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「曰ゴ重冨吾三Ｚ莪去冨命ＣＤ倉Ｕ送董↑生二

ＩＣＬＪ章文春ト書６ニョニボ全一亡」

Ｊ－、ノーネマシニミトプニニー

（大阪大学）

さきほどＩＣＵの校内を歩きながら、わたしが初めて日本にきた時のことを

思い出しました。１９６０年の６月３０日に羽田に到若しましたが、私自身の

大学一その時には東京大学だったのですが－に一寸立ちよってから、７月

にはいって間もなく、国際基督教大学でおこなわれた学会に参加することがで

きました。これはわたしにとって日本での最初の学会でしたし、そこでインフ

ォーマルに発表した話は、わたしが日本で初めて日本語で発表した原稿になり

ました。熱い夏で、ＩＣＵの緑に満ちたキャンパスと、ＩＣＵの学問のおもし

ろさが印象的だったのです。

実は、わたしの今回の日本到着も、６月３０日になり、自分の大学一今回

は大阪大学なのですが_によってから、すぐＩＣＵにうかがうことになりま

した。その間にちょうど－世紀の三分の－が過ぎ、歴史が轡かれ、これからの

将来も明るく見えるようになりました。今回も日本での最初の発表をこちらで

させていただくことに関して、あつくお礼を申し上げたいと思います。

１９６０年に、二年の留学のために来日したのですが、今回は、もうすこし

長い計画で、最近２６年間おりましたメルボルンのモナシニ大学から大阪大学

文学部に職賜を移し、これから定年までそこにいるつもりでおります。大阪大

学で７月１日に「辞令」をもらうはずだったのですが、実はその日に東京を出

たようで、大阪に着いたのは、７月２日の１２時１０分。それまでは、「くる

かな－」とどきどきして、アイデンティティーのない人間という気持ちがなか

ったわけでもありませんが（笑）、今日から、１９６０年７月と同じように、

新しい人生が始まったと感じております。

日本語文法強の創造性

さて、今日は、わたしがこの二つの日本滞在にはさまれた３０年あまりの間

に感じたこと、考えたことの一つをテーマにしてお話したいと思います。日本

語教育とＩＣＵの日本語教科書を出発点にしたいので、日本語教育にとってた
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しかに意味のあるテーマですが、日本語教育だけのことではありません。今日

のわたしのテーマが何かと申しますと、自分自身もまだそれをはっきりことば

で表せないのですが、大体、日本の過去の日本語の研究において、世界の言語

学の主流、あるいは、それまでの日本語の理論とはつながりがうすかったにせ

よ、きわめて示唆的な日本語論がある、ということです。後でも申し上げます

けれども、このような日本語論は必ずしもそのまま未来に通じるものだとは限

りませんが。しかし、世界的に見て、過去の日本語文法強には、強い創造性が

あり、その全貌と決定要因を考えていく必要があるということは疑いがないと

思います。「過去の」アプローチと申しましても、これは死んでいるのではな

く、我々の現在の環境でも重要な役割をはたしている、あるいは、はたすこと

ができるかのものが大部分です。

一つの例としては、まず日本語教育のための文法を頭に浮かべずにはいられ

ません。念のために申しますが、わたしが使う「文法」という用語は、狭い意

味の文－０法ではなく、音韻鏡なども当然含める文法ですね。このように文法を

広く見ると、たとえば、無声化の理論が、後述のように、日本語教育の枠の中

できわめて創造的に展開された分野の一つだと言えます。もう一つの領域は、

日本語教育ではなく、主として国語学か言語学の立場からの日本語の文法の考

察になりますが、ここでは、いろいろな流れを区別することができます。

（１）まず、日本の学校文法がありまして、その中にはたとえば、「単語」

と「文節」という、他のことばの文法蹟にあまり見られない概念的枠組み

が存在しています。また、学校文法の「活用形」の理諭も、長らくまじめ

には取りあげられなかったのですが、非常に興味深いものだと思います。

（２）二番目に、学校文法ではないけれども、アクセント研究のような個

別分野も、貴重な体系化を含んでいるものとしてあげられます。

（８）また、学校文法やアクセント論とは違いますが、それまでの日本語

の文法からある程度距離を保ってきた理論的な研究もあり、中にはたとえば、

服部四郎や言語学研究会（奥田靖夫、宮島達夫、鈴木重幸など）の日本語論

の個々の説もあげられます。

説文法誼以外の貢献

今日のわたしの目標になっているのは文法誼ですが、日本語研究のいろいろ

な他の側面の場合にも、同じようなことが言えます。たとえば、日本の社会言
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語学にきわめて創造的で、貴重な説が見られますが、同じようなテーマの一部

