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日本語の「不同意」に関わる談話研究の変遷と提言日本語の「不同意」に関わる談話研究の変遷と提言

The Disagreement Phenomenon in Japanese Oral Discourse Analysis: The Disagreement Phenomenon in Japanese Oral Discourse Analysis: 
A Literature Review and Future Research DirectionsA Literature Review and Future Research Directions

　　　　

袁　姝袁　姝

This paper is a literature review on the disagreement phenomenon in Japanese oral discourse analysis. To clarify the 

trends, main findings and issues of previous studies, a search is done, and 84 papers published in 1983-2021 are extracted. 

Those papers can be divided into 4 categories, which are 1) linguistic theoretical studies related with universal features of 

disagreements, 2) empirical studies of Japanese native speakers’ disagreements, 3) contrastive studies of Japanese and oth-

er languages in disagreements, 4) studies of disagreements used by Japanese native speakers and learners in multicultural 

communications. 

The trends of previous studies showed that, in 1980s, some linguistic theoretical studies appeared, followed by empir-

ical studies. Then, as to empirical studies, Japanese linguistic studies and contrastive studies increased from 1990s to 2000s, 

but in 2010s they turned to decrease. In contrast, from 1990s more multicultural studies are included, and keep increasing 

up to now.

To review more details, in the section of theoretical studies, the view of disagreements in Conversation Analysis and 

Politeness Theory are mainly summarized. In the section of empirical studies, firstly, definitions and types of disagreements 

are categorized within a conceptual framework. Secondly, the findings of Japanese linguistic studies and contrastive stud-

ies are reviewed from the aspects of “patterns of discourse structure”, “strategies/linguistic forms” and “the contextual and 

social factors”. Thirdly, multicultural studies are divided into 4 categories as “second language acquisition studies”, “studies 

from the perspective of multicultural coexistence”, “studies which focus on the introspections of participants” and “studies 

which focus on collaborative learning”.

Finally, for future research, it is necessary to consider the following viewpoints: 1) to take a neutral attitude to under-

stand disagreements, instead of a priori negative point of view, 2) to take non-verbal acts and longer stretches of discourse 

into account, 3) to analyze disagreements from a perspective of “multicultural coexistence” and beyond the native-nonna-

tive dichotomy.

【キーワード】不同意、談話研究、文献レビュー、提言

Disagreement, Discourse Studies, Literature Review, Future Perspectives

1．はじめに1．はじめに11

日常生活において、我々は意見などが食い違うことに気づき、相手に納得できない気持ちを伝える

ことがある。このような現象は談話研究の分野で「不同意」「不一致」「対立」といった様々な用語で呼ば

れてきたが、本稿では、議論の便宜上「不同意」と通称する。

日本語の「不同意」研究の登場と発展は、1970年代半ばからの言語研究の動向によるところが大き

1　 本稿は、東京外国語大学主催の TUFS グローバルスタディーズ学会 第 1 回（創立）大会（2021.3.14）での口頭発表「日
本語の『不同意』に関わる談話研究の動向と課題」において、いただいたコメントを基に修正・加筆したものである。
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い2。その頃、言語研究の視点は「話し手」「聞き手」「伝達内容」に着目するようになり（野田ほか, 2002）、

文を超える談話の文法や、語用論、談話分析、会話分析などの枠組を用いて音声言語を考察する談話研

究も盛んになっている（糸井, 2003）3。「不同意」に関わる談話研究も同様に幅広い分野にわたり様々な

知見が蓄積されてきたが、これまでの成果を整理し、展望を述べたものは寡少である。そこで、本稿で

は、先行研究の変遷をたどり、「不同意」の捉え方・特徴・使用実態に関して、言語理論的研究と日本語研

究・対照研究・接触場面の研究といった実証研究を中心に概観し、今後の方向性について提言したい。

2．本稿の対象となる先行研究の範囲2．本稿の対象となる先行研究の範囲
本稿で検討する先行研究は主に言語理論的研究と実証研究に二分でき、後者は分析対象の属性に

よって更に日本語研究、日本語と他言語の対照研究と接触場面の研究に分けられる（表1）。

表 1　本稿の対象となる先行研究の分類
種類名 下位分類 内容

言語理論的研究 - 個別言語を越えた「不同意」の普遍的特徴に言及した理論研究と文献レビュー

実証研究

日本語研究 日本語母語場面の「不同意」を対象とした実証研究
対照研究 日本語と他言語の「不同意」を対象とした対照分析

接触場面の研究
非母語話者が参加する接触場面の「不同意」を対象とした実証研究（母語場
面と接触場面両方を扱う研究も含む）

先行研究の選定にあたっては、まずこれまで日本語の「不同意」を考察した博士論文（Jones, 1990;王, 

2013; 楊, 2014; 堀田, 2014など）を参考にし、検索用の用語リスト（表2）を作成した。表2に挙げた用語

をキーワードとして、国立情報学研究所、Google Scholar、ScienceDirect、国立国語研究所および国文学

研究資料館のリポジトリで検索し、ヒットした査読付きの談話研究を対象に入れた。また、入手した研

究の引用文献も確認し、表1の分類に該当するものを検討の範囲に加えた。最後に、言語を超えた「不同

意」の普遍的特徴を整理するために、語用論、談話分析、会話分析、ポライトネス理論、社会言語学におけ

る主な論著から、明確に「不同意」に言及したものを洗い出した。

表2　検索用の用語リスト
言語 用語リスト

日本語
「不同意」「不一致」「不賛成」「反対」「反対意見」「反発」「反論」「否定（的意見）」「対立（会話）」
「コンフリクト（トーク）」「ディスコーダンス」「不同調」

