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18はじめに

日本語の乱れや大学生の学力低下が問題となって久しいが､本稿では慶鷹義塾大学の学生にみ

られる日本語の ｢誤用｣について､筆者の教育経験をもとに論 じていく｡誤用研究については､

周知のように第二言語習得や外国語習得の観点から様々に論じられているが､ここでは日本語を

母語とする学生が日本語を運用する際に観察される ｢誤用｣に焦点を当てていく｡ なお､本稿で

｢誤用｣として取 り上げるのは､文法的規範に合致しないような明らかな間違いや不自然な表現

にとどまらず､非文とはまで言えないが前後の文脈に適していない表現も含まれる｡このように､

ここでは対象を母語話者に絞り一､かつ ｢誤用｣を広義に規定することから､従来の誤用研究 との

差異を明確化するため､以下､括弧付で ｢誤j軌 と表記することにする｡

本稿で扱 うのはレポー トや宿題､筆記試験等の記述においてみられる ｢誤用｣であって､オー

ラル ･コミュニケ-ションは含まない｡また､記述においては論理構成の問題も無視し得ない点

であるが､本稿ではそのような論理性の有無についても対象外とし､言語運用面のみを取 り扱 う

ことにする｡具体的には､

(1) 初級 ドイツ語

医学部 1年生対象｡2005年度は未習クラス48名､既習クラス 12名の計 60名が履修｡

(2) 2005年度 ｢アカデミック ･スキルズ｣ 1)ぉよび2004年度後期開講の ｢地域文化論｣

全学部対象で主として 1､2年生が履修｡履修者数は ｢アカデミック ･スキルズ｣が 19

名､｢地域文化論｣が82名 (期末試験まで残ったのは67名)となっている｡

の授業において観察される ｢誤用｣について考えていく｡ただし､頻度等の統計的資料に基づい

ておらず､また､上記のように調査対象が限定されていることからも分かるように､一般的に有

効な日本語の母語話者における ｢誤用｣について論 じることが本稿の目的ではなく､経験上､あ

る程度典型的と思われる例を提示することで､このテーマに関する問題提起としたいoなお､(1)

に関しては主に (第二)外国語学習の文脈で論 じ､(2)については日本語による作文能力および

作文指導の観点から考察を加えていく｡

2申(初習)外国語の翻訳における ｢誤用｣

(1)のような初級レベルの外国語 (ここでは筆者が担当するドイツ語)学習で､一読 して理

解できないような母語-の訳出が行われた場合は､単なる ｢誤訳｣と考えて良いだろう｡ こうし

た ｢誤訳｣は､目標言語の意味内容を学生が理解できなかったことを表しているため､本稿では

取り扱わない｡そのような誤訳とは別に､原文の意味を理解していることは窺われるものの､発

話状況や前後の文脈から見ると不適切な表現や､日本語として不自然な言い回 しも学習過程にお

いて多々見られる｡例えば､目標言語が簡単な会話文で書かれているにもかかわらず日本語訳で

は非常に硬い表現となっていたり､親称 (du) と敬林 (s呈e)の区別 2)をつけずに全て ｢あなたは

州ますか ?｣と訳 したりするのは､上記の ｢不適切な表現｣の好例といえるだろう｡このような

｢誤用｣は､第二言語/外国語習得における ｢コミュニケーションレベルの誤用｣(畏友 1992)

と通底するものがあるが､それが母語の運用において生じているところに問題があるOすなわち､
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母語話者 として当然気づくと思われる不自然さが､｢外国語からの訳出｣とい うことで看過 されて

しまっているのである｡以 下の例にも表れているように､初級 レベルの外国語学習における母語

の ｢誤用｣では､目標言語を ｢外国語なのだから母語と異質であって当然Jとする中で､母語 (訳)

に対 してもチェック機能が働かなくなってしまったと考えられる事例がほとんどである｡

｢誤用｣パターンとしては､他にも訳語における語嚢選択が不正確な場合などがある｡(傍点は

筆者｡下段は原文､③の二重下線部は誤訳箇所を表 している)

① 彼は熱 と頭痛があります｡

E･-rAEt:,afFit･9おE-Y-u,EJtdK癖 ck･,-yFyZe,JyZf:';r;,.

㌔～ユヽゝ㌔i
② もし､たくさんお金 と時間を持っていたら､あなたはどこ-行きたいですかo

WcT,hi'nwoilenSieftihren,wennSicvielGelldundZeithabey貢?

