
チェコ語話者に日本語を教える際の問題点

プラハ ･カレル大学 岩揮 和宏

0. はじめに

本稿では､チェコ語話者に日本語を教える際の諸問題について論 じる｡プラハ ･カ レル

大学で客員講師 として日本学専攻の学生に3年余 り日本語を教えた経験から､チ ェコ語話

者にとって日本語のどういった面が習得 しにくいのか､何が難 しいのかについて､実証的

に考察する｡それには当然､チェコ語 と日本語の対照的な研究が必要になるわけだが､本

稿では日本語を教える際の問題点に絞って論 じたいと思 う｡

チェコ語話者が難 しいと感 じることの多くは､恐 らく他のスラブ語話者にとっても共通

の間遺だろうし､またいくつかはヨーロッパ言語を母語 とする人々にとっての共通の問題

かもしれない｡或は,学習者の母語に関わ りなく間薙 となることもあろう｡従って､本稿

で取 り挙げることの全てが､チェコ語話者だけの問題 という訳ではない｡

尚､本稿で言 う ｢チェコ語話者｣とは､チェコ語を母語とし､日常主にチェコ語 を話 し

ている者で､チェコ語 と同等にできる言語を他に持たない者のことである｡

1. チェコ語話者が話す日本語の音声について

チェコ語話者が話す日本語を､日本人が聞き間違える､或は聞き取れないとい うことは

比較的少ない｡

チェコ語では日本語と同じように､有声音と無声音は対立し､有気音と無気音は対立 し

ない｡従って､日本語の所謂 ｢清音｣｢濁音｣｢半濁音｣の区別に問題は少ない｡

またチェコ語には､例えば【aM(ア)とpa'"(ア丁)の区別があ り､長音の発音にも問題は

比較的少ない｡

チ ェコ語話者が話す日本語の音声には特に大きな問題がなさそうなので､教師の側 もま

た学習者の側 も問蓮を見落 としがちであるが､より良いE]本語の音声のために注意するべ

きことを以下に述べる｡

1.1 アクセン トについて

日本語は ｢高さアクセン ト｣ (pitchaccent)であるが､チェコ語は ｢強さアクセ ン ト｣

(stressaccent)であり､その位置はいつも単語の最初の音節にある｡

｢高さアクセン ト｣自体は容易に習得されるが､チェコ語話者が未知の日本語の単語に

遭遇 した場合､それをすべて起伏式の頭高型に発音 しがちである｡特に､2音節の単語は

全て頭高型に発音 して しまう傾向がある｡それは､発音が簡単だからと言うよりも､その

ほうがチェコ語話者にとって ｢自然に｣響 くためだと思われる｡

ひ とつひとつの単語のアクセ.ン トはそれぞれ個別に覚えなければならないので､アクセ

ン トの間違いに関 して特効薬はないのだが､なるべく早い時期に日本語03アクセン トには

いくつかの型があることを教授 してお くことが望ましい｡少なくとも､ ｢ヒロシマ｣｢ナ

ガサキ｣ (この二つの都市名はチェコでも充分知られている) ｢ナゴヤ｣はそれぞれ違 う
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アクセン トであることを示 してお くと良い｡

