
言語学論叢第9号（1990）

対照ビ対比研究についての一一考察

小溜　喜好

1。はじめに

　言語学の一分野に対鰍言語学（konfrontative／kontrastive　Li㎎uistik）という頓域が

ある。そこでは、日英対照研究、臼独対照砺究、日中対照研究というような『何々対照

研究」という表現が見受けられる。　本稿では、この「対照研究」の研究対象、研究方

法、隣接領域との関係、筆者にとり、問題だと思われる点等について述べようと思う。

「対照研究」という言葉により、まず思い出されるのは、タト国語教育という事ではない

だろうか。ある言語Aと別のある言語Bを照らし合わせ，主に両者の差異を抜き出し、

外国謡教育を行う際に、役立てようとすることが思い浮かぶのではない芦ろうか。対照

研究の成果を利用し、学習上効率的な教材を作成し、少ない努力で最大の効果を得る事

が出来るようにするのである。確かに、筆者の経験からしても外国語を教える際に習得

目標の言語と日本語の養異を一たとえ体系的でないにしても一教えたほうが、ある文法

事項を習傷し易いようである。例えば、どのように始発書語と国標言語との対比がなさ

れているのか、西ドイツで発行されたタト国語の入門書から一部を引用してみる。

”I㎜　unterschied　zu㎜　deutschen　Imperativ，　der　圃eistens　ohne　Pronomen

ver田endet　邊ird，　ist　die　bIoβe　Verbfor㎜　ohne　nachgeste且1tes　Pronomen　im

Isユ葛ndisch㎝sehrseユten。．．“　　　（H．Pξtursson　S．1｝8）

『大抵、代名詞抜きで用いられるドイヅ語の命令法とは異なり、代名詞を後置する

ことなく、ただ動詞のみを用いることはアイスランド語では大変稀である。　〔後

略］一

”Der　Gebrauch　des　＾rtike！s　unterscheide1二　sich　in　einigen　F葛1玉en　田esent－

1ich　von　〔1em　im　Oeutschen．　　Einen　unbesti剛皿1二en　＾rtikeユ　od’er　irgendeine　ih皿

entsprechendc　＾usdrucksform　gibt　es　im　Is1葛nd三scらen　nicht．　　Das　a1ユeinste一
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hende　Substantiv　entspFicht　so田oh！　dem　〔leutschen　Substan1二iv　固it　unbe－

