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健常成人における談話の課題による差の検討

-量的側面について-

本多留美 古畑博代 綿森淑子

広島県立保健福祉短期大学言語聴覚療法学科

談話の課題の違いが健常成人の産生する談話の量的側面に及ぼす影響を探るため，健常者11名に対し 7種類

の異なる課題，すなわち情景画 2種 4コマ漫画， TVドラマ 3つの語を用いた話，手続きの説明z種を施

行し，課題の違いによる分析結果の差異，および被験者の違いによる傾向の有無を検討した。さらに，分析結

果のばらつきの度合いを課題間で比較した。量的な指標として，発話時間，正確な情報単位数など，発話量・

情報量を表す 5指標，およびこれらの指標をもとに計算した，発話効率・情報伝達効率を表す 8指標の計13の

指標を用いた。その結果， 10の指標において課題の違いにより分析結果に有意差が認められた。また， 12の指

標において被験者の違いにより傾向が見られたことから，個々の話者の特徴が異なる課題を通して一貫して認

められる可能性が示唆された。また，結果のばらつきの小さい課題はTVドラマ，大きい課題は 3つの語を用

いた話であった。

キーワード:談話産生，課題，量的分析
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はじめに

談話とは，単独あるいは複数の人間により話された

り書かれたりした言語表出で，二つ以上の発話または

文からなり，ある話題をめぐってまとまりをもってい

るもの])を指す。近年の言語障害の研究と治療におい

ては，狭い意味での言語能力を超えて，コミュニケー

ション能力が重視されるようになった。現実のコミュ

ニケーション場面において必要とされる談話能力は，

語葉や文法といった狭い意味での言語能力と並行する

とは限らない。また，文法的に正しい文を集めたから

といって，必ずしも適切な談話が成り立つわけではな

い九このため，失語症検査などによる言語機能評価

に加えて，非言語的能力も含めたコミュニケーション

能力の評価や，談話の評価にも日が向けられてきてい

るO

これまでにも，失語症患者，頭部外傷患者，痴呆患

者といったコミュニケーション障害を持つ人々に対し

て様々な課題が用いられ，様々な側面から検討されて

きた:0-5)。しかし，談話を評価する際に用いる課題は

無限に考えられる O 談話の種類，すなわちどのような

談話を表出させるかについては，会話，物語，手続き

の説明などの違いがある D また， どのような刺激を用

いて談話を表出させるのかについても，絵，文字，動

画といった視覚的刺激，さらに聴覚的刺激などいろい

ろな方法があるのその時どきの臨床上の目的に合致し

た談話課題を開発し，使用するには，どのような課題

を用いればどのような談話を引き出しやすいのかを明

らかにしておく必要がある O すなわち，課題の差異が

産み出される談話に及ぼす影響について検討されなけ

ればならない。

言語障害学における談話研究の中で，課題の違いに

よる結果への景タ響に言及したものは多くはない。 Shadden

らωは，脳損傷者のおよび健常者を対象として検討を

図 1 情景画「雷J

行い，課題となる刺激の複雑さの違い，記憶能力，談

話の構成能力など施行される談話課題の遂行に必要と

される認知能力の違い，また，物語的談話か手続き的

談話かといった談話のタイプの違い等により，分析の

結果が異なることを示した。小児を対象としたもので

は， Morris-FriehereとSanger7
)がLDの学童に対し，

3種類の異なる方法で物語を産生させた結果から，方

法の違いにより得られた談話の長さや誤り方が異なっ

たことを報告している o Hayesら川ま，成人と小児の

両群に対Lて物語をラジオで呈示し再生させた場合と

テレビで呈示し再生させた場合の違いについて検討を

行い，メディアの違いが再生される物語の内容や誤り

の量に反映されることを述べている O

このように，談話の種類，課題の遠いにより，結果

に差異が生じることは明らかにされてきた。しかし逆

