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国立国語研究所は，平成10年12月20日をもって創立50周年を迎え
ました。この間，研究所は一貫して「国語および国民の言語生活に関

する科学的調査研究を行い，あわせて国語の合理化の確実な基礎
を築くための事業を行う」機関として発展してまいりました。ここに創
立50周年の節目を迎えるにあたり，これを記念する事業の一環として，
本書を公刊するものです。
記念事業としては，すでに，「歩こう，日本語の世界を」と題して大規

模な研究公開事業を行ったところです。本書には，その一部として，
「日本語研究の新領域と国立国語研究所」と題するシンポジウムの記
録をはじめ，口頭発表，ポスター発表，研究室公開などの要旨を収め
ています。また，研究所の代表的な研究・事業にあって中心的な役割
を果たされた先輩諸氏による座談会の記録も収めました。さらに，21

世紀の国語研究所がいかにあるべきかについて，識者の方々から貴
重な御提言を頂くことができました。

このように，本書の内容は，国語研究所の過去・現在・未来を一望
するものとなっています。本書を出発点として，研究所が次の50年，

100年に向かって新たな第一歩を踏み出すことができれば，これに過
ぎる喜びはありません。

これまで50年の長きにわたり，当研究所に御厚意をお寄せくださっ
た多くの方々に深く感謝申し上げるとともに，今後とも一層の御理解
と御支援を賜りますようお願い申し上げる次第です。

平成11年3月

国立国語研究所長

甲斐

睦朗
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創立50周年に寄せて
平成10年12月15日国立国語研究所
創立50周年記念式典

創立50周年を迎えて
本日は，国立国語研究所の創立50周年記念の式典
を開催いたしましたところ，衆・参両議院の文教委員の

先生方，林田英樹文化庁長官をはじめとする文部省文

ゆ

ノ噸ヂA「1

化庁関係の方々，学界関係の方々，そして，研究所の旧

．4｝・

職員の方々など多数御出席いただきました。衷心より厚
く感謝申し上げます。

ζド

国立国語研究所の創設は，明治以来の悲願であった

L毒i蓋

と聞き及んでおります。戦後，国会議員山本勇造（有三）

国立国語研究所長

甲

斐

睦

朗

氏をはじめとする幾人もの方々の熱心かつ長年の設立
運動が実って，昭和23年12月20日に国立国語研究所が
創立されました。私は，所長室に保存されている『国立

国語研究所設置法衆議院参議院議事録』を拝読しまし
た。その手書きの記録には，わが国になぜ国立機関とし
ての国語研究所が必要であるのか，どういう研究を行う
べきか，どういう成果を上げることで国民に貢献できる

かなどの切実な問題について，衆議院，参議院の各文

部委員会の熱い討論が記されていて拝読する者の心
に響いてまいります。

国立国語研究所は，日本の言語政策を推進するため
の基礎資料を提供する目的で創設されたわけですが，
この50年間，その趣旨からそれることなくひたすら努力
を重ねてきたと申すことができます。当研究所は，常に

国語の将来の発展を考えて現代日本語を研究の対象
としてきております。

所長室にはまた，創立10周年，20周年をはじめとする

祝賀会の写真が何枚も残されております。10周年で申
しますと，設立に深くかかわった元総理大臣の片山哲
氏，山本勇造氏，柳田國男氏，新村出氏，安倍能成氏な

ど政界や学界などでひときわ抜きんでた方々が一同に

会した写真が残されております。当時の国立国語研究
所がどれだけ国家に期待されていたか，がよくわかるよ
うに思われます。
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国立国語研究所がこの50年間に果たしてきた成果を
仮に五つだけ挙げるとしましたら，これはまことに潜幸な
ことですが，次の五つの項目になりそうです。

1共同研究体制の確立

外部の研究者を含

めて多数の研究員が力を出し合って実証的か
つ大規模な研究に向かう研究体制及び研究方
法を確立してきている

2

有用な人材の蓄積一働百人もの研究者が出
向いて大学等で活躍している

3

国語審議会等の課題設定及びその解決への

協カー参考資料を提供して課題の設定や解
決に協力してきている

4

研究報告書の刊行一二百種を超える研究書
を刊行してきている

5

日本語教育推進の貢献一日本語教育を多
角的に推進する

世界で活躍する数多くの研

修生を育成すると同時に優れた日本語教育教
材等を刊行している
さて，国立国語研究所は，この創立50周遅という大き
な節目を転機として，いっそう，言語政策のための基礎

的な研究に力を入れることが大切だと私どもは決意を
新たにいたしております。それと同時に，国語に対する

国民の関心・興味の喚起といった直接の役割も要請さ
れているように思われます。

本日は，この式典に御出導いただきまして，まことにあ
りがとうございました。私どもは，これからもいっそう，国

立国語研究所の本来の研究・事業に力を入れていく所
存です。どうかこれからも大きな御支援をいただければ
とお願い申し上げまして，ごあいさっといたします。
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祝

辞
本日，ここに，国立国語研究所創立50周年記念式典

︑

が執り行われるに当たり，一言お祝いの言葉を申し上
げます。

本研究所は，国語及び国民の言語生活に関する科学

的調査研究を行い，併せて国語の合理化の確実な基
礎を築くための事業を行う機関として，昭和23年12月20
日に創設されてから，今年で50周年を迎えました。
この間，国立国語研究所は，国語に関する科学的，総：

合的な調査研究，辞典編集事業，世界の諸言語との比
較研究及び日本語教育に関する各種事業等を行い，こ

れらの成果を公表し，言語生活の充実と文化の進展に
貢献してまいりました。

申すまでもなく，国語は我が国文化の基盤を成すも
のであり，それゆえに，国際化・情報化が進む社会の中
で日本文化を守り育て，発信するためには，国語政策が
非常に重要であり，このため，国語に関する調査研究は
必要かつ不可欠のものと言えます。また，国内で生活す

る外国人の増加を踏まえ，より一層日本語教育の推進
を図るためには，日本語教育に関する研究や普及事業
も欠くことができないものです。

現代のように変化する新しい時代に応じた国語施策
の在り方を検討し，充実させていく上で，国立国語研究
所が一層その役割を担うことが求められております。国

立国語研究所の皆さんの更なる御活躍を期待する次
第です。

文化庁におきましても，国立国語研究所の果たす役割

の重要性にかんがみ，その整備充実を図るよう努力を
してまいりたいと存じます。

最後に，これまでの先人の研究者並びに関係者の
方々の御尽力と各界からの御協力，御支援に対し敬意
と感謝の意を表しますとともに，国立国語研究所の一層
の発展を祈念しましてお祝いの言葉といたします。
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祝

辞
国立国語研究所の創立50周年，誠におめでとうござ
います。

貴研究所におかれては，昭和23年の発足以来，半世
紀にわたり，その創立の趣旨を実現するため，それぞれ
の時代における国語をめぐる諸課題に対応し，幾多の重
要な研究や事業を着実に積み重ねてこられました。

このような貴研究所における研究や事業は，国語を
めぐる様々の分野で幅広く展開されており，内外の研究
者から高い評価を受けていると伺っております。そして，

これらの研究や事業の成果は，行政施策にも強く反映
され，国民の言語生活をより豊かにし，また，外国人に対

する日本語教育を充実する上でも重要な貢献を果たし
てこられました。

こうした貴研究所の大きな足跡は，同じ国所轄の研
究機関に属する我々にとりましても，大変力強く感ずる
と同時に，そこから多くの貴重なものを学んでまいりまし

た。これまでの歴代の所長をはじめ所員の皆様の御尽
力に対し，深く敬意を表するものであります。

今日，各研究機関は，それぞれの役割を改めて明確
にし，研究や事業を主体的，創造的に推進して，社会的
な要請に的確に応え，その使命を果たしていくことが強
く求められております。

このような状況の中で，貴研究所におかれては，国語

をめぐる，ますます複雑高度化する諸課題の解決に焦
点を当てつつ研究や事業を展開し，大きな成果を挙げ
られますことを，同じ国所轄の研究機関の一員として心
から御期待申し上げるところであります。

国立国語研究所の更なる御発展を心からお祈りいた
しまして，祝辞とさせていただきます。
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祝

辞
国立国語研究所が創立50周年を迎えられたとのこと
で，心からお祝い申し上げます。

国語研究所の創設は昭和23年（1948年）のことでし
たが，国語学会は昭和19年（1944年）の発足です。戦時

下のいろいろの事情があったのですが，この学会がで
きたことによって，はじめて全国の日本語研究者がひと
つの組織のもとにまとまることになりました。以来なんと

か着実な展開を続けております。国語研究所の所長だ

国語学会代表理事

徳

川

宗

賢

った岩淵悦太郎先生や林大先生が国語学会の代表理
事をお勤めになったことなどもあって，研究所と学会と
は，深い御縁がございます。現在でもたとえば，所員の
方々にいろいろな学会委員をお願いしていますし，また
国語研究所の図書が整備されていることから，あれこれ
とお世話になっております。かくいう私も，昭和30年（1955

年）から昭和50年（1975年）まで，国語研究所にお世話
になっておりました。

国立国語研究所の創立は，戦後の混乱期，日本はま
だ米軍の占領下にありました。

明治期に国語調査委員会がありましたがそれが廃止
され，その後にできた臨時国語調査会も廃止されたこ
ともあって，日本語をめぐる調査研究にあたる国立機関
の創設は，日本語研究者たちにとって，年来の悲願でし

た。したがって50年前の国語研究所の出発は，日本語
研究者たちにとって大きな喜びであり，希望の星だった
のです。

いうまでもありませんが，国語研究所は，広い意味で

の国語問題解決のための基礎的研究を行うことを目的
として設立されました。したがって，日本語をめぐる研究
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ならどんな研究をしてもいいというわけではなく，研究テ
ーマの選択には制限があるということになります。私など

は，初代所長の西尾実先生から，国語研究所と国語審
議会と国語課とは三位一体であるというおことばをしば
しば伺った記憶があります。

たとえば大規模な語彙調査が行われましたが，当用
漢字の検討にあたって，単に字種をいじるのではなく，表

現する語彙に立ちもどって考えようとする姿勢を立脚点
としていたと思っております。方言の研究についても，方

言使用によって差別される人びとにどう対応すべきかと
いうスタンスが根底にあったと思っております。以上わず
かの例でした。

また国語研究所は，その設置目的からして，その研究
成果を社会に還元していかねばなりません。このことに
ついては，研究所はつねに心をいたしてほしいものです。

社会への還元とはすこし離れますが，私がお世話に
なっていたころの国語研究所のことを思い出すと，制限
された研究テーマのもとではありますが，研究所の斬新

な研究成果は当時の学界を確実にリードしていたと思
っております。いいかえれば，創立当初に日本語研究者

たちが抱いていた希望にきちんとこたえていたといえ
るでしょう。

国立国語研究所は50周年を迎えられました。つまり次
の50年に向けての出発です。このことを祝福し，これか

らの研究所の研究活動が世の中に貢献することを期待
し，また国語学会，ひいては世の日本語研究者たちにと
って希望の星でありつづけ，新しい刺激の源泉となって
下さるようお願いして，祝辞といたします。
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挨

拶
国立国語研究所が創設50年の記念すべき時に，当国

≠一

語研究所の評議員会会長として，ご挨拶申し上げます
ことは，誠に光栄であり，また有り難いめぐり合わせであ
ります。

丁度50年前，私は，当研究所の設置法案を準備して
おりました文部省教科書局の庶務課に勤務しておりま
した。そして，当時の緊迫した雰囲気の中で，稲田清助
教科書局長，釘本久春国語課長，さらには，共に仕事を

国立国語研究所評議員会会長

木

田

宏

した斉藤正さんの真剣な面持ち，山本有三（勇造），田

中耕太郎の両先生（ともに参議院文化委員長）その他
の方々の眼差しや風貌を思い起こすのであります。

皆様ご承知の通り，敗戦後は占領当局の指示によっ
て，わが国の教育改革の仕事が進められました。その基

本的な方針は，米国教育権節団報告書（昭和21年3月
31日）に示された通りであります。そこには，「あらゆる変
革にとって基本的なもの」は「国語の改革」であるとして，

総論に続く第一の課題に「国語の改革」を提示していた
のであります。

日本政府が明治以降，積極的に国語の改良を行って
きたことは踏まえながらも，「日本の国字は学習の恐るべ
き障害になっている」として，「ローマ字をぜひとも一般に

採用すること」を要請して，それに至るまでの手順を示
唆し，国立国語研究所の設置にも及んでおりました。

新憲法の下における第一回の国会において（昭和22
年末），国語審議会会長安倍能成氏らによる「国語国字

問題の研究機関設置に関する請願」が衆参両院で採
択され，昭和23年11月，政府から国立国語研究所設置
法案が提案されて，旬日をいでずに成立を見ましたの
は，こうした背景があったからであります。
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然し，その国立国語研究所の設置以前においても，政

報の技術的側面からも，新たな国語国字改革を迫って

府は国語国字の改革：に懸命な努力を払いました。国語

いるかの如くであります。世界の情報競争に遅れを取ら

審議会に諮って，昭和21年には「現代かなつかい」（9

ないためには，日本語を変えなければならないとの声も

月），「当用漢字表」（11月）の答申を受け，昭和22年には

聞かれるようになっております。また，日常生活に於ける

「当用漢字音訓表」（9月），昭和23年には「当用漢字字

カタカナやローマ字の氾濫は，驚くばかりであります。

体表」（6月）の答申を受けて，矢継ぎ早に改革の実現に

この大きな変革の時代に，これまで有史以来先人が

努めました。また広範な日本人の「読み書き能力調査」

作り上げて来たわが国の国語，国字をどの様に磨き，情

も行ないました（同年8月）。

報化，国際化の世界秩序に対応出来るようにしていくか，

これは，戦争に負けた国が再建を図るための致し方
ない努力であったとも思っております。しかし，このように

これは，21世紀を迎える我々が，次の世代に渡すべき重
要な課題であると考えます。

国立国語研究所の設立はもとより，その研究の成果を

創設50周年を迎える記念すべきこの秋，これまでの

待つこともなく，改革を急がなければならなかった占領

歩みを振り返りながら，我々が当面するこの大きな国語

下の事情が，その後における国語研究所の研究のあり

国字問題の解決に，これまでにも増した積極的な研究

方と国語政策の推進との間に，ある既成事実を作った

努力を注ぎたいものであります。

のではなかったかと思うのであります。

21世紀に向けて，わが国文化の発揚に寄与しうる国

既に50年前の設置法案の審議に当たって，国語国字

語政策を促すこと。これが，当研究所の当面する重要な

問題の根本的な解決を図るという政策課題と研究所の

使命であることを考え，大方のご支援とご批判を願うも

研究との関係，国語審議会との関係などが，極めて重要

のであります。

な問題点として問い質されておりますが，当研究所の設
置には，「国語の合理化の確実な基礎を築くために」（旧

設置法第一条，文部省組織令第百九条）という基本的
な政策課題があることを見失ってはならないと考えるの
であります。

︑︑勃赴一．

その意味において，当研究所が，国際化時代におけ
る国語，即ち日本語の問題に早くから取り組んで来ら

一−︐﹈PF﹄占一・圃−︐．．r㍉﹇■凋﹄﹄ε︑適こ唾 d．︑

れたことは，時宜にかなったものと考えるのであり，また，

語彙調査，方言調査などは政策の基礎を培われたもの
と思います。

それにつけても，昨今の情報化の急速な進展は，情

．属﹁．扇ぺ．
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21世紀の国立国語研究所に望む

日本語教育学会会長・前所長水谷

「21世紀の国立国語研究所に望む」という課

｢紀の国立国語研究所に望む
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大切だが，心掛けや気持だけでは実際の効果は

題で，いま，この時期に提言を試みることはほん

期待できない。明確なかたちで組織として広報・

とうにむずかしい。

情報発信の態勢を用意する必要がある。

行政改革は始まったがどんな姿・形を求めて

50年前に国立国語研究所が設立されたときは，

改革が進んでいくのか見通しはほとんど立って

考えてみれば独立行政法人として作られたので

いない。省庁の数をいくつに減らすかというとこ

あって法人化すること自体は問題ではない。現

ろまでは明確になってきたようだが，局や課のレ

在と当時のいちばん大きなちがいは，当時は国

ベルになるとどうするのか決着はついていない。

のあつい保護があったのに，今は自分たちの努

国立研究機関を独立行政法人にするという方
針は固まってきたらしいが人事や財政のあり方に
ついてははっきりしないままだ。

だが，設置形態がどのようなものになったとし

力にすべてがゆだねられるということだろう。

主張する組織体であることを前提とするなら
ば，たとえば「外部評価」という事業も，決して受

け身のしごととして位置づけてはならない。自分

ても，現在のような社会の動きの中では，ひとつ

たちの計画や事業を支援してもらうためのしごと

ひとつの機関の目的の設定や，運営のあり方に

としなければならない。

ついて当事者が責任を持ち，計画を打ち出すこ
とが求められるのは確かだ。

しかも，自分のしごとの意義を主張し伝えなけ

どんな研究活動を進めるかという方針設定の
努力は積極的にしなければならないし，また必ず
してくださると思うが，その内容は，あくまでも日本

ればならない相手はお役所や学会などの関連の

で，いや世界で唯一の，そして最高の水準の研究

ある人たちだけではなくなる。日本語にかかわる

を進めるところだという誇りに支えられたもので

すべての人たちが対象となるはずだ。

あってほしいと願っています。

所員のすべてがその覚悟を持っていることも
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修

国際交流基金日本語国際センター所長加藤秀俊

いつのころからであろうか，日本の大学の学部

県での言語実態調査などに遺憾なく発揮されて
いるように，ごくあたりまえの「常民」の言語生活

という用語がつかわれるようになり，それが定着

のなかから日本語の現実を直視する姿勢をくず

してこんにちにいたっている。いまでも新設大学

すことがなかった。わたしなどのような人間がつ

はおおいが，そこでもこのような名称が使用され

ねに憧憬と尊敬のまなざしで国立国語研究所を

て，たいていのひとはそれをふしぎとはおもって

ながめてきたのも，まさしくこのような理由による。

いないようだ。

しかしながら，外国語に関しては「英語」「タイ

しかし，わたしの意見では，そもそも「言語」と

語」「イタリア語」といったふうに特定の国民や民

「文学」というまったく異質なふたつの学問分野

族の名前を冠しているのに，日本民族をその主

をひとつのセットにして，それになんら疑問をもつ

たる担い手とする「日本語」だけがいまだに「国

ことなく，過去一世紀の大学運営をしてきたこと

語」というふしぎな名称でよばれているのは，い

のなかに日本の学術の悲劇があったようにおも

かなる理由によるのであろうか。いまの世界では，

えてならない。いささか極端な議論になるかもし

日本語はもはや日本「国民」だけの言語ではな

れないが，わたしにいわせれば，「言語」について

い。いいかえれば，「内向き」の孤立した局地的言

の学問というのは人間の記号行動の理論と応用

語を連想させる「国語」という特殊な用語を廃し，

を対象とする学問であり，それにたいして「文学」

いささかの世界性，普遍性をもった「日本語」へ

というのは芸術の一分野をなす，きわめて散文的

と発想を転換することが急務なのではあるまい

な知的探求の領域のことである。このふたつはな

か。現実の研究内容からみるならば，すでに国立

んとなく縁があるようにみえて，じつのところ，まっ

国語研究所は「日本語研究所」に実質的変貌を

たくその性質はちがうのである。

とげている。世界に数百万人の日本語学習者を

この点で国立国語研究所の存在はきわめて

もっている現状をかんがえ，また日本の文明と文

明快でさわやかである。この研究所は，あくまでも

化の普遍的展開を視野にいれるとき，わたしとし

日本語という「言語」の研究に専念し，いっさい

てはこの研究所が世界のすべての「日本語」研

「文学」とかかわることをしてこなかった。それど

究者のためのひらかれた組織に飛躍してほしい

ころか，ここでの言語研究は戦後まもなくの山形

とおもう。「国語」の時代はそろそろおわっていい。
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｢紀の国立国語研究所に望五

や学科名として「英語英文学科」「国語国文学科」
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国立国語研究所日本語教育センター運営委員会委員長宮地

50年の歴史をかえり見て50年後の当研究所に

｢紀の国立国語研究所に望む
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望むことを，遺言のように書き残すことになるはず

ち，「尋常小学国語読本」などと言う。以後の

だが，こまごまと書く場でもなく書く気もないから，

教科名としての力は無視できない。文学も

要点のみをいくつかまとめて気楽に書き記す。

話す聞くも書写も入れられる便利さもある。

（一）「国研」という略称は「国立試験研究機関」

（四）「科学・技術」の先端性・国際性を軽んず

の意で使うほうがずっと多いから，内部の略

れば国の存亡にかかわるということが20世

称としては，せめて「国語研」ぐらいにしたほ

紀の遺訓であったとすれば，それに加えて

うがいい。と自省しながら「国母OB会」など

「学問・芸術」の人間性・独創性を，より重ん

と俗に自称する悪いくせが直らないで今日

ずるということが21世紀の研究・教育の根

に至る。

本ではなかろうかと思う。科学技術基本法・

（二）The

National

language

Research

hlstituteと

科学技術基本計画などの有用なことは明ら

いう英訳は，Nationa1が「国立」に対応して

かだが，より根本的なところを見据えておか

いるわけだが，National

Languageと誤解さ

ないと，という趣旨である。『研究の環境とマ

と問い返された

ネージメントーわが国の科学・技術立国は成

れて，

What

LanguageP

ことがある。大かたの意見を聞きたい。

るか一』（番手信義（ふごの・のぶよし）著，

（三）「国語」という名称は，もうそろそろ「日本語」

一九九七年三月，日本フォーラム社刊）は人

にしたほうがいいという説は，かなり前から

文・社会系のわれわれにも有益であるが，人

あるし，私自身も言ったことがある。日本語

文・社会系には独自の事情もある。

教育が盛んになって来て，国語教育と並立

（五）研究所は一流大学院・大学院生との連携を

したために，「国語」という名称が改めにくく

より密にして，彼らとの相互評価を実質的な

なった近年の事情ともからむ。韓国にも「国

ものとすることが望ましい。連合大学院も考

立国語研究院」がある。中国では「語言研究

えられているだろうが，一流研究者の集まり

所」というのが普通のようだ。中国での中国

やすい環境が大切だと思う。教育職と格差

語教育は「漢語教育」，その国語教育は「語

のある研究職という給与表などは有害無益

文教育」というのが普通らしい。「国語」とい

う単語は中国春秋時代の各国の歴史書名
以来，漢字圏でも，「母国語」「国家語」の意
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ではなかっただろう。明治学制の確立のの

であろう。

国立国語研究所国語辞典編集調査会委員佐藤

治

昭和49年，国語研究所の中に日本語教育部が

治神宮絵画館の一隅に少壮気鋭の研究者が集

加わり，51年に日本語教育センターと改められた

まって活動を開始し，活気にあふれていた。国語

が，この場合は，世界の言語の一つとしての日本

の研究に新しい時代の到来を思わせた。その後，

語の教育であって，「国語」とはおのずから異なる。

研究所は，一ツ橋に移った後，現在の地に移転，

私自身，大陸において日本語の教育に従事した

早くも50周年を迎える。

経験もあって，日本語教育には関心を抱き，その

創設の当初公布された設置法によれば，

意味でも，日本語教育センターの充実発展を期待

国語及び国民の言語生活に関する科学的調

するものである。国語問題・国語教育も，実は国

査研究を行い，あわせて国語の合理化の確実

内だけでなく，国外にも視野を広げ，国際的な観

な基礎を築くために，国立国語研究所を設置

点に立つことが重要であるが，「国語」の基礎とな

する。

るところが国民にあることに変わりは無い。

とあって，いわゆる国語問題の基礎的な調査研

国語研究所の研究項目の一つに，国語の歴史

究が重要な課題であると言える。また，国立国語

的発達に関する調査研究がある。国語問題・国

研究所組織法によれば，調査研究の項目の中

語教育・言語生活などは，現代社会における国

に，「国語教育の目的，方法及び結果に関する調

語がさしあたり問題になるが，国語には長い歴史

査研究」という項目もある。

があり，文化的背景がある。さらに外国との交流

これらの法令の示す限りでは，研究所におけ

が反映している。これらを切り離して，当面の問

る調査研究の対象は直接には国民の言語として

題だけを考えれば，文化の断絶を避けることが

の国語であって，単に言語の一種としての日本語

できない。昭和63年，研究所に国語辞典編集室

ではない。実体は同一であるにしても，「国語」と

が設けられたが，これもすでに10年の歳月が経

いう時は，国語問題とか国語教育とか，国民生活

過している。この地道な調査研究が促進されて，

との関連を離れたものではない。私は，国語審議

研究所に国語の一大資料室が設けられることを

会の委員として，10年ばかりの間，会議に出席し

願っている。

たが，その経験によれば，各委員の個人的意見

辞典を始めとして，各部門の研究者がそれぞ

が多く，根拠となる資料が足りないことを常に感

れ独自の研究を進めるとともに，総合的な共同研

じていた。国語研究所が，国語問題の解決のた

究によって，すぐれた成果を上げることを期待す

めに必要な資料を提供されることを切に願うもの

る次第である。
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昭和23年，国立国語研究所が創設された。明

である。
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国立国語研究所国語辞典編集調査会委員松井栄

申し訳ないことですが，「国立国語研究所」に
どういう仕事をしてもらいたいかということは，こ
れまでほとんど考えたことがありません。従って，

｢紀の国立国語研究所に望む
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にわかに21世紀の国立国語研究所に望むことと
問われても何があるだろうかと答えを出すのに困
っています。

ただ，国語辞典を作っている立場から勝手な
希望を申し述べるなら，これまで研究所で出され
たさまざまな調査研究の基礎になった「言葉の用
例」を整理して公刊してほしいということです。た

とえば『動詞・形容詞問題語用例集』を作るため

には相当量の用例が準備されたと思いますの
で，そのすべてを集めたものが出るとよいと考え

ます。研究所に行けばいつでも簡単に見られま
すよとは言ってくださるのですが，やはり手もとに

あって随時参照できることが望まれます。

そのほか，ある程度まとめられていながら公刊
されていないもの，たとえば明治初期の漢語辞典

類数種を五十音順に並べ変えて一覧できるよう
にしたものなど，ぜひ公にしてほしいと思います。
研究所で出すとなると，十分に研究してからとか，

材料を並べるだけではお粗末だからとか，いろい
ろと隆路はあるのでしょうが，立派な成果でなけ
ればと固く考えず，広く利用できる材料を提供す
るだけでもよいと柔軟に考えていただきたいとい
うことを強く望みます。

26

（財）日本漢字能力検定協会理事・元所長野

創立してから50年の間研究所は純粋な学問研

菊

雄

の言語を母語とする人が別の国ではどうしてい

究を目標としてきて，世の役に立つ，あるいは国

るか，などとの比較をすることは非常に大切で

語政策立案に積極的に寄与することはむしろ嫌

しょう。双方向調査がいくつも重なった調査が

っていたように思います。

必要でしよう。

「新プロ」ではあまりにも多くの国で調査した

避けられないようですが，それに伴ってこれから

ために，個々の調査が条件が違って被調査国間

は実利的なことが強く要求されそうです。聞くと

の比較ができにくくなっているように思います。も

ころでは，世間に有用な研究に向かう気持ちを

っと国語研究所自身の手によって，よりコントロー

持つ研究員が多くなっている，ということで結構

ルされた調査をして，二言語間の関係だけでな

なことと存じます。国語政策立案に寄与すること

く，少なくとも第三の言語との関係でどのような

の一つは国語審議会の下請け的な仕事をする

変化が生じるか，ということは，第一の言語，この

ことと考え，これは研究所の役割りではない，と

場合日本語の性質を新しい観点からみることに

する気風が強かったことを考えると隔世の感が

なります。

あります。

こうして非常に大きな日本の言語政策への参

もっとも世の役に立つ，ということは，それをど

考資料となるはずです。目先の有用性とは別の

う考えるかによるわけですが，研究所の姿勢が国

話ですが，それには大きな予算と人員とが必要

際化の方向に強くなったことは大きな進歩だ，と

です。最終的には各言語についてユネスコなど

わたしは思います。

で調査すべきものでしょう。しかしその起爆剤と

この方面での仕事の一つが「新プロ」なので

するには今の不十分な「新プロ」では無理でしょ

しょうが，わたしは，あまりにも多くの国で調査を

う。早くこれにケリをつけて，その起爆剤となるべ

しすぎていると考えます。もう少し国の数を少

き「新新プロ」の実現に向かって歩き始めるべき

なくして，その代わりに細かい，深い分析ができ

です。この「新新プロ」から前述の世界的なプロ

るようにすべきでした。例えば移民国家で日系

ジェクトに進めたら大変いいし，国立国語研究所

人は日本語の保持にどう努めているか，だけで

の50年の歴史を踏まえた意義のある仕事になる

なく，英語国民やスペイン語国民，中国語国民な

でしょう。

21
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しかし，今求められている独立行政法人化は

どなどについても同様な比較をし，またそれら
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国立国語研究所評議員

国立国語研究所が開設50周年を迎えられた

｢紀の国立国語研究所に望
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学の研究業績が蓄積されて来たことも報告され

ことは，この種の国立の国語研究機関としては，

ている。今後も，この方針を益々充実させ，学界

恐らく最初のことであろう。数々の社会的，政治的

に対して，種々の方式によって提供することを希

な難関を乗り越えて，今日の態勢に発展される

望したい。その際，更に要望したいのは，国文学，

までの関係各位の方々の御苦労は，並大抵のも

国史学，仏教史学，美術史学など，隣接部門との

のではなかったことと推測され，深い敬意を表す

関連のある論文を，もう少し幅広く増補して頂き

るものである。私個人としても，公私に亘って，

たいことである。

種々の面で格段のお世話になって来たことを感
謝申し上げたい。

国立国語研究所に対する，もう一つの要望は，

国語辞典の編纂事業である。最終的には，半永

む

国立国語研究所の将来に対して，期待するこ

久的な壮大なプロジェクトを組むことが望ましい

とは多々あるが，全体的には，研究の「間口」は広

と思われるが，当面の課題としては，先年以来手

げないで，「奥行」を深くすること，換言すれば，研

がけて来られた，明治時代の国語資料の調査を

究目標を多様化するよりも，寧ろ集約的に絞り込

拡大進展させることと併行して，「明治時代楽士

んで，長い年月をかけて，じっくりと密度の高い

辞典」を編纂する計画を立てることである。これ

研究業績を積み上げて行くことを提言したい。そ

は，現代語が発足した創始時代の言語体系を把

のような方向に沿って思いついた，一，二の点に

握するために有意義な事業ではなかろうか。具

ついて私案を申し述べたい。

体的には，明治時代の雑誌用語の他，文学作品，

第一に，現代の情報社会にあって，国語学の研

公文書，私的文書など，又，文体面では，口語，文

究情報の提供機関としての機能をこの上とも充

語広い分野に亘って，用語を網羅した用例集を

実して頂きたいことである。国立大学や学会では，

中心とした辞典の編纂を期待したい。最近，大

教育，予算，人事その他の関係で，これは非常に

規模な国語辞典が次々に出版されているが，何

実現困難な事業である。これを果し得るのは，国

れも多くは商業主義や印刷事情などに災いされ

立国語研究所を措いて他にないと考えられる。

て，純粋に語学的な辞典を編纂することは，大変

国立国語研究所は，十数年前から，国語学会と

困難になってきているのが現状であり，国立国語

連携して，昭和30年以後30年間に亘っての国語

研究所ならでは果し得ない大事業ではないかと

学の研究業績の集録キーワード付け，フロッピー

思われる。

による出版，活字印刷による出版などを実施して
来た。それに引き続き，コンピューターによる国語
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東京大学名誉教授・創立時から13年間働し・た，オールドOB柴田

国立国語研究所ができて50年たっという。20
世紀のちょうど後半分を生きてきたわけである。
いま求められているのは，21世紀を迎える国立国
語研究所にどういう新しい姿を望むかである。

学に影響を与えるものと思う。

②のほうは，新聞報道によると，他の政府試験

機関と同列に独立行政法人とやらに移行するこ
とが検討されているという。これが実際にどうい

このまま続けられるのならば，それはそれでいい。

う事態を引き起こすものか，私には見当がつか

研究は積み重ねだからである。しかし，いま半世

ない。想像のつくことは，所長は理事長になって，

紀を経てこういう問いが出てくるのは，何か変え

外部の理事会が運営の責任を持つ。費用の一

なくてはいけない，このままではすまないというき

部は寄附によることになれば，寄附集めに歩か

ざしがあるからだと思う。

なければなるまい。将来は，必ずしもバラ色では

10年前，40周年の催しがあったとき，私は朝日

あるまい。

新聞の求めに応じて書いたことがある。そこで提

10年前に主張したことは，いまとなって生ぬる

案したのは，①研究所の名称の「国語」を「日本

い夢：だったのかもしれない。考えられる二つのビ

語」に変えること，②大学などと並ぶ共同利用の

ジョンを記しておく。

研究機関に移ることであった。
10年たったいま，どちらも実現どころか，その胎

国立国語研究所設立の原点に返って，「言語計
画センター」といったものに移る。言語計画とは，

動すらないようである。これらのことは，国立国語

国語審議会が問題とするようなことを課題として

研究所に直接望んでかなうものではなく，文化庁

研究，実施することをいう。

や日本政府に働きかけるべき，大きな問題だっ

もう一つは，現状に近い新体制である。全体を

た。いままで手ごたえがなくても，私にとっては捨

日本語教育センターに衣替えすることである。い

てられぬ夢である。

まもセンターはあるのだから，その基礎的研究を

①のほうは，まわりの情勢は整いつつある。東
大を含む，ほとんどの大学で，「国語・国文学」と

21

｢紀の国立国語研究所に望む

今までの制度と枠のできている研究体制とを

合，名称の変更は，研究の構えと研究体制の哲

充実することを考え，現在の日本語教育センター
以外のスタッフを当てる。

いう学科名は「日本語・日本文学」になった。将

いずれにしても，情報を集め，情報を整理する

来の国酒を担う者はこういう名の学科で勉強し

だけでなく，その情報の上に立って世に働きか

てくる。名称を変えても実体が変わるものではな

けるといった「行動する研究所」に乗り換えるこ

いというのも一理だが，名称を変えることによって

とを考えてはどうだろうか。法人ならばやりやす

意識が変わり，実体が変わることもある。この場

いと思う。
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音声言語研究所杉藤美代子
1

日本語の研究の先駆的役割
創立以来の国立国語研究所報告，論集，資料

｢紀の国立国語研究所に望む

21

究所が果たしてきたような日本語の基礎的研究

集など多くの刊行物は，研究者諸氏が限られた

を重視しつつ，音声言語と文字言語の本質を暗

人数で日本語の先駆的研究を精力的に積み重

記でなく楽しんで学べるような筋道を作る必要

ねてこられた50年の歴史を示している。成果の

があると痛感する。それは英語教育にも役立つは

数々に対して，あらためて敬意を表したい。私な

ずなのである。これには基礎的研究の音声資料

ども「大都市の言語生活」「談話行動」の研究に

の整備が必要である。

加えていただいて，大量の音声資料を分析した

4

基礎的音声データベースの整備

ことがよい経験になった。今後とも研究所が優れ

たとえば，これは自分と関連することで恐縮だ

た研究者陣容を維持し，一般研究者に対する一

が，平成元年〜4年目文部省重点領域研究「日

種の牽引力となることを期待したい。

本語音声」（「日本語音声における韻律的特徴の

2

研究と教育に関する総合的研究」の略称）にお

日本語の音声言語の研究
21世紀の研究の中心は，人間のコミュニケー

いて収集された膨大な音声資料がある。この研

ションに関わる日本語の音声言語の本格的な研

究には現所長，前所長，お二人の元所長，情報資

究であろう。学際的な研究も必要である。それも

料部長，所員の方も参加された。

従来のコンピュータ万能主義から，むしろそれは

DAT録音テープ約1500本，100地点各2人およ

道具として脳の活動を含めた人間の話しことば

び13都市の各年齢層約1000人，内容は短文，単

の本質に迫る研究へと進めるべきであろう。外国

語（多拍語に及ぶ），動詞・形容詞の活用形，問

の研究理論を日本語に当てはめて行う研究には

と答，会話，物語・天気予報・随想の読み，4桁数

限界があり，手間暇はかかるが，一見不条理に見

字，五十音図。その他に沖縄方言，またアイヌ語

える日本語の音声言語の探求は急務であり，む

を含め，日本列島の音声，とくに音声の韻律的特

しろ日本語研究の側からの発信を期待したい。

徴の研究に必要な基礎的資料をほぼ網羅してい

3

る。その音声資料は，研究刊行物とともにすべて

日本語・国語の統一と文字言語・音声言語

教育

国語研究所に揃っている。この種の音声資料は

日本が現在解決すべき問題点の一つは音声

日本語の研究と音声教育の基礎資料として研究

研究を含む国語教育であると思う。同じ日本語
でも教える対象によって国語教育，日本語教育
と呼び分け，まったく別の物として扱うのは日本

の将来のためにならない。解決の方策は現状で

30

は国立国語研究所抜きでは考えにくい。従来，研

所がCD−ROM化の推進力となることをお願い
したい。

21世紀の国立国語研究所への期待は，日本の
研究の将来に深く関わっている。
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lfIcall this modest contribution a ̀personal' perspective, the reason is that my invovlement with

the Kokuritsu Kokugo Kenkyuusho has not only been official and scientific, but to a high degree

also personal. I will comment on both aspects in the following, and will try to express my

21

thoughts as well as my feelings on this memorable occasion, having them lead over into

‑UIL･

sketching a possible perspective for̀Kolcken' (as it is afliectionately called) well into the next

iiiill

century and millennium.

scholarship holder in 1985. My knowledge of the Japanese language wasn't exactly up to the

everybody cooperated in trying to make my imperfect language less imperfect, among other things

by speaking only Japanese to me (unless it absolutely had to be English or German). I
remember that the toughest part of my project at Kokken was to operate a DOS machine that only

̀spoke' Japanese, but also this hurdle was circumvented by the continuous help of the

ift
IiJl

standards of the teachng and learning that were imparted by the lnstitute on the official level; still,

hfii!2ii.

I was so lucky as to be given a place to work at the Institute when I came to Japan as a

di

OJigt

p"
e:
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lnstitute's staff.
its'

As I said, the projects that the Institute was running all involved high‑level research in

Japanese sociolinguistics and computational linguistics, so I ended up doing most of my
work on my own, but always under the benevolent encouragement of the people in charge of
those programs. We adopted a silent partnership, in which I was at the Institute's disposal

whenever they needed help in their endeavors to make their results known to the outer,
mainly English‑speaking world; conversely, they supported my outlets for such results,
chiefly the Joumal of Pragmatics, which also was given a temporary home at the Institute. ln this
way, I understood my role as that of a liaison officer, while at the same time fbllowing with the

greatest interest and respect my friends' endeavors to comply with the Institute's declared
aim: to further the consciousness of the Japanese language among its users, both at home and
abroad.
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Even though I was unable to participate directly in the work that was going on at the
Institute, my own research in Japanese sociolinguistics on a pragmatic basis was inspired
enormously by witnessing the dedication with which the Institute's staff went about their

daily bussiness. The number of publications and teaching programs that came off the
Institute's and other presses during my stage there is a living testimony to this. But in
addition,I had an opportunity to look ̀backstage', so to speak; here,I came to realize how these

successes were possible by only through the concerted and multi‑faceted cooperation that
united the various individuals' effbrts.

21

Yet, even when they were at their busiest, people at Kokken never failed to give me the

‑tg

necessary assistance, both with the practical details of my studies and with the necessities of daily

llii!

life. And this is where the personal element comes in. I have never worked at an institution that

di

can be 1ikened so much to a ̀cradle' as does this one. By this, I mean that the lnstitute not only

fuctions as a professional environment, but also as a spiritual life‑supporting device for its

SIE

individual members, both parmanent and transient ones, like myself. One did notjust work at
the Institute, one Iived one's life there, and one was missed when one was not present, either in

.nd

the normal course of the daily routines or in the prescribed social gatherings during and after

jliJl

work. IfI didn't turn up for work one day, somebody would come to my flat to make sure

g)lfiE

everything was all right. If I missed a tea break in the morning or afternoon, somebody

px

would be dispatched to the computer room where I was working, to tell me that it really now was

e:

tea time. And whenIwas sitting at the computer, working late hours, some person would gently

"t?!

nudge me away and say ova,arimasu, meaning that everything has to come to an end, even one's

working day at Kokken.

wnen I consider what I could be the functions and perspectives of the National Language
Research Institute's work for the next century, long after I will be gone, I feel inclined to say:

Keep the good work going, and in panicular, keep alive the spirit that has imbued your entire

effort of the past fifty years, bringing into the second millennium the characteristics of

Kokl(en as I have come to know them: the utmost dedication to its general, over‑arching

purposes, together with a close attention to the minutest details of a descriptive and
pedagogical nature.
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Even though I am sure nobody at the institute wants (or needs) to be lectured on what they have
to do, and why they have to do it, let alone be motivated to do what they will do anyway, and with

great success, still I want to be allowed to utter the following wish, which is meant as a
jubilatory greeting, a heartfelt congratulation, and a temporary valediction, all at the same
time.

The language of a nation is its most precious mark of identity. The consciousness of being a

language user together with more than a hundred million other users is not only a
perspective, but also a binding obligation, both on the users themselves and on those who have

been appointed, in one way or another, to watch over those users' use, making them use this

priceless tool with a cultured mind, ̀enacting the Ianguage's philosophy with eminence,
without pursuing its splenders in narrow‑‑minded preoccupation', to very a sentence that was
uttered around fifty times fifty years ago, in another valedictory ceremony, as described by
Thucydides in his first book of chronicles of the Peloponnesian wars (Hist. 1:19). It is my wish

21
‑tut

S51

em
szl

that the lnstitute may complete another fifty years (I'll waive the fifty times), achieving
successes that match and even, exceed the ones that were obtaining during its first fifty, and that

its resounding renomme inside and outside of the country may grow proponionally with the

.nd

:

jliJl

number ofyears that will come to pass. And as a personal wish,I still hope one day to be able

pfi

ofit"

to cooperate again with, and participate in the works of my beloved Kokken, The National
Language Research institute.

t:
tlllllillll
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野 田井
中林飛松

」壁童．2田島

宏（東京外国語大学名誉教授国語辞典編集言周査会委員）
洋（日本語教育センター長）

大（元所長国語辞典編集調査会委員）
良文（国際基督教大学教授元国語辞典編集室主幹）
栄一』（『日本国語大辞典』編集委員

jL皇2木村
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国語辞典編集調査会委員）

睦子（国語辞典編集室長）

中野＝今年12月20日で研究所創立50周年と

にかかわった先生方に，その研究がどのような

いうことで，50周年記念事業として，研究発表会

ことで始まったか，どのように進展してきたか，こ

などの他に，記念誌をつくることになっています。

れからどうかというようなことをお話し頂きたい。

研究発表会のテーマは，豊門をしているかとい

若い研究員は，昔のことは神代の世界でわから

うことですが，記念誌のほうでは，これまでどの

ないというようなこともあるかと思いますので。

ような研究をしてきたかというようなことを寄稿

木村：国語辞典編集室が正式に発足したの

していただく他に，研究所を代表するような事業

は，昭和63年の10月で，私が所員になったのも

年以上も準備期間があったようで，最初の頃か

の上，研究所の中の考え方をまとめておかない

ら関わっていらっしゃった先生方にその辺のと

でそういうことをやりだしちゃったもんだからだ

ころをいろいろお話し頂きたいと思います。ま

れもついてきてくれない。困ったのを見るに見

ず，この事業に最初に着手なさった林先生に

かねて，飛田君が手伝ってくれるようになった

そのきっかけなどについてお話し頂きたいと

もので，僕はすっかりお願いしちゃった。

思います。

木村＝昭和54年に国語辞典編集準備室という

林：研究所がどうして辞典を作らなければなら

ものができたわけですが，その前から委員会が

なくなったかというと，すでに国立国語研究所

できていて，動きだしたのは昭和52年でしょう

設置法に三つの辞典のことが書いてあります。

か。辞典出版の関係者を集めて懇談会をやっ

歴史的辞典，現代語辞典，それから方言辞典。

たというようなことが年報に載っておりましたが。

そういう辞典をつくるということが設置法にちゃ

林＝それはね，予算をどうするかということで，

んと書いてある。しかし，実際は戦後の経済事

字引を作るには，どれくらい金がかかるかとい

情からして完全な形での国語研究所はできな

うものを知るために，辞典編集関係の人に集ま

かった。それで辞典という事業も手を付けるこ

ってもらったんです。それで，何をやるにはいく

とができないまま，昭和52年になってしまったけ

らかかるというようなメモをいろいろ書いてもら

れども，その間にも，研究所の評議員会では，た

った。出版社の方はやっぱり売れるような字引

びたび辞典はどうするかという話はありました。

のことを頭に置いて，何年間かでできるような

評議員会ではないけれど，1，2年で何か作って

ことを考えておられたように思う。だから，実行

みてはどうかという話が起こったこともある。そ

できる案なんです。だけど我々としてそれがい

んなものは研究所で作るつもりはありませんと，

いかどうかということは非常に問題だった。

こっちは見栄を切ったつもりだった。世間の考

木村：その時出たのはお金の話だけなんです

えておられる辞典というものがどういうものであ

か。どういう辞書を作ったらいいというような話

るかということは問題だったし，1，2年でできる

は出なかったんでしょうか。

ようなものはとても研究所なんかで考えるよう

飛田＝それも出ました。

な問題じゃない，と岩淵所長をはじめみな思っ

木村1で，具体的には。

ていたわけです。

飛田＝その時に，岩波書店から始まって，学研，

私が所長になった後で，30周年記念というこ

ｳ翰悪口黙︾

だと思うんだ。僕は全く経営の才能がない。そ

圖上北七七柵隅θ臼芦叫d侍ゆ黙﹇UCノ︵

その時です。国語辞典に関しては，その前に10

冒鯛

角川，研究社，講談社，三省堂，小学館，尚学図

とで何かやらなくちゃという話があって，つい僕

書，大修館，新潮社，そういうところの方が集ま

が，辞書という問題があるってつぶやいたら，そ

ってくだすったんですね。そして，公の機関が私

れを出そうということになってね，文化庁次長の

企業と競合するようなものを作ってもらいたくな

柳川さんが非常に熱心にすすめられた。その時

い，できるだけ共同で我々出版社が使えるよう

は日本語教育部ができていて，対照的な辞典

な基本的なものを作ってもらいたい。それで用

を作ろうということを研究所の発意で出してい

例集が一番望ましいと。用例は簡単に集まらな

たわけ。それでできたのが，インドネシア語の辞

いから。そういう希望があった。

典なんだけど，そこへもってきて別に国語大辞

林＝それで用例辞典と言い出したわけでもな

典の予算がつけられた。

いんだ。僕としては，大きな字引の形で何かを

木村＝そういうことでとにかく始まったわけ

国家的に作るとするならば，明治の初めの大日

ですが。

本史料のようなものを作りたい。これは明治天

林＝辞典をやるには，経営の才能がないと駄目

皇のお声がかりで，明治2年かなんかに話が始
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まって，今日まで続いている大事業なんです。

田島：その冊子にも書いてある『フランス語宝

それからもう少し辞典的な形としては古事類苑

典（トレゾール）』というのが1960年に準備が始

というものがある。これは百科事典のもとになる

まっていて，出版開始まで10年間ぐらい準備期

ようなもので，明治20何年から話が始まって，大

間があって，1971年に第1巻が出た。その初期

正のごく初めにいちおう完成した。そういう大事

の時代とこちらの編集準備委員会が始まるの

業として考えなければならないんだ，そんなこと

が重なっていたわけです。私はたまたまその頃

はとても今の予算じゃできないと僕は考えてい

にフランス語の辞書をやっていて，そのトレゾー

ました。

ルを作っていたナンシーの研究所にも何回か

木村＝正式な部屋が発足するまでに10年かか

行ったりしていた。しかも国で作る国語辞典で

っているわけですから，そういう面では大変だ

あること，こちらが遅れていたもので，何か御参

ったんだろうと思います。で，準備室の仕事とし

考になることがあるかもしれないというんで，2，

ては人員と予算をとるという仕事の他に，国語

3回お話をしたことがあります。丁度，むこうでコ

辞典編集準備資料というものを作っていて，0か

ンピュータを使って用例を集めていた頃で，こ

ら10まで11冊ということになっていますが，その

ちらも語彙調査に使っていた。で，そういうのを

中に基本方針に関わるものとして，『国語辞典覚

使うような方向もいろいろ議論されてましたね。

え書』とか，「諸外国における大辞典』とか，それ

木村＝私共がOEDやトレゾールを引合いに出

から『現代語用例辞典の構想』といったものが

すと，そんな大仰なとか言われてしまうんです

ある。そのへんのものができた経緯などについ

が。たしかにスケールはあまりにも違うんですけ

てお話し頂けたら。

れども，やはり理想は高く持たないといけませ
んから。

中野：フランス語宝典の計算機使用という話

ノ〉

ですが，僕等は計算機を使って語彙調査をや
っていたから，非常に魅力的な企画でした。国

語研究所の計算機でトレゾールのまねができ

薩顕

るかどうかということです。見出し語数30万とし

て，1語について100例集めたいという話があっ

たころです。それで3千万の用例を集めるのに
林

どれぐらいの機械が必要かというのを計ってみ

大氏

ました。今，京大の学長をしている長尾さんが，
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林＝『国語辞典覚え書』は僕が書きました。そ

やるなら応援すると言ってくれました。その時は

れから辞典を作るつたって，日本にはすでにそ

ハードディスクといってもすごく小さいのでだめ，

の時に大日本国語辞典はあるし，大言海はある

磁気テープでやっても大変だとか言ったら，そ

し，平凡社の大辞典があるし，ことばの泉があ

の頃東大にボビンというものがあって，あれを使

るし，いろいろあって，その上に近代的な最も新

えばできるという話で検討したことがあります

しい方策を考えるとすると，現在，諸外国では

が，結果的には踏出せなかった。それから飛田

どうなってるかということになる。この『諸外国に

さんがカード方式というのを，見坊先生と共に

おける大辞典』は，田島先生をはじめ，各外国

出されたんですが，その時も機械化と手作業

語の専門の方々にお集まり頂いて，会をすると

と，というので随分検討した。

同時に執筆をして頂いた。で，大辞典の体裁な

飛田＝まさにその通りで，もうあれは大変な問

んてものを随分書いて頂いたわけです。

題だったわけです。

いいような悪いようなよくわからない。それなら

ためには，ガッチャンガッチャンという漢字テレ

国劇のような国の機関で作ってくれればそれを

タイプ，あれを使わないわけにいかない。いち

信用して買いましょうという，そういうよりどころ

いちこんなテープに穴あけてたんじゃ，とても大

がほしいってことが一般の国民には，あったん

事業にはならないと思った。だからカードのこと

だと思います。ただ，それはたしかにこういう所

ばかり考えたわけね。どれだけのカードボックス

でやるものじゃないと思いますので，先ほどお

が必要であるかなんて計算したりしてね。

っしゃたような方針でいいと思うのですが。

中野：地震が起きたらどうするのかとか。

最初にこの会に関係した時の雰囲気ってい

林＝そういうところは，見坊さんが細かく計算し

うのは，なんか反対というか詰問調の委員の方

てくださった。

も大分いらっしゃった。これでやっていけるんだ

飛田：予算を作る時は大変でしたね。見坊先

ろうかと思いましたけど，今お話を伺って，ああそ

生が1時間に何枚カードを取れって言うと，3千

ういう事情だったのかとよくわかったんですが。

枚だといくらだと計算するのは湯浅君というわ

飛田：大変だったんですよね。

けで，たしか当時の戦闘機1野分の予算を作り

松井：そういう点では，その後の着実に用例を

上げた。

中心にやっていく方針をとられたのは，非常に

田島：予算が非常に少ないというのが，たえず

良かったと私は思います。

話に出ていました。

林＝辞典と言っても，学生が持つようなせいぜ

林＝つけておけばだんだんに発展するたねに

い広辞苑といったような字引じゃなくて，用例が

なるんだからと言われてね。

採集されていて適切な用例が集められてなき

田島＝ある時期にある政党がこれにたくさん金

ゃいけないんだ。そのために日本の歴史を聖徳

をつけうっていう話が出てみんなで喜んだこと

太子の紀元600年から2000年までいくつに切っ

ありましたよね。

たらいいか，僕は八つくらいに切ったんじゃない

飛田：国会質問があるというので。

かしら。現代から始めて，上代までさかのぼりま

林＝公明党の有島重義さんが国会の中で非常

すなんて言って，現代としてはまず，1901年から

に熱心に，辞典はどうなってるかってしきりに文

1950年までのことを中心に固めようじゃないか

化庁に質問したりして。けれども文化庁として

という話だった。

も，なかなか応じられない。

飛田＝時代区分をどうするかというのは，私に

田島＝その話を聞いて，うまくいくといいなあと

は私の時代区分論があるもんですから，激論に

思ったことがあります。

なった。結果的には所長の言うことに従ったわ

木村：ただ，あれは党としての方針じゃなくて，

けですけれども。

ｯ輸Σ♪蝶︾
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林：まだ，漠字が十分使えない。漢字を入れる

層叫

有島さん個人の熱意だから，あまり大きな力に
ならなかった。

林＝それが問題なのね。個人的に辞典に対す

気

る考えを持ってる方がおられても，なかなか国

、』齢皇1

民的な合意が得られたというわけにいかない。
松井：先ほど林先生が，小さい辞典でもなんで
も作ったらどうだと言われて，研究所ではそう
いうのはやらない方針だとおっしゃった。あの頃
小さい辞書もたくさん出てたんですけど，じゃあ
どういう辞書を選んだらいいかとなると，どれも

松井

ほ

栄一氏
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林＝そんなことで論議してもしょうがないんで，

飛田：私は，国定教科書が始まった37年にし

ただ，切っただけの話なんだ。切れば切っただ

たがったんだけれども，その元は小学校令だと

けのことはある。

いうことで妥協した。

飛田＝私は，今はあれで良かったんだと，逆に

田島＝どうせ時代区分というのは，100パーセ

思っています。今までの辞書は最初の例ばっか

ントこれだというのはないんで。

り書いてあるわけですね。で，現在生きてるか

木村＝問題はむしろ初めじゃなくて，終りを50年

どうかの用例は入ってないわけ。だから用例辞

で切ったことで，所内からはだいぶ文句がでる

典であれば10年間隔に入れるとか，100年間隔

んです。もっと現代の方へ寄せうということです。

に1例入れるとかいうために，機械的にやった

田島：言語学なんかの方向は，共時的な研究

方がいいんではないかと。

を大切にする方向が非常に強かったんです

田島：歴史的に言って非常に大きな区切りね，

ね。だから，今のものを入れたい。でないとなん

フランス語やってると，フランス革命の前と後っ

となしに生きてないような印象があったんじゃ

ていうのは大きく分れて見当がつくんですね。

ないか。

そこから第一次大戦のところまでというような，

飛田：この研究所が現代語の研究所であると

だれが見ても安定した区切りがあると楽なん

いう意識が非常に強かったから，自分が使える

ですね。

用例がほしいという意識が非常にあったんだと

林＝フランスのはそういう時期がちゃんと考え

思いますね。

られるわけ。そういうふうにいければいいと思っ

林：現代語の研究所であると決めるのは，少し

たものの，僕は聖徳太子に戻っちゃうようなタイ

早くはないかと。

プだから。

飛田＝いや，そういう人が多かったということです，

田島：どうしても元に，上へ上へといきたくなる

木村＝今でもそうですよ。

ものですね。

飛田＝ですから，辞典編集所を作って，古代語

木村：1901（明治34）年からというふうに始め

研究室，近代語研究室，現代語研究室そして，方

たわけですが，丁度その時期が標準語の成立

言で2室という5室構想を作ったわけですね。私

した時期だからと言うと，みなさん納得してくだ

は林先生から，これから歴史部門を強化するん

さるので，それはそれでいいんじゃないですか。

だと言われて一生懸命に案を作ったんです。

反対論は出てませんから。

木村：用例採集を始めるに先立って，準備室

林＝国語調査委員会が明治35年か。そのあた

でいろいろな『用例採集のための○○目録』と

りが一つのポイントになるわけだから。それから，

いったたぐいの目録類を作っておりますね。

小学校令などもそのへんで決まるし。

林：これは非常に重要な資料だと思う。内部資
料として作っちゃったけれども，もう少し公開して
利用してもらうことを考えても良かったわけ。

木村：でも，ほしい方には差上げてますよ。

田島＝もう少し広く，辞典関係者じゃない人達
にも是非，見てもらいたい。

飛田＝これは当時の権威の方々にお願いして，

ものすごい労力をかけた。是非公開すべきだ
と，私は思っています。許してくださるなら，私が
司会：木村

睦子

走り回りますから。可能性は十分にあります。
林：そういう資料作りを仕事にした時代があった。
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でも奈良時代でも作らないとだめなんだ。もし本

今，日本国二大辞典をやっておりますと，やっぱ

当に用例集を作るんなら，どの分野も必要だ。

り文学作品に非常に偏ってますよね。それで一

林＝ここでもういっぺん発言しておきたいのは，

体何を取れば文学作品以外のものから十分に

なぜ文学に偏るのかということなんです。僕の

拾えることになるのかがわからない。

考えている古事類苑なり，大日本史料なりとい

林：明治以降のことだけにしても，福沢全集と

うものは文学だけじゃないんです。国民の生活

かいろいろあるじゃない。そこでの言語はどうだ

全体に密着してるんで，僕はできるだけ文学か

ったのかということが，非常に問題だろうと思う。

ら外に出ようと。

松井：もう一つ，文学作品っていうと，いわば純

飛田：私は文学が絶対だという気はないんで

文学だけで，大衆的な小説類っていうのは落ち

す。林先生がおっしゃるように日本人の生活全

てるわけですね。それが実は，俗語とか隠語と

体が反映してなきゃいけない。そちらの目録も

かを考えるためには，相当やっておく必要があ

いずれ作るつもりであったということが一つ。そ

る。だから，純文学以外の文学も今後は考えな

れからもう一つは，人に影響を与えるもの，それ

きゃいけない。

に感動してその言葉を覚えるもの，それが文学

田島：一般の辞典ということで，あらゆるものを

だろうと。日常の言葉は実用性のあるもので，新

集めてきてその中で何を選ぶかというと，価値

聞とか雑誌とか速記録もそうなんですけど，そ

判断が非常に大きな問題になる。それぞれの

れに対して文学からは精神的なものを受けて

特殊の辞典でというふうな分け方をしていけ

いく。両方やらなきゃいけないというのが私の考

ば，それを後でどう総合するかは，使う人がや

えです。

ればいいことだ。今これだけ情報関係のスピー

田島：フランス語というと，非常に文学的なも

ドが増して，昔は大変だったことが簡単にでき

のを高く評価する伝統がありますから，文学の

るようになったんだから。

翫二静斎卿繋︾

松井＝でも，たしかに先生のおっしゃるように，

圖脳輯湘論湘闘θ臼き叫d侍Φ醸︹∩UCノ︵

飛田＝同じようなものを，現代でもまた江戸時代

テキストを中心に見ていっても抵抗がない。た
だ，日本はフランスみたいな文学をいちおう上
に置くというような伝統がそれほどなかったの
に，どこまで入れるかというバランスの取り方に
問題があったわけでしょう。

木村：でも，現実にはそんなに文学に重きを置

4

いてるわけではなくて，国定読本から始めて，今

雑誌の『太陽』にかなり力を注いでますから。

飛田＝全く林先生のような方向で現実は動い

田島

宏氏

ておりますよ。

松井：文学作品目録ができるというのは，これ

中野：昔，国会の答弁の文字化したやつ，

が一番作りやすいんですよ。いろいろな文学全

速記録。

集を集めてきて，多く取られてる作品を並べる

林＝材料として，文学作品という一つの領域が

と，いちおうできちゃうでしょ。ところが文学作品

ある。それから今言われたようなそれにもれた

以外のものは一体どういう資料があるのか，そ

文学作品。しかし，それは掴めるような形になっ

れを何によって探し出すのか，大変ですよね。

ていない。掴めるような形になっている材料と

林＝僕は自分で考えられないで，人にやれ

して，一つは国会の速記録がある。

やれと。

木村＝あれもかなり揃えてはあるんですが，た
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だあまりにも大量で。

するんだと，宣言なさった。

林＝大量でね，サンプリングで。

林：100年中いうのは，まだ短いと思うぐらいで。

木村：サンプリングしてもね，本当にぼっつりぼ

僕はいつも大日本史料の事が頭にあるんで，そ

っつりっていう感じになつちゃうんで。

ういう息の長い仕事でなきゃいけないと思う。

中野＝今エージェンシー化の問題がありまして，

まだできないのって言われたって構わないか

研究所でも話題になっていますが，あれの特別

ら，蓄積していく必要があるんじゃないか。

委員会の議事録がインターネットで公開になって

飛田：見坊先生が考えていたのが，オクスフォ

いるんです。今，いろんな所で電子媒体になっ

ード・イングリッシュ・ディクショナリーで，これが

てデータを取るのがやりやすくなってますよね。

3世代の編集長，100年である。だからその規模

田島：昔だったら，これはどの位の時間がかか

のものでなければ国語研究所が作るものでは

る，お金がかかるとか考えなきゃならなかったの

ないと。たまたま，『国定読本用語総覧』の1がで

が，今は簡単にできる。さっき言った，一般語辞

きた時に，文化庁の当時の森課長が，一か八か

典というのは，最終的には使う人によってみな

ここで打って出ようと私に言うので，文部省の

違うと思うんです。だから，たくさん情報があっ

記者会見室でもって，日本大語誌構想はこうい

て，ほしいものだけを引っ張り出すような方式

うものであると言ったわけですね。野元所長が

がこれから出てくるんじゃないでしょうか。です

発表したのです。あそこで大きく発表したんで，

から，文学がいいとか悪いとかって議論はしな

すべてのテレビ局と，すべての新聞が一面に

いでいいんじゃないかと。

取上げてくれたわけです。

木村：現代語だとすでに機械可読化したもの

松井：100年って言ったんで，新聞記者達は，

がたくさんあるという話になりますと，なんでわ

ああ俺が生きてる間には出ないなと思って，み

ざわざ手間暇かかるものを相手にするんだと

んなすうっとそのまま忘れちゃったんじゃない

いう話になつちゃうんで，あまり好ましくないん

ですか。

ですけど。

飛田：そんなことはありません。その後も朝日の

田島：それはやっぱり歴史的なものは是非，残

論説委員がやってきて，その件で援助したいと

しとかなきやならない。

いって，私の意見を社説に書いてくれたんです。

木村：一般の方から研究所に来る質問という

松井：その後，毎年毎年出てるということはな

のはやはり，語源であるとか言語変化的なもの

いでしよ。

が多いですね。それで用例がほしいとか言われ

木村：毎年じゃないですけど，日本経済新聞

ると一生懸命探さなくちゃならない。当初目標，

や読売新聞の夕刊に出たこともある。まあ世の

3千万用例と言いながらまだそれに程遠い状態

中が平和な時にということですが。

なんですが，ちょっと国定読本に時間をかけす

中野＝一般に100年かけて，国の力で長くやる

ぎた。これからはスピードアップできるでしょう。

仕事だというふうに好意的に報道されてるんで

時々，マスコミに載るようなことがあって，ここ

すか。早く作れ早く作れ，欲を言えばすぐにほ

は100年計画でやっているんだというような話

しいという声もないわけではないんですね。

がでるわけです。これをそもそも最初に言い出

木村＝ただマスコミは人が元手という商売だか

されたのは，たぶん林先生だろうと思うんです

ら，たったこれだけの組織で辞書を作るとする

が。『国定読本用語総覧』の1が出た時に，国語

と，100年や200年はかかるだろうなということ

課が記者会見をやったという話で，その時に新

で，ぜんぜん驚かないんですよ。そういう算数

聞やらテレビやらに出たんですよ。その中で林

はできますから。

先生が100年かけてもこの辞典の事業は達成

飛田＝三省堂の倉島節尚さんが，予算3千万，

でも1億かけてるのにと言う。それじゃ出来っこ

からね。

ないですよって言われた。

林＝トレゾールでも，場所によって用例の多少

林＝そんなに辞典が作りたいんなら，研究所の

があるんでしょうね。

定員30何人いるんでしょ，その30何人をみんな

田島：その通りです。でもね，用例全部を入れ

辞典に振り向けたらいいじゃないかというよう

たフランテクストっていうのがインターネットで検

な声も聞こえた。そんなことを言われたんじゃ

索できるようになったし，それに基づいて作られ

あ大変だという気が僕にあったことも事実。

たCD−ROMも出てます。今はそれを使ってフ

木村＝それが所内の反発をくう原因にもなって

ランス文学関係の用例は随分簡単に調べるこ

たわけですから。

とができます。

田島：例のトレゾールの場合，平均して100人

林＝辞書ってものは解説が主でしょ。研究所の

使ってたんですよね。大体34，5年かかって，そ

30人をそっちに振り向けたって，書ける人ばか

の間100人を使って，独立の研究所でもってや

りだとは限らない。そういうつもりで研究所に来

っていたということは，何かの機会にお話しした

たんじゃない人もいるわけだし。それで僕はま

とは思うんですが，研究所内の人に話したって

ず用例集だと思うんですが，用例集の意味も

予算はつきませんからね。

実はなかなかわかってもらえない。

林＝100人のメンバーの名前と，だれが何を分

田島：国定読本が用例集として使えるような形

担してるっていうのが全部記録にしてある。あれ

で出来上がったってことは，この点では最大の

は大事だと思うんだけれども，そういうのを見て

事業じゃないですか。特にCD−ROMは便利

もらう機会がなくて，ちびちびした予算をつけて

ですね。

もらうよりほかない。

飛田：今まで国語学辞典などの標準語という

田島＝その100年かかるという事実と，100年の

ところに，日本には標準語はないと書いてある。

間に辞書を作る方法論や何かがどんどん変っ

ところが国定読本の編纂趣意書を見ると，これ

ちゃうことの問題ですね。トレゾールの場合だ

は標準語を定め普及するために作ったんだと，

って，始めと終りとではぜんぜん別の辞典と言

しかも，教科用図書調査委員会で可決したとあ

ってもいいくらいに変ってしまったんです。

る。国が決めたものが標準語だという，柴田武

木村＝あれ，終ったんですか。

先生の定義に従うと，完全な標準語があること

田島：1994年に16巻目が出て，完結はしてい

になるんですね。
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田島＝それだけで絶対的な意味を持ってます
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そんなものですか，私のところはちつちゃな辞典

ます。しかしAからCまでのところは非常に丁寧
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すから，最初の予定では10冊が限度だった。そ
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ると。ところが，フランスにも予算てものがありま
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忍曇鋲
筆髪致

に作った。この方法でやったら40冊ぐらいにな

格が変った。長いことやると，どうしても出てくる

問題もあって，そこらへんの兼合がどうなんでし

ょうか。100年後に今やったことがどういう意味

飛田

良文氏

を持ってるか。

林＝その点では用例集ってものは辞典とはち

林＝読本が標準語なんだというのはちょっと置

ょっと違う点がありますね。

いといて，あれを基準にして，他の資料との比
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較のための柱にすることができるはずだと僕は