1.2 促音について

チェコ語話者にとって促音 自体の習得はさほど難 しくはない｡問題は､本来促音ではな

いところを促音で発音してしまうことである｡特に,2音節の ｢～た｣という語が､誤っ

て ｢～ った｣と発音 されやすい｡｢来た｣が rキッタj～ F層jが (カッタ｣という具合

である｡

これにLiで述べたアクセ ン トの誤 りが加わると､ ｢歌｣が r打った｣になったり､

F北｣が F切った｣になったりする｡

i_3 時苫;I:ついて

稽音は ｢ん｣ と表記されるが､いつも同じ音で発音される訳ではないら例えば､ ｢サ之

ボンj e3本) ｢サ立ニン｣ も3人.3｢サ主力イj i3回tl｢サ之｣ も3享の下線部は

rン｣ と表記されるが､すべて違 う音である匂他にも ｢ン｣の異音は:いくつかある¢

チェコ語話者のE3本語学習者をこ各ま､中級になっても ｢審査読む｣がr本望読む｣をこなっ

た申､｢3千盟で罵ったj が ｢3千隻で買ったj になったりすることがしばしばあるが､

これは袴音がきちん と習得されていないために起 こる誤 りであるC

旦A4 外来語の発音について

ヨ本譜が外国語から言葉を取 りÅれる際､特徴的なことのひとつは子音の後に母音を撞

けることである｡例えば､㌣hotei汁は rホテルを"hoもeT望けさ｣であるBこれ自体はチ且コ語

話者に毒まさほど連和感がない｡

チ ェコ語 では､例えば ｢ホテルプラハ｣は叩Hotel qPraha叩､ rホテルへ tt行 目 ｣は

"号_j細 如 艶Oをe旦望碑と言いhuE3本語のよう墨こ母音を付け足すことはチェコ語にもあるもE3

本譜の rホテル｣もきちんと母音を補ったうえで発音される｡

しか しLこの法則を誤FFiL. rr-)./'ン｣が rrJ'イヌ｣に､ 卜けンドイ､L'iA･E.tか rサ㌧･ド

イッチュ｣になった りすることもしばしばある｡

｢ワイン｣が ｢ワイヌ｣になるのは､i.3で述べた樺音の習得が難 しいということとも

関係がある｡

i.5 その他の注意すべき発音について

且f5.i ラ行の発音について

チェコ語のWR"の音は､日本語でも特殊な場合に現れる巻き舌のラ行の音に近 く,英語

の"釈"とは違 う｡その影響で､チュコ語話者の発音する日本語のラ行は､巻き舌になりや

すい｡特に語頭のラ行がよく巻 き舌になる｡どうしても矯正できず､あまりに耳障 りな場

合は､チェコ語の竹L"か英語のp即 で代用する手 もある｡

且.5.2 ｢ひ｣の発音について

それ程耳障 りではないが､ノヽ行が正確に発音出来ないチ ェコ語話者は少な くない｡特

に､ rひ｣の音がチ ェコ語の¶chi叶になりやすい (チェコ語のMch"は､ ドイツ語のqBachや

の汗cJh吊に似ている)｡その場合､ ｢ひと｣ (人)が ｢ふ いと｣のように聞こえてしまう｡

1｡5,3 rL｣の発音について

チェコ語話者の発音する ｢LJは､必要以上に強 く発音される傾向がある｡

チェコ語の"gi"は､E]本譜の ｢し｣と比べると調音点が少 し奥にあり､唇を丸めて発音

される｡しかも息が強いので､チェコ語の"svi廿で日本語の ｢し｣を発音すると､摩擦の音
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が耳障 りになることがる｡

2. チェコ語話者が間違えやすい日本語の請負 ･文法事項について

チェコ語話者に日本語の文法が難 しいかどうか､尋ねると､たいていあまり難 しくない と

答える｡それは彼 ら自身が文法の複雑なチェコ語を話 しているということもあるが､それ

と共に彼らが自分の文法的間違いに気がつかなかったり､或は文法的聞通いをそれ程重要

視 しないことにもよると思 う｡劇作家のハベル大統領でさえも時折チェコ語の文法を間違

えるということだから､チェコ語話者は日本人より文法的誤 りに対 して寛容度が大 きいの

かもしれない｡

2.1 ｢行 く｣と ｢来る｣について

r行 く｣と r来る｣は､比較的早い時期に導入される動詞である｡実際上の必要か らも

よく使われる動詞であるのだが､ F行きました｣と ｢釆ました｣､また ｢行った｣ と ｢い

た (-いる)｣の発音が似ていることからも,動詞の使い方に混同を生 じることがある｡

2.1｡l r行 く｣と ｢来る｣の使い分け

我 々日本人が英語の"go"とけcome"の使い分けをよく間違えるのと同じように､チェコ語

話者は r行 く｣と r乗るJの使い分けをよく間違える｡

初級の最初の段階で,

｢きの う学校に革 ましたか｡ ｣

という問いに対 して､

*｢はい､行 きました｡｣ (*は誤 りを示す｡以下同じ｡)