に，結果に差異の生じにくい指標はないのか，複数の

課題を通じて被験者国有の傾向がみられる可能性はな

いのか，健常成人の場合に比較的一定したデータが得

られるのはどのような課題なのだろうか，といった，

評価法として談話を実際に運用する時に生ずる疑問に

対する答えは得られていない。本研究は，こうした疑

問への示唆を得る目的で行った。すなわち，談話の量

的な側面の分析に焦点をあて，1)分析結果が課題によ

り異なるのか，また，異なるのはどのような指標を用

鳴量

図2 情景画「池j

-104-



いた分析結果なのか， 2)課題の違いに関わらず，複

数の課題に一貫した個々の被験者の傾向が見られるの

か，また，個人の傾向が反映されやすい指標はどれか

を検討し，さらに， 3)被験者間での結果のばらつき

の大小について各課題の間で比較を行うことを目的と

する O

方 法

1.対象

被験者はボランテイアとして本検査に参加した健常

者11名である O 男性3名，女性 8名，年齢は24歳から

80歳，平均は47.4であった。年齢層の内訳は20歳代 4

名， 40歳代 2名， 50歳代 2名， 60歳代， 70歳代， 80蔵

代は各 1名ずつであった。スクリーニング検査におい

て，言語障害が認められた被験者はいなかった。

2.課題

施行した課題は， (1)情景画「雷J(図 1)の説明を

する， (2)情景画「池J(図 2)について物語を話す，

(3) 4コマ漫画「サザエさん」のあらすじを話す， (4) 

テレフォンカードを使って電話をかける手順を 5コマ

の続き絵(図 3)に従って説明する， (5) N H K Iス
タンダード日本語講座」のスキットより l分程度を抜

図3 5コマの続き絵
「テレフォンカードを
使って電話をかけるj

広島県立保健福祉短期大学紀要 4 (1) 103 -111 1999 

粋したテレピドラマのあらすじを話す， (6)便築と封

筒を使って手紙を出すまでの手順を説明する(絵は呈

示せず)， (7) I犬・家族・夜jの 3つのことばを使っ

て物語を作る，の 7種類であった。テレビドラマの内

容については，そのスクリプトを資料 lに示したO

3.手続き

被験者は l名ずつ，言語訓練室において，上記(1)

~ (7)の課題にこの順序で取り組ιだ。 }II貢序は，被験

者がそれぞれの課題に対してどのように反応すべきか

をできるだけ分かりやすく呈示することを考慮して，

便宜的に定めた。それぞれの課題の施行について，呈

示した刺激および教示方法は表 lに示す通りである O

いずれにおいても，課題の理解が困難だったり，関わ

れたりした場合は繰り返し教示を行った。被験者が考

えている間は，せかさずにできるだけ待つようにした。

しかし，あまり考え込んでいるような場合には， I難
しく考えなくて結構ですよJI思い付いたことをお話

して下さいJなどの中立的な言葉で促した。また，発

話が途切れても明確な終了の意思表示のない場合には，

被験者に確認を求めた後，終了とした。課題場面はオー

デイオテープおよびピデ、オテープにて言己~~した。

表 1 談話収集のための刺激および教示方法

(1)情景画「雷Jの鋭明をする

仰l泊t:情景画「曾j

教示 「ニの絵の説明在して下さい.どのような人泊丸、て、何をしていますか.この絵を見

ていない人に大体のイメージを伝えるつもりで説明してください.この絵からだけでは、はっ

きりわからない部分も想像して話して下さって構いません.それでは、どうぞお脂下さい. J 

(2)情景画「池j について物路を路す

刺激・情景画「池j

fi示・「今度I立、この絵について一つの物価を作って下さい.この絵に縮かれている場面の

青1)にはどんなことがあったのか、また、このあとどうなるのかを惣像して一つのストー日ーに

して下さい.厳しく考えな〈て結判事です.あらすじだけの簡胤な物価でかまいません.どうぞ、

自由に想像してお路し下さい. Jもし、彼車賞者が絡の樋面の鋭明のみで終えた揖合には、 「そ

うですね.では、今度は、この絵に揃かれている場面の前にはどんなことがあったのか、ニの

あとどうなるのかを想像して、お話を作ってくださレ、.Jと雷ってもう一度だけ促す.

