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1. はじめに

近年，言語学の分野では「役割語」， 「キャラクタ」という概念に基づいた研

究が進みつつある。ある特定の言葉づかい（語菜・語法・言い回し・イントネー

ション等）」を聞くと特定の人物像（年齢，性別，職業，階層，時代，容姿，

風貌，性格等）を思い浮かべることができるときあるいはある特定の人物像

を提示されるとその人物がいかにも使用しそうな言葉づかいを思い浮かべるこ

とができるとき，その言葉使いを「役割語」 と呼ぶ（金水2003)。定延

(2006) はこれを発展させ，役割語の使用によって提示される人物像を「発話

キャラクタ」と名付けた。

本稿では， 日本語学習者が提示する人物像について，それらも発話キャラク

タであると考え，個々の日本語学習者が学習過程の中で，どのようにしてその

発話キャラクタを獲得するに至ったかに焦点を当て，発話キャラクタ選択過程

と要因，そして発話キャラクタの機能と意義について，探索的分析を試みる。

2. 発話キャラクタとは

定延 (2006) によると，キャラクタは「実際には私たちが場面や相手に応

じて多かれ少なかれ変えているにもかかわらず，『場面や相手によって変わら

ず，ちょうど身体のように安定していて，一人に一つしかない』と見なされて

いるもの，それが『見なし』にすぎず，実際には一人の中でもいろいろ変わっ

ていることが露わになると，私たちがしばしばショックを受ける」ものであり，

「意のままにおおっぴらに変えて構わないもの（スタイル）」でもなく，だから

といって「根本的で変わりにくいもの（人格）」でもない。「状況に応じてけっ

こう変わってしまい，にもかかわらず，変えてはいけないことになっている」
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ものである。そして， ことばが，そのことばの内容とは別に，そのことばを発

するキャラクタ（老人，お嬢様など）を暗に示すときことばの発し手として

のラベルづけされたキャラクタを「発話キャラクタ」とよぶ。発話キャラクタ

のあり方は「《現代日本語（共通語）社会の住人》タイプ，つまり 《私たち》

タイプ」と， 「『まろは～でおじゃる』としゃべる 《平安貴族》キャラや『ワ

カリマセーン』としゃべる 《欧米人》キャラ，『おら，わがんね』としゃべる

《田舎者》キャラ」，『弁護士がニャ，財産をニャ，……』としゃべる 《ネコ》

キャラ，『ウソだよぴょーん』などとしゃべる 《びょーん人》キャラなどのよ

うに現代日本語（共通語）社会の外に生息する 《異人》タイプ」に二分され，

「《私たち》タイプの発話キャラクタに目を凝らすと，それぞれの発話キャラ

クタの大体の特徴は，『品』『格』『性』『年』という四つの尺度に基づいて記述

することができる」という。定延 (2011)は現代日本語の語彙，イ ントネー

ション，文法の使い方，つつかえ方など，発話のあらゆる部分のみならず，手

の振り方や姿勢など非言語行動にも発話キャラクタに起因する様々な現象が蜆

察されることを指摘し． 日本語が「多言語と比べていくと，キャラクタとの関

わりがずば抜けて強い」ことを示唆している。

日本語学習者の発話にも特徴的な発話キャラクタや役割語が観察されること

がある。そのキャラクタには，学習者本人が意図して選択したものもあれば，

学習環境によって無意識のうちに身についたものもあると考えられる。定延

(2011) では明らかに誤ったキャラクタ選択の例が次のように紹介されてい

る。「日本語能力試験ー級を突破して日本に留学してきた，若い優秀な女子学

生， Lさん。 明日から学会の大会ですね。Lさんも参加しましょうと話しか

け，『明日は晴れますかな』と真顔で返された時の脱力感は未だに忘れられな

い。 Lさん， 《老人》になるのはまだ早いよ。」，「『ダメネェ』『暑イワア』な

どと 《女》のことばを連発されていた，故 ・T先生。ご自分が日本人の奥様か

ら何を学ばれたのか，最期までよくわかっていらっしゃらなかったのではない

だろうか。」「キムタクがドラマで『オレ』と言っているからといって，教室で

もどこでも『オレ』で通そうとしていたキミ。お疲れさま。日本語社会の壁は

厚かったでしよ」等である。さらに定延 (2011) は，キャラクタが現在の日
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本語教育で教えられていない最大の原因として，キャラクタの研究・解明が不

