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 本章では、まず本研究の背景となる国内日本語教育の状況を概観した後で、本研究

が取り組む問題の所在について述べることとする。その後で本研究の研究目的を整理

し、論文の構成を図示することとする。 

 

1.1 研究の背景 

 法務省の統計によると、日本国内の在留外国人は、平成 27年度末の時点で約 223万

人に上り、日本の総人口の 1.76%を占める（法務省）。そして日本国内の少子高齢化や

企業のグローバル化等により、この数字は今後さらに増えると予想される。しかし日

本国内の在留外国人の増加と同時に、両者のコミュニケーションにおける誤解や衝突

の問題、また日本語母語話者（以下、母語話者）と日本語非母語話者（以下、非母語

話者）が良好な関係を形成することができないという問題も、多く報告されている。

そのような中で、母語話者と非母語話者がどのように共生していくことができるのか、

行政や学校教育、地域住民による独自の取り組みなど、様々なレベルでの議論が進ん

でいる。 

 国内の日本語教育では、1990年代から「共生する」という教育理念が注目されるよ

うになった。その教育理念を実現するための代表的な研究として、岡崎敏雄（1994、

2003、2005）と岡崎眸（2002a、2002b、2007）が挙げられる。岡崎敏雄（1994、2003、

2005）は共生言語としての日本語（以下、共生日本語）の理論的枠組み１についての論

考であり、岡崎眸（2002a、2002b、2007）は共生日本語を学習対象とする共生日本語

教育の実践に、重きを置いた論考である。共生日本語については、本論文でも考察の

枠組みとするので、ここで紙幅を割いて説明することとする。 

まず、従来の日本語教育の問題点として岡崎眸（2002a、2002b、2007）が特に強調

したのは、多様な背景を持つ非母語話者に同化を要請してしまうことだった。岡崎眸

（2002b）はその点について、以下のように記している。 

 

日本語や日本文化が分からない外国人は日本社会で不利益を受けても仕方がな

いという風潮がある。これは、基本的には「郷に入れば郷に従え」と、日本語・

日本文化への同化を求めるものである。こうした中で、日本語支援に当たる日本

語教師や日本語ボランティアは、外国人が不利益を被らないように、彼らの日本

語学習を支援したり日本式の生活への適応のコツを教えることに努める。このよ
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うな日本語教育では、「日本語母語話者の日本語」を規範としモデルとしてそれを

教え込むことに主眼が置かれる。加えて特に近年は言語の背後にある日本文化に

も十分馴染ませて日本人の規範で適切とされる言語行動がスムーズにとれるよ

うになることも日本語教育の目標として目指されるようになった。 

（岡崎眸 2002b２） 

 

 ここで岡崎眸（2002b）が問題点として主張しているのは、非母語話者が母語話者の

規範を身に付けるために日本語教育が行われ、それができない非母語話者が日本社会

で不利益を受けるという点である。そのような、非母語話者に同化するよう要請する

日本語教育に代わるものとして、岡崎眸（2002a、2002b、2007）は共生日本語教育を

提唱している。共生日本語教育では、従来のように母語話者が母語話者同士の会話（以

下、母語場面）で用いる日本語を規範として教えるのではなく、共生日本語が学習対

象となる。共生日本語は母語話者と非母語話者の会話（以下、接触場面３）でのコミュ

ニケーションを通してその場その場で形成されるものとされ、母語場面の日本語とは

区別される。岡崎眸（2002b）は、母語話者と非母語話者の両者を共生日本語の学習者

として位置づけることで、「どちらも、学び手という点で学習者であり、この点におい

て、両者は理論的に完全に対等である」と主張している。それでは、母語話者と非母

語話者はその共生日本語を、どのように学習することができるのだろうか。共生日本

語の理論的枠組みを提示した岡崎敏雄（1994）は、その学習について、以下のように

述べている。 

 

日本語を共生言語としてどのように機能させ形成させていくかを実際のインター

アクションを通じて学習していく積み重ねの中で、個々の学習経験のあり方が偶

発的なものの集合から一定の形態として形成され、さらにそれらの形態が全体と

して日本語の共生言語としての形成過程を支える学習システムとして形成されて

いく。 

（岡崎敏雄 1994、p.65） 

 

