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１．はじめに

本稿では、Sinclair and Coulthard(1975)のバーミンガム・モデル1 の最小機能単

位であるアクト(act)2
 の概念を用いて､ 教師が日本語の授業内で頻繁に使用する

｢いいですか｣の発話機能の考察を行う。Sinclair and Coulthard は、situationとtactics

という概念を用いることにより、ある発話をその談話内で正しく解釈する方法を

提案している。例えば、教室内での｢What are you laughing at?｣という発話は、｢何

を笑っているか｣を問う単純な質問と、｢笑うのを止めなさい｣という命令の２つ

の解釈が可能となる。このような場合に１つの発話機能(質問なのか命令なのか)

を特定するために､ 環境・社会慣習・参加者の経験などとの関係を見る situation

と、発話連鎖の関係を見るtacticsという２段階の解釈過程を用いるというもので

ある。Sinclair and Coulthard(1975)の｢It is place in the structure of the discourse which

finally determines which act a particular grammatical item is realizing, though classification

can only be made of items already tagged with features from grammar and situation.｣(p.

29)を踏襲し、本稿では、談話内において１発話は同時に複数の機能を有しない

という立場を取る。

日本語の授業において教師が使用する ｢いいですか｣ も ｢What are you laughing
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1 イギリスのバーミンガム大学で行われた、｢教師と生徒のインターアクションに関する調

査｣を基に作られた教室談話の分析モデルである。
2 バーミンガム・モデルでは教室談話を､ レッスン(lesson)､ トランザクション(transaction)､

エクスチェンジ(exchange)､ ムーブ(move)､ アクト(act)の５つのランクからなる階層的構造

として分析している。

at?｣同様に複数の機能があると考えられる。｢いいですか｣はどの教師の授業にお
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いても現れているため、教室談話の分析を進めるためには各アクトへの分類を明

確にする必要があると考える。そこで、本稿では、｢いいですか｣(含、｢いい｣3)の

実際の用例を、文脈と従来の研究では十分考慮されてこなかった非言語情報をも

とに出現環境を分類し、そこから考察を行い、発話機能(アクトの分類)の特定を

試みる。

２．先行研究

教室で教師の用いる｢いいですか｣の機能についての研究は、筆者が知る限り村

上(1993a, 1993b)のみである｡ まず､ 以下にその分析結果をまとめる｡ 談話例も村

上のものを使用する。

｢いいですか｣の最も一般的な機能は｢内容確認｣である。例１からもわかるよう

に、｢教師が行った説明・指示の内容の理解に関して、｢いいですか｣によって確

認作業が行われている｣(村上, 1993b: 111)と解釈できる。村上(1993a)では、この

｢いいですか｣が｢わかりましたか｣という表現と共通した性格を持っているという

ことから、｢わかりましたか ｣と置換可能かという分析の視点を用いている。つま

り、この｢内容確認｣の｢いいですか｣は、｢わかりました｣と置換可能な｢いいです

か｣であるという解釈である。

例１) (ロールプレイのやり方の説明を行っている)

教師： …｢そんなに言うならもう行かない｣そういう表現を最後に言って下さい。

いいですか。わかった？

はい。じゃあね、ええとー、パートナー、と、人の側に行って下さい。

しかしながら、例２のように｢わかりましたか｣という表現に置換不可能な｢い

いですか｣も存在し、例１のように｢内容確認｣機能を持つとは捉え難いものもあ

る｡ 例２の２つの｢いいですか｣について村上(1993b)は､ ｢前段の確認というより

も､ 後段への移行の確認として働いていると見る方が妥当であろう｣(p. 111)と分
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3 上昇イントネーションで現れる｢いい｣は、｢いいですか｣と同義の普通体と考えられるため、

本稿では｢いい｣も｢いいですか｣同様、分析の対象とする。

析している。さらに、村上(1993a)では、｢教師と学習者の間で次の段階への移行
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に関して同意が得られている場合には､ ｢いいですか｣が用いられない｣(p. 71)とし

て、以下のような例(例３)をあげ裏づけとしている。

例２) (授業の冒頭。休憩の名残でまだ教室内はざわめいている。教師は学習

者と話をしながらタスクシートを配っている)

教師： はい。いいですか 1。はい。さっきと同じです。

見て下さーい。しーっ、いいですか 2。A の人。

A の人と B の人。シート違います。質問して下さい。…

例３) (学習者の文法に関する質問に教師が答えている)

