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要　　旨
　本稿では、継起的に生起している4種類の「意外な展開」において、日本語母語話
者（以下、JNS）と中国人日本語学習者（以下、CJL）がどのような意外性を表す接続
表現を使用しているか場面別に分析し、各場面における両者の特徴と、CJLの問題点
について考察を行った。その結果、JNSは、1）「継起・接近」「継起・併存」の場合、
〈逆接〉の「～んですけど」類を多用する、2）「継起・間隔」の場合、〈タラ系〉を多
用する、3）「継起・中間」の場合、〈逆接〉の「～んですけど」類と〈タラ系〉を多
用する傾向が見られた。一方、CJLはすべての場面で、〈逆接〉（特に「でも」）で場面
の意外性を表現しているが、「～んですけど」類の使用は見られず、〈タラ系〉の使用
も少ないことが分かった。また、場面の特徴と一致していない接続表現を使用する問
題点も観察できた。ここから、学習者に対し、場面の特徴に合わせた接続表現の指導
が必要であることが示唆された。

【キーワード】：意外な展開　語り　接続表現　場面別　中国人日本語学習者

１．研究背景と目的
　日常のコミュニケーション活動において、意外だと思った体験や物語などについて
語る機会が多くある。しかし、日本語学習者にとって、それを日本語で語ることは必
ずしも容易ではない。文法や語彙に明白な誤りがなくても、ストーリーの焦点となる
意外性が聞き手にうまく伝わらず、期待していた笑いや驚きが生まれないことはまれ
なケースではない。例えば、以下は『塞翁が馬』という物語のある意外な場面につい
て、日本語母語話者（JNS）と中国人日本語学習者（CJL）が語ったものである。
（1）  近所の人は塞翁の馬が逃げたことを塞翁に伝えました。けれど、塞翁は楽観視し

て、気にしていませんでした。（JNS）
（2）  塞翁のある馬が逃げ出したと言いました。それから、塞翁は全然びっくりして、

しなくて、それは福になるかもしれないとらくかんしていた。（CJL）
　この物語は塞翁が飼っていた馬が逃げたことを、近所の人が塞翁に伝えるところ
から始まっている。通常、「塞翁が心配する」などの展開が予想されるが、ここでは、
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「塞翁は楽観視して、気にしていませんでした」という展開になった。本稿では、こ
のような、前の文脈から一般的に予想される出来事と実際の出来事が異なっているこ
とを「意外性」と呼ぶ。また、このような「意外性」を有する出来事への展開を「意
外な展開」とする。なお、「意外性」には、「わずかな予想外」から「予想と正反対で
ある予想外」まで、様々な程度が含まれる。
　この「意外な展開」において、JNSは「けれど」を使用しているが、CJLは「それ
から」を使用している。「けれど」は、前に述べられたことから予想されるのとは異
なる展開になる際に使用され、展開の意外性を聞き手に予告することができる。一
方、「それから」は出来事が時間順に生起していることを聞き手に伝えられるが、そ
の場面に付随する意外性を聞き手に伝えることは難しい。このように、CJLが展開の
意外性を聞き手にうまく伝えられない理由として、意外性を表す接続表現をうまく運
用できないことが考えられる。
　そこで、本稿では、1）「意外な展開」において、JNSとCJLが使用している接続表
現を場面別に分析し、両者の特徴を明らかにし、2）CJLが場面の意外性をうまく聞き
手に伝えられない理由を解明することを目的とする。

