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接触場面における日本語母語話者と非母語話者の話題に関する意識について

―インタビュー調査に基づいて―

A Research of What Native and Non-native Speakers of Japanese Care

Concerning Topics in Conversations in Contact Situations

-An Interview-based Study-

SHIMAHARA Koichi

嶋原　耕一

This study aimed to illustrate what Japanese native speakers and non-native speakers care 

concerning topics in conversations of contact situations. With the number of non-native speakers 

increasing in Japan some researchers have claimed that not only non-native speakers but also native 

speakers should learn how to speak in contact situations. However it is often the case that both 

native speakers and non-native speakers do not know what to speak and the communications do not 

start. For their learning, what native speakers and non-native speakers care about topics and what 

factors could influence what they care need to be clarified. For the purpose, this study conducted 

semi-structured interviews with eight native speakers and eight non-native speakers. All the data 

was transcribed and analyzed qualitatively. As a result, it was revealed that both speakers care 

about topic-selecting and topic-developing in many ways. Moreover, the experience of interacting 

with each other and the experience of Japanese language classes (Japanese language teaching 

classes for native speakers) were found to be factors which could influence what they care.

Abstract

接触場面における日本語母語話者と非母語話者の話題に関する意識について
―インタビュー調査に基づいて―
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1．はじめに

　日本国内の少子高齢化や企業のグローバル化等を背
景に、在留外国人は今後も増え続けるだろう。それに
伴って、日本語を母語とする者（以下、母語話者）と
しない者（以下、非母語話者）がコミュニケーション
を取る機会も、増えていくと考えられる。非母語話者
の出身地は多様であり、彼らが背負う文化も多様であ
ることから、日本は着実に多文化共生への道を歩み始
めているといえよう。総務省が設置した多文化共生推
進に関する研究会は、その報告書（2006）で多文化共
生を「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的
ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、
地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定義
している（p. 6）。すなわち、互いに対する無関心や文
化摩擦の恐れからコミュニケーションの機会を持た
ず、ただ母語話者と非母語話者が同じ地域に住んでい
るだけでは、共生とはいえない。多文化共生社会を形
成するためには、母語話者と非母語話者が積極的にコ
ミュニケーションを取り、その関係を模索していくこ
とが必要である。
　日本語教育の分野では共生を実現するために、非母
語話者だけでなく母語話者も学習者として位置づける
研究が増えてきている。例えば徳永（2009）は、母語
話者の学びについて以下のように述べている。

　（非母語話者との会話で使用する日本語が）母語
話者同士で使用する日本語とは異なることを認識
し、対話相手の対等なコミュニケーション参加を保
障する意識を持つためには、母語話者側にその学習
が必要であろう。 （徳永 2009,　p. 121）

　母語話者の学びについて実証的な研究もあり、母語
話者が非母語話者との会話や作業を通してどのような
点に気付き、どのような学びを得るのか報告されてい
る（増井 2005、筒井 2008など）。
　しかし、そもそもコミュニケーションが始まらない
こともある。著者は母語話者と非母語話者の両者から、

「話したい気持ちはあるけど、何を話せばいいのか分
からない。」という声を聞いたことがある。会話中の
話題については、三牧（1999）がそれを「会話の中で
導入、展開された内容的に結束性を有する事柄の集合
体を認定し、その発話の集合体に共通した概念」（p. 

50）と定義し、母語話者同士の会話（以下、母語場面）
を分析している。その結果、大学生同士の初対面会話
で「どのような話題が適しているか、あるいは避ける
べきか」についての規範意識が共有されていることを
明らかにしている（p. 50）1。また話題選択に関する規
範意識の、言語による違いを明らかにしている対照研
究も多い（熊谷・石井 2005など）。母語話者と非母語
話者の会話（以下、接触場面）では、この規範意識が
共有されていないがために、「何を話せばいいのか分
からない」という悩みが出てくるのだと考えられる。
非母語話者が初対面会話で感じる困難の一つが話題選
択であることは、田所（2013）も明らかにしている。
　また話題に関する問題は、その選択だけではない。
楊（2011）は非母語話者である自身の経験を踏まえて、
以下のように記している。

　著者が中国の大学で日本人留学生と話をしていた
とき、話の途中で日本人留学生に「話を変えてもい
いですか」と聞かれ、ひどく慌てたことがある。「そ
れまでの話がつまらなかったのだろうか？」「これ
から、何か重要なことでも言い出すのだろうか？」
などと様々な推測をしたためだ。しかし、話が進ん
でも、一向に特別な話は始まらない。つまり、彼女
は何か特別な話題を始めようとしたわけではなかっ
たのだ。このような日本語母語話者の話題開始の仕
方に対して、当時の私は、ある種の違和感を抱いた。
また中国人学生から、「日本人は話題を出すことに
消極的だから話をしていて疲れる」といった感想も
よく聞く。それが理由で、交流を止めてしまう人さ
えいる。 （楊 2011,  p. 185-186）

　上の記述から、接触場面では話題の選択だけでなく、
その展開や転換も問題となりうることが分かる。母語
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場面及び接触場面を対象とし、話題の選択及び展開、
転換に注目する研究は多い。しかし母語話者と非母語
話者がどのように話題についての学びを進めていくの
かについては、ほとんど注目されてこなかったといえ
る。両者が共生に向けて学びを進めると考えるならば、
話題についてどのように学びが進むのか、明らかにす
る必要があるだろう。それを明らかにするためには、
当然実際の会話を分析しなければならない。しかし先
行研究による知見が少ない現状では、どのような会話
を分析すればその学びの過程を見ることができるのか
が不明である。そこで本研究では、会話分析に先立つ
探索的な予備調査として、インタビュー調査を実施す
ることとした。インタビュー調査で協力者にこれまで
の経験を語ってもらい、接触場面で話題に関してどの
ような意識を持っているのか、そしてその意識に影響
を与えうる要因は何か、探索的に明らかにすることを
目的とする。そうすることで、会話分析でどのような
データを収集すれば学びの過程が見えるのか、またど
のような点に注目して分析を進めればいいのかの参考
としたい。