は後に世界の社会言語学の他の地域にも現われ、非常に有名になった例があり

ます。まず、言語生活というdisciplineは、Ｈｙ■esのethnog｢aphyof

speakingに近いし、戦前の菊沢季生の位相麓を社会言語学バリエーシ園ンの理

諭の先駆者の一つとして数えられることが広く認められるようになりました。

また、日本には「話しことば」や「書きことば」の「理論」がなかったとして

も、これらの概念がごく自然な枠組みとして使われてきたことは確かです。こ

の他に、方言意識、あるいは敬語の研究なども忘れてはなりません。

日本語の伝統的な敬語の理論は、日本語敬語の記述の信頼できる道具だと言

えます。敬語は言うまでもなく、日本語の特色ではなく、他の多くのことばに

も存在しますが、これらの他の言語の場合には、２０年ぐらい前までは、場合

によって-0は現在まで、大きなたち遅れが見られ、少なくとも、日本の敬語論

のような三分類というのは欠けていたのです.日本の敬語論で特に貴重なのは、

「丁寧語」と「尊敬語」の区別です。これは、たとえばジャワ語の敬語論にな

かったので、ジャワ語や他の言語の敬語の記述の大きな妨げになったのです。

さきに「理鎗」ということばを使いましたが、日本語のこのような創造的な

説の一部にはたしかに理鎗はあったと認められますが、理論の面でそれほど発

達しなかったものもあり、また他国の言語学との連絡がないので国際的な学界

ではあまり鹸争できないものもありました。この点では最近２０年の日本語の

言語学はより理諭的になり、競争性は著しく増加してきたと言えますが、日本

の言語学が世界的になった現在、多くの興味深いユニークなアプローチが現れ

ているか、そういう問題も追求する必要があると思います。わたしは、一時代

前のような創造性がつづいているかというテーマを、他の研究者に任せたいと

思います。今日ここでは、世界の言語学との強烈な接触の時代の前の時期を考

えていきたいと思います。

日本語教育のための文法

まず、日本語教育の文法の創造性を考え、その例としてはＩＣＵの教科書、

JapaneseforUniversityStudentsを取り上げたいと思います。

先週、わたしがモナシニ大学で最終講義をしたときに、１９６６年に日本語

プログラムを作ったさい、なぜ国際基督教大学の教科書を採用したか、聞かれ

ました。現在はもうＩＣＵの教科書は使っておりませんけれども、２６年前に

それをなぜ使いたくなったかと聞かれて、返事に困ったことはありません。と

いうのは、１９６０年代には、近代的で、初級、中級、上級まである日本語教

科書は、ＩＣＵの教科書しかなかったからです。ちなみに、日本での日本語教
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青の歴史の中で、ＩＣＵの役割や小出先生個人の貢献は膨大なもので、ある意