んでいるようですが，そういう意味で研究所は編

思ってる。

集所みたいな性格を一部持っている。国語研究

田島：子供の頃に習ったんで，それが体につ

所がCD−ROMを使ったのを手本にして，韓国

いている。これが無意識のうちに出てくる言葉

の大学の研究者が，韓国，朝鮮の昔の日本語

の奥にあるわけですね。私の頃は「ミノ，カサ，

の教科書を同じように入れて作っています。

カラカサ」なんてね，今「ミノ，カサ，カラカサ」な

木村：このあいだ見えた方は，韓国の日本占

んて言っても誰もわからないかも知れないけ

領時代の国語の教科書を調べてるとか言って，

れども，それはもうちゃんと，身についちゃって

それと国研の資料とを比較したいということで

るんですね。

ね。国語っていうのは，日本語という意味なん

木村＝田島先生は何期ですか。国定読本で

ですけど。

いうと。

最後に今後の方向について。

田島＝あれは「ハナハト」。

林：国定読本の用語の性質を全体的にとらえ

林＝僕と一緒でしょ。僕は「ハタタコ」じゃない

ておきたいと僕は思ってるんです。分類語彙表

の。「ハナハト」なの。

の分類体系にあれをあてはめてみる必要があ

木村：「ハナハト」は長かったんでしょうか。

って，やりかけた。それをやって，偏りがないか

林：ええ，大正8年から昭和・…。

どうか見ることは，国語教育の問題でも重要だ

松井＝昭和7年ですね。私が8年ですから。私

と思う。将来の標準語なりなんなりをもし考え

から「サイタサイタ」。

るとすれば，一つの資料になるんじゃないか。

中野：この事業の反響ですが，田島先生がお

田島：日本語関係で辞書学ということをやって

っしゃったようにCD−ROM版に総集編が出た

いる研究会はあるんですか。

ということは良かったと思います。このあいだ韓

松井＝そういう名前を出しているのは，語彙辞

国に行きました。これで2度目ですが，国語研二

書研究会というのがあります。

院の辞書の状況で我々のところと違うのは，大

田島＝どういう辞書をどういう方法でやってい

量のデータを最初から計算機で入れること。こ

くかというようなことをそこで議論するんですか。

れはたぶん，ハングルで入れられるということが

松井：辞書や語彙に関係のある発表をしてる

非常に大きい。95年と98年にいきましたが，どれ

という程度です。

くらい進んだかと聞いたら，コーパスはそれほど

田島：つまりフランス語や英語でレクシコロジ

大きくなってはいない，辞典を書いてるというこ

ーって言ってますよね。それからそれを記述す

とでした。あちらの方は早く辞典を作ろうという

るのをレクシコグラフィーと普通言うんで，それ

方針のようです。執筆陣は，大学の先生にたの

を語彙論とか語彙記述論なんて訳してもおも
しろくない。といって辞書学って名前は，安定し

ない感じがするんですけれども，名前はともか
く，対象として，今のような問題も議論できるよ

うな集まりがあったらいいと思うんですがね。

木村：日本ではそういうものは聞きませんね。
辞書学とか辞書論とか。
中野：去年イギリスのエクセター大学に行きま
した。辞書研究所のメンバーから，来年，応用言

語学会の研究会を日本でやるので，研究所も
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洋氏

参加してほしいという話がありましたが，日本で

いですね。

わけです。

田島：日本語の場合，研究者のグループがか

林＝辞書を作る時に，頻度1ってのがどういう意

なり独立してるし，英語などの人と話をする場

味を持つかだね。

があまりありませんよね。そこでそういうことをや

木村：あれは大事なんですよ，本当はね。た

ったらいいんじゃないかと思ったんでね。

だ，1であってもどこか別のところで聞いたこと

木村＝前にも田島先生，シンポジウムをやれ

があればいいんですけど。

っておっしゃいましたね。そういう気もないで

松井1頻度1だと誤りってことも当然ありま

はないんですが，正面切って辞書論となると

すよね。

なかなか。

木村：ありますね。意味がわかるのはまだいい

田島：べつにちゃんとしたことを正面からやら

んですが，これは間違いじゃないかと，でも絶対

なくても，みんなが雑談的な話をしてもおもしろ

間違いだとも言い切れないから，そのへんが困

いと思うんです。

るわけじゃないですか。

中野：そういう場を提供するとか磯会を提供

林＝全く責任は持ちませんよ，こういうものが得

し利用するとか。

られましたよっていうことなら，それでいいです

松井：国定読本の用語総覧ができあがったん

けれどもね。

で，あれをもとにして辞書的なものを作ろうかと

田島＝あるいは逆に，ある人が絶対的責任を

いうことで仕事を進めていらっしゃるんでしょ。

持って，これはいい，これはだめと決定する方

木村：いえ，あれだけではちょっと辞書までは

法。昔の字引の代表の著者ってのはそれだけ

いかないので，辞書記述のテストといった程度

権威を持っていたんじゃないですか。つまり，

のことを今やりかけています。

個人的な辞書という色彩がつよい形でやれば

松井：ああいう材料を元にして用例辞典を作

よかった。

るとすれば一体，どういうふうに用例を並べて

松井1辞書を作る方から言うと逆に，ちょっとあ

作っていけば役に立つものになるか。ただ，ずら

やしいのはやめると。

っと並べるだけじゃ芸がない。そのへんのこと

木村＝用例集だったらそれはそれで挙げてお

も辞書学になるかもしれないんで，ゆくゆくは考

いて構わないと思うんです。別の所で同じよう

えなきゃいけない。用例を集めることは大事で

な例を見つけるかもしれませんからね。ただ，辞

すが，それを整理する方法ですね。

書となるとやっぱり。

木村＝そうですね。頻度の低い語については

林：辞書となるとね，それは問題になります。用

用例を集めること自体が大変ですが，逆に多す

例集がいつどのように完結するのかは分らない

ぎるものについては，どうやって取捨選択する

が，辞書は用例集の用例の検討から出てくるも

かということで。基礎語の用法分類というもの

のでしょう。

を今年の研究テーマにしています。

木村：どうも本日は大変ありがとうございました。

ｳ輸一鳶胴黙︾

木村＝頻度1の語というのはかなり大量にでる

圖舳軸粗論湘闘θ臼芦鉗d侍◇恋︷∩UC／d

はそのような意味での辞書学という集まりはな

顧卿

林＝記述をするのに，何例あったらいいか，そ

れについては見坊君が50例とか20例とか言わ
れたことがあったように思う。

木村＝ただ，それを言うと記述できる語が限ら
れてきますね。

林：そのへんが問題だと思う。50例集めるなん
て大変なことですよね。
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『日本言語地図』の思い出

こ旦＿壁一）1998年10月23日（金）

14時〜16時

㌔琶）国立国語研究所第二会議室

（五十音順）

昴1一

田沢川元
柴自徳野

』壁直2佐藤

（東京女子大学教授

元言語変化研究部第一研究室長）

武（東京大学名誉教授元第一研究部地方言語研究室長）
宏枝（元言語変化研究部第一研究室研究員）

宗賢（学習院大学教授元言語変化研究部第一研究室長）

菊雄（元所長元第一研究部長）

jL皇2吉岡

泰夫信語変化研究部長）

吉岡：国立国語研究所は昭和23年に設立され
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それで，昭和23年忌創設から振り返ってみた

て，ちょうど今年で50周年を迎えます。この座談

いのですが，「国語及び国民の言語生活に関す

会では，地方言語研究室の研究・事業を振り

る科学的調査研究を行い，あわせて国語の合

返っていこうと思います。そのきっかけとして「日

理化の確実な基礎を築くために，国立国語研

本言語地図』を取り上げてみました。これから，

究所を設置する」と，旧・設置法第1条（現・文

言語地図ができる前，できる時，そして，できた

部省組織令第109条）に書いてあります。そうい

後というふうに，地方言語研究室の先輩方に思

う目的に沿って，国民の言語生活に関する分

い出をお話しいただきたいと思います。

野においては，方言と共通語の接触における

題，あるいは社会変動，意識変革に伴う敬語使

は，それじゃあ，言語生活というものをどう考え

胴，敬語意識の問題など，その時代の言語問題

て，どう研究しなきやならないかという答案を出

に応じた科学的調査研究を行ってきた。そして，

そうとした。いや出さなきゃいけないと感じたわ

独自の方法を開発して先駆的な成果をあげて

けです。その答案のひとつが白河・鶴岡の調査

きたというところに特徴があると思います。この

ということなんです。後で間接的に西尾先生か

ように言語政策の企画立案に資する研究資料

ら伺うとですね，「言語生活をああいう捉え方を

を提供するとともに，日本語研究の中枢機関と

するとは思ってもいなかった」と（小引）。ですか

して学界の発展にも大きく寄与してきたところ

ら，西尾先生の言語生活の研究とはぜんぜん

があると思います。特に，地方言語研究室で担

別のもので，西尾先生の言語生活論は岩波か

当した，社会言語学，言語地理学の分野におけ

らその田本として出ましたよね。しかし，それは

る先駆的な研究の開拓というところは，特筆す

調査とか分析とか，そういう性質のものじゃな

べきものがあると思います。

い。まあ，そういうことで，けっして「社会言語学」

そこで，柴田先生，お入りになった頃ですね，

己吟Σ♪黙︾

生活を研究するところだと。わたくし個人的に

﹃□斜㎜闘壮図﹄θ朔Cノ

多言語変種併用の問題，および共通語化の問

なんていうことは考えていなかった。名称として

国語研究所の研究の方向というのはどういうと

さえ頭に浮かべてもいなかったですね。

ころにあったんでしょうか。お伺いしたいと思い

吉岡＝えっ，昭和24年当時はですか？

ます。

柴田：そう。言語社会学とか社会言語学とか

柴田1わたくしがここへ入った当時のことです

いう形で考えていなかった。ただ，そういう学問

ね。国語研究所ができたのは昭和23年ですけ

に当時からわたくしは興味を持っていましてね，

れど，わたくしが辞令をもらったのは24年2月28

田辺寿利という人の『言語社会学叙説』という

日ですから，研究は24年の4月から始めたんで

本があるんですよ。それを早い段階，学生の頃，

す。その時は，今もちょっと話が出たように「言

出てすぐ（昭和18年置読んでみたんですが，ぜ

語生活」ということが大変な話題になって，毎日

んぜん違うんですよ，わたくしの期待してること

のように「言語生活」ということばを聞かされた。

とね。それで国語研究所に入る前年，野元くん

西尾実所長が「言語生活」ということばを初め

も一緒だったけれども，戦後まもなく「日本人の

て提唱されたんじゃないんですか。まあ，それは

読み書き能力調査」というものがGHQ（連合軍

だいぶん前に金田一京助先生の文章にも「言

司令部）の仕事としてあって，それに1年間ずい

語生活」ということばは出てくるけれども，熱心

ぶん力を注いだんです。その時のボスがペル

に「言語生活」を研究しよう，研究しなければい

ゼルというアメリカ人の社会学者で，彼に言語

けない，ということを主張されたのは西尾先生

社会学について何かいい本はないかと尋ねる

じゃないかと思うんです。だから，設立の趣旨に

と，田辺寿利の『言語社会学叙説』を挙げるわ

も出ているんだと思う。

けです。やはりこれはだめだと思ったね。また，

吉岡＝はい。

アメリカの本を聞いても知らない。アメリカのペ

柴田：所員会議（現在の研究部会議）をやって

ルゼルという社会学者の耳にも，そしてアメリカ

も，昼のあと何かの話し合いをしてもすぐ「言語

の中でもそういう情報はなかったんじゃないか

生活」ということが話題になる。ところが，それが

しら。そういうことですから，わたくしたちもぜん

何なのか議論をすればするほどわからなくな

ぜん社会言語学なんて思ってない。ずっと後

ってくるんですよ。けれど，西尾先生はみんな

で雑誌の『言語生活』で，野元くんや江川くん

の議論を楽しみにしてらっしゃつた。西尾先生

あたりが国語研究所の仕事を歴史的にまとめ

のいらっしゃる会では例外なく「言語生活，言語

るのに社会言語学としたんじゃないんですか。

生活」とおっしゃる。ともかく国語研究所は言語

それで初めてお墨付きを得られたんで，それま
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でわたくしはぜんぜんそういうことを考えてませ

いうことばを使っているんですね。彼の言語論

んでした。名称としても考えてなかった。「言語

によると言語は使うものであるというか。ラング

生活の研究」ということだった。ただし，思い出

は認めないというわけですから。

すと，白河や鶴岡の共通語化の調査を進めて

柴田：西尾先生は，「言語生活」はうンガージュ

いるときに，雑誌の『国語学』の編集部から，お

だとおっしゃってましたよ。

前のやっている学問はどういうものか解説しろ

徳川＝ランガージュって言われても困る。（笑）

と言われた。それを受けて書いたのが「言語地

ところで，言語生活ということばは，国語研究所

域社会の研究」というタイトルの論文でした。こ

ができる前はあんまり世の中では使われてな

の時「社会言語学」とすればよかったんです

かったんだと思うんです。そこで柴田さんはそ

が，それは思いつかなかった。「言語地域社会

のシャワーを浴びて，なんか考え方を新しくしな

学」とでもしていれば，この中に「言語社会学」

きゃいけないと。

という文字が入っている。

柴田＝創立当初の国語研究所の熱気というの

吉岡＝でも，白河の調査の報告をみますと，「言

はこれはたいへんなものなんですよ。これはす

語の実態を使用者の社会的環境との関わりに

ごいと思いますね。研究する物的環境は最低

おいて把握しようと試みた」と書いてあるんです

ですね。明治絵画館の建物の中で半地下です

ね。このあたりはもう社会言語学の発想ではな

から。厚生省から研究環境としてもっとも悪い

いかと思うのですが。

場所だという報告書が出た。（笑）

柴田＝まあ，今になっては社会言語学なんだけ

徳川：まあ，その意見を口実にいいところに引

ど。つまり言語の構造研究というのは言語学と

っ越した。（笑）

か国語学のごく普通のやり方であったんです

柴田：しかし，考えてみるとね，「言語生活」に

ね。そうでなくて，そういう構造を持ったことばそ

地方言語研究室以外のセクションでは直接答

のものが人間とどういう関わり合いで，どうなっ

えてないと思うね，これ（創立以来の刊行物一

てるんだという，そういうことを研究しなければ

覧）を見ても。

いけないということがわたくしにはあったんで

徳川：「国語」および「国民の言語生活」だか

す。それは社会言語学・言語社会学という名前

ら，「国語」をやったっていいということでしょうか。

をつけるべき研究だなんていうのは思ってもい

柴田：国語教育の方は作文か何かの研究を

なかった。ぜんぜん考えてなかった。考えてい

ずっとしてたでしょう。芦沢節さんとか輿水実さ

れば，そこに多少は書きますよ。（笑）

んが。だから「言語生活」というのをまともに受け

そういう

知恵はなくて，言語生活の研究ということだけ

取ってやろうという，そういう意味でもね。少なく

だった。

とも報告書の名称では出ていませんね。わたし

徳川：「くらげなすただよへる時」と言うか。「大

の記憶にもないですし。「社会言語学」なんて言

八嶋」がまだできる悔みたいな。

うともっとかっこよかったかもしれませんがね。

柴田：そうそう。

吉岡：それでも「共通語化の要因」とかです

徳川＝そういう感じだったんじゃないかと思う

ね，そういうことをお考えになったということは

んです。ちょっと質問ですが，西尾先生はおそ

すでにもう国所流の新しい社会言語学の提唱

らく国語教育と結びつけながら言語生活という

ですよ。

ものを考えておられたと思うんですね。漢字を

徳川：今改めて評価すればですね。

覚えさせるとか，新しい単語を覚えるというんじ

野元＝渡辺友憎くんとわたしとの間で社会言

ゃなくて，言語活動というか，国語教育はそうい

語学か言語社会学かという論争があって，社会

う方向に手を広げなきゃいけないとお考えにな

学者の渡辺くんは言語社会学でいいが，われ

った。一方，時枝誠記という方も「言語生活」と

われは社会言語学だ，というあたりで決着した

にくるからね。もっともそういうと言語地理学は

うんですけど，地方言語研究室は国語学者の集

地理学の一分科になつちゃうが。「共通語化」で

まりではなかったんですね。みんな言語学，東大

はないけれど「読み書き能力の要因」という語

言語を出た人ばかりで構成されていた。そのあ

は「日本人の読み書き能力調査」では使ってい

たりのことは何か意味があったのでしょうか。

ました。

柴田＝みんなって言ったって，言語学出身は中

柴田＝だから，今からさかのぼって，野元くんあ

村通夫さん以外の4人（柴田武・北村甫・野元

たりにお墨付きをもらって。（笑）

菊雄・上村幸雄）だよ。

そして，さかのぼれば，その時期というのは世界

徳川1つまり，言語学を出た人で固めたのは従

的にひじょうに早いんですね。アメリカよりも7年

来の国語学の伝統から切り離そうという管理側

は早いと思う。アメリカと言ったってね，わたくし

の気持ちがあったんだろうかと。そのあたりはど

の目に触れるかぎりのものと考えますから，まっ

うでしょう。

たく埋もれた研究もあるんでしょうから，厳密な

野元：管理側かどうかはわかりませんが。たし

ことは言えませんけど，ともかく早い。デル・ハ

かに国語学はそれまで古い言語ばかり，と言っ

イムズという社会言語学者がいますが，彼と会

ては悪いかもしれないけれども，それに主眼を

ったときそのことを認めると言った。でも，こっち

おいてやっていたでしょう。まあ，中村通夫さん

のものは読んでくれないんですけど。ロシア人

なんかはひじょうに珍しい例ですよね。東京語

と違ってアメリカ人は日本のものなんか知ろう

をやったというのですから。でもたいていは古

としない。

いことをやっていた。この新しい国語研究所は

徳川＝ちょっと伺いたいんですけど，それは西

古い言語じゃなくて，新しい言語を対象にしな

尾所長という人がいらっしゃったからそうなった

ければいけないところがあって，つまり，話しこ

のか，それともやはり新しい，戦前の旧日本を

とばに主眼をおくでしょう。言語学は国語学に

脱却して新しい日本を作るためには何か新し

先んじてそこまできてたんじゃないですかね。

い目で日本語を見るべきだというような気持ち

柴田＝中村さんの頃は，東京大学で卒論に現

が皆さんにあったからということでしょうか。

代語を出しても通らないと言われてましたね。

柴田：やはり，西尾実という人が所長になった

ですから現代語の卒論が通り始めた最初ぐら

ということが大きいんじゃない。設置前の委員

いでしょう。

会があったんでしょう。国語学よりも国民の言

徳川：若い人にとっては遠い昔の話です。（笑）

語生活ということばが設置法にあるわけでしょ

吉岡：昭和24年から26年までは，地方言語研

う。それを主張されたのは西尾さんとか時枝さ

究室の前身の研究第1部第1研究室ですね。中

んとかでしょう。そういう人の力だったんではな

村通夫主任，柴田先生が第1研究室のリーダー

いかと思います。

ですね。

野元：そういう人がいなくちゃいけないんだけ

柴田：それで今思うとね，第1研究室が二つに

ども，やはり，柴田さんがいたということが，こう

分かれたわけでしょう。

いう仕事にいたということが大事なことだと思

野元：昭和27年に。

う。それは方法論的にはまったく同じじゃないけ

徳川：第1研究室から分離して第6研究室とい

れども「日本人の読み書き能力調査」をやった

うのができた。そして昭和29年に地方言語研究

考え方が基本にあって，国語研究所に来られ

室になった。

て，そういう考え方で八丈島の言語調査から始

吉岡＝ところで，言語生活を地域社会との関連

まった。それが報告書の第一号ですよね。

でとらえる研究活動が出発した昭和24年当時

徳川：これからだんだん第6研究室というか地

のことですが，言語生活の実態調査を八丈島

冒己酵一鳶難︾

方言語研究室ができるという頃の話に行くと思
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んですね。日本語ではこのようなとき修辞が前
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でやろうということになったきっかけは何だった

徳川：何回行ったんですか，八丈島に？

んですか？

柴田：一回です。後でも行ってるけどね，それ

柴田：その最初のきっかけを今思うとですね，

は行ったっていうだけでね。行くこと自身が大

研究所ができてすぐの5月頃だったと思うんで

変で，お米をしょって行くということもあったんで

すが，中村さんが，八丈島がおもしろいからや

すけれども。それで報告書を書こうなんて夢に

らないかということをおっしゃって。中村さんと

も思っていなかった。悪いけど半分遊ぶつもり

いう人は，人を担ぐという傾向のある人でね，

で行ったんですね。それで，帰ってきたところ

今思えば。（笑）

ぼくは担がれてね。中村さん

が，一月になって，斎藤正という庶務部長が「報

ももちろんまったく情報なしでおっしゃったん

告書の予算が来てる，3月までに使わなきゃい

じゃなくて，望月二三という中村さんの先輩の

けない」と。「おまえはもう研究所に出てこなくて

方が八丈島の報告書（「八回忌方言の研究』・

もいいから，一ヶ月で報告書を書け」と言うん

昭和5（1930）年東京帝国大学国文学科卒業論

ですよ。困ってね一。（笑）

文）を書いている。おもしろいそと，こう言うわ

問，家に座ったまま，みんなからいろんな情報を

けです。それで，第1研究室は何をやるのか，方

家に持ってきてもらって，それで書きに書いたん

言をやっていいのかなという気持ちもあったん

です，あの八丈島の報告書（「八丈島の言語調

ですが。

査』，国立国語研究所報告1，昭和25年，419ペ

吉岡：若き柴田先生ご自身は，その時そうお思

ージ）をね。

いになったということですか？

佐藤＝あの報告書はずいぶん統計学的な手

柴田＝そうそう，まだ研究室は何をやるか決ま

法を使ってますね。かなり新しい手法を使って

ってない時ね。第2研究室は語彙調査を始め，

いるようにみえるんですが。

われわれの方は話しことばで，話しことばと書

柴田：それは，先年の読み書き能力の調査

きことばで分かれたんです。話しことばという

で，ぼくが統計学をいささか勉強させられてい

ことだから何やろうかなあと思って。まだ研究所

るから。

がごったがえしている時で，それで，中村さんの

徳川＝読み書き能力調査に統計数理研究所

お話に乗ったんですよ。

は，どの程度関与したのでしょうか。

吉岡＝それが昭和24年5月ですね。

柴田：まだその頃は統計学というものがめず

柴田：そう，昭和24年5月。それから夏の6月か

らしい学問だったんじゃないんですかね。サン

ら7月にかけて八丈島に行ったわけなんですよ。

プリングなんていう手法を現実に適用した最初

吉岡：その時はどういうメンバーでいらっしゃ

が読み書き能力調査だそうですがら。外国では

ったんですか？

社会学や経済学で始めるのがまともなんです

柴田＝島崎稔くん，北村旧くん，山之内るりさん。

けども，日本の場合はそういうあまり世の中の役

徳川：飯豊毅一さんもいたんじゃないですか？

に立たないような読み書き能力の調査にその

野元：飯豊さんが行ったという話は聞いたこと

サンプリング手法を使った。八丈島の調査はか

がある。八丈島では「トンメテ」とか言うんでしょ

なり無計画的で，方言研究を楽しんだというと

う，朝早くという意味で。「つとめて」なんですが，

ころがある。

「とうめいでん（東明天）」だという語源説が地

吉岡＝世の中の役に立ってますし，無計画でも

元にあって，それを飯豊さんが正直にやっつけ

ないと思います。

たもんだから，われわれに対する風当たりがち

柴田：『八丈島の言語調査』でしょう。これはい

ょっと強くなったという話を聞いているんです

ったい「八丈島」が主体なのか，「言語調査」が

よ。だから飯豊さんも行ったのは間違いない。

主体なのかと，所員の平井昌夫さんから質問を

報告書にも調査者として名前がある。

受けたんですが，嫌な質問を受けたもんです

だから，ぼくは20日

吉岡：でも，八丈島で言語調査をやる理由が

み書き能力で一緒に仕事をして友人になった

きちんと書いてあります。（笑）

から。わたしだけひとり残って報告書のまとめを

野元＝そりゃあ11｝かなくちゃならない。（笑）

やっていたんですよ。

徳川＝中村さんが，八丈島おもしろいよと言っ

徳川＝それで，国研が統計処理的なことをやり

たのは，言語生活的におもしろいとかいうので

始めたと。

はなくて，たぶん言語的におもしろいということ

野元：そうですね。あと，今は使ってない玉が

でしょうね。

ぶらさがったみたいな図がたくさん出ている

野元：国研の人たちが調査に行く前に，わたし

でしょう，八丈島の言語の報告書に。あれは丸

も八丈島に行ってるんですよ。統計数理研究

山……。

所の人たちとね。一週間ぐらい遊びにいったん

柴田＝丸山文行（当時統計数理研究所）くんと

ですよ。それでどうだったかなんてことを国研

彼が連れてきた高田正治くんね，あとでここの

の人たちから聞かれましたよ。その時に遊んだ

所員になった，彼がああいう図を書いたわけ。

話をしたもんだから。（笑）

野元＝あれは使いませんね，あの後，誰も。

徳川＝野元さんはいつ国語研究所に？

柴田＝高田くんというのは統計数理研究所の

野元＝わたしは昭和25年です。と言っても当時

教習所，なんかそういう民間の人を養成する

辞令は何でも末日付けなんですよ。だから昭

所の修了生で，わたしは全部まかせてたもん

和25年12月31日付けです。読み書き能力の報

だから。

告書も目鼻がつきましたから。

徳川：そろそろ「言語地図」の話に行きま

徳川＝じゃあ，八丈島調査の時は野元さんは行

せんか。

かなかった。

吉岡．はい，じゃあ，『日

野元：そうです。前に遊びには行ってます

本言語地図』（全6集，

けどね。

国立国語研究所報告

徳川：リテラシーの報告書（『日本人の読み書

30−1〜30−6，昭和41年

き能力』，昭和26年，東京大学出版部）をみると，

〜49年，言語地図各集

野元さんはCE（GHQの民間情報教育局）の所

50面計300面，参考地

属となっている。アメリカ人かと思ってたんです。

図丁丁1面計6面，別冊

日系二世かと。（皆笑）

解説書7冊計749ペー

柴田＝それで結局わたくしは方言の，地方言語

ジ）の話に行きましょう。

という名前を使ったんだけれども，専門家みた

徳川＝「言語地図」は

いになりかけちゃったんですよ。大学にいる時

ですね，地方言語研究

は，方言を研究しようとかですね，国研に入る

室の流れでいえば，「白

時に方言を研究しようなんで，ぜんぜん考えて

河」（『言語生活の実態

司会＝吉岡

ませんでした。ただ，まあ。話しことば的なね，書

白河市および附近の農村における一』，国立

きことばじゃない，話しことばの新しい研究をし

国語研究所報告2，昭和26年，357ページ）が終

たいとは思っていましたがね。それを中村さん

わり，「鶴岡」（『地域社会の言語生活一鶴岡に

のひとことで，どこまでそれを本気でおっしゃっ

おける実態調査

たのかね，そこから始まったんですよ。

和28年，309ページ）が終わり，そして，敬語をや

徳川＝それで，林知己夫とかですね，西平重喜

ってたころですね。北海道はその後です。

との関係は，遊びに行ったというので始まった

野元：昭和27年に独立したというか，分離した

んですか？

でしょう。

︒麗輸一鳶冒黙珍

野元＝それは，なぜ遊びに行ったかというと，読

﹃□斜㎜．脳蒔図﹄θ鯛Cノ

よ。それがはっきりしていない，実は。（笑）

泰夫

』，国立国語研究所報告5，昭
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52

徳川：ええ，第6研究室にね。

変えるとか，そういうテーマが変わるというくらい

野元＝あの時に柴田さんの下に3人いたんで

の比較的軽い気持ちで出発したんです。それ

すよ。3人がそれぞれ自分の主な担当として分

がですね，今から思うと大変なことでした。

担したわけ。主な仕事として3つあったわけで

徳川：今度は柴田さんが中村通夫さんみたい

す。ひとつはそのときやりつつあった地域社会

なことになつちゃった。（皆笑）

の言語生活の調査，それをわたしが主としてや

柴田：鶴岡までのことは現代でしょう。言語地

り，これからやろうとしている言語地図を新しく

理学となれば過去のことを知る手段ですから

来た徳川さんにやってもらおうと。もうひとつは

向かっているところが違う。後の統計数理研究

「琉球語」（『沖縄語辞典』，国立国語研究所資

所長の林知己夫という男はさかんにからかって

料集5，昭和38年，854ページ）を上村幸雄くん

いました。批判してました，「そんなもん（言語地

が担当しようということになったんです。柴田

図）やるな」と。

さんはそれを統括する立場です。

徳川：当時は地方調査員（現在の地方研究

佐藤＝それは何年の話ですか？

員）という組織があって，今もあると思いますけ

野元＝徳川くんが入った時は昭和30年？

ど，いろんなものを委託してきましたよね。そし

徳川＝そう。その時にはたしかにそういう風にな

ておそらく，その言語地図の芽となるような委託

ってましたが，わたしの前には北村さんがおられ

研究のひとつは記述的研究だと思います。その

て，北村さんが言語地図のきっかけみたいなも

前は，各県の方言研究の歴史を書けとか，「これ

のの下ごしらえというか，腹ごなしというか，構想

からの敬語」（国語審議会建議，昭和27年）が出

というかをやってらっしゃつたんでしょう。

たらそれに対してレポートを出せとか。前に伺っ

野元＝北村さんはそのとき病気でね，あんまり。

たんだけど，毎年毎年，地方研究員にテーマを

徳川：だから，社会言語学は「鶴岡」が終わっ

考えるのは大変だから，少し長く続くテーマを委

て，「敬語」（『敬語と敬語意識』，国立国語研究

託しましょうと。

所報告11，昭和32年，468ページ）の方へと入

柴田＝これ，どこかでしゃべっているけれど，日

ってきたわけです。野元さんがやっておられた。

野資純さんがやっぱり地方調査員のひとりで，

わたしが入った頃には資料を整理して報告書

毎年一回集まっていたんですが，3回目くらいだ

を書いておられました。

ったかなあ，彼が立ってあの調子でひじょうに

野元：「北海道」（『共通語化の過程』，国立国

真面目に，「せっかくですから，続くような仕事を

語研究所報告27，昭和40年，301ページ）まで

してはどうですか」と言われた。それはわたくし

は，わたしがほとんど一冊全部書いていた。

にとってはちょっとショックでしたね。それが言

徳川：そうそう。言語地図と平行してやってい

語地理学に転換するいちばん最初の刺激で。

た。言語地図について言えば，昭和30年には

佐藤：その時，日野資純先生は言語地図を作

既にニューイングランドの地図を買ってあった

りたいとおっしゃったわけではないんですか？

りして，準備はわたしの入ったときには研究室

柴田：そうではなくて，何か3年とか5年とか続

に既に心構えというものはあったんですね。マ

くものをとおっしゃった。毎年違ったテーマを与

ルセルコアンの調査票の翻訳とかが作ってあ

えて論文とか報告を出してもらっていたんだけ

りました。

ど，正直なところテーマを決めることがしんどく

柴田＝あの，まあ，それまでのを社会言語学と

なってきたんですよ。

もし言えばですよ，それから言語地理学に切り

徳川＝かなりうちわ話になりました。（笑）

替えたということですね。わたくし個人は切り替

柴田：それに，一回だけ報告書（『日本方言の

えた時，たいしたことではないと思ってたんで

記述的研究』，国立国語研究所報告16，昭和34

す。白河や鶴岡でやってたのを敬語の研究に

年，368ページ）を出してますね。これの原稿も

﹁

告書に入らない。一部の人だけがここに載って

徳川くんの働き場所を考えなきゃいけないと，

いる。これも後でリアクションがありましたよ，や

こう思った。いやもっと言うならば，この人の能

っぱり世に出したいと。ですから，地方調査員

力が発揮できるある場所を作らなければなら

というのは嬉しいものですけれども，お荷物で

ないと考えた。

もあったんですよ。日野くんの言ったことがど

徳川＝ありがとうございます。

こか底流にあった。第2の刺激は，グロータース

柴田＝それを本当に感じたかどうか証拠がある

神父という人が現れて，これは決定的だった。

わけじゃないけれども。（笑）

彼は直接強く「言語地図の調査をやったらどう

で言わなかった。そういう個人的なことで，言い

だ」なんてことは言わなかったですよ，まともに

方によっちゃ恩を着せた言い方になるし，ある意

は。でも，その全体の雰囲気はですね，言語地

味では失礼に受け取られるかもしれないし。

理学の幕に取り囲まれるような雰囲気だった。

徳川：いえいえ。

わたくしは1956年に研究所から4，5ヶ月留学し

柴田＝それからね，もう一つ，どこかで述べたこ

たわけ。その時もとうぜん半分はヨーロッパにお

とだと思うんだけれども，八丈島から始まって，

ける言語地理学の様子を見てくるという目的

たて続けに4冊の報告書を出したわけですよ。

で。それについてグロータース神父は大変便宜

疲れたんですよ，わたくし自身が。疲れたとい

をはかってくだすった。ベルギーでは一週間，

うのはね，何をテーマにしてやったらいいかとい

グロータース神父のご両親の家にホームステイ

うことがすぐに思いつかない。わたくしは被差

させてくだすったりして。言語地理学というもの

別部落のことばをやりたかった，個人的には。こ

が何だか雰囲気的にあった。それで，グロータ

のことは一回も研究室では口に出しませんで

ース神父は研究所にふらふら出てくるんです

した。この前，学習院で徳川くんが設定してく

ね。実は机をひとつ用意した。これは会計法違

れたある講演会（社会言語学研究会）では言い

反なんだよね。一週間に一回とか，ふらっと来

ましたけれども，やらなきゃいけないと思いまし

るわけです。そういうわけで，グロータース神父

た。けれども，そういうことを提案できる雰囲気

が存在したということ。これはひとつの刺激で

でもないから，テーマがないと言ってはおかしい

したね。で，もうひとつはわたくしが自分で言語

けれども，ないんですね。つまり，敬語をやつち

地図の分析をしてみたかったということがあり

ゃったもんですから，無くなつちゃった。それで，

ます。それからもうひとつ，今日はじめて言うけ

その毎年新しいテーマを立てて，予算を請求し

どね，徳川宗賢という男がですね，研究所に入

てというようなことにちょっと疲れてきたんです

ってきた。それは先程おっしゃったように，野

ね。以上4つの原因があったんです。

元・上村・柴田というような言語学出身者はそ

佐藤：それで，柴田先生が言語地図を作ろう

れなりにある共通の教養のパターンというもの

という提唱を最初になさった？

があるわけです。ところが徳川宗賢なる男はぜ

柴田：そうですね，そういうわたくしの悩みとか，

んぜん違うパターンなんです。

日野ショックとか，グロータース出現とかそうい

野元＝異文化だね。（笑）

うものがあって，わたくし個人の中で，何かしな

徳川：どこ行ったって異文化なんだよ一。（笑）

きゃいけないと。それで言語地図やってみたら

柴田＝簡単に言うと，フォークロア，民俗学に興

どうかということを考えた。徳川くんが入ってき

味のある人。つまり，ひじょうに伝統的な方言研

て，翌年くらいから準備始めたんじゃない？

究，僅言とかですね，そういうものについても

徳川：いいえ，わたしの最初の仕事は地方研

並々ならぬ関心があるということに気付いた。

究員に資料を発送するというもので，着任は6

そこで，わたくしは徳川くんに一度も言ったこ

月ですからね，包んで紐かけてその宛名をね，

わたくしは今日ま

漉A悪﹁繋︾

とないし，今日まで言わなかったんだけども，

﹃□斜即闘昔図﹄θ姻〜圧

47人が書いているんだけれど，とても全部は報

願酬
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筆で書いたんですよ。マジックなんかない，そう

対談があります。今日みつけてコピーしてきまし

いう時代でしたね。第一回の準備調査のお膳

た。そこで，中島さんは別に自分がしかけをした

立てはわたしの入る前にできていたんですね。

というようなことは言っていません。ただ，いち

だから柴田さんが言われたことの時間的な経

ばん膨大な出版物は例の言語地図だけれどと

過はもう一度整理し直すべきだと思うんですけ

言っているわけだから，もう相当出てからのこと

ど。その前にね，ちょっと伺いたい。それより何

ですね。

年か前に地方研究員に委託したものの中にパ

徳川：そこで岩淵さんは何と言っているん

ン券調査（各地方言の分布調査。調査結果を

ですか？

当時のパンの配給切符に似た形状の紙片に書

野元＝それでね，中島さんは「あれはね，騎虎

いて，それを地図上の当該地点に張りつけて

の勢いでやつちゃったわけだけど」と言ってる

一覧できるようにした分布図がその成果）とい

んです。それで岩淵さんは「それも研究所の予

うものがありました。あれは地方研究員に委託

算の規模から言うと相当な出費ですからね」と，

した分布調査なんです。それと言語地図との

こう応じているわけですね。で，中島さんが「と

関係はどうか，そのへんを伺いたい。それがひ

にかく一人や二人ではできないんだから，全国

とつと，評議員会で，中島健蔵氏が言語地図を

的に調査員を頼んだわけでしょう。今考えてみ

作ってはどうかと言ったとかいう話がある。

ると，ろくすっぽお礼もできないのですね」と言

野元：言語地図のない国はろくな国じゃな

っていますね。

いとか。

徳川：それは，だからもう出版された後の話な

徳川＝そうそう，岩淵さんもそのことをどこかで

んですね。だけども，言語地図のきっかけに中

言っているでしょう。

島健蔵氏が関わったということはないですか？

柴田：それから，東条操先生も発言しています

野元＝書いてないですね。

ね。それは，言語地理学をやろうとする以前の

徳川：わたしの聞いたところによると，言語地

発言ではなくて，こういう話が出ているというこ

図は少しぐらい違ったってかまわない。山を登

とを評議員会で岩淵さんあたりが説明をした，

る地図ならばね，道がまちがってたら人が死ぬ

それに対する応援だとわたくしは見ています。

けれど，言語地図は間違ったっていいからやれ

野元＝そうかもしれない。

と言ったというのを聞いてますね。つまりフラン

柴田＝それ以前にねえ？
れと？

徳川
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宗賢氏

早く言語地図を作

白河の時みたいに？

ス並みの言語地図を作れということです。これ
は岩淵先生を介して伺っています。

徳川：例えばパン券調

吉岡：ええ，言語地図の経過（『日本言語地図』

査の報告をちょっとな

解説書）を読みますと，1948年12月，創設の時

すったとすれば，その

の評議員会において言語地図作成の提案が

頃かもしれない。パン

あったと。それは東条先生が強く主張なさって，

券調査も第1研究室時

中島健蔵評議員が支持したと，徳川先生が書

代かもしれないけど，実

いていらっしゃいます。

質は地方言語研究室

徳川：当時，確かめながら書いたと思います。

の仕事ですから。

野元：それは東条さんか誰かから聞いたの？

野元1雑説言語生活』

徳川：東条先生はご承知のように，第2次の国

に国立国語研究所創

語調査委員会の報告をまとめた方ですよね。

立25周年記念号がある

それが関東大震災でみんな焼けちゃった。せ

んですよ。それに中島

っかく国家機関でやったのに消えちゃった。国

健蔵と岩淵悦太郎の

立国語研究所ができたのをあの先生は，国語

る。それで失くしたものを続けてほしいという

あらかじめ，やるという宣伝があったんです。ま

ね，そういう気持ちがおありだったと思います。

だ本当に調査を始めてない頃でしたが，国語

柴田＝もし，それがわれわれが企画する以前

研究所が言語地図を始めるらしいというふうに

の応援演説であるならばですね，どうして出発

朝日新聞か何かが取り上げてるんですよ，おも

しようとした時に，岩淵部長が反対をなすった

しろいもんだから。それで知って多田斉という

か，それがわたくしには理解できない。

人は来たんです。それで，わたくしは西尾さんに

徳川＝えっ，それは言うまでもない。林知己夫

呼ばれたんですよ。「多田斉さんからこういう文

さんと同じであって，国立国語研究所たるもの

句がありましたよ」と言われた。ところが皮肉な

がこういうものをすべきであるかどうかというこ

ことにね，おもしろいことにね，一週間か二週間

とですね。

たってからですね，「七日」を「ナノカ」と言うか，

野元：いや，あるいは，「言語生活』の対談でも

「ナヌカ」と言うか，これは全国でどうなっている

言っているように，金がかかりそうだということも

か，というご下問が多田斉さんからあったんで

あった。

す。そこで，ここぞとばかりね，その下すすめて

徳川：もちろん，それもあるでしょう。でも，それ

いた準備調査だったかな，それを使って，「ナノ

だけじゃない。

カ」と「ナヌカ」とはこういうふうになってます，と。

柴田：徳川さんがおっしゃったようにね，外部

これを全国くまなくやればもっときちんとした言

にもっと広い国研の応援団みたいな層がある

語地図になります，と。わたくしは西尾先生を通

わけですよ。そういう人たちが反対したんじゃ

じて手紙を出したんです。反応はなかったんで

ないかなあ。

すけれど。（笑）

佐藤＝こういうものというのは方言をという意

画の最終的な決定をする所員会議か，委員会

味ですか？

かだったと思うんですが，その時に岩淵さんい

吉岡：方言をということじゃなくて，国立国語研

なかったんです。腎臓の手術で入院中だった

究所たるものが言語地図なるものを作るという

んです。それで西尾先生のもとで，他のいろん

ことがでしょう。

なプロジェクトもあって，これ（言語地図）も決ま

野元：そうそう。

ったんです。それがやっぱり岩淵さんは気に入

徳川：日本語の歴史をたどるなんてことは設

らなかったんじゃないかな。自分のいない時に

置法に書いてないわけでしょ。国民の言語生

決まったんで。これはすべて，わたくしの憶測で

活を改善するということが目的なんで，そのた

すよ。ご自身がそんなことおっしゃるはずがな

めに国民が税金払ってんですから。昔のことを

い。そういうことで，決まってしまったんだからい

ほじくる研究をやるなんて。もちろん字引きの一

いんですけども，すぐには始められなかったか

種だとかいう逃げ方もあったと思いますよ。設

な。それで，予備調査と称したり，上野で会合を

置法には字引きを作れということが書いてあり

したりして，時間をかせいだんです。それこそ国

ますから。

民の税金を無駄遣いしたんです。そういう意味

柴田＝具体的な事件がひとつあるんですよ。

で，出雲に行ったり，高知へ行ったり。準備調査

これもどこかでしゃべったと思いますけどね，多

をやるのは悪くないんだけれども，そういうもの

田斉という人がわざわざ研究所を訪れて西尾

をやらなくたってできたとわたくしは思いますけ

所長に会っている。多田斉という人はローマ字

どね。そういうことで，岩淵さんがともかく反対で

論者で，当時，アクセント教育のことで盛んに論

した。ところが不思議なことにですね，新聞社が

文を書いていた。その多田斉という人がストレ

来ると，岩淵さんが最初に紹介するのはわが研

ートに，言語地図なんていう研究はやらないで

究室なんですよ，素人受けがするもんだから。

翫鳥蜂Σ副冒繋︾

ほしいということを申し入れしたんだそうです。

﹃□斜珊脳昔図﹄θ朔Cノ圧

調査委員会が復活したというふうに受け止め

それからもうひとつは，研究計
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朝日なんかが記事を出したのも，それで多田斉

法項目を入れろ，というご意見もあった。そこで，

なんて人が現れたのも，そこからきているんで

ぼくはパン券調査というのはどのように企画さ

すね。しかし，わたくしはいかに反対があっても，

れ，それとこの言語地図がどう関係しているの

やりだしたかぎりやめちゃいけないと思ってい

かというのを知らないから，この際，できれば伺

たわけなんですが。

いたい。

佐藤＝調査には10年かかりましたけれども，当

柴田＝いろんな意見があったんですよ。地方

初からこれほどの長期間のプロジェクトとして考

研究員なんて使ったってろくな研究はできない

えておられたわけですか。

なんてことを言われましたよ。やっぱり特殊な，

柴田＝そうですね。

特別な人を養成してその人ひとりが調査地点

徳川：10年のうちには2年の準備がはいって

をまわるというような方法がいい，それで20年

ますね。

かかろうと30年かかろうと，というようなこともね。

野元＝期間がくるったのは，地図を作るほうで

それは理想ですけれども，しかし，地方研究員

遅れましたが。

をどう扱うかということで。

佐藤＝調査ははじめから10年と決まっていたわ

野元＝地方研究員になったのは昭和32年度か

けですね。

らであって，その前は地方調査員でした。

徳川＝ただ，調査地点が2400地点になりました

佐藤：名称を変えたのには何か理由があるん

が，800地点や500地点でもできたかもしれない

ですか？

んですよね。2400に設定したのはいつの段階

野元：調査員というよりも研究員という方がか

だったかなあ。

っこがいいんじゃないかと。

柴田：地点の選定はぜんぶ野元くんに頼ん

徳川：そうそう。如水会館のロビーで岩淵さん

だ。項目の選定は徳川くんに。

のこ下問があったことを覚えています。

徳川＝いやいや，みなさんにご相談しながらし

吉岡＝準備調査の段階では地方研究員にな

ました。（笑）

ってない。

野元＝徳川さんが項目主任だったんですよ。

白沢＝地方調査員です。

私が地点主任。（笑）

徳川：あのね，パン券調査と金田一春彦氏と

柴田＝それは先程も言ったように，徳川さんは

の関係はどうですか？

民俗的な興味のある所員だから，わたくしはい

究所の非常勤の職員みたいなのしてたんじゃ

いだろうと思って…。

ないですか。

徳川＝「ナヌカ」「ナノカ」とかはね，ご承知のよ

柴田：マスコミ研究室（言語効果研究室）とい

うに第3調査票といって，あとで付け加えたのに

うかな，そこに所属する非常勤研究員だった。

入っているんですね。調査をスタートさせてから

徳川＝そうですが。このパン券調査には何ら関

も批判があったので，現代の言語生活に多少

係ないんですか。

とも結びつく項目を入れましょうということにな

柴田＝われわれの研究室とは何の関係もない

って，急遽第3調査票を加えたんですよね。一

し，時々しか来てない。

方，それを加えると調査に負担がかかるだろう

徳川：柴田さんがうらやましくてしょうがなかっ

というので，第1，第2の調査票で項目を削った

たんですねえ，金田一さんは。天下を支配して

り，いろんな小手先のことをしているわけです。

手足を全国に配置してね，自分のアイデアを国

佐藤＝最初から語彙中心でやろう，音韻や文

のお金で生かすことができるという。

法は中心的な項目ではないという方針があっ

柴田＝いや，手足か何かわからないけれども，

たわけですか？

進藤さんという女性もいて，あの人はカラカラと

徳川：準備期間には，地方調査員の中から文

よく笑う人だ，ということで隣りの研究室からや

金田一さんは国語研

の部屋にいたからです。社会学者の島崎稔く

ったと，わたしは思っていますね。それでも岩淵

んもいた。山の回るりさんも。

さんは反対して，覚えておられるかと思うけど，

徳川＝いや，まあまあ，わかりました。でも，うら

全国地図じゃなくて，まず東北地方の地図を作

やましかったということは確かです。金田一さん

り，そのうちにまた九州の地図をつくり，というの

はパン券調査の結果をみて，「ブリヨル」と「フッ

はどうだとかね，何かいろいろおっしゃったんで

トル」とかいうようなこと，つまりアスペクトに関

すよ。でも，昭和32年になるともう本調査がスタ

することをね，あの調査の結果を使って言って

ートしてしまいましたから。ただね，今言ったよう

ると思いますね。ただ，あれが公表できないの

に『日本言語地図』というのは国語研究所の研

は，報告の来なかった地域がある訳です。あれ

究テーマの中でメインであるはずはない，という

も，地方研究員の仕事だったんです。

ふうに考えて，地方言語研究室でもやっていた

野元＝そうです。パン券調査は俗称で，調査結

はずだと思うんですよ。

果を当時のパンの配給切符に似た形状の紙片

野元：だから，3本柱のひとつね。

に書いて，それを地図上の当該地点に張りつ

徳川：そうそう。それなのに，この座談会は言語

けて一覧できるようにしたからそう言ったんで

地図がテーマだというんですよね。国語研究所

す。糊付けがはがれたりして取り扱いが不便だ

としてどうなるんでしょう。社会言語学の話をし

ったから，あまり利用されなかったんですね。

てもよければ，語彙調査の話をしてもいいんで，

佐藤＝徳川さんがいらっしゃつた頃はもう準備

それらは国語問題と関係がある話題ですよ。そ

調査は始まっていたわけですね。

れなのに，言語地図が中心になる。だとすると，

徳川：始まっていたんですね。ただ，第一年次

それは奇妙だ。（笑）

は，調査項目も決まっていないし，何をどういう

書の目方はたしかに重いかもしれない。でも，

ふうにするかというレポートをもらうところがら始

国語研究所というのは何のためにあるんだとい

まった。

うことを考えるとね。言語地図の座談会をやっ

野元：どういう項目にするかとかね。

たっていいんです。やったっていいんだけど，こ

柴田：どういうふうに聞くかとかね，「女」とか

れがメインというのはね，首をかしげる。

「男」というようなことばをどう聞くかとかね。

野元：だから3つの話をざっきしたわけですよ。

佐藤：それはわたしもよく聞かされました。「女，

徳川＝そうなんでしょうね。

男」の項目は難しかったと。最初の質問文は

柴田＝しかしねえ，この規模の分布調査という

「婦人代議士の婦人ということを，普通のことば

のは，やっぱり国研という組織でないとできな

では何と言いますか」だったとか。

いよ。

徳川：それはね，なぞなぞ式というのを編みだ

野元：そりゃ一そうです。

すプロセスがまたあるわけですけども。話を元

柴田：国研という組織だと思いますね。それで

に戻して，岩淵先生を出しましょうか。岩淵先生

ね，社会言語学的調査をやってる時にわたしは

は本当にこういうことをやっていいのかと疑問

楳垣実さんから批判を受けたんです。「いい研

を持っておられたのは確かですね。ひとつは，

究だけれども，われわれが真似できない」と言

国語課長として白石大二氏がいて，こんなもの

うんです。「われわれ個人でも，あるいは地方で

をやるべきじゃないという意見を持っていた。た

も真似のできるような，そういう指導的な研究を

だ，こちらは地方研究員に委託するものであっ

してくれ」ということなんでしょう。「はあ一，そう

て，わたしがその係だったとしても，研究室には

いう考え方があったのか」とわたしはびっくりし

他にも研究員がいて，別のテーマを持ってるわ

たんですけどね。

けですよね。だから，「言語地図」は，何も地方言

野元＝だけども，今はそういう研究ができる人

恥霞静旨蕊民繋︾

語研究室のメインじゃないという気持ちで始ま
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かましいと叱られましたよ。全研究員がひとつ

そう思うんですよ。報告
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達がたくさんいるわけじゃないですか。ある地方

やってるわけでしょう。

に限って，国研で開拓した手法を使って調査を

吉岡：はい。鶴岡の第三次調査は平成3年か

やってというように。

ら4年に実施しています。

柴田：今になればね。でも，その当時の楳垣さ

徳川＝別の話題ですが，さっき吉岡さんから伺

んの考え方はちょっとわかるでしょう。

うとですね，国語研究所の報告書の中で，もっ

徳川＝たしかに全国規模のをやれというのは

とも研究上で引用されている回数の多いのは

難しい。国研ならでは，ということはある。

『日本言語地図』だとか。

野元＝そりゃ一そうです，読み書き能力調査を

吉岡＝はい。それをちょっとご報告します。国語

もう一回やれといったって，もうだめです。

研究所も生まれ変わるべき時期にあると考え

徳川：それからわたしは言語地図は古くなれば

て，2年前に将来計画委員会をつくりました。そ

なるほど，価値が出てくる研究だと思いますね。

こで，将来計画を立てるのに，創立以来の報告

もう2度と調査できない。たとえば白河でこうだ

書がどのように引用されてきたかという調査を

ったって言っても，今と関係のない昔の話ってい

やったんです。範囲は1980年から1997年まで

う感じになるでしょう。「言語地図」だって昔の話

の最近17年間です。『国語学』と『日本語教育』

ですが，これは古いところに面白さがある。

の二つの学会誌の引用調査をやったんです。

野元＝だけど，それはね，20年間でこんな風に

そうしたら『日本言語地図』がトップでした。引

変わりますと，これから後はどうなるかというの

用件数12件のうち『国語学』が多くて11件，『日

はそれから予測がつくし，経年調査をやること

本語教育』が1件でした。

にも意義がある。

徳川：『日本語教育』にあるだけでもびっくりし

柴田：鶴岡も経年調査やってるじゃない。

ちゃうよね。

徳川＝社会言語学的調査について言えば，新

野元：そりゃそうだ，一回でも出たらたいしたも

しい観点で今の社会をみなきやならないと思う

んだ。（笑）

わけですよ。あの時代にはある見方で社会を見

吉岡＝で，次に続くのは『中・上級の指導法』と

てよかったかもしれないけれどね，経年で比較

いう日本語教育の新しい報告書です。

しようといっても，今の時代は別の目で見るこ

野元：もう少し古い頃の，他の雑誌についても

とも大事ですよ。経年変化だけだとすると，どう

引用調査をやらないとね。

しても古い面にとらわれてしまう。その点，言語

佐藤＝そうでしょうね。言語地理学が非常に盛

地図は違うんじゃないかな。

んだったのは20年以上前ですね。その頃はも

野元＝いや，だけどね，こちらは経年調査を担

っともっと引用されていたんじゃないですかね。

当した者として言うけれども，例えば，第一次の

徳川：ただね，国語研究所は国語学に貢献す

鶴岡調査で，学歴が高いほど共通語化が進ん

るためにだけ存在してるんじゃないんですよ

でいると言ったら，そんなの当たり前じゃない

ね。だから，その将来計画のための調査に『国

か，そんなことに大金を使って，大勢でやって，

語学』を使って引用回数を調べるというのは，

と皆さんから批判を受けた。だけど，20年後の

ちょっとね。

第二次で同じ調査をしてみると学歴は効かな

吉岡＝はい。これは学界への貢献という，設置

いんですよ。今度は年齢だということになった

法にはうたわれていない面の調査でして，設立

わけ。先に批判した人は20年後のことまでわか

の趣旨にかなう面での貢献度の調査と並行し

っていたのだろうか。だからそういう社会の移り

てやったものです。（笑）

変わりは，こういう研究所みたいな所で，人が変

佐藤＝今日は『日本言語地図』がテーマで

わっても同じ調査ができるという組織がひじょ

すから。

うに重要なんですよ。それで鶴岡は3回目も

徳川：いよいよ言語地図が生まれるところに

も，285項目で300項目足らずですね。見方によ

ったというようなところもありましたね。

ってはいかにも少ないわけなんですけれども，

柴田：地点数にしても同じ悩みがありましたよ。

この項目数決定についてはどういうお考えがあ

2400でいいのかなという。

ったんですか？

佐藤：だいたい5万分の1地形図で，2地点です、

野元＝尋ねられる項目が多くて，調査時間が長

徳川：平均して12キロ間隔と言ってますけどね。

くなると，年寄りは困るだろうという配慮があり

柴田＝都会は複数地点やった方がいいだろう

ました。それに謝金の問題もある。

とか，いろんな意見があったんですけれど，そ

柴田＝それは大きいですよ。

れはね，一番満足できない段階で始めたという

徳川：項目は多い方がいいに決まっているん

感じでね。だから，別に糸魚川調査というのを

ですけどね。

やりたくなった。

佐藤＝一回に調査できるのは確かに300項目

佐藤：糸魚川との関連というか，「日本言語地

程度ですね。

図』の仕事が始まってから糸魚川をなさったん

柴田＝オランダに行った時に聞いたんだけど，

ですね。

調査で一個所に行くと最低一週間いるんだそ

徳川＝まあ，ほぼ同時並行でしたね。

うですよ。そうすれば1000項目でも2000項目で

柴田＝言語地図の項目選びは徳川さんがやっ

も調べられる。それは，日本のように地方研究

たでしょう。地点選びは野元さんがやったでし

員を使うという条件のもとでは無理でしょう。そ

ょう。ぼくは何にもできないんだよ，具体的にね

れはできない。それからインフォーマントの能力

え。それでね，何かやりたくなったんだよ。

から考えて，語彙じゃなきやまずだめ。そうでな

徳川：さっきは，くたびれたなんて言ってたの

ければ難しいということもある。まあ，項目は倍

にね。元気になってきたんですね。（笑）

くらいあってもよかったんですけどね。

柴田＝それで，まったく個人的に，研究所の仕

徳川＝地図ができないよ一。（笑）

事ではなくて，糸魚川を始めたんです。それで

佐藤＝今にして思えば200ぐらい足して倍くらい

満足しましたよ。

やっておくともうちょっと，やりたいことができた

徳川：建て前は，地点密度をもっと高めるとど

と思いますけども，そうすると地図はできなかっ

ういうことが起こるかというようなことがありま

たかもしれませんね。

したね。

野元＝そんなに少ないにもかかわらず，例えば，

佐藤：一種の検証調

はじめから全国で同じだとわかっているようなも

査的なものですか？

のも入っているわけでしょう。「雨」とか「竹」とか

徳川＝『日本言語地

ね。それは地域によってあまり変わらないという

図』は鳥職的だから，顕

のも，この通りあるということを示さないと，変わ

微鏡で見てみようとい

っているというのが言えないということもある。

うか，そういうこともあっ

佐藤：285項目調査して，地図になったのは250

たと思うんですね，糸

なんですね。35項目捨ててるわけですよ。それ

魚川は。

はどういうものを捨てたのかなと思って。わたし

野元＝地点選びで言

もちょっと記憶がないので。

えば，日本は平野部が

徳川：300枚ですよね。

ごく少ないから，そこの

佐藤＝地図は300枚ですけど，250項目です。

所に調査地点が集中

徳川：調査項目の中にS項目（同じ語形を示

して，山の方はパラパ

聯；『

覇 鋸

略）というのがあって，それは地図になりにくか

潮

佐藤：先程も話に出た，項目なんですけれど

己蔚一鳶職繋玲

して異なる意味をたずねる項目，semandcsの

﹃□斜脚脳昔図﹄θ朔Cノ
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ラになってしまうんで，なるべくそうさせないよう

っても同じだと，どうしてこんな項目を調べるん

にするというのが，ちょっと困ったんですね。

だろうという意識がおありだったかもしれない。

柴田：地図の上の情報だけだからね。

地方研究員はもっと地域差のあるものをという

徳川：地点分布が人口分布と比例していない

ところだったかもしれない。項目のバランスが

から，藤原与一氏の批評に出てくるわけです。

本当によかったかと，今は考えます。当時の方

例えば，小林好日氏の地図をみても，人口の少

言学の水準では，まあ，頑張ったというくらいか

ないところはパラパラで，たくさんいるところに

な。全国一様だという「口」とか「耳」とかの項

は調査地点がたくさんあります。あれが人口を

目もあります。当時構造意味論とかいう話題が

反映させた本当の姿なんですけど，『日本言語

ありましたから，そういうのも入ってる。ある地域

地図』は平野部はパラパラでね。そんなことか

では区別がないのに，別の地域では区別の見

ら，逆にいえば『日本言語地図』では，ずいぶん

られる項目なんていうのもいくつか入れてあり

辺鄙なところもそれぞれみんな採ってるでしょ

ます。「大きい」とか「ゆげ」とか。

う。奈良県とか秋山郷とか，隠れ里といったと

野元：そういうものが刺激となって，地方の精

ころは，ほとんど調査している。

密な言語地図作りが盛んになってきたという

野元：へんぴな所もずいぶん指定してしまい

ことがあるんじゃないですか。刺激したと思い

ましたよ。調査員の皆さんには悪かった。

ますよ。

徳川＝離島とかもね。

徳川：糸魚川の調査も刺激した。

野元：そういうふうな目で，飛行機の上から日

野元：糸魚川はそれの見本として出てきたん

本を見てると，樹木に覆われた山がたくさんあ

じゃないかと思いますよ。虫メガネでやればこ

るわけですよね。隣に座ってる外国人が日本

うなりますよ，というね。

はこんなにグリーンが多いかと驚いていた。そ

柴田：国研で出した言語地図を1枚でも2枚で

のグリーンのところに地点を指定した。

もいいから，それを材料にして修論を書くという

徳川1今，項目の話をなさったんですけどね，

院生は案外少ないですね。ぼくは十分できると

項目については，285でもなんでも結構ですけ

思う。歴史的な国語学をやっている人にとって

れども，今だったらその範囲内で違う選び方を

も，おもしろい問題があると思うんです。地図に

したかもしれない。そんなことを思います。「肩ぐ

付けた解説だけで，みんな頭を下げてしまって

るま」とか「お手玉」とか，いわゆる方言量の多

いるのかとも思うんだけど。

いものももちろん採るでしょうけれど，そうたくさ

徳川：いや，そうでもない人が研究者には何人

んなかったかもしれない。

かいますよね。小林三二であるとか安部清哉氏

佐藤：もう少し基礎語彙的なものですか？

であるとか。

徳川＝基礎語彙的なもので地域差のあるもの

佐藤：一枚の地図を徹底的に解釈してみせる

をとったかもしれない。でも，あの頃の方言研究

というような研究は出ないですね。語史との関

の世界はそういう方言量の多いものを主として

連をみるというのはありまずけれども。

扱っていた。要するに狭い地域で差がなけれ

徳川：もとの資料からもう一度地図を作り直し

ば，地域の研究者にはおもしろくないわけです

てみたら現在発表されている地図とはまた違う

よね。日本が東と西に分かれてるなんていうの

地図ができるという可能性もあるわけでしょう。

はね，山形県の人にとってはさしあたりの興味

佐藤：もちろん，あります。調査の原資料は公

がないわけです。

表してませんけれども。

佐藤：やってもやっても同じですからね。

徳川：でも，みたいという人が来たら，ちゃんと

徳川：そうそう。だから，その点，地方研究員は

した人ならもちろん見せるでしょう。

やってもやっても，50地点割り当てられてどこ行

佐藤＝『日本言語地図』を使っただけでも，いろ

柴田＝いろんな研究ができると思うんだけれど

が，沖縄が加わったのは昭和33年度からという

も，分析をしないんだなあ。

のは，そういう経緯ですね。

佐藤：あの解説というのは，考えてみると一晩

野元：ええ，ちょっとスタートには問に合わな

か二晩で書いたような気もしますけど（笑）。

かった。

徳川＝そんなことはないと思う，あれについて

徳川：二年目くらいかな。最初は地方研究員

は。忘れたんじゃないの？検討会というのがあっ

は仲宗根政善先生だった。そのうちに外間守善

たでしょ。どんな地図にするか。一枚ずつ検討

さんになって。

するわけです。あれはずいぶん一所懸命やりま

柴田：もっと言うと，復帰前ですから，謝金を払

したよ。解説は当然地図の作り方と連動するわ

うことができなかったんです。仲宗根さんに直

けですから。もちろん，計画では1年に1巻を出さ

接払えなくて，娘さんが東京にお勤めだったか

なければならないという苦労はあったけれど。

ら，その人に払った。

佐藤：最後には時間がなくなるんですよ。地図

徳川：ずいぶん冒険もしましたね，考えて

が遅れるものですからね。解説書執筆の時間

みれば。

がなくなるんですよ。あれは10項目を一ヶ月く

柴田：会計検査院に怒られたんです。領収書

らいで書いた気がする。

に折目がないじゃないかと。沖縄に送ったなら

徳川：地図を作ること，それが結局解説を書く

折目があるはずだと。（笑）

プロセスなんですね。

徳川：沖縄を加えたのは，ほんとに中島さんの

野元＝検討会というのは非常にいい勉強会で

言う「騎虎の勢い」というやつだと思うんですけ

した。わたしは外国へ行っているから4年間抜

どね，みんな若くて。（笑）

けているんだけれども，その後もまた参加させ

地方研究員から報告が送られてきて，地点番号

てもらって大変うれしかったですね。

を決めるとか，報告カードに1枚1枚地点番号の

徳川＝今の話は，いよいよ地図ができるという

スタンプを押すなんていうのはみんな白沢さん

頃の話だけれど，地図を作りはじめるというか

がしたんですよね。地図が，東西に何分かずれ

調査してる頃のことで，地点のことですが，沖縄

てる地図しか売られてなくて，それを修正する

が加わっているというのはね，『日本言語地図』

とかいうのもね。カードは全部で40万枚と思い

のひとつの特色だと思うんです。

ますけど，あれ全部白沢さんがしたんですね。

野元：特色ですね。これは，復帰前に沖縄が

白沢：徐々にですけどね。

本土と一緒に国家的プロジェクトに参加したと

徳川：また，それを分類したり，やりましたなあ。

いうもののはじめです。5万分の1の地図をベー

むかしむかしのお話だ。（笑）

スにして，地点を選んだんだけれども，沖縄の地

佐藤＝カードの数だけでも大変なものですよね。

図がないわけですよ。売ってないから，「読み書

徳川：東条先生は，第2次国語調査委員会の

き能力調査」のCIE関係者だった齋藤嚢治氏

報告について，仮に作った地図も，原資料も全

に頼んで占領軍からもらってきたんですよ。あ

て大震災で焼いてしまわれたわけですよね。

の地図，古いのが研究室にあるでしょう。

だから二の舞にならないように，今度は調査報

徳川＝当然みんな英語で書いてあるわけね。

告書は手元に置いてもらって，結果はカードに

飛行場があればrunwayなんて書いてある。

転記して送ってもらうことにした。地方研究員に

野元：それで，日本の地図はその頃は白黒だ

は調査報告書の原本は保存しておいてもらお

ったけども。

うと考えたんです。

徳川：占領軍のはきれいな色をして，紙もいい

柴田＝何かあった時に，国研はだめになっても，

しね。野元先生がもらってきたんですよ。

地方研究員のところにはあるだろうと。まあ，心

恥仏蜂悪冒繋︾

吉岡：ああ，それで。昭和32年度が初年度です
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配は無用だったんですけどね。大事なものはそ