2．先行研究

　話題選択に注目した代表的な研究としては、先に記
した三牧（1999）が挙げられる。三牧（1999）は日本
人大学生の初対面会話を分析対象とし、初対面会話に
おける話題選択についての規範意識が話者によって共
有されていることを明らかにしている。そして対象と
した 38組の会話で極めて共通性が高かった話題とし
て、「大学生活」「所属」「居住」「共通点」「出身」「専
門」「進路」「受験」の八つを挙げている。また熊谷・
石井（2005）や蔡（2011）は、初対面会話における話
題選択が言語によりどのように違うのか、明らかにし
ている。
　以下では本研究と同じく接触場面の話題に注目する
先行研究を、話題選択に関するもの、話題展開に関す
るもの、話題転換に関するものの順に見ていく。まず
接触場面における話題選択に関する、話者の意識を分

析対象としている研究としては、加藤（2006）と村
上（2009）が挙げられる。加藤（2006）はタイ語母語
話者が参加する接触場面の会話分析及びフォローアッ
プ・インタビューの分析を通し、母語話者と非母語話
者が話題に関して、母語場面とは異なる規範意識を
持っていることを主張している。扱ったのが 3会話の
みであるため一般化はできないが、規範間の関係がヒ
エラルキーの形で図示されており、示唆に富んでいる
といえる。明らかになった規範は「ポライトネス表明
に関わる規範」と「コミュニケーション達成に関わる
規範」に分類されている。前者の例としては「初対面
の女性に年齢を聞くな」や「会話相手と自分を同カテ
ゴリー化せよ」が、後者の例としては「会話内容が非
母語話者にとって難しいと予測されたら 100%正確な
ことを言わなくてもいい」などが提示された（p. 14）。
村上（2009）は、日本語レベルが初級の非母語話者と
家庭訪問先の母語話者との会話を分析対象とし、母語
話者の言語管理という観点から話題選択を分析してい
る。結果母語話者の調整行動として、「留学生参加者
が会話に参加できる話題を選択する」「（既出話題に）
関連した話題を出す」「共有できる話題を選択する」
という三つを提示している。さらに一つ目の「留学生
参加者が会話に参加できる話題を選択する」について
は、当該母語話者が接触場面でのインターアクション
に慣れていることを根拠に、母語話者の「接触場面経
験に因るところが大きい」と論じている (p. 113-114)。
話題に関する母語話者の変化に言及する研究は、管見
の限りこの村上（2009）のみであるため、本研究でも
参考としたい。話題選択に関しては、他にもジャロン
ウィットカジョーン・加藤（2010）が接触場面におけ
る話題選択と話者のカテゴリー化に注目している。観
察されたカテゴリー化には「学生同士」のような共通
カテゴリーと、「タイ人―日本人」のような対立カテ
ゴリーがあった。分析の結果、共通カテゴリーからの
話題選択は「タイ人―日本人という二項対立的な構図
を緩和させ、お互いの距離の縮小をより早めようとす
る」こと、対立カテゴリーからの話題選択は「お互い
の相違点に関心を示しあい、会話を盛り上げ」ること

接触場面における日本語母語話者と非母語話者の話題に関する意識について
―インタビュー調査に基づいて―
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が示された（p. 24-25）。ただ対立カテゴリーについて
は、観察された「食べ物」という話題が「宗教や戦争
などのように相手が不快に思う可能性が少ない」と述
べられており（p. 23）、選択される話題によっては否
定的に評価されうることが示唆されている。
　続いて話題展開についての代表的な研究として
は、母語場面の初対面会話を対象とした宇佐美・嶺
田（1995）が挙げられる。宇佐美・嶺田（1995）によ
り提示された初対面会話における話題展開のパターン
「質問―応答型」と「相互話題導入型」の分類は、そ
れ以降の研究でも用いられている。また母語話者が質
問して非母語話者が応答するという「質問―応答型」
は、Long（1981）によってフォリナートークの一特
徴としても挙げられている。先述の加藤（2006）と村
上（2009）にも、母語話者が質問して非母語話者が応
答するというパターンが見られる。それに関して加
藤（2006）は、母語話者が「非母語話者の日本語能力
が低い場合は母語話者から話題を出せ」という規範意
識を持っていると主張しており、「言語的リソースを
多く持っている母語話者が、会話をリードすることに
よって、非母語話者の負担を軽減しようというもの」
と説明している（p. 12）。
　最後に話題転換に注目している研究としては、
Nakai（2002）や楊（2005）が挙げられる。楊（2005）
は「協同的転換」「一方的転換」「無表示転換」「突発
的転換」という四つの話題転換のパターンを挙げ、接
触場面の初対面会話を分析している。それらの研究で
は、話題転換の言語表現の形式に母語話者と非母語話
者とで差異があることや、非母語話者の問題点が指摘
されている。しかしいずれの研究も、話者の意識につ
いては言及されていない。それは話題転換が、話者に
よって明確な意識とともに行われているとは考えにく
いからだろう。
　ここまで話題の選択、展開、転換についての主要な
研究を概観した。いずれも参考になる研究であるが、
母語話者及び非母語話者の意識の変化に言及している
ものは、管見の限り村上（2009）のみである。本研究
ではその意識を探ると同時に、意識の変化に影響を及

