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1. 言語行動研究における「属性」 

言語行動は，社会言語学における主要な研究テーマの

一つである（真田編 2006）．言語行動には，挨拶や情報

伝達，依頼など，人が言葉を用いて行う他者への働きか

けや，会話におけるやりとりの進め方，そこでの振舞い

方など，様々なレベルの行動が含まれ得る． 

そうした言語行動の分析において，話者の「社会的属

性」は重要な観点とされている．ここではまず，先行研

究において「属性」がどのように扱われているか，傾向

の異なる二つのパターンを見ていく． 

 

1.1  量的な調査データの「属性」による分析 

言語行動（意識）に関する量的な調査の結果を，回答

者の「属性」（年齢，性別，出身地，職業など）別に分析

し，「属性」の違いによってどのような傾向の異同があら

われるかを見るという方法は，これまでに非常によく用

いられてきた．国立国語研究所の言語行動調査の報告（た

とえば，国立国語研究所1984，1990，2002など）におい

ても，こうした分析がなされている． 

最近の例としては，国立国語研究所（2006）において，

アンケート調査・面接調査のデータをもとに，言語行動

における配慮の諸側面について，性別，年代，出身地域

による分析が示されている．その一つである熊谷・篠崎

（2006）では，依頼における相手への働きかけ方が発話

機能の使用の観点から分析されている．これは，面接調

査で場面を提示して，その状況で何と言うか，口頭で回

答を得て文字化したデータを世代別（若年と高壮年），地

域別（仙台，東京，京都，熊本）に見たものである．地

域差はさほど顕著ではなかったが，世代差については，

高壮年層のほうが丁寧な場面では多くの発話機能をもり

こんで依頼を行い，個人ごとの働きかけ方のバリエーシ

ョンが多いといった違いが認められた． 

 

