必要なし」に繋がる可能性を秘めているが、断念を選択してしまうと成長を止めてしま

い、ますます NT に対する抵抗感を強めてしまう恐れがある。 

この概念④【妥協】と概念⑤【断念】は、学習者が採る NT とのコミュニケーション上の「方

略」である。妥協を選択した学習者は、概念⑥【場面依存】と概念⑦【環境依存】の 2 点へ

向かい、「場面」によって NT の中国語使用量と使用必要性を判断する。場面依存では、会話

の授業は NT の中国語使用量は少なく、それ以外の日本文化紹介や日本事情などといった日

本語音声言語能力向上が目的ではない授業科目内では中国語使用量は多く必要であるとして
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いる。 

一方、環境依存では仮に日本で日本語を学習しているなら日本人（教師）に対し中国語能

力を必要とはしないが、中国で学習している限りどうしても中国語を使ってしまうことは仕

方がないとしている。文化紹介や日本事情の授業は、日本語音声言語能力向上が目的ではな

いため、日本語のみで授業をする必要がないとする考えや、中国で学習しているから中国語

を使っても良いとするそれぞれの考えが、概念④【妥協】と密接に繋がっている。 

しかし、この「場面」全体を通しても、NT の中国語能力は概念⑨【学習者補完】程度とし

ている。そもそも「理想的には NT に中国語を話してほしくないが、仕方がない」と妥協して

いる学習者にとって完璧な中国語を話す NT の存在は「もし中国語が上手な NT だったら、中

国語に頼ってしまう」という点で妥協を後押ししてしまうことになると、学習者自らが危惧

しているからである。そして、授業内外といった交流場面を想定した時、学習者は概念⑧【教

師選択】によって、NT や中国人教師問わず全ての教師を学習者自身で区別する。それは NT と

中国人教師といった「国籍」による区別はもちろん、日本留学経験、付き合いの長さ、日本

語文法授業担当教師、生活指導担当教師等、その教師の特質と学習者自身の相談内容を照ら

し合わせ、合致する教師を選択し接触を図る。しかし、これら教師選択の前提となるのが上

述の「国籍」による区別である。つまり、NT と交流が困難であれば中国人教師と交流を図れ

ばよいが、どうしても NT でなければならない理由が学習者にはある。 

「日本人と一緒にいるだけで、何か日本文化や日本についての知識が得られる」と感じる

概念⑩【日本人性】と、その逆の「いくら日本語能力が高く、日本事情に詳しくても、中国

人は中国人だ」とする概念⑪【非日本人性】がそれにあたる。そして、授業内においては大

別した時に、学習者は日本人性に概念⑫【中国語音声言語能力】を求め、非日本人性に文法

能力を求める傾向にある。その音声言語能力を向上させるために、学習者は概念⑬【生教材

交流】として NT を扱う。 

地域に NT を始め日本人が少ない、日本人との接触場面が非常に限られる場合は、NT が唯

一の日本人となることもある。この時、NT は一種の生教材として、学習者の日本語音声言語

能力向上の役目を果たすことになる。そして、同時に概念⑭【友人関係】を築きたいという

考えも関連性を持つ。この友人関係を築きたいとする考えは、日本人性にも非日本人性にも

現れることから、調査地域の学習者は教師との関係を「教師と学生」から、「友人同士」とし

たいと考えているようである。しかし、現実的には中国人教師には中国人教師の家族や友人

がいるため誘うことに遠慮することが多い。逆に NT は日本から一人で来ていることが多い

ため、比較的誘いやすいとしている。学習者はこのように説明するが、その本質は、概念⑩

【日本人性】と概念⑬【生教材交流】が強く影響しているのではないだろうか。「中国人教師

は私たちと同じ中国人」というデータのように、やはり日本人に特別性を見出していると考

えられるからである。 

そして、NT を概念⑮【日本語翻訳機】が概念⑬【生教材交流】と並列関係に位置している。

【日本語翻訳機】は生教材として NT を扱っている点で【生教材交流】と似た概念となってい
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るが、【生教材交流】は授業外に行われる交流であるのに対し、【日本語翻訳機】は授業内に

多く見られる概念である。また、後者は学習者の理解できない箇所の部分的な逐語訳的翻訳

を望んでいるという点で、概念⑨【学習者補完】と強く結びついている。これら、生教材交

流・友人関係・日本語翻訳機の 3 つの概念をまとめて「役割観」とする。 

 

６６．．ままととめめ  

自尊心のある学習者は、理想的に NT に中国語能力は必要なしとした上で、現実では「方

略」の一つとして NT に中国語能力を必要とする。NT との接触や学習環境の「場面」で使用

量を判断し、中国語が使える前提で、「母語」や「国籍」の違いで NT との接触を選択し、各々

の「役割観」を達成させる。つまり、そもそも NT に中国語能力がない場合は、このプロセス

をたどることもできず、概念⑤【断念】を選択させ、学習者の「役割観」を果たすことがで

きないと懸念される。 

今回調査した学習者では以上のようなプロセスをたどり、学習者は NT の中国語能力必要

性有無の判断を下していることが明らかになった。このプロセスと地域特性、地域内の日本

人の有無、NT の役割観などを考慮した上で、NT は中国語を習得した方が良い環境が少なから

ずあるのではないかと考える。 

 

参考文献 

 

国際交流基金「日本語教育 国・地域別情報 中国(2019 年度)」 

<https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/2019/china.html>(202

1 年 2 月 11 日) 

国際交流基金「海外日本語教育機関調査」 

<https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/index.html>(2021 年 2 月 11

日) 

浦井智司(2017)「日本人教師の学習者母語能力必要性について：内モンゴル自治区大学にお

ける日本語学習者を中心に」『国際言語文化学会日本学研究 = Japanology (2)』,pp.85-104 

王冲（2013）「中国人日本語学習者が求める「優れた」日本語教師像：量的データと質的デー

タによる実証分析」,『Polyglossia : the Asia-Pacific's voice in language and language 

teaching』pp.107-115,立命館アジア太平洋研究センター. 

佐藤郁哉（2008）『質的データ分析法』新曜社. 

曹美蘭（2010）「中国の大学における日本人教師の実態に関する研究—受け入れ側中国大學関

係者を調査対象に」,『言語文化と日本語教育』pp.166-169,お茶の水女子大学日本言語文化

学研究会. 

木下康仁（2003）『グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践』弘文堂. 

中川良雄（2007）「中国の日本語教員と学習者が考える日本語コミュニケーション能力(学校

48

日本語母語教師が学習者母語能力を有することで得られる効果とは



18 
 

るが、【生教材交流】は授業外に行われる交流であるのに対し、【日本語翻訳機】は授業内に

多く見られる概念である。また、後者は学習者の理解できない箇所の部分的な逐語訳的翻訳

を望んでいるという点で、概念⑨【学習者補完】と強く結びついている。これら、生教材交

流・友人関係・日本語翻訳機の 3 つの概念をまとめて「役割観」とする。 

 

６６．．ままととめめ  

自尊心のある学習者は、理想的に NT に中国語能力は必要なしとした上で、現実では「方

略」の一つとして NT に中国語能力を必要とする。NT との接触や学習環境の「場面」で使用

量を判断し、中国語が使える前提で、「母語」や「国籍」の違いで NT との接触を選択し、各々

の「役割観」を達成させる。つまり、そもそも NT に中国語能力がない場合は、このプロセス

をたどることもできず、概念⑤【断念】を選択させ、学習者の「役割観」を果たすことがで

きないと懸念される。 

今回調査した学習者では以上のようなプロセスをたどり、学習者は NT の中国語能力必要

性有無の判断を下していることが明らかになった。このプロセスと地域特性、地域内の日本

人の有無、NT の役割観などを考慮した上で、NT は中国語を習得した方が良い環境が少なから

ずあるのではないかと考える。 

 

参考文献 

 

国際交流基金「日本語教育 国・地域別情報 中国(2019 年度)」 

<https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/2019/china.html>(202

1 年 2 月 11 日) 

国際交流基金「海外日本語教育機関調査」 

<https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/index.html>(2021 年 2 月 11

日) 

浦井智司(2017)「日本人教師の学習者母語能力必要性について：内モンゴル自治区大学にお

ける日本語学習者を中心に」『国際言語文化学会日本学研究 = Japanology (2)』,pp.85-104 

王冲（2013）「中国人日本語学習者が求める「優れた」日本語教師像：量的データと質的デー

タによる実証分析」,『Polyglossia : the Asia-Pacific's voice in language and language 

teaching』pp.107-115,立命館アジア太平洋研究センター. 

佐藤郁哉（2008）『質的データ分析法』新曜社. 

曹美蘭（2010）「中国の大学における日本人教師の実態に関する研究—受け入れ側中国大學関

係者を調査対象に」,『言語文化と日本語教育』pp.166-169,お茶の水女子大学日本言語文化

学研究会. 

木下康仁（2003）『グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践』弘文堂. 

中川良雄（2007）「中国の日本語教員と学習者が考える日本語コミュニケーション能力(学校

19 
 

法人京都外国語大学創立 60 周年記念号)」,『研究論叢』pp.287-296,京都外国語大学. 

春口淳一(2011)「中国で求められる日本人日本語教師像―副専攻としての日本語教員養成講

座の今後の課題―」『長崎外大論叢』,(15),pp.69-82,長崎外国語大学. 

平畑奈美（2007）「海外で活動する日本人日本語教師に望まれる資質-グラウンデッド・セオ

リーによる分析から-」,『早稲田大学日本語教育研究』pp.31-44,早稲田大学大学院日本語

教育研究科. 

平畑奈美（2008）「アジアにおける母語話者日本語教師の新たな役割-母語話者性と日本人性

の視点から-」,『世界の日本語教育日本語教育論集』pp.1-19,独立行政法人国際交流基金. 

 

49

『国際言語文化学会　日本学研究』第 6号



1 

日日本本語語のの「「配配慮慮」」のの意意味味ににつついいてて  
――日日本本語語とと中中国国語語のの対対照照研研究究かからら――  

On the Meaning of "Consideration" in Japanese 
-A Contrastive Study of Japanese and Chinese-

辻 周吾 

Summary 

The purpose of this study is to clarify the characteristics of the meaning of "consideration" in 

Japanese through a contrastive study between Japanese and Chinese. It also aims to explore the cultural 

background of this word, such as attentive and concern. In this study, we used a corpus to organize Chinese 

words corresponding to the Japanese word "consideration. The results showed that the Chinese words "zhao 

gu", "kao lü", "jian gu", "guan xin", "guan zhao", "an pai", "guan huai", Through the contrastive study, it 

was found that "consideration" in Japanese covers situations that involve the speaker, such as natural 

phenomena and the environment. It can be said that the speaker is paying attention to a variety of possible 

situations. This kind of behavior seen in the Japanese word "consideration" shows the deep consideration 

and attentive in Japan and Japanese culture. On the other hand, being overly concerned about this and that 

can cause stress. 

ははじじめめにに  

日本語の「配慮」は、一般的に、「当事者の気持ちを配慮する」のように、心づかいの意味

で使われている。これは、「気配り」や「気遣い」などと同じ類の言葉である。文化的背景が

ある言葉であり、広い概念を持っている。そのため、外国人にとっては、理解しづらい言葉

の一つとなっている。また、日本人自体が意味を漠然と捉えている可能性もある。 

筆者は、外国語大学の大学院時代から、日本語と中国語の対照研究を行っている。対照研

究を行う上で、このような言葉は、その特徴の発見も多く、魅力的な研究対象であると考え

ている。また、筆者は、同大学院にて、日本語と中国語の「配慮表現」にかかわる諸問題に

関する研究を行っていた。そのため、以前から、この「配慮」という言葉は、どのように中

国語に訳されるのかということに関心を持っていた。これらの理由が、本研究を行った動機

である。 

本研究のリサーチクエスチョンは、「日本語の『配慮』という言葉には、中国語では表すこ

とができない、心くばりや気づかいの意味があるのではないか」というものである。また、

本研究の目的は、「日本語と中国語の対照研究により、日本語の『配慮』の意味を明らかにす

ることである。そして、この言葉が有する、心くばりや気づかいといった意味から、その文

化的背景を探ることである」というものである。 
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１１．．研研究究方方法法  

11..11..対対照照研研究究のの種種類類  

井上（2002）によれば、以下のように、対照研究には二つのタイプの研究があるという。 

 

Ⅰ 「二つの言語の類似と相違を共通の枠組みのもとで整理して記述する」ことに重点を 

置く〈対応記述型〉の研究。 

Ⅱ 「二言語間の類似と相違の背景にある一般的な原理や傾向性について考える」ことに 

重点を置く〈類型設定型〉の対照研究。 

 

