
談話行動におけるあいづち
- 円 滑 な 会 話 の 妨 古ヂ と な り 得 る 要 t4- -

その 1: あいづちの頚度(flf,eqiie三号Cy)に基づく視点より

元ワルシヤワ大挙

川手 -ミヤジェイエフスカ 患

L事乱 はじあに

今から一十年以上も前のことであるがアメリカに住んでいた頃､北米英語母語話者とのコ

ミュニケーションがどうi)うまくいかないのは､文法の聞達いや不適当な発音 (この発音に

関 しては､不適当と言 うよりむ しろterribieと言-_'たほうが正 しいのだが)はかりではなtこ

何か他に要因があるのではないかと考え始め会話におけるあいづちのもつ役割に関心を持ち

はi:めた0 線に分かったことであるが適当なあいづちが打てなかったため誤解されていた

こともあったようだO (残念ながら､長くなりそうなので詳細は省略)

この様な些細なきっかけで､u本語教育においても､会話におけるあいづ与のもつ役割Lrl

重要性を考.Lる必･要があるのではないかと思t･､始めたO あいづちには､し傭人差がありE3本

語母語話者同士の会話においてもいろいろなパターンが伺え､かつ同一-人物でも状況や会話

の相手､会議の内容によっぞあいづちも異なってくるが､日本語教育において､外国語もし

くは第二言語としてのE3逐語のあいづち指導の在り方を探ってみる盛宴があろう｡

あいづち指導の在り方を探ってみるうえであいづちの持つ三つ要素､あいづちの頻度,も移

項､そしてタイ ミング(placenent)を考えなくてはならないのだが..本稿では､アメリカ英

語母語話者 と日本語母語話者とによる日本語での会話を例にとり､三つ要素のうちの--つで

あるあいづちの頼皮を横能毒こもとづき分析し､円滑な会話の妨げとなり得る要因を凍るo

1. 先行研究 と日的

異文化間のあいづちの研究では､i970年代にPhillips(1974)がTam SpringlndiaT)S

と北米英語母語話者たちの間ではあいづちの打ち方がかなり異なることを報告 しているQ

ETic-kson (1979)は､アメリカ英語を母語とするB呈ackと7hiteSpeakeTSの間のあいづちの

打ち方を研究 TtJ､それぞれの文化に凝差 したあいづちの打ち方があることを明確にし､それ

らはかなり異なり時として誤解や､円滑な会話の妨げとなり得る要因であるということを指

溝 した｡ また､あいづちの量の研究では､被験者､会話の内容､状況､使用言語などで頻

度が異なるので一概にはいえないが､日本語母語話者は非日本語母語話者､もしくはアメリ

カ英語母語話者よりあいづちを頼繁に打つという傾向が指溝されている (Xaynard,1986;

Locastro,1987;Thite,1989; 堀口､1990;渡辺､1994)O 嶺ロ(1990)によれば､Ei本

語母語話者は日本語上級学習者同士 (国語不明)の会話にみられたあいづちの五倍のあいづ

ちを打っと言 う｡ mite(1989)は､英語によるアメリカ英語母語話者同士と日本語による

日本語母語話者同士のカジュアルな会話､そしてアメリカ英語母語話者 とE]本語母語話者の､

英語によるカジュアルな会話を分析 し日本語母語話者は話す言語に関係なくアメリカ英語母
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語話者より頼繁にあいづちを打ったと報告している｡

本稿では､先にも述べたように日本語母語話者とアメリカ英語母語話者による日本語での

会話を例にとり､あいづちの頻度をその役割に基づく視点より分析 し､誤解や円滑な会話の

妨げとなり得る要因を探ることを試みる｡

2. あいづちの定義

バック･チャンネルというタームを最初に使用 したYngve(1970)はあいづちとは話 し手の

ターンのなかで､話 し手が聞き手より受けとる ｢はい｣とか ｢ふん｣､ ｢ふうん｣とか言 う

ような短い対応であると定義づけている｡ また､DuncanとFiske(1977)は､あいづちを五

つのカテゴリーに分け､(1)｢はい｣､ ｢ふん｣､ ｢ふうん｣というグループ､(2)話 し手

の文末を完成させるもの(日 ､(3) ｢はい?｣とか ｢すみません｣の様に話 し手にもう一度

聞き返すもの､(4)先行する話し手の言葉を手短に集り返 したり言い換えたりするもの (2)

