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初対面会話における話題分布と話題への参加に関する量的分析
―異なる接触経験を有する母語話者及び非母語話者の会話を対象に―

嶋原耕一（東京外国語大学大学院博士後期課程・日本学術振興会特別研究員）
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1．はじめに
　法務省の統計によると、2014 年末時点での在留外国人は 212 万 1831 人であり、これは日
本の総人口の約 1.69% を占める（法務省公式ウェブサイトより）。そして日本国内の少子高
齢化や企業のグローバル化等を背景に、この数字は今後さらに増えると予想される。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、ビジネス場面や地域交流の場面、学校の教室場面など様々な
場面で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）。したがって互いに対
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の双方が積極的にコミュニケーションを取り、「対等な関係」
を模索していくことが必要だといえよう。
　日本語教育研究ではそのような視点から、従来注目されることが多かった非母語話者の言
語行動だけでなく、母語話者の言語行動及びその学びの過程に注目する研究が増えてきてい
る。母語話者の学びの要因として扱われることが多いのが、非母語話者との接触経験である。
つまり非母語話者とコミュニケーションを取る機会を通して、母語話者は非母語話者との会
話（以下、接触場面）における言語行動について、何らかの学びを得ると考えられている。
先行研究は例えば、分かりやすさのための調整行動（筒井 2008）や情報やりもらい方略（栁
田 2010、2011）などに注目している。それらは、非母語話者との情報伝達を可能にするた
めの言語行動といえる。
　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、三牧（1999）は母語話者同士の会話（以下、
母語場面）を分析し、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

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）。
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た話題選択に関する規範意識の言語対照研究も多く、日本語と諸言語における話題の規範意
識に違いがあることが、明らかにされている（熊谷・石井 2005、趙 2014 など）。接触場面
の初対面会話では、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。
　そこで本研究では、母語話者及び非母語話者がお互いとの接触経験を積むことによって、
接触場面における話題の展開の仕方や、話題への参加についての学びを進めるという仮説を
立てる。その仮説の下、接触経験の多い母語話者と少ない母語話者、及び接触経験の多い非
母語話者と少ない非母語話者が参加する初対面会話を、その話題に注目して量的に分析する
こととする。その学びの過程にまで迫るためには、質的分析も欠かせない。しかし本研究で
は、これまで注目されることのなかった話題に関する学びに迫るための基礎研究として、接
触経験の異なる話者が参加する会話を量的に分析し、話題の種類と頻度にどのような差があ
るのか明らかにすることを目的とする。さらにそれぞれの話題に対する参加の仕方を見るた
めに、話し手、聞き手という観点から話題を分析することとする。それによって、話者が各
話題に話し手として参加しているのか、聞き手として参加しているのか明らかにし、異なる
接触経験を有する話者の会話間の差を見ていきたい。
　なお本研究では三牧（1999）に従い、話題を「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」と定義し、「会話参加者
の相互協力によって話題の枠組みが設定され、話題が選択され、展開する」と考える（p.50）2。

2．先行研究
　まず話題の選択に関する先行研究としては、三牧（1999）が代表的である。日本人大学生
の母語場面初対面会話を対象とした三牧（1999）は、観察された話題の 95% が「大学生活」「所
属」「居住」「共通点」「出身」「専門」「進路」「受験」という 8 カテゴリーに集約されたこと
から、話題選択に関する規範意識を日本人大学生が共有していることを主張している。また
熊谷・石井（2005）は日本語母語話者と韓国語母語話者を対象に、初対面会話における話題
選択について、質問紙調査を用いて分析している。結果として、「話を盛り上げる」「私的な
ことに踏み込まない」という意識は両者に共通していたものの、一つ一つの話題に対する意
識には相違点も見られた。例えば「出身地」という話題を、日本語母語話者は共通点を見つ
けるため気軽に選択する傾向があるが、韓国語母語話者の中には、それを「歴史や政治・経
済的な地域間格差などを背景とした特定地域への偏見などが絡むため、相手との関係構築を
阻害する危険性のある話題」として考えている者もいたということである（p.102）。続いて
趙（2014）は、日本語母語話者と中国語母語話者の話題選択を、それぞれの母語場面を対象
に分析している。その結果、多くの共通点が明らかになった一方で、「結婚・恋人の有無」や「居
住地」というプライバシーに関わる話題について違いが見られたということである。趙（2014）
は、日本語母語話者が「相手の私的領域に入り過ぎないように話題を選択する傾向が強」い
一方で、中国語母語話者は「相手と「見えないネットワーク」で結ばれているという大前提
で、より多くの私的な話題を取り上げる」と結論付けている（p.156）。

2　話題の相互性について、三牧（1999）はメイナード（1993）を参考にしていると述べている。
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　続いて接触場面を分析対象とする研究からは、話題の規範意識が母語場面とは異なること
が明らかにされている。例えば加藤（2006）は、会話分析及びフォローアップ・インタビュ
ーを通して、母語話者とタイ人非母語話者の接触場面の話題選択について、話者の規範意識
を明らかにしている。その結果、「自分の話しやすい話題に持ち込め」などの母語場面規範
が接触場面で強化されていたこと、母語話者の「タイの交通事情について話せ」や非母語話
者の「自国の料理の話題を出せ」という規範が接触場面特有のものとして、見られたという
ことである。またフォローアップ・インタビューから、やはり母語話者と非母語話者の両者
が、母語場面よりも「初対面接触場面では話題選択に困難を感じる」ことを明らかにしてい
る（p.14）。
　また、本研究で注目する話し手と聞き手という観点は、多くの先行研究に見られる「質問
―応答型」の話題展開と関係が深い。接触場面において母語話者が質問し非母語話者が応答
するという型は、Long（1981）によって母語話者のフォリナートークとしても挙げられて
いる。先の加藤（2006）でも、同様の型が観察されている。加藤（2006）はそれについて、
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）。
母語話者が質問し非母語話者が応答するのは、前者が聞き手として、後者が話し手として会
話に参加していることを意味する。当然母語場面にもそのような型は観察されると考えられ
るが、それが接触場面であまりに多ければ、先に述べたような「対等な関係」形成は難しい
といわざるをえないだろう。両者が十全な話し手として会話に参加し、自己開示や他者につ
いての語りを進めてこそ、「対等な関係」形成は可能になると考えられるからである。本研
究では話し手、聞き手という観点から初対面会話の話題を分析することで、接触経験の異な
る話者が各話題にどのように参加しているのか、明らかにしたいと考えている。

3．研究方法
　本研究では、宇佐美（1999）の言語社会心理学的アプローチを参考とする。以下に言語社
会心理学的アプローチの手順を、宇佐美（1999）から引用する。

　（1）  目的に応じて条件を統制してデータを収集する。
　（2）  フェイス・シート、フォローアップ・アンケートなどで、必ずインフォーマントの背

景的情報や、会話自体に関する感想などを収集し、五段階評定法を用いるなどして、
なんらかの定量的処理ができるようにする。また、自由記述なども参考にする。

　（3）  定量的分析がしやすい形で文字化資料を作成する。
　（4）  分析項目をコーディングして、定量的処理ができるようにする。
　（5）  コーディングの「信頼性」は、二人のコーダー間の判定の一致率にて判断する。
　（6）  コーディングの過程で記号化し得なかった特徴などを、必ず、定性的な分析で確認・