11..11..11..<<対対応応記記述述型型>>のの対対照照研研究究  

「〈対応記述型〉の対照研究の典型は、対訳上対応関係にある表現をつきあわせて,その類

似と相違を共通の枠組みの中で整理するというものである」（p.4）と説明されている。また、

その一例として、水野（1993）における、日本語の「の」と中国語の“的 de”についての、

「名詞＿名詞」「名詞＋助詞＿名詞」などの文法的なルールの比較を挙げている。また、国廣

（1981）における、日本語の「ミエル」「ミル」や英語の“see”“look”など、対訳上対応す

る複数の表現の使用範囲の違いを挙げている。 

そして、その研究の意義において、「言語教育において,〈対応記述型〉の対照研究で提供

される『言語間の類似と相違』に関する情報は,学習者が第二言語を習得する上で何が阻害要

因／促進要因になりうるかを考えたり,誤用の背景や教授上のポイントを考えたりするため

の参考情報として有益である」（p.7）と述べている。 

 

11..11..22..<<類類型型設設定定型型>>のの対対照照研研究究  

「『二言語間の類似と相違の背景にある一般的な原理や傾向性について考える』ことに重

点を置く〈類型設定型〉の対照研究」（p.8）であると述べられている。その一例として、三

原（1997）における、「本を読む」と“read a book”のような、「主要部末端」（head-final）

か「主要部先端」（head-initial）という文法構造の比較を挙げている。また、吉川（1995）

における、「私たち,結婚することになりました」と“We have decided to get married”の

ような、〈ナル〉的な言語か〈スル〉的な言語かという表現の比較を挙げている。 

そして、その研究の意義において、「言語そのものだけでなく,言語の背景にある発想や文

化を理解することが大切である」とした上で、「この背景にあるのは,それぞれの言語を支え

る基本的な発想を理解し,それぞれの言語に見られる種々のことがらをそれと関連づけて有

機的に理解することが大切である」（p.10）と述べられている。 

 

11..22..本本研研究究のの対対照照研研究究  

本研究では、「配慮」について、対訳上で対応関係にある表現をつき合わせ、その類似と相

違を整理する。井上（2002）のいう、「対応記述型」の対照研究に属する。ただし、対照研究
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される『言語間の類似と相違』に関する情報は,学習者が第二言語を習得する上で何が阻害要

因／促進要因になりうるかを考えたり,誤用の背景や教授上のポイントを考えたりするため

の参考情報として有益である」（p.7）と述べている。 

 

11..11..22..<<類類型型設設定定型型>>のの対対照照研研究究  

「『二言語間の類似と相違の背景にある一般的な原理や傾向性について考える』ことに重

点を置く〈類型設定型〉の対照研究」（p.8）であると述べられている。その一例として、三

原（1997）における、「本を読む」と“read a book”のような、「主要部末端」（head-final）

か「主要部先端」（head-initial）という文法構造の比較を挙げている。また、吉川（1995）

における、「私たち,結婚することになりました」と“We have decided to get married”の

ような、〈ナル〉的な言語か〈スル〉的な言語かという表現の比較を挙げている。 

そして、その研究の意義において、「言語そのものだけでなく,言語の背景にある発想や文

化を理解することが大切である」とした上で、「この背景にあるのは,それぞれの言語を支え

る基本的な発想を理解し,それぞれの言語に見られる種々のことがらをそれと関連づけて有

機的に理解することが大切である」（p.10）と述べられている。 

 

11..22..本本研研究究のの対対照照研研究究  

本研究では、「配慮」について、対訳上で対応関係にある表現をつき合わせ、その類似と相

違を整理する。井上（2002）のいう、「対応記述型」の対照研究に属する。ただし、対照研究
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の対象となる日本語に焦点が当てられている。すなわち、「配慮」の持つ意味を基にして、対

応する中国語が、それを有するのかどうかを記述する。 

これについて、張（2011）は、「対応すると考えられる目標言語の形式と母語の形式は,そ

れぞれ一つだけ存在する可能性もあれば,類義的関係をなす複数の形が補い合って存在して

いる可能性もあるが,母語の形式対目標言語の形式という組み合わせに,論理的には,１対１,

多対１,１対多,多対多,の４タイプしかありえないということである。このことは当然なが

ら語彙にも当てはまる」（p.50）と説明している。この類型から言えば、「配慮」の研究は、

「多対１」のケースになる。「ある意味・機能を担う形式が母語に１つしかないのに対して,

目標言語に複数ある」（p.53）というものである。 

 

11..33..対対照照研研究究のの意意義義  

辻（2016）では、日本語と中国語の対照研究から、中国人日本語学習者（以下、中国人学

習者）の「～ておく」の習得について考えた。「～ておく」は、「やっておく」のように、準

備のためにする動作を表す。「～ておく」を付けることで、「完成」と「期限」の意味が含ま

れることとなる。しかし、中国語でこれを表す場合、一般的に、“做好”（やり終わる）か“事

先做”（前もってやる）のどちらかである。つまり、“～好”（し終わる）か“事前”（前もっ

て）である。この場合、中国人学習者が「～ておく」を習得する上で阻害になっているのは、

中国語の母語の発想から、「完成」か「期限」のどちらかの意味が抜けてしまうことである。

よって、中国人学習者に対し、これを合わせた“事前做好”（前もってやり終わる）という構

文を示してあげれば、理解しやすい。この「～ておく」のテーマも、「対応記述型」の対照研

究、かつ「多対１」のケースとして、本研究と同じである。しかし、その意義は異なると言

える。 

まず、「～ておく」は、文型の指導である。また、日本語教育において、N4 レベルの重要文

型とされている 1)。「～ておく」を対照研究する意義は、外国人日本語学習者における阻害

要因や促進要因など、教授上のポイントを見つけることだと言える。第二言語を習得するこ

とが目的である。 

また、辻（2013）では、「～ておく」の事例をもとに、日本語教育のための対照研究の意義

と課題を考えている。第二言語習得には、「回避」という問題がある。これは、目標言語と母

語の違いから、学習しても理解しづらかったり、自信がなかったりするために、使われない

ことである。同研究では、「～ておく」など、学習者が回避しやすい文型や表現に、対照研究

の意義を見出している。 

それに対し、日本語の「配慮」は、語彙の導入である。また、N1 レベルで頻出度が高いと

は言えない語彙である 2)。このような状況で対照研究をする意義はどこにあるのか。筆者は、

外国語という視点から、その言葉の意味を明らかにし、日本文化や日本人の発想などを理解

することだと考えている。つまり、言語が持つ文化的背景を理解することが目的である。 

先の井上（2002）では、「言語そのものだけでなく,言語の背景にある発想や文化を理解す
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ることが大切である」と述べており、これを「類型設定型」の対照研究に求めていた。一方

で、第二言語習得の意義のほうを、「対応記述型」の対照研究に求めていた。しかし、本研究

は、この「対応記述型」の対照研究でもって、前者のような、言語における文化や発想への

理解を求めるものである。研究意義の点で異なりがみられる。 

また、この類の研究には、以下のような文献が挙げられる。彭（2005）は、日本語の「裏」

の語義、用法が「緩和」と関係するか否かに関して、中国語との比較をしながら考察してい

る。また、その結果について、「『裏世界』のように、マイナス評価のものを表現する場合は、

中国語では通常、“黑”“恶”“暗”“邪”など強烈なマイナスのイメージを持つ文字を直接に

使用することが多く見られる。日本語ではマイナスのイメージの語の使用を回避し、『裏』を

使い、読み手の想像にまかせる。このようにマイナス評価が強烈な語、あらわな語の使用回

避は緩和の役割の果たすもので、日本語の『裏』という語の使用法の特色が窺え、ここにも

日本人の好む『朧化』『和らげ』の心理を読み取ることができるだろう」（p.217）と述べてい

る。 

 

２２．．日日本本語語のの「「配配慮慮」」のの意意味味  

対照研究を行う前に、まず、日本語の「配慮」の意味をおさえておかなければならない。

つまり、対照分析の基となる言葉を理解しておく必要がある。そこで、「配慮」の意味の確認

にあたって、7 冊の日本語辞書を利用した。辞書の説明は、以下の通りである。 

 

（１）手落ちのない、または、よい結果になるように、あれこれと心をくばること。「―に 

欠ける」「相手の立場を―する」『岩波国語辞典』 

（２）心をくばること。心づかい。「―に欠ける」「環境に―する」『旺文社国語辞典』 

（３）手落ちがないように気を配ること。心づかい。「慎重な―」「老人に対する―が足り 

ない」『学研現代新国語辞典』 

（４）手落ちのないように、また、よい結果になるように、心づかいをすること。配意。 

『新選国語辞典』 

（５）想定されるいろいろな場合に対する対処の方法を考えて何かをすること。〔狭義では、 

相手への心配りを指す〕「―の跡がうかがわれる／―が欠ける（足りない）／―を加 

える（求める・怠る）／―に欠ける」『新明解国語辞典』 

（６）さしつかえがないように、気をつかうこと。心づかい。「環境（カンキョウ）に―す 

る・ご―にあずかりまして」『三省堂国語辞典』 

（７）よく考えて心をくばること。心づかい。「安全性に／を―する」「―に欠ける処置」 

『明鏡国語辞典』 

 

これらの辞書の説明をみると、『旺文社国語辞典』が、「心をくばること」として、最も広

い意味を表している。『明鏡国語辞典』も同じである。 
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ることが大切である」と述べており、これを「類型設定型」の対照研究に求めていた。一方
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また、『新明解国語辞典』では、「想定されるいろいろな場合に対する対処の方法を考えて

何かをすること」とし、心をくばるのは、想定されるいろいろな場面のためとしている。ま

た、狭義として、相手への心配りを指している。 

さらに、『新選国語辞典』では、「手落ちのないように、また、よい結果になるように、心

づかいをすること」とし、心を配るのは、手落ちのない、またはよい結果になるようにする

ためとしている。意味を限定した説明がなされている。『岩波国語辞典』も同じである。 

なお、『三省堂国語辞典』のように、「さしつかえがないように、気をつかうこと」のよう

に、手落ちの意味のみを扱ったものもある。『学研現代新国語辞典』も同じである。 

以上のように、各辞書における「配慮」の意味の解釈をみてきた。このうち、『新明解国語

辞典』の「想定されるいろいろな場合に対する対処の方法を考えて何かをすること〔狭義で

は、相手への心配りを指す〕」という説明が、最も詳細であると言える。本研究では、同解釈

を採用することとする。 

そして、この解釈をもとに、「現代日本語書き言葉均衡コーパス」を参考にし、以下のよう

な意味を設定した 3)。「 」が例文であり、（ ）が意味である。それぞれ、簡単に説明する

と、（１）は、障碍者やお年寄りなどの相手の立場への働きかけである。（２）は、相手自体

ではなく、その相手が持つ気持ちへの働きかけである。（３）は、性別やレベルなどのカテゴ

リーへの働きかけである。（４）は、自然現象や環境などの人を取り巻く周囲への働きかけで

ある。（５）は、自然現象や環境などの周囲の影響により、人が迷惑を受けないための働きか

けである。大方、このような意味を持つものと言える。 

 

（１）「高齢者を配慮し、手すりを設置する」（立場における配慮） 

（２）「患者の気持ちに配慮し、丁寧に説明を行う」（心情における配慮） 

（３）「学習者のレベルに配慮しながら、教材を作成する」（種類における配慮） 

（４）「リサイクル製品など、環境に配慮した製品をつくる」（周囲における配慮） 

（５）「景観に配慮し、高い建物は立ててはいけない」（間接的な影響における配慮） 

 

これらの「配慮」が持つ意味を、中国語訳で表せられるのかをみていく。また、対応する

中国語で表せられるか否かの確認は、中国語母語話者に協力いただいた 4)。 

なお、本来であれば、「配慮」をともなう文をコーパスで集め、それを類別し、意味を整理

する。そして、その後、中国語との対照研究に取り掛かるのが望ましい。しかし、本研究は、

日本語の「配慮」とその中国語訳を対照研究するものである。日本語の「配慮」の意味は、

上記のような、分析のための分類に留めるものとする。 

この課題については、辻（2013）でも、「日本語の整備の問題である。研究で解明された用

法でも、それが日本語教材に反映されているとは限らない。また、解明されていない用法も

あるだろう。対照分析を行う以前に、こうした用法の整備が必要である。これは、日本語教

育の課題でもある」（p.47）と言及している。 
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３３．．日日本本語語のの「「配配慮慮」」のの中中国国語語訳訳  

続いて、「中日対訳コーパス」を利用し、日本語の「配慮」に対応する中国語を確認してい

く。同コーパスの検索により、104 件の「配慮」という言葉を確認した 5)。これには、「配慮

する」という動詞の形も含まれている。以下、件数の多い順に、対応する中国語を紹介して

いく。最初に、中国語の辞書を用いて、その意味を確認する。その際に、『中日辞典』を用い

ることとし、『東方中国語辞典』と『クラウン中日辞典』も参考にする。続いて、同コーパス

における文から、日本語の「配慮」に対応した使われ方を確認する。最後に、中国語母語話

者により、前述した（１）～（５）の「配慮」をともなう文について、対応する中国語を用

いて、正文になるか非文になるかを確認する。そして、その中国語では何が説明できて、何

が説明できないのかを考える。 

 