ぼす要因を、インタビュー調査により探ることとする。

3．研究方法

　本研究では接触場面での経験についての語りを母語
話者と非母語話者から引き出すために、半構造化イン
タビューを実施する。インタビューの質問項目には、
英語母語話者と英語非母語話者の関係性について分析
している Yeh（2004）を参考とし、以下のような項目
を用いる。

・これまで話したことのある母語話者／非母語話者
で印象に残っている人はいますか。どうして印象
に残りましたか。
・どのような母語話者／非母語話者と、気楽に日本
語を話しますか。どうしてですか。
・母語話者／非母語話者と話していて、居心地悪く
感じたことはありますか。

　上記のように、本研究では接触場面における経験に
ついての包括的な語りを引き出すために、質問項目を
話題に限定しなかった。それは話題が会話中の他の
様々な要素と密接に関わっていると考えられ、話題と
いう一要素に焦点を絞っては十全な語りが得られない
と考えたためである。
　協力者のサンプリングについては、母語話者と非母
語話者でそれぞれ最初の一人を決め、母語話者には次
の母語話者を、非母語話者には次の非母語話者を紹介
してもらった。そして紹介してもらう際には、自分
よりも接触場面の経験が多い者を紹介してもらった。
そのような雪だるま式サンプリングを用いることで、
様々な経験を持つ人と出会い、様々な語りを聞くこと
ができたと考えている。結果として母語話者と非母語
話者 8名ずつから、協力を得ることができた。次頁の
表 1に母語話者のインタビュー協力者 8名、表 2に非
母語話者のインタビュー協力者 8名のプロフィールを
記す。なお身分については、母語話者及び非母語話者
の全協力者が、都内の大学または大学院の学生である。

嶋原　耕一
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学生のみとなったのは条件統制をしたからではなく、
一人目の協力者を学生としたところ、次の協力者とし
て学生を紹介されることが多かったためである。社会
人の母語話者にも何度か接触したが、時間の都合が付
かず、インタビューは実現しなかった。名前は全て仮
名である。
　インタビューは全て、2014年 5月から 7月に著者
が各協力者と二者間で実施した。1回のインタビュー
は約 1時間であり、各協力者とのラポール形成のため
に、一人につき 2回ずつインタビューを実施した。イ
ンタビューの前には全協力者に調査実施に関する同意
書を確認してもらい、署名をもらった。その上で全イ
ンタビューを ICレコーダーで録音した。そうして収
集したインタビューの音声データを文字化し、声の調
子などの副言語的情報と、著者が各インタビューの最
中に見た非言語的情報を追記して、質的分析のための

資料とした。
　上記のように作成した分析資料の全発話文を、「何
について話しているのか」に注目しオープンコーディ
ングした。その上で類似コードをカテゴリー化し、「話
題」カテゴリーを作成した。本研究では「話題」カテ
ゴリーに含まれた発話文において、どのような意識が
語られたのかを、実際の語りとともに見ていくことと
する。

4．結果と考察

　分析の結果、母語話者及び非母語話者の話題に関す
る様々な意識が明らかになった。以下では母語話者と
非母語話者それぞれについて、話題選択についての意
識と話題展開についての意識を、順に見ていくことと
する。なお話題転換についての意識については、イン

接触場面における日本語母語話者と非母語話者の話題に関する意識について
―インタビュー調査に基づいて―

表 1. 母語話者インタビュー協力者のプロフィール

名　前 性　別 年　齢 身　分 非母語話者と関わる主な経験

岩　田 女性 21 学部 3年 １年オーストラリア留学・サークル活動
板　井 女性 22 学部 3年 1ヶ月アメリカ留学・サークル活動
鈴　原 女性 22 修士 1年 日本語教育専攻
佐々木 女性 22 修士 1年 日本語教育専攻
加　持 男性 25 修士 2年 地域の国際交流団体・日本語教育専攻
河　本 男性 22 学部 2年 学部授業で留学生と交流
斉　加 女性 22 修士 1年 日本語教育専攻
市　丸 女性 27 修士 2年 １年アメリカ留学・留学生寮でのチューター経験

表 2. 非母語話者インタビュー協力者のプロフィール

名　前 性　別 年　齢 身　分 国　籍 日本滞在歴（累計）2

イワン 男性 33 研究生 インドネシア 4年 2ヶ月
ブディ 男性 26 研究生 インドネシア 2年 4ヶ月
リハン 男性 25 修士 1年 シンガポール 6年 3ヶ月
レイレイ 女性 23 研究生 中　国 4ヶ月
エンテイ 女性 27 修士 1年 中　国 1年 4ヶ月
リ　ン 女性 24 修士 2年 中　国 1年 10ヶ月
ア　ナ 女性 25 研究生 スペイン 1年 4ヶ月
アイデン 男性 25 交換留学生 トルコ 10ヶ月
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タビューで語られなかった。これはやはり先述のよう
に、話者によって明確な意識とともに行われるもので
はないためだと考えられよう。