タカナあり，音声記号ありで，表記が違うから，そ

ういうふうにした：方がいいですね。

んなに詳しくやってたら，自ら墓穴を掘るみたい

徳川：フェイスシートなども2枚書いてもらって，

なもんだと思う。

1枚を切って送れるように，控えと清書用がある

徳川：ありがとうございます。

んですね。フェイスシートも，また整理して地点カ

吉岡＝そうなんですよ。語彙でさえそうですが

ードに書き直したりなんかして。

ら，表現法となればなおさらのことです。

吉岡＝まだコピーがない時代なんですよね。

佐藤：ちょっと話を戻しましょう。「日本言語地

柴田＝そうですね。そういえば，『方言文法全国

図』の頃は同行調査というものがありましたね。

地図』はあと何年で終わるんですか？

わたしも地方研究員だったときに徳川さんから

徳川：何年か経つと終わる？（笑）

同行調査されたんですけれども。

吉岡：第4集をこの3月に刊行して，あとの5集

徳川：調査には，地方研究員の歴たちがたくさ

と6集は，データ処理と地図作成の機械化を進

ん協力なさったわけですよ。で，佐藤さんは地

めて，数年のうちにはと考えています。地図化の

方研究員でもあり国語研究所員でもあったわ

方法も改善しないと，表現法の項目は語彙と違

けだ。地方研究員の立場でどうぞ。

って複雑ですから。それに，提供する媒体も新

佐藤：徳川さんがいらっしゃつて，ひじょうに緊

しいものにしなければいけないと考えています。

張しまして，わたしはもう，普段はバスに酔わな

柴田＝あと数年ね？

いのに，バスの中でゲーゲー吐いた記憶があ

吉岡：はい。

ります。

佐藤＝『日本言語地図』は，6冊の編集に10年

吉岡：その時の調査地点はどこですか？

かかってますよね。『方言文法全国地図』はもう

佐藤：東根市関山という山の中です。そして，

10年経ったんですかね。経ちましたね。

わたしは徳川さんから注意されたことをひとつ

徳川＝もっとでしょう，調査が終わってから。

だけ覚えてるんです。何か質問文を少し変えて

佐藤：10年は越えてますね。まあ，それはひと

しまったんですよ。「借りる」という項目で，「釘を

つに研究員の数が激減している。

打ちたいが金槌がない。隣の家で金槌をどう

徳川：それは弁解にならない。『日本言語地図』

すると言いますか？」という質：問文なんですね。

第1集は加藤さんとわたしと二人でしたよ。

それをわたしはどうしてだったのか，「雨が降っ

野元：それから，研究所の研究員の数に比べ

てきたけど傘がない」とやってしまった。（笑）

て研究課題の数が多いから，地図作成だけに

徳川さんに「そんなこと言っては困ります」と言

集中できない。

われたのがひとつ記憶にあるんです。

徳川＝でも，地点数は『日本言語地図』の3分

徳川：わたしも旅費をもらって指導に行ってる

の1ですよね。地点数が多くて，異形が多けれ

んだから，何か言わなくちゃね。

ば，加速度的に地図作成はむずかしくなる。た

佐藤：関山の調査での思い出はほかにもあり

だ，小林隆さんが厳密な整理のやり方を決めた

ます。わたしは，あそこで「カンガミ（鏡）」という入

ことが，「方言文法全国地図』の作成に手間が

り渡りの鼻音を報告してるんですよ。それは山

かかる原因になっているかもしれない。そういう

形県で最初の報告なんですね。それで，あとで

点から言うと，理想的には，あの「日本言語地

地図になって山形にもあったんだと注目された

図』の材料はもっときちんと整理すべきだった

わけです。井上史雄さんの論文なんかにも引用

かもしれない。「騎虎の勢い」で，エイヤーつとや

されて。しかし，わたしはまったく自信がなかっ

った面が確かにあった。妙な使命感みたいな

たんですね，鼻濁音の聞き取りが。当時，録音

ものがありましたね。

機を持って行ってませんからね。ほんとにあっ

野元＝調査員から送られてくる元の資料がカ

たのかどうか心配だったんです。でもその後，東

根市の方言談話資料で録音を聞くと出てくる

宮一民さんと奥吉野の方に調査に行ったんで

んですよ。だから，まあ，わたしの耳で聞いたの

すよ。そうするとね，土地の人は，ほとんどいか

は，まあまあ，間違いはなかったのかなと，今は

だ流しの中乗りさんていうのか，みんな，鴨緑江

安心していますけど。

とかに出稼ぎに行くわけ。いかだ流しに。だか

徳川：山形の地方研究員はあなたの前に後藤

ら，条件に合う人はね，みんな居住歴が悪いん

利雄先生がしていらして，

です。わずかに居住歴がいい人もいるんだけ

佐藤＝わたくしは，最後の2年間だけ18地点で。

ど。それで結局，調査しないで帰ってきたんで

大学院の学生だったんです。大学院の学生で

すよ（笑）。それで，叱られた覚えがある。もちろ

地方研究員をおおせつかったのはわたしと遠

ん，条件の悪い人の調査もしたことはしたんで

藤邦基さんだけじゃないですか。

すけどね。そんなこともありました。農村であれ

徳川：優秀な人にお願いした。

ば，たいてい条件に合う人がいるんですけど，

佐藤：覚えてるのは，謝金が1地点1300円だっ

条件のいい人がいない場合もある。地方研究

たのかな。それはすごいお金で，一丁目旅館に

員のなかに，警察に頼んで捜してもらったなん

泊まれたんです。そういう記憶がある。今のお金

ていう話がある。当時は兵役というものがありま

だと15000円以上あったかもしれませんね。ま

すしね。

あ，そんなのがあって，『方言文法全国地図』の

佐藤＝おそらく，そういう人を探すのはかなり大

時は15000円にしたのかな。

変で，条件にあっていない人が多少入っていま

徳川＝狭い県の場合は単価を安くし，広い県

すね。明治36（1903）年以前の生まれと書いて

は高くしてるんです。地点に出向かれるのに大

ありますけど，1904年が13人，昭和11（1936）年

変だろうと思って。狭い県は日帰りできるけれ

が1名とか。まあ，大変だった。今はこんな厳し

どもね。だからその差はいろいろ工夫をしまし

い条件ではできません。だから，『方言文法全国

たね。それは野元さんがしたんじゃない？

地図』では居住歴をゆるめてありますけどね。

地

徳川：当時はね，先輩というか自分の父親より

った（笑）。

も年取ったような人達に会ったわけですよね。

柴田＝北海道はずいぶん，クレームがついた

で，いろんな話を聞いて，わたし都会育ちなもん

んだね。被調査者の条件があるでしょう，そう

ですから，山の奥へ行って，いろんな勉強をして，

いう条件に合う人がいないっていうんだよね。

「ああそうか」と思うことがいっぱいあった。今は

だから，地点を他へ変えたりして北海道は大変

ね，年寄りに会いに行くと，わたしより若いのが

でしたよ。

出てきたりする。（笑）

佐藤＝居住歴はすごく厳しいんですね。36ヶ

佐藤：もう高齢者です

月以上外丁丁があってはいけないというから，3

からね。昭和2桁でも高

年でしょう。漁村なんか大変ですね。みんな船

齢者。あの，また地図の

なんか乗って遠洋に出稼ぎに行ったりしてます

作成の話ですけれど

からね。

も，あのスタンプですね，

柴田：それまで，方言地図というのは北海道は

あれはなかなかよくで

出てなかったですよ。日本地図でも北海道は

きてると思って，使いや

入っていなかった。

すいと思うんですけど，

佐藤＝北海道は地点密度は低いですね。83地

あれはどなたが考案な

点だと思いますが。

さったんですか？

徳川：やっぱりできなかった面もあるんじゃな

野元＝徳川さんだね。

いかな？思い出すんだけど，準備調査で，西

徳川＝ただね，今考え

﹁

点の神様でもあると同時に，謝金の神様でもあ
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るとね，あれももう少し別の考え方があったか

佐藤＝野元さんのはすごく細かいんですよ。精

なあと。あれも「騎虎の勢い」でね，楽しんで，

密というか，細かいというか。

蝶々の形とか銀杏の葉っぱとか作ったけど，も

徳川＝性格が地図に表れますね。

う少し考え方があったかなあと。

佐藤：と，わたしも思っています。ほんとは表れ

佐藤＝どんな考え方でしょうか？

ちゃいけないものなんですが。でも解釈の地図

徳川＝大きさに関して，あまり変種をつくってな

ですから。

いんですね。

徳川＝「文は人なり」だけど「地図は人なり」で

佐藤：でも，あれ以上大きいのをつくってもね。

す。色の使い方とかにもね。白沢さんを含め，こ

3種類でちょうどいいんじゃないですか。あれは

こにいる人達を含めて全部が協力して作った

ほんとに使いやすいと思いますよ。よくできて

というふうに思うけども。やはり地図の担当者の

るなと思って。

個性は隠せませんね。たくさんのアルバイトの

徳川＝○とかなんかよりは△の方が回転させ

人達に参加していただいて，アルバイトの人達

て変形できるわけですよね。似た語形の区別

のお金なんかも，毎日小学生新聞なんかに書

に使える。○はだめ。（笑）

いた印税を提供したりして。

佐藤：あれは体系の空き間があるんですよね。

佐藤＝検証調査というのも毎年あったわけで

だから，空き間のハンコがあると，さらにいいか

すけれども，あれもやはり徳川さんのご提案で

もしれない。文法の時は特にそう思います。

すよね。

徳川＝文法は何もあれを使っているわけじゃな

徳川：ひとつは，地図作ってばっかりじゃつま

いでしよう。

んないだろう。あるいは地図を作っている時に

佐藤＝あれを空き間を埋めたような感じで増

何か考えることがある。こういうことも考えるべき

やしています。

じゃなかったかと反省する。それが現実に反映

徳川：まあ，地図を作る段階になると，野元さ

しない。別の年齢層で比べたらどうなるか，文

んも偉：くなつちゃって部長さんになったりして

体を変えてみたらどうなるかとか。検証調査は

ね。でもやっぱり野元さんの作った地図があり

地図を作っている人にとって，楽しかったんじゃ

ますよね。

ないかな？

野元：「ふくろうの鳴き声」とか「雀の鳴き声」

佐藤：そうですね。検証調査はとても楽し

とか，そういうのね。（笑）

かった。

徳川：佐藤さんの好きなのね。（笑）

柴田：検証までいかない初めの頃でも，なぞ

佐藤＝報告書に誰がどの地図をつくったかと

なぞ式とそうじやないのとでどう違うかとかいう

か，誰がどの解説書を書いたかというのは，ま

の，準備調査の時からやってましたよ。

ったく記録がないんですよね。

徳川：やりましたよね，手を変え，品を変え。方

徳川＝記録すればよかったと思いますね，今に

言集に既に載っている表現を引き出すにはど

なってね。NとかTとか何でもいいんだけどね。

うしたらいいか，とか。

佐藤：ご自分のは覚えてらっしゃいますか？

柴田＝あまり追求しないで，「わかりません」と

野元＝なんとなくはね。

言ったら「そうですが」と帰ってきちゃうのと，な

佐藤＝今のうちに記憶をたどって記録しておく

おも追求するのとはどう違うかとか，そういうこ

といいかもしれないですね。

ともやりましたね。

徳川＝白沢さん，スタンプ押してる時に，この地

徳川：それから質問文のワーディングをね，ど

図はあの人のムードとか，地図の個性がわかる

ういうふうにしたら的確な回答が得られるかと

でしよ。

か。だから質問文を変えられると嫌だという気

白沢＝それは分かりますね。

持ちがあったんですよ。それなりに決めたんだ

おじ

械になつちゃって，つまんない，あるいはもう少し

いさんひとりなんですか？」と言われたわけで

工夫があってしかるべきだと思われたんじゃな

す。「言語地図の一面は地域差を見るために，そ

いかなあと反省します。

ういう制限付きの情報を示すものでして，そこ

野元：これをやる時に，柴田さんに「われわれ

からわれわれは社会差も含めて多角的に検証

はジリ口調ンですか，エドモンですか」と聞いた

調査をやってます。こういう報告書（『方言の諸

ことがある。そうしたら，「もちろんジリエロンだ。

相一『日本言語地図』検証調査報告一』，国立

ジリエロンでなくちゃ困る」という返事だったん

国語研究所報告84，昭和60年，392ページ）も出

ですよ。それで納得したんです。（笑）

しています」と説明すると納得してお帰りにな

徳川：地方研究員には一応，わずかなお金で

りましたけど。

すけれども費用を提供して，自分の担当の県の

徳川：1地点で男女ひとりずつやったっていい

中をすみずみまで歩かれるわけですよ。だか

んだけど，それだけお金と時間がかかる。調査

ら，この調査ももちろんやっていただくわけだけ

地点を増やすか，1地点複数調査をするかの選

れども，ついでにね，御自身で調べたいことを

択ですね。だから，どっちかにするしかない。別

1追加してどんどんお調べになって下さいという

に二地点女性でもいいですよ。

ことを言ってみたり，ニューズレターを出したり，

佐藤＝それは大変ですよ。まあ『瀬戸内海言語

サービスに努めていたんですけれども。『方言

図巻』は全部女性ですけれど。

文法全国地図』の場合はやっていますか。（笑）

徳川＝できないことはないですけれど，その土

吉岡：検証調査になると，ずいぶん言語地理

地生まれ，その土地育ちの人は女性の方が少

学から社会言語学的な方法へと向かっている

ないんじゃないかと考えたんですね。よその土

ように感じるんですが，そういう社会言語学的

地からお嫁さんになってくる，ということがある。

な方法というのは徳川先生が言語地図を始め

そこで男性に限った。また，当時の女性は昔の

てらっしゃつた頃からあったんですね。

大和撫子風で，よその人が訪ねて来たら，

徳川＝地図を作っていればそう思うのは当た

佐藤：共通語で答える。

り前のことじゃないでしょうか。地図を作ってい

徳川＝「そんなこと知りませんわ，わたくし」なん

るからこそ，いろんな考えが湧いてくるんです。

て遠慮がちに言う人がありうるわけでね。（笑）

柴田＝年齢が違ったらどうなるかとか。

平均するのは男性じゃないかと考えた。これ当

野元：グロットグラムなんていうものが流行り

たっているかどうかは別ですよ。

だしたのも，これの影響でしょうか。

佐藤＝わたしの感じでは女性の方がフランク

徳川＝もちろんこれだけじゃなく，糸魚川の調

になって，方言を出しやすいように思います。

査も関係があります。あちらでも理解語の調査

徳川：そうかもしれませんね。当時の計画者の

であるとか，1地点を全員調査したらどういうこ

女性観が伺われます。（笑）

とになるかとか，いろいろな調査をやってますの

佐藤＝奥さんが側にいると困るんですよね。奥

で。1回目の調査と同じ質問を3回目の調査の

さんがペラペラしゃべってしまって，男性はだま

ときに繰り返してその差をみるとか。

って反論しないんですよ。そうすると，結果的に

柴田：地図をやっていれば社会調査の方から

奥さんの出身地の方言が出てしまうことになる。

見てみたらということになると思いますよ。

10年後という調査をやりましたね。あれは非常

徳川：なりますよね一。

におもしろい調査で，そういう問題が絡んでき

吉岡：それで，ひじょうに助かったことがあるん

たりして。10年前と10年後と答えが全然違うん

です。遠山敦子文化庁長官が視察にみえた時

ですよ。どうも10年前は奥さんの答えだったら

に，『日本言語地図』をお見せしたんですが，「ど

しい。（笑）

己輸一愚冒繋︾
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柴田：さっきね，徳川くんがおっしゃった，言語

っている頃です。あんまり「もっと頑張れ」とか，

地図の仕事は研究所にはふさわしくない，役に

そういう感じじゃなかった。

も立たない過去の方を向いているようなそうい

柴田：ああ，そう。ぼくは一回も，直接は何も聞

う研究は歓迎されない，というようなことを振り

かなかったですけどね。

返ってみたんですね。国語研究所ができた時

徳川＝それをめぐってはね，第1集が出たとき

には，いわゆる国語国字問題に関連のあるよう

に，もう西尾所長ではなかったんだけど，西尾先

な課題を調査研究するということで出発したん

生のところに持って行ったんですね。そしたら，

ですけどね，わたくしが研究所に入った時の，

「内外にいろいろ批判のある言語地図でしたが，

岩淵部長の施政方針というのはまったくそうで

よくできましたね」と言われたんです。その「内」

はなかったですね。まるで大学の研究室なん

というのは，やっぱり岩淵先生が象徴だと思い

ですよ。極力そのようにということだった。普通

ますよ。そうじやないかと信じていました。だけ

の大学は東大を代表として，現代語とか話しこ

ど，岩淵先生もとうぜん研究者ですから，研究

とばの研究をやってないわけですね。それで，

というものを尊重したいという気持ちはおあり

それを補うような形で研究が展開された。これ

だったと思うんです。今のお話を伺っているう

は岩淵部長の施政方針だと思うんです。わた

ちに，国語研究所だからというので心の中でも

しなどはある意味でそれに甘えてたんですね。

二つの考え方がせめぎあっていただろうという

だから，言語地図が役に立たないとか，そういう

気がひとしおしてきました。

ことを考えなかった。役に立つんですけれども，

柴田＝それはね，一回だけ，西尾所長と岩淵部

いわゆる言語問題や言語計画にすぐ還元でき

長と国語課の白石課長が対峙している場面に，

るようなものではないという認識が確かに薄か

その場にどうしてわたしがいたのかね，いたん

ったと，わたしは思うんです。大学の研究室の

ですよ。そして，白石課長がどなりつけてる場

ように思っていたんです。

面，「西尾さん覚悟したらどうですか」とかね。内

徳川：昭和20年忌の岩淵先生のお考えは，は

容はわからないけれど，「覚悟しろ」とか「どうな

じめて伺いました。

ってんだ」とか。それはわたくしにとってはあま

柴田：われわれにそういうことはおっしゃらな

り聞かない日本語だったね。そういう乱暴な日

かった。岩淵さんからは一度も聞かなかったで

本語は。

すよ。「国語課はうるさくてね」とか，「文句を言う

徳川：それは言語地図をめぐってかどうかもよ

人がいるよ」とかは聞いたけどね。

くわからない？

．7一・骨「．一平荊

徳川：う一ん，柴田さ

柴田＝それはわからない。しかし，どうしてぼく

んには言わないかもし

はそこにいたのかね。お茶でも持ってったのか

れないけれども，わたし

ね。（笑）

は時々伺いましたね。

にぼくは部屋を出たんです。聞いちゃいられな

国語課の方針の代弁

いですよ。おそらく，それは国語課と研究所との

をなさったのかもしれ

間の何かね，白石さんの思うとおりにやってな

ないけど。

いということへのね，あれじゃないかなと直感し

柴田：聞いた？

騨馳■■』聰一∠■L一
柴田
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それ

なにしろいたんですよ。それで，適当

ましたがね。その日本語だけではわからない。

は地図を作り始めてか

野元：白石さんは対抗意識の強い人だったで

ら？

すからね。

徳川：地図を印刷す

柴田：まちがいないでしょう，そういうことだろ

る時じゃないですよ。

うと思う。

調査のプログラムを作

吉岡：もっと国語政策に直接的に貢献するよ

柴田＝そうでしょう，きっと。だから，方向転換し

ですね。

ろというような言い方の罵りでしたね，わたしが

野元＝その通りになってるんじゃないですか。

聞いた限りでは。部分的な「これは問題です

徳川：かなあ？

よ」とか，「資料なしか」とか，「ぼつぼつ返事を

野元：と，わたしは思う。

したらどうだ」というような，そういう言い方でし

柴田：岩淵さんは白河や鶴岡の調査にひじょ

たよ。何か変な感じがしましたね。

うに熱心だったですね。

吉岡：しかし，まあ，当時の社会言語学的な方

佐藤：差し入れをしていただいた記憶があり

面の調査研究では，かなり国語政策に貢献し

ます，ケーキとかいろいろ。

ていると思うんですけど。

柴田＝もう，現地へ行くときは必ずいっしょでし

柴田：だけど，そういうことはわたくしには聞こ

たよ。研究所の仕事に差し支えるんじゃないか

えてこなかったね。むしろ楳垣さんみたいな地

と思ったけれども。

方の人の批判は聞きましたよ。「おれたちにはで

徳川：岩淵先生のもうひとつの考えとは，研究

きない，真似しようとしても」と。だから「ああいう

室制度，グループ研究というのを打ち建てよう

ことやってもらっては困る」とまでは言わないわ

ということを考えられた点が特色だろうと思い

けですが，「もっとわれわれが真似できるような

ますね。大学との違いですね。研究員側はそ

研究をしてほしい」と，そういうことをはっきり言

れに対して抵抗ももちろんあったと思うんです

われた。なるほど，そうだなあと。でもぼくは方針

よ。個性が殺されてしまうとか，やりたいことが

を変えなかった。国語研究所だからできること

できないとか。

をやらなきゃ意味ないじゃないですか。個人で

野元＝最初は報告書には名前を書かないとか

できることは個人で，大学でやればいいんだか

ね，そういうのはあったわけですよ。みんなでや

ら。だから言語地図もその考え方で，国語研究

ってる仕事だから個人の名前は書かないとか。

所でなければできないことでね。

徳川＝各地図に担当者の名前を書かなかった

徳川：岩淵先生は研究所に第一部長として着

というのも，多少そういう傾向が反映していたの

任するか，あるいは北海道大学の教授になるか

かもしれません。だからまあ岩淵さんは岩淵さ

ということで迷われたことがあったそうですね。

んなりに頑張られたと思うし，研究員も新しいも

そして結局こちらに来た。国語研究所という全

のを生み出そうという意欲があったから，当時

く新しい組織で新しいことをしたいという気持

の研究所には活気があったんじゃないか。一種

ちはおありだったと思うんですよね。

の緊張があった。「まあまあ，なかよく，なかよく

柴田＝それは，研究所全体が岩淵悦太郎によ

一」とやってたんじゃあ活気が出ない。

って動かされていましたね。

柴田＝岩淵さんが亡くなった時に「展望」だっ

徳川＝西尾先生もいらっしゃったけどね。

たかな，それに何かを書かされたんです。それ

柴田：西尾先生は一番の弱点は国語学がわ

にわたくしは，「わたくし（岩淵）が国語研究所で

からないこと，と言われていたんですよね。しか

ある」という題をつけたんです。

し，そうじやなくて，もっと大きく，西尾先生は親

野元：そうでしたね。

父みたいな存在で，われわれを包んでくれると

徳川＝「そうでしたね」というのは，「それを書き

いう感じですから，それはひじょうに存在価値

ましたね」という意味でしょうか，「まさに朕は国

があったとぼくは思います。そういう意昧ではひ

家なりだったねえ」ということでしょうか？（笑）

じょうに個性がありましたよね，研究所には。

野元：そうじやない，「そういう題のものを書きま

徳川：岩淵先生は，「新しいことを」というのは

したね」と。（笑）

研究内容もですが，学閥を作らないようにしょ

柴田＝ぼくはその気持ちですよね，偽りない。

蜘に輸マ試卿黙︾

うという気持ちがひじょうにおありになったよう
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徳川＝もっとも国語研究所を愛していた人だ

吉岡：最後にですね，国語研究所も50年にな

ったかもしれない。

りまして，突然ですけれども，独立行政法人化

柴田＝そうですよ。それは宇野義方くんがひじ

の対象機関になっているわけです。

ょうによく認めてますね。

徳川：エージェンシー化というやつですね。

吉岡：地方調査員，地方研究員の制度をお考

吉岡＝そのエージェンシー化がですね，もう日

えになったのは，ひょっとして？

程もだいたい示されてまして，平成13年にはエ

野元：初めから付いていた。

ージェンシー化するというふうなことを行革推進

徳川＝まあ，付いていたというのは，やはり，ア

本部が言ってるんですね。まあ，今は大きな曲

イデアを出して，予算請求をしたら付いてきた

がり角に来てるんです。それで，大転換に備え

ということでしょう。昔は予算の出し方もみんな

て将来計画を立てているわけですが，やっぱり

費目ごとに出していたんじゃないですか。

草創期に学ぶところがひじょうに多いんです

吉岡：そのアイデアは誰がお出しになったかわ

ね。国語研究所の生き残り方ということを考え

からないですか？

ますと。そこでお願いですが，最後に，そういう

野元：初めから付いていたんじゃないですか。

大きな曲がり角にあるわれわれ後輩に，ひとこ

柴田：方言に使わなきゃいけないわけじゃない

とずつお言葉をいただきたいと思います。

でしよう。

柴田：ぼくは書いてある。書かされてもう渡し

野元：一時，教育について使おうということも

ました。

あったし。

吉岡＝それにはどんなことをお書きになって

柴田：うちの研究室に付いたものではなかっ

ますか？

た。研究所に付いたものだから。例えば教育の

柴田＝書いたことはね，10年前に40周年があり

方で使うとかでもよかったんで，そうじやなく，最

ましたね，その時もぼくは頼まれて朝日に書い

初にこっちにもらっちゃったものだから，少し重

たんです。その時は二つのことを提案した。ひ

荷というか。

とつは国立国語研究所の「国語」を「日本語」

徳川：柴田さんが大変だ，大変だと言うから，

という名称に変えること。それからもうひとつは

他が引き取らなかったんじゃないか。（笑）

組織を大学と並ぶような大学共同利用研究機

野元：この昭和24年度の予算が何百万円とか

関にすること。その二つのことを書いたんです。

なんとか，座談会には出てますね。最初に国会

しかし，それが10年たった今，どれも実現してい

に出したら少なすぎると突っ返されて，少し増

ない。実現していないどころかその動きもない。

やしてまた出したなどということが座談会に出

ただ，「国語」が「日本語」に変わるというのは少

てますね。

しみえてきたと思う。これから独立行政法人に

吉岡：今考えると夢のような話ですね。

なればどんなふうになるのか，具体的にはよく

徳川：いろんなことしましたね。東条カードを転

わかりません。所長が理事長になるんでしょう

写したりとか。

か，おそらく，名前は。それで外部の理事会がで

野元1そうそう。

きて，その理事会が運営をすると，責任は理事

徳川＝まず，スタートして何もないわけでしょう，

会にあるわけ。それで，寄付を受けることがで

なんかやったという形になるものを作るため

き，それで免税になるという特典があるんです

に，その『大日本国語辞典』と「大言海』と『言

けれども，その寄付を受けることができるという

泉』ですか，それをはりあわせたものを作った

のを逆手に使われる恐れも十分あるわけです。

り。まだ，そのはりあわせを収納するカードボッ

この部分は寄付で賄えと言われる可能性もあ

クスが残っているんじゃないですか？

るという意味で。ぼくはなかなか大変だと思う

白沢：倉庫に入っています。

んですよ。だから，これは思い切った考えかも

ければ廃止しかない。

研究センター」というものに衣替えするという提

野元：考えているんですね。考えているんでし

案。それは50年前に国語研究所ができた時，も

ょうけれども，人間とかお金の面で考えた結果，

ともとの要請はそういうことにあった。それを「国

それがいいからということにはなかなかならな

語国字問題研究所」なんていうのはだめなん

いんじゃないかと。

ですよ，古いんで。だから，「言語計画研究セン

徳川＝でもズルズルと落ちていくのをくい止

ター」か，「言語計画研究所」という名称でいく

めるというようなことには役立つかもね。何も考

というのがひとつの生き方。しかし，これはあま

えなかったら，それこそあぶない。

りにも極端でね，わたしもとうていすぐ実現す

野元：それからひとつ聞いているのは，小さい

るとは思っていない。それで，もうひとつのひじ

ところは統廃合してということを言ってるけれど

ょうに可能性のある，あまり口にしたくない方向

も，それについてはどうなんですか？

は，「日本語教育センター」に研究所全体がなる

吉岡：今の段階では文部省のどの機関も統廃

という提案。全体がそうなって，そうでない非日

合の対象にはあがっていません。ただ，統廃合

本語教育者たちは基礎研究に従事するわけで

もあると言っているわけですから，危機感は持

すが，看板は日本語教育です。これならば十分

っています。

この現実を乗り切れるし，寄付も集めやすい。

野元＝どの機関もあがっていないということは，

しかし，わたくし個人としてはあまり望ましくな

可能性があるということでしょうね。

い。そういうようなふたつの考えがあり得る。大

徳川：どことくっつけるんでしょうか。

学共同利用研究機関なんていうのは，まったく

野元：国文学研究資料館とか。

実現の可能性がありません。これははっきりし

柴田：身分はどうなの？

ました。ということを書きました。

吉岡：身分は二つありまして，国家公務員型と

吉岡＝ありがとうございます。

非公務員型とあります。とうぜんどこも国家公務

野元＝平成13年からということですか。いちば

員型を望んでいますが。

ん難しいのは，はたして財政的にどういう基盤

柴田＝決定してない？

があり得るのかということですね。理工系の大

吉岡：それは決定していません。

学とか研究所ならそうとう財政的にしっかりした

柴田＝してません。ああ。

基盤があるんでしょうけれども，こういう人文系

吉岡＝柴田先生がおっしゃったような，これから

の国語研究所では稼ぐに稼げないんじゃない

の国語研究所に対する社会的要請は何かとい

だろうかと。

うこと，将来的に国語研

徳川：マイクロソフトに雇ってもらうなんてのは

究所が世の中の役に

どうでしょう。（笑）

立つならどういうところ

野元：独占禁止法の裁判の行方をみなくちゃ

なのかということ，それ

己醗斎口繋︾
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しれませんが，いちばん極端にはね，「言語計画

身分は国家公務員？

1

リストラの一環ですからね，どうしてもお金のと

きゃいけないと思ってい

ころで締め付けがあることと，人員の点で締め

るんですが。

付けがあるということですね。今の国語研究所

野元：それにはひと

にとっては，あまり望ましいことにはならないだ

つ。もし，ひじょうに役に

ろうと思います。

立つということを言い

吉岡：やはり，ここでもう一度「国語研究所の

たいのならば，さっきの

使命とは何か」ということを考え直さなければ

将来計画委員会の調

ならないと考えています。果たすべき使命がな

査（『国立国語研究所

㌦含叉

をしっかりここで考えな

軋

それから，これはいわゆる国の

ならない。（笑）
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の将来計画について（答申）』）にもあるように

がたい環境に20年間いられたなんて夢のよう

「いかに役に立ったか」ということを証明しなけ

な話だ。深く感謝しておりますね。それから，研

ればいけないわけだけども。

究フ．ロジェクトの内部で喧嘩があまりなかった

吉岡＝はい，そういう面の報告は何度も書いて，

ですね。とかく人間が集まると「あの人はきらい」

国語課を通して提出しています。

とかが付きものだけど。

野元＝だけども，それはなかなか納得されない

野元：それはね，わたしの聞くところでは，そ

であろうと，そういうことですよね。と言うのは，

の頃はそうだったんだけれども，近ごろはそう

今までは，役に立つとかそういうことをあんまり

でもない。

言うとね，研究員はみんなそれに反発していた

徳川：今の研究所が？

わけですよ。

佐藤：徳川さんのご人徳じゃないですか。

吉岡：そうです。そのとおりです。わたしなどは

徳川＝まあ，そういう言葉を言ってもらうために

外から研究所に入ったとき，その反発がわけわ

発言したわけじゃないのであって。（笑）

からなかったですね。

やっぱり，みなさんが紳士淑女であったのかな

野元：ね，だから，そういう人たちがここで手の

あと感謝しています。どこかで読んだけど会社

ひらを返して，役に立ちますと言ったって信用

に勤めるとエネルギーの8割は部内の人間関係

できないということになるんじゃないだろうか。

で使うとか言うんですよね。わたしの場合はゼ

徳川：この前，国語研究所OB会というのを九

ロでございましてね，人間関係では。

州の学会の時にやったんです。そしたら，国語

野元：それはまあ，呑気だったのかどうか。

研究所に今60人ぐらい研究者がいると聞いて

徳川：鈍感。（笑）

いますが，国語学会の会員は25人なんです。だ

野元：まあ，昔だってあいつの机は廊下に放り

から，国語学の世界に貢献してと言ったって，そ

出せとかね，そういう話もあったと，そういうこと

の25人が貢献しているだけになる。国語学に貢

なんですよ。

献せよといっているわけじゃないけど。残りの35

徳川：言語地図を作っての20年間はそういう

人だって別の学会の会員ではあるんでしょう。

ことだったと思っています。わたしがボケている

吉岡＝そういうことですね。

証拠かもしれないけども，そして，はた迷惑なこ

徳川＝国語学会の方こそ国語研究所の研究員

とをしていたのかもしれないけれども，主観的

たちが全部入りたくなるような学会に変わらな

には本当にありがたかった。幸運の星はわたし

ければいけないという面もあるわけです，エー

の上に輝いていたという気持ちです。

ジェンシー化について言えば。それとともに，今，

野元：ちょっと反対論を言ったけれども，やっ

国語研究所にいる人たちをそのままにして，国

ぱり基本的にはひじょうに平穏な仲のいい研究

語研究所が突然変身するというのは難しかろ

所だと思いますよ。

うというのが，わたしのひとことです。

徳川：研究室が，にしときましょうか。（笑）

野元：わたしがさつき言ったのもそういうことで

野元：いやいや。

すよね。今まで反対しておいて，にわかに役に

徳川＝自沢さん，みててどうですか？

立つと言い出すのはおかしいんじゃないかとい

よくやったと言えますかね？

うことね。

だとか，もう居たくないとか，なかったですか？

徳川＝ただ，わたしはこの座談会に出席しまし

白沢：それはなかったですよね。

てね，『日本言語地図』に結びつけるけど，ひじ

徳川：ねえ。だからこのことばもありがたい。

ょうにありがたい千載一遇の機会をお与えくだ

佐藤＝行政法人というのは財団法人ですか？

さって，それはさきほど種明かしをされて，柴田

全然別なもの？

先生のお陰だと思うんですけどね，こんなあり

吉岡＝今で言うと，行政の外廓団体みたいなも

20年間

人間関係で悩ん

ら明確な形を示されていませんので。欧米の

究所に変わればどうですか。

エージェンシー化先進国の例をみても，形は一

柴田＝衣替えすれば熱気を帯びますよ。国鉄

律ではありません。

が変わったでしょう，民営に。ちょうど，あの変わ

柴田＝外廓団体ね。そうすると政府からの補助

ったときの一年ぐらいは大変な熱気がありまし

金で運営するというかたちですね。補助金とい

たよ。だから，そういう熱気は再び来るとぼくは

うのは政府のお金ですね。

思う。大丈夫，その点は。

吉岡＝その補助金も，今のように丸抱えではあ

吉岡：ええ。そうしなきゃいけないと切実に思

りません。．

っています。考えようによっては，国語研究所が

柴田：そのことは別として，外廓団体だから商売

生まれ変わって草創期の活気をとりもどす千載

はできる。利益を生むことはできるわけですね。

一遇のチャンスですから。では，佐藤さん。

吉岡：はい。世の人のお役に立つものがあれ

佐藤：今日はちょっと思い出話というよりは，何

ば，それを生み出すことができればですね。

か少し辛口のことばがたくさん出たと思います

柴田＝だから，それをおそらく心がけなければ

けども，将来の研究所にとっていい座談会では

ならないんじゃないですか。例えば『分類語彙

なかったでしょうか。

表』（国立国語研究所資料集6，昭和39年，362

吉岡＝司会者に代わって締めくくっていただき

ページ）なんか売れるから，なんとするとかね。

ました。ありがとうございます。

一部何回ですよとか，そういうふうなセンスを持

徳川＝独立行政法人になることに対する助

たないと，おそらくできないんじゃないかという

言は？

気がしますね。それがうまくいけばひじょうにい

佐藤：（笑）それはちょっとわたくしはコメント

いわけで。

する内容を持っていないので，すみません。ま

徳川＝まあ，お手並み拝見ですね。はたの人の

あ，でもいいことかもしれませんよ。見方によっ

意見も大切ですが，部内の人の考えが一番大

てはね，活気が生まれるというのを期待して。

事ですね。

徳川：お正月が来て，若水を飲んで生まれ

柴田＝民博も法人になるんだそうですね。

変わる。

吉岡：ええ，その対象になっています。国立大

吉岡＝なんとかいい生まれ変わりの契機にし

学もやがて。したがってその共同利用研もです

なきゃいけないので頑張っております。今後と

ね，一網打尽に独立行政法人化させようという

もどうぞよろしくお願いいたします。今日は本当

のが行革推進本部のねらいです。

にありがとうございました。

恥乙蔚斎國黙︾

るかもしれない。そういう魅力的な国立国語研
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㌔量＿L）国立国語研究所第二会議室

（五十音順）

章夫（学習院大学教授元言語計量研究部第二研究室長）

野 谷島
中林水霧

」墾直2田中

洋（日本語教育センター長）

四郎（筑波大学名誉教授元第四研究部長）
静夫（東京女子大学名誉教授元三一研究部書きことば研究室研究員）
達夫（京都橘女子大学教授元言語体系研究部長）

jL室2石井
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正彦信語体系研究部第二研究室長）

中野：本日，語彙調査というテーマで座談会を

ころお越しいただきましてありがとうございます。

お願いすることになりました。語彙調査というテ

どうぞよろしくお願いします。司会は石井君に

ーマか，コンピュータかというようなことがありま

頼んでいます。

したが，語彙調査をテーマにしてコンピュータの

石井：座談会ということですので，のちほど文

話題に当然いくだろうというようなことで，お話

字化しまして記録に残しますが，そのために録

しいただけるものと思っております。お忙しいと

音をとらせていただいています。それで，目の

れば，そんなに近づけなくても入るようになって

ら私が39年に国研を辞めるまでずっと語彙調

いますが，どうぞよろしくお願いいたします。

査のグループにいたわけです。

お配りしました一枚目紙（資料1）は，『年報』

で，はじめの二つがいわば，なんていうかな，

に掲載されている語彙調査に該当するであろ

一種の典型調査だったわけですね。それに対

うと思われる研究課題，担当研究室，担当者名

して，全員でかなりの規模のものをするという

をざっと挙げてみたものです。昭和24年度の最

ことならば，サンプリングサーベイに切り替える

初の朝日新聞の社説1か月分という調査だっ

べきであるという意見を述べまして，だったら，お

たと思いますが，それが，「現代共通語の実態の

前勉強してるらしいからやれっていうんで，婦人

調査研究」というような課題の中の一つとして，

雑誌の時から完全な標本抽出調査に切り替え

林大先生と斎賀先生によって行われていると

て，その設計は，公表されたもんとしては，正式

いうところから始まっているんだと思いますが，

な名前じゃなくて言いますが，婦人雑誌調査，

そのあとずっとそのような形で，各年度年度で，

それから，総合雑誌調査，雑誌九十種と三つで

研究テーマが挙げられて大きな調査が続けら

すが，実は公表しない一つがありまして，今考え

れてきました。今日お越しいただいた先生方に

てみると，それは，昭和31年に題目が「総合雑

は，それぞれ研究所の代表的な語彙調査を中

誌の用語の調査」と「雑誌一般の用語の概観

心になって担当されていらっしゃるわけですの

調査」っていうのに分かれてますね。この「雑誌

で，特に関わりの深い語彙調査を中心にお話

一般の用語の概観調査」で1年間で規模を小

しいただければと思いますけれども，それ以外

さくして，その代わり雑誌の種類を非常に，非常

についてもどうぞ自由に思い出など含めてお

にって言ったって90もとりませんけど，どのくら

話しいただければと思います。

いだかちょっと数は忘れましたけども確か10種

それで，まず最初に話のきっかけとしまして，

類以上のいろんな雑誌を対象にして小規模な

それぞれの先生方が国語研究所の語彙調査

方法論をチェックするための調査をやっていま

とどのような形で出会って，どのような関わりを

す。その経験に立って，雑誌九十種の調査のデ

持たれたのか，そのあたりのところがら，少し思

ザインをしたわけです。それから今，語彙調査一

い出していただく意味で，お話しいただければ

本に絞ったって言いましたけど，これは言い過

と思います。歴史の順番ですと，水谷先生が今

ぎなんで，調査の格好としては語彙調査一本

日の先生方の中では一番古いといいましょう

ですが，データは用語の分析と用字の分析と

か，初期から関わってらっしゃいますので，まず

二つに分かれてます。用字と言っても主に漢字

口火を切っていただけませんでしょうか。

ですけれど。

水谷：創設年度から二年間だったと思うんで

その頃，本格的な抽出調査の語彙調査って

すけれども，昭和24年度と25年は，当時第二研

のは無かったと言っていいわけですね。世界的

究室と言っていましたが，書きことばの調査研

に言っても私が承知しているのはアメリカに一

究っていうことで，その中をいくつかに分けて，

つあっただけ。アメリカのいろいろ有名なのは，

その一つに語彙調査があったわけですね。そ

あれはみんなクォータ調査っていうやつで，一

の時は，私は表記法をやってたんで，二年間触

種の典型調査なんですね。完全に標本抽出を

れておりません。で，それを語彙調査一本に限

使ったっていうのは，準備的な小さなものとして

って全員で行うっていうようになった時に，その

は，たとえば普通に日本人のリテラシー調査っ

準備段階ですから，本当は25年置後半，秋ぐら

て言ってますけど，リテラシー調査で，出題をす

冒己蜂一鳶冒黙︾

いから少し準備に入ったわけですが，その時か
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前のマイクを少し気にしながら話していただけ
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るために新聞を対象にした小規模のはありまし

しも一致しないんですが，語彙調査との関わり

た。それと，それから今アメリカで私の承知して

ということでいいますと，宮島さんが次に，雑誌

いる一つと言ったロシア語，これは文学中心な

九十種の時にお入りになったことになりますね。

んですが，革命を挟んで前と後でどういうふう

宮島：僕は，雑誌九十種がスタートして，もうカ

にことばが動いたかってことがどうもあの頃い

ードにみんなとって，それをたとえば五十音順に

ろんなある種の政治的な理由もあって，それを

並べるとか，そういう段階で入ったんですね。

追いたかったらしいんですね。その時に抽出調

で，岩淵所長に呼ばれましてね，お前はとにか

査が行われています。これが，延べ語数どのく

く急行列車に途中で飛び乗ったんだと。だか

らいあったかなあ，そんなに大きな調査じゃない

ら，絶対に終点に行くまで途中下車できないん

んですが，まあ，婦人雑誌の調査にほぼ見合う

だぞと，言われた覚えがあります。で，まあ，無事

ぐらいの規模だったと思います。もうひとまわり

に終点まで行ったと思うんですけども。ただ，実

小さかったと思いますが。ですから，そういうと

際には僕が，あとで担当したのは助詞・助動詞

こまで勘定に入れても，世界としちや非常に早

というので，助詞・助動詞の用語の語彙調査を

い時期の調査ですね。

やればよかったんだけども，僕は自分の文法論

それから，私が承知してる限りでは，これは世

に従いましてね，助詞・助動詞の語彙調査では

界のレベルで見てですが，雑誌九十種の用語

なくて文法の調査をやつちゃいまして。そのあ

調査の時に，上位語約1200ぐらい，だったと思

と，今度は，九十種が終わって，どうしょうかと。

いますが，に対しては推定精度が付いてます。

あれ，水谷さん，何年に辞めたんでした？

サンプリングしておいてただ抜きましたというだ

水谷：え一と，39年。

けじゃ本当はいけないんで，推定精度を付ける

宮島＝というのは，九十種の報告書はどこまで？

べきだと私は前から考えてたんですけれども，

水谷：3冊目まで。

なかなかいろんな事情でそれができなかった。

宮島＝3回目まで出て，次の……

雑誌九十種の時はともかく上位語については

水谷1いや，出はしない。原稿は上げてる。

やったわけです。

宮島：ああ，そう。

雑誌九十種ってのは，あれは，サンプリングテ
クニックとしては考えられるだけのことをいろい

ね。年度でいえば次年度。

ろ考えて，非常にいろんな試みが入っている調

宮島＝そのあとは，僕の方は継続しないで，動

査なんですけれども。ちょっと，余談的に言いま

詞と形容詞の記述の方に行っちゃったわけで

すとですね，その頃防衛研究所の将校が一人，

す。そこで，一往切れまして，そのあと，雑誌用語

内地留学してたわけですね，情報関係の仕事

の変遷というので，またいわば計量に戻ったと

ですけれども。それがね，雑誌九十種の語彙表

いう感じですね。切れたあたりの事情について

が出た時に怒ってんですよ。こんな精度付きの

は，あとでまたしゃべることがあると思いますけ

表を出されちゃったら日本語の暗号，解読され

れども，一往そんなところで。

やすくなって困るって。国家のものでそんなこと

石井：はい。林先生は，新聞の調査から研究

やって甚だ迷惑だって怒られたことがあります。

所の語彙調査には関わられたという……

（笑）

まあ，一人でしゃべっててもあれですか

林＝そうです。私はね，入った頃は語彙調査と

ら，このぐらいで。あとでいろいろなんかありま

いうすごいことをやってる人達がいて，それが

したら。

国語研究所の中枢なのだということを遠くから

石井＝研究所にお入りになった年代とは必ず
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水谷：出たのは，辞めた，年で言えばその年

見てね，本当に学者がいるもんだと思ってね。

から，近代語研究室なんてところで，また言語効

粗雑なものでありましてね，統計学的にはまる

果研究室に戻って，なんだか変な歩き方ばっか

でなってなかったと思います。ただ，作業をいか

りして，周辺にいましたからね。ですから，自分

にしてですね，カードからコンピュータに乗せる

が語彙調査ということをやることになるなどとは，

かの実験をしたと。

本当に夢にも思いませんでした。

ですから，世間からはですね，コンピュータが

どうしてやることになつちゃったかというと，松

入ったんだから，さぞかしあっという間にできる

本，南，石綿というこの三人の人が書きことば研

ようになったんだろうに，なんであんなに時間が

究室からの，まあ書きことばからと言っちゃ間違

かかんだということを，毎年毎年やいのやいの

いになりますけども，正統派は書きことばから，

言われてですね，それの防戦一方でしたよ。こ

その他も交ってですね，語彙調査を引き継いで

とばをコンピュータで扱うっていうことは，そんな

やるにつき，今度は国研にコンピュータを入れ

簡単なことじゃないんだと。まず入力という，漢

て，コンピュータベースの語彙調査にしようでは

字仮名交じり文というものをどうやってコンピュ

ないかと。それをやったのは，もちろん水谷さん

ータの中に入れてって，コンピュータが扱える資

ですよ。そういう動きをね。それで機種の選定

料にしていくのかと，そこがまず大事なんだから

等も水谷さんのところでなさって，それでもう，い

と。それがなきゃコンピュータにならないんだか

よいよ入るということんなった頃に私が，その時

らということで，世間からですね，しきりに言わ

はまだ田中さんもこのグループに入ってなかっ

れた。だいたい国研になんでコンピュータが必

た。南，石綿，松本の策謀がね，我々のチーフを

要なんだと，そういうことをですね，記憶を増や

林四郎にしろと（笑），そういう談合をしたらしく

すとかいうようなことをするにつけても，そもそも

てね，なんか，乗っけられちゃったんですよ。そ

お前んとこなんかいらないんだというように大

して，新聞語彙調査という初めてのコンビュー

蔵省が言う。で，それに，いやいらないんじゃな

タによる語彙調査を担当すると，そういう役目に

い，もっと増やさなきゃだめなんだと言うために

なったわけです。

ですね，毎年毎年やってたわけですよ，概算要

で，新聞語彙調査ってものを私は何だと思っ

罇艾齠ﾎ︑漂玲

けてるみたいだけれどもですね，それは非常に

㎝咄紳盟囲qU︑朔Cノ

．私，言語効果研究室というところに入って，それ
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求の資料をね。そればっかり作らされてました

ているかというとですね，研究所における一つ

よ。（笑）

の過渡期の所産だというふうに私は思います。

水谷：林さんね。大蔵省の折衝の時にね，部長

っていうのは，方法が，カードと手作業による，何

だと直にやるわけでしょ。何回か，主計官と……

十万枚のカードをいじって分類していく，その調

林：ああ，やりました。直に。

査法からですね，入力データを作って，打ち込

水谷：やりあったんだ。やっぱり。

んで，あとはコンピュータにカウントさせるという，

林：あります。はい。

いわば自動方法の語彙調査に移るという，その

水谷：僕は一回だけ，岩淵さんが攻め込まれ

試しをやったんだと，やらされたんだというふう

た時に心細いからくっついてこいつて言われて

に思っています。ですから，この語彙調査は，語

ね。（笑）

彙調査の精度からいくと，たぶんなってないと

てて，その控え室にね，呼ぶまで控えてうって

思います。水谷さんが非常に苦労してなさった

言われて。でも声は聞こえるんですけどね。岩

統計学的推定度の高さとかですね，サンプルと

淵さんこぼしてたなあ。遺伝学研究所やなんか

して母集団における意味合いをどれだけ持つ

だとね，スイカかなんか持って来てね（笑），こう

てるかっていうそういう計算，一往何か形はつ

やって，こういうのが出来ましたって，見せるん

行ったらね，このくらいの部屋でやっ
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だって。すると，まあ，主計官が「うん，うん」って

水谷：アウトプットはあったわけね。

言ってるっていうんだ。

中野：アウトプットはあって，綴じてあるんで

林＝そうそう。スイカの話はだいぶ聞かされた。

すけど。

宮島：コンピュータでね，「城の崎にて」のKWIC

宮島：だから，ここは語彙調査十コンピュータ

を片仮名でやった。あれはどこへ入るの？

だけどもね，やっぱり，純粋にコンピュータ導入

林：非常に早い時期のものだと思う。

史というか，コンピュータによる言語研究史とい

田中：あれは，このNo．40のあたりですよ。

う観点でね，一つまとめる必要があって，そのと

宮島＝40のあたり。あれは正式の報告書じゃな

きには，そういうのはやっぱり重要な資料じゃな

くて，……

いですかねえ。

林：じゃあありません。

石井＝この41年度の『年報』には「漢テレを入

宮島：何て言うんだ，あれは？
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資料集とか何

出力とする用例つき用語総索引作成のプログ

とかいう名前かな？

ラム（名称

林＝名前すら付いてないと思う。

もの糸』の用例つき用語総索引を作った」と書

田中＝漱石・鴎外の索引ていうのもそうでしょ。

いてありますね。

中野＝そうです、そうで洗漱石・鴎外もそうです6

中野＝それはね，「電子計算機による国語研究』

宮島＝いや，そういうのがね，過去に研究所で

の1，赤い報告書ですね，あれに書いてある。

作られたことがあるってのは何を見れば出てん

宮島＝その，作った「くもの糸」の現物を見た

の？

い，と言ったら？

今度の五十年史かなんかには出るんで

6号カンソ

）を作り，これによって『く

すかね？

林＝大騒ぎしてですね，……

中野：それは出ますが，索引でいうと，大塚さ

宮島：今からでっちあげるんじゃだめですよ。（笑）

んがやった索引集というのがありますね，図書

田中：いやいや，作った方が速いか。

館にある。それを見れば……

林：ですからね，私は，新聞語彙調査はそうい

宮島：いやいや，その索引はあれだけども，研

う方法上の存在意義があったのであって，語彙

究所の歴史の中でね，コンピュータを使って作

調査の結果を云々されるとちょっと困るくらいの

った第一号の作品である，というような位置付

ものだということが言いたい。ですから，その代

けでそいつが出てくるのは。たとえば，創立40年

わり方法的には，今，宮島さんがおっしゃってく

のときにいろんな報告書の解説みたいなのを

だすったように，これは非常に大事な意味があ

やりましたよね，あの中には出てないんでしょ？

ると思うんですね。ですから，あそこから生まれ

水谷：40年もまだやってなかったんじゃない？

てくる，これはまたあとの話題として言いたいん

1年かそこら後じゃないの？

ですけれども，語彙調査そのものじゃなくて，語

石綿君のKWIC

で走らせたんでしょ？

彙調査とコンピュータとの掛け合わせのところ

林＝そう，だから最初ではないですね。最初の

がら出てくる言語学的意味は何かということ，こ

方だけれどもね。

れについては別の考え方がありうると，そういう

宮島＝最初の方の作品ていうのは何ですかね？

面から国研のいろいろのアウトプットをですね，

中野＝漢テレで「くもの糸」の……

再評価するべきものがあるんじゃないかという

林：ああ，そうか。「くもの糸」。「くもの糸」。

ことはまた後で述べたいと思います。

中野：あれが一番古いんですね。ただ，あれは

宮島：ちょっと付け足したいんですけども，さっ

印刷物にはしなかったんですね？

き，林さんがね，統計学的にガタンと落ちたとお

林：なってませんね。

っしゃいましたけどもね，言語学的にもガタンと

アメリカ英語とイギリス英語のが出来たと。出来

してないんですよね。だから，本当の異なり語

たってのは，同語異語の判別をしてないんだけ

数ってのがわかんない。延べ語数はわかった

ども，それで大勢としてはもう間に合うじゃない

にしてもね，異なり語数わかんない。だから，そ

かと。だから，そこまで行くのはもう，べらぼうに

れは統計学的にも落ちてるだろうけども，言語

簡単なんです，これは。同語異語の判別さえし

学的にも落ちてる，と思いますね。それは，実は

なければ。僕は，実は，英語のテキストでね，同

日本に限らずね，コンピュータが入ったおかげ

語異語の判別をしないで語彙表を作ったんで

で，世界中の語彙調査がね，ガタンと足踏みと

すけどもね，延べ百万語くらいのね。僕がやっ

いうか，後退というか，方法的にはですね，ずう

たって，1時間でできますよ。（笑）

っと遅れたと思いますね。

異骨の判別をしなきゃ。テキストがあるならばね。

水谷：それは事実だね。アメリカでやったのを

僕の持ってるパソコン程度でも1時間か，2時間

いくつか見てもね，たとえば典型的なのはwork

でできちゃうの。ところがね，一歩それをコンピ

だけどね，workedのedを抜くようなことはね，

ュータを離れてね，同語異語の判別をしろと言

プログラムの面でも簡単にできるから，してる

われるとこれは人間がやんなきやなんない。恐

んだけれどもね，work，worksがね，英語の場

らく何年もかかりますよ，百万語だったら，英語

合だと単数，複数は別々に勘定するってのは

だってね。

冒卿

e一

それは同語

意味があるわけでね，複数形しか持たないと

だから，そこで，一つ問題なのはね，同語異語

か，絶対に複数形持たないとかってのがあるか

の判別は本当に必要なのかということなんで

ら，そのせいだろうと思うんだけども，そうする

すよ。それで，判別をしなくてもね，まあたとえば

と，第三人称はworksのところに入ってるし，そ

50点は取れると。その先，判別しろと言われた

うじやない動詞はね，名詞のworkと一緒にな

らね，そこからものすごく金がかかって，90点ま

ってるとかね。

で行く。だけども，ものすごく金をかけるに値す

宮島：ところがね，それがまた，ちょっと横道に

るのか，50点から90点にもっていくのにね。とい

入るけどもね，アメリカでしょ？

アメリカっての

うのは，これは語彙調査の基本的な問題です

は，英語ってのはいけないんですよ，あれは。

よ。それに答えなきゃいけないだろうと思う。ま，

（笑）

ちょっと脱線しましたけども。

語形変化が少ないんですよ。中国語が

ｮ一鳶冒繋塘
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落ちてるんですよ。つまり，同語異語の判別を

一番問題ない。その次に英語なんですね。英

石井：はい。それはとても大事な話だろうと思

語ってのはね，workとworksがどうなってても

いますので，改めてまた

ね，だいたいのところはいくんです。いかないの

議論しないといけない

がね，ロシア語とかドイツ語とか語形変化の複

と思いますが。では，田

雑なやつね，これはもうしょうがないと思うんで

中先生お願いします。

すよ。僕はドイツ語の語彙調査，一生懸命探し

田中：私は，語彙調査

たんだけどもね，いろいろやってんですよ。やっ

そのものにはその評判

てるんだけども，きちんと同語異語の判別をして

の悪い電子計算機によ

出しましたってのがないんですね。フランス語

る語彙調査からです

はやっぱり手作業でやってるし。

が，まず，文字列の表を

墾；・・

ところが，英語の場合にはね，まあまあ，あれ

作るということになった

で間に合うじゃないかということでブラウンコー

のは，一つには，当時，

パスが出来て，ロブコーパスが出来て，それで

文字や記号の連続確
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率を計算する，いわゆる

エントロピー

がはやり

でね。あの新聞データを使って，斎藤秀紀さん

田中：それは大変だったですね。

が，文字・記号の推移確率を計算したはずです。

水谷＝だけど，面白かった。

それはともかくとして，私が昭和34年に国語

宮島＝僕は全然ついて行けなかったけども……

研究所に来た時，最初にやったのが同音語の

水谷：うそだ。結構楽しそうにやってたぜ。

研究なんですよね。これはまあ，手元の資料で

宮島＝代名詞をね，「わたし」とか「ぼく」とかじ

ぱっと同音語表を作っていったわけですよね。

ゃなくて，「われ」「かれ」「され」かなんかにする

その資料は，確か，どっかにあるはずです。これ

とか言ってね。

はね，すごい立派な木箱に入ってるんですよ，

水谷＝そうそう。

桐の箱じゃないけどね。そういう同音語表の基

宮島＝実は何にも意味ないんですよね，あん

礎資料をね，それはどっかに入ってるはずです。

なもの。何だっていいんだけれども，それはどう

その次に，どういうわけか類義語をですね，これ

してだとかいう，やっぱりこっちは言語屋だから

は『類義語の研究』ということでまとめられてる

気になるんだ。

んですが。

田中：で，それでコンピュータに縁が出来て，何

同音語から類義語に移って，類義語の研究

のことはない，自分の研究室がコンピュータに

が終わった時にですね，さあその次どうすると

よる語彙調査をやるということになったんです

言って，一時敬語の調査なんかをやってたんで

ね。だけど気軽に考えてたんですよね。当時，

すが，そのうちに，松本さんや南さんや石綿さん

石綿さんや，まだ，水谷さんもいらっしゃったん

とコンピュータをいじる研究の方に近づいて。

ですけれども，その頃はね。で，水谷さんもいら

結局，もと私が入ってた第四研究部第一資料研

っしゃることだし，何か教わりながら行くだろうと

究室というところにコンピュータの語彙調査の

思ってたら，水谷さんが東京女子大へ出てしま

方が入り込んで来たという形になったんです

われると。この時は我々みんなショックでね。大

ね。それまでは，書きことばの方で，第一研究部

丈夫か，おい，ってわけですね。で，岩淵先生に，

でやっていたんですが，結局，私が呼び込んじ

水谷さんいなくなったらできないんじゃないか，

ゃったみたいな形で，第四研究部が語彙調査

困るんじゃないかって申し上げたんですよね。

ということになって始まったんです。

そしたら，「それじゃ，こっちが困るよ」って言われ

当時コンピュータの講習会でですね，林四
郎さんと私が日立の講習会の同期の桜なんで
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てもらった，これはもう完全に機械語だったね。

ましてね。いるヤツだけで，やってくしかないと
いうことで。

すよね。第1期はね，機械語をやってた時代で

そうこうしているうち，どんどん進むわけです

すね，石綿さん達は知ってんだけど。僕等ん時

よね。新聞というのは割合早くから決まってい

はね，機械語はもう30分説明しただけで後は全

て，一番びっくりしたのは，我々が120分の1ぐら

部アセンブラですね。

いのサイズなら漢テレで入れてなんとかなるだ

水谷＝いや，初めでもね，アセンブラですよ。

ろうと思ってたんですね。さっき，林四郎先生が

田中：あ，そうですが。

言われた，大蔵省との折衝だろうと思うんです

水谷＝機械語はね，今の電総研ね。その頃は

ね。で，120分の1が，林大部長から60分目1にし

電気試験所ですが，機械翻訳機と言われたヤ

ろと，こういうわけですね。一挙に倍になるわけ

マトを出した時に，宮島君も行ったんだけれど

ですよね。で，計算してみるとね，60分の1だと

も，和田弘さんっていう日本の計算機の草分け

ね，入力だけでね，大変なことになる。120分の

の人ですが，その人の好意で一週間講習をし

1だと，だいたい3年を目途と考えてきたんです

印刷その他で3年かけて，その次の年に報告書

制作りですね。そういうのがあったんでね，報告

が出るという程度の計画だったんです。60分の

書にしてくださった。

1となると，これは，ものすごく入力が大変なん

水谷＝その頃の高橋延匡さんたらまだ，大学の

ですね。人手はどうするといったら，人手は不思

先生じゃないね，日立の技師だったね，多分。

議なことに揃ったんですよね，入力のパンチャ

田中：外務省の小沢さんとか，大分いろんな方

ーですね，パンチャー。ほかの研究室からは，こ

が来ましたよね。

れは大変睨まれましたよ，わっとかき集めちゃ

水谷：延匡さんももう定年で辞めたよ。工学部

ったようなもんですからね。

長やったけれども。

それで，出発してですね，計算機で，ここに御

田中＝センター構想があったんで，一種の言語

覧のような『電子計算機による国語研究』，最初

情報処理の研究としてできたんじゃないかと思

の報告書。これはとにかく早く出せということで，

うんですね。

やったんですが，その時やっぱり良かったと思

中野＝新聞のデータをオープンにしたのはその

うのはですね，コンピュータを使ったから，同語

構想ですか？

三二の判別ができないってのは最初からもう諦

使っていただいて，……

めてたんですが，長単位，短単位で，複合形が

林＝関わりはあるかもしれませんね，電総研の

ぱっと出てくるんですね。これは中野さんが後

要請によって，……

で調査なさったけども。2種類の単位を割合楽

田中：林さんが分析なさったでしょ。あの分量

に入れられたということですね，これは初めて

が最初の計画だったんですよね。中野さんが

だろうと思いますね。そうするともう語構成のデ

語構成やったね。あそこぐらいだったらね，一往

ータがすぐ得られるというようなことで。

念入りなことができたけども，60分の1っていう

恥匹酵嵐冒繋︾
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ね，一往の語彙表になるまでが。入力と処理と

一紙一年分のデータをみんな

結局，コンピュータによる語彙調査ってのは，

とね，入れてね出すだけでね，精一杯という感

非常に入力にエネルギーがかかってしまうけれ

じだったんですね。コンピュータの速さなんて，

ども，どんどんと，途中からですね，あれは面白

全然，……

いこれは面白いということが初めてのことだか

水谷：今と違うもの。遅いもんね。大型機つた

ら出てくるわけですね。それが非常に貴重だろ

ってねえ。（笑）

うということで，石綿さんなんか随分苦労して。

田中：図体はマイクロバスより大きいのに，メ

実は『電子計算機による国語研究』というのは

モリなんか今の電子手帳程度のコンピュータで

非常に難産だったんですね。最初は自分の好

すよね，簡単に言えばね。

きなことをこそこそやってるというようなふうに見

水谷：田中君がね，漢字の入力テキストに対し

られたんじゃないかなと思うんですがね。だけ

て読み仮名を付けるというのをやったでしょ。

ど，これは，さっき赤い本とかおっしゃいました

逆もやったんだっけ？

が，虹の七色全部出てですね，あと色が変な色

田中＝逆もやってはいたんですよね。だけど，

になったけど，貴重な副産物ですね，みんなが

あの方式だと逆をやるのはやっぱり，九大がや

考えたこと，これを発表できた。これは，一つは，

ってるロンゲストマッチングの方が速いというよ

当時ですね，岩淵所長がセンター構想っていう

うなことでね。

のを持ってらっしゃつて，言語情報処理のセンタ

水谷＝その，読み仮名を付けるっていうあなた

ーを持って来ようというわけですよね。和田弘

の論文がね，国研の刊行物のほかに，『計量国

さんだとか，唐津さんだとかね，高橋達郎さん，

語学』に載ったんですね。ある時にね，急に「計

仮名を漢字に……
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量国語学』のある号のストックがなくなつちゃっ

たんだというふうに思います。ですから，それ以

たの。周りはさ，各号ね15，6冊残ってんのに，あ

後ずっとコンピュータに関わっているというこ

る号売り切れちゃったんだよ。でね，これ何が

とです。

載ってたんだろうと思ってね，どこが買ったって

新聞の語彙調査では，田中さんの下でいろ

見たらね，だいたいワープロの開発やってた会

んな語彙表を作ったり，先程の文法の表なん

社だよ。だからさ，入力が大変て話，ワープロが

か，連接表といってますが，作ったりしました。そ

あってOCRがあったらね，もっと楽に出来たん

の時に，田中さんの読み仮名付けのプログラ

だけどさ。逆にこういうの，どの程度使ったか知

ムをキーとして，江川さんの単位切りのプログ

らんけれども，こういう国研の語彙調査の結果

ラム，僕の品詞認定のプログラムで，語彙調査

やなんかを使ってね，やっぱり開発してんの。な

の自動化という，一貫処理システムをそれぞれ

んとかかんとか悪口言ってね，文学士のやった

が分担してやりました。後に計算機が変わって

もの信用できねえっていうけどね。

から，COBOL，PL

田中＝さきほどのデータ公開の話ですけどね，

を統合して，この表にあります「語彙調査の評

電総研の，誰だっけ？

価のための基礎的研究」というタイトルをいた

中野：植村俊亮さん。

だいて統合したプログラムを作りました。これ

田中：植村さんが全部整理してくださいました

は，いろんな方に使っていただいています。新

から，データができたっていうことと，それから語

聞の語彙調査はそのようなことでお手伝いさせ

彙調査そのものは，もうあわてて表にしちゃった

ていただきました。

という感じですが，用字調査ね，あれは漢字が

高校教科書の調査は室長が土屋さんに代わ

入ってれば出来るっていう，まあそう言っちゃ野

って，土屋さんをチーフとして始めました。この

村君に怒られるんですが，単位がはっきりしな

時の企画ですが，一つは新聞の方が同語異語

いからすごく苦労したというようなことはあると

判別をしていないというようなことで，同語異語

思いますけどね，だけど，漢字調査の方がね，か

判別を完全にしましようというようなことがあり

なり大きい漢字調査ができたということで，やっ

ました。精度をすごく考えてやりましょうと。もう

ぱり，漢字調査と，データを作ったと，それから，

一つは，サンプリングや文章における語彙を考

コンピュータ言語学の研究をスタートしたと。そ

えるというようなことで，全数調査にしました。こ

ういう点で評価していただけるかなというところ

れについては，成果が出ていないという批判も

なんですけど。

受けているところですが，そういうようなことで

林：だから，あのデータがね，コーパス言語学っ

やりました。高校教科書に続いて中学校の調

てものを作る第一歩だったんじゃないですか

査も進めました。このプリントにある「語彙調査

ね。ま，今日あたりまえのことになった。

自動化のための基礎的研究」というのは二つ

石井＝中野さんは新聞調査からお入りになっ

の教科書の調査を刊行するためもあって，特別

たと思いますが，教科書調査の方にまで少し広

研究としていただいたものです。

げてお願いします。
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Iで，その三つのプログラム

そのあと，話しことばの調査をすべきだとい

中野：はい。僕は，この表にあります昭和43年

うようなことをずっと考えていましたが，テレビ

に入りました。その当時部長が林先生で，室長

放送の用語調査ということになって，これは石

が田中さん，というようなことです。大学の卒論

井君，山崎君が主体になってやってもらったこ

で，構文解析ということで，コンピュータに関わ

とで，僕は，頭にはありますが，室長ということで

っていたというようなことで，入れていただい

す。そういうことで，今まで，もう30年になります

言語処理をどうするかというようなことに関わっ

宮島＝雑誌のシリーズの中でね，婦人雑誌を

て来られた，あるいは，データを使っていろんな

最初にとりあげたのはなぜかというと，あれが一

研究をさせていただいたということです。

番生活に密着していて，だから基本語彙を調べ

石井＝たくさん，何と言いましょうか，それぞれ

るなんてのにはいいだろうどそういう考えがあ

話題に富んでいて，本当に盛り沢山で，どこか

ったわけでしょう？

ら入って行ったらいいのか本当に困ってしまう

水谷＝そうです。

んですけれども。まず，語彙調査そのものの目

宮島：というのは誰の考えで？

的っていうんでしょうか，そのあたりから少し話

水谷：林大さん。

を始めたいんですが。雑誌の調査や新聞の調

宮島：そこから，総合雑誌を経て，雑誌一般へ

査には，報告書には書きことばの基本語彙を得

というのはね，これは自然な流れだけども，最初

るためというような文言があるんですけれども，

にそれをやったということは，やっぱりすごいこ

基本語彙というようなものを確定する要請とい

とで，それは，片っぽうではね，こういう度数調

うんでしょうか，確定せよというような何か時代

査をやってるけども，婦人雑誌の段階から分類

的な要請というのが，研究所の創立のあたりか

語彙表ってのがあったわけですね。

らかなり強くあったわけなんでしょうか？

水谷：それを作る企てはありました。

水谷：創立の頃はありました，はっきり。

宮島：分類語彙表の一番のひな形は，婦人雑

石井：具体的には，学問的，たとえば何かもっ

誌の報告書に載っていてね。あれは，じゃあ，何

と実際的な要請……

のために分類語彙表をやったかっていうと，決

水谷＝順序がね，逆になつちゃってね，漢字表

して純学問的な目的じゃなくてね。やっぱり，意

が先に出た，国研が作ったわけじゃないです

味分野を決めると，この分野には，こういう概念，

よ，国語審議会がやったんだけど。理想的に言

ないしは，その概念を表すこういう単語が必要

えば，これはもちろんそういう考え方に対して別

だろうと。そういうことで選ぶというのが，一つの

の考え方もありうるんだけれども，基本語彙を一

基本語彙の選び方としてあるわけですよね。片

往策定して，その範囲のものを表わすのにどれ

っぽうじゃ，要するに機械的にというか，よく使

だけの漢字が必要かっていう方が筋が通る，と。

われる語彙が基本語彙であると。これは分野は

先に漢字だけ選んじゃってはね，話がおかしい

あんまり考えないわけ。だけどもそうじゃなくて，

んじゃないかっていう考え方があったわけです，

分野を考えて，実際に

かなり。そうじやなくってもね，この頃の規格化と

あまり使わないかもし

同じですよ。何でも，一定の，あれも随分矛盾し

れないけども，この分野

た考え方だと思うんだけど，権威あるところで

の概念を表すためには

ね，一定の標準示してね，皆がそれに従って，そ

これはどうしても必要な

うすると，コミュニケーションもうまくいって，民主

単語だと。そういうのを

主義も何とかかんとかっていうような非常に短

選ぼうっていうことがあ

絡的なね，楽天的な考えかたなんで。国研の仕

ったわけですね。だか

事の性格として設置法にはっきり書いてないけ

ら，婦人雑誌の語彙に

どもね，しばしば聞かされたのはね，国語審議

分類語彙表の原型が

会がね，調査能力持ってないから，国研が，国語

入ってるってのはね，そ

審議会が審議するに足るようなデータを作って

の両方が統一されてる

冒龍蜂一網冒繋塘

くれって……
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が研究所に入って，計算機を使って語彙調査，
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ということだと思いますね。

