
．話吾文化と口本語教育26号 【研究ノート】

電話会話の開始部における日韓対照研究

　一20代の友人同士の電話会話から一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　美善

　　　　　　　　　　　　　　　　要　旨

　本研究では日韓の友人同士の電話会話の開始部を考察の対象とし、1）開始部の自

己提示と相手認定にはどのような表現形式が現れるのか、2）開始部から主要部の話

題へ移行する際、どのような特徴が見られるのか、という二点について比較分析を試

みた。その結果、次のことがわかった。

　1）自己提示において、日韓ともに応答語が多く用いられるが、相違として、日本

語では所属や姓などを提示する改まった名乗り（Schegloff　l979のいう「more　than」）

が、韓国語では「わたし」と言ったり、名前を提示したりするなど、くだけた名乗り

（Schegloff　1979のいう「1ess　than」）が行われる傾向がある。相手認定においては、

日韓ともに、認定を示す談話標識が頻繁に用いられる（「あ」（日）、「O－1［つ］」（韓））。

　2）開始部から主要部の話題へ移行する際、日本語では開始部の「第一の質問一答

え」が省略されるのに対し、韓国語ではそれが長くなり話題の開始が遅れる傾向があ

る。また、日本語では話題の開始を明確に示す談話標識が頻繁に用いられるのに対し、

韓国語ではあまり見られない。

【キーワード】開始部　　自己提示　　相手認定　　談話標識　　話題の開始

1。はじめに

　近年、電話の普及はめざましく、電話による円滑なコミュニケーション能力は学習

者にとって欠かせないものになってきている。電話会話は対面会話とは違って、視覚

的な助けを得られず、音声のみを頼りにしてやり取りが行われる。そのため、日本語

でのコミュニケーシヨンに不自由しない上級学習者でさえ、電話会話においては会話

の進行を滞らせる傾向が見られる。実際、現在筆者が分析している日本語母語話者と

上級の日本語学習者のデータからもこのような傾向は裏付けられている。

　本研究では、「呼び出し（電話のベル音）」から「第一の質問一答え」までの電話会話の
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開始部注1及び主要部への移行に注目する。電話会話の開始部では、視覚的な助けを得

られないことから、自分がだれかという自己提示と、相手がだれかわかったという相

手認定が速やかに行われなければならない（Schegloff1979、吉野1994）。本研究では

日韓の友人同士の電話会話を考察の対象とし、日韓それぞれにおいて、（1）開始部

の自己提示と相手認定にどのような表現形式が現れるのか、（2）開始部から主要部

の話題へ移行する際、どのような特徴が見られるのか、という二点について比較分析

を試みる。

2．研究方法

2，1分析資料

　日韓の20代の異なる男女80名が関わった40件の電話会話（同性の友人同士）、約3

時間分を文字化したものを使用する。被験者は、現在大学に在学している友人同士及

び学生時代にクラスメイトだった友人同士である。内訳は、日本語母語話者40名（男

20・女20）、韓国語母語話者40名（男20・女20）である。資料の収集は、2000年4月

から6月までそれぞれ日本と韓国で行った。資料の文字化にあたって、ザトラウスキ

ー（工993）、岡本・吉野（1997）を参考にし、以下に示す方法を用いた。

／／→重なり発話開始箇所　　一→伸ばされた音節　　｛　｝→非言語的な行動

？→・疑問及び上昇のイントネーション

＠＠→所属　　　　　＊→姓　　　　　　　＊＊→名　　　　＊＊＊→姓名

C→電話のかけ手　　R→電話の受け手　　1C→発話番号　JM→日本人男性話者
JW→日本人女性話者KM－）韓国人男性話者　KW→韓国人女性話者

2．2分析の観点

2，2，1開始部に現れる自己提示と相手認定の表現形式

　電話会話の開始部は、電話のベルの音による「呼び出し」と「呼び出しに対する答

え」・参加者の「自己提示」と「相手認定」という、相手の顔が見えない電話特有の問

題を解決するための発話があり、「開始部」の発話は同時に複数の機能を持っている

ことが明らかにされている（Schegloff　1979、　Levinson　l983、熊取谷1992、ザトラウ

スキー1993）。また、その発話は、「呼び出し一答え」、「自己提示一相手認定」、「あい

さつ一あいさつ」などの隣接ペアを構成している。次の会話例1で、開始部の発話と

その機能について例を示す。
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【会話例1】《開始部の発話とその機能》