十分であることを指摘している。

日本語学習者が誤ったキャラクタ選択によって，自らの意図に反する人物像

を， 日本語母語話者に連想させてしまうことは，円滑なコミュニケーションの

障害になるだけでなく， 日本語学習者と日本語母語話者との間の良好な人間関

係構築にも影響を与える可能性がある。それにも関らず，定延 (2011) でも

指摘されているように，現在の日本語教育で発話キャラクタが取り上げられる

ことは未だ少なく，それゆえ，学習者が無意図的に獲得している誤った発話キャ

ラクタの修正あるいは矯正についても，有効な指導法が提示されていない。

3. 発話キャラクタに関する先行研究

言語学研究の分野では2000年代に入り役割語の研究が行われるようになり

（金水2003), 発話キャラクタ研究へと発展（定延2006) し，その後も様々な

領域において展開を続けている。例えば対照研究では，韓国語（鄭 2007),

英語（山口 2007), ドイツ語（細川 2011), 中国語（河崎 2010), スペイ

ン語（福蔦 2012)等があり，翻訳研究では，金水 (201la), 鄭 (2011)等が

ある。

日本語教育研究において役割語や発話キャラクタを扱った研究は，上述の通

り未だ少ない。恩塚 (2011) は，韓国で現在使われている日本語教科書の会

話文例の中に豊富に役割語的要素が見出されることを示し， 日本語教師が役割

語を理解することの必要性を述べている。金水 (2011b)は，役割語習得に関

する実験的な調査結果として， 5歳児がほぼ完璧に性差を含む役割語を認識し

ていることを紹介し， 日本語教師にとって「すべての日本語会話は役割語（と

しての性質を帯びている）である」という見方を知ることが重要であるとして

いる。

日本語教材開発においては， 2010年， 日本のアニメ・マンガに現れるキャ

ラクタやジャンルの日本語表現を学ぶEラーニングサイト「アニメ・ マンガの

日本語」が公開された。海外で人気のあるアニメ・マンガ168作品の実際のセ

リフからデータを抽出，分析し，アニメ・マンガの典型的な8名の人物像の特
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徴的表現「一言フレーズ」「文型・表現J「呼称」「発音」を取り上げ，解説し

たものである。金水敏氏のブログによれば，この中の「キャラクター表現」は，

金水敏の「役割語」の概念が大きなヒントとなったという。

〈http://skinsui.cocolog-nifty.com/sklab/2010/03/e-learning-2728.html〉

4. 研究課題

日本語教育の分野において学習者の発話キャラクタを扱った研究は，管見の

限り，定延・澤田 (2007), 新井 (2011), 定延 (2011) など，極限られて

おり，いずれも言語学的な観点から分析されている。日本語学習者の心理・社

会的な特性や経験等の側面を取りあげて検証した研究はみられない。

本稿では， 日本語学習者が発話キャラクタを獲得するに至った過程とその要

因，また日本語学習者にとっての発話キャラクタの機能と意義を，特にその心

理・社会的 (psycho-social)な側面に焦点化して解明するための第一歩とし

て，特徴的な発話キャラクタが観察される1名の日本語学習者にインタビュー

を行った上，発話キャラクタ形成過程と要因，そして発話キャラクタの機能と

意義についての探索的分析を試みた。

その際日本語学習者の発話キャラクタを形成する要因として，生い立ちゃ

学習環境の他にも，学習者がモデルとする特定の日本語話者が存在するのか，

また，そのモデルが学習者の発話キャラクタ形成に影響を与えているのかなど

を明らかにしたいと考えた。本稿では日本語学習者にとって学習のモデルとな

る人物を発話キャラクタモデルと呼び，発話キャラクタモデルが学習者の発話

キャラクタ形成に与える影響を明らかにすることも目的とする。

5. 発話キャラクタ研究を開始するための探索的インタピューの実施

5.1研究参加者

研究参加者（以下，インタビュイー）は， 20代の男性Nである。 Nは日本語

を母語とする両親の元アメリカで生まれ育った日系二世のアメリカ人で，イ

ンタビュ一時は日本に1年間の短期留学中であった。

Nが本研究のインタビュイーとして最適であると考えた理由は次のとおりで
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ある。第一に， Nの話す日本語が，その20歳という年齢とは異なり，非常に古