sti副囎temArtikelaユsauchd㎝o㎞eArtike！，。．．“　（H．P6tursson　S．133）

　「冠詞の使い方はいくっかの場合にドイツ語と基本的に異なっている。不定冠詞

や不定冠詞に相当する言謡形式はアイスうンド語にはない。冠詞のついていない名

詞は不定冠詞のついたドイツ謡の名詞と冠詞のついてないドイツ語の名詞の両方に

相当する。［後略］」

　歴史的に見れば対照研究は、外国語教育の必要性からなされ、おもにアメリカの構造

主義によって発展がなされたと言われているが、すでにプラハ言語学．サークルのV．マ

チジウスによって千野（1986S．194）が述べているように、極めて素晴らしい研究がな

されている。対照研究をこのように外国語教育への応用のための研究と捉えることに対

し、Zabmc医i（1977）は強い調子で異議申し立てを行っている。「したがって、対比文

法は、応用言謡学の一部ではあり得ない」。（S㎝it　ka㎜sie（・die　k㎝frontative

Gra囲囲atik　）　keinen　integra工en　Tei王　der　ange田andten　Sprach田issenschaft　biユden！）

（S．36f）　対照言語学は、外国語教育を効果的に行おうという貿的のためにのみ存在

するのではない。外国謡教育での対照研究は、　対照研究の成果の応用にすぎないので

あり、Zabrockiは、G。附cke工の言葉を用いて、　r応用対照（対比）言語学」　（ange－

wandte良onfrontativeGra皿剛atik，　Appユied　contrastive　Linguist三cs）　と二呼んでい

る。では、この対照（対比）研究は、どのような研究なのか、言謡学の中でどのような

位置を占めているのか、次章で述べることにする。

2。対照棚究と麟接額域

　この章では、対照研究とその隣接研究頓域との違いを説明しながら、対照研究の言語

学の中に占める位置や対照研究そのものにっいて、上記の、Zabrocki（1977）の論に沿っ

て詳しく述べる。Zab・o・kiは、対照棚究と隣接領域の違いを次のような順で説明してい

る。

　　1）　konfrontative　und　kontrastive　Gra剛㎜atik

　　　対比文法と対照文法

　　2）konf・・ntati・・Gra皿囲atik・・d・ergleich・・deGra㎜atik
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　　　対比文法と比較文法

　　3）　konfronta仁ive　G㌃am㎜atik　und　七ypoユogisc計　verg1eichende

　　　Sprachwissenschaft

　　　対比文法と類型論的比較言語学

　　4）　konfrontative　Gra皿剛atik　und　angeΨandte　Sprach田issenschaft

　　　対比文法と応用言語学

　！）では、konfr㎝tatjvとkontmstivという形容詞が何を表しているのかということ

が重要である。対照言語学は、専ら始発言語Aと貿標言語Bとの差異を際立たせるとい

う員的をもって研究が行われた。言語Aと言語Bの差異を抽出し、それを言語教育に応

用したのである。このような研究目的に対して差異のみならず、類似点も取り出そうと

する対照研究が生まれた。この前者を対照文法（対照言語学）　（kontrastive　Gra㎜a－

tik）と呼ぴ、後者を対比文法（対比言語学）　（konfrontative　Gra㎜atik）と呼ぼうと

いう提案が、東ドイヅのライプチヒの書語学者たちによってなされたのである。そうす

ると、前者の対照言語学は、後者の対比言語掌に含まれることになる。

　2）、3）では対比言語学と比較言語学、類型論との相違が述べられている。比較言

語学は、発生的に、つまり、系統的に同じ書語間で行う比較である。ある言語Aと別の

ある言語Bが同じ祖語から発した言語だという結論を得る研究である。一方、対比言語

学は、　言語間の異同を砺究する書謡学であり、類縁関係の有無には関係がないのであ

る。したがって、類縁関係のある言語である、英語とドイヅ語間での対比も成立する

し、類縁関係のない、日独、日英語間での対比も成立するのである。そうすると、ある

任意の言語間に存在する言語範嬢の異同を研究する事となるので、　言語間に存在する

個々の要素の面での一致と相遠を研究対象とする言語類型論の一部に含まれることにな

る。従ってr比較」という奮葉は、厳密な意味に従えぱ、類縁関係のない言語間では使

用できないことになる。この2）、3）にっいて、千野が別の見方から、たいへん分か

り易い説明をしている。

　「言語と書語との関係を取扱う言語掌の分野には、比較歴史言語学、類型論（タ

イポロジー）、対照言語学などがあり、それぞれ異ったE1的と異った研究方法を持

っている。［印略コこれらの研究方法の間の差異を目的と方法のみならず、考察の

対象となる言語の数にも見ようとするのは卓見で、それによると、比較婁語学は一一
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つ、対照言語学は二っ（稀に三っ以上）、タィポロジーはできるだけ多くの言語