教師：  …質問！　S１さんない？

Ｓ１： 質問はー

教師： 出ない！(笑)はい。それじゃあね、ドリルの５ページを、見て下さい。

また、例４の｢いいですか｣の使用については、教師による説明・指示の前に現

れているため、｢ロール・プレイの終了確認と見ることができるし、また次の『活

動指示』への移行の確認と見ることもできる｣(p. 112)ため､ 確認の対象が曖昧な

ものであることに着目し、｢いいですか｣に３つ目の機能があると述べている。こ

のような｢いいですか｣は例４にも見られるように、区切り標識としての機能を果

たしている｢はい｣と｢じゃあ｣と共起し、それらの間に現れることにより｢２つの

区切りを連結する役割を果たしていると考えられる｣(p. 112)とし､ この｢いいです

か｣に、｢連結標識｣としての機能があると分析している。

例４) (学習者はペアでロール･プレイを行っている)

教師： 終わりましたかー。

はい。いいですかー。それじゃあ、誰かやってもらいまーす。

じゃあ、S1 さんのところやってください。

S1 さんのところ、みんなの前で大きな声でやりましょう。

ロール・プレイやりましょう。

以上のような村上(1993a, 1993b)の分析には問題点が２つある｡ まず､ 村上(1993a)

が｢内容確認｣、｢移行の確認｣の機能があると分析する際に用いている｢わかりま
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したか｣と置換可能か否かという視点についてである。実際｢いいですか｣は通常
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上昇イントネーションで現れ、また終助詞｢か｣を伴うため文法的にも疑問文であ

ると見なすことができる。しかし、前述した Sinclair and Coulthard(1975)の tactics

の概念を用いて発話連鎖を見た場合、疑問文とするのであれば、聞き手である学

習者から返答が期待されるはずである。つまり、｢いいですか｣が｢内容確認｣や

｢移行の確認｣というあくまで｢確認｣機能を担うためには、聞き手である学習者に

配慮する必要があるのではないか。配慮の方法としては、学習者からの返答を待

つために｢いいですか｣の直後にポーズを置いたり、様子を知るために学習者を見

るといった非言語行動があげられるが、村上(1993a, 1993b)はその点に関しては言

及していない。例えば、例１の｢いいですか｣が、直後にポーズが置かれず、また

学習者の様子の観察が伴っていない発話だったとするならば、たとえ｢わかりま

したか｣との置換えが可能であったとしても、そこに｢内容確認｣の機能があると

は言い難い。｢移行の確認｣についても、同様に、｢次に行ってもいいですか｣とい

う意味を含むのであれば、ポーズや学習者の観察を伴うはずである。もしもそれ

らが伴っていないのであれば、それは｢次に行きます｣という教師自身が自らの談

話を区切るような合図である可能性が発生する。２つ目に、村上(1993a)が裏づけ

に用いた例３についてであるが､ 例５(島津, 2003)では､ 教師と学習者の間で次の

段階への移行(この場合テストへの移行)に関して同意が得られているにもかかわ

らず、｢いいですか｣が出現している。このことからも、｢確認｣機能に関しては再

考の余地があると考えられる。

以上のように、文字化データや先行研究のように非言語行動が考慮されていな

いものでは、分析にも限界があると思われる。そこで、本稿では、ビデオデータ

を用い非言語行動をも分析の対象とし、｢いいですか｣の機能を再考する。

例５) 島津(2003: 18)の例より

教師： それでは((テスト用紙を持ち上げ、学生たちに見せながら))やりましょ

う。

ＷＭ： それは、なんですか？

全Ｓ： ((笑))

教師： ((笑))これはクイズですねえ。

ＷＭ： すみません、もういちど？
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教師： これはクイズですよ((さらに大きな声で))
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ＷＭ： ああああ、そうですか。

全Ｓ： ((笑))