③ とい うのは､彼はまさにその皇皇室大量に勉強しないといけないと塁お産巡 ､るからだO

･-Il'.:I,.:I.I,-.:I.･!!･L･_=･L:iLi･･･!71::.;;.哲:I,.･一正 ;'.1･.,;有 :=;-,L･:1･i:!T:I.i:L:p･････∴ゝ7:I::'-./･" ∴ I

① と ②に関 しては､文,JTj 内 容 自 体 は 正確に理解 していることが推察される,, しかし､E]本譜で

ほ し胡 ヨー E黒澤 ありFieb野 地 b e n ｣慨 研 削 ､鮎lf?isc,-h:V,9?eP･Zerf娠be才?｣と分けて考,Th.かべきところを､

原文の 形 を 踏襲 したた め 前 者 に引きずられてしまい､結果的に r頭痛があるJとい う非文に な っ

てしま って い 慧H ② 章ノ丹ぺ金宕凋--〕ている(]'eLSl離 .tifT,抑｣は可能でも ｢時間を持ってLいる｣ しけ舌

えない (, こ の文 自体は rお金 と時間があったら｣の意だが､動詞 hai7enをある意 味 直 訳 酌 に い-

(を) 持 っ てい る ｣と覚えて しまったため､このような ｢誤/EEh が生じたと考えられるO

③ は 二 重下線部のように内容的な誤訳も含んでいるが､問題 とされる傍点箇所は､(王②と同様

に語桑選択の ｢誤軌 といえる｡ すなわち､原文中のvfeiTには量的指標 としての ｢大量Jという

意味も確かに含まれるが､｢勉強する｣にかかる副詞としては明らかに不適切であるO

このような r誤用｣に対 して､大学の第二外国語教育では翻訳者の養成が目的とされていない

以上､目標言語の ｢理解｣に重点がおかれるべきであり､b厳密な訳出は不要であるとする意見も

多い｡確かに､第二外国語の必要性が疑問視されることの多い今 日､学習者の負担減とい う意味

からも､このような立場は (日本における)第二外国語教育がとりうる可能性の一つといえるか

もしれない｡ しか し､日本語を母語 とする学習者にとって､上記の文に見られる不自然さに気づ

くのは難 しいことではなく､教師からの質問や言い換え要求等のフィー ドバ ックにより､学習者

自身に自然な文- と訂正させることも容易にできるOそれに加えて､できるだけ自然なEj本語訳

を要求することは､原文をもう一度自分の中で狙曝 して ｢直訳｣を言い換えてみる努力や､どの

ような文脈の中で原文では発話されているのか再考させることにもつなが り､ひいては原文のみ

ならず 日本語の意味をも熟考させることができるように思 う｡また､｢不自然でぎこちない表現も

可｣とする際に生 じるであろう､目標言語に対する距離感や一種の ｢違和感｣も､滑らかで自然

な母語訳の練習を通 して減少するのではないだろうか｡

3.論述における ｢誤用｣

上記 (2)の授業では､アウトラインや レポー トの作成 (アカデ ミック ｡スキルズ)､即 レポ及

び定期試験 (地域文化論)等において､ある程度論理性をもった記述が要求されている｡その際､

両方の授業で (特に当初は)論文調と ｢です ･ます調｣の混交が散見された｡また､｢誤用｣とは

異なるものの､コミュニケーションレベルの問題として､｢授業内容に対するコメン ト｣という即

レポの項 目に対 し｢-が分かってよかった｣等といった感想文的で稚拙な表現が多く認められた｡
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前者は文体の問題であり､不適切な用法である旨を説明することで改善が見られた｡後者に関し

ては､地域文化論に限らず､大人数授業で即レポを行 う際に顕著な傾向として指摘 しうる｡ これ

は後述する読解力の低下の問題とも関係してくることだが､今後は質問の表現を変えたり補足説

明を行ったりすることで､質問の意図を明確化する必要があるように思われる｡

こうした論述においても､前章で指摘したような ｢誤用｣パターンが現れることがある｡ 以下

の例は､昨年度実施された地域文化論の試験答案からの抜粋である｡(傍点は筆者)

ヽヽヽヽ
④ (-)オース トリアは多くの国や領土から支配されていました｡(-)

この文から推測され うる解答は､

1)オース トリアは多くの国から支配されていました｡(誤答)

2)オース トリアは多くの国や領土を支配していました｡(正答)

