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1．はじめに   

親しい友人同士の会話は、話者同士が既に共有している知識や経験を前提に話が進めら  

れることが少なくない。しかし共有知識の多い話者同士の会話においては、発話の連鎖が  

意味的・構造的に飛躍することがあり、知識を共有していない第3者にとって理解が困難  

な会話進行と成り得る。このような複雑な会話構築は、日本語学習者にとっても習得が困  

難であり、「連続的な会話を維持できない」、「積極的な会話参加が難しい」といった相互行  

為上の問題点が指摘されている（吉田2008、2009）。   

これらの課題に対し、本稿では日本語会話における質問表現の多義性に着目し、音声資  

料を用いて分析を行った。これより質問表現が応答表現に規定された多義性を持つことを  

示し、後続する会話進行を記述することを試みる。また「質問一応答」の連鎖を通し、質  

問者・応答者の両話者により質問表現の多義性が認識される会話進行を指摘し、協同的な  

会話構築の一例を示す。  

2．質問表現の多鵜性  

2．1話題開始部と質問表現   

近年、日本語会話における「質問一応答」表現は、質問者が必要な情報を得るための「情  

報の授受」という通念的な概念を超え、会話構造を記述する手がかりとして議論されるよ  

うになっている（串田加07、戸江2008）。串田（2007）は、質問一応答連鎖は相互行為を構  

成する最も基本的なパーツでありながら、その働きを実証的に解明した研究はまだ少ない  

と述べており、質問表現が会話構築を記述する視点として有効であると考えられる。   

これまでの研究において、質問表現は相手話者にターンを渡したり相手側領域の話題内  

容にトピックを移行する働きを持つことから、話題開始部に顕著に現れることが示されて  

きた（中井2003、吉田2009）。一方で会話内の質問表現は、話者の積極的かつ自発的な発  

話として会話展開を左右しており、話題開始部に限らず、連続的な会話進行の中にも多数  

含まれる。   

話題開始部以外の質問表現は、新たなトピックとして話題や関心を提示するよりも、話  

者間の自然なやり取りの中で見られる場合が多い。しかしある質問を契機に、質問者・応  
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答者間のやりとりが活発になる、後続する応答者側の発話が増加するなど、その後の会話  