それから(5)うなづいたり､首を横に振ったりするような非言語的行動､とした｡

本稿においては､YngYe(1970)の定義を採用し､DuncanとFiske(1977)によるところの最

初のグループである ｢はい｣､ ｢ふん｣､ ｢ふうん｣というものをあいづちとする｡ (3)

また､笑いなどとして現れた表現もあいづちと考えた｡

ここで､あいづちの分析において特に注意を払った問題点を指溝 しておく｡ まず､下記

の例1にみられるように (Appendix1fortTlhStTJptI'anccwvfntl'ans 参照)聞き手の対

応が明らかに話 し手の質問に対する返答であり特定の意味を持つものは､Schegloff(1981)

のいうように聞き手のターンであるとし､あいづちとは考えなかった0

例1ト日

- ル : 最近さあ ::: [†:(.)] 何か ::糞 しい-

ソヨー : [あ :]

ハル : -ことあった?

ソヨー : 糞 しいこと?

ハル : -うん｡

次に例2に見られるように聞き手のターンの直前に打たれるあいづちは､聞き手のタ-ン

の一部分と考えられるので本試みにおいてはあいづちとして扱わなかったが例 3のように聞

き手のターンの前に打たれてはいるが直前ではなく､いくらかの間があるときはそれは聞き

手のターンの一部分ではなく､yaynard(1986)がいうように聞き手の話 し手に対する対応 と

考えあいづちとした｡

例2

-ル こ -謀って [いう]か業

ソヨ- : [うんO]

ハル : -ふう ::千:ん､それ ㌘ (｡)それってメイン大学だよね ?

例3

ソヨ- あのファックスも受信したLo

ハル : -うん｡ (.5)それでどうする? *hh｡

75



3. 方法

劇軌夢 アメリカ英語を母語とする二十代の男性と日本語を母語とする三十代の女性が

この試みに参加したO 男韓の方は日本語学習帯が七年ありかなりの上扱者でこれに参加す

るまでに日本に二年を滞在 していたO また､日本語母語話者の友人 も多く勤務先でも日本

人の同僚たちとは日本語で話 しているO 他方､女性の方はビジネスをしていて､七年間程

大学生に日本語を教えた産験を持っていた｡ また往事の関係上英語を費う議会も多々あるC

このアメ1,iカ英語母語話者と日泰語母語話者はこの試みに参加するまでに六カ月霞の友人

関係を持つO ここで､被験者の性が異なること､そして日本語母語話者の過去にお古ナる日

本語教授軽験よりくるアコモデ-ション等は､実験の結果に影響を与えるかも知れないと言

うことを指摘 しておきたい, また被験者の数が少ないことより結果の一般化はできないと

言うことも付け加えておく｡

アナグ/'7̂ft過ぎ アイワのテープリコ--ダーで録音された35分の会話の中の 12E,)

iO抄が分析されたo 会話はカジュアルなもので､アメリカ英語母語話者の日本語学習歴､

E3常生活での出来事､勤番先での出来事､L7本語母語話者のビジネスでの出来事､異文化理

解についてなどを話L･ていて､ごく自然などこにでも見られるような友人同上のものであるO

さんで座って雑談をしている友人同士の会話を轟音LたO 会話に関する指示は全(_与えら

れず普段通りに話 したいことをはなして貰った｡ (自然な会話を分析 してみたO)