典的な，昔風の男性の発話のように聞こえることである。これは筆者を含めN

を知る5名の日本語母語話者により同様に判断されている。 Nの話し方は，年

齢が上の者からすると丁寧で好感がもてる。しかし本人によると，同世代の日

本人とのコミュニケーションには支障をきたすことがあるという。

5.2インタビューデータの採取

データの採取として， 20XX年9月とその半年後の3月，半構造化インタビュー

による詳細な聴きとり (in-depthinterview) を行った。インタビューの総

時間は3時間38分であった。インタビューはインタビュアーとインタビュイー

1対1で行い，インタビューにあたっては，研究主旨と研究者の守秘義務に関

する説明を行い，書面による研究参加の同意を得た。

5.3分析手法

インタビューは録音，逐語記録化を行い，それをテキストデータとして， N

の発話キャラクタ形成の背景， Nと発話キャラクタモデルとの関連性に焦点を

当て，質的な分析を行った。本研究ではインタビューを通し，インタビュイー

に，意識下に埋没していた自らの学習経験に対する潜在的な記憶を掘り起こさ

せ，それを言語化させなければならない。このような，個々の人間の経験が基

となる現象は，具体的な人や状況に基づき探索的に解明する必要があり，量的

研究手法の適用は困難である。多様化する日本語学習者への日本語教育におい

ても，質的研究の重要性が大きくなっている。このため，質的研究に馴染みの

ない日本語教育研究者も，研究課題によっては質的研究手法を用いる必要があ

る。そのような質的研究初学者にも取り組みやすく，小規模のデータ解析にも

有効な手法として，大谷（大谷2008, 2011) によるSCAT (Steps for 

Coding and Theorization) がある。 SCATは四つのステップでテキストに

「コード」を付してその抽象度を高め，構成概念を構築し，最終的にストーリー

ラインおよび理論記述を構成する質的分析手法である。この手法はとくにデー

タの中に潜在する意味を，分析者が構成概念として概念化することを支援する
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点で優れている。今回の調査は， 1名のインタビュイーの語りを深く追究して

いくもので，本論のデータの分析にはSCATが最も適しているといえる。

6. 分析結果と考察

本節では代表的な語りを例示しながら，インタビューの分析結果および考察

を示す。以降， SCATによる分析に関する記述について， 「」は語りのテキス

トデータ，本文中のゴシック体表記はSCATの分析により得られた概念を示す。

また，記述された日本語は原文のまま記載するが，インタビュイーの日本語の

誤りや前後の文脈により，記述内容が不明瞭なものについては，筆者が（）で

補足と注釈を付記した。なお，インタビュイーのプライバシー保護を確実にす

るため，引用するデータには最小限の修正を加えてある。

6.1発話キャラクタ獲得の経緯

6.1.1高年齢日本語話者との接触による日本語高汎用性の希求と礼節の重視

Nは， 日本語を母語とする， 「結構高年齢で結婚」した「結構おじさん，お

ばさん」である比較的高年齢の両親に育てられ，母親の知り合いやアルバイト

先でも高齢の日系人との接触が多かった。大学に入学し地元を離れ， 日系人と

接触する機会がなくなり． 日本語が使えなくなったことに寂しさを感じるよう

になる。

その後Nはこの大学での進級を諦め，地元に帰り，母の勧めで日本料理店で

のアルバイトを始める。このアルバイトは日本的な厳しい職場であったが，最

初はパスボーイという立場で，食器の片付け等の簡単な仕事から始め，徐々に

ウェイターの仕事ができるようになった。このアルバイト経験に他のアルバイ

トにはないやりがいを感じ，それをきっかけに， ドラマに出てくる敬語表現に

も耳を傾け，待遇表現への学習意欲を持つようなる。特に日系人を相手に丁寧

な日本語を使うことを心がけ，礼節を重んじるようになる。また， Nはカタカ

ナ語の使用に関しても「できるだけ日本語を使いたいという意識」を持ってお

り， 「自分としては日本語， 日本語を使った方がなんかこう，あの喋る相手の

範囲を広げる」と， 「老若男女」に通用するオーソドックスな日本語を重視し
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ている。このように，家庭環境における両親の高年齢性と生育環境における高