であろう｡④の ｢支配されていた｣という動詞を見る限り､ i)の意を述べようとしたとも考え

られるが､ある国が ｢多くの国から支配されていた｣とは言えても ｢領土から支配されていた｣

とは言えず､後者は非文となっているoすなわち､学生の意図が 1)にあったと仮定すると､(丑

や②と同様に④でも複数の語 (ここでは ｢国｣と ｢領土_j)の処理ができなかったことで､文全体

の意味が不明瞭になってしまったと考えられるのである｡ ところで､④にみられる ｢国と領土｣

という表現は､ハブスブルク帝国史との関連で､帝国を構成する要素として寺受業中に説明した ｢国

と領土｣から出てきたものと推察される｡しかし､その場合は2)を想定した解答 とい うことに

なり､④は受動と能動を取 り違えた文ということになってしまう｡

日本語による論述において､④以上に重要だと思われるのが､以下の2例に示されている ｢御

用｣である (両者とも地域文化論の試験答案で観察された ｢誤用｣例)｡もちろん､定期試験のよ

うに制限時間内に､しかも非日常的な緊張のもとで記述 しなければならない場合と､｢アカデ ミッ

ク ｡スキルズ｣のように時間をかけて論理的文章を書く場合とでは､同じ論述といっても条件が

異なっている｡しかし､ここにみられる問題点は両方のクラスにおいて指摘しうるものである｡

(傍点は筆者)

ヽヽ ヽヽヽヽヽ ヽヽヽヽヽヽ
⑤ (-)"国"という形が地理上 !?成立しない国であった｡国はどこ? ちゃんとした基

盤がなく､民族が混じり合うこの国家は常に苦難にさいなまれてきた､とい う国家観が

見られるのである｡
ヽヽ ヽヽヽヽヽ ヽヽヽヽ

⑥ (-)しかし､その表面のみをアピールすることは､客観的存在に対 してその表面的印
ヽ ヽヽヽヽ
象を植えつけることを容易化し､又､ある程度効果はあるだろう｡

⑤は論述に口語表現が混在 している例である｡この間題を考える場合には､現代の大学生を取

り巻く言語環境の変化が､彼らの言語運用に与えている影響も無視し得ないであろう｡例えば､

平成 15年度の文化庁の調査によると､ 3)パソコンを使用 した電子メールにおいて ｢手紙などに用

いている表現よりもくだけた表現｣を剛 ､ているとする者が 16から19歳では 52,4%､20から29

歳では 58,9%に上っている｡この数字は携帯電話や pHSによる電子メールでは更に大きくなり､

それぞれ 54,8% (16からi9歳)または65,3% (20から29歳)の人が上記のように回答 しているO

本稿で対象としている学生がほぼ20歳前後であり､この年齢層で電子メールや携帯メールが広く

普及していることを考えると､上述した文化庁の調査結果から看取できる ｢電子メ-ルにおける
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ていいだろう｡このような ｢話 し言葉｣と ｢書き言葉｣の混在という現象が､⑤からも分かるよ