教師： いいですか？じゃあ、きょうかしょをしまってください。はじめます。

３．データ及び調査法

3-1 データ

本稿のデータは、2003年11月にカリフォルニア大学アーバイン校東アジア言語

文化部日本語学科の日本語クラスのうち初級５クラス(教師５名－全て日本語母

語話者)を、録音・録画したものである。授業内容に関しては、表１に示す通り

である。録音・録画は、筆者が約20時間(クラスにより１，２時間の差あり)参与

観察を続けた後に行ったものであるため、observers’ paradox4 には可能な限り配慮

してある｡ また、データ収集は､ カリフォルニア大学アーバイン校 Institutional Re-

view Board5 の承認を得て行ったものである｡ 本稿で分析対象とした資料は､ ビデ

オテープに録画したものと､ それを文字化6 したトランスクリプション(データ内

の人物名はすべて仮名)である。その中から、教師の｢いいですか｣という発話が

現れている部分とその前後の教室活動および教師と学習者のインターアクション

を取り上げ、質的分析を行った。
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4 主に社会言語学の分野で用いられている用語で､ Allwright and Bailey(1991)では､ 教師など

が研究者による参与観察中やデータ収集中に通常とは異なった言動を見せることがあること

を指摘している。しかし、参与を繰り返すことで当該クラスへ馴染むことにより解消できる

とも述べている。
5 承認番号: HS#:2003-3306
6 文字化に関しては、土岐(1998)に従う。文字はひらがなとカタカナと数字だけを使用する。

呼気段落ごとに一文字あけ、句読点は使用しない。母音の引き伸ばしは｢ー｣で表す。その他

本稿で使用する主なものには、｢＋｣は上昇イントネーション、｢｛　｝｣は非言語行動がある。
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表１　対象クラスと授業内容

ようこそ２授受表現(あげる・くれる・もらう)27J052A-A

ようこそ１デパート、値段、たかい・やすい、レストラン、ロール
プレイ(レストラン／ファストフードでの注文)

21J041A-C

ようこそ１デパート、ちかい・とおい、値段、レストランでの会話21J031A-C

ようこそ１数字、デパート、から・まで、ちかい・とおい、ロール
プレイ(レストラン／ファストフードでの注文)

23J021A-A

ようこそ１デパート、ちかい・とおい、値段、レストランでの会話23J011A-A

テキスト時限の内容学生数教師クラス

(全て50分授業である)

3-2 分析の枠組み

分析には、バーミンガム・モデルのアクト(act)の概念を使用する。本稿では、

Sinclair and Coulthard(1975)の分類を日本語の分析に資するように翻訳された村岡

(1999)のアクトの説明 (p. 205～209) を採る｡ 22のアクトとその説明は表２に示す

通りである。

表２　22 のアクトの説明
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授業を進めていく上で支障がないかどうかを確かめる機能であ
り、前もって聞き手の答えが分からない場合にのみチェックと
みなされる。

チェック
(check)

学習者に言語的な応答を求めるもので、多くは疑問文によって
実現される。

発問
(elicitation)

これまでの活動をまとめるもの。前の話に言及する陳述文で実
現される。

まとめ
(conclusion)

次に起こることを予告する陳述文で実現される。予告
(metastatement)

活動と活動の境界に現れるポーズで、マーカーとともに新しい
活動が開始されることを合図する。

ポーズストレス
(silentstress)

話し手の主要な発話意図を補助する。前開始
(starter)

談話の境界、例えば新しい活動を始めたり新しい話題を提供し
たり、あるいはそれらを終了することを合図する。

マーカー
(marker)

説　　明アクト
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相手に向かっての発言ではなく、ひとりごとやつぶやきなど、授
業の会話の流れとは無関係の発話を意味する。

ひとりごと
(aside)

学習者の応答や反応、あるいは発言の質についてコメントしたり
評価したりする機能をもつ。

評価
(evaluate)

相手の発言を聞いたこと、相手の応答の仕方がふさわしいことを
示す。

受け入れ
(accept)

陳述文や「…ですね」などによって実現され、例を示したり、話
題を発展させたり、追加情報を提供したりして、上のランクにな
るムーブを補助する。

コメント
(comment)

相手の話が聞き取れなかったり、意味がわからなかったりした場
合に聞き返す機能をもつ。首をひねるなどの非言語動作も含まれ
る。

聞き返し
(loop)

学習者側の行為に現れることが多いが、命令に対して適切な非言
語的反応をすることをさす。口を閉じる、黒板を見る、などの反
応がある。

反応
(react)

発問に対して言語的に応答するもの。特に学習者側の発話に現れ
る。

応答
(reply)

相手の話を認めたことを示す合図。非言語的なうなずきやあいづ
ちもここに含まれる。

認め
(acknowledge)

指名したり、発言を許可したりする機能をもつ。指名
(nomination)