1）

2）

3）

4）

　　C：（（rings））　　　　　　……呼び出し（su㎜ons）

TI　R：Hello　　　　　……①呼び出しに対する答え（answer）
　　　　　　　　　　　　　　　　②受け手の自己提示（identification）

T2　C：He11。　Ida？　　　……①受け手の認定（rec。gniti。n）

　　　　　　　　　　　　　　　　②かけ手の自己提示（identificati。n）

T3　R：Yeah　　　　　　　……かけ手の認定（recognition）
T4　C：Hi，＝This　is　Carla　　……あいさつ

T5　R：Hi　Carla．　　　　　……あいさつ
T6　C：How　are　you．　　　　……第一の質問

T7　R：Okay：．　　　　　　……答え
　　　　　　　　　　　　　（例文はHopper1992：55、それ以外は筆者付記）

　吉野（1994）は、話者が相互に認定することを期待するような個人対個人の会話58

例をデータとして、日本語の開始部に現れる自己提示と相手認定の機能をもつ表現形

式を抽出している。その詳細を下の表1に示す。

表1開始部における自己提示と相手認定の表現形式　　　　　　　　　（吉野1994）

自己提示 相手認定
1）応答語　ex）「もしもし」 1）「あ」、「あ一」という語も相手を認め

2）姓を名乗るex）「一（姓）です」 たときに発せられる。ex）「あはい」

3）ファーストネームを名乗る 2）相手にあわせた名乗り

4）相手の姓を言うex）「一（姓）さん？」 ex）「一（姓）です」

5）相手のファーストネームを言う 3）相手に合わせたやり方で相手の姓や

6）あいさつex）「こんばんは」 名前を確認する質問

7）「わたしです」と言う ex）「一（姓）さん？」

8）用件の前置き表現を言う 4）あいさつ

　本研究では、吉野（同上）を参考にして、日韓の自己提示と相手認定の表現形式を

抽出し、日韓比較を行う。

2、2，2開始部の「第一の質問一答え」と話題の開始を明示する談話標識

　開始部から主要部の話題への移行を見るために、開始部の「第一の質問一答え」と

話題の開始を明示的に示す談話標識に注目する。

　まず、開始部の「第一の質問一答え」とは、Hopper（1992）の提案する開始部の四つ

の構成要素の一つで、呼び出し一答え、自己提示一認定、あいさつ一あいさつの交換

の後に現れる短い質問と答えのやりとりである（“H。w　are　you”／“Fine”）。　Hopper

（同上）によると、「第一の質問一答え」のやりとりの交換は深い発話内容を含まない

が、それにもかかわらず、会話の参与者がこれを電話の目的と問題解決を示すために

用いるので、電話会話を方向づけるのに重要な役割を果たすという。
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　次に、話題の開始を明示的に示す談話標識に関して、今石（1992）の言及を参考にす