２．先行研究
　「意外な展開」の語りにおける接続表現に注目している研究は非常に限られており、
管見の限りでは、渡邊（1996）、砂川（2017）、小口（2017）を除くと見当たらない。
　渡邊（1996）では、日本語母語話者と中上級日本語学習者が4コマ漫画（7つ）に
ついて語った談話における接続表現（主に文中の接続表現）について分析している。
ここでは、文脈の展開をなりゆきにしたがって出来事が変化していく順接展開場面
と、意外な局面に変化したり、思わぬことが起こったりする逆接展開場面に分類し考
察している。その結果、逆接展開場面では、母語話者は継起の接続助詞「たら」を多
用しているが、中国人日本語学習者は終止形や終助詞（渡邊 1996の用語では［0］接
続形式）を多用していることが分かった。しかし、主に文中の接続表現を分析して
おり、文頭の接続表現については十分に分析していない。また、同じ逆接展開場面
でも、場面によって、使用される接続表現に違いがあることが予想されるが、渡邊
（1996）では逆接展開場面（順接展開場面も同様）にあたる場面で使用されている接続
表現を合算して分析しているため、各場面の特徴については触れていない。
　小口（2017）と砂川（2017）では、「多言語母語の日本語学習者横断コーパス」
（I-JAS）で収録された、中級学習者によるストーリーテリングのデータを使用してい
る。小口（2017）では、「バスケットを開けた→犬が飛び出してきた」という意外な
場面で使用された表現形式について分析し、日本語母語話者は「すると」「と」「とこ
ろ」「とたん（に）」など、次に起こることの意外性を表す表現を使用しているのに対
し、学習者は「時」「て」を多用する傾向があることが分かった。砂川（2017）では、
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「梯子で2階にのぼろうとする→警官に見つかり注意される」という場面で使用され
た順接表現について分析した結果、学習者は「と」「すると」「ところ」のような意外
性を表す表現を使えないため、「指示詞＋とき」「とき」などを使用していることが分
かった。この2つの場面での意外性は予想と完全に正反対である予想外ではなく、予
想と多少異なる程度の「わずかな予想外」であると考えられる。小口（2017）と砂川
（2017）では、場面を特定し、そこで使用された接続表現について詳しく分析している
が、「意外な展開」に当たる場面がそれぞれ一つだけであり、学習者の使用傾向を明
らかにするためには、場面を増やす必要があると考えられる。また、意外性を表す働
きを持っている逆接表現についての分析が少なく、「意外な展開」における接続表現
の全体像を明らかにしたとは言えない。
　以上のように、日本語母語話者と学習者が「意外な展開」で使用している文中の接
続表現や順接表現の特徴は一部明らかになったが、逆接表現についての分析が少な
く、接続表現と場面の関係が十分に分析されていないなどの問題点が残っている。ま
た、分析対象者は中級の日本語学習者に集中しており、上級日本語学習者の使用実態
については、渡邊（1996）の分析に限定されている。そこで、本稿では、日本語母語
話者と上級中国人日本語学習者を分析対象とし、継起的に生起している4種類の「意
外な展開」に注目し、各場面においてどのような意外性を表す接続表現（逆接表現
と、順接表現の「すると」「たら」「ところ」など）が使用されているかを分析するこ
とで、各場面における両者の特徴と、CJLが使用している接続表現にどのような問題
点があるかを明らかにすることを目指す。

３．調査概要
　本調査では、20代～30代のJNS（12人）とCJL（12人）に調査を行った。JNSは日
本国内の大学に所属する大学生・大学院生10名と会社員2名である。CJLは全員日本
語能力試験N1 に合格している上級程度の研究生か大学院生である。日本語学習歴は4
年から10年の間で、日本滞在期間は3ヶ月から7年の間である。また、聞き手は、語
り手の知り合いか友達であるJNS（JNSの聞き手）8人とCJL（C JLの聞き手）6人に協
力してもらった。
　調査資料は、ドイツの漫画家であるE.O.Plauenによる『Vater und sohn』（日本語訳：
『おとうさんとぼく』）という漫画集を使用した。この漫画集を使用した理由は、日本
あるいは中国で創作された漫画集ではないため、JNSとCJLの漫画に対する背景知識
量を統一することができると考えられるからである。この漫画集から、1）「意外な展
開」がある、2）ストーリーの内容が比較的分かりやすい、3）文字がほぼないという
3つの基準で、4つの漫画を選出した（稿末の資料で示す）。
　烏（2011）を参考に、データ収集は以下のような手順で行った。
（ア） 語り手と聞き手に調査手順を伝える。その後、聞き手に一時的に退室してもら
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う。
（イ） 語り手に漫画を見せて内容を十分に理解してもらう。分からない場合は調査者