林：石井さんからね，問題提起で，語彙調査は

水谷＝林四郎さんのことばで言うと，実は，我々

基本語彙から始まったかというね，ご質問であ

が基本語彙のための云々と言ってた基本語彙

りました。これは，わからないけれどもね，基本

は基幹語彙になるわけね。

語彙っていうのは，みんながなんとなくお題目

林＝そういうことですね。

に言ったんだと。つまり，素人ことばだと思いま

水谷＝これね，名前がいろいろあってね，僕自

す，基本語彙っていうのはね。なんとなくそうい

身はね，基礎語彙を使いたかったんだけど，基

うものがあると。価値観的に，それがまず，教育

礎語彙ってのは，既にベーシックイングリッシ

的にもなににも大事だというふうなね，考えられ

ュがあってね，主のあることばは使えないわけ

て，言いやすいことばだけども，じゃあ基本語彙

ですよ。

は一体何ですかと言われたら誰も答えられな

田中：だから，外国人に聞いたらね，やっぱり

い。そういうようなものを，そのままみんなして，

普通我々が言ってる基本語彙はベーシックボキ

ただ基本語彙を決めうとか，言いやすかったか

ャブラリーであって，ファンダメンタルはあまり使

ら言ったんじゃないですかね。

わないんじゃないか……

田中：もう一つは昭和18年ですか，国際文化

水谷＝いや，使わない，普通使わない。だから

振興協会が出した日本語基本語彙表ってある

敢えてそうしたわけ。それからファンダメンタル

でしよ。

というのは学問の世界でどういう意味に使うか

林：はいはい。

っていうと，「ほかの概念を支えるようなもと」っ

田中＝非常にユニークな語彙表ですよね。あ

ていう意味でよく使われるんですね。「ファンダ

れがやっぱり，一つ，先行文献としてあったんじ

メンタルズ」とかね。まず普通には使わないん

ゃないですかね。

で，あれは造語ですよ，はっきり言って。そりゃい

林＝あったでしょうね。

くつもね，造語せざるをえなかったわけ。極端な

宮島1あれはしかし，主観的に選んでるんです

こと言うとね，語彙論てことばがなかったわけ

よね。だから，語彙調査の流れとしては，むしろ

でしょ。ずいぶんいろいろやったわけね，セオリ

阪本さんの幼年基本語彙だっけ？

ーー Iブーボキャブラリーとかね。今で言えば語

田中：ああ，それが一番ね。

彙論はね，レキシコロジーってのがあるけれど

宮島：あれは，数を数えて，基本語彙を出そう

も。その当時レキシコロジーなんてことばはな

とした。

くて，レキシコグラフィーしかないんだけど，あれ

水谷：それから，漢字だけど，大西雅雄さんの

は辞書編纂術でしょ，さもなければ語誌研究で

ね，基本漢字でしたっけ？

しょ。つまり，語彙論て考え方がね，どうも欧米

田中：私が初めて語彙表を手にしたのは，国語

にはなかったのね。

研の朝日1か月分っていう調査。婦人雑誌より

宮島＝造語の中で，この流れで出てきて定着

前でしょ。あれは報告書っていうのあんでしょ？

したのは「延べ語数」「異なり語数」ね。あれは，

宮島＝あれは，資料集。

見事に定着しましたね。ただ，この頃，そこから

田中：あれは正式な刊行物なんですか？

ね，「延べ語」「異なり語」というようなことばが出

宮島＝分類語彙表と同じシリーズなの。

てきてね。（笑）

田中：はあ，あれが，一番最初ですよね。あれ

水谷＝変な言い方があるんだよね。困るんだよ。

は，使用率は入ってなかった？

田中＝ま，「付加情報」とか「累積使用率」なん

中野＝度数でしょ？

かも，はじめは仲間内のコトバだったけどね。

宮島：生の度数。

宮島＝あの頃の新聞が小さかったから。

と。だから僕は，雑誌九十種のデータをね，自分

林：だから，語彙調査ってものを導いたのは

で一人占めできたらね，それをずうっと一生涯

ね，基本語彙論よりも，むしろ言語生活の実態

少しずつやってればね，研究に事欠かないん

調査っていうことだと思うんですよ。何にしろ，

じゃないか，と思いましたね。その場合に，数が

我々はどんなことばを使ってんのか，その実態

あるってことは，確かに重要だけども，同時に膨

を調べなきゃわかんないじゃないかと。実態と

大な量のカードの山であるということで，それか

いうものは，数じゃないかと。教科書とかなん

らいくと，動詞・形容詞の，なんていうのは，そっ

だか，よく字引きを見ればいいじゃないかって

ちの方の系列につながる。だから，語彙調査っ

いうけど，字引きは人が作ったので。そのおお

てのは，計量調査であると同時に，生の資料を

もとに太平洋みたいな，なんともっかない我々

採ってきた調査である。そういう両方の面でや

が使ってるね，ことばというものがある。だから，

っぱり国研のこの仕事っていうのはね，日本語

とにかく我々が使ってることばってのは，どうい

研究の上で画期的だったんじゃないかなあと

う形のもので，どういうことばをどのくらい使っ

思いますね。

てるんだっていう，その実態を数量的に調べよ

林：私，今，数って言ったのはね度数という意

うと。そのためには，多くなきやならない。という

味じゃない。宮島さんの膨大なカードの数とい

ことで，語彙調査というものが始まったんだと

う，そういう全体としての数。大量のものを網打

私は思いますね。

たなきゃ駄目だっていう，それも現実のものでな

宮島＝そっちの流れの方から言いますとね，こ

きゃ駄目だという。今までは価値観に従ってい

こでの語彙調査ってのは，計量的語彙調査と

い作品の単語を調べるとかね，いうふうに考え

いうふうに理解されてるけども，実態調査という

てた。それを，そうじやない，実際に使ってること

ことで言えばね，第一号は，『現代語の助詞・助

ばの数を多量に調べるんだという，そういう語

動詞』ですよね。それまで，現代語の調査って

彙調査だと思うんですね。

いうのはあんまりされてなくてね，佐久間さんな

宮島＝それは，片っぽうで話しことば研究室で

んかが，川柳あたりから引いてると。あれも，生

ね，録音器でいろんな生のことばを採って来て

の作品をやってるんだけども，本当の現代語の

ね，一文は何文節であるかなんてのを数えた，

ね，しかもありふれた新聞とかなんかでやった

あれもまさにそういう流れですよね。

ってのは，それはやっぱり画期的なことであっ

林＝そういうことですね。

てね。実例主義ってのは，平安はあたりまえだ

宮島：画期的なことでね。方言の方だって24時

けども，現代語で実例を採ったってのはそうだ

間調査なんていうのまでいって，あれはもう……

と思うんですね。

水谷：今だったら人権躁躍だって言われてで

僕なんかのいた位置からするとですね，片っ

冒ど輸一鳶一繋︾

れを切り刻んでいると何年か調べるタネがある

融紳醐酬θ姻〜圧

田中：生の度数ですね。1か月分のね。

きないねえ。（笑）

ぽうでは確かに計量なんですが，と同時に，あ

田中＝今だったらね，ちょっとね。

れだけの膨大なね，45万語っていうカードがあ

林＝それでね，そうなって国研というものが大

ると，これ数がなくてもいいんですよ。それだけ

量主義，大量って言ったって研究者の数が少

の生のデータがあってね，これはもう宝の山で

ないから実際はそんなたいした量じゃないけれ

すね。数を調べなくってもあれだけあればね，い

どもさ，今までの大学でやってるあれから見た

くらでもやることがある。だから，たとえば極地研

ら非常に大量主義になったわけですよね。そ

究所がね，南極行って氷を一つ持って来て，そ

の時に研究所がね，私は二つの宿命を負った
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と思ってるんです。というのはね，言語研究の工

えなきゃいけないんじゃないのかなあと。それ

場生産段階を一つ研究所は抱えたと。大学は

で，大量生産面はもう雑でもいいと，その代わり

実験室だけを持ってる。研究所は実際生産す

ちょっとしたものをとってきて，実験室の中で精

る工場を，工場ってのは多量に生産しなきゃい

密ないろんな調査研究をやるという，その二面

けない，その大量生産する工場を抱えた。とい

性をね，はっきりこれからも打ち立てていかない

うことと，それからやはり国立の機関で工場を

と「あんな研究所はいらねえじゃねえか」とかい

やるっていうことは，実験室的質の確かめって

うことに絶えず晒されると思うんですよね。

いうものをしてやはり世の中に出さなきゃいけ

田中＝古い話ばっかりになるけどね，いい？私

ない。そうすると国立の大量調査機関は工場生

が最後に関係したのは，高校の教科書の調査

産の現場と実験室の現場とね，この二つを完

ですが，何を調査するかという時，一つの面自

全に持たなきゃいけないと思うんですけどもね。

い話がありましてね。新聞が終わって次にどう

それが難しいんだと。世間は実験室を見守っ

いうものをやるかという時にですね，計量の中

ててくれない。工場の方のアウトプットだけを，ま

でも話し合ったし，徳川さんやなんかも加わっ

だか，まだかと言ってこうせつかちに言うと。大

て下さったんですが。今まで，高頻度語彙です

蔵省に対してはしょっちゅうその面でやってな

か，語彙表見ると上の方にですね，わかりきっ

きゃいけないと。大学の方からは言語学的にな

たことばばっかりあると。「それ」とか「これ」とか

ってないじゃないかというふうに言われるわけ

「もの」とかそんなのがね大事だとわかりきって

で。あの新聞語彙調査で，さっき田中さんがい

て。そうじやなくて，教養語彙ですね。日本人の

ろいろ論文の話を出してくださいましたが，私の

共通の基礎教養として，みんながこのぐらいの

功績がですね，「電子計算機による国語研究』

教養語彙は知らなくちゃっていうね，もうちょっと

というシリーズをとにかく作ったこと。ほとんどそ

レベルの高い基本語彙ってあるんじゃないか

れだけだと思いますよ。

っていう議論がありましてね。当時，「日本の100

田中＝そうですね，あれは本当，御苦労だった

冊」って出たんですよね，それをやろうかとか，

と思いますよね。

あるいは，岩波の，新書ですね，岩波新書は一

林＝ほかの研究室からやっかまれちゃうわけだ

往教養書だろうと，で，あれをやろうかとか出て

から。「何であそこだけ，自分の専属の論文集が

たんですね。だけど，そうやってやっていっても，

出せるんだ」（笑）というわけでね。だけどそれ

選び方も難しいし，実際に具体化するのに非常

はやっぱり，こっちは，

に難しいと。じゃあやっぱり高校の教科書じゃ

実験室研究なんで，い

ないかと。高校の教科書っていうのが一往教養

ろんなやっては失敗し，

層の基本的な語彙で，大学教育がそこから始

駄目だったから，結果

まるということになるんじゃないかと。その時は，

は出なかったけど，こう

教養語彙ということで考えたんですね。芦沢先

いうことはやってみたん

生なんかは，教科書の語彙なんていったら教科

だ，というようなことも報

書会社にやらせればいいって言われはしない

告していくものが必要

かとおっしゃってね。私，所長の所へ行って，教

だということでね，やっ

科書の語彙調査をするんじゃないんですと。日

てて。本当を言えばね，

本人の教養層の教養を語る基本語彙を押さえ

国語研究所はあの面

てみたいということがみんなのあれで，教科書

がもっともっと，うんと栄

はデータであって，目的は教育基本語彙じゃな

繊訥
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はオーストラリアへ行っちゃって，あとは帰って来

水谷：少なくとも国語科の教科書はね。

たらもう，理科・社会か？

林：ええ，そう，そう，そう，国語科。

中野：そうです。あの時は，国語の教科書は，

中野：新聞にするというのはそんなに問題が

範囲に入っていたんですか？

なかったんですか？

最初は。

林：国語は入れなかった。

林：これはね，やっぱり世の中を一番良く反映

中野：入れなかったんですよね。あと，外から

してるからということで，説得力は非常にあるん

聞かれるのは「国語の教科書がなぜ入ってい

じゃないですか。

ないんですか」ということを一般の人はよく言

中野：そういう対象の決め方ですね，それは

われますね。

どういう決め方だったんでしょうか？

田中＝たとえば「関係代名詞」とかね，それか

から，あるいは，審議会とか，そちらの方の考え

ら「未知数」とかね，こういうのも一種の教養語

で……

彙ですよ。だから，僕はどうして英語や数学を外

林：今度は新聞語彙調査をしょうと決めたの

したんだろうという感じはしたんですけど。

は決して我々じゃありませんよ。研究室の側で

水谷：まあ，英語は外したってあれだけど，数学

はない，と思います。やはり部長，所長段階で，

は入ってきてもよかったな。数学方言もずいぶ

じゃないかなあ。これ知らない，私参画してな

んあるしね。

いから。

田中：英語そのものはいらないですよ。だって

中野：教科書はそれほどじゃなかったんですね。

さ，英語の教科書見るとばかげてるけど，終わ

林：あの段階では，教科書は浮かんでなかっ

りの数ページっていうのはね，術語表ですよね。

たと思います。

術語の説明もあるわけですよ。「冠詞」とか「分

中野＝いや，教科書を決めた時の決め方とい

詞」とかね。そういう説明が……

うのは……

水谷＝ああ，そういうところね。英文法の本とか

林＝ああ，そうか，そうか。

ね。そりゃ英語で書いてあるわけじゃないからね。

中野：今，田中さんがおっしゃったような，我々

田中：だから数学だって，あるでしょ，みんなが

の方からでしたね。

知ってる「公式・同類項」とかそういうことばが

田中＝あれは，わりと現場の方からですね。

あるわけですよね。そういうのはね，出てこない

宮島＝さっきのね，工場云々ということですけ

わけだよね。理科と社会に絞っちゃったってい

どもね。世間で期待されてるのはやっぱり工場

うから，どうしてなのかなと思ったんですよね。

でしょうね。だから，研究所というよりもね，調査

林：つまり国語っていうものはね，一つの方面

所，言語取り調べどころかなんか，そういうので

を代表しないから。

あって。つまり，チョムスキーってのは一人で研

中野：そうですね。

究室にいればよろしい。そういうのは大学に大

林：それで，私は入れようとは思わなかった。

勢いるんだけども，こういうのとか，全国方言調

我々の生活っていうのはやっぱり何方面，経済

査ってのは，これは，チョムスキーにはできない

方面とか，情報の方面とか，なになに方面の合

のであってね。だから，そういうのをどっかでや

体じゃないですか。だけど，国語っていうのはそ

ってくれ。それを国語研究所に期待すると，そう

の方面の一つじゃなくて，全部を入れた何か精

いう話になるんだと思うんですよね。ところが，

神とかいうね，ある言い難き全円的なものだか

我々，中にいる者としてはね，その期待はわか

ら。とりあえず語彙調査をやるのには役に立た

るけども，それだけをやれと言われるとこれは

ロ己輸悪■黙︾

ないのだというふうに，まあ思う。
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いという説明をした覚えがあるんですね。で，私

研究室
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つまんないですね，これは非常につまらない。

で「この」とか「その」とかを数えることは，まっ

だから，せめて両方やるというようなことができ

たくばかばかしい。

ないか。これは，あとでテープ起こした時に消し

水谷＝わかりきってるものをどうしてやるんだっ

てもらえばいいんだけども（笑），なんで見坊さ

て，僕は始終言われたもん。ちっともわかりきっ

んが入って来たかというと，雑誌九十種がなか

ていないって言ったんだ僕。

なかできないのに業を煮やして送り込まれたの

宮島＝それよりも度数1の方をやりたいわけで

ではあるまいか。（笑）

すよね。だけどもこれは，言わばそういうポスト

水谷＝いや，そういうわけじゃないよ。だって，雑

だから，使命に燃えて雑誌九十種をやった。そ

誌九十種にはほとんどタッチしてないもの。

のあとでどうしょうかという話になったんですよ

宮島＝見坊さん？

ね。その時はもう水谷さんはいないのかなあ？

水谷＝終わりの方でタッチしたんだよ。

それで，このあと何をやろうかという話になって

宮島：いやいや，だから，その終わりの方で。

ね，見坊さんは，九十種40万語ですよね，もう一

水谷：あれはさ，人事の問題だったから。

度100万語くらいのをやりませんかと言い出し

宮島：そうかな。

たんです。

水谷：所長が交代して，岩淵さんが所長になっ

中野：雑誌でですか？

て，第一部長に林さんが出ちゃったってなこと。

宮島＝雑誌だったかなんか雑誌かもしれない

宮島：見坊さんはね，近代語の語彙調査をや

な。100万語くらい。何にするかは別として，とに

ったと。あれもなかなか出来なかったのをね，み

かく4，50万では足りない。100万語くらいのをも

んなを叱咤激励して仕上げたんだと。林さんは

う一度やろうと。それは100万語のをやればね，

ね，そういう意味ではね，あんまり頼りになんな

もっと度数1で，新しい異なり語数が増えてね，

いっていうか，上から見てね，頼りになんなかっ

今まで気が付かなかった，字引きの見出し語に

たんじゃないかと思うんですよ。

なるべき候補というのも出てくる。ということが

林：林大さんでしょ。

あったのかどうか知りませんけどもね，やっぱり

宮島＝あっ，そうか。二人いますね。（笑）大さん。

40万語では足りない，100万語のをやりません

よく外から電話がかかってくるんですよ。それ

か，くらいだったんですよ。それで，僕はもうそれ

で，長一く電話で話をする。ところが席にいな

はかなわない（笑）と言って，結局つぶしちゃっ

くってね，で，どこ行ったんだあてんで，今だっ

たんです。つまり，それはね，100万語ポンと与

たら携帯があるからあれだけれども，研究所中

えられればいいんだけどもね，100万語を作る

探さなきゃなんない。林探知機があればいいの

労力を考えるとね，九十種であれだけやった，

に，なんてこともあったんですよね。それで，な

そのあとほとんど改良されてないわけですから，

かなか進まない。見坊さんは，そこは厳しいで

100万語，あの倍かけるのか，いったい何年かか

すからね。みんなを叱咤激励して，やった。見坊

るんだろう，こう数えるとね，もうそれはやる気が

さんの本当にやりたかったのは語彙調査じゃ

しなかったですね。それよりも僕はやっぱり言

ないと思うんです。やっぱりそれは，字引きを作

語プロパーをやりたい。せっかく40万語あるん

りたかったんでね。だから，何だっけ，なんとか

だからね，これを使ってなんかやりたい。その前

システム，ベテランシステム？

の総合雑誌が20万語ある。だから合せれば60

水谷：いや，違う，スカウト方式。

万語だ。これだけの用例があるんだったらね，

宮島：あ，スカウト方式。ああいうのをやりたか

いろんなことが調べられるはずだから，それを

った，だろうと思うんですよね。こんな語彙調査

使う方に行きたい，ということで，それはつぶし

そうじやない？

コンピュータの方へ。

いって言ったけど，僕に言わせるとね，林さんの

水谷＝宮島君，今，盛んに40万，40万って言う

言う工場的な仕事をするんだってね，そんなに

けどね，あれ，実はね，デザインの段階でね，僕

簡単にできないわけですよ。ひとつね，精度を

の記憶が間違ってなければ，53万か4万なんで

ね，ちょっとでも上げようと思うとね，理論的な

すよ。実際にカードをそれだけ採ってあって捨

こときちんとやんなきゃいけない。

ててないはずなんです。それで，あれはね，段

宮島＝そう，そう，そう。それはその通りだと思い

階を三つに区切ってね，一等初めんとこでやっ

ますけども，それはいわば統計学的な理論であ

て一回そこで精度計算してるわけ。で，推定精

ってね，僕はやっぱりことば屋だから，ことばプ

度がいいことばはね，あとは，カードは全部省い

ロパーの方へ行きたかった。

たわけ。で，第二段階も同じようにやって，第三

水谷＝だから，君を非難してるんじゃなくてね。

段階。だから，たとえば今の100万ていうのもね，

ただ100万にしたからつて，そんなに良くなるっ

そういうふうにやってって，わかりきってることば

てもんじゃないわけ。

っていうのはね，実はね，つまり雑誌九十種の

宮島：いや，だから，見坊さんのは，やっぱりね，

時の42万というのが統計の計算の対象になっ

100万にすれば度数1のところでね，新しいのが

てるわけね。

出てくる。それを狙ってたんだろうと。

宮島：いや，それはね，やっぱり40万だと思い

水谷：それはね（笑），猿がラッキョウ剥くのと

ますよ。というのはね，見坊さんがね，「捨てた

同じで，100万やりゃ200万欲しくなるわけ。

というのは駄目である，やっぱり数えなきゃい

宮島＝もちろんそうです。だから，それは多いほ

けない」と言ってね，全部結局数えたんです，

どいいに決まってるんだけどもね，せめて100万

最後は。

まで欲しいと。

水谷：そうだったかなあ。しかし中間精度がよ

水谷：実はね，もっとね，本格的な語彙調査や

くて打ち切ったのも，総数だけは全体の延べ語

るためにどのくらい金がかかるかって，僕は試

数に算入してある。だから総延べ語数を数え直

算させられたわけ，岩淵さんから。直にね，飛び

す必要はなかった。

越して命令が来て。それで，大蔵省と折衝して

宮島：こう，とってあったわけですよ，数えなく

る時にね，表には出さないけれどもね，何か言

ていいと，これはね。精度がそこまで達している

われた時に脅かすために用意するからつて。

からというのもね，全部数えたんです。

それはね，1千万。延べ1千万語やるわけ。そう

水谷：いや，それは数えてないと思う。一人で

するとね，多分ね，非常に粗っぽい言い方で，

そんな数えられないよ。

異なり語数で十数万にはなるはずだと。でね，

宮島＝一人じゃない。もちろんアルバイター

一方ではね，その頃大蔵省の方から，かなり金

ですよ。

使ってやってんのにね，あんまり沢山いろんな

水谷＝じゃ，僕が辞めてからだ。

ことばの，普通の小型辞典だけね，バラエティ

宮島：そう，そうだと思う。

ー得られてないじゃないかと。それに対して対

水谷：それは全く無駄な仕事だもの。標本度

抗するために，それだったらそれやりまずけれ

数1の所まで皆数えてある。報告書の度数表に

ども，お金付けてくれますかってことなの。で，

は6以下を載せなかっただけです。だからさ，学

現在の規模でやってると，雑誌1年間分を対象

問するためにはね，何がそこで問題になるかを

にしても20年かかりますよって。報告書が出来

見通す目がなきゃ駄目なんだよ。だからさ，宮島

た頃には，現状に合わなくなると，そういうふう

詑輸斎冒讐︾

君は，言語プロパーのなんとかなきゃ面自くな
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にね，押し返しなさいって言ってね，試算表作

教の社会だったら，バイブルは必ず入るね。だ

ったことがあるの。

けど，本当にバイブル，全数調査やってね，入

中野：その場合の試算表と対象はやはり雑誌

れる必要があるのかどうかって。向こうのもの

だったんですか？

でもですよ。そういう議論ていうのはまず普通

水谷：雑誌です。一番調べよかったんでね。新

なされていないわけでね。

聞より調べいいんです，雑誌の方が。

中野＝あまりなされてないですね。今その例で

中野：コンピュータを導入して，いろんないいこ

いうと，韓国で21世紀世宗プロジェクトというの

とがあったと思います。例の統計的云々という

があります。これは，10年計画で，忌数億円とか

のが，良くなったのか，駄目になったのか，多分

で，かなり大きなプロジェクトです。それはやっ

僕は駄目になったんだと思うんですけど。コー

ぱり，コーパスを作ろうというのが目的で，デー

パス言語学が盛んで，コーパスを集めるという

タ集めてます。やはり，新聞とか雑誌とか，いろ

ようなことで，計算機で大量のデータを集める

んな種類をこれぐらい集めましょうということが

と。大量のデータを集めるから，もうそれでいい

書いてあるんですけど。それの根拠がですね，

というふうにみんな思ってしまってんじゃない

どうなのかというようなこと，ここが，討論されて

かっていうふうに思います。

いるのかどうか，そこが問題だというふうに思い

水谷＝現在はね。

ますね。それは，この現時点では仕方のないこ

中野：現在ですね。たとえば新聞の大きな3千

とかもしれないんですが，もっと考えたらいいん

万のデータがあるとか，あるいは外国でもです

じゃないかと思いますね。

ね，かなり集めやすいデータを集めていて，そ

石井：調査対象の話は，確かに，これもものす

れで多いから大丈夫みたいな感じになってい

ごく大事な話なんですけれども，時間の方がで

て。それじゃ具合が悪いんじゃないか，そこをも

すね（笑），迫って来ましたので，やはり，調査単

う一回見直す時期がそろそろ来ないと，これで

位の話にそろそろ行かないとと思うんですけれ

いいというような話になると非常に恐ろしい。

ども。婦人雑誌がα単位と呼ばれるものだった

水谷：僕は悪口言ってんでね，コーパスってい

んでしょうか，比較的長い単位。そのあと総合

うのはさ，ああいう意味で使うようになったのは

雑誌からβという，そのあたりのα，βそれぞれ

ごく新しいんで，コーパスって死体のこという

の，単位として作り上げる段階でどのような議

わけだよね。だから，コーパス言語学は，早く死

論があったのか，あるいは，そもそも一体どなた

なしちゃおうやって。

が，一番中心になって作り上げたのか。αとか，

（笑）

βとか……

もっとまともに

ね，それこそね，良質の

水谷：αとβはね，そういうノーションを出した

資料ってのは何かって

のは，やっぱり林大さん。それでね，αっていう

議論をやる。資料は何

のはね，文節に切ってね，そこから助詞・助動詞

かっていう抽象的なん

落としたものなんですよ，極端に言うとね。じゃ，

じゃなくて，良質な資

どうして文節でやったか，僕は初めから反対だ

料を構成するってのは

ったんですがね。そんなこと言うんだったらね，

どういうことかっていう

それぞれの研究員がね，おんなじテキストでね，

のをもっとまともに議論

自分が単語と思うものに切ってみうってんでや

していいと思うんだけ

ったらね，合わない。そして，文節でやると割合

どね。まずね，キリスト

に合う。それでね，じゃ，文節と。で，僕が強く反

対したせいかどうか知らんけど，それでなんか

水谷＝ちょっと無理でしょうね。

ロllll＝1ゆ

αって名前になつちゃったの。僕は「文節」の頭

宮島1だからそこは，そこまで突き詰めてやっ

音取ってβ単位がいいって言ったの。語ってい

てるのはないんじゃないかと思う。それからもう

うのはもうちょっと短くっていいってね，「語」だ

一つはね，中国の語彙調査ですけどもね，あれ

からγ単位って言ったら，岩淵さんがαがなく

はもう圧倒的に漢字調査が多いわけ。文字調

渦瞬
囲斎
酬酷
θ》

てβ，γはおかしいって言ったの。っていうよう

査はいろいろあるけども語彙調査は非常に少

なわけで，命名には偶然的なものがいろいろあ

ないんですよ。しかも中国語の場合には，文字

るわけですよ。

調査をやればまあまあ間に合うんでね，あんま

ロ団匹

彰田

それでね，αでやってね，結局，橋本文法流

り語彙調査の必要ないじゃないか，というのが

に言う文節がいやだったのはね，どういう例出

あって。だけども，大規模なのがありますけども

してもいいんだけども，林四郎さんが言う臨時

ね，語言学院でやったのが。それに一往書いて

一語ね，あれで文法的に連体修飾が入ってな

あるんです，規定は。だけどもね，f業はまあ中国

んとかっていう，ずっと長いやつがあるでしょ。

語があんまりできないせいもあるけども，そこを

あれね，一口で言えないような長いやつをね，

よくよく読んで突き詰めて読んでいくとね，どう

文節の定義だったら一単位にしなきやなんな

やら，一単語と思われるものを一単語にした，と

い。そこで妥協しちゃって，適当に切ってるわけ

書いてあるような感じがするんですよ。（笑）

ですよ。それぐらいだったらね，もっと短いもの

水谷：いや，そりゃ程度の差でね，どこだって

にして徹底的に操作主義にしちゃって，切り方

そうなつちゃうんだよね。西洋の場合だったら

の定義をできるだけ明らかにして，っていうんで，

ばね，あまりにも分かち書きを信用しすぎるか

その次のβになるわけですね。だから，それま

らね，非常におかしなことになつちゃって。で，

でのね，西洋語を中心にワードカウントってのが

彼ら気にならないのっていうのは，かなりおお

行われて，分かち書きを全然疑わない，気楽に

ざっぱな……

始めているような風習があって，それを受け継

宮島：いや，あのね，そうじやないと思いますよ。

いでたんで，調査単位が何かっていうことが報

僕はそれほど楽天的じゃないと思う，言語学者

告書に書いてないんですね，自明だと思って

は。ただね，それを疑い出すと，とんでもないこ

ね。あれドイツ語がやっぱり困るんじゃないか

とになる，だからやらないのであってね，分かち

と，あんなに長いの。

書きが即単語だとはね，少なくとも言語学者は

宮島：いや，困りませんね。

思ってないと思う。

水谷＝困らない？

水谷：思ってなくともさ，ワードカウントでそれを

やっぱり長くてもやつち

やうの。

反映させてないからね。

宮島：やりますよ。

宮島＝だから，それをやろうと思ったらね，もう

水谷＝二十何字くっつけるなんて……

これは収拾がつかなくなる。そこまでして……

宮島＝もちろん，いつくら長くてもあれだし。た

水谷：収拾つかなくてもやるべきだ。僕は必要

だね，コンピュータでやると困るのはね，いわゆ

だと思うね。

る分離動詞というやつが，二つに分かれるんで

宮島：それをね，やるともう収拾がつかなくな

すよ。あれをどうするかということでね。普通の

るから，もういいや，まあ，どうせ……，というので，

ドイツ人の考えだと離れていてもこれは一語に

9

それほどの違いはないわけですよ。

すべきなんですがね，コンピュータにはそれは

水谷：そうかな。

ちょっと無理だと思う。

宮島：それほどの違いないですよ。日本語の

89

菶A斎贋黙︾

酬醐紳囲剛GU︑覗ノCノ

曙卿

αとβなんてね，あんな大きな違いはない。そ

るかって，やってもみないで。（笑）

れは，……

ないんだよ，そういう点は。いや，やらなきやわか

水谷＝だってさ，

le

t，aime

なんていうのを

んないというような例で言うとね，婦人雑誌の

ね……

語彙表を出した時にね，人名の中でさ，地名だ

宮島：だから，その程度のことでね……

とね，国名やなんかが上に来て，それから「東

水谷：だから，あんなの表でね，ピックアップし

京」なんて上に来んのはわかるんだけども，人

てね，制御できるじゃないかと思う。

名でね，架空の小説の主人公の名前が出て来

宮島：

る，上の方に。だからいいかげんだってふうに言

book

case

ってのは一語だとか，二

語だとか……

われたんだけどね，これはことがらを知らない

水谷＝それからね，難しくなるだろうと思うのは

わけですよ。連載小説の主人公っていうのは非

ね，英語の場合がそうなんだけどね，ベーシッ

常に多く出るわけですよね。それからね，こんな

ク・イングリッシュの時に，ことばをおさえるため

にね，数ばっかり使っていないはずなのにね，

に，非常にやさしい動詞と前置詞の組合せでい

いわゆる数詞がね，非常に多い。新聞なんか調

ろんな意味の差，出してますよね。あれ実はね，

べたらほとんど数詞……。そういうことさえね，調

くっついたものを一語ぐらいに考えないと，実

べて出て，これがこうだってこと言ってもね，す

際まずいんだよね。

ぐはみんな受け付けないわけですよ。それが

宮島＝だから，それがつまりドイツ語なんです

言語の実態だってこと知らないわけ。

come

それからもっとね，ばかばかしい話はね，誰

二語にするわけでね，ベーシック・イングリ

か，これちょっとヒントを与えれば分かると思う

よ。たとえば，

into

enter

ってのをやめてね，

と

んだけどもね，5や10の倍数でなくて，3の倍数

かなんとかいうわけだから，そこでこう離れるわ

がどうして多いんだろうって，婦人雑誌の中で。

けですね。離れていて，それを一語とドイツ人

まだ和裁の伝統があってね，尺貫法使っちゃい

は考える。イギリス人とかアメリカ人は

けないって言うからね，3ミリだの6センチだの，

ッシュは。ドイツ語はまさに，

komm

herein

get

up

とかってのは二語だと考える。

多くなんのはあたりまえなの。そういうのはね，ち

それはまあ，分かち書きのせいでしょう。だから，

ゃんとしかるべき理由があって，その時代だけ

動詞十副詞でもね，非常に一語的なやっと，か

のことかもしらんけれども，言語の実態だったわ

なり二語的なやっとおそらく実際はあるわけで，

けでしょ。そういうことに対しての解析をきちん

それは言語学者はみんな，みんなかどうか，気

とする努力をしないでね，わかりきってるとかな

が付いてますよ。それは，英語の語構成論の本

んかとか言って，そんなの差がないって言うの

なんかを見るとね，やっぱり分かち書きと単語

はおかしいと思うんだな。ちゃんと分析してみ

は一致しないんだということは書いてあります

ればいろいろわかるわけですよ。

とかね，

put

in

からね。
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だから，語彙調査なんてのはね，今の文法や

水谷＝だからさ，彼は気が付かないって言って

る奴がみんなこういうことはやりたがらないんだ

んじゃなくて，それをね，なぜね，ワードカウント

けど，トップダウン信者にはね，とてもできないこ

に反映させようって努力を怠ってるのかって気

とね，ボトムアップじゃなきゃ。ボトムアップだけ

がする。

れどもね，トップダウン的な目を持ってなかった

宮島：つまり，それだけの労力に値しないと考

らできるもんじゃないんですね。全体の枠は持

えるわけ。

っていて，その目で実例がどうなのかってことを

水谷＝だからさ，何が根拠で値しないと考えて

調べてかなくちゃいけない。まだまだいろいろ単

石井：単位の問題については，宮島さんが『雑

水谷：でね，ともかく柴田さんがさつそうとして

誌用語の変遷』の報告書の中で……

さ，林知己夫さんやなんかとやってるわけ。それ

宮島＝ありますけど，それは今やってるときりが

で，あの頃は大部屋だったからね，向うで議論

ないから，ちょっとほかの方へ……

してんのこっちに筒抜けになつちゃうわけ。第一

石井：ほか行きますか，はい。

研究室と第二研究室が，ブロックがこうあつて，

宮島＝移りたいんですけども。僕，ちょっと水谷

並んでるから。で，話聞いてて，聞いてっていう

さんに聞きたいことがあるんだけども，語彙調査

より耳に入ってきちゃうわけ。それで，いろいろ

ってのはね，やっぱり日本で計量言語学を発達

やってみて，林知己夫さんなんかと話してて，や

させる非常に大きなファクターになったと思うん

っぱりね，そりゃ感動受けましたね。なんに感動

ですよね。計量国語学会なんていうのができ

受けたかっていうとね，誤差で濁ってるもの，ま

たのも，まあ，これがかなり大きな要因になって

あ濁ってるっていうのはもちろんレトリックで言

るだろうと思うしね。ということは，つまり水谷さ

ってんだけども，誤差で濁っている資料，資料っ

んが国語研究所へ入ってこういう統計的な調

てのは誤差で濁ってないことないって言うわけ

査を始めたってのがね，かなり大きいだろうと思

ね。それをどの部分が誤差で，どれが本質的な

うんですけども。水谷さんは卒業論文ってのは，

のかってことをね，裁いてみせるのが統計だと。

全然関係ない「古事記」かなんかやったんです

あっ，統計って，新しい統計ね。確率論に立つ

よね。いったいどこでどうして統計的なものに興

統計だっていうのを聞いた時はやっぱりね，誤

味を持ったというか，ここへ入ってね，お前統

差があってもそのつきまとってる誤差を超えて

計の調査をやれと言われたから，そこで初めて

ね，確実なものをつかむということにすごく魅力

勉強し出したのか，それ以前から統計的なもの

感じたわけ。

についての知識関心というのはあって，研究所

宮島：それが新鮮だった……

へ入ってみたらどうもだらしがないから，おれが

水谷：新鮮でした。

きちんとした統計でやってやるという気になっ

宮島＝で，それはね，伝統的な国語学はそうじ

たのか，そこらを聞きたい。

やないんですよね。誤差ゼロを目指すと。

水谷：それはね，卒業論文なんてのは全く忘

水谷：そう，そう。

れていたよ。そんなもの書いて，あったことをね。

宮島：たとえばね，山田忠雄さんの「竹取物語」

だけど，卒業論文の中でね，統計的な手法を，

の索引てのがありましてね，それの改訂版の時

今から見たら笑いものにしかならないんだけど，

に正誤表を付けた。それがパンフレットー冊に

いくつかやっぱりね，例数勘定してね，検定論

なるわけです。で，これはまったくお恥かしい次

の真似事やってますよ。だから，そういう意味で

第で，誤植の多い本の見本みたいなものを作

はね，大学ん時からね，……

ってしまったと。そこまでは誰でも書くと思うん

宮島：そのケはあった？

です。その次がすごいんですよね。「今後

水谷：うん，ある種の検定論の本は読んで

たたび

かかる

こと

たわけ。

ことを

大方の

まへに

宮島：なるほど。

とある。注意することを誓っているんだけれど，

水谷：それで，国研に来てね，やっぱりね，リテ

以後誤植を絶滅すると誓っているようにもとれ

ラシー調査を経て入ってきたのが何人かいる

る。これはね，やっぱり国語学者だから書くんで

わけでしょ。

すね。（笑）

なきやうに
ちかふ
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宮島＝そうですね。
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位認定だって問題あるわけですよ。

ふ

注意する
次第です」
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洋氏

水谷＝だいたいさ，人間がやってることで間違

宮島：なるほど，ああ，理系の人ってのはああい

いをゼロにするなんてことできないわけだから。

う考え方をするのか，と思いましたね。

宮島＝それを誓うんですよ。

水谷＝いや，理系って言うとね，理学部怒るよ，

水谷＝だから，僕はそれを篤農家精神と言って

それは工だって。

るわけだよ。篤農家精神，馬鹿にするつもりは

宮島＝あ，工，工，工系だ。（笑）

ないんで，そんなもの無い人間から見たら遥か

水谷＝理学部は文学士的なんだよな。

にいいんだけれども，それだけでは，質のいい

宮島＝まあ，それはそうだろう。

データっていうのは作れるっていう保証はない

水谷＝だって理論がさ，正しいってがんばんな

って気がしたね。

いで，美しいってがんばるもん。

宮島＝で，まあ，統計的な考えにつれてね，や

宮島：で，それは，ずっと流れてて，僕なんか

っぱり100パーセントではなくてね，誤差は常に

からの見方からすると，計量部ってのはあまりに

つきまとうんだという考えね，これが国語研究の

も工系的ではあるまいか，と言いたくなることも

中に入ったというのもやっぱりこの語彙調査あ

あるんだけどもね。（笑）

たりのおかげじゃないでしょうかね。

のが国語学の中に入ってきたっていうのは，一

水谷＝多分そうでしょうね。

つの進歩だと思いますね。

宮島：僕はそれにだいぶ影響されているけど

水谷：計量国語学会，学会としての計量国語

も，いっか，なんだっけな，電子辞書……，電総

学ね，あれの流れはね，もう一つあるんですよ。

研じゃなくて，電子化……

文体論なの。むしろ文体論の方がね，一般の人

中野：電子化辞書研究所。

には分かりよかったんじゃないか。語彙調査な

宮島：ああ，あそこの人の話を聞いた時は，こ

んてのはわからなかったですよ。だからね，……

れは感動したな。つまり，膨大なデータがある。

宮島＝樺島さんなんか……

で，それはリールに入ってる。これはね，企業な

水谷：キャッチフレーズとしては，人相見の文

ら百万でも二百万でも出すだろう。だけども

体論やめてもうちょっと科学的な文体論にしま

我々は十万だか，十五万だか，個人で買えるく

しょっていうことだったんだよ。つまり，文体論の

らいの値段にしたい，と思う。というのはなぜか

さ，あの頃流行ってたのがね，すぐね，作家の性

というと，それに百万円の値段を付けたらね，そ

質がこうだからなんとかって言って，その前に，

れだけの精度を要求される。それは我々にはと

その作家の性質を問う前にね，文章そのものの

まあ，とにかくそういう

てもできない。つまり百

特色っていうのがね，文体の特色っていうのの

万円のものは作れな

いくつか，具体的特色というのを押さえられたと

い。十万円のものなら

思うんだよ。それさえやんないで，すぐね，谷崎

もう現にあります。だか

と志賀の性格の論で，谷崎の文章と志賀の文

ら，これは十万円のも

章に対応するっていうようなのに対して飽き足

のです。そのことを承知

りない人間が何人かいて，それと合体しちゃっ

で使って下さい，という

たんだね。

んですよ。これはまさに

田中：それと文章心理学の，色彩，どんな色彩

ね，誓って誤植はゼロ

が出るかとかね，ああいう文章心理学的なもの

にしますというのの反

もあるわけですよ。あれはあれで，統計的な処

対だと思う。

理をする人が多いから。

水谷：反対だね。

石井：宮島さん，単位のことはもういいというよ

水谷＝やりだすと大変なんだよ。

もうちょっとたとえば，αとβの間ぐらいのとこ

宮島：ええ，やりだすと大変ですよ。

ろかな，直感的な言い了するとね，というような

田中＝じゃ一つだけ，新聞語彙調査の時のね，

ので構わないし，場合によっては，もっと長くて

やはり長いのと短いのを押さえたいと，そうすれ

もいいと思う。

ば長い単位が短い単位によってどう構成され

田中＝L単位ってそんなに長くないでしょ。

てるか調べられる。そこで長単位，短単位とや

中野：そうですね，それほど長くない。あれは，

ったけども。一往長単位はね，α単位，それより

長単位と短単位にする時にもっと短くしたいと

長い単位というのはね，たとえば臨時一語って

いうのがあって，それでS単位が生まれて，……

のがたくさん出てくる。サ変動詞だけは，外来語

田中＝S単位はもっと短いね，だから，W単位っ

に「する」が付いてるようなやつね。そういうの

ていうのが不安定になってきてるわけだ。

も入れるか，あれ確か入れたよね。

中野＝1要素1単位というのがS単位。ただ，漢

中野＝そうですね，入れましたね。

字を1要素とするわけにいかないので，それは

田中＝そうやって，長い単位と短い単位の二つ

…… ﾆいう，そういうことです。W単位というの

を置いた。それがおそらく教科書の方で，L単

は，長くすると。まあ，語彙調査，工場としてので

位，W単位，M単位なんていうことになったと思

すね，単位切りというようなことだと，誰でもがで

うんだけど。

きて，アルバイタに教えて安定しているものがい

中野＝ええ，そうですね。

いというようなことになって，目的とどういうふう

田中＝僕は，L単位とW単位ね，あれはなんか

に兼ね合いを持つかというようなところがポイ

やった人はわかるんだろうけど，よくわかんない

ントになると思いますけどね。

な。あれはどうですか，批判される？

林＝単位をね，決めないでカウントするってい

中野＝それほどでもない。批判はあんまり受け

うね，段階がね，一ついるんじゃないのかなあ。

ないですけど。どうですか？

それは実験室的でなければできないけどね。た

水谷＝僕は，国研出てからの話なんだけどさ，

とえばね，私は，今日，重いのわざわざこうやっ

二丁で語彙調査を一つずつね，やってくと出る

て持って来たんだけどね，とにかく面白いと思

たんびに単位が違ってて大変不便だって，あれ

うのはね，これは田中さんの努力で出来たもの

なんとかなんないかって言われたことあるわけ

だけど，新聞語彙調査のね，『電子計算機によ

ね。だけどね僕はこの頃，ていってもだいぶ前

る新聞の語彙調査IV』というやつね。これは長

からなんだけどね，何をいったいね，その調査

単位19万語というやつ，全部出したわけですよ

を通してね，明らかにしたいかってね，単位に直

ね。これは奇妙きてれつな語彙表で，非常に滑

すと変わっちゃうと思うの。だから，それね，揃え

稽といえば滑稽，だけれどもね，実に面白いも

る必要ないっていうのが僕の意見なの。さっき

のであって，見れば見るほど面白い。

の高校の教科書のような場合ね，これはね，言

それで，私はもしね，時間が本当にあれだっ

語構造としての単位よりね，概念との対応の付

たら，こんなことをしてみたいなと思うのはね，た

け方がね，便利の方がいいだろうと思う。

とえばですね，何だっていいんだけれどもね，今

田中＝多分，そうでしょうね。

ここにね，「国」という字で始まるのがずうっとこ

水谷＝それでやっといた上でね，さらにもっと

う書いてある（資料2）。その中で，「国一家」とい

短くして考えたい人は考えなさいって。あ，考え

う二つの並びになってどのくらいなんとかかん

なさいって，調査者が同時にやってかまわない

とかって。その一番終わりには「国家老」という

琶蜂斎熱︾

んですけどね。だけど，表作る時かなんかはね，
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うなお話でしたけど……
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（笑）のが出てくるから面白いんですけれどもで

て，カウントすれば，この形で，独立が何回，潜り

すね。でも，とにかくそんなこと一切構わずに

込みが何回，それが全部わかるっていうね，そ

「国一家」と並んでればですね，だ一つとここに

ういう実現表ね，それが必要だなあと。もちろん，

打ち出されてるわけですよ。度数を付けながら

これは「国家」が先頭にある語だけがここにあ

いって「国一家」で，以下何何とある。それで，大

るわけで，「軍事国家」とか「文化国家」とかいう

体85ぐらいあるんです。それで，「国家」が独立

やつももちろんある。それはそれでまたカウント

しているのが37回でね。あと，「国家計画」だの，

されて「国家」へ，ここへ入ってくるわけだけど

「国家計画委員会」だのという具合にずうっと

も。そういう，どの段階ででもですね，表われて

いろんなのが続くわけですよね。

くる「国家」がどういうストリングの中で何回実

この中で，たとえば，β単位って言えば「国

現したか。それから独立では何回実現したか。

家」ですよね。で，α単位って言えば，今ので言

それが付き合う相手を常に全部連れて来てで

えば「国家計画委員会」だと思うんですね。た

すね，全部数が出てくるという。そういうカウント

だ，段階としてはね，「国家計画委員会」の中に

をする必要があると思う。

は「国家計画」ということばは入ってるわけです
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そうしないとね，一つ一つの今度は漢字の価

よね。そうすると「国家計画」ということばは1回，

値というものを決める事がそれによって出来る

「国家計画委員会」は1回ということになってる。

事になると思うんですよね。「国」なら「国」とい

じゃ「国家計画」っていうことばは2回使われた

うことばが，まず，自動仮名付けじゃないけど，

わけだと。それを全段階で，数える。つまり「国

「くに」で表れるか，「こく」で表れるか，その可能

家」というβだけを，βの調査すれば切り離さ

性は二つですよね。で，「くに」で表れたら，その

れてくるから，中に入ってる全「国家」がカウント

あとは今度は，相手としては，「くに」が前に来て

されてものすごい数になるわけですけども，そ

「国〜」となるのか，「〜国」というふうになるの

れはそれで，もちろん出る。「国家」で，α単位で

か。その形では何回，こちらの形では何回出来

切っても「国家」だったっていうやつが37回で，

てる。今度は「くに」の後が動詞になって「国替

「国家計画」に潜ってるやつは，これで2回にな

え」とかなんとかなるやっと，名詞と名詞とがあ

ってるわけですね。「国家計画」と「国家計画委

わさるやつが何回だか。全部形態的に調べら

員会」とがあるから。その，あらゆる段階のね，「国

れて，「くに」として表れた時にはね，そっから先

家」の独立は37。あらゆるとこに潜ってる「国家」

成長した形，どんな形で，このコーパスの中で

を全部カウントすれば二百になる。それから「国

はですよ，どんな成長過程をとってことばとして

家計画」で独立しているのは1回。「国家計画」

のエンドまで行ったか。そのエンドの形が何回

が潜ってるやつまで全部計算するといくつにな

かっていうね，そういう情報，それが欲しいです

る，っていう，それをあらゆる段階でね，長くなっ

ね（資料3）。それは何単位，αだってβだって

てきゃ長くなってくほど，その中間のこれがある

なんだっていいじゃないですか。（笑）

わけ，何段階もあるわけですよね。で，それが全

単位を決めないで実現した形っていうのは全

部カウントされる。もちろんそうすると膨大な量

部カウントするって考え方，カウントが必要だと

になってしまうわけだけれどもね。そんなもん，

いうことを言っている。

ばかばかしいじゃないかっていうことになるかも

中野＝つまりその，語構成の複合語なんかの

しれないけど，それはやっぱり必要だと思うん

場合の中もこう取り出して，というそういうこと

ですよね。そのうちのどの段階が我々の言うワ

ですよね。

ードだって，そんなことはどうでもいいのであっ

林：そう，そう，そう，そう。

だから，

れカウントすると。そういうようなことですよね。

く一番大きいのは統計的なやっというのを水谷

連接表，つまり語構成表というのを，これ，作っ

さんに教わった，これは非常に大きいわけ。

たんですけどもね，……

水谷：どうも御下平様でした。（笑）

林＝ああ，それがそうなんですか。

宮島＝ああ，まあしょうがない，もう今更引き返

中野：ただし，この頻度は，林先生おっしゃるよ

せない。（笑）

うにいくつも数えるっていうんじゃないですね。

のケはあったんだろうとは思うけどもね。だけど

林＝はあ，はあ，はあ。

もここへ来なきゃ，もうちょっとなんか違うことを

中野：長単位か短単位かですから，ここから抜

やってたかもしれない。

き出さなきゃいけないという，そういうことなん

まあそれはやっぱり僕も多少そ

恥自蜂斎冒黙︾

で勉強したってのはいろいろあってね。とにか
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中野＝それであらゆるものを取り出してそれぞ

で，コンピュータの方に話を移しますとね，こ

ですね。

れは主として中野君あたりに教わったわけです

宮島：ちょっと，また問題をずらしますけどもね，

けどもね。それで，僕はコンピュータはずっと逃

最初の方で語彙調査っていうのは，一つは統計

げてたんです。前に語彙調査をやったから，場

調査であるという特色がある。それから生の資

合によっては引きずり込まれそうな気配でもあ

料の大量の調査であるという特色がある。で，

ったんだけども（笑）逃げてた。というのは，中

もう一つ，研究する側にしてみるとね，大勢の共

野君なんかがね，あの大きいやつをお守してな

同作業であると，いう面がありましてね。これは

んとかなだめすかしてね，徹夜してやって，出て

別にこれに限ったことじゃなくて，方言だってそ

きたらなんだこんなことやってんのというような

うだし，国語教育もそうだろうと思うんだけども，

のをね，一晩かかってね，今だったらほんとにポ

その面についての評価はどうなるかというのが

ンポンポンと出来ちゃうのをやってるわけでし

ね，もう一つ気になるんですけどもね。

ょ。これはもう，とても言語研究の道具にはなん

今や国語研究所にはこういう大勢集まってや

ないと。だから，コンピュータを利口にするのに

る調査は無くなってきている。それは，もう，各部

生きがいを感じる人はいいけども，僕はとにか

屋がね，ほとんど一人になって，まあ，多いとこ

く言語の研究に役立たなきゃやる干しない，と

ろで二人である。これは，国語研究所がいろい

思ってたんですよ。

ろ手を広げて，人数は増えないということのせ

ところが，そのうちにこっちがどんどんどんど

いでもあるし，ある意味では，一人でできるよう

ん進んで来てね，自分でコンピュータを使って

になった。たとえば，雑誌九十種ってのはね，最

もそれほど損をしないという段になってのこの

盛期には研究員が5人，補助員が5即いたわけ

こ出て行きましてね。だから，僕は最初やったの

です。ところが，それの新版をやろうとして，石井

は大型で，COBOLはほとんどやってないんで

久雄君がほとんど一人で，補助員ゼロでやっ

すよ，PL

てる。というのはコンピュータが使えるおかげで

でBASICなんて，向こうの二階にあったP……？

すけどもね。というようなこともあって，だからい

中野：PDP。

わば個人研究でやれる。そうなると，これは国語

宮島＝あれを最初BASICでやりましてね。で，

研究所でやらなくたって，大学で科研費をとれ

やり始めたらね，プリンターの紙が止まんない

ば個人でもやれると，いうようなことになってき

の（笑），止め方どうやんのかわかんない。それ

てると思うんですけども。僕は，それはいい面と

で，三階にあったのか，二階まで駆け降りてね，

悪い面があると思うんだけども，とにかくここへ

中野君を呼んで来て止めてもらった，てなこと

入ったおかげでやらされた，やらされたおかげ

をやってね。そこで，僕は感じたんですがねえ，

Iから始めた，で，BASIC始めた。それ
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端末室ってのがあってね，あそこで，最初は各

したね。というのは，いや，コンピュータを教えて

部屋にコンピュータがないから端末室でみん

くれるとか，こっちはだいたいそんなに勉強しな

なやってたんですよ。あれは非常に良かった。

いけどさ，そういうんじゃなくてね，石綿さん，田

というのはね，教われるんですよ。沢木君なん

中さん，皆さんがさ，データを出してくれるでしょ。

てのがいてね，彼，頼みもしないのに教えるの

それでその上にいる部長でね，自分はコンピュ

が好きなんだ。僕んとこ，こうのぞき込んで「宮

ータいじることはできないし，実際のあれをやり

島さんなにやつてんの，あ，それは駄目だなあ」

もしないでですね，ま，極めて忙しいとかいうの

とか言ってね，言ってくるんですねえ。僕はマ

は概算要求の時ぐらいのものでね，そうでない

ニュアル読んだってわかんないんですよ。ま

時は別になんていうことはないわけですよね。

あ，ワープロのマニュアルはわかるわ，だけど

（笑）

もパソコンのマニュアルは厳しいし，大型のマ

うデータを眺めてそっから何があるだろうかと

ニュアルなんて何書いてあるのかちっともわ

いうね，……

かんない。だけども，若い連中こうバリバリ読む

田中：林さんはうまいんだな，それが。（笑）

でしょ，それを消化して。しかも僕は中年にな

林＝そういうことができた。だからね，たとえ

って始めたからね，もう室長，部長ですよ。そう

ば，鴎外「高瀬舟」のKWICコンコーダンスで見

すると大きな顔をしてね，「おれはここがわかん

てて，ちょっとやりたくなって，指示語の「この」

ない，お前教えろ」と言えるわけ。（笑）それで

と「その」の研究，「この」の前には何があるか，

得しましたねえ。

「この」の後ろには何があるか，その照合性がど

中野：（笑）性格がなせる……

ういうふうなことになっているか。ま，そういうの

宮島：これはね，生き字引きじゃなくてね，生き

を「この」と「その」とについてやった，それをあ

マニュアルを大勢こう抱え込んでるようなもん

れに書いたんですよね。それで，その後，水谷

でね，これはものすごく得した，と思いますね。

さんから，朝倉のあれからまた御命令が来て，

あれも一種の共同研究で，今はいきなり各部屋

「代名詞が指すもの，その指し方」というもので，

にパソコンがあるからね，そこへ行っちゃう。そう

百枚書けということで。（笑）

すると，隣の部屋へ行って聞くのはやっぱりち

方法で，「夢十夜」に今度，ちょっと広げてやっ

ょっとおっくうだ，とかいうようなことがあるんじ

たんですけどもね。

そうすると，皆さんが作ってくれたこうい

まったくただ同じ

ゃないかと思うんですよ。ずらっとこう端末が並

そういう，とにかくデータがそこにね，宮島さん

んでてね，やるってのは，あれは非常に良かっ

が何十万枚のカードを見てとっても楽しく思わ

たですね，今になって思うと。

れるのと同じで，やっぱりKWICコンコーダンス

中野：ほんとにそうですね。

などを見てるととっても楽しくてですね，これ見

宮島＝で，大学へ行けばね，また教われるだろ

てるとこういう言語研究ができるなというふうに

うと思ったんですよ。ところがいないんだなあ。

思ってとりあえずその範囲内で，まあ小さな論文

大阪大学の文学部なんて誰もいない。

を書いてるんですが，いうようなことをね，いく

中野：宮島さんが一番。

つかできたんですよね。それで，私のね，勝手

宮島＝そうなんですよね（笑），そんなひどい。そ

なこと言えば（笑），どうやら功績をね，国語学界

れは，もちろん，工学部行きやあいつくらでもいま

にも一つ言えるとすればね，基幹語彙論と臨時

すよ。いますけども，文学部にいないんだなあ。

一語だと思うんですよ。そういうのはもっぱらこ

林＝確かに，宮島さんが言うその部長さんの楽

ういうデータを眺めて，遊びとしてね，やっぱり

しみみたいの，私もね，それはちょっと味わいま

考えたわけですよ。

競争が激しくなってるとかなんとかって，まあ，工

かなんてのをね，あれは週にいっぺんでした：か

学部が極端なんだけどね，自分の業績作ること

ね，みんながやってる問題を出してね，それを共

ばっかりやってるわけね。あれは要するに生業

同で議論する場があってね，それは皆さんの博

としての研究でしょ。生業としての研究があっ

識ぶりを聞いてるってのはね，問題としては実

て飯食えるんだから世の中も良くなったわけで，

につまんないことなんですけどもね，それは楽

生業の研究で江戸時代の人間はまず食えない

しかったですね。

からね。それはいいんですけどね，そういうこと

田中：それがしばしば夜遅くまでね，十条あた

離れてね，喜び感じないっていうのは，学問じ

りまでね，延々と続いちゃってね。そういうことが

ゃないと思うね。

あったね。

田中＝僕ら，国語研究所にいた時，よく「研究ご

中野：ありましたね。

っこ」って言ってね，こっちの部屋，あっちの部

石井：本当に面白いお話を伺ってまだまだと

屋あれは何ごっこしてる，何ごっこしてるって。

思っていたんですが，もう二時間経ってしまい

それで，まあ，いわゆる研究会を開くとね，それ

まして，最後にですね，語彙調査の今後につい

ぞれに自分のやってるところの専門というか，

て，こういう調査があったらいいとか，こういうふ

実際に仕事から出てきた落ち穂がね，大変面

うにしたら面白いんじゃないかとか，あるいは逆

白いんですよね。林さんなんか非常に上手な

にもういいんじゃないかとか，いろいろお考えが

方だったけど，データからパッとこうコンパクトに

あると思うんですが。一言ずつ伺えればと思う

まとめる。うまいもんだなあと思ってね。語彙の

んですが，水谷先生から。

分類を深い，浅いってこうなさったのね，あれ，

水谷＝あのね，誰でもが考えやすいことだし，

小さい，最初に出した資料でしょ。あれからね，

岩淵先生なんかも繰り返し言ってたんだけれ

大変面白い分類なさったりね。

どもね，おんなじような性格の調査をね，一定

研究所のみんな集まってるから，割合近い研

冒己輸一廻冒周囲

ったいここで切るべきか，音で読むか訓で読む

舳三 野 酬 θ 軸 C ノ 圧

水谷＝それね，非常に大切なことでね，今ね，

の期間置いて繰り返してやって，それがいく
つか重なれば，もう少しね，ちゃんとした国語史

というような仲ですよね。だから，そういう点で

が書けるんじゃないかというふうには思います

は幸せだったと思いますよね。何人かで一緒

ね。だから，未来に向けてばっかりじゃなくて，

にいるということがね。そういうふうだから，さっ

過去もおんなじような調子でさかのぼってもい

き宮島さんがおっしゃったように，各部屋に一人

いんだけれども。僕が

ずつっていうとね，なんか気の毒だなあってい

国語史なんていうと笑

う感じがすんですね。まあ，今コンピュータで隣

われちゃう可能性あん

の部屋だってEメールで話し合えるから，それで

だけど，さっきちょっと

もいいやっていうことかもしれませんけどね。や

宮島君言ったように，

っぱり一緒にいるっていう利点が，活かされる

我々までの年齢で国語

のかどうか，なるべく活かした方がいいんじゃな

をやった奴はみんな嫌

いかなと思いますよね。

でも国語史じゃなきゃ

宮島：大きく言えば30人，40人で共同研究をや

通らなかったわけね，

ってる，国語研究所全体がね。これはものすご

論文なんかはね。

僕は常々ね，不満に

ってると。たとえば雑誌九十種の時に，これはい

思ってたのはね，ある時

︑d諺︾㌦．

いプラスですよね。小さく言えば5人，10人でや

鶏潅

究っていうかね，お互いに一往わかってもらえる

「副L一
司会＝石井
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代からある時代に変わるってことばっかり見て

術もやったらたくさんあるけど，国鉄のあれなん

んのね。これはね，確かに変わるってとこ見な

かに代表されるようなね，そういう面。どれだけ

きゃ歴史にならん。それから，業績も上げにくい

速く飛行機を飛ばし，どれだけ速く鉄道を走ら

ですよ。しかしね，果たして変わらないところに

せるかというようなそういう技術とか，法律は法

目を向ける必要があるんじゃないかなと。日本

律でもちろん必要云々って，こう，日本の国家生

語のいくつかの性質っていうのはね，文献時代

活を代表する面があるでしょ。その面をいくつ

に入ってから今日に至るまで変わってない。そ

か決めてね，その面を代表する雑誌，法律なら

ういうのをね，ここんところが変わってないって

「ジュリスト」とか，なんてふうに雑誌を，雑誌九

いうのを押さえるのも，やっぱり国語史だろうと

十種でやったように，代表雑誌をとってね。

思う。そうするとね，自分が主観的にやってんじ

ゃなくて，いわば今の人口調査みたいにね，っ

代わり，この一年に，その方面では，どういうこと

て言ったってもちろんそんなに近くなくって，五

ばが非常に使われたかっていうことですよね。

十年おきとかなんとかっていうんで，調査してみ

それは，統計的精度なんかどうでもね（笑），数

る，というようなことじゃないか。もちろん未来へ

えられると思います。その方面では，どのことば

向けてもそうですがね。かなり息の長いことや

がどういう概念を背負ってこの一年を支配した

っていいんじゃないかと思いますね。

かと，それで順位付けぐらいはね，できると思う

林＝徳川さんが方言の方で……

んですよね。その時の単位なんかはどうでもい

田中＝基盤語彙。

いわけですね，まあ，一番大きい単位，臨時一

林＝基盤語彙というのを言い出した。それを時

語も全部入って大きい単位になると思いますけ

間的な基盤語彙ができていくんですよね。

どもね。それで，一年一年やって，経済界での，

田中：古今東西変わらざる語彙ってね。

経済界を左右した現象はことばの面からいく

水谷：宮島君の古典語のあれね，まとめたや

と，このことばこのことばで代表される，いうよう

つだって，結構あれがまとまるといろんなものが

なね，一年一年ですね，各方面について，それ

見えてくるわけだろ。

を国研語彙白書とか言ってですね，毎年世の

宮島＝まあ。

中に発表する，そうしたら，流行語大賞というよ

水谷：いや，ばらばらだってさ，みんなかき集め

うなね，あれ面白いですよね，「ボキャ貧」とか

てね，そういう目でみりゃいいんだけど，なかな

さ，すごく面白い。「スマイリング・コミュニスト」で

か人間てそうしないからね。ということですよ。

も，まあ，非常によくわかるじゃないですか，世の

林＝私はね，語彙調査を研究所で三方面作戦

中が。そういうふうなことを国研が各方面，政治

（笑）とかいうものを提案したい。三方面ていう

面ではことばから探ると今年の1998年の政治

のはね，一つはね，ものすごく軽薄な面での語

生活を代表することばはこれ，というのを十ぐ

彙調査を一つやる。それはね，軽薄なっていう

らい選ぶ。国研がね，毎年それをこう世間に発

のはもう方法なんかまったくどうでもよろしい。

表するのを行事とすると，非常にこう注目，それ

その代わりですね，方面をね，いくつか，日本と

が，ずうっと年々積もってったらものすごい日本

いう国は年々どういうふうに歩んでんのかとい

の歩みの歴史になると思いますね。そういうの

うことを，日本の論点いくつかなんてこう雑誌が

を，とにかくもう簡単に出来る方法でですね，や

やるような具合にですね，日本の国の歩みは方

って，欠かさずその代わり毎年世間に発表して

面的には，少なくとも経済っていう歩みは絶対

いく，ということをやると。

に重要な歩みですね。それから，科学技術，技
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真面目にカウントなんかする必要ない。その

それから，もう一つは真面目な語彙調査を，

きちんとしたコーパスをとってですね，やってい

際に一つのことばが「ニホン」「ニッポン」てなっ

くと。それからもう一つは，さっき「国家」で例に

ていて，それがどういうふうに分布してるかって

見せたような，いつの語彙調査結果でもいいか

いうのをね，今までやった国語研究所の資料の

ら，とにかく語彙調査データからどういう言語学，

中でもずいぶんできると。そういうのをやったら

国語学ができるかってこと，これはもう無限にで

どうかなあと思いますね。

きるわけですから，したい研究員がですね，そ

宮島＝僕は，国語研究所員でもいいし，あるい

いうものを見つけ出して，語彙調査からの産物

は外の人でもいいですけどもね，語彙調査の

としての語彙論なり，あるいはそれは文法論に

理論というのを，まともに真っ正面から誰か取り

なるかもしれないし，論を折り込んでいくという

組んで改革してくれないかなあと思ってんです

こと，その三つをやっていただきたいと，こう思

よね。というのは，語彙調査の理論てのはどう

います。

いうことかというと，たとえば，さっき水谷さんが，

中野：僕はですね，まだ現役ですし，ある責任

「そんなのわかりきってるじゃないか」というのが

がありますので，パスさせていただきたい。いろ

あると。だけども，それをね，まともに学問的な論

いろ思いはあります。語彙調査続けていただき

文としてね，語彙調査は無意味であるという論

たい，続けなきゃいけないとも思ってますし。そ

を書いた人いないと思うんですよ。それを誰か

のような仕組みも少しは作ってはいますが，ま

に書いてもらいたい。それに対して，いやいや

あ。（笑）

こういう意味があるんだというのをね，これをや

田中＝僕は，最近ね，話しことばの文脈付き用

っぱり学問的な論として書いてもらいたい。そ

語索引ですね，それから言語生活の録音器の

のことによって語彙調査ってのはね，理論的に

資料，それから方言談話資料というのを使う機

高まると思うんですよ。そうじやなくて，やる方は

会が多かったんですね，かなり長い間。そうす

やってて，どんどん作る。で，片っぽうで，あんな

ると，ある語が，たとえば方言でこういう形がで

くだらないと，ぶつぶつ言ってると。これじゃあ

る，それから実際に談話資料に出てくる。たとえ

学問的に進まないと思うんですね。

ば，「言ってしまった」「言っちゃった」，それから

さっき，単位の話が出て，僕はやめましたけど

「言つちまった」っていうようなのを，実際にこの

もね，その単位については，まあ，僕はいろいろ

人がいっこういうふうに使ったっていうようなこ

ありまして。実は，国語研究所へ入る前に，ロー

とまでわかるようなね，一種の用例集みたいに

マ字の分かち書きっていうのをいろいろやって

なるかもしれないけど，だけど語形と語形の間

たわけ。その時にはね，なぜこれを，たとえば

の力関係が出てくるわけですよね。

「静かな」ってのは，「静か」と「な」を切るか切ら

この間，テレビの語彙調査の時に，語彙調査

蹴ロ輸斎層繋︾

と。そいうこと，石井さん言っていたけどね。実
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これは毎年毎年じゃなくて，五年ぐらいごとに

ないか。これはいろんな人が血みどろな議論を

の研究会ね，第一会議室でやってる時，あの時

戦わすわけです。その場合には，なぜ付けるべ

に「ニホン」と「ニッポン」とかね，ら抜き言葉，ア

きだとか，なぜ切るべきだとかという議論をする

ナウンサーはちゃんと使ってるとか，NHKは「ニ

んです，ただ切るべきだというんじゃなくて。僕

ッポン」だって言っているけど実際には「ニホン」

は，国語研究所へ入る前にね，外から眺めてい

がかなり出てくるとかね，いろいろ面白かったで

て，研究所はさぞかしそういう議論があった上

すよね。ら抜きことばっていうのはアナウンサー

であれだけ精密なβ単位なんかの規定がある

は使わないけども，ら抜きことばが出てくる番組

んだろうと思ってたの。ところが，来てみたらで

の視聴率が非常に高い番組ばっかり出てくる

すね，それが無いんですね。規定は精密であ
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る。だけども，なぜ「自動車」を「自動」と「車」に