味では日本の近代的な日本語教育がそこから始まると言うことは、広く浬めら

れるようになっていますが、もうすこし広く多くの人に知ってもらいたいとわ

たしは思っております。これは前置きです。

国際基督大学のJapaneseforUnive｢sityStudentsができた１９６０年代の

始めはまだ櫛造主義の時代だったので、やはり、オーディオリンガル的な教科

書にならざるをえなかったけれども、日本鱈教育のオーディオリンガル時代の

二つの偉大な代表作の一つとしてあげられます。もう一つは、Ｅ・ジ園-デン

のBeginningJapaneseですが、これはＩＣＵの教科轡のすこしあとでできたよ

うです。しかし、今日はこのことを詳しくお話する燭面ではありません。それ

よりも、その文法麓においてどのような進歩的な点があったかを見ていきたい

と思います。

最初はアクセントのことです。ＩＣＵの教科書は大幅にアクセントの表記を

取り入れています。もちろん、ブロック、マーティン、それからジョーデンの

本も、また今世紀の始めに出たBaletの教科書もそうですが、わたしが知ってい

る限りでは、日本での日本語教育では、ＩＣＵが初めてだったのです。しかも、

この教科書のアクセント麹は、伝統的な日本のアクセント鎖ではなく、ヨーロ

ッパ、アメリカ系のアクセント論だからおもしろいと思います。ＩＣＵの教科

書では、いわゆる「アクセントの型」を炎胆しているのではなく、アクセント

核だけを、アクセントの印で表しているのです。日本語教育だから、学習者に

アクセントを覚えさせる必要があり、その閤合に、もっとも重要な、一つだけ

のところを選び、表肥するのは当然でしょう。そうすると、単語、文節の中で、

アクセントの印が－つだけになることになります。アメリカの日本語アクセン

ト讃の影響もあったと思いますが、それだけでもなかった可能性が強いのです。

すこし前に、日本の伝統的なアクセント笛のilIl適性を誉めたことを覚えてい

らっしゃる方は、このようにＩＣＵのアクセント誼も誉めると、矛盾があると

思われるかもしれません。しかし、わたしは両方を誉めたいのです。わたしの

主義としては、ある一つの埋設を取り、他をまったく捨てるというアプローチ

は、以前からきらいで、二つ以上の理諭の正しいところを合わせ、言語の

indete｢minacyを魁めるというアプローチが必要だと主張しております。日本の

伝統的なアクセント誼にもいい点と悪い点、ＩＣＵのアクセント勘にもいい点

と悪い点がありますが、不完全なところのために非常に示唆的なものを捨てる

のはおかしいと思います。種々のアプローチを維持、増強しようとする立場か

らは、１９６０年代の日本では、アクセントへの伝統的なアプローチが圧倒的

に強かったので、そこでＩＣＵの反対意見が新鮮で、大いに意味があったと言
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わざるをえません。

ＩＣＵの教科書でつぎにすぐれている点は、無声化の扱い方です。実は、わ

たしは、他に無声化を表記する日本語の教科書に出会ったことはありません。

表１をご覧いただきますと、無声化する母音のｕとｉは全部クロスしてありま

すが、この表記を裏付ける三つのルールがあげられます。まず、無声子音の間

のｕとｉが無声化します。たとえば、ｋｉｍａｓｉｔａの二つ目のｉ、あるい

はｋｉｔａのｉがそうです。それから、ｃｙｕｕｇｏｋｕｋａｒａのｕもク

ロスされていますね。二番目のルールは、無声子音とポーズの間の無声化を決

めるルールです。たとえばｄｅｓｕ、あるいはｍａｓｕのｕが無声化するのは、

このルールによるのですが、前にアクセント核があることが条件とされていま

す。表１には、この条件を満たすもう一つの例、ｂｏｋｕという単語が見られ

ます。三番目のルールは、ポーズと無声子音の間の母音の無声化を決めるので

す。教科書には、この環境の場合には無声化がかならず起こるのではないと犯

してありますけれども。例は多くありませんが、表１の場合は、「冬休みはい

かがですか」のｉｋａｇａのｉがこのルールによるものです。

無声化のルール１とルール２は一般的なもので、どの無声化誼にも立てられ

ております。しかし、ルール３は、他の資料では見られません。柴田武先生は

「生きている方言」（１９６５）でおなじ現象に触れておられますが。ルール

３はＩＣＵの教科書のユニークなポイントです。もちろん、日本語の無声化は

これより複雑で、多くのストラテジーやルールを使っていますが、日本語教育

の初級では、以上の三ルールで充分だと思われます。

ＩＣＵの日本語教科書で他にすぐれているところのは、文末助詞、あるいは

一般的に男性譜と女性語の取り扱いだと言えます。ルールは明記されていま

せんが、課ごとに会話があり、それは「です・ます調」を使うものが基本で、

つぎにそれが「普通体」に翻訳され、この普通体の会話は性別によって違う。

たとえば、表２をご覧になりますと、まず、女同士、つぎは男同士の学生が話

し手になっていますが、どの文末助詞がどのように使われるかは明らかにコン

トロールされているのです。オーディオリンガルコースらしく、この会話はコ

ースの中でほとんど使われなかったようですが、教科書に網入されたこと、そ

して背景のルールが究明されたことは、非常にユニークな特徴だと思います。

敬語へのアプローチに関しては、ＩＣＵの教科書と、１９５４年に出たマー

ティンのEssentialJapanese、あるいはジョーデンのＢｅｇｉｎｎｉｎｇJapaneseを比

較するとおもしろいです。マーティンには大体敬語のシステムが分かっていま

したが、くわしいところを見ますと、誤解があります。これに対して、ジＢ－

デンは、例文はおかしくないが、敬語のシステムの理解には明らかに問題が見
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られます。これに対して、HodernJapanesefo「UniversityStudentsでは、当