英語 「argument」「conflict (talk)」「disagreement」「discordance」「not in accord」

上 述 の 手 順 に 従 い、計84本 の 先 行 研 究 を 収 集 し、そ の 内 訳 は 表3に ま と め た。本 稿 で は、表3の

先 行 研 究 を 対 象 に し、ま ず 次 章 で は「 不 同 意 」談 話 研 究 の 変 遷 に つ い て 説 明 し、4-5章 で は、言 語

理 論 的 研 究 と 実 証 研 究 そ れ ぞ れ の 視 点 と 主 な 成 果 を 整 理 す る。最 後 に、6章 で は「 不 同 意 」談 話

研 究 の 全 体 像 を 捉 え た 上 で、先 行 研 究 の 改 善 点 を 指 摘 し、今 後 の 方 向 性 に 関 す る 提 言 を 行 う。 

2　 それ以前に、国語学の領域では否定表現の性格（宮地 , 1952）や、相手の態度に対する肯定・否定を表す応答詞（南 , 
1974）などの考察があるが、言語のラング面に焦点が当てられており、文脈に置かれた個々の発話からなる「不同意」
談話研究とは言い難いため、本稿では対象外とする。
3　 談話研究における「談話」という用語は音声言語・書記言語両方を指すことがあるが、本稿では狭義的に「音声言語」

（いわゆる「話し言葉」）に限定する。
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表3　発表形態別にみる本稿の対象となる研究の内訳
種類名 下位分類 時期 大学紀要 学会誌 論文集 学位論文 /著書 研究報告 合計

言語理論的研究 - 1983-2018 0 2 7 4 0 13

実証研究

日本語研究 1984-2021 14 10 6 2 0 32

71対照研究 1987-2019 11 3 1 2 1 18

接触場面の研究 2000-2020 6 2 3 6 4 21

合計 - 1983-2021 31 17 17 14 5 84

3．「不同意」談話研究の変遷3．「不同意」談話研究の変遷
本章では、表3に挙げた1983-2021年の「不同意」談話研究の変遷をたどる。

図1に示すように、年代別・種類別で先行研究の数の推移をみると、まず80年代は、個別言語を越えた

「不同意」の普遍的特徴に言及した言語理論的研究の確立が主流で、会話分析やポライトネス理論など

はこれにあたる（4章で詳述）。同時期に、これらの理論を検証するための実証研究が現れるようになっ

た。これらは、日本語の言語的特徴を掘り下げ、他言語との異同を探ることで「不同意」の本質に迫るも

のである。

90年代に入ると、非母語話者が参加する接触場面の研究も「不同意」談話研究に加わり、研究対象の

領域に広がりが見られる。そして、21世紀初めに実証研究に属する日本語研究と対照研究は最大値に

到達し、その後は減少傾向が見られる。一方、接触場面の研究は増え続け、2010年代には、顕著な増加

が見られている。また、同時期には言語理論的研究もやや増加している。これらは80年代の理論を批

判的に検討した上で、先行研究を俯瞰しており、これらの知見はグローバル社会の談話における「不同

意」の有り様の解明に示唆を与えている。 

図 1　年代別・種類別にみる「不同意」談話研究の変遷

4．言語理論的研究の概観4．言語理論的研究の概観
本稿の対象である「不同意」を含め、対立・葛藤・不一致・ディスコーダンスといった現象は、社会学・

言語学・言語人類学・社会言語学などの様々な視座から考察され、理論化されている。会話分析やポライ
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トネス理論などの観点では、談話構造、文脈、談話参加者の人間関係といった側面から「不同意」の捉え

方を提示している。紙幅の関係上、本稿では、歴史的変容といった巨視的次元に属する研究を扱わず、

「今・ここ」の談話を超えない「不同意」研究、つまり、具体的な場面で行なわれる談話を微視的に考察す

る研究のみに焦点を当てる。そのため、4.1節と4.2節はそれぞれ会話分析とポライトネス理論に関す

る言語理論的研究に絞り、個別言語を超えた「不同意」の普遍的特徴について紹介する。

4.1　会話分析の観点からみた「不同意」4.1　会話分析の観点からみた「不同意」

まず、「隣接ペア」の観点からみると、「不同意」は何らかの対象に対する反応であり、「先行発話」が

必要である。「隣接ペア」とは、「質問―返答」のような「2つの成分から構成される連鎖タイプ」である

（Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974=2010, 西阪和訳, p.53）。「不同意」は「隣接ペア」の「第2成分」に相当

