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編集後記
　昭和に生まれ育った筆者からすると、「とりあえずビール」という言葉は、TVドラマでも
現実の宴席でもよく聞くフレーズであった。しかし平成の頃からアルコールの選択肢は多岐
に渡り、またアルコール・ハラスメントになるからと、乾杯の1杯目からソフトドリンクを
飲むことも許容されるようになる。そして令和のコロナ禍、飲酒どころか、大勢での会食も
ままならない日々が3年目に突入している。非常に日本的だと感じていた「とりあえずビー
ル」は、再び戻ってくるのだろうか？ （町田小織）

脚質デジタル

　自転車ロードレース中継を観ていると頻繁に耳にする言葉の一つに「脚質」がある。脚質は、
選手の走り方の特徴を表す用語である。例えば、山岳の登りを得意とするのが「クライマー」で
ある。東京オリンピックの男子自転車ロードレースで金メダルを獲得したRichard Carapaz選
手などは、クライマーに該当するだろう。他にも、瞬間的に時速70kmもの速さで走行できる「ス
プリンター」、長時間一定の速度で走行することが得意な「ルーラー」、起伏の激しい地形に強い

「パンチャー」などの脚質がある。
　2020年、新型コロナウイルスの感染拡大によって多くのレースが中止や延期に追い込まれ、
その代替としてバーチャルレースが開催された。バーチャルレースでは、選手はローラー台の上
に設置した自転車に乗り、トレーニング用アプリを使って仮想空間を走る。ローラー台を通し 

て、選手にはコースの起伏や空気抵抗を想定した負荷がかかり、選手の体重や回転速度などの情
報が仮想空間での走行に反映する。
　こうしたバーチャルレースについても、リアルレースと同様にテレビ中継やウェブ配信が行わ
れた。その実況や解説で、バーチャルレースに強い選手をいつしか「脚質デジタル」と呼ぶよう
になった。
　脚質デジタルという言葉には、リアルレースではそれほどでもないのに、バーチャルレースで
妙に強いという若干の揶揄が含まれていたように思う。バーチャルレースには、使用すると空気
抵抗の負荷を減らすことができるアイテムがあり、リアルレースでは起こり得ないレース展開に
なることもある。各種のアイテムを使用するタイミングなど、リアルレースとは違うスキルや慣
れが必要になる。
　しかし、バーチャルレースであっても、現実の環境の影響がないわけではない。バーチャル 

レースで圧倒的な強さを見せたのは、コロナ禍以前から仮想空間でのトレーニングを導入してい
たと言われるチームの選手たちであった。これらの選手は、チームの施設でトレーナーの指示を
受けながら、万全の体制でバーチャルレースに参加していた。一方、標高の高い国にある自宅か
ら参加した選手は、空気の薄さのために苦戦を強いられた。インターネットの接続状況によって
は「落車」することもあり得るだろう。脚質デジタルになるにも、現実の環境における周到な準
備が必要なのである。

（文：渡部麻美）

文献紹介：『聖書とモンゴル　翻訳文化論の新たな地平へ』

　ユーラシア大陸にあってモンゴルという地域は、モンゴル国、中華人民共和国内モンゴル自治
区、ロシア連邦ブリヤート・カルムイク自治共和国に広がる。方言の差異を有しながら、人々は
同じモンゴル語族の民族性を意識してきた。宗教的絆の主流はチベット仏教だった。この通説に
対して、本書はモンゴルの歴史文化にキリスト教の存在意義を提起する。
　20世紀に入ってロシア革命、モンゴル独立、中華人民共和国樹立に続き、モンゴルの各地域
は社会主義体制に覆われ、宗教排除の時代が続いた。しかし冷戦終結とソ連崩壊以後の1990年
代から現地社会の風景は一変する。民主改革が進展したモンゴル国では、仏教寺院の再興とは別
に、宣教封印が解かれたキリスト教の台頭が顕著だった。モンゴル福音同盟機関紙によれば、
2017年に教会数は約550、信者数（毎週の礼拝参加者数）は4万人ほどまで増えた（本書88頁、
国の人口約320万人）。福音派の組織活動は特に活発で、1995年に福音派系のイーグルTVが同
国初の民放として開局した。
　布教活動の土台となったのは聖書のモンゴル語への訳業だ。本書第12章「モンゴル語聖書に
おける『神』の翻訳とコンテクスチュアリゼーション」は、モンゴルの精神文化とキリスト教と
の葛藤を描いた論考である。「聖書翻訳の歴史において、おそらく『神』という言葉ほど、翻訳
者の頭を悩ませてきたものはない。…モンゴルの場合、超越的存在を包括的に指し示す言葉が存
在しなかった」（滝澤克彦）。モンゴル語聖書の多くでは「ボルハン」（仏教の「仏」）が「神」の
訳語にあてられた。これに対して、英国人のモンゴル語研究者は「神」を「ユルトゥンツィー 

