
語用論と臨界期 く1I

研究調査方法の模索

川手ミヤジェイエフスカ 恩

テンプル大学ジャパンキヤンパス

く聖学院大学F非コ1J

1. 1まじめに

実社会での言葉の使い方,つまり様々な状況下での快適なコミュニケ-ション,

自己目標獲得のためのネゴシエ-ション,ひいては駆け引きの際に必要となる語

用論的能力は,いつ習得されるのであろうか.小学校に上がる前の幼児は,遠慮

しないでなんでも好きなことがしやべるという観点からすれば,語用論的能力は

子供には備わっていないことになるのであろうかo しかし1小学校高学年ともな

れば,遠慮もでき他人を思いやることができるようになり,認知能力も発達する

くPiaget,1959Jので,基本的な語用論的能力は習得できているのだろうかoアメリカ

にいたころ,英語の母語話者である 3歳の甥に r英語の発音がなぜ母語話者のそ

れと異なるのかJと聞かれたことがあるo アメリカにいる20人以上の姪や甥をみ

てきて思うことは,子供達も小学校4年生 けメリカの場合は9歳Iぐらいにな

ると,日本文化,アニメ文化,言語に関する興味など様々な話題を提供すること

によって筆者とのコミュニケ-ションをはかり,相手を気遣う気持ちをもち会話

も非常にうまいということだo また,小学校にあがった姪たちは-お世辞も上手

になっていたo彼らには周りにいる人間や社会を認知する能力も備わり,語用論

的能力もあるようだ.筆者の観察は, 7.7歳から11.4歳のバイリンガルの子供たち

は年齢に関係なく-社会文化的能力を備えつけているという waltersり981Jの研究

や子供は8歳く小31くらいから語用論的能力が身に付いているというErvin-Trippと

Gordonく1986Jの共同研究,そしてF依頼dという発話行為を考えてみても,小学校

で語用論的能力を身につけ始め5年生までにはかなり高度な言い方ができるよう

になるというLieblingり988Jの研究結果とも-致するようだ.

以上見てきたように,語用論的能力はまだ脳の組織が柔軟な子供のうちに身に

つくようだo っまり- 子供は小学校で身に付けた語用論的能力を様々な状況下で

駆使することによりますますその能力に磨きをかけていくことになるのではない

だろうかo そして,その場合,第二言語や母語における異なるダイアレクトの学

習過程において1それぞれの語用論的能力を子供時代に学ばなかった場合はどう

なるのであろうかo もし,語用論的能力習得に臨界期があるとすれば,ある-定

の年齢を過ぎてからは,適切な語用論的能力の習得は不可能となるわけだ.

そこで本稿では-語用論的能力習得に臨界期があるか否かを考察するため,関

西で子供時代を過ごし関西における語用論的能力を習得した人間が,生理学的に

脳の核が減ってくるので臨界期と呼ばれている12へ13歳を過ぎてから関東に引っ

-86-



越してきて,関東における語用論的能力を習得できるか否かという研究の第-段

階として関西と関東の人たちの語用論的方略の違いを調査してみた.

2.定義と先行研究

筆者の知る限りでは,関西と関東の語用の違いを系統立てて研究した論文が見

当たらないので以下一 本研究に重要なかかわりをもつ概念である F語用論とその

方略jl F臨界期と言語習得il F語用論と臨界期jlについて紹介しておく.

2-1語用論とその方略

言語習得を心理言語学見地から考えた時一 音く音韻論Jが耳に入って単語になり

く形態論1それらを組み合わせて文章となりく統語論J- それで初めて意味を成すもの

く意味論Jとなる.そして,更に,それから先に進み-実社会での言菓の使い方を研

究するのが語用論研究であるくGarnham, 1986Jo つまり- 文法的には正しい文でも-

それを使う相手によってその表現が適切か否かという間題がでてくるo それが,

実社会での言菓の使い方である2oそして,その言葉の使い方を本稿では方略とよ

ぶ.以下,いくつかの代表的な語用論の定義を具体例とともに紹介し,最後に本

研究で採用するCryst叫1997Jによる語用論の定義を考えてみる.