(3) 4コマ漫画「サザエさん」のあらすじを指す

4JlliIt・ 4::17 漫画「サザエさん」

教示: rこの漫蘭をご覧下さb、.この漫画の筋をお舘ししていただきます.どんなお脂なの

かを考えて下さい.そして、この漫lIif:見ていない人に伝えるつもりでお衝しして下さL、・ J

(4)デレフltンカードで竃簡をかける手順を 6::1...のS障害総に従って脱明する

刺激 5コマの車聴き絵「テレホンカードで電脂をかけるj

教示 rこれは、あることをする手続きを 5敏の鎗で示したものです.まず、全体を過して

見て、日本の生活に梓しくない友人に脱明する綱高を宥えて〈ださい.絵を見せずに、曾.だ

けで脱明しでできるだけわかってもらえるようにお隠しして下さい.J 

(5)テレピドラマのあらすじを伝す

刺激:テレピドラ7(直前にtJ.噂する.発E昔時には蜘'111'呈示なし0)

軟示 fこれから短いテレピドラマを見ていただきます.見ていただいたあとで内容をお路

ししていただきますが、記憶の検査ではありませんので、あまり細部にとらわれずに気楽に御

覧になってくださU、。 lピデオを流してから、 f今見たドラマのあらすじをお話しして下さい.