の調査をやるのは極々簡単なことでね，英語に

切るべきなのかという論は書いてない。それは

ついては。ブラウンコーパス的に，つまり同語異

頭ん中にあるのかもしれないけども書いてな

語の判別をしなきゃ，あんなものなんでもないで

い。それを誰かにやっぱり書いてもらいたい。

すよね。それをだけども誰もやろうとしないのは

α単位てのはこういう単位であって，なぜこう

なぜなのか，というようなね，突っ込んで行けば

いうふうにすべきなのか，それは単語と同じも

語彙調査をめぐる議論というのはいろいろある

のなのか違うものなのか。そういうことを書いて

んで，それを若い人にぜひ展開してもらいたい，

もらいたいですね。

と思います。

それから，僕は前に思いつきで言ったんだけ
ども，雑誌ってのは確かに九十種こう並べると

よね，そうなると。

それで度数は出てくる。だけどもその中には「文

宮島＝まあ，語彙論でしょうね。

芸春秋」もあれば，専門的な，まあ，セミ専門の

水谷：語彙論の資料作るために語彙調査して

雑誌もある。かたや十万部売れてる，かたや一

んでね。

万部か，二万部である。それを同列に置いてい

宮島：調査方法論じゃない。

いのか，というような問題ですね。ということは，

水谷1調査方法論はまた別にね，あるんだよ

もし人間の一人一人の言語生活を考えると，十

ね。

万部売れてるということは十万回読まれるとい

宮島：それはね，それはあると思う。

う，単純に言えばですね。一万部しか売れてな

水谷：これがまたね，かえってこの頃の方が，

いのは一万回読まれると。そうすると，語彙が使

だらしがなくて困るんだ。

われるというのをですね，書く方じゃなく今度は

宮島＝そうでしょう。一つはね，つまり調査方法

読みの側から考えると，こっちは十万回読まれ

論を知らないで今の語彙調査論がやれるかっ

て，こっちは一万回読まれてるんだと，というよ

ていうとやれないんですよ。ところが，そのため

うなね，たとえば，発行部数を掛けた語彙調査

にはね，やっぱり統計も知らなきゃなんない。水

というのもあり得るんじゃないか。それは単なる

谷さんみたいな先達がいて怖いからね，ちょっ

思いつきですけども，そういういろんな面から語

とやっぱり，つまり水谷さんと同じ程度に統計

彙調査についての論というのをね，議論という

を勉強して，言語学を勉強して，その上で僕の

のを言語学としてやってもらいたい。これはこれ

言うところの語彙調査論を書かなきゃ，水谷理

からの若い人に是非やってもらいたいですね。

論および雑誌九十種の成果ってのは追い抜け

さっき，たとえばコンピュータができたおかげ

ないんですよ。それが，まあ，言語屋にとっては

でアメリカはもうブラウンコーパス以後やってな

かなりしんどいことなんですね。

いわけですよ，英語について。それは，なぜや

石井：ありがとうございました。もう大分予定の

らないのかというのはおそらく，やろうという意

時間も超過してしまいまして（笑），本当にまだま

欲がない。意欲がないってことはもう語彙調査

だ伺いたいところなんですが，一往ここで閉じ

に魅力がない。なぜ魅力がないのか，というよ

たいと思います。ありがとうございました。（了）

うなことですね。やろうと思えば今，百万の十倍
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水谷：語彙調査の理論というより，語彙論のだ

（年度）

昭和24

現代共通語の実態の調査研究（語彙）

研究第1部第2研究室

25

現代書き言葉の調査研究（新聞語彙の調査研究）

26

婦人（生活）雑誌の語彙の調査研究

27

〃

〃

研究第1部第2研究室

〃

林（大），斎賀

林（大），永野．大野，斎賀，宇野，水谷

〃

林（大），永野，斎賀，水谷，石綿

28

総合雑誌語彙の準備調査

29

総合雑誌の語彙調査

研究第1部書きことば研究室

〃

〃

30

総合雑誌の用語の調査

第1研究部書きことば研究室

〃

31

総合雑誌の用語の調査
〃

雑誌一般の用語の概観調査

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

第1研究部書きことば研究室

現代雑誌一般の用語・用字の概観調査

〃

〃

見坊，水谷，石綿，宮島

，

，

大量語彙調査機械化のための準備的研究

水谷，石綿

〃

石綿，南．松本

，

電子計算機による大量語彙調査の準備的研究

林（大），見坊．斎賀，水谷，石綿，宮島

第4研究部第1資料研究室
林（四），石綿，田中，南，松本，斎藤
〃

工

〃

村
木

言語計量調査室

新聞の語彙調査

電子計算機による語彙調査
電子計算機による語彙調査一新聞を資料とする

〃

〃

Q
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00
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δ
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〃

〃

2345678

雑誌一般の用語の概観調査

中野

〃

ノ

〃

〃

〃

〃

村木

〃

，霜岡

〃

〃

〃

〃

〃

米出

〃

高校教科書の用語調査

言語計量研究部

〃

ノ

〃

高校教科書の用語・用字調査

斎賀，田中．中野，回田，土屋，野村，石綿，斎藤，米田

〃

〃

〃

5

ノ

〃

〃

﹁0

雑誌用語の変遷に関する研究

言語体系研究部第2研究室

宮島，村木

言語計量研究部第1研究室

土屋，中野，一口

〃

現代語彙の概観的調査

教科書の用語及び文章表現に関する調査研究
〃

，石井（久）

〃

〃

〃

〃

言語計量調査一語彙調査自動化のための基礎的研究
〃

〃

〃

中野，霜岡，山崎

〃

中野，石井（正）．山崎
〃

〃

〃

〃

〃

語彙調査の方法に関する基礎的研究

言語体系研究部第2研究室

宮島，石井（久）

言語計量調査一テレビ放送の用語調査

言語計量研究部第1研究室

中野，石井（正），山崎

〃

言語体系研究部第2研究室

〃
〃

〃

〃

，

，大島

，

〃

テレビ放送の語彙についての計量的研究

〃

〃

テレビ放送における音声・文字言語の研究

〃

〃

〃

〃

〃

，

〃

〃

，

〃
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国くにコク
幽，
国

一国家間

一国家計画一国家計画委員会

［前要素］

一国家経費

国柄くにがら

一国家経済一国家経済委員会一国家経済委主任

国側く「＝がわ

一国家政策

国造り（国づくり，国づくり）

一国家解放一一国家解放評議会

国盗とり一国盗り物語

一国家管理

国引き一国引き神話

一国家元首

国ぶり（お国ぶり）

一国家存亡

国別くにべつ

一国家中枢

国許く1：もと

一国家権カー国家権力擁護

［後要素］

一国家公安一国家公安委員会
一国家公安委員長

北国鮫ぐに
島国しまぐ1：

一国家行事

雪国興ぐ1；

一国家国民
一国家試験一国家試験合格者一国家試験合格者名簿

靖国轡くに一靖国神社
［重ね］

一国家試験叢書

国々く

一国家試験コース

：ぐに

一国家試験免除一国家試験免除認定校

［接頭用法］

一国家指導一国家指導委員会

国家老G二がろう

一国家指導委一国家指導委議長

［接尾用法］用例なし

一国家資金
コク

一国家目的

［独立］用例なし

一国家主義

［前要素］

一国家主席一国家主席夫妻

一国家予算一国家予算案

国電一国電〜駅（駅名多数）

一国家利益

国土一国土開発一国土開発省
一国土開発計画

一国家理性

一国土開発幹線

一国家連合

一国土総合開発一一国土総合開発省

一国家神道

一国家統制一国家統制委員会

一国土計画
一国土建設

一国家警察一国家警察長官

一国土縦貫一国土縦貫自動車道

一国家検定一国家検定合格品

国益

一国家賠償一国家賠償する

国王

一国家公務員一国家公務員法
一国家公務員住宅一国家公務員住宅団地

国税一国税庁一国税庁長官
一国家民主党

一国税庁直税部

一国家安全保障一国家安全保障会議

一国税局

一国家安全保障問題

一国税収入

一国家独占資本主義

一国税査察官

国籍一国籍不明

国設一国設スキー場

国政一国政全般

国歌

国会一国会内

一国政遂行
一国政調査権

一国会法

国選一国選付添人一国選付添人制度

一国会史一国会史上

国花

一国会デモ

国家一国家的一国家的な

一国会答弁

一国家的に

一国会運営

一国家的規模

一国会運営

一国家的行事

一国会成立

一国家的事業

一国会開会一国会開会中
一国会開会式

一国家的独善
一国家的破壊活動

一国家群一国家川間

一国会解散
一画面全体
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谷地
林水閣

、⊥墜）石田正一・郎（元文化庁文化部国語課長）
大（元所長元日本語教育学会会長）
修（前所長日本語教育学会会長）
裕（大阪大学名誉教授日本語教育センター運営委員会委員長）

jL皇2柳澤

好昭（日本語教育センター日本語教育研修室長）

この座談会は，国立国語研究所50周年記念事業の一環として開催されました。昭和49年に国立国
語研究所に日本語教育研究部ができ，昭和51年に日本語教育センターとなりました。この座談会は，

二四半世紀が経つ日本語教育センターの今後を考えるために，国立国語研究所創立50周年三業と
して，設立に深く関わられた方々からご意見を伺う趣旨で開催されました。ご出席の諸氏に誌面にて
あらためて厚く御礼申し上げます。

本稿は，座談会の内容を多くの方に理解していただくために，ご出席の方々にご諒解を得て，座談
会でのこ発言を集約し，トピックごとにまとめ，補足資料を最後に付けました。必ずしも各段落がご出
席者一人の発言ではないことをご承知ください。資料（資料9〜12を除く）は，「日本語教育の現状」（文

104

行った柳澤にあります。

（1）日本語教育推進と日本語教育センター設立の経緯
社会的には昭和45，46年頃から日本語教育の中核的機関に関する話題が出て，いろいろ言われ
るようになった。口火を切ったのが「対外経済協力審議会」と「中央教育審議会」である。この二つが
動いたので，ほかも動き始めた。関心を持っている人たち，とくに直接の関係者たちは，それなりの活
動をしていたが，相互の連絡はなかった。日本語教育センターのことが明確に言われたのは，昭和47，
48年置らいである。

昭和39年に文化庁の日本語教育懇談会から「日本語教育のあり方」という報告が出た（資料1）。
「日本語教育のあり方」の教授方法の問題についてさらに具体的に検討するため，昭和37年に「日本

翫に蜂一国冒酬期︾

文化部国語課，昭和58年7月）から引用しました。なお，本稿の文責は，座談会の司会・編集・校正を

田掛応用副侍﹀唐1︻臼蜂＆津世θ・兇＆ゆ芦⑳けθ

化庁文化部国語課，昭和55年3月），「外国人に対する日本語教育の振興に関する報告集」（文化庁

語教育研究会」を設けて研究を行なった（資料1）。総理府の「対外経済協力審議会」が日本語教育
センターの必要性を示した（資料2）。昭和47年には文部省の「中央教育審議会日本語教育特別委員
会」が日本語教育センターの必要性を示した（資料3・4・5）。昭和48から49年にかけて文化庁の「日

本語教育推進対策調査会」（資料6）が「外国人に対する日本語教育の推進の具体策について」の報
告で日本語教育センターの機構の例示を出した（資料7）。

「対外経済協力審議会」の中に言語問題に関する小委員会（岩村忍委員長）があった（資料2）。
委員長をはじめ各委員は，対外経済協力の実状をよく知っていて，現地語教育も大事だが，現地国
での日本語教育の必要性を強調し，日本語教育というテーマを審議会に提起した。当時，「対外経
済協力審議会」は強力な存在であった。「中央教育審議会」は，昭和45，46年まで第三の教育改革の

審議を行っていた。次のテーマ選定のときに挙がったのが国際交流だった。文化庁からの働きかけ
もあり，国際交流の一環としての日本語教育という位置づけで日本語教育が取り上げられた。昭和
47年6月に「中央教育審議会」に「日本語教育特別委員会」（資料4）が作ら

れ，岩淵悦太郎国立国語研究所長は昭和47から49年まで臨時委員として加
わった（宮地裕氏は47年11月から）（資料3・4）。昭和47年11月時の主査は，

へ

「外国人のための日本語縮学会」の会長でもあった小川糊氏であった

ガ

｝

（資料4）。昭和49年5月の中央教育審議会答申の見出しは「教育・文化にお

．、・ 卜

ける国際交流」である（資料5）。その中に「外国人に対する日本語教育の振

興」が掲げられている。国際文化交流，学術交流に日本語教育は大事であ
ると認識されていた。留学生に対する日本語教育だけでなく，一般の外国の
人に対しても広く日本語教育をしなくてはこれからの国際文化交流はできな
い，と「中央教育審議会」からの答申があったので，日本語教育センター設立
の方向が見えてきたと言える。

「対外経済協力審議会」と「中央教育審議会」には文化庁も出席していた。

石田正一郎氏1
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「中央教育審議会」では，文化庁で日本語教育施策を行う方向であった。「対外経済協力審議会」は，

日本語教育センター設立をはじめとする日本語教育施策を文部省と連絡をとりながら推進していて，
研究に偏することなく具体的に役立つことも行って欲しいという立場であった。昭和47年目文化庁国

語課は，「国語審議会」答申の当用漢字音訓表と送り仮名の付け方の改正を内閣告示訓令にして公
布すること，引き続き当用漢字表と字体表の改正を審議する新たな国語審議会を発足させること，外

国人に対する日本語教育の振興のために日本語教育センターをつくること，の三つが主な課題であ
った。日本語教育センターをつくることは，安達健二文化庁長官の考えにもよるものである。当時の岩

淵悦太郎所長は，以前から考えていた「国語研究を言語の対照研究の方向に」と合致して，国立国
語研究所の活動の一環と考えることになった。

建物の予算がついていないという問題があった。昭和48年度の予算では一気にはできないので，
調査費でつなぐことになり，「日本語教育推進対策調査会」でさらに検討することとなった。国立国語
研究所は，現在の2号館を先に建て，次に日本語教育センターを合わせた1号館を建てる予定だった。
建物が認められれば，将来日本語教育センターはできるという考えによる。大蔵省は，建物を建てる
に際して43人構想での積算を認めた。どうせつくるならそれだけの器は作ろうと，できたのが現在の1
号館である。当時は経済不況のときで，躯体工事価格の入札価格が予定価格より下回ったりして，当
初の計画より立派な建物ができた。3号館は，そのとき余った予算で建った。

昭和49年に文化庁の「日本語教育推進対策調査会」から出された日本語教育センターの機構の
例示では4部制であった（資料7）。教員研修や教材開発は，ニーズとして明瞭である。これに対応す

るのが研修部と指導・普及部だった。二つ目の明瞭なニーズは，国立国語研究所から出ていた対照
研究である。対照研究は必要な新しい分野でもあり，基礎的研究としても必要な分野と考えられた。

それを担当するのが第一研究部である。現在の日本語教育センターの第一研究室はこの第一研究
部が削減されてできたものである。現在の第二，第三，第四研究室は第二研究部にあたる（資料9・
12・15）。この日本語教育センターの機構の例示は，あるべき姿を掲げたものであり，諸般の情勢を考
慮して，2室になった（資料12）。当初は約70人の構想であったが，見直しで43人構想となり，日本語そ

のもののところは小さくなったし，その後定員が増えず，研修や教材開発などの社会的要請に十分対

回してはいけなかった。

コ

貸r＼》

（2）国際交流基金や大学との関係
日本語教育センターの設置構想自体はかなり以前からあった。昭和43年の

行政改革で文部省の文化局と文化財保護委員会とが統合されて，文化庁が
昭和43年に発足した。それ以来，とくに国際交流基金ができるとき（昭和47年

発足），国際文化交流事業の所管について文部省と外務省との間で問題と
なった。国際的な問題を解決する上での文化交流を文化庁と外務省のどち
らの分掌とするか，「国際文化交流」という用語をどう取り扱うかなど，いろい

ろな問題があった。文化施策は文部省の仕事ということで，国際文化交流基
林
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金の構想から「文化」の文字がとれて国際交流基金となった。昭和49年度予

算要求のときに，当時国際交流基金には日本研究国際センターをつくる計画があり，これと日本語教
育センター構想との関係が問題となった。そして，自民党の政務調査会国際文化交流特別委員会に
おいて平泉渉参議院議員らを中心に，日本語教育センターとの活動区分が取り決められた（資料14）。

日本語教育センターをつくるとき，センターと大学との関係について文部省内で問題となった。国語

課が絶えず留学生課と連絡をとり，大学局や学術国際局と協議しながら日本語教育センターの設立
を進めたが，文部省は，「文化庁で日本語教育センターをつくるのはいいが，将来大学が乗り出してき
たときの道を塞がないでほしい」という意見であった。このことは，「中央教育審議会」の答申（資料5）

や「日本語教育推進対策調査会」の報告（資料7）に出てくる。当時国立大学では，東京外国語大学
に特設日本語学科と附属日本語学校，：大阪外国語大学に留学生別科があった。東京外国語大学で

理科系の留学生教育，千葉大学は文科系の留学生教育を行っていた。

昭和49年の「中央教育審議会」の答申（資料5）で日本語教員の組織的な養成について述べられ
た。当時，大学や大学院に日本語教員養成課程や学科ができることは考えられないことであった。昭

和51年の「日本語教育推進対策調査会」から「日本語教員に必要な資質・能力とその向上策につい
て」（資料8）が出された。日本語教育センターにとって，日本語教育能力を研究対象とすることは望ま
しいが，遠い先のことであった。

（3）日本語教育センターの事業・研究
昭和30年代の国立国語研究所の研究室名として，「話しことば研究室」「書きことば研究室」「地方
言語研究室」「国語教育研究室」「言語効果研究室」「近代語研究室」「資料研究室」というのがある
（資料11）。例えば，「書きことば研究室」の中に外国人の書きことばと日本人の書きことばという二つ
を包括的に扱うことは問題としてあるはずであるが，当面それを実際的に取り上げることはなかった。

昭和54年に「日本語教育の方法および教材の開発，改善に関する実際的研究」（代表

大阪外国

語大学・吉田弥寿夫教授）プロジェクトが始まった（資料16）。このとき，「日本

語教育推進対策調査会」から「日本語教育の内容・方法の整備充実に関す
る調査研究について」（資料16）が出され，その中で日本語教育研究の大学

その他内外の機関との連携推進が言われたが，日本語教育センターはいろ
いろなことに対応することが容易ではなかった。

日本語教育の質的向上を図るために行われてきた研修事業の今後のあり
方など，日本語教育の質的水準を高めていくためには，研修をはじめ諸事業

や共同研究体制作りの方策を考えていかなければならない。日本語教育が
求めるのは研究だけではない。教材も作り，教員研修も行いたいという考え
が文化庁にあった。その後，これらの事業は文化庁から日本語教育部が引き
継いだ。今後，これらの事業は，例えば社会人入学も含めて，連合大学院や通
信教育制大学院などにも取り入れられていく可能性があるだろう。
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日本語教育センターは，最も先進的なものを目指す機関としての使命がある。日本語教育センター

口｝

の研修レベルをもっと上げてもよい時期である。大学院大学や連合大学院の構想などを視野に入れ
て共同研究機関として大学院博士課程レベルになることも考えられてよい。そうでないと本当の社会
的な権威にはなり得ない。一方でレベルの高いもの，もう一方でビジネススクールのような1年で終わ
るもの，2年で学位を出せるものなどがあってよい。新しいニーズに対応するものと，高い水準を目指
すものの両面が必要である。当初の研修募集要項には，修士課程修了以上とあった。しかし，時代は
まだそこまでに至っていなかった。

大学で日本語教員養成や現職者受け入れをするようになった。総合研究大学院や学位授与機構
ができている。このような機関との連携を考えることも必要である。主導的な立場で大学院ネットワー
ク構想の中に位置付けることを考えられてもよい。また現状では，研究所には学位授与権がないが，
その枠は外せないものではない。「政策研究大学院」というものがあるが，その中で日本語教育のた
めの学位を与える大きな組織をつくることも考えられる。国際交流基金の日本語国際センターや関西
国際センターと連携することも考えられる。法人化でいろいろな枠が外れるので，一挙に他の大学院
との連合組織を作って日本語教育を行うことも検討されてよい。

（4）日本語教育センターへの助言
日本語教育に関する大きいプロジェクトを立てて研究を推進するとともに，若手研究者を育ててい
くということも視野に入れる必要がある。例えば留学生センターや教員養成課程など，大学でできな
いことを総括し，一緒に変えていくための一つのモデルを日本語教育センターが打ち出すことを考え
る。日本語教育センターがセンター的役割を担うと，大学が広く大きく動ける。日本語能力試験と日本

語教育能力検定試験が始まったことで日本語教育が動き出している面もある。日本語教育センター
はこれらに関わることがあってもいい。

大きいプロジェクトの推進は，現在の日本語教育センターの人員体制では無理である。またその場

合，日本語教育センターはプロモータやコーディネータとしての役割も担うた

め，人材の育成と確保が容易ではない。また，名誉や待遇なども現実的に大
事な問題として関わってくる。日本語教育センターは，昭和51年当時と人数が
『へへ

ほとんど変わっていない。日本語教育センターは，社会的ニーズを設立目的
として作られた。それが，定員削減でも何でも一般的な枠組の中に入ってし
まった。北京に日本学研究センターがあり，ここも大学院大学を目指している。

、1雲

人員は多くないが，中国全土から研修参加者が集まる。客員研究員，客員教
授という名前で宿舎が提供される。一年くらいで入れ替わる。ここでは，共同
利用研究機関にありがちの世話ばかりして自分のことはできないということは
1〆
」

ないようである。日本語教育センターも今までの中で狭く考えるのでなくて，世

界を広く眺めて位置付けと行動を考える。国際交流基金が海外に設置してい
る日本語センターは，これからも各所に置かれることになるだろう。昭和48年

宮地
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の自由民主党「国際文化交流特別委員会」での取り決めでは，日本国内は

文部省，海外は国際交流基金が行い，基礎研究は日本語教育センターで行うということだった。日本
語教育センターは在外機関との関係をもっと深くしてよい。

当初の日本語教育センターは，研修や教材開発等の事業が目立っため，そのイメージを与えた。日
本語教育センターは，母語別学習目的別教育内容・方法の研究成果を出さなくてはならない。国語の

研究，国語教育の研究，日本語教育の研究との間には違いがあるが，共通する面もある。教育の研究
の中には，日本人の生活言語をどうするかという問題，国際的に言語の問題をどうとらえていくか，と

いうことが含まれる。言語の研究と教育の研究とが互いにどういう関係を持つか，思想をはっきりさせ
るように努力して，社会を見ながら，きちんとした成果を出さなくてはならない。

日本語教育センターを日本だけでなく世界における日本語教育の研究と教育のセンターの一つと
するような展望を持たなければならない。それには，日本語教育センターの利点を活かすことが大切
である。独立行政法人化の問題もふまえて，センターとしての将来構想を築くことが必要である。日本
語教育は非常に発展し，いろいろな問題が出てきている。大学との連携の問題，国際的な問題，いろ
いろな課題があるが，どうなったら一番よいかを模索し，またそうなるように働きかけていくことである。

独立行政法人化されるということで，創り上げるチャンスでもあるだろう。前向きに可能性を探ってい
くことが大切であろう。自分たちのしたいこと，国民のために必要だと思うこと，何が使命かということ
など，これらを一般の人にも述べられる理念，哲学，信条を持つということが大事であろう。

「外国人のための日本語教育学会」（昭和52年に社団法人日本語教育学会になる）が，当時自由
民主党の「文教部会」「文教制度調査会」に2回ほど日本語教育センターの整備充実の陳情に行って
いる。国立国語研究所自体が動くのは難しかった。こういものを出すときは基盤があり，出さなければ
いけない高まりがある。日本語教育の振興策を出すのは行政である。陳情をしたときは，日本語教育
センターが設立される前だったから学会が力になった（資料13）。現在は，日本語教育センターがまず
ビジョンや方向を示し，それに協力するという形でなければ，学会や諸団体が日本語教育センターの
ことで陳情したりはできない。行政改革で制度が変革されようとしているとき，また政党が複雑多様に
なっているとき，どうやってその複雑化したチャンネルを研究活動に活かしていけるかということを，日
本語教育センターは考える必要がある。

（注）資料（資料9〜12を除く）は，「日本語教育の現状」（文化庁文化部国語課，昭

和55年3月）「外国人に対する日本語教育の振興に関する報告集」（文化庁
文化部国語課，昭和58年7月）から一部を引用しました。

司会：柳澤
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〔資料1〕日本語教育懇談会（昭和36年8月現在）「日本語教育のあり方」（抜粋）
第1

日本語教育の重要性

第2

日本語教育の現状と課題

第3

外国人留学生に対する日本語教育

付録2

日本語教育改善の方策に関する意見

1画面させるべき日本語についての基礎的な調査研究を充実させることが必要である。
2

科学的な日本語教授方法の調査研究をすることが必要である。

3

日本語教授者の育成と研修を行なうことが必要である。

4

外国人が日本語を学習するための資料を整備することが必要である。

5外国人が日本語を自学自習するための環境および条件を整備することが必要である。
芳男（東京外国語大学）

伊藤

日出登（日本国際教育協会）

小川

釘本

久春（東京外国語大学）

黒田

説（東京教育大学）

関口

隆克（国立教育研究所）

戸川

敬一（上智大学）

長沼

直兄（東京日本語学校）

鈴木

忍（国際学友会日本語学校）

高橋

一夫（千葉大学）

中島

文雄（東京大学）

西尾

実（法政大学）

穂積

五一（アジア学生文化協会）

山本

みち（大阪外国語大学）

大（国立国語研究所）

※林

松浦

二三（亜細亜大学）

木村

宗男（東京日本語学校）

○日本語教育研究会（昭和37年12月現在）
池田

重（千葉大学）

釘本

久春（東京外国語大学）

小出

詞子（国際基督教大学）

斎藤

修一（慶鷹義塾大学）

阪田

雪子（国際学友会日本語学校）

佐藤

純一（東京外国語大学）

鈴木

高橋

一夫（千葉大学）

永保

澄雄（早稲田大学）

松浦

戸川
※林

山本

珪三（亜細亜大学）

田中

彰（前調査局長）

白石

大二（前国語課長）

望月

孝逸（国語課長補佐）

城山田部
天内塩鱒

○文部省

大（国立国語研究所）
みち（大阪外国語大学）

勲（調査局長）
正（国語課長）

紀和（国語課専門員）
浩（国語課文部事務官）

天沼寧（国語課文部事務官）
加藤

忍（国際学友会日本語学校）
敬一（上智大学）

彰彦（国語課文部事務官）

〔資料2〕対外経済協力審議会「開発協力のための言語教育の改善について」
対経済協力審議会（総理府）意見（昭和47年11月21日）（抜粋）

1言語教育の現況
2

言語教育の改善のための施策

（2）外国人に対する日本語教育については、大学における基礎的研究を拡充・強化することが必要であることはいう

までもないが，教育内容，方法の実践的研究が急務であり，このため日本語教育センター的機関を早急に設置す
る必要がある。この機関は，大学その他の機関における研究とも連繋・協力しつつ，言語系統別，学習目的別，年

令別に最も効果的な教育内容，教育方法の研究開発を行ない，あわせてこれらに基づく教材，教育機器の開発等
を行なうものとすべきである。なお，この機関の性格については，規模および運営の面について弾力的な措置が
でき，かつ，開発協力の実をあげうる配慮をしつつ慎重に検討する必要がある。

（5）日本語教育の普及，充実を図るためには，日本語教員の養成のための教育体制や研修制度の充実に格段の努
力が払われなければならない。このため，大学における日本語学に関する講座又は学科を拡充整備するとともに

前記の日本語教育センター的機関においてもその研究開発の機能を活かして，日本語教員の養成訓練を行なう
ものとすべきである。また，現地人の日本語教員を育てることが大切であり，このため優れた現地人の日本語教
員を留学生として招致することを考慮すべきである。

O印は言語問題に関する小委員会委員
安芸
石田
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咬一（拓殖大学教授）
正（日本輸出入銀行総裁）

永野

重雄（日本商工会議所会頭，審議会長）

市村真一（京都大学教授涼都大学東南アジア研究センター所長）○

大堀

弘（電源開発株式会社総裁）

大来佐武郎（社団法人日本経済研究センター理事長）○

豊（日本工営株式会社社長）

小倉

武一（アジア経済研究所会長）○

河野

通一（日本銀行副総裁）

中山

泰平（海外技術協力事業団会長）○

高杉

晋一（海外経済協力基金総裁）

久宗高（海洋水産資源開発センター理事長）○

武内

竜次（外務省顧問）

安西

乱

吉平（日本貿易振興会理事長）

武山

淫

純夫（株式会社東京銀行取締役頭取）水上

久保田

正夫（社団法人経済団体連合会常任理事，経済協力委員会委員長）

泰雄（株式会社日本経済新聞社取締役主幹論説委員長）

達三（社団法人日本貿易会副会長）

〔資料3〕中央教育審議会諮問内容（昭和47年11月1日現在）（抜粋）
（検討すべき問題点）

1

教育・学術・文化における国際交流の基本的な考え方

2

今後における国際交流の促進と拡充に関しとくに重点を置くべき施策

（1）学校教育，社会教育等において配慮すべき事項

（2）国際交流活動の促進および拡充に関する事項
（3）外国人に対する日本語教育の普及および振興に関する事項
（4）国際交流の実施体制の整備に関する事項
浅利

有田

慶太（演出家）

一寿（日本クラウン株式会社社長）

有吉佐和子（作家）

岩村

江藤

淳夫（東京工業大学助教授，作家）

遠藤

芳男（日本国際教育協会理事長）

緒方

小川
大泉

周作（作家）

扇谷

孝（上智大学教授，会長）

忍（財団法人語学教育振興会専務理事）

彰（日本放送協会放送総局解説委員長）
正造（評論家）

加藤

秀俊（社会学者）

久保田キヌ（成践大学教授）

高村

象平（神奈川県教育委員会委員長）

滝田

平塚

益徳（国立教育研究所長）

藤井

丙午（新日本製鉄株式会社副社長）

前田

陽一（国際文化会館専務理事，副会長）

村井

資長（早稲田大学総長）

吉識

雅夫（日本学術振興会理事長）

臨時委員

東

下山
古川
吉田

実（全日本労働総同盟顧問）

岩淵悦太郎（国立国語研究所長）

洋（東京大学教授）

大島

シ﹂い貯Σ画冒購dη

忍（財団法人語学教育振興会専務理事，小委員長）○

大蔵（慶応義塾大学医学部教授）

三針闘嬉副は﹀℃−︻∩辮＆障けθ・兇＆ゆき⑪ぴθ

岩村

牛場

亀岡

恵一（東京大学教授）
宏（東京都港区立芝小学校教頭）

重則（財団法人修養団理事）

原司（東京都世田谷区立駒留中学校教頭）

晴風（早稲田大学教授）

堀越

克明（堀越高等学校長）

秀和（音楽評論家）

吉田

元定（東京都立三田高等学校長）

〔資料4〕中央教育審議会日本語教育特別委員会第29特別委員会（昭和47年11月1日現在）
小川

芳男（日本国際教育協会理事長，主査）

古川

晴風（早稲田大学教授，副主査，臨時委員）

浅利

慶太（演出家）

岩村

忍（財団法人語学教育振興会専務理事）

緒方

彰（日本放送協会放送総局解説委員長）扇谷

久保田キヌ（成縢大学教授）
下山

堀越

岩淵悦太郎（国立国語研究所長，臨時委員）

宏（東京都港区立芝小学校教頭，臨時委員）原

克明（堀越高等学校長，臨時委員）

正造（評論家）

司（東京都世田谷区立駒留中学校教頭，臨時委員）

吉田

元定（東京都立三田高等学校長，臨時委員）

中央教育審議会日本語教育特別委員会第29特別委員会専門委員（昭和47年11月27日現在）

野馬田出西名木田
浅有太小小椎鈴二

丁子（財団法人言語文化研究所附属東京日本語学校長）
俊行（東京都立武蔵高等学校長）
朗（東京教育大学教授）

詞子（国際基督教大学助教授）
甚一（東京教育大学教授）

和男（国際交流基金日本研究部日本語課長）
忍（東京外国語大学外国語学部附属日本語学校教授）
武（東京大学教授）

111

恥F 田 輸 旨 鳶 曹 蝶 ︾

□斜脳蝉副付V℃1︻臼辮＆洋けe・知＆ゆ芦創けθ

高橋

一夫（東京外国語大学教授）

西村

巌（東京家政大学教授）

ケネス・D・バトラー（米加12大学連合日本研究センター所長）
※宮地

裕（大阪大学助教授）

〔資料5〕「教育・学術・文化における国際交流について」中央教育審議会答申
（昭和49年5月27日）（抜粋）

VI外国人に対する日本語教育の振興
（省略）

（1）外国人に対する日本語教育を一層振興するためには，日本語・日本語教育に関し，高度の研究者を養成し，その

研究水準の向上を図る必要がある。そのため，大学院段階の組織の新設・整備を検討するとともに，教員需給の
見通しを勘案しつつ，大学において日本語教員の組織的な養成を図ること。
（2）現に行われている日本語教育事業の充実向上を図るため，日本語教育に関する教育内容・方法の改善，情報資
料の収集・提供，教材の開発・普及，教員研修の拡充等，各種の振興施策を速やかに進める必要があり、日本語

教育関係機関と連携協力しつつ，これらの施策を総合的かつ効果的に推進する機関として「日本語教育センタ
一」（仮称）を早急に設置すること。
（3）（省略）

答申附属書「教育・学術・文化における国際交流振興のための具体的方策」（抜粋）
（省略）

第5

外国人に対する日本語教育の振興

1

教育内容・方法及び教材の研究開発

（3）日本語教育センター（仮称）は，大学における教育研究はもとより，各種の日本語教育関係機関と連携・協力しつ

つ，日本語教育向上の目標の下に，次のような事業を有機的に行い，これらの機関等における教育活動の充実向
上を援助すること。
（ア）日本語教育の基礎となる外国語としての日本語の研究及び学習者の母語別，学習目的別等による効果的な教

育内容・方法の研究
（イ）上記の研究に基づく各種の基本的な教材及び教育機器の開発，作成及び提供
（ウ）日本語教員に対する各種の一般的，基礎的な研修

（エ）日本語又は日本語教育に関する内外の情報資料の収集・提供
（オ）その他日本語教育機関等への指導援助
（4）上記日本語教育センター（仮称）は，既に発足している国立国語研究所日本語教育部を充実，発展させることによ
って早期の実現を図ること。

H

教員の養成・研修及び処遇

（4）国内・外の初心者及び現職教員や他の分野で専門的能力をもっている者等のための研修制度を充実拡大する
こと。このため，前述の日本語教育センター（仮称）において充実した諸種の教員研修事業を実施するとともに，

関係機関等における研修事業の充実を図ること。
大泉

孝（上智大学教授，会長）

浅利

慶太（演出家）

岩村
遠藤

周作（作家）

緒方
加藤

今

忍（財団法人語学教育振興協会専務理事）

彰（日本放送協会放送総局解説委員長）
秀俊（社会学者）

日出海（国際交流基金理事長）

陽一（国際文化会館専務理事，副会長）

有吉佐和子（作家）

江藤

淳（東京工業大学教授，作家）

小川

芳男（日本国際教育協会理事長）

扇谷

正造（評論家）

久保田キヌ（喉彦大学教授）

高村

象平（神奈川県教育委員会委員）

中井

春雄（日本須井さん株式会社社長）

日向

方斉（住友金属工業株式会社社長）

平塚

益徳（国立教育研究所長）

村井

資長（早稲田大学総長）

吉識

雅夫（日本学術振興会理事長）

洋（東京大学教授）

岩淵

悦太郎（国立国語研究所長）

恵一（東京大学教授）

亀岡

重則（財団法人修養団理事）

滝田

実（全日本労働総同盟顧問）

臨時委員

東
大島

下山
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前田

宏（東京都世田谷区立烏山小学校長）原

司（東京都世田谷区立駒留中学校教頭）

古川

晴風（早稲田大学教授）

堀越

克明（堀越高等学校長）

吉田

秀和（音楽評論家）

吉田

元定（東京都立三田高等学校長）

ｳ輸一鳶一繋埼
三斜甜嬉鵡侍﹀矯一︻∩知＆障￠θ・知＆ゆ芦ぴけ㊦
冒酬

〔資料6〕日本語教育推進対策調査会（昭和48年4月〜昭和49年3月）
浅野

鶴子（財団法人言語文化研究所附属東京日本語学校長）

岩淵

悦太郎（国立国語研究所長，副主査）

岩村

忍（財団法人語学教育振興協会常務理事）

小川

芳男（財団法人日本国際教育協会理事長）

木村

宗男（早稲田大学教授）

小出

詞子（国際基督教大学助教授）

小西

甚一（東京教育大学教授）

斎木千九郎（国際交流基金専務理事）
斎藤

修一（慶鷹義塾大学助教授）

清水三郎治（財団法人国際学友会日本語学校長）
鈴木

忍（東京外国語大学外国語学部附属日本語学校教授）

高橋

一夫（東京外国語大学教授）

田付

景一（海外技術協力事業団理事長）

福島慎太郎（共同通信社長）
古川

晴風（早稲田大学教授）

堀

新助（外務省文化事業部長）

※水谷

修（米加12大学連合日本研究センター語学課程主任）

※宮地

裕（大阪大学助教授）

〔資料7〕日本語教育推進対策調査会「外国人に対する日本語教育の推進の具体策について」
（昭和49年2月19日）（抜粋）
1

日本語教育振興の課題別検討から「日本語教育センター」（仮称）に期待される事業等

1教育内容・方法の研究について
（1）外国人のための日本語教育の基礎となる日本語の研究
（2）外国人の母語別日本語教育の研究
（3）外国人の学習目的別の日本語教育の研究
（4）関連研究分野との連携・協力

（5）各日本語教育機関・日本語教育教育研究者等との連携・協力による研究の推進

2

教材及び教育機器の開発・提供について

3教員の研修について
4

情報資料の収集・提供について

5

日本語教育機関等との連携・協力体制および関係者への協力援助について

H

「日本語教育センター」（仮称）の性格及び他の関係機関との関連

1

「日本語教育センター」（仮称）の性格について

2

関係機関との関連について

〔参考〕日本語教育センター（仮称）の機構の例示

○第一研究部（日本語教育のための日本語そのものの研究）

教育内容第一研究室（外国人のための日本語の音声及び音声教育に関する研究）
教育内容第二研究室（外国人のための日本語の文法及び文法教育に関する研究）
教育内容第三研究室（外国人のための日本語の文字及び文字教育に関する研究）
教育内容第四研究室（外国人のための日本語の語彙及び語彙教育に関する研究）
○第二研究部（学習者の母語別等による日本語教育方法の研究）
教育方法第一研究室（日本語と朝鮮語，モンゴル語等との対照研究に基づく教育方法の研究）
教育方法第二研究室（日本語と中国語等との対照研究に基づく教育方法の研究）
教育方法第三研究室（日本語とタイ語，ビルマ語，ベトナム語等との対照研究に基づく教育方法の研究）
教育方法第四研究室（日本語とインドネシア語，タガログ平等との対照研究に基づく教育方法の研究）

教育方法第五研究室（日本語と英語，ドイツ語等との対照研究に基づく教育方法の研究）
教育方法第六研究室（日本語とフランス語，イタリア語，スペイン語，ポルトガル語，ロシア語等との対照研究に

基づく教育方法の研究）
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教育方法第七研究室（日本語とペルシャ語，ヒンディ語，アラビア語，スワヒリ語等との対照研究に基づく教育方

法の研究）
○研修部（教員研修の企画・運営）

第一研究室（初心者研修の企画・運営）
第二研究室（現職者研修の規格・運営）
○指導・普及部（情報の収集・提供，教材の開発研究）
第一研究室（研究情報の収集・分析とその提供）
第二研究室（学力評価法の研究・作成，教育・研究相談）
第三研究室（教材・教具の研究作成，教育機器の開発）
○事務室（センターの運営に必要な事務のほか，各研究室が行う事業の補助）
（備考）以上のほか，とくに共同研究や課題別研究を進めるため，招へい外国人研究員，インフォーマント，客員研究員

等が研究に参加できるような体制について配慮する必要がある。

〔資料8〕日本語教育推進対策調査会「日本語教員に必要な資質・能力とその向上策について」
（昭和51年3月31日）（抜粋）
1

日本語教育と日本語教員

（1）日本語教育振興の方向とその中での日本語教員の役割
（2）日本語教員の資質・能力の検討の必要性

2

日本語教員に必要な資質・能力について

（1）日本語教員に期待される資質等
（2）日本語教員に期待される能力

3

日本語教員に必要な資質・能力の向上について

〔別紙〕日本語教員に期待される能力の具体的内容

〔資料9〕日本語教育部（昭和49年4月11日）国立国語研究所昭和49年度要覧より抜粋）
○日本語教育部
・日本語教育研究室：外国人に対する日本語教育に関する基礎的実際的調査研究

日本語教育に関する日

本語の調査研究並びに外国人の母語別学習目的別学による教育内容及び教育方法に

関する調査研究
・日本語教育研修室：日本語教育に関する基礎的教材教具の作成に関する調査研究並びにこれに基づく研

町会等の開催及び教材・教具の作成提供

〔資料10〕日本語教育研究室の分掌（昭和49年）（国立国語研究所昭和49年度要覧より抜粋）
（18）日本語教育のための内容と方法に関する基礎的研究（新規）

日本語を外国人に学習させるための基礎となる日本語に関する研究，学習者の母語別，学習目的別を考慮に入れ

た日本語教育の内容と方法の研究を，日本語教育関係者，言語学，国語学研究者等関連研究分野との連携を保ち
つつ，推進する。

本年度の計画の基本的な方針は，上述の研究を将来にわたって円滑に押しすすめていくことができるような基礎路
線を敷くことにある。

その具体的な内容は次のとおり。

1）既存研究成果報告

わが国における異言語使用者に対する日本語教育
各国における異言語使用者に対する各国語教育
言語とくに日本語に関する比較対照的研究の3領域に関する既存の研究成果の収集，整理を行う。（教科
書等も含めて）
2）日本語教育の現状（内容と方法）についての実態の調査一国内にある機関については直接訪問し，また海外の機
関についてはアンケートにより，教育内容と方法に関する実態をより正確に把握しようとする。
3）日本語教育に従事しようとするもののための必読書目録作成。
4）日本語を外国語として学ぶ場合のことばに関する問題点の収集・整理。
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・第1研究部

話しことば研究室，書きことば研究室，地方言語研究室

・第2研究部
・第3研究部

国語教育研究室，言語効果研究室
近代語研究室，古代語研究室（予定），系統研究室（予定）

・資料調査室調査室，編集室，文献室

〔資料12〕日本語教育センターの組織・定員（9名）（国立国語研究所昭和51年度要覧より抜粋）
○日本語教育センター長
・日本語教育研究室（室長1名，主任研究官1名、研究員1名）：日本語教育のための日本語の調査研究、学習者

の母語別・学習目的別等による教育内容・方法に

関する調査研究
・日本語教育研修室（室長1名，主任研究官1名，研究員2名，事務官1名）：日本語教員等に対する各種研修会の

開催、日本語教育教材・教具の研究開

発・作成提供

〔資料13〕「国立国語研究所日本語教育センターの整備充実についてのお願い」
自由民主党文教部会，文教制度調査会へ（昭和51年8月）（抜粋）

ｳ輸一鳶冒酬無塘

（国立国語研究所昭和32年度要覧より抜粋）

□斜甜嬉調付﹀℃1︻∩兇＆詳けθ・噺＆い芦酬けθ

〔資料11〕国立国語研究所研究組織（昭和32年7月現在）

冒酬

（省略）日本語は，日本人の思想や日本文化の基盤であって，外国人に対して日本語を効果的に教育し，日本語を普
及することは，外国人に真の日本の姿をしらせることになり，我が国と諸外国との国際交流の進展を図る上で，極めて
重要な事業です。（省略）つきましては，昭和52年度予算については，なにとぞ御高配を賜りますようお願いいたします。
（別紙1）「日本語教育センター」の構想について

1

センターの事業

（1）教育内容・方法に関する研究開発
（2）教材・教具の開発・提供
（3）教員の研修

（4）情報・資料の収集・提供

（5）日本語教育関係機関等との連携・協力体制等の確立
2

設置形態（省略）

3

全体計画

（1）機構及び定員
○センター長（1名）

○研究部（部長1名）

・第一研究室（室長1名，室員5名）：外国人のための日本語の音声及び音声教育、文法及び文法教育、日本語の

語彙及び語彙教育刑に関する研究
・第二研究室（室長1名，室員3名

）＝日本語と英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語等との対

照研究に基づく教育方法の研究
・第三研究室（室長1名，室員3名）＝日本語と中国語、朝鮮語等との対照研究に基づく教育方法の研究
・第四研究室（室長1名，室員3名）1日本語とタイ語、ビルマ語、ベトナム語、インドネシア語等との対照研究に基づ

く教育方法の研究
0指導・普及部（部長1名）
・研修室（室長1名，室員4名）：研修の企画・運営、カリキュラムの研究、評価法の研究等

・教材開発室（室長1名，室員4名）＝内外の情報の収集・分析とその提供、教材・教具の研究と作成、教育機器の

開発等
（別紙2）日本語教育センターの現在の組織・定員（昭和51年度）
（別紙3）「外国人のための日本語教育学会」について

（別紙4）外国人のための日本語教育学会役員名簿
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〔資料14〕国立国語研究所附置「日本語教育センター」及び国際交流基金「日本研究国際センター」

の日本語部門の当面考えられる両者の分担協力関係について（昭和48年10月9日）（抜粋）
文化庁文化部

外務省文化事業部
○教育内容・教育方法の研究
・国立国語研究所附置「日本語教育センター」

外国人に対する日本語教育に関する「日本語の研究及び母語別，学習目的別等による教育内容・方
法の研究」

外国人に対する日本語の基礎的研究
外国人の母語別・学習目的別の日本語教育の研究，関連研究分野との国際的研究を行う。
・国際交流基金「日本研究国際センター」

現地の実状に適したカリキュラム，教育内容及び外国人に対する現地語別，段階別日本語教授法の
研究開発を行う。
○教材等の作成，提供
・国立国語研究所附置「日本語教育センター」
「上記の研究に基づく基本的教材の開発，作成，提供」

上記の研究の基礎の上に，外国人に対する辞典，文典，基本語彙集，基本文型集その他各種モデル
教材の作成と，主として国内の関係機関等への提供を行う。
・国際交流基金「日本研究国際センター」
「日本語教育センターによる基本的教材を基礎とする応用的教材の作成，配布」

現地語別各種教材の作成，提供
現地二品説付教科書二二丁丁材の作成と，主として海外日本語研究教育機関等への提供を行う。
○教員の研修
・国立国語研究所附置「日本語教育センター」
「教員の一般的，基礎的な研修」
上記の研究機能を活用して，初心者研修，現職者研修，課題別・受託研修等の特別研修を行う。
・国際交流基金「日本研究国際センター」

「海外に派遣する日本語教員及び外国人教員等の身分の確保，能力の向上を図るとともに，応用的
な研修・再三三等を実施」

海外に派遣する日本語講師プール機関でもある基金センター日本語関連部門を活用して現地人日本
語講師の再訓練及び海外派遣日本語講師研修を行う。
○情報，資料の収集・提供

・国立国語研究所附置「日本語教育センター」
国内を対象としての日本語及び日本語教育に関する情報，資料を収集・整理し，主として国内の関係

機関，関係者に提供する。
・国際交流基金「日本研究国際センター」

基金の海外センター，文化会館，在外公館並びに外国の大学等の研究教育機関を通じて海外の日本
研究・日本語教育に関する情報，資料等を収集・整理し，これを主として海外の研究者，学習者等へ

の提供を行う。
○日本語の普及
・国立国語研究所附置「日本語教育センター」
・国際交流基金「日本研究国際センター」
海外の各地に日本語普及のための「海外センター」を設ける。
海外センターは普及のための核的存在であり，実際の日本語教授を行うとともに，現地日本語教育機

関への教授法の指導，教材の配布等を実施する。
国際交流基金は，その海外センター等において行う日本語教育の機能を国内においても適宜行い得
るよう妥当な方法を検討するものとする。

○日本語教育推進連絡者協議会
外務省，文化庁，国際交流基金，国立国語研究所附置日本語教育センター及びその他日本語教育関係機関の
関係者並びに学識経験者をもって構成する日本語教育推進連絡協議会（仮称）を設置する。
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文化庁・国立国語研究

所）（抜粋）
1

外国人に対する日本語教育振興の必要性とその方向

II

「日本語教育センター」（仮称）の設立（日本語教育推進対策調査会の報告に基づく）

よって，文部省（文化庁）では，「日本語教育センター」（仮称）の早期設立を重点施策とし，日本語教育関係者ほか学識

経験者よりなる「日本語教育推進対策調査会」を設けて調査検討を行い，その報告（昭和49年2月19日）を基に，同セ
ンターの構想を立て，昭和49年度にはとえりあえず国立国語研究所に日本語教育部を発足させた。
1

センターの事業

（1）教育内容・方法の研究

（2）教材及び教育機器の開発・提供
（3）教員の研修

（4）情報資料の収集・提供

（5）日本語教育機関等との連携・協力体制の確立及び関係者への協力・援助

2

設置形態

国立国語研究所との機能上の有機的な連携を保つため，国立国語研究所附置「日本語教育センター」（仮称）とする。

3

全体計画

定員

43人

機構

センター長，研究部（4研究室），指導・普及部（2研究室〉，事務室

施設面積

5，937㎡（国立国語研究所管理部門を含む。）地上5階地下1階

工事費

1，016，271千円

設置場所

国立国語研究所（北区西が丘3−9−14）敷地内

C衿斎口酬辣︾
田斜甜嬉酬付﹀噂1︷臼熟＆討けθ・％＆0一一けθ

〔資料15〕「日本語教育センター」（仮称）の設立について（昭和49年12月

冒叫

（注）センターは，施設・事業の整備・充実状況をふまえて更に拡充する計画である。

4
定

昭和49年度定員・予算
員＝5名（部長，日本語教育研究室長，研修室長，研究員，事務官）

事業費＝日本語教育研修企画

519千円

なお，上記事業費のほか，下記の予算が文化庁より支出委任され，これに伴う事業を行っている。

日本語教育モデル教材の作成

4，233千円

日本語教育研修会の開催

1，614千円

参考資料
1

国立国語研究所附置「日本語教育センター」（仮称）設立計画の詳細

（1）機構及び定員
センター長（1名）

O研究部（部長1名）
第一研究室（室長1名，室員5名）：外国人のための日本語の音声：及び音声教育，文法及び文法教育，日本語の

語彙及び語彙教育等に関する研究）
第二研究室（室長1名，室員3名）：日本語と中国語、朝鮮語等との対照研究に基づく教育方法の研究
第三研究室（室長1名，室員3名）：日本語とタイ語，ビルマ語，ベトナム語，インドネシア語等との対照研究に基づく

教育方法の研究
第四研究室（室長1名，室員3名）：日本語と英語，ドイツ語、フランス語，イタリア語，スペイン語，ポルトガル語，ロシア

語勢との対照研究に基づく教育方法の研究
○指導・普及部（部長1名）

第一研究室（室長1名，室員4名）1研修の企画・運営，カリキュラムの研究，評価法の研究等
第二研究室（室長1名，室員4名）：内外の情報の収集・分析とその提供，教材・教具の研究と作成，教育機器の開

発等
○事務室（事務長1名，庶務係，会計係，事業第一係（研修），事業第二係（教材，資料整理，刊行））

定員

計43名（センター長1名，部長2名，室長6名，室員22名，事務長1名，係員11名）

（備考）1．以上の定員のほか，研究部に非常勤職員として外人研究者及びインフォーマント数名を予定している。
2．センターは施設，事業の整備・充実状況をふまえて，更に拡充する計画である。

（2）昭和49年度及び昭和50年度以降の機構、建物，整備計画

事

項

組織及び定員

全体計画
センター長

昭和49年度
部長（1人）

昭和50年度要求
室長（2人）

昭和51年度要求
センター長（1人）
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研究部（4室）

嗣｝

室長（2人）

研究員（7人）

部長（1人）

研究室長（2人）

指導・普及部（2室）研究員（1人）

研究員（14人）

事務室

事務長（1人）

事務官（1人）

事務官（10人）

合計43人

合計5人

合計9人

合計29人

〔資料16〕「日本語教育の内容・方法の整備充実に関する調査研究について」日本語教育推進対
策調査会報告（昭和54年3月19日）（抜粋）
（省略）なお，この報告の中で述べているように，この教育内容・教育方法の一層の充実向上を図るためには，今後とも

大学をはじめ各種の日本語教育機関等における調査研究体制，とりわけ国立国語研究所日本語教育センターの調査
研究体制の整備充実が緊急を要する課題であると考えますので申し添えます。

H

母語別教材の作成・提供

1

現状と問題点

2今後の改善の方向
別紙1「日本語教育の方法及び教材の開発・改善に関する実際的研究」
（1）概要

研究代表者＝大阪外国語大学教授

吉田

弥寿夫

日本語教育の内容・方法論の確立（総括

吉田弥寿夫大阪外国語大学）

対照研究・教材開発方法論研究グループ
対照研究方法論：基本的対照項目の目録・索引・共通基本模型の作成
日下部文夫（東京外国語大学），寺村秀夫（大阪外国語大学），佐治圭三（大阪女子大学）

教材開発方法論：日本語教育における教授要項の作成
木村宗男（早稲田大学），阪田雪子（東京外国語大学），斎藤修一（慶応義塾大学）

各特定言語研究グループ
音声：テープ付き音声教材（口頭練習を含む）の作成
インドネシア語：堀口和吉（天理大学），柴田紀男（天理大学）

ポルトガル語：池上寄夫（天理大学）

文法：文法教材（表現練習等を含む）の作成
フランス語：玉村文郎（同志社大学）

アラビア語：伴康哉（大阪外国語大学）

語彙：語彙用例集の作成
朝鮮語：塚本勲（大阪外国語大学）
ペルシア語：井本英一（大阪外国語大学）
中国語：武部良明（早稲田大学）
（2）特色（省略）

別紙2「母語別学習辞典作成計画」
（1）概要

第一段階

昭和54年度：2000語選定
昭和55年度：5000語選定
昭和56年度：和文原稿の総点検

第二段階

昭和57年度＝翻訳一インドネシア語，タイ語

昭和58年度：翻訳一スペイン語ポルトガル語
昭和59年度＝翻訳一アラビア語，日本語インドネシア語辞典・日本語タイ語辞典印刷校正
第三段階

昭和60年度以降＝日本語スペイン語辞典・日本語ポルトガル語辞典・タイ語日本語辞典・スペイン語日本

語辞典印刷校正
（2）特色

a

編集委員には日本語教育センターを中心とした国立国語研究所の研究員，日本語教育の専門家，各対象母語の
専門家が委嘱される予定である。

b語彙選定のための基礎資料としては，日本語教育センター特別研究「日本語教育のための基本的な語彙に関す
る調査研究」「日本語教育のための基本的な語彙に関する比較対照研究」の研究成果が用いられるなご同セン
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学習者の日本語能力の標準と測定

1現状と問題点
2

今後の改善の方向

別紙3「標準の項目を具体化するための留意事項」
］V

調査研究体制の整備充実

（省略）

1

国立国語研究所日本語教育センターの調査研究体制の整備

以上述べた教育内容・方法を充実するための諸課題を解決し，内外の日本語教育関係者の期待にこたえるためには，
国立国語研究所日本語教育センターについて，今後，次のような諸方策を積極的に行なう必要がある。
（1）日本語と諸外国の言語との対照研究，とくに今後我が国との多方面にわたる交流が活発となる東南アジア諸言語
（インドネシア語，タイ語，ビルマ語など），中国語，朝鮮語等との対照研究を推進するために必要な研究体制を整備

するとともに研究活動の充実を図ること。
（2）日本語教育教材，とりわけ母語別学習辞典の編集を促進するために必要な研究体制を整備するとともに，有効適

切な教材・教具を開発するための調査研究体制を一層充実すること。
（3）学習者の日本語能力の標準を設定するために必要な調査研究体制を整備するとともに，大学その他の内外の日
本語教育機関と相互向けいを密にして研究を行うこと。
（4）学習者の日本語能力の測定・評価法についての研究を推進するために必要な研究体制を整備するとともに，大
学その他の内外の日本語教育機関と十分連けいを図りながら，研究を充実させること。

冒馴

瘤￨轟︷鯛騨辣跨

皿

田斜⁝⁝建仁は﹀℃1﹇惜σ討けθ・兇＆田き酬けθ

ターの研究と密着したものが作成される予定である。

u田

（5）内外の日本語教育機関等の情報や研究資料を継続的，組織的に収集し，広く関係者が活用できるような体制を整
備すること。
なお，上記（1）〜（5）の課題は，相互に密接に関連して各々がより効果を発揮するものであるので，これらは早期に一体
的に整備充実されることが必要である。

2

各種の調査研究の推進

（参考資料）

1

国内における既存の母語別教材

2

国外日本語教育機関で使用されている母語別教材

3

各機関の母語別教材作成計画

4

各種の日本語能力試験
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創立50周年記念シンポジウム
「日本語研究の新領域と国立国語研究所」
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．51 口
日
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−

国

時＝1998年12月15日（火）14：30〜17：30

会場＝国立国語研究所講堂
提

言＝片桐恭弘氏（ATR知能映像通信研究所室長）
近藤

泰弘氏（青山学院大学教授）

三田いずみ氏（東北大学教授）
橋元

総括提言＝中西

司

122

良明氏（東京大学社会情報研究所助教授）

進氏（大阪女子大学長国立国語研究所評議員〉

会：杉戸清樹（国立国語研究所言語行動研究部長）
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あるいは新たな展望を持つことが，この先欠か

ただ今から「日本語研

せないことだと考えました。そして，そのような展

究の新領域と国立国語

望に基づいて，今後とも，学界とか社会に貢献

研究所」という標題によ

できる道を模索し，開いてまいりたいとそういう

りまして，国立国語研究

願いを持つに至っております。そこで，今回の記

所創立50周年記念シンポジウムを始めさせて

念事業では，昨日と本日，所内における催しと

いただきます。私，この研究所の行動研究部と

しまして，この会場を使ってふたつのテーマで

いうところにおります，杉戸清樹と申します。こ

口頭の研究発表会を催しました。さらにそれぞ

の会の進行係を務めますので，どうぞよろしく

れの研究室に直接ご足労願いましたけれども，

お願いいたします。

研究室公開というものもいたしました。さらには

当研究所は創立以来，50周年を迎えました。

ポスター発表，あるいは資料の展示なども企画

この間，様々な方面のご指導やご批判に支え

いたしました。これらの企画にはすべての研究

ていただいて，現代日本語の色々な側面にわ

職員が，いずれかの企画に携わりまして，それ

たって，調査，研究，あるいは関連する事業を進

ぞれが担当している仕事，その内容や形式は

めてまいりました。おかげさまで，50周年を迎え

いろいろですけれども，現在の研究所の進めて

る今，日本語研究をとりまく世界を見回します

おります研究事業の全体が皆様方の前にお示

と，創立当初は他には稀であったと申しあげて

しできるような企画として，お示ししました。幸い

よい，現代日本語についての研究，調査が，こ

だくさんの方においでいただきまして，それぞれ

の間，国の内外にわたって，随分質，量ともに拡

たくさんのご批判，ご指導をいただくことができ

大，あるいは深まりをみせていると思います。そ

ました。

んな時に創立50周年を迎えます私ども研究所

このシンポジウムはこれを受けまして，つまり，

にとりましては，これまでのそれなりの蓄積を振

今申しましたような研究発表，ポスター発表，研

り返り，所外，あるいは国の内外の動向を十分

究室展示，その内容全てを対象にしたシンポジ

に，改めて把握しながら次の展開を考えること，

ウムとして考えております。具体的には『研究発

田田脳皐毘θ蝋感虹併用h圖闘皐

趣旨説明（杉戸清樹）
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表会資料集』にお名前を掲げました5人の先生

番近い領域ということで，最初に国語学，日本

方から，それぞれ，日本語研究に関連の深い

語学の領域からご提言をお願いいたしました。

様々な領域でご活躍の先生方なんですが，こ

お二人目が，片桐恭弘先生です。片桐先生

のシンポジウムでは，今後の研究所に対するご

は京都府にございますATR，知能映像通信研

提言を頂戴したいというお願いを申して，こころ

究所という研究機関の室長をお務めです。ご専

よくお引き受けいただいております。色々なご

門は情報工学の領域で，特にその中でもこと

提言いただけるものと，私ども楽しみにしており

ば，さらに特に，談話など話しことばですね，音

ますが，具体的な研究事業の内容についての

声言語について，言語情報処理のお立場でご

ご指摘には，原則としてこのシンポジウムの会

活躍です。先端的な技術の世界での日本語研

場に所員が集まることになっておりますので，直

究の方向からご提言をお願いしてございます。

i接に担当する職員がお答えし，あるいは会場に

ご参加の皆様方からもご意見を頂戴すること

は東北大学文学部の教授をお務めです。特に

によって，シンポジウムを進めてまいりたいと，そ

外国からいらっしゃった方たちへの，あるいは外

んなふうに考えております。そうすることを通じ

国での日本語教育の内容や方法，あるいはそ

まして，「日本語研究の新しい領域と国立国語

の実践，さらにはその日本語教育の基礎として

研究所」という課題について，より開かれた形

の，外国語と日本語の対照研究を展開なさって

と内容で議論が展開されればと考えておりま

います。この国語研究所でも日本語教育の分

す。どうぞ，研究所の将来にむけて，次の50年，

野の仕事がますます重要なものになってきてお

さらには100年，この本の最初には所長がそう

ります。その分野からのこ提言をお願いしてお

書いておりますが，将来に向けて忌寸のないご

ります。

意見，ご提言をお願いしたいと思います。

四人目にお願いするのが，橋元良明先生で

以上がシンポジウムの趣旨でございます。

す。橋元先生は現在，東京大学の社会情報研

次にこの後程お一人ずつご登壇いただきま

究所というところの，助教授をお務めです。社会

すが，先生方をご紹介いたします。
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お三人目が門田いずみ先生です。平田先生

心理学という領域でコミュニケーション研究が

最初にご登壇いただきますのが，近藤泰弘先

ご専門でいらっしゃいます。テレビ・ラジオ・新

生です。近藤先生は現在，青山学院大学文学

聞などのマスコミニュケーションの世界，あるい

部の教授をお務めでいらっしゃいます。ご専門

は，実際の社会の場，あるいは小さな家庭の中

は，国語学の領域で，その中でも日本語の特に

など，いろいろな場面，あるいはそのメディアの

文法について，それも現代語の文法だけでな

中でのコミュニケーションという問題について

くて，昔からの日本語をさかのぼった歴史的な

様々な調査，研究をお進めの先生です。その方

視野に立った文法の研究も幅広くお進めの先

向からのこ提言がいただけると存じます。

生です。今日もそのお立場，国立国語研究所で

最後にご紹介しますのが，中西進先生です。

すから，国語学が従来の領域の名前としても一

中西先生は現在，大阪女子大学の学長をお務

．棚卜

目獣

て中西先生のこ発言をお願いすると，そんなふ

学，特に万葉集，古事記，日本書紀も含めて，古

うにお願いしてございます。

通常シンポジウムと申しますと，登壇するパ

心として，日本語というもの，また日本文化とい

ネラーの方達，司会者などが事前に十分相談

うものについて，深く幅広いご研究，ご発言が

しまして，事前に流れなどを打ち合わせた後始

数多くございます。中西先生は，文化庁の方の

まるものだと存じます。しかしながら今回は昨

国語審議会にも委員としてご出席でいらっしゃ

日，今日のポスター発表，研究発表をお聞きい

いますし，私どものこの国立国語研究所に評議

ただいて，それを話題にしていただくというとこ

員会という会がございまして，その評議員とし

ろを出発にしたいと思いますので，事前の準備

て，この研究所も直接的な形で，日頃から色々

が原理的に不可能でございます。お手元の資

ご助言をいただいている先生です。今日はこ

料集を原稿段階でご覧いただく，あるいは，昨

のシンポジウムの議論にもご参加いただくこと

日，今日その会場に足を運んでいただくという

とあわせて，締め括りの段階で，総括的な立場

ことで，これはご参加の皆様含めて，提言者の

からのこ提言をお願いしております。それぞれ

先生方にもそのような事前の準備だけでお願

簡単なご紹介で失礼いたしました。

いしております。進行係としても誠にスリリングな

このシンポジウムの進め方をざっとご説明い

気持ちでこの司会を始めておりますが，どんな

たします。最初に，ご紹介いたしました4人の先

展開になりますやら，ともあれ，それだけ一層活

生方にそれぞれ15分前後でご提言をいただく

発なシンポジウムにしていただけると期待して

予定にしております。近藤先生，片桐先生，才田

いる次第です。

先生，橋元先生の順でお願いいたします。その

あと，二つお願い申し上げます。一つは録音，

後，休憩をはさみまして，討論，これはご参加の

録画のお願いでございます。このシンポジウム

会場全体の皆様方からのこ発言も含めた討論

の内容の全体を，後日50周年の記念誌という

をお願いしたいと考えております。なお，その討

印刷物にまとめまして，研究発表の中身とか，こ

論の中をふたつに区切りまして，前半は少し個

のシンポジウムの内容を広く印刷物の形でご

別的な研究テーマ，個別的な事業のテーマに

覧いただけるように，あるいはインターネットの

ついてのこ提言なり，ご指導なりを頂戴できれ

WEBのページに載せたりすることも考えており

ばと考えております。後半はそういった問題を

ます。そのため，録音，録画，写真などを撮らせ

特に限らずに，「この先研究所というものは」あ

ていただくことをどうぞあらかじめご了承くださ

るいは「この先日本語研究というものは」と，そ

い。二つ目のお願いは，質問・意見の用紙につ

ういう全般的，一般的なお立場でのこ議論，あ

いてです。既に会場にお入りいただく時，お手

るいは研究所へのこ提言を頂戴したいと，そん

元にお配りしているかと思いますが，「質問意見

なふうに考えております。その議論が終わった

用紙」と書きましたものをお配りしております。後

頃を見計らいまして，最後に総括のこ提言とし

半の討論時間にご発言いただく内容を，私ども

□斜加酬日嗣θ蝋惑嬉〜n圖h中脳覇湖

代の日本文学についての文学的なご研究を中

咤

めです。申し上げるまでもなく，古代の日本文
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で，あるいは提言者の先生方と休憩時間に相

の希望，あるいはこの機会の質問という形で，

談して準備したいと思っておりますので，ご面

国語学という立場から少しお話をさせていただ

倒ですけれども，ご意見，ご提言をお書きいた

きたいと思います。この後，会場の皆様から本

だけると，ありがたいと思っております。

格的なご提言が色々あると思いますので，それ

さて，出だしが長くなりましたが，最初の段階
をはじめさせていただきます。最初は，近藤泰弘

えていただければと存じます。

先生に国語学からのこ提言をお願いいたしま

ところで，研究所はずっと現代語の資料収

す。では，先生どうぞよろしくお願いいたします。

集，そして方言調査，また言語生活能力の向上，

あるいは日本語の歴史，さらには研究情報収集

提言1「国語学の領域から」

といった非常に幅広い研究分野にわたって，共

（近藤泰弘氏）

同研究というそれまでになかったスタイルで研
究を続けてこられたわけで，これは今の言葉で

ただ今ご紹介にあず
「曜

かりました青山学院大学

膝

ぐ

荷留脳皐湖θ蝋型虹侍圖博聞闘皐出
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が出やすくなるための一つのきっかけとして考