まず- yulet1996Jによれば,語用論とは言語的表現とそれらを実際に使う人たち

との関係を解明する学間くThe study of the relationship between the linguistic forms

andtheusersofthosefor血s,p.4Jとしている.つまり- 学生が先生と話す時は定式

表現を使って-失礼のないように話すというのが例としてあげられる.たとえば,

学期末の論文の締め切りが今日だとして,締め切りを延ばしてもらおうとするよ

うな時は-英語母語話者なら必ずと言ってよいほどくiI叫be

possible for me to submit my paper tomorrow because...,,というような表現をつかう

ようだo ここで取り上げたいのは-数ある依頼表現の中でなぜ学生はくiL遡旦旦

wo叫rmeto...,,という,かなりかしこまったかつフオ

ーマルな表現をつかっているのかということだ.これが,yuleり996Jがいうところ

の表現方法と実際にそれを使う人たちとの関係ということである.この場合は,

聞き手く教師1の社会的地位が話し手く学生Jより高いとされる,学生と教師の関係な

ので言語使用における丁寧な方略である助動詞の過去形く言語表現1を使ったり,可

能性を探るpossibleHという表現を使うわけだo

次に- ThomasO995Jは,語用論とは言語使用における,更には脈絡における発

話の意味くMeaninginuselmeaningincontext,p.4Jであると説し-ているo例えばFお

なかすいたねAというインフオ-マルな表現ひとつをとってみても状況によって

意味が達ってくるということであるo大学のキヤンパスで,友人甲士でこの表現

を使ったときは,Fどこかに食べに行こうかAという意味になるだろうし-特定の

レストランの前でそういえばFこのレストランで食べようかA という意味にもな

るだろうo また,自宅での母と子供の会話で子供がそういえばFなんか食べるも
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の作ってよJlという意味になることが多いだろうo Thomasく1995Jのいうところの

語用論というのはこのように状況によって意味が達ってくるということだo

また, Meyく1993Iは,語用論とは実社会の人々によって自己の目的により限られ

た状況の中で使用される言語の術であるくScience of language as it is used by real,

living people, for their own purpose and within their limitations,
p.5Jと定義付けてい

る.この定義は,F謝罪Jlという発話行為を例にとっても説明できるo先行研究く熊

取谷, 1993三Blum-Kulka, House-Edmondson及Kasper, 1989芸Kawate-Mierzejewska,

1994Jによれば,謝罪には, F失礼しました砧excuseme,,A折すみませんくくI,mso,.y,,En

FごめんなさいくくSorry門il Fお詫び申し上げますpくil apologizeyouMAなどという箆逆

の定式表現, F私の責任ですlじやありませんjlというような責任表明, Fちょっと

道が混んでいてoo.Eg というような状況説町, Fきちんと修理させていただきますA

というような償いのM- それらに加えて F今後二度とこのようなことはあり

ませんd というような今後の約束というように異なる.方略く術1があるQ これらは,

状況や聞き手に応じて,組み合わせで使われたり単独で使われたりというような

具合にそれぞれの場合において最も適切な方略が選ばれるo

最後に紹介するのが,本研究で採用する Cryst叫1997Iの定義による語用論だo

Crystalり997Jによれば,語用論とは,状況に応じてどのような言菓や表現を使うか

という選択,社会的相互作用の中での言語使用における制限,そしてコミュニケ

-ションにおいて言語使用が聞き手に及ぼす影響などに焦点をあて,言語使用を

使い手の立場に立って分析していく学間であるくThe studyoflanguage fromthepoint

of view of users, especia11y of the choices they make, the constraints they encounter in

using language in social interaction and the effects their use of language has on other

participants inthe actofcommunication, p. 301Jという.ここでは,語用というのは

実社会での適切な言菓の使い方で,話し手はそれぞれの状況において,聞き手と

の社会的距離くRelative Social Distancelや社会的優位性くRelative Social DominanceJ

を考慮しながら言葉を選ぶ必要があるということになるo 具体的にいえば,同じ

ことを人に頼むとしても1頼む相手や状況によって- 頼み方の表現も異なるとい

うことだo 例えば,学生が自分より社会的地位が高いとされている教師に本を借

りるとしたらFJ-お借りできないでしょうかilFJ-貸していただけないでしょうかjl

ひいては肝-お借りするわけにはまいりませんかjlなどという回りくどい言い方

も含めてフオ-マルな表現を使うだろうが,同じ本でも自分と社会的地位が同じ

の親しい友人に借りるのであればFJ-貸してくれない9A F-借りてもいいかし

ら.9j7 などとインフオ-マルな表現を使うことが多いo このような状況では,教

師にインフオ-マルな表現を使えば,失礼な学生だと思われて依頼の目的く本を借

りること1が達せられなvlこともあるだろうo そこで,学生は,聞き手と話し手で

ある自分との関係を考慮した上で依頼表現を選び,快く依頼の承諾をしてもらえ

るようにするわけである.英語で.いえば,筆者の観察からすると英語母語話者は

教師のところにきてものを頼む時はたいてい前出のcGI was wonderinE if vou could
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...,,というような間接的な言い方をするo
ところが,親しい友人同士の会話では,

iくCanyou-7,,という言い方が多いようだo ここでも- 学生は聞き手である教師と自

分との社会的優位性を考慮して依頼表現を選んでいるo

以上,語用論に関しての話をしてきたが,次に.そのような語用論的能力は言

語習得過程におけるどの時点から身についてくるのかを考えてみたいo 具体的に

は,語用的能力習得に年齢は関係あるか否かということを考えてみるo そこで,

以下F臨界期と言語習得i7 についてみていく.