見ていなかった人に伝えるつもりで話してさい. J 

(6)使11と封筒を使って手紙を出す11:.での手順をE見明をする

事l滋 文カード「便賓と封筒を使って手紙を出すj

教示 f今度は、この紙をご覧下さし、.ここに.かれている通り、使第と封筒を使って手紙

を出すまでの手順をできるだけ符し〈、わかりやすく脱明して下さい. J 

(7) f犬・家白書・夜j の 3つのことばを使って物絡を作る

刺激.単語カード「犬家族夜J

教示 「ニこに、 1つの窟3症が奮いであります.この 3つの言葉を金郎使って、一つの物絡

を作って下さし、.閉じ言葉を 2回以上使つでもかまいません.面白いldにする必聾はありませ

ん。短い、簡単な物絡で締鳴です。どうぞお話下さい. J 

F
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4.分析方法

被験者の発話資料は主にオーデイオテープを聞きな

がら書き起こし，発話時間を計測した。 1つの発話資

料を 2名の聴取者が書き起こし，二者の不一致部分に

ついては第三者が修正を加えた。このように記録した

発話資料を分析し 下記の指標についての結果を求め

た。また，分析にあたり，各指標の定義，カウント方

法の詳細および具体例のいくつかを示した手引きを作

成した。発話資料の処理および分析の手順を図 4に示

した。

なお，課題(2)情景画「池」について物語を話す，

においては，被験者が絵の場面の説明のみで発話を終

えた場合に，前後を想像して話すよう促しを行ったが，

促した後の発話はここでの分析には含めなかった。被

験者が自発的に話した部分のみを分析の対象とした。

トランスクリプション

発話時間 (time)の計測

↓ 
発話単位への分割

↓ 
総発簡単位数(TU)のカウント

↓ 
前置き・後置き部分等の削除

↓ 
梧単位と認められない単位の削除

↓ 
簡単位数仰U)のカウント

↓ 
正確な情報単位と認められない単位の削除

↓ 
正確な情報単位数(CIU)のカウント

↓ 
正確な情報語集の抽出

↓ 
正確な情報語葉数(NCIU)のカウント

図4 分析の手順

a)時間 (time):検査者が教示を終了した時点から，

被験者が自発的に発した発話が終了するまでの時

間を計測した。

b) 総発話単位 (TU):発話開始から終了までに意

識的に発声・発語されたものすべてについて 1

個の自立語とそれにつくすべての附属語をまとめ

たものを l単位として分割したもの O すなわち，

ここで用いた単位は橋本文法による「文節」にお

およそ該当する O 詳細については，国立国語研究

所の語葉調査を参考に 話し言葉に適するように

変更を加えた。必ずしも課題の内容とは関連の無

い，話者が話し始める際の前置きや，後置きとし

て述べた部分，また 話者から表出された質問も

含める O ただし検査者からの話しかけ・質問に

対する応答部分は，含まない。内容に誤りがある

もの，正しい語の形をなしていない部分も含む。

明確な自立語を形成していない，発話のよどみの

部分に関しては，発音上に見られた区切りを 1単

位として扱った。ただし 語頭音の繰り返しであ

ることがわかる場合には その標的語の単位に含

めた。

c )語単位 (WU):話者が課題を始める前や後に，

これから始める旨 また これで終わる旨を告げ

たり，始めて良いか，終わってよいかを問う質問

を行っている部分を a) 総発話単位から削除し

た。(ただし，課題そのものに対する質問やコメ

ント，話者自身の出来についてのコメントは，削

除しない。)その残りの発話単位の中で，文脈の

情報を含めて判断した上で，ことばとして認識可

能なものを語単位とした。文脈とは，評価者がそ

の刺激絵，またはトピックについて知っているこ

と，及び，話者の発話全体を指す。語単位には，

刺激絵やトピックについて，必ずLも正確・適切

でない部分も含まれる O これは， Nicholasと

Brookshire9)による「語数カウントJの手順に準

拠したものである O

d)正確な情報単位 (CIU):語単位として認識され

たものの中，課題の刺激やトピックについて正確，

かっその内容に合っており，それについての情報

を担っているものを正確な情報単位とした。すな

わち，実質的に正確な情報内容を担っている発話

量の指標である O 言い換えなどによる同一内容の

繰り返しといった冗長性は 削除する O 必ずしも

文法的に正しい用法でなくても正確な情報単位に

含めることができる o NicholasとBrookshire9)に

よる「正確な情報単位J(CIUCorrect Information 

Units)の認定とカウントのための規則を日本語に

合うように更改したものである O

e )正確な情報語葉 (NCIU: net CIU) :一つの完

結した談話内に出現する，正確な情報単位を構成

する白立語である O カウントは 1語について l

回のみとし，文脈・用法にかかわりなく，繰り返

しを一切含まないものとする O 正確な情報語葉数

は，正しく表出された自立語の種類を表す指標，

すなわち正しく使用されている語葉の多様性を測

る指標である O

以上， a) ~e) の 5 指標は，談話における発話量お

よび情報量を表すものである O これらの指標をも

とに，談話における発話の効率，および情報伝達

の効率を表すものとして，以下の指標を算出した。
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f) 1分あたり発話単位数 (TU/Time):総発話単位

数を時間で除したもの O

g) 1分あたり語単位数 (WUメTime):語単位数を

時間で除したもの O

h) 1分あたり正確な情報単位数 (CIU/Time):正

確な情報単位数を時間で除したものO

i) 1分あたり正確な情報語葉数 (NCIU/Time):正

確な情報語葉数を時間で除したものO

j )総発話単位に占める正確な情報単位数率 (CIU/

TU) :正確な情報単位数を総発話単位数で除し

たものO

k)総発話単位に占める正確な情報語葉率 (NCIU/TU)

:正確な情報語葉率を総発語単位数で除したものO

1 )語単位数に占める正確な情報単位数率 (CIU/WU)

:正確な情報単位数を総語単位数で除したものO

m)総語単位数に占める正確な情報語義数 (NCIU/

WU) :正確な情報語葉数を総語単位数で除した

ものO

結果

1 .課題による差

表 2には， a) ~m) の各指標の結果を課題別に示し

た。各指標ごとに課題による差をFriedman検定を用

いて検討した。この結果， j) 総発話単位に占める正

確な情報単位数率 (CIU/TU)，k)総発話単位に占め

る正確な情報語葉率 (NCIU/TU)，1)語単位数に占

める正確な情報単位数率 (CIU/WU)の 3指標を除く

全ての指標において 5%以上の有意水準で課題の違

いにより値に差があると判定された。談話における発

話量および情報量を直接的に表すa)~e) の 5 指標はす
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べて， 0.1 %以上の高い有意水準で差を認めた。発話

および情報伝達の効率を表す指標については，有意な

差の見られた指標と見られなかった指標の両方があっ

たの

また，正確な情報単位数 (CIU) を例にとると，平

均値が最大となったのは， (5)テレビドラマのあらす

じを話す課題 (M=57.7) ，最小となったのは， (7) 