と答える誤 りが目立つ｡そ･れは､先に述べたように ｢釆ました｣と ｢行 きました｣の発音

が似ていることもあるが､それ以上に ｢行く｣と ｢来る｣の使い分けが難 しいのだ｡

日本語では､話 し手側や現在位置から遠ざかる移動動作を ｢行 く｣､近づ く移動動作を

｢来る｣と表現する｡チ ェコ語では･ ｢行 く.｣に相当する"J'1't"や"jet"などと･ ｢来

る｣に相当する竹pFijl't"や"pvrijet"などの使い分けは､ ｢行 く｣と ｢来る｣の使 い分けと

同じではない｡また､英語の"go'Yと"cone"の使い分けとも違 う｡

例えばバス停でバスを待っていて､遠 くからこちらに近付いてくるバスが見えた時､日

本語では

｢バスが釆 ました｡｣

英語では､

"Busiscomlng･竹

と言う夕!､チェコ語では

"辿 miautobtJS･什 (｢バスが私へ 行きます/圧ユエ います｡｣)

と言 う｡

｢彼は毎年プラハに塞.呈互 ｡ ｣

をチェコ語では､

什ii*'doPrahyka呈dy'rok.'･Q (｢彼は毎年プラハに短旦且 王｡｣)

とも言 うし､

"pFijl'zVdl'doPrahyka芝dirok." (｢彼は毎年プラハに塞丘且 ｡｣)

とも言 う｡
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直接法による教授法ではよく絵教材が使われるが､チェコ語話者に対しては､栓教材だ

けに頼って ｢行 く｣と ｢乗る｣の概念を正 しく導入することは不可能である｡

2.1.2 ｢行 く｣時間について

｢私は明 日9時に学校へ行きます｡ ｣

この文の意味は.通常 ｢私｣が ｢明E39時にj 既に学校に着いていると解釈される.と

ころが､チェコ語で

hLzgもrav9hodin辿 do旨koly."(｢明日9時に私は学校へ姐 鼻旦9｣)

と言った場合､9時は家 (またはホテル､その他)を出る時間である｡どのような文脈を

付けようと､9時に学校に着 く意蜂にはならないt,これは主語の,人称やテンスには無関係

である｡

ちなみに､9時に学校に着 くことを表す壕合チェコ語では

YSzftrav9hodin辿 vevske且e." (｢明日9時に私は学校に吐息宜｡日

と言わなければならないO

｢～時に来 ますj では日本語 とチェコ語で来る時間の解釈蔓こ違いはないや

｢-時に行 きますjをチ且コ語話者毒こ導入 o練習する際にも豊..形だ柑ではなくその意味

にも注意 しなければ､思わぬところで誤解を生 じることになって しまうC

2.i｡3 r行 く〆乗るjと ｢いる｣について

Z｡且viで挙げた文 ｢きのう学校に来意したかな ｣は､チェコ語話者にとって発本語学習

の初期の段階では奇異に聞こえるかもしれない'hチェコ語では ト-時にjとか 『~地下鉄

で｣などを伴わないで ｢きのう学校に釆 ましたか｣ と言 うことさまないO

チ ェコ語では

卵重出 皇室望V岩eraye表わ且e?" (｢きのう学校にいましたか勺日

と言 う凸

｢きの う銀行に行 きました｡ ｣

をチェコ語で､

押V岩era由辿 dobanky." (｢きの う私は銀行に行 きましたoH

と言わないことはないが､

叩Ⅴ岩era幽 Vbarrce｡一〇日 きのう私は銀行にいました｡ i )

の方が自然なチェコ語である｡

｢アメ リカに行 ったことがありますか｡｣

>L. こコ語で､

R U芸jsteby上vAmerice?"(｢もうアメリカにいましたかO ｣ )

と言い､ ｢行 く｣を使わず ｢いる｣を使 う｡

｢アメ リカに112A ことがあ ります｡ ｣と言 うべきと三ろを ｢アメ リカに泣虫 ト い

る)ことがあ ります｣ と言い､更に ｢いた く-いる)｣に誤って促音を加えたお陰で､結

果 として ｢行 ったことが｡-･｣と聞こえることがある｡

｢母はプラハに土 ヱヱ ことがあ ります｡｣と学生がプラハで言 った場合､発音の誤 りな

のか､ ｢行 く｣ と ｢来 る｣の使い分けの間違いなのか, ｢行 く｣ と ｢いる｣の問題なの

か､よく注意 しなければならない｡

2.2 時の表現
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2.2.1 ｢～まで｣と ｢～ までに｣について