　4.1　母語話者の意識
　　4.1.1　話題選択について

　結果として、以下 6つの話題選択に関する意識を、
母語話者から聞くことができた。

①非母語話者が理解し会話に参加できるよう、その
日本語レベルを考慮して話題を選択する

②相手が話したい話題や自信を持って話せる話題を
探す

③話題を通した対立カテゴリーの強調を避ける
④「その人の国のこととか知りたいから」国の情勢
に関する話題を選択する

⑤上級の非母語話者には自らの自己開示につながる
話題を選択する

⑥冗談として相手が「○○人」であることを強調し、
会話を積極的に盛り上げる

　上記の意識を本稿では、利益の受け手という観点か
ら分類することとする。そうすると①②③は相手利益
のための意識であり、④⑤は自己利益のための意識、
⑥は相互利益のための意識となる。以下順に見ていく。
　まず相手利益のための意識として最も多く聞かれた
のは、村上（2009）による「留学生参加者が会話に参
加できる話題を選択する」と同様の、「非母語話者が
理解し会話に参加できるよう、その日本語レベルを考
慮して話題を選択する」という意識である。特に具体
的だった 3名の語りを、以下に引用する。鈴原と佐々
木は、日本語教育を専攻する大学院生である。

語り 1　岩田
　初級の人であれば、多いのは「何をした？」って
いう、「今日何した」「週末何した」っていうような
話題が多いですね。簡単に聞けるし、必ず何かし

らしてるから、答えもあって。中級ぐらいになる
と、私はその人の国のこととか知りたいから、もう
ちょっと突っ込んで、何かその時の、例えば今ウク
ライナの人とかいると「実際ウクライナとロシアっ
てどうなの」とかそういうことも聞いたり。あとは
本人がこれから先何をやりたいかとか。上級になる
ともう何でも話すので日本人とほんと変わらないで
すね。

語り 2　鈴原
　初級だったら、こっちも制限するじゃないですか。
話題とか。で話しかけるんだったら、絶対知ってる
文型とか絶対知ってる語彙で話しかけるから、向こ
うも心的負担が少ないというか。ちゃんと返しては
くれるんですよね。ただ話は広がらないですけど。
中級の人だったら、まず学校について、授業につい
てっていうのを聞いて行って、でまあ、普段家で何
をしているとかから、趣味の話題を広げていったり
とか。上級の人とは、そうですね。これからのこと
について。将来どうするかみたいな。結構切実なも
のが彼らにはあるので。上級の人には（語彙と文型
について）何も考えずに話します。

語り 3　佐々木
　初級だったら、こっちからまずはすごい基本的な
質問とか、簡単な話題から入って。文型も簡単で済
みそうな話題というか。それで、割と簡単に答えら
れそうな質問で引き出そうとか。

　語り中の「初級／中級／上級」というレベルはあく
までも個人の相対的な目安であるため、それらがどの
程度のレベルを指しているかは明確でない。しかし上
の語りから、非母語話者の日本語レベルに応じて話題
を選ぶという母語話者の意識は、明らかである。さら
に日本語教育を専攻する鈴原と佐々木は、語彙と文型
を話題と結びつけて語っている。そして語りからは、
その二人が相手の日本語レベルを判断し、理解可能で
あろう語彙と文型を推測し、それらを用いて話すこと
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のできる話題を選択するというプロセスを推察するこ
とができる。語彙と文型の調整意識については、佐々
木から「日本語教育系の授業を受けたからできるよう
になった」、日本語教育専攻ではない板井から「最初
はできなかったけど非母語話者との会話に慣れてから
できるようになった」という旨の語りが聞かれた。し
たがって、これらの日本語教育系の授業経験及び非母
語話者との接触経験が、間接的にではあるが話題選択
意識にも、影響を及ぼしている可能性があるといえよ
う。前者の非母語話者との接触経験は、村上（2009）
でも言及されている要因である。
　また語り 1と語り 2からは、具体的な話題は簡単で
あり、抽象的な話題は難しいという考えが窺える。話
題の抽象性については口頭能力の評価基準の一つにな
ることも多く、二人の考えはその基準とも一致してい
るといえる3。
　続いて聞かれた相手利益のための意識は、「相手が
話したい話題や自信を持って話せる話題を探す」とい
う意識である。以下に母語話者 2名の語りを引用する。

語り 4　市丸
　その子の、特に国のことですね、国のこと、性格
のことについて、一つ一つ聞いていく。その子に私
たちは興味があるんだよっていうことを示す。国の
ことを話すのが多いですね。で、すごくそのとき新
鮮だったのが、日本人と違って、すごいみんな愛国
心に溢れてるんですよね。自分の国が好きで自分の
家族が好きで、で日本はその貢献するために来てる
んだっていう子が多かったので、やっぱりそこを聞
いてあげるっていうことはすごく効果的だったと思
います。

語り 5　岩田
　あとはその人が、何かそれこそ自信があるものが
あれば、それを見つけられたらいいなっていうのは
あります。それがスポーツなのか学問なのか、それ
かもっと別な趣味みたいなことでも、「これは私結
構できる」みたいなのが一個あったら、そこからま

ずは話題を広げます。

　上の語りから、非母語話者が自信を持って話せる話
題、話したい話題、興味がある話題を探すという意識
が見て取れる。そのような話題の重要性は、第二言語
教育において Willing to Communicate（以下、WTC）
という概念を使って指摘されている。MacIntyre他
（1998）によるとWTCとは、「言語を用いて、特定の
場で特定の人との会話に参加しようと思う意思」であ
る（p. 547）4。話題とWTCの関係について Kang（2005）
は、興味を持つ話題に参加するとき、非母語話者の
WTCが高まることを明らかにしている。教室場面や
診療場面、接客場面などの、話者が何らかの役割や責
務を負う制度的場面（institutional settings）と異なり、
基本的にコミュニケーションの発生及び持続が話者に
任されている日常的な雑談場面においては、特に
WTCが重要になるといえよう。WTCがなければ、そ
もそもコミュニケーションが生じなかったり、持続し
なかったりすることが考えられるからである。した
がって上記のような母語話者の意識は、非母語話者の
WTCを高めるため、さらにはコミュニケーションの
継続そのものにとって、有益であると考えられる。
　相手利益のための意識としてはもう一つ、「話題を
通した対立カテゴリーの強調を避ける」という意識を
聞くことができた。以下に佐々木と河本の語りを引用
する。