（できれぱ全言語）をその対象とする。比較言語学が一つというのは逆説的にきこ

えるが、これは同系であることが前提であることから、結局は一っの言語に還元さ

れるという考え方である。しかし、実際には祖語の下位言語をすべて知っている方

が理想的となる。」　　　　　　　　（千野栄一一　1975　S．116f）

　4）にっいて。歴史的に見るならば、広く一般に考えられているように、書語教育の

効率性のために対照研究が成されたのであるから、対照言語学は応用言語学の一部とな

ろうが、既に述べたように、対比言謡学は応用書語学に含まれるのではない。しかし、

対照・対比研究め成果を外国語教育に応用する場合には応用言語学と重なる血したがっ

て、純粋に対照・対比のみを行う場合と応用書語学と重なる場合を区別する必要があ

り、前者を純粋対比書語学、後者を応用対比言語学と呼んでいる。外国語一一般をうまく

合理的に効率的に教えるための教授法はないと恩われる。　タト国語習得の困難の度合い

は、母語との言語構造上の遠近、言語的、文化的類縁関係で決まるので、対比蓄語学的

な観点の導入、対比文法が要求されるのである。

　以上、主に、Zabr。。k玉の説明を援用し、対比言語学とその隣接研究頒域との遠いを説

明しながら、対比言語掌の研究頒域を説明した。次章では方法論にっいて説明をする。

3。対照。裁比にっいて

　今までに対照・対比の観点から多くの研究がなされているが、どのようなテーマのも

とで論文が書かれているのか、っぎに幾っかの論文名を挙げる回『音声の日独対照』、

『格助詞「の」とドイツ語の対応表現』　、r受動』　、『小説における時制の対照』、

『名詞の類別にっいて一文法上の性と助数詞一』等いろいろあるが、筆者は、対照研究

は大別すると次の二つの種類に分類できると考えている。始発言語Aに見られるものが

目標奮語Bではどのような所に見られるかということと、ある言語範醇（機能）が言語

Aと言語Bではどのような形で見受けられるかということの二っである。前者の典型的

な例が、翻訳の研究であり、日本語とドイヅ語の場合で説明すれぱ、買本語のある蓄語

表現は、ドイヅ語ではどう表現されているかという砺究である。後者の場合には、例え

ばrT寧さ」という意昧範嬉が日本語やドイッ語ではどういう形式で表されるかという

一27一



ことを探究するのである。

　では、前者の翻訳のための対照研究から考察していくことにする。

　3－1。翻謙と漕照・対比

　翻訳にっいて論じる場合には、翻訳は可能か不可能かと二いう問題がまず初めに生じて

くる。翻訳しなければならないことの中には情報だけではなく、翻訳の対象によっては

美学的な要素など他にも翻訳しなけれぱならないことがある。強い相対主義に立てば翻

訳ぱ不可能となり、いわゆる「相対主義のニヒリズム」に陥る。翻訳そのものについて

は機会を改めて謹者の考えを述べるっもりなので、翻訳の可能性にっいては、これ以上

は本稿では立ち入らないことにし、あるレベルでは、あるレベルまではそれなりの翻訳

ができるとする。

『二つの言語の構造的類似がどのようなものであるかにより、単なる言語単位のさ

しかえですむ言謡間の場合と、機能的等価物を支えに言語構造の全体を見渡さねば

ならない場合とを区別しなければならない。二言語間の関係は今述べた二つの極の

間に限りなきバライエティーを持って展開されるので、その個々のケースを間題に

する個別翻訳論と、二言語間の凡てに適用される原則を探る」般翻訳論の両方から

言語学的翻訳論の追求は行われるべきである。これは本来言語の対照研究が分担す

る分野で、臭体的な翻訳を考慮した対照研究がこれまでとは違って理論的な基盤の’