検討する。
宇佐美（1999, p.53, 一部省略）
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　上記アプローチに従い、まず研究目的に応じた条件統制をしてデータ収集を行い、音声を
文字化した。そして定めたルールに従い文字化資料をコーディングし，それを分析資料とした。
以下協力者の条件統制、データ収集、そして分析方法について、詳細に見ていくこととする。

3．1．協力者
　本節では、協力者の条件統制について見ていく。熊谷・石井（2005）は、年齢層と性別
が話題選択に与える影響を、明らかにしている。そのため本研究では、母語話者と非母語話
者の両者を 20 代の女性とした。さらに、話者間の関係性の影響を最小限にとどめるために、
両者を都内 A 大学に通う初対面の学生同士とした 3。大学を限定したのは、通う大学が話者間
で同じ場合と異なる場合で、選択される話題が変わることが予想されるからである。したが
って全会話は、都内 A 大学に通う 20 代女性の学生同士の初対面会話となる。加えて母語話
者は、学年が大きく変わることのないよう、学部 3 年生と 4 年生に統制した。非母語話者に
ついては、母語の影響をなくすために、中国語を母語とする者に統制した 4。さらに日本語レ
ベルを統制するために、日本語能力試験の N1 に合格してから 1 年以上日本語学習を続けた
者という条件を設けた 5。したがって全ての非母語話者は、上級日本語学習者であるといえる。
　さらに本研究では、接触経験を通した学びの過程に迫るために、接触経験という観点から
も母語話者及び非母語話者を統制した。母語話者の接触経験を統制している栁田（2011）は、
それが多い母語話者を「全員親しい外国人の友人がおり、普段から外国人と日本語で接触す
る機会は多」く、「普段の会話は日常会話だけでなく専門などの話題についても、日本語で
行う」者としている（p.54）。一方で、接触経験が少ない母語話者を、「外国人との日本語で
の接触経験は、あいさつ以外ほとんどない」者としている（p.54）。本研究では、栁田（2011）
の「普段から」という基準を「週に 2 回以上」と、明確にし、加えて非母語話者と接触して
きた期間も条件として用いることとした。また栁田（2011）の用いた「専門などの話題」に
ついては、日常的な話題と専門的な話題を区別することが難しいこと、本研究では日常的な
雑談場面を対象とすることから、条件として用いなかった。以下が、母語話者の接触経験に
ついての条件である。

　接触経験の多い母語話者
　　…非母語話者と週に 2 回以上日本語で雑談していた期間が 1 年以上ある。
　接触経験の少ない母語話者
　　…非母語話者と週に 2 回以上日本語で雑談していた期間がこれまでない。

　続いて非母語話者についてであるが、先行研究には日本語能力試験や日本滞在歴から非母

3　母語話者の内の一人は他大学の学生であるが、A大学との単位交換制度を利用し、A大学に通っている。さらにA大学のサー
クルにも所属しており通学頻度が高いため、条件に適っていると判断した。

4　 中国語の中にも様 な々方言があり、出身地域による規範意識に違いがある可能性も、考慮する必要がある。しかし本稿では、
大学及び日本語レベルを統制したこともあり、出身地域まで統制して協力者を集めることが極めて困難だった。地域による違
いは、今後の課題としたい。 

5　日本語能力試験のレベルは2010年から変更された。その前に試験を受けた非母語話者については、条件を1級合格者とした。
旧1級が現行のN1に相当することは、日本語能力試験公式ウェブサイトにも明記されている。
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語話者を統制しているものが多く、接触経験から非母語話者を統制している研究は、管見の
限り見当たらない。そこで本研究では、母語話者の条件と同様に、週に 2 回以上日本語で雑
談する期間を、条件として用いることとした。ただし母語話者と違い、日本に滞在している
非母語話者の学生で、「週に 2 回以上日本語で雑談していた期間がこれまでない」者は見つ
からなかった。そこで本研究では、その期間を以下のように調整し、非母語話者を統制する
こととした。

　接触経験の多い非母語話者
　　…母語話者と週に 2 回以上日本語で雑談していた期間が 2 年以上ある。
　接触経験の少ない非母語話者
　　…母語話者と週に 2 回以上日本語で雑談していた期間が 1 年未満である。

　以上の条件統制をした上で、本研究では接触経験の多い母語話者と少ない母語話者、接触
経験の多い非母語話者と少ない非母語話者、それぞれ 8 名ずつ、全 32 名の協力を得た。以
下各話者群を、母語話者「多」、母語話者「少」、非母語話者「多」、非母語話者「少」と記
すこととする。続いて次節では、データ収集の流れについて説明したい。

3．2．データ収集
　本研究では二者間の大学生による初対面会話を録音録画し、分析対象とした。先行研究に
は、データ収集のため協力者を会議室に二人切りにし、会話をさせる研究が多い。本研究で
はより自然な会話を収集するため、多人数による交流会場面を設定した。多人数が集まり飲
み物と軽食が用意された場で、著者が指定した組み合わせで話してもらうことにより、会議
室で収集する会話よりも、自然な会話が収集できたと考えている。
　データ収集は全 32 名の協力者を 16 名ずつに分け、2015 年 6 月 4 日と 18 日に行った。当
日協力者には、データ収集に関する倫理規定を記した同意書に署名してもらった後で、著者
の指示により、決められた席についてもらった。それぞれのテーブルに、母語話者「多」と
母語話者「少」、非母語話者「多」と非母語話者「少」1 名ずつ、計 4 名が集まった。そし
て自分以外の 3 名と、20 分ずつ二者間で話してもらった。その際協力者には、「大学の交流
会で会ったことを想定して、目の前の方と 20 分間自由に話してください」という指示を与
えた。下にその様子を図で示す。

 

図 1. データ収集の様子
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著者の指示により、決められた席についてもらった。それぞれのテーブルに、母語話者

「多」と母語話者「少」、非母語話者「多」と非母語話者「少」1 名ずつ、計 4 名が集ま

った。そして自分以外の3名と、20分ずつ二者間で話してもらった。その際協力者には、

「大学の交流会で会ったことを想定して、目の前の方と 20 分間自由に話してください」

という指示を与えた。下にその様子を図で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. データ収集の様子 

協力者 

IC レコーダー 
ビデオカメラ

＊20 分話したら席を移動し相手を変える 
約 3 メートル 

約 9 メートル

IC レコーダー 
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　収集した 5 種類の会話群を、以下のようにまとめる。各会話群はそれぞれ 8 会話からなり、
全部で 40 会話となる。

　母語場面　…　母語話者「多」と母語話者「少」
　接触場面 A　…　母語話者「多」と非母語話者「多」
　接触場面 B　…　母語話者「多」と非母語話者「少」
　接触場面 C　…　母語話者「少」と非母語話者「多」
　接触場面 D　…　母語話者「少」と非母語話者「少」
　
　なおデータとしては非母語話者同士の中国語会話も収集したが、本研究では日本語会話に
絞るため、分析対象としない。データ収集後には、相手との話しやすさなどについてフォロ
ーアップ・アンケートを記入してもらい、後日一人ずつ、90 分のフォローアップ・インタ
ビューを行った。本研究では量的分析の対象として、会話データの文字化資料を用いる。文
字化資料は、話者の発話ターンに基づいて発話内容を改行し、作成した。発話内容には、タ
ーン番号と話者を併記した。次節ではそのようにして作成した文字化資料の、分析方法につ
いて述べることとする。

