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1.はじめに

厚生労働省 (2003)が発表した外国人雇用状況報告によると､外国人労働者を雇用している事業所数は

対前年度比 7.9%､外国人労働者数は同 20̀2%増加している｡産業分類別では､事業所数､外国人労働者

数ともに ｢製造業｣が最も多く､これに ｢サービス業｣､｢卸売 ･小売業､飲食店｣を合わせた上位3分類

で､全体の8- 9割を占めていると報告しているo

このように､日本国内で就労する外国人は年々増加し労働力として定着しつつある｡これら外国人労働

者に対する日本語教育は､多様化する日本語教育の-つ として､今後ますます重要性を増すと考えられるO

しかし､促米U)堰字希望者対家Uj場昔とは異7:iる要素か多く､また､具体関にどの技能 G項目を､どのぐ

らいのレベルまで学習する必要があるのかという点が明瞭でないため､学ぶ側も教える側も試行錯誤レつ

つ学習を進めているのが現状ではないだろうか｡

このような事柄を明らかにするためには､外国人労働者が日常的に接する日本語母語話者の日本語使周

状況を調査する必要がある｡限られた分野､または空間における､日本母語話者の実際の日本語使用状況

調査は､技術研修､ビジネス､大学での専門教育などを目的として行なわれてきているOその多くは語嚢

調査で､抽出された語をシラバスに組み込むことによって指導効率を上げることが期待されているoLか

し､語嚢は多量であり､その種類も多いことから､応用性が乏しい恐れがあるO

専門や使周環境が異なっても､ある程度tTj応周が可能で学習者に有益なのは､文型や活屑形､,文章構造

の使用実態ではないかと思われるoこれまでに､大学における専門E3本語教育の基礎的研究として､文型

や文体､文末表現の分析が行われてきている (佐藤 s勉 (1997)､杉ロ (1997)､村岡 (2001)､村田 (2003､

2004)､畝田谷 (2003))C

しかしながら､発話の分析は少なく､また外国人労働者の周囲で使用される日本語を対象とした訴査ほ

ほとんど行われてない｡そこで､ケーススタディとして､外国人労働者の多い工場 (製造業)において､

日本語母語話者が実際に日本語､特に日本語教育において入門期から必ず導入される否定形を､どのよう

に使用しているかを調査した(i)0

2.調査の概要

2.1.調査方法

外国人作業者のいる製造組立ラインの日本語母語話者ラインリーダー (以下リ-ダーji2人に普段の就

業状態のまま､携帯録音機を持ち歩いてもらうことを依頼し､各リーダー1時間程度の作業中の発話を録音

した (60分テープ使用)｡リーダーが作業者に話しかけるのは､作業指導､不良品発生時が多いため､機種

変更などによって､作業指導が集中する月初めに録音を依頼したO

本調査は､(1) 録音資料を JC鮎T形式 (2)で文字化し､｢WAmCHI98-分かち書きガイドライン (大嶋 昏

他 (1998))｣に従って語に分割する｡(2)｢CHILDESMANUALFORJAPANESE(人嶋 ･他 (1998))｣に従い､

文字化資料に品詞と形態素のコードを付ける｡(3) リーダーが作業者と話している部分だけを抽出し､さ

らに雑談など業務に直接関係のない発話を除くO(4) 言語分析ソフトCLAN(3)のfreq機能 (4)で ｢ない｣

と形態素コー ド｢NEG｣をキーワードに使用頻度を算出する､(5) 否定の意味を持たない ｢ない｣と ｢NEG｣

を除く､の手順で分析資料を作成した｡

分析資料には ｢ない｣または ｢NEG｣を含む語形がいくつかあるが､本調査では､以下のように分類する

こととする｡

① ｢ナイ形｣グループ-語形に ｢ない｣または ｢ない｣の活用形があるもの｡
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例 :分からない｡(｢分かる｣の否定 (NEG)の非過去)

なかった時､-｡(｢ある｣の否定 (NEG)の過去)

② ｢ナイ異形｣グループ-｢ない｣が擦音便化､母音連続による音変化を起こしているもの｡

例 :ねえよ｡(｢ある｣の否定 (MEG)の異形の非過去)

分からんかったら､-O(｢分かる｣の否定 (MEG)の異形の仮定)