･留′/0〝jJ7D/PS/S,)に依存し-～S阜nciaj_ra_ndi:ouit:hardしま975)や CoIJlthardtJL至は5)に代菩

される談話分析(LinguisticApproach.i.e‥ Discourseinaiysis)の形をった｡ また､あ

いづちの頼度に関する数量的な試みにおいて､それを扶計的に分析するにあたってもYate-s

Correctionと共にOne-一ayChi-squareテストを使用した｡

4_ 結果と考察

分析の結果､アメリカ英語母語話者 (以下 :AE)は､日本語母語話者 (以下 :JA)の

1590音節の会話に対 して39回のあいづちを打ったのに対 して JAはAEの2489音

節の会話に対 して 148回のあいづちを打った (義1)a AEのターンの方が IAのより

長かったのであいづちの量を比べるために､100音軌 こ換芽するとAEは2.45回あい

づちを打ったのに対 して JAは5.95回と言うことになる｡ つまり､JAはAEのほぼ

2.4倍のあいづちを打ったことになる｡ そこでこの数字が統計的に重要であるか否かを

調べるために表 1に示すようにAE､JAがそれぞれ2489音節に対 してはどれぐらいの

あいづちを打ったのかを計算 してみるとAEは61.23回で JAは前出したように148

回であった｡ この数値に基づいてYate'scorrectionと共にOnelayChi-squareテス トを

行ったところ､294倍というこの数字辻重要であるという結果がでた (Ⅹ 2 H ,N-2]

=28.i68､p< .Ol)｡ この種にして､この様な小規模な試みにおいても日本

語母語話者はアメリカ英語母語話者より頼繁にあいづちを打つと言うことが分かった｡

それではここで結果を導いたと考えられる要因をまず､アメリカ英語母語話者と日本語母

語話者の両視点から考えてみるO 鞄ite(1989)によれば､アメリカ英語母語話者は日本人
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表 1 アメリカ英語母語話者と日本語母語話者による

カジュアルな会話におけるあいづちの量

アメリカ英語母語話者

N-1

日本語母語話者

N-1

会話における

全音奇数

あいづちの回数

1100音節における

あいづちの回数

2489音節における

あいづちの回数

2489

39**

2盲45***

1590

148

5｡95

61.23**** 148

(Ⅹ 2 [1,N-2]-28.168､p< .01)

書 会話07hトンと考えられるものの的昔‡､つま柑1づちと考えられ紬4)娼く｡

*書 目結婚話か1590昔批葡して39卵かづち柑たれた.

事書手39‡100÷1590=2.45 書手書手39Ⅹ1.57=61.23もしく吐2489÷1590‡39=61.23

との英語での会話では日本人に合わせてあいづちを頻繁に打つと言う｡ つまり､このAE

は､日本人と英語で話すときはあいづちの回数を増やすかも知れないのに (収説)､日本語

での会話ではあいづちは増えてなかった｡ (AEの英語での日本人との会話を分析して見

なくてはならないのではあるが)これは､Ferguson(1975)が指溝するように非母語話者にと

ってリスニング･スタイル､つまりここではあいづちの量､を詞養するのは難 しいのかも知

れない｡

次に､JAによるアコモデ-ション説も捨て難いものであるO 水谷 (1988)によれば日

本人同士の会話では100音節あたり5回のあいづちが打たれると言 う｡ また,渡辺(1994)

は､E]本語母語話者は100音節あたり5.5回のあいづちを打つと言う｡ しかし､この試

みによるJAは､5.95回のあいづちを打った｡ つまり､ JAはAEと日本語で話す と

きAEに ｢聞いてるよ｣､ ｢おもしろいよ｣とか､ ｢もっと話 して｣と言うようなあいづち

の機能がはっきりと伝わる様に日本人と話すときよりあいづちの量を増やしたのではないだ

ろうか｡ ここでもIAの普段の日本人とにおける同じような条件での会話を分析 してみな
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いとはっきりとは言えないが､アコモデーションについても可能性 としてあげておきたい｡