3．3．分析方法
　本研究の目的に沿って、文字化資料を話題及び話題カテゴリー、話し手についてコーディ
ングした。以下順に、そのコーディングのルールを記すこととする。

3．3．1．話題及び話題カテゴリーのコーディング
　まず文字化資料の発話内容から、話題をコーディングした。本研究では先述の通り、話題
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」（三牧 1999, p.50）とする。さらに、三牧（1999）が述べているよ
うに、話題は「さらに下位話題をもった内容的に階層的な構造を示すことも多い」（p.50）。
三牧（1999）はこれを大話題と小話題と呼んでいる。本稿でもまず文字化資料の詳細な分析
から小話題をコーディングし、小話題同士の結束性に着目して大話題をコーディングした。
実際のコーディングの方法を示すために、以下に本研究の会話データから例を提示する。な
お新しい大話題の始まりには、発話内容内にスラッシュを二つ「//」挿入することとする。



日本語・日本学研究第 6 号（2016） 31

例 1）話題のコーディング   6

ターン番号 話者 発話内容 小話題 大話題
67 トク ふふっ、うん。// じゃ、今、4 年生だから、就活です ? 母語話者の 

就職活動状況
母語話者の 
就職活動

68 八代 就活中。
69 トク 就活中。
70 八代 はい。説明会に行ったりとか、（うん）あと、申し込み。

あの、公務員試験受ける（うん）ので、その、願書
を出したばっかりっていう風に。

71 トク なんになりたいですか ? 母語話者の 
職業希望

72 八代 えっ ?
73 トク なんになりたいですか ?
74 八代 なんか、市役所（あー、市役所）の職員（うん）に

なりたい。（あー）

75 トク ロシア語と関係がある仕事が良いですか ? 母語話者の就職
における言語の

希望
76 八代 多分、あんまり関係のない仕事（あー）です。なので、

趣味でロシア語続けたい、続けられたら良いかなー
（うん）って。// ロシアって、行ったことありますか ?

非母語話者のロ
シア渡航歴

非母語話者とロ
シア

77 トク ないですけど、でも、うちのい、いとこのお姉さん、
行ったことある。

78 八代 あ、（うん）そうなんだ。
79 トク あっちで、7 年間ぐらい（あー）留学してました。

うん。
非母語話者姉の

ロシア留学
80 八代 そうなんだ。（うん）// 近いですよね、中国とロシア。

そうでもない ?
中国とロシアの

地理的情報
中国とロシアの

関係

　上記の例では、ターン番号 67 のトクの「じゃ、今、4 年生だから、就活です ?」という質
問をきっかけとし、「母語話者の就職活動状況」という小話題が始まっている。その後「母
語話者の職業希望」と「母語話者の就職における言語の希望」という、母語話者の就職活動
に関連する小話題が続くが、ターン番号 76 の八代による「ロシアって、行ったことありま
すか ?」で「非母語話者のロシア渡航歴」に話題が移る。「母語話者の就職における言語の希望」
と「非母語話者のロシア渡航歴」にも内容のつながりは見られるが、前後の内容の結束性か
ら、「母語話者の就職活動」で一つの大話題とすることが適当だと考えられた。同じように、
小話題「非母語話者のロシア渡航暦」と「非母語話者姉のロシア留学」は、「非母語話者と
ロシア」という大話題として捉えることができる。
　本研究では収集した全 40 会話の小話題と大話題を、上記のようにコーディングした。コ

6　文字化資料の全角小括弧（　）は相手の相づちを、クエスチョンマーク「？」は上昇イントネーションを表す。また話者名は全て仮
名である。
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ーディングした大話題についてはさらに、その内容の関連性に注目し、話題カテゴリーに分
類した。
　また各会話は 20 分間であるが、時間で区切ってしまうと、話題が展開する途中で会話が
切れてしまう。そこで本研究では、話題の切れ目に注目し、各会話の 20 分間の文字化資料
において、15 分時点以降で新しい大話題を導入している発話の直前までを、分析対象とす
ることとした。

3．3．2．話し手のコーディング
　続いて、各話題に話者が話し手として参加しているのか、聞き手として参加しているのか
を明らかにするための、話し手のコーディングについて見ていきたい。本研究では話し手を、
単に発話をしている話者ではなく、「当該話題において新情報や自身の意見などを提供して
いる話者」と定義する。したがって、「当該話題において質問及び相づちしかしていない話者」
は、聞き手と考えられる。話し手が存在しない話題は考えにくいので、本項目のコーディン
グは、母語場面の場合「母語話者「多」／母語話者「少」／両者」のいずれか、接触場面の
場合「母語話者／非母語話者／両者」のいずれかとなる。例えば母語場面のある話題に母語
話者「少」が話し手として、母語話者「多」が聞き手として参加している場合は、「母語話者「少」」
とコーディングした。また、接触場面のある話題に母語話者が話し手として、非母語話者が
聞き手として参加している場合は、「母語話者」とコーディングした。「両者」とは、当該話
題に両者が話し手として参加し、新情報や自身の意見を交換し合っている場合である。
　そして上記のルールを用い、本研究では、各大話題の話し手をコーディングすることとし
た。小話題を対象とする場合と大話題を対象とする場合とでは、結果に差が出ることが予想
される。例えば小話題「母語話者の留学経験」の後に、小話題「非母語話者の留学経験」が
続いたとする。前者の小話題の話し手は「母語話者」であり、後者の話し手は「非母語話者」
である。しかし二つの小話題の内容の結束性が高く、それが一つの「留学経験」という大話
題と判断されれば、その大話題の話し手は「両者」となる。そしてこの例では、母語話者の
留学経験に対応する形で、非母語話者が自己開示をしていると考えられる。本研究では、結
束性が高い文脈におけるこのような相互性を捉えるために、大話題の話し手をコーディング
することとした。以下にコーディングの例を示す。
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例 2）話し手のコーディング
ターン番号 話者 発話内容 小話題 大話題 話し手

58 浅井 // いや、なんか今授業で、（はい）朝鮮語の授業（はい）
なんですけど、朝鮮語から日本語に訳したものを、さらに
自分の地方の方言に直して、（ああ、じゃ標準語）提出しろっ
ていう。だから標準語なんだけどなっていう。そう、（へえ）
だから関東勢みんな（はい）「方言ある ?」「いや、ないで
しょ」って言って。すごいつまらない課題になるだろうなっ
て。

母語話者
の授業課

題

日本の方
言

両者

59 ムー さっきもちょっと方言についてしゃべったんですけど、
（うーん）なんか、自分自身はちょっと、なんか関西のそ
こら辺の、（うん）なんか方言がすごい好きだなって（ああ）
言ってたんですけど、どうですか ? どこの方言がとくに好
きとかってありますか ?