1.2  言語行動分析から浮かび上がる属性 

量的なデータを属性によって見比べるという社会言語

学的な調査研究とはまた別に，会話分析においても属性

に目が向けられることがある． 

Tannen（1984）では，感謝祭の夕食における友人６人

の会話（長さは２時間40分）をデータとして，各話者の

会話ストラテジーを分析している．その結果，参加者６

人のうち３人の話し方が，high-involvement style（共

感表出度の高い会話スタイル）であることが示された．

このスタイルは，個人的な話題を取り上げる，相手の発

話に対して間髪入れずに反応したり矢継ぎ早の質問を浴

びせたりすることによって興味や共感を示す，相手の発

話を繰り返したり，途中から引き取って共話の形にした

りするなどの会話ストラテジーによって特徴づけられる． 

６人の話者は同年代（29～35 歳）の男性４人と女性２

人で，出身は男性２人（兄弟）と女性１人がニューヨー

ク，男性２人が南カリフォルニア，女性１人がロンドン

である．分析を通して，同様の会話ストラテジーを用い，

会話スタイルを共有すると観察されたのは，ニューヨー

ク出身であり，加えていずれもユダヤ系の中流家庭に育

った３人であった． 

もちろんこれは非常に限られた人数のデータでの観察

であるし，もともと属性による会話スタイルの違いを見

ることを目的とした研究でもない．しかし，Tannen はこ

うした限定を認めた上で，よく似た会話スタイルを共有

していた話者３人が地域的・民族的な背景においても共

通であったことは無視できない事実だと述べている

（Tannen 1984:184）．これなどは，会話行動の分析から

得られた所見を通して，話者の属性の存在が確認された

例と言えるだろう． 

2. 個人にとっての「属性」：「属性」と「アイ
デンティティ」 

言語行動研究において，話者の「属性」は，分析や考

察の重要な観点となる．調査やデータ収集が，「属性」に

よる分析を念頭において設計されることも多い．また，

様々な研究から得られた所見は，「属性」の違いによって

言葉の使われ方も異なるという社会言語学の基本的な考

え方の妥当性を裏づけるものである．  

しかし，ここで，個人としての話者にとって「属性」

とは何を意味するのかということに立ち戻ってみたい．

その人の「属性」にはどのようなものが含まれ，そして

それは，ある時ある場所でその人が行う言語行動をどれ

だけ決定するものなのか． 

たとえばある話者が，女性，40代，研究職，日本人，

東京出身，などの「属性」を持っているとする．彼女の

行った発話や言語行動が分析される場合，そのいずれの

「属性」，あるいは複数の「属性」の組み合わせが用いら

れても，それは実際そういう特徴を持った人物の発話な

のであるから，妥当な手続きと言えるだろう． 



ただし，当該の発話をしたときに実際にその人が「女

性」や「東京出身」であることを意識していたかは保証

の限りではない．強い言い方をすれば，「女性」や「東京

出身」というグループの成員であるからそのような発話

や言語行動がなされたという確証もないことになる． 

こうしたことは，これまで社会言語学で用いられてき

た「属性」の概念とは，少し別の発想として考えるべき

なのかもしれない．しかし，「その人物が何者であるか」

によって言葉の使い方が異なるのであれば，発話時に「そ

の人物が自分を何者であると考えているか」は，特に実

際の言語行動や相互作用のありようを考える上では見過

ごすわけにいかない． 

そのような場合の「自分を何者であると考えているか」

は，むしろコミュニケーションにおける「アイデンティ

ティ」と呼ばれるものなのかもしれない．しかし，ここ

では敢えて，その「アイデンティティ」とも呼び得るこ

とを「属性」の問題として考えてみたい．一つには，「ア

イデンティティ」として意識されるものは，原則として，

もともと「属性」としてその個人に備わっているものだ

からである．また，言語行動（言葉による相互作用）の

研究のためには，話者に付与される一種の集団成員のラ

ベルとしての「属性」と，相互作用の場で話者が選び取

り，それにのせて自分を表出していく「属性」とを最初

から異次元のものと決めず，両者がどこでつながり，ど

こでレベルを異にしているのかをまず検討してみる必要

があるのではないかと考えるからである． 

3. 相互作用における「属性」の可変性 

複数備えている「属性」の中からどれに焦点を当て，

活性化させて前面に出していくかは，言語行動を行う場

面や状況，行動の目的，相互作用を行う相手などによっ

て異なり得る．自分を何者と位置づけるかは，相手との

関係性や話題として取り上げる内容など，いくつもの要

因によって影響を受けるからである．同じ一人の人物で

あっても，場面や相手によって，「会社員」「○○市の住

人」「中年男性」「妻帯者」など，様々な「属性」の持ち

主として人とやりとりを行うことだろう． 

時には，一連の会話の中でも話者たちの「属性」は変

化していく．たとえば，ある二人の女性が話をしている

とする．話の目的が仕事の打合せであれば，両者はそれ

ぞれが職業を持つ社会人としての立場から発話を行い，

会話を運営していくと考えられる．ところが，仕事の相

談が一段落して，少し雑談に移ったところで，偶然お互

いに同じぐらいの年の子どもを持っていることが分かり，

保育園の送り迎えなどの話になったとする．その時点で，

両者にとって，それまでの「職業人」から，「幼い子ども

を持つ母親」という異なる「属性」が顕在化してくる可

能性は高い．そうした「属性」の転換に関わるのは，相

互の共通性の発見や相手についての新情報の取得であっ

たり，話題内容の転換であったりするわけだが，それに

よって，言葉づかいが少しくだけたものになったり，冗

談が増えたり，ターン・テイキングの頻度が変わったり

するなど，会話行動にも変化が見られることが少なくな

いと考えられる． 

4. どの「属性」を身にまとうか 

前節であげた二人の女性の例などは，必ずしも意識的

な「属性」の転換ではないだろうが，場合によっては，

話者が意図的に特定の「属性」を身にまとって言語行動

を行うようなこともある．また，相互作用における自身

