
話し言葉における会話物語の構造と表現について

刀口藤陽子☆

1 研究動機と目的

国際大学 日本語プログラム中級 は 本譜5-7:Ej本譜 5は 350-400時間終了程度)では､主教材として 唱

本語でビジネス会話中級編｣(日米会話学院)を使用している｡この教柳 ま会話の機能別に一課が構成されており､

実際の授業では､対応するフローチャー ト (資料2)を参照し､会話の流れとそれぞれの機能を担う表現を学習

してから実際の会話本文 (資料 i)の学習に入る､という手順がとられているゥ

<資料 1> ｢日本語でヒジネス会話 11課 連絡 本文会話｣番号 p網掛けは筆者

山田 :(丑横山物産､営業課でございますO

コネ十 三②私､コネリーですが､中村さんですかO

山田 :③あ､コネしトーさんですかo山田です,今､甲村さんはちょっと外に班てるけど何か用ですかO

コネ牛 :蔓)いや､嚢は今

･うrvJ__jlJですCそれでですね_. テック雄弁の方へ回りますから,⑤何かあり蓋したち､

あちらに連絡するように､中村さんに伝えていただけませんかO

山田 ニ⑥はい､わか りました.,⑦ユニテ､ソクにいち一つL.やるんですね｡

(後略)

<資料 2>E3本譜でビジネス会話 ii課 連絡 ｢会話の流れ｣ 表中番酎 ま資料 1と対応
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この手順で授業を行ってきて､年間を通して学生がなかなか上手にできず対応に苦慮したのが､④の ｢事情説

明｣の部分である｡例えば､資料 3の ｢予約変更｣というロールプレイをさせてみた場合､資料 4の発話が示す

ように､伝えるべき事項を過不足なく伝達できず､聞き手に質問してもらって答えることにより情報を補ってい

*所属 :国際大学 日本語プログラム (1999年当時)

東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士後期課程 1年次 (2001年 3月現在)

vk只十nranhj7Lll1･tnlrvn只tllTl

-18-



く方法を取らないと説明の全容が明らかにならないOまた､一文が短かく､それぞれのつながりがわかりにくい.

これは学習者本人の総合的な日本語能力の低さから来るものも多分にあるだろうOしかし､効果的な事情説明

は能力が上がれば自然にできるようになることではなく､話し言葉で.ある特定の種類の談話を作るということ

は､きちんとした練習なくしては望めないのではないかとも思われる｡

<資料3> 会話試験 (｢予約変更｣のロールプレイ)よりO以下は場面を説明したロールカー ド

YouaresupposedtobeinTokyotodayforaveryImportantjobinterviewforSumitomoBussanthat

startsat3:00.YougottoUrasastationatll:30,OnlytofindoutthatShinkansenlSdelayedbecause

ofanaccidentbetweenNagaokaandNligata.Thedelayisexpectedtobeanywherefrom 1.5hoursto2

hours･CallthecompanyinTokyo,andtalktoYamadasaninthepersonneldepartment,whomyouhave

talkedtobefore.YourtasklStOeXPlalnthesituatlOnandsomehowtrytositfortheInterview.

<資料4>
(C:中級前期の学生 (国籍は米国)紘 :筆者 網掛け部分は事情説明部分 98年 10月採録 先行部分略)

Cl:あーん (笑い)OK? 長岡から

Kl: はい え

T{ウ･ はい あ-そうですか あー

C3: そうですね､あん､それでは､ あー約束の時間を､変更､変更していただけな

K3:そうですね大変ですね え え

C4:いでしょうか?あん､もう一時半､半､に､あーほか.二時間ずらしてあーんずらしていただけない

K4:

C5ニでしょうか

K5: あ､いやあの-山田が帰ってこないとちょっとそれはわかんないんですがねえ

C6:あーそうですか う-んあの､うーん1et's see

K6: ええ はい はい

K7: ええ ええ あーそうですか

C8: はい､お願い

K8:えーとじゃ､山田にそのことはお伝えしますが あの､会社はま六時にちょっと終わってしまう

C9: はい､わかりました それでは六時にもう

K9:ので､六時までにはあのいらっしゃっていただけますか? はい

C10.･一度電話をかけます はい

KIO: あ､いいえ､あの､五時半にこちらにいらっしゃるんですよね (後略)