方言の好
み

〜〜〜〜〜
中略

〜〜〜〜〜
78 浅井 それはそうですね、確かに。
79 ムー そうですね。なんかすごいストレスが。うーん。
80 浅井 うーん。// 日本とか旅されました？国内。 非母語話

者の日本
旅行経験

非母語話
者の日本

旅行

非母語話
者

81 ムー はい。あまり、なんかこの近くには、ちょっと、なんか横
浜とか、（ああ）そういうなんか鎌倉とか。でも全然すご
い近くなんで、そう遠い所は全然行ったことないですね。
今から何かチャンスがあったら行こう（うん）と思ってる
んですけど。なかなか学校も忙しいから。

82 浅井 そうですね。夏休みは ? 夏休みの
予定

　まず「日本の方言」という大話題については、浅井がターン番号 58 で、ムーがターン番
号 59 で自らの状況や方言についての考えを出し合っている。そのような意見の交換は、タ
ーン番号 80 で大話題が転換するまで続いた。したがって、「日本の方言」の話者は、「両者」
とコーディングできる。続く話題「非母語話者の日本旅行」では、浅井は質問と相づちしか
していない。したがってムーが単独の話し手と考えられ、「非母語話者」とコーディングで
きる。
　ここまで小話題及び大話題、話題カテゴリー、話し手というコーディング項目について見
てきた。これらコーディングは量的分析の基礎となるため、その信頼性を確保することが非
常に重要である。そこで小話題及び大話題と話し手については、協力者に上記のルールを提
示し、実際に二つの会話をコーディングしてもらった。そして、評定協力者のコーディング
結果が著者のコーディング結果とどの程度一致しているのかについて、評定者間信頼性係数

（Bakeman & Gottman 1986）を算出し、信頼性を確保した。なお話題名については、文言
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が厳密に同じでなくとも、概念が同じであると考えられれば一致とみなした。また話題カテ
ゴリーについては、一度著者が作成した全話題の分類を、同じ評定協力者に提示し協議する
ことで、その信頼性を確保した。

4．結果
　各会話を、15 分以降の新しい大話題導入の直前までで区切った結果、全 40 会話は総計
688 分 33 秒、ターン数は 9871 となった。コーディングは評定者間信頼性係数及び評定協力
者との協議により、その信頼性を確認した 7。以下では、40 会話に出現した話題及び話題カテ
ゴリーについて、そして話題の話し手について、見ていくこととする。

4．1．話題及び話題カテゴリーのコーディング結果
　全 40 会話 9871 のターンの小話題と大話題をコーディングした結果、小話題は延べ 1883、
大話題は述べ 654 となった。一つの小話題の平均ターン数は 5.2、大話題の平均ターン数は、
約 15.1 だった。観察された大話題の内容の関連性に注目して、「その他」に含まれる大話題
ができるだけ少なくなるよう、話題カテゴリーを作成した。以下が、作成された十の話題カ
テゴリーである。

①基本情報（自己紹介・話者の名前・年齢・所属・出身地・家族情報など）
②経歴（大学入試・非母語話者の学部時代・非母語話者の日本滞在歴など）
③言語（お互いの言語学習・非母語話者の日本語・言語比較など）
④国事情（中国での人気アニメ・日本と中国の就職活動比較・日本文化・中華料理など）
⑤大学授業（ゼミ・研究テーマ・期末課題・母語話者の留学経験など）
⑥大学生活（サークル活動・アルバイト・居住環境・夏休みの予定など）
⑦進路（就職活動・将来の希望・大学院入試・非母語話者帰国後の進路など）
⑧第三者に関する事柄（共通の知り合い・共通の友人・教師のうわさなど）
⑨旅行（日本国内旅行・中国国内旅行・旅行の費用など）
⑩その他（趣味・当該データ収集について・大学比較・SNS 情報の交換など）
　
　上記の話題カテゴリーは、母語場面だけを対象とする三牧（1999）と大きく異なる。下で
詳しく見るが、「言語」「国事情」「旅行」などは、「日本人／中国人」という話者間の関係性
に基づいていることが多かった。そのため三牧（1999）には、それらの話題があまり観察さ
れなかったと考えられる。また、三牧（1999）で提示された「受験」カテゴリーは、非母語
話者の学部時代など過去の経験と併せて、新たに「経歴」カテゴリーとすることとした。
　続いてそれぞれの会話群における、大話題の頻度を見ていくこととする。先行研究には話
題を分析するに当たり、話題の導入頻度を数えるものが多かった（趙 2014 など）。しかし
それでは、例えば 10 ターンしか続かなかった話題と、50 ターン続いた話題を区別すること

7　評定者間信頼性係数を計算した結果、小話題は0.80、大話題は0.85、話し手は0.92という値が得られた。値の高さの基準につ
いては先行研究でも意見が分かれているが、提唱者のBakeman & Gottman（1986）は「それが0.7以下だと（その信頼性
に）懸念が生じる」と述べている（p.66）。この記述を参考にし、本研究ではコーディングの信頼性が、十分確保できたと考えた。
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はできない。そこで本研究では、大話題の導入頻度ではなく、当該話題のターン数を数える
こととする。そうすることで、それぞれの話題が両者の協力によってどの程度継続したのか、
そして各会話がどのような大話題により構成されているのかを見ていきたい。下の表 1 に、
5 種類の会話群における十の話題カテゴリーのターン数を示す。表中の上段はターン数であ
り、下段は各会話群の全ターン数に占める当該話題ターン数の割合である。表中のターン数
の偏りが偶然のものか否かを判定するために、カイ二乗検定を行った。その結果偏りが有意
だったので（χ 2（36）=1711.6, p<.01）、どの項目がその有意性に貢献したのか判定するため、
残差分析を行った。残差分析の結果有意だった項目には、表 1 内にアスタリスク（*）を併
記することとする。5% 水準で有意だった項目にはアスタリスクを一つ、1% 水準で有意だ
った項目にはアスタリスクを二つ併記した。さらに各項目が有意に多い場合はターン数の右
上に、有意に少ない場合はターン数の右下に、それを記すこととする。