る。今石によると、開始部で話をする状況を整えて話者が話題（主要部）に入る際、話

題を切り出すシグナルとして日本語では「あのう一」、「あのね一」潔などがよく使用

され、これは、聞き手の注意を喚起するための予備的段階であると言う。韓国語の場

合も同様のシグナルが機能しているのだろうか。本研究では、日本語に現れるこのよ

うなシグナルを、話題の開始を明示的に示す談話標識とみなし、このシグナルを切り

口として日韓の話題の開始に現れる特徴について比較を行う。

3．結果と考察

3，1開始部に現れる自己提示と相手認定の表現形式

　吉野（1994）を参考にして、本研究で収集した日韓の友人同士の電話会話のデータを

分析し、開始部に現れた自己提示と相手認定の表現形式を抽出した。

3．1．1日本語話者の場合

　次に示す【会話例2】と【会話例3】は電話のベルの音による呼び出しから、話題

が開始されるまでの間の日本語話者間の会話例である。

【会話例2】《自己提示と相手認定》JW－5（日本語女性話者同士）（＠＠→所属　＊→姓）

01R：もしもし

02C：あ、もしもし、あの一＠＠大学の＊ですけど

03R：あ、はいはいはいはい

04C：こんにちは

05R：こんにちは

06C：あのさ

今Rの自己提示

→Cの相手認定＋Cの自己提示

→Rの相手認定

→あいさつ

一〉あいさつ

　（今話題の開始）

【会話例2】で02Cの「＠＠大学の＊ですけど」に見られるように、かけ手の自己提

示の際、所属と姓を名乗ることによって自己提示を行っている。Schegloff（1979）は、

自己提示の要素は、そこに含まれる情報量によっていくつかの段階があると述べてい

る。それは、「basic（基本の手がかり）」、「less　than（基本より少ない手がかり）」、「more

than（基本より多い手がかり）」という三つである。「basie」は、名前や名前の類（名

前、名前＋姓、役職＋姓）、「1ess　than」は、最小限の小さな声以外の他の手がかりが

全くないもの、「more　than」は、「basic」にさらにフォーマルな名前及び自己提示の
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描写（rwhat　you　know　about　me」「where　you　know　me　from」）などが加えられたも

のである。【会話例2】02Cの自己提示においては、「more　th　an」に該当する情報が盛

り込まれている。次に、日本語話者の会話例をもう一例示す。

【会話例3】《自己提示と相手認定》JM－1（日本語男性話者同士）

01R：はい、もしもし、＊です

02C：あ、もしもし

03R：あ一＊さん

04C：｛笑い｝あのさ一

→　Rの自己提示

→　Cの相手認定＋Cの自己提示

→　Rの相手認定

（一一一〉話題の開始）

【会話例3】では、自己提示において【会話例2】のように所属は提示されていない

が、01Rが自分の姓を名乗ることによって自己提示を行ない、02Cの認定を得ている。

　相手認定に関しては、【会話例2】、【会話例3】ともに認定の際には、認定を示す

談話標識「あ」が頻繁に用いられている。以上、日本語話者の会話の開始部に現れた

自己提示と相手認定の表現形式を表2にまとめて示す。

表2　開始部に現れた自己提示と相手認定の表現形式（日本語話者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出現頻度順　／20件中）

1）応答語（19件）ex）T1（R）＊1「もしもし」

　「はい、もしもし」
2）自分の姓を名乗る（10件）

　ex）T1（R）「田中です」

3）自分の所属と姓を名乗る（2件）

ex）T2（C）「＠＠大学の田中ですけど」

4）相手の名前を言う（2件）

　ex）T2（C）「ユミちゃん？」

5＞相手の姓を言う（1件）

ex）T2（C）＊2「遠藤さんでしょうか」

1）「あ」という語を伴う認定（14件）

　ex）T2（C）「あ、もしもし」、　T2（C）「あ、

　　遠藤さん？」、T3（R）「あ　はいはい」

2）あいさつ（4件）ex）T4（C）「あ、こんに

　ちは」、T4（C）「こんばんは」など

3）単独で現れる応答語（4件）ex）T3（R）

　「はいはい」、T3（R）「あらあら」

4）相手の姓や名前を確認する質問（1件）

　ex）T3（R）「ユミちゃんか」

5）電話をかけた理由を聞く（1件）

　ex）T5（R）「あれ、どうしました」

　　　　　　　　　　　　　　＊1T1（R）：発話1（受け手）　＊2T2（C）：発話2（かけ手）

　日本語の場合、友人同士における自己提示であっても、Tl（R）「田中です」のよう

に、自分の姓を名乗るケースが多く見られる。吉野（1994）では、被調査者の関係を特

に明確にしていないが、吉野のデータからも自己提示に姓を名乗るケースが報告され

ていることから、自己提示の際の姓の名乗りは、日本語の電話会話の開始部の自己提

示として習慣的に用いられる表現形式であると言える。数少ない例として、自己提示
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の際に、名乗らずに「わたし」とだけ言っているケースも報告されているが（吉野

