
初級教科書の会話に見られるドゥデスカ/ ドゥデシタカについて

堀口 純 f (筑波大学)

1.はじめに

私たちは人に話しかける時､あるいは満している途叶で.訴腰が途切れた僻や､話題が絞 り込め

ない時などに､｢～はどうですか｣とか｢～はどうでしたか｣と言って､相手にターンを渡すことが

あるO-一方､｢～はどうですか｣とか｢～はどうでしたか｣という質問でターンを渡された側は､と

っさに何と答えたらよいか迷って口ごもったり､あたりさわりのない漠然とした苔を返 したりす

ることがある｡

(1)は､ラジオ放送で､司会の永六輔がゲストの8歳の男の子と話し始めた時の例である｡挨拶

のあと､きのうが終業式だったということがわかったが､それ以外は､まだ具体的に詳 しく質問

できるような状況にはなっていない Oそのため､康は終業式を話題にしたのだが､｢どうだった｣

という問い方をしたために､子供はなかなか答えられず､かなり間があり､そして出てきた答は

｢すCL終わった｣というものだった｡

H)永 六輔 :終業式はどうだった｡

ケ寸スト(8歳男児):(聞)すく終わったO (TBSラシ'h才1998.7.18)
(2)プラハはどうでしたか｡

私たちは(2)のように聞かれたら､杓と答えるだろうか｡｢よかった｣｢きれいだった｣｢楽 しかっ

た｣｢有意義だった｣｢ピ-ルがおいしかった｣｢ちょっとこわいめにあった｣等々いろいろあるだろう

が､どれも(2)の質問に対する答として適切である｡いろいろな答が許されるということは､質問

者が苔に正確さや厳密さをあまり期待していないということだとも考えられようC

このように､ ドゥデ スカ/ ドゥデシタカによる質問は､質問者は特定の答を期待 している

わけではなく､またそのため答える者にとっては答えにくい質問で､答えても漠然とした苔にな

りやすい｡

しかし､日本語の学習者は ドゥデスカ/ ドゥデシタカによる質問を受けることが多い｡日

本にいる学習者の場合､｢日本はどうですか｣に始まり､｢日本語はどうですか｣｢日本の食べ物はど

うですか｣｢日本の大学はどうですか｣等//､非常によく受ける質問である｡また､日本語の授業で

も学習者は教師から､夏休みの後では｢蛍休みはどうでしたか｣と聞かれ､北海道に旅行に行った

と言えば｢旅行はどうでしたか｣とか,｢北海j削まどうでしたか｣などと聞かれ､毎日のように会っ

ていても月曜E]には｢週末はどうでしたか｣と聞かれ､試験の後では｢試験はどうでしたか｣と聞か

れたりする｡教師は授業の前に雰囲気を和らげるつもりで質問するのだろうが､質問された学習

者はす寸に答が思いつかなくて間があいてしまったり､反射的に｢楽しかった｣｢きれいだった｣｢難

しかった｣等と定型化された笛で応じたりする｡

そこで､このような ドゥデ スカ/ ドゥデシタカについて､本稿では､初級教科書の会話に

提出されている質問と笛をもとにして考える｡

2.疑L.TJ崩

ドゥはほとんどの初級教科書に捉川されている疑問詞の-一つであるが､まずこれを､どの教科

書にも提出されているイヅ､ ドコ､ダレ､ナこの4つの鶴間詞と比べてみることにする｡

(3)El本譜教肯連綿会議 (のH柁)は いつですか｡

(4)日本語教育連綿会議 (a)場所)は どこですか｡

(5)日本語教育適格会議の世話役 は だれですか｡
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(6)Eま本譜教昏連絡会議の目的 は なんですかO

(7)E3本譜教待避縮合過 は どうですかO

(3)は今年の会議についての質問だと解釈できる喝血であれば､わざわざFFij種｣という限定がな

くても､筈に迷うことはなく､｢7日25､26日です｣と答えられる｡(4)も今年の会議について

の質問だと解釈できる喝曲であれば､Fチェコです｣Fプラハです｣Fカレル大学です｣などと答え､

会議の部声削こついての質問だと解釈できる場癖であれば､｢カレル大学の哲学部です｣｢チェコフィ

ルのコンサ- トホ-ルの斜めiF'73'かいの建物です｣｢6学部の建物の4階です｣などと答えればよく､

会場を知っていれば軸と答えようかと迷うことはない｡

ダレとナ二は､史脈がない場合は､F日本語数帝連絡会議はだれですか｣とか､r日本語教育適格

会議はなんですか｣という質問は不適切である｡しかし､ダレの場合は､｢世話役｣とか｢司会者｣と

か｢講演者｣などを入れれば､迷わず答えられるようになるOナ二の場合も､同様であるe

ドゥについてはどうかというと､｢巨寺本語戟宵連絡会議はどうですかJという質問は､F日本語教

育連絡会議はだれですか/なんですかjという質問が史脈軸Lでは不適切であるのに3:巨べると､適

切性という点ではflJg血はない.しかし､.この門間に対してす(rに箔え･5ことは軽い 10また､('3)