指図に対して、学習者側が手をあげたり、「はい！」あるいは
「先生！」と言ったりして発言を求める機能をもつ。

競り合い
(bid)

「手をあげてください」など、発言を請う機能をもつ。指図
(cue)

学習者の応答を助けるために付加的な情報やヒントを与えるも
の。

ヒント
(clue)

「どうぞ」「はいっ」「はやく」などの限られた表現によって実
現され、命令や発問をさらに促す機能をもつ。

促し
(prompt)

情報を伝えることが唯一の機能であり、陳述文で実現される。伝え
(informative)

命令文で実現され、聞き手に非言語的な応答を要求する。命令
(directive)
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４．結果と考察

4-1 結果

表３は、対象クラスにおける５人の教師の｢いいですか｣の出現回数を示したも

のである。

表３　｢いいですか｣の出現頻度

120回J052A-A

120回J041A-C

5回J031A-C

4回J021A-A

12回J011A-A

｢いいですか｣の出現回数教師クラス

4-2 チェック(check)の機能を持つ｢いいですか｣

｢いいですか｣が文字通りのチェック(check)の機能を果たすためには、｢いいで

すか｣と問う相手、つまり教室においては学習者を発話者である教師が見ている

ことが必要条件となる。いいかどうかに関しては必ずしも学習者から言語的な反

応が得られるとは限らないからである。実際、本稿のデータからも学習者のうな

ずきという非言語行動での反応が得られているものもあり、これらは学習者に注

目していなければ受け取れない反応である。また、相手の反応を期待する以上、

｢いいですか｣の直後にはポーズを置き、相手の反応を待つ必要がある。この２点

に注目してビデオデータを見たところ、このチェックの機能に該当する｢いいで

すか｣が８例見られた。

例６)

Ｔ　： だいじょうぶ＋　はい　いいですか＋{P}7 {Sを見て}8
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7 ｢いいですか｣の直後にポーズが認められたことを示す。
8 ｢いいですか｣の直後に教師による学習者の観察が行われていることを示す。

ＳＳ： {うなずく}
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Ｔ　： {うなずく}

Ｔ＝教師、ＳＳ＝不特定の複数の学習者

例７) (ウェブサイトでの練習の直後)

Ｔ　： だいじょうぶですかー＋　いい＋{P}{Sを見て}

それではー　きょうかしょをみてください

また、例６、例７からもわかるように、チェックの機能を持つ｢いいですか｣は、

同様にチェックの機能を持つ｢だいじょうぶですか｣と共起しているものがあり、

本稿のデータからも８例中４例見られた。

4-3 マーカー(marker)の機能を持つ｢いいですか｣

チェックの機能の｢いいですか｣と違い、｢いいですか｣の直後にポーズ、学習者

の観察の両方が見られないものが40回出現している。例８はその一例であるが、

村上(1993a)の｢わかりましたか｣と置換可能かという点で見るならば、｢今みんな

でやった会話練習のところ、わかりましたか｣と解釈可能であろう。しかし、前

述した通りチェックの機能を持つためには｢ポーズ｣と｢学習者の観察｣が伴う必要

があり、それらのない発話は、別の機能があると考えるべきであろう。

例８) (教科書の会話について、教師の後についてリピート練習した直後)

Ｔ　： いいですか＋　はい　じゃあ　パートナーとれんしゅうしてください

ＳＳ： {ペアワークを開始する}

｢ポーズ｣、｢学習者の観察｣が伴わないこれらの ｢いいですか｣に共通するのは、

その出現位置である。40例全てがある活動から他の活動、もしくは説明から他の

説明へと移る境界に現れている。バーミンガム・モデルでは、このような複数の

活動や説明を区切るものを境界マーカー(boundary marker)と呼んでいる｡ この境界

マーカーは、レッスン(１コマ分の授業に相当)の下位ランクであるトランザクショ

ンの区切りを示すものとして重要な役割を示している。Sinclair and Brazil(1982)で

も、教師はティーチャートークの中で頻繁に規則正しく境界マーカーを使用する
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ので、境界マーカー抜きのトランザクションはほとんどないといってよいと述べ
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ている。村岡(1999)が日本語のマーカーを定義するのに例示している通り、｢は