33..11..中中国国語語のの““照照顾顾””  

最も多かったのが、中国語の“照顾”が対応する場合である。計 44 件であった。まず、中

国語の“照顾”が、どんな意味を持つのかをおさえておきたい。 

“照顾”は、『中日辞典』によると、“照顾得很周到”（気配りが行き届く）、“照顾到少数民

族的特点”（少数民族の特殊性に配慮する）のように「１考慮する.配慮する.関心をもつ」、

“他请了两天假照顾生病的孩子”（彼女は病気の子供を世話するため 2 日間の休暇を取った）、

“一路上他对我很照顾”（道中彼は私をとても世話してくれた）のように「２世話をする.面

倒をみる.優遇する」、“掌柜的人缘儿好，街坊们都乐意去照顾他”（あの店のおやじは人付き

合いがよく,近所の人たちはみな喜んで彼の店で物を買う）のように「３〈旧〉（顧客が商人・

商店）をひいきにする」などの意味から説明されている。また、『東方中国語辞典』と「クラ

ウン中日辞典」も、同じような説明である 6)。 

辞書的な解説では、考慮したり世話したりと、幅広い意味を包括している。また、１や２

のように、日本語の「配慮」の意味と重なるところが多い。これは、“照顾”が、多く対応す

る理由だと考えられる。 

続いて、同コーパスから、日本語の「配慮」に対応した使われ方をみていく。なお、日本

語の「配慮」に対応する中国語には、下線を引いている。 

 

・財政部の部長、司長・局長、処長はつねに局部に配慮すべきであり、地方から出された 

難題であれば、解決可能であるかぎり、熱心に解決の手助けをすべきであり、（财政部的部 

长、司局长、处长应经常照顾局部，凡是地方提出的困难问题，只要是可能解决的，应热心 

帮助解决） 

 

・国家は三年つづきの困難な時期にあったが、彼らはそんなにも困らなかった。特殊な配 

慮があり、暮らしに心配することはなかった。（国家进入了三年困难时期，相对来说，他们 

并不怎么困难。他们享受着一定的特殊照顾） 

56

日本語の「配慮」の意味について



6 
 

３３．．日日本本語語のの「「配配慮慮」」のの中中国国語語訳訳  

続いて、「中日対訳コーパス」を利用し、日本語の「配慮」に対応する中国語を確認してい

く。同コーパスの検索により、104 件の「配慮」という言葉を確認した 5)。これには、「配慮

する」という動詞の形も含まれている。以下、件数の多い順に、対応する中国語を紹介して

いく。最初に、中国語の辞書を用いて、その意味を確認する。その際に、『中日辞典』を用い

ることとし、『東方中国語辞典』と『クラウン中日辞典』も参考にする。続いて、同コーパス

における文から、日本語の「配慮」に対応した使われ方を確認する。最後に、中国語母語話

者により、前述した（１）～（５）の「配慮」をともなう文について、対応する中国語を用

いて、正文になるか非文になるかを確認する。そして、その中国語では何が説明できて、何

が説明できないのかを考える。 

 

33..11..中中国国語語のの““照照顾顾””  

最も多かったのが、中国語の“照顾”が対応する場合である。計 44 件であった。まず、中

国語の“照顾”が、どんな意味を持つのかをおさえておきたい。 

“照顾”は、『中日辞典』によると、“照顾得很周到”（気配りが行き届く）、“照顾到少数民

族的特点”（少数民族の特殊性に配慮する）のように「１考慮する.配慮する.関心をもつ」、

“他请了两天假照顾生病的孩子”（彼女は病気の子供を世話するため 2 日間の休暇を取った）、

“一路上他对我很照顾”（道中彼は私をとても世話してくれた）のように「２世話をする.面

倒をみる.優遇する」、“掌柜的人缘儿好，街坊们都乐意去照顾他”（あの店のおやじは人付き

合いがよく,近所の人たちはみな喜んで彼の店で物を買う）のように「３〈旧〉（顧客が商人・

商店）をひいきにする」などの意味から説明されている。また、『東方中国語辞典』と「クラ

ウン中日辞典」も、同じような説明である 6)。 

辞書的な解説では、考慮したり世話したりと、幅広い意味を包括している。また、１や２

のように、日本語の「配慮」の意味と重なるところが多い。これは、“照顾”が、多く対応す

る理由だと考えられる。 

続いて、同コーパスから、日本語の「配慮」に対応した使われ方をみていく。なお、日本

語の「配慮」に対応する中国語には、下線を引いている。 

 

・財政部の部長、司長・局長、処長はつねに局部に配慮すべきであり、地方から出された 

難題であれば、解決可能であるかぎり、熱心に解決の手助けをすべきであり、（财政部的部 

长、司局长、处长应经常照顾局部，凡是地方提出的困难问题，只要是可能解决的，应热心 

帮助解决） 

 

・国家は三年つづきの困難な時期にあったが、彼らはそんなにも困らなかった。特殊な配 

慮があり、暮らしに心配することはなかった。（国家进入了三年困难时期，相对来说，他们 

并不怎么困难。他们享受着一定的特殊照顾） 
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・医療面での特殊な配慮をうけることができないので、指定の病院に行くのをいやがり、 

病気になっても、もちこたえられるだけもちこたえる。（因为已不能享受医疗上的特殊照顾， 

也不愿到公费医疗关系的医院露面，所以有了病便抗） 

 

これらの文から、中国語の“照顾”で、日本語の「配慮」に対応する場合、主に、目上の

者が目下の者に対し、利益をほどこすために関心を持ったり、面倒をみたりする意味で使わ

れている。 

実際に、中国語母語話者に確認したところ、先の（１）～（５）の文は、“照顾”で表すこ

とが可能だと言う。日本語の「配慮」について、実に幅広い意味を表すものである。しかし、

（６）の文のみは、表すのが難しいと言う。「景観に配慮し、高い建物は立ててはいけない」

は、“?为了照顾周围的景色，所以不能把楼建的太高”として、不自然な文になってしまう。

このことから、中国語の“照顾”は、人の周囲の事態が間接的にもたらす影響までは表しき

れない。 

 

33..22..中中国国語語のの““考考虑虑””  

続いて多かったのが、中国語の“考虑”が対応する場合である。計 11 件であった。まず、

どんな意味を持つのかをおさえておきたい。 

“考虑”は、『中日辞典』によると、“计划考虑不周”（計画が十分練られていない）、“不考

虑人得失”（個人の得失を度外視する）、“有点儿欠考虑”（少し思慮に欠ける）のように、「考

慮する.考える」という意味から説明されている。また、『東方中国語辞典』と『クラウン中

日辞典』も、同じような説明である 7)。なお、それぞれの辞典では、“考虑不周”（配慮が行

き届いていない）、“考虑不周的计划”（十分配慮されていない計画）のように、日本語の「配

慮」の意味を表す例文が紹介されている。 

辞書的な解説では、言葉通り、考慮することを表している。「よく考えて心をくばること」

として、“考虑”を当てていると考えられる。 

続いて、同コーパスにおける文をみていく。 

 

・車椅子用トイレもあたりまえのように設置してあり、園内のどこを探しても、段差の「だ」 

の字も見つからない。障害者への配慮が「娯楽」という部分にまで、しっかりと行き届い 

ているアメリカ。（园内的公共厕所专设残疾人厕位，上坡下坡根本不用担心台阶的阻碍…… 

一切的设计全部考虑到了残疾人的方便和娱乐） 

 

・だが人間に対しては微妙な配慮が必要である｡その遣り方こそが実は大変な問題なのだ｡向 

こう側の自尊心を決して傷つけぬよう､いわゆる人間扱いの心構えを忘れてはならぬ｡（但 

毕竟还是有些微妙的关系必须要考虑到，因在送东西的方法上，其实是大有学问的：既要不 

忘待人接物时的原则，又要小心翼翼地免得伤害对方的自尊心） 
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・われわれは国の現状を直視し、建設をすすめていくなかで、経済、実用、美観に配慮し 

ていくべきである。（我们要面对国家的现实，在建设当中考虑经济、实用、美观） 

 

これらの文から、中国語の“考虑”で、日本語の「配慮」に対応する場合、主に、相手の

ことや行う行動に対し、よく考えるという意味で使われている。 

実際に、中国語母語話者に確認したところ、このような特徴から、（１）～（６）は、いず

れの意味も表すことができる。しかし、たとえば、（１）の「高齢者を配慮し、手すりを設置

する」を、“考虑到老年人，所以设置了扶手”とすると、非文にはならないが、そのニュアン

スが変わってしまう。これは、日本語の「配慮」と「考慮」の違いにも通じるが、“考虑”は、

相手のためにあれこれと心を配るのが目的ではなく、判断を誤らないようによく考えるのが

目的である。すなわち、その行動が正しいものになるように、相手の特性などを考えるもの

である。相手自体について考えることだと言える。 

 

33..33..中中国国語語のの““兼兼顾顾””  

中国語の“兼顾”が対応する場合もみられる。計 9 件であった。 

『日中辞典』によると、“要兼顾这两个问题”（この二つの問題を併せて配慮しなければ

ならない）のような「両方に配慮を加える」という意味で説明されている。また、『東方中国

語辞典』と『クラウン中日辞典』も、同じような説明である 8)。『東方中国語辞典』では、

“工业、农业、教育、卫生，这几方方面必须兼顾”（工業・農業・教育・衛星,いずれの方面

にも配慮しなければならない）や“让他一个人管这么多事，势难兼顾”（彼一人にこんなに

多くのことを任せたのでは,全ての方面に配慮することは難しい）のように、「配慮」の意味

を表す例文が紹介されている。また、『クラウン』でも、“公私兼顾”（公私の両面に配慮す

る）という例文がある。 

辞書的な解説では、複数のことに配慮することを表している。多くの例文が、日本語の「配

慮」の意味を表している。比較的に近い意味として、“兼顾”を当てていると考えられる。 

続いて、同コーパスにおける文をみていく。 

 

・現代化生産は、わりに少ない人数で十分だが、わが国の人口はこんなに多い。この兼ね 

あいをどうするかという問題がある。統一的に計画し、全般的に配慮しないと、われわれ 

は長期にわたって就業不十分という社会問題に直面することとなろう。（现代化的生产只 

需要较少的人就够了，而我们人口这样多，怎样两方面兼顾？不统筹兼顾，我们就会长期面 

对着一个就业不充分的社会问题） 

 

・第二の原則は、軍民双方への配慮、公私双方への配慮である。したがって、一方だけに 

配慮をくわえて他の一方を軽視するというあやまった観点に反対しなければならない。（第 

二个原则是军民兼顾，公私兼顾。因此，必须反对只顾一方面、忽视另一方面的错误观点） 
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・われわれは国の現状を直視し、建設をすすめていくなかで、経済、実用、美観に配慮し 

ていくべきである。（我们要面对国家的现实，在建设当中考虑经济、实用、美观） 

 

これらの文から、中国語の“考虑”で、日本語の「配慮」に対応する場合、主に、相手の

ことや行う行動に対し、よく考えるという意味で使われている。 

実際に、中国語母語話者に確認したところ、このような特徴から、（１）～（６）は、いず

れの意味も表すことができる。しかし、たとえば、（１）の「高齢者を配慮し、手すりを設置

する」を、“考虑到老年人，所以设置了扶手”とすると、非文にはならないが、そのニュアン

スが変わってしまう。これは、日本語の「配慮」と「考慮」の違いにも通じるが、“考虑”は、

相手のためにあれこれと心を配るのが目的ではなく、判断を誤らないようによく考えるのが

目的である。すなわち、その行動が正しいものになるように、相手の特性などを考えるもの

である。相手自体について考えることだと言える。 

 

33..33..中中国国語語のの““兼兼顾顾””  

中国語の“兼顾”が対応する場合もみられる。計 9 件であった。 

『日中辞典』によると、“要兼顾这两个问题”（この二つの問題を併せて配慮しなければ

ならない）のような「両方に配慮を加える」という意味で説明されている。また、『東方中国

語辞典』と『クラウン中日辞典』も、同じような説明である 8)。『東方中国語辞典』では、

“工业、农业、教育、卫生，这几方方面必须兼顾”（工業・農業・教育・衛星,いずれの方面

にも配慮しなければならない）や“让他一个人管这么多事，势难兼顾”（彼一人にこんなに

多くのことを任せたのでは,全ての方面に配慮することは難しい）のように、「配慮」の意味

を表す例文が紹介されている。また、『クラウン』でも、“公私兼顾”（公私の両面に配慮す

る）という例文がある。 

辞書的な解説では、複数のことに配慮することを表している。多くの例文が、日本語の「配

慮」の意味を表している。比較的に近い意味として、“兼顾”を当てていると考えられる。 

続いて、同コーパスにおける文をみていく。 

 