表 1．各会話群における話題カテゴリーのターン数及び割合

会話 話者 基本
情報 経歴 言語 国

事情
大学
授業

大学
生活 進路 第

三者 旅行 その他 計

母語
場面

母多
- 母少

178** 
8.3%

60*
2.8%

120**
5.6%

74**
3.4%

482**

22.4%
496**

23.1%
244

11.4%
413**

19.2%
4**

0.2%
78**
3.6%

2149
100%

接触
場面 A

母多
- 非多

283
13.1%

131**

6.1%
163**
7.5%

377**

17.5%
288*

13.3%
287*

13.3%
135**
6.3%

178
8.2%

243**

11.3%
74**
3.4%

2159
100%

接触
場面 B

母多
- 非少

267*

14.6%
83*

4.5%
204

11.2%
203

11.1%
335**

18.3%
180**
9.9%

133**
7.3%

84**
4.6%

98*
5.4%

240**

13.1%
1827
100%

接触
場面 C

母少
- 非多

284
14.3%

47**
2.4%

201
10.1%

239*

12.0%
199**
10.0%

284
14.3%

282**

14.2%
138**
6.9%

151
7.6%

165
8.3%

1990
100%

接触
場面 D

母少
- 非少

280**

16.0%
36**
2.1%

304**

17.4%
145**
8.3%

160**
9.2%

203**
11.6%

219**

12.5%
45**
2.6%

158**

9.0%
196**

11.2%
1746
100%

　まず母語場面に有意に多かった話題は、「大学授業」「大学生活」「第三者に関する事柄」
である。母語場面にこれらが多かったのは、母語話者同士で情報の共通性が高かったからだ
と考えられる。本研究の母語話者は同じ大学に通う母語話者だったため、初対面ではあった
ものの、同じ授業を取ったことがあったり、同じ知り合いがいたりする組み合わせが多かっ
た。一方様々な背景をもつ非母語話者については、母語話者と同じ大学に通っているとはい
え、母語話者同士と比較すればその共通性は高くなかったといえる。
　続いて「基本情報」「経歴」「言語」「国事情」「旅行」「その他」という 6 項目が、母語場
面に有意に少なかった。「基本情報」については、接触場面において話者間の情報の共通性
が低いために、お互いに聞きあったり確認しあったりすることが多かったと考えられる。三
牧（1999）は初対面会話の「基本情報交換期」「話題選択―展開期」「終了期」という構成
を提示している。文字化資料を見た結果、母語場面 8 会話の「基本情報交換期」が平均 15.5
ターンだったのに対し、接触場面 32 会話の「基本情報交換期」は平均 29.3 ターンだった 8。「経
歴」についても、母語話者同士の情報の共通性の高さが、そのターン数が低い要因ではない
かと考えられる。「言語」「国事情」「旅行」に含まれた話題の多くは、「日本人／中国人」と

8　一度「話題選択―展開期」に入った後でもう一度基本情報を交換する場合も見られたが、そのターン数はここの計算に含めて
いない。
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いう話者間の関係性を基盤とし選択されていると考えられた。母語場面にそれらが少なかっ
たのは、それが日本人同士であるからだと考えられよう。
　次節では表 1 の結果を踏まえた上で、話し手コーディングの結果も加えて話題カテゴリー
ごとに見ていくこととする。

4．2．話し手のコーディング結果
　本節では、会話全体における話し手のコーディング結果を見た後で、話題カテゴリーごと
の結果を見ていきたい。なお本節で提示する表についても、表 1 と同様にカイ二乗検定を実
施している。各表の下にその結果を記し、残差分析の結果も表 1 と同じくアスタリスクを用
いて表すこととする。ただし母語場面の話し手のコーディング結果については、場面数が一
つであるため、残差分析を適用することができない。そのため、ターン数の偏りが有意であ
るかどうかのみを、カイ二乗検定の結果により示すこととする。

4．2．1．会話全体
　まず話題ごとの結果を見る前に、会話全体での話し手のコーディング結果を提示する。下
の表 2 は母語場面の、表 3 は四つの接触場面における、話し手の頻度及び割合である。

表 2．母語場面全体の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者「多」 母語話者「少」 両者 計

母語場面 母多 - 母少 270（12.6%） 744（34.6%） 1135（52.8%） 2149（100%）

（χ 2（2）=523.86, p<.01）

表 3．接触場面全体の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者 非母語話者 両者 計

接触場面 A 母多 - 非多 333**（15.4%） 741*（34.3%） 1085**（50.3%） 2159（100%）
接触場面 B 母多 - 非少 239**（13.1%） 961**（52.6%） 627**（34.3%） 1827（100%）
接触場面 C 母少 - 非多 557**（28.0%） 459**（23.1%） 974**（48.9%） 1990（100%）
接触場面 D 母少 - 非少 433**（24.8%） 661（37.9%） 652**（37.3%） 1746（100%）

（χ 2（6）=466.87, p<.01）

　表 2 からは、母語場面で両者が話し手となり会話を進めることが、最も多かったことが分
かる。また母語話者「多」が話し手となることよりも、母語話者「少」が話し手となること
の方が多かったといえる。次に接触場面の話し手を表す表 3 からは、まず母語話者「多」が
参加する接触場面 A 及び B において、母語話者が単独で話し手となることが少ないことが
読み取れる。一方母語話者「少」が参加する接触場面 C 及び D では、母語話者が単独で話
し手となることが多く、対照的な結果となっている。非母語話者の接触経験に注目すると、
非母語話者「多」が参加する接触場面 A と C において、非母語話者が単独で話し手となる
ことが少なく、両者で話し手となることが多いことが分かる。最後に、非母語話者「少」の
参加する接触場面 B では、非母語話者が単独で話し手となることが多く、両者で話し手と
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なることが少ない傾向が読み取れる。したがって母語話者と非母語話者に関わらず、接触経
験の少ない話者は単独で話し手となることが多かったといえよう。そして、両者の接触経験
が多い接触場面 A では両者が話し手となることが、両者の接触経験が少ない接触場面 D で
は母語話者のみが話し手となることが、多かったといえる。
　次からは、話題ごとにその話し手に注目して見ていくこととする。

4．2．2．「基本情報」
　表 1 に示した通り、「基本情報」は接触場面 B 及び D に多く、母語場面に少なかった話題
カテゴリーである。以下に母語場面及び接触場面の、「基本情報」話題における話し手コー
ディングの結果を提示する。

表 4．母語場面「基本情報」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者「多」 母語話者「少」 両者

母語場面 母多 - 母少 35（19.7%） 44（24.7%） 99（55.6%）

（χ 2（2）=40.46, p<.01）

表 5．接触場面「基本情報」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者 非母語話者 両者

接触場面 A 母多 - 非多 21*（7.4%） 35**（12.4%） 227**（80.2%）
接触場面 B 母多 - 非少 16**（6.0%） 90**（33.7%） 161**（60.3%）
接触場面 C 母少 - 非多 49**（17.3%） 43**（15.1%） 192（67.6%）
接触場面 D 母少 - 非少 43*（15.4%） 69（24.6%） 168**（60.0%）

（χ 2（6）=70.44, p<.01）
　
　表 5 を見ると、接触場面全体の傾向と同じように、接触経験の少ない話者が単独の話し手
として、経験の多い話者が聞き手として話題に参加している傾向が窺える。文字化資料から
は母語話者「少」の何人かに会話冒頭の話題導入に消極的な様子が見られ、そのような場面
で非母語話者が、母語話者「少」の所属や出身地、家族構成などを立て続けに質問していた。
母語話者「少」の消極的な話題導入は、「1. はじめに」でも挙げたような「何を話せばいい
のか分からない。」という悩みが要因ではないかと考えられる。そして、その結果生じた非
母語話者の連続した質問が、母語話者「少」が単独で話し手となることが多かった要因として、
考えられよう。また非母語話者についても、接触経験の少ない話者が多く「基本情報」を質
問され、単独で話し手となるという結果は同様だった。

4．2．3．「経歴」
　続く「経歴」は、表 1 の通り、接触場面 A 及び B に多く、他の会話群に少なかった話題
カテゴリーである。以下に母語場面及び接触場面の「経歴」話題における、話し手コーディ
ングの結果を提示する。なお表 7 については、母語話者と両者が話し手となる頻度が極端に
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少なかったため、カイ二乗検定を用いることができなかった 9。

