
語嚢としての漢字 - 習得上の間蓮点と解決法
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ここでは､非漢字圏に住み､非漢字系の母語を持つ大学生を想定して話を進める｡ま

ずなぜ漢字が表記の手段としてだけでなく､語桑､ある摘 ま語嚢を作る構窺要素と盲ノて大

切なのかを再確認したいO主な理由として以下の点が挙げられるだろうOここでは漢字語

嚢を､日本で作られたものも含め､漠字を音読みすることによって得られる (漠語｣と親

窟する｡漢語の中には一字漢語もあるが､二字以上が結びついた漢語を指す場合は熟語と

言い換えることもできるOここでは主に､漢語総数の約8O%を占める二字換語について考

察する｡

*漢字の組み合わせるこよって搾られる漢語が語嚢全体の中で大きい割合を責め

る｡国研の分類語養家増補作業の中間集計では､語嚢踏数約 5万5千語Unjう

ち､ニ字漢語が2万2千語を数える(野村 1993)()

*渡語がどんどん日常語の中に入っているOこれは新聞､テレビなど､マ,7Lメ

ディアの影響が大きいCたとえば (一旗離緩和 書が繰り返 し取 り上げられる甲

で ｢緩和｣ということばの社会での知名度が増したOもし､読み書きを拒否

しても話しことばのみに専念する学生がいたとしても､漢語を知らなければ

語菜の習得がたちまち頭打ちになってしまう｡

*LF]本語には同音字が多いので､漢字は正しい字を選ぶことで意味を規定する

役割があるO

オックスフォーード大の2年生から4年生に､漢字をあらゆる角度からながめて､何が

いちばんむずかしいと恩うかという質問をしたところ､2年生の何人かが ｢熟語を覚える

こと｣を挙げた一方で､4年生になっても ｢漠字を書く｣のがいちばんむずかしいとする

学生が何人かいたO確かに細かい部分の再生は最後まで学生を悩ませ､時間をとるようだ｡

逆説的だが､だからこそ語桑としての漢字の重要性を学生に強調する必要があるのではな

いか｡そうでないと､限られた学生の労力をバランスよく大切なところに配分できないだ

ろう｡

次に漢語の習得を困難にする要素を整理してみる｡

1 上記のとおり､漢語の絶対数が多い｡
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2 [改正､訂正､改革]､ [分断､分割､分裂]など､類義語のグループが

多い｡日本語の文脈の中で出てくれば､前後の関係から正しい意味をくみ取

れるが､英文和訳､作文などでは､よく学生が似て非なることばを使ってい

る｡

3 漢語の品詞規定がむずかしい｡ ｢する｣動詞になるか否か､な形容詞の語

幹がそのまま名詞になるか否かなど｡また構成要素の品詞から漢語の品詞を

推測するのがむずかしいという点もある｡たとえば､ふつう ｢出｣ ｢欠｣は

動詞と考えられるが､これらを使った熟語 ｢出欠｣は名詞である｡

4 ある漢語と､それと同じ意味だがことばの色合いが違う和語､外来語､他

の漢語の使い分け､いわゆる位相の問題 (野村､1993)｡たとえば､ ｢確認

する｣ ｢確かめる｣ ｢チェックする｣の使い分け｡

5 長期記憶の保持｡上記の漢字のむずかしさについての質問では､どの学年

でもこれが平均して1番か2番に出ている｡

これらの点を念頭に置いて､どんな漢語の指導法が効果的かを探りたいのだが､その

際､常に出てくる問題が三点ある｡

A 単漢字から教えるか､湊語から教えるか｡

B 漢語をそのまま教えるか､その構造を分析して教えるか｡

C 漢語を単独で教えるか､文脈の中で教えるか｡

これらの問いに答えがあるとしてもそれは ｢二者択一｣ではないだろう｡ ｢場合によ

る｣と片づけたいが､日本語教師としては､どういう場合に一方を使うか､なぜそのや り

方がその場合にあっているのかなど､よりどころとなる自分なりの原則を持つ必要がある

と私は感じる｡

まず語嚢指導全般についておさえておくべき点は ｢普遍的にむずかしいことばはない｣

ということ｡稲垣滋子氏がモスクワ大学の学生は政治､経済用語がたくさん入っていて､

話すときにも ｢お金がなくて｣というべきところを ｢財政困難のため｣といった堅い表現

を使ってしまうと報告しておられるが (稲垣､1994)､これは裏返せば､舌をかみそうな

ことばでも､使われている漢字が複雑でも､なじんだことばは使いやすいということで､

教師の側に ｢導入するぞ｣という覚悟と適切なアフターケアがあれば､どんなことばもむ

ずかしくないということを示唆しているように思われる｡

Aについて
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語嚢を考えるときには一語が一単位なのだから､導入は漢語単位でするのが理想的で