1994；好井・山田・西坂編1999）、西坂によると、「わたし」という内容的に空虚なこと

ばを用い、いわば声のサンプルだけで相手（受け手）に自分がだれかを認識させようと

している名乗り方は、かけ手にとって受け手がそのくらい親しいという事実に合わせ

てデザインされたやり方だという（好井・山田・西坂編1999：79－80）。

　相手認定においても多様な表現形式が現れる。その中でも「あ」という語に先導され、

相手認定が行われるケースが多く観察され、「あ」が相手や相手の存在などを認定した

ことを示す重要な要素であると指摘した吉野（1994）を支持する結果が得られた。

3，1，2韓国語話者の場合

　韓国語の場合、自己提示と相手認定の際、自分の姓を名乗ったり、相手の姓を確認

したりするケースは見られず、「T2（C）LF〔わたし〕」、「T2（C）LF、昇Ol〔わたし、ユ

ミ〕」のように「わたし」と言ったり、自分の名前を名乗るケースが多く見られた。

以下に示す【会話例4】、【会話例5】は自己提示と相手認定が行われる韓国語話者の

開始部である。

【会話例4】《自己提示と相手認定》KW－・10（韓国語女性話者同士）　　　（＊＊→名）

01R：○弓1iii！ノ司1≦≡≧？

02C：Oヰ里月1壬≧？　＊＊召Ol五？

03R：吝ヨ［引≦≧　』F二Fi　Ad　l≦≧？

04C：LKOl

O5R：O－1　－Ol　≦≡≧琶19上oiO1

06C：O－1－Ol皇引巳｝

もしもし？

もしもし？＊＊の家ですね？

私ですが　どなたですか？

わたしだよ　　　　→Cの相手認定＋Cの自己提示

あ　久しぶり　　　一＞Rの相手認定＋あいさつ

あ　久しぶり

【会話例4】の04Cでは名乗りは観察されず、「わたし」だけで自己提示を行っている。

所属と姓を名乗ることによって自己提示を行う日本語に比べ、より少ない手がかりで

相手の認定を得ている点が注目される。これは、日本語では友人同士でも開始部では

改まった名乗りが頻繁に行われるのに対し、韓国語では友人同士の場合、電話会話全

般にわたってくだけたやり取りがなされるのが当然とされていることからの相違で

あると考えられる。次に、男性韓国語話者の会話例を見てみよう。
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【会話例5】《自己提示と相手認定》KM－9（韓国語男性話者同士）

OIR：C目1ヨ三人ll≦≡≧

02C：Ci里六｛1≦≧

03R：011，≒二二1ユ人11≦≡≧？

04C：（＞1．しト＊＊Ol［⊃卜

05R：or

もしもし

もしもし

はい、どなたですか？

あ、私＊＊だよ

うん

→Rの自己提示

→Cの自己提示

→Cの相手認定＋Cの自己提示

→・Rの相手認定

【会話例5】で、03Rは最初、だれから電話がかかってきたのか分からなかったので・

「はい、どなたですか」と丁寧に応答するが、04Cで「わたし、＊＊だよ」と名前を名乗

るCの自己提示で05RでCを認定している。

　相手認定に関しては、【会話例4】、【会話例5】ともに、相手認定の際に相手の存

在を認定したことを示す「o－1［o］」が発話されている注3。今回のデータに見られた韓国

語話者の開始部に現れる自己提示と相手認定の表現形式を表3にまとめて示す。

表3　開始部に現れる自己提示と相手認定の表現形式（韓国語話者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出現頻度順　／20件中）