表 6．母語場面「経歴」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者「多」 母語話者「少」 両者

母語場面 母多 - 母少 32（53.3%） 28（46.7%） 0（0.0%）

（χ 2（2）=30.60, p<.01）

表 7．接触場面「経歴」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者 非母語話者 両者

接触場面 A 母多 - 非多 0（0.0%） 131（100.0%） 0（0.0%）
接触場面 B 母多 - 非少 0（0.0%） 83（100.0%） 0（0.0%）
接触場面 C 母少 - 非多 2（4.3%） 45（95.7%） 0（0.0%）
接触場面 D 母少 - 非少 9（25.0%） 15（41.7%） 12（33.3%）

　表 7 から、統計的手法は用いていないものの、接触場面で非母語話者が話し手となること
が明らかに多いことが分かる。文字化資料を確認したところ、母語話者が聞き手として非母
語話者の経歴について質問を繰り返す様子が見られた。本研究の非母語話者は、母語話者と
比べて多様な経歴を持っており、それがこのような結果につながったと考えられるだろう。

4．2．4．「言語」
　表 1 に示した通り、「言語」は接触場面 D に多く、母語場面及び接触場面 A に少なかっ
た話題カテゴリーである。以下の表 8 と表 9 は、母語場面及び接触場面における「言語」話
題における、話し手コーディングの結果である。

表 8．母語場面「言語」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者「多」 母語話者「少」 両者

母語場面 母多 - 母少 21（17.5%） 9（7.5%） 90（75.0%）

（χ 2（2）=95.55, p<.01）

表 9．接触場面「言語」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者 非母語話者 両者

接触場面 A 母多 - 非多 13**（8.0%） 22**（13.5%） 128**（78.5%）
接触場面 B 母多 - 非少 26（12.7%） 79**（38.7%） 99**（48.5%）
接触場面 C 母少 - 非多 67**（33.3%） 34**（16.9%） 100**（49.8%）
接触場面 D 母少 - 非少 39*（12.8%） 87（28.6%） 178（58.6%）

（χ 2（6）=93.18, p<.01）
　

9　） 田中・山際（1989）は「期待度数が1以下のセルが一つでもある場合」と「期待度数5以下のセルの数が全セル数の20%を越
える場合」に、想定される母集団の分布がカイ二乗分布に近似しなくなると述べており、カイ二乗検定は不適切となると主張し
ている（p.265）。本研究でも、その主張を参考にした。
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　「言語」に含まれた話題には、「非母語話者の日本語」と「母語話者の第二外国語学習」に
関連するものが多かった。そしてそれらの話題は先述の通り、多くの場合「日本人／中国人」
という話者間の関係性を基盤とし展開されていると考えられた。そしてそれが、母語場面に
少なかった理由だろう。接触場面 A で両者が話し手となることが多かったのは、全体及び「基
本情報」の傾向と同じである。また話者間の接触経験に差がある接触場面 B 及び C からも、
やはり全体及び「基本情報」の傾向と同じく、経験の多い方が聞き手となり、少ない方が話
し手となる様子が見て取れる。例えば接触場面 B には、母語話者の「何がきっかけで日本
に興味を持ったんですか？」や「なんで日本語の勉強を始めたんですか？」という質問から
始まる話題があり、話題を通して非母語話者は話し手として、母語話者は聞き手として参加
していた。接触場面 A にも非母語話者の民族の言葉が話題となることがあったが、話題が
展開する中で母語話者が当該言語を学習する友人についてのエピソードを紹介したことで、
両者が話し手となる様子が見られた。接触場面 A ではこのように、相手がより詳しいと考
えられる話題においても、それまで聞き手だった話者が自らの関連エピソード等を紹介する
ことで、話し手となる様子が観察された。

4．2．5．「国事情」
　表 1 に示した通り、「国事情」は接触場面 A 及び C に多く、母語場面及び接触場面 D に
少なかった話題カテゴリーである。以下に各場面における、「国事情」話題の話し手コーデ
ィングの結果を提示する。

表 10．母語場面「国事情」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者「多」 母語話者「少」 両者

母語場面 母多 - 母少 0（0.0%） 10（13.5%） 64（86.5%）

（χ 2（2）=96.11, p<.01）

表 11．接触場面「国事情」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者 非母語話者 両者

接触場面 A 母多 - 非多 20**（5.3%） 73**（19.4%） 284**（75.3%）
接触場面 B 母多 - 非少 10**（4.9%） 139**（68.5%） 54**（26.6%）
接触場面 C 母少 - 非多 15**（6.3%） 33**（13.8%） 191**（79.9%）
接触場面 D 母少 - 非少 78**（53.8%） 23**（15.9%） 44**（30.3%）

（χ 2（6）=470.47, p<.01）

　表 11 を見ると、「国事情」の話題が多かった接触場面 A 及び C では、両者が話し手とな
ることが多かったことが分かる。このことから、両者が日本及び中国、また第三国について
積極的に話し合った結果、当該話題カテゴリーの頻度が増えたと考えられる。また表 11 か
らは、接触場面 D で母語話者のみが話し手となることが、極端に多かったことも読み取れ
る。同じく母語話者「少」が参加する接触場面 C と比較しても、その様相は大きく異なる。
接触場面 C と D の違いは非母語話者の接触経験の多さであるので、非母語話者の参加の仕
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方に違いがあったのだと推測されよう。つまり母語話者「少」が話し手として「国事情」の
話題に参加したのは同じでも、非母語話者「多」が自らも話し手として意見や中国の事情を
述べたのに対して、非母語話者「少」は聞き手として参加するにとどまっていたと考えられ
よう。文字化資料を確認すると、接触場面 D の「国事情」の話題において、母語話者「少」
が一方的に話し続ける様子が確認された。非母語話者「少」が話し手にならなかった要因が、
母語話者と非母語話者のどちらにあるのかについては、質的な分析が必要である。母語話者
がターンを渡さなかったのかもしれないし、非母語話者が話し手となることを遠慮したのか
もしれない。質的分析における、課題としたい。

4．2．6．「大学授業」
　続く「大学授業」は表 1 の通り、母語場面及び接触場面 B に多く、他の会話群に少なか
った話題カテゴリーである。以下に母語場面及び接触場面における、「大学授業」話題の話
し手コーディングの結果を提示する。

表 12．母語場面「大学授業」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者「多」 母語話者「少」 両者

母語場面 母多 - 母少 127（26.3%） 223（46.3%） 132（27.4%）

（χ 2（2）=36.35, p<.01）

表 13．接触場面「大学授業」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者 非母語話者 両者

接触場面 A 母多 - 非多 84**（29.2%） 134**（46.5%） 70*（24.3%）
接触場面 B 母多 - 非少 91**（27.2%） 186**（55.5%） 58**（17.3%）
接触場面 C 母少 - 非多 65（32.7%） 8**（4.0%） 126**（63.3%）
接触場面 D 母少 - 非少 111**（69.4%） 16**（10.0%） 33**（20.6%）

