
決定疑問文に対する答え方について 一 医療相談を資料とした場合

小沼 喜好

1｡はじめに

本発表では､医療相談を資料として,決定疑問文に対して返答する場合にどのような言

語ス トラテジーが用いられているのかを考察する｡

各言語には,その言語を使う人間が自分の意見や考えをどのように表現し､どのような

順番で述べていくべきかという言語ストラテジー ･言語方略と呼ばれるものが存在してい

る｡この言語ス トラテジーは各言語で異なっていて､ある言語での言語ストラテジーは別

の言語の母語話者から見ると時には滑稽だったり､回りくどかったりする｡したがって､

田本語の言語ス トラテジーは異なる言語の母語話者から時には誤解を受けることもある｡

例えば､朱中国首相は日本人の話し方を/｢儀礼的､前置きが長い､要嶺得ない (1998年11

月23日 朝日新聞)｣と否定的に受け取っているO

また､同じような意見を英国のサッチャー首相も述べている｡

ある自民党の幹部が､はるばる英国のサッチャーー首相 (当時)を訪ねたときのこと｡

握手のあと､幹部は長々と時候のあいさつを述べ､ついで英国の素晴らしさをたたえ

て､いつまでも本題に入ろうとしない (本題などなかったのかも知れないが)｡いら

いらしたサッチャー首相､ついに 『アイム ･ビジー (私は忙しいのよ)』と一言さっ

と部屋を出ていったというOつまり､朱首相の感覚が特別なわけではないO

(1998年11月25日 朝日新聞)

またアメリカ人との英語での会話の中で日本語のストラテジーを用いて返答したために

簡単な英語さえわからないのかという誤解を受けてしまった例もある｡

Å皿erican:Whatisthemajordisciplineprobleminyourschool?

Japanese:Ourschoolisanoldschool.Itwasestablishedaboutfifty

yearSagO‥.

[中略]アメリカ人が期待した会話の流れ

加erican:Whatisthemajordisciplineprobleminyourschool?

Japanese:Wedon'thaveanymajordisciplineproblemsatourschoo19

Å皿erican:馳a乞isthebiggestproblem?

Japanese:Oh,thingslikecomingtoschoollate,ornotdoinghomework.

(佐野 や水落 ｡鈴木 87-88ページ)

各言語の母語話者は,母語でのストラテジ-で外国語のストラテジーを理解し､誤解 し

たり､摩擦を引き起こしたりする｡これに対して､次のような意見がある｡

宇佐美 ｢[前略]もう少し､外国人の話す日本語に対して寛大になる､彼らなりの

日本語というものを認める､という姿勢がこれからは必要になってくると思いま
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す｡｣

ネウス トプニー ｢それは非常に襲t/いことですよねe私の舞っている経験の長い日

本語の教師でも､学生が敬語を間違えると 『いやな学生だ､生意気な学生だ』と

いうようなことを言ったりしますからね｡ ｣ (宇佐美 290ページ)

ある言語での発話は母語話者にはその言語でのストラテジ-で否応なく理解されてしま

うのである｡したがって外国人が日本語を自分の母語のストラテジ-で用いたならば､言

言落蛍齢lなヨil鯨かガの東森馴た･am繍各藩iす71/1わ･lJIR太秦綴喜慧老け･ 首のR太蓋善をR太鼓の

ストラテジ-で理解してしまい,誤解する恐れがある｡また ｢寛大になる｣とは一体どう

いうことなのであろうか¢ ｢寛大｣とは､相手の弱みや欠点を理解L,た上で相手の言動を

許すことであると思うのであるが､周りを見回してみると往身にして ｢寛大｣という名の

もとで ｢外同人だからどうでもいい､いちいち反応Lて(.･＼たのでは面倒なので放っておく

等々の態度｣が見られるのである哲

2.柱間文について

疑問文とは何なのかを考えるために.,南 柏2.3ペ---ジ)の ｢質問文｣を撰,qするC南の

…~質問文｣という去現は､本稿での疑問文と同じものであるO南は質問文の基準として,

a 梱事がいることを前提とL′た言語表現であること

Llt その相手に対L-工 なんらか珂浩】適を提示し.モ書目こついての情報UL)供給を要求

する言語表現であること

C そ碍要求に応じたぅ相手からの情報の供給に関するなんらかvnj義環が考えられる

ものであること

を挙げているOそしてこの基準に従･-_-,て､

1)通常質問文 (英語での yes-moque雨音on亨Wh-qtie如意om)

2)問い返し文

3)念押し文､英語では tag-question

を質問文とし､上記の三つの条件をみたさな頼 ひとりごと､発見､反語表現も勧誘表現

等を質問文から排除している｡

南が分類した質問文の中で､本稿の決定疑問文と関連するのは ｢確認質問の単純質問｣

である｡その餅として､
1｣-IJITIJ_1.ヽ -′ゝ .′-一丁､flJlヽ1
1.-で~ノlノDリ/､･一･云′JYン'フ'ノJ.r

卜1.ハイ､会イマシタO

1-3.アイニク､ホカニ用ガアリマシテ ･･･

2.アイニク､ホカニ用ガアリマシテ､アイマセンデシタ¢ (小沼)

が挙げられている｡質問に対する返答に､ ｢はい/いいえ｣での答えト1､1-2と ｢はい/

いいえ｣の出て来ない返答]卜3があるOそして,卜3は2のように補うことが出来る.