に聞いても構わない。
（ウ） 読み終わったら、聞き手はまだ漫画を読んでいないことを伝え、その内容を聞

き手に伝えるように指示する。
（エ） 聞き手には調査が終了するまで漫画の内容を見せずに、相槌を打ってもいいこ

とと、質問がある場合は語りが終わった後に質問するように指示する。
（オ） 聞き手に向かって、語り手に漫画を見ながら語ってもらう。

４．分析対象
　ここでは、分析対象となる「意外な展開」について述べる。工藤（1992）では、〈時
間的順序関係〉の観点から、2つの出来事を〈同時的時間関係〉と〈継起的時間関係〉
に分類している。渡邊（1996）、小口（2017）、砂川（2017）で扱っている「意外な展
開」はすべて〈継起的時間関係〉であるが、様々な下位タイプが存在していると考
えられる。そこで、先行研究と漫画集『Vater und sohn』における「意外な展開」につ
いて確認した結果、大きく次の4種類が見られた。具体的には、前後件の時間間隔に
よって、時間間隔が非常に短い「継起・接近」（①）、時間間隔が比較的長い「継起・
間隔」（③）、両者の中間である「継起・中間」（②）、継起的に生起しているが、併存
している期間がある「継起・併存」（④）に分類できる。そのため、本稿では、上記
に対応した以下の4場面を分析対象とする（「→」の前が前件、後が後件である）。
①「虎が追いかける」場面（漫画Ⅰ：4コマ目→5コマ目）：
　親子が虎を蛇の口から救出する→親子を見つけた虎が親子を追いかける
②「助けられた人が怒る」場面（漫画Ⅱ：4コマ目→5コマ目）：
　お父さんが川で溺れている人を助け、岸辺に連れて行く→助けられた人が怒る
③「リンゴが落ちる」場面（漫画Ⅲ：6コマ目：出来事A→出来事B1） ）：
　親子が諦めて帰る→リンゴが木から落ちる
④「子供たちが仲良くなる」場面（漫画Ⅳ：5コマ目→6コマ目）：
　お父さんたちが殴り合いになる→子供たちがつまらなくなり、遊び始める
　また、本研究で分析対象となる接続表現は、文頭・節頭における接続詞（「でも」
「すると」など）、文末・節末における接続助詞（「～けど」「～たら」など）、それらに
相当する複合形式（「そのとき」「～てから」など）、及び中止形（「～帰り、ドアを開
けました」）である。接続表現の抽出箇所については、「意外な展開」の後件の直前に
使用された接続表現を抽出している。例えば、例（3）の場合は「～が」を抽出する。
（3） お父さん、息子さんと一緒にチーターを助けて、無事にチーターを取り出せまし

たが、そのチーターには追いか けられました。（JNS02）
　なお、後件の直前に複数の接続表現が使用された場合は、それらをすべて抽出す
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る。例えば、例（4）の場合は「でも」と「このとき」を抽出する。そして、接続表
現が使用されていない 場合は〈不使用〉で示す。一つの場面につき、抽出される接続
表現の数は0～3である。
（4）親子二人が帰られました。でもこのときリンゴが自然に落ちました。（CJL03）

５．分析と考察
　本稿では、砂川（2017）を参考にし、「意外な展開」で使用された接続表現を大きく
〈逆接〉〈継起〉〈同時〉〈近接〉〈進行〉〈結果〉に分類した。また、〈継起〉に関して
は、加藤（2003）や砂川（2017）を踏まえ、意外性を表すことができない〈テ系〉と、
意外性を表すことができる〈タラ系〉に分類した。「意外な展開」で使用された接続
表現を分類した結果は表1の通りである（小数点第三位を四捨五入）。
〈逆接〉でも、しかし、～けど、～が、など
〈継起〉： 〈テ系〉で、そのあと、～て、～たあと、中止形、など
  〈タラ系〉そしたら、そうすると、～たら、～ところ、など
〈同時〉そのとき、このとき、～たとき、など
〈近接〉～たとたん、～たすぐに、～た瞬間、など
〈進行2）〉～ているところ、～途中で、など
〈結果〉最後、結局、その結果、～た結果、など
　まず、単独使用を見てみると、JNSは〈逆接〉〈テ系〉〈タラ系〉〈近接〉〈結果〉を
使用しているが、CJLはそれ以外に、〈同時〉〈進行〉も使用していることが分かる。
また、小口（2017）と砂川（2017）の調査では、JNSは〈逆接〉より〈タラ系〉を多
用しているが、ここでは、JNSは〈タラ系〉より、〈逆接〉を多用する結果になってい
る。その理由として、分析対象となっている「意外な展開」の性質が異なっているこ
とが挙げられる。本稿で扱っている「意外な展開」は、先行研究と異なり、結果が予
想と正反対である場面が多い。例えば、「助けられた人が怒る」場面では、前件から
「助けられた人がお父さんに感謝する」ことが予想されるが、予想と正反対で、「お父
さんが殴られた」という結果になった。このような、完全に正反対の結果を導く場
合、〈タラ系〉より、〈逆接〉が選択されやすいのではないかと思われる3）。
　一方、複数使用に関しては、JNSが6回（12.5％）使用しており、CJLが10回
（20.83％）使用していることから、CJLは複数使用の傾向がJNSより若干高いことが分
かる。具体的には、JNSの場合は〈テ系＋結果〉（3回）の使用が多く見られた。一方、
CJLの場合は〈逆接＋逆接〉（4回）の使用が多く、JNSが使用していない〈テ系＋テ
系 /同時 /逆接 /結果＋結果〉（4回）〈逆接＋同時〉（2回）の使用も観察できた。
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　以下、各場面で使用されている接続表現について詳しく分析する。