1）応答語（18件）

　　ex）T1（R）「釧里刈12〔もしもし〕」

2）「わたし＋名前」と言う（6件）

　　ex）T2（C）「LF、901〔わたし、ユミ〕」

3）「わたし」と言う（5件）

　　ex）T2（C）「し1〔わたし〕」

4）相手の名前を言う（5件）

　　ex）T3（R）「901LI？〔ユミなの？〕」

1）or〔あ〕という語を伴う認定（14件）

①「or」＋相手の名前を確認（4件）

　　　ex）T3（R）「O－1、901　LI？〔あ、ユ

　　　ミなの？〕」

②「（恥＋わたし（5件）

　　　ex）T2（C）「or、　Lト〔あ、わたし〕」

　③「or」＋わたし＋自分の名前（5件）

　　　ex）T2（C）「O－1、しト、　90｝〔あ、

　　　わたし、ユミ〕」

2）単独で現れる応答語（11件）ex）T3（R）

　「O－1〔うん〕」、T3（R）「暑〔うん〕」

3）相手の姓・名前を確認する質問（4件）

　ex）T4（C）「901し1？〔ユミなの？〕」

4）「私」と言う（1件）

　表3から分かるように、韓国語の場合、自己提示において日本語の「もしもし」に相

当する応答語が多く用いられている。また、「わたし」と言ったり、「わたし」と名前を

組み合わせて名乗ったりするケースも多く見られる。

　相手認定の場合は、相手を認定したことを示す重要な要素である日本語の「あ」に相

当するものとして、韓国語のO‘1　［つ］が認められる。韓国語の（珊つ］は電話会話の全般
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に現れ、それぞれにおいて重要な談話機能を担っている。電話会話の終結について日

韓比較を行った林（2001）は、長音を伴った韓国語のC＞1［O］と8［・u、b］が終結部の最終

発話交換に現れ、ともに電話会話を終了させる機能を持つことを明らかにしている。

音声上の違いこそあるものの、O－1［O］が韓国語の開始部と終結部においてそれぞれ重

要な機能を担っているのは、興味深い。

3，2開始部から話題に移行する際の特徴

　橋内（1985）は、電話の通話開始から用件の切り出しまでの流れを図式化してみるこ

とによって、電話の文法を考える糸口が得られるのではないかと述べている。その前

段階として、ここでは、開始部の「第一の質問一答え」と話題の開始を示す談話標識

に焦点をあてて日韓の話題開始における特徴を示したい。次の【会話例6】は、開始

部の後に話題が導入される日本人女性話者同士の会話例である。

【会話例6】《開始部と話題の開始》JW－8（日本語女性話者同士）

01R：はい、もしもし

02C：もしもし、＠＠の＊ですけど一

〇3R：あらあら

04C：こんばんは

05R：こんばんは

06C：あのね一、

一＞Rの自己提示

→　Cの自己提示

→　Rの相手認定

一今　Cの相手認定

　　　　　　　　ちょっと聞きたいことがあるんだけど一　　（→・話題の開始）

【会話例6】では、「第一の質問一答え」は観察されない。呼び出し一答え、自己提示

一相手認定、あいさつ一あいさつが交わされた後、「あのね一」を発することによって、

これから話題を切り出すことを前もって示し、話題に入っている（06C）。【会話例6】

から見るように、本研究の日本語のデータでは、HOPper（1992）の提案する開始部の連

鎖の最後の構成要素である「第一の質問一答え」を介さず、話題に入るケースが多く見

られた（15件／20件、談話標識を含めるのは10件）。本研究で抽出した日本語話者の

「第一の質問一答え」の出現の詳細を次の表4に示す。

表4　日本語話者の開始部の「第一の質問一答え」

出現なし 出現あり

15件／20件 5ターン以下 5ターン以上

2件／20件 3件／20件

内容：現在の状況、安否を尋ねる。

瘁j「何やってんの？」

@　「今、忙しい？」
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　一方、韓国語の場合、多くのケースにおいて「第一の質問一答え」が観察される（14