次に､この南の考察を踏まえ､実際の資料を分析する｡
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3.分析対象の医療相談

分析対象の資料の中に ｢はい/いいえ｣で返答がなされる例は見られなかった｡つぎの

表は分析結果であり､質問に対する返答がどこに出て来るか､その返答は肯定か､否定か

によって分類したものである｡

返答が初めに出て来る例数は､来ない例の半分である｡また ｢結論から申しますと｣と

いう表現で返答が始まった例があり､このメタ表現が示すように返答が初めに来る例は､

日本語では有標となる｡

医療相談の例 肯定 否定 留保 .唆昧 合計

答が初めに出て来る例 巨 ∃爪岳U 1i ⊥ 19｣L占J

答が途中に出て来る例 14 3 2 19

答えが最後に出て来る例 l 3 ∩ヽ′ 2 5

判断しにくい例 - - 3 3

的確な答えのない例 - - 2 2

返答の例としては､次のようなものが挙げられる｡Qは質問､Aは返答を示す｡

1.Q長年高血圧で悩んでいます｡良い漢方薬はありますか｡

A高血圧に効果のある漢方薬は何種類もあります｡

2.Qレーザーで治せますか.

A赤い色専用のレ-ザ-を使用すれば治ります｡

3.Qこれを除去すれば治るでしょうか｡

A結論から申しますと､治るかどうか判断できません｡

返答が初めに来ない場合には､まず ｢前置き｣が来る｡ ｢前置き｣には､全体的構造で

の ｢前置き｣と局所的構造での ｢前置き｣がある｡全体的構造での ｢前置き｣とは､ある

一つの言語行動全体から見た場合の ｢前置き｣で,日本語での言語行動 ｢①近づく ②切

り出す ③用件をすます ④しめくくる ⑤離れる (例解新国語辞典付録22､23ぺ-ジ)｣で

の ｢(診切り出す｣に表れるO局所的 ｢前置き｣とは､各言語行動の内部に見られるもので

あり,最小のものとしては､文レベル,例えば接続助詞 ｢が｣で終わる文が挙げられる｡

｢前置き｣の働きは､
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a)相手が.これから話す話題についてあまり情報を持っていないと想定し､ある

程度の情報を与えようとする働き

b)じかに本題に入ることを回避する働き

が挙げられるoそして. ｢前置きiにはIFTrJ匝75 Lt･LIよ､

a)質問のなかにある語童 ･表現を繰り返す場合

飼 :ステロイ ド-ステロイ ド剤の効能

-アLi-iO-･一榊>､アト盲ノ山rTl書出n臼ノ芸も_･ .Y'/'托7払ワj

遠視-遠視､近視､乱視の説明e 遠視の説明

も)返答をする入間が説明のために必要だと思われる事項を自ら選んで使う場合

例 .Eトヰ招喜L-5椿､ま貿吉池椿ttll,11階防船引ir妾

がある¢

次に､業際の資料を質問-返答の構造に注目して分析した結果を嘉すり網かけの語句は

質問の中の鍵概念､m--マ数字は段落番号､丸中数字は文番噂を義すG.右磯鞭系統樹はテ

クスト構造を嘉すO

賢関

目一再 学ヽ i年生の長単,!が軸力 ･右A ･産(二で連載上 t:

われまLたO

②遠素は､遠くはよく魔える田だと患ってhulました

が､眼鏡lま必要ですか｡

答え

itll人間の目の捉え万には近視.達哉､乱視があります.:

②生まれたばかりの赤ちゃんはほとんど濠態で､成

長とともに6-7歳までに正視になるといわれて

いますo

③そのため,辱鼻元には遠我が多いのです｡

Ⅰ王④子供の遠視で気をつけなければならないのは､達

哉が原因で視力や両眼視が正常に発達せず､義視

や斜裾になる場合があることですo

HⅠ⑤精密検査の結果で､裸眼視力が良くて斜視がな

ければ＼そのまま経過をみることになりますが､

素沸きですから､斜視がなくても聴鍍寮蜘 した

方がよいかもわかりません｡

IV⑥左右の速擬度の差が大きければ､弱視の発生も否

定できないので､定期的に視力検査をうけてくだ

-｡Jl.__tn

｢ ~〉~雪 方 ~~~~~毒

近視 遠視 乱親
玉
F

乳幼児と遠視

㌻

子供の遠視について

遠視と斜視と視力

返答

l

遠視と弱視

F



さい｡

Ⅴ⑦確報の人は､遠くは良く見えても調節による速報

が隠れていることがありますので､近くを見る時､

近視の人より疲れます｡

⑧そのため､子供でも眼精疲労､頭痛､読書嫌い,

根気がない-などの症状がある時は､擬賓をかけ

ることがあります｡

vI⑨避灘､限位､機 の調整などの経過観察が必要で

すが､前にも述べた理由で､成長とともに藩鵜は

だんだん弱くなっていくと思います｡

し

隠れ遠視

眼鏡をかける症状

遠視のさらなる説明

4.まとめ

本稿で分析した医療相談の資料では､会話分析での隣接ペアとは異なり､質問に対 して

返答がすぐには来ないのが普通である｡そうすると質問に対して即座に ｢はい/いいえ｣

で返答する言語の母語話者が自分の言語のストラテジーを日本語へ持ち込み､即座に返答

したならば､日本人は性急すぎるとか､直接的すぎるとかのように否定的に受け取ってし

まう恐れがある｡したがって日本語教育をする際に,ある場面ではまず前置きをしてから

返答をするのが普通であると教えることで日本人との不必要な摩擦が避けられる｡勿論,

教える際には何を前置きとし､その後どのように話を進めていくべきなのかというモデル

を示なければならない｡
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