-(6掩 轟つの貿閲に対しては誰が番えて射まば摘じような笛になる軌 ドゥデスカという閏 の

質問に対する笛は､難しいだけでなく､いろいろな笛が測る由摘巨性がある凸

この質間に少し限定を加えてみよう白すると､｢日華語数薗連綿会議のij尊劉孟どうですか〆場所

はどうですか〆世話役はどうですか〆Erj日射孟どうですか｣など､中ソ､ ドコ.hダL/､ナニを使っで

聞いた質問のどの限定屯加えるL=とができるO.さらに了 内額はどうですかJ進行状況はどうです

か｡jF参加状況はどうですか耳賓搾気はどうですかpj等射 場 いろ機能であるQF日本語数宵適格会

議はどうで軒か北 もいう質問には､こ.れらのすべてを可能性として含んでいるわ藍子であるから､答

える側はそのうちのどれを選択しで笛見るかを考えなければならず､したがって､答えにくいの

は当然といえよう¢そして､例えば了 u本譜凝宵適終会議のH帯はどうですか｣のようを三限意き

れていれば､｢暑い輪で大変だ｣とか了 2日では短い｣とか､｢土｢首じゃないはうがい叛 とか､｢ち

ようど飛行機の運賃が轟iなる時で大変だ.1とか､.比酸的番えやすくなる｡

出土のことから､5つの疑問釦 こついてまとめると､次のように言えよう｡

① いつ :あること(上の例では､｢巨体 語教宵逮鴇会議｣)に関わる時に関する情報を求める

② どこ :あることに関わる場所に関する晒紬を求める

③ だれ :あることに関わる人に関する膳報を求める

④ なに :あることに関わるモノに関する情報を求める

⑤ どう :あることについて､情報や､森組や､感想､などを求める

イツ-. ドコ-.ダレ､ナニは,晒報を求めるのであるから､答は正確でなければならない｡それ

に対 して､意見や感想は人によって熊なることも多く､したがって､ ドゥによる質問に対する答

は､rlf.確かどうかということは､必ずしも必邪ではない0

3.初級教科書にあるドゥ

デ-夕は次の7つの初級教科寓の会話から収蟹した｡

Am IntroductiontoModernJapanese(水fi修､水谷I昌子 1977)【MJ】
JAPANESEFORYOU(大田美恵子､小山揚子1988日JFY】
新日本語の基礎 (海外技術者研修協会 1990)【きそ】

稔合日本語初級から中級へ く水谷信子 1990日 総合】
CO珊UNICATING川JAP脚ESE(能登博義 1992日CJ】
SITUATIONALFUNCTIOⅣALJAPANESEVOLl-3(筑波ラげ ヅ ク○ルザ 1992)【SFJ3
JAPANESEFORBUSYPEOPLEI(国際日本語普及協会 1994日BUSY】
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7つの教科書の会話の中で使用されているドゥには､｢ドゥ｣､｢ドゥデスカ｣､｢ドゥデシタカ｣､

｢ドゥスル｣､｢ドウシタ｣､rドゥナル｣､｢ドゥヤヅテ｣､rドゥ恩や｣､｢ドゥ通り｣の9つの表現が

あった｡

ドゥデスカ/ ドゥデシタカは､すべての教科責に挺出されているが､大きく分けると､ ドゥデ

スカ/ ドゥデシタカの両方が使えるものと､ ドゥデスカしか使えないものとがある｡

後者の ドゥデスカしか使えないのは次のような例である日｡

(8)1マイク :中占のテレビを削 ＼たいんですが､どこへ行けば買えるでしょうか｡

2渡辺 :巾t.･のテレビですか｡奄器犀さんできいてみたらどうですか｡

3マイク :電器提ですかOじゃ､きっそく行ってみます｡ (JFY10)

(9)1山下 ここんどのLJ曜はどうですか｡

2シ'tヨンリン:こんとの日曜はあさ川があって､はやくでられないんです｡(MJ17)
(8)は電気屋さんで聞くという具体的な内容の後にタラが付いて､それにドゥデスカが続いているO