・現代化生産は、わりに少ない人数で十分だが、わが国の人口はこんなに多い。この兼ね 

あいをどうするかという問題がある。統一的に計画し、全般的に配慮しないと、われわれ 

は長期にわたって就業不十分という社会問題に直面することとなろう。（现代化的生产只 

需要较少的人就够了，而我们人口这样多，怎样两方面兼顾？不统筹兼顾，我们就会长期面 

对着一个就业不充分的社会问题） 

 

・第二の原則は、軍民双方への配慮、公私双方への配慮である。したがって、一方だけに 

配慮をくわえて他の一方を軽視するというあやまった観点に反対しなければならない。（第 

二个原则是军民兼顾，公私兼顾。因此，必须反对只顾一方面、忽视另一方面的错误观点） 
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これらの文から、中国語の“兼顾”で、日本語の「配慮」に対応する場合、主に、二つの

事柄が挙げられており、その兼ね合いに注意する意味で使われている。 

そのため、中国語母語話者に確認すると、（１）～（６）の文のように、配慮する事柄が単

独と捉えられる場合、不自然な文になると言う。たとえば、（１）は“?兼顾到老年人，所以

设置了扶手”として、（４）は“?可回收的产品的制造，要兼顾到对环境的影响”として、非

文になってしまう。かなり限定された、中国語の対応の仕方であると言える。 

 

33..44..中中国国語語のの““关关心心””  

中国語の“关心”が対応する場合もみられる。計 6 件であった。 

『日中辞典』によると、“关心人民生活”（人民の生活に関心を持つ）、“家里的事你稍

微关点儿心啊”（家のことも少しは気にかけてくださいよ）、“谢谢你的关心”（気にかけ

てくれてありがとう）のように、「関心をもつ.気にかける」の意味で説明されている。これ

は、『東方中国語辞典』と『クラウン日中辞典』でも、同じような意味である 9)。 

辞書的な解説から、相手の身になることを表している。この面から、“关心”を当ててい

ると考えられる。 

続いて、同コーパスにおける文をみていく。 

 

・その創り手である我々が、どれだけ障害者・高齢者に対しての理解や配慮を持てるかで、 

ハードのバリアフリー化は、いくらでも進むだろう。（我们对于残疾人和老年人抱有一种 

什么态度，是关心、理解还是置之不理，这是最基本的出发点） 

 

・あなたのお父さんは、原則をしっかりと守りもすれば、部下たちにも配慮を怠らない、 

それでいて自分のことは全くかまわない、そんな素晴らしい幹部だったわ（他既坚持原则， 

又关心下面的同志，而他对自己，却并没有什么照顾。你爸爸是一个很好的干部） 

 

これらの文から、中国語の“关心”で、日本語の「配慮」に対応する場合、主に、相手の

人に対し、いたわったり気づかったりする意味で使われている。 

中国語母語話者に確認したところ、このような特徴から、（１）～（５）の文は、“关心”

で表すことが可能だと言う。しかし、（６）の文のみは、“?为了关心周围的景色，所以不能把

楼建的太高”のように、不自然な文になると言う。これは、先の“照顾”と同じである。間

接的に影響をもたらす景観までは言えない。 

 

33..55..中中国国語語のの““关关照照””  

中国語の“关照”が対応する場合もみられる。計 5 件であった。 

『日中辞典』によると、“我走后家里剩下老的小的，请你多关照点儿”（年寄りと子供が

おりますので、留守中はどうか面倒をみてやってください）のような「１面倒をみる.世話を
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する.▶人に依頼するときに用いる」という意味で説明されている。また、「２互いに連携し

協力する」という意味や、“你关照他们今晚要加班”（今晩残業をしてくれるよう,彼らに伝

えなさい）のような「３口頭で通知する.言いつける」という意味が紹介されている。『日中

辞典』と『東方中国語辞典』の意味も同様である 10)。 

辞書的な意味から、相手に対し、面倒をみたり世話をしたりすることを表す。この面から、

“关照”を当てていると考えられる。 

続いて、同コーパスにおける文をみていく。 

 

・障害の状況などに感じて、特別な配慮を要することはあっても、人間同士のつきあい方 

として、「障害者だから特別に」ということはないのだ。（对于残疾人不能不给予关照， 

但万万不能把他们排除在正常的生活之外，万万不能因为他们身有残疾就区别对待） 

 

・クラス内のボクヘの配慮は日毎に薄れていった。やさしい心遣いがなくなってきたとい 

うわけではなく、気遣いをしなくても問題が生じなくなってきたのだ。（班里的老师也好， 

同学也好，对我的特别关照越来越少，这倒不是因为他们不再关心我，而是因为没有他们的 

关心我也照样能快乐地学习） 

 

これらの文から、中国語の“关照”で、日本語の「配慮」に対応する場合、主に、物理的

な支援をはじめとする、相手に対する面倒や世話の意味で使われている。 

中国語母語話者に確認したところ、“关照”も、先の“照顾”や“关心”と意味が似ている。

“?为了关照周围的景色，所以不能把楼建的太高”のように、（６）の文は不自然になると言

う。同じく、間接的に影響をもたらす景観までは言えない。 

 

33..66..中中国国語語のの““安安排排””  

中国語の“安排”が対応する場合もみられる。計 5 件であった。 

『日中辞典』によると、“安排”は、「１（物事を）都合よく処理する,手配する；（適当に

人員などを）配置する,割りふりする」という意味を持つ。また、“安排工作”（仕事の手配を

する）、“我们安排时间一下”（時間をやりくりして会いましょう）、“安排一下日程，好吗？”

（スケジュールを調整してくれませんか）、“为外宾安排参观游览”（外国からのお客さんのた

めに見学と観光の手はずをととのえる）、“安排他住平房”（彼が一戸建てに住むよう手配す

る）、“长计划，短安排”（長期の計画を小刻みに割りふりする）などの例が挙げられている。 

なお、それ以外には、“重新河山”（山河を新しく改造する）のような「２（自然を）改造

する」や、“做妥善的安排”（適切な配置をする）のような「３（物事の）手配,割りふり」な

どの意味を持っている。また、『東方中国語辞典』と『クラウン日中辞典』も、同様の意味で

説明されている 11)。 

辞書的な解説から、仕事・住居の手配、時間・スケジュール・計画の調整、旅行の手はず
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する.▶人に依頼するときに用いる」という意味で説明されている。また、「２互いに連携し

協力する」という意味や、“你关照他们今晚要加班”（今晩残業をしてくれるよう,彼らに伝

えなさい）のような「３口頭で通知する.言いつける」という意味が紹介されている。『日中

辞典』と『東方中国語辞典』の意味も同様である 10)。 

辞書的な意味から、相手に対し、面倒をみたり世話をしたりすることを表す。この面から、

“关照”を当てていると考えられる。 

続いて、同コーパスにおける文をみていく。 

 

・障害の状況などに感じて、特別な配慮を要することはあっても、人間同士のつきあい方 

として、「障害者だから特別に」ということはないのだ。（对于残疾人不能不给予关照， 

但万万不能把他们排除在正常的生活之外，万万不能因为他们身有残疾就区别对待） 

 

・クラス内のボクヘの配慮は日毎に薄れていった。やさしい心遣いがなくなってきたとい 

うわけではなく、気遣いをしなくても問題が生じなくなってきたのだ。（班里的老师也好， 

同学也好，对我的特别关照越来越少，这倒不是因为他们不再关心我，而是因为没有他们的 

关心我也照样能快乐地学习） 

 

これらの文から、中国語の“关照”で、日本語の「配慮」に対応する場合、主に、物理的

な支援をはじめとする、相手に対する面倒や世話の意味で使われている。 

中国語母語話者に確認したところ、“关照”も、先の“照顾”や“关心”と意味が似ている。

“?为了关照周围的景色，所以不能把楼建的太高”のように、（６）の文は不自然になると言

う。同じく、間接的に影響をもたらす景観までは言えない。 

 

33..66..中中国国語語のの““安安排排””  

中国語の“安排”が対応する場合もみられる。計 5 件であった。 

『日中辞典』によると、“安排”は、「１（物事を）都合よく処理する,手配する；（適当に

人員などを）配置する,割りふりする」という意味を持つ。また、“安排工作”（仕事の手配を

する）、“我们安排时间一下”（時間をやりくりして会いましょう）、“安排一下日程，好吗？”

（スケジュールを調整してくれませんか）、“为外宾安排参观游览”（外国からのお客さんのた

めに見学と観光の手はずをととのえる）、“安排他住平房”（彼が一戸建てに住むよう手配す

る）、“长计划，短安排”（長期の計画を小刻みに割りふりする）などの例が挙げられている。 

なお、それ以外には、“重新河山”（山河を新しく改造する）のような「２（自然を）改造

する」や、“做妥善的安排”（適切な配置をする）のような「３（物事の）手配,割りふり」な

どの意味を持っている。また、『東方中国語辞典』と『クラウン日中辞典』も、同様の意味で

説明されている 11)。 

辞書的な解説から、仕事・住居の手配、時間・スケジュール・計画の調整、旅行の手はず
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などを処理することを表している。実に、幅広い目的を示している。この面から、“安排”が

当てられていると考えられる。 

続いて、同コーパスにおける文をみていく。 

 

・貧困脱却任務を積極的に完遂した県に対しては表彰すべきである。被災地区の大衆の生 

活に適切に配慮する。（对积极完成脱贫任务的县，要给予表彰。切实安排好灾区群众的生活） 

 

・どういうプロジェクトを先にやり、どのプロジェクトを後回しにするか配慮しなければ 

ならず、一緒にしてはならない。先にやれるものは資金を集中して早く実行する。（准备有 

个抢时间的问题，不能不认真对待。哪些项目早上，哪些晚上，要有个安排，不能挤到一起。 

能早上的就集中资金早上） 

 

・リッチは上司の配慮でマカオヘ喜んで転ずるのだが、そのマカオ在留のヨーロッパ人と 

ても必ずしも宣教活動に理解があるわけではなかった。（至于利玛窦赴澳则是上司的安排， 

他本人也倒情愿。不过，居住在澳门的欧洲人未必能理解他的布教活动） 

 

これらの文から、中国語の“安排”で、日本語の「配慮」に対応する場合、相手が望まし

い状態になるように、調整したり手配したりする意味で使われている。 

そのため、中国語母語話者に確認すると、このような特徴から、（１）の文は表せられるも

のの、（２）～（６）の文は、不自然な文になると言う。たとえば、（２）は“?安排到患者的

感受，所以要小心谨慎地说明”として、（４）は“?可回收产品，是安排到对环境而制造的”

として、非文になってしまう。中国語の“安排”は、「手配」の意味として、仕事などの段取

りや役割を決めたり、必要な物を用意したりすることを表す。かなり限定された、中国語の

対応の仕方であると言える。 

 

33..77..中中国国語語のの““关关怀怀””  

中国語の“关怀”が対応する場合もみられる。計 4 件であった。 

『日中辞典』によると、“张老师像母亲一样关怀着我们”（張先生は母親のように私たち

の面倒をみてくれる）と“关怀备至”（至れり尽くせりの配慮をする）のように、「配慮（す

る）.気にかける（こと）」の意味で説明されている。『東方中国語辞典』と『クラウン日中

辞典』も、同様の意味であった 12)。 

また、『日中辞典』では、先の“关心”との違いについて、「①“关怀”の使用範囲は狭

く,多くは人に対して用い,時に事業に用いることがある.“关心”は人と事物に用いる.②“关

怀”は多くの場合,上級から下級あるいは目上から目下の心遣いに用いられ,時に同輩間でも

用いられる.“关心”にはそのような制限がなく,自分自身に対して用いられることさえある」

と補足の説明がなされている。 
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このように、“关怀”が、主に、目上から目下の場合に用いられることから、先の“关心”

よりも、「配慮」の意味に対応する範囲が限られている。 

続いて、同コーパスにおける文をみていく。 

 

・こうして、先生の配慮、仲間の協力、上級生の思いやりによって、ボクは体育の授業も 

なんら嫌な思いをせずに楽しむことができた。（就这样，有高木老师的关怀，有同学们的 

帮助，还有高年级同学的关照，我对体育课不但不再感到顾虑，反而充满了期盼） 

 

・心身をすり減らして働く国民のバイタリティーを取戻すためには、きれいな水と空気、 

緑にあふれた自然を破壊と汚染から守り、国民がいつでも美しい自然にふれられるように 

配慮することが緊急に必要である。（恢复那些不顾身心疲劳而努力工作的国民精力，就非 

常有必要保护干净的水、空气、葱绿的自然景物，使之不受污染和破环，关怀国民，让他们 

能够随时接触到美丽的自然环境） 

 

これらの文から、中国語の“关怀”で、日本語の「配慮」に対応する場合、やはり、目上

の者から目下の者へのいたわりや気づかいの意味で使われている。 

なお、中国語母語話者に確認したところ、これも、先の“照顾”、“关心”、“关照”などと

同じである。“?为了关怀周围的景色，所以不能把楼建的太高”のように、（６）の文は不自然

になると言う。同じく、間接的に影響をもたらす景観までは言えない。 

 