日本語では ｢～ まで｣と ｢～ までに｣は､はっきりと区別されている｡時を表す言葉 と

して使われた場合､｢～まで｣の後ろの文には継続的な動作や状態が来､｢～ までに｣の

後ろの文には瞬間的な出来事や動作が来る｡

ところがチェコ語では､ ｢まで｣ と ｢までに｣のような明確な区別はない｡

｢木曜日五三 この本を貸 して下さい｡｣

"paJはtenli,prosl'm,tutOknihudo6tvrtka."

｢木曜日皇三屋 この本を返 して下さい｡｣

"vratte'ni,prosl'm,tutOknihu重 さtvrtka.汁

チェコ語話者は英語を話 してもこの二つを混同するようで､流暢な英語を操る英語学科

の学生 までもが

辛"王havetogiveもhispaperuntilThursday.†'

(チェコ語では "朗usl'modevzdatLentopapi'r旦望岩tvrtka.")

のように間違えるのだから､相当重症である｡

2.2.2 ｢～あいだ｣と ｢～あいだに｣について

2.2.1で述べた ｢～ まで｣と ｢～ までに｣と同じように､チェコ語では ｢～あいだ｣ と

｢～あいだに｣を区別 しない｡

｢子供が寝ているあいだ､私は本を読んでいた｡｣

"旦吐逆 dl't岩spalo,岩etljsemknihu."

｢子供が寝ているあいだに､私は料理を作った.｣

"坦述 dl'tさspalo,uva¥iljsemjl'dlo."

尚､上のチェコ語にある"kdy芸什(英語の"When"に相当)の他に､ふたつの行為 を比較 し

たりコン トラス トをつける場合に､"zatl'mCOP (英語の"yhilep"Whereas"に相 当)が使

われる場合もあるが､"zati'inCO叶もE]本語では ｢～あいだ｣と ｢～あいだに｣の両方が対

応する｡

2.2.3 ｢～時｣と ｢て形｣について

H本語で.例えば r家に帰った時｣と言えば､家に着いた瞬間､或はその直後 を意味す

る｡ところが､｢～時｣に当たるチェコ語の巾kdy呈什(英語の"When"に相当)は､その幅が

かなり広い白

｢家に帰 りました｡｣と ｢(家で)寝ました｡ ｣をひとつの文にするなら､日本語では

｢家に帰って､藻 ました｡ ｣となる｡ところが､チェコ語では､少々口語的ではあるが､

"些滋 jsenp羊isJeldobIa,違eljsenspよt." (｢家に帰った壁､寝 ました｡｣)

とすることも可能である｡そのため､

*｢きの う家に帰 った瞳､ご飯を食べました｡｣

辛｢きのう家に帰 った堕､朝 までテレビを見ました｡｣

のような､おか しな文を作って しまう｡これらは当然､

｢きの う家に昼21｣ から)､ご飯を食べました｡｣

rきの う家に帰 って､朝 までテレビを見ました｡｣

と言うべきだが､ ここには ｢～時｣ と"kdy呈"の遠いとともに､ ｢て形｣の問題 もある｡

｢て形｣の意味は前後の文脈により色々に解釈されるが､ ｢て形｣自身は動作 をつなぐ
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T-'i･475島_A▲闇鱈鯉_ rで耽 】の娘窮の方法ではなくL_ ｢て汚毒Fでせをつなぐことができ