上で一層推進されること1が望まれるのである血」　（千野栄一　1983　S．23）

　日本語とドイツ語の場合には、上記の千野の書葉の中の後者の場合であり、　「機能的

等価物を支えに書語構造の全体を見渡さねぱならない」場合である。

　ある言語Aのある表現が別の言語Bではどのような言語表現となって現れているかを

探究する時、翻訳された、例えぱ文学作晶を言語資料として用いて言語表現を対照・対

比する。その際、異なる言語で表現されたこと二は、厳密に言えぱ同じである事はあり得

ないが、言語Aで書かれた作品と言語Bで書かれた作品は同じ事を表しているという前

提に立っ。そしてこの二書謡の表現の同一性を計るための基準を比鮫の第三項（うテン

語を用いてtertiumcomparati㎝is（tertium　（第三の、序数詞）co皿p帥ationis（比

較、C㎝paratioの属格））　という。

一28一



”Da囲it　aber　die　Bereiche　x王　und　x2　ijberhaupt　a五s　sich　in　praktischer

舳nsi・ht（d．h．fむrd・sSprechen㎜itderSprache）entsPr・chendundaユsi・

diese剛　Sinne　vergleichbar　betrachtet　Ψerden　kδnnen，　㎜uβ　ein　fur　die　be　iden

Sprachen　identisches　tertju㎜　co皿ρ∂r∂tjonj8　angenomI11en　慨erden．　　Dieses

te「tju楓　c0遡P∂r∂tj0ηjs　玉st　in　der　竈b王ichen　KG　－　auc11　田enn　dies　nicht　aus－

druck玉ich　gesagt　Ψird　二　das　in　den　S葛tzen　Ge鰯ejηte，　d．h．　die　，Redebedeu－

tu㎎’derS批zeoder・ogardi・，Satzもezei・hnu9’。。．“（E．Cos・riu　S．10）

　「しかし、x！とx2という範囲がそもそも実用的な観点で（つまり、言語での

発話にとって）お互いに対応していると見なされ得たり、お互いに対応していると

いう意味で比べられうるためには、二つの言語にとり同一の比較の第三項が想定さ

れなけ机ぱならない。この比較の第三項は普通に行われている対照文法では、はっ

きりとは述べられていなくとも、文で述べられた事なのである。つまり、文の『発

話の意味』であったり、r文の指示』であったりきえするのである。［鐙略］」

　同じ事を表しているという事をたよりに、翻訳を用いて、両者の言語の対応物を探っ

ていくので、個別言語の文法範嬢は無視すること1ができるのである。したがって、極端

な説明をすれぱ、言語Aで動詞と認定さオしている単位が、別の言語Bでば名詞と認定さ

れている単位に対応する場合さえ生じうるということなのである。何故ならぱ、普遍的

なr品詞」という概念を作ることは不可能だからである値

　日本語の「テイル」形（英語の進行形又は拡張形に対応する場合）がドイツ語では、

副詞を使ってももちろん表せるが、次のような形式で表せる。っまり、対応すると考え

られる。無論、これは、アスペクトだけに限って考察した場合に当てはまるのであり、

他の面、例えぱ、ディスコース・レベル、っまり、これらの文が用いられる環境まで考

慮にいれると難しくなる。

1．彼は、本を読んでいた。

2．I≡：r　ias　i副　Buch．

　er（彼、三人称、単、主格）ユas（読んだ、ユesenの過去）im　Buch（本の中で、

　in＋de皿十Buch、　前置詞十定冠詞r単、与格」斗名詞r本j）　（単・・単数）
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3．脆nユukikirjaa．

　h葛n（三人称、単、主格）1uki（読んだ　！ukeaの過去）　kirjaa（本を「kirja、

　単、主格」の単、分格）

4．脆n1ukikirjan。

　焔n（三人称、単、主格）1uki（読んだ　ユukeaの過去）　kirjan（本をrkirja、

　単、主格」の単、対格）　（2－4は、B．Co㎜rie　S．8よりの例文、説明は小沼）

　1の臼本語の「テイル」形に、2のドイツ語では前置詞句と動詞の集合体が対応して

いる。3，4は、フィンうンド語からの例である。目的語の名詞であるkirja　（r本」

の単、主格）を分格にするか対格にするかで意味が異なる。分格にすることにより日本

語の『テイル」形に相当する意味が生ずる血日本語の文法では動詞の範嬢で表きれるこ

とが、他の言語ではいろいろな言語範噂で表現されるのである。っまり言語範醸を越え

ていることになる。

　また、言語Aの表現の対応物が書語Bの中には言語形式としては、見られないという

場合もある。

”曲enn　man　eine　Fremdsprache　1ernt，　die　von　der　蹄uttersprache　kulturel1

sehr　田e玉t　entfernt　ist，　muβ　㎜an　nicht　nur　das　Vokabu1ar　und　die　Gram剛atik

ユerneη。sondemauchdieX㎝ventionendesSprachverhaユtens．　0eηninver一’