③ ｢その他の形｣グループ-①､②ではないが ｢ない｣または ｢NEG｣を含んでいるものO

例 :分かりませんO(｢分かる｣の丁寧の否定 (_MEG)の非過去)

流すな｡(｢流す｣の否定 (対EG)の命令)

2｡2.被験者について

被験者は､静岡県内の輸送機器製造企業に勤務するリーダー12人である<表 1>｡全員男性で､勤務歴

は2年から13年である｡英語､その他の外国語の能力は極めて低い｡リーダーの業務は､作業者-の作業

指導､作業補助 (準備を含む)､安全確保､品質チェック､不良品修正など多岐に渡る｡この工場は流れ作

業による組み立てが中心であり､日本人作業者に混じって外国人研修生や日系ブラジル人 ｡ペルー人が日

常的に組み立てラインで作業に従事している｡

<表1>被験者について

3,結果と考察

3,i.｢ない｣または ｢NEG｣の使用頻度

<表 2>は､リーダーの発話における ｢ない｣または ｢NEG｣の使用頻度を示したものである｡語形とし

ては① (ナイ形)と② (ナイ異形)がほとんどであったO 普段の就業状態での録音であるため､口語でよ

く使用されるナイ異形の使用が多いだろうと予想されたが､今回の資料では特に多く出現していなかった｡

これは､作業指導や不良についての説明は重要であるため､全くの口語を使わないで改まったニュアン

スを出しているのだと考えられるoまた､このような事柄は相手が理解しなければ意味をなさないOその

ため､理解を重視し丁寧に話しているためだとも考えられる｡

<表2> リーダーの発話における使用頻度

i ① (ナイ形) ② (ナイ異形) ③ (その他の形) 合計

3甲2,｢ない｣または ｢NEG｣が使用された箇所

<表3>は､リーダー12人の発話において ｢ない｣または ｢NEG｣が査定の意味を持って出現した箇所 と

その使用頻度を示したものであるo｢ない｣または ｢NEG｣は､主節 ･従属節 (5)内､名詞修飾部内などで述

語として使われているC主節での使用のうち 24回は疑問文での使用であった｡｢その他｣には､引用され

た句内でと ｢-ように｣の前での使用がそれぞれ4回､｢-で (も)｣の前での使用が 2回であった｡以上

より､｢ない｣または ｢NEG｣が出現した箇所はさまざまであるが､使用数から主に主節 ･従属節の述部で

使用されていることが分かる｡
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<表3> ｢ない｣または ｢NEGjが出現した箇所とその使用頻度

⊆出現した箇所 主節 ! 従属節 ∈名詞句 】 その他 ≡ 合計 ⊆

3.3.否定の対象となった品詞

<表4>は､否定の対象となった品詞と､その出現頻度を示したものであるO語形に関係なく､動詞の否

定が圧倒的に多いことが分かる｡名詞には､形式名詞,指示詞を含む｡今回の資料では､形容詞の否定は

全く観察されなかった｡村上 (2001)､畝田谷 (2003)は主節を対象として分析し､述部では動詞の使用が

多いと報告しているO述部以外でも使用される名詞 B形容詞より､動詞が否定の対象となる割合が高いの
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<衷4>否定の対象となった品詞
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く表 5>ほ､サイ (形態素 陀G)と組み合わされる形態素とその使用頻度である｡動詞､または名詞に杏

