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i.は じめに

辞典を搾るには.､膨大な時間と労力と金がかかる｡堪藷辞典や英和辞典が次々と新 しく出版さ

れることを私たちはなんら特別なこととも思わずに受けとめているが､こういった出版の状況は

何十方､何百万という利用者が背後に控えているからこそ可能なのであるo i僚 2千万の日本太

の多 くが､一生のうちに何冊かは辞典を買い換えるはずだから､その数は相当なものだろう8安

価で質の良い辞典が競って市場に出回るというこの恵まれた状況は､このような購買力に支えら

れてのことなのであるo それに射 して､外国Åのための日本語辞典とLu､うことになると､状況は

全 く変わって宅る匂国語辞典や英和辞典に比べて､外国語として日本語を学習する人たちの数が

あまりに少なすぎるのであるO彼らのためのよ態も辞典がないとむ-う嘆きの声は､学習者が増大 し､

教科書や参考書が充実したと言われている今馴二至っても止むことなく続いているが､辞典作 り

のコス トと日本語学習者の数を考えると､このような状況が急激に変わるということは､韓念な

がら期待できそうにない｡

しかし､この封建な状況の率でも､教育現場を支える教師や学習者達の地道な試行錯誤は轟け

られている｡特にここ数年は学習者のための文型辞典や副詞辞典､あるいは参考書の類が立て続

けに出版されるという目立った動きがあるが､これは､文型や副詞が重要な学習項目であること

に加えて､その特定領域に夕--ゲットを放ることで-刻も早く学習者の役に立つ辞典を世に出そ

うという編集者達の意気込みの現れであるように思うO理想的な辞典作 りと言うにはほど遠も､状

況ではあるが､必要に迫られた現場からの働きかけはさまざまな形でなされているのである｡本

箱では日本語学習者のための辞典の現状を概観し､そのなかで特に注目される文型辞典と参考啓

について考察することによって､今後の日本語学習辞典の可能性を探っていきたいと思う¢

まずは､日本語学習者用の辞典作 りの必要性という問題意識を共有するために､現在の日本語

学習者の辞典使周の状況とその問題点を素描しておくことにしたい｡

2. 日本語学習辞典の現状

外国語学習のための辞典を作るなら､学習者としてその言語をマスターした人が中心となって

編集するというのが最も望ましい方法だろう｡たとえば私たちが中学以来使い続けてきた英和辞

典や和英辞典がその例である｡これは､日本人が中心となって裾集 した辞典だから､英語そのも

のに問題があると非難されることはあるかもしれないが､日本人学習者にとっては最 も使いやす

く､そのため最も広 く利用 されているものである｡日本語を学習する人たちにとっても､自分た

ちの言語 を母語とし､日本語を外国語として学んだ経験を持つ人が作った辞典の方が使いやすい

に違いない｡しかし､多 くの学習者を抱え､しかも採算を度外祝 して辞典編集に携わることの出
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来る中国のような体制の国は別として､ほとんどの国ではたいして売れるはずのない日本語学習