また､母語話者にとって リスこング ･スタイル､つまりここではあいづちの量､を調整す

るのはたやすいことなのかも知れないe

それではここで､日本語におをさるあいづちの果たす役割と異文化コミュニケーションにお

ける円滑な会話の妨げとなり得る､また誤解を招く要因について探ってみる｡

まず､JAによる頬繋なあいづちに潤 してであるが､水谷(lL983)は英語母語話者はこれ

をはなしを早く終わらせようと急き立てているように穿釈するかもしれないと言 う望 これ

に対 して､Thite(1989)の実験に参加 したアメリカ人は日本語母語話者の頼莞なあいづちを､

礼儀正 しくて真剣によく話を聞いてくれると解釈しているo この頻繁なあいづちに鞘 して

は異文化間の会話を分析すると同時に被験者にインタビューしたりアンケ- 卜と1たりすれ

ば 引̀ ､もっとはっきりしてくるだろうO さてここで､もし､水谷 (1983)のいうように

英語母語話者があいづちをはなしを早 く終わらせようと急き立てているものとして解釈 して

とすればこれは大変な誤解となる (もちろ.ん急き立てるために打たれる壬､のもあるのだが1 .

それでは､なぜ日本語母語話者はあいづちを頼繁に打つのであろうか.I, Locastro(19月㍗)

は､あいづちはE]本人の和を尊ぶ気持ちに反映 L､会話においても､聞き手は話 し手とうま

く調和をとり､会話を気持ちよく促進するために頻繁に打たれるというo また､これは､

Ej本語にもいてはあいづちを打たないと話し手に失礼であるという考えに支配されているの

かもしれないとも言っている. この他､El本語のシL,-タックスlこも大きく関係 してくるで

あろう (これ墨こ開L-では別の分断が必要となるがQ)

さて次にby少ないあいづち卓≡ついてであるが､これをこついてちょっとした表意を試みたさ

英語を話 した蒙験のない3人の日本人教師によると､もし非琶本語母語話者と議 していて'@

等 ･彼女 らのあいづちが日本人のそれよりかなり少なかったら､それは､(1)聞いていない

証拠､ (2)話 しの内容が分かっていない証拠､そLて (3)彼等 ･彼女 らのE]本語の力不足と

解釈すると言う｡ 最後の(3)については､先行研究より日本語の発達段階は､あいづちの

頻度とは関係ないと言 う結果がでている (Locastro.1987;渡辺,1994)ので除外すると､

異文化間の会話においてはどうも､(2)が少ないあいづちに関係があるように患われる｡

そしてこの試みの日本人被験者 も､聞き手のあいづちの頻度が少ない時は聞き手が会話の内

容を十分理解 してないん じゃないかと患ったと言っているが､聞き手であるジョーのほうは

どうや ら話の内容は分かっているらしい｡ この(2)に関連 して､Ericson(1979)の研究に

よれば､異文化間における少ないあいづちは輝き手が会話の内容を理解 していないのではな

いかと解釈されがちでそれが必要以上の説明 紬 tjow,p_ilo)を引き起こし､

ひいては円滑な会話を妨げてしまう｡ 以下その必要以上の説明 (A:f5qrePJanazlaD)につ

いてこの試みでみられた会話の一部を抜粋してみる｡

例4

i ハ ル‥ -'It~stops∝ret汗 業って菜 †(̀cough))あ hh [ふっふっふっ]o=

2 ジョー :
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ハ ル ‥ -*帆 それってや-ぼりおこるかね :巨 2) そのチエ7-マ

ン ? 千

4 ジョー : その人が?

5- -ル : うん｡ [何か] ※彼菜 むっとしたんだ [よね｡]

6 ジョー [ふう::ん｡]

7 ジョー :

しないから?