し、「第1成分」に対する応答の一種と考えられる。

「評価―同意/不同意」のように、「隣接ペア」の「第2成分」は何種類か存在することもある。これらの

「第2成分」は同等ではなく、優先的に産出されるものとそうではないものがある。人間の動機づけと関

係なく、「優先的応答」は「遅れなし」に、「簡潔」かつ「直接的に」産出されるのに対して、「非優先的応答」

の産出は「遅れ」「前置き」「理由といった説明」「間接的で緩和されている拒否部分」が伴われる（Levin-

son, 1983=1990, 安井・奥田和訳, p.412）。この仕組みは「優先応答体系」と呼ばれ、「不同意」は、「非優先

的応答」と捉えられる場合が多い4。

さらに、「評価に対する不同意」とは、先行発話である「評価」と同じ対象に対してさらに評価する発

話で、Pomerantz（1984）で指摘された「第二評価」に属する。同論文によると、このような「第二評価」

としての「不同意」は、評価の対象に関して談話参加者各自が持つ経験・知識・認識の差異を反映すると

いう。早野（2018, p.206）は、「第二評価」を含む談話の流れで、談話参加者は意見だけでなく、「誰が、何

を、どのように、誰よりも知っているのか」という「認識の優位性」についても交渉を行い、そこに「認識

的主張」の間の齟齬を解消する志向性がみられるとしている。

4.2　ポライトネス理論の観点からみた「不同意」4.2　ポライトネス理論の観点からみた「不同意」

80年代のポライトネス理論では、「不同意」をネガティブに捉える傾向がみられる。例えば、Leech

（1983=1987, 池上・河上和訳, p.190-191）は、「自己と他者との意見の相違を最小限にせよ」「自己と他者

との合意を最大限にせよ」という「合意の原則」を挙げ、談話参加者が相手に部分的に同意し、異見を和

らげる現象の真因を解明している。また、Brown & Levinson（1987=2011, 田中監訳）では、「不同意の表

明」「否認または不賛成」（p.86）は、他者の「ポジティブ・フェイス」、すなわち「自分の欲求が少なくとも

何人かの他者にとって好ましいものであってほしいという欲求」（p.80）を脅かす行動（FTA）と見做され

る。「FTA」を補償するために「不一致を避けよ」というストラテジーがあり、「形だけの同意」「擬似同意」

「意見にヘッジをかける」といった方策はこれに属する（p.153-157）。ただし、「自己卑下」に対する「不同

意」など、「FTA」とされないものもある。

しかし、21世紀以降、「Discursive Approaches to Politeness」の登場に伴い、文脈に置かれた「不同意」の

複雑性、特にプラス効果にも関心が寄せられるようになった。Sifianou（2012, p.1555）は、「不同意」が

「多様な機能を持ち、談話を様々な方向に持っていく」ことができ、その使用は親密度と社会性の証と

もなり得ると論じている。Angouri & Locher（2012）は、「不同意」をアプリオリにネガティブな行為と

4　  一方、「優先的応答」とされる「不同意」もある。例えば、「非難」に対する「否認」「不同意」などが挙げられる
（Levinson, 1983=1990, 安井・奥田和訳 , p.415）。
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断言できず、コミュニティの中で形成された規範と、「不同意」の表明方法の影響も考慮すべきだとして

いる。また、場面と文脈も「不同意」の捉え方に影響を与え、例えば課題解決の場面では、「不同意」が目的

達成に向けての不可欠な一環と参加者は予想するため、「不同意」への許容度が高いように見受けられ

る（Angouri&Locher, 2012）。

このように、「不同意」の捉え方に関しては、時代の流れとともに「ネガティブ」から「中立」へと変容

がみられる。この捉え方は今後の実証研究にも敷衍し、検証されていくと考えられる。

5．「不同意」に関する実証研究の概観 5．「不同意」に関する実証研究の概観 
本章では、「不同意」に関わる実証研究を概観する。5.1節では、下位分類を問わず、実証研究の中であ

る程度共通している「不同意」の定義、分析対象の範囲と分類を整理する。5.2-5.4節ではそれぞれの下

位分類、つまり日本語研究、対照研究と接触場面の研究の視点と主な成果をまとめる。

5.1　実証研究でみられる「不同意」の定義と分類5.1　実証研究でみられる「不同意」の定義と分類

5.1.1　「不同意」の定義5.1.1　「不同意」の定義

「不同意」の記述・分析にあたって、先行研究では「argument」「conflict (talk)」「not in accord」「ディスコ

―ダンス」「コンフリクト」「対立（会話）」「不同意（表明）」「反対意見」「否定・反論」「不同調」「不一致」と

いった様々な用語が用いられている。用語の定義も研究によって異なるが、何らかの食い違いに対する

認識や反応に焦点を当てる点では共通性がみられる。一方、分析対象の範囲は多様性を持ち、談話の水

面下にある思考内容から談話を超える社会文化的実践まで、裾野が広いように見受けられる。紙幅の関

係により、すべての用語と定義を逐一記すことは割愛するが、本稿では、諸研究に記載された定義の内

容を基に、「不同意」談話研究の分析対象の範囲を大まかに4種類に分け、次頁の表4にまとめる。

以上のように、「不同意」談話研究は分析対象となる範囲の多様性が見出される。4章の冒頭で述べ

たように、本稿では、「今・ここ」を超えない談話における「不同意」の捉え方・特徴・使用実態を解明する

研究に焦点を当てる。つまり、表4に挙げた「社会文化的実践」を除外し、「談話のプロセス」「言語/非言語

行動」「談話の水面下にある思考内容」を分析対象とする「不同意」研究を中心的に概観する。

5.1.2　「不同意」の分類5.1.2　「不同意」の分類

日本語の「不同意」は、主に「対人関係」と「食い違いのタイプ」の観点から分類されている。

「対人関係」に関して、4節で述べた会話分析とポライトネス理論によると、「不同意」が「非優先的応

答」・「FTA」と捉えられることが多いが、そうではないこともあり、一義的に決定することは難しいこと

が分かる。木山（2005, p.255）はそれを踏まえ、「相手に対するプラス評価、または自己に対するマイナ

ス評価」に対する「不同意」を「儀礼的不同意」とし、それ以外は「実質的不同意」としている。

「不同意」の引き金となる「食い違いのタイプ」について、大津（2001, p.212）は①「あることがらにつ

いての真偽判断の違いから起こる『事実認識の不一致』」、②「あることがらについての個人的な評価の

違いから起こる『評価の不一致』、③「話し手が発話によって伝えようとした意味を聞き手が誤解した

場合に起こる『意図と解釈の不一致』」という3分類を提示している。それを踏まえて、王（2013, p.11）は

「実質的不同意」を「事実の不同意」と「意見や評価の不同意」に二分し、前者の場合には、参加者が情報

を正しく伝えることを優先し、後者に比べてより明示的なストラテジーを使用する傾向があると述べ

ている。

ただし、大津（2001）の分類は母語話者による雑談場面をベースにしたもので、接触場面や話し合い
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表 4　「不同意」談話研究の分析対象に用いられる用語の定義と範囲1

種類名 説明
該当する用語例とその定義（出典）（下線部・和訳は
筆者）

社会文化的実践

言語・非言語行為、および「今・ここ」
における出来事である談話を超え、言
語イデオロギーやアイデンティティの
形成、さらに現代社会の特徴も内包す
る現象。

「ディスコ―ダンス」：「言語コミュニケーションとそ
れにかかわる社会文化的、記号的空間において、一致
や調和、協調、和合、協和がない状態」（武黒 , 2018, p.7）

談話のプロセス

言語・非言語行為を越え、談話参加者
が対立を感じ、「不同意」を表明また
はあえて回避し、対立を対応すると
いった談話の流れ。「不同意」を表明
する者だけでなく、談話参加者全員に
注目する。

「Conflict talk」：“Firstly,  in a narrow sense, conflict 
is defined as a speech activity in which two parties 
attempt to maintain their own positions by means 
of opposition（中略）. Secondly, and more broadly, 
conflict talk can be viewed as a process of opposition 
which includes not only the manifestation of opposi-
tion, but the whole process of inducement, initiation, 
development, and management of opposition. ”（Hon-
da, 2002, p.574）