2-2 臨界期と言語習得

2-2-1 臨界期仮説

F臨界期仮説j7くThe criticalperiodhypothesisJによれば,人間は努カをせずに言

語を習得できる時期があるというo penfield8tRobertsく19591は,人間は脳が可塑性

tplasticitylを持っている10歳までは努力なしで言語習得ができるといったo 彼ら

によれば,左脳における脳の言語習得領域の側性化くIateralizationJが強まるために,

可塑性tplasticityJは思春期tpubertyJが始まるとなくなってしまい,その結果,言語

習得は思春期を過ぎると努力なしで自然にできるものではなくなってしまうとい

うo 更に彼らは,言語習得に関しては人間の脳は9歳を過ぎると次第に硬く硬直

し始めるぐcfor the purpose of learning language, the human brain becorFleS prOgreSSive.1y

stiffandrigid afterthe age ofnine,,,p. 236Jともいう. Lennebergく1967Jは,左脳の手

術を受けた子供は言語機能を迅速に回復するが,そのような手術をうけた大人は

左脳の回復ができず-生,失語症が付きまとうというBasserり962Jの研究に基づい

た証拠を提示して臨界期仮説を支持した.

以下,本研究に関係のある母語におけるダイアレクトと臨界期の関係について

考えてみるo

2-2-2 臨界期と異なるダイアレクトの習得

先行研究によれば,ダイアレクト習得に関しても臨界期がありそうだo 1976年

に第二言語習得における外国語アクセントに関しての調査を実施した scovel

く1988Jによれば,思春期を過ぎると母語話者のような発音が習得できなくなるとい

うのと同様の生理学的な制限が第-言語におけるダイアレクトの発音習得にもあ

てはまるようだo Labovり9661は,人間の脳は思春期を過ぎてから新たなダイアレ

クトの発音を学んでも,習得できることはめったにないと言っているo この見解

はKrashen及Seligerく1975Jの研究によっても支持されるようだo Krashen及Seliger

り975Jは,ニュ-ヨ-クに住む移民に,ニュ-ヨ-クをでて旅行をした時一彼らの

発音はニュ-ヨ-カ-の発音と認識されるかどうか尋ねてみたくScovel, 1988, p.

175 によるlo その結果,思春期に達する前にニュ-ヨ-クに移住した人たちの発

音は,思春期を過ぎてから移住した人たちのそれに比べて,ニュ-ヨ-カ-の発

音として認識されることが多いとわかったo この調査に基づきKrashen鹿Seliger
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り975Jは発音習得に関しては,母語における新しいダイアレクト習得においても臨

界期があるという.彼らは更に,新しいダイアレクトを学ぶ過程は,特に発音習得

においては-第2言語を学ぶそれと同様であると言及しているくScovel,1988,p.175

による1o Kaiserく1995Jによれば- 日本語でも新しいダイアレクトのピッチ.アク

セントを習得するのは難しいようだo Kindaichiり977Jは,人間は新しいダイアレ

クトの語嚢には適切に対処できるようになるが,最初に習得したダイアレクトの

ピッチ.アクセントをそのまま使ってしまうようだと言っているo 例えば,大阪

弁を話す人が思春期を過ぎてから東京に引っ越して, FありがとうAと言ってもピ

ツチ.アクセントは大阪弁のFおおきにjlのままであるということになる.つま

り-本来F互りがとうくo.o..1AとなるところがFありが土うくooo ooIAとなっ

てしまうo

以上一発音や語嚢習得と臨界期に関して述べてきたが,次に語用論的能力の習

得と臨界期について考えてみるo

2-3語用論と臨界期

筆者の知る限りでは,現在く2008年1月J,語用論レベルでの言語習得と臨界期に

関しての先行研究は見当たらない.語用論の大家である-ワイ大学マノア校大学

院第二言語研究科のGabrieleKasper教授く2007年12月26日の非公式会話lによ

れば-スペイン語において語用論と臨界期の関係の研究が進んでいるらしいが-

まだ発表の段階には至っていないらしいと言うo そこで1.本稿では臨界期を語る

時に必ず考えなくてはならない脳の可塑性からくる子供と大人の言語習得の到達

度の違いに注目し,思春期に至るまで,またはそれ前後の子供の語用論レベルで

の言語習得に関して紹介しておくo母語における語用論レベルでの言語習得は何

歳ぐらいから始まるのであろうか.以下,依頼表現を中心に紹介しておく.

ErvinTrippり977Jによれば,子供は4歳,もしくはもう少し早い時期から大人と

話す時- ヒントを使い始めるというoそういわれれば確かにそうかもしれない.

筆者の経験からもこれは言えることで-幼稚園の子供がおもちやをねだるときな

どでもF太郎君が持ってるポケモンすごくし.-いんだよAのように,直接ほしいと

はいわず,友達の物をほめることによって自分もそういうのがほしいという事を

聞きヰく親1に伝えようとしている状況に出くわしたことが何回もあるo

Waltersり980Jは, 6.9-15.6歳のバイリンガルとモノリンガルの子供たちの依頼を

する時に使う文法的能力とポライトネスを中心とした社会言語的能力の関係を年

齢一性別,人種の異なるパペットとの会話を分析して解明しようと試みた.その

結果一文法のような言語的能力と社会文化的能力は異なるということがわかったo

それらの子供たちは,文法は間違っていても社会文化的能力はあり,ポライトな

言い方ができるようだ.また, walterst1981Jでは, 7.7へ11.4歳のバイリンガルの

子供に,様々な状況を与えて,それぞれにおいて依頼をする能力を年齢,性別一

人種の異なるパペットとの会話を使って調査した結果一彼らは年齢に関係なく,
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大人と話したり仲間と話したりするときは尊敬表現をつかえる く丁寧にしやべれ