「犬・家族・夜」の 3つのことばを使って物語を作る

課題 (M=20.5)で、あった。 2課題ず、つのペアで、Wilcoxon

の検定を行った結果 (5)テレビドラマのあらすじを

話す課題については，他の 6種類の課題すべてとの聞

に 1%水準で有意な差を認め， (7) I犬・家族・夜J
の 3つのことばを使って物語を作る課題については，

(2)情景画「池Jについて物語を話す課題， (3) 4コマ

漫画「サザエさんJのあらすじを話す課題，それぞれ

との聞に 5%水準で有意な差を認めた。

2.被験者による差

各指標ごとに，被験者の違いにより結果に差が見ら

れるか，すなわち，被験者個人の傾向が認められるか

どうかを検討した o Friedman検定を用いて被験者間

の差の検討をおこなったが，各被験者のデータ数が7

個ずつ(7種の課題分ずつ)であったことから，比較

できる被験者の数は最大 7名であるという限定が生じ

た。このため， 11名の被験者のデータを一度に比較す

る事はできなかった。そこで便宜上 7名の被験者を

ランダムに抽出して検定を行うという作業を 3回繰り

返し， 3回とも 5%以上の有意水準で被験者による差

を認めた場合に，その指標の値については被験者によ

り異なる傾向がみられたものと解釈した。結果は， 1) 

表 2 7種類の課題による談話の指標別分析結果(平均および p)
n=ll 

絵・説明 絵・物語 4コマ漫画 手続き・絵 1vドラマ手続き・ァーマ 3語
指標 略称 〈雷〉 〈地〉 (サザエさん〉 (電話〉 〈朝〉 〈手紙〉 〈犬・塞族・夜〉 p 

a)発話時間 Time 38.6 53.3 37.2 44.0 68.3 43.9 29.9 .0007本*

b)総発話単位 TU 36.9 42.8 40.2 42.6 74.9 41.8 25.3 .0002 ** 
c)総語単位 WU 32.7 38.2 36.1 37.0 67.9 36.4 22.2 <.0001 ** 
d)正確な情報単位 CIU 28.6 30.7 30.4 29.1 57.7 31.2 20.5 <.0001 ** 
e)正確な情報詩嚢 NCIU 21.7 22.2 20.8 20.8 36.0 20.6 15.1 <.0001 ** 

。1分当たりの発話単 TU/Ti 57.7 50.0 64.6 59.8 73.9 61.2 57.4 .0054 ** 位数 me 

g)数1分当たりの語単位 WU/Ti 50.4 44.1 58.4 52.3 66.7 54.3 51.3 .0004 ** 
h) !分当たりの正確な CIU/Tim 44.3 35.7 50.7 43.2 56.9 47.6 48.6 .0014 ** 情報単位数 e 

I) '"分当たりの正確な NCIU/Tim 34.1 26.5 35.9 31.0 35.6 32.9 37.6 .0248 * 情報語業数 E 

j) な総情発報話単単位位率中の正確 CIU/TU 78.8 72.8 80.4 74.4 79.1 78.2 82.5 .3068 

k)な総情発報話語単業位率中の正確 NCIU/TU 61.7 56.6 58.5 56.1 50.4 56.1 65.7 .1269 

1)総語単位中の正確iよ CIU/WU 88.7 81.8 87.6 84.5 85.7 87.5 91.3 .2275 情報単位率

)総情語報話単位集率中の正確fよ NCIUAνu 69.1 63.6 63.4 63.4 54.6 62.5 71.9 .0360 * 

円
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表 3 7種類の課題による談話の被験者別正確な情報単位数(被験者中での順位)

絵・説明 絵・物語 4コマ漫画

被験者 〈雷〉 〈池〉 (サザエさん〉
A 16 (9) 24 (6) 24 (7) 

B 33 (5) 23 (7) 19 (9) 

C 18 (7) 8 (11) 14 (11) 

D 18 (7) 20 (8) 27 (6) 

E 22 (6) 51 (3) 47 (1) 
F 13 (11) 20 (8) 20 (8) 

G 48 (2) 30 (4) 45 (3) 

H 44 (3) 17 (10) 31 (5) 

52 (1) 58 (2) 46 (2) 

J 16 (9) 28 (5) 18 (10) 

K 35 ~ 59 ill 43 (4) 