33..88..そそのの他他のの中中国国語語  

33..88..11..少少数数のの対対応応すするる中中国国語語  

日本語の「配慮」に対応する、その他の中国語についても紹介したい。まず、中国語の“顾”

を親字に持つ、“顾及”（気を配る.配慮する；かまう；注意する）、“顾全”（傷つけないよう

に配慮する.損なわないように気をつける）などの熟語である。意味は、『中日辞典』による

ものである。なお、“顾及”が 2 件で、“顾全”が 1 件であった。 

また、同コーパスにおける文は、以下の通りである。 

 

・「包囲討伐」の期間が長びくかもしれないことを配慮しなければならない。主として赤軍、 

さらには、革命根拠地の人民が反「包囲討伐」闘争全体で必要とする物資の最低限度を計 

算しておくべきである。（要顾及“围剿”时间的可能延长。应当计算，主要的是红军，再则 

革命根据地的人民，在整个反“围剿”斗争中物资需要的最低限度） 

 

・先にこの二億の人口を擁する広大な地帯をなるべく速く発展させ、それによって内陸地 

のさらなる好ましい発展を導かなければならない。これは大局にかかわる問題である。内 

陸地方はこの大局に配慮しなければならない。（使这个拥有两亿人口的广大地带较快地先 
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このように、“关怀”が、主に、目上から目下の場合に用いられることから、先の“关心”

よりも、「配慮」の意味に対応する範囲が限られている。 

続いて、同コーパスにおける文をみていく。 

 

・こうして、先生の配慮、仲間の協力、上級生の思いやりによって、ボクは体育の授業も 

なんら嫌な思いをせずに楽しむことができた。（就这样，有高木老师的关怀，有同学们的 

帮助，还有高年级同学的关照，我对体育课不但不再感到顾虑，反而充满了期盼） 

 

・心身をすり減らして働く国民のバイタリティーを取戻すためには、きれいな水と空気、 

緑にあふれた自然を破壊と汚染から守り、国民がいつでも美しい自然にふれられるように 

配慮することが緊急に必要である。（恢复那些不顾身心疲劳而努力工作的国民精力，就非 

常有必要保护干净的水、空气、葱绿的自然景物，使之不受污染和破环，关怀国民，让他们 

能够随时接触到美丽的自然环境） 

 

これらの文から、中国語の“关怀”で、日本語の「配慮」に対応する場合、やはり、目上

の者から目下の者へのいたわりや気づかいの意味で使われている。 

なお、中国語母語話者に確認したところ、これも、先の“照顾”、“关心”、“关照”などと

同じである。“?为了关怀周围的景色，所以不能把楼建的太高”のように、（６）の文は不自然

になると言う。同じく、間接的に影響をもたらす景観までは言えない。 

 

33..88..そそのの他他のの中中国国語語  

33..88..11..少少数数のの対対応応すするる中中国国語語  

日本語の「配慮」に対応する、その他の中国語についても紹介したい。まず、中国語の“顾”

を親字に持つ、“顾及”（気を配る.配慮する；かまう；注意する）、“顾全”（傷つけないよう

に配慮する.損なわないように気をつける）などの熟語である。意味は、『中日辞典』による

ものである。なお、“顾及”が 2 件で、“顾全”が 1 件であった。 

また、同コーパスにおける文は、以下の通りである。 

 

・「包囲討伐」の期間が長びくかもしれないことを配慮しなければならない。主として赤軍、 

さらには、革命根拠地の人民が反「包囲討伐」闘争全体で必要とする物資の最低限度を計 

算しておくべきである。（要顾及“围剿”时间的可能延长。应当计算，主要的是红军，再则 

革命根据地的人民，在整个反“围剿”斗争中物资需要的最低限度） 

 

・先にこの二億の人口を擁する広大な地帯をなるべく速く発展させ、それによって内陸地 

のさらなる好ましい発展を導かなければならない。これは大局にかかわる問題である。内 

陸地方はこの大局に配慮しなければならない。（使这个拥有两亿人口的广大地带较快地先 
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发展起来，从而带动内地更好地发展，这是一个事关大局的问题。内地要顾全这个大局） 

 

それぞれ、“顾及”は気にかけること、“顾全”は全体に気をつけることなどの意味で使わ

れている。 

また、中国語母語話者に確認したところ、（１）～（６）の文は、これらの中国語で表すこ

とができると言う。しかし、これは、日本語の「気にかける」「気をつける」と「配慮する」

の違いとも言える。“顾及”や“顾全”には、相手のためにあれこれと心を配るという意味は

含まれない。また、これらの中国語は、話し言葉というよりは、書き言葉であると言う。こ

のことからも、件数は多くないと言える。 

また、中国語の“注意”（注意する.気を配る.気をつける.注意を払う）も、この類である。

3 件が確認できた。同コーパスでは、「気をつける」という意味から、日本語の「配慮」に対

応していた。これも、先の“顾及”や“顾全”と似ている。 

 

33..88..22..意意訳訳ににおおけけるる中中国国語語のの語語彙彙  

それ以外では、文の全体の意味やニュアンスを汲み取って訳した結果、対照研究する原文

の語とは、異なる意味の語が当てられる場合である。本来、日本語の「配慮」の持つ「心配

り」や「気遣い」などの意味とは、意味が重ならないものである。この分類は、筆者の判断

によるものである。 

中国語の “担心”（用心する.注意する.気をつける）、“挂念”（心配する.気にかかる）、“苦

心”（苦心する.工夫する）、“生怕”（ひどく心配する.ひやひやする）、“盛情”（厚意.厚情）、

“配合”（力を合わせる；歩調を合わせる；チームワークを取る）、“优抚”（［戦没者の家族・

軍人家族・傷痍軍人などに対する］特別な世話や待遇を与える）などが確認できた。意味は、

『中日辞典』によるものである。なお、“苦心”が 2 件であり、それ以外は 1 件ずつであっ

た。 

また、同コーパスにおける文は、以下の通りである。 

 

・出産直後の母親に知らせるのはショックが大きすぎるという配慮から、「黄疸（皮膚が異 

常に黄色くなってしまう症状）が激しい」という理由で、母とボクは 1 ヵ月間も会うこと 

が許されなかった。（我与母亲在我出生后的一个月内却被人强行隔离，各处一方。当时，人 

们担心刚刚分娩的母亲如得知真情，必然难以承受巨大打击，只好说婴儿“黄疸严重”，不 

让母亲见到我） 

 

・彼らの大胆かつ厚情な配慮に甘えることにした。その想いに応えるべく、真摯に勉強を 

始めた。6 月頃のことだったと思う。（我决定领受父母的这番大胆而深厚的盛情。我应该报 

答他们，我必须认认真真地学习。这是那年 6 月的事） 
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この場合、上記の例文のように、文の内容から意訳し、中国語の“担心”（用心する）や“盛

情”（厚意）を当てている。ここでは、このような中国語を、対照研究の対象として扱わない

こととする。あくまでも、対照研究の過程における結果の紹介に留めたい。 

 

33..88..33..意意訳訳ににおおけけるる中中国国語語のの文文  

文の全体の意味やニュアンスを汲み取って訳した結果、対照研究する原文の語について、

それに対応する語が失われている場合である。すなわち、一対一の関係になっていない。こ

のような例は、6 件あった。同コーパスにおける文は、以下の通りである。 

 

・これは何よりも客への切実な教訓でもあるし､また同窓会その他の会合にすぐ直結して 

活用できる、有意義で応用範囲の広い戒めでもあるだろう｡会話の妙諦は何を語るか以上 

に､何を語らないかの配慮に存する。（这同样也是对客人的殷切希望。它也可以直接适用于 

同学会或其他的聚会，具有广泛的劝戒意义。谈话的妙趣就在于什么该说和什么不该说） 

 

・これは作文を書いた本人が誰であるか試験官にわからないようにという配慮で、こうな 

ると筆蹟からも判断はつきかねるわけである。（这是为了不使考官知道答卷的本人是谁，这 

样就很难从笔迹上做出判断） 

 

前者の例文では、“谈话的妙趣就在于什么该说和什么不该说”（会話の妙諦は何を語るか以

上に､何を語らないかに存する）のように、原文の「配慮」の部分を抜いて訳している。後者

の例文では、“这是为了不使考官知道答卷的本人是谁”（これは作文を書いた本人が誰である

か試験官にわからないように）のように、同じく「配慮」を抜いて訳している。このように、

意味の通じやすさを意識し、原文の語が削除されている場合もある。このような例文も、対

照研究の対象として扱わないこととする。あくまでも、対照研究の過程における結果の紹介

に留めたい。 

 

４４．．ままととめめ  

以上のように、日本語の「配慮」に対応する中国語をみてきた。そして、中国語の“照顾”、

“考虑”、“兼顾”、“关心”、“关照”、“安排”、“关怀”などが対応することを確認した。ここ

では、「配慮」が持つ意味について、それぞれの中国語が、どんな意味を表し、どんな意味を

表せないのかを整理する。下記の表が、それをまとめたものである。〇は正文、△は正文だ

が意味の離れるもの、×は非文である。なお、これは、あくまでも、日本語と中国語の意味

の差異をみつけるためのものである。そのため、中国語母語話者による判断において、バイ

アスが生じている可能性もあるが、この点は留意しておきたい。 
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表 1 日本語の「配慮」の意味への対応 

 立場における

配慮 

心情における

配慮 

種類における

配慮 

周囲における

配慮 

間接的な影響

における配慮 

照顾 〇 〇 〇 〇 × 

考虑 △ △ △ △ △ 

兼顾 × × × × × 

关心 〇 〇 〇 〇 × 

关照 〇 〇 〇 〇 × 

安排 〇 × × × × 

关怀 〇 〇 〇 〇 × 

 

この表からすると、まず、特徴的なのは、日本語の「配慮」について、中国語では、「景観

に配慮し、高い建物は立ててはいけない」を“?为了关心周围的景色，所以不能把楼建的太高”

として、人に間接的な影響を及ぼす事態にまで配慮を表しきれないことである。 

実際に、これ以外にも、中国語母語話者に、「災害に配慮し、街づくりをする」という文を、

中国語に訳してもらったところ 13)、“关心灾害，重建家园”として、やはり不自然な文にな

ると言う。この場合、「災害に関心を持ち、街づくりをする」という意味になり、災害で被害

をこうむる人たちの事情までは表しきれない。これならば、最初から“关注灾害”（災害に注

意を払う）にしたほうが、より自然であると言う。 

また、「雨が降るのを配慮し、傘をカバンに入れた」という文を、中国語に訳してもらった

ところ、“我关心会下雨，才把伞放进书包里”として、不自然な文になると言う。この場合も、

「雨が降るのを気にして、傘をカバンに入れた」という意味になり、誰かが好ましい状況に

なるために、推し量ってという意味までは含まれない。これならば、“担心会下雨”（雨が降

るのを心配する）のほうが自然であると言う。 

要するに、中国語では、自然現象や環境など、話し手を巻き込む事態まで配慮の対象とさ

れない。 

これは、日本語の間接受身文にも関係している。間接受身文とは、岩田他（2019）による

と、「『（私は）雨に降られた』『（私は）子どもに泣かれた』のように、能動文（『雨が降った』

『子どもが泣いた』）に現れないもの（この場合、『私』を）主格とする受け身文のこと。そ

の行為・動作・出来事が自分に悪い影響を与えていることを表すため、迷惑の受け身とも呼

ばれる」（p.217）というものである。また、高見他（2019）は、「『迷惑だ、嫌だ』などの直

接的な感情表現を用いる代わりに間接受身を間接的な感情表現の手段とするという日本的発

想は、外国人学習者は習得しにくい」（p.137）と述べている。 

実際に、中国語では、“?我被雨下了”（雨に降られた）では、不自然な文になってしまう。

すなわち、その雨によって、話し手が迷惑に思っているという心情までは伝えきれない 14)。 
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また、“考虑”のように、日本語の「配慮」に対応し、文法的に正文になるものもあるが、