ン・エゼン」（「世界の主」の意）と訳した。一方、モンゴル人の翻訳者は「ボルハン」の抽象的
理解の可能性を強調する。訳語の文化的文脈が問われているのだ。
　モンゴルでキリスト教の「神」はどのように浸透していくのだろうか。「『翻訳文化論の宝庫』
のようなモンゴル語聖書の魅力」（芝山豊）を伝える好著である。

書誌情報　『聖書とモンゴル　翻訳文化論の新たな地平へ』
芝山豊／滝澤克彦／都馬バイカル／荒井幸康・編　教文館　2021年

（評者：町田幸彦）



第1回勉強会（2021年12月17日）

「統計データが示すネット言論の実態と求められる社会的対処」
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター　山口真一氏

　本年度第1回の講演会は，山口氏に「統計データが示すネット言論の実態と求められる社会的
対処」のタイトルで講演いただいた。
　近年のネットの広まりにより，我々の生活は大きく変化してきた。例えば，オンラインショッ
ピングでは，他者のレビューを参考に商品を選んだり，SNSに投稿するために消費を行うなど，
消費者の行動に影響を与えており，これらは「人類総メディア時代の到来」を感じさせるもので
ある。
　こうしたネット社会の進展は市場にプラスの影響を与える一方で，いわゆる“ネット炎上”と
いうリスクをもたらす。ネット炎上とは，「ある人や企業の行為・発言・書き込みに対して，イ
ンターネット上で多数の批判や誹謗謗中傷が行われること」と定義されており，一度炎上が発生
すると市場株価へマイナスの影響を与えたり，情報発信の機会消失を及ぼしてしまうという。
　では，なぜネット炎上は発生してしまうのか。“ネット炎上”と聞くと大多数の世論が同調し，
批判が集中している状況をイメージするだろう。しかし，山口氏によれば，炎上1件に対してネ
ガティブな意見を書き込んでいる人は，ごく少数であり，中には1人が数百のアカウントを作成
し，対象に攻撃をしかける場合もあるという。さらに，それらの書き込みを行う者の動機は「正
義感」である場合が多く，消費行動における“クレーマー”と似た特徴があるという。
　さらに，“ネット炎上”は個人がSNS上で拡散させるだけではなく，テレビや新聞などのマス
メディアがニュースとして“ネット炎上”を取り上げ拡散させることで，誹謗中傷が加速する場
合があるという。この背景には，視聴率を基準とするマスメディアのビジネスモデルがあり，中
にはごく一部の批判をメディアがいち早く取り上げ，あたかも炎上しているかのように仕立て上
げる“非実在型炎上”の実態についても報告された。
　こうしたネット炎上への対策として，山口氏からはAIによる対策の促進やメディアの公共性
を重視する姿勢，教育的対処の必要性などが示された。我々人類がネット環境を構築した以上，

“ネット炎上”は，必然的な現象なのかもしれない。しかし，ネット炎上により，無関係な個人
情報がネットに晒されたり，誹謗中傷による自殺者が出ている以上，問題の解決に向けて考えて
いく必要がある。講演の最後に山口氏から，現在は情報社会の黎明期であり，「表現の自由」を
保障したまま発展することの重要性が指摘された。ネットという環境の中で人と人がつながるこ
とは，物理的な距離や時間の制限を超えた一方で，あらたな課題を生じさせたが，こうした課題
を克服してこそ，人類にとって，真の情報社会への活路が見いだせるのかもしれない。

（文：酒井郷平）

第2回勉強会（2022年1月21日）

「テキストマイニング手法を用いて 若者の就職意識をあぶり出す
─「とりあえず」志向の日韓比較分析─」

千葉経済大学経済学部　中嶌剛氏
　本日は『若者の曖昧な進路選択とキャリア形成』、『とりあえず志向とキャリア形成』の著者で
ある中嶌剛氏を講師としてお招きした。本講演の趣旨は、テキストマイニング手法でどんなこと
が導けるか、そして、そのソフトウェアの利用方法である。本News Letterでは、分析手法やソ
フトウェアのことは省略し、研究の中身だけを紹介したい。
きっかけ　中嶌氏は公務員養成の専門学校で講師を務めた経験から、生徒が「とりあえず」とい