５．１．①「虎が追いかける」 場面（「継起・接近」）
　「虎が追いかける」場面で使用された接続表現は表2の通りである。この場面では、
JNSは〈逆接〉（7回）を多用している。具体的には「～けど」類と言われる「～けど」
「～が」「～けれども」が使用されている。ここで見られた「～けど」類は、7回のう
ち、6回が「んです /んだ /のだ /のです」という「～んです」類とともに使用されてい
る（例（5））。本稿では、このような表現を「～んですけど」類と呼ぶ。増田（2017）
では、「～んですけど」類を文中用法と文末用法に分類し、さらに文中用法を「逆接」
と「前置き」に分類している。ここで見られた「～んですけど」類は「逆接」と「前
置き」の用法を両方持っていると考えられる。例えば、例（5）の場合、後件「それ
を見た虎は今度お父さんと息子を追っかけて、襲っている」は、前件から予想したこ
とに反しているため、「逆接」として用いられていると言える。「逆接」の場合、これ
から述べる内容は予想と正反対であることを聞き手に暗示し、場面の意外性を表現す
ることができると考えられる。一方、「～んですけど」節が使用された前件は、語り

表1　「意外な展開」で使用された接続表現

接続表現 JNS（％） CJL（％）

単独使用

逆接 20（41.47％） 11（22.92％）
テ系 11（22.92％） 12（25.00％）
タラ系 8（16.67％） 2  （4.17％）
同時 0 4  （8.33％）
近接 2  （4.17％） 3  （6.25％）
進行 0 2  （4.17％）
結果 1  （2.08％） 1  （2.08％）
合計 42（87.50％） 35（72.92％）

複数使用

テ形＋結果 3  （6.25％） 0
逆接＋テ系 1  （2.08％） 0
逆接＋逆接 1  （2.08％） 4  （8.33％）
タラ系＋テ系 1  （2.08％） 0
テ系＋テ系 0 1  （2.08％）
テ系＋同時 0 1  （2.08％）
逆接＋同時 0 2  （4.17％）
テ系＋逆接 0 1  （2.08％）

テ系＋結果+結果 0 1  （2.08％）
合計 6  （12.5％） 10（20.83％）

不使用 0 3  （6.25％）
合　計 48  （100％） 48  （100％）
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手の、聞き手に伝えたい主たるメッセージである後件の前置き的な、背景となる情報
を提示しているとも考えられる。会話における「んだ＋けど」について分析している
李・吉田（2002）では、前置きとしての「んだ＋けど」は、「「私が言いたいことは→
ちょっと聞いて」という発話態度を示し、これによって、聞き手の注意を喚起する働
きをすることになる」（pp.231-232）と述べている。つまり、「前置き」の場合は、前
件より、後件の方が情報価値が高いことを聞き手に暗示することができるため、後件
への期待感を高める効果があると考えられる。このように、場面の意外性と後件への
期待感を同時に表現することができるため、「～んですけど」類が多用されているの
ではないかと思われる。
（5） 無事蛇の口から虎は抜けるんですけど、それを見た虎は今度お父さんと息子を