の近藤泰弘と申します。
ご紹介にもございました

」

盈

いうと，学際的という言葉にある程度あてはまる

ことではないかと思いますが，そのように広い
範囲ですので，国語学的な話題といいましても，

ように，私は，専門は主に，平安時代語の文法

非常に多いわけでございます。しかし，特にそ

を中心とした文法史と，それからそれに付随す

の中で大きな点と思われますのは，全国的な

る文法理論という比較的狭い範囲の中で研究

方言調査の研究，そして近現代語研究資料の

を行なっておりますものですから，国語学全般

蓄積とそれに伴った記述的研究の，この2点は

にわたって，この広い研究分野を持ちます国語

非常に大きなウエイトを占める点だろうと思いま

研究所の研究全体について提言を申し上げら

す。その研究形態におきましても，またその内容

れるようなものではないんでございまずけれど

におきましても，いずれの点でもいわゆる国語

も，本日，この50周年を記念するおめでたい席

学会，あるいはその関係学会の牽引車としての

にパネリストとしてお招きいただいたこと，大変

役割を果たしてきたというふうに考えます。その

ありがたく思っております。これまでも研究所に

ような観点から昨日来のポスター発表，口頭発

関係する諸先生方には，直接にご指導いただ

表，また研究室公開を拝見させていただきまし

いたり，あるいは一緒にお仕事させていただい

た。その中で，今申し上げました2点，すなわち

たりと，色々な点で大変に恩恵を受けているも

方言調査の点，それから現代語研究の蓄積と，

ので，そのことについてもこの場をお借りして，

そういう2点を中心に拝見しますど特に昨日あ

お礼を申し上げたいと思います。そのような中

りました，二つのグループの方々によります口

から，私がお話しするのは，とても提言といった

頭のご発表，これについて今日は特に取り上

ようなことではないわけですけれども，若い世

げまして，その中身に対するご質問，あるいはそ

代の国語学研究者の一人としまして，日頃から

れに関する提言という形で少しお話しさせてい

．随1」
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られると思いますので，まずは配られておりま

法全国地図』といった，非常に大きなプロジェ

すこの『研究発表会資料集』の中で，その部分

クトを柱として推進されてきたというふうに見ら

をご覧ください。レジュメのページでいいますと，

れますが，今回のご発表を聞きまして，私ども，

7ページです。こちらで変化研究部の吉岡先生，

それを利用させていただいている者だけから

もう少し先で，三井先生，そして最後に大西先

しましても，次の世代，21世紀の新しい方言の

生と3名の先生から方言研究の概要，および

プロジェクトというものが，そろそろ準備されて

『方言談話資料』を利用した研究，そして『方言

いるのかなと，あるいはそういうようなものが，次

文法全国地図』を利用した研究という点でご発

に行なわれるのかなという感じを持ったわけで

表がございました。詳しくはこちらを後程ご覧く

ございます。つまり，これまでの資料を使った研

ださい。拝見しまして，またうかがいまして，感じ

究というところがら派生して，それを基盤として，

ましたことはこれまでに研究所で行なわれてい

次の新しいプロジェクトへの動きがみられる，ま

るこれらの方言研究の資料が，それ自体，既に

たそれが期待されるんではないかというふうに

歴史的な意味を持っていて，それについての研

感じた次第です。それから，これは後でちょっと

究，それを素材とした研究というものが独立し

申し上げまずけれども，従来蓄積された言語デ

て行なえる段階になっているということを非常

ータ，これを公開するということが今まで，出版

に深く感じた次第です。つまり，単に研究成果

物の形で行なわれてきたわけですが，近年，電

の発表ではなくて，それ自体が新しい研究を生

子化による出版，あるいはインターネットによる公

む，新しい素材となっているということを示して

開というようなことが，どの世界でも行なわれて

いただいたんではないかと思います。しかしな

きておりまして，この点についても考慮する必要

がら，昨日の特に，大西先生の発表にありまし

があるということを考えました。

たように，たとえば方言のシンタクスの研究とい

次に，国語辞典編纂のための用例データベ

ったもの，確かにこれは私ども国語史研究者か

ースの発表がございましたけれども，そちらにつ

らみても非常に興味深いことなんですけれど

いて少し申し上げます。レジュメですと，31ペー

も，このようなことを研究なさる場合には，既に

ジ以降にございます，国語辞典編集室の木村

現在ある，調査が終わって刊行が進んでおりま

先生，田中先生，そして最後に加藤先生の3名

す『方言文法全国地図』だけでは十分ではな

の先生からご発表がございました。ここでは用

いということも，明らかにされているわけです。す

例データベースの作成がスカウト式，全数式と

なわち，非常に高度な利用方法を開発するこ

いった様々な方法で行なわれていること，それ

とによって，要求はさらに高度になってくる。それ

から新しい全文コーパスの諸問題について明

に伴って，従来からの素材としての資料もまた，

らかにされました。そしてこれが国語辞典編纂

新たな段階が必要になっているということが感

のための資料として行なわれているということ

じられたわけでございます。これまで，研究所

ももちろん，言うまでもないことでございます。昨

田斜加咄口囲θ蝋型虹〜n碧南画料一半囲

の方言研究は，「日本言語地図』，また『方言文

ド

ただきます。昨日，ご出席にならなかった方もお
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日の研究発表の会にいらしていた方はお聞き

ります辞書が，どの程度の情報量を持つかとい

だと思いますけれども，その時に総合コメンテ

うことが明らかにならない以上，コーパスの仕様

ーターとして，韓国の国語研究院の闘（ミン）先

といったものも明確にはならないものだと思い

生がコメントをなさいましたけれども，その時に，

ます。この点も，もし後程，質問に出てさました

「この国語辞典の作成とコーパスというこの事

ら，質問したい1点でございます。

業がこんなに少人数で行なわれていることに

以上二つの点にあわせて申し上げることな

非常に驚いた」というご発言がございました。こ

んでございまずけれども，データの公開という

れは，そのようなことに敬服するというニュアン

ことがございます。これは着々と行なわれてい

スとともに，少し人数が足りないのではないか

ることですけれども，今後も更に広く行なわれ

というニュアンスがあったと思います。その時の

ることだと思います。また同時にデータの標準

お話ですと，韓国ではコーパスと辞書の作成に

化ということが必要なわけですが，これは研究

国立の研究院に数十人の専従の研究員がい

所内部でデータを共有して研究していくという

て，それで辞書もまもなく完成するとうかがいま

ことのためにも，非常に重要なことだと思いま

した。国立の機関で辞書を作るかどうかという

す。また，データの公開には色々なレベルのもの

ことについては，色々な意見がございまずけれ

があると思いますけれども，非常に簡単な一般

ども，いずれにせよ，もう少し大規模な研究が

向けの公開の仕方，電子化による，そういう方

必要であると，やはりこの点に関してはそのご

法もあると思います。残り少し時間がございま

指摘のとおりであったんではないかと，私もそ

すので，少々，そのような例をOHPを使ってお

のように考えました。従来，少人数で十分高い

見せしますので，お願いします。

研究が行なわれておりまずけれども，この精度

（OHPで説明）

を保ったまま，もっと大規模な研究が行なわれ

これは，ご存じの方も多いと存じまずけれど

るということが，やはり必要ではないかと感じま

も，金井弘夫氏の『日本地名索引』，（アボック

した。また，同時にその時のご質問の中にござ

社）から出ておりますが，これが電子化されて，

いましたけれども，コーパスをつくるためには，ど

『地図でみる日本地名索引』という名前で，

のような辞書をつくるかということが，ある程度，

CD−ROMが出ております。これは『日本地名

明らかになっていないとそのコーパスをつくるた

索引』から抽出しました51万6千件の地名デー

めの方針がはっきりしないというようなことがあ

タを使って，自由な検索と地図化ができるもの

ると思います。たとえば異体字をどの程度コー

です。例えばここに例として挙げましたが，いわ

パスの中で取り入れるかということ，つまりいわ

ゆるワイルドカーズ（Wild

ゆる字体包摂（ジタイホウセツ）の問題ですけれ

規表現的な条件検索で，「タケ（岳）」の字を入

ども，字体包摂をどの程度コーパスの中で行な

力して，この「タケ（岳）」という字が最後にあり，

うかということについてご質問がありました。こ

かつ「〜ノタケ（岳）」という地名を出しなさい，あ

のような問題も，国語研究所がつくろうとしてお

るいはこの「タケ（岳）」という字が最後にあり，

Cards）を使った正

目醜

ることによって，より大規模なコーパスを作成す

なさいという例です。これは非常に単純な例で

るための準備ができるのではないかという点，

すけれども，このような検索を行なうことができ

3番目に，データの標準化と共有化，標準化に

ます。最初の例ですと，そのCD−ROMを使っ

つきましては，国文学研究資料館などでも行な

た分布図ですけれども「〜ノタケ（岳）」の例で

っておりまずけれども，現在の流れとしては，

して，このような分布です（九州地方に偏って分

XML（Extensible

布していることをOHPで示す）。同じようにこれ

なSGML（Standard

は「〜ガタケ（岳）」の例です（本州に散らばっ

Language）系の標準化，構造化言語を用いる

て分布している図を示す）。国語史上，格助詞

ことが，まずは間違いない状況になっていると

の「の」と「が」は非常に近いものでありながら，

思います。このようなことは今後，考慮されるべ

なぜか古くから共存しているという非常に不思

きだと思います。また，このようにXMLなどで構

議なものであります。このようなものについて，

造化したデータは，電子化した公開にも適して

このように非常に単純に地名における分布を

おりますし，また所内におけるファイルサーバー

知ることができる，これは重ね合わせもソフト上

において共有する，あるいは共同研究環境で利

できるんですけれども，このようにかなり違う分

用するといったことにも適していると思います。

布をしているわけです。

このようなことには，もちろん予算的な事も必要

いような単純なソフトウェアでありながら，かなり

Language）のよう

Generalized

Markup

なんですけれども，まずは標準化のための検討
をするということが必要だと思われます。

効果が高いという，こういうデータの公開の仕方

以上，甚だ簡単ではございましたけれども，

もあるということで，このようなものを『方言文法

国語史研究，国語学研究の一部を行なってい

全国地図』などのようにむしろ資料面に重視を

る者がこの度の会に参加させていただいた，ひ

置いたデータに適応すれば一般のものにも使

とつの感想として，皆様方の今後の，お話し合

いやすい，逆に言うとよく売れるということかも

いの素材になると思いまして発言させていただ

しれませんけれども，そういうよく売れるような

きました。どうもありがとうございました。

□斜置型毘θ強運嬉侍圖口調㎝咄皐

以上のように，非常に素人向けといってもい

Markup

罷

かつ「〜ガタケ（岳）」という読みの地名を出し

データを作ることも可能だと考える次第です。
以上，申し上げましたことをまとめます。今ま

で申し上げたことの繰り返しとなりまずけれど

（司会）

近藤先生，どうもありがとうございました。方

も，方言研究におきましては，新しい，新規の目

言研究の新しい目標を設定すべきである，ある

標の設定ということによって従来の資産を生か

いは大規模コーパスを作り上げていくための基

しながら，新しいプロジェクトを目指すというこ

盤としての辞典の方向性，これを考えなければ

とで，さらに高度な水準の研究に向かっていけ

いけない，その2点を具体的にご指摘いただき，

るのではないかということ，2番目はコーパスや

それをまとめて，共通する問題として，データの

辞典の編集に関しては，辞典の方向づけをす

公開性，標準化を基盤にした公開という，そち
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らの課題もあるというご指摘を頂戴したとうか

にわけられるだろうと思います。

がいました。このご指摘は後程の討論のところ

（OHPで説明）

で，ぜひとりあげさせていただきたいと思いま

まず第一に，人間・機械のインターフェイスが

す。引続きまして，2番目に片桐先生に音声言語

ございます。機械，計算機と人間が話をする，イ

処理のお立場からのこ提言を頂戴したいと思

ンタラクションをする。その中で言語，言葉なり

います。どうぞよろしくお願いいたします。

音声なりを使って，それ以外のものも使います
が，そうしで1青報のやりとりをする，コミュニケー

提言2「音声言語処理の領域から」

ションをする，そういうところで音声言語を使い

（片桐恭弘氏）

たいと考えています。2番目の言語の計算機の

ただいまご紹介にあず
かりましたATRの片桐と

一・
、

中での使われ方が，情報検索です。皆さんもご
承知のようにWWW（ワールド・ワイド・ウェブ）を

申します。よろしくお願い

使って，いろんな情報が検索できます。そういう

いたします。今回はこの

時にどういうふうな技術を使うかというようなか

創立50周年記念という節目にお呼びいただい

たちで言語とのからみがあります。3番目に，計

て，大変名誉に思っております。昨日，今日と，

算機介在コミュニケーションとでも申しますか，

研究所の発表だけでなくて，研究室の中まで入

計算機あるいは電子的なネットワークを介して，

って見学をさせていただくという，私には初めて

人間同士がコミュニケーションをします。皆さん

の体験をさせていただきました。以前から国語

も日常的にお使いだと思われます，電子メール

研究所には研究発表会などでお邪魔させてい

であるとか，インターネットのニューズグループの

ただいたことはあるんですが，実際にかなり細

ようなディスカッショングループであるとか，ある

かいレベルまで，実際の研究者の方と対面で

いはもうちょっと別の形態といたしましては，チ

ディスカッションさせていただくという機会を持

ャットルームに入る，仮想的な空間に入ってい

てたことは，大変ありがたく，貴重だったという

って人がコミュニケーションを楽しむといったよ

ふうに感じております。

うな技術がいろいろ研究されております。音声

とても提言などという大それたことは，荷が重

言語処理では，そのような領域を設定して，それ

いことなのですが，音声言語情報処理という立

をどうやって実現するかという方法を研究しま

場から国立国語研究所に対する期待を二，三

す。それには，言語の分析であるとか，音声認識

述べさせていただきます。その前に音声言語情

をするであるとか，そういうアルゴリズムを研究

報処理というのはどんなことかというのを，私が

するという観点と，それから，そのために必要な

こんなことをやっているということをご紹介して，

データを準備するという観点がございます。デ

それからその立場から少し述べさせていただ

ータと申しますと，やはり辞書であるとかシソー

きたいと考えております。非常に大雑把に申し

ラスであるとか，用例であるとか，あるいはそれ

上げまして，音声言語情報処理は，三つぐらい

らに基づいて，使用の統計情報を取るだとか，

●鯛gl㌧

囮■

一

作った人以外の人が使って初めて価値がある

たようなシステムを考えるというようなことをや

んじゃないかと，最近私は思います。研究者と

っております。こうしてみてみますと，機械が絡

してはせっかく集めたんだから，まず自分でそ

むということで少しずれはありますが，国語研究

れをネタに研究をして，「おいしいところを自分

所でやられている研究とかなり重複する部分

でとらないと，他の人に取られては…」というの

もあるなというのが，私の実感でございます。

があるのも理解できます。が，結局最初に集め
た人の観点とは違う観点からコーパスをみて，

思います。最初にコーパスという観点ですが，こ

面白い結果が出てくるということもあるはずで

れは先程の近藤先生のお話でもありました，こ

す。コーパスペースト・リングイスティックス

ちらの国語辞典の編集室を中心にして精力的

（corpus

にコーパスが作られています。それを私もみせ

ます。従来の言語学では，言語学者の直感をも

ていただいて，大変感銘した次第です。コーパ

とに例を作って，それで理論を作っていくとい

ス，言語データを使う，収集するというのは，こち

うのが主でしたけれども，今度はコーパスを実

らでずっとやっていらっしゃる方言の調査で大

際にあたって，例文を集める，というよりは，コー

量にデータを蓄積されているように，それ自身，

パスを使って出てきた例文を参考に自分の理

資料的な価値，あるいは研究的な価値があると

論をつくっていくというべきでしょうか，直感だけ

いう側面もありますが，その集められたコーパス

でなくコーパスにあたるという，それで面白いな

を機械で使ったり，また別の用途で使ったりす

と思われるような仕事も段々出てきています。

ることによって，より一層価値が出てきます。そ

それから我々のところでも，対話の研究の中で

のためには，ひとつのところで作ってどうこうす

ある現象をATRで集めたコーパスで見ようとし

るというのではとても追い付かない。そこで，1

たことがあります。ATRでは音声翻訳通信を目

カ所だけではなく，関連の組織が協力をして，協

標として，国際会議の予約というものをドメイン

調しながらつくるという体制が必要だろうと思い

として，コーパスをつくっております。俳優さんを

ます。欧米，ヨーロッパは特に，EUによってひと

頼んで，台本はありませんが状況を設定して，

つにまとまるということで，言語資源をまとめて

ある程度自由に演じてもらっています。しかし，

つくるという要請が高いと聞いています。世界

その中には，我々が見たかった対話現象は一

的に協力してコーパスをつくるという体制が整

例もみつかりませんでした。一方それとは別に，

いつつあります。日本でもそういうことを積極的

我々の所で別のタスクで集めた小さなものをみ

にやっていく必要があるだろうと，そういう時に

るとたくさん出てきました。スポンテニアス

は国立国語研究所がやはり中心的な役割を果

（spontaneous）な対話であるかどうかで，随分

たしていただきたいと感じた次第です。

違うと実感いたしました。コーパスというのも実

2番目の観点は，使われるコーパスということ
ですが，コーパスというのは使われて，つまり，

based

linguistics）という手法があり

□斜面日向θ蚤出眞侍圖h圖㎜朗覇囲

そういった観点からいくつか申し述べたいと

梶

そういったことを使って，今最初に申し上げまし

際に使われてみると，他の人に使われて初め
て，そのコーパスがどういう性質があるのかとい
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うことがみえてくるという側面があると思います。

ーションの形態を作っていくのかというのは，面

2点目はインターネットという，これはもう，この

白いし，重要なトピックだと思いますので，積極

重要性は皆さん十分，ご承知だと思いますし，

田斜席画囲θ蝋型諸分圖口圖斜面
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的にお考えいただければと思います。

先程の近藤先生のお話でもデータのアクセス

3点目はマルチモーダル（mul廿modal）対話

をぜひインターネットを使ってというようなことが

というトピックでございます。国語，あるいは言語

ございました。それは勿論当然なんですが，国

と申しますと，まずは書かれた言葉，文字とい

立国語研究所が言語生活をひとつの研究テー

うものが中心になる，核になっているという考え

マとするというように，昨日柴田先生がおっしゃ

方，十分理解できるのですが，実際にコミュニ

ったのをうかがって，こういうことを思いました。

ケーションをするという点では言葉だけではな

つまりインターネットの上でのメッセージのやりと

くて，声の調子がどうであるか，韻律がどうであ

り，電子メールであるとかニューズグループで

るか，あるいはどういう顔の表情を使うか，視線

あるとか，そういうところで使われている言語と

がどうなってるか，ジェスチャーがどうなっている

いうのも，言語生活のひとつの形態ですので，

か，そういった様々なモダリティの情報のやりと

そういったものがどうなっているかというのを調

りが大きな役割を果たしています。今回みせて

べるというのも，今後やっていく必要があるので

いただいた研究発表の中でもジェスチャーに言

はないか，一つのトピックとして成り立つんでは

及されているような研究発表であるとか，あるい

ないかと。2番目に，柴田先生は，標準語を話せ

は日本語教育の教材を作られているところで

ないとバカにされるという風潮があって，それが

は積極的に非言語，あるいは映像的な情報に

大変嫌だとお感じになられたというお話をされ

関する研究もされているということで大変意を

ましたが，インターネットの世界では英語ができ

強くした次第です。コミュニケーション能力，コミ

ないとバカにされるといいますか，公の席では

ュニケーションがどうなっているかということを

もちろんそんなことは言われませんが，実際に

考える時には，マルチモーダルが重要なトピッ

はそのような状況になりつつあります。これをど

クになっていくのではないかと考えております。

う考えていくのかということは，言語でコミュニ

これは我々の方で最近盛んになってきつつ

ケーションしていくことを考えていく以上は，何ら

あるトピックということで，少しご紹介させていた

かの形で考えなくてはいけないのではないか

だきます。先程我々がやっている言語処理の中

と私は感じております。3番目はもっと積極的な

で，ヒューマンコンピューターインターフェースと

話ですが，やはりインターネットというのは，新し

いうことを申し上げましたが，言語処理の研究

い環境を提供してくれますので，離れた所でコ

の流れの中では，当初は，例えば言語を翻訳す

ラボレーション（collaboration）が可能になりま

るであるとか，計算機に言語で入力をして何か

す。こちらでも方言研究のために日本中の研究

答えをもらうというような形の言語理解というよ

者のすばらしい協力ネットワークをお持ちです

うなことが興味の中心でした。そのように，ある

が，いかにネットワークを使って新しいコラボレ

意味でかたい，真面目に自然言語を計算機で

．剛，

の歴史がありますが，まだまだ難しいということ

取り方によっては非常に影響の大きい研究が

が認識されております。ATRの中でも，12年ぐら

なされています。それから，WEBの中で，人の

いですか，音声翻訳の研究をしていますが，難

形をしたキャラクターを出して，それと話をしな

しいということは皆十分承知している。その一

がら何かをするというものがあります。ソーシャ

方で，ことば特に声ですね，これが特に社会的

ルインターフェースのひとつの典型になります。

インタラクションのために強力であると考えられ

そうしますと，マルチモーダルになりますので，

るようになってきました。こちらでもウインドウズ

従来の言語だけではなく，ジェスチャーを作っ

マシーンをたくさんお使いですが，たとえば，「オ

たり，顔の表情を作ったりというようなことがで

フィス」というソフトを使われると，アニメのキャ

きます。そういうことをやっているアメリカの研究

ラクターのようなヘルプエージェントというもの

者と最近話をしたのですが，キャラクターの動

が出てきて，いろいろと教えてくれます。ああい

作を見ると，コンピューターグラフィックスを作っ

うものは，ちゃんと自然言語でやりとりできると

た人が，どうやら移民らしいと分かるのだそうで

いうよりは，なんとなく友達みたいなものが計算

す。だからジェスチャーがあまり自然ではないと。

機の中に出てきて，それで気やすくやりとりが

台詞を付ける側は，このキャラクターをロシア系

できるという，そういった側面を強調しているも

移民だと考えてデザインをしたそうです。つまり，

のです。ですから，自然言語処理の技術からい

計算機の世界ですら，キャラクターの社会的属

くとあんまり進歩があったというわけではない

性，この場合エスニシティ（ethnicity）ですけれ

のですが，いかに人に親近感を与えるかといっ

ども，そういうものを持っているということをジェ

たような効果を狙ったインターフェイスの考え方

スチャーから判断するというようなことがおこり

です。これは，おそらくこれからますます拡大し

つつあります。

ていくでしょう。勿論，パソコンというのは，頭が

そういったことで，実際の人間同士のマルチ

かたくて全然言うこと聞いてくれない，使いづ

モーダル対話でどんなことが起きているのか，

らいというイメージが少し柔らかくなって，もう少

人はどういう情報をそこでやりとりしているのか

し友達づきあいに近いものができるというポジ

ということは，人間，機械のインターフェースの世

ティブな側面があるのは当然なのですが，それ

界でも非常に重要になっています。実際の人間

だけではなぐいろいろと考えなくてはいけない

同士がどうなっているかということを真面目に

点が出てきます。

調べるというようなことは，国語研究所のような

例えば，男の声か，女の声かというようなどち

ところでも積極的にどんどん進めていただける

らかと言えば周辺的なことで，人々の印象判断

と，それを利用してシステムをつくる，あるいはど

に実質的な差が出てくるということが報告され

んなシステムをつくってはいけないかというよう

ております。ニュースを放送する時には，女性の

な事まで考えるのに重要ではないかと考えて

声を使うよりは男性の声を使った方が中身に

おります。

田即席四国囲θ蝋輪講〜冒用h圖舳皐

信頼性が高いと判断されてしまうのだそうです。

匡

扱うのは依然として非常に難しいと，20年以上
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私から申し上げる点は以上です。今回こうい
う機会をいただいたことをあらためて感謝いた

提言3「日本語教育・対照研究の領域から」
（三田いずみ氏）

田斜固目囲θ質感虹〜n羽口圖脳口囲

します。特に最初に申し上げましたとおり，研究

ただいまご紹介いた

所の中をずっと見せていただいたというのは大

だきました，東北大学文

変うれしく思いました。ありがたかったというこ

学部の三田と申します。

とです。開かれた研究所，人が自由に入ってき

今日はこの50周年記念

て，ディスカッションできるという，そういう体制を

のシンポジウムで，国語研究所に対して思いつ

ずっともっていただけると，大変ありがたいとい

きり注文をしてよろしいというようなことで，日

うふうに思います。以上です。どうもありがとうご

頃，国立国語研究所にはいろいろお世話にな

ざいました。

っているんですけれども，何か注文を申し上げ
るというようなことをしますと，自分に跳ね返っ

（司会）

てくるというようなことも考えなければならない

片桐先生，どうもありがとうございました。コー

んですが，今日はそういうことはあまり恐れず

パスの構築に際するその協力体制，使われる，

に，注文していいというようなお話だったと勝手

そのつくった者だけではない，別の人に使って

に解釈いたしました。私がこの日本語教育，あ

もらえるコーパス，あるいはそれを載せるインタ

るいは対照研究という立場から，国立国語研究

ーネットの問題，新しい言語生活の形態につい

所に注文をするのにふさわしい人間かどうか，

て考えるべきである，あるいはそのコミュニケー

というような大きい問題はすっかり棚上げいた

ションの形がマルチモーダル，いろいろなメデ

しまして，ここに上ってしまっているわけなんで

ィアを使っていろんな表現をしているその様を

すけれども，本当に私でよかったのかしらとい

特に声ですね，男の声か女の声かという例も

うようなことを先程から考えております。

含めて，声の問題としてご指摘いただきました。

皆様，日本語教育というのは「外国人に対し

いずれも研究所のいろいろなセクションでやっ

て」，というのは最近ではいい言い方ではなく

ております研究にいくつか関係のある点を持っ

なって，「日本語を母語としない」方々が日本語

たところがありますので，後程の議論に話題と

を学ばれると，そういうことに対して支援をして

して頂戴したいと思います。では，3人目のこ提

いくというのが日本語教育の仕事だろうと思う

言です。三田いずみ先生に，日本語教育，ある

んですけれども，それはどちらかと申しますとわ

いは対照研究の領域からのこ提言をお願いい

りと狭い定義で，その日本語学習を支援してい

たします。

くという時に支援者を育てるというのも，日本語

教育の分野の大きな仕事の一つだろうと思っ
ております。日本語を母語とする人間が，専門
家として日本語学習者を支援していく人を育て
ればいいかというとそれだけではなくて，ちょっ
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を母語とする人間がすべて，日本語を母語と

場合，日本語で話しi掛けてもお店の人が自分

しない人達が日本語について知りたい，あるい

の方に答えを返してくれたことがないと言って，

は日本語について学びたいと思った時に，どの

大変怒っております。お店の人はこちらが日本

ように手助けしていけばいいのかというような

語で話したのにも関わらず，日本人の方を向い

ことについてのノウハウをある程度，身につけ

て返事をする。あるいは，先日は一人で入って

ているというような世界に21世紀はなってほし

行って，お店の人に，はがきに写真を印刷しても

いものだと思っておりますし，またそういうふう

らって年賀状の様なものをつくるというので，

にしていくのが日本語教育というところに携わ

色々注文を言って，こういうふうにやってくださ

っている人間のするべき仕事ではないかなと

いと日本語で話して，そしてそれを取りに行っ

いうふうに私は個人的に思っているんです。そ

た時に，できあがったものをみて，「すごくきれい

ういうふうに，直に学習者を支援するということ

にできましたね，バッチリですねこれは。」という

と，それからその学習者を支援する人々に対し

ふうに日本語で言ったにも関わらず，お店の人

てのノウハウを提供するということ，それからそ

はその後のコミュニケーションを全てパントマイ

ういう人々の中でやはり，専門家というのを育

ムでこなしたんだそうです。マルセルマルソー

てなければならないので，その専門家を育てて

にも匹敵するぐらい名パントマイムで，「これを買

いく，トレーナーを育てていくというような仕事と

ってくれたのでおまけとしての商品が三つあっ

いうのが日本語教育の守備範囲に入っている

て，そのうちどれをあなたは欲しいですか？」と

というふうに考えます。

いうようなことを見事に伝達したと言っていまし

こういうふうな広い定義といいますか，日本

たけれども，そういう目に毎日毎日あっていると，

語教育のなわばりというのを少し広げて考えて

せっかく日本語を勉強してきて，自分の努力と

いってみますと，外国語を母語とする方が日本

いうのは何だったんだろうとむなしくなるといっ

語を学ばれる時に外国語と日本語がどういう

て，大変怒っておりました。そして，この学生が研

点で違うのか，その違う点について，こちらがよ

究テーマとして，自分と同じ様な目にあってい

く把握して，つまずかないように学習の手助け

る外国人学習者にアンケートとかインタビューし

をするというのが，旧来の対照研究を基にした

まして，そういう時にあなたはどういう方策をと

日本語学習支援のあり方だったと思うんです

るかというようなことを調べております。そして同

けれども，それだけではちょっと，問題がなかな

時に，仙台の中で，色々な店に日本人と二人組

か解決しなくなってきております。例えば，今回

で入っていって，どういう店員さんがどういうつ

のところに来ております留学生が，学部の学生

もりで日本人の方を向いて答えたのか，外国人

ですけれども，一年間日本で学習しているまと

が日本語を使って話し掛けているのに，日本人

めとして何か研究をまとめようとしておりまして，

に答えた店員さんに対してはフォローアップイ

オーストラリアの学生なんですけれども，日本の

ンタビューを行なって，今はどういう気持ちでし

□斜脳自画θ蝋型嬉侍圖口画料皐

お店に，日本人の友達と一緒に入って行った

幌

とこれは若干，大風呂敷ですけれども，日本語
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たかとか，無意識だったんですかとか，そういう

は，例えば，昨日の口頭発表で三井先生のご発

ふうなことを聞こうというんで，今そのプロジェ

表などで青森方言の「ば」の問題，共通語の

クトをやっております。

「と」の使われ方と重なる部分が大きいという

商調脳覇囲θ蝋型嬉侍圖h圖甜ド皐囲

国立国語研究所の一連のご発表の中でも，

ようなことがございましたけれども，例えば外国

日本人の言語行動，あるいは小学生の沖縄の

人が間違って「ば，たら，と」の使い方を間違っ

小学校でのクラスの中での共通語と方言の使

た時に，日本人が，もちろん共通語はできるん

用というような大変興味深い研究がたくさんご

だけれども，もうひとつの言語として，自分のネ

ざいました。日本人の言語行動がどういうパタ

イティブランゲージがある，青森方言なら青森方

ーンになっているかということを知っているとい

言，仙台弁なら仙台弁というものがあるという時

うことは非常に大事なことなんですけれども，

に，もしかするとそのことによって許二度という

では，その日本人の言語行動を真似して，外国

のが違うかもしれない，微妙に違ってくるかもし

人が行なった時に，日本人は，はたしてそれを

れないということがあるのかと思います。それ

どう受け止めるんだろうかというようなことにつ

で，私ども，仙台におりますので，学生たち，院

いての研究というのが，これからもう少し，日本

生たちが例えば，外国人の日本語が日本人に

語教育の立場からいえば，されていくべきでは

どのように評価されるかという問題を扱う時に

ないだろうかというふうに感じます。ですから，こ

誰を評価者として選ぶかということで大変苦労

れから21世紀のお仕事として，どうぞ，言語内で

しております。その時に東京語話者を評価者と

の言語の問題，言語行動の問題というようなと

して選べばそれでいいんだろうか，という問題

ころ，もちろんしっかりそこもやっていただく必要

も一つあると思いますね。それぞれの日本語の

があるんですけれども，言語間での受け止めら

言語の中での，日本語の言語の中と言ってい

れ方というのが，一体どういう問題になるかとい

いのかよくわからないですけれども，その各地

うようなことについても目配りをしていただいた

域地域，各方言でのことばの使われ方ですと

上で，研究を進めていただければというふうに

か，言語行動のあり方というものにいろいろな

思います。これがまず，一つ目のささやかな注文

違いがあるのであれば，それがもしかすると外

でございます。

国人学習者の日本語の使われ方というところ

それから，昨日辞書のお話で，大変面白くう
かがったんですけれども，色々大規模な調査を
なさって，方言の場合もそうなんですけれども，
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の評価というところに跳ね返ってくるということ

がひとつあるのではないかと思います。
地域語の研究をしていくという時，もちろん地

例えば，外国人学習者が日本語を話して，どん

域語のデータそのものを扱っていくということ，

な日本語を話すと日本人にどう受け止められ

非常に大事なことだと思いますけれども，そこ

るか，どう評価されるのかということは日本語教

にも世界で色々な日本語を話す人がいて，そ

育をやるものにとっては非常に大きな関心事で

の人々の日本語が各地域でどのように受け止

ございます。そしてその評価のされ方というの

められて行くのかというようなことを兼ね合わせ
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す。そういうことをしたいと思いましても，個人の

題もそうだと思いますけれども，誤りは誤りとし

研究者，あるいは研究者がグループを組んで

て何か誤りをまとめたものというようなものがあ

も，なかなか大きい調査ができません。国立国

ると，使われるコーパス，というお話が先程片桐

語研究所のような所で非常に大規模な調査を

先生のお話にありましたが，ネイティブの誤りと

なさるという時に，例えば，外国人音声というも

ノンネイティブの誤りというようなことがまた，研

のを一つ持って行って，これを聞かせてどのよ

究としてできてくるのではないかというふうに思

うに受け止めますかというようなことが調べら

っております。

れると大変いいのではないかと思っております。

それから，大きな調査をなさって，色々なとこ

それから最近は中間言語語用論というようなも

ろで20年後の追跡調査をやってらっしゃいまず

のが，我々の分野で大変盛んになってきて，言

けれども，これは本当にぜひお続け下さって，20

語行動においても，依頼だとか，断りだとかとい

年後，40年後，60年後というふうに，ずっと継続

うような時にどういうふうにするかということが

的に日本語がどう変わっていくのか，そのような

取り上げられるようになってきております。また，

ことは，ここにいらっしゃっている方は皆さんお

先日ちょっと学生と一緒に勉強しました論文で

思いのことだと思いますけれども，国立国語研

は，言語コーパスを基にして，ネイティブがおか

究所のような体制でなければできないことだと

した誤りというのが，そのコーパスの中にはある

いうふうに考えますので，ぜひそういうことを継

らしくて，その誤りと第2言語学習者が，つまりそ

続的に調べていっていただきたいと思います。

れを外国人が学んでおかした誤りというのにど

そして，所内で，昨日今日と，大変面白い研

ういう関係があるかというようなことを論じた論

究がたくさんなされているというこど個別には

文を院生と一緒に勉強したんですけれども，昨

ひとつひとつ言及できませんけれども，大変興

日のお話のようにコーパスの中のテキストとい

味深く拝見しました。そのいろいろな研究がお

うものを検討して，明らかな間違いであるとい

互いに横の連携を取りながら縦に継続してい

う，例えば，誤字脱字というんでしょうか，ご本人

くだけではなくて，掛け算になるような形で，例

の間違いではない，と判断されたものを校定し

えば，国語の辞書の研究の分野のものが，日本

ていくということ，大事なことだと思うんですけ

語教育の分野でも何か活用できるように，ある

れども，日本人がおかす誤りというのと，外国人

いは，言語行動のところで，日本人の言語行動，

学習者がおかす誤りというのを比較して研究し

外国人の日本語話者の言語行動，というような

ていこうというようなことを考えますと，日本人

ことを比較するような視点でというふうに掛け

データが全て整ったきれいな形になってしまっ

算のような形でなされることがあれば，大変うれ

ていると，なかなかまた，難しいというようなこと

しいと思いましてこれを一つささやかな注文と

も出てくるんじゃないかと思うんです。研究なさ

して中に入れたいと思います。

る側，コード化なさる側にとっては，頭の痛い問

□斜加酬覇湖θ蝋型嬉〜n圖口圖脳皐

題だと思うんですけれども，昨日の異体字の問

幌

て調査をしていただけるとありがたいと思いま

それから最後に，これは素人考えで，できる
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かどうかわからないんですが，言語コーパスの
資料として1950年からどんどん遡っていく，とい

（司会）

田田先生，どうもありがとうございました。全

□斜加胆口囲θ猷輪側虹侍圖h圖剛材皐

うようなお話が昨日出ておりました。もちろん，

体としては，国際化する日本語ということに関し

そういうふうに遡っていって，蓄積されるという

て，外国人に対する日本人の反応，あるいは評

ことも大事なことだと思うんですが，最近はどう

価，そういったことをなんとか日本語教育，対照

いう方向に動いているのかということも，我々，

研究の中でぜひ，と，そういうお話，あるいは継

今の日本語を習いたいと言っている外国人学

続調査の中で遡るばかりではなくて，この先を

習者に資料を教材を提供していくということを

みすえた将来像をさぐるような調査，最後には

考えると，今の日本語がどうなっていくのか，あ

著作権に及ぶ，非常にありがたい…とまだ言わ

るいは，これからどうなっていこうとしているのか

ない方がいいんでしょうか，非常に大胆なご提

というようなところも知りたいところでございま

言も含めてお話しいただきました。では，前半の

す。おそらくその1950年から遡っていくというと

最後として，橋元先生お願いいたします。社会

ころは，著作権の問題とも色々絡んでいるので

心理学的な領域からのコミュニケーション研究

はないかと思うのですけれども，例えば，日本

の領域からのこ提言でございます。

で出版された著作物に関しては，研究目的とし
て，国立国語研究所に自動的に，その研究目的

提言4「コミュニケーション研究の領域から」

として，それを言語研究の材料にしていいとい

（橋元良明氏）

うような許可を与えるような制度というのを，で

きるかできないか全然わかりませんけれども，

今，ご紹介にあずかり

ました橋元でございま・「轄 ﾆ・

そういったもの，例えば，刊行した本は国立国会

す。私，社会心理学的観

図書館に1冊寄付しなさいというようなのと同じ

点からのコミュニケーシ

ように，国立国語研究所が言語研究としてよろ

ョン研究をしているんですが，言語そのものに

しいというようなことが，自動的に，日本で何か

つきましては，まったく素人でございます。非常

を刊行しようと思ったらそれはついてまわると

にとんちんかんなことを申し上げるかもしれま

いうような体制にするような形に，法律的な整

せんが，お許しいただければと思います。昨日

備など，所長をはじめとした皆様に圧力をかけ

までにいただきました，資料集を拝見させてい

ていただいて，我々にとって大事な日本語で

ただきまして，確かこちらは五十数名の研究者

す，その日本語の研究というものがもう少し自

の方がおられると思いますが，その中で，方言

由にできるような形の体制づくりというのを，先

研究から異文化コミュニケーション研究，あるい

頭を切ってやっていっていただきたいというの

はノンバーバル研究まで，よくここまで，多角的

が，私の最後のささやかな提言でございます。

にいろいろなことばの研究を，あるいは非言語

どうもありがとうございました。

的信号の研究を実施されているものだと非常
に感銘しました。もちろん，いただいたものはこ
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だと認識しております。従って，これから申し上

い要因が，言語にあったということを彼は記述

げる一種の妄言めいたものは，もうすでに研究

していたかと思います。今でも相当数の都会に

なさったレパートリーに含まれている可能性も

出てくる多くの青年が方言で悩んでいるんじゃ

多いかと思いますが，その場合はお聞き流しい

ないかと思います。ちょっとこれは話がそれま

ただければと思います。いくつかわたしの希望

すが，最近の社会心理学的研究で，外国語を

といいますか，こういう研究もしていただければ

しゃべらなきゃいけない状況におかれた人間と

と思いますことを述べさせていただきます。

いうのは，どんなに語学が堪能でも，言語の壁

まず一つ目は，方言に関することです。私，国

を別にしても，思考力全般が落ちるという話が

語研究所という名前を初めて耳にしたという

ございます。つまり，ほとんどペラペラなんだけ

か，鮮明に脳裏に銘記したのは，松本清張の

れど，アメリカに行って，ゼミなんかうけたときに，

「砂の器」の映画化したものの中です。確か刑

思考カー般がおちるという話で，これは非言語

事が国語研究所を訪ねていって，東北誰りに似

的思考課題で確かめられてるんですね。同じ

た方言を出雲地方でも話しているというそうい

様なことが，極端に言えば，日本の中でもありえ

う話を聞きだすというシーンだったかと思いま

るんじゃないかと思います。つまり，田舎から来

す。その時に方言地図の作成，方言の研究とい

て，うまく標準語がしゃべれない，そういう子が

うのは社会的インパクトもあるものだなと感心し

ゼミに出て，標準語がしゃべれなければという

た覚えがございます。方言に関してですが，先

意識がありますと，外国語をしゃべれなきゃいけ

程までのお話をうかがいますと，昨日のプログ

ない状況におかれた人と同じ様なことがいえ

ラムでも柴田先生をはじめ，言及なさった先生

るんじゃないかと思います。

方がおられるようですが，もし重複していたらお

それから，方言意識の問題と言うのは，使う

許しください。社会心理学的研究をしている者

側だけではなくて，聞く側の価値づけの問題も

から希望をのべますと，ぜひその中に，方言意

含まれているかと思います。テレビにいろいろ

識，社会的な方言観の研究も加えていただけ

方言が出ますが，どの方言が出てくるか片寄り

ればと思います。私の学生とのつきあいの経

があります。対象地域によっては，方言がそのま

験，あるいは友達の経験から想像しましても，特

ま正確に反映されているところと，それからかな

定の地域の出身者は自分の回りでの発言を控

り標準語的に変形されて使われているところ

えるという傾向がございます。自分の方言に関

があります。方言によりましては，それが使われ

する意識というのは，言語行動，コミュニケーシ

ること自体が，シチュエーションにある種の色づ

ョン全般に影響を与えていると考えております。

けがなされる場合もあります。それから，あるキ

これは何も言語行動だけではないんじゃない

ャラクターに対して，方言で不当に脚色する，そ

かと思います。死刑になりました永山則夫の手

ういうドラマもあるかと思います。こういう方言意

記のようなものを読んでおりますと，都会に出

識あるいは外からの方言観というのが，いつぐ

田斜加胆皐囲θ御薄蓮〜n圖﹈ド圖㎝打田

てきましてから彼の内向性をますます強めた強

匡

く最近の成果で，蓄積された成果の一部だけ
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らいから生まれたものなのか，それは明治以前

かとか，そういう言語行動に関係してはっきりデ

なのか，あるいは今でも続くとすればそれは何

ータとして裏付けたい部分があるんですが，そ

に由来するのか，もし一部の人がそういうことで

ういうことはNHKの調査からはわかりません。

コンプレックスを持っているとすれば，どうずれ

もちろん，一部でお父さんとどの程度話をしま

ばそれを是正することができるのか，こういつた

すかというアンケートで聞いた調査はございま

側面もすでにご研究があるのかもしれません

して，例えば総務庁がやってるんですが，これ

が，また研究に加えていただければと思います。

によりますと，この25年，実は世間で言われて

2番目ですが，これは定点観測的な言語行動

いるのと逆に，家庭での父親との会話は増えて

調査ということでございます。先程，才田先生の

いるというそういう結果が出ているんですが，こ

お話にも少し出たかと思いますが，例えば，私

れはあくまでも本人にアンケートをした調査でご

たちがコミュニケーション行動の変化ということ

ざいますので，どこまで実態を反映しているか

を分析，研究する場合，メディアの利用に関し

わかりません。

てはNHKの「国民生活時間調査」というのがご

我々の研究分野からのお願いなのですが，

ざいます。これはご存知の方も多いかと思いま

言語行動にインテンシブな調査を定点観測的

すが，1960年から5年ごとに継続的に全国を対

に，継続的にやっていただければと思います。

象にしまして，日本人の基本行動の時間量の変

もちろん，この種の調査は膨大な人手がかかる

化を追ったものでございます。例えば，今から

というのは承知しております。お金もかかります

30年前と今と，テレビを見る時間は実はそんな

でしょうし，だいたい被験者，調査対象者を集め

に変わっていないとか，そういうことがはっきり

るのが大変かと思いますが，例えばせめて，5年

わかります。この中で，睡眠時間とかも調べて

に1度，全国10カ所，各地点10人，各3日でも全

るんですが，直接的コミュニケーションに関係し

言語行動を記録した調査があって，それが蓄積

た項目として，「会話・交際」というカテゴリーは

されていますと，これは数世紀後にも残る資料

あるんですが，これは正確に言語行動の量を

になるかと思います。私，こちらで行なわれまし

反映したものではございません。もともと，調査

た1949年の自河調査，1950年の鶴岡調査，こ

が日記式という方式でございますので，自分で

れは非常に素晴らしいものだと思っています。

記録するわけですが，制約があってなかなか直

その後も同種の調査を実施されておられるの

接的コミュニケーションの部分，特に言語行動

かもしれませんが，定点観測的に継続的にやっ

の部分はうまく計測されません。しかし，私たち

ていただければと思います。

がそれに関して知りたいことはたくさんござい

それから3点目になりますが，私は社会学，社

ます。例えば，地方の人と都会の人というのは，

会心理学という立場から研究している関係上，

平均的にどちらが会話量が多いのかとか，農家

どうしても言語行動も社会的な環境の変化と結

の嫁は本当に言葉数が少ないのかとか，父親

びつけて考えてしまいがちです。特に最近メデ

との会話はこの20年間に本当に減っているの

ィア関係の変化が激しいので，どうも素人考え

■1臨
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ファベットとかハングルとか中国語とか，直接変

してきているなと思われる節が多々ございます。

換している場合は，どうもその間の思考回路に

例えば，携帯電話を使う若者は少なくともわた

差があるんじゃないかということを言う人もおり
ます。もちろん，そのオンラインコミュニケーショ

話速度が早くなっています。これは，やはりお金

ンの特性とか，ワープロ利用の影響とかこちら

をけちるということがはたらいているのかと思い

の研究所にもたくさんの先生方が研究しておら

ます。電話だけではなく，日常会話でも，やはり

れるのをよく存じております。できれば，もっとそ

早口化に拍車がかかっているのではないかと

の「読む・書く・話す・聞く」の全ての言語行動

思います。それから，各言語行動に関しましても，

の局面で，そうしたニューメディアの利用の影響

Eメールで使うような形式的挨拶を抜いた文体

がどのような形で生じつつあるのかということ

とか，相手の社会的立場を十分斜酌しない言

を，長期的に語彙文体レベルにとどまらず，認

葉遣い，こういうものを手紙などにも，昔ながら

知的なレベルも含んで，総合的に取り組んで

の言語にも援用している例が増えてきているん

いただければと，そういうニューメディアとの関

ではないかと思います。

連をインテンシブに研究するようなそういうセク

それからワープロの影響で，例えば漢字比率
が増しているとか，字体がディファクトスタンダー

ションをつくっていただければと思います。

それから，わたしはメディア関係の研究をし

ドの暗黙の規定に動かされているとか，そうい

ているということもありまして，拝見した研究の

うことは確かにあると思いますが，それ以上に，

中で，特にテレビの語彙調査というものに興味

例えば，内容面でも変化がある可能性があるん

を引かれました。先程，引用しましたNHKの調

じゃないかと思います。これは，実際アメリカの

査によりますと，日本人は今でも，やはり1日平

研究者が，作文を分析した例ですが，ワープロ

均3時二半テレビ視聴にあてています。これは

で書かれた作文というのは具体的レベルの語

在宅自由時間の4分の3にあたるわけです。つ

彙の比率が下がって，抽象的語彙の使用が増

まり，普通のサラリーマン，というか，平均的な日

えて，扱われるテーマが若干変わるというんで

本人というのは会社から帰ってきて，ほとんどの

す。つまり，身辺雑記的なもの，自分の肉体で行

時間，テレビをポケッと受動的にながめている

動したものと直結するものよりもう少し抽象度

という生活で日々を過ごしているわけですね。

が上がる。と言っても，別にそれほど思考力が

さっきもちょっと言いました「会話・交際」という

増しているとは考えられないんですが，とにかく

くくりでは，数字でいいますと，30分以下なんで

身辺雑記的なテーマから離れる傾向にあるとい

すね，非常に少ない比率です。実際，いろんな

うそういう結果を出している研究者もございま

意味でテレビの影響は大きいと思うんですが，

す。それからワープロに関して言いますと，大多

例えば，今の子供がどの地方でも比較的容易

数の日本人がそうしていますように，漢字かな

に標準語をマスターするのも，テレビの力が大

変換というステップを踏んでいる場合と，アル

きいと思いますし，流行語がはやったり，ある種

□斜脳覇毘θ蝋薄粥侍圖h圖闘皐

しの観測では，携帯電話で話している問は会

幌

でも，メディアにひきずられて言語行動が変化
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の話し方のスタイルが流行ると言うのもやはり，

登場するトーク番組とかバラエティ番組での，タ

テレビから大きな影響を受けていると思います。

レント間とはいいながら，ごく普通の人間が話す

むしろ，言語生活にこれほど大きな影響を与え

会話を分析することでだいたいできるのではな

ていて，事実としてコミュニケーション行動の大

いかと思います。そういう意味で，これもひょっ

部分を占めている日本人のテレビ視聴という

として既におやりになっているかと思いますが，

ことにどうして，国語研究所さんがもっと早くか

テレビに出てくるアナウンサーの原稿を読む台

ら光をあてなかったのか，1989年までお待ちに

詞とか，ドラマの中の会話ではなくて，テレビ画

なったのか，前から疑問に思っていたところで

面上の日常的な会話の分析もみせていただけ

ございます。もちろん，役割分担といいましょう

ればと思います。それで，拝見させていただい

か，NHKの放送文化研究所にもずいぶん前か

た調査は，1989年のものですが，その後はいか

らテレビの番組の言語行動を分析していらっし

がなのでしょうか。つまり，ひとつにはメディア環

ゃる方もいます。ただ，それは言語情報密度の

境の変化が大きいということもありますが，つま

分析とか語彙，つまり放送用語の選定とか情報

りある意味でわれわれの日常言語行動の反映

量の計測が主な目的であったかと思います。そ

であるとすれば，1989年以降，10年近くたって

ういう意味で，マスメディア上の言語行動，ある

いるのですから，そちらの方も定点観測的にと

いはそのマスコミから受ける影響というものを

いいますか，継続的に調べていただければ非

主旨として分析なさるのは国語研究所をおいて

常にありがたいかと思います。ついでに，拝見し

他にないかと思います。実際分析なさったのを

た資料集の中には，アクセントとかイントネーシ

みまして，よくこんなに詳細に大規模にと感心し

ョンとかの分析はちょっと記述がありませんで

ておりますが，それでもいくつか欲を言わせて

したけれども，せっかくですから，非常に困難な

いただければ，例えば報道番組とか娯楽番組

作業かと思いますが，それも同時にやっていた

とかのジャンル別の品詞分布とかそういう詳細

だければと思います。

な研究があるんですが，トーク番組とかバラエ
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それから時間がなくなりましたので，あと二つ

ティ番組に出てくる普段着の会話，つまり，まさ

簡単に，一つは異文化コミュニケーション研究，

しく日常的言語行動を反映していると考えられ

これも非常に興味深い研究がたくさん掲載さ

る，そういうシーンの分析があっていいんではな

れており，感心させられました。それに関して言

いか，その部分の会話速度，文の長さ，可能助

いますと，国内の異文化，つまり例えば，世代間

動詞「れる」の使用，あるいは俗語表現の使用，

コミュニケーションギャップといいますか，そうい

カタカナ語の使用など，そういう統計的分析と

うものの研究はなさっているのかと思った次第

いうのは，我々の普通の大衆の日常的言語行

でございます。いただいた資料集にはなかった

動の分析でもあるんではないかと。つまり，全国

んですが，もちろん世代間コミュニケーションギ

レベルの我々の日常言語行動のサンプリング

ャップと言いますと，価値観の相違とかに依存

というのが難しければ，ある意味ではテレビに

することが非常に多い訳ですが，それでもやは

四ト

プに関係しているのではないかと思います。例

査の問題，そして新しいメディアが生まれたこと

えば若い人でみられる，とにかくおもしろいこと

による我々の言語行動の変容の問題など，最

を先にいわなきやという瞬間芸話法みたいな，

後は，言語研究の世界的なセンターを目指せと

どんどんおもしろいことだけ言っていくああいう

いう，そういうご提言まで頂戴いたしました。い

話法ですね，それから間を極端に恐れる習性

ずれも，繰り返しまずけれども，ご指摘の内容は

とか，若者語の多出とか，そういう言葉遣い，コ

できるだけこの後の討論の時間で，整理して皆

ミュニケーションがやはり世代間のコミュニケー

さんのこ議論に供したいと思います。

ションギャップに関係しているかなとも思います

それではここで，休憩に入ります。

ので，その辺もご研究があれば，教えていただ
ければと思います。

最後ですが，これは既に近藤先生をはじめと

後

半［討論］

（司会）

しまして，ほとんど全ての先生方がご提言なさ

お待たせいたしました。短い休憩時間で恐

ったことですが，データの共有化です。それに

縮でございますが，シンポジウムの後半を進め

プラスしまして，ぜひ国語研究所さんに言語研

てまいりたいと思います。ここからは1番左に中

究のセンターになっていただきたい。といいます

西先生にも加わっていただきまして，5人の先生

のは，国語研究所の中で行なわれている研究

方に壇上に上っていただきまして会場全体の

をインターネットその他で，データベース化，オー

討論という形で進めてまいりたいと思います。

プン化するだけではなくて，日本国内，海外を

それで，休憩時間の間に質問用紙をお出し

含めてもいいんですが，内外で日本語，言語に

くださいました，ありがとうございました。お願い

関してどのような調査がどこで行なわれている

しておきながら，申し訳ないことになりそうなん

か，内容までは無理としても，国語研究所に照

ですけれども，全てをここで扱わせていただく

会すれば，こういう研究はここで行なわれてい

ことは断念しなければなるまいと司会者として

るという，研究の見取り図が一目瞭然としてわ

判断しております。貴重なご指摘を頂戴いたし

かるような，そういうセンターになっていただけれ

ましたが，申し訳ありませんが，この書いてくだ

ば，そしてその，研究の実態のデータベースの公

さったご意見，ご指摘は，関係する所員に直接

開もしていただければ，我々門外漢のコミュニ

手渡します。あるいは所長に手渡します。そして

ケーション研究者にとっても，非常にありがたい

この先の研究活動に生かしていくようにつとめ

かと思います。勝手なことばかり申し上げてす

てまいりますので，どうぞ，それによってお答え

みませんでしたが，以上です。

と代えさせていただきますよう，お願いしたいと

□無謬側目湖θ蝋感虹侍圖口画甜皐

言意識の問題，あるいは定点観測的な継続調

幌

りその言語行動の差というのも，若干はギャッ

思います。
（司会）

橋元先生，どうもありがとうございました。方

最初は，日野資純先生から近藤先生に対し
て，OHPを使って「〜ノ岳」「〜ガ岳」という地名，
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山の名前でしょうか，それについてのご質問が
ありました。

リストのお話へのご質問ということで，東京外国

語大学の佐野洋さんから出していただいてい
ます，これは，電子化辞書とかコーパス，ことば

（近藤氏）

のデータベース的なものについて，誰がそれを

蓋開加圃口囲θ蝋型嬉侍羽田田川理半

日野先生からのご質問の内容ですけれども，

つくる仕事を担うべきかというそういうことにつ

私があの時に例として挙げましたアボック社の

いてのご意見です。恐れ入ります，佐野さん，こ

CD−ROM，要するに一般向けのデータ公開の

のご質問，ご意見の趣旨を手短に会場の皆様

一つの在り方としてという，一例として出したも

方にお示しください。

のなんですけれども，この山の名前に「〜ノ岳」
と「〜ガ岳」という両方があって，「〜ノ岳」が主

（佐野

洋氏）

に九州に分布しているのに対し，「〜ガ岳」が本

東京外国語大学の佐野です。その趣旨は，コ

州に分布しているという分布地図をお見せして，

ーパスとか電子化辞書を公開する，公開するこ

例としてお話しましたけれども，これは国語史的

とによって，新しい知識創造をするということが

にどのような意味があるのかというご質問です。

大変重大という，ご意見・ご提言があったかと

直接今の話題に関係のないことですので，簡

思います。では，一体誰がその公開に関わる作

単に申し上げます。

業を行なっていくのかということで，例えば体制

現状，これについて深く研究しているわけで

ですとか，組織ですとか，それに伴うコスト負担

はございませんけれども，他の例を同じ資料を

といったところはどこが支払っていくのがよいの

使ってみてみますと，やはり「〜ノ岳」の分布と

かというところについて，もう少し具体的なご提

同じ形の分布が「〜ノ…」という，例えば「〜ノ

言がございましたら，うかがいたいということで

ハナ」という岬という意味の「ハナ」というのが

ございます。

ありまずけれども，「〜ノハナ」と「〜ガハナ」とい

うのを比べたりしますと，やはり「〜ノハナ」が九

州地方に広く分布するというようなことがござ
いますので，やはり地名における格助詞の分布

（司会）

ぶしつけですが，佐野さんご自身には何かご
提案のようなものがおありでしょうか。

というのは独立して，いわゆる文法史的な研究
とは独立して行なわれるべきものだということ
で，その意味としては今のところ確定しておりま
せん。以上そのような簡単なことですけれども，

（佐野氏）

あまりよくわかりません，そういう組織につい

ては。ご意見いただければと思います。

ご説明させていただきました。
（司会）
（司会）

どうもありがとうございました。もう一つ，パネ
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ありがとうございました。この点，言語コーパ

スについては，4人の先生方の中にそれぞれ，

■叫、

目鶴旧

している動きがあります。具体的にコスト負担が

片桐先生，いかがですか。

どうのという議論までいっているかどうか，私は

梶

色々な形で入っておりましたので，その中でも

存じません，すいません，そのくらいです。なん
らかの体制をつくって，やはりそういうものに価

（片桐氏）

値を見いだす人たちが，必要であればコストを

入ります前に，「研究成果を広く公開する必要

負担する，あるいは音声対話のデータベースな

性，利用することで新しい知識価値を生み出す

どは科田野でお金をとってつくられたことがあ

ように工夫する必要性はわかるが，ことばを研

ると認識しておりますので，そういった形をとる

究する国語学研究者自身がそうしたことをここ

というようなことも選択肢の一つかなというふう

でするべきなのか」というふうにおっしゃってい

には考えます。

るのに関してなんですが，色々なレベルがある
と思うんですね。つまりコーパスをつくること，特
にタグド・コーパス（tagged

corpus）というよう

な話になりますと，どういうタグをつけるかとい

（司会）

近藤先生，この問題についてはいかがでし
ようか。

うようなこと自身，背景となる理論がありますか
ら，そういうものはコーパスをつくったものを成
果として外へ出すというだけではなくて，コーパ

（近藤氏）

まず，データ，特にコーパスや辞書のデータを

スをつくっていく過程自身がある意味で，研究

公開するには，いくつかの問題点があると思い

につながるというようなことも非常にあると思い

ますが，私自身，従来認識しておりますのは三

ます。ですから，そういうところではやはり，国語

つあると思います。一つはデータの標準化の問

あるいは言語の研究をされている方が積極的

題，どのようなタグにするか，あるいはどのよう

にイニシアチブを取ってやっていく必要がある

なレベルにまで表記を統一するかといった，い

だろうと思っております。

わゆる標準化の問題，それからもう一つは，デ

具体的な体制組織というのは，これは私が

ータ精度の問題，つまり誤りをどの程度訂正し

具体的なことを申し上げるような立場ではあ

たものなら公開することが可能かという精度の

りませんが，従来ですと，コンソーシアム

問題，それから三つ目は著作権のクリアの問

（consortium）のようなものをつくってそこに加

題。この三つをなんとかしないことには公開す

わったもの，人なり組織なりがある程度のコスト

ることはできないと思います。

負担をしながらやっていくというように，進めら

これをどこがコスト負担するかということは非

れているかと私は認識しております。日本の中

常に難しいことですけれども，最後の著作権ク

では，言語資源の共有化というようなことを，言

リアのことは少し置きまして，標準化と精度の問

語処理学会ですか，どこが中心になってやって

題に関してはやはり研究者自身でないとその

いるのか正確には存じませんが，少しやろうと

ことはわからない問題ですので，やはり各個別

書冊脳口囲θ蝋型嬉侍圖h圖脳串囲

具体的にどのような体制，組織ということに
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梶

の研究者がそのことを独自に行い，つまりここ

データを扱っております。またテレビ放送の語彙

ですと，研究所の内部でやはりそのことについ

調査にも加わりましたので，音声言語のテキス

てはある程度努力を行なって，公開のところま

トが研究所の中に存在いたします。他にも科研

田開田串囲θ疑惑嬉〜n囲h圖脳口囲

では研究所，あるいはまた個別の研究者がその

費でいろいろなデータをつくっておりまして，マ

ためのコストの負担をするということは止むを

イクロフィッシュ等で，オープンにしております。

得ないことじゃないかなと，私自身は考えてお

そのようなデータを研究所の中で持っておりま

ります。つまり，研究の内容と不可分であるとい

す。コーパスを公開しろというような要求がある

うことです，クリアする問題がですね。ただ著作

ことも存じております。そのような方向で検討し

権の問題については先程，門田先生からもこ提

ておりますが，問題としては一つは著作権があ

言がありましたように，もう少し広い枠組みがど

ります。例えば，テレビ放送についていえば，語

うしても必要になっている段階だと思います。あ

彙表を出すということだけであればOKというよ

まりにも日本における著作権のことが厳しすぎ

うなことを聞いておりますし，NHKが権利を持

て，コーパスの公開が遅れているというのは，古

つものについてはいいという話です。生のデー

典文学から近代文学，その他全てにわたって，

タを出すということで頼んでおりませんから，そ

感じられているところだと思います。以上です。

こに問題があるかと思います。このように著作

権の問題については簡単にはクリアできない
（司会）

かというふうに思います。

ありがとうございました。その著作権の問題

タグについてですが，例えば単位の問題に

については，別にお二方から関連するご意見を

ついても，色々な単位があります。それは研究目

いただいておりますので，少し後程に回させて

的に応じて，単位を設定したり，あるいは語彙情

いただいて，コーパスの話題を続けます。コーパ

報，文法とか品詞とか語種情報をつけておりま

スの作成主体はどういう立場のものであるべき

して，これをどのようにクリアするのかというよう

かということ，今，フロアと壇上でご議論いただ

なことがあるかと思います。したがって，情報つ

きました。これについて，研究下側がどうなって

けの標準化等もこれから考えなければいけな

いるかということについて，中野さんと前川さん，

いと思っております。否定的なスタンスで申し上

お願いします。

げているのではなくて，そちらの方に向けて検
討しているということです。一例を，小さなもの

（中野

洋）

日本語教育センター長をしております，中野

から，作文コーパス，「添削付き多言語作文コー

と申します。これまで，言語体系研究部におり

パス」というものをはじめておりまして，これにつ

まして，研究所に入って以来，電子計算機を使

いてはデータ採集のところで使ってもよいという

った語彙調査に携わっております。

了解を得ておりますので，これはオープンにでき

そのような関係から，たくさんの書きことばの
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でいいますと，日本語教育センターに移りまして

るというふうに思っております。実際，この18日，

目臨

データで，放送のソース，テレビのニュースなど

るというようなことになっております。以上です。

を取ったとすると，それをどうするかというのは

幌

19日と研究会がありまして，フロッピーをさしあげ

大変な問題でして，何ともお答えしょうがないん
（司会）

続いて，前川さん，どうぞ。

ですが，これはあくまで研究所の公式見解とし
てではなくて，私個人の感想として申し上げま
すと，うちの研究所のようなところは，悪い言葉
かもしれませんが，著作権ロンダリングといいま

言語行動研究部というところにおります，前

すか，うちを通ることによって一度そういうものが

川と申します。音声の研究をやっております。な

何かの形でクリアされて，世の中でその後は自

んで私にきたのかよくわからないんですが，中

由に使っていただける，研究目的なら自由に使

野さんは主としてテキスト中心として研究してこ

っていただけるという，先程三田さんのコメントの

られて，私は音の方に関してということではな

中にもありましたが，そういう機能をぜひなんと

いかと思います。

かして備えるべきではないかと考えています。

私どもの研究室では従来あまりコーパス的な

あと，データの付加情報をどういうふうにする

ものは作ってきておりません。最近少し，そうい

かということですが，再び，私どもの部屋の音声

う方向の研究も始めておりまして，今日，あるい

対話のこれからつくろうとしているコーパスに戻

は研究室公開の一環としてご覧になっていた

りますと，標準化という問題に関しましては一

だいたかもしれませんが，主として対話を中心

応，ここ2年間ほどの間に，人工知能学会を中

とした音声言語の話し言葉のデータベースを

心に談話タグワーキンググループというのがあ

今からつくっていこうかと考えている最中であ

りまして，談話情報に関しては，ある程度，標準

ります。

化案が出来上がっております。標準化案という

そういったものをつくっていく際に，一つには

のは，研究者はみんな色々違うことをやりたい

先程から問題になっている著作権の問題とい

わけですから，それを足して平均値を取ります

うのがやはり関係してくるわけですが，現在の

と結局何も残らないとか当たり前のものしかつ

ところ，我々はあらたにデータの収録から始め

かないということになってしまいがちなんですけ

ておりますので，これでいいのかどうかわかり

れども，それでもやはり大規模なデータベース

ませんが，収録を始める際に「こういう目的で

であればあるほど，基本的なものがついていれ

今後使わせていただきますので，公開させてい

ば，利用価値が高まりますから，そういう標準化

ただきます」ということを説明して一筆入れてい

案をつくる際に，我々の方から積極的に絡んで

ただいております。そういう意味で一応クリアし

いって，やりたいようにやるという方向で進めて

ていると考えておりますが，これで本当にいい

いきたいと思います。

のかどうか，私，わかりません。ただ，これだけで

全部はクリアできなくて，例えば，モノローグの

田斜闘同国θ蝋薄弱侍圖h圖材工

（前川喜久雄）

それから，もう1点，非常に大きなデータベー
スをつくるというのは，我々のような国立研究機
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鵬ト

管でも下から数えて何番目という小さなところ

います。飯田さん，このご意見の要旨を会場の

では非常に難しいので，片桐さんのコメントに

方にご紹介ください。

もありましたとおり，他機関との共同，協力関係

が重要になってくると思います。音声に関して

（飯田

仁氏）

□斜岩団口囲θ覆輪新訳n圖口恥甜血

は，我々は小さな組織ですけれども，他に色々

ソニーコンピュータサイエンス研究所，並びに

な企業，大学等に大きな研究機関がありますの

ATR音声翻訳通信研究所に所属します，飯田

で，そういうところと十分に話し合って，あるいは

といいます。

共同でプロジェクトを立ち上げて，現在そういう

質問項目の中に書いた内容なんですが，最

話も一部で進んでいるんですけれども，ぜひ広

近世界的な動きとしては大量なテキストコーパ

く世の中の役に立つようなものをつくっていき

スそれから音声のデータベースを構築するとい

たいというふうに考えております。ただ，世の中

う，そういう動きが非常に盛んで，特に今年の6

の広く役に立つといった場合，私が悩んでいる

月には，アメリカとEUが共同研究するというこ

問題は，例えば音声なんかの場合，産業的な応

とで，大規模な音声ならびに言語のデータベー

用が非常に広く行なわれているわけですが，そ

スをつくるという共同研究が調印されています。

ういう産業的な，音声工学的な目的に役に立

あわせてEUの中で，相当大規模なデータを構

つデータと，言語研究で役に立つデータという

築するという動きが活発化しまして，EUの通貨

のは，共通の部分ももちろんありますが，相反す

統合にあわせて，いわゆる経済的な統合をす

るところもかなりあると思うんです。基本的に言

るためのひとつの求心力としての言語バリアを

語学にいる研究者として，そのあたりをどういう

解消するという意味で，言語データベースをま

ふうにすりあわせて，一種の標準化ということ

ず整えて，4年間という予定ですけれども，そこ

になりまずけれども，仕事をすすめていけばい

で言語バリアを解消するということが大きな意

いのかという点が，非常に悩ましい問題として

味を持ってきている。あわせて，EUの担当者か

残っているという感じです。

らしますと，次はアジアの言語というふうにはな
らなくて，アフリカの言語について，大規模なデ

（司会）

ありがとうございました。今，研究所員の方か

ております。いわゆる第何次植民地政策という

ら二人，研究所の現状と近い将来への展望も

のかわかりませんけど，そういうような形でアメ

含めてご説明申し上げましたが，この件に関し

リカ，ヨーロッパで動いているというふうにみて

て質問意見用紙にお書きくださった中に，直接

とれます。

関係するご意見がありました。ソニーコンピュー
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ータベースをつくっていきたいということを言っ