るlと報告した.また, waltersり981Jによれば,この時期は女児のほうが男児よ

り社会文化的能力が高いともいう.さらに, 2へ11歳の子供の子供同士や家族との

インタ-アクションをビデオにとったErvin-Tripp, GuoそしてLampertり990Jは, 2

-11歳の子供は年を追うにつれて様々な依頼表現を身につけていくと報告してい

るo 彼らの研究によれば,子供たちは4-J5歳までに,誰と話す時,どの様な状況

でポライトな言い方をしなくてはいけないのかというスキル くsocio-1inguistic

ski11slを身につけ,大人と話す時は,ポライトな言い方ができているというo 更

に, Wood及Gardenerく19801によれば,子供は,目的を達成するためにはポライト

な言い方が仲間や年上の子供に依頼をする際に役立つことを知っているようたと

いう.これに関しては,小学校1.年生はまだあまりポライトな言い方はできない

と報告したLieblingり988Jも.子供は3へ5年生になるとかなり高度な言い方もで

きるようになると言う確信を得ているo Gorrdon, Budwig, StrageそしてCarrell

り980Jは,幼稚園から小学校5年生までの81人の子供に,あまりよく知らない2

人の大人のところ-行って依頼をするというタスクをさせたoその結果,子供は8

歳く小3Jくらいから語用論的能力を身につけ,くil
need a blue

markerくGorrdon,
Budwig, Strage鹿Carrell, 1980,

p.8J,,というようなダイレクトな依頼ではなくiくDo

youhaveabluemarkerlcanuse7,,というように聞き手に選択を与えるような疑問形

を使うことが多いと報告しているo

以上一 依頼の方略を中心に考えてみたが,子供は小学校で語用論的能力を身に

つけ始め高学年になるとかなり高度な言い方ができるようになるようだ.思うに,

ここでもやはり脳の発達との関係があり,認知的能力の発達によるところもある

に違いないo心理学者のPiaget O959Jは,子供は7-8歳になって初めて社会的に

物事がとらえられるようになりく利己的でなく人のことも考えられるようになるJ,

話す相手のことも考えられるようになるという.そして,Piagetは更に,その時期

になると認知的な発達くcognitive developmentlにともない,社会言語学的な能力を

習得していくともいう.

ここで取り上げたいのは,それでは,思春期を過ぎてから,第二言語を習い始

めた学習者,もしくは異なるダイアレクトを話す言語社会に移り住んだ人たちは,

目標言語もしくは新たなダイアレクトにおける語用論的能力も習得することがで

きるかどうかということだo もしできるとすれば,語用論的能力習得に臨界期は

ないということになるが- できないということになれば-語用論的能力習得に臨

界期があるということになるo ちなみに,ここでいう語用論的能力というのは,

ただ単に語用論的知識を持っているということではなく,それを駆使できる能力

があるかどうかということだ.つまり,異なる言語社会が持っ語用論的知識を身

につけ- それぞれの言語社会によって自己の語用論レベルでの言葉の使い方を調

整できるか否かということであるo それでは,以下,本プロジェクトの概要と本

稿の研究目的について確認しておくo
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3.本研究の目的

前述のように,本研究ではプロジェクトの-部であるダイアレクトにおける語

用論的能力習得と臨界期に関する調査の墓盤を作成し,研究調査項目を確立する

ため,関東の人たち く東京.神奈川出身者1と関西 く大阪.神戸出身者lの人た

ちの行動や発話方略 く語用論的方略1の違いを探るo ちなみに,本プロジェクト

では語用論的能力の習得が言語習得過程のいつ行われるのかということに焦点を

あて,最終的には語用的能力習得に臨界期があるか否かということを以下のよう

な手順を踏んで考察するo まず,本稿の目的である関東と関西の人々の行動や発

話方略の違いを垣間見る.そして,今後の方向として,本稿での結呆である関東

と関西の人々の行動や発話方略の違いの傾向を踏まえて,談話完成テストを作成

し子供時代から現在に至るまで関東で生活をしているグル-プと関西で子供時代

を過ごし臨界期と呼ばれている12--13歳を過ぎてから関東に引っ越してきたグル

-プという2つの集団にそのテストをやってもらって,語用論習得時期や臨界期

の有無を考察する.

4.研究調査事項

関西の人たち く大阪.神戸出身者lと関東の人たち く東京.神奈川出身者1の

行動や発話方略の違いは何かo

5.研究爾査方法

511参加者

19歳から30歳までの関東周辺の66名 く男性56名,女性10名1の日本語を母

語とする大学生たちが本調査に協力してくれた. 66名中, 22名は調査を実施した

日よりさかのぼり6カ月以内に関東に引っ越してきた学生たちであったo

5-2研究調査マテリアルとデ-タ収集過程

本研究では簡単なアンケ-トが使用された.アンケ-トの内容は,関西の人た

ち く大阪.神戸出身者こ以下関西人と呼ぶlと関東の人たち く東京.神奈川出身

者こ以下関東人と呼ぶJの行動や発話方略の達いはどんなところにあると思うか

くもしくは,感じるか1を間うものであった く資料A参照うo アンケ-トは研究調

査参加同意書く資料B参照lと共に,授業の後の休み時間に配布され15分程で思

いつくことを書いてもらったo

5-3 収集デ-タ分析方法

本研究はこれに続く研究の最初のステップとしてのパイロツト.-テストにつか

う調査事項を作成するためのものなので関西人と関東人の違いを質的に分析する

ことに力をいれ,関西の人たちの行動や発話方略の達いに焦点をあて,収集され
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たデ-タを系統立てて分析した.