う思考で公務員に就職しようという意見に接した。なぜ公務員を選択したかという問い
に対して、多くの生徒が「我々高卒者に公務員以外の何があるのですか？」といい、だ
から「とりあえず」公務員を目指すのだという。それがきっかけとなり「とりあえず」
研究を始め、公務員だけでなく、フリーター、ニート、正社員へと研究を広げていった。

定　　義　そもそも「とりあえず」という言葉には大きく2つの意味がある。1つが「時間選好 

性」で、いち早く安心を得たいという気持ちを表現。もう一つが「時間順序の選択性」 

で、次のステップにつなげるための意識で、重要なものが先に控えているときに使用さ
れる。

とりあえず志向研究　予備的研究の1つ目が「とりあえず志向」研究で、大学1年生から収集し
た「Q.“とりあえず”に関するあなたの考えを述べよ」という自由記述を分析したもの
である。以前「とりあえず」は否定的な言葉として捉えられていたが、就職先や進路選
びの場面ごとにいろいろな意味があるようだ。

とりあえず正社員　予備的研究の2つ目は「とりあえず正社員になることが得策か否か？」とい
うディベート技法を使った研究。メリットとデメリットを挙げてもらったところ、メ 

リットとしては「職務履歴にハクがつく」、「社員研修で成長できる」、「キャリアップに
有利」などの意見がある。一方、デメリットとしては「訓練後に転職されてしまう」、 

「意欲が乏しい新入社員」、「人材育成マインドが冷え込む」などが挙げられた。
テキストマイニングの実際　次に、テキストマイニングを利用した著書『若者の曖昧な進路選択

とキャリア形成』の8章にあたる、日本・韓国の比較調査「若手社員の就業に関する心
理行動調査」（2017）を紹介して頂く。民間企業に勤務する入社後10 ～ 15年までの20

代・30代の 男女正社員を対象にWeb調査法と郵送法を併用して行った。
 　結果に先立って、その分析手法について具体的な説明をして頂いた。中嶌氏はKH 

Coderというフリーソフトを使用し、そこから得られたデータを、対応分析、多次元尺
度法、共起ネットワーク分析、クラスター分析などを利用して分析を行っている。

最 後 に　本講演では、「とりあえず」という言葉に注目して、テキストマイニングの手法によっ
てどのように結論を導き出すかということが主たるテーマだった。筆者（柳沢）は過去
の研究で同じくKH Coderを使用していたので、とても懐かしいと感じた一方、ソフト
ウェアの進化に驚いた。時間があれば、もっと「とりあえず」という言葉を若者がなぜ
多用するのかなど、心理的側面についてももっとお話を聞きたいと感じた。

 （文：柳沢昌義）
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最 後 に　本講演では、「とりあえず」という言葉に注目して、テキストマイニングの手法によっ
てどのように結論を導き出すかということが主たるテーマだった。筆者（柳沢）は過去
の研究で同じくKH Coderを使用していたので、とても懐かしいと感じた一方、ソフト
ウェアの進化に驚いた。時間があれば、もっと「とりあえず」という言葉を若者がなぜ
多用するのかなど、心理的側面についてももっとお話を聞きたいと感じた。

 （文：柳沢昌義）
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編集後記
　昭和に生まれ育った筆者からすると、「とりあえずビール」という言葉は、TVドラマでも
現実の宴席でもよく聞くフレーズであった。しかし平成の頃からアルコールの選択肢は多岐
に渡り、またアルコール・ハラスメントになるからと、乾杯の1杯目からソフトドリンクを
飲むことも許容されるようになる。そして令和のコロナ禍、飲酒どころか、大勢での会食も
ままならない日々が3年目に突入している。非常に日本的だと感じていた「とりあえずビー
ル」は、再び戻ってくるのだろうか？ （町田小織）

脚質デジタル

　自転車ロードレース中継を観ていると頻繁に耳にする言葉の一つに「脚質」がある。脚質は、
選手の走り方の特徴を表す用語である。例えば、山岳の登りを得意とするのが「クライマー」で
ある。東京オリンピックの男子自転車ロードレースで金メダルを獲得したRichard Carapaz選
手などは、クライマーに該当するだろう。他にも、瞬間的に時速70kmもの速さで走行できる「ス
プリンター」、長時間一定の速度で走行することが得意な「ルーラー」、起伏の激しい地形に強い