時の学校文法レベルの日本の敬語論が使われ、特に問題がないだけではなく、

他にあまり見られない長所も認められます。たとえば、特別丁寧体の場合には、

「田中さんでございますか」のようなセンテンスを強く否定し、ＮＨＫのアナ

ウンサーでもすでに使っていたこのセンテンスに対して、東京育ちの中産階級

の女性の態度を駆使したわけです。新しいところはこの判断の強さにあります。

また、主体尊敬語の鯛合、形容詞の敬語として普通にあげられている「お着

いです」の他、「若くていらっしゃいます」、あるいは「お着くていらっしゃ

います」も導入されています。これによって形容詞の主体尊敬語の体系がすっ

きりし、おもしろいです。ところで、ここで－つはっきり申し上げなければな

らないことがあります。以上にあげた特別丁寧体の例、あるいは「若くていら

っしゃいます」が、このまま初級の学習者に推麗すべき言い方かどうかは別問

題で、おそらく多くの日本語教育者はこの問いには消極的な返事をするのでは

ないかと思います。わたしがいまここで問題にしているのは、ただこれらの説

が文法的に興味深いということであって、教育的にふさわしいかどうかという

ことではありません。また、さきに述べたように文法理麹の鯛合に、それだけ

で正しいかどうかということも問題にしているのではないのです。

この他に、ＩＣＵの日本語教科書の敬語観でおもしろいのは、対象尊敬語

（たとえば「お書きする」）の取り扱いです。この教科書ではやはり対象尊敬

蜜は「雄麹語」というカテゴリーに当てられますが、具体的な鋭明のところで

はaspeciaIipplicationthat”Idothisforsuperior"という意味があげら

れ、翻訳としてはＩ，ｌｌｗｒｉｔｅｉｔｆｏｒｙｏｕという例が出ているので、対象尊敬

語の理趙の先駆者の一つになると言えます。

総括的に申しますと、ＩＣＵ教科書には日本文法強としては、他に見られな

いいくつかの創造的な説が含まれていると言えます。このＩＣＵ教科書の創造

性のほとんどは一つのタイプを代表しています。つまり、他の文法誼で問題に

されていない、新しい事実を追求し、取り入れるというタイプですが、今日残

っている時間において、もう一つ異なるタイプを指摘していきたいと思います。

実は、ＩＣＵのアクセントの取り扱い方もそうですが、これまで知られていた

事実について新しい、他の理論と異なる解釈を加えるというタイプです。

日本のアクセント論

ＩＣＵから護れ、しかも時間もさらに遡りますと、まず日本語のアクセント

麓があります。日本語のアクセント論は、いうまでもなく平安時代から始まり

ますけれども、わたしが今考えているのは、明治時代以降にできたアクセント
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論で、山田美妙、ポリワーノフ、佐久間鼎、金田一春彦、服部四郎あるいは川