語り 6　佐々木
　お互いに対する印象は、例えば「韓国人ってさ
あ、」とかいう話はやはり日本人としかしないです
し、やっぱりそれはお互い避けてたのかなとは思う
んですけど。

語り 7　河本
　彼も「自分は日本人だ」とか言ってるぐらいで、
日本のことも好きだし特別扱いとかされるのも好き
じゃない感じで「外国人扱いしないで」って感じだっ
たので。

接触場面における日本語母語話者と非母語話者の話題に関する意識について
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　先行研究として挙げたジャロンウィットカジョー
ン・加藤（2010）は、対立カテゴリーからの話題を、
会話を盛り上げるものとして肯定的に捉えていた。し
かし対立カテゴリーの強調について、接触場面を批判
的談話分析の枠組みから分析している Ohri（2005）は、
「母語話者と非母語話者の間に境界線を引いてしまう」
ことで、「『共生』の達成を困難にする」と注意を促し
ている（p. 142）。対立カテゴリーから選択される話題
にもよるが、上の佐々木と河本はその強調を避けるこ
とで、相手が不快に感じたり居心地悪く感じたりする
危険性を回避していると考えられる。以上が母語話者
の話題選択に関する意識の内、相手利益のための意識
についてである。
　続く自己利益のための意識についての語りは、相手
利益のための意識についての語りと比べると、少な
かった。語られた意識の一つは、先に提示した岩田に
よる語り 1の、「『その人の国のこととか知りたいから』
国の情勢に関する話題を選択する」というものである。
自分にとって未知のことを知るために、それについて
詳しい相手との会話でそれを話題とすることは、母語
場面でも日常的に起こることである。接触場面におけ
る意識として特別に語られることが少なかったのも、
そのためだと考えられよう。他に自己利益の話題選択
意識としては、以下のような「上級の非母語話者には
自らの自己開示につながる話題を選択する」という意
識が聞かれた。

語り 8　鈴原
鈴原：中級の人たちに「鈴原さん将来何をします

か？」と聞かれても、「あ、日本語教師にな
ります」で終わっちゃうんですよね。上級の
人たちには、まあちょっとその不安と言うか、
「でもね」って始められるんですよね。

著者：それは語彙とか文型が原因ですか？
鈴原：どうなんでしょう。何でなんだろう。確かに

言われてみれば、なんで何だろう。簡単な日
本語で話せない内容なんですかね、それ。何
なんだろう。

語り 9　河本
　日本語レベルの低い学生さんだと、話題とかも結
構限られてきますし、キャラを崩さないというか。
レベルの低い学生に対しては。真面目なイメージな
んですけど。。。実はそんなに真面目ではないという
か。今すごく仲がいい上級の留学生とは、僕も素が
出せるというかいう気がしますけど、やっぱりレベ
ルが低い学生にはあまり出せないです。

　上記のように鈴原も河本も、上級の非母語話者に対
しては自己開示することができると語っていた。鈴原
はその理由を説明できなかったが、河本はその理由と
して「デスマス使っている時点で素は出せない」と、
丁寧体（デスマス体・敬体）使用を挙げていた。丁寧
体と普通体（ダ体・常体）という文末スピーチレベル
については、母語話者 8名全員からその意識が語られ
た。特に初級の非母語話者に対しては、分かりやすさ
のために丁寧体を用いるという母語話者が多かった。
文末スピーチレベルは話者間の心的距離を表す重要な
指標である。丁寧体を用いながら自己開示できないの
は、自己開示するには十分に距離が縮まっていないと、
話者が感じているからだと考えられよう。以上が母語
話者によって語られた自己利益のための話題選択意識
である。
　続いて相互利益のための意識としては、「冗談とし
て相手が「○○人」であることを強調し、会話を積極
的に盛り上げる」という意識が聞かれた。これは先に
見た対立カテゴリーの強調回避とは相反する意識であ
る。以下に加持と岩田の語りを引用する。

語り 10　加持
　むしろ、「やっぱり韓国人の日本語可愛いよね」
とか、「ひとちゅふたちゅ（ひとつふたつ）」って本
人に言っちゃうみたいな。

語り 11　岩田
　全然あの、タブーとかを平気で笑い飛ばすので、
それこそその言葉だけ取ったら人種差別っぽかった
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りとか、洒落にしちゃいけないお国情勢とか。シリ
アから来てるやつにその、小包が届いて「あ、爆弾
だ爆弾だ」とか。そういうのとかも平気でまあ、み
んなそれを冗談として受け入れられる仲なので。