語単位数に占める正確な情報単位数率 (CIU/WU)を

除くすべての指標において 被験者により異なる傾向

が見られた。 7種の課題において各被験者の談話に表

出された正確な情報単位 (CIU)数と全被験者中での

順位を一例として表 3に示した。

3.分析結果のばらつきの比較

分析結果のばらつきの比較には，標準偏差を平均で

除した値，すなわち変動係数を用いた。表4には各指

標の変動係数を課題ごとに示した。発話量・情報量を

表す指標のうち，発話時間以外のものについては， (5) 

テレビドラマのあらすじを話す課題において，変動係

数は最も小さかった。逆に，変動係数の最も大きい課

題は， (7) r犬・家族・夜jの 3つのことばを使って

物語を作る課題であった。例えば， e)正確な情報単位

数 (CIU)について見ると，変動係数が最小となった，

手続き・絵 TVドラマ 手続き・テーマ 3語
〈電話〉 (朝〉 (手紙) 〈犬・塞族・夜〉

25 
27 
13 
22 
51 
28 
32 
25 
51 
18 
28 

(7) 61 (8) 19 (8) 7 (11) 
(6) 99 (1) 35 (5) 10 (7) 
(11) 46 (10) 10 (10) 8 (10) 
(9) 57 (9) 37 (4) 22 (4) 

(1) 74 (5) 48 (2) 23 (3) 
(4) 78 (4) 35 (5) 19 (5) 
(3) 71 (6) 27 (7) 9 (9) 
(7) 65 (7) 19 (8) 11 (6) 

(1) 87 (2) 63 (1) 30 (2) 

(10) 44 (11) 10 (10) 10 (7) 
(4) 83 (3) 40 (3) 76 (1) 

(5)テレビドラマの課題では23.1，次に変動係数の小

さい方から順に (4) 電話をかける手順を 5コマの続

き絵に従って説明， (3) 4コマ漫画「サザエさんj

のあらすじ， (1)情景画「雷」の説明， (6) 手紙を

出すまでの手順の説明 (2)情景画「池jについての

物語， という )11長序で，最大となった， (7) 3つのこと

ばを使って物語を作る課題では， 97.3であった。

考察

1 .課題による差について

談話の量的分析結果が課題の違いによって異なるか

どうか，という問いに対する本研究の結果は， 13指標

中101'旨標において異なるものであった。これはShadden

らhJの研究結果を支持するものでもある O 談話におけ

る発話量および情報量そのものを表す指標の値が，課

表 4 7種類の課題による談話の指標別分析結果(変動係数)
n=l1 

絵・説明 絵・物語 4コマ漫画 手続き・絵 TV ドフマ手続き・ァーマ 3語
指標 略称 〈雷〉 (池〉 (ササ.エさん〉 〈電話〉 〈朝〉 〈手紙〉 (犬・家族・夜〉

a)発話時間 Time 39.2 37.4 41.1 52.5 44.5 60.8 79.3 
b)総発話単位 TU 47.6 48.3 55.2 61.2 26.2 55.4 88.0 
c)総語単位 WU 49.4 48.9 52.0 59.0 25.3 53.8 92.6 
d)正確な情報単位 CIU 50.0 61.7 41.7 41.3 23.1 52.2 97.3 
e)正確な情報語葉 NCIU 43.5 50.2 34.7 34.6 18.4 41.7 94.5 

。位1分数当たりの発話単 TU/Time 32.3 37.9 26.7 30.8 34.5 32.5 45.7 

g)数1分当たりの語単位 WU/Time 30.5 39.5 26.2 30.9 31.7 32.2 48.8 

h)1分当たりの正確な CIU/Ti 
情報単位数 me 28.9 46.4 29.9 30.4 32.4 34.5 55.1 

I)1分当たりの正確な NCIU/Tim 
情報語葉数 E 

25.9 41.2 29.0 26.4 31.0 33.7 57.8 

j)総発話単位中の正確 CIU/TU 
な情報単位率 20.5 23.7 23.0 19.3 21.2 15.6 24.1 

k)総発話単位中の正確 NCIU/TU 
な情報語業率 23.8 31.5 34.3 34.1 25.9 29.1 35.0 

1)総語単位中の正確な CIU!WU 
情報単位率 14.9 20.8 16.6 16.6 9.7 10.3 17.0 

)総語単位中の正確な NCIU!WU 
情報語業率 15.8 30.4 28.1 30.1 17.8 24.3 26.7 
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題の違いにより大きく異なってくるのは当然とも考え