（「狭義的には、参加者双方が反対を通じて自分の立場
を守る言語活動であり、広義的には対立のプロセス、
つまり反対の誘導、表明、展開と対応までの全過程を
指す」）

言語 / 非言語行動

談話の一部をなすもので、発話者が納
得できない気持ちを伝えるために使用
する言語行動または非言語行動。「不
同意」を表明する者のみに注目する。

「ある会話参加者が他者のある事実情報に対する認識、 
ある物事に対する意見や評価と異なる意識、意見や評
価を持つときに行う不賛成や非難、反論、否定の意味
や含意を持つ言語行為および非言語行為（笑い、沈黙
など）」（王 , 2013, p.8）

談話の水面下にあ
る思考内容

言語 / 非言語行動に表面化されるかに
関わらず、参加者の間に思考内容の食
い違い。

「会話の相手の先行発話に提示されたある事実情報の
真偽についての認識や、ある物事に対する評価、感想
などにおける会話参加者間の考えのくいちがい」（楊 , 
2014, p.19）

5　 この分類は、先行研究に明記された定義（表 4 の下線部）を基に筆者が作成したもので、必ずしも研究者本人の意
識と一致しているとは限らない。
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場面など、他の場面・状況において使用された「不同意」もこの3分類に括られるかは検討の余地があ

る。また、会話分析では「修復」や「第二評価」など、食い違いのタイプを規定した現象が体系的に考察さ

れているが、「不同意」研究の場合、各種類の「不同意」に関する比較分析や、ある特定の種類の「不同意」

を深く掘り下げた研究は少数しかない。

5.2　日本語研究の視点と成果 5.2　日本語研究の視点と成果 

日本語のみを扱う実証研究においては、主に「不同意」の談話構造、ストラテジーと言語形式、そして

「不同意」の使用に影響する要因という3点に注目し、考察を行っている。

5.2.1　「不同意」の談話構造5.2.1　「不同意」の談話構造

「不同意」の談話構造を考察する研究では、「不同意」の発話者だけでなく、談話に「不同意」が出た際

に他の参加者がどう対応し、合意形成のためにどのように互いに折り合いをつけるかというプロセス

も研究の領域に含まれる。

職 場 の 談 話 を 対 象 と す る「不 同 意」研 究 と し て 杉 本（2002）と 大 和（2009）が あ る。杉 本（2002）は 会

社、工場といった11種類の職場における自然談話を分析した結果、「不同意」に続く談話構造として「否

定・反論―質問―応答」「否定・反論―反論―納得」「反論―反論―確認」「反論―反論―反論」の4つのパ

ターンを提示している。その中で、特に複数回の反論からなるパターンが珍しく、「正面きっての議論」

（p.433）への回避傾向が見られたという。大和（2009）は5名の日本語母語話者である教師による教材作

成の話し合いを基に、会話分析の観点から「意見の歩み寄りに至るまでの過程」を考察した結果、「意見

の不一致が表面化するシークエンス」「自分の意見の主張と説得のシークエンス」「意見調整を試みる

シークエンス」という意見交渉のプロセスが明らかになった（p.61）。また、各段階において参加者の「立

ち位置」、すなわち賛成や反対などの「参加者の立場と会話参加者間の関係」（p.60）が変化する様相も

みられた。これらの研究は、ある程度一般性のある談話構造のパターンを提示しているが、「不同意」に

よって示された問題が解決に至ったかについて十分説明しているとは言い難い。

それに対して、雑談場面の談話において、高井（2009）は同性友人同士の雑談に出た「不同意」の後の

談話構造を考察している。その結果、「不同意」によって示された問題が解決に至った場合、発話者は「聞

き返しによる修正要求」や「根拠を述べないで否定する」手段を用い、相手に反論や説明の余地を残す傾

向が見られた（p.175）。一方、相手の主張と真逆な主張で「不同意」し、後続の談話で「対立の内容が移行

していったことで最初に提示された問題の解決につながらなかった」状況もある（p.172）。

5.2.2　「不同意」のストラテジーと言語形式5.2.2　「不同意」のストラテジーと言語形式

ストラテジーや言語形式に注目している研究では、「不同意」の発話者がどのように相手に配慮しつ

つ「不同意」を伝えるかに焦点を当てている。Jones（1990）は、会話分析の立場から、「テレビ討論、家族

談話、オフィスでの同僚間の談話」（p.310, 筆者和訳）という3種類のデータを分析している。その結果、

参加者が明らかに目下の状況を対立と捉えた場合、「同調+不同意」「自己卑下+不同意」「不同意+説明」

「不同意+謝罪」「権威者の意見の引用」「露骨な不同意」「妥協」「折衷案」などのストラテジーを使用する

傾向が見出された（p.56, 筆者和訳）。それに対して、自分が対立に置かれることを認めたくない、または

直接に対立を対応したくない場合、参加者は言語行動として「対立に言及しない」や「スピーチスタイル

の転換」などのストラテジーを使用し、非言語行動として「リズムの変化」「頻繁な笑い」といった多様な

ストラテジーを用いているという（p.90, 筆者和訳）。
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また、真剣な対立だけでなく、「遊びとしての対立」の場合のストラテジーも考察されている。大津