い(声の張りを出して)｣｢じゃあ｣｢では｣｢それじゃ｣がその代表的なものであるが、

例９、例10のように区切りの位置で現れている｢いいですか｣にもマーカーの機能

があると考えることができる。この場合、｢いいですか｣が進行中の活動の終了を

示す合図として機能しており、次の活動へスムーズに移行していっていることが

例からも確認できる。この｢いいですか｣は、例９のように単独で現れて｢マー

カー｣の機能を果たしているものもあるが、同じ｢マーカー｣の機能を持つ｢はい｣

や｢じゃあ｣との共起も多く、本稿のデータからは、｢マーカー｣に分類された40例

中、｢はい｣との共起が13例、｢じゃあ(含、それじゃあ、それでは、じゃ)｣との共

起が６例、｢はい｣｢じゃあ｣の両方との共起が８例確認されている。本稿のデータ

からは、村上(1993a, 1993b)で示されたような｢はい→いいですか→じゃあ｣の順番

で現れるものは１例も確認されなかった。教師のマーカーの仕様は無意識である

(村岡, 1999)ため､ 単独で用いるか､ ｢はい｣や｢じゃあ｣と共に用いるかはかなり個

人差があるように思われる。本稿のデータからは、｢はい｣との共起のみがどの教

師の発話からも確認されたが、｢じゃあ｣との共起、また、発話の順に関しては、

特記すべき傾向は見られなかった。

例９) (学習者がペアワークをしている／教師は次の活動に移る準備をしてい

る)

Ｔ　： いいですか＋　これをみてください

ＳＳ： {ペアワークを止め、教師の方を見る}

例10) (教室前のスクリーンに商品と値段が表示されている。各商品の名前を

確認した直後に)

Ｔ　： いいですか＋　じゃあ　パートナーに　ふたつ　ふたつ　きいてくださ

い

ＳＳ： {ペアワークをはじめる}

マーカーの機能に関して村岡(1999)は、｢活動を区切り、活動に弾みをつける

役割を担っている。ただし、多くの場合、教師はこうしたマーカーには無意識で

あり、計画的に用いることは授業経験が浅ければ浅いほど少ないようである｣(p.
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132)と述べている。本稿では、｢いいですか｣のみを扱っているため、教師の経験
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でその差を測ることは不可能であるが、今後｢いいですか｣をマーカーに含め、教

師の経験差とマーカーの使用を考察することは意義があると言えよう。

4-4 命令(directive)、促し(prompt)の機能を持つ｢いいですか｣

本稿のデータの２人の教師に限り、｢いいですか｣の繰り返し使用が６箇所で確

認された。少ない場合では２回の繰り返し、多い場合は４回繰り返して使用され

ている。いずれの場合も、１回目の｢いいですか｣で次の活動への移行をマーカー

で示したものの、学習者が活動を続けていたり話を止めなかったりしたために移

行がうまくいかなかったときに現れている。

例11) (学習者はペアワークをしている)

Ｔ　： いいですか＋　いいですか＋{次の活動のパネルを示しながら}　いいで

すか＋　いいですか＋

６箇所全てが、ペアワーク終了時のマーカーの直後に用いられていることから、

２回目の｢いいですか｣には、｢活動を止めて教師に注目する｣という学習者の非言

語による応答を求めている｢命令｣9 の機能があると言える｡ 例11は教師経験の浅い

教師の使用例である。村岡(1999)が、経験の浅い教師は学習者との間を図らずに

マーカーを使用するため、｢それが学習者にとって文脈を知らせる合図として機

能しない｣(p. 132)と指摘しているように､ マーカーがうまく機能しなかったため

に結果として同じ発話を繰り返していると考えられる。この例11のように３回目

以降の｢いいですか｣、つまり、｢命令｣の機能を持つ｢いいですか｣の直後のさらに

｢いいですか｣が繰り返された場合、それには｢促し(prompt)｣の機能があると見な

すことができよう。上述したアクトの説明でも、｢促し｣は｢命令や発問をさらに

促す機能をもつ｣とされており、例11のように直前の命令をさらに強化するため

の使用はこれに相当する。

以上のように｢いいですか｣が複数回使用されている場合、２回目の使用には
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9 本｢いいですか｣に関しては、｢注意喚起｣の機能があるとも考え得るが、バーミンガム・モ

デルでは、最少のアクトでの分類を試みているため｢注意喚起｣は｢命令｣のアクトに包括され

る。

｢命令｣、３回目以降の使用は｢促し｣の機能があると見なすことができる。
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4-5 その他の｢いいですか｣