「パンチャー」などの脚質がある。
　2020年、新型コロナウイルスの感染拡大によって多くのレースが中止や延期に追い込まれ、
その代替としてバーチャルレースが開催された。バーチャルレースでは、選手はローラー台の上
に設置した自転車に乗り、トレーニング用アプリを使って仮想空間を走る。ローラー台を通し 

て、選手にはコースの起伏や空気抵抗を想定した負荷がかかり、選手の体重や回転速度などの情
報が仮想空間での走行に反映する。
　こうしたバーチャルレースについても、リアルレースと同様にテレビ中継やウェブ配信が行わ
れた。その実況や解説で、バーチャルレースに強い選手をいつしか「脚質デジタル」と呼ぶよう
になった。
　脚質デジタルという言葉には、リアルレースではそれほどでもないのに、バーチャルレースで
妙に強いという若干の揶揄が含まれていたように思う。バーチャルレースには、使用すると空気
抵抗の負荷を減らすことができるアイテムがあり、リアルレースでは起こり得ないレース展開に
なることもある。各種のアイテムを使用するタイミングなど、リアルレースとは違うスキルや慣
れが必要になる。
　しかし、バーチャルレースであっても、現実の環境の影響がないわけではない。バーチャル 

レースで圧倒的な強さを見せたのは、コロナ禍以前から仮想空間でのトレーニングを導入してい
たと言われるチームの選手たちであった。これらの選手は、チームの施設でトレーナーの指示を
受けながら、万全の体制でバーチャルレースに参加していた。一方、標高の高い国にある自宅か
ら参加した選手は、空気の薄さのために苦戦を強いられた。インターネットの接続状況によって
は「落車」することもあり得るだろう。脚質デジタルになるにも、現実の環境における周到な準
備が必要なのである。

（文：渡部麻美）

文献紹介：『聖書とモンゴル　翻訳文化論の新たな地平へ』

　ユーラシア大陸にあってモンゴルという地域は、モンゴル国、中華人民共和国内モンゴル自治
区、ロシア連邦ブリヤート・カルムイク自治共和国に広がる。方言の差異を有しながら、人々は
同じモンゴル語族の民族性を意識してきた。宗教的絆の主流はチベット仏教だった。この通説に
対して、本書はモンゴルの歴史文化にキリスト教の存在意義を提起する。
　20世紀に入ってロシア革命、モンゴル独立、中華人民共和国樹立に続き、モンゴルの各地域
は社会主義体制に覆われ、宗教排除の時代が続いた。しかし冷戦終結とソ連崩壊以後の1990年
代から現地社会の風景は一変する。民主改革が進展したモンゴル国では、仏教寺院の再興とは別
に、宣教封印が解かれたキリスト教の台頭が顕著だった。モンゴル福音同盟機関紙によれば、
2017年に教会数は約550、信者数（毎週の礼拝参加者数）は4万人ほどまで増えた（本書88頁、
国の人口約320万人）。福音派の組織活動は特に活発で、1995年に福音派系のイーグルTVが同
国初の民放として開局した。
　布教活動の土台となったのは聖書のモンゴル語への訳業だ。本書第12章「モンゴル語聖書に
おける『神』の翻訳とコンテクスチュアリゼーション」は、モンゴルの精神文化とキリスト教と
の葛藤を描いた論考である。「聖書翻訳の歴史において、おそらく『神』という言葉ほど、翻訳
者の頭を悩ませてきたものはない。…モンゴルの場合、超越的存在を包括的に指し示す言葉が存
在しなかった」（滝澤克彦）。モンゴル語聖書の多くでは「ボルハン」（仏教の「仏」）が「神」の
訳語にあてられた。これに対して、英国人のモンゴル語研究者は「神」を「ユルトゥンツィー 

ン・エゼン」（「世界の主」の意）と訳した。一方、モンゴル人の翻訳者は「ボルハン」の抽象的
理解の可能性を強調する。訳語の文化的文脈が問われているのだ。
　モンゴルでキリスト教の「神」はどのように浸透していくのだろうか。「『翻訳文化論の宝庫』
のようなモンゴル語聖書の魅力」（芝山豊）を伝える好著である。

書誌情報　『聖書とモンゴル　翻訳文化論の新たな地平へ』
芝山豊／滝澤克彦／都馬バイカル／荒井幸康・編　教文館　2021年

（評者：町田幸彦）