schiedenen　Kulturen　田ird　bei　verschiedenen　Ge1egenheiten　gesprochen　oder

医eschwiegen，　und　auch　田as　bei　田e1cher　Ge1egenheit　gesagt　側erden　kann，　ist

v㎝κu玉turzuKu1turverschieden、。。“　（F．Cou1皿as　S．20）

『文化が母語と大変隔たっている外国語を学、sミときには、　語彙や文法だけではな

く言語行動の憤習も学ぱなくてはならない。異なった文化では、異なった機会に話

したり、沈黙したり、そして又、何がどのような機会に書われ得るかは、各文化そ

れぞれによって異なっているからなのである。　［後略］」

　以上、翻訳の場合の対照。対比にっいて考察をしたが、次に、もう一つの対照・対比

の仕方にっいて考察をする。
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　3＿2。　鰯馳事項の蒋照0遜銑

　既に上記で挙げた論文の題名から始めることにしよう。その論文の中には、「音声の

対比」、　「受動」という表現カ、見られる。音声を対比する場合には、二つの言語の持つ

音声鶴徴から独立した基準が立てられるので、対応物が確定し易いし、対照・対比がで

きる何しかし、　「受動」の場合には、間題がある。例えば、臼本語の文法での受動とド

イツ文法での受動ぱ、同じ「受動」という言葉は使えるが、その「受動jという言葉で

示される頓域は、かなり異なっている。何故ならば、　r受動」という言葉の定義が二つ

の言謡で異なっているからなのである。そうすると、この場合にはどのように対応物を

確定するのであろうか。　「受動」を機能的に定義し、この機能から二つの言語を見て、

ζ受動」の領域を再確定してから、対獺。対此するしかないと思われる回異なった峯準

で選ぱれたものを対照。対比しても無理がある。外国語教育という観点からならぱ，二

つの書語で同一の名前の付いている文法範嬢を対比・対照してもいいと恩うが、同じ名

前が付いていて、少し似ている部分があるという理由だけで全体が同じだと考え、比較

してはならないのである。名前は同じでも実質は異なるからなのである。

「そもそも、前置詞とか属格とか後置詞というようなものをすべての言謡にあては

まるように規定することは困難であり、事実そのような言語現象（カテゴリー）を

持たない言語は数多いし、名詞ですらすべての言語に通用するような定義が困難な

ことはよく知ら机ているところである。」　（千野栄一　I980S．193）

一そして又、次のような意見もある咀

　「言語学は音の面でぱ長足の進歩を遂げた。比較言語学の赫々たる成果、言語史

の根抵をなす音韻変化の規貝o性の原理の発見、等、’過去に挙げた言語学の業績は殆

んど音の饅域においてであった。蓋し、音の頓域は意味が直接に介入して来ないた

めである’　かくて、言語自然科挙的に観察され、そしてその記述は普遍的な尺度

（音声学）を以て為されるようになった。また、一々の個別奮語の要素樹料である

音韻の設定にも普遍的な方法が採用され、音韻変化の規則性も多くの言語の歴史に

適用を見ている血すなわち。音の面では言語学は「科学的」になったのである。

　ところが、意味が直綾的に介入して来る度合が大きくなるにっれて、言語学の普
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遍性、「科学性」は段々に怪しくなって来る。［中略］早い謡が、日本語の動詞は