（2004）は女性親友同士の日常雑談を分析した結果、参加者は大げさに驚きなどの感情を演じること

や、故意に強烈な対立表明をするといったストラテジーで「遊びとしての対立」を開始し、遊びの合図を

伝え合うことで楽しむ様相が観察されたという。

「不同意」の言語形式・標識に関する研究として、Mori（1999）、Noda（2004）と大塚（2005）が挙げ

られる。Mori（1999）は日本語母語話者の日常雑談でみられる「不同意」に注目し、ターンの構築と連

鎖の展開における「だから」「だって」「でも」「から」「けど」の語用的意味を考察している。Noda（2004）

は学術ディベートにおける関係維持のストラテジーを考察した結果、「不同意」における「のだ文」の使

用は、発話者が批判しているという認識を改め、状況の厳しさを和らげる効果や、相手に対する「否定的

描写を個人的意見に」（p.123）し、批判の強度を弱める効果が見られたという。

また、大塚（2005）は日本人大学生による課題解決場面の談話を分析し、分析対象となった151例の

「不同意」の表明の仕方を考察した。その結果、「ターンの始めに生じるマーカー」として「でも」「という

か、というより」「だって」「いや、や、いやー」「違う、ではなく」「えええ？、ええ？、え？など」「否定的な

評価」「躊躇」があり（p.83-87）、「ターンの中で生じるマーカー」として「受け入れ+不同意」「繰り返し+否

定」「疑問表現」があることが明らかになった（p.87-88）。また、「特にマーカーがないもの」として「先行

話者の発話とは逆の視点の発話」「発話内容から相手の発話に同意しているのではないがわかるもの」

が挙げられる（p.89）。

5.2.3　「不同意」の使用に影響する要因5.2.3　「不同意」の使用に影響する要因

「不同意」の使用に影響する要因を中心的に考察した研究は、性差・親疎関係・場面や状況など、「不同

意」の使い分けに影響を及ぼす社会的・場面的要因を解明している。

性差の影響を解明するため、張（2017）は、日本人同性友人同士の雑談と韓国人のそれにおいて、「不

同意/否定的評価」がみられた「冗談」と「対立」という2種類の談話構造を分析している5。その結果、女性

同士に比べ、男性同士のほうが「不同意/否定的評価」を多用することが分かった。また、対立が生じる

と、女性同士はそれを「トラブル源」と捉え、一致点を探すことで対立を解決しようとするのに対し、男

性同士は、対立を解決しないまま談話を展開させることも見出された。一方、「冗談」の談話構造では、女

性は一方的に相手をからかうのに対し、男性は互いに言い争うことが明らかになった。このような相違

には、親密な関係の作り方が性別によって相違するという要因があるという。

また、親疎関係の影響に関して、木山（2005）は20代女性学生である親友同士と初対面同士の雑談か

ら「先行発話―不同意―反応」の連鎖を抽出し、その頻度にt検定をかけて分析している。その結果、親疎

関係に関わらず同程度の「不同意」が現れたが、「相手に対するプラス評価、または自己に対するマイナ

ス評価」に対する「儀礼的不同意」（p.255）の場合、初対面同士の比率が親友同士より有意に高いことが

明らかになった。一方、「儀礼的不同意」を除いた「実質的不同意」の比率について、友人同士は初対面同

士より高く、有意差が認められている。

6　 張（2017）では、「本稿では、ジェンダー差の観点から、（中略）男性同士と女性同士の相互行為に見られる類似
点と相違点を明らかにすることを目的とする」（p.103）、「日韓差についてはあらためて分析を加えることにし、まず、
本稿では、使用頻度と相互行為に見られるジェンダー差に焦点を当て（後略）」（p.107）といった論述があるため、同
論文を対照研究ではなく、「不同意」の影響要因を考察する日本語研究と捉える。
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5.3　対照研究の視点と成果 5.3　対照研究の視点と成果 

「不同意」に関する日本語と他言語の対照研究は、主に日英・日中・日韓・日タイという4種類がある。

日本語研究と同様に、談話構造・ストラテジーと言語形式・影響要因という3つの視点からの考察がみ

られるが、対照研究の場合はストラテジーの使用頻度における量的研究や、「不同意」に伴う配慮の伝え

方の比較分析が主流で、談話構造に着目したものは極めて少ない。

日英対照研究では、英語話者に比べると、日本語話者は意見表明より衝突回避を重視し、「不同意」を

表明する際に事実論拠に基づいて「不同意」を暗示する傾向があることが分かる。例えば、Watanabe

（2004）はアメリカ人と日本人それぞれのグループ討論を分析した結果、アメリカ人は異なる観点の発

表を重視するのに対し、日本人はリーダーの設置、パネル形式での意見表明といった進め方で衝突を回

避し、「自分の意見を支持する論点も支持しない論点も両方含めて一回につき一つ以上の論拠を述べ

る」（p.93）というストラテジーで対立を緩和すると指摘している。また、白井（2009）では、親しい間柄

にある女性同士の課題解決場面の談話を分析した結果、日本語話者は参加者間の共有した事実に基づ

き、事実叙述や質問を行って「不同意」を暗に示すのに対し、英語話者は共有事実についてお互いの考え

を述べたり、相手の考えの妥当性を問ったりして「不同意」することが明らかになった。

日中対照研究では、日本語話者は中国語話者より共感を重視し、「不同意」を非明示的に表明する傾

向がみられる。王（2013）はフォーマルな相談場面・インフォーマルな相談場面・買い物場面・食事場面

などを基に、上下関係・親疎関係・家族関係・友人関係といった状況における談話完成テスト（DCT）・自

然談話・コーパスのデータを集め、日本語話者と中国語話者の使用した「不同意」方略を比較分析して

いる。分析方法について、「不同意」に特化した単位方略を明示度によって「否定型」「指摘型」「発言要求

型」「共感期待型」「回避型」に分類した上で、それぞれの場面・状況において、日本語話者の各種類の単位

方略の使用率と中国語話者のそれにカイ二乗検定をかけ、使用率の差が有意に認められるかを考察し

ている。その結果、全体として「多くの場面では日本語母語話者より中国語母語話者のほうが不同意を

表明しやす」く、「明示的な言い方で不同意を表明する傾向」もあるという結論に至った（p.255）。特に、

親しい同位の相手に対しても、日本語話者が中国語話者のようにストレートに言わず、暗示したり共感

を要求したりすることが対照的である。

日韓対照研究に関しては、両言語とも対人配慮を重視するが、ストラテジーの使用について日本語

の ほ う が 明 確 な パ タ ー ン が 見 ら れ る こ と が 分 か っ た。李（2001）は 日 本 人 大 学 生 と 韓 国 人 大 学 生 に、