年齢日本語話者との接触，日本語使用による充実感に起因する待遇表現使用の

自信獲得欲求と日本語の高汎用性への希求から， Nの礼節重視の志向が養われ

たと考えられる。

6.1.2アニメヘの親和性と賞賛獲得欲求

Nは両親が日本語母語話者であるが， 「母の方はほとんど日本語」で「父は

どちらかといえば英語」で話す，バイリンガル環境で育つ。小学校入学後は

「英語の授業に追いつけない」ため，「学校に行くと，なんとなくそれでいじめ

られる」ようになる。また小学校には自分と姉の他に日系人がおらず，同質集

団から浮いた存在になり，人前に出たくない気持ちを感じていた。しかし，い

じめは「小学3年と4年ぐらいまで」で，ある出会いをきっかけになくなる。

「転校生で，あの一，ものすごく顔見知りがいいというより，人懐っこい性格

をしてまして，んであの一，自分が日本語も，しゃべれることも読めることも，

どこから聞いたのかわかりませんけど，あの，いきなり，なんかあの，プラモ

デルの説明書を持ってきて，ちょっとNこれ通訳してもらえるかな，あのガン

ダムのプラモデルだけど」と，ガンダムのプラモデルの日本語説明書の翻訳を

依頼されたことで，転機が訪れるのである。その翻訳に対して周囲からも貰賛

を受け，そのことに喜びと期待を感じ， 「周りの子供達と仲良くなった」こと

で， 目立つことへの抵抗感を払拭した。このことからNは， 日本語活用の機会

が集団との人間関係構築の成功につながったことにより，同質性からの逸脱に

起因する自己への注目に対する抵抗感を，憧憬の対象としての自己効力感へと

転換させ，その過程でアニメヘの親和性を強めたと考えられる。

6.1.3閉鎖した自己領域開放の手段としての自己像の明朗性

Nは「たぶん，身なりが結構地味なもんで，なんかこう，あの一，人を寄せ

付けたくない」という印象を与え，周囲に「こっち来るな」という雰囲気を出

し， 「初めは近づきにくい」自己イメージを「わざと」作る防衛的自己呈示の

傾向があった。はじめて地元を離れ大学に入学した時， 「もう本当に誰も知ら
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ない，みんな赤の他人」という，未知の集団の中で， 「けどこの大学では，そ

ういう人との関係を作らなければ生きてはいられないと言われるほどだったの

で，無理やりに明るいキャラをつくろう」と努力する。そして， 「まあちょっ

とだけ親しみを， こう，なんか親近感がわいた」時に「最初は，なんか根暗で

近づきにくい人だと思ってたら，実際話すと面白い」と周囲に言われ， 「自分

はどんだけ近づきにくい人物だったのか」と「初めて」自己の閉鎖的な傾向を

自覚した。それに対して， 「まあ，最初はショ ック」 を受けながらも， 「近づき

にくい部分の自分をコントロール」することを学ぽうとする。日本への留学に

際しては， この「近づきにくい部分の自分」を「そこは，あの，いつかは治さ

なきゃいけない部分だと思いまして，で，今回の留学でとりあえずそういうイ

メージで通そうかな，まあ，そういうイメージを変えて，まあできるだけ積極

的になろうかな」，特に「とにかくあの，かたっ苦しいのはそういうイメージ

は欲しくないんです，友達の間では」と考えるようになる。つまり，防衛的自

己呈示により閉鎖した自己領域開放の手段として，明るい自己像の積極的な演

出を心がけ，特に友人関係における閉鎖的イメージの払拭を目指し， 自己像の

明朗性を高める努力をするのである。

6.2発話キャラクタモデル

6.2.1発話キャラクタモデルとの出会い

Nは高校に入り， 「たぶん高校あたりですかね，その時には，やっと自分の

パソコンを持って，インターネット見れるようになりまして」と，情報入手干

渉からの解放を得る。これにより，憧憬対象獲得の下地となる，アニメの「声

優たちの名前を気にかけるように」なった。その中から， Nの発話キャラクタ

モデルとなる 「若本則夫」，「杉田智和」という声優に出会う。

若本規夫は警視庁機動隊での勤務経験を持つ「渋い声」の声優で，代表的な

役柄にアニメ番組「サザエさんのアナゴさん」があり， 「警察署のお偉いさん

とかの役とか，ヤクザの役とか」といった役も多い。 Nが若本を憧憬の対象と

して「わーかっこいい」と思い始めたのと， N自身が大学に入り「声を出すこ

とや演説するときに『声が渋い』とか『かっこいい』とか」と周囲に言われ，
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自己への高評価を得たのとが， 「リンクがある」ことから，発話キャラクタモ