るのかどうか ということである¢

上の例では､ ｢家 に帰る｣動作が先にあ り､その後の動作 を文の後に続けるのだから

｢家に帰 って～｣とつなぐことができる｡

で辻､ ｢会議はプラハ4区で行われました¢｣と ｢私はそこへバスで行きました｡ ｣と

いう二つの文をつなぐ場合はどうか.チェコ語ではコンマか､或はpa" (英語の"anが に

相当)を使って､自然にひとつの文にすることができる｡

M KongTeSSe虹on a l vPr a∑e 4,j e t jsem taInautoblユSem･
~■

蛋｢会議技プラハ4区で行われて､私はそこへパスで行 きましたo ｣ ,g

I Kongres s e kon a 三 v P rRZe ii L-Ij C i j.閑Tn tiiiT'ilutOi)uLSen･

(F会議はプラハ4区で行われてL,そして私捻そこへバスで行 きました｡｣13

ところが日本語の場合､ ｢て形｣を使って二つの文をつなぐと､

??r会議はプラ]＼4区で短盈&ヱ っ私はそこへバスで行 きまiTJたO｣

とな り､不 自然な文になってしまう｡

｢バスで行 った｣時点で､まだ ｢会議｣が始まっていなかったのなら､

F会議はプラハ 4区で箆おれることになっ.玉虫 三 ､私はそこへバズで行きましたeJ

とし､既に r会議｣が始まっていたのなら

会議はプラハ4区で行われていて,私はそこノ㌔パスで行 きました,｣

としなければならないむ

これ らはチ ェコ語で考えれば自然な文が､日本語の中では不 自然な文も或は意味をなさ

なUT.文 に な っ て し ま う 例で あるo

r～ 時 ｣や ｢て形j については､正 しい使い方やその解釈を教えるだけでるまなく,.それ

らが健えない場合や不自然になってしまう場合についても､注意を喚起 しなければならな

い ｡

2.3 rても｣と ｢のにjについて

日本語で逆接を表すものは､ ｢ても｣と ｢のに｣があるヵそ してb ｢ても｣が逆接条件

を表す場合にも､既定条件と仮定条件 とがある｡

rても｣が逆接の既定条件を表す場合､それを rのにjで言い換えても文が成立する場

合がある｡

｢学生が文法を聞達え三且 ､先生は訂正しませんで した｡｣

｢学生が文法を間違えた92E ､先生は訂正 しませんでした｡ ｣

｢のに｣には､意外とか不服といったニュアンスが含 まれるので､上の二つが同義であ

るとは言えないが､ともかく文 としては成立する｡

｢ても｣が逆接の仮定条件を表す場合には､それを ｢のに｣で言い換えてしまうと文が

成立 しない｡

*r明日いい天気な些里､彼はどこへも行かない｡｣

辛｢少 しくらい文法を間違える里違 ､かまいません｡｣

チェコ語話者に多く見られるこのような間違いは､ ｢て も｣と ｢のに｣がチェコ語では

共に"ikdy芸巾が使われることによるものと思われる｡

｢今日はいい天気な旦追､彼はどこにも行かない｡ ｣
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什IkdyvzJedneshezk占po芭asi,nikamnepajde.一一

｢明日いい天気王立､彼はどこにも行かない｡｣

"L出 bude･zl'trLahezke'po岩asl',nikamnepajde."

r私はたくさん文法を聞違えた旦追､先生はひとつも訂正しませんでした｡｣
′

什L辿茎J'semud岩1alhodnevgramatickychchyb,u岩itelnicneopravil."

｢少しくらい文法を間違え工も ､かまいません｡｣

"L坦適 ud昌1よtenalougramatickouchybu,nebudetovadit."

当然､チェコ語話者は ｢のに｣を使 うべきところで ｢ても｣を使ってしまうことも多い

のだが､文が成立 してしまう場合には､それを見つけにくい｡

｢手伝ってあげ三_立､彼はお礼 も言わなかった｡｣

("i_ik:zjsemmupomohl,nepod岩kova1.--)

この文の発話者の意図は､

｢手伝 ってあげた旦追､彼はお礼 も言わなかった｡｣

ではないかと推測できるA

*｢明日試験があっエム ､私は何 も勉強 していない｡｣

(-'L辿違 和よnzl'trazkou昌ku,neu岩iljsemse.-I)
のように､ ｢ても｣を使ったのでは文が成立しない場合には､はっきりと ｢ても｣ と ｢の

に｣の混同だと判断できる｡

2.4 ｢まだ｣と ｢もう｣について

多 くの場合､ ｢まだ｣にはチ ェコ語の"je昌teJ"が対応し､ ｢もう｣にはMu呈"が対応す

る｡チ ェコ語話者が日本語 を学習する際､日本語の訳を和英辞典に頼 ることが多いが､

｢まだ｣の英訳は"yet"や"still'-など､ ｢もう｣の英訳はけalready"什yet什【noy""any

more"などとなっていて､かえって分か りにくい｡チェコ語話者にとって､ ｢まだ｣ と

｢もう｣の習得は､母語で考えればそれ程難しいものではない｡

r父は呈玉 藻ています｡｣ "MajoteciBiLgspl'."