　上記は親しい友人同士の会話における冗談であり、
だからこそ成立する冗談だといえよう。つまり親しい
友人だからこそ、それが冗談であると理解できるとい
える。会話に現れる「遊び」としての対立を分析して
いる大津（2004）も、「冗談で荒っぽいことばを言う
とき、会話相手にもそれが冗談であると解釈してもら
わなければならない」と述べている（p. 48）。そうで
なければこれらの発言は、相手に不快感を与えるだけ
のものになってしまう。上記の語りから、親しい友人
間という限定された関係においては、対立カテゴリー
の強調が会話を盛り上げるための冗談として機能する
可能性が示唆された。ただし本研究は会話分析ではな
いため、それらの発話が実際に冗談として機能してい
るのかどうかが確認できたわけではない。その実証に
ついては、会話分析を待ちたい。
　以上が母語話者から聞かれた話題選択に関する、六
つの意識についてである。話題選択における先行研究
では、対照研究で言語間の違いを明らかにするものや、
接触場面におけるその困難に注目するものが多かった
といえる。そのため母語話者の相手利益のための意識
については、村上（2009）などでも明らかにされてい
た。しかし、今回インタビューという方法により非母
語話者との経験を幅広く聞いたことで、母語話者の自
己利益のための意識も、聞くことができた。先に述べ
たように日常的な雑談場面では、話者のWTCがコミュ
ニケーション生起及び持続の重要な要素となる。そし
てここで見られた母語話者の自己利益及び相互利益の
ための意識は、母語話者のWTCに大きく影響すると
考えられよう。そして母語話者と非母語話者が積極的
にコミュニケーションを取る多文化共生社会の実現の
ためには、非母語話者のWTCだけでなく、母語話者
のWTCにも注目していく必要があるだろう。
　次に母語話者から聞かれた、話題展開についての意

識を見ていくこととする。

　　4.1.2　話題展開について

　母語話者からは、以下 2つの話題展開に関わる意識
が聞かれた。

①初中級の非母語話者に対し積極的に質問する
②質問されて答えるだけではなく、できれば質問を
返してほしい

　①については、先行研究でも「質問―応答型」の話
題展開と関連して指摘されていた。特に「初中級の非
母語話者に対し」ということが強調されていてことか
ら、母語話者が会話を管理するという意識に派生する
ものと考えられよう。以下に佐々木の語りを引用する。

語り 12 5　佐々木
　上級超級だったら、割と自分が受け身がちだった
り、まあ自然というか。何もしないんですけど。初
級だったら、こっちからまずはすごい基本的な質問
とか、簡単な話題から入って。文型も簡単で済みそ
うな話題というか。それで、割と簡単に答えられそ
うな質問で引き出そうとか。

　ここに窺われる日本語レベルと「質問―応答型」の
関係は、加藤（2006）による「非母語話者の日本語能
力が低い場合は母語話者から話題を出せ」という規範
意識とも一致する。他の母語話者についても、話題展
開に関する意識は初中級の非母語話者に対する意識と
して語られた。
　話題展開に関わる二つ目の意識は、「質問―応答型」
で話題を展開させるという意識を語る際に、非母語話
者の会話への参加について聞かれたものである。以下
は板井の語りである。

語り 13　板井
　私が聞いても質問が返ってこないとか、「あなた
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は？」みたいなのがないと話が進まないから、そう
いう人とはコミュニケーションが取りにくいです。

　上の語りから、「質問されて答えるだけではなく、
できれば質問を返してほしい」という期待が読み取れ
る。以上が母語話者から聞かれた話題展開についての
意識についてである。①は主体的な意識であり、②は
相手に対する期待意識といえる。またこれらの意識に
ついては、特に非母語話者との接触経験や日本語教育
の経験による変化は見られず、接触経験が浅い時期に
ついての語りからも広く聞くことができた。
　ここまで見たように、本研究では話題選択と話題展
開について、母語話者から多くの語りを聞くことがで
きた。しかし本研究で対象としたのが、非母語話者と
の接触経験が多い学生だったことには留意しなければ
ならない。同じ接触経験でも、例えば仕事の一環で非
母語話者と多く接する者もいるだろう。そのような母
語話者と、本研究で対象としたような自発的に非母語
話者と接してきた母語話者の意識は、異なるかもしれ
ない。したがってここまでの結果が、接触経験の多い
母語話者学生から聞かれた意識であり、母語話者全体
に一般化できるものではないということを、述べてお
くこととする。

　4.2　非母語話者の意識

　続いて非母語話者の話題に関する意識について、母
語話者と同様に、話題選択の意識と話題展開の意識を、
順に見ていくこととする。非母語話者についてはその
選択に関する意識はあまり聞くことができず、展開に
関する意識が多かった。なお母語話者の語りに出てき
た「初級／中級／上級」という用語は、先述の通り各
話者の相対的な目安である。以下非母語話者の意識に
ついても、それぞれの語りにおける非母語話者の日本
語レベルに言及する際、「初級／中級／上級」という
用語を用いる。そしてその目安としては、非母語話者
が合格した日本語能力試験のレベルを参考とすること
とする6。その意識の変化を見るためにも、語られて

いる当時の日本語レベルに言及しながら分析すること
は、有効と考えられよう。

　　4.2.1　話題選択について

　以下の 3つが、非母語話者から聞かれた話題選択に
関する 3つの意識である。

①失礼な話題は避ける
②自分が興味のある話題を選択する
③面白い話題を選択する

　利益の受け手という観点から分類すると、①は相手
利益のための意識、②は自己利益のための意識、③は
相互利益のための意識と考えられる。まず下の語り
14が、①の意識についてである。

語り 14　レイレイ
　今思うと多分、何か、あまり失礼みたいな質問は
避けていたかな。

　上記はレイレイが留学前の学部 2年生時に、日本人
留学生と学生寮でルームシェアしたときについてであ
る。レイレイはこの半年後に日本語能力試験で旧 1級
を取得しているため、この時期のレイレイの日本語は
中級後半から上級辺りだったと推測できる。それまで
は話したことのある母語話者が日本語教師のみであ
り、母語話者との接触経験は多くなかった。しかし留
学後の現在では、そのような意識を強く持つことはな
くなったということである。それは留学後に母語話者
と多く話した経験により、初対面会話における話題の
規範意識を学んだ結果だと考えられよう。またパクは
日本語で話す際の「丁寧さ」について、母国の大学で
母語話者の日本語教師から注意を受けることが多く、
特に来日初期は「丁寧に話すことが非常に重要である」
という意識を強く持っていたということを語ってくれ
た。「丁寧さ」に関する意識は文末スピーチレベルや
語彙との関連で、8名全ての非母語話者から語られた。