まず157の関西人と関東人の行動や発話行為が対比している回答をF話し手中

心型d F性格的特徴EM行動的特徴i7F自己確立A Fその他Eg という5つのカテゴリ

-に分けた く表1参照1o またF話し手中心型J7は更にF態度A F方略if Fダイレク

トネスAFトピックA肝言語的特徴dF非言語的特徴iIFその他の特徴dに分類したo

ここでいう対比というのは,例えばr関西人は気さくに誰とでも話すが関東人は

そうでもないJとか r関西人は関東人より声が大きいJというように対になって

いる回答のことを指すo 以下,表1にコ-ディングの分類をまとめたo

表1コ-ディングくCODINGIのカテゴリ-

話し手中心型

態度

方略

ダイレクトネス

トピック

言語的特長

非言語的特徴

その他の特徴

性格的特長

行動的特長

自.己確立

その他

自己主張が強い,気さくに誰とでもはなす

つつこみをいれる,話術がうまい

あいまい表現なし,ずけずけとものをいう

お金に関係のあること,自慢

大阪弁がぬけない串,笑いが豪快

声が大きい,ジェスチュア-が大きい

笑いのつぼが深い

ひとなっこい,明るい

ドライバ-は割り込みをさせない

関東人にたいする競争意識

食に対するこだわり,むだがおおい

串r関西人は大阪弁が抜けないJという回答に対立する回答はなかったが,まわりにいる

人間が関東弁を話しているのに自分だけは関西弁をそのままはなす傾向にあるというふ

うに解釈をしF言語的特徴Eg として分類したo

表1からわかるように, r自己主張が強いJというように話し手のマナ-に関す

るものは, F話し手中心型の態度Aというカテゴリ-に分類され-以下rつつこみ

をいれるJというような言葉の使い方そのものに関係のあるものはF話し手中心型

の方略A,rずけずけとものをいうJというようなダイレクトネスに関するものはF話

し手中心型のダイレクトネスd, rお金に関係のあることを話すJというようなトピ

ツクに関するものはF話し手中心型のトピックA r大阪弁がぬけないJというよう

な言菓の種類に関するものはF話し手中心型の言語的特徴d, rジェスチュア-が大

きし1Jのような非言語的要素はF話し手中心型の非言語的特徴jl, r笑いのつぼが深

いJのような内容に関する回答はF話し手中心型のその他の特徴Aとしたo また,

rひとなっこいJのような言葉の使い方に直接関係のないものはF性格的特徴dと
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しrドライバ-は割り込みをさせないJというような言語に関係のない行動はF行

動的特徴jllそして r関東人にたいする競争意識Jというような意識にかかわる回

答はF自己確立d とした.最後に, r食に対するこだわりがあるJというような-

般的な観察はFその他iD にいれたo

157の回答を分類した後,卓れぞ-れのカテゴリ-の回答数を数えてどの分類項目

に関する回答が多かったのかを考察し,特に回答が多かったカテゴリ-の内容に

注意を払い,関西人と関東人の違いを考えてみた.ここでは,回答数に関して特

にこれといった統計処理を行わず- 各カテゴリ-の回答数を参考程度のものとし

て把握したo また,本研究はこれに続く研究の最初のステップとしてのパイロツ

ト.テストにつかう調査事項を作成するためのものなので関西人と関東人の違い

を質的に分析することに力をいれたo

6.結果と考察

以下,まずそれぞれのカテゴリ-を量的見地から観察し,それからそれぞれの

内容にも注意を払って結果をまとめていくo

表2 関西人と関東人の違いく157回答I

話し手中心型

態度

方略

ダイレクトネス 12

トピック

言語的特長

非言語的特徴

その他の特徴

性格的特長

行動的特長

自己確立

その他

43

15

7

8

6

10

13

5

表 2 よりわかるように,関西人と関東人の違いを考えた時F話し手中心型ilに関す

る特徴を挙げたのが84回答と最も多かった.そして, F性格的特長jlがそれに続き43

回答であったo これらの結果より,関西弁と東京弁の違いは言語表現や言語に纏わる

その他の要素だけでは説明できず- 話し手や聞き手の性格的特長もあいまってそれぞ

れの言葉が使われているのかもしれないと考えられる.つまり,語用論レべルでの言

菓の使い方においては- 話し手や聞き手の性格的特徴が前面に出てくる可能性がある

かもしれないということになるo 性格的特長と言語使用とのあいだには何らかの関係
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があるのかもしれないo そして- 更に,その性格的特長に関して言えば,表2より,