事情説明の部分は､挨拶などの隣接ペアが中心となる ｢開始部分｣や ｢終結部分｣､また､｢申し訳ありません

が｣｢～ていただけませんか｣等のセットフレーズが中心となる ｢依頼部分｣とは異なり､決められた表現を覚え

れば何とかなる箇所ではなく､学習者の言語生成能力が問われる所である｡また､隣接ペアのように答えをある

程度制限されたまま双方のやりとりによって会話が進むものではなく､完全に一方が聞き役に回る､いわゆる ｢一

人語り｣をしなければならない所でもある｡依頼をするにせよ断りをするにせよ､その理由となる背景の事情は､

正しく簡潔にわかり易く伝えなければならないことは言うまでもないであろうQ

｢事情説明｣が効果的にできるようになるために学習者が学ばなければならないこと/教師が教えなければな

らないことは何だろうか｡特に､中級段階で､今まで学習した素材を組み合わせ､｢効果的な流れを持つ事情説明

のための談話｣を作 り上げるのには何が必要なのだろうかoまた､本プログラムでは中級終了時にOralProficiency

lnterviewのIntermediate Highのレベルまで到達することを目標としているが､その上のAdvanceレベルの

ロールプレイ (思い通りにいかない状況に対処する)をクリアするために､つまり､簡潔でわかりやすい ｢思い

通りにいかない状況｣の事情説明をするためには何が必要なのだろうか｡

本研究では､この事情説明部分の談話の ｢型｣を抽出することを目的とする｡具体的には､事情説明の際にど

んな文型が使用され､それがどのように配列されているのか､そしてその文型を使うのにはどんな意味があるの
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か､を明らかにすることである｡そして更には､それを教育現場に反映して学習項目として教えられる形にする

ことであるoこの日的を達成するためには､まず何よりも日本人､学習者､双方の談話を注意深く観察し､双方

の談話の特徴を抽出し､学生の談話に不足している部分を指摘することが求められる｡この研究の第-段階とし

て本稿では､日本人の談話を観察し､そこに使われている文型 (表現卜 談話標識を指摘したいO本稿では紙幅の

都合もあり､文型 (表現卜 談話標識の指摘だけにとどめ､それがなぜ使われているのか､という機能的な観点/

構文的な観点からの詳しい考察は､別稿に譲りたいO

2 ｢会話物語｣とその構造について

本研究では､この ｢事情説明部｣の構造を明らかにするために､メイナー ド豆993)で ｢会話物語｣と呼ばれて

いる､会話中に披露されるエピソー ドの分析を進めたいoこれは､r会話の中では人のうわさ話から､自分が経験

した出来事､誰かに聞いた話等､折を見て物語をさし込むことが多い｡こういった会話物語の構造についての… .～

(後略Oメイナー ド(1993二49))｣と説明されており､メイナード(1997)で ｢個人的経験物語(personalnarTative)｣

と呼ばれているものと同 じであると考え られるOメt-1ナ一一-ドく-1997E.36)では､下記のように IiJa-bowand

WaieLzkeyl'1967)が引増され､会話物語の構造 (配列順序)が紹介されているO

(1) 要旨(Abstract)三何の話か
設定(OTientatilT'粗目 誰がどこでいつ椀をしたか

出来事(Complica血 gacも1On):起きた事件は何か
評価(EvaiuatlOn):話し手の気持ちはどうだったか､話の意味は何か
結果(Restlitorresoiutionh 結局どうなったか
結語､しめくくりの言葉(co血)