件／20件）。また、そのやりとりは長いターンの交換になる場台が多く（12件／20件）、

その結果、話題の開始が遅れる傾向が見られる。「第一の質問一答え」としては、現在

の状況を尋ねる、その日の行動について尋ねる、などの内容が交互に交わされている

ので、夕一ンのやりとりが長くなる傾向がある。

　また、話題の開始において、日本語の「あの一」系のように話題の開始を明示的に

知らせる談話標識として、韓国語ではoa［、）1、9［CLt　to］が見られる。前述のように、

韓国語の「釧」は電話会話の終結部、開始部に現れてその出現場所と関連し、重要な談

話的機能を担っている。話題を開始する談話標識としても「（珊0ユ」が認められること

から、韓国語の電話会話全般において「α［O］」がさまざまな談話機能をもつことが指

摘できる。ただし、話題の開始において頻繁に現れる日本語の「あの一」系に比べ（10

件／20件）、韓国語の「or［つ］」の出現率はそれほど多くない（3件／20件）。次に示す【会

話例7】と【会話例8】は、開始部から話題に入るまでの韓国語話者同士の会話例で

ある。まず、【会話例7】を見てみよう。

【会話例7】《開始部と話題の開始》KW－3（韓国語女性話者同士）

01R：C目皇矧≦≧？　　　　　もしもし？

02C：α，Ll．　　　　　　あ、わたし

03R：or．　　　　　　うん

04C：≦≧壽　只　貢艮01？　C＞iEH刀卜天1｛雪　1≧圭　忍L卜？

　　……〈一部省略〉……

10C：（囲〔二1しトi穀〔卜鍛ト（列？

　　……〈一部省略〉……

16C：Ell重｝セ三崔蹟ト0→刀劉α1？

　→・Rの自己提示

　→　Cの相手認定＋Cの自己提示

　→　Rの相手認定

今日は何したの？まだ寝てないの？

　→・第一の質問

（今日）どこか出かけたの？

　　　　　　　　　　　　　　　映画は面白かった、この前？　　（→話題の開始）

【会話例7】では03RまでにCとRの自己提示と相手認定が行われている。続く04C

でRの状況を確認する第一の質問が行われている。その後、また、CがRの今日の出

来事に関する質問をし（10C）、この新しいやりとりにより、話題の開始はさらに遅れ

ることになる。次の【会話例8】は韓国語男性話者同士の会話例である。
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【会話例8】《開始部と話題の開始》KM－4（韓国語男性話者同士）

01R：C目里刈｝2？

02C：Ol主至三人｛1≦≧？

03R：号，

04C：与封δ卜L卜？

09R：9H？

10C：号，LH理　o「7－c人1〔Mlし｝2　フ1し1？

　　　　　　　　　もしもし　　→　Rの自己提示

　　　　　　　　　もしもし　　今　Cの自己提示

　　　　　　　　　うん　　　　→・Rの相手認定＋Rの自己提示

　　　　　　　　　何してるの？→・Cの相手認定＋第一の質問

…… q一部省略〉……

　　　　　　　　　どうしたの？

　　　　　　　　　あのさ、明日何時に学校来るの？

　　　　　　　　　　（→話題の開始）

【会話例8】でCが電話をかけた理由は、Rが翌日何時に学校へ来るかを確認するた

めである。RとCの自己提示と相手認定が終わってから、04CによってRの今の状況

を尋ねる第一の質問が導入され、話題の開始はしばらく遅れる。【会話例8】では、

09RでRが電話をかけた理由を直接尋ねているので、それに答えるため、10CでCが

話題に入っている。このように韓国語の場合、開始までのターンが多いため、話題の

開始が遅れる傾向が見られる（12件／20件）。以上、本研究で抽出した韓国語話者の「第

一の質問一答え」の出現の詳細を次の表5に示す。

表5　韓国語話者の開始部の「第一の質問一答え」

出現なし 出現あり

6件／20件 5ターン以下 5ターン以上

2件／20件 12件／20件

内容：現在の状況、その日の出来事、

ﾀ否などを尋ねる。
瘁j「鼎δ1け？（何やってんの？）」

@　「費天にH？（元気？）」

4。まとめと今後の課題

　本研究では日韓の友人同士の電話会話の開始部を考察の対象とし、日韓それぞれに

おいて、（1）開始部の自己提示と相手認定にはどのような表現形式が現れるのか、（2）

開始部から主要部の話題へ移行する際、どのような特徴が見られるのか、という二点

について日韓比較分析を試みた。その結果、次のことが明らかになった。

　1）自己提示の表現形式においては、日韓の共通点として、もしもし（日）・釧皇刈阻

（もしもし）（韓）という応答語が多く現われた。一方、相違点としては、自己提示に

おいて日本語では所属や姓などを提示する改まった名乗り（Schegloff　l979のいう
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「more　than」）が、韓国語では「わたし」と言ったり、名前を提示したりするなど、