ある｡短時間のうちに思いつく漠字を善くという自由放出実験では､初級の学習者が字形

から漢字を連想することが多いのに対し､日本人は.Ff=倒約に熟語単位の意味的連想が多い

とされ (加納､1994)､日本人の頭の中には熟語単位で漢字が収まっているのではないか

と思われる｡ただし自由放出実験にしても､ r会報｣と書こうとして書き慣れた ほ 社｣

を書いてしまうといったいわゆる筆の誤りにしても､出てくるのほよく使われることばに

限られているから-,熟語 (漢語)全体がどう頭に収納されているかはまた別の問題であるO

理想的には､あることばを必要とするときに学んで､その際､それに使われた漢字も

覚えるというやり方がいいだろうが､漠字を削こする頻度､漢字学習にかけうる年数が限

られている外国人学習者､帝に非漢字系学習者は場当たり的に漢語を覚えていたのでは追

いつかないO同じ漢字が色々なことばの中に登場し､その漢字が意味の形成の一端を担っ

ているという事実に注 E3した､体系的を指導が必要だろうO 漢字の表意性については､重

曹性より低 くあてにならないという意見転ある(HoTO如ck

j_987,)｡確かに長い年目の間に漢字は仮借､転注､字形の変化などにより､もとの意味

を ある程度失った,Jまた漢字で書いてあるからアルファベ ットで書かれた英語 な どと違い

知らない言葉でも意味が正しく軽測できるりとも旨い切れ な い｡漢字の字面か ら意晩が抵

測できないこ.き_守かプ､LJ､逆に英語のことばの率に意義素がほdOきり見えてiy/1ることもあ)トキご窺p勺ノ1号

るoLかし漢語全体を見わたしてみると､漢字の表意性はやはり大きい特徴である｡

艶漢字に窪E]lすることをこよって教授上U:3繁栄が上がるのは､その漢字が多くの熟語を

作る､構成字の表意定が高い､構成字どうしの関係がはっきり見える､等の場合だろう,J

三鳥目についてはBで詳しく述べるがらL=れらの条件を満たすのは､たとえば､ 日 )接

頭辞､接尾辞に当たる字があるとき｡例 :全国､作家 (2)同じ構造で複数の漢語が作ら

れるとき｡例 :出社､入社､/廃車､廃品/分配､分割 (3)漢字が複数の意味を持ち､

それぞれの意味のもとに複数の熟語を作るときO 例 :数(number)-数字､数学 数

(several)-数人､数回.

一度にたくさんの漠語を提出するのは､学生の頭を飽和状態にすることもあるから慎

重を期さなければならないが､今述べたような一例が出たとき､既習の漢字と組み合わせ

てどんどん新語ができる事実を見せるのは､漢字､漢語の多きにうんざりしている学生を

元気づけることになろう｡

一方､使用頻度の低い漢字 (例 :棟､牲)､漢語の意味が構成要素である単漢字の意

味から乗離したものについては､ひとまとまりの漢語として教えた方が効果的だろう (真

田､1991)｡ただし､語源が思いがけない場合､あるいは非常にばからしく聞こえる場合､
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各湊字の意味を説明すると記憶を助けることもある｡たとえば ｢葛藤｣の意味が葛 と藤の

