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は じめ に

専門分野の研究 をめ ざす 日本語学習者 に対 しては､初級の段階か らで きるだ

け専門学術 日本語 を意識 して､語嚢 ･文型等の提示 を してい く必要が あ る と考

えられるようになって きている｡大学 レベルの教育機関で学ぶ留学生 につ い て

みると､理工系の分野では先行研究や調査が充実 しつつあるが､文化 系 の分 野

ではまだ取 り組みが少 ないようである｡ この ような両分野の格差の原 因が何 に

よるのか推測す る と､理系の分野の方が各専門に共通する項 目が比較 的 多 いの

に対 し､文系では専門が異 なると扱 う項 目も用語 もきわめて様相 を異 に して し

まうといった点が関係 しているか らではないか とみ られる｡ とくに一 口 に文 系

といって も､人文科学系 と社会科学系での違いが大 きいことは もとよ り､ それ

ぞれ細分化 された専門ごとに参考文献の紹介手順等 も異なっていた りす る｡ 日

本語資料の調査 において も分野によってばらつ きはあるものの全般的 に数 が少

ないようである｡今回は､一般新聞の コラム と法律お よび経済の 3分野 の資料

を対比 させて取 り上げ､漢字 ｡語柔 ･表現等の特徴 を中心 に調査結果 を分析 し

たいrFl｡

1｡デ ー タの全 体 量

各資料‖2か らのデー タ採取量 (延べ文字数)は､次の とお りである｡

一般 ･新聞

中日新 聞朝刊第 1両 コラム

｢中 日春秋｣1997.ll.20.- 1998.1.28. 4 1834字

法律 ･判例

r判例体系 CD-ROMJ1986年- 1994年 40699字

経済 申専 門紙

日本経済新 開｡日経金融新開 1997.7.3.- 日.ll. 40739字

2.文 の長 さ

デ- 夕内の文の数 1文の平均字数

一般 ｡新開 948文 42.34字

法律 ･判例 376文 96.11字

経済 ･専 門紙 854文 46.74字
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(ただ し､読点 ｢｡｣ を省いてカウン ト)

これ らの文 うち､経済紙では 200字以上の文はゼロであった｡ これ は､極端

に長い文 もないかわ り､短い文 も少な く､平均 して同 じ程度の長 さの文 が多 い

ことを示すデ-夕とみることがで きる｡ また､一般新開の コラムで も 2(泊 字 を

越す文の数は､わずかに 2文のみである｡これに対 し､判決文では､33文 が 200

字 を超過 している｡裁判官 ･検察官 ･弁護士 といった法曹界の人材 を養 成 す る

司法研修所では､一文 を5行程度は続けるよう指導 されていると､あ る法律 学

者か ら知 らされたことがあるが､ まさにそれ を裏付 けるごとき数字が表 れ て い

る｡

十 文 字

文字分布 についてみる と､法律 9経済 といった専 門分野では､デ- 夕全体 に

責める延べ漠字数が 4 0% を超える (判例 48.7%､経済紙 42.8%)｡ これ に対 し､

-一･般新開の延べ漠字数の比率は､ 35%を下回っている.一見､一般 新 聞の漠

字数は､少 ないように感 じられるか もしれないが､異 な り数は調査対 象 の三分

野 とも85%前後で大差がない｡ これは､専 門分野では､全体の漢字 延べ 数 が

多い ものの一定の決 まった漢字 を習得すれば､殆 どの漢字がカバ-で きるの に

対 し､-一般新聞では,出現する漢字 についてバ ラエテ ィがみ られ､一定 の傾 向

で リス ト化す るにはテーマごとのばらつ きが大 きいことを示 している｡

各資料の文字分布と割合

分野 項目 平仮名 片仮名 漢字 英字 キナTJi,ヤ ロシア 数字 記号 合計

般釈聞 延べ % 49.1 5.9 33.9 0.5 0.0 0.0 0.9 9.7 loo.0

数 20543 2481 14161 198 1 0 389 4061 41834

異なり % 4.3 4.6 85.7 2..8 0.1 0.0 1.0 1.5 100.0

敬 75 79 1481 48 1 0 17 27 1728

刺例 延べ % 42.1 1.1 48.7 0.2 0.0 0.0 0.4 7.5 100.0

敬 17139 455 19818 80 0 0 172 3034 40699

異なり ●● 5,3 4.4 86.7 1.0 0.0 0.0 0.9 1.6 100.0

敬 62 52 1012 12 0 0 10 19 1167

経演 延べ % 34.3 13.2 42.8 0.9 0.0 0.0 0.0 8.8 100.0

数 13971 5391 17432 354 0 0 13 3578 40739

異なり % 6.0 6.6 83.6 1.8 0.0 0.0 0.4 1.7 100.0

93



4.語 嚢

語種分布 を異な りでみると､-般紙では和語 と漢語の出現率がほほ同程度 の

量であるのに対 し､判決文では漢語は和語の倍以上の分布 を示す｡ただ し､延

べ語数の上では和語が漢語 を凌 ぐ｡ また経済紙では意外 なことに和語の 占め る

率が異な り ｡延べ ともに漢語を上回った｡

カタカナ語について見ると､もっとも多いのが一般紙 4.8%､次に経済紙 4.1%､

両者 を引 き離 して判例は僅かで 1%を切る｡ さらにその内訳 を見ると､判例 の

カタカナ語は､大半が固有名詞であった｡

混種語は､-一般紙 ･判例に比べて､経済分野 に多 く分布 している.