辞典に莫大な労力と金を費やすことはしないだろう｡今の段階では､現地の日本研究者や日本語

教師たちが時間をかけてこつこつと作 り上げた手作 りの辞典か､族行者用の簡便な辞典以上の も

のはなかなか期待 しにくい状況なのである｡

これまでのところはむしろ､日本人が日本語学習者のために編集した辞典というもののほうに

見るべ きものがあるように思う(I)｡たとえば､国際交流基金の編集による日外辞典 r基礎 日本

語学習辞典｣は､見出し語数3,000という小辞典ではあるが､これまでに英語 ･韓国語 ･タイ語

･ポル トガル語 ･ドイツ語 ･スペイン語の版が作られている｡利潤を追求する必要のない国際交

流基金だからこそ出来る仕事で､今後は他言語の版を重ねると同時に､見出し語数のさらに充実

した中 ･上級者用の辞典にまで拡充していくことも考えなければならないだろう｡また､研究社

の r日英辞典jは収録語真数が 1万 1千語とこれまでの日本語学習辞典に比べてかなり増強され､

見出し語 と例文はローマ字と日本語を併記 してそれぞれに英語訳をつけるなど､学習者に対する

配慮が行 き届いている｡

以上のような試みは十分に評価できるものであるが､これまでの対象は常に初級 レベルに限ら

れてお り､中 ･上級者が満足できる学習辞典の開発は遅れている｡そのため､例えば次のような

文章ひとつ読むのにも学習者は大変な苦労を強いられることになるのである｡

関西に行 くことがあって､先日､大震災の被害をもっとも受けた長田区のあた りを

歩いてみた｡あたりは駐車場がめだち､そこここにプレハブ住宅が建てられていた｡

これは､あるエ ッセイの冒頭部分で(2㌦ 日本語の難易度は中級の上程度と言ってよい｡これ

をか りに､先に紹介 した研究社の r日英辞典｣を使って読み解こうとしてみよう｡すると､きっ

そく次のような表現につまづ くことになる｡

～大震災､長田区､そこここに､プレハブ～

｢長田区｣は地名であると推測できるから､どの場所か特定できなくてもさほど問題がない｡ し

かし､ ｢大震災｣はこの文章全体の理解に影響する重要語である｡ところが r日英辞典Jでは､

｢大震災｣ も ｢震災｣も調べられないのである｡上の続 きの文章を見てみても､次のように r日

英辞典Jで調べ られない語は少なくない (囲みの部分)｡

蜘 住宅の前には植物の鉢が並び､匪巨表がつながれていたり､け レハ刀住宅

は焼鳥屋であった りした｡

道路には地震で匡国が入った印の白の線珂至宝互 に引かれ､匪園の危険があるため

匿園になったマンションがひとつあったが､多 くの匝解 し利家は陣貴さ叫､医萱圏や

団地は普通の暮 らしが営まれていた｡

従来の日本語学習辞典に比べれば見出し語数がはるかに増えたとは言っても､ 1万 1千語程度

ではこのような平易な文章ですら十分に読みこなせないのである｡そこで学習者は､しかたなし

に日本人のための日外語辞典や国語辞典を使うことになる(3)0

これらの辞典は見出し語の数は十分だが､日本人向けの辞典なのだから､外国人学習者に使い

やすいはずがない (4㌦ 国語辞典の場合は語義の説明を読むためにさらに辞典を引かなければな

らなくなるし､日外語辞典は､とりあえず語の意味は調べられるとしても､例文の文脈や語句が

難しい場合はそれを読み解 くのに苦労する｡さらに､国語 ･日外語どちらの辞典 も漢字にルビが
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ふっていないのが普通だから､学習者は漢字の解読にもエネ)i,ギーを使わねばならない｡