やはり、あれこれ心配りするという意味は失われてしまう。言葉通りの「考慮する」の意味

を表す。 

以上のように、日本語の「配慮」は、「景観に配慮する」のような簡単な文法で、話し手に

とって好ましいものではない、という心理状態まで伝えている。このことから、日本語の「配

慮」という言葉は、「物事による相手への間接的な影響、さらには、それが及ぼす相手の心情

まで考える」という意味を含んでいる。想定されるさまざまな事態に、気を配っていると言

える。日本語の「配慮」という言葉からは、日本や日本人の文化における、気遣いの美が窺

えると言える。 

また、エドワード・ホール（1993）は、「高コンテクスト」（言葉ではなく、状況で判断す

る文化）と「低コンテクスト」（状況ではなく、言葉で判断する文化）という概念を説明して

いる。日本も中国も、高コンテクストの文化とされている。しかし、この「配慮」という言

葉からは、日本という国が、いかに高コンテクストの文化であるかが窺える。場合によって

は、日本よりも低コンテクストに属する国の人たちにとっては、日本語の「配慮」という言

葉が表す、「αという行動をしたら、βという結果が生まれ、A に影響を及ぼす」という、起

こりうる影響や結果を予測し、そこまで気を配るという習慣はない可能性がある。 

具体的には、日本で生活したり働いたりする外国人は、このような行動を身につけていな

いため、日本人とのコミュニケーション・ギャップを起こす恐れもある。また、逆も然りで

あり、日本人にとっては、「相手はなぜそこまで想像して行動してくれないのか」というフラ

ストレーションをためてしまう恐れもある。 

日本語の「配慮」にみられる、このような意識や行動は、日本や日本人の文化における、

深い思いやりや気づかいを表している。外国人にとって、見習うべき価値観になるだろう。

しかし、一方で、あれこれと気づかうあまりに、うつ病など、ストレスをためてしまう原因

にもなりうる。良い面もあれば、悪い面もあると言える。 

以上のように、本稿では、日本語の「配慮」の日中対照研究から、その言葉の持つ文化的

背景を探った。また、その国やその国の人たちの文化を理解する上で、本稿における対照研

究の手法は意義があると言える。 

 

 

注 

 

1）友松悦子・宮本淳・和栗雅子（2010）『どんなときどう使う日本語表現文型辞典 英・中・ 

韓 3 カ国語訳付き 日本語能力試験Ｎ1～Ｎ5 の重要表現を網羅 新装版』、p.172、アルクよ 

り。 

2）旺文社（2015）『日本語能力試験 ターゲット 2000 N1 単語 改訂版』、p.127、旺文社より。 

また、同書では、「配慮（する）」の中国語の説明として、“关怀”、“照料”、“照顾”を挙げ 
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ている。こうした示し方は、第二言語習得において、大体の意味はつかめるものの、これ 

らの情報だけでの習得は難しいと言える。第二言語習得を目的とした対照研究の意義は、 

このような対応する母語を見つけ出し、その関係性を説明することで、その習得につなげ 

ることだと言える。 

3）検索文字列を「配慮」とし、レジスター設定を「出版・新聞」「出版・雑誌」「出版・書籍」 

「図書館・書籍」とした。そして、2,222 件の結果が見つかった。 

4）中国語訳が正文か非文になるかについて、日本の大学院の修士課程に通う中国語母語話者 

に確認をお願いした。 

5）同コーパスでは、検索された文章列が示されるが、たとえば、「労働者、農民への配慮」 

“照顾了工人”と「資本家への配慮」“照顾了地主”のように、「配慮」という言葉と、そ 

れに相当する中国語訳が複数ある場合は、“照顾”の 1 語のみをカウントし、実数ではな 

く、延べ数を扱うこととした。なお、原文自体が訳されていない文章もあったので、それ 

らは除外することとした。 

6）『東方中国語辞典』では、「①［動］気を配る,配慮する」、「②［動］世話をする,面倒を見 

る」、「③［動］優遇する,優先的に配属する」、「④［動］ひいきにする,引き立てる」など 

の意味から説明されている。また、『クラウン中日辞典』では、「①注意する.考慮する」、 

「②世話をする.面倒を見る」、「③特に気を配る.優待する」、「④（商売で）ひいきに 

する」と説明されている。 

7）『東方中国語辞典』では、「考慮する」という意味で説明されている。また、『クラウン中 

日辞典』では、「あれこれ考える.検討する」と説明されている。 

8）『東方中国語辞典』では、「（複数の方面に）同時に配慮する」という意味で説明されてい 

る。また、『クラウン日中辞典』では、「双方に気を配る」と説明されている。 

9）『東方中国語辞典』では、「関心を持つ,気にかける」と説明されている。また、『クラウン 

中日辞典』では、「心をよせる.気にかける」と説明されている。 

10）『東方中国語辞典』では、「面倒をみる,世話をする.▶人に依頼するときに用いる」と説明 

されている。また、『クラウン日中辞典』では、「①面倒をみる.世話をする」「②口頭で知 

らせる」と説明されている。 

11）『東方中国語辞典』では、「①（人を）割り振る,配置する」、「②段取りを付ける,割り付 

ける」、「③段取り,案配,手はず」の意味で説明されている。また、『クラウン日中辞典』で 

は、「①段取りをつける」、「②（環境や住居などを）作り直す」の意味で説明されている。 

12）『東方中国語辞典』では、「関心を持つ,気にかける」と説明されている。また、『クラウ 

ン日中辞典』では、「配慮する.気にかける」と説明されている。ここでも、“关怀备至”（至 

れり尽くせりの配慮をする）の例文がある。 

13）「災害に配慮し、街づくりをする」と「雨が降るのを配慮し、傘をカバンに入れた」とい 

う文の中国語訳の確認については、日本の大学で中国語教員をしている中国語母語話者に 

も協力をお願いした。 
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語にも存在し、それに対して、『太郎は妻の花子に逃げられた。』のような純粋な迷惑受身 
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村村上上春春樹樹ととラランンニニンンググとと音音楽楽ととここととばば  
Haruki Murakami, Running, Music and Words 

清水 泰生 

Summary 
This paper examines the relationships among Haruki Murakami's running, music and his creative 

activities, such as novel writing. 

First, I describe the characteristics of Murakami's style and introduce Makino (2013)'s idea that music is 

what makes his style, along with Shimizu (2017)' s idea that running influences his writing. Based on these 

considerations, this paper introduces a theory on connecting these two assertions. It next examines the 

characteristics of Murakami's running in terms of exercise physiology. The results show that running 

produces serotonin, which greatly influences his creative activities.  

１１．．ははじじめめにに  

村上春樹は作家になる前ジャズ喫茶を経営していた。そして本格的に作家になった時にラ

ンニングを始めた。彼はそれぞれ違うところで、小説の文体を作るのは音楽であると主張し

たり、ランニングであると主張している。牧野（2013)で、音楽が村上春樹の文体を作ってい

ることを示し、清水（2017) で、ランニングが文体を作ることを述べている。 

ところが音楽とランニング、どちらの方が村上文学、文体に影響があり、もしくは音楽と

ランニングの両方が村上文学、文体に影響しているかを具体的、理論的に述べたものはない。

本論文では、運動生理学、音楽療法等の視点から村上春樹とランニングを見ていき、音楽

療法とで注目を集めているカップリング理論を取り上げ、その理論を基に村上春樹のランニ

ングについて考えてみたい。

２２．．村村上上春春樹樹のの文文体体とと音音楽楽ににつついいてて  

村上小説について、牧野成一氏が以下のように述べている。 

村上がジャズにしろクラシック音楽にしろ驚嘆するような知識を持っていることはよく

知られている。音楽ではリズム、メロディー、ハーモニーが三大要素であるが、その中

で村上はリズムを自分の文章の必須の要素だと言っている。話しことばはもちろん、書

きことばも声に出せば、リズムと抑揚の有無がわかる。リズムをめぐる村上のことばを

聞いてみよう。  

「文章を書くときにプライオリティのトップにくるものが、それぞれあるはずです。僕

の場合はそれはリズムなんです。」 

（以上、牧野（2013）より） 

また、牧野（2013）は、村上春樹の文章観について、彼の文体の生命線はリズム（特に反
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復、繰り返し）であり、そのもとは音楽であることを主張している。そのことを論じるため

に村上春樹・小澤征爾『小澤征爾さんと、音楽について話をする』を引用している。 

 

僕は文章を書く方法というか、書き方みたいなのは誰にも教わらなかったし、特に勉強

もしていません。で、何から書き方を学んだかと言うと音楽から学んだんです。それで、

一番大切かっていうと、リズムですよね。文章にリズムがないと、そんなもの誰も読ま

ないんです。〈中略〉新しい書き手が出てきてこの人は残るか、あるいは遠からず消え

ていくのかというのはその人の書く文章にリズム感があるかどうかで大体見分けられま

す。でも多くの文芸評論家が僕の見るところ、そういう部分にあまり目をやりません。

文章の精緻さとか、言葉の新しさとか、物語の方向とか、テーマの質とか、手法の面白

さなんかを主に取り上げます。でもリズムのない文章を書く人は文章家としての素質は

あまりないと思う。僕もそう思うということですが。」 

（以上、牧野（2013）より、下線は原文） 

 

そして、さらに牧野（2013）は、村上春樹の新作等を紹介して、彼の文学作品での文体は、

反復が多く、リズミカルな文体であることを述べている1。 

 

次に、村上の新作『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(2013:307) からの例

を見てみよう。反復表現には同じアルファベットがつけてある。 

（例２）過ぎ去った時間が鋭く尖った長い串となって、彼の心臓を刺し貫いた。無音の

銀色の(a)痛みがやってきて、背骨を凍てついた氷の柱に変えた。その(a)痛みはいつま

でも同じ強さでそこに留まっていた。彼は息を止め、目を堅く閉じてじっと(a)痛みに耐

えた。アルフレート・ブランデルは端正な演奏を続けていた。曲集は「第一年・スイス」

から「第二年・イタリア」へと移った。そのとき彼はようやくすべてを受け入れること

ができた。魂のいちばん底の部分で多崎つくるは理解した。(b)人の心と(b)人の心は調

和だけで(c)結びつい(d)ているものではない。それはむしろ(e)傷と(e)傷によって深く

（c）結びつい(d)ている(f)のだ。(a)痛みと(a)痛みによって、(g)脆さと(g)脆さによっ

て?がっ(c)ている(f)のだ。悲痛な叫びを含まない静けさ(h)はなく、血を地面に流さな

い赦し(h)はなく、痛切な喪失を通り抜けない受容(h)はない。それが真の調和の根底に

あるものな(f)のだ。 （以上牧野（2013）より、下線は原文） 

 

牧野（2013）が取り上げている村上春樹の新作を見てみると、傍線部の通り、繰り返しが

多いことが言える。そして村上春樹のリズム重視し、それが小説に出ていることが分かる。

リズム重視と言うことは、音楽が文体に影響していることが考えられる2。この『色彩を持た

 
1 清水(2017) 
2 清水(2017)  
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1 清水(2017) 
2 清水(2017)  

ない多崎つくると、彼の巡礼の年』は二つの語、複合語が反復されている。 

 

３３．．村村上上春春樹樹のの文文体体ととラランンニニンンググ  

しかし、清水（2017）で村上春樹のリズムのもとは音楽だけでないと述べている。たとえ

ば『BRUTUS』（1999年 6月号）によると「肉体が変われば、文体が変わる」と題する特集で、

村上は、肉体を鍛えることによって文体を形成すると言っている。そこで、村上春樹は呼吸

法のパターンとリズムが自然に変わってくる、息も長くなる。そうすれば文章の息も長くな

ると述べている。村上春樹は初期の作品『風の歌を聴け』で基礎となっていたのは、ジャズ

音楽で、それで間に合わせていたと言う。しかし、（それ以上のものは）音楽を流用して文

章を書くのは限界があると述べている。 

 

三日間、僕は彼女の電話番号を捜しつづけた。僕にビーチ・ボーイズの LPを貸してくれ

た女の子のだ。 

僕は高校の事務所に行って卒業生名簿を調べあげ、それをみつけた。しかし僕がその番

号にかけてみるとテープのアナウンスが出て、その番号は現在使われていません、と言

った。僕は番号調べを呼び出し彼女の名前を告げたが、交換手は 5分間捜しまわった末

に、そういったお名前ではどうも電話帳には載っておりません、と言った。そういった

お名前では、と言うところが良い。僕は礼を言って電話を切った。 

（『風の歌を聴け』講談社文庫（1979）P.69、下線は筆者） 

 

確かに、『風の歌を聴け』を見てみると牧野が述べているような反復のリズムが少ないよ

うに思える。また、『BRUTUS』で村上春樹が語っているように、『ネジまき鳥クロニクル』

は『風の歌を聴け』に比べ、圧倒的にページ数が多く文体の技法も豊富なようである3。 

 

牧野（2013）が引用したのは音楽関係のインタビューで、清水（2017）が触れたのはスポ

ーツ関係のインタビューであり、村上は音楽関係者、スポーツ関係者のそれぞれの意向に合

わせたものだと思われる。その点を考慮しなければならない。しかし、清水（2017)によると、

音楽だけでは村上春樹の文体のリズムはできない。音楽とランニングの両方または、音楽を

土台として、そこにランニングが溶け合ったものであろう。その根拠として、村上春樹がラ

ンニングをする前『風の歌を聴け』のころには、すでにジャズ喫茶などを経営していて音楽

の知識が十分だったと言える。もし村上春樹の文体が音楽だけで成り立っているならば、『風

の歌を聴け』も後の彼の作品と同様の文体のはずであるが、どうもそうではない。村上春樹

の作品のリズムを作っているのは音楽だけだとは言いにくい。ランニングも絡んでいると考

えられる4。それでは、音楽とランニングと文体の関係はどうか。清水（2017）ではその関係

 
3 清水(2017)より 
4 清水（2017）参照 
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をはっきりさせることができず、今後の課題とした。しかし、その後、大脳生理学、運動生