定の形態素N弘 を付加しただけの形 ｢ナイ 腫G+車)｣が最も多く使用されており98回 (84鮎 であったO

次に多かったのは沌鋸こ過去を表す形態素を付加した ｢タ :ナか ソタ 掴EGヰPA錦 ｣で 7軌 [タ以外 確G

+pAAST以外)｣は i2回 汗ナク｣が6臥 ｢ナカッタラj と ｢ナイデ｣3が各 3回)であったO

工場内では､現状の説明 用確認以外に､今後の避けるべき事態についても説明される｡ ソルダ--慮それ

らを回避するために､作業指導で､正常ではない状態や通常とは異なる事態 を以下､正/通常とは異なる

状/事態)とその対処法について説明する｡｢ナイ 腫 G+¢)｣の使用が多かったのは､今後の避けるべき

事態を想定して､正常､または通常の状態を否定し､強調するためだと考えられるO工場では､業務上､

それらの事態の発生を極力抑える努JJjをしているため､発生したことを意味する ｢タ (惜G+PAST)｣の使用

が少なかったのだと思われる｡また､それらの事態が発生してからの確認は現状確認となるため､｢タ (NEG

+FAST)｣ではなく ｢ある｣の否定､またはなされているはずの状態の否定として､補助動詞 ｢テイル｣を

否定する形が観察されたのだと推測される｡

<衰5>ナイ (消弧)との組み合わせ

動詞の異なり語数は 42語で､その中では､特に ｢ある｣の否定 ｢ない ｣が頻用された (31.3%)｡次に

使用が多いのは ｢分かる (9.8%)｣｢入る (6.3%)｣だが､｢ある｣との頻度差は歴然としているQ組み立

てラインでの作業は基本的に部品の組み付けである,作業が円滑に行われるために､リーダーは各部品を

準備するo先に､不良品を出さないことが業務において重要な課題であると述べたが､その基本は部品が
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締付けられるべき位置にあるかないか､またその部品が必要な個数あるかないかということである｡事柄

としては単純だが重要であるため､｢ある｣の否定 ｢ない｣が多用されたのだと推測される｡

3.4.発話全体における否定

全体の使用語数<図1>を見ると､リーダーの発話全体 (延べ語数)において､名詞が占める割合は指示

詞を含めて約5割､動詞は2割とかなり差がある｡しかし､<表4>で示したように､名詞のほとんどは否

定の対象となっていない｡名詞は述部以外でも使用されることを考慮しても少ないと言わざるを得ない｡

づより､否定は動詞に偏った現象だと言えるO-方､動詞全体からみると､否定 (NEG)は 11.5%であり､

出現が少ないことが分かる<図2>.つまり､品詞を特定しなくても､否定 (NEG)の使用は少ない.農学

系論文主節においても､否定形が動詞述語類の活用形に占める割合は8.8%に過ぎない (村岡 (2001))｡否

定 (NEG)は､使用する環境や目的が異なっても使用頻度が低い可能性がある｡

<図1>リーダーの発話における自立語の割合 <図2>リーダーの発話 (動詞)における形態素出現回数

延
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このような現象が生じたのは､否定が通常とは異なることを表現するために用いられることが多いため

ではないだろうか｡今回の資料を見ると､否定 (対EG)は､注意喚起く1〉､正/通常とは異なる状/事態の

確認く2〉､正/通常とは異なる状/事態の対応く3)､正/通常とは異なる状/事態の連絡く4〉､正/通常とは

異なる状/事態発生による強い禁止く5〉の意味を持つ発話で使用されている｡特に正/通常とは異なる状/

事態と関係がない発話例〈6〉は少ないe

く1〉L(リーダー):こっち側､今さ､当たるっつうの､昨日出てたもんで｡(作業を見せながら)

こうやってやると｡だもんで､こっちの隙間んないだよ､こっちに比べて｡

ここの隙間がないもんで､こうなってるだよ｡分かるらOだもんで､あそこ

んとこ､注意して｡

く2〉L:(不良を見つけて)どうしたの､ここ?どうした?やってなかった?

U(リーダー以外):ちょっと外れてたもんでo

L:時間かかりそう?

く3〉L:(作業者の作業を見ながら)そうそうそうそう､今､今の要領で｡あんまり入らなかっ

たらさ､あの一､いっぺん締め付けてツメ合わせるって方法もあるけどo

LT:はい｡

く4〉L:(放送)えー､クリーナーのビニールの噛み込みが､え←､多発しています｡こちらで

は対処しきれませんので､至急確認をお願いします｡

く5〉U:こっちoOOのほういい? (エンジンの両側に付ける部品の確認)あ､だめo

L:流すな､馬鹿野郎｡

く6〉L:(作業者Aは)段取りが分かんない｡見りやあ分かると思う｡三GDは全然分かんない

けど｡

U:QLは?