関西人と関東人は異なる傾向にあると感じている人が多いということだo次に,F話し

手中心型iT においては- 話し手のマナ-に関する F話し手中心型の態度jl- 言葉の

使い方そのものに関係のある 肝話し手中心型の方略Eq そして F話し手中心型の非

言語的特徴jlF話し手中心型のダイレクトネスjlと続いている.つまり,関西人と

東京人では,話し手の作法や物腰,言菓の使い方の方略,非言語的要素までもが異な

ると感じている人が多いようだ.それでは,以下,それぞれのカテゴリ-の内容を数

と共にみていくo

表3では1括弧の中に入っている数がそれぞれの回答数であるo また,表3は前述

のように,関東人との比較における関西人に関する回答なので- 例えば r自己主張が

強いJという項目を見た場合一関東人と比べて関西人は自己主張が強いと感じてい

る人が7人いたということである.同様にr気さくに誰とでも話すJというのは1

関西人は関東人と比べて気さくに誰とでも話すと感じている人が 7人いたと解釈

するo

表3 より F話し手中心型の態度j7においては,関西人は関東人と比べて r自己

主張が強いJ r気さくに誰とでも話すJと感じている人が多いようだ.また, r気

さくに誰とでも話すJせいかrよくしやべるJというふうに感じている人もいるo

興味を引くのはここにある r根回しの仕方が異なるJという意見だがこれに関し

ては1もう少し深く探ってみる必要があるだろうo 次にF話し手中心型の方略il

に関してであるが,関西人は関東人と比べて,話に流れや落ちがあったり突込み

を入れたりというのもあり, r話術がうまいJと感じている人が多いようだo rl直

切る方法Jというのは,関西人は八百屋でものを買う時は,必ずといっていいほ

ど値切るそうだがその際には品物の悪いところを見つけて rここに傷がついてい

るJというようなことをまず言って文句をつけてから- それを使って値切ること

が多いようだo また,ポライトネスや他人を非難する方略が異なったり,社交辞

令が上手に使えるというのも興味深いo ここでは1ポライトネスや他人を非難す

る方略が異なったりするのは,社交辞令が上手に使えるというのと関係があるの

かもしれないo どのように関東人のそれと異なるのかというのは,今後の研究で

明らかにしていく領域であるo 更に進んでF話し手中心型のダイレクトネスdの

カテゴリ-に関しては,関西人は関東人よりはっきりとものをいうと感じている

人が多いようだ.そしてF話し手中心型の非言語的特徴Aに至っては, r声やジェ

スチヤ-が大きいJと感じている人が13人もいるようだo また,F言語的特長A

に関しては,笑いとか関西弁の特徴を指摘した人が多いo ちなみに rへちゃんJ

という使い方だが,関西では物に rちゃんJをつけてキヤンディのことを rあめ

ちゃんJ,お箸のことを r箸ちやんJといったように呼ぶ事があるら.しい.Fトピ

ツクdに関するお金のことというのは,関西人にとっては安く物を買うというこ

とがすばらしいことであるらしいo したがって如何にしていいものを安く手に入

れたかということが自慢となり,このお金に関する自慢はよく話題にのぼるトピ
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ツクのようだ. F話し手中心型Jlの最後にある肝その他Aのカテゴリ1-は話の内容

に関することで関西人のほうが, r笑いのつぼが深いJとかrギャグやユ-モアの

センスがあるJと感じている人もいたo

表3 関東人との比較における関西人に関する回答く157回答I

話し手中心型くS4回答I

態度rl列

方略r19l

ダイレクトネス

トピックt61

1it言I.rl,l-J-1こIii110

非言語的特徴r13I

その他の特徴r51

自己主張が強いく7I,気さくに誰とでもはなすく7J,

よくしやべるく21,テンションが高いく2J,

根回しの仕方が異なるOJ

つつこみをいれるく3J,おちがあるく3J,値切る方法く3J

話術がうまいく3J,社交辞令をうまく使えるく3J,

話の流れがあるく2J,ポライトネスの方略が異なるOl,

他人を非難する方略が異なるくり

はっきりしているく5J,あいまい表現なしく4J-

ずけずけとものをいうく3J

お金に関係のあることく71- 自慢く2J

大阪弁がぬけない事く3J,メ-ルの大阪弁tlJ,

笑いが豪快りJ,よく笑うくり- r-ちやんJく2J,

マック VS.マクドく1J,ばか VS.あほくり

声が大きいく8I,ジェスチュア-が大きいく5J

ギャグのセンスありく2l,ユ-モアありりI,

のりがいいりJ,笑いのつぼが深いくり

.ー--1-----11----------一------11-----------------11------------1------11-----------111一------------一-I----------1-1-----1--11--1--1---1--1-------------111一

性格的特長く43J 積極的く6J-ひとなっこいく5J,明るいく5ナ,面自いく5J,

人情ありく5J,派手く5J,おおらかく3J,寛容く3J,計算高

いく3J,せっかちく3J

行動的特長く15I

自己確立く7J

エスカレ-タ-右く3J,よく歩くく3J

ドライバ-は割り込みをさせないく3J,

歩行者は信号を守らなv,く3J,歩くのが早いく3J

関東人にたいする競争意識く4J,

関西人としてのプライドく3J

-ー-ーーー---------------1-----------1-----一----11-----------------一一--1----------------------11--------1--------------1-----111-----------1----一一---1------Iー-