の在り方をどのようにさだめるか，迷ったり戸惑ったり

することもある． 

以下では，日頃の言葉の使い分け，あるいは人との話

し方について困った経験について大学生を対象に行った

面接調査から，興味深いと思われたコメントを紹介する． 

例１では，塾で講師のアルバイトをしている女子学生

が，生徒の親からの電話では「先生」らしく話すと述べ

ている． 

＜例１＞1 親，が相手になるじゃないですか．で，そう

なったときはもうほんとに，（先生ですね．{笑い}）はい．

{笑い}先生っていうかなんかほんとに，「{おとなしい声

で}はい，もしもし，なんとかですが」みたいな，全然普

段はほんと，使わないような，話し方とか，なんで，ほ

んっといろいろ，ころっころ，変わってる自分が，いま

すね． ＜中略＞ やっぱり大学生，っていうのは，な

んか，大学生，って聞くとやっぱ，なめられるというか，

なめられるんですよ，はい．（うん，じゃもうちょっと年

齢が上で，）はい，（経験のある人ふう，）そう，はい，人

ふうです，ほんとに．はい，それイメージです．（ああ，

そうなんですか．でそうするときはちょっと声が高くな

る？）そうですね，声が高くて，あとちょっと透き通っ

ててみたいな．{笑い} 

この女子学生は，塾の講師として保護者の信頼をかち

得るために，口調や声を普段とは変えて話をすると述べ

ている．これなどは，「信頼のおける教師」というイメー

ジを演出するべく類型的な話し方をしようとしており，

「役割語」（金水 2003）使用の一例と言えるのではない

だろうか． 

次の例では，関係の異なる複数の同席者に対して，言

葉を使い分けなければならない場合の苦労について別の

女子学生が述べている． 

                                                  
1 文字化の（ ）は聞き手の発話，{ } は非言語・パラ言語行動を示す． 



＜例２＞  あたしがいて，隣には同い年の友達がいて，

で，同じ空間に，１個上の先輩がいて，三人で話をして

いるとき，敬語を使えばいいのか，ため語で{笑いながら}

貫き通せばいいのか，どうしようかなっていうふうに，

よく，思いますね．（あー，なるほど．）友達に，「話した

よね」っていうふうにあいづちを言ったり，あ，そうい

えばこうこうだからこうだよね，そういえば，っていう

感じで話してても，同じ空間として考えると，このため

語は，先輩にもちょっとかかってしまってるのかなと思

って，そうすると，聞いた先輩は，なんか不快じゃない

かなと思ったり，でも，なんとかですよねってため，友

達に言うのもおかしいし． ＜中略＞ 質問を二人に投

げかけるときは，どうしよう，って思いますね．（ふーん，

なるほどね．そういうときはどっちに合わせるんでしょ

うねえ．）「これどう思う？思います？」って，言います

ね．{笑い} 

 先輩と同年の友達の二人と同席して，「後輩」と「同年

の友達」という異なる二つの役割を一つのスピーチレベ

ルの中に両立させられないジレンマを感じている．「属

性」といえば，年齢のような絶対的な値であって，相手

との相対的な関係で決まる「後輩」「同輩」のようなもの

は「役割（関係）」と呼ぶべきものであろう．しかし，大

学３年生なら３年生という「属性」をどのようなものと

してその場で位置づけ，表出していくかを決める上では，

相対的な要因も無視できないということであろう． 

 ＜例２＞は，異なる相手を前にした場合のことであっ

たが，＜例３＞は一人の相手に対してどのような自分と

して発話しようか迷ったという場合である． 

＜例３＞  おじさん，おばさんになると，ちっちゃい

ときは「なんとかおばちゃん」とか言ってたけど，なん

かすっごい久しぶりに，この年になって，会うと，やっ

ぱ一定の大人同士としてちゃんと話したほうがいいのか，

昔のノリで「なんとかおばちゃん」って話していいのか， 

＜中略＞ 「なんとかちゃん，おっきくなったねー」っ

て，昔の話題じゃないじゃないですか，もう．「どうする

の？就職は」とか言われると，もう昔の，小学校ぐらい

のノリでは話せないし，（{笑い}）敬語で「なんとかおば

さん」に変えようか，「なんとかおばちゃん」って話そう

か，なー，って感じありますね． 

 何年も会わなかったおばに姪として話すにも，「小学校

ぐらいのノリで」なのか「一定の大人同士として」なの

か迷うということである．コメントにもあるように，現

在の自分を出さないわけにいかないような話題（就職）

の存在も，出方の選択に影響を与えている．また，子ど

もの頃のように親しく甘えて話すことと，年齢相応の敬

語を使うことのどちらが，相手に対するポライトネスと

して適切なのかという判断もからんでくるであろう．し

かしこの場合も，仮に「小学校ぐらいのノリ」を選んで

も，当時話していたそのままというより，呼び方など，

その感じを随所にちりばめて，ということかと思われる． 

5. 言語行動に向き合う新たな視点 

言語行動において話者自身が意識する「属性」とは，

当該の相互作用の相手や行動目的，話題内容などとの関

わりにおいて，自分が持つ複数の「属性」のうちから選

び，その場に応じて調整するものではないかと思われる．

複数の「属性」を併せ持つといっても，話者は常にそれ

らの「属性」の複合体という状態で一定に保たれている

わけではない．従来の社会言語学的研究では，話者が備

えている複数の「属性」を平等に共存するものとして扱

ってきた観があるが，実際の言語行動や会話において話

者が意識する「属性」は，その場のコミュニケーション

上の指向性や必要性の色合いを帯びたものと言えよう． 

ここで話題とした，行動する話者の「何者として」の

部分を「属性」と呼ぶのがふさわしいのかどうか，それ

は討論においても広く御教示を請いたい．しかし，話者

が「何者」として行動（しようと）しているのか，それ

がどのような発話行動や会話ストラテジーを誘発してい

るのか，そして一連の相互作用においてそれらがどのよ

うに変化していくのかを分析・考察に含めることは，言

語行動研究における新しいアプローチにつながり得るの

ではないだろうか． 
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