デル獲得を後押しする自己への高評価の存在がうかがえる。 Nが「なんか自分

は地声だけでも結構声が大きいので，そう滅多に，なんかこう，ひそひそで

きるようなことはできない」のに対して，若本は「ただしゃべるだけで人を魅

了させるような声」があり， 「ヤクザ言葉とか巻き舌とか」が「ものすごく」

上手<.Nにとって自分にない声の魅惑性と高度な発声技術が「憧れ」であり，

その自分を越える存在への憧憬性が発話キャラクタモデルとなり得る要因であっ

たと考えられる。また若本は「警察署のお偉いさんとかの役とか，ヤクザの役

とか」を演じているが， Nは「実際に，その若本さんのプロフィールをみたら，

あの，元部長」であり，若本の演じる役を「本物なんです」と評価している。

この，若本の持つ異色の経歴と演じる役のリアリティもNの若本に対する憧憬

の一因となっている。

杉田智和は「トークスキルとしたらたぶん杉田さんの方」と，その話術から

Nが発話キャラクタモデルとする声優である。杉田は「まあ，子供番組よりも

ほとんど大人番組，青年向けの声」や「お笑いとか少年のアクションもの」な

どの声を演じ，代表的な役として「『ジョジョの奇妙な冒険』，それのリメイク

版が今放映中で，その中の主人公」がある。

6.2.2発話キャラクタモデルの機能

2名の声優について， Nは「そういう人たちの話し方とか，内容とか，ちょっ

と笑わせ方とか，声の出し方」を「まね」しており， 「言葉とか，話し言葉と

か日常会話に使う時には，たぶん多少でも物まねが必要」であると考え，意図

的なモデル化を行っている。そのモデル化に対して， 「なんかこう人のリアク

ション見て，んで，使い方があってるかどうか分かる」と，周囲からのフィー

ドバックを受け，内省し，自己の発話をモニタリングしており，発話キャラク

タモデリングのためのモニタリングを行なっているといえる。また， 「留学生

の間」からは「そのせいで」， 「Nが使う日本語，難しい」と言われたり， 「バ

イトの人」からは使用した語彙を「おじさんっぽい」と言われたりと，発話キャ

ラクタモデル選択が引き起こす障害も自覚している。
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Nは杉田について， 「まあ，叫ぶ声とか，突っ込む，あの，セリフとか」の

彼の発声にも惹かれ，聞いた表現を「気に入ったのがあったら，使ってみる」

と，表現の意図的な模倣を行っているが，それだけではなく，ネットラジオで

「トーク番組もよく見てる，見てるというよりか聞いて」おり，杉田の語る話

の内容にも強く影響されている。 Nの会話の特徴として，文脈が聞き手に即座

にはわからないような， 「元ネタ（が）わからない」表現で笑いをとろうとす

るところがある。この聞き手への文脈推測要求を持つ発話特徴は，杉田のネッ

トラジオでの発言にも観察され， Nが発話の方法のみならず発話内容も杉田を

モデルとしていることが伺えるのである。このことから，発話キャラクタモデ

ルは学習者の学習言語での人格にもなり得るといえる。特に，杉田の「ものす

ごい版権モノのネタ」，「パロディ」，「なんかこう放送する側のスタッフが困

るようなもの」で笑いをとるところについて， Nは「そういう困った性格」で

あると，杉田への親愛を表現する。以上から，学習者による発話キャラクタモ

デルとの一体化，発話キャラクタモデルの人格化が起きている可能性があると

いえるのである。

6.2.3学習モチベータとしての発話キャラクタモデル

Nは勉強中に杉田や若本らのことを考えると「ちょっとやる気がプラス」す

ることがあり， 「僕としては， ここでの存在はなんかこうやる気を出すような

人でなければ」と述べていることから．発話キャラクタモデルが学習モチベー

タとなっていると考えられる。そしてインタビュアーからの質問の内容が「や

る気が出るかどうか」だったにも関わらず， Nは「正直」やる気が出ると答え

たのに続けて，幼少期から「毎日のように」母親に「Nの喋り方はものすごく

もごもごしてるから，もっとはっきり言いなさい」と注意されていた過去につ

いて語る。 Nの日本語の明瞭性重視の傾向はインタビューの随所にみられ， 日

本語は「一文字一文字『ラ・ム・ネ』と発音できれば，まああの，それで日本

語が成立する」と考え， 「自分が日本語の先生になるとしたら，あの一，あい

うえおのなんだっけ，表？を，なんかこう，ショウ板（黒板）に書かせて，そ

して授業のまえにメトロノームをかちかちかち，『はい，あ，い．ぅ，え，お』
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ってもう， リズムよく」と， 日本語の明瞭な発声を習得させるための練習をす