しか し､これらの問題は､上記の文章を読もうとするレベルの学習者であれば､それほど重大

なことではないだろう｡上に示したような実質語を調べるだけなら,多少の手間はかかるとして

も国語辞典や日外語辞典で間に合わせることも不可能ではないo問題は､これらの辞典が､学習

項目としてきわめて重要な複合辞や文の構造についての情報をほとんど与えてくれないという点

にあるOたとえば ｢".ずにいられない｣仁 ともおもわれない｣｢...からLて｣r...ばこそ｣など

の複合辞は､従来の国語辞典や日外語辞典の見出しにあげられることはほとんどないOその上､

｢親変貌旦皇子息子豊｣持 ップでなくては滴足 し産生｣のようなある種の定型的な文も学習者

を大いに悩ませるものなのだが､これらの意味や用法も日本人向けの辞典で調べることは不可能

である｡

昨今の文型辞典 ･副詞辞典の相次 ぐ出版は,従来冷遇されていたこれらの項 目-日本語教育の

世界で ｢文型｣と呼び慣わされてきた項百一が､学習者達にとっていかに重要なものであるのか

を物語っていると言えようOそこで､以下は文型に関する辞典や参考書に焦点を放って論じるこ

とにしたいt.,

3苛 日本語二藍型辞典の試み

この節では複合辞や定型句などの意味 仏周法を記述 した昏物をいくつか紹介するOこれらの音

物は､練習問題や読み物などがついていて ｢参考曹｣と呼んだほうがよいものもあるOまた ｢辞

典｣と銘打たれていない書物が多いのだが,文型の意味 ミ用法を調べるための ｢辞典｣の役を果

たしうるといった意味で､ここではひとしなみに ｢辞典｣と呼ぶことにしたいs以下,文型辞典

を密集する際に問壊となると考えられる項日ごとに露じていこうと思うC

3｡ 1 且力国語辞典か 2カ国語辞典か

学習者の便宜を考えると.､外国語学習辞典は日本語と外国語の2カ国語辞典が望ましいoLか

し中級以上の学習者を肘象 とした文型辞典で外国語が使用されている例としては､ r日本語文法

辞典 (中級輔)jが挙げられるのみである｡この辞典は今回紹介するもののなかで最大のページ

数 (760ページ)を持つが､見出し語の数はわずかに200と非常に限定されている｡一つ一つの

見出しのもとに文の作 り方､用例､意味 ･用法､関連語などが記述され､解説.が英語で行われる

飽､例文には英訳がついている｡また巻末には英語の索引があるので英和辞典の役割もある程度

は果たしうる｡

2カ国語辞典は特定の言語に堪能な者には使いやすいが､そのためおのずと利用者を限定 して

しまう｡また､文型辞典の利用者の多 くが日本人の日本語教師であるという現状を踏まえると､

1カ国辞典の方が主流となるのもうなずける｡しかし､学習者の便を考えるなら､たとえ 1カ国

請を主体 とする辞典であっても外国語の対応表現をつけたり例文に外国語訳をつけるなどによっ

てずっと使いやすい辞典になるのではないかと思う｡

3.2 見出 し語の配列

引きたい語句を見つけるには､形式面で配列 した50音ないしはアルファベット順の配列が最

も使いやすい｡意味や機能を手がか りに配列してある場合は､同一意味 ･同一機能を持つ異なっ

38



た形式を一覧することができて便利ではあるが､目的の語句を探すのにまず索引を引かなければ

ならず､ひと手間余分にかかることになる｡今回紹介する辞典はほとんどが形式重視の配列であ

るが､日本語能力試験対策の参考書として編まれた r実力アップ日本語能力試験 1級｣と r同2

級｣は､その昔の性格上､5段階のレベル別グループにまとめられ､易から難のグループへとい

う配列になっている｡また､文法 ･意味 ･表現意図による分類に基づいて配列されているものと

しては =ヨ本語表現文型Jが挙げられる｡この書ではもっぱら複合辞だけに対象が放られており､

助詞の働 きを持つものと助動詞の働きをするものそれぞれが意味と表現意図に応 じて分類されて

いる｡例文には小説や解説文から収集した実例が使用されているので､よほどの上級者でないと

使いこなすことは難 しい｡また､解説の分量が多いため､必要な情報を手早 く手に入れたいとい

う向きには煩雑だという印象を免れない｡しかし､類義表現の使い分けを調べたり､意味や機能

を手掛 りにして適切な表現を探したりするには便利である｡項目数は約1.150で､中 ･上級レベ

ルで必要な複合辞のほとんどはカバーされている｡

3.3 クロス レファレンスと索引

上述のように形式重視の見出し語配列が最も引きやすいものではあるが､複合辞や定型表現を

引く場合には､それでもなお問題が残る｡例えば ｢いかなる - ･であろうとも｣という表現に

学習者が出会ったとき､彼らはどの部分を手がかりにして辞典を引くだろう｡ ｢いかなる｣か

｢であろう｣か､それとも ｢とも｣なのかOこのような問題に射処するには､クロスレファレン

スの充実が望まれる｡すなわち学習者が手がかりにしそうな形式のどれを引いてもめざす表現に

到達できるよう､空見出しを惜しまず立てておくなどの配慮がなされなければならない｡

また､50音配列の場合､類義表現が別々の箇所で記述されることになるので､それらを互い

に関連づける工夫も必要になる｡さらに､ r日本語文法辞典 (中級綜)Jのように英語の対応表

現索引があれば､英和辞典としての機能も果たせて便利であるし､意味 ･機能別索引があれば､

表現したい内容の方から適切な形式を見つけることができる｡

3.4 文型 とは何か

日本語教育の世界では ｢文型｣という用語がしきりに使われるが､ ｢文型｣とは何かという点

に関して必ず しも十分に検討されてきているわけではない｡複合辞､副詞とそれに呼応する形式