そういう中で，日本がアジアならびに欧米諸

タサイエンス研究所，ATR音声翻訳通信研究所

国と言語データベースとか，情報の基盤になる

の飯田さんから，今の内容に非常に深い関連

ところをどういうふうに押さえて，そういうところ

のヨーロッパの方の事例も含めたご指摘がござ

と組みしていくかということが今後ますます重

や

しあおうと。先程丁田先生のお話にもございま

国がそういうところを主導していくことになれば，

したけれども，そのような動きがございます。

ぜひともこのような動きを日本でもとらない

がそういう視点でもって，今後のデータベース構

と，今後いろんな問題が起きるだろうというふう

築を推進していくという政策，施策をとっていく

に考えております。著作権の問題をどういうふ

ことが望まれるな，というふうに感じているとい

うにクリアしていくかというのは非常に大きな問

うことです。

題だと思うんでございまずけれども，この分野
におきまして，非常に大きな影響力をお持ちの

（司会）

国語研究所を中心に，こういう問題を社会的に

どうもありがとうございました。先程申しました

訴えていただきまして，アカデミックユースに関

著作権の問題について，別の方，ATR研究所の

しては，例えば，国語研究所を通しますと，自由

山本さんからご意見，あるいはご指摘がござい

に使えると，そういうふうな社会的なコンセンサ

ます。山本さんどうぞよろしくお願いいたします。

スをつくっていただくような努力をしていただけ
たらと思いましてコメントさせていただきました。

（山本誠一氏）

ATRの山本でございます。先程片桐先生か

（司会）

ら話がございましたが，ATRの方でも非常に大

どうもありがとうございました。ここまでコーパ

きなデータベースを作っております。特に話し言

ス，言語研究，あるいはその応用的な研究のた

葉のデータベースをつくっておるんでございま

めの言語資料をどう蓄えるか，蓄える上でのそ

ずけれども，多分日本では最大級のデータベー

のいろいろな問題点について，問題を絞りまし

スだと思っておりますが，これを用いましてもで

た。この問題は，最近の研究所にとって，非常に

すね，規模が小さいと。先程，前川さんのお話に

大きな問題で、所内でも色々な議論があるとこ

もございましたように，いろんな所でデータベー

ろでございまして，そういうことを考えまして，最

スがつくられているわけですが，これを自分た

初の話題として選んだ次第です。次，二つ目の

ちだけでっくっているのではなかなか大きなも

大きな話題をお願いいたします。

のにはならないというふうに考えております。今，

才田先生，橋元先生から広く言って調査，い

飯田さんからお話もございましたように，21世紀

．うんな調査が必要だということがご指摘ありま

に情報技術は非常に大きな産業になるわけで

した。継続的な定点観測的な，色々な言語行動

ございまずけれども，その中のひとつに言語処

調査，あるいは外国人の使う日本語についての

理・音声というのは非常に大きな技術だという

日本人の評価の調査，例えばそういうような

ふうに思っております。欧米では，飯田さんもお

色々な形の調査が必要だということがでました。

話をされましたように，国家的にアカデミックユ

その中で，より具体的には近藤先生からのご指

ースに関しては著作権の問題をクリアして利用

摘で，既に研究所が蓄積してきている近現代語

□斜田口湖θ蝋岱嬉侍羽口圖針山

甚だいいんですが，少なくとも国立国語研究所

梶

要になるんじゃないかというふうに考えました。
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の資料，例えば方言地図のような資料，その資

単位を考えていきますと，語彙レベル，文法レ

料自体が既に歴史性を持っている，そして次の

ベルというふうに進んできましたので，やはりこ

プロジェクトが必要だ，そういうご指摘がありま

れからの調査で対象とする単位というのは，言

した。調査とかあるいはデータの蓄積というこ

語行動レベル，コミュニケーションレベルのもの

とにも関係しますが，特にその方言とか近現代

でなければならないと考えております。

語の資料の蓄積ということに関して，研究所の

それから橋元先生がご指摘になりました，意

辞典の部屋からと，方言・地方言語の研究の方

識の問題ですけども，敬語意識につきましては，

からと二つの方向から，調査なり，あるいは言語

岡崎調査，これも経年でやっておりますけども，

データの収集・蓄積と，今のコーパス作りとまた

社会言語学的な統計分析を行ないましていろ

変わった観点からということでお願いしたいと

んな知見を得ております。しかし，もっと広いこ

思います。

とばに対する人間の意識につきましては，研究

これは所員から，お願いしたいと思いますが，

員個々人が科戦費を使ってやっている程度の

最初は方言のほうからいきましょうか，『日本言

ものでして，やはりこれからのコミュニケーショ

語地図』とか『方言文法全国地図』の次のプロ

ンを対象とする調査研究ということを考えます

ジェクトの計画ということについて，吉岡さん，お

と，意識調査もぜひとも加えなければならない

願いします。

と考えております。

それから片桐先生がご指摘になりました，マ
（吉岡泰夫）

ルチモーダル対話という視点ですけれども，も

言語変化研究部の部長をしております，吉岡

ちろんコミュニケーションレベルの調査を考え

と申します。これまでの国語研究所の方言に関

るとしますと，こういうところもこれから非常に重

する調査研究を振り返ってみますと，大きく二

要になってくると思います。

つの方向があったと思います。一つは社会言語

こういう調査研究を考えますと，さきほど前川

学的な調査研究，それから言語地図に代表さ

も申しましたように，国語研究所内だけの共同

れるような言語地理学的な調査研究という二

プロジェクトでは，あるいは国語研究所の少な

つの方向ですが，これからの国語研究所が，調

いスタッフだけでは，どうしてもできかねますの

査研究に対して新しい目標を設定していくなら

で，やはり広範な協力体制づくりというのが，も

ば，やはり今日，片桐先生，橋元先生，才田先

っとも重要な課題になると考えております。新し

生，皆さんおっしゃったような，これからの日本

い目標を設定しましたならば，今日のこ提言に

語社会に向いた研究目標を設定しなければな

ありましたようなところを取り入れて，そういうご

らないと考えております。

助言をいただきながら，よりよい協力体制を作

例えば畠田先生がおっしゃったような，今の

って，新たな調査研究を進めていきたいと思い

日本語，これからの日本語をみつめる，そういう

ますので，これからもどうぞよろしくお願いいた

方向です。しかも，これまでの調査で対象とした

します。

川、

一

では，次に今の発言に非常に関係が深いご
意見としてですね，宮崎大学の加藤正信さんか

していくのか，大規模化の展望という話題につ

㌧

（司会）

いて，国語辞典編集室の木村さん，加藤さん，い
かがでしょうか。

らご意見頂戴しております。地方研究員の制度
についてです。加藤さん，これを会場の方にご
披露お願いします。

（木村睦子）

大規模化に向けてということですが，私ども

（加藤正信氏）

書いたとおりですので，口頭では特にあり
ません。

あたりの言語資料の，研究資料としての整備が
一番手薄であるというところで，そこから手をつ

けたわけです。それから今までの問に世の中の
事情が変わっているのかどうか，私，不勉強で

（司会）

では，こちらで読んでご紹介いたします。昔

よく存じませんけれども，ただあんまり変わって

いないんではないかと，勝手に想像しておりま

から，この国語研究所では地方研究員というそ

す。もし違っておりましたら，そのへんのところを，

ういう制度で，全国各階道府県にお一人，お二

どうぞご指摘いただきたいんですが，どこにど

人ずつの主として方言・地方言語，それぞれの

ういうものがあるというようなことを教えていた

地域の言語を研究する研究員をお願いいたし

だけると大変ありがたいと思います。

まして，その地点の言語調査，あるいはいろいろ
な言語データの収集などをお願いしております。

加藤先生のメモを読みますと，「統一的なデー
タを収集するのに，協力的でありかつ，有能な

（司会）

関連して，同じ研究室の加藤さん，お願いい

□斜甜串囲θ蝋面影⁝侍前当画㎝圃引

が最初に1900年から手をつけましたのは，その

たします。

新進・中堅も各地に大勢いるはずだ。それが新

しい形の調査研究に随分役に立つはずだと，

（加藤安彦）

そこを活用しない手はない。将来をどう考える

加藤でございます。大規模化ということを考

かで，この制度についても再考されたい」と。そ

えますと，先程来，先生方，言及なさっているよ

ういうご意見でありました。先程の吉岡からの

うにコーパスというところが，一番てっとりばや

データの収集体制の中での，研究所の一つの

い形式であろうというふうに考えます。今までの

課題としてのご指摘とうかがいました。どうもあ

もの，1901年から1950年，このデータを集める

りがとうございました。もう一つ，辞典の方から

意味合いというのが，それより古い時代のもの

の次の計画のご指摘ということが近藤先生か

と現代のものですと新聞や雑誌などのデータ

らございました。これをですね，辞典の計画そ

についてはCD−ROM化されたりして供給され

のものを含めて，言語データをこの先，辞典に

ておりますので，そこの間をつなげるような意味

向けて，近現代語の研究資料として，どう蓄積

合いでのデータの蓄積というふうな，そういうか
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たちで部屋としては捉えております。

これをさらに大規模化していくということです

おります。

そこから更に公開ということを考えますと，

□斜脳口囲θ蝋型嬉侍圖h圖脳覇渇

と，今の部屋の中で持っておりますデータとし

我々が持っているデータではなく，先程片桐先

ましては，国定読本と昨日ちょっとご紹介いた

生の方からもお話ありましたけれども，我々が

しましたけれども，雑誌のデータ，それから文学

単に抱えているだけではそれは，データが生き

作品のデータということになるわけですけれど

るということにはなりませんし，それから色々な

も，これがコーパスということを考えますと，さら

方面にたたいていただくといいますか，我々が

にバランスのとれたものにしていかなければい

作ったものでも完壁とは言えませんので，デー

けない，ひょっとすれば，話し言葉めいたところ

タを公開することによって，他の様々な分野の

についても射程圏内にいれて考えていかねば

方から色々ご意見をいただくとか，変なたとえ

ならないだろうというふうに考えています。大規

ですけれども，麺類を水でしめるような形で，

模化するにあたってといいますか，コーパス化

たたいていただくと，データがより皆さんのお

ということについてさらに辞典との関わりといい

役に立つものになっていくんではないかと，考

ますか，そういう意味合いで考えますと，コーパ

えております。

スも色々な種類がありまして，生の，単にテキス

トを入れて管理番号みたいなものをつけたも
のから，色々な品詞情報ですとか，その他，語に

（司会）

どうもありがとうございました。不十分だと思

まつわる情報を入れたもの，タグつきコーパス

いますが，時間の関係でこの問題をここまでと

ですとか，あるいは係り受けの関係までみたよ

させていただきます。あと，1点，お寄せいただい

うな解析済みのコーパスといったようなものが

たご質問・ご意見の中に，国語教育あるいは日

あるわけです。そういう何段階かの種類のコー

本語教育という，教育の領域に関するご指摘が

パスを作成していくことで，あるいはまたその語

三方ございました。これは全て所長あてにとい

の個々の用例を並べ変えてといいますか，意味

う名指しがありました。所長の方から申します。

まで含めた様子でそのとりまとめを行なってい
くとすると，語釈のようなものも，ひょっとすると
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いらないかもしれない。国の機関が民間の辞書

失礼します。今年の3月までここの所長であ

の営業を妨害するようなことはいけないという

った，呼び捨てで申し訳ないんですが，水谷修

ような話もありますので，その意味から申しまし

が，実は教育課程審議会の国語部会の責任者

ても，データを意味のカテゴリー分け，意味分類

でありました。その国語部会には私も出席して

によって，用例をとりまとめていく，そういう形に

おりました。したがって国語教育の責任はやは

することによって，それも一つの辞書の形であ

りここの国語研究所が持つべきだと思っており

るというふうに捉えて，今後とりまとめていくよ

ます。2階のリソースルームのところに，昨日，文

うなことができればいいのではないかと考えて

部省が告示した小学校，中学校の新しい指導

墨111ト

ここの研究所は，先程から出ておりますが，21

ただければと思います。昨日告示いたした新し

世紀の日本語の在り方というものに対して，ど

い版では，ご存じのように，国語の領域として

ういうように調査研究を行なうかという点で，こ

「話すこと・聞くこと」を1番目に掲げ，時間数ま

れからも力を尽くしていきたいと思っております。

で提示するというように，かなり内容の変更を

そういう意味では広い意味での言語政策に資

打ち出しております。

する調査研究を行なうというように申せると思
います。以上です。

田さんのお話の中の，日本人の外国人に対す
る意識のことにふれ，「国語教育と日本語教育

（司会）

が乖離しているからではないか，その乖離を解

どうもありがとうございました。大きなテーマと

決するのは国語研究所の責任ではないか」と

して，三つ選びました。先生方からのご指摘は

いうことを指摘していただきました。私どもも，い

それぞれ今の議論の中に，入っていたと思いま

かにもそうだと思っております。実は先週の土曜

すし，録音などもさせていただいておりますの

日に日本語教育と国語教育の問題で，公開研

で，この先，各研究所員，あるいは所外の研究

究発表会をこの国際シンポジウムの一環として

者の方にもご披露して，この先の資産にさせて

行ないまして，そこではどうすれば日本語教育

いただけるものだと思っております。

と国語教育をまとめることができるか，また，学

まだまだこ議論いただきたいところでありま

校教育に対して他の教科に対して，どういう点

ずけれども，時間的な制約が気になります。討

で，足並みをそろえていくことができるかという

論の時間をここまでとさせていただきます。締め

ようなことについて検討を加えました。その資

くくりといたしまして，中西進先生の方から総括

料はやはり，2階のところに置いてありますので，

的なご提言を頂戴したいと思います。

田斜舳重湯θ蝋岱導口覆同訓㎝雄山

質問の中には杉藤美代子先生から，先程，才

樗

要領を用意しておりますので，どうぞお持ちい

ご鋤いただきたいと思います。

次に，ここの研究所の目的のところに「国語
の合理化をはかる」という時の合理化というの

総括提言
（中西

進氏）

は，ここの研究所は日本語というのを不合理な

この資料集にもござい

．

ものとして捉えているのかという質問をいただ

ますように，こちらで発表

いたわけですが，私どもは現代日本語として通

されたり，展示されたりし

用している言葉を不合理とは思っておりませ

ておりますものが，私が

ん。しかし，さらに合理的にする，たとえば敬語

数えましたところ，35テーマございます。そして，

の使い方をどう考えていくか，あるいは漢字の

今4人の先生方からのお話がありまして，40に近

使い方をどう考えていくか，そういう上での調査

い問題がございまして，これを私はまとめうとい

研究を行なっていくという意味で，合理化をは

うことでございます。最初，私に与えられました

かるということを考えている訳であります。

時間は25分でありますが，その中でまとめて，か

｛7
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つ全体の国語研究所の将来に対する提言をせ

調査の問題なども出てまいりました。それから，

よということで，これは私が生まれてはじめて遭

細かい色々なご要望もたくさんございました。甲

遇したような至難の業ではないかと思うのでご

斐所長，注文の多い料理店というのは聞いて

ざいますが，とにかくまとめることと，お願いとい

おりまずけれども，こんな注文がたくさんあって，

うことをさせていただきたいと思います。

果たして大丈夫だろうかという気もいたしまし

今日お話をうかがっておりまして，つくづく私

田斜脳重囲θ蝋惑嬉侍初空聞覚皐
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て，どうか頑張っていただきたいと思います。

が感じましたのは，言葉というのはやはり，人間

様々な注文が細かい点にございました。しかし，

のものなんだということでありました。人間と言

それは個々の担当の中で処理されるべきこと

語と申しましょうか，言ってみればごく当たり前

だと思いますので，大きな事を申しますと，やは

のことでありまずけれども，例えば買物に行って

り人間学であるということと，関係学であるとい

も相手にしてくれないとか，世代間のギャップを

うことをですね，今日の先生方のこ提言のまと

どうするのかとか，そういうふうなことを色々とう

めとして申しておきたいと思います。

かがっておりまして，言語研究というのは，人間

さて，それが今日のまとめでありますが，全体

研究なんだということを非常に強く感じました。

的なまとめとして，これは私は拝見する，あるい

とかく，人間と切り離された無機質なものとして

は拝聴する機会がこざいませんでしたので，送

言語を扱いがちでありまずけれども，決してそう

っていただきましたこの資料集はつぶさに拝読

ではない。そこにやはり人間をみるという目が

いたしました。そういうものを読みながらつくづ

潜在することによって言語研究が非常に豊か

くと感じたことがございまして，それを3点ばか

になり，かつ本質的になるのだということをあら

り申し上げておきたいと思います。

ためて，今日の4人の先生方のお話をうかがい
ながら，思った次第であります。

その第1点は，今日の話題にもなりましたけれ
ども，大西さんのご発表の「する」をテーマとし

そしてまた，もう一つ，つくづくと感じましたも

たひとつの方言，それをひとつのバネといたし

のは，言語というものが，関係なのだと，言語学

まして，文献国語史以前の形があるのではない

というのは関係学なのだということをつくづく感

か，ひとつの日本というふうなことが考えられる

じました。その関係といいますのは，ただ今申し

のではないか，というふうな非常にダイナミック

ましたような立場や世代の違いということもあ

でキラキラ光っているご発言がありましたが，例

りましょうし，ごく平凡にコミュニケーションとい

えばそういうふうな点というものはですね，とか

うふうな関係もございますが，そういう関係とい

く，言語というものは変わるものであるというふ

うものをどのように見据えていくのか，どのよう

うに考えがちな中で，非常に大きな示唆を持っ

に掬いとっていくのかというところに，言語研究

ているのではないかと思いました。つまり，こち

というものの1番の中心があるのだということを

らの先生方がやっていらっしゃいます，言語変

つくづく感じながら，先生方のお話をうかがって

化というセクションが何を扱うか不明にして，知

いたわけであります。もちろん，その他に色々な

らないのでありますが，変化というものに対す
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にあるのではないか，例えば，「不易と流行」と

んけれども，例えば「あらう」という言葉を取り上

いう言葉で申せば，流行の部分に対する不易

げましても，「あらたしくする」というのが「あらう」

の部分というものが言語にはあるのであろうと，

でありましょうし，そういう意味ではこれはwash

今思うのであります。もし，そういうものがなけれ

という言葉とは違うと思います。聞くところによ

ば，こちらの発表の中にもありますような対照言

りますと，聖書の中には「あらう」という言葉は，

語学といったようなものも，成り立たないであり

2種類出てくるそうでありまして，一つは「水によ

ましょうし，また今の方言なんかも，むしろ変わ

ってきれいにする」ということと，もう一つは2回

らないものになっている部分だと思いますけれ

だけだそうでありまずけれども，「あらたにする」

ども，そういう変わらない部分に光をあてる，そう

という意味で「あらう」という言葉が出てくるん

いう研究があってほしいと，もちろんあるんでしょ

だということを聞いたことがございます。そんな

うが，そういうものもいっそう視野の中に入れて

ことから申しますと，やはり「あらう」という言葉

いただけないだろうかという気がいたしました。

が持っている日本語の文化，あるいは日本人の

つまりその変わらない部分の中に日本人の

思想がそこにも当然あるわけでございまして，私

アイデンティティーというものもあるのでありまし

ども素人が考えて，素人考えにすぎないかもし

ょうし，日本人の思想，それを根底とした文化，

れませんけれども，例えばそういう不易の部分

そういったものが含まれているのだと思います。

というものをもう少し，この研究所の中に取り入

例えば，これは日本語ではありませんけれども，

れていただければ，これはまさに，今日の日本

司馬遼太郎さんが，dueという言葉，英語のdue

人のアイデンティティーの根幹を国語研究所が

という言葉をもとにしまして，たしかネルソンの

担うということになるのだろうと思います。そうい

言葉を基にしていたと思いますがdueという言

う点を1点，申し上げたいと思います。どういうふ

葉を通して，発言しておられました。当然世間か

うに今なっているのかわかりませんけれども，お

ら負託されるべき責任というものを果たすこと

そらく言語体系部の中でなさっているのかもしれ

がdueであると。ところが，そのdutyを「義務」と

ませんが，言語不易部などというものをもう一つ

いうふうに言ってしまいますと，納税の義務と

つくってはいかがかというふうな冗談も申してお

か，何の義務といったように手枷足枷のように

きたいと思います。これが1点であります。

考えてしまうと，そういうところに違いがあるのだ

それからもう1点でありまずけれども，もう一つ

ということを司馬さんが書いておられたと思い

は，言語といいましょうか，「言語というものは，一

ますけれども，例えばそういうふうな英語におけ

体何を創造しうるのか」という問いを言語に対

るdue，その他のものもあるんでしょうけれども，

して発してみるというふうなことは，当然やって

そういうものに対して，日本語としても変わらな

いらっしゃるわけでありまずけれども，改めて，こ

いものがあるのだろうと。エティモ白ジー（語源

の皆様の研究報告を拝見しながら考えました。

学）というのは学者はあまりしないといっており

例えば，ここでも音声のことを取り上げている

□鼎座口囲θ蝋型導侍協同圖闘皐囲

まずけれども，果たしてどうか，私はわかりませ

幌

るもうひとつの変わらない面というものが濃厚
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研究がありますし，声と口をというふうなことを

に貧困なのかどうかわからないにも関わらず，

取り上げている研究もございます。ストラテジー

貧困な人だということが出来上がってしまう。こ

というコンセプトで言語を捉えるというのも，私

れは，悪い意味の創造でありまずけれども，言

にとっては，大変新鮮なものでありまして，そうい

葉というものは常にそういうものを作り上げ続

ったようなことをもう少し広げていきますと，「言

けてまいります。そしてまた，今日の言葉でいう

語というものが創造しうるもの」というものが，ひ

と，バーチャルリアリティーという言葉がありまし

とつの対象として浮かんでくるのはないか。言

て，バーチャルなものが大変リアリティーを持っ

うまでもないことでありますけども，言葉という

ているということになります。逆に言うと，むしろ，

ものは，事柄というものを作り得る，そのために

リアルバーチャリティーと言ってもいいかもしれ

「こと」であるのでありまして，「こと」をつくる，事

ない。そういう言語生活の中に私どもはいるわ

柄をつくる「もの」である。言葉というのは「こと」

けでありますから，そういうことを含めまして，言

をつくる「もの」だということになりますと，まさに

葉がつくりあげてきたもの，言語創造というふう

言葉において，「こと」は「もの」になるわけであ

なものを，創造物として理解するということを少

りますので，そうした言葉というものによってク

しやっていただきますと，私ども大変ありがたい

リエイトされた事柄というもの，そういうものを対

というふうに思うのが2番目です。言語の創造

象とすることはできないでしょうか。非常にわか

性というものをお考えいただけないかというこ

りにくいことを言っておるかもしれませんけども，

とであります。

例えば，文学も，そのうちの一つだと思いますけ

そして，3番目にはですね，似たようなことで

れども，架空のものを言葉によって作り上げる

ありまずけれども，この国語研究所というのは受

ということがあるわけでありまして，そういう言語

信機関であるのか，発信機関であるのかという

芸術あるいはシナリオなんかもそうだと思いま

ことであります。私はむしろ発信機関であるべ

すけども，シナリオという言葉の技によって一つ

きではないかというふうに思うのであります。学

の世界ができあがることになります。もっと広げ

問というのは，これも大変口はばったいことで

れば，演説とかアジテーションなんかもそのうち

恐縮でありまずけれども，一見，後追いを装い

の一つだろうと思いますし極端に言いますと，

ます。既にあるものについて，それを後からトレ

新聞報道などというものも，言語が作り上げて

ースするということにおいて，学問が成り立つと

いるものではないかという気もいたします。首相

いう。しかし，私はこれは学問の見せかけだと

が「ボキャ貧」というのでしょうか，そういう悪口

思っております。つまり，後追いというみせかけ

がずっと出てまいりますと，知らない人間は「本

をしながら，実は学問というのはあっばれなパ

当にあの人はボキャ貧なのかなあ」と。「ボキャ

イオニアであるというのが，本当の学問だと考

貧」という言葉自体が非常に「ボキャ貧」だと思

えるのであります。ですから，この国語研究所が

いますけれども，そういうふうに思ってしまう。あ

言語というものを対象といたしまして，もちろん

の方に私，お会いしたことありませんので，本当

みせかけは後追いであってかまわない，調査と

．IIIト

目趨旧

を表します。そしてまた，大辞書などというもの

何かその排他的な，国家主義的な機関，フラン

は国家規模でなければつくれないものだと思

スはたぶん，そういう傾向があるのではないか

います。ですから，これを民営化するというふう

と思うのでありますけども，そういう機関として

なことが，方々で今起こっておりまずけれども，

働くのではなくて，やはり言語というものを我々

ぜひとも，形は仮にそうなったとしましても，これ

のアイデンティティーの中心におくということを

は国家規模の覚悟を持って，国語研究所を運

常に思っておく，その中で国語というものが美し

営していくというふうな大英断がなければ，日本

く豊かになっていくのだろうと思います。私は当

国はもう滅亡するだろうと思います。例えば『康

用漢字というものに関して，割合，批判的なとこ

煕辞典』なんかそうでありまして，他外国に比べ

ろがございまして，ただ簡単にということは記号

てもよくわかるわけでありますので，そういう備

化するということであります。漢字はどこまでい

蓄というものは大変大事なことだと思います。し

っても，意味文字でありますから，それは記号に

かし，その備蓄というものは，実は次の発言，活

なるはずはない。なってしまったら，これは本質

動する，はたらくためのソースであると，今思うの

を捨てたということになるのでありまして，やは

であります。ですから，そういうことでいいます

り意味を残しながらかつ国民生活に影響を与

と，ぜひここは発信の機関であってほしい。具

えるのでなければならないと思ってまいりまし

体的なものを申しますと，甲斐所長さんに後で

た。たとえば，五反田なんていう駅が山手線の

うかがいたいのですが，ここに広報部というふ

中にありますけども，あれは「反（ハン）」という

うな部はあるのか，ないのか。やはり広報部と

字でありまして，「反（タン）」という字ではありま

いうふうなものを設けて，常に外にむかって発

せんですよね。「ゴハンダ」と書きながら，変だ

言をし続けていくというふうな。ここはずいぶん，

変だと思いながら「五反田（ゴタンダ）」と言っ

空席が目立つのでありますが，これはたぶん国

ている訳であります。どちらから入るか，右から

会議員さんの席でしょうか，ここにぜひ来てい

入るか，左から入るかは文字の決定的な違い

ただいて，こういう方にも聞いていただくという

があるわけでありますけども，そういうものも無

ふうなことをする。発信機関としての国語研究

視してしまって，当用漢字というのが出来上が

所ということを第3に申し上げたい。

っている。難しい字というのは，難しければ難し

繰り返しますと，一つは「不易の研究」という

いほど，内容があるということでございますから，

こと，2番目には「創造性の研究」ということ，そ

難しいのを簡単にしてしまったら，内容はなくな

して3番目には「発信の場であってほしい」とい

るということであります。「コトブキ（壽）」という字

うことをお願いをしたいと思います。

はちゃんと昔の字を書かないと，結婚式にふさ

とにかく皆様の日頃のご研究に敬意を表し

わしくないと思いますし，「ハナ」というのも，中

ながら，国語などというものを大事にしない国は

華の華という字を書かなければ，「ハナ（華〉」開

国ではないと思います。しかし，それが先程も4

かないのであります。

□斜舳重囲θ聾惑嬉侍圖h聞覚皐

人の先生方とお話をしていたのでありますが，

幌

か蓄積とかいうことに対しては私は大変な敬意
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■印1卜

幌r

そういう点から言いますと，やはりきちんと，正

ります。それらを受けまして今日の午後は4人の

しい国語というものを我々が意識していく，その

方をお招きして，いろいろとこ提言をいただきま

砦が国語研究所だと思いますので，そういう意

した。一つ一つ繰り返すことはいたしませんけ

味を含めてぜひ，発信機関であっていただきた

れども，私が非常にありがたく思いましたことは

いと考えるわけであります。以上です。

このこ提言をくださった4人の方々が自分も協
力するからという，そういうあたたかいお気持ち

（司会）

□髄脳屋固θ蚤強烈侍羽口圖脳四囲
158

ありがとうございました。研究所に対してあた

を，お言葉の中にしっかりと受け取ることがで
きました。

たかいご配慮のこもった率直なご提言，本当に

私ども国立国語研究所の研究員は四十旧名

ありがとうございました。今のご指摘について

であります。1番多い時から，人員削減で十数名

も，さらにもう一度同じくらいの時間をかけまし

減っております。これは残念なことでありますが，

て，議論の企画をしたいという思いが残ります

大学と違いまして，ここは一般会計で行なって

が，全て今後に向けての私どもの課題とさせて

いるもので，定員削減の波をもろにかぶるとこ

いただきたいと存じます。

ろがあります。ところが，ありがたいことに，先程

最後に国立国語研究所の所長，甲斐睦朗か

才田さんが言ってくれたのですが，研究員の研

らお集まりいただいた皆様方へのお礼とごあ

究は，足算ではなく掛算でということを言って下

いさつを申し上げます。

さったのですが，本当に皆さん，足算ではなく，

掛算で色々と手を組んでやっていただいてお
（甲斐）

この12月の20日が，当国立国語研究所の創

ります。また，例えば方言では地方研究員とい
う制度がありますが，それ以外にも外部のたく

立記念日でございます。毎年，12月20日には研

さんの方々が色々と協力してくださいます。OB

究発表会を1日かげて行なってまいりました。今

の方も色々と助けてくださいます。そういうこと

年は創立50周年ということで，この一週問をか

でこの50年間，こうやって進めてきたわけです

けていろいろな研究発表をする，そして研究室

けれども，ちょうど今が，節目ということになって

もみていただくというような色々新しい試みを

まいりました。ご存じのように省庁再編成という

行ないました。昨日から本日の2日間にわけま

ことで，ここの研究所がエージェンシー化の対

して，一つはこの講堂を使いまして，口頭発表

象になっているということがあるわけであります。

を二つ行いました。それから，ポスター発表を2

今日は韓国の研究院の方が，「辞典編集の人数

階で行ないました。本日はまた，研究室の公開

がわずか3人とはびっくりした，自分の研究所は

ということを行いました。私どもの所員はそれぞ

五十何人いる」ということを言ってくださったん

れに自分の行なってきていることについて，お

ですが，私ども，3人でよくやっていると思いま

いでいただいた方々にご説明申し上げ，そして

す。国語辞典編集室が認可された時は13人構

また色々とご助言をいただいているところであ

想であったのです。それが13人の10の方が認

岡■卜

中西先生のご指摘のような情報発信機関，ある

育センターは最初，認可された時は43名構想で

いは受信機関というところへ，情報資料研究部

ありました。現在13名であります。30人が認めら

が進んでいこうと計画しているところでござい

れておりません。これらのことは今申しても繰言

ます。色々とご指摘ありがとうございました。

これからも，日本の言語政策のために一丸と

が，それにしては私はよくやっている，ここの研

なって，どうずれば，日本語が一層よくなってい

究員は本当に頑張っていると思っております。

くか，日本人の言語能力がついていくかという

しかし，これも研究員だけを誉めてはいけない

ことについて，その基礎調査を行い，また定点

わけで，外部の先生方のご協力，ご支援の賜だ

観測というご指摘もいただきました，私どものと

と思っている次第であります。

ころも人手不足で，岡崎の調査なども，もう取り

それから，当研究所は，中西先生にも色々と

組まないといけないんですが，ちょっと遅れて

教えていただいたのですけれども，発信機関に

おります。先生方の叱咤激励におこたえできる

なれということを言っていただいております。当

ように，できるだけ頑張っていく所存でございま

研究所には，情報資料研究部というのがありま

す。以上ご挨拶といたします。ありがとうござい

して，実は過去の方言調査のテープなどが劣化

ました。

しているから，それをもう1回新しいテープに置
き換えようということをやっております。それをや

（司会）

りながら，ついでにその中にもりこまれた情報を

それでは，これをもちまして，シンポジウムをお

もう一度調べ直して，新しい研究に持っていこ

開きとさせていただきます。不行き届きな進行

うというようなこともしております。それと同時に

係であったにも関わらず，本当に最後までご協

世界に手を伸ばして，世界では日本語の研究

力いただきまして，壇上の先生方も含めて，会

はどうなっているかという情報を集め，それをま

場の皆様ありがとうございました。

□斜面同席θ置型朝倉贈主画脳覇

ということになりますので，これ以上中しません

臓

められておりません。それで申せば，日本語教

た，国内だけではなく世界に発信しようという，
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国立国語研究所の方言研究の概要
言語変化研究部吉岡泰夫
キーワード

言語生活

方言

共通語

敬語

社会言語学

国立国語研究所の方言研究は，「現代の言語生活」を

らかにする敬語行動研究の成果がある。

課題として，話しことばをめぐる言語問題をタイムリーに

言語地理学の分野の成果では，全国規模の組織的

探索し，問題解決のための科学的調査研究を，独自に

な調査にもとつく「言語地図」作成がある。全国規模の

開発した方法で実施してきた。言語政策の企画立案に

言語地図作成は，他の研

資する基礎研究資料を提供するとともに，日本語研究

究機関では成し難い，国

の中枢的機関として学界の発展と充実にも寄与してき

語研究所ならではのプロ

た。特に，社会言語学，言語地理学の分野においては，

ジェクトである。

先進的研究の開拓によって，戦後の日本語研究にリー
ダーシップを発揮してきたところである。

社会言語学の分野では，地域社会住民の言語生活
の実態，方言と共通語との接触・干渉に観点をおいた
調査研究，地域社会における敬語使用や敬語意識を明
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言語地理学

また，「方言辞典」など

の資料作成にも成果をあ
げている。

創立50周年記念研究発表要旨

方言の条件表現一『方言談話資料』と『方言文法全国地図』からの研究の可能性一
言語変化研究部第1研究室三井はるみ
キーワード

条件表現

順接仮定条件

青森市方言

『方言談話資料』

方言の条件表現についての研究をすすめて行くため

『方言文法全国地図』

限が緩やか，（3）事実的用法を持つ，という可能性がう

の手がかりとして，青森市方言の順接仮定条件表現を

かがわれた。また，接続詞的用法，提題・対比用法にお

例に取り，「方言談話資料』

いても共通語との異なりが見られた。最後に『方言文法

を主な資料として，共通語

全国地図』第4集所収予定の順接仮定条件表現項目の

との対照による体系記述

地図を提示し，（1）にかかわる条件表現形式の分布状況

を試みた。その結果，この

を紹介した。

方言の接続形式「バ」に
ついて，（1）後件の反期待

性という制約が効かない，
という特徴が見出され，（2）

前件の確実性に関する制

文法地図の課題と将来一サ変動詞「する」の東北方言における分布と解釈をめぐって一
言語変化研究部第1研究室大西拓一郎
キーワード

方言文法全国地図

東北方言

サ変動詞

サ行五段化

なびき

文法は，体系的性質を強く持つ。したがって，ひとつひ

せないことが多い。関連する項目の持つ情報を総合的

とつのことがらの背景にはそれを支える構造の存在を

に整理し，その中から分析することが求められる。その

考えることが必要である。

一方で，総合的観点から分析しようとしても，実際上，調

『方言文法全国地図』を

査項目に盛り込まれていない限りは，必要な情報が得

見るにあたってもこの観点

られないという，はがゆい事実がまちかまえている。新た

は不可欠で，1枚の地図

な情報の収集が求められるわけである。このようなこと

から読み取ることができる

がらについてサ変動詞「する」の東北地方における分布

情報は少なくないものの，

とその解釈をめぐって，「方言文法全国地図』のデータを

それだけでは多くの場合，

もとに総合図を作成し，それに基づいた考察を行った。

ある程度のレベルでの推
測をまじえた判断しか下
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国語辞典編集のための用例データベース
国語辞典編集室
キーワード

木村睦子

用例辞典

語誌

コンコーダンス

KWIC

既存の辞書に依存しないオリジナルな辞書を作るた

全数式

スカウト式

品・国定算数教科書などに手をつけた。以下にこれま

めには，まず生の用例をたくさん集める必要がある。国

での作業の概要を述べるとともに，最新の成果である国

語辞典編集室では，昭和54年に準備室が発足して以来，

定算数教科書KWICについて，二，三の具体的な事象

用例採集のための目録作り，作業手順の検討などを行

を述べる。

うとともに，国定読本を資料として試験的に用例採集作
業を開始した。昭和63年に正式の室になってからは，雑

なお，当編集室では，研究室公開も行うので，その際
に閲覧を希望する資料があれば，応じる用意がある。

誌を対象に本格的な用例採集を開始し，続いて文学作

『太陽』コーパスの作成
国語辞典編集室
キーワード

田中牧郎

『太陽』コーパス

「国語」と「日本語」

本文批判

（1）国立国語研究所国語辞典編集室では，20世紀はじ

（3）『太陽』コーパスを作成する場合に生じる重要な問

めを代表する総合雑誌『太陽』のコーパス作成を進め

題点のうち次の三点を紹介する。

ており，現在，1901年分が完成しつつある段階である。

・『太陽』の漢字をJISコードの漢字と同定する作業

（2）『太陽』コーパスを利用した調査研究の一例として，

のなかで，符号位置の包摂規定をどのように行うの

「国語」「日本語」という語を取り上げると，コーパス上の

多様な用例を検索・整理することを通して，次の二点に
ついて明らかにすることができる。
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文字コード

カミよ㌧、カ・Q

・『太陽』の原文テキストをコーパスデータに移し換
える作業のなかで，本文をどのレベルまで修訂する

・出現する記事分野の特徴から，文体的価値を解明

のがよいか。

できる。

・『太陽』コーパスの利用と公開にあたって，著作権

・共起する語の特徴から，意味を分析できる。

問題をどのように扱ったらよいか。

創立50周年記念研究発表要旨

用例データベース作成のための単位と用例データベースの使い方
国語辞典編集室加藤安彦
キーワード

用例データベース

コーパス

用例採集

ここでは，現在用例採集作業が進行中の1901年〜

国語辞典

単位

位を考えていくべきか，その情報をどのようにデータベ

1950年までの50年間における雑誌『太陽』及び文学作

ース上に格納していくべきかについて述べる。なお，この

品のデータに対して考えている単位の付与のしかたに

用例データベースは将来的にデータ量を拡大していき，

ついて述べる。

その情報をもとにコーパス化することを考えているもの

ここでの単位とは，

○用例を収集してデータベース化した時点で検索など

において表面的に現れる語
○用例データベースから欲しい用例を検索・抽出する
きっかけとなるキーワード

で，その意味でも単位についてゆらぎの少ない規準作
りが必要となってくる。

また，最後にこうして作成された用例集をどのように
利用していくか，その簡単な例を挙げる。例として使用

するのは，既に用例採集作業を終えた第一期から第六

などを考える上で必要とされるもので，「個々の語の機能

期までの国定読本データで，これには冊子体の他，CD−

や意味などの情報を担う用例データベースでの最小の

ROM版でも公刊されているので，そのCD−ROM版によ

かたまり」といった意味である。

って説明を行う。

今後の用例採集においてどのような長さ・種類の単

コメント
韓国国立国語研究院

語文規範研究部長

開門植
本日は，国立国語研究所の創立50周年にあたり，盛
大な記念大会にお招きいただきまして，まことにありがと
うございます。何よりも50周年を迎えられたことに，韓国

れとともに韓国のコーパス構築の現状と計画について
も簡単に申しあげたいと思います。

韓国では1991年に辞典編纂室が設立され，現在，『南

の国立国語研究山院長および研究員を代表してお祝

北韓国総合国語大辞典』の編纂を行っています。これ

いのことばを申しあげます。これからもどうか末永く発展

は，国立国語研二院設立後，最初の企画で，8年間で100

していかれますようお祈りします。

億ウォンの予算という大規模な事業として実施されてい

今日，私は，三人の方の発表のコメンテーターとしてお

ます。今，韓国の人口は，北と南を合わせて7000万人，

招きいただきましたが，日本語にはそれほど詳しくありま

それに海外に在住しているもの550万人という状況で，

せん。そこで，日本語のコーパス構築について，いくつか

対内的には辞書ごとに異なる見出し語の統一，対外的

質問することでコメントの代わりにしたいと思います。そ

には南北分断による言語異質化を乗り越えるというの
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が，この企画の目標です。特に用例を忠実に反映した

で，当然含まれるべきものだと思います。しかし，韓国で

辞書にしょうと思って，コーパスの構築をはじめましたが，

は，教科書の文章は，整えた文章であって，生き生きとし

現在，5000万語節ほどのコーパスができました。この辞

た発話のような文章ではないという批判が多く，現在の

書は，来年末刊行の予定で，現在，最後の校正の段階

ところコーパスの資料として，教科書にはそれほど重き

に入っています。この辞典では，見出し語の統一のほか，

を置いていません。しかし，今回の木村先生の発表を聞

日本のような用例提供も基本目標にすべきだと思って

いて，やはり教科書もおろそかにすることができないと

います。

思いました。木村先生の研究を韓国の研究員に見せて

私は，今，三人の方の発表を聞いて，国語研のコーパ

ス構築とその活用の研究がこれほど少ない人数でなさ

次の質問ですが，韓国では，まだ企画の段階なので

れていたことを知り，驚きました。韓国では，正式の研究

すが，標準語の提供のためには，書きことばのコーパス

員8名を含めて常勤辞典編集者54名とアルバイト40名

のほかに，新しく話しことばのコーパスを構築することも

ほどが辞典の編纂を行っています。ただ，今の段階では

必要ではないかと考えられていますが，現在，日本では，

国語研のように綿密な分析はなされておらず，これから

話しことばに関するコーパスの計画はなされていないの

の活用が問題になると思います。

でしょうか。

木村先生の「国語辞典編集のための用例データベー

3番目の質問として，発表によると，1950年代以降の言

ス」という発表のなかで，全数式とスカウト式の長所を取

語資料のコーパスについては，まだ構築されていないよ

って折衷したということを述べられましたが，これはもっ

うですが，今後の計画は，どうなっているのかということ

ともなことだと思います。ただ，スカウト式では，どのよう

もお聞きしたいと思います。

な範囲で，どのような単語を選ぶのかということについ

現在，韓国では，15世紀から1980年までの言語資料

ての基準が大切だと思います。イギリスのOEDのばあ

のコーパス化を進めています。さらに90年代のものにつ

い，その編纂に参加したボランティアが教養のある人だ

いても出版社から了解をとり，資料を収集して，作業を

ったことから，その用例の信頼度が高いと言われている

進めています。今までは，コーパスの構築がいろいろな

ようです。結局，その辞書の編集に参加している人間の

機関で行われてきましたが，今後は，統合されていくこ

能力という要素がコンピュータなどの機械をどのように

とと思います。また，1998年から2007年までの10年間に

使うかということよりも重視されるべきではないかと思い

わたる「世宗プロジェクト」という計画も立てています。た

ます。今，韓国では作業者の年齢によって，用例採集の

だ，現在のところ，時代別の基準は設けられておらず，コ

結果に相当なへだたりがあるということが大きな問題と

ーパスの構築のみがなされている状況です。今後は，時

なっています。日本では，このような問題をどのように解

代的区分の研究が緻密に行われるべきではないかと考

決されているのか，まずお聞きしたいと思います。

えました。

ところで，日本では，国定読本のような教科書の文章
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模範にしたいと思っています。

田中先生の「太陽』コーパス構築の発表においては，

を重視して，コーパスの構築をしてきたのだと思います。

雑誌『太陽』のジャンル別の性格を示し，「国語」「日本

教科書の文章は，標準的な言語として提示するという点

語」などの類義語が語の共起現象により，どのような文
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脈で使われるのかを明らかにされています。これは，そ

年創刊の『独立新聞』と1900年代に出版された聖書な

の語の文脈情報の研究をすすめるのにょい典型になる

どで分かち書きをするようになり，欧米のアルファベット

と思います。韓国では，まだこの段階まで研究が進んで

文字圏などの分かち書き文化圏に編入した形になりま

いませんので，勉強になりました。

した。

先生がコーパス構築の問題点として指摘されたこと

単位の問題については，分かち書きをした文体，分か

は，韓国語のばあいにもあてはまります。たとえば，正字

ち書きをしない文体の差がありますが，韓国のばあい，

体と異体字とを区別，確定してコードをあてるという問題

分かち書きをしているにもかかわらず，依存名詞一日本

などは，韓国でも起こっています。現在，韓国では「東洋

語の形式名詞にあたるもの一や副助詞，接尾辞，語尾の

異体字辞典』を企画中です。

ようなものをどのように分類するかということがいろいろ

次に本文批判の問題ですが，古典コーパス処理のな

と議論されています。日本もそういう点で，いろいろ苦労

かでいちばん難しい問題でしょうが，このばあいも，やは

されているのではないかと思います。両国の単位分析

り研究者の歴史言語学的な能力が大事だと思います。

の研究は，相互に参考になるのではないかと考えてい

明白な誤字や脱字でなければ，そのまま置いておくしか

ます。

ないと思います。というのは，現代から考えると，少しぎご

次に韓国のばあい，ベストセラーとその語彙の質とい

ちない文や非文のように思われるものでも，当時は正文

うのは，必ずしも比例するわけではないと思います。非

であったという可能性があるからです。

文だらけの作品や平凡な語彙だけで書かれた作品で

さて，田中先生への質問ですが，日本語のばあい，古

あっても，面白さということからよく売れているものがあり

い文献のテキストの修訂作業はどのようになされている

ます。専門家のたちばから見たばあい，難解な語やあま

のかということ，入力したものと原文の対照による修訂

り使われない語は，それほど売れていない作家に多い

は，どのように行われているのかということをお聞きした

のではないかと思われます。日本では，作品を選ぶにあ

いと思います。なお，著作権の問題については，日本の

たって，このような問題をどのように解決なさっているの

ばあいは綿密な調査のもとで，徹底的に対比していると

か，お聞きしたいと思います。

思われますが，韓国ではまだ本格的には議論されてお
らず，これから問題となることが予想されます。

最後に加藤先生の用例データベースの構築のための

最後に，現在，構築されているコーパスを，今後どのよ
うに提供していくのかということ，ホームページでの公開
はあるのかということをお聞きしたいと思います。

単位と用例データ使用の方法という発表についてです

遠大な計画で押し進められている日本のコーパス構

が，ご存じのとおり，韓国，中国，日本は，昔は分かち書

築が将来的な成功を収めるようにと念じつつ，これをも

きをしていませんでした。しかし，韓国においては，1896

ってコメントの代わりにさせていただきたいと思います。
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関賢植氏の質問に対する回答
木村睦子＝

スカウト式用例採集の基準については，特

したものと原文とを照合してチェックをしています。

にどういう語を拾えというような指示は出していません。

加藤安彦＝作品を選ぶ方法についてですが，まず，現

お願いしている方々は，通信研究員と言って，主として大

代の代表的な文学全集一個人の全集ではなく，ある時

学の若手ないし中堅の先生です。その方々に，自分の

期の代表的な作家の作品を集めた全集一のなかから，

興味のあることがらについて，拾っていただければいい

代表的なものを15種類集め，その15種類の全集のうち3

のではないかと考えています。もちろん採集の密度とい

つ以上に採録されている作品（1506作品）をあげました。

うものとも関係があり，それについては，1行に1語ぐらい

次に，それらすべてについて，概算の文節数一1ページ

の割合でと言っていますから，かなり網羅的に拾えると

あたりの文節数にページ数をかけて得た値一のデータ

は思います。当初は，通信研究員は約20名ほどいました

を作りました。それらのなかから，さらに所外の専門家10

ので，それぞれ違った基準で拾ってもらえば，いろいろ

名の方々に，これはこの時期の作品として取るべきだと

なものが拾えるのではないかと考えたわけです。

いうものを選んでいただきました。そして，1506作品のな

次に，話しことばの研究についてですが，国語辞典編

かから取りあげるべきものとして4名以上の方が選んだ

集室では何もやっていません。ただ，国語研究所として

ものを代表的な文学作品と考えようということで『主要

は，ほかにやっている者がいまして，たとえば，言語体系

文学作品目録』を作りました。

研究部では放送用語の研究などをやっています。

その後，対象を1万文節以下のものに変更したときに

1950年以後のことですが，それは目下のところ考えて

一『主要文学作品目録』のなかでは，45作品が1万文節

おりません。むしろ，古いほうにさかのぼるということを今

以下一もとのデータのなかで，さらに3名以下の方が選

の方針としています。

んだものについても対象として，1万文節以下のものを
205作品ほど取りあげることとしました。

田中牧郎：

古い文献の修訂作業の方法については，

その文献に通じるということしかありません。

ージのようなところでも公開したいと考えています。でき

『太陽』1901とした1年分については，まず原文どおり

れば，電子媒体のみでの公開ということでもいいだろう

に，異体字も含めて少しでも字形が違えば，違う記号を

と考えています。ただ，田中の発表にもありましたように，

入れるという作業をし，そのうえで，同じものをまとめて

『太陽』のなかでも著作権者がはっきりしないもの，また，

いきました。漢字以外の仮名遣い，清濁，語法，用字など

文学作品でも著作権者のはっきりしないもの，初版本の

ということもすべて，疑わしいものは原文どおり入力した

わからないものがあります。それらの調査を進めたうえ

うえで，注記をする，あるいは改めたものは改めた旨を

で，結局わからないものについては，そのデータを削っ

注記をするということを行いました。

た形で公開をしたいと思っています。どういう語の形式

そのうえで，現在，マニュアルを作り，当研究室の非常

勤研究員，常勤研究員で，そのマニュアルに従って入力

168

次に，構築中のコーパスの公開方法ですが，ホームペ

であっても検索できるようなインターフェイスを備えたも

のを公開することを考えています。
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コーパスを利用した語法研究
言語体系研究部第一研究室
キーワード

コーパス

山崎誠

例文

鈴木美都代

ガノ可変

書名

「現代雑誌九十種の用語用字調査」
次に，コーパス利用のケーススタディとして，連体修飾

コーパスとは元来，言語分析のために集められた言
語資料を意味するが，近年の日本語研究においては，

句の中の「が」「の」の使い分けについて，書名データと

とくに，コンピュータで取り扱うことを前提にした大規模

雑誌データの二つを調査して，大体の傾向をみた。その

な電子化データをさすようになってきた。現代語研究に

結果，以下のような事実が確認された。（1）どちらのデー

とっては，コーパスは内省とともに有力な研究手段の一

タにおいても，主語（あるいは直接目的語）が「の」で表

つとなる可能性を秘めている。今後コーパスを利用した

される場合，述語との間にはほとんど他の語句が介在

新しい研究方法の開発が期待される。

していないことが確かめられた。（2）どちらのデータにお

まず，コーパス利用と密接に関連のある文法研究に

いても，述語の品詞が形容詞・形容動詞の場合は，動詞

おいて，どのように例文が採られているかを調査した。

の場合とくらべて主語（あるいは直接目的語）が「の」で

その結果，実際の論文では，出典のある例文は約3割で

表されやすいことがわかった。これは，データにおいて，

あること，また，出典の内訳では，文芸作品を中心とした

形容詞・形容動詞が述語に来る場合，主語（あるいは直

フィクションが多いことがわかった。個々の論文において

接目的語）との間に他の語句が介在する割合が低いこ

は，作例中心タイプのものと，実例中心タイプのものとの

とと関連しているものと思われる。

二つの類型があるようである。

日本語語彙の統計的性質一異なる語彙調査資料を用いて一
日本語教育センター

キーワード

中野洋

高頻度語彙

使用率

共通度分布

語彙調査

語彙についての統計的法則がある。本発表では，国

語彙の選択

その中にもその調査対象の特徴語彙とも言える語彙も

立国語研究所が行った9つの語彙調査を用いて，異な

含まれている。一方，使用率の小さい語彙にも他の調査

る内容の調査対象間にも共通に存在する語彙とその使

に用いられる語彙が存在する。これらの語彙は，具体的

用率の関係について述べる。

な内容をともなうものであり，語彙教育の対象となる重

使用率の大きい語彙は，そのほとんどが他の調査に
もよく用いられる。共通度の分布図によっても「高頻度
語彙」と名付けてよい語彙の存在が確認できた。しかし，

要な語彙といえる。

使用率と語彙の関係の解明は，言語教育や辞書作成
における語彙の選択法の開発に貢献する。
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曖昧性解消過程解明のための多義語の分析
言語体系研究部第二研究室柏野和佳子
キーワード

曖昧性の解消

多義語

コロケーション

辞書

国語学の領域において，多義語の曖昧性解消過程は

日本語処理

句，格助詞，述語という単純な格パターンだけではなく，

十分に解明されていない。他方，日本語処理において

連体修飾句，連用修飾句，格表示に関しての詳細な情

は，語の曖昧性を解消するための計算機用の辞書研究

報を盛り込んだ統語情報が必要であること，さらに，形態

が進められている。曖昧性の解消に有効な辞書情報と

や文脈に関する情報も必要になることが分かった。今

して，格パターン情報が知られていた。しかしながら，格

後，その必要な情報の内容を明らかにするために，多義

パターン情報だけでは十分とは言えなかった。コロケー

動詞の曖昧性解消過程を解明する研究を行っていく。

ションの曖昧性の分析を通じ，曖昧性の解消には，名詞

現代日本語の文字・表記
言語体系研究部第三研究室笹原宏之
キーワード

月刊雑誌

漢字

用字

小沼悦

固有名詞

地名

国立国語研究所言語体系研究部第三研究室では，

詞の用字・表記について，笹原は科学研究費により日

1994年度に刊行された月刊雑誌を対象に，標本抽出に

本全国の地名の全数調査とスカウト式用例採集調査に

基づく用字・表記の大量調査と，それに対する研究を実

基づく研究も行っている。それらの概要をまとめておく。

施している。また，日本語の名詞の一角を占める固有名

日本語と欧米諸言語との対照研究：英語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語
日本語教育センター第二研究室藤井聖子
キーワード

日英対照

日西対照

日葡対照

佐々木倫子
日仏対照

日本語教育センター第二研究室では，現在，英語，ス
ペイン語，ポルトガル語，フランス語それぞれの言語に関

これら四種類の切り口で対照研究をすることは，それ

して，日本語との対照研究を進めている。日英対照とし

ぞれの言語での対照研究の背景や必要性が異なって

ては，現時点では，談話・語用言上の対照を押し進める

いる現状に基づいて立案したことであるが，同時に，日

ため，会話スタイルの分析を行っている。日西では，統語

本における外国語（第二言語）教育と言語事情をふま

現象と意味の問題を取り上げている。日葡対照として

えた対照研究の四種類のアプローチを試行し押し進め

は，ブラジル人と日本人との言語接触の局面を，社会言

ようとする試みでもある。

語学的アプローチで調査している。日仏では，音声，特
にアクセント，イントネーション，音声言語コミュニケーショ

ンに付随するジェスチャーを取り上げ，音声及びパラ言
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語の領域における対照を進めている。

本報告では，これらの研究の目的・方法・意義を概観
する。
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日タイの「マイペンライ」理解の比較に見る言語行動の特徴について
一日タイの対人意識についての補強調査から一
日本語教育センター第三研究室堀江インカピロム・プリヤー
キーワード

日本語とタイ語の対照研究

言語行動

従来，タイ人の言語行動を特徴づける言葉として「マ

マイペンライ

だいじょうぶ

気にしない

国語研究所報告111「日本語とタイ語の対照研究皿『マ

イペンライ」を挙げる人は多かったが，それは，一般的に

イペンライ』一タイ人の言語行動を特徴づける言葉と文

「気にしない」「構わない」等と解釈されてきた。この解

化的背景についての考察

釈に沿ってタイ人の「マイペンライ」に接するとき，不快感

いて発表した。その後，タイ人に対するインタビューのデ

を覚えたり怒ったりすることがしばしばあることは，多少

ータを補う意味で，同様の実例につき，タイ在住のタイ人

なりともタイ人と接したことのある日本人なら知っている

にもアンケートを，さらに，同様の実例につき，タイに滞在

ことであろう。その原因は，日タイの人々の問で，「マイペ

中の日本人にインタビューとアンケートを実施した。その

ンライ」についての理解や解釈に相違があるからではな

結果の一部については，「平成9年度国立国語研究所

いだろうか。

公開研究発表会

以上のような疑問を出発点として，1985−88年にタイに

その1一」（堀江，1995）にお

テーマ：言語の対照研究」の予稿集

を参照いただきたい。今回の発表は，それらの結果を理

おいて収集した「マイペンライ」の実例について，バンコ

解するために必要な日タイの対人意識についての補強

ク在住のタイ人にインタビューを行い，その結果を，国立

調査の一部の紹介である。

過去形の発見用法について一日本語と朝鮮語の場合一
日本語教育センター第四研究室井上優
キーワード

発見の「た」

発話時以前

観察場面の前景化

日本語と朝鮮語の過去形「た」「一ess一」にはいずれも

実情理解

別のレベルで生ずる。この二つの点で，〈発見〉という概

く発見用法〉と呼ばれる用法があるが，その実質的な意

念はテンス・アスペクト形式の意味記述のための概念と

味内容はかなり異なる。また，いずれの場合も，「た」

しては有効とはいえない。

「一ess一」はく発話時以前〉を表すだけで，〈発見〉の意味は
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音声によるパラ言語情報の伝達
言語行動研究部第二研究室前川喜久雄
キーワード

話しことば

パラ言語情報

韻律

生成

知覚

話しことばは書きことばよりも多くの種類の情報を伝

体の持続時間長・発話の構成要素の持続時間長・母音

達している。音声は論理的な言語情報の他に感性的な

の音質・声質のすべてにパラ言語情報と関連した顕著

パラ言語情報を伝達しているからである。この発表では

な変動が観測されることが判明した。また分析した資料

標準的な日本語を対象として，代表的なパラ言語情報

の一部を知覚実験にかけた結果，今回分析した話し手

がどのような音声的特徴によって伝達されているかにつ

に関する限り話し手が意図したパラ言語情報は80％以

いて報告し，あわせてパラ言語的情報がどの程度正確

上の正確さで知覚されることがわかった。最後に今後の

に伝わるかという問題にも触れる。

研究課題に触れる。

3名の話し手の資料を分析したところ，ピッチ・発話全

「声」と「子等」からみた言語行動
言語体系研究部相澤正夫
キーワード

声

口調

音声言語

言語行動

語彙論

話しことばコミュニケーションの模様を第三者の立場
から描写するとき，「「私は怒ってなんかいません』とふる

しては，資料収集と分析の観点を探索する段階にあり，

える声で言った」「『そうですが』とがっかりした口調で言

本発表はあくまでも中間報告である。）

った」のように，引用符の中に話された内容を示し，引

①日本語では，話し方の特徴を「声」「口調」の様

用符の外にそのときの話し方の特徴を補うという方法

態として描写する傾向が強い。このことは，英語で

がしばしばとられる。音声による言語行動を忠実に捉え

書かれた推理小説の原文とその和訳との対照か

ようとするならば，引用符の中の言語形式として再現し

らも推察される。

きれない要素をひろいあげ，必要に応じて補足するとい
うかたちで全体を再構成しなければならない。

②「声」として描写される事象と「口調」として描写

される事象とには，それぞれに固有の部分と重複

本発表では，音声による言語行動を構成するさまざま

する部分とがあり，重複する部分もかなり大きい。

な要素のうち，話し方の特徴に深く関わる「声の調子

③「声」「口調」を描写する語彙・言語表現を大量

（tone

of

voice）」と呼ばれる部分に注目し，日常的な

に集め，体系的に整理・分析することによって，音

日本語による描写ではそれがどのように再現されてい

声による言語行動の総合的な解明に向けて，言語

るのかを，「声」と「口調」という切り口から探ってみる。資

学（特に語彙論）の側から有用かつ不可欠な情報

料収集の対象としては，多様な対話場面を数多く含む

を提供することができる。

ということで推理小説を選んだ。
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具体的には，次の三点に言及する。（但し，調査研究と
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待遇表現の言語行動論的研究
言語行動研究部杉戸清樹
キーワード

敬語

待遇表現

塚田実知代
言語行動

①社会言語学・言語行動研究の領域で敬語や待遇表

④そのような表現の内容を検討すると，単に言語形式・

現の調査研究を進めていると，一般の回答者が，狭

言語表現としての敬語や待遇表現だけでない，言語

義の敬語だけでなく，より幅広い範囲の敬意の表現

行動としての待遇表現の広がりが見えてくる。

⑤こうした論点の広がりは，学校教育の場や国語審議

を意識しているらしいことがしばしば観察される。

②たとえば，他人に何かを依頼する際に，依頼する理由

会の議論の中にもすでに指摘される。

や事情を言い添えるか，依頼する際の時間帯や媒体

この視点に立った敬語・待遇表現研究が，今後とも

のことを断りとして言い添えるかなど，依頼表現全体

展開されるべきである。

謡

の話の組み立て方という点に，敬語についてと同様
の対人的な配慮が観察される。

③面接調査の質問や回答結果によって検討すると，そ
，； v、

のような表現を言い添えることが表現の丁寧さや相
手への配慮を支えるという意識の存在することが，成
人だけでなく高校生という若年層にも指摘できる。ま
た，敬語形式の使い方から見て丁寧な表現には，こう

阜ノ

した言い添えが現れやすいという関連も指摘できる。

依頼の言語行動におけるストラテジーの展開構造
日本語教育センター第一研究室熊谷智子
キーワード

言語行動

依頼

ストラテジー

丁寧さ

言語行動をストラテジーの組合せとしてとらえる観点

○

典型的な組合せパターンは，＜（恐縮）一（説明）一

に立ち，国立国語研究所の調査による資料をもとに，あ

依頼〉（カッコは省略可能の意味）であり，場合によ

る依頼の場面に関する分析を行った。その結果，以下

って他のストラテジーが加えられる。

の所見が得られた。

○

主要ストラテジーは，〈依頼の表明〉＜事情の説
明〉〈恐縮の表明〉である。

○

回答全体の約3／4が，2個か3個のストラテジーか

ら成っている。

○

丁寧なことばづかいをする人の方がストラテジー

を多く使う傾向がある。
○

同じカテゴリーに属するストラテジーでも，はたら

きかけの姿勢によって，ことばづかいの丁寧さとの
結びつき方は異なる。
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グループ文章産出活動における方言と共通語の機能
言語教育研究部第一研究室當眞千賀子
キーワード

方言

共通語

小高京子

クループでの文章産出活動

言語コミュニティー

沖縄県の公立小学校6年生がグループで文章を作成
する過程において，方言と共通語がどのように使われる

のかを1つのグループ事例について分析した。その結

■■

果，書き上がった文章には沖縄方言的特徴が見られな
いのに対し，グループでの話し合い過程では発話数の
12％で方言が用いられていることがわかった。また，文

章を口頭産出する発話では方言がまったく見られなか
ったが，その他様々な種類の発話で広く方言的表現が
見られた。さらに，生徒たちは「作文」の表現レジスター

として，共通語と方言に異なる評価を与えていることが
推測されるようなメタ言語的議論がみられた。

「国際社会における日本語についての総合的研究」
情報資料研究部

江川清

言語教育研究部

米田正人

平成6年4月より5年計画で，文部省科学研究費補助
金（創成的基礎研究費）の交付を受けて，国立国語研

にかけて実施された世界にも類のない大規模な言語意

究所を中心とした約150名の研究者からなるプロジェク

識調査である。現在データクリーニングや粗集計を行っ

トチームにより「国際社会における日本語についての総

ている段階で，2000年末をめどにデータの公開，分析結

合的研究（略称『新プロ「日本語」』）」（研究代表者

谷
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この調査は，世界28力国で1997年1月から1998年7月

水

修）が行われている。この研究における中心課題の

果の報告を行う予定でいる。

発表は，調査の主担当者（責任者）である江川

清

一つである「日本語観国際センサス」の概要および調査

（情報資料研究部）と米田正人（言語教育研究部）の連

結果の一部を2枚のポスターで紹介した。

名で行った。
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研究情報・資料の蓄積と利用のためのシステム
一国立国語研究所 研究情報資料データベースー
情報資料研究部第二研究室熊谷康雄
キーワード

研究情報

文献情報

細部よし子

研究資料

資料保存

ネットワーク

電子メディア

国立国語研究所は1948年の設立以来，日本語およ

報の作成と管理，（4）資料の利用と利用管理の各側面

び日本人の言語生活に関する科学的な各種の調査研

が問題になる。これらを過去から現在，そして将来に向

究を行って来た。それらの資料・研究成果や現在進行

けて整えていくことが課題である。「国立国語研究所研

中の研究・事業による資料・研究成果の蓄積と利用を

究情報資料データベース」（仮称）の構築に向けて現在

積極的に行うための仕組みを構築し，運用することが目

進めている仕事を通して，現状と問題点および目指して

的である。ここでは，（1）物理的な資料の保存と管理，（2）

いるところの概略を本稿と当日のデモンストレーションを

電子媒体による資料の保存と管理，（3）資料に関する情

通して示す。

文献情報データベースと『国語年鑑』
情報資料研究部第二研究室
キーワード

ニ次情報

伊藤雅光

オフライン

新野直哉

オンライン

国語学および関連諸科学の研究動向を把握し，より

効率的に文献情報を提供するために，文献・研究情報
全般について，収集法およびその整理法の研究を行う。

齋藤達哉

インターネット

情報検索

ラインまたはオンラインでのコンピュータ検索の必要性が
年々高まっている。

すでに，オフラインでは国語学会・国立国語研究所編

その成果の一つとして，『国語年鑑』を毎年刊行してい

『フロッピー版日本語研究文献目録

る。『国語年鑑』は，日本語の研究や教育に関する研究

が，オンラインではインターネット上の『海外日本語研究

文献情報検索の二次情報源として，1954年（昭和29年）

文献目録』がある。これらは国語学会との共同事業であ

の創刊以来，40年以上にわたり日本語の研究者や教育

ったためにできたことである。

者を中心にして，広く利用されてきている。

『国語年鑑』は，その冊数もすでに43冊にのぼってお
り，また，年々，日本語研究文献情報は増加している。こ

のような状況のなかでは，「国語年鑑』という冊子体の形

雑誌編』（1989）

文献情報データベースも，将来的には，オンラインでの

公開も視野に入れているが，人員の面など問題も多く，

現在はその可能性について検討している。
こうした状況を踏まえながら，ポスター発表では，現状

態によるマニュアル検索では多くの時間が費やされる

と将来計画とにおける作業過程をフローチャート化して

ようになってきており，文献情報データベースによるオフ

説明した。
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方言録音・文字化資料に関する研究
情報資料研究部第二研究室
キーワード

井上文子

「全国方言談話資料データベース」

「各地方言収集緊急調査」談話資料

方言文法

方言コード

記述と，全国的な比較対照，その分布類型の解明，また，

方言録音テープ・文字化原稿として残された，文化庁
「各地方言収集緊急調査」報告資料を整理・検討し，「全

談話テクスト中の方言コードの社会言語学的分析など

国方言談話資料データベース」として公表するとともに，

を行う。

音声・文字化データを対象として，各地の方言文法の

日本語教師教育研究とは
日本語教育研修室柳澤好昭
キーワード

Resources，

研修室では，Teacher

㎞b㎜ぬon

s

石井恵理子

Research，

Renewal，

Needs，

杉本明子

Nelghborhood，

Neutrallty，

Networklng

Center，

ニティ，コミュニケーション，言語習得，教師教育，リソース，

Centerと当室の役割につ

自己研修・相互研修，評価，である。これと相補関係に

Center，

Center，Resource

Reflectlon，

ロラン・マリージョゼ

Project

いて検討し，日本語教育における教育イノベーション研

ある後・者は，問題解決と社会的相互作用の観点から実

究活動と教育イノベーション普及活動を柱とした中期計

施される長期専門研修と相互研修ネットワークとを中心

画を立案中である。前者は，研究・開発・普及の観点か

としたものである。ここでは，研修室の基本方策，抱える

ら，教育実践研究を推進するものであり，焦点は，コミュ

研究課題の一部を報告する。

資料室公開と文献一覧
日本語教育指導普及部早田美智子

佐々木倫子

日本語教育センターは，昭和49年（1974年）に国立国

語研究所に新たに設置された。この当時，日本語教育

表された「留学生10万人計画」と，その後に続くバブル

は限られた一部の人々（日本研究者や宣教師，留学生

時代の日本の経済的発展の影響で急激な変化を見せ，

等）に対して行われていたに過ぎず，第二言語としての

今日では「日本語教育」の名称も「第二言語としての日

日本語教育は，その内容を国語教育とはっきり区別す

本語教育」の意味で定着している。

るために，「外国人のための日本語教育」と称されてい
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た。しかしこれ以降，昭和58年夏1983年）政府によって発

一方で日本語学習者は，この間に今までにない広が
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りを見せた。以前のように限られたごく少数の人々だけ