（χ 2（6）=297.65, p<.01）
　
　表 13 を見ると、母語話者「多」が参加する接触場面 A 及び B において、非母語話者が単
独で話し手となることが多かったことが分かる。特に接触場面 B で非母語話者が単独の話
し手として参加した話題のターン数（186）が多くなっており、これが影響して話題として
も有意に多くなったことが推察される。文字化資料を見ると、接触場面 B で母語話者が非
母語話者の大学院授業の様子を多く質問する姿が、確認できた。接触場面 C 及び D につい
ては、先の「国事情」と同様の結果だったといえる。

4．2．7．「大学生活」
　話題カテゴリー「大学生活」は表 1 の通り、母語場面に多く、接触場面 A と B と D に少
なかった。以下に母語場面及び接触場面の、「大学生活」の話題における話し手コーディン
グの結果を提示する。
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表 14. 母語場面「大学生活」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者「多」 母語話者「少」 両者

母語場面 母多 - 母少 30（6.0%） 195（39.3%） 271（54.6%）

（χ 2（2）=183.63, p<.01）

表 15．接触場面「大学生活」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者 非母語話者 両者

接触場面 A 母多 - 非多 50**（17.4%） 154（53.7%） 83**（28.9%）
接触場面 B 母多 - 非少 41（22.8%） 96（53.3%） 43（23.9%）
接触場面 C 母少 - 非多 147**（51.8%） 84**（29.6%） 53（18.7%）
接触場面 D 母少 - 非少 0**（0.0%） 192**（94.6%） 11**（5.4%）

（χ 2（6）=265.25, p<.01）

　表 1 で有意にターン数が多いと示された母語場面は、表 14 から分かる通り、両者が話し
手として参加していることが多かった。これは「大学生活」に含まれるサークル活動やアル
バイトの話題について、母語話者同士の情報の共通性が高いことを示しているといえよう。
表 15 では、接触場面 D の非母語話者が単独で話し手となるターン数（192）が際立っている。
これは先の「国事情」及び「大学授業」の結果と、大きく異なる。なぜ「大学生活」の話題
で非母語話者が単独の話し手となることが多かったのか見るために、接触場面 D の文字化
資料を確認した。その結果、母語話者「少」が多く質問し非母語話者「少」がそれに答える
という型が多く観察された。しかし 4.2.5 で述べたことと同様、なぜそのような型が多かっ
たかについては、更なる分析が必要といえる。

4．2．8．「進路」
　表 1 に示した通り、話題カテゴリー「進路」は、接触場面 C 及び D に多く、接触場面 A
及び B に少なかった。そして以下が、母語場面及び接触場面における「進路」話題の話し
手コーディングの結果である。

表 16．母語場面「進路」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者「多」 母語話者「少」 両者

母語場面 母多 - 母少 19（7.8%） 220（90.2%） 5（2.0%）

（χ 2（2）=355.83, p<.01）

表 17．接触場面「進路」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者 非母語話者 両者

接触場面 A 母多 - 非多 61**（45.2%） 33**（24.4%） 41（30.4%）
接触場面 B 母多 - 非少 35（26.3%） 98**（73.7%） 0**（0.0%）
接触場面 C 母少 - 非多 121**（42.9%） 77**（27.3%） 84（29.8%）
接触場面 D 母少 - 非少 32**（14.6%） 105*（47.9%） 82**（37.4%）

（χ 2（6）=145.20, p<.01）
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　話題として有意に多かった接触場面C及びDは、母語話者「少」が参加している会話である。
そして表 16 から、母語場面で母語話者「少」が話し手となることが極めて多いことが分か
る。このことからも、接触場面 C 及び D で「進路」話題が多くなったのは、母語話者「少」
の影響であると考えられよう。本研究は先述の通り、2015 年 6 月にデータ収集をしており、
母語話者については学部 3 年生及び 4 年生を対象としている。そのため就職活動中である者、
また就職活動に強い興味を持っている者が含まれており、このような偏りが生じたのだと考
えられる。また、表 17 から非母語話者の参加の仕方も、非母語話者「多」と「少」で大き
く異なることが分かる。非母語話者「多」は接触場面 A でも C でも、聞き手となることが
多く、単独の話し手となることが少なかった。文字化資料からは、あまり多く質問もせず、

「進路」という話題自体に消極的な非母語話者「多」の様子が見られた。一方で表 17 から、
非母語話者「少」は単独の話し手となることが多かったことが分かる。文字化資料を見ると、
非母語話者「少」が自らの進路の希望や将来の不安について、積極的に話す様子が見られた。
また、就職活動に強い興味を持っていると考えられる母語話者「少」との接触場面 D では、
両者が話し手としてお互いの事情を開示し合い、会話が盛り上がっている様子が確認できた。

4．2．9．「第三者に関する事柄」
　表 1 に示した通り、「第三者に関する事柄」は母語場面に多く、接触場面 B と C と D に
少なかった話題カテゴリーである。そして以下が、各場面の「第三者に関する事柄」話題に
おける、話し手コーディングの結果である。

表 18. 母語場面「第三者に関する事柄」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者「多」 母語話者「少」 両者

母語場面 母多 - 母少 0（0.0%） 0（0.0%） 413（100.0%）

（χ 2（2）=826.00, p<.01）

表 19. 接触場面「第三者に関する事柄」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者 非母語話者 両者

接触場面 A 母多 - 非多 73**（41.0%） 69**（38.8%） 36（20.2%）
接触場面 B 母多 - 非少 9**（10.7%） 71**（84.5%） 4**（4.8%）
接触場面 C 母少 - 非多 45**（32.6%） 78（56.5%） 15**（10.9%）
接触場面 D 母少 - 非少 3**（6.7%） 17*（37.8%） 25**（55.6%）

（χ 2（6）=99.52, p<.01）

　まず表 18 から、母語場面における「第三者に関する事柄」話題の全てで、両者が話し手
として参加していたことが分かる。この話題カテゴリーに含まれた話題は、「共通の友人」
や「共通の知人」であり、母語話者間の共通性の高さがターン数の多さに影響したといえよ
う。接触場面にはそもそも話題自体が少なかったが、表 19 からは母語話者が単独の話し手
となるターン数に、場面間の顕著な差が出ていることが分かる。つまり非母語話者「多」が
参加する接触場面 A 及び C では母語話者のみが話し手となることが多く、非母語話者「少」
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が参加する B 及び D では母語話者のみが話し手となることが少なかった。したがって、非
母語話者「多」は聞き手となることが多く、非母語話者「少」は話し手となることが多かっ
たといえる。この点については、先の「進路」と同様である。

4．2．10．「旅行」
　最後の話題カテゴリーは、「旅行」である。「旅行」は表 1 に示した通り、接触場面 A 及
び D に多く、母語場面及び接触場面 B に少なかった。以下に母語場面及び接触場面における、

「旅行」話題における、話し手コーディングの結果を提示する。なお表 20 では全体の頻度が
少なすぎたため、カイ二乗検定を用いることができなかった。

表 20. 母語場面「旅行」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者「多」 母語話者「少」 両者

母語場面 母多 - 母少 4（100.0%） 0（0.0%） 0（0.0%）

表 21. 接触場面「旅行」の話し手の頻度及び割合
会話 話者 母語話者 非母語話者 両者

接触場面 A 母多 - 非多 0**（0.0%） 39**（16.0%） 204**（84.0%）
接触場面 B 母多 - 非少 0**（0.0%） 52**（53.1%） 46*（46.9%）
接触場面 C 母少 - 非多 41**（27.2%） 15**（9.9%） 95（62.9%）
接触場面 D 母少 - 非少 76**（48.1%） 47*（29.7%） 35**（22.2%）