その他く81 食に対するこだわりく71,むだがおおいりI

+表1参照
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次に, F性格的特長ilであるが,関西人に関して, r積極的J rひとなっこいJ r明

るいJ r面白いJ r人情ありJ r派手J rおおらかJ r寛容J r計算高いJそして rせっか

ちJと様々なイメ-ジを抱いているようだo しかし- いずれもF話し手中心型d と関

係があるようだ.例えば, r積極的Jとか rひとなっこいJというのはF話し手中心

型の態度ilにあるr気さくに誰とでもはなすJというのと関係があるだろうし,r面

白いJというのはF話し手中心型の方略Eg にあるように r話術がうまいJからかも

しれないし, F話し手中心型のその他if にあるように rギャグやユ-モアのセンス

があるJからかもしれないo また, rせっかちJというのはF話し手中心型のダイ

レクトネスd と関係してくるように思える.つまり,関西人は rせっかちJなの

で遠まわしに唆味表現を使うというのではなく単刀直入にものをいう傾向にある

のかも知れないo

また- rせっかちJといえば,次のカテゴリ-の F行動的特徴ilにもその傾向が

見られるのが興味深いoトドライバ-は割り込みをさせないJ r歩行者は信号を守

らないJとか r歩くのが速いJというような特徴はすべて rせっかちJと関係が

あるように思えるo 思うに- 行動的特徴,性格的特長,そして言語表現方法の間

には密接な関係があるようだo

加えて,関西人は r関東人にたいする競争意識Jがあるとか r関西人としてのプラ

イドJを持っているという 肝自己確立ilに関するものも興味深いo 前述の r大阪弁が

ぬけないJとか rメ-ルの大阪弁Jというような意見もこの F自己確立jlに関係があ

るように思える.つまり,関西人としてのプライドを持っているがために関西弁を,

ここでは大阪弁であるが,通そうとすると考えてもおかしくはないだろう.

次に最後のカテゴリ-にあたるFその他dであるが,関西人は関東人と比べて r食に

対するこだわりJがあるとか rむだがおおいJというのも興味をひく観察であるo 前

者は,大阪は r食道楽Jの町と呼ばれていることからもわかるo rむだがおおいJとい

うのはどういうことなのだろうかo 情にほだされて余分なものまで購入してしまうか

ら無駄になってしまうことがあったりするわけだろうかo これに関しては,探ってみ

る余地があるようだo

7.おわりに

以上,見てきたように関西人と関東人は,関西弁とか東京弁という言語そのも

のが異なるというばかりでなく,話し方の態度,方略,表現の単刀直入さ- トピ

ックや非言語的要素に至るまで達うと感じている人が多vlようだ.また,それら

の言葉に纏わる事項に加えて,性格や行動なども達っているという印象を持って

いる人が多いようだ.更に,興味深いことに,言葉の使い方や表現は性格や行動

などと深いつながりがあるらしい.

本研究の結果を踏まえて,関西人と関東人の語用レベルでの言菓の使い方を調

査するための談話完成テストを作成するにあたって,いくつかの発話行為を考え

てみた.まず, F話し手中心型A の様々な事項の達いに注目して F謙遜jlという概
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念に纏わる状況を考えてみることにする.そして次に,日本人の謝罪は社交辞令

的なものが多くその場を取り持っために誤ることも結構あるくSakamoto及

Sakamoto,2005Jといわれている F謝罪ilの概念に纏わる状況も考えてみよう思うo

そして,もう-つ,言語的特長より r-ちゃんJというのは興味深いので,呼称

けドレス.タ-ムlに関する状況も考えてみたいo

最後に,本研究を振り出しにして,.最終的には,語用論習得時期や臨界期の有

無を考察していきたいo

注

りJ本研究は1筆者が聖学院大学く非lをとおして採択されく平成19年4月-平成

21年3 JjJ-研究代表者を務める科学研究費補助金く基盤研究こ19520504Jによる

ものであるo研究課題はF第-言語.第二言語く外国語Jの社会語用論的言語能

力の習得における臨界期Aで-広島大学大学院教育学研究科の深沢清治氏を研

究分担者とする.

く21本稿では-エラ-コレクションと密按な関わりをもつ発音,語嚢や文の構造に

関する間違いについては触れないことにするo

-参考文献
りI Blum-Kulka, S., House-Edmondson, J.,及Kasper, G.くEds.1り989J.

Cross-culturalpragmatics二Requests
and apologies. Norwood, N.J.こAblex.

く2JBasser, L. 0962J. Hemiplegia ofearly onset and the faculty of speech with

special reference to the effects ofhemispherectomy. Brain 85, 427-460.

く3JCrystal, D.くEd.J. 0997J. The Cambridge encyclopedia oflanguageく2nd ed.J.
New YorkニCambridge Universlty Press.