DCTと類似する実験インタビューを行っている。インタビューでは、上下関係（先輩､同級生､後輩）に親

疎関係をクロスさせた6人の実在した聞き手を想定した上で、「不同意」の組み立て方を考察している。

その結果、日本語では「談話支持ストラテジー表現→理由節→提案節」というパターンがみられたが、韓

国語では「不同意」がより柔軟に行われているという。また、李（2003）は「場の改まり度」の変数を加え

て「不同意」の言語行動を考察したところ、フォーマルな場面かカジュアルな場面かによって、韓国人大

学生の使用実態が明らかに相違していることを解明した。それに対し、日本人大学生の使用実態では顕

著な差がみられず、両方とも聞き手に配慮する姿勢がうかがえたという。

日タイ対照研究では、配慮の伝え方に関して日本語とタイ語の間にある相違点が明らかになった。

ワンウィサー（2010）は意味公式で「不同意」を類型化し、22歳-55歳の日本人・タイ人社会人の「目上

に対する反対意見」の伝え方をDCTの手法で考察している。その結果、日本語話者は「相手の提案の短

所」や「好ましくない結果の陳述」に言及することが少なく、また、一方的に自分の提案を出さずに相手

の気持ちを配慮するという点でタイ語話者とは対照的であると述べている。さらに、両言語話者の配慮

の示し方も異なり、日本語話者が「好意的な反応」「間を持たせる表現」を使用するのに対し、タイ語母語
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話者が「呼びかけ」を配慮として用いているように見受けられるという。

このように、4言語との対照研究を通して、日本語話者が相手との共感を重視し、明示的かつ主観性

の高い「不同意」ストラテジーの使用を避ける傾向が明らかになった。ただし、対照研究の多くはスト

ラテジーの使用頻度を量的に分析するため、実際の場面・文脈を如実に反映しているとは言い難い。ま

た、DCT手法の限界点として、協力者の回答が実際の言語使用から乖離する可能性があるため、他のア

プローチからの検証も不可欠だと考えられる。

5.4　接触場面の研究の視点と成果5.4　接触場面の研究の視点と成果

異 文 化 交 流 に お け る「 不 同 意 」を 扱 う 接 触 場 面 の 研 究 は、主 に「 言 語 習 得 」「 言 語 的 共 生 化 」（ 岡 崎, 

1994）「談話参加者の意識」「教室での協働学習」という4つの観点から行われている。その中でも、言語

習得に関する考察は主流である。その他3つの観点からの研究は萌芽的な状態で、今後、発展すること

が見込まれる。

5.4.1　言語習得に関する「不同意」研究5.4.1　言語習得に関する「不同意」研究

言語習得に関する研究は、第二言語習得論・中間言語語用論に依拠し、日本語研究と対照研究で観察

された「不同意」の諸特徴を手がかりにして、学習者の習得状況や母語転移の可能性を解明している。分

析の視点に関して、「不同意」のストラテジーや言語形式に注目する研究は多数ある一方、談話構造を考

察するものは極めて少ない。

例えば、堀田（2014）は日本語母語場面・中国語母語場面、そして中国人上級学習者と日本語母語話者

による日本語の接触場面の1対1話し合いを基に、談話参加者の「不同意」における①ストラテジーの連

鎖、②ヘッジの使用、③学習者の認知プロセス（発話時の思考言語、留意点、語用論的知識）を考察してい

る。ストラテジーの連鎖とヘッジの使用について、母語話者の使用頻度と学習者のそれに対してカイ二

乗検定を行った結果、「先行発話―不同意―受諾・発展・転換」のような、話し手の「不同意」が1発話文の

みで遂行される「単独型の不同意」の場合、ヘッジの使用について学習者の逸脱が多かったという。ま

た、不同意にさらに不同意するような、話し手と聞き手の相互交渉が続く「複合型の不同意」の場合、母

語話者に比べて、学習者の使用実態において「明確化要求」の先行、「理由提示」の過剰使用や、ヘッジの

過少使用などの特徴が観察された。堀田（2014）はこれらの点を「語用論的規範からの逸脱」と捉え、そ

の背景に目標言語である日本語の「不同意」の難しさと母語転移の影響があると論じている。

5.4.2　言語的共生化に関する「不同意」研究5.4.2　言語的共生化に関する「不同意」研究

前述のように、接触場面の研究では、学習者の使用実態を母語話者と比較分析し、両者の間にある相

違点をすべて「逸脱」と捉え、修正すべきだと指摘する論考が多い。それに対して、接触場面の参加者を

「共生日本語」の学び手と捉え、母語・非母語という固定属性に関係せず、参加者が対等に交流し、その

場で「共生日本語」を形成するという考え方もある（岡崎, 2002）。例えば、平野（2006）は「共生日本語」の

観点から、日本語教育実習生である母語話者と非母語話者の「反対意見表明」の通時的な変化を分析し

ている。その結果、初期の段階では、母語話者と非母語話者がそれぞれ「共感期待型」と「否定型」を多用

し、意見の歩み寄りというより見解の留保に留まっているように見受けられたが、時間の流れととも

に、両者とも「指摘型」を多用するようになったという。このように、接触場面の談話において「言語的共

生化」という変容が見られ、参加者が見解を十分に検討し合えるという「対等な共生関係」が生まれた傾

向も見出されている。
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5.4.3　談話参加者の意識に関する「不同意」研究5.4.3　談話参加者の意識に関する「不同意」研究