この他､体 ｡用･相により分類 してみたが､3分野の違いは殆 ど現れなか った｡

5.表 現

外国人か らみた専門文献の理解の難 しさは､専門用語その ものの理解 もさる

ことなが ら､ より以上に各分野独特の表現の読み とりが適切にで きるか否 かが

カギとなって くると推測 される｡現に筆者が､ 日本語教育に関わ り始めた頃個

人指導 した証券 アナ リス トか ら､｢専門用語は概念 として置 き換 えが可 能 なの

で､対訳 さえ食い違わなければある程度すんな り理解で きる｡が､文末等 の言

い回 しについては日常 もよく使われる日本語であ りなが ら専門分野独特 の意味

を帯びることばづかいがあってそのような表現の理解が一筋縄ではいか ない｣
といった意味あいの悩みをさかされたことがあった｡

法律の分野で取 り上げるべ き特徴的表硯 としては､形式名詞の混 じった表現

等に法律学独特の解釈が ともなう例が指摘で きる｡

たとえば､｢もの とする｣ とい う表現は､法律や契約条項の文末 に しば しば

登場 し､使 われている文脈 によって､(1)｢しなければならない｣ とい う義 務

づけを意味する場合 もあれば､(2)建前 ･原則の宣言 をあ らわ している場合 ､

(3)念のために定めてお く場合 といったニュアンスを異 にする使い方 が され て

いるといわれる (井口 1990,pp58-63)0

判例データの中か ら検索 してみると､次の ような文例で使われていた｡

例①第 19条 ｢思想及び良心の自由｣及び第 20条 ｢信教の自由｣は､あ らゆ る

基本的人権の根幹 をなす もの として､絶対不可侵の権利であ り､

②一審原告 らが本件で請求 しているのは､一審原告 らが個々に受ける被害 の

うち､各自が共通 して被ってお り､又､そのようなもの として想定 で きる､

いわば最小限度の ものであ り､そのような被害の限度において､当裁判所

は被害の存在を認定 したものであること､--

③いずれの問題 となるかは解釈上の問題であるか ら､一般 に予測で きる主張

であ り､更にこの主張 をもって新たに証拠調べ を求める趣 旨の ものでは な

く､立証の対象 となる事実についても主位的請求 と概ね共通 している予備

的な主張であることを考えると､時期に遅れた旦_a)として却下すべ きもの
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とまでは言 えない｡

用法を考察する と､例文①②の ｢もの として｣ は一般の用法 とほぼ変 わ りな

く､ ものごとを同定する機能であ り､③ に法律的な意味 を含 む用法がみ られ る

のみである｡ この表現 を調べるに当たって､は じめ ｢もの とする｣の形 で も検

索 をおこなったが､出現 しなかったo なお､一一-▲般紙 ｡経済紙においては､｢も

の とする｣｢もの と して｣のいずれ も検索で きなかった｡

また､｢- ものの｣ の表現 を調べたところ､一般紙 7例 ､経済 5例 に対 し､

判決文では､ 1例のみ しか見 られず､全 く逆 に近い分布 を示 した｡

実際､本学で法律 を専攻する留学生 も法律学の概論書 を手に質問に訪 れ ､ こ

の種の表現は辞書で調べ て も見つけ られないので苦労 していると訴 えて くる こ

とがある｡

一般の 日本語 に関 しては､文型表現に焦点 を当てた､外国人向けの 日本語 学

習用静典‖3が作 られるようになってきたが､ さらに分野 をしぼって専門 日本 語

を学ぶ学習者のための専門表現辞典ない し文型辞典 も望 まれるところであ る O

日 本発表の うち一般 および法律の資料調査結果については､且997年度 三重

大学学内特別経費 によるプロジェク トで行 った ｢三重県内の国際化 に関す

る調査研究｣をもとに しているO報告書 として､r留学生の専門 日本 語教

育充実 をめ ざして-社会科学系の留学生教育支援のためにj(1998年 三 月)

が まとめ られている｡

なお､経済関連のデ-夕についてはプロジェク ト終結後 に集計処理 が完

了 し､今回 3分野 を対比 させて報告するに至った｡

2)法律 デー タの選定 にあたっては､プロジェク トメンバーの佐伯富樹 三重

大学留学生セ ンタ-長に相談の上､人文学部社会科学科の平田元教授 ｡岡

田幸宏助教授 ,西村智朗講師にお世話になった｡ また､経済関係 の資料 の

収集 に関 しては､国際社会研究の樽谷勝美教授 に協力 を依頼 し､ アジアの

通貨危機 (キ-ワー ドは外国為替およびアジア)関連で､専門紙の経 済記事

を提供 を受 けることがで きた0

3)文化庁編 目994)r外国人のための基本語用例辞典 第三版j大蔵 省 印刷 局

広瀬正宜 ｡庄司久香子 (i994)『日本語使い分け辞典j講談社

遠藤織枝 ｡小林賢次 の三井昭子 B村木新次郎 e吉沢靖 (1994)F使 い方 の わ

かる類語例解辞典j小学館

にほんごの会 (1995)F日本語 を学ぶ人の辞典j新潮社

ダル-プ ｡ジヤマ シイ (1998)F教師と学習者のための 日本語文型辞典 』

くろ しお出版
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