の租み合わせ､凍読詞と節末の形式の組み合わせ､特定の定型表現などの様々な形式が ｢文型｣

と呼ばれてきているが､種々雑多なこれらの形式に共通することは､従来の日本人向け辞典では

十分に記述 されていない項目であるという点である｡実用辞典として学習者の必要に応えるため

には､ ｢文型｣とは何かという問題はさておいて､従来の辞典で調べられない項目をとりあえず

集大成 してみようというやり方も粛集の一つのあり方であろうと思われる｡ r辞書で引けない日

本語文中表現Jは､教育現場からの上記の要請を端的に表したタイトルである｡また r学習者の

発想による日本語表現文型例文集｣は ｢文型｣という用語を用いているが､助動詞や補助動詞を

含む種々の形式が扱われ､ ｢文型｣の内容の多様さがうかがえる｡ちなみにこの辞典が ｢学習者

の発想による｣という副題を冠しているのは､日本語学習者の作文から集めた文が用例 として使

用されているためである｡
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3.5 見 出 し語の数

まずは,上で紹介 した辞典を一覧表で示すことにしよう¢次の表の見出し語数の部分に注目し

ていただきたLL.I-1｡辞典 として利屑ずるには見出し語の敦が非常に少ないと感 じられるはずである0

日ヨ本譜表現文型｣は複合辞を網羅的に扱っており,その限りでは十分な数に達 しているが,.複

合辞以外の文型が扱われていないので ㌻文型辞典｣として利屑するには限界がある｡健のものは

90から280という数で､きわめて取られた項目LJか敬われておらず､辞典 として使 うには物足 り

ない｡本格的な文型辞典 ということになると､申 ｡上級の学習者が遭遇するであろう文型が広 く

カバ-されていなければならないが､今のところはまだそれを満足させることのできる辞典は現

れていないと言わざるを得ないO

筆者が調査 したところでは､上級 レベルの学習者を満足させるには､おそらく2,500程度の見

出しが必要になると思われる｡この数字は中 ･上級教科書8種 14冊で扱われている文型 (5)の

髄に､新聞 ･｣､説 ･解説文などから採集 した文型を加えた数字で､調査が進めばさらに増える可

能性があるし､ ｢文型｣ とは何かという規定の仕方によって増減があると考えられるが､とりあ

えず2,500程度の見出があれば､中 ･上級学習者をある程度滴足させることのできる辞典となる

のではないかと思われる｡この調査で得られた2.500項目の文型については-.現在筆者他 7名の

グループによって辞典の粛集が進められている｡来年中には r教師と学習者のための 日本語文型

辞典｣というタイ トルで くろしお出版から刊行される予定である｡

4.文型辞典の可能性 に向けて

以上､最近出版 された文型辞典や参考書を紹介すると同時に､今後の辞典編集の際に配慮する

必要があると思われる問題について論 じてきた｡これまでの議論から望ましい辞典のあ り方とい

う点に絞って要点をまとめると次のようになる｡

｡1カ国語 を主体 とする場合は､外国語の貯応表現を付ける.
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･1カ国語を主体とする場合は､例文に外国語訳を付ける｡

･見出し語の配列は形式面からの配列 (50音順ないしはアルファベット廠)とする｡

･見出しとなる語句の構成要素から当の見出しが探し出せるような工夫をする｡

･類義表現を参照 しあえる索引やクロスレファレンスを行う｡

｡英語の対応表現索引や意味 ｡機能別索引を付ける｡

･見出し語数を充実させる｡

以上の他に､解説でどのような情報が必要か､表記や用例にどのような工夫を施すかなど､詠じ

なければならない重要な問題があるが､もはやそれらを論ずる紙幅は残されていない｡また ｢文

型｣とは何かということも避けては連れない問題であるが､十分考察するに至らなかった｡この

ようにいくつもの課題は残しつつも､これまでの議論で今後の辞典開発-向けてのささやかな提

言はなし得たのではないかと思う｡筆者他が編集を進めている r教師と学習者のための日本語文

型辞典Jも､上記提言の全てを満たすことはできないにしても､できる限りそれに近づけたいと

考えている｡このようなささやかな試みの積み重ねが日本語学習辞典の開発をさらに促すことに

なることを念 じつつ､筆を置くことにしたい｡

注

ロンドン大学で文型辞典についての講義を行った際に､多くの方から貴重なご意見を頂戴い

たしました｡また､ r実力アップ日本語能力試験 1級Jr同2級Jの存在は同大学の黒沢晶

子さんに教えていただきました｡ここに記して感謝いたします｡

1.ただしこれは､日外､外日､日日といった日本語学習辞典に限って言えることで､外国人の

ための漢和辞典に関しては､外国人の粛集した辞典の方が充実している｡

2.杉山由美子 ｢r雪ん子Jと阪神大震災が重なって見えた｣rラ ･アルフj 1996年7月号｡

3.宮崎 (1983)､川瀬 (1985)の調査でも日本人向けの辞典が多く利用されているこ

とが分かる｡その調査からすでに10年以上経過してはいるが､今もその状況は変わってい

ない｡最近では電子辞典が普及しているから､辞典の引き方はずいぶん様変わりしてきてい

るが､ソフ トの中身は相変わらず日外 ･外日辞典や国語辞典なのである｡

4.中道 (1984)にも日本人向けの辞典を外国人が使うことの難 しさが述べられている｡

5. ｢中 ･上級 日本語教科書文型索引Jによる｡
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