展開が促される場合がある。これは話題開始部に見られる様な、質問者からの一方的なト  

ピック化とは異なり、会話が進行する中で質問者と応答者の両者によって相互的に進めら  

れた会話進行であると考えられる。そこで本稿では、会話進行の過程にみられる質問表現  

を分析の対象とし、質問表現とその応答を通して連続的な会話構造が導かれる現象を記述  

することを試みる。  

2．2 質問表現の多義性と応答表現   

会話内の質問表現に関わる研究は複数の立場から行われてきたが、会話内の発話が持つ  

多義的な機能に着目した例としてScheglo餌2007）のMultiple preferencesがある。  

Schegloffは、FPP（firstpairpaLrt）が2重の（double・barreled）機能を持って働く複合的な  

ターン構成単位を提示し、第一発話が「発話文が持つ直接的な発話内容を示す」機能と「そ  

れを通して行われる、他の行為を導くための伝達手段やフォーマットを示す」機能を2重  

に含んだ場合について会話内での働きを述べた。以下の例を見られたい。  

例）AはBにショッピングセンターと美容院に付き添って欲しいが、Bは足を手術したばかりで  

あり断りたい場面。（Schegloff．2007p．77）  

1A：Canyouwalk？  

2  （0．4）  

3 A：W’dbetoohardforyuh？  

4 B：Ohdarling，Idon’tknow．Uhit’sbleedinga（ittle，’ej’stookthebandageoff  

yes’day．  

ここでは1行目の質問が「Bは歩くことができるか」という情報要求のほかに、「一緒  

に美容院に行ってほしい」というインビテーションやオファーの役割を示している。Aの  

質問に対しBは2行目でポーズを置き、1行目の情報要求に対する否定的な応答を示唆し  

ている。そのため3行目でAは再度「Wdbetoohardforyuh？」と質問を行うことで1  

行目のFP‡，を訂正しており、結果的に横断的な選好構造を構成している。   

上記のSebeglo疏2007）による指摘は、単純な情報要求と勧誘や依頼が二重化され、質問  

文自体に多義的な解釈が意図された発話であることを示している。しかし進行する会話内  

においては、質問文自体が持つ多義的な意図だけではなく、応答者によって質問表現の解  

釈が拡大する可能性があり、質問一応答の連鎖がその後の会話展開を大きく変化させる一  

要因となりうる。そのため本稿では、実際の日本語会話資料を対象として、応答者の解釈  

から質問表現を分析し、両者がどの様な働き・効果をもたらしているのか以下に考察を行  

う。  
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2．3 応答表現   

会話における質問表現は、質問者が持たない情報を応答着から入手するという、一方的  

な情報伝達のみではない。2．2で示した質問表現の多義性を会話内で確認する場合、応答  

表現もその分析対象とする必要がある。応答表現や応答の次発話に着目したこれまでの研  

究として、r質問一応答」の直後の発話が補足鈷u町叩のための位置となることを指摘し  

たCoultbard（1985）や、教室談話の分析より教師が生徒の応答を評価することで両者の了  

解が生起することを述べたMeban（1985）が挙げられ、質問者は何らかの文脈を想定して  

質問を行い、また応答の次発話で応答内容を再度評価するという構造が指摘されている。  

しかし、応答者の視点に立って「質問一応答」の関係性に着目した研究は未だ少なく、質  

問者が示した質問内容が応答者の応答表現により規定されるという相互関係について、更  

に具体的な会話資料をもとに分析を進める必要がある。質問者の質問意図は、応答者が選  

択した応答内容によって改めて規定され、とりわけ長時間の会話進行においてはそのやり  

とりが会話展開を左右すると考えられる。これより本稿では、質問表現に加え応答表現に  

着目することで、質問者と応答者間の文脈をより顕在化させ、質問表現の多義性を示唆す  

ることを試みる。   

また2．1より、質問者が発する「質問表現」が会話の展開に大きく寄与することが明ら  

かになっていることを示したが、応答内容の選択が質問者の質問内容を実質的に規定して  

いるという関係を捉えなおすと、質問の受け手である応答者も、その後の会話展開を舵取  

る可能性を保持していることが推測できる。これより本稿では、「質問一応答」の関係性ま  

たそれ以降の会話展開を分析対象とすることで、進行する会話内における質問表現の多義  

性、両話者の相互的な会話構築の実際を明らかにすることを試みる。  

3．会話資料   

本稿で用いる会話資料1は、親しい話者関係の50代の女性同士「ⅩandY」、60代の女  

性同士「AandS」による2者間の日本語会話である。両会話の話者は、どちらも20年以  

上の知人であり、週に数回顔を合わせる機会を持ち、互いの経験や意見を共有している間  

柄である。両会話のテーマは「旅行」であり、各約30分の録音資料のうち、質問表現の  

多義性が顕著に現れている部分を以下に提示し、分析の対象とする。  

4．分析と考察  

4．1質問の多義性による会話進行   

以下の会話資料1は、話者Yの海外旅行を話題にしており、日本語を話せる現地スタ  

ッフの有無について回想する場面である。  

会話資料は、筑波大学人文社会科学研究科文芸・言語専攻応用言語学領域授業内で収集した「砂川コーパ  

ス」（2008）より提示する。  
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【会話資料1】海外での日本語使用（KandY）  

01Yそういう、要するに観光客が出入りいっぱいしている＝  

02K うん．  

03Y お土産さんみたいなのところ†は【（0．2）  

04K  ［オッケーだけ【ど，  

05Y  【うん，大丈夫かもしれないね．  

06K うん．  

07Yだけどホテルは，（0．2）そうでもないんだなと思った．  

08K垂斬  
《情報要求への応答》  9Y  ［うんうんうん   

10K あっ［そう．  

《詳細説明の開始》  11Y ［だってあさ朝食，ホテルでいる間毎日したけど，   

12K うん．  

13Y（0．4）例えば違うもんが出て￥くるのね［hh．￥  

14K  ［うん．  

15Y その間じ日に．  

16K うん．  

17Y 時間差で私達がほら何人かでいて行ったから［食べに行くと［：：  

18K  ［うん  ［うん  

19Yさっきジュース出てたのに今出て￥こないとか￥，え，それを言いたいんだけど全然その場では，  

OK うん．  

1Y3．4人しかいないけど，日本語がしやべれる人がいなくて＝  

22K ＝いなかった？  

23Y う：：ん．  

24K うーん†：：  

25Yでもそこでえ？って感じでしょう？＝  

26K＝でも日本人がよく泊まるホテルだったんでしょう？（0．4）でい［いホテルだったじやん．  

27Y  ［うん，と思うんだけどね－【：：：  

［ねえ．  28K  

29Yうーんだしやべれる人はいるんだとく思うけど，〉  

30K じや大丈夫よ今度は．＝  

31Y＝全部は全部では￥な［い．￥  

32K  ［hhh￥大丈夫じやない，［今度はさ－あ￥hhh．  

33Y  ［hhh．だめよね：：hhh．   

会話資料1では、下線部08Ⅸの「あっそう、ホテルでさえも？」という話者Ⅹからの  
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質問に対し、相手話者は09Yで「うんうんうん」と応答を示し、また11Yから「だって  