ると述べている。幼少期からの母親によるNに対する日本語の不明瞭性批判が，

明瞭な発声の声優たちへの憧憬性につながり，その憧憬性が発話キャラクタモ

デル選択要因となり，更には発話キャラクタモデルが学習のエネルギー源，学

習の根源となったのである。

6.3発話キャラクタモデルに関する語りにおける羞恥から開示の喜びへの転換

Nは小学校でのいじめの経験についてインタビュー開始直後に，特にためらっ

た様子もなく語った。それに比べ， 「これまでで印象に残った日本人もしくは

日本語スピーカーは誰か」という質問に対し， 「印象に残った日本人ですか…。

まあ，あの《少し間》まあ，声優さんの話をしたんですけど，それはやめてお

きます。とりあえず，あの初めての日本語教師ですね。」と，本心とは違う，

差し障りの無い人物の話をする。つまり，始めは声優の話をする自己開示への

ためらいがあったといえる。しかし，再度その人物が「本当にNの理想の日本

語話者」なのかと問いかけると，「う一ん， 《少し間》そうでもない。」と答え，

では「理想とするのはどんな人なのか」という追求に対し，ようやく「そうで

すね…。《沈黙 7秒》理想…，まあ，たぶん声優さんですね」と切り出す。は

じめて声優の名前を挙げるときには「えっと，言っていいのかな」とためらい

を残しつつも，少しずつ語りを始める。一通り声優たちの紹介を終えた後，

「なんか自分で言ってて恥ずかしいんですけど， これ研究材料に入れないで下

さい。〈笑い〉」や「もう声優の話ばっかりしたら『どこのオタクですか』つ

て」と， 自己開示抵抗感と羞恥をみせながらも，語りを深めていく。語りの深

まりに伴い，自己開示抵抗感は払拭され，発話キャラクタモデルについての豊

かな語りが展開する。この語りはさらに深まり，羞恥から開示への転換，発話

キャラクタモデル開示の意欲がみられるようになる。最後には，インタビュアー

の「杉田さんなんだ。杉田さんがモデルになっているわけですね， Nさんの日

本語の。そうなんですか，分かってきましたよ。〈笑い〉」という発言に対し，

Nが「もっと深くいきますか？，もっと深くいきますか？」と答え， 自己開示

の積極的な提案をするに至った。この過程では， Nはインタビュアーが自分の
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最も関心事とすることに興味を持ち，それを意欲的に知ろうとしていることを