｢父は立ヱ 家を出ました｡｣ "Majotec望呈odesvelzdoTPu･

ただし､現在の状態に何かを加えることを表す ｢もう｣は､【uvz"ではない｡

｢ビールを旦ユ ー杯 ください｡｣ "Je昌t岩jednopivo,prosl'm.汁

全て ｢まだ｣が"je岩t岩"に､ ｢もう｣には'.dZV"が対応するものと安易に考えると_.失敗

する｡

また､

｢いいえ､呈玉 です｡｣ (''Ne,je岩te'ne.叩)

とは言えるが､

*｢はい､旦ヱ です.｣ (-'Ano,u三･")
とは言えない点 も､ ｢もう｣と"u呈"が異なる点である｡

3. チェコ語話者が戸惑 う日本人の言語行動について

日本語の音声も文法 も何 も間違 っていないのに､チェコ語話者の話す日本語に違和感を

持つことは少なくない｡それはひとつには､日本人 とチェコ人の言語行動の違いによると

ころもあろうかと思 う｡
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日本人同士が日本語で話す場合､夫婦間であれ恋人同士であれ､ ｢愛 している｣とか

｢好きだ｣ という言葉はあまり口にしないさ少なくともチェコ語話者がチェコ語で話す場

合ほどには言葉にしない｡チェコ語では夫婦間や恋人同士は勿論､同性の友人間でも､日

本語 よりは頻繁に感情を伝えあう｡

特殊な状況での発話であるが故に教室で教わることも少ないためと患われるが､チェコ

語話者の日本語での感情表現は､日本人の言語行動の ｢文法｣から外れてしまうことも少

なくない｡これを日本的な表現方法に矯正するべきかどうかは別問題だが､少なくとも日

本人が日本人の言語行動の r文法｣に則って感情を伝えようとした場合,それが理解でき

なければコミュニケ-ションに支障を来す古

道に日本人がはっきりと言葉にし､しかもそれを繰 り返 して言うのは､お礼と謝罪であ

る｡E3本人は､本当にその気持ちがある場合､お礼 と謝罪は何度 も繰 り返 して口にしなけ

れば気が済 まない｡それに対してチェコ語では､お礼 も謝罪 も一度口にすればそれで充分

と考えられているようだo勿論程度によりけ りだが､謝罪は自分の非に対する償』1の話を

した後 という場合もあるD

チェコ語話者が日本語でお礼や謝罪の言葉をEjにした場合bひどく淡泊を鮎の尋こなYTBで

しまうことが多い｡或はその道に､日本語の言語行動の ｢文法｣を知識 として身差ごつ右j'た

ために､不 自然にしつこくなって しまうこともある｡

これ ら暴漢､特怠こ間違いだという訳ではない6 しか し､日本人 とのスム--ズなコミ汰ニケ

-㌔-ションという点では,E3本丸の言語行動の｢文法｣を知って凝くとこも大切なL=とであ

ろうと思われる由

壕. おわ りに

本稿ではh_E日本語を教える際に問題になる点の率で､特にチェコ語話者に特徴的と思わ

れる問葛について論 じてきた｡日本語 とチェコ語の対輿研究が進めば､更に興味深い間意

点やその対策 も論 じられることだろうと思う申

現在チェコでは､日本語を勉強する前に少なくとも二つ以上の外国語を勉強 しているの

が普通である｡従って､E3本語学習者は既に学習 した言語の影響を受け､またそれらに助

けられなが らE3本語を習得 している訳である｡

89年以降､自由化が進むチェコでは中等教育でも日本語が教えられることが多くなっ

たO当然,大学でも日本語を第 1外国語とする学習者が多 くなることだろうが,彼 らは今

以上にあか らさまにチェコ語的発想で日本語を話 したり苦いた りするのではないかと思わ

れる｡その際.チェコ語話者に特徴的なE]本譜の誤 りの研究や日本語とチェコ語の対照研

究がますます重要になるのではないだろうか｡
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