あさ朝食、ホテルでいる間毎日したけど」と08Ⅹの質問に応答する形で詳細説明が開始さ  

れている。これより08Kの質問表現は、「ホテルでさえも日本語を話せる人がいなかった  

のかどうか？」という事実確認の要求と、「ホテルで旦えもいなかったのか（具体的な詳細  

を聞かせて欲しい）」という体験談を導く質問とを含むと解釈され、応答者Yにより  

09Y；11Yで両質問内容に対する応答が行われている。08Kの質問表現は、質問時の発話意  

図として多義性を含まなかった可能性があるが、応答者Yの応答内容により、結果的にこ  

の質問が多義性を持ったと判断することができる。   

また08Ⅹの質問表現の多義性を応答者Yが捉えることによって、情報要求の応答だけ  

ではなくその後のYの長い応答発話が確保されている。これは質問者が話題内容への積極  

的な参入として行った質問に対し、受け手である応答者Yによって会話展開の方向付けが  

行われたと考えることができる。これより、応答者による応答内容の選択によって、質問  

表現が使用された会話が構造的に促進する（維持される）という現象を捉えることができ、  

質問表現を分析する上で応答者の発話の重要性を指摘することができる。  

4．2 質問の多義性がもたらす発話連鎖の飛躍   

次に多義性を持つ質問を受け、後続する会話構造が応答者により工夫される例を取り上  

げる。以下の2例は、応答者側が多義性を理解した上で、応答内容の提示順を入れ替える  

場面である。  

【会話資料2】もんじや焼きと広島風お好み焼き（KandY）  

01K まだもんじやのほうが，  

02Y うん．  

03Y（1．0）ちびちび食べているからね．  

04K うん，［もつかな．  

05Y  ［あれはあれで，おいしいよ［ね．  

06K  うん，【という感じはするけど［ね．  

07Y  ［お腹いっぱいにはなんない．  

08K うん，そうそうそう．あれだけだったら，ほんとは焼きそばやこうよって感じよね．  

09Y うん．  

10Kそ三はなに，どこのそば使うの？  

11Y（0．4）あっそれでも味違うよね．  《味の違い》  

12K うん．  

13Yやあ、どこのって、要するに中華麺ね．  《情報要求への応答》  

14K 中華麺．  

15Yうんうどんもあるよ．  
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16K うー：：ん，（0．2）うどんもー緒にやるわけ？  