L:QLはもう分かってると思います｡
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工場でのライン作業では､不良品を出さないこと､所定の時間を越えないこと､安全が確保されること

が最重要課題である｡否定 (NEG)を含む発話に限らず､リーダーが作業者に話しかけるのは作業指導時で､

指示 専命令の発話が多く観察されている｡指示 !命令の多くは､く7〉のように特殊な状態や､く8〉のように

通常とは異なる状態を示すことによって､作業ミスや事故を回避する目的があるOリーダーの業務は､不

良品なし､時間内作業､安全確保という課題が遂行できない事態を回避することだと言ってもよいだろうO

リーダーは､く7〉く8〉のように､平叙文で正/通常とは異なる状/事態 (下線)を示すという方法だけでな

く､正/通常の状/事態を否定することでそれらを強調し､注意喚起を促したり､その場合の対応を説明

したりしているのだと思われる｡そして､いったんそのような事態が発生したら､その状態を正確に把握

し､砲の作業者-知らせる必要があるOこれによっても注意を促すことができ､正/通常とは異なる状/

事態の回藩につながるからであるo

/7＼T.､rj′1./jpll_､.～-ヂ＼ ･-少')ノL /ヽ＼､E/L,＼-4L＼'/ノンノ,'､ノ寸′町一㌔′､LJP_～/荊 Pや ふ1
LM/ヽ77唱イド04よO

LT三あーo

L:だから､離してやってねO

く8〉L:あれ､またピンダウェル見といてや-､ピンダウェル｡まと

Uニあー(,

く9〉L:あの-も次の機種､あの-､クラッチが三ACで四FA使いますんで､また､そこら

-ん間違えんようにQこの置いてある順番で使えば､使ってくれればいいもんでQ

また､(9)のように正/通常とは異なる晩/事態を否定することで､さらに強調し結果として注意喚起の

機能となっている例もあったOこのように､否定 腫G)は強詞や卓立を表しており､使用される頻度は低

いが､重要な活周形であると言える｡

3｡5｡まとめ

以上､製造業のライン作業に従事するり-ダ-の作業者との発話において､否定の意味で用いられた ｢な

い｣または否定の形態素 ｢NEG｣の使用について述べてきた｡まとめると､以下のようになるc

d｢ない｣または ｢NEG｣は､主に主節､従属節の述部で使用され､否定の対象となった品詞は､述部

での使用が主である動詞が圧倒的に多い｡

サ名詞､または動詞に否定の形態素を付加しただけの形が最も多く使用されている｡特に ｢ある｣ の

否定 ｢ない｣が突出して使用頻度が高い｡

｡資料全体において ｢ない｣または ｢NEG｣が占める割合は大きくないが､｢ない｣または ｢NEG｣は､

正常､または通常とは異なる状態や事柄に関する発話で使用されており､使用される頻度は低くとも

重要な活用形であると言える｡

4,日本語教育との関わりと今後の課題

今回の調査は､非常に限定された環境におけるケーススタディであるため､一般化することはできない

が､実際に工場で指導をする立場にある日本語母語話者の使用を観察できたことの意義は大きいと思われ

る｡日本語教育の現場では､学習者が日本語学習についてどのように考えているのか､どのようになりた

いのかという学習者側の意識に注意を払う必要がある｡また､習得の難易も重要であるが､同時に学習者

を取り巻く日本語使用状況にも注目しなければならないのではないだろうか｡外国人労働者が日本語学校

-通うことは少なく､彼らにとって日本語学習は insLrumenLalmoLivaLionによる場合がほとんどであろ

うUこのような学習者には､シラバス作成にあたり､実際に使われているという観点からの検討を欠いて

ほならないと思われる｡
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竹内 (2001)は､公民館における日本語講座の問題点として､学習が長続きしないという点を挙げてい

る｡浜松市 (1999)も同様の問題を抱えている｡このような問題に対す る即効薬があるわけではないが､

学習者が置かれている日本語使用状況を考慮に入れた学習の機会を提供することによって､ある程度改善

されると思われる｡

今回は､話者であるリーダーの発話のみに注目したが､発話の相手である作業者の発話にも注目して､

異同を調査 したい｡また､工場以外の環境においても資料を収集 し､環境や話者による違いを明らかにし

ていきたいo

i注】
(1)テイルについては袴田 (2002)を､テ形については袴田 (2004)を参照されたい｡

(2)会話相互作用の トランスクリプ トをコンピューター ･ファイルとして作成するフォーマットシステ

ムQ

(3)LeonidSpector(CarnegieMellonUniversity)によって作成された言語分析プログラム｡頻度計

算､文字列検索､共起分析､MLU計算などが自動分析できるO

(射 出現頻度計算を行 うプログラム｡

(5)本稿では､接続助詞のあるものだけを従属節とする｡
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