(9)は今度のE日雀という具休的な項口にドゥデスカが付いている｡これらの ドゥデスカは､前に示

すことについて相手の意見を聞くという形を蹴りながら､精米的には提案や勧めや誘いの機能を

になっている｡

本稿では､ ドゥデスカ/ ドゥデシタカの両方が使えるものだけを扱うことにし､(8)(9)のよう

な提案や勧めや誘いの機能を持つ ドゥデスカは対象としない｡

4.ドゥデスカ/ ドゥデシタカ

ドゥデスカ/ ドゥデシタカのどちらも使える例を沌てみよう｡

4.1 (10)II)n藤 :おいい 1コーヒーですね｡

2地藤 :日本語の勉強はどうですか｡

3ラオ :そうですね｡難しいですが､おもしろいです｡ (きそ 8)

(ll)1A :先週のパーティ-はどうでしたかC

2B:にぎやかなパーティーでした｡ (MJ6)
(12)1たなか :かふきはどうでしたか｡

2ス ミス :とてもきれいでした. (BUSY14)
(13)l木村 :旅行はどうでしたか｡

2ラオ :楽しかったです｡でも､ちょっと疲れました｡ (きそ 12)
例(10)は､加藤とラオがコーヒーを飲みながら戚している場面であるが､加藤の｢日本語の勉強

はどうですか｣という質問に対して､ラオは3のように答えている｡このような質問に対 して私た

ちはどのように答えるだろうかsおもしろいとか､催しいとか､大変だとか､似たような笛が多

いのではないだろうか｡

例の(ll)の｢先週のパーティーはどうでしたか｣､(12)の｢かふきはどうでしたか｣､(13)のr旅行

はどうでしたか｣のような質問に対してもI司じようなことが言える｡例えば､(12)の｢かふきはど

うでしたか｣に対して､(10)の1に対する答｢そうですね｡難しいですが､おもしろいです｣も答 と

して成立する.また､(ll)の｢先週のパ-ティーはどうでしたか｣に対して､(13)の1に対する答

｢楽しかったです｡でも､ちょっと疲れました｣も笛として成立する｡

(10)～(13)のような質問に対しては､とっさに何と答えてよいかわからず､誰が答えても同 じ

ような､漠然とした個性のない答になりやすい｡

次の4｡2に示した例は､少し異なる｡

4.2 日4)iA:旅行はどうで_した触

2 楽 しい旅行でしたか｡

3B:ええ､まあ､おもしろい経験をいろいろしましたO (CJ29)
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(15)1A:漢字を勉強するのはとま?

2 おもしろい?

3B:ええ｡ (CJi2)

(16)i田中 ;どうもごふさたしてます0

2鈴木 :とま｡

3 論文､進んでる｡

4il=川】:ええ､どうにか｡ (SFJi5')

EIi字う1山本 三このごろはどうですか等

2 いそがしいですか｡

3小林 :きのうはひまでしたが､きょうはいそがしいですO(MJ6)

例日を亨を見ると､皇Aは前の(皇3極 は 木村錦質問と同じだが､㌻どうでしたかjと言って相手に

タ-ンを渡してしまうのでなく､すそに｢楽しい旅行でしたか｣と続けているQこれによって､B

はiの ドゥデシタカに答えるのではな(て､2の楽しい旅行だったかという質問に貰えればよいこ

とになるC

藍も5)も互の質問だけだと漠然としているが.12のrおあしろい｣が加わる這とによっで､質問が狭

められて､貰えやすくなっている¢

損紺 ま挨拶 したちいきなり､｢どうJと聞かれ､蔓主用 孟いきな哲Fこのごろはどうですか遮 聞か

れている｡これだけだと貰える欄はF河がFどう｣なんだJと一瞬とまどって しまうかもしれないが､

ここの鋼管はすそに異体的な質関が続いているので..それに答えればよいことになる¢

逢血豆と4｡2で晃た例は､私たちの葦1倍でもわりにある話しか相方ではないだろうか多芸艶を､夢宅

急ば㌘-いつですか』という質問と比べると､イヅデスカは正確射 誇輪を得る這とを期祷してする質

問だが､ ドゥデスカは､笛に期待するというより､会詣の場を作るために､あるいは会話を途切

れさせないためにずる質問である場合が多い空しかし答える鰯から罷ると､ノeヅデ謁カと聞かれ

た壕倉は知っていればす奇書這答えられるが､ AFウデ,rl-_カと蘭かれた壕命は第着こて睦むことがjijt怒く

なt･Lh

4.3の(18)は壌ほについて､(19)は娘院に行ったという文脈の叶でjLJ',tL,ている轟Iflさ,んに-つい

て､というようにb ドゥの前が限定あるいは特定されているので､上で見てきた例に比べると答

えやすい｡

壕｡3 日8)呈B:シカゴと東京ですかoその比較は難しいですね0

2A:そうかもしれませんね｡

でも､例えば､家賃はどうですな｡

3B:家賃はアメリカのカがi_l本より高いですが､でも､アメリカの豪の方が､ずっ

と人きいし泣いてすからねL-. tCJ22)