メ1ナ一 円]997:37如ま､r単にある事件を報告する場合 (例えば警察官に交通事故の-一増ミ始終を説明する)は､

なるべく客観的に､言酎ノ字の評価を加えずに語るのに対して一個人的な経験談は話し辛の気持ちを伝える苧投と

して語られることが多いのであるO｣と述べ､｢会話物語｣の構成要素の中では､｢評価｣部分が特徴的であるとの

指摘があるC｢事情説明｣はどちらかというと報告調の談話に近いものがあるため～｢設定｣｢出来事｣｢結果Jの

部分に重心が置かれる傾向にあると考えられる｡従って本稿ではその3つの部分の現れ方､そこに現れる文型を

中心に考察していく｡

3 データの種類

話し言葉では､聞き手の役割によって話し手の独話の流れが変わる場合もある｡一緒に会話に参加している

相手からは､相づちだけでなく質問も来るDそれによって時に話題からそれることがあるが､一緒になって会話

物語の流れを作り上げる場合もあるOデータを採集する方法として､このような聞き手の言語行動も入れて会話

を包括的に見る方法と､インタビュー形式の,質問-答えの部分に現れる会話物語を拾った､聞き手にほぼ完全

に聞き役にまわってもらってとった方法があるが､今回は､インタビュー形式で採取された例だけを資料5以降

に掲載しているoこれは聞き手の役割を軽視しているのではなく､研究の第一段階として会話物語の中断等がな

いデータを対象にしたほうが ｢型｣がよりよく見えるのではないか､という予測に基づいた判断である｡

4 日本人の ｢会話物語｣の文型

以下資料 5-7を参照しながら,4.1-4.4で､日本人の会話物語に現れやすい文型を指摘する｡

<資料5>
(M :友人 K :筆者 双方出身は山形県 99年 6月採録 Mはもうすぐ2歳になる息子 (資料中 ｢コイヅ｣)
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を連れてオ-ス トラリアから里帰りをした.息子が飛行機の中でむずかってうるさいから抱いていろと男性フラ

イトアテンダントに言われ､その失礼な言い方に憤慨して口喧嘩をした､という話の後で)

Kl: (笑い) ふーん
Ml:であたしそれでももう向かっ腹立ってで､で､ガラガラだったんだよ､その飛行機 んで､何か
K2: うん (笑い) うん
M2:アテンダントなんか全然働いてねくって ペチャクチャペチャクチャはな 話してで んで
K3: うん うん うん

食事が運ばっちえきて でもらって でも

K5: う

うん うん うーん うん

K7
M7 ントペ矛ヤクチャってしゃべってで

うーん､うーん
的つが

K8.
M8 コイヅまだハイ

うんうんうん
ったんだげど ん,アテンダント

K9: うん あ､
M9:テンXXXカーテンが一つで開けで ｢悪川ナど私の子ども見ててo私ご飯食べたいの｣って
KIP:その男さ (笑い) なんち

どがって泣いでよ､ほら､しやあ
はぁはあはぁ

うんほほ ほはほんと

はあはあは はあはあは

い)確かに 私がうるさいん

は-ん それもでも子ども持ったなん

あーあ-確かに
そうそれもそれはすごい強くなるよ

成果だと思うわ
うーん も-

K14
M14
K15:て言うの
M15:

4.1 動詞をつないで叙述を連続していく ｢て形｣

資料 5から､動詞のテ形で節が長く繋がれていく場合が多いことがわかる｡テ形を使うことによって M8-10の

発話のように連続する動作を叙述して話を前に進め､｢設定｣や ｢出来事｣を描き出すこともできる｡また､テ形

を使うということは,後続部分に他の述語を繋ぐという意志を表しているものであるが､そこでいいさして一旦

文を中断し､｢んで｣(それで､の意)などの接続詞で新たに文を始めるという箇所も多く見受けられる｡このよ

うにテ形が多用されるのは､それ自体には意味をもたず､先行節と後続節とを繋ぐという機能的役割だけを果た

すテ形の ｢使い勝手の良さ｣に起因するものだと思われる｡発話者は頭の中で談話の最後の一字一句まで考えて

から話し始めるものではなく､その時々に意識にのぼる事柄をつなぎ合わせながら談話を構成していくのであろ

うQその場合に､ただ繋いでいけば先行節と後続節の意味関係を聞き手が解釈してくれるテ形が頻繁に使われる

ようになるのは､容易に納得できることだと思われる｡

<資料6>
(H :ゲスト T :司会者 99年 6月 テレビ朝日 ｢ミュージックステーション｣ゲストのアパー トについての話の後で)