られるが，発話効率・情報伝達効率に関わる指標にお

いても，課題の違いによって異なる結果が出たものが

あった。こうした指標の多くは，発話時間を分母とし

た指標であったO 発話速度そのものが課題ごとに大き

く変化するとは考えにくく 課題によって被験者への

負荷の度合いが異なり，負荷の大きいものについては，

言いよどみを生じたり，考える時間をより多く必要と

した可能性が考えられる O 表2の結果からは，情景画

を見て物語を話す課題において， 1分当たりの正確な

情報単位数 1分あたりの正確な情報語葉数の値が他

の課題と比べて少ない事がわかる O 一方，総発話単位

数を分母とした指標では，課題の違いによる有意な差

は見られなかったり発話効率，情報伝達効率といって

も，時間を基準にするのか，それとも表出された発話

全体を基準にするのかで その指標の持つ意味は異なっ

てくることが明らかになった。

また，最も多くの発話・情報を被験者から引き出す

ことのできた課題は，テレピドラマのあらすじを話す

ものであった。テレビを用いて収集した談話について

の研究は非常に少ないが， Hayesら81は，小児と成人

に対し，ラジオで物語を呈示した後とテレピで同じ物

語を呈示した後の再生の差を検討している O 小児では

ラジオ条件下の場合に誤りが有意に多く，また，小児

・成人ともに，テレビ条件下での再生においては重要

性の高い要素から低い要素まで，もとの物語と近い割

合で表出される傾向があったと述べている O テレビと

いうメディアによって与えられる情報量が多く，また

情報が記憶されやすい可能性があり，その結果，正確

な情報を多く引き出しやすい性質を持っているのかも

知れない。

2.被験者による差

13指標中12の指標において，被験者による傾向がみ

られたことから，発話量および情報量を表す指標，発

話の効率・情報伝達の効率を表す指標どちらにも，個

々の被験者の談話の傾向が反映されたと考えられる O

13指標のなかで被験者による違いの傾向がみられなかっ

た唯一の指標は，語単位数に占める正確な情報単位数

率(CIU/WU)であった O この指標については，どの

被験者の結果も比較的高いレベルにまとまっていた。

そのため，被験者間の差が出にくかった可能性がある O

本研究では 7種の異なる課題を施行したが，被験者

はそれぞれの課題にランダムな反応をしたわけではな

く，全体を通して，個々の被験者の談話の特徴が浮か

び上がってきたと言えよう O あるいは，健常者間にも

個人差がみられ，この個人差はいくつかの課題を通じ

である程度の一貫した傾向を持つ可能性が示唆された，

と言い換えることもできるのではないだろうか。 Shadd-
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enら6)は，談話課題の変数のーっとしてpersonalrelevance 

を挙げているが，本研究で用いた課題は，個人的な背

景や噌好の影響を比較的受けにくいものが多かったと

思われる o personal relevanceのI幅の大きい課題を含

めた場合には，個々の被験者に一貫した傾向は表れに

くくなったかも知れなし=。また，佐久間と笹沼10)は，

情景画の叙述課題において情報量に年代差が見られた

ことを報告している。本研究での被験者の年齢層はか

なり幅広かったことを考えると，年代差が結果に影響

を及ぼした可能性もある O 今後，被験者の年代を絞っ

て検討を行う必要があろう O

3.分析結果のばらつきについて

健常者の問で，分析結果の大きくばらつく課題，比

較的まとまりの良い課題を検討するために，変動係数

の比較を行った。ぱらつきが小さいのは，テレビドラ

マのあらすじの説明や，続き絵に従った手順の説明，

4コマ漫画のあらすじの説明，といった，話の流れに

ついてモデルの呈示されている課題であった。 3つの

ことばを使って物語を話す，という話の流れを自由に

作って行くタイプの課題ではばらつきが大きかったと

考えることができる O これは， Shaddenら111によれば，

“general task constraint versus open-endedness" 

