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1.研 究 課 題 名
言語学者の研 究評価方法 :機 能分析
国際 コ ミュニ ケー ション学部

3.研 究成果の概要 (1, 200宇 程度で記入。
)

本研 究に よ り得 られ た知 見 は 、以 下 の三 点 に要約で きる。

第一 に、本 の価値 を評価す る書評 記事は、基 本的に好評だか ら掲 載 されてい

る。記事全体

が悪評の書評は見あた らない。 これは、書評 の役割が本の
評価 に とどま らず

、読者 に書評本
の購入・ 読書 を薦めるとい う役割 を担 ってい るか らである この
。
書評 の機能は、「すす める」
とい う動詞 の高頻度 として実現す る。
(1)薦 め ,「 薦 めたい」「ぉ薦 め したい」「薦め られ る」
勧め

:「 勧 める」「勧 め られ る」「お

勧 め したい」「勧 めたい」

そ の一方で悪評 を表す 「課題」 とい う語 の用法を観察す ると 「
、 課題 であろ う」 とい う問題指
摘がみ られ る。それ と同時に、「課題 を網羅的に紹介 してい る」「
課題 がわか りやす くま とめ ら
れ てお り」 と課題 列挙が好評 につ なが っている。 これは、今回の
書評が言語学関連の もので 、
問題提起その もの に価値 を見いだす学問 とい うジャンルが関わ ってい
る。
二の
第
調査結果は、Martin&Rose(2003)の 評価 体系網において、書評が選
択す る評価 は、
感情・性格 づ け とい うよ りも、本 の価値 を選択 してい る′
点であ る。 これ を言い換えれば 、
(か a.評 者は この本 を読んで感動 した。
b.(評 者 の評価では)こ の本 は感動本である。

とい う言 い方 の うち、書評 が用 い るのは(2b)で あるとい うこ とである
。その結果、評価 を含 ん
だ書籍表現が豊富に利用 され てい る。
(3)好 著、必携、必読、必 見、意 欲作、宝庫、卓見 、
も し(2a)に 近 い形 を用 い るな らば 、受動態を積極的に活用 してい
(つ

る。

頷か され る、考 えさせ られ る、啓発 され る

この受動態によ り、本か らの影響 を強 く受けてい る
書評者の姿 が 明確 にな る。
最後に、一見 した ところ評価表 現 に見えないけれ ども、実際には
圧倒的に好評 さを示す フ レ
ーズ(語 句 )に 触れてお きたぃ。
(5)a。

「一冊である」e.g.薦 め られ る/勧 め
られ る/薦 めたい/必

読 の一 冊である

b.「 一読」e.g。 一読の価値 がある/を お勧 め したい/を める
勧
c,「 類」e.g.類 まれな研究者 、類 を見ない必読 書、比
ない
類
い を知 る上で も最高の本
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(9の 語句 の場合 には 、「好」「必」な どの評価 がみて とれ るが、(5)の 場合にはそれ がかなわ
ない。例 えば 「一冊である」は、それだけでは 「一冊 の本」 とい う文字通 りの意味 である。
しか し書評 とい うジ ャンル で使 われ ると、書評末に生起 し、好意的評価 をま とめあげる働
きをす る。
(6)フ ラ ンス語学習者 へ の励 ま しの 書である とともに、 「そ うだ っ たのか 」 と膝 を打 ち
た くな るエ ピツー ドや 豆知識 がいた る ところに散 りばめ られ ていて 、楽 しく読 め る
デ ー 冊だ。 (星 禁守 之 )
「一 冊」は書評の基本文型である 「Aは Bと い う本である」 の 「本」 の代わ りの正式表 現
であると言える。そ して Bの 部分で肯定的表現が主流である。 なぜだろ うか。書評 の最後
で 、書評本 の最終評価 を行 い 、読書 の勧 め としたい とい う書評 の機能 が作動 してい るか ら
と考 えられ る。