8- ハル ‥ ho その私 ･̀1)だから‥‥(･3)すね-

9 ジョー : う :::0

10- -ル : -IIt~Stopsecret' っていったらさ ::-

11 ジョー : う [ん｡｣

i2-す -ル: - [か]れ 凄い怒ったんだ業よね｡

(.3)

13 ジョー : hhh*hho

[ああ し]ん用 (.2)

1い ハル : -むっとなったから†あ ‥あ :あ ‥あ : (I) '業あ :業` ちょっと冗

談です薫って削 ､った †ら†'

そう楽し※たら< あ :ん :::いや †:

'That-saJapanesejoke,alha?' とかって ゆうT::の †よ｡

例4では､蓑1と日本語のあいづちの棚 (堀口､1988;今石､1992)に基づいて Tを用

いて日本語母語話者があいづち打つだろうと予潤されるところを､前出の日本人教師三人の

同意を確認 してから表 してみた｡ この結果､AEのジョーはあいづちを打つ頻度が少ない

ようだ｡ そして､これの少なさがJAのハルによる必要以上の説明 (EyTCre王pla皿ation)

につながるようだ｡ -ルは､8.10.12行目にみられるように同じようなことをもう一回説

明したり､&'ヮt乙ノ亡.jgつ.t､か っ t/y-っノ久 という 5,12,14行目にみ られるように同 じ

意味の言責を言い換えたりしている｡ この為､会話がスムーズに進まず､壊れたテープリ

コーダーのようにまわっているような印象を与える｡ このAEのジョーによるあいづちの

少なさを JAはAEが話の内容を理解 してないのではないかと解釈した｡ この種にして､

あいづちの頻度の少なさは円滑な会話を妨げてしまう｡

5. もわりに

以上吟味 してきたように､あいづちの役割とその頻度と言う視点からあいづちを考えて見

ると≠少なくともこの試みにおける､アメリカ英語母語話者と日本語母語話者の日本語での

会話ではあいづちの頻度の少なさは円滑な会話を妨げてしまうようである｡

今後の課題として､被験者､会話の内容､状況､などをかえて同じような試みを集り返 し､

(ビデオテープによるものも含め)今回の試みにより得られた結果がどこまで一般化できる
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のか検討 していきたい｡

最後に､日本語のあいづち藷導の在り方を戻ってみるためにもただあいづちの頻度を数え

るだ喜子でなく､会議を轟かく分節してみる盛宴があるのではないか 一 再に教壇にたっ教蘭

による学習者たちのあいづちの打ち方碁こ粥する系譲だった研究娃大切なのではないだろうか

と考えるものである｡

注

B:- [電話あった]ってこと?

(2) Å二 先日社用でニューヨークに::-I

1: -い･つたんですが､㌔.､._.､､ ,

(3) Duncanげiske(】.977) による (2う､ (3ト.i (4)はあいづちで,あるのか..聞き羊

のターンであるのかの区別が兼 しいため除外LたG また､ (5)に粥 Lてはあい-j

ちについて語るうえで必要不可欠とは考えられるが､ビデオナI-プによる鐘旨をしな

かったため､分析不可能ということにな一･'たC

(/,) 本稿におけるすべての例籍は (注は除く)､今封の試みにみられたものであるO

(5〕 ここではアンケ--･ト調杢(questioTUlaiTe)における垂要点には触れないがインタ-o

アイテム ㊤コ-ilレ-ションなども含めアンケ-卜の信葡盤また結果の有効鮭を高め
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APPEXDl王1

[ ]

(0. 0)

(.)

Tl

左側のカッコは会話のオーバーラップが始まるポイントで､右のほうはオ ー

バーラップの終 りを示す｡

1/10秒で示 した沈黙の長さ

マイクロ ･ポ-ズ (untiTed)

イン トネーションの顕著な上が り下が り (これは､方言の違いか らくるイ ン

トネーションの違いではない)

長音

血tc:hedutterances, D 通常以上の問があるもの､そして 2) 聞き手

があいづちを打 ったが話 し手のターンが緩いているときO
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? Rising イントネーション

(( )) 全署を変 り茸むまわりuTl扶況や会議,t芸界 &773t護音

hh 聞くことのできる ol王tbreath

軸 h 聞くことのできる inhaiations

> < 会話のテンポが急に早まるQ

菜 菜 前後の会話より声が小さくなっているO

82