理学や音楽療法のカップリング理論に当てはめてみると村上の言うことが立証されそうであ

る。本稿でそのことについて述べてみたい。 

 

４４．．運運動動生生理理学学等等ののススポポーーツツ科科学学とと村村上上春春樹樹  

 カップリング理論に行く前に、運動生理学、バイオメカニックスが、村上春樹に関連するの

は何か。おそらく有酸素運動、無酸素運動、心拍数、LT 値、乳酸値、最大酸素摂取量等であ

ろう。無酸素運動とは簡単に言うと、有酸素運動ではない運動であり、以下の 2種類がある。 

 

乳酸系：解糖系により、グリコーゲンに酸素を使わずに乳酸に分解し、エネルギーを生成

させる。陸上競技のロングスプリントと呼ばれる 400メートル競走や中距離走は主にこれを

エネルギー源とする。 

非乳酸系：「クレアチンリン酸」(Creatine phosphate:CP)の分解により ADPからの無酸素

的な ATPの生成に使われ、ATPをエネルギー源とする瞬発力。陸上競技の 100メートル競走

では、主にこれをエネルギー源とする。  

（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%85%B8%E7%B4%A0%E9%81%8B%E5%8B%95 より）  

 

無酸素運動は、運動時間が短く、運動中において頭の回転が働きにくいと考えられるので、

学習、作品創作活動は、有酸素運動系が中心になる。しかし、無酸素運動後、時間経過後の

記憶促進が増強されるかどうかは筆者の知る限り、研究報告は見当たらない。有酸素運動後

の学習効果は重森（2016）5に述べている。 

一方、有酸素運動とは、好気的代謝によってヘモグロビンを得るため長時間継続可能な軽

度または中程度の負荷の運動をいう。 

この有酸素運動が、セロトニンと関与して記憶や創作活動に大きな影響を及ぼしていると

言われている。セロトニンを、厚生労働省6は、「脳内の神経伝達物質のひとつで、ドパミン・

ノルアドレナリンを制御し精神を安定させる働きをする。そして、必須アミノ酸トリプトフ

ァンから生合成される脳内の神経伝達物質のひとつあり、視床下部や大脳基底核・延髄の縫

線核などに高濃度に分布している。他の神経伝達物質であるドパミン（喜び、快楽など）や

ノルアドレナリン（恐怖、驚きなど）などの情報をコントロールし、精神を安定させる働き

がある」と述べている。セロトニンを活性するには規則的な運動が有効である。規則的な運

動はジョギング、ウォーキング等であると言われている7。ランニングをすることで精神を安

定し、脳の活動が活性化するものだと考えられる。 

 
5 重森（2016）pp.18-19にビッツバーク大学の研究及びイリノイ州のハイスクールの実験を紹介してい

る。 
6 「厚生労働省 e-ヘルスネット」（https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/）（2021 年 2月 1日採集） 
7 （https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/column/life/113.html）参照 
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をはっきりさせることができず、今後の課題とした。しかし、その後、大脳生理学、運動生

理学や音楽療法のカップリング理論に当てはめてみると村上の言うことが立証されそうであ

る。本稿でそのことについて述べてみたい。 

 

４４．．運運動動生生理理学学等等ののススポポーーツツ科科学学とと村村上上春春樹樹  

 カップリング理論に行く前に、運動生理学、バイオメカニックスが、村上春樹に関連するの

は何か。おそらく有酸素運動、無酸素運動、心拍数、LT 値、乳酸値、最大酸素摂取量等であ

ろう。無酸素運動とは簡単に言うと、有酸素運動ではない運動であり、以下の 2種類がある。 

 

乳酸系：解糖系により、グリコーゲンに酸素を使わずに乳酸に分解し、エネルギーを生成

させる。陸上競技のロングスプリントと呼ばれる 400メートル競走や中距離走は主にこれを

エネルギー源とする。 

非乳酸系：「クレアチンリン酸」(Creatine phosphate:CP)の分解により ADPからの無酸素

的な ATPの生成に使われ、ATPをエネルギー源とする瞬発力。陸上競技の 100メートル競走

では、主にこれをエネルギー源とする。  

（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%85%B8%E7%B4%A0%E9%81%8B%E5%8B%95 より）  

 

無酸素運動は、運動時間が短く、運動中において頭の回転が働きにくいと考えられるので、

学習、作品創作活動は、有酸素運動系が中心になる。しかし、無酸素運動後、時間経過後の

記憶促進が増強されるかどうかは筆者の知る限り、研究報告は見当たらない。有酸素運動後

の学習効果は重森（2016）5に述べている。 

一方、有酸素運動とは、好気的代謝によってヘモグロビンを得るため長時間継続可能な軽

度または中程度の負荷の運動をいう。 

この有酸素運動が、セロトニンと関与して記憶や創作活動に大きな影響を及ぼしていると

言われている。セロトニンを、厚生労働省6は、「脳内の神経伝達物質のひとつで、ドパミン・

ノルアドレナリンを制御し精神を安定させる働きをする。そして、必須アミノ酸トリプトフ

ァンから生合成される脳内の神経伝達物質のひとつあり、視床下部や大脳基底核・延髄の縫

線核などに高濃度に分布している。他の神経伝達物質であるドパミン（喜び、快楽など）や

ノルアドレナリン（恐怖、驚きなど）などの情報をコントロールし、精神を安定させる働き

がある」と述べている。セロトニンを活性するには規則的な運動が有効である。規則的な運

動はジョギング、ウォーキング等であると言われている7。ランニングをすることで精神を安

定し、脳の活動が活性化するものだと考えられる。 

 
5 重森（2016）pp.18-19 にビッツバーク大学の研究及びイリノイ州のハイスクールの実験を紹介してい

る。 
6 「厚生労働省 e-ヘルスネット」（https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/）（2021 年 2月 1日採集） 
7 （https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/column/life/113.html）参照 

そして、有酸素運動の運動強度は、運動する本人の酸素摂取能力を基準に数値で表す。つ

まり、運動中の酸素摂取量と最大酸素摂取量の比率、すなわち「酸素摂取能力の何パーセン

トを使用しているか」で表現する8。  

（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%85%B8%E7%B4%A0%E9%81%8B%E5%8B%95 より

抜粋、そして、まとめた） 

運動強度を徐々に上げてゆくと、やがて酸素消費量が酸素摂取量を上回り酸素不足となる。

この状態なると血液中に乳酸が増加し続ける。血中乳酸濃度が上昇し続けず運動を継続可能

な最大の運動強度を「無酸素性作業閾値」(Anaerobic Threshold: AT)という。AT 以下の運

動強度では、糖質と脂肪の燃焼割合は、ほぼ 50％ずつである。それよりも強度が高くなると

酸素不足のため脂肪を燃やせなくなり、糖質を多く燃焼させる。糖質の燃焼が進むと乳酸の

蓄積が進みアシドーシスが進む。過剰に蓄積した乳酸の一部は、再度、糖質に再合成されア

シドーシスを緩和する（乳酸の代謝除去）。酸素供給不足を伴う運動時、乳酸蓄積がこの乳

酸の代謝除去を上回る限界点があり、血中乳酸濃度が急速に増加を始める時点を乳酸性閾値 

(または乳酸蓄積閾値または乳酸閾値, lactic acid threshold, LT)と呼ぶ。有酸素運動の

トレーニングでは、LTを酸素供給の指標として利用し、運動強度の設定に利用することがあ

る9。 

村上春樹のランニングトレーニングは、60分の LSDなどの長い時間ゆっくりした運動だと

考えられるので、LT値以下であろう。ということは、明らかに有酸素運動であり、セロトニ

ンの働きによって脳の働きが促進されると言える。村上春樹（2015）が言うとおり運動生理

学の理論でもそうであろう。 

それから、運動力学から村上春樹の文体等はどうなっているかについても考えなければな

らないであろう。私が知る限りでは運動力学と文体というテーマでの考察や研究は皆無だと

思う。そして、村上自身、自身のランニングの動きと文体については何も言及していない。

もし、動きと文体について関連性があるのなら彼が体のサインに気づいていない、つまり、

彼は、身体についての気づきが敏感とは言えないかもしれない。 

 

５５．．脳脳ととラランンニニンンググのの関関係係  

脳とランニングの関係はどうであろうか。アリゾナ大学の研究チームが、長距離走競技ラ

ンナーたちの脳とエクササイズをしない人たちの脳を比較したところ、ランナーの脳は、計

画性、抑制力、観察力、注意力の切り替え、マルチタスキング、運動制御などの認知機能に

 
8 ただし、酸素摂取量を測定するには機材が必要であるので、運動指導の現場では酸素摂取量の代わりに心

拍数を用いることが多い。  

9 （https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%85%B8%E7%B4%A0%E9%81%8B%E5%8B%95）より （2015 年

４月 30 日採集） 
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関わる脳の領域が活発化していると“Frontiers in Human Neuroscience”誌に発表した。

研究共同著者である神経科学者の Gene E. Alexander 氏は、この研究結果を踏まえ、「ラン

ニングは一見頭を使わない単純作業のように見えるが、実は脳が複雑な指示を出し続けてい

る」と指摘した10。 

ランニングは、体を鍛えながら脳も鍛えると言える。その鍛える箇所はワーキングメモリ

ーと呼ぶ前頭前野の「8野」と「46野」である。8野と 46野は、暗算や会話など一時的な記

憶（短期記憶）を保持する機能がある。8野と 46野を活性化すると、創造性や問題解決能力

がますます高まる。ジョギングのペース（時速 5km、キロ 12分ペース）なら、運動野や運動

前野しか活性化しないが、時速 9km（キロ 6，7分ペース）のペースを意識してランニングす

れば、8野と 46野は活性化すると言われる11。 

 また、記憶や空間学習能力などの脳の認知力を司る海馬は、新しい記憶を集めて整理し（長

期記憶をつかさどる）大脳皮質へ送るので、記憶が定着すると言われる。海馬を活性化すれ

ばするほど、脳の認知機能や記憶力が高まり、ストレス耐性も強まる12。海馬を取り仕切るの

は、前頭前野の 8野と 46野である13。 

 ただ、ランニングすれば、海馬が活性化するが、速いペースで走り過ぎると、ストレスを

司る視床下部を刺激しストレスが生じ記憶にげるので、時速 7～8km程度のイーブン・ペース

がベストだと言われている14。 

 

村上春樹の練習内容、レースのタイム（3 時間 30 分から 4 時間 20 分くらい）から上記の

主張を照らし合わしてみると、村上春樹のペースは、このペース（時速 7～8km程度）である

といえる。視床下部を刺激するペースではないので、脳が活性化するペースであろう。それ

から、村上自身もランニングと脳について大脳生理学者の研究成果を紹介しながら、自分の

ランニングが自身の創作活動に良い影響を与えていると主張している（村上 2011、2015）。

彼が、そのことを主張することによって、村上はスポーツが文学に要らないという文学関係

者等に対しての大いなる抵抗をしていると言える。 

 
10 ランナーは、周囲の環境を把握しつつ、どこに向かって走るのか、体調はどうかなど、過去のランニン 

グの記憶から得られるさまざまな情報を脳に再現しながら意思決定している。Health Press 2017 年 1 月

12 日( http://healthpress.jp/2017/01/post-2747.html) より（2018年４月 30日採集） 

11なお、重森（2016）は脳を鍛えるのには、走る強度がものをいうと述べ「運動強度 60～80パーセントの

ランニングを一日 20～30分×週 3回×3か月」が脳に刺激を与える最低ラインと述べている。 

12 重森（2016）もランニングをすることで「海馬」と「前頭葉」が鍛えられると述べている。詳細は重森

（2016）p30 参照 

13 Health Press 2017年 1月 12日(http://healthpress.jp/2017/01/post-2747.html）より（2018 年４

月 30 日採集） 

14 Health Press 2017年 1月 12 日(http://healthpress.jp/2017/01/post-2747.html）より（2018 年４

月 30 日採集） 
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関わる脳の領域が活発化していると“Frontiers in Human Neuroscience”誌に発表した。