くだけた名乗り（Schegloff　l979のいう「1ess　than」）が行われる傾向が見られた。

　相手認定においては、日韓共に、認定の談話標識とも言える「あ」（日）、「or［つ］」（韓）

という語が頻繁に（70％）用いられることが分かった。一方、相違点として、日本語に

現れる「こんにちは」「こんばんは」などのあいさつは、韓国語では観察されなかっ

た。

　2）開始部から主要部の話題へ移行する際の特徴として、日本語の場合は、開始部

の連鎖の最後に位置するとされる「第一の質問一答え」はあまり現れず、あいさつの

交換の後に話題の開始を明示する談話標識（「あの一」系）を伴って話題に入る傾向が

見られた。それに対し、韓国語の場合は「第一の質問一答え」が出現する割合が高く、

さらに、そのターンのやりとりが長くなり、話題の開始が遅れる傾向が見られた。ま

た、日本語に見られるような話題の開始を明示する談話標識として（珊o］、8［ωり1

が認められるが、その出現率は日本語に比べて低い。

　以上、分析結果をさらに確かなものにするためには、データの量的充実を図るとと

もに、さまざまな世代にわたって分析を行う必要がある。また、韓国語のor［o］のよ

うに、開始部の相手認定、終結部の最終発話交換、話題の開始においてなど電話会話

全般に現われ、それぞれにおいて重要な機能を担っている談話標識を綿密に記述して

いかなければならない。また、これからの日本語教育に役立てるために、韓国人日本

語学習者と日本語母語話者との電話会話を分析し、実際の学習者の電話会話に母語の

影響が現れるかどうか、もし現れるとしたら、それが両者のコミュニケーションにど

のように影響を及ぼすかなどを厳密に検証していくことが必要である。これらを今後

の課題としたい。

注

（1）本稿では、Hopper（1992）に基づいて電話の「開始部」を、（1）呼び出し一応答　（2）

　　自己提示一認定　（3）あいさつ一あいさつ　（4）第一の質問一答え、で構成され

　　ると考える。（【会話例1】《開始部の発話とその機能》参照）

（2）本研究では、「あのね一」「あのさ一」「あのう一」などを「あの一」系として統一

　　して表記する。
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（3）【会話例4】の「Oj　一・1」は「司」をくだけた調子で伸ばしたものであり、「司一・1」と

　　「明」のいずれも、日本語の「あ」に相当するもので、相手認定を示す。
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　　　　　Astudy　of　Opening　Dialogue　in　Telephone　Conversations：

A　contrastive　study　of　Japanese　and　Korean　friends　in　their　twenties

LIM　Misun

　　The　su切ect　of　this　study　considers　the　opening　of　te董ephone　conversations　in　Japanese　and

Korean　between伍ends．　It　focuses　on　two　topics：1）the　form　of　expression　of　identification

and　recognition　of　the　opening　dialogue，2）the　features　that　can　be　seen　in　the　conversat童on

shifting　from　the　introduction　to　the　main　part．　This　study　shows　the　fbllowing　results：

　　1）Answer　is　frequently　used　fbr　identification　in　both　cases　of　Japanese　and　Korean．　In

Japanese，　howeveらit　tends　to　start　with　what　Schegloff（1979）calls‘‘more　than”，　providing

his／her飴mily　name　and　a伍liation．　In　Korean，　it　tends　to　start　with　what　Schegloff（1979）

calls“less　than”，　providing　his／her　first　name　or　calling　oneself　as‘‘Watashl”．　Discourse

markers　like‘Ah［ar（Japanese），℃h［っr（Korean）are　often　used　fbr　recognition．

　　2）When　the　conversation　shifts　from　the　introduction　to　the　main　part，　Japanese　ellminates

the‘‘initial　inquiry－response”in　the　opening　whereas　Korean　makes　it　longer　and　delays　the

introduction　of　the　main　topic．　Furthermore　the　explicit　discourse　markers　fbr　introduction　of

the　main　topic　are　ofしen　observed　in　Japanese　but　not　in　Korean

（Graduate　School，　Ochanomizu　University）
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