（χ 2（6）=269.85, p<.01）
　
　まず母語場面に「旅行」話題がほとんどなかったのは、表 20 の通りである。これは「国事情」

「言語」と同様、「旅行」話題が「日本人／中国人」という話者間の関係性を基盤として選択
されることが多かったからであると考えられる。表 21 を見ると、接触場面 A では両者が話
し手として話題に参加することが多かったといえよう。文字化資料からは当該場面で、お互
いに「旅行」についての情報を交換する様子が見られた。そして母語話者「少」が参加する
接触場面 C 及び D では、母語話者「少」が単独で話し手となることが多かった。これらの
特徴は、表 3 で見た会話全体の特徴とも一致する。接触場面 C 及び D の文字化資料を見た
ところ、非母語話者が「日本国内のお勧めの旅行先」を聞き、母語話者がそれに答えるとい
う型が多かった。

5．結論と今後の課題
　本研究では 4.1 で母語場面及び四つの接触場面における、各話題カテゴリーの頻度を提示
した。そして 4.2 では、各話題カテゴリーの頻度に話し手コーディングの結果を加えて、そ
の分布からどのようなことが見えてくるのかを考察してきた。
　まず「大学授業」「大学生活」「第三者に関する事柄」の話題が母語場面に多かったのは、
同じ大学に通う母語話者学生同士の、情報の共通性の高さが要因だと考えられた。そして話
し手の分析から、母語場面で「大学生活」と「第三者に関する事柄」が話題となるとき、両
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者が話し手となることが多いことが、明らかになった。これらの話題は、さらに話者間の共
通性を高め、心的距離を縮める機能を果たすと考えられる。ただ接触場面の話し手を見てみ
ると、必ずしもそれらの話題で、両者が話し手となっているわけではないことも分かった。
例えば 4.2.7 で見たように、接触場面 D における「大学生活」の話題では、母語話者「少」
が非母語話者「少」に一方的に質問を続けるという型が多く見られた。このような一方的な
質問と応答が繰り返されるだけでは、話者間の距離が縮まるとは考えにくい。なぜこのよう
な型が多かったのか、何が母語場面と違っていたのかについては、今後追及していきたい。
　続いて「基本情報」「経歴」「言語」「国事情」「旅行」「その他」の話題は、母語場面に有
意に少なかった。「基本情報」と「経歴」については、母語話者と非母語話者の間で共通性
が低いために、質問したり確認したりすることが多かったと考えられた。「言語」「国事情」「旅
行」の話題は、「日本人／中国人」という話者間の関係性を基盤として選択されていると考
えられた。ジャロンウィットカジョーン・加藤（2010）は、このように対立する関係性を基
盤とし選択される話題について、「お互いの相違点に関心を示しあい、会話を盛り上げ」る
と主張している（p.24-25）。相違点の強調が、話者間の距離短縮につながるかどうかは検討
する必要があるが、会話を盛り上げるという点では、これらの話題は有効と考えられよう。
　また先行研究では、中国語の母語場面で、より多くプライバシーに関わる話題が取り上げ
られると指摘されている（趙 2014）。本稿で作成した十の話題カテゴリーの内、特にプライ
バシーに関わるのは「経歴」と「進路」である。まず「経歴」については 4.2.3 でも述べた
ように、ほとんどの場合非母語話者が単独の話し手となっており、データ収集時点までの非
母語話者の経歴を、母語話者が詳細に聞いていくというパターンが目立った。つまり「経歴」
に関しては、相手のプライバシーにより踏み込んでいたのは、母語話者だったといえる。続
いて「進路」については、非母語話者「多」がその話題に消極的であり聞き手としての相づ
ちが多かったのに対して、非母語話者「少」は話し手として積極的に話題に参加していた。
趙（2014）の主張を考え併せると、非母語話者「少」が「進路」という話題に積極的だった
のは、中国語母語場面の影響とも考えられよう。つまり中国語母語場面でプライバシーに関
わる話題を取り上げることが多いために、非母語話者「少」が、接触場面でも同じようにし
たと考えられる。一方の非母語話者「多」はそれに消極的だったが、それが母語話者との接
触経験による変化の結果なのかどうかは、慎重に検討する必要があるだろう。
　話し手のコーディングにより見えた会話全体の傾向としては、母語話者と非母語話者に関
わらず、接触経験の少ない話者が単独で話し手となることが多かった。そして両者の接触経
験が多い接触場面 A では両者が話し手となることが、両者の接触経験が少ない接触場面 D
では母語話者のみが話し手となることが、多かった。母語場面の結果は、接触場面 A と同様、
両者が話し手となることが最も多かった。両者がそれぞれの話題に話し手として参加するこ
とは、「対等な関係」形成という観点、また話者間の距離の短縮という観点から、有効だと考
えられる。実際に両者が話し手として参加している話題では、多くの盛り上がりが観察された。
そして単独の話し手となることが多いという結果は、相手の意見を引き出すことや、相手を
話し手としてその話題に巻き込むことができていないことを、示唆しているといえよう。
　今後の質的な文字化資料の分析では、必ずしも多くの情報を共有していない接触場面にお
いて、話者がどのように話題を展開させてそこに話し手として参加するのか、またどのよう
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に相手を話し手として参加させるのか、詳細に見ていきたい。特に、両者が話し手として話
題に参加することが多かった接触場面 A からは、示唆に富む話題展開の方法が観察できる
のではないかと、期待している。また量的分析では見られない個人差についても、質的分析
で補う必要があるだろう。そのような質的分析もあわせて、母語話者と非母語話者の接触経
験を通じた、話題展開及び話題への参加に関する学びに迫りたい。

付記　本研究は科学研究費補助金（研究課題番号：15J02943「異文化間コミュニケーション
における日本語母語話者と非母語話者の対等性について」）による研究成果の一部である。
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and Speakers’Participation in First Encounters:

Focused on Different Contact Experiences of Native and Non-Native Speakers
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Quantitative Analysis

 This research aims to clarify how topics differ among speakers with different contact 

experiences. The contact experience is defined as the experience of participating in contact situations, 

which are conversations between native speakers and non-native speakers. For the aim, five kinds of 

first encounters were recorded and videotaped, which are （1）between natives, （2）between natives 

with much experience and non-natives with much experience, （3）between natives with much 

experience and non-natives with a little experience, （4）between natives with a little experience and 

non-natives with a little experience, （5）between natives with much experience and non-natives 

with a little experience. Each kind of first encounters is consisted of eight conversations and forty 

conversations in total were analyzed quantitatively. In the analysis, topics and main speakers of each 

topic were coded. 

 As a result, some differences in their topic categories and main speakers between native 

situations and contact situations and among four kinds of contact situations were illustrated. As a 

whole, speakers with a little experience tended to participate as main speakers and those with much 

experience tended to participate as listeners. In conversations between natives with much experience 

and non-natives with much experience, both tended to participate as speakers and many topic units 

with friendly atmosphere were observed.