・・rbではない藺つまり、文法の面では音声学のような普遍的範醇が立て難い血そ

れは意味という厄介な代物が口を掻むからである。　〔後略］」

　　　　（河野六郎による、ジルソン『言語学と哲学』のあとがき　S．345）

　上記の引用は、普遍姓という間題との関連で述べられている箇所であるが、対照・対

比をする場合にも、同じ事が言える。対照。対比を行なうには、言語のいろいろなレベ

ルでの、いろいろな言語範嬢の対照・対比が可能であるが、既に述べたように、その中

の一つの音声、音韻の面での対照・対比は比較的にたやすいのである。何故ならぱ、河

野の述べている通り、普遍的な尺度が存在するからなのである。普遍的な尺度ならぱ、

対照・対比を行う二つの言語に公平に等距離から二っの言謡を考察する事が可能となる

のである。尺度からどう異なっているのか、同じなのか、と言えるのである。しかしな

がら、河野の後半部と千野（1980S．193）の考えが重要である。っまり、普遍性に対する

疑い、普遍的な尺度への疑いである。

　蘭本語の「動詞」という言語範蟻に属するものと、例えばドイツ語の「Verb」という

範醸に属するものとは異なっているのである。したがって、二つの言語の動詞を対照、

対比した場合には、異なる基準で選ばれた集合同士を対照・対比することになってしま

う。もちろん、対照・対比することで、すでに述べたように教育面での効果は得られる

であろうが、純粋対比言謡学の面からみた場合の成果は疑わしいと思う。対比言語学的

には、「動詞」というものを定義し、二っの言語に共通な物差しとして、その物差しで

計れるものを取り出し、対照・対比しなけれぱならないのである血上記の千野（i983S．

23）の翻訳に関しての引用のところで述べたように、ヨ本語とドイツ語とのように、構

造的にかなり異なる言語の対照・対比と英語とドイヅ語のように構造的に近い言語の対

照・対比とでは、前者のほうがかなり困難なのである。　『日本語と英語のようにかなり

体質の異なる言語の比較対照をするときには、いうまでもないことだが、両語に対して

同じ文法用語を使うことによほど慎重でなければならない」。（寺村秀夫1982S．223）

構造的に近い言語の場合には、暗黙裡に共通性が前提されていると考えられるが、構造

的に遠い場合には共通性がない。したがって、この場合には、先ず等価物を規定しなけ

ればならない。誤った対照の仕方を見てみよう。
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「たとえぱ、『戦争ガ終ワッタ時』は英語では‘田hen　the蜴ar　ended‘となるから1ヨ