17Yこの，やあ，ゆって，うどんがいいって，おうどん【入れてくれる［し，うどんもそばもなしもあるし，  

18K  ［うん  【うん．  うーん．  

19Y あとねぎをなんか，わけぎ？  

20K うん．  

21Yもう山ほどいれるのが［ねぎ焼きというんだけど，［それもあるし，  

22K  【う：：ん，  ［うんうんうんうん  

23Y うん．  

会話資料2では広島風お好み焼の中身について話しており、下線部10K「そこは何、ど  

このそば使うの？」は、もんじや焼きから広島風お好み焼きについて話題が戻る場面であ  

る。ここではこの10Ⅹの質問に対し、応答者は「どんな種類（の蕎麦）を使うのか？」と  

いう情報要求としての質問と「特別な蕎麦を使っているのか（特別な蕎麦を使うと美味し  

いのか）？」という内容説明要求としての質問とを解釈し、複数の応答を後続している。  

しかし通常、話者Yは、直接的に問われている情報要求を優先的に応答するところ、あえ  

て味に関する説明をポーズとともに先に応答している。つまり話者Yは、10Kの質問の多  

義性を予め把握していることを示しており、「実は特別なそばを使っていない」という事実  

を述べやすくするために、優先的な応答を入れ替えていると推測できる。更に11Yの発話  

冒頭に置かれたポーズは、選択した応答が例外的であることを示している。   

また13Yでは、「やあ、どこのって」という表現を用いながらKの質問を反復し、より  

効果的な内容導入を演出している。これより話者Yが10Kの質問の多義性を応答者の立  

場から解釈していること、更に通常予測される応答順とは異なる連鎖を構築したことで、  

発話連鎖の飛躍が起こり、より効果的な語りとなったことが示された。  

次に、同様に発話連鎖の飛躍がみられた例として、会話資料3を考察する。  

【会話資料3】新婚旅行（AandS）  

01S あたしはね，そのあたしもやっばり京都なんだけれ［ども，京都と南紀．  

02A  ［うん．うん．   うん．  

03S 新幹級初めて乗ったのその時．  

錮Aあ、そう．まあ，そうよね，あの時代だから昭和亜？何年［でした？  

［いや、私の方が￥早いの￥hhh 《比較》  05S   

O6A hhh．  

07S ￥ませてた【から￥hhh．  

8A  ［￥いやー、そう￥hhh（0．6）．また－わたくし44年で￥ございましたのでね￥hhh．  

《情報要求への応答》  

－92－   



9S その頃、母になって￥ましたので￥hhh．  

10A hhh．  

11S そう．それ［じやあ、あの、飛行機？それから  

12A  ［そう．  

よ？   

13S  

ス．，ス．ス．．  

14A 京都2泊か3泊かな？  

15S うん．  

それ空，違う，新幹線で行って．［京都にエとあれするで［し  

［うん  ［うん ［うん  ［え   

会話資料3では、SとAの新婚旅行で互いに京都を訪れたことが話題になってい芦。下  

線部04Aの「新婚旅行は昭和40？何年でした？」という質問に対し、「昭和何年に結婚し  

たか？」という事実情報の要求に加え「SとAのどちらの結婚が早かったのか？」という  

比較の意味が解釈され得る。これに対し、話者Sは直後の応答として、「私の方が早いの」  

と比較に対する応答を優先的に発話している。また発話冒頭には「いや」という発話が見  

られるが、これはこの応答が例外的な応答であることを示唆し、直接的な情報要求の質問  

に対してではなく、年代の比較について先に応答することを示していると考えられる。   

これに対し、質問者Aも、笑いとともに話者Sが質問の多義性を解釈したことを受け取  

り、08Aで「わたくし、44年でございましたので」と自らの情報を提供し、具体的な数値  

をあげて、自分が提起した質問に自分で答えている。これに関し鈴木（2005）は、会話にお  

いては「数字を引き出すWH質問が‘数字以外の答え’を適切な応答として得ることがあ  

り、評価的表現による言い換えが多く用いられる」と述べている。また特に具体的数値を  

含む質問の場合、「いまなぜこの質問が問われているのか」という応答者側の分析が反映し、  

相互行為上の発話位置として表出する。これより会話資料3内で比較の意味に対する応答  

が先行したことは、04Aの質問に対する応答者が選択した会話進行の現れであったと推測  

できる。   

また09Sは、自らの質問に直接的な情報提供を行った08Aの発話を踏襲する形で会話  

を続ける様子がわかり、08Aにみられる質問者自身のフローアップも応答者が理解し会話  

に組み込んでいる。これにより、通常の「質問一応答」の発話連鎖とは異なる04A、05S  

は、一見、発話が構造的・意味的に飛躍している印象を受けるが、応答の提示順を工夫す  

ることにより前後の文脈をより効果的に支える会話展開を構築していたと考えられる。ま  

たこのような応答者による会話構築の工夫は、質問に後続する応答者側の長いターン・発  

話スペースの確保や応答内容のトピック化を図ることができ、質問者だけではなく、受け  

手である応答者側による会話構築が試みられていると考えることができる。よって質問が  

持つ多義性は応答者による応答提示順の工夫によって明らかになり、会話の協同構築の一  

部となっていること、また質問が多義性を持つことで応答が多様になり、発話数やターン  
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数が増加することから、結果的に会話が構造的に進行し、会話の維持や促進に繋がること  