追っかけて、襲っているというところです。（JNS08）

表2　「虎が追いかける」場面で使用された接続表現

JNS CJL
接続表現 合計 接続表現 合計

逆接 ～けど4、～が2、～けれども1 7
～けど1、でも1、しかし1、
～が1、～と思ったら1

5

テ系 ～て1、～たあと1 2 ～て1、で1、～てから1 3

近接 ～たとたん1、～た拍子に1 2 － 0

結果 ～た結果1 1 結局に1 1

逆接＋逆接 － 0 ～けど＋かえって1 1

テ系＋同時 － 0 ～て＋そのとき1 1

不使用 － 0 不使用1 1

合計 － 12 － 12

　次に、この場面における時間関係に注目してみると、前件と後件が継起的に生起し
ているが、ほかの3つの場面と比べ、時間間隔が非常に短い。ここでは、「継起・接近」
と特徴づける。「継起・接近」を表すために、〈テ系〉の「～て」「～たあと」と、〈近
接〉の「～たとたん」「～た拍子に」が用いられている。また、後件の出来事がこのス
トーリーの結末であるため、〈結果〉を表す「～た結果」の使用も見られた。「～たとた
ん」は、「意外だ」というニュアンスを持っているが（グループ・ジャマシイ 1998）、
「～て」「～たあと」「～た拍子に」「～た結果」はいずれも時間関係を表す表現であり、
場面の意外性を表現することが難しい。意外性を表すため、その前に〈逆接〉の「～
けど」類と「～と思いきや」が使用されていることが観察できた（例（6））。
（6） で、助けたんですけど、まあ虎に助けた結果、虎にその、息子とお父さんが追い

かけられてしまうと。（JNS03）
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　それに対し、CJLも〈逆接〉（「～けど」「でも」など）を多用しているが、「～んで
すけど」類は1回も使用されていない（例（7））。ここから、CJLにとって、「～んで
すけど」類の使用が難しいことが窺える。
（7） 蛇は抜けましたが、虎は逆にそのお父さんと息子さんの方を見て、そのえっと、

食べ、二人を食べよう、食べそうとしています。（CJL01）
　また、〈テ系〉の「～て」「で」「～てから」、〈結果〉の「結局に」の使用も見られ
た。「結局に」は「に」の付け加えが誤用であるが、「結局」という意味で、後件の結
果は人の意志の力の及ばない出来事であることを表すことができるため（グループ・
ジャマシイ 1998）、場面の意外性を表すには問題がない。しかし、〈テ系〉は単に前件
と後件の時間関係を表すだけで、場面の意外性を表現することができない。例えば、
例（8）の場合、「で」のみが使用され、ストーリーが淡々と展開しているイメージを
聞き手に与えてしまう恐れがある。
（8） 蛇の口から引っ張り出しました。で、あのう、いきがえ、あのう、豹、あのう、

蛇の口から出た豹は、そのお父さんと子供を見てお父さんと子供を追いかけ始め
ました。（CJL12）

　そのほか、JNSが使用していない〈逆接＋逆接〉（「～けど＋かえって4）」）と〈テ系
＋同時〉（「～て＋そのとき5）」）の 使用も見られた。

５．２．②「助けられた人が怒る」場面（「継起・中間」）
　次に、「助けられた人が怒る」場面で使用された接続表現について分析する（表3）。
表3から、JNSは〈逆接〉（7回）を多用していることが分かる。また、「～けど」類が
5回用いられているが、いずれも「～んですけど」類の形である（例（9））。
（9） でお父さんが3コマ、3コマと4コマで救出するんですけど、その助けられた人が

怒っていて。（JNS01）
　この場面では、前件と後件が継起的に生起し、「虎が追いかける」場面ほど接近
しておらず、「リンゴが落ちる」場面ほど緩やかではない。ここでは「継起・中間」
と特徴づける。継起関係であるため、〈タラ系〉（4回）も多く使用されている（例
（10））。加藤（2003）では、体験談で出現している「たら」「そしたら」を発見・発
現・反応・連続に分類し、いずれの用法にも意外性という評価を示しつつ、出来事
を叙述する機能があると述べている。「そうすると」にも同じような機能があると言
える。ここで見られた「そしたら」「そうすると」「～たら」は加藤（2003）の反応用
法6）に当たり、意外性を表現しながら、主語転換を伴う継起的動作について述べるこ
とができると考えられる。
（10） 慌てて水に飛び込みその人をあわ、えっと、抱きかかえるようにして上に上がり

ました。そうすると、その男はお父さんを殴ります。（JNS09）
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表3　「助けられた人が怒る」場面で使用された接続表現