嶋原　耕一
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そのような「丁寧さ」を重視した教育も、上記のよう
なレイレイの話題選択に関する意識に影響していた可
能性が考えられよう。
　続く自己利益のための意識としては、来日後に仲を
深めた母語話者との会話について、リンから以下のよ
うな語りが聞かれた。

語り 15　リン
リン：まあ田口さんの前では、結構話したいことを

話せるような。結構、まあ二人とも深い話を
できました。

著者：深い話っていうのは、政治的にとか社会的に
ですか？

リン：政治的なことでもいいし、社会的なことでも
いいし。まああの、「ここのデザートがおい
しい」とかいう話もいいんですけれども、ま
あそればっかじゃなくて、ちゃんと話せる人
が好きっていう。

　上記のように「深い話」が好きであるため、リンは
田口さんとの会話でそのような話題を導入することが
多かったということである。他の人との会話で同じこ
とをしても、なかなかその話題に興味を示す人はいな
かったということであるが、田口さんとは興味が共通
していたと語っていた。そしてそのように興味が共通
していたからこそ、田口さんとは仲を深めることがで
きたという。リンは来日前に中国の大学で、中国人日
本語学習者と日本人留学生が参加する「日本語コー
ナー」という集まりに毎週参加していた。学生同士の
交流と日本語会話の練習を目的とした集まりであり、
毎週様々な日本人留学生と話す機会があったという。
以下がそこでの話題に関するリンの語りである。

語り 16　リン
リン：日本語コーナーは会話のテーマがあんまり変

わんなくて。つまらないっていうか。新しい
人がどんどん来るから、また頭から始めて。

著者：どんなことを話しましたか？

リン：すごく普通の会話でした。そんなに印象に
残っていなくて。

著者：リンさんから質問することは？
リン：うーん、まあ簡単なのはありました。あの、「同

じことがありますか？」みたいな感じ。
著者：でも向こうからのほうが多かったですか？
リン：はい、そうですね。話すことができるレベル

というのも関わっているので。

　日本語レベルが低い非母語話者に対して、母語話者
が話題を限定することは、先に見たとおりである。し
かし上の語りからは、そうして限定された話題にリン
が慣れてしまい、コミュニケーションの価値を見出せ
なくなっていること、つまりWTCが低くなっている
ことが分かる。ただ興味を持っている「深い話」につ
いては、まだ「話すことができるレベル」でなかった
ため、話題にできなかったということである。ここに、
日本語レベルが十分でないために、本当に話したい話
題を話すことができないという、リンの過去のジレン
マが窺える。
　最後に相互利益の意識としては、母語話者と同様に
会話を盛り上げるための意識が聞かれた。以下がアイ
デンによる意識の語りである。

語り 17　アイデン
　なるべく楽しい会話をします。日本人ちょっと恥
ずかしがり屋だから、もっと早く仲良くできるよう
に。特に日本では今、時間がないから。

　1年間の留学生活を送っているアイデンは、上記の
ように会話が楽しくなるように意識していると語って
いた。具体的に何をしているか聞いたところ、「面白
い話題を出したり」という回答が得られた。以上が少
数ではあるが、非母語話者から聞かれた話題選択に関
する意識である。またその意識に影響を与える要因と
しては、母語話者との接触経験と日本語授業の経験が
示唆された。
　母語話者の結果と同様に、先行研究で注目されるこ

接触場面における日本語母語話者と非母語話者の話題に関する意識について
―インタビュー調査に基づいて―
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との少なかった自己利益及び相互利益のための意識を
聞くことができた。口頭能力が十分にあるにも関わら
ず、適切な話題や話したい話題が見つからずにコミュ
ニケーションを諦めてしまう非母語話者がいるのであ
れば、上で聞かれた自己利益及び相互利益の意識を十
分に探る必要があるといえよう。

　　4.2.2　話題展開について

　続いて話題展開に関する意識としては、母語話者か
らの積極的な質問に対する以下のような意識のみが聞
かれた。

　①相手に積極的に質問してほしい

　このような肯定的な語りは、多くの非母語話者から
聞くことができた。以下に語りを引用する。

語り 18　リハン
リハン：ホストファミリー、そうですね。まあ自分

のこととかだったり、シンガポールのこと
とか、色々好奇心が強かったので色々聞い
てくれてて。それで、そうですね。

著　者：聞いてくれると話しやすいですか？
リハン：そうですね、やっぱり。そうですね。話題

を振ってくれるという意味で。

語り 19　イワン
著　者：そのたくさん質問してくるのは、嬉しかっ

たですか
イワン：そうですね、最初のころは何について話せ

ばいいか分からなかったので、やはりこう
質問してもらって答えるというのが一番
楽、楽というかやりやすかったですね。

　上の語りは両者とも、日本語能力試験旧 1級は取得
しているものの、母語話者と話した経験はそれほど多
くなかった時期についてである。これらの語りから、

そのような時期の母語話者からの積極的な質問が、話
題を展開する上で有効であることが分かる。ただ日本
滞在期間が長くなり、母語話者と話す経験を重ねるに
つれ、上の二人は自分からも話題を展開できるように
なったと語っていた。
　またイワンは多人数会話で自身が話題に入れなかっ
た経験を、以下のように語ってくれた。