研究共同著者である神経科学者の Gene E. Alexander 氏は、この研究結果を踏まえ、「ラン

ニングは一見頭を使わない単純作業のように見えるが、実は脳が複雑な指示を出し続けてい

る」と指摘した10。 

ランニングは、体を鍛えながら脳も鍛えると言える。その鍛える箇所はワーキングメモリ

ーと呼ぶ前頭前野の「8野」と「46野」である。8野と 46野は、暗算や会話など一時的な記

憶（短期記憶）を保持する機能がある。8野と 46野を活性化すると、創造性や問題解決能力

がますます高まる。ジョギングのペース（時速 5km、キロ 12分ペース）なら、運動野や運動

前野しか活性化しないが、時速 9km（キロ 6，7分ペース）のペースを意識してランニングす

れば、8野と 46野は活性化すると言われる11。 

 また、記憶や空間学習能力などの脳の認知力を司る海馬は、新しい記憶を集めて整理し（長

期記憶をつかさどる）大脳皮質へ送るので、記憶が定着すると言われる。海馬を活性化すれ

ばするほど、脳の認知機能や記憶力が高まり、ストレス耐性も強まる12。海馬を取り仕切るの

は、前頭前野の 8野と 46野である13。 

 ただ、ランニングすれば、海馬が活性化するが、速いペースで走り過ぎると、ストレスを

司る視床下部を刺激しストレスが生じ記憶にげるので、時速 7～8km程度のイーブン・ペース

がベストだと言われている14。 

 

村上春樹の練習内容、レースのタイム（3 時間 30 分から 4 時間 20 分くらい）から上記の

主張を照らし合わしてみると、村上春樹のペースは、このペース（時速 7～8km程度）である

といえる。視床下部を刺激するペースではないので、脳が活性化するペースであろう。それ

から、村上自身もランニングと脳について大脳生理学者の研究成果を紹介しながら、自分の

ランニングが自身の創作活動に良い影響を与えていると主張している（村上 2011、2015）。

彼が、そのことを主張することによって、村上はスポーツが文学に要らないという文学関係

者等に対しての大いなる抵抗をしていると言える。 

 
10 ランナーは、周囲の環境を把握しつつ、どこに向かって走るのか、体調はどうかなど、過去のランニン 

グの記憶から得られるさまざまな情報を脳に再現しながら意思決定している。Health Press 2017 年 1月

12 日( http://healthpress.jp/2017/01/post-2747.html) より（2018 年４月 30 日採集） 

11なお、重森（2016）は脳を鍛えるのには、走る強度がものをいうと述べ「運動強度 60～80 パーセントの

ランニングを一日 20～30 分×週 3回×3か月」が脳に刺激を与える最低ラインと述べている。 

12 重森（2016）もランニングをすることで「海馬」と「前頭葉」が鍛えられると述べている。詳細は重森

（2016）p30 参照 

13 Health Press 2017 年 1月 12 日(http://healthpress.jp/2017/01/post-2747.html）より（2018 年４

月 30 日採集） 

14 Health Press 2017 年 1月 12 日(http://healthpress.jp/2017/01/post-2747.html）より（2018 年４

月 30 日採集） 

 以上、村上春樹の創作活動にランニングが大きな役割を示していると言えよう。そして、

ランニングを無視すると、村上文学の本質に迫り切れないと言える。 

 

図 1 人間の脳の内側面（略図：清水作成）15 

 

６６．．カカッッププリリンンググ理理論論ととはは  

 カップリングとは、板東（2010）によると「2つのものを組み合わせる結合させること、ま

た、その用途に使われるもの」である。スポーツ医学の分野の「カップリング」とは、運動

の影響によって呼吸と循環のリズムが合わさっていることであり、そしてそのリズムを作っ

ているのが音楽である。そして、同著によると医学の世界では、音楽療法で、一定のリズム

を刻みながらリハビリをしたり、外科では、音楽を聴きながらオペをしたり、治療をしてい

ることを紹介している。 

図 2 「カップリング」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15「アニメで楽しく学ぶ脳と神経のお話」
http://medicalanime.jp/BrainAndNeuron/hennennkei/index.html （2021年 2月 1日採集）、「作業療
法的見聞録一般社会人からの転職組 OTが思う事」http://otstudent.blog55.fc2.com/blog-entry-
10.html?sp（2021年 2月 1日採集）と『脳はどこまでわかったか』井原康夫編著、朝日新聞社、p.23、

を基に作成。なお、脳のイラスト（原図）は著作権フリー https://freesvg.org/img/publicdomainq-

brain_organ.png（2021年 2月 1日採集）より 
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７７．．カカッッププリリンンググ理理論論とと村村上上春春樹樹  

牧野（2013）が紹介したように、村上春樹の文体は反復をしながらリズムを取っている。

板東（2010）の言葉を借りると、読者の呼吸と心拍と読書（眼球運動）とリズムが調和して

それが共振しているように思われる。また、この共振が読み手に快い気持ちになっていると

思われる。そこが村上春樹が人気が出ている理由の一つであるように思われる。 

 

図 3 読者の活動 

 

             

 

       

 

 

 

 

     

 

また、村上自身の創作活動も音楽、ランニングにおける一定のリズム16で、創作活動（文体、

創作のアイデア等）、呼吸、心拍をシンクロナイズさせ共振させているといえよう。清水諭

をはじめ、スポーツ社会学の研究者の間で「共振する身体」という言葉が注目を集めている。

まさしく村上春樹の文学はスポーツ社会学風でいう「共振する文体、身体」なのであろう。 

 

図 4 村上春樹の創作活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 なお、音楽とランニングも一定のリズムを刻むという点では共通で相通じるものがある。ということは、
牧野（2013）と清水（2017）が主張することは相通じるところがあると言える。 

 

呼 吸 文
体
（
一
定
の
リ
ズ
ム
） 

読書（眼球運動）

９ 
心 拍 

≪随意性 自律性≫ 

呼 吸 音
楽
・
ラ
ン
ニ
ン
グ
（
一
定
の
リ
ズ
ム
） 

創作活動 心 拍 

≪随意性 自律性≫ 

78

村上春樹とランニングと音楽とことば



７７．．カカッッププリリンンググ理理論論とと村村上上春春樹樹  

牧野（2013）が紹介したように、村上春樹の文体は反復をしながらリズムを取っている。

板東（2010）の言葉を借りると、読者の呼吸と心拍と読書（眼球運動）とリズムが調和して

それが共振しているように思われる。また、この共振が読み手に快い気持ちになっていると

思われる。そこが村上春樹が人気が出ている理由の一つであるように思われる。 

 

図 3 読者の活動 

 

             

 

       

 

 

 

 

     

 

また、村上自身の創作活動も音楽、ランニングにおける一定のリズム16で、創作活動（文体、

創作のアイデア等）、呼吸、心拍をシンクロナイズさせ共振させているといえよう。清水諭

をはじめ、スポーツ社会学の研究者の間で「共振する身体」という言葉が注目を集めている。

まさしく村上春樹の文学はスポーツ社会学風でいう「共振する文体、身体」なのであろう。 

 

図 4 村上春樹の創作活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 なお、音楽とランニングも一定のリズムを刻むという点では共通で相通じるものがある。ということは、
牧野（2013）と清水（2017）が主張することは相通じるところがあると言える。 

 

呼 吸 文
体
（
一
定
の
リ
ズ
ム
） 

読書（眼球運動）

９ 
心 拍 

≪随意性 自律性≫ 

呼 吸 音
楽
・
ラ
ン
ニ
ン
グ
（
一
定
の
リ
ズ
ム
） 

創作活動 心 拍 

≪随意性 自律性≫ 

８８．．ミミトトココンンドドリリアアとと村村上上春春樹樹 

運動生理学でミトコンドリアは注目されている。ミトコンドリアは、エネルギー生成（ATP）

の元でミトコンドリアの量があると持久性が優れると言われている。これを増やすために高

強度運動がよいと言われている。村上春樹は LT値以下のランニング低強度運動なので、ミト

コンドリアが増えにくいのではなかろうか。村上（2015）で長編小説を書くのに体力が必要

でランニングが体力を鍛えるのによいと述べているが、毎日同じトレーニングメニューで、

低強度トレーニングで体力が十分につくのであろうか。以前、清水（2017）で彼のリズム感

のある文体を作るのに毎日決まったメリハリのない、そして高強度でない運動がよいと述べ

たが、体力をつけるという観点でみると、それでよいかどうかは疑問の余地が残る。 

 

９９．．ままととめめ    

本研究では、村上春樹の文体の特徴と、それを作るもとになっているのが音楽である牧野

(2013)の考え方と、ランニングが影響していると主張している清水(2017)の考えを紹介した。

また、牧野、清水の主張をつなぐ、カップリング理論を紹介した。そして、村上春樹のラン

ニングは運動生理学上、どういう特徴なのかについて考え、それを踏まえて、彼のランニン

グによってセロトニンが生じ、それが彼の創作活動に影響していることを主張した。  

  

１１００．．課課題題    

今後の課題は、次のとおりである。 

 

（1）無酸素運動と記憶や知的活動が促進されるかどうか。 

（2）持久力の要素の一つであるミトコンドリアと村上春樹のランニングと作品（文体を中 

心に）の関係はどうであろうか。つまり、彼のゆるいランニングは効果があるのであ 

ろうか。 

（ 3）彼のランニングにおけるバイオメカニックスと村上春樹と作品（文体を中心に） 

の関係はどうであろうか。 

 

（2）と（3）の生理学的特徴が、彼の作品にどう影響を及ぼしたのか。これまで言及され

てこなかったので、考察する価値があろう。 

 

参考文献 

 

重森健太（2016）『走れば脳は強くなる』（株）クロスメディア・パブリッシング 

清水諭「『共振する身体』を作る」 

（http://www.asahi-net.or.jp/~pv8m-smz/archieve/060330body.html） 

（2018年 9月 20日採集） 

79

『国際言語文化学会　日本学研究』第 6号



清水泰生（2017）「村上春樹とランニング－活字媒体を中心に－」『国際研究論叢：大阪国 

際大学紀要』27巻 3号 

牧野成一（2013）「村上春樹の日本語はなぜ面白いのか---文体を中心に---」

“Proceedings of Central Association of Teachers Of Japanese Conference” 

牧野成一（2014）「ことばは音楽とどう関わるか。」“The 21st Princeton Japanese Pedagogy  

Forum PROCEEDINGS” 

村上春樹・小澤征爾（2011）『小澤征爾さんと、音楽について話をする』新潮社 

「肉体が変われば、文体も変わる」（1999）『BRUTUS』（1999年 6月） 

「村上春樹ランを語る」（2011）『Number Do April2011』文藝春秋 

板東浩監著（2010）『カップリング理論でスマートに―音楽とエクササイズでダイエット』 

メデイカル情報サービス 

板東浩（2011）『カラオケの魅力―医学と音楽療法の視点から』メデイカル情報サービス 

80

村上春樹とランニングと音楽とことば



清水泰生（2017）「村上春樹とランニング－活字媒体を中心に－」『国際研究論叢：大阪国 

際大学紀要』27巻 3号 

牧野成一（2013）「村上春樹の日本語はなぜ面白いのか---文体を中心に---」

“Proceedings of Central Association of Teachers Of Japanese Conference” 

牧野成一（2014）「ことばは音楽とどう関わるか。」“The 21st Princeton Japanese Pedagogy  

Forum PROCEEDINGS” 

村上春樹・小澤征爾（2011）『小澤征爾さんと、音楽について話をする』新潮社 

「肉体が変われば、文体も変わる」（1999）『BRUTUS』（1999年 6月） 

「村上春樹ランを語る」（2011）『Number Do April2011』文藝春秋 

板東浩監著（2010）『カップリング理論でスマートに―音楽とエクササイズでダイエット』 

メデイカル情報サービス 

板東浩（2011）『カラオケの魅力―医学と音楽療法の視点から』メデイカル情報サービス 

『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） 

062970本文.indd   205 2020/03/25   9:26

81



国際言語文化学会日本学研究第６号 
 
執筆者一覧 
浦井智司  国際交流基金 北京日本文化センター 日本語教育調整員 
佐古恵里香 京都精華大学 非常勤講師 
清水泰生  同志社大学 日本語・日本文化教育センター 
辻周吾   流通科学大学 商学部 経営学科 准教授 
山田勇人  流通科学大学 経済学部 経済学科 特任准教授 
 
査読者 
影浦亮平  京都外国語大学 外国語学部 国際教養学科 講師 
辰巳遼   京都外国語大学 嘱託研究員 
辻周吾   流通科学大学 商学部 経営学科 准教授 
山崎誠   京都外国語専門学校 日本語コミュニケーション学科 常勤講師 
山田勇人  流通科学大学 経済学部 経済学科 特任准教授 
楊蕾    京都外国語短期大学 キャリア英語科 講師 
 

82



『『国国際際言言語語文文化化学学会会  日日本本学学研研究究』』第第 66号号

令和 3 年 3 月 31 日 印刷

令和 3 年 3 月 31 日 発行

編編 集集 京都外国語大学日本語・日本語教育研究会 
京都外国語大学カルチュラルスタディーズ研究会 

連連絡絡先先 日本語・日本語教育研究会:r_kageura@kufs.ac.jp 
カルチュラルスタディーズ研究会:r_tatsum@kufs.ac.jp

発発行行所所   京都外国語大学国際言語文化学会事務局 
〒615-8558 京都市右京区西院笠目町 6 

印印 刷刷    株式会社 北斗プリント社 