異なる社会的・文化的背景を持つ参加者が談話を行う際に、言語能力の不足や社会文化的知識の相

違があるため、参加者がいつも順調に相互理解を構築できるとは限らない。そのことから、接触場面の

談話参加者の意識を把握し、談話面と意識面を繋いで「不同意」を考察する研究が増加している。

楊（2011）は、「不同意」の聞き手の意識に注目し、日中接触場面の1対1雑談において、非母語話者の

「不同意」に対して母語話者の受け取り方を考察している。その結果、明示的な「不同意」発話の半数以

上が留意されなかった一方、婉曲的な「不同意」発話の半数以上が留意され、そのうちの3割が否定的に

評価されたという。つまり、「明示的言い方をすると失礼になる」「婉曲的言い方であれば配慮」とは言え

ず、接触場面における「不同意」の規範をさらに掘り下げる必要がある。

「不同意」の話し手の意識を探る研究として楊（2014）がある。同論文は接触場面の言語管理理論に依

り、上下関係が潜在化・顕在化している場合における、日中接触場面の中国人参加者の言語生成・管理プ

ロセスを考察している。①実験室での雑談と事後インタビュー、②自然談話と事後インタビュー、③参

加者の日常生活での経験をできる限り聞き出す「インターアクション・インタビュー」で得られたデー

タを分析した結果、中国人参加者は日本人参加者の先行発話から食い違いを感じた際に、「不同意」を含

む「不一致応答」の適切性を検討していた。この結果から、「不一致応答」を生成・管理するというプロセ

スが明らかになった。そのような言語生成・管理プロセスの背景には、「不同意」を表明するか回避する

か、表明するならどう伝えたらよいかの判断基準がある。その判断基準の裏にはさらに多様な要因が絡

み合っている。例えば、「実情」「中国人参加者と日本人参加者のフェイス」「常識」「日中両国の言語的規

範、社会文化的規範」などが挙げられる。

また、話し手の意図と聞き手の解釈のずれに関して、金（2015）は日中接触場面の物事を決める1対1

話し合いとフォローアップ・インタビューを考察している。「不同意」と伴う配慮に関して、発話者の意

識と行動および相手の理解について分析した結果、「表現形式」と「表現内容」における多様な配慮の伝

え方が見出されたが、発話者の配慮が相手に伝わらず、話し手の意図と聞き手の解釈にずれが生じたこ

ともあったという。例えば、非母語話者の「理由や根拠を伝える」方略が母語話者である相手に「意見の

押し付け」と感じられたことがある。また、非母語話者が母語話者の「やってみてもいいけどね」（p.41）

という発話を字面通りに受け取ってしまい、母語話者が暗示的に表した「やりたくない」という気持ち

が読み取れないこともあったという。

5.4.4　教室での協働学習に関する「不同意」研究5.4.4　教室での協働学習に関する「不同意」研究

教室での協働学習に関する「不同意」研究は、主に日本語教育の現場での実践を考察し、学習者の談

話における「不同意」の使用と意識に言及したものである。母語話者の言語使用を手本とせず、参加者が

共同で相互理解を構築する過程に主眼を置くという点で5.4.1の習得研究と異なっている。

胡（2018）は上級/超級の学習者が受講するピア・リーディング授業内の話し合いを基に、学習者の合

意形成に至るプロセス、個々の発話機能の役割および司会者の役割を解明している。その中で、「否定」

が出ると、「譲歩」「提案」など多様な発話機能が現れ、新しいアイデアが検討されるが、議論も長くなる

ように見受けられた。つまり、「否定」は議論の効率を低下させる危険性がある一方、議論の深化とより

よい案の創出にもつながった。したがって、「議論の活性化を確保するために、異なる意見に対して『否

定』する勇気を持ち、建設的な『否定』の意見により『議論展開』に力を貢献すること」（p.113）も重要であ

ると胡（2018）は論じている。

また、中井（2020）は話し合いの分析・評価活動を学部生の授業に導入し、受講した日本人と留学生の
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学びを考察している。受講生自身が話し合いを経験し、それについて振り返りをする際に、「反対意見が

ないと視野が狭くなることがある」とワークシートに記述し、全体討論の際にもこのように発言した留

学生がいたという。その後、複数名の日本人学生と留学生がこの意見を新たな視点として留意し、「すぐ

に同意してしまって内容が薄かった」「議論を深めるためには反対意見が必要だ」とワークシートに追

加記入したことが観察された（p.84-85）。同論文は「不同意」の言語的特徴を解明したわけではないが、

留学生が母語話者の「不同意」規範意識の変容を促す可能性を確実に示し、母語という固定属性による

力関係に囚われず、互いに学びを深めている様相を明らかにしている。

6．考察と提言6．考察と提言
3-5章では、日本語の「不同意」に関わる談話研究の変遷をたどり、言語理論的研究における「不同意」

の普遍的特徴と実証研究の視点と成果を概観した。本章では先行研究の全体像をまとめ、改善点を指摘

した上で、今後の発展に向けての提言を行う。

6.1　先行研究のまとめと考察6.1　先行研究のまとめと考察

まず、文単位を超える談話研究が盛んになることで、「不同意」に関わる研究は20世紀80年代前半か

ら始まった。20世紀後半、言語のラング的側面だけではなく、パロール的側面にも着目するという言

語観の変容により、人々が共同で作り上げる談話を分析対象とする語用論、会話分析といった言語理論

的研究が普及するようになった。その中で、会話分析とポライトネス理論では、「隣接ペア」の「非優先的

応答」であることと、「FTA」となる場合が多いことといった「不同意」の特徴が提示されている。ただし、

これらの研究は、言語の抽象化・規範化された普遍的特徴を抽出するのが目的で、「不同意」が置かれた

場面・状況・談話の流れを十分に掘り下げているとはいえない。そのため、「不同意」をアプリオリにネガ

ティブに捉えるという傾向もみられる。2010年代以降の新しい理論研究ではこの観点が批判され、「不

同意」のプラス効果も視野に入れる観点が提唱されるようになった。

言語理論的研究を検証するため、実証研究に属する日本語研究と対照研究は80年代半ばに登場し、

21世紀始めまでは増加傾向となる。日本語研究は、主に「不同意」の談話構造、ストラテジーと言語形

式、そして「不同意」の使用に影響する要因という3つの側面から「不同意」の使用実態を探っている。た

だし、多くの日本語研究は「不同意」に伴う配慮の伝え方を中心に考察しており、文脈から離れて「不同

意」がネガティブな行為だと断言する傾向がある。その背景には、前述した80年代の言語理論的研究の

影響があると考えられる。

言語間の対照研究は主にストラテジーと影響要因に注目し、「不同意」について日本語と英語・中国

語・韓国語・タイ語の共通点と相違点を考察している。その結果、他の言語話者より、日本語話者は相手

との共感を重視し、主観的かつ好ましくないことへの言及を避けて非明示的に「不同意」を行う傾向が

明らかになった。対照研究が持つ「ストラテジー重視」の視点は、「方略能力」を含む「コミュニケーショ

ン能力」（Canale & Swain, 1980）を代表とする80年代の言語能力観の影響を受けている可能性が高く、

その成果も言語教育に重要な示唆を与えている。ただし、談話構造の面で、各言語の話者がどのように

談話を織り上げるかについて研究を深める余地がある。

最後に、21世紀以降、日本語研究と対照研究は減少傾向に変わったものの、「不同意」に関する接触

場面の研究は右肩上がりで、現在も増え続けている。接触場面の研究では、第二言語習得論・中間言語語

用論の観点から、場面的・社会的要因を統制した上で、各種類のストラテジー・言語形式について母語

話者と学習者の使用頻度を比較し、学習者の習得状況について問題点と解決策を取り上げる研究が主
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流である。しかし、この観点は母語話者の日本語使用を規範とするため、母語話者内部の異質性を見逃