(19)iたなか :せんしゆうとうきょうぴよういんにいきました｡

2はやし:はるこさんはどうでー_しi 重さ｡

3たなか :あまりげんきではありませんでした｡ (BUSY22)
4.4の(20)は見舞いに行ったところ､4.5の(2i)はrk際に目の前に出てきたコピーを鬼ながら､

というように場面に伴った質問であるため､笛もかなり限定されるので､迷うことは少ない0

4.4 (20) (入院中の人を病室に見舞う場面)

1二人 :失礼 します｡

2鈴木 :やあ､これはどうも｡

3リサ :_ど_うですか､員合いは｡

4鈴木 :いやあ､足の骨､折っちやってね｡ (SFJ22)

4･5 (21) (コピー機の前で弛附がナロンに拡大コピーのや り方を教えている)
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1池田 :このボタンで紙のサイズを選んで､それからスタ- トボタンをおせばコピ-

が出ます｡

2 ほら､これでどうですか｡

3ナロン :大きくなりましたね｡これなら読みやすいです｡ (きそ 44)

4.6の(22)はアメリカについてハリケ-ン､鶴巻という例を川して､それに比べて日本はという

質閑､(23)は着物について男の人の場合はこうだと出して､それに比べて女の人はと聞いている｡

4.6 (22)1A :アメリカには､ハリケーンとか竜巻とかありますが､日本では_どうですか｡

2B :竜巻はあまり聞いたことがありませんが､fi嵐がありますよ｡ (CJ29)

(23)1A:男の人で着物を着る人はどういう人ですか｡

2B:中年以上の人が､家でのんびりするために着ることが多いんじゃないですか｡

3A :女の人はどうですか｡

4B :若い女の人たちは､改まった鴨に着ることが多いですね｡ (CJ16)

4.3から4.6のように､ ドゥデスカで聞くために提示されていることが限定または特定されてい

る､あるいは場面や動作に伴っている､あるいは例をまず示してからそれと類似 したまたはそれ

と対照的な項目をあげる､というような場合は､かなり答えやすくなる.

5.まとめ

ドゥデスカ/ ドゥデシタカは､ Lで見てきたように､あることについて､意見や感想や情報を

求めるものであるが､そのあることにかかわる屈件や変数が多いほど､答えにくい｡逆に言うと､

あることが具体的に設定されて限定されているほど､答えやすくなるO例えばr旅行は どうで した

か｣という質問に対して即座に答えるのが難しいのは､ ドゥデシタカの対象になっている｢旅行｣に､

場所､乗り物､食べ物､景色､経験､出来事､同行者､会った人やモノ､等々､関わるモノやコ

トが大変多いからである｡

また､ ドゥデスカは､情報だけでなく､意見や感想も求める表現である. したがって､答には

いろいろな可能性があり､答える側はその通釈を行わなければならないため､どう答えようかと

迷わされることになる｡

このようなことは初級の学習者にとっては員杓になることである｡したがって､教師は ドゥデ

スカ/ ドゥデシタカという質問を不用意にすることは避けなければならない｡ しかし､学習者は

現実にはこのような質問をされることが多い｡その場合には､ ドゥデスカ/ ドゥデシタカで質問

されていることについて､自分で限定しながら答えていくようにするのが､一つの方策になろう｡

本稿では､ ドゥデスカ/ ドゥデシタカによる質問に対して答えにくいのは､この質問が意見提

示も感想提示も情報提供も答として許すために､いろいろな可能性の中から何を答として選ばう

かと迷うためであると主張し､したがって､そのIlI能性を絞 り込めるように質問に限定を加える

という方策を提案 したO

しかし､答の可能性が多いということは､笛の適択を答える側にまかされているわけであるか

ら､それだけ答える側に自由がある､というとらえカもできる｡このような立場で考えると､答

える側の自由な兜想を大切にしてそれにまかせた方が､質問する側と答える側が対等に会話を進

めていくことができ､また､答の可能性をたくさん残しておいた方が､その後の会話の展開の可

能性も多くなり､会話の自由な発展につながっていくと言える｡したがって､このような立場か

らもドゥデスカ/ ドゥデシタカを絶ていかなければならない ｡

注日 教科書から引用 した例文中の下線は筆者によるO
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