という，談話課題の持つ変数から生じたものと言える

だろう O ぱらつきの大きい課題と小さい課題のどちら

のタイプの課題が適当であるかは 評価の目的によっ

て異なってくるが，課題を選択する際に考慮すべき条

件と考えられる O

4.今後に向けて

本研究において，テレビを刺激に用いた場合に，他

と比較して量的に豊かな談話を収集することができた。

発話の少ない話者に対して テレビを使用することで

少しでも多くの発話を引き出すことができるかもしれ

ない。評価のみならず，訓練のための道具として，テ

レピを積極的に利用することを考えて行きたい。

また，未だ試験的な段階ではあるが，本研究を行う

過程で， 日本語の談話分析のための手続きの詳細を定

め，記述することができた。今後は，この手続きをマ

ニュアル化して整備し，分析者間の信頼度をとるなど

の手続きを重ね，広く使用に耐えうるものとしたい。

まとめ

健常成人11名に対し 7種類の異なる課題を用いて

談話を表出させ，課題の違いが談話に及ぼす影響を量

的側面から検討した。

1)談話の量的側面を表す多くの指標において，課題

の違いにより有意な差を認めた。最も多くの情報単位

Q
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を引き出すことのできた課題は，テレビドラマの説明

であった。一方，談話の発話効率・情報効率を表す指

標の中には，有意差を認めなかったものもあった。

2)談話の量的側面を表す多くの指標において，被験

者の違いにより異なる傾向を認めた。施行した全ての

課題を通じて，被験者に特有の傾向が存在することが

示唆された。

3)量的分析結果の被験者によるぱらつきの度合いは，

課題間で異なっていた。

付記

本研究の一部は，文部省科学研究費一般研究 (C)

08837023の補助を受けて行ったものである O
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資料 1 テレビドラマのスクリプト

(朝、鈴木家の居間で)

鈴木パジャマ姿で出てくる)洋子、情薬ないか。

洋子:どうなさったの?

鈴木:胃が痛いんだ。

洋子:あら、やだ。

鈴木:この頃、忙しし、からなあ。体もだるい。疲れがたまっているからなあ。

洋子:会社、休みます?

鈴木:1.-、や、そうはし、かないよ。今日は大事な会議があるんだ。

洋子薬箱の中を探す)確か、入っているはずですけど・・・(薬を渡す)

鈴木:ありがとれ健は?

洋子:まあ、こんな時間・・。健 1

*本* *** 
(健の部屋で。健はベッドに寝ている)

洋子:健...、健、どうしたの?

健: お母さん、寒いよ。

洋子:やだっ.あなた!体温計!

牢** 事事事

(鈴木が健の部屋へ入ってくる)

鈴木:どうした?

洋子:すごい需品なの。

鈴木:えっ、燃がある?健の勲をはかる)

本*申

牢*牢
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Effects of task variability on discourse production in normal adults 
-A  quantitative study-

Rumi HONDA Hiroyo YOSHIHAT A and Toshiko W AT AMORI 

Department of Communication Disorders. Hiroshima Prefectural College of Health and Welfare 

Abstract 

This study examined the effects of task variability on normal adults' discourse production with regard to 

quantitative aspects. Seven different tasks were administered to 11 adult volunteers two types of picture 

description. cartoon description. recount of a short TV drama， generating a story using three specified words 

and two types of procedural tasks. The measures of quantitative analysis consisted of five indices that repres-

ent quantitative aspects of speech and information conveyed. such as time. total words. correct information units. 

etc.. and eight indices which represent efficacy of discourse that were computed from the five indices. The 

result revealed that ten indices out of 13 showed significant di百erencesamong the tasks. Furthermore. 12 indices 

showed significant individual differences among the subjects. In order to identify the most stable results. coeffici-

ents of variation were compared among the tasks. The TV drama task was identified as the most robust one 

among the seven tasks. Although the variety of tasks greatly influenced the quantitative aspects of discourse 

production. each subject maintained individual tendency across tasks. 

Key words discourse production. task. quantitative analysis 

唱

E
ム