上蕊という名前とつながっているアプローチです。このアクセント論は、ヨー

ロッパの伝統的なアクセント論とは関係があったとしても、それはあまり強い

関係ではなく、独立した構造をもっています。ヨーロッパのアクセント論は、

古代ギリシャ語とラテン語の題材に基づき、単語の中でできる限り一音節だけ

の韻律的特徴を取出し、それを「アクセント」と呼びます。したがって、アク

セントというのは、－音節に限定するもので、この音節以外の韻律には、ヨー

ロッパのアクセント論はほとんど興味を示さなかったことが事実です。アメリ

カのブロック、マーティン、ジョーデンなどの日本語アクセント論も、アクセ

ントのこの見方に強く影響されたといっていいでしょう。また、さきに述べた

ように、ＩＣＵのアクセント論もこれに類似しています。

これと比べますと、日本のアクセント論は、まず単語を基本的な単位としな

いで、アクセントの場としては「文節」を採用したのです。また、この文節の

中で、－点だけを引き出して、別扱いするという態度を取らないで、すべての

音節の韻律的特徴を問題にしています。ここで「アクセントの型」とか、服部

四郎の「アクセント素」の概念ができあがります。ヨーロッパ系のアクセント

論者と日本系のアクセント論者の議論は、ここからはじまります。ヨーロッパ

系の人たちは、やはりアクセント核の母音がもっとも大切で、あとの母音の特

徴は自動的に決まるのではないかと指摘し、語頭の上昇は、アクセント核と異

なる次元のものだと主張するのに対して、日本系のアクセント論者は、アクセ

ントの型を音素に当たる最小のものとし、それ以下に切るのなら、別の単位で

はなく、特徴の問題になると反論するだろうと思われます。

わたしがここで言いたいのは、どちらが正しいかということではありません。

言語学は、二つの理論があったら、その中のどちらかが正しくて、どちらかが

間違っていると決め付けるほど単純な学問になるべきではないと思います。た

しかに、伝統的な科学ではこのような態度がしばしば取られていましたが、反

対の論証が存在するから、ある理論を支持するすべての証言を無視して捨てる

という態度は、止めるべきではないでしょうか。言語は、動態的なものだから、

その中に相反する傾向が共存するのなら、わたしたちがそれを翅める新しいフ

レームワークを探さなければならないと思います。日本語のアクセントの場合

もヨーロッパ系の理論を取るか、日本系の理論を取るかではなく、両方のアプ

ローチを同じ枠の中で止揚する必要があるのです。

日本語の活用

日本語の活用を考える場合、これに賛成する以外にはないでしょう。ヨーロ
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ヅパ系の日本語文法、そして特にアメリカの研究者による日本語文法では、す

べての文節や単語をモルフニームに分析するという傾向が見られます。たとえ

ば、「普く」と「食べる」は、

ｋａｋｕｔａｂｅ．「ｕ

ｋａＬｔａｔａｂｅ、ｔａ

ｋａｋｉ、ｍａｓ・ｕｔａｂｅ・mas・ｕ

ｋａｋ、ａ.『ｅ・ｒｕｔａｂｅ．「ａ．「ｅ･ｒｕ

などと、分析を行ないます。もちろん、分析者によって、具体的な切り方は変

わってきますが。

これに対して、日本の学校文法では、ｔａなどを助動詞にし、別の要素と考

えますけれども、「書く」のｕ、「食べる」のｒｕを別の要索と魁めないで、

全体を「終止形」とし、一つのものにしています。このような取り扱い方は、

ヨーロッパ系の形態諭側から見ますと、納得できません。そこに明らかに語幹

があるし、それにｔａの場合とまったく同じように語尾をつけるのではないで

しょうか。しかし、学校文法の立場を支持し、ｕとｒｕ，そしてｔａの性質が

質的に迫うことを指摘するという事実もあげることができます。まず、アクセ

ントから考えますと、東京語では、平板動詞に「－ｔｅ」をつけ、たとえば「置

いて」か「並べて」に、さらに「いる」か「いた」を接続した賜合、この「い

る」、「いた」の「い」が頻繁に脱落し、アクセントがつぎのようになります：

ｏｉｔｅｒｕｎａｒａｂｅｔｅｒｕ

ｏｉｔｅｔａｎａ｢abeteta．

ｕ，ｒｕの渦合には全体が平板のままで変わらないのですが、ｔａになります

と、「画いては」、あるいは「画いても」の場合と同じように、最後の助詞／

語尾の前にアクセント核が現れてきます。つまり、語幹とｕ，ｒｕの密着度

（cohesion)は、語幹、とｔａの密着度より強いという可能性があります。

ところで、アクセントの証言だけではありません。終止形では［ｕ］という

母音が使われていることに注目していただきたいです。日本語では、［ｕ］と

いう母音は［ｉ］と並んで、もっとも「弱い」母音ですが、この解釈を支持す

るいろいろな事実があります。まず、もっとも頻繁に無声化するのは、この二

つの母音です。このつぎにあげられることは、漢字の音読みの燭台、二番目の

音節の母音がこの二つの母音のどちらかに限られていることですね。「罰」は

バツかパテとは読めるけれども、パタ、パト、パテとは読めない。そのような

習慣がたまたまないということだけではなく、後者の三つの読み方は日本語で
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は檎造的に不可能だからであって、単独の子音を残さないように、母音を挿入