｢ポーズ｣｢学習者の観察｣が伴わず、また、活動や説明の区切れ目ではない位置

に現れる｢いいですか｣が203回と最も多かった。これは、２人の教師から得られ

た結果であり、１人の教師は50分授業内で98回、もう１人の教師は105回確認さ

れた。残りの３人に教師に関しては、この｢いいですか｣の使用は認められなかっ

た。

例12) (授業の冒頭で、あいさつの直後)

Ｔ： はい　ということでー First of all about a mid-term いいですか①＋ I’m going

to give you the the more detail tomorrow いいですねえーっと you can still

look at the last year information for the mid-term but we gonna have this years’

いいですか②＋ tomorrow

例12では､ ｢いいですか｣が教師の発話の途中で現れており､ 特に｢いいですか②｣

は、文中に埋め込まれる形で用いられている。｢いいですか②｣の前後に注目して

みると、｢we gonna have this years’ tomorrow｣で意味的つながりを示していること

がわかる｡ ここでは｢いいですか｣が全く意味を成しておらず、 また、 他の機能に

分類された｢いいですか｣に比べて比較的弱めに発せられており､ ｢間つなぎのフィ

ラー｣10 のような用いられかたをしている｡ ｢いいですか｣という発話がフィラーの

一種であるという研究は筆者の知る限りではまだない。しかしながら、教室とい

う場面に限って、｢いいですか｣がこのように間つなぎの機能として用いられるこ

とがある可能性を、本稿のデータは示唆している。ただし、対象となった５人の

教師のうち２人にのみ目立って用いられていたものだったため、今後はさらにデー

タを増やし考察する必要があると考える。
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10  山根(2002)は、間つなぎのフィラーを｢次の発話までの間を保つ｣ものと定義し、その代

表例に｢あのー｣と母音による長音をあげている。
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4-6 対象授業における｢いいですか｣のアクト別出現頻度

表４は､ 本稿のデータに現れた｢いいですか｣の出現を､ 4-2～4-5 の分析に従い、

アクト別に分類しまとめたものである。

表４　対象授業におけるアクト別出現頻度

20328408計

10500123J05

9805161J04

00032J03

00040J02

02352J01

間つなぎ促し命令マーカーチェック教師

５．おわりに

本稿では、教師が授業内で頻繁に用いる｢いいですか｣に着目し、その機能を非

言語行動も含めて考察した。その結果、｢いいですか｣には、｢チェック｣、｢マー

カー｣、｢命令｣、｢促し｣の４つの機能があることと、その現れ方を特定すること

ができた。また、｢いいですか｣は、本来の｢チェック ｣の機能よりもむしろ｢マー

カー｣の機能でより多く用いられているということ、そして、先行研究で曖昧で

あった｢チェック｣と｢マーカー｣の区別に関しても明らかにすることができた。し

かしながら、｢命令｣、｢促し｣と、｢その他｣で取り扱った｢間つなぎ｣の機能に関し

ては、５人の教師のうち２人(｢促し｣に関しては１人 )に限定して見られたもので

あり、本稿の結果だけでは不十分であると思われる。今後は、さらにデータを増

やし、｢いいですか｣の機能の確定を図りたい。

本稿では､ ｢いいですか｣の発話機能を特定することを目的としていたため､ 教

師の経験の差と｢いいですか｣の使用に関しては扱わなかったが､ 本稿の分析に従っ

て分類した表４において J02 が｢マーカー｣の機能でのみ｢いいですか｣を使用して
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いる点に､ 筆者は非常に興味を持った｡ それは､ J02 が他の４人の教師と比べて著
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しく教師歴が長いという背景を持っているからである。｢いいですか｣のように複

数の機能がある発話は、教師の発話の意図を瞬時に汲み取ることのできない初級

レベルの授業においては､ J02 のように複数の機能のうち１つの機能に絞って用い

るほうが､ 確かに学習者による誤解は防げるであろう｡ 実際､ Sinclair and Coulthard

(1975)､ 村上(1993a)でも､ 学習者が教師の意図とは異なった解釈をしたという例11

が報告されている。各教師の発話の使用意図に関しては、更なる調査が必要とな

るため、ここで結論を導くことはできない。しかしながら、教師歴と教室発話の

使用との観点は興味深いテーマであるので、その点については今後の課題として

いきたい。
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