ん うん
Hl 一国家帰ってきてすごい疲れてて 夜中 にこうふ-と,E
T2 うん､うん うん

こうふ-と思って見

H2:ちやな窓が見えて ××××いっしょで で､あれーうちの窓かなって言ったら
T3: うん うん

｢お帰り- 1って大声でいっH3:あのうちのお母さんが カラカラカラってちっちやな窓開けて
T4: うん うん うん
H4:たらもう 窓あの網戸がついてるのに すっごい通って アパ- 卜車たぶん起きたんじゃ
T5: 特に声の伝導率のいいアパー トだねそれ
‡Ⅰ5:ないかと思うぐらいうるさかったのね (笑い) (後略)
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4.2 意外 な場面展開を予感 させる ｢タラ～夕｣ (ト｡スル ト ･ソシタラ等)

タラは､条件を表す接続助詞であるが_.条件を表さない ｢タラ｣は会話物語でよく使われているo特徴的なの

は､資料 5のMIOに見られるように､｢タラ～夕｣の形でt話の ｢オチ｣(｢結果｣の表示)に使われる場合であ

るOまた一方､資料 6の Hlの rふ-と思って見上げたら､アパ- トのそのちっちゃな窓が見えて､｣のように､

｢トキ節｣と近似する意味を表す場合や､同資料H3の ｢｢おかえり-｣って大声で言っ豊丘 もう-.- (声の通 り

やすし1アパ- 卜中に声が)すっごい通って｣のように､｢ノデ｣などの理由節と近似する場合もあるOこれは､ま

ず第一に前田(1998)で述べられている条件を表さない ｢タラ｣の用法の広さに拠るものだと思われるoまたこの

用法の広さ､近似する意味のカバー領域の広さに加えて..タラの後続節の ｢意外性｣の表示が,物語を披露する

際聞き手の注意を引きつける役割を果たす｡タラの後続節は ｢うまく対処できない垣難な状況の出現｣を表す場

合も､｢予想できなかった意外な面白いことの発見｣を表す場合もあるが､この劇的な叙述効果は､ひとえに ｢タ

ラ｣の後件で表されるコントロ-ル不可能な性質が表示する ｢意外性】により生み出されるのであろうO

/､ノクマ＼L･､Z-＼
く＼買不1~∫/♪

(NTこ友人 K :筆者 酒癖が悪い人たちの模様についての体験談 99年 3月採録 先行 Lh接続部分轄)

Kユ: ,i一 ああ あ北の方の (笑い)えええええ

些1:去年 修了した､某､電弁会社の｣二進望筆の 叫
K2
1＼Tq.ヽ_..あJ1--貴方ip
K3:ええ ス_

･_ ･･ ;･ああ
N4二かった

ええ

ス.刀_､,7Lス､､

_トー ↓_?･-γ:i--トし⊥⊥..i.
萩T t:､_/ししリ1').!･I.こ

メ,/占､rULtj,/JJI
｣みたいな (笑い) く笑い)

I-'iq3 前提 (前置 き) としての状況 を語 る ｢けれ ども｣｢が｣

資料 7のN2に二度現れている ｢けれども｣は.節の前後に ｢逆接｣という論理関係がないもので､前件が後

作に関連する情報を付け加える ｢前置きJと呼ばれているものであるOこれは南(1974)では独立文に近いC類に

分類されてお り一つのまとまった状況描写となるものである04.1で観察したテ形と同様ただ単に先行部と後続部

を緊ぐという機能的役割を担っているとも言えるが､テ形と違って茎墾当の堅壁を繋ぐことができるという点で､

主に r設定｣を叙述 (特にまとまった一場面を叙述)するのに使われやすいようである0

4.4 その他

紙幅の関係で詳 しく述べることはできないが､この他にも､発話者の評価を提示しつつ ｢結果｣を表示する ｢何

と｣等の副詞や､後続部の内容を予測させる ｢ところが｣等の接続詞､いわゆる ｢被害の受け身｣や授受表現 e｢-

しようとした｣､｢してしまった)等の文末表現に見られる､叙述の中に感情 (｢評価｣)を織 り込んだ文型の使用

など､観察の対象とすべきものは様々であるC今後は接続助詞を使った表現にとどまらず､これらも考慮に入れ

て､｢効果的な事情説明｣のための基礎的研究を進めていきたい｡
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