JNS CJL
接続表現 合計 接続表現 合計

逆接
～けど3、～が1、～けれど1、
～と思いきや1、だけど1

7
でも1、～けど1、
～と思ったら1

3

テ系 ～て1 1 ～たあと2、で1、～てから1 4

タラ系
そしたら2、そうすると1、
～たら1

4 ～たら2 2

逆接＋逆接 － 0 ～が＋でも1 1

テ系＋テ系 － 0 ～て＋で1 1

テ系＋結果
＋結果

－ 0 ～て＋結局＋最後には1 1

合計 － 12 － 12

　一方、CJLは〈テ系〉を多用している（例（11））。これらは単に時間の継起を表す
ことばであり、場面の意外性を表すことができない。意外性を表すため、〈タラ系〉と
〈逆接〉が使用されているが（例（12））、「～んですけど」類の使用が見られなかった。
また、JNSが使用していない〈逆接＋逆接〉（「～が＋でも」）、〈テ系＋テ系〉（「～て＋
で」）、〈テ系＋結果＋結果〉（「～て＋結局＋最後には」）の使用も見られた（例（13））。
（11） 川からあのう、岸にあのうあげてから、あのうその人に殴られた。（CJL01）
（12） 助けて終わったら、その人がお父さんに喧嘩しました。（CJL12）
（13） で、あのう、一生懸命その人を岸辺に引き上げまして、えー、でその人はなんか

すごく怒っていまして、怒りました。（CJL08）

５．３．③「リンゴが落ちる」場面（「継起・間隔」）
　「リンゴが落ちる」場面で使用された接続表現は表4の通りである。この場面で
は、JNSは〈逆接〉より〈テ系〉（「～たあと（に /で）」「～たところで」）と〈タラ系〉
（「～たら」「～たところ」）を多用している。これは、この漫画の特徴と関係している
と考えられる。漫画Ⅲの6コマ目で描かれている「親子がリンゴの木より多少離れた
ところにいる」というシーンから、前の2つの場面より、前後件の間に時間間隔が比
較的長いことが分かる。ここでは、「継起・間隔」と特徴づける。ここでの「～たら」
は「助けられた人が怒る」場面で出現している「～たら」と同様で、反応用法として
使用され、意外性を示す働きをしている。また、「～たところ」は、前件の予想を大
きく裏切る展開で用いられ、次に起こることの意外性を表現する効果を持っている
（砂川 2017）。以下、〈タラ系〉の例を示す（例（14）、例（15））。
（14） 諦めて帰ったら、リンゴがまあ、落ちてきました。（JNS12）
（15） 去っていったところ、まあリンゴは勝手に落ちたっていうお話です。（JNS03）
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表4　「リンゴが落ちる」場面で使用された接続表現

JNS CJL
接続表現 合計 接続表現 合計

逆接 ～けど1 1 － 0

テ系
～たあと（に /で）4、
～たところで1

5 ～たあとに2、～てから1 3

タラ系 ～たら3、～たところ1 4 － 0

同時 － 0 ～たときに2、そのとき1 3

近接 － 0 ～た瞬間2、～たすぐに1 3

進行 － 0 ～途中で1 1

逆接＋テ系 ～が＋そのあと1 1 － 0

タラ系＋テ系 ～たら＋そのあとに1 1 － 0

逆接＋同時 － 0
でも＋そのときに1、
でも＋このとき1

2

合計 － 12 － 12

　〈テ系〉自体は、場面の意外性を表現することができないが、「～たら」、「～んです
けど」類、オノマトペ、「あっけなく」「てしまう」といった言葉の力を借りて、意外
性を表現しようとする傾向が見られた（例（16）、例（17））。この場面では、「リンゴ
が落ちる」音を表す「ポトンと」というオノマトペが3回使用されている。オノマト
ペは直接的に場面の意外性を表すことはできないが、臨場感を高め、「オチ7）　」であ
ることを強調し（榊原 2010）、その出来事の特別さを暗示し、間接的に場面の意外性
を表す効果があると思われる。
（16） その場を離れて行くんですが、そのあとまあリンゴは風か何かであっけなく落ち

るというお話です。（JNS05）
（17） 帰ったあとに、リンゴがポトンと誰も知らないとこで落ちてしまうというお話で

す。（JNS08）
　一方、CJLは〈テ系〉を使用しているが、〈タラ系〉の使用は見られず、JNSのデー
タから見られなかった〈同時〉（例（18））と〈近接〉（例（19））を多用している。こ
の場面では、前後件の間に時間間隔が比較的長いため、場面の特徴に適した表現であ
るとは言えない。また、〈同時〉の前に〈逆接〉の「でも」を使用し、場面の意外性
を表現しようとする特徴も見られた（例（20））。
（18） その帰ったときに、そのリンゴが木から落ちちゃった。（CJL09）
（19） はなばれたすぐに、リンゴが落ちました。（CJL12）
（20） 親子二人が帰られました。でもこのときリンゴが自然に落ちました。（ CJL03）

