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『国語研プロジェクトレビュー』
（NINJAL Project Review）
の刊行にあたって
国立国語研究所は，2009年10月の大学共同利用機関への移管に伴い，英語名が以前の
The National Institute for Japanese LanguageからNational Institute for Japanese Language and
Linguisticsに変更されました。Linguisticsという一単語が加わったことは本研究所にとって
画期的なことであり，新しい研究活動への進展を約束しています。新研究所では，これか
ら様々なタイプの刊行物を電子媒体あるいは紙媒体でお届けする予定ですが，その中でも
この『国語研プロジェクトレビュー』（NINJAL Project Review）はとりわけ重要な役割を
担っています。
大学共同利用機関は，国内外の研究者・研究機関と大規模な共同研究を実施することで
研究の中核的拠点として機能することをミッションのひとつとしています。そのため，新
研究所で行われる研究は基本的に，総てが全国的あるいは国際的なステージで展開する共
同研究であり，その成果の一端を紹介するのが『国語研プロジェクトレビュー』なのです。
『国語研プロジェクトレビュー』は本研究所で実施している共同研究プロジェクトの概要
を広く研究者コミュニティに発信することを意図しています。そのため，ここに掲載され
る論文は精緻を尽くしたオリジナル論文というよりむしろ，共同研究の成果の中で既発表
の論文やこれから刊行予定の論文のエッセンスを特定の領域の専門家以外の方々にも読ん
でいただけるように整えたものです。この刊行物のタイトルが「レビュー（Review）」と
なっているのはそのためです。本誌で新国語研における共同研究プロジェクトの動向を俯
瞰していただき，さらに専門的な資料や詳細な分析等が必要な場合は元論文をご参照いた
だきたいと思います。
研究所の動きを少しでも早く知っていただくために，本誌は原則としてウェブで先行発
信します。しかし内容によっては，一年ぐらい後にまとまったものを紙媒体で刊行する場
合もあります。
『国語研プロジェクトレビュー』が研究者の皆様の間に浸透し，より多くの方々が新国語
研に関心を持っていただくことで，国内外における日本語研究の一層の活性化につながれ
ば，望外の喜びです。
2010年４月１日
国立国語研究所長
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『国語研プロジェクトレビュー』の刊行にあたって
Foreword to NINJAL Project Review

Foreword to NINJAL Project Review
It is my utmost pleasure to announce the launching of this new series of publication from
NINJAL or the National Institute for Japanese Language and Linguistics. On October 1,
2009, the Institute, formerly named The National Institute for Japanese Language, was
restructured and set out on its new mission as a member of the Japan Inter-University
Research Institute Corporation embracing four groups of research institutes, to one of which,
the National Institutes for the Humanities, it directly belongs. The addition of the word
“linguistics” at the end of the name promises a wider and exciting range of approaches to the
study of Japanese from descriptive, theoretical, and interdisciplinary vantage points on the
international stage.
The primary goal of NINJAL is thus to deepen our understanding of the nature of
Japanese as a human language by promoting a diversity of large-scale joint research projects
involving researchers in and outside Japan who are working at the frontiers of various ﬁelds
of Japanese linguistics and related areas such as the teaching of Japanese as a second
language and natural language processing.
NINJAL Project Review aims to report on some of the on-going research projects or
survey the main outcomes of completed projects in a way that is readily accessible not only
to specialists of Japanese linguistics but also to non-specialists who are interested in grasping
the outline of activities at NINJAL. In this sense, it is not strictly a journal or a research
report; rather, it provides a birdʼs-eye “review” of the major research projects being done at
NINJAL.
To facilitate faster and wider communication with academic communities, NINJAL
Project Review will be issued online, four times a year, and the four issues combined into one
annual volume will be sent out to university libraries and institutes in printed form.
I sincerely hope that this new publication will open up a fresh channel of active and
fruitful communication between NINJAL and researchers in the Japanese language around
the world.
April １, 2010

Taro Kageyama
Director-General
National Institute for Japanese Language and Linguistics
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