本語でも『時』は接続詞、　これ全体はr副詞節』と簡単に考えてしまったり、逆

に、日本語ではr彼ガ勝ツ可能性』も名詞　r可能性』をr彼ガ勝ツ』がr修飾す

る』構文の一っいうことから‘the　possibi1ity　that　he田iu靱in‘もふっうの名詞

修飾構造だとしてしまったり（あるいは逆に日本語の方を『同格節』としたり）す

るということが始終起こる縞果になる。」　（寺村秀夫　1982S．223）

　ここで寺村は、極めて明確な言葉で外国語と母語とを対照・対比する際に陥りやすい

危険性を述べている。

　以上、姻別事項を対照・対比する際の方法や難しさ、特に等価物の確定の難しさにつ

いて説明、考察した皿次の章でば、日本語とドイヅ語を例にとり、対照・対比をす．る。

4。日本謡とドイヅ語

　例として、日本語の動詞の「タ」形とドイッ語の「過去形」と『現在完了形」を取り

あげる。日本語およびドイヅ語の名称は、それぞれ言語形式の名称にすぎない。日本語

の「タ」形にたいする捉え方にば、何を基本の意昧と考’えるかにより異なった捉え方が

あろうが、寺村（1973S．130）によれば、次のようになる。

モウ朝御飯食坐？。

　一イヤ、マダ食べ（テイ）ナイ。

キノウ京都へ触。
　一イヤ、行キマセンデシタ。

　上記の二つの例文のうち、初めの「モウ朝御飯ヲ食ベタ？」に対する答えとして「ナ

イ」という現在形が出現する藺したがってこの場合の「タ」形の意味は、　「完了」とな

る。後者の場合は、答えぱ「タ」形で出現する。したがって、この場合の「タ」形の意

昧は、「過去」となる。

　ドイツ語では、この場合、つまり、　「完了」と「過去」を表す場合には現在完了形と

過去形が機能を果たす。ドイツ語の現在完了形は、発話時点を含めて、発話時点以前に
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生じたことを指す用法に限って言えぱ、　「過去」と『完了」の意昧を持ち、過去形は、

発話時点以前に起こっだことをさす用法に限って言えぱ、　「過去」の用法を持つ血そう

すると、　「過去」の用法が重なるように恩われるが、現在完了形は、口語として用いら

机、過去形は文語として用いられるという文体論的な差がある。　『完了」と「過去」の

二つの用法があるという点では、日本謡の「タ」形とドイツ語の現在完了形は重なると

言えるが、ドイツ語にぱ、さらに「過去」を示す過去形が存在するのである。したがっ

て、この場合の対照・対比でも等価物の措定が難しいのである団

5。おわりに

　以上、対比言語学の研究頓域、対照・対比する場合の間題点等について筆者の考えを

述べた。翻訳を前提にした場合の対照・対比よりも個別事項の場合の対照・対比の方が

困難である。何を対応物と見なすかという基準を作ることが、大変難しいからなのであ

る。この基準作りがうまく行かないと、体系性の無い、その場かぎりの、アドホックな

縞果しか得られないのである。
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Eine　Be皿erkung　zur　konfrontativen　Linguist玉k

○湘u開A　kiyoshi

互n　dieser　Arbeit　so］。1　die　Ro1｝e　der　konfrontativen　Linguistik　fur　die　Oberset－

zung　und　die　Roユヱe　bei　der　Konfrontation　der　Sprachen　皿itteユs　einze1ner　Funk－

t－ionen　囲ethodoユogisch　abgehandeユt　田erden．　　I〕ie　fijr　die　Obersetzung　ange喝ante

Konfrontation　1eichter　zu　tl』n　a工s　die　mitteユs　〔ler　Funktionen．　　I㎜　ersten　Faユ1

靱ird　durch　Konfrontation　z田eier　Sprachen　erforscht，　田e1cher　＾usdruck　in　einer

Sprache　de㎜　Ausdruck　in　der　anderen　Sprache　entspr三cht．　　Dabei　固Ossen　慨ir　die

田ortarten　der　l〕etreffen（Ien　Sprachen　nicht　in　Betracht　ziehen．　　Im　z田eiten　Fa1ユ

dijrfen　田ir　die　哩ortarten　nicI1t　konfrontieren，　田ei1　die　側ortarten　in　den　ein－

ze工nen　Sprachen　auf　die　eigentij圃ユiche　蜴eise　festgeste1ユt　werden　und　deshalb　in

z田ei　SpracI1en　eventueユ1　nichts　關iteinander　ge圃ein　habe11．　　Sprachen　konfrontie－

ren　kδnnen　側ir　dabe主　nur　剛itte工S　der　FunktiOnen．

D三ese　＾bhandユung　besteht　aus　den　foユgenden　＾bschnitten：

　　　　　1．　Einユeitung

　　　　　2．　konfrontative　I」inguistik　und　benacI1barte　I－inguistik

　　　　　3．　Konfrontation

　　　　　3－1　むbersetzung　und　Konfrontation

　　　　　3－2　Konfrontation　mitte1s　der　Funktion

　　　　　4．　JaPanisch　und　Deutsch

　　　　　5．Fazit
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