－ 64 －



５．４．④「子供たちが仲良くなる」場面（「継起・併存」）
　最後に、「子供たちが仲良くなる」場面で使用された接続表現を分析する（表5）。

表5　「子供たちが仲良くなる」場面で使用された接続表現

JNS CJL
接続表現 合計 接続表現 合計

逆接 ～けど2、～が2、でも1 5 逆に2、でも1 3

テ系 で2、中止形1 3 ～て2 2

同時 － 0 ～たとき1 1

進行 － 0 ～ているところ1 1

テ系＋結果
で＋その結果1、～て＋結局1、

で＋最後1
3 － 0

逆接＋逆接 ～けど＋逆に1 1 ～けど＋でも1、～が＋でも1 2

テ系＋逆接 － 0 ～て＋でも1 1

不使用 － 0 不使用2 2

合計 － 12 － 12

　この場面において、JNSは〈逆接〉（「～けど」「～が」「でも」）の使用が最も多い。
また、ここで使用された「～けど」類はいずれも「～んですけど」類の形をしている
（例（21））。
（21） 喧嘩をし始めたんですが、その姿を見てた子供たちが仲良く遊び始めました。

（CJL10）
　〈逆接〉以外、〈テ系〉（「で」、中止形）と、〈テ系＋結果〉（「で＋その結果」「～て
＋結局」「で＋最後」）の使用も多く見られた（例（22））。この場面では、後件の「子
供たちが遊ぶ」は前件の「お父さんたちが殴り合う」の次に起こったのだが、後件が
発生した時点で、前件がまだ完了していないため、「継起・併存」関係であると言え
る。そのため、完了を意味する「～たあと」「～たら」などは用いられず、「で」「～
て」、中止形が多く用いられている。次に、〈結果〉については、後件がストーリーの
最後に出現していることと関連している。このストーリーは終始「喧嘩」というテー
マをめぐって展開しているため、「喧嘩」が最後どうなったかということを示すため
に、〈結果〉が多く用いられた可能性がある。つまり、〈テ系＋結果〉を使用すること
で、時間関係を示すだけではなく、「喧嘩」が最終的にどうなったかを表すこともで
きると思われる。
（22） 親同士の言い合いが喧嘩、殴り合い、喧嘩に発展していくっていう話。で、えっ

と、なんかその結果、子供はその横で見ながら、“何やってんだ、こいつら”っ
て、こう、子供たちは遊ぶっていう。（JNS06）
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　一方、CJLは〈逆接〉の単独使用と複数使用（「逆に」「でも」「～けど＋でも」「～
が＋でも」）が多く、特に「でも」を多用している（例（23））。「でも」が多用される
理由として、まず、中国語では逆接を表す接続表現が文頭に置かれるという習慣に影
響されていることが挙げられる（王 2009）。加えて、「でも」は初級の教科書ですでに
導入されているため8）、学習者は早い段階で身につけることができると考えられる。
（23） 最後はあのう、あのうお父さんの二人はあのう、あのう怒って、あのう殴り合っ

たけど、でも二人子はあのう、もうそのことを忘れちゃって、あのう一緒にあそ
う、遊んだ。（CJL01）

　また、JNSが使用していない〈同時〉（「～たとき」）、〈進行〉（「～ているところ」）、
〈テ系＋逆接〉（「～て＋でも」）の使用も見られた。〈同時〉に関しては、この場面での
前後件が同時関係ではないため、ここでの使用が適切だとは言えない（例（24））。
（24） 二人のお父さんがますます怒ってきて、手をあげて、足をあげたりして、大喧嘩