が考えられる（図1）。  

匡重要‥質問が持つ多義性  

†  

匡重要：応答者による応答選択  

・長いターンの確保  

質問者と応答者による   

会話の協同構築  

1  

会話維持  

・応答内容の選択、トピック化 会話進行の促進  

【図1】質問の多義性と会話の協同構築   

5．日本語教育への応用：日本語学習者の会話における問題点と考察   

最後に、本稿の問題意識としてふれた日本語学習者と母語話者の会話における課題点を  

振り返る。質問表現は、日本語学習段階で用いられる教材において、何らかの文型導入と  

同時に学ばれたり「質問一応答」の発話のみで構成されることから、相互的なコミュニケ  

ーションとしての働きを身に付けにくいことが指摘されている（斉藤1999）。さらに日本語  

教室内にみられる教室談話においては、「教師一生徒」という役割関係に依拠した「質問一  

応答」の発話に限定される場合が多く、ほとんどが習得知識を確かめる際の情報要求とし  

ての質問表現を使用するに留まっている（文野2004）。   

以下の会話資料42は、実際の日本語学習者と母語話者の初対面会話資料である。学習者  

は、収録当時研究生であった日本語能力上級レベルの学習者であり、大学院生の日本語母  

語話者Nが学習者Rの専門や授業について、質問を繰り返している場面である。  

【会話資料4】日本語学習者の大学生活  

01N 先生はだれですか？  

02R（教具名A）先生です．  

03N えー，あ，じや知らないんだ，知らない先生なんだへ1：：．試験はβ月に？  

掴R 試験は10月．  

05N あ，そっか，あ，9月に提出か．  

06R そ＝  

07N ＝あ，そっかそっか．頑張って【くださいね．  

2会話資料4は、吉田（2008）「日本語学習者と母語話者の談話展開における質問表現の分析一初対面会話  

の談話進行過程から－」筑波大学大学院博士課程人文社会科学研究科文芸・言語専攻中間評価論文内の資  

料から提示している。なお日本語学習者の発話は、実際の音声に即して文字化している。  
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08R  ［はい．  

09N榊、？  

10R テーマは，あの－う：：：ん，入った［のとき番いた研究計画は、  

11N  ［うん  うん．  

12R あの：：，日本人の．そう，そうようこ－と【に関する  

13N  ［うん  そうようこ－と？えー，なんだろう：：．  

14R 贈り物：：：．  

15N うん，（0．4）あ，うんわかった．  

16R 贈り軌あの－，そしてくあいとて－を、純粋に，［あの一贈り物：：のことを研究したい【なと思って  

【ヘー：：，おもしろそう   17N  ［うん  

ですね－．  

18R hh．  

19N そっかそっか．今は，授業は，留学生センターとか行ってますか？  

20R 留学センターの授業と，学部の授業を［取っています．  

21N  ［ふーん，学部どこなの？人文？  

22R 人［文一：：：  

23N ［にち日本語日本文化？  

24R なんかいっぱいとってるの［で、  

25N  ［あーそっかあー，（0．2）日本語すごい上手ですね．  

26R ￥いえ￥：：hhh．  

上記の会話資料4では、日本語母語話者Nが学習者Rに連続して質問を投げかける形  

で会話が進行している。しかし学習者Rは、Nの質問に対し、多義性を考慮せず単純な情  

報提供のみを応答している。一見、言いよどみ等が少なく会話は円滑に進んでいるように  

見えるが、母語話者側からの質問に学習者が答えるという役割関係が確立した「インタビ  

ュー・スタイル（佐々木199釦」によって会話が継続される可能性があり、母語話者同士の  

会話で見られたような相互的な会話構築が成立しているとはいえない。結果として、19N  

でNは日本語授業の話題に内容転換してしまい、学習者の専門についての内容が効果的に  

引き出せるに至らなかった。   

以上のような現象から、日本語学習過程においても、日本語の質問表現が持つ多義性に  

関する理解を促し、会話の相互構築を効果的に行わせる指導陰を考える必要がある。また、  

教室場面だけではなく、実際の会話場面で「質問一応答」表現を使用する機会を設け、より  

実践的な運用練習を積むことが必要であると考えられる。  

6．おわりに   

本稿では、親しい話者同士に見られる質問表現が持つ多義性に着目し、実際の会話にお  
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ける「質問一応答」の連鎖の会話構造を観察した。現段階の考察からは、（1）日本語会話内  

の質問表現は、応答内容によりその多義性が認められること（2）応答表現を工夫すること  

により、会話が構造的に促進され会話維持に繋がること、の2点が示唆された。   

発話の連鎖に飛躍がある現象は、共通の経験や知識が多い親しい間柄の会話に特徴的で  

あると考えられるが、連鎖が飛躍したり、指示対象が推移しながら会話が進行することで、  

より内容が先取られた展開の速い会話へと繋がると考えられる。この点は日本語学習者の  

会話や日本人同士の初対面会話との比較を行いながら、今後データを更に検討し分析を進  

めていきたい。  

【会話資料凡例】  

【   複数の話者の発する音声が重なり始める箇所を示す  

2つの発話が途切れなく密着している箇所を示す  

（m．n） 音声が途絶えている状態、0．2秒ごとの秒数を（）内に示す  

直前の音が延ばされている、コロンの数は引き伸ばしの相対的な長さに対  

応  

言葉が不完全なまま途切れている箇所を示す  

b  呼気音はbで示される、bの数はそれぞれの音の相対的な長さに対応  

￥￥  笑い声とともに発話されている箇所は￥ ￥内に示す  

？   上昇イントネーションでの質問  

†J 音調の極端な上がり下がり  

言いよどみ  
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