また，1980年から「日本語教育学会誌・機関誌掲載論

ではなく，国内外ともに，学習目的も環境も大きく異なる

文等文献一覧」を作成してきたが，これは紀要や論集に

範囲に広がっており，それぞれが必要とする日本語教

収録された日本語教育関係論文の索引であり，毎年関

育の内容も多様化している。また，さらなる展開としては，

係各所に冊子の形で配布している。冊子では分野及び

日本に定住した人々の子供達の母語と日本語の関係，

著者名から調べることができるが，インターネットホームペ

アイデンティティーの問題等が起こってきており，第二世

ージ上でも「日本語教育文献索引検索」として公開され

代の言語をどのように考えていくのかも大きな問題にな

ており，論文名及び著者名からの検索が可能である。

りつつある。

（アドレス：日本語教育指導普及部

学習者が必要としている，または学習者の目的に最も

http：／／www血kyubu1．kokken．gojp／または，国立国語

あった日本語教育・日本語学習とは何かを追求してい

研究所

http：／／www．kokken．gojp／の「活動」より指導

く中で，日本語教材や研究書も，これまでに様々な種類

普及部へ）

のものが作られてきた。日本語教育センター資料室で

今回は，資料室図書とデータベース，及び「日本語教

は，第二言語としての日本語教育を有効に行うために，

育学会誌・機関誌掲載論文等文献一覧」とそのデータ

これらを資料として収集し，今後の研究・教育の参考資

ベースを公開する。

料として提供しうるよう，保存・整備している。

映像を利用した伝達行動分析
日本語教育教材開発室
キーワード

試験研究

中道真木男
作品映像の利用

能波由佳
非言語的伝達手段

メタ言語的行動

現今の日本語学習は，学習者のコミュニケーション能

やメタ言語的行動の例を観察した。日本語教育教材開

力の養成を目的として，全体的な伝達行動を取り上げ

発室は，このような分析的な観察結果を次の映像作成

ることの必要性が認識されている。伝達行動に用いら

に生かすという「試験研究」の方法を取っている。

畢▼一▼1マ

そのものだけではなく，音調や話しぶりなどの言語随伴

的行動及び表情や相手との距離といった非随伴的行
動を含む非言語的伝達手段も大きな役割を果たしてい

画．．鵡論

れる手段は，語彙や文法によって組み立てられることば

る。これらを提示するためには映像資料が不可欠であ
るが，現実の伝達行動資料を収集することには困難が
伴う。しかし，研究上の仮説を得るためには，文法研究

における作例のように作品映像を観察対象として利用
することも有効である。本発表では，日本語教育教材開

発室が作成した映像素材を素材として，非言語的手段

謎こ暫
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国語辞典編集のための用例データベース
国語辞典編集室木村睦子
キーワード

国語辞典

近代語

加藤安彦

田中牧郎

用例データベース

小椋秀樹

コーパス

国語辞典編集室では，現在，1901〜1950年の50年間
（当逃集印では，この期間を「現代第H期」と呼んでい

を体験利用してもらった。また，それぞれのデータベース

作成作業で使用している底本も一部展示した。

る）に刊行された資料を対象として国語辞典編集のた

研究室公開に訪れた方々からは，『国定読本用語総

めの用例採集作業を進めている。その成果のひとつと

覧』以外のデータベースの公開の予定のほか，資料の

して，すでに『国定読本用語総覧』1〜12巻およびCD−

選定方法，漢字字体の処理方法といった点についても

ROM版を刊行した。

質問を受けた。また，各データの体験利用では，自分が

研究室公開では，この「国定読本用語総覧』のほか，

作業の完了した国定算数教科書用例データベース，現
在作業進行中の『太陽』コーパス，「太陽』用例データベ

現在調べている語，関心を持っている語について，実際
にデータベースで検索をする方もいた。

この研究室公開をとおして，近代語のコーパスへの関

ース，文学作品用例データベースについて，実際のデー

心が高いこと，近代語のコーパスの早期の公開が強く

タを示しながら概要を説明するとともに，これらのデータ

望まれていることなどがうかがわれた。

『方言文法全国地図』ができるまで一調査報告カードから地図までの道のり一
言語変化研究部第一研究室大西拓一郎
キーワード

方言文法全国地図

作成方法

三井はるみ
併用

まず，『方言文法全国地図』とはどういう資料かについ

て，実際の調査内容や報告されたカードについての説
明を行った。次にカードの整理方法，地図のための凡例

の作成方法を説明し，実際に地図上に押印する手順，

特に併用回答の押印方法について詳しく解説した。ま
た，地図の校正にあたるフイルム校正の手続きや解説
書・凡例・資料一覧などの作成過程について説明した。

以上について，カードや原稿地図などの実物を展示し
て，なるべく『方言文法全国地図』作成の現場のようす
を理解しやすいように解説を行った。
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日本語の歴史的研究一対訳辞書の訳語にみる近代日本語のすがた一
言語変化研究部第二研究室

山田貞雄

中山典子

明治初期刊行の英和辞書を資料として，漢語訳語の
網羅的調査結果の電子化モデルを作成し，分析を可能
にした。また，フリガナつき対訳訳語資料『英和字彙』の

訳語について網羅的調査と分析をすすめた。

テレビ放送の語彙調査
言語体系研究部第二研究室石井正彦
キーワード

テレビ

語彙調査

小沼悦

単語使用

計量語彙論

当研究室では，1989年4〜6月のテレビ放送で使われ

わかってきた。ここでは，そのような「テレビ放送におけ

た語彙を対象として「語彙調査」を実施した。その結果

る単語使用の実態」の一部（たとえば，高頻度語，特徴

を分析することによって，テレビ放送で，どのような単語

語，類義語，語形変異など）について，クイズ形式をとり

が，どのような番組で，どのような人によって，どのように，

ながらわかりやすく紹介する。

また，どれほど使われているのか，ということが少しずつ

国立国語研究所新聞記事データベースーことばに関する記事
情報資料研究部第一研究室池田理恵子
キーワード

新聞記事

データベース

1949年〜現在一

辻野都喜江
日本語

国語

国立国語研究所では，創立直後の1949年から現在に

『国立国語研究所新聞記事データベース』（『データベー

いたるまで，ことばに関連する内容の新聞記事を収集

ス』）を作成してきた。現在までに，蓄積記事のすべてに

し，『新聞所載国語関係記事切抜集』（『切抜集』）として

ついて，記事検索情報の付与がほぼ完了した。

保存している（総：数約11万件）。『切抜集』は戦後の日本

本報告では，『データベース』について，データの概要

語及び日本人の言語生活の変遷の一こ口物語る貴重

を示し，次いで，過去約50年を対象として，年別件数と

な資料であるが，収録記事数が多い上，体系的な記事

分野別件数の推移，記事の執筆者の属性別件数につ

目録がないため，そのままの形では研究資料として活用

いて概観する。戦後の日本人のことばに対する関心の

することは困難であった。国立国語研究所情報資料研

あり方や，日本語あるいはことばに対する価値観を探る

究部では，この蓄積記事について，掲載日，掲載紙名，

社会言語学的な史的研究に対して，研究の視点や手が

見出し等を収録し，記事検索に有用な情報を付加した

かりを提示する。
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東アジア漢字圏における漢字コード統一のためのパイロット研究
情報資料研究部電子計算機システム開発研究室
キーワード
JIS

構造化4バイトコード

XO208をはじめISO／IEC

斎藤秀紀

多言語処理

横山詔一

米田純子

二律背反

lo646−1は，適正規模

する電子化資料に対する規範としての機能が欠けてい

の文字集合を使った情報表現の効率化や規範としての

る，などである。これらの指摘は，二律背反の関係にある

機能を持った規格などある一面からの機能に重点を置

機能を一つの漢字符号に設定することを意味するもの

いた符号設計が行われていた。しかし，漢字処理の利

であり，従来の機能の実現は不可能とされていた問題

用対象が多様化すると共に，このようなある一面からの

である。

機能に重点をおいた符号には，幾つかの重大な問題の

本研究は，現在使用されている情報交換用漢字符号
JIS

あることが指摘されている。

例えば，使用できる漢字の数が少ない，符号問に新
たに文字を追加・挿入できない，長期間保存を必要と

XO208やISO／IEC

10646−1で問題とされている

二律背反の関係にある条件の洗い出しと，漢字符号へ
の実装方法について検討した。

学校の中の敬語行動調査
言語行動研究部第一研究室尾崎喜光
キーワード

敬語行動

言葉の使い分け

学校生活

地域差

当研究室の任務と，これまでおこなってきた敬語行動

理方法を概説し，面接調査の文字化のサンプルとアン

関係の調査をまず紹介する。その後で，これまでの敬語

ケート調査の集計結果の一部を示し，そこからわかるこ

行動調査の展開として最近おこなった「学校の中の敬

とを指摘する。

語行動調査」について，調査の方法・観点・データの処
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対話映像音声資料の収録とデータ化の方法
言語行動研究部第二研究室

小磯花絵

前川喜久雄

現在，さまざまな分野で対話への関心が高まるなか，
対話研究を支えるものとして，また相互の研究の接点と
して，対話データの重要性が認識されるようになってき
た。しかしながら，高品質の対話データを多角的な検討
が可能となる程度の量収集しようとすると，さまざまな問

題にぶつかる。そのため対話データを作成するための
技術や経験，知識を蓄積することがもとめられている。

このような動向を背景に，本研究室では現在，対話コ
ーパスを構築すると同時に，コーパスを正確かつ効率的

に構築するための手続きや作業環境の検討を行ってい
る。本研究室公開では，実際の対話の収録と書き起こ
し作業に焦点をあて，その方法について紹介する。

文字習得のふしぎ
言語教育研究部第一研究室

キーワード

かな文字

島村直己

漢字

文字習得

子ども

子どもの文字習得の研究を行っていると，ふしぎだな

経年変化
筆者がいちばんふしぎに思っている文字習得の経年変

と思われる現象にぶつかることがある。たとえば，ひらが

化について述べることにする。かな文字と漢字につい

なの読みの習得におけるU字型の分布や，漢字習得に

て，それぞれ戦後と，戦前と戦後との2つに分けて見る

おける画数との関係などである。しかし，本稿では，現在，

ことにする。
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1．設立の経緯
（1）設立の展望

国語国字の改善を図るために，専門の研究機関が必要であるということは，明治以来の先覚者によっ
て唱えられたことである。戦後，我が国が新しい国家として再生しようとするに当たって，国民生活の能

率の向上と文化の進展には，まず国語国字の合理化が基礎的な要件であり，そのためには，国語に関す
る科学的，総：合的な研究を行う有力な機関を設置すべきであるという要望が特に強くなった。

国語審議会は，昭和22年9月21日の総会において，文部大臣に対して，国語国字問題の基本的解決
を図るために大規模な基礎的調査機関を設けることを建議した。また，昭和22年8月，安藤正次氏（「国

民の国語運動連盟」世話人）ほか5氏によって「国語国字問題の研究機関設置に関する請願」が衆参両
院に提出され，第1回国会のそれぞれの本会議において議決採択された。

（2）創設委員会の設置

文部省は，かねてから国立の国語研究機関創設の議を練り，準備を整えていたのであるが，各方面の
要望にこたえ昭和23年度に設立することを計画し，また，昭和23年4月2日の閣議において，前記請願の
趣旨にそってその実現に極力努めるということが決定されると，直ちに国立国語研究所創設委員会を設
け，民主的な討議に基づいてこの研究機関の基本的事項を定めることとした。創設委員会は，安藤正次，

時枝誠記，柳田国男等18氏を委員として昭和23年8月，国立国語研究所の性格及び国立国語研究所設
置法案を審議し，文部大臣に意見を提出した。

（3）設置法の制定

国立国語研究所設置法案は，創設委員会の審議を経たものを原案として関係方面との折衝の末，昭
和23年11月13日に閣議決定を経て国会に提出された。この法案は，両院の審議を経て，同年11月21日
可決成立した。

法案提出の際の文部大臣下条康麿氏の提案理由説明は次のとおりである。

国立国語研究所設置法軸重案理由
わが国における国語国字の現状を顧みますときに，国語国字の改良の問題は教育上のみならず，
国民生活全般の向上に，きわめて大きな影響を与えるものでありまして，その解決は，祖国再建の基
本的条件であると申しても過言ではありません。
しかしながら，その根本的な解決をはかるためには，国語および国民の言語生活の全般にわたり，

科学的総合的な調査研究を行う大規模な研究機関を設けることが，絶対に必要なのであります。

言い換えますならば，国語国字のような国家国民に最も関係の深い重大な問題に対する根本的
な解決策をうち立てますためには，このような研究機関によって作成される科学的な調査研究の成
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果に基づかなければならないと存じます。

国家的な国語研究機関の設置は，実に，明治以来先覚者によって提唱されてきた懸案でありま
す。また，終戦後においては，第1回国会において，衆議院および参議院が，国語研究機関の設置に
関する請願を採択し，議決されましたのをはじめ，国語審議会からの建議ならびに米国教育使節団
の勧告等，その設置については，各方面から一段と強く要望されるに至りました。

政府におきましても，その設置について久しい間種々研究を重ねてきたのでありますが，実現を
見ることなくして今日に至ったのでありま凱しかるに，このたび，国会におきまして請願が採択され，
世論の支持のもとに，急速にその準備が進められることになりました。

さて，この法案を立案するに当りましては，その基本的な事項につきましては，国立国語研究所創
設委員会を設けて学界その他関係各界の権威者の意見を十分とり入れるようにいたしました。
次に，この法案の骨子について申し述べます。

第一に，国立国語研究所は，国語および国民の言語生活について，科学的な調査研究を行う機
関であり，その調査研究に当っては科学的方法により，研究所が自主的に行うよう定めてありま凱

第二に，この研究所の事業は，国民の言語生活全般については広範な調査研究を行い，国語政
策の立案，国民の言語生活向上のための基礎資料を提供することといたしてあります。

第三には，この研究所の運営については，評議員会を設けて，その研究が教育界，学界その他社
会各方面から孤立することを防ぐとともに，研究所の健全にして民主的な運営をはかるようにいたし
ます。

この研究所が設置され，調査研究が進められてまいりますならば，わが国文化の進展に資すると
ころは，はなはだ大きいと存じます。似下略）

このようにして，国立国語研究所設置法は，昭和23年12月20日，昭和23年法律第254号として公布施

行され，ここに国立国語研究所は正式に設置された。同日，文部次官井出成三氏が所長事務取扱とな
り，昭和24年1月31日，西尾実氏が所長に就任した。また，同年2月4日創設委員であった安藤正次氏ほか

16氏が評議員に委嘱された。

2．設置法の廃止と組織令の制定
総：理府の附属機関として設置された臨時行政調査会（会長

土光敏夫，施行昭和56年3月16日）は，

昭和58年3月14日，最終答申を中曽根首相に提出し，これを受けた政府は同年5月24日，新行政改革大
綱「臨時行政調査会の最終答申後における行政改革の具体化方策について」を閣議決定した。
この新行政改革大綱に基づく機構の整理，再編，合理化の一環をなすものとして，国立国語研究所設
置法（昭和23年法律第254号）は，国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理
等に関する法律（昭和58年法律第78号）第60条の規定により廃止され，国立国語研究所は，新たに，文

部省組織令（昭和59年政令第227号）第108条（文化庁の施設等機関）に定める研究所として昭和59
年7月1日に発足し，研究所の事業組織，運営その他研究所に関し必要な事項は，国立国語研究所組織
令（昭和59年政令第283号）で定められた。
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3．年表
昭和23年12月20日

国立国語研究所設置法公布施行。（昭和23年法律第254号）研究所庁舎として宗教法人明

治神宮所有の聖徳記念絵画館の一部を借用。
文部次官井手成三所長事務取扱に就任。
総務課及び2研究部によって発足。

昭和24年1月31日

西尾実初代所長就任。

昭和24年12月20日

総務課から庶務部となる。

昭和29年10月1日

千代田鳥神田一ツ橋1丁目1番地の一橋大学所有の建物を借用し，移転。

昭和30年10月1日

組織規程改正。3研究部となる。

昭和33年4月1日

組織規程改正。4研究部となる。

昭和35年1月22日

西尾実所長退任。岩淵悦太郎二代所長就任。

昭和37年4月1日

現在の北区西が丘3丁目9番地14号（旧北区稲付西山町）に移転。

昭和40年3月19日

旧図書館竣工。

昭和41年1月10日

（旧）電子計算機室竣工。

昭和42年2月6日

敷地等大蔵省から所管換え。

昭和43年6月15日

文化庁設置とともに，文部省から移管され，文化庁附属機関となる。

昭和49年3月22日

研究棟竣工。

昭和49年4月11日

組織規程全部改正。庶務部，5研究部及び日本語教育部となる。

昭和51年1月16日

岩淵悦太郎所長退任。林大三代所長就任。

昭和51年9月30日

管理部門及び日本語教育センター庁舎竣工。

昭和51年10月1日

組織規程一部改正。日本語教育部を日本語教育センターに改める。

昭和52年4月18日

組織規程一部改正。日本語教育センターに第二研究室新設（10月1日）
及び日本語教育教材開発室設置（振替）。

昭和54年3月14日

皇太子殿下御視察。

昭和54年10月1日

組織規程一部改正。日本語教育センターに第三研究室新設。

昭和55年10月1日

組織規程一部改正。日本語教育センターに第四研究室新設。

昭和56年4月1日

組織規程一部改正。日本語教育センターに日本語教育指導普及部設置（振替）。

昭和57年4月1日

林

昭和58年12月2日

国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（昭

大所長退任。野元菊雄四代所長就任。

和58年法律第78号）により国立国語研究所設置法は廃止されることになった。

昭和59年7月1日

文部省組織令の全部改正（昭和59年政令第227号）
国立国語研究所組織令施行（昭和59年政令第228号）
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昭和63年10月1日

組織規程一部改正。国語辞典編集室新設。

平成元年4月1日

組織規程一部改正。情報資料研究部の設置（振替）及び2研究部の室の改編。

平成2年3月31日

野元菊雄所長退任。

平成2年4月1日

水谷

修五代所長就任。

平成10年3月31日

水谷

修所長退任。

平成10年4月1日

甲斐睦朗六代所長就任。
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日召琴025．9

庶務部

庶務部

総務課
庶

務

掛

庶

務

課

〃

会

計

掛

会

計

課

〃

研究第1部
第1研究室
第2研究室

研究第1部

研究第1部

第1研究室

〃

（東京方言各地方言）

（話しことば）

第2研究室

〃

（共通語）

（書きことば）

資料室
研究第2部
第3研究室

研究第2部

第3研究室
（学力標準の設定ほか）

第4研究室
第5研究室

研究第2部
，ノ

（学習指導法ほか）

第4研究室

〃

（学習指導法ほか）

（学力標準の設定，言語効果ほか）

第5研究室

資料室

（言語効果）

第6研究室

第6耐究室
（マス・コムニケーションほか）
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課課
務計
部
務庶会

庶

研究第1部
第1研究室

昭和29

日召禾027．28

昭和26
庶務部

庶務部

ノノ

〃

〃

〃

研究第1部
Zノ

第一研究部
話しことば研究室
（旧第1研究室）

第2研究室

〃

書きことば研究室
（旧第2研究室）

研究第2部
第3研究室

第6研究室

地方言語研究室

（地域社会の言語）

（旧第6研究室）

研究第2部
〃

〃

言語効果研究室
（旧第5研究室）

（学力標準の設定ほか）

第5研究室

国語教育研究室
（二二4研究室）

（学習指導法ほか）

第4研究室

第二研究部

〃

（言語効果）

資料室
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資料室

資料室

二

昭和30
庶務部

庶務部

日召禾033〜35

日召琴031、32

ノノ

〃

〃

ノノ

庶務部

ノ

図書室（33．4．1）
第一研究部

第一研究部

第一研究部

ノ，

ノノ

〃

〃

〃

ノ，

，

ノノ

第二研究部

第二研究部

第二研究部

〃

〃

〃

〃

〃

〃

第三研究部
近代語研究室

資

室室室
査査集献
料調編文
調

室

第三研究部
zノ

資料調査室
，ノ

第三研究部
〃

第四研究部
第一資料研究室

，ノ

第二資料研究室

z，

第三資料研究室

189

料

資

昭和40

日召禾1］36〜39

日召禾041〜45
部

務〃

庶務部

庶務部

ノノ

会

計

課

〃

図

書

室

図書館（40．10．1）

第一研究部

話しことば研究室
書きことば研究室

ノノ

〃

〃

，ノ

第二研究部

第二研究部

国語教育研究室

〃

〃

言語効果研究室

〃

ノノ

第三研究部

第三研究部

（古代語研究室開設準備室）

〃

第四研究部

第一資料研究室

〃

第二資料研究室

〃

第三資料研究室

〃

言語計量調査室

，ノ

四〃

〃

第三研究部

第

近代語研究室
第四研究部

190

研究

第一研究部

地方言語研究室
第二研究部

〃

部

課

第

務

〃一〃

庶

庶

研究部

昭和51

日目禾049．4〜50

日召禾1］46〜48

料

ぎ憾／讐嶺憲鑑鑑藁臨12：録．

務〃

部

庶

部

庶

務〃

庶務部
〃

〃

〃

〃

体

部

第一研究室

言

母

言語体系研究部

〃語〃

第

〃一〃

研究 部

ノ

晶晶

（旧話しことば研究室）
〃

第二研究室

，ノ

（旧書きことば研究室）
，ノ

言語行動研究部

第一研究室
第二研究部
〃
ノ！

第三研究部
ノ，

文献調査室
第四研究部
〃
〃

言語行動研究部
〃

（旧言語効果研究室）

第二研究室

〃

（旧第二資料研究室）

第三研究室
言語変化研究部

第一研究室

ノ

言語変化研究部
〃

（旧地方言語研究室）

第二研究室

〃

（旧近代語研究室）

〃

文献調査室

〃

言語教育研究部

第一研究室

〃

言語教育研究部
〃

（旧国語教育研究室）

言語計量研究部

言語計量研究部

第一研究室
（旧第一資料研究室）

第二研究室

〃

（旧第三資料研究室）

第三研究室

〃

（旧言語計量調査室）

日本語教育部

日本語教育研究室
日本語教育研修室

日本語教育センター
（51．10．1名称変更）

日本語教育研究室
日本語教育研修室
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昭和54

日召禾052〜53
庶務部

庶務部

庶

務

課

会

計

課

図

書

館

言語体系研究部
第一研究室

第二研究室
言語行動研究部
第一研究室
第二研究室
第三研究室
言語変化研究部
第一研究室
第二研究室
文献調査室
言語教育研究部
第一研究室
言語計量研究部

昭和55
庶務部

〃

〃

ノノ

〃

〃

言語体系研究部

〃

言語体系研究部

〃

〃

〃

，，

言語行動研究部

言語行動研究部

〃

ノノ

ノ

〃

〃

〃

言語変化研究部

言語変化研究部

〃

〃

，ノ

〃

〃

〃

言語教育研究部
ノノ

言語計量研究部

言語教育研究部
ノノ

言語計量研究部

第一研究室

ノノ

〃

第二研究室

〃

〃

第三研究室

，ノ

ノノ

国語辞典編集準備室
日本語教育センター
第一研究室（52。10．1）

日本語教育センター

〃

日本語教育センター

〃

〃

〃

〃

（旧日本語教育研究室）
第二研究室（52．10．1）

第三研究室（54．10．1）

ノノ

第四研究室（55．10．1）
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日本語教育研修室

〃

〃

日本語教育教材開発室

！ノ

ノ

奮

、

1
料

昭和63

日召禾056〜62
庶務部

庶務部

ノ

〃

〃

ノノ

ノ，

〃

ノ

〃

〃

庶務部

言語体系研究部

言語体系研究部

言語体系研究部

〃

〃

〃

〃

〃

〃

第三研究室
言語行動研究部

言語行動研究部

言語行動研究部

〃

〃

ノノ

〃

〃

〃

〃

ノノ

言語変化研究部

言語変化研究部

言語変化研究部

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

言語教育研究部
ノノ

言語計量研究部

〃

言語教育研究部
ノノ

言語計量研究部

言語教育研究部
ノノ

情報資料研究部

〃

〃

第一研究室

〃

〃

第二研究室

〃

〃

日本語教育センター

〃

電子計算機システム開発研究室

国語辞典編集室（63．10．1）

国語辞典編集室

日本語教育センター

日本語教育センター

〃

〃

〃

〃

〃

〃

，ノ

〃

〃

〃

ノノ

，，

日本語教育指導普及部

日本語教育指導普及部

日本語教育指導普及部

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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マス・コムニケーシヨンの研究

漢字・漢語に関する調査研究

現代共通語の実態の調査研究
国語教育に関する研究
辞典編集方法の研究
造語法の研究
東京方言および各地方言の調査研究
裏漉市および附近の農村における言語生活調査
国語学力標準設定に関する調査研究
文字配列の合理化に関する実験的研究
パーソナリティの調査

義務教育終了者に対する語彙調査の試み
現代語の助詞・助動詞の調査研究
山形県鶴岡市および附近の農村における言語生活調査
新聞語彙の調査研究
長野県飯田市および上久堅村における言語生活調査

読紙作業の実験的研究
福島県白河市および附近の農村における言語生活の実態調査の集計・分析
放送言語理解尺度設定の基礎的研究
マス・コムニケーシヨンに関する研究

各地方言の調査
個人差に応じた国語学習指導方法の研究

全国方言語彙の調査
国語関係文献の整理
辞典の編集方法に関する調査研究
婦人（生活）雑誌の語彙の調査研究

現代書き言葉の調査研究
国語の歴史的発達に関する調査研究
スポット・アナウンスの理解度と効果に関する研究

学校における共通語指導状態の調査
鶴岡市および附近の農村における言語生活の実態調査の集計・分析
国語の学習法に関する研究
国語能力の発達段階に関する調査研究
地域社会における言語調査
白河におけるパーソナリティ調査と新聞調査

飯田市および附近の農村における言語生活の実態調査
「読みやすさ」の基礎的研究

三重県上野市における敬語の調査

194

料

資

新聞に対する態度・経験・能力の発達に関する調査

地方言語の敬語に関する調査
国語の学習と指導に関する研究
ラジオ・ニュース文体の研究

文字言語の学習負担についての研究
言語能力の発達に関する調査研究
言語の効果に関する調査研究
話し言葉の調査研究
愛知県岡崎市における敬語の調査
語彙調査に生ずる狂いの種類・原因・対策
三重県上野市における敬語調査の集計・分析

総合雑誌語彙の準備調査
地方言語の敬語に関する調査1
地方言語の敬語に関する調査2
当用漢字の実施によって生じた問題とその解決法の研究

日常談話語の調査
国語科学力水準調査
国語関係文献の調査
「放送が児童の言語に与える影響」の調査

愛知県岡崎市における敬語調査の資料・分析

全国方言の概観調査

総合雑誌の語彙調査
・。

語形確定のための基礎調査

R。

青年の新聞への接近・理解とその影響

地域社会の言語生活の調査
国語教育に関する調査研究
書き言葉の調査研究
音声史資料の収集と整理
選挙公報文章の調査
方言地図作成のための準備研究

総合雑誌の用語の調査
琉球首里方言辞典の編修
明治時代語の調査研究
日本言語地図作成のための準備調査
用言30語の用法
新聞の文章の漢字使用に関する実験的研究
特殊問題の調査研究

雑誌一般の用語の概観調査
話しことばの文型の調査研究

語構成に関する分析
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日本言語地図作成のための調査
外来語の分析
新聞の文章のわかりやすさに関する調査研究

中国の文字改革に関する調査
同音語の調査
北海道の言語についての調査
漢字使用の実態
国内の国語問題に関する情報の収集・整理
国内における国語問題に関する情報の収集・整理

新聞の文章に関する調査研究
総合雑誌の用字調査
古辞書の索引作成
現代雑誌一般の用語・用字の概観調査
国語文章の横組みのための印刷条件の研究
類義語の調査研究
中学校生徒の言語能力の発達に関する研究

国民各層の言語生活の実態調査
中国の言語・文字問題に関する調査
『色葉字類抄』の用語索引作成
国民各層の言語生活の実態調査（A）
国民各層の言語生活の実態調査（B）

大量語彙調査機械化のための準備的研究
話しことばの文法の調査研究

各地方言の共通語との対照的研究
現代語における漢字ならびに用字法に関する調査研究

言語表現における場面の効果の研究
現代敬語の調査研究

対人的言語行動の研究
地方の言語に関する調査研究
動詞・形容詞等の意味用法の記述的研究
作文による中学生の漢字使用に関する実態調査
電子計算機による大量語彙調査の準備的研究
中学生の漢字習得に関する研究
中学生の言語習得に関する研究
日本言語地図の編集と刊行

文の形成過程にあらわれる伝達機能の発達の研究
幼児の言語発達に関する準備的研究

現代語の文法の調査研究
言語の表現機能と伝達効果の研究
社会構造と言語の関係についての基礎的研究
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中学校の漢字学習指導の実態に関する調査

新聞の語彙調査
電子計算機による話しことば資料の分析・処理の研究

現代語の表記法に関する調査研究
全国方言文法の対比研究
言語情報処理に関する基礎的研究
現代語の音声の研究
国語および国語問題に関する資料・情報の調査研究

日本言語地図の作成のための研究
中学生の言語習得に関する研究一漢字習得一
語の意味・用法の記述的研究一動詞・形容詞等一

就昼前児童の言語能力に関する全国調査
電子計算機による語彙調査一新聞を資料とする一
現代語の表記法に関する研究一送りがな・漢字一

X線像による調音運動の研究
日本言語地図作成のための研究一作図ならびに検証調査一
明治時代語の研究一明治初期における漢語の研究一
電子計算機による言語処理に関する基礎的研究
国語および国語問題に関する情報の収集・整理

高校生の漢字力に関する研究
現代語の文法の研究一文体と文法との関係一
児童・生徒の漢字使用に関する研究

漢字機能度の研究
現代語の表記法に関する研究一新聞語彙調査に伴う漢字および表記の研究一
現代児童・生徒の言語能力の動態調査
図形および文字の知覚および認識機構の研究
語彙論上の諸問題に関する調査・研究
漱石・鴎外の用語の研究

各地方言親族語彙の言語社会学的研究
発音過程に関する研究
所属集団の差異による言語行動の比較研究

現代語の比喩表現の研究
地域社会における言語使用の変遷と変容の研究
日本語教育のための内容と方法に関する基礎的研究

高校教科書の用語調査
日本言語地図の検証調査
「各地方言資料の収集および文字化」のための研究

明治初期における漢語の研究

現代語文法の記述的研究
幼児・児童の認知発達と語の意味の習得に関する調査研究
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図形・文字の視覚情報処理過程および読書過程に関する研究

新聞語彙調査の短単位語処理
11本語教育に関する既存の研究成果の調査研究
日本語教育の現状（内容と方法）についての実態の調査

日本語教育研修の調査および実施
日本語教育のための基本的な語彙に関する調査研究
敬語の社会的研究

現代語の表現の文体論的研究
日本語教育教材および教授資料の作成

現代語彙の概観的調査
各地方言文法調査の準備的研究
現代語の表記についての調査研究

高校教科書の用語用字調査
日本語教育の内容と方法についての調査研究
日本語教育研修の実施
日本語の対照言語学的研究
日本語教育のための研修に関する調査研究
国語辞典編集準備委員会
文字・表記の体系的記述のための基礎的研究
方言における音韻・文法の諸特徴に関する全国的調査研究

現代表記の多様性の実態と表記意識に関する調査研究
日本人と外国人との言語行動様式の比較対照的研究
言語行動様式の分析のための基礎的研究
日本語教育教材開発のための調査研究
現代人文関係用語の成立過程に関する研究
日本語教育のための基本的な語彙に関する比較対照研究

0

日本語教育に関する情報資料の収集・提供

日本語教育研修の内容と方法についての調査研究
国語辞典の編集準備
方言における音韻・文法の諸特徴についての全国的調査研究
現代の文字・表記に関する研究

動的人工口蓋による発音過程に関する研究
教科書の用語および文章表現に関する調査研究
大量用語用字調査のための表記テーブルの作成に関する研究
国語辞典編集に関する準備調査
方言調査法に関する基礎的研究
日本語教育における基本文型に関する研究
日英対照による日本語の発話行為の研究

現代敬語行動の研究

母語別日本語学習辞典の編集
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文法の諸特徴についての全国的調査研究一補充調査一
日本語教育のための照応現象に関する比較・対照的研究

現代語彙の源流に関する研究
方言研究法に関する基礎的研究
日本語とインドネシア語との対照言語学的研究

日本語と中国語との対照言語学的研究

言語計量調査一語彙調査自動化のための基礎的研究一
文法的特徴の全国的地域差に関する研究
明治時代における漢語の研究
現代語文法の調査・研究
国内の日本語教育機関におけるテストに関する基礎的調査
児童・生徒の言語習得に関する調査研究

日本語動詞の名詞句支配に関する文法的研究
現代日本語文法の調査・研究

各地方言親族語彙の言語社会学的研究
談話の構造に関する対照言語学的研究
日本語と英語との対照言語学的研究
言語教育における能力の評価・測定に関する基礎的研究

方言分布の歴史的解釈に関する研究
漢字仮名まじり文の読みの過程に関する研究
言語ロボット構築のための基礎的研究

語彙調査の方法に関する基礎的研究
児童・生徒の作文に関する調査研究

新聞の語表記の分析
地域社会における方言変化の動向に関する準備的研究
文法的類義表現の研究
翻訳文体の対照的研究一『花柳春話』の文体別用例対照表の作成一
幼児・児童の書きことばの獲得に関する予備的調査研究
英和辞書における訳語の研究

簡約日本語の創成と教材作成に関する研究
現代敬語行動の研究
一言語行動の目的・機能および対人的な配慮を明示する言語表現についての研究一
S63−Hl

児童・生徒の漢字習得に関する調査研究

S63−H2

現代敬語行動の研究一学校生活における敬語の研究一

S63−H2

日本語教育のための述部からみた文構造の研究

S63−H3

自然科学用語の語史研究

S63−H4

言語計量調査一テレビ放送の用語調査一

S63−H5

日本語学習辞典の編集一基本語用例データベースの作成一

S63−H5

国語辞典編集のための用例採集

S63−H5

日本語教育モデル教材の作成

199

料

資

蝕

r6

200

0
ユ

r6

謝測訓︑︑銘㎎㎎銘銘㎎BB鳩222％鍵踊肘茄舗％％333333333訓肝腫舗

S6

大量日本語データの蓄積と検索に関する基礎的研究
方言文法地図作成のための研究
日本語教育参考資料の作成
雑誌90種資料における和語表記の調査

談話中での音声特徴の変動についての準備的研究
資料評価のための探索的研究
児童・生徒の語彙力調査のための基礎的研究
社会言語学資料についてのデータベース構築に関する準備的研究
新聞における国語関係記事の蓄積と活用法に関する準備的研究
文献情報の収集・整理法に関する準備的研究
話しことばにおける文の構造の研究

『花柳春話』の文体別使用語彙の比較研究

文字・表記の研究の国際的現状の調査
幼児・児童の書きことばの獲得に関する調査研究

簡約日本語の創成と教材開発に関する研究

現代語彙成立過程の調査
言語生活における発話の類型とその機能に関する準備的研究
敬意表現行動の種類と機能に関する社会言語学的研究
雑誌における振り仮名の調査研究

人文関係用語の訳語索引の作成
連続音声の音響的特徴についての実験的研究
漢字の学習指導の実態に関する調査研究
言語伝達行動に関する対照言語学的研究
日本語とスペイン語との対照言語学的研究
日本語とタイ語との対照言語学的研究

音声言語教育の現状と問題点
各国の言語状況についての情報収集
疑問表現の意味に関する研究
語彙指導のための基礎的研究
国語関係新聞記事の蓄積と活用法に関する研究
国語教育における言語教育研究の情報収集
国立国語研究所資料の活用に関する研究
雑誌九十種語彙表のフロッピー版作成
録音・録画資料の保存

現代敬語行動の研究一小集団内の敬語行動一
教育基本語彙データベースの構築

現代日本語の語法の記述的研究
国際語としての日本語の創成とその教材化

児童・生徒の語彙能力の調査方法に関する研究
日本語否定表現の用法に関する基礎的研究
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社会言語学資料についてのデータベース作成

地域言語の計量的研究方法に関する調査研究
文献情報の収集・整理法に関する研究

発話の伝達効果に関する基礎的研究
日本語情報資料データベース構築のための準備的研究

学術用語の語構成の研究
国語辞典編集のための準備的研究

近代語の探索的研究
中学校・高校教科書等語彙表のフロッピー版作成

日本語音声の韻律的単位に関する記述的研究
『分類語彙表』の増補

技術研修生のための日本語教育の標準的カリキュラム等の作成に関する調査研究協力者会議
国語関係新聞記事の蓄積と活用の研究一「台帳」の整備と試験的活用一

日本語と英語との対照言語学的研究一対話構造に関する研究一
日半語と朝鮮語との対照言語学的研究一両言語の複文の構造についての基礎的研究一
言語処理システム上での漢字の情報伝達特性に関する研究
自然科学用語の変遷と定着
日本語運用能力育成のための準備的研究
日本語社会における敬意表現の総合的研究

言語情報資料緊急整備
日本語教育文献索引の作成及び情報収集のための講演会等の開催
日本語教育関係資料の収集・提供

テレビ放送の語彙についての計量的研究
パケット式用例採集の試み
ポルトガル語の話しことばの諸相

国立国語研究所国際シンポジウムー「世界の国語研究所一言語間題の多様性をめぐって一」一

謝罪表現の意味に関する研究
連続音声の音響的特徴についての実験的研究（補完）

日本語の文末の韻律に関する記述的研究

近代訳語の歴史的研究
言語計量調査一現代雑誌の用字一
『方言文法全国地図』『日本言語地図』分析のための基礎的研究

日本語研究のための情報システムの構築に関する調査研究

0

引用表現の記述的研究
国立国語研究所国際シンポジウムー「新しい言語理論と日本語」一
謝罪の方略に関する研：究

談話の構造パターンに関する教材開発のための基礎的研究
日本語とタイ語との対照言語学的研究一人間関係を保つための言語行動に関する研究一

日本語と中国語との対照言語学的研究一語彙・文法についての基礎的研究一
日本語コミュニケーション能力に関する国際共同研究一日英対照修辞論に関する探索的研究一
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名詞の語彙・統語情報記述のための予備的研究一形式名詞の用法と意味一
ポルトガル語の話しことばの諸相一日本語とポルトガル語との社会言語学的対照研究一

談話資料の活用に関する研究
日本語教育の内容と方法についての調査研究一朝鮮語を母語とする学習者に対する教育一

日本語教育モデル教材の作成一日本語教育映像教材初級編及び同中級編関連教材の作成一
日本語教育用学習辞典の記述法に関する研究
技術研修生に対する日本語教育の標準的カリキュラム等の作成

計量的地域言語研究とその計算機支援に関する調査研究
言語レベルと結合関係一日西対照研究一
国際社会における簡略達意な日本語コミュニケーションの研究

視聴覚教材の利用方法に関する探索的研究
日本語の韻律構造とその音声学的実現についての研究
文字・表記システムと読みの過程の関係についての研究
テレビ放送における音声・文字言語の研究

教育基本語彙に関する研究
言語表現と話者の心的態度に関する対照言語学的研究
幼児・児童・生徒の文字習得の問題点に関する探索的研究
スカウト式用例採集の実施

国語辞典の編集

国定読本用語総覧の編集刊行
社会言語学的研究情報の運用に関する基礎的研究
代表例抽出索引方式による用例採集
地域社会における言語接触の研究
日本語学習辞典の作成一基本語用例データベースの作成一

日本語教育教材等の作成
日本語教育研修
日本語教育相互研修ネットワーク

日本語教育長期専門研修
日本語教育特別集中研修
引用表現の類型に関する記述的研究
国立国語研究所国際シンポジウムー「世界の言語教育・日本の国語教育」一

日本語の対照言語学的研究一日本語方言のモダリティに関する記述的研究一

近代語彙の形成の研究
談話における非言語行動の記述・分析に関する探索的研究
日本語とタイ語との対照言語学的研究

一人間関係を保つための言語行動に関する社会言語学的研究一

H7−8

日本語と朝鮮語との対照言語学的研究一文構造に関する研究一

H7−8

発話の伝達効果をめぐる意識についての基礎的研究

H7−9

音声コミュニケーションの現状と問題点に関する調査研究

H7−9

国語関係新聞記事の蓄積と活用の研究一効率的な記事検索のためのキーワードの整備一
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昭和41年の新聞記事による漢字単語頻度データベースの作成

H7−9

日本語と英語との対照言語学的研究一会話スタイルに関する研究一

H7−9

日本語と中国語との対照言語学的研究
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一中国語を母語とする日本語学習者の学習困難点を明らかにするための多角的対照研究一
文献情報の収集・整理法に関する研究一データベース化のための実践的研究一
児童生徒に対する日本語教育のカリキュラムに関する国際的研究
大量日本語データのデータベース構築に関する研究
日本語とフランス語の音声

日本語の変化予測についての基礎的研究
日本語コミュニケーション能力に関する国際共同研究

方言文法・表現法地図作成のための研究
国立国語研究所国際シンポジウムー「国際社会の日本語」一

日本語の対照言語学的研究一名詞述語文に関する研究一

理工系学術用語の基本語基の研究
ブラジル人と日本人との接触場面
国語学研究文献目録データベースの作成
日本語とインドネシア語との対照言語学的研究一「基礎日本語活用辞典」の改訂一

日本語教育の内容と方法についての調査研究一視聴覚的教育手段の活用一
日本語教育モデル教材の作成一日本語教育映像教材初級編利用方法の開発一
日本語総合シラバスの構築と教材開発指針の作成

複合辞の意味・用法の記述的研究
方言録音文字化資料に関する研究
明治前期英和辞書における日本語の歴史的研究
国立国語研究所国際シンポジウムー「言語研究と世界のシソーラス」一

読みの過程の統合モデルについての研究
日本語と東アジア諸言語との対照言語学的研究一文法形式の用法差に関する探索的研究一
日本語の対照言語学的研究一談話における非言語行動の記述・分析に関する探索的研究一
日本語教育教材開発のための調査研究一視聴覚教材を利用した授業計画に関する探索的研究

0000000

発話の伝達効果をめぐる意識についての調査研究
グローバル・コミュニケーションに関する研究

学校の中の敬語についての社会言語学的研究
国定教科書用例データベース作成
対象別日本語教育カリキュラムに関する調査研究
第二言語による簡略達意な日本語コミュニケーションの研究

日西対照研究一動詞とその周辺一
日本語とタイ語との対照言語学的研究

一社会における人間関係維持を意識した言語行動の特徴についての研究一

H9−10

B本語運用能力育成のための総合的研究

H9−10

日本人の話しことばに関する総合的研究

H10

ディスコース・コミュニティと日本語学習の研究
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1

UH
OO
OH
OH
OO
HハH
HO
HOH
HO
H
1
1

教育基本語彙の活用に関する研究

1

語の使川頻度を規定する諸要因についての基礎的研究

1

国語関係新聞記事の蓄積と活用の研究一索引情報と本文の活用一

1義

国立国語研究所国際シンポジウムー「国際社会と日本語」一

日本語と英語との対照言語学的研究一会話スタイルの分析一

−⊥

日本語と東アジア諸言語との対照言語学的研究一言語間対照研究の基礎に関する研究一

−⊥

日本語の対照言語学的研究一言語行動におけるストラテジーの展開構造に関する研究一

■■
−

H10
H10
H10
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日本語教育教材開発のための調査研究一教材活用法に関する探索的研究
文献情報の収集・整理法に関する研究
一収集・編集システムの高度化・効率化に関する基礎的研究一

文法的意味の普遍性と多様性に関する研究
方言文法の記述とその通時的解釈に関する基礎的研究
幼児・児童・生徒の言語習得の問題点に関する調査研究

解懸軍

箒

料

H璽ド

・一

、暫

資

，

＝

調

一＝

■

置

■

窒i＝璽璽璽圏

（昭和54年度以降の題目を掲げた。それ以前は「国立国語研究所三十年のあゆみ』（1978）を参照されたい∂

S54−55

一舟蒔石牙究（C）

熱病解析を応用した日本語文展IL処理の効率化に関する研究

斎藤

秀紀

S55−56

一般研究（B）

日本人の言語行動様式に関する比較対照的研究

江川

清

S55−57

一般研究（A）

話しことばの計量国語学的調査・分析のための基礎的研究

斎賀

秀夫

S56−57

一般研究（B）

日本語シソーラス作成法の研究

宮島

達夫

S56−57

一般研究（B）

話しことばの構文の記述に関する日本語教育学的研究

野元

菊雄

S56−57

一般研究（C）

分散処理による大量日本語処理の効率化に関する研究

斎藤

秀紀

S57−59

特定研究（1）

常用漢字の学習段階配当のための基礎的研究

村石

昭三

S57−59

特定研究（1）

第二言語教育における教育内容・方法の改善と標準化

野元

菊雄

S57−59

特定研究（1）

日本語の正書法及び造語法とそのあり方

林

大

S57−59

特定研究（1）

日本人の言語行動の類型

渡辺

友左

S58

奨励研究（A）

形態結合における音融合の実態およびその生起条件に関する研究

石井

久雄

S58−60

一般研究（B）

方言研究資料の電子計算機による作成及び分析に関する研究

佐藤

亮一

S58−60

総合研究（A）

日仏語の基本語彙の対照言語学的研究

野元

菊雄

S59

奨励研究（A）

音聴取の錯覚の様相およびその音韻論的定位に関する研究

石井

久雄

S59

奨励研究（A）

児童の書きことばの獲得と文章化能力の発達に関する言語心理学的研究

茂呂

雄二

S59−60

一般研究（A）

国定読本の用語の研究

飛田

良文

S59−60

一般研究（B）

日本語教育用学習辞典の記述法に関する研究

川瀬

生郎

S60

一般研究（C）

古代的言語表現の享受と創造一現代日本語における

石井

久雄

S60

奨励研究（A）

言語行動の目的・機能及び対人的な配慮を明示する言語表現

杉戸

清樹

S60

奨励研究（A）

文献資料と方言分布の対照による語史構成のための基礎的研究

小林

隆

S60−61

一般研究（B）

日本語語彙教育のための分類用例集の開発と試作

南

S60−63

一般研究（A）

国語学研究の動向の調査研究

佐竹

S61−62

特定研究（1）

連語構造における意味素性の適合に関する言語間比較

南不二男／中道真木男

S61−62

一般研究（B）

日本語教育における指導要素としての言語単位に関する研究

S61−63

一般研究（A）

漢字情報のデータベース化に基づく常用漢字の学習段階配当に関する研究

村石昭三／野村雅昭

S61−63

総合研究（A）

北海道における共通語化および言語生活の実態

江川

清

S61−63

特定研究（1）

言語データの収集と処理の研究

野村

雅昭

S62−63

一般研究（B）

光学文字読み取り装置によるコンコーダンス作成システムの開発

飛田

良文

文章理解のメカニズムに関する基礎的研究

田中

卓史

漢字の学習指導法に関する文献目録の作成とそれに基づいた

島村

直己

S63

一般研究（B）

H1

奨励研究（A）

不二男
秀雄

上野田鶴子

24
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H
H2
H2H
H
H
H

漢字の学習指導法の分類
奨励研究（A）

擬似識字段階にいる幼児の文字使用に関する社会一文化的研究

茂呂

雄二

奨励研究（A）

文献と方言との間における語の意味の対応関係についての研究

小林

隆

一般研究（B）

言語研究におけるシソーラスの利用法

宮島

達夫

一般研究（C）

日本語教育のための意味記述用基本語彙の選定と記述

中道真木男

国際学術研究

米国における研究者のための日本語教育に関する共同研究

水谷

重点領域研究（1）

日本語音声における韻律的特徴の実態とその教育に関する総合的研究

野元菊雄／水谷修

奨励研究（A）

音声実験のための語彙検索システムの研究

前川喜久雄

修
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3H
3
H

H3
H3

奨励研究（A）

三陸沿岸地域方言音調の共時的・通時的研究

大西拓一郎

奨励研究（A）

身体各部位の名称の全国方言分布

小林

隆

奨励研究（A）

幼児・児竜のもつ読み書き概念に関する社会・文化的研究

茂呂

雄二

奨励研究（A）

ネットワーク法による「方言区画」に関する研究

熊谷

康雄

奨励研究（A）

画像付き単語検索システムの研究

伊藤

雅光

奨励研究（A）

種々の教育・保育環境とその活動の比較からみた幼児の読み書き

茂呂

雄二

能力の獲得に関する研究
奨励研究（A）

全国方言分布調査における通信調査法の有効性と問題点

小林

隆
優

奨励研究（A）

否定疑問文に対する応答に関する研究

井上

｝｛3

総合研究（A）

留学生に求められる日本語能力の内容と水準の策定

水谷

修

H3−4

重点領域研究（1）

聴解指導研究資料文献の現状と問題点

甲斐

睦朗

一国語教育・日本語教育の実践に役立てるための方策一
H3−4

総合研究（A）

地域社会の言語生活一鶴岡市における戦後の変化一

江川

清

H4
H4
H4
H4

奨励研究（A）

計量的方言区画と言語伝播に関わる地理学的条件との接続に関する研究

熊谷

康雄

奨励研究（A）

方言における動詞の活用一普遍性と特殊性一

大西拓一郎

奨励研究（A）

方言使用地域の児童の就学後の書きことばの獲得に関する社会文化的研究

茂呂

雄二

奨励研究（A）

方言周圏分布の事例収集とその諸特徴の概観のための調査

小林

隆

H4−5

一般研究（B）

在日外国人と日本人との言語行動接触における相互「誤解」の

西原

鈴子

H4−5

一般研究（B）

日本語シソーラス・データベースの構築とその利用法の研究

中野

洋

H4−6

一般研究（A）

「国立国語研究所新聞記事データベース」の作成と活用に関する研究

斎藤

秀紀

H5
H5
H5
H5
H5
H5
H5

一般研究（C）

教室談話過程の質的分析一方面と共通語のコード交替に注目して一

茂呂

雄二

奨励研究（A）

謝罪及び謝罪に対する応答に関する日英対照研究一脚本を資料として一

池田理恵子

奨励研究（A）

単語の心像喚起力に及ぼす表記形態の影響に関する研究

横山

奨励研究（A）

日本語教育における学習ストラテジーに関する基礎的研究

石井恵理子

奨励研究（A）

日本語無アクセント方言の韻律構造についての理論的・実験的研究

前川喜久雄

奨励研究（A）

方言における用言の活用の記述的研究

大西拓一郎

奨励研究（A）

歴史的中央語と現代方言との時代的・地理的対応関係についての研究

小林

隆

H5−7

一般研究（B）

日本語教育と国語教育における聴解過程の解明

甲斐

睦朗

H5−7

総合研究（A）

日本語教育のための韻律特徴の対照言語学的研究

鮎澤

孝子

H6

奨励研究（A）

日本語学習者の文章産出過程における読み手との共通の枠組み

石井恵理子

メカニズムー日本語と英・タイ・朝・仏語の総合的対照研究一

詔一

一教室談話の観察と分析による一

設定に関する研究

H6

奨励研究（A）

方言における活用の記述的研究一全国方言の動詞・形容詞・助動詞の活用一

大西拓一郎

H6−7

データベース

『国語研究所新聞記事データベース』の拡充と活用に関する研究

江川

清

H6−7

ー般研究（C）

日本語教員としての諸能力の同定と測定ツール開発に関する研究

柳沢

好昭

H6−7

国際学術研究

国際化時代における日本語研究文献情報の収集と分析

西原

鈴子

H〔シ7

総合研究（A）

ネットワーキングによる日本語教師の自己改善，教育革新支援

西原

鈴子

H6−8

一般研究（A）

文章解析・生成のための日本語構造の記述に関する基礎的研究

中野

洋

システムの開発研究
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H6−8

一般研究（B）

外国人日本語学習者の韻律習得過程に関する縦断的研究

鮎澤

孝子

H（シ10

創成的基礎研究

国際社会における日本語についての総：合的研究

水谷

修

H7
H7
H7

奨励研究（A）

否定疑問文の意味・機能に関する対照言語学的研究

井上

優

奨励研究（A）

複合動詞の成立条件解明のための語構成論的研究

石井

正彦

奨励研究（A）

方言における用言の活用の通時的対応の研究

大西拓一郎

H7−9

総合研究（A）

多角的な日本語学習を支える地域社会内ネットワーク研究

古川ちかし／西原鈴子

H7−10

重点領域研究（1）

インターネットにおける学術漢字の符号化に関する基礎的研究

斎藤

秀紀

島村

直己

H8
H8
H8

データベース

教育基本語彙データベース

基盤研究（C）

明治初期の日本人のリテラシーに関する調査研究

島村

直己

奨励研究（A）

長野県中・南部方言におけるアスペクト表現の動態に関する調査・研究

井上

文子

H8−9

基盤研究（B）

発話の韻律構造と語用論的・パラ言語的意味の関連についての実

前川喜久雄

験的研究一無アクセント・無敬語方言における敬意・感情の表出一
H8−9

基盤研究（C）

臨時一語の構成に関与する文章論的諸特徴の記述的研究

石井
桓07睾

正彦
女子日田

H8−10

国際学術研究

海外日本語学習リソース提供システムの実験研究

H8−10

一般研究（C）

日常談話の生成・受容における「構え」の言語行動論的研究

杉戸

H9−10

基盤研究（C）

教室における異文化間コミュニケーションの評価に関する研究

石井恵理子

H9−10

奨励研究（A）

全国方言の文法的対応の研究

大西拓一郎

H9−10

奨励研究（A）

日本語教育へのコミュニケーションの能動的受容理論の導入に関する研究

ロラン・マリージョゼ

H9−10

奨励研究（A）

日本全国における小地名使用漢字に関する調査研究

笹原

H10
H10
H10
H10

基盤研究（C）（2）

音声によるパラ言語情報の伝達メカニズムに関する実験的研究

前川喜久雄

基盤研究（C）（2＞

文法体系のバリエーションに関する対照方言学的研究

井上

優

基盤研究（C）（2）

「全国方言談話資料データベース」に基づく方言文法の研究と検証調査

井上

文子

奨励研究（A）

統語情報の分析に基づく古代情意述語の意味用法の研究

田中

牧郎

清樹

宏之
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Language

書

Section

Section

for

Software

Library

館

r

for

Linguistic

Research）

電子計算機システム開発研究室

国語辞典編集室

for

Dictionary

the

for

Development

Language

of

Data

Research

「

コ
コ
コ

i運営委員会
L＿一一＿＿一一＿一＿＿一一一＿一

i

第一研究室

The

lst

Research

日本語教育センター

第二研究室

The

2nd

ofJapanese

Teaching
as

a

第三研究室

The

Language
第四研究室

The

Con往astive

Study

of

3rd

〃

（Contrastive

Study

4th

〃

Japanese

of

（ContrasUve

Section

for

and

Japanese

Study
East

日本語教育研修室

Linguistics）

〃

（Contrastive

for

Section

σapanese

一＿＿＿一一＿一一一一＿＿一一

「「

Second

the

Change

言語教育研究部

Center

of

Training

of

and

Thai）

Japanese

Asian

of

English）

and

Languages）

Teachers

日本語教育指導普及部
日本語教育教材開発室
Department
Services
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Development
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評議員会評議員＊◎印は会長，○印は副会長

（平成11年1月1日現在）

（社）日本新聞協会顧問

浅野

修

池端

雪浦

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授・情報資源利用研究センター長

石井

米雄

神田外語大学長・京都大学名出教授

梅田

博之

麗澤大学教授・東京外国語大学名誉教授

岡部

慶三

帝京大学客員教授・東京大学名誉教授

神谷

不二

東洋英和女学院大学教授・慶応義塾大学名誉教授

◎木田

宏

小池

生夫

明海大学教授・慶応義塾大学名誉教授

阪田

雪子

杏林大学客員教授

築島

裕

東京大学名誉教授

寺島アキ子

脚本家・放送作家

天漏美智子

津田塾大学前学長・津田塾大学名誉教授

中西

進

大阪女子大学長

長尾

眞

京都大学長

○野地

潤家

鳴門教育大学前学長・広島大学名誉教授・鳴門教育大学名誉教授

野元

菊雄

（財）日本漢字能力検定協会理事・日本語教育研究所長

廣瀬

肇

福原

義春

（株）資生堂取締役会長

松野

陽一

国文学研究資料館長

山下

頼充

日本山送協会放送文化研究所長

（財）新国立劇場運営財団理事長

北里大学教授・東京大学名誉教授

日本語教育センター運営委員会委員＊◎印は会長○印は副会長
石井

搏

奥田

邦男

カッケンブッシュ・寛子

（平成11年1月1日現在）

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所長

広島大学教授
名古屋外国語大学教授
（財）日本国際教育協会専務理事

河野

秀夫

崎山

理

国立民族学博物館教授

鈴木

発

（財）国際教育振興会理事・事務局長

田中

稔久

国際交流基金日本研究部長

○玉村

文郎

同志社大学教授

西尾

珪子

（社）国際日本語普及協会理事長

◎宮地

裕

森田

良行

大阪大学名誉教授
早稲田大学教授
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資

職員＊略語併任…（併）事務取扱…（取）兼務…（兼）非常勤職員…（非）

課

長

課長補佐：
【庶務係】

庶務係長
文書主任
事務補佐員

甲斐 睦朗
柳本
巖
奥出 栄治
加藤 順二
三浦 勝広
荒川佐代子
篠崎 佳品・（非）

言語教育研究部
第一研究室

（図書館）

係

員

〃

情報資料研究部
第一研究室

事務補佐員

課

【経理係】

【用度係】

言語体系研究部
第一研究室
第二研究室

合津
須藤
土屋
木村

総務係長（併）土屋

員 員員 員員長長員長員
長 佐長 佐
係 補血 補
究 究
理 法度 務
係主面事用面面部室研品品

【総務係】

員長

計

博子

渋谷
岩田
南

順二
卓磨
守
良弘
二郎
良弘
進
茂男
雅浩

〃

進
守

西野めぐみ（非）

相澤 正夫
山崎
誠
鈴木美都代
石井 正彦
柏野和佳子

言語行動研究部
第一研究室

室

長（取）

研 究 員
研究補助員
部
長
室

研
第二研究室
言語変化研究部
第一研究室

長

究

員

室

長

研 究
部

員
長

室長

（取）

主任研究官
ノ

第二研究室

研究補佐員

白沢

室

吉岡 泰夫
山田 貞雄
中山 典子

長（取）

主任研究官
研 究 員
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相澤 正夫
笹原 宏之
小沼
悦
杉戸 清樹
尾崎 喜光
塚田実知代
前川喜久雄
小磯 花絵
吉岡 泰夫
吉岡 泰夫
大西拓一郎
三井はるみ
宏枝（非）

究

員

（併）

電子計算機システム

開発研究室
国語辞典編集室

研究補佐員
室
長
主任研究官
研 究 員
室

長

主任研究官
研 究 員
日本語教育センター

第一研究室
第二研究室

〃
センター長
室
長

小高 京子
江川
清
熊谷 康雄
池田理恵子
辻野都喜江
伊藤 雅光
新野 直哉
井上 文子
齋藤 達哉
二部よし子
熊谷 康雄
伊藤

菊子（非）

斎藤
横山
米田
木村
加藤
田中
小椋
中野
熊谷
藤井
（山口

第三研究室
第四研究室

（桑畑和佳子）

第三研究室

室
長
主任研究官
研

滝沢真知子（非）

藤江
佐藤

長
長
究 員
〃

第二研究室

大久保美和子（非）

人事係長（併）加藤

佐員
補職
長門
係雨曇専

会

部
室
研

陽子（非）

井上文子

（兼）

【人事係】

上原

米田 正人
島村 直己
當眞千賀子
（吉川千賀子）

ド山ひろみ（非）

阿部

ノ

長長員

長

究

課

務

庶

長

部

部室研

室部

長務

所庶

所

（平成11年1月1日現在）

日本語教育
指導普及部

日本語教育
研修室

秀紀
詔一
純子
睦子
安彦
牧郎
秀樹
洋
智子
聖子
聖子）

中野
洋
研究員（併）
堀江プリヤー
室 長（取）
中野
洋
優
主任研究官 井上
部
長 佐々木倫子
日本語教育推進企画研究官
石井恵理子
鈴木 理子（非）
事務補佐員
室
長
柳澤 好昭
ロラン・マリージョゼ
話 究 員
杉本 明子
ノノ
早田美智子
山下みゆき（非）
研究補佐員
時田 真理（非）
事務補佐員
室

長（取）

古田由紀子（非〉

日本語教育
教材開発室

室
研

究

長
員

中道真木男
能波 由佳

一…一
．．一一

D弱

風ﾙ曜

穂1㌃・・＝

筒晦

・癬

資

料

注）『秀英出版』の刊行物は，現在『大日本図書株式会社』の取扱いとなっている。

国

国．謂

曜

・脚
（秀英出版刊）

1〜45（昭和24年度〜平成5年度）
国．当・茜i，

昭和29年版〜1998年（平成10年）版
・r崖

八丈島の言語調査
言語生活の実態一自河市および付近の農村における一
現代語の助詞・助動詞一用法と実例一
婦人雑誌の用語一現代語の語彙調査一
地域社会の言語生活一鶴岡における実態調査一

（秀英出版刊）
Zノ

ノノ

少年と新聞一小学生・中学生の新聞への接近と理解一

入門期の言語能力
談話語の実態
読みの実験的研究一音読にあらわれた読みあやまりの分析一

総合雑誌の用字
同音語の研究
現代雑誌九十種の用語用字（第1分冊，総記，語彙表）

〃

（明治書院刊）
（秀英出版刊）
ノ

！

〃

現代雑誌九十種の用語用字（第2分冊，漢字表）
話しことばの文型（2）一独話資料による研究一

横組みの字形に関する研究

〃

小学生の言語能力の発達
共通語化の過程一北海道における親子三代のことば一
類義語の研究
戦後の国民各層の文字生活
30−1 日本言語地図

（明治図書刊）
（秀英出版刊）
ノノ

（大蔵省印刷局刊）

0

日本言語地図〈縮刷版＞

30−2

日本言語地図

〃

日本言語地図〈縮刷版＞

30−3

日本言語地図
日本言語地図〈縮刷版〉

0

現代雑誌九十種の用語用字（第3分冊，分析）

1

話しことばの文型（1）一対話資料による研究一

z！

53

1

低学年の読み書き能力
敬語と敬語意識
総合雑誌の用語（前編）一現代語の語彙調査一
総合雑誌の用語（後編）一現代語の語彙調査一
中学年の読み書き能力
明治初期の新聞の用語
日本方言の記述的研究
高学年の読み書き能力

凾U8脇お％冊α3α3招器お詑銅隅隅協脇肛63聡おお％冊飢α3α3聡聡㎝％鴇脇舗
2
22222233333333333333
昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭

国．二1

（秀英出版fll・1996年版以降大日本図書刊）

〃
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30−4
30−5

ヨ

器器3536墓駕姐嵩置鉾餐5︒瓢器器56兇器・︒a6263餌6566㎝

30−6
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日本言語地図

（大蔵省印刷局刊）

日本言語地図〈縮刷版〉
日本言語地図
［本言語地図〈縮刷版〉
日本言語地図

〃
〃
〃
〃

［本言語地図〈縮llllll版〉

〃

電子計算機による国語研究

（秀英出版刊）

社会構造と言語の関係についての基礎的研究（1）一親族語彙と社会構造一

〃

家庭における子どものコミュニケーション意識

〃

電子計算機による国語研究（H）一新聞の用語用字調査の処理組織一
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（2）一マキ・マケと親族呼称一

〃

中学生の漢字習得に関する研究
電子計算機による新聞の語彙調査
電子計算機による新聞の語彙調査（H）
電子計算機による国語研究（皿）

〃

送りがな意識の調査
待遇表現の実態一松江24時間調査資料から一

〃

〃

〃
〃

電子計算機による新聞の語彙調査（皿）

動詞の意味・用法の記述的研究
形容詞の意味・用法の記述的研究
幼児の読み書き能力

〃
〃
（東京書籍刊）

電子計算機による国語研究（W）

（秀英出版刊）

社会構造と言語の関係についての基礎的研究（3）一性向語彙と価値観一

〃

電子計算機による新聞の語彙調査（IV）

〃

電子計算機による国語研究（V）
幼児の文構造の発達一3歳〜6歳児の場合一

〃

電子計算機による国語研究（W）
地域社会の言語生活一鶴岡における20年前との比較一

〃
〃

言語使用の変遷（1）一福島県北部地域の面接調査一

電子計算機による国語研究（W）

幼児語の形態論的な分析一動詞・形容詞・述語名詞一
現代新聞の漢字
比喩表現の理論と分類
幼児の文法能力
電子計算機による国語研究（皿）

X線映画資料による母音の発音の研究一フォネーム研究序説一
電子計算機による国語研究（IX）

（秀英出版刊）

〃

〃

〃
（東京書籍刊）
（秀英出版刊）

〃
〃

研究報告集一1一
児童の表現力と作文
各地方言親族語彙の言語社会学的研究（1）

〃
（東京書籍刊）
（秀英出版刊）

研究報告集一2一
幼児の語彙能力

〃
（東京書籍刊）

電子計算機による国語研究（X）

（秀英出版刊）

専門語の諸問題
幼児・児童の連想語彙表

〃
（東京書籍刊）

大都市の言語生活（分析編）

（三省堂刊）

（秀英出版刊）

W0

研究報告集一3一
幼児・児童の概念形成と言語
企業の中の敬語
研究報告集一4一
現代表記のゆれ
高校教科書の語彙調査
敬語と敬語意識一岡崎における20年前との比較一
日本語教育のための基本語彙調査
研究報告集一5一
言語行動における日独比較

W1

高校教科書の語彙調査H

（秀英出版刊）

W2

現代日本語動詞のアスペクトとテンス

W3

研究報告集一6一
方言の諸相一「日本言語地図』検証調査報告一

V1

V2
V3

V4
V5
V6
V7
V8
V9

W4
W5
W6
W7

W8
W9
X0
X1

X2
X3

X4
X6
X7
X7
X7

123
一一﹇

X5

P0
P0
P0
P0

012345678

P0

（秀英出版刊）
，，

（三省堂刊）

ノ

（三省堂刊）

（秀英出版刊）

日本語の母音・子音・音節

P0

（三省堂刊）

研究報告集一10一
方言文法全国地図1 助詞編
方言文法全国地図2 活用編1

P0

P0

（秀英出版刊）

（秀英出版刊）

X9
P0

（三省堂刊）

研究報告集一7一
社会変化と敬語行動の標準
中学校教科書の語彙調査
日車仏西基本語彙対照表
雑誌用語の変遷
研究報告集一8一
中学校教科書の語彙調査n
談話行動の諸相一座談資料の分析一
方言研究法の探索
研究報告集一9一
児童・生徒の常用漢字の習得

方言文法全国地図3 活用編H
児童の作文使用語彙
高校・中学校教科書の語彙調査 分析編

X8

（東京書籍刊）

研究報告集一11一
場面と場面意識
研究報告集一12一
研究報告集一13一
研究報告集一14一
常用漢字の習得と指導

，ノ
武，
！

（三省堂刊）

（秀英出版刊）
ノノ

（東京書籍刊）

（大蔵省印刷局刊）
〆

（東京書籍刊）
（秀英出版刊）
ノノ

（秀英出版刊）
（三省堂刊）

（秀英出版刊）

付・分類学習漢字表

研究報告集一15一

（東京書籍刊）

昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭平平平平平平平平平平平平平平

（三省堂刊）

一

大都市の言語生活（資料編）

麗霧朧朧畿覇業朧謡朧榔枷朧朧緊緊飛罫書粥認雛

2

70

料

．4．轄爵1塞懸灘；1滋怨慰影．登

（秀英出版刊）

【日本語と外国語との対照研究シリーズ1に記載】

109−1鶴岡方言の記述的研究一叢3次鶴岡調査報告1−
110
研究報告集一16−
111

【日本語と外国語との対照研究シリーズ2に記載】

112
113

テレビ放送の語彙調査1
日本語における表層格と深層格の対応関係

（秀英出版刊）
ノ〆

平6．8
平7．3

（秀英出版刊）

平7．12

（三省堂刊）

平9．3
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114

12345

国

（大日本図書刊）

テレビ放送の語彙調査H
9国．二

＝詫鐸暉…

日本語とスペイン語（1）

（くろしお出版刊）
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