になったとき、二人の子供たちがもう横でまた遊びを始めました。（CJL05）

５．５．JNSとCJLの特徴
　以上、JNSとCJLが「意外な展開」で使用している接続表現を場面別に分析してき
た。ここでは、両者の特徴をまとめる。
　JNSは、1）「継起・接近」「継起・併存」の場合、〈逆接〉の「～んですけど」類を
多用する、2）「継起・間隔」の場合、〈タラ系〉を多用する、3）「継起・中間」の場
合、〈逆接〉の「～んですけど」類と〈タラ系〉を多用する傾向が見られた。
　一方、CJLはいずれの場面においても、〈逆接〉（特に「でも」）で場面の意外性を表
現しているが、「～んですけど類」の使用は見られず、〈タラ系〉の使用も少ないこと
が分かった。また、複数使用の「～て＋○○」や「～けど /が＋でも」を使用するこ
ともCJLの特徴の一つである。「～て＋○○」に関しては、「～て」で文を一旦切って、
その後に前後件の関係を示す接続表現を使うというストラテジーなのではないかと考
えられる。「～けど /が＋でも」の使用については、「～けど /が」のみでも逆接を表す
ことができるが、CJLは「でも」という表現に慣れているため、つい付け加えてしまっ
た可能性がある。さらに、CJLの問題点として、1）「継起・間隔」で〈同時〉〈近接〉
を使用しているように、場面の特徴と一致していない表現を使用すること、2）単に
時間関係を意味する表現を使用し、出来事が淡々と展開し、場面の意外性をうまく聞
き手に伝えられないこと、などが観察された。

６．おわりに
　本稿では、継起的に生起している4種類の「意外な展開」において、JNSとCJLが
使用している接続表現について分析を行った。「～んですけど」類、「そしたら」「～
たとたん」などのような意外性を表す接続表現は、CJLがすでに学習し、日常生活で
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見聞きしたと思われる表現であるが、「意外な展開」ではまだ運用できていない。そ
の理由として、これらの表現について、「意外な展開」の語りと結び付けて指導され
ていない可能性がある。本研究を通して、このような指導策を提案できるのではない
かと考える。まず、「～んですけど」類はほぼすべての場面において意外性を表現す
ることができることを示す。その上で、場面の特徴によって、ほかの表現も選択でき
ることを伝える。例えば、「継起・接近」の場合は「～たとたん」、「継起・中間」の
場合は「～たら」「そしたら」「そうすると」、「継起・間隔」の場合は〈逆接〉より
「～たら」「～たところ」、「継起・併存」、かつ次の出来事がストーリーの結末である
場合は「～て /で＋〈結果〉」、などを使用することができる。このように指導すれば、
学習者はどのような接続表現を使用すれば意外性が伝わるかを理解し、冒頭で述べた
ように、ストーリーの焦点となる意外性が聞き手にうまく伝わらず、期待していた笑
いや驚きが生まれないことを避けられるのではないかと考える。
　本研究では、4つの「意外な展開」について分析を行った。この4つの展開はほぼ
すべての継起関係をカバーできていると考えられるが、これ以外にも別の「意外な展
開」が存在する可能性がある。今後は、今回扱った場面と異なる特徴を持っている場
面を探し、JNSとCJLの特徴をさらに詳しく分析したい。

注
1） 「リンゴが落ちる」場面における前件（「親子が諦めて帰る」）と後件（「リンゴが
木から落ちる」）が一つのコマ（6コマ目）で現れているため、「6コマ目：出来事
A→出来事B」で示した。

2） 前件が進行中に、後件が生起したことを表す接続表現を〈進行〉と呼ぶ。
3） 同趣旨の予測は砂川（2017）にもあるが、データで実証されてはいない。
4） ここで用いられた「かえって」は中国語の「反而」という表現に影響され、「逆
に」と混同されたものだと考えられる。

5） 砂川（2017）では、「～と」「すると」「～ところ」と「指示詞＋とき」「～ときに」
の違いについて分析し、「指示詞＋とき」「～ときに」は意外性や期待感を生じさ
せる働きを持っておらず、単に時間関係を表すだけであると述べている。

6） 加藤（2003）における反応用法は、前後件の主体が異主体で、前件の動作や変化
に反応して後件の動作や変化が起こる、あるいは前件の動作や変化に無関係な動
作や変化が、時間的に連続して後件で生起する際に使用される用法である。

7） 本研究で扱う「意外な展開」はいずれも漫画の「オチ」部分であるが、「意外な展
開」は「オチ」に限らず、ストーリーのどの部分でも現れ得るものであると考え
る。

8） 中国で多く用いられている日本語教材の『標準日本語』『新編日本語』『大家的日
语（みんなの日本語）』では、「でも」の初登場はそれぞれ初級上の第10課と、第
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一冊の第12課、初級Ⅰの第19課で、いずれも初級段階で導入されている。
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