し、学習者に日本語・日本文化への同化を求める危険性があることは否めない。

一方、少数ではあるが、文化の多様性を尊重し、母語話者と非母語話者が互いに折り合いをつける

「共生日本語」の理念に依拠する接触場面の研究がみられる。また、談話参加者による相互理解の共同

構築の過程に着目し、談話の水面下にある「不同意」の場面における話し手と聞き手の意識を探る研究

もあれば、教室での協働学習でみられる「不同意」の機能の解明や、受講生による「不同意」の捉え方の変

容に関する研究もある。これらの研究の登場は、佐々木（2006）の指摘した、「教育→支援→共生」という

日本語教育観の変遷による影響を受け、伝統的な観念に新しい観念が加えて、多様な教育観が共存する

という状況を浮き彫りにしている。

このように、「不同意」談話研究は80年代前半から現在にかけて様々な領域において研究がなされ、

分析の視点も手法も多様性を見せ、談話における「不同意」のメカニズムの多角的解明に貢献してい

る。ただし、改善点として①「ネガティブな捉え方」、②「発話/ターン単位のストラテジーに集約する分

析対象の範囲」、③「共生日本語に依る研究の不足」が見出された。

6.2　今後に向けての提言6.2　今後に向けての提言

上述の3つの改善点に対して、本節では今後の研究の方向性を展望し、3点提言を行いたい。

第1に、「不同意」の捉え方に関して、アプリオリに「不同意」をネガティブに捉えず、中立の視点から

研究を行うことを提言する。4章で述べたように、21世紀以降、「不同意」は親密度と社会性の証でも

あり、様々な機能を持つことが新しい言語理論的研究で指摘された。しかし、これまでの日本語の実証

研究ではこの観点に関する検証がまだ少ない。特に接触場面の研究において、胡（2018）と中井（2020）

以外、「不同意」のプラス効果への言及がほぼされていない。

この点について、高宮（2012）が述べたように、「日本人は協調性があり、対立しない」というステレ

オタイプを持つと、「『適切な言い方』とは何かの判断の誤りにも繋がり、コミュニケーションを行う際

に弊害となる恐れがあるであろう。また、このようなステレオタイプは、日本語非母語話者に、日本語

のコミュニケーションのストラテジーを教える際にも影響があるだろう」という懸念点が挙げられる

（p.97）。したがって、相手のフェイスを侵害せずに「不同意」を伝えることは重要であるものの、いかな

る場合でも回避すべきというわけではない。今後は、場面・文脈をより重視し、「不同意」のプラス効果に

も着目した研究が望まれる。

第2に、研究の視点に関して、「不同意」の分析対象の範囲をさらに広げることを提言する。例えば、対

照研究と接触場面研究では発話/ターン単位を超える単位で「不同意」を考察することや、非言語行為を

含むマルチモーダルの視点から「不同意」を考察することが挙げられる。

Sifianou（2012, p.1561）では、より長い談話のまとまり（longer stretches of discourse）を考察する視点

の導入が既に自明の理であると述べられている。しかし、対照研究と接触場面の研究では、発話/ターン

単位のストラテジーのみに注目する研究が主流である。Jones（1990）の指摘したように、発話/ターン

を超える「不同意」は頻繁に見かけられるため、談話の「段落」など、発話より大きな単位を対照研究と接

触場面の研究に取り入れる必要があるのではないだろうか。また、「不同意」は対人関係に支障をもたら

す危険性があるため、それを非明示的に伝えることが多く、言語行動だけでは「不同意」と認識できない

場合もある。この際、相手の真意を理解するには非言語行動が重要な手がかりとなる。したがって、マル

チモーダルの視点から「不同意」を網羅的に分析することが求められる。

第3に、接触場面の研究の領域において、母語・非母語の固定属性に囚われず、談話参加者が折り合い
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をつけながら形成した「共生日本語」の「不同意」の特徴を解明する研究を提言する。前述のように、佐々

木（2006）によると、学習者を多文化共生社会の成員と捉え、自立学習・協働学習を発展させる「共生」と

いう日本語教育の新しい理念がある。岡崎（2002）によると、「共生日本語」は「双方の文化に気づき、受

けいれ、新たな文化の枠組みを自分に合った形で創造していくという『内容』の実現を担う言語である

｣。つまり、常に母語話者のことを優位的に考えるのではなく、両者とも「共生日本語の学び手」と捉え、

相互理解を構築する過程に着目する必要がある。文化の多様性を尊重するために、今後とも、「共生日本

語」の重要性が高まると予想できる。この観点から、「不同意」の使用と対応、およびその背景にある談話

参加者の規範意識を扱う研究が求められていくと考える。

7．おわりに7．おわりに
本稿では、日本語の「不同意」に関わる談話研究を対象にし、80年代前半から現在までの変遷をた

どった。また、研究の全体像を把握するために、言語的理論研究を概観して「不同意」の普遍的特徴を提

示し、日本語研究・対照研究・接触場面の研究からなる実証研究の視点と主な成果を整理した。最後に、

先行研究の改善点を踏まえて、今後の方向性に関して①文脈を考慮して「不同意」を中立的に捉えるこ

と、②「不同意」の分析対象の範囲を拡張し、「談話レベル」「マルチモーダルレベル」の考察も含めるよう

にすること、③「共生日本語」に依る接触場面の研究を増やすことという3点提言を行った。今後の課題

として、本稿では検討できなかった英語・中国語の「不同意」談話研究を射程に入れて、通言語的な考察

を行い、「不同意」のメカニズムを解明していきたい。

袁　姝（えん しゅ） YUAN, Shu

東京外国語大学大学院　博士後期課程
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