理解し，憧憬の対象について語る喜びを感じ，開示できずにいた胸のつかえ，

閉じ込められた気持ちが解放され，羞恥から開示への解放が実現したと考えら

れる。

7. まとめ

7.1発話キャラクタ形成の背景と要因

第6節でのNの語りの分析により， Nの発話キャラクタが形成される背景と

要因について，以下のようなことが明らかになった。

(1) 両親の年齢による影響［両親の高年齢性］［家庭環境］

(2) 育った過程で接触した日本語話者の年齢［高年齢日本語話者との接触］

［生育環境］

(3) 年齢を問わず通用する日本語の必要性［日本語の高汎用性への希求］

(4) 待遇表現の重視［礼節重視の志向］

(5) 日本語力に支援されたイジメからの脱却と周囲からの賞賛［日本語活用の

機会］［集団との人間関係構築の成功］

(6) 役に立てることへの喜びと期待［憧憬の対象としての自己効力感］

(7) アニメのキャラクタヘの愛着［アニメヘの親和性］

(8) 友人関係における閉鎖的な自己イメージの払拭［防衛的自己呈示］［閉鎖

した自己領域開放］

(9) 自己像を変化させる必要性［明るい自己像の積極的な演出］［自己像の明

朗性］

7.2発話キャラクタ形成における発話キャラクタモデル

第6節でのNの語りの分析により， Nにおいて発話キャラクタモデルは単

にNの日本語学習のモデルであるだけでなく，以下のような機能と意義を有し

ている可能性が示唆された。

-68-



(1) 他者に明かし難く，開示にためらいや羞恥心を伴うこと［発話キャラクタ

モデルの非開示性］［発話キャラクタモデルの秘匿性］［発話キャラクタモ

デルの開示抵抗感］

(2) 憧れの対象となること［発話キャラクタモデルの憧憬性］

(3) 学習の動機付け、そのエネルギー源、そして学習の根源とさえとなってい

ること［学習のモチベータとしての発話キャラクタモデル］［学習のエネ

ルギー源としての発話キャラクタモデル］［学習の根源としての発話キャ

ラクタモデル］

(4) 学習者の学習言語での人格になること［発話キャラクタモデルの人格化］

(5) その語りには羞恥から意欲的な開示への転換が起き、解放を経験すること

［羞恥による自己開示障害克服の必要性］［羞恥から開示への解放］

8. 今後の展望と課題

本稿では日本語学習者による発話キャラクタ選択過程と要因そして発話キャ

ラクタの機能と意義についての探索的分析を試みるため．最初のインタビュー

として，特徴的な発話キャラクタを持つ日本語学習者にインタビューを行い，

そのデータを質的に分析した。今回のインタビューは1名の日本語学習者に対

するものであり，その分析結果だけで発話キャラクタ獲得の要因を明確にする

ことは難しい。しかし今回のインタビューから， 日本語学習者にとっての発話

キャラクタの様々な特性がみえてきたと考えている。

なお， Nのケースから， 日本語学習者は発話キャラクタモデルの開示に羞恥

を感じる可能性があるといえ，インタビュー自体も困難に直面することが予想

される。今後の研究に際しこの羞恥をどこまで克服できるか，つまり自己開示

抵抗感の克服が，豊かな語りへの鍵となる。しかし，そもそも日本語学習者に

とって発話キャラクタモデルは憧憬の対象であるため，学習者は羞恥と同時に，

それを語りたいという欲求も持っているのだということが，今回のインタビュー

の分析でも明らかになった。従って，今回のインタビューのように，発話キャ

ラクタモデルについて語る喜びを感じられるインタビューが構成出来れば，今

後いっそう分析に耐える豊かな情報を有したデータを採取していくことも不可
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能ではないと考え，そのことが，インタビュイーにとっても，解放感と喜びを

持つことにつながるのではないかと考える。そのための工夫として，インタビュ

アーがインタビュイーの語りに心底から興味を持ち，語りの喜びを共有するこ

とが必要であると考えられる。

また，定延 (2011)では， 日本語母語話者による発話キャラクタが「スタ

イルとは異なり」， 「相手に応じて『変えてはいけない』」とされているが，言

語間でキャラクタが変わる場合や， 日本語学習者の日本語での発話キャラクタ

が変わるケースについては触れられていない。今回のインタビューでは， 日本

語学習者にとっての発話キャラクタに関する規範意識や， 日本語母語話者の持

つ文化的規範との差異については，詳細に聴き取ることが出来なかった。発話

キャラクタに関する， 日本語母語話者と日本語学習者にとっての規範の差異に

ついての解明も今後の課題としたい。

今後は，他の日本語学習者に対してもインタビューを行うとともに，今回の

研究参加者Nについてもさらにデータ収集と分析を続け，探索を続けていく予

定である。
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A Study of the Japanese "Verbal Character" among Learners of Japanese 

- Exploratory Research about the Formative Process, Function and 

Signification of the "Verbal Character" by Narrative Analysis of one 

Leamer of Japanese -

YAMAMOTO Yoshino 

Abstract 

This paper examines the Verbal Character developed by a learner of 

Japanese language. It's an in-depth interview with a learner of Japanese, 

who has a specific verbal character, and was held as a first step to 

investigate the process and factors that lead a Japanese language learner 

to acquire and develop their verbal character.. The paper also examines 

the function and significance of verbal characters for the learners. 

Through the SCAT (Steps for Coding and Theorization) qualitative 

analysis of the interview, some psycho-social factors that formed the 

verbal character of the interviewee emerged, and it was found that two 

real persons form his verbal character. The interview was successful 

enough to lead the interviewee from a sense of shame to a sense of 

positive self-disclosure. 
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