く4JErvin-Tripp, Sり977J. Wait for me, roller skate王In S.Ervin-Tripp及C.

Mitchell-kernanくEds.J, Child discourseくpp. 165188J. New Yo,kニAcademic

Press.

く51Ervin-Tripp, S. and Gordon. D.く1986l. The development
ofrequest. In R. L.

SchiefelbuschくEd.J, Language competence.. Assessment and intervention

くpp.61195J. LondonニTaylor及Francis.

く6JErvin-Tripp, S., Guo, J., and Lampert, M. 0990J. Politeness and persuasion

in
children,s control acts. Journal

ofpragmatics 14, 307-31.

く7うGarnham, A. 0986J. Psycholinguistics二Central topics. LondonこMethuen.

く8JGorrdon, D., Budwig, N., Strage, A., and Carre11, P.り980J.Children,s requests

to
unfamiliar adults.1 Form,

socialfunction, age variation. Fifth annual Boston

university conference on language development, Bston.くERIC document

reproduction service No. ED205.-0531

く9JKaiser, S.り995J. Japanese Language IIこBook 3. TokyoニPrintx.

く10JKawate-Mierzejewska, M.く1994J. A Study
ofPragmatic Transfer. Paper

presented at the 3rd annual IATEFLくInternational Association.f Teache,s.f

-98-



English as a Foreign LanguageJ conference. Kielce, Poland. November.

く11JKindaichi, H.り977J. Accent no bunpu to hensen. Pifferent pitch accent

patterns in difflerentdialects and their historical
changesコ. In S. Oono及

T. ShibataくEds.J, NihongoこHoogen tDialects in Japanl pp. 127-180.

TokyoニIwanami-shoten.

く12IKrashen, S.及Seliger, H.り975J. Maturational constraints on second dialect

acquisitioh.Language Sciences 38, 28129.

く13JLenneberg, E.り967J. Biologicalfoundations oflanguage.
New YorkこWiley

及Sons.

く.4JLiebling, C. 0988J. i4eans to an end二Children,s knowledge of directives

during the elementary school years. Discourse process ll, 77199.

く15JMey, J.L.り993J. PragmaticsニAn introduction. OxfordこBlackwell. Co.

く16JPenfield, W.,及Roberts, L. 0959J. Speech and brain mechanisms. New Yorkこ

Atheneum Press.

く17JPiaget, J.り959J. The language and thought ofthe child. LondonニRoutledge及

Kegan Paul.

く叫Sakamoto, N.,及Sakamoto, S.く2005J. Polite Fictions in Collision.1 Why

Japanese andAmericans Seem Rude to Each Other. Tokyo言Kinseido.

く19JScovel, T.り988J. A Time to speak.. A psycholinguistic inquiry into the critical

periodfor
human

speec々.
New YorkニNewbury House Publishers, A division of

Harper及Row, Publishers, Inc.

く20JThomas, J.く19831. CrossICultural pragmatic failure. Applied Linguistics, 4,

91-112.

く2りYule, G.り996J. Pragmatics. New YorkニOxford University Press.

く22JWalters, J.く1980J. Grammar,
meaning, and socio-cultural appropriateness in

second language acquisition. Canadialjournal ofpsychology 34, 337-45.

く231Walters, J..く198り.Variation in the requesting behavior ofbilingual children.

Internationaljournal ofsociology oflanguage
27, 77192.

く24JWood, B. and Gardener, R1 0980J. How childrenくGet their way,ニDirectives in

communication. Communication
education 29, 264-7l.

く251熊取谷哲夫 く19931 r発話行為対象研究のための総合的アプロ-チ-日英語の

詫びを例にIJ F日本語教育il 79号, pp.26-40.

資料 A

調査事項

関西の人たちく大阪.神戸出身者1と関東の人たちく東京.神奈川出身者1の行動や発

話方略く言語使用に関すること全てを含む1の違いはどんなところにありますかo 各自

の経験を踏まえて,本質間に答えてくださいo
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資料 B

同意書

現在, F第-言語.第二言語く外国語Iの社会語用論的言語能力の習得における臨界

期d という課題で,実社会における言葉の使い方 く語用論1と適切な言語使用の

習得に関する研究をしています.その,最初の段階として今回は関西と関東の言

菓の使い方の達いを探ってみることになりました.皆さんからいただいた貴重なご

意見.ご回答は,このプロジェクトのために匿名にて使わせていただきたいと思いま

すo この趣旨にご賛同いただけたら以下に署名をいただければ幸いです.ご協力あり
がとうございます.

r私,

ことを許可しますJ

は,貴プロジェクトのために私の回答.意見を使う

Consent Form

l am currently conducting a study on iipragmatics and the critical period,, to attempt to

build up some theories in order
to

contribute
to the field ofApplied Linguistics and

lntercultural Communication. Theories created on the basis ofyour responses will also
be used to develop better teaching11earnlng materials in Forelgn Language Education and

Cross-cultural Communication. I would appreciate it ifyou could contribute your

observations and experiences to my study.

Please choose either
Yes or No

iくI
will contribute my responses to your study and give you my permission to use them

when you write a paper on this topIC.,,

YES ノ NO

Date

Signature
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