語り 20　イワン
　日本語があまりこう、コミュニケーションの取り
方とか話題があまり分からなかったときは、会話に
入れないということもたくさんあって。飲み会とか
で一人になってしまったり、その、あのー話されて
いる話題に入れなくて一人になってしまったり。自
分が非母語話者ですから、やはり自分が持っている
情報と母語話者が持っている情報に量の違いがある
から、そうなってしまうと思うんですけれども。ま
あそれはしょうがないですね。たまに「いれてくれ
ないんだ」という気持ちもあるんですけど、多分日
本人から見ると、やはり入れるということも難しい
んじゃないかと思ったりして。

　イワンはインタビューの中で、上記のように母語話
者に対する配慮を見せつつ、「一回でいいから質問し
てチャンスを与えてほしい」と語っていた。今回母語
話者からは、ほとんど多人数会話における話題展開に
ついての意識は聞くことができなかった。多人数会話
と二者間会話では発話権の取り方も大きく異なり、多
人数会話ではイワンのように、その場にいながらも会
話に参加できないということもありえる。そこでの話
題展開については、また別稿で検討したい。
　以上が非母語話者による話題展開に関する語りであ
る。話題展開については、主体的に何かをするという
ような意識は聞くことができず、母語話者への期待意
識のみが聞かれた。そしてそこには、日本語能力試験
で上級と認められても、なかなか自分から話題を展開
することができない非母語話者の姿があった。ただそ
のような非母語話者も、母語話者との接触経験を積む

嶋原　耕一
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注
 1　三牧（1999）では「規範意識」の代わりに、「初対面会話においてはどのような話題が適しているか、あ
るいは避けるべきかに関する一般的な知識」である「話題選択スキーマ」という用語が用いられている（p. 
50）。

 2　その経験の豊富さをサンプリングの基準としたため、協力者は必ずしも日本滞在歴が長い者ばかりではな
い。例えばレイレイは日本滞在歴が 4ヶ月と他の協力者に比べて短いが、母国である中国の日本企業でイ
ンターンをした経験があるため、他の者よりも母語話者との接触経験が少ないということは決してない。
なお詳細な経歴等は、各非母語話者の語りを引用する際に必要であれば、その都度提示することとする。

 3　例えば独立行政法人国際交流基金による JF日本語教育スタンダードでは、「母語話者をやりとりをする」
というカテゴリーの内、「抽象的」または「具体的」というキーワードを含む Can-do本文として、以下の
三つを記している。

　　・［A1］　こちらの事情を理解してくれるような話し相手から、はっきりとゆっくりと、繰り返しを交え
ながら、直接自分に向けられた話ならば、具体的で単純な必要性を満たすための日常の表現を
理解できる。

　　・［C1］　自分の専門分野外の話題についての専門家による抽象的な、複雑な話を詳しく理解できる。た
だ、馴染みのない話し方の場合は特に、時々詳細を確認する必要はある。

　　・［C2］　標準的でない話し方や言い方に慣れる機会があれば、自分の専門分野を超えた専門家の抽象的
な複雑な話題でも、話し相手の母語話者が言ったことを理解できる。

 4　MacIntyre他（1998）はWTCのモデルを、6層のピラミッド図で表している。それによると、一番上が実
際の第二言語使用であり、二層目がWTCである。その第二言語使用及びWTCの基盤となる要因として、
三層目から「状況的要因（その場におけるコミュニケーションの自信など）」「動機傾向（対人接触動機な
ど）」「「情意的・認知的コンテキスト（コミュニケーション能力など）」「社会的・個人的コンテキスト（性
格など）」と続いている。

 5　一部語り 3と重複する。
 6　日本語能力試験は口頭試験がないため、本来会話における日本語レベルを論じる際参考とするのには不向
きである。しかし非母語話者 8名は OPI（Oral Proficiency Interview）等の口頭能力を測る試験を受けた経
験がなかったため、全員が受験経験のある日本語能力試験を目安とすることとした。なお日本語能力試験
は旧制度で 1級から 4級だったが、2010年から始まった新制度ではN1からN5というレベル設定になった。
そしてその変更に伴い、レベルの記述において「初級／中級／上級」という用語が廃止された。しかし旧
制度ではそれらを用いていたこと、旧制度のレベルと新制度のレベルを比較する表が明確であることから、

接触場面における日本語母語話者と非母語話者の話題に関する意識について
―インタビュー調査に基づいて―

につれて話題展開の方法を学んでいくことが、示唆さ
れたといえる。

5．おわりに

　本稿では、母語話者及び非母語話者に対してインタ
ビューを実施し、話題に関する意識についての分析結
果をまとめた。インタビュー調査であるため、語られ
た意識及び言語行動が、実際の会話での意識及び言語
行動と異なる可能性は残される。また明確な意識を持
たずにしている言語行動や、語ることが難しい意識も
あるだろう。その点は今後、会話分析とフォローアッ
プインタビューで検討していく予定である。ただイン

タビューを実施したことにより、本人による詳細な語
りを提示することができた。加えてインタビューとい
う方法を取ったからこそ、これまでの意識の変化に迫
ることができたと考えている。
　結果として、母語話者の意識に影響しうる要因とし
て日本語教育授業の経験と非母語話者の接触経験が、
非母語話者の意識に影響しうる要因として日本語授業
経験と母語話者との接触経験が、示された。今後はこ
の結果を参考に会話分析のためのデータを収集し、接
触経験の異なる母語話者と非母語話者がどのように話
題を選択し展開していくのかについて、分析を進めた
い。
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N5及び N4が初級、N3及び N2が中級、N1が上級であることが分かる。レベルの記述について、詳しく
は日本語能力試験公式ウェブサイトを参照されたい。
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