からまる様から来ていると開いて､ ｢おもしろい｣と漏らした学生が何人かいた｡

いったん構成字各字の意味のはっきりした熟語で語嚢としてもよく使われるものが導

入されたら､レゴブロックのように自由にくっつけたり離したりできるという漢字の特徴

を使って､新出語桑を覚える助けとする｡たとえば ｢習慣｣を覚えた後は ｢慣行｣ も ｢慣

例｣も ｢カン｣の部分は､読みにしても書きにしても ｢習慣｣のカンを学生に思い出させ

つつ記憶させる｡外国人学習者は日本人と比べて訓読みが意味を喚起する度合いが少ない

から､その分､意味を熟知している漢語の構成字は新語の獲得に関 しても十分に活用され

るべきであろう｡

Bについて

これは､Aで単漢字を教えることの利点を ｢漢語の構造が教えられるから｣と規定す

るときは､Aの言い換えといってもよい｡漢語の構成を分類して教える指導法について､

イディオム化している漢語が多く､構成字の意味を足し算しても漢語の意味にならない､

イディオム化していない場合でも統語上の規則を知らなければ漢語の構成は正 しく解釈で

きず､ひとつの漠字が動詞的､名詞的等に使われうる現実を考えると､漢語の意味を知ら

なければどの規則を通用するのかわからないなどの理由でこの方法の効果を疑う意見があ

る(Horodeck,1987)0

しかし漢字の組み合わせの分析からその漢語の意味がぴったり当たらなくても､ある

漢字が同じ構成による漢語をいくつか作るとき､その構成とそれに類した漢語を説明する

のは､記憶の強力な助けとなるのではないだろうか｡

ちなみに年齢別5グループの日本人を対象にした､二字漢語の語構成意識を探る調査

では､ことばになじみがないときは構成字に分けて考え､言語生活で漢字習熟度が高 くな

るにつれて､日常よく使う二字漢語を二字一体のものとしてとらえる度合いが高 くなる傾

向があると報告されている (林､1982)0

類義語のグループについては､それぞれが類義字の組み合わせでできている場合

(例 :改正､訂正､修正)は､構成字の違いを云々しても役に立たないことが多い｡ しか

し､ ｢類義語｣と呼びうる漢語のグループにはかなり幅があり､たとえば語構成を考えた

とき､ ｢動詞 1+動詞 2｣で1と2の違いが説明できるもの､ ｢副詞+動詞｣の構成を持

つもの等は構成字の違いが漢語の意味の微妙な違いに反映されていることが多い｡分割､

分配は前者の例､頻出､既出は後者の例で､和語でそれぞれ ｢分ける｣ ｢出る｣ とくくる

ことができるが､ ｢割､配｣ ｢頻､既｣の違いがニュアンスの違いになって出ていると思
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われる｡

Cについて

文腕の中でことばを覚えるというのは､いわばそのことばが必要とされている現場を

目撃することで､覚え方としてはもっとも自然だろう｡ちなみにオックスフォー ド大の学

生にどういう学び方をしたときいちばん漢字 ･漢語が定着するかを聞いた後で､ではなぜ

その方法だと漢字が覚えやすいと思うかを質問したところ､*何度もその漢字を見るから､

*文脈があるから､*テス 吊こ出るから､*与えられた漢字でなく自分で辞書を引いて調

べた漢字だから等が､大体この順序で出てきた｡

しかし､文章を読みつつ新語を獲得する方法は､効率がいいとはいえない｡語数をこ

なすためには､多読が必要であるO ただそのとき､文法､接続表現､基本語嚢などが学生

の頭にÅっていないと新出語桑に注意が行かず､語菜の授業が読解の授業に終わってしま

うG ｢早 く生教材が読みた項 という学生のはやる気持ちを抑えて､譜菜についてもA､

Bで述べたような点をおさえた体系的な指導で基礎を尚めてお くべきだろう｡,

文朕の中で漢語を学ぶことが)もうひとつの利点は､初めに述べた3と毒∴ つ ま り 漢 語

F 37品 詞 と位 相の問題が､ そ のことばの前後を 見 る ことで よ り 解決し,やす くなるとも巧 真 で

.f一､ -,:-,

実際の指導法--結論に 代 え て

これまで漠語の学習を簸 しくして いる要素を見たOまた効果的な指導法を考這_る際の

基本的を問題について述べ､どういう場合にどの指導法が効果的かを探ろうとしたO こ

れらの点をふまえて､私が教室でやってきたことを挙げてみる｡何 ら新 しみのないことか

もしれないが､これを機会に髄の教育棟関で優って効果が上がった方法を教えていただけ

れば幸いである｡

a｡ 新聞記事などまとまった文章を読む際､漢語をい くつかターゲット語として選び､

それぞれの発展学習/復習をする｡たとえば文中の ｢欲望｣を取 り上げ､別紙に

｢希望｣ ｢失望｣ ｢絶望｣が穴あきになっている例文を列挙 して､適切なこと

ばを入れさせる｡ これは単漢字 ｢望｣の発展学習だけでなく ｢望｣のつ く二字漢

語の意味の整理にもなる｡ ｢希望｣等は 選択肢 として与えるが､上級では ｢望

のつくことば｣とだけ与え､自力で適切なことばを思い出させる｡漢語の構成が

均 一な場合 (例 予約､予報､予告)は語構成 を説明するが､上記の例では
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(｢欲望｣と ｢失望｣は構造が違う)､ ｢欲｣｢失｣等の単漢字の意味の指摘に

とどめた方が無難だろう｡

b. 新しい漢語をその前後と共に覚えさせる｡たとえばただ ｢発達する｣でなく ｢産

業が発達する｣0ESLの分野でもしばらく前からこの方法の有効性に注意が向

けられている(Nattinger 1988､Channel1,1988)｡これは品詞の決定の他､同

音異義語､類義語､白､他動詞の識別を助ける(真田1991)0

C. 日本の新聞を読み始める前の段階として､イギリスの新聞の現地ニュースと､イ

ギリスで発行されている邦字新聞の同じニュースを同時に与え､後者に出た20ほ

どの漠語の意味を推測させる｡英文の記事で事件の前後関係がよくわかるので漢

語の意味の推測がやさしくなり､学生に自信を与える｡ただし､すっと理解 した

ことはすっと忘れることもあるから､後でテストをするなどのフォローアップが

ないと語嚢は定着しないようだ｡
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