うに大学の提出物等でも顕著に認められるということは､この傾向が電子メールといった限られ

た範囲にとどまらず､日常生活全般浸透 しつつあることを表 している｡このような状況にあって

｢誤用｣を訂正させるためには､使用する語や表現が論述に適 しているのか､あるいは ｢話 し言

葉｣なのかを意識化させる作業が必要不可欠である｡｢アカデミック ｡スキルズ｣のように時間を

かけてレポー トを作成するような少人数授業では､添削や個人指導等を通して､こうした指導を

常に行 うことができるため､⑤のような ｢誤用｣も簡単に解決することができる｡それに対し､

講義形式で行われる従来型の大人数授業では､そもそも授業目的が異なっており､また､学生-

爪7-I- tざバ t,クの桟会も限られていることか ら､ -̂､⑤にみられる問題点を授業L,i-T:)枠レ人､jで解 決 し ごしノ/-I I i

いくことは因襲であるといわざるを怒ないー

⑥は語意を十分に理解 しないまま書かれており､その結果､全体として意味不 明 の 文 と な って

いる｡この ｢誤用｣に対しては､

毎) 大学教育で求められてしかるべき語嚢が不尽していること

(bj 漢語や難解な表現を多用することが､.内苓的にも高度な文章につながるという誤解

の2点が指摘できるであろうO

まず (a)にみられる r語嚢の貧困化｣についてであるが､中道 寝酷 さ) も指摘するように . こ

れはEj本譜力の根幹に関わる問題といえ るだ ろ う o n ⑥ は ､ 語菜力が完全 に欠如しているとは 言 い

難いが ､ 高度な文章を書こうとしたため 裾 に 陥 り ∴ 結 果 的 に (漢 1語 LI/I")意 味を十分に吟味 し な

い ま ま 書 か れ て しまっているt̂,但し′､問題 と な る 語 が 専 門用語ではなく､も大学の論述で使いこ管

せ て当然 で あ る 点 を 考えると､やはり不十分な譜嚢力がもととなって生じた ㌻誤用｣といえるだ

ろう O と こ ろ で ､ この ｢語義(,'j貧困化｣という問経は読解;jjの低 Fとも直接結び.,jいており､あ

る程度の長文を読みこなす場合のみならず､短い文章を理解する襟の障壁にもなっている｡〕例え

ば⑤は､4行ほどのテキス トに関して ｢ここから読み取ることt,77出来る歴史観 は 国東観)につ

いて､具体例を挙げて検証せよ｣という設問の解答として書かれたものであるが､｢･～;という国家

観が見られる｣と述べられていることからも分かるように､そこで何が要求されているのか理解

しないまま答えているのであるO

次の (b)は､レポー トや論文を作成する際にも散見される傾向であるoその場合､文章を推蔽

する過程で､より ｢高尚な｣論を展開しようとして､かえって意味の通 じない悪文となってしま

う例がみられる｡もちろん､学術論文においては､用語の問題にとどまらず､各専門特有の表現

や言い回しが存在することも事実であり､また門外漢にとって華解な文章も珍しくはない｡従っ

て (ら)の問題は､そのような学術論文を参照する中で生じ､そして助長されている可能性も否定

できない.もちろん､こうした用語や表現方法をマスターし､その専門の規範に従って論述して

いるのであれば (b)も問題とはならないだろうOしかしながら､大抵の場合は､語や表現の意味

を十分に理解 しないまま乱用するため､当初の意図とは反対に､文意の取れない文章になってし

まっている｡このように､(a)と (b)が相互に関連しあって⑥にみられるような ｢誤用｣を生み

出していると考えられるのであり､作文の技術的指導で改善がみられる⑤の場合と比べても根が

深い問題 といえるだろうC

4.まとめ

以上みてきたように､母語の ｢誤用｣にも諸相があり､本人が訂正の必要性を認識 していなか

ったり､｢誤用｣自体に気づかなかったりする場合も多い｡従って､普段は無意識に行っている母

語の運用を ｢意識化｣する､という作業を様々な局面で進めていくことが､まずは必要であろう｡

また､本稿では ｢誤用｣の起因としての ｢語桑 (力)｣について繰 り返 し言及 したが､大学教育レ
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ベルで必要な語嚢を考えていくことは､日本語教育とも共有できる課題であるように思われる0

90年代以降､大学生の作文能力の低下を背景として､日本語を母語 とする学生のために ｢ライ

ティング｣や ｢アカデミック 由ライティング｣のコ-スが多くの大学で開設されてきたO6)このこ

とからも分かるように､母語能力の向上は､現在の大学教育における急務の課題の一つ だといえ

る｡そのような中で､この間題を考え､対処法を模索していく場合､本稿でも試みた ｢誤用｣パ

ターンの分析が有用だと思われる｡もちろん､最初に述べたように､本稿を日本語の母語話者に

おける ｢誤用｣論 として一般化することは出来ないが､ここで典型例としてあげた ｢誤用｣を通

して､問題の所在がある程度は明らかとなったのではないだろうか｡

注

1) ノー ト｡ティキングやアカデミック oライティング､プレゼンテーション等に関して､ 1ク

ラスを複数の教員で教える少人数授業で､慶鷹義塾大学数養教育センター開設の実験授業 ｢ス

タディ 句スキルズ｣として2003年度後期から始まり一､2004年度にほぼ全学部で単位

化される｡2005年度に ｢アカデミック eスキルズ｣と改称0

2) 親称と敬称に関しては､両者を区別するために ｢親称-君｣｢敬称-あなた｣としているテキ

ス トが多い｡こうした区別は便宜上有用であるかもしれないが､一方で ドイツ語の親称 と敬

称の問題を ｢一対一｣対応-と倭小化してしまう危険性をはらんでいるO当然のことなが ら､

実際には談話の流れや発話者等に留意しながら適宜訳出していく必要がある｡

3)以下の統計デ-タについては『平成 15年度 国語に関する世論調査 情報化社会と言葉遣い』

77-78頁参照0

4) 従来型の大人数授業においても､即レポの内容や質問に対する教員側からのコメン トおよび

回答等を通 して､授業の双方向性を構築することはもちろん可能であるが､時間的制約など

から効果は限定的なものとならざるを得ない｡

5) ただし､中道が ｢語桑力の貧困化｣の例証としてあげているものの中には､死語化 しつつあ

る語も含まれているように思われる｡′そ ういった語の知識も､中道が対象 とする日本語学科

の学生には必要かもしれないが､大学生一般には当てはまらないであろう｡ どのよ うな語桑

が大学教育で求められているのかについては､より広範な検証が必要である｡

6) 母語による作文能力の低下は､ある意味でグローバルな現象といえる｡例えば､筆者 も参加

した平成 16年度の学内プロジェク ト ｢韓国の大学における成果を通して､日吉の学習支援プ

ログラム及び FD活動の発展向上を目指す支援事業｣の調査によると､韓国も同様の問題 を抱

えており､最高学府のソウル国立大学でも ｢ライティング｣関係の学習支援を強化 している｡
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