する場合、［ｕ］か［ｉ］しか使えないわけです。これと同じような現象は外

来語の潟合にも見られます。まず［ｕ］を使う（たとえば、コーク）というス

トラテジィが使われますが、和語で使えない［ｃｈｕ］，［ｊｕ］の代わりに

［ｉ］が採用され（たとえば、コーチ）、［ｕ］を使っても［ｉ］を使っても

子音が大きく変わる［ｔ］または［。］の場合にだけ［ｏ］（たとえば、コー

ト）が挿入されることになります。

すなわち、終止形のように、意味的にももっとも弱い、unnarkedなカテゴリ

ーを表現するためには、もっとも弱い、unmarkedな母音を使うわけです。ちな

みに、日本語で終止形のつぎにunmarkedなカテゴリーは連用形ですが、これが

［ｕ］のつぎに弱い［ｉ］の母音を使うのはきわめて興味深いことです。なお、

形容詞の場合はこれが逆になり、終止形（『白い」）ではい］，連用形

（「白く」）では［ｕ］が使われるということは偶然でしょうか。

活用形の考察を総括しますと、kak.ｕ，ｔａｂｅｒｕという分析を支持する事実も

ありますが、学校文法のkaku，taberuも決して無意味な説だとは言えません。

じつは、他に、tabe.「.ｕとかtab.ｅ､ｒｕなどの分析も可能だと思いますが。わ

たしが考えている言語のモデルは、これらのすべての可能性を同時に認めるモ

デルです。もちろん、すべての可能性は、同じ程度可能なものではないかもし

れませんが、これからの言語のモデルはこのような「程度」のことも認められ

るようなフレームワークが必要だと思います。この新しい言語像を確立させる

のには、日本語の事実に敏感で、それを創造的に解釈する複数の理鎗が土台に

ならなければなりません。

文節の理論

アクセント、形態論の他に、今日簡単にふれたいと思うもう一つの日本語文

法鎧の創造的な概念は文節です。この概念は、外国の文法にはあまりなく、と

きどきBaudouindeCourtenayあるいはJakobsonのsyntagmaがこれに匹敵すると

言われてい‐Oますが、わたしは疑問を持ち、もう一度再確認すべきだと思いま

す。日本語の文法論ではまず「語」、あるいは「単語」というカテゴリーが成

立し、「犬は」あるいは「食べたから」という連続は二つの単位として考えら

れていました。わたしの推察では、この考え方はローマ字に、そしてローマ字

は短い単語、前置詞などを基盤にする構造に、影響されたのではないかと思い

ます。「文節」の理諭は橋本進吉の名前とつながっているし、それでいいと思

いますが、実は同じような考え方はすでに前にも芽生えがあったのです。文節

麓を適用しますと、「犬は」も「食べたから」もそれぞれ一つの単位、文節に

－１７－



なります。

外国の日本語文法を歴史的に見ますと、ブロック、マーティン、ジ画一デン

ーなど、その他の文法、また日本語教育の極々の文法麓では、文節論はほとんど

影響がありません。これは、これらの文法誼の母体である英語のように孤立タ

イプの強い言語、あるいはロシア語のように屈折タイプの強い言語では、たし

かに「単語」が圧倒的な重要性を持つ概念だからでしょう。しかし、日本語の

中にも動詞の過去形が屈折的な特徴をもっているし、「ことができる」のよう

に孤立的な性質の表現もあるので、日本語そのものの中にも「単語」を提唱す

るための根拠は充分内在しています。ところが、日本語のように、膠着タイプ

の強い言語では、密着度のいくつかのレベルが存在し、どれも圧倒的に大切だ

とは言えません。日本語の記述にとっては「単語」がたしかに避けがたい概念

で、これを主張するヨーロッパ系の文法は決して間違っているのではないので

すが、同時に「文節」のレベルも必要です。これを強調してきた日本の伝統的

な文法はユニークな貢献をしているとわたしは思います。

結び

そろそろ、話を結論のほうへもってまいりたいと思います。わたしが申し上

げたかったのは、日本の種々の文法銭に、非常に創造的でユニークなところが

あるということです。これは、新しい事実を提供したり、新しい考え方を示唆

したりする文法誼です。今日は過去の文法論についていくつかの例を述べるこ

としかできませんでしたが。このようなiIﾘ造性は、日本語教育のための文法に

も見られます。ただ、わたしがこのテーマを取り上げたのは、ナショナリズム

をあおるためでもなければ、現在の文法諭を伝統的なものに置き換えるべきだ

という主張のためでもありません。わたしの目標は、事実によって支えられて

いるすべての理諭を利用し、新しい、ダイナミクな日本語誼を作り上げること

なので、過去の文法鏡に現れるすぐれた個々の説を残していく必要があると考

えているからです。言語にはかならず相反する多くのマクシム、ストラテジー

やルールが共存しているので、これを認め、同じ記述の中に取り入れるべきだ

と思っております。また、日本語教育でも、そろそろ、一つの文法論しか認め

ない、静止的な能力を育てる理論ではなく、いろいろな観点を総合する動態的

な能力を対象にする理論を導入すべきではないでしょうか。ご静聴ありがとう

ございました。
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