つまり、接触場面でのやり取りを経験していく中で、どのように非母語話者に対し

て言語を運用すればいいのかが分かるようになり、それが学習システムとして形成さ
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れていくのである。ただ、そこで形成されるのはあくまで学習システムであり、個人

の中に共生日本語が形成されるのではない。共生日本語は先にも述べたとおり、実際

のコミュニケーションの中で、その場その場で形成されるものである。そして岡崎敏

雄（1994）は、そのような共生日本語が形成される接触場面には、「母語話者と多様な

非母語話者との間でなされるコミュニケーションの成立・保持・育成を目指した」協

働（collaboration）が観察されると主張している（岡崎敏雄 1994、p.65）。母語話者

及び非母語話者による協働として、岡崎敏雄（1994）は以下の三つを挙げている４。 

 

①相互調整行動…「やり取りの維持」に関わる行動 

例）単語の意味を確認、互いの理解を確認、会話の保持に意識を払いながら話

題を選ぶ 

②配慮行動…相互調整行動により維持される会話をより育成していくために、接

触場面特有の会話のあり方を新たに創造する行動であり、コミュニティにおけ

る共生を容易にするような歩み寄り 

例）母語話者同士で会話する場合とは異なる「相手の意見に率直に自分の意見

を言う」という行動 

③円滑化行動…より文化的な基礎に根ざした発話行為における相互の歩み寄り 

例）「断る」ときに、非母語話者が母語話者との間に積極的に円滑な環境を作ろ

うとして、主体的に母語と異なる発話行為を創り出すこと５ 

（岡崎敏雄 1994、p.65-71から部分的に抜粋。文言は杉原（2010）も参考とした） 

  

岡崎敏雄（2003）はそれら三つの関連を、「相互調整行動を通じてコミュニケーショ

ン自体の成立、それを通したインターアクションの成立、維持、言語習得の学習の場

の形成がなされ、配慮行動を通じて会話が育成されるのに引き続いて、より文化的な

基礎に根差した発話行為における相互の歩み寄りによる行動が形成」されると、説明

している（p.36）。つまり相互調整行動とは、それがなければ会話が中断してしまい、

ときに会話が終わってしまうような、やり取りを維持するための行動である。そして

配慮行動は、会話の中断及び終了を防ぐためではなく、両者がその会話に、より参加

しやすくなるような、より話しやすくなるような行動だといえる。三つ目の円滑化行

動は配慮行動と似ているが、特に発話行為において、自らの母語の規範に固執せず、
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円滑な環境を作るための行動だといえる。岡崎敏雄（1994）による協働を、杉原（2010）

は「対等な関係性や違いの受け入れや理解や統合に向けた意図を持って働きかけるよ
．．．．．．．．．．．．

うな行動特性
．．．．．．

」だと定義している（p.24、原文ママ）。本研究でもこの杉原（2010）の

定義のとおりに、協働という用語を用いることとする。そして協働の下位分類として、

上記の相互調整行動、配慮行動、円滑化行動があると考える。ただ、これらは必ずし

も明確な線引きができる分類ではなく、例えばはやり取りを維持し、かつ会話参加を

容易にするような、相互調整行動であると同時に配慮行動でもある行動などもありえ

ることを、ここに記しておく。 

そして、上記の協働が観察されるような接触場面において、その場その場で共生日

本語が形成されるというのが、岡崎敏雄（1994）らの主張である。そのようにして形

成された共生日本語は、母語場面の日本語を規範とするものではなく、非母語話者に

対する同化要請としても機能しない。さらに岡崎敏雄（2003）は、そのような共生日

本語を用いてこそ、異なりの内在的統合が実現されると主張している。異なりの内在

的統合について、岡崎敏雄（2003）の主張を杉原（2010）が分かりやすくまとめてい

るので、以下に引用したい６。 

 

（共生日本語が形成される過程では）お互いの異なりとの出会いが、対立関係に

発展するのではなく、並行してなされる協働的過程を通して調整され、「異なりの

内在的統合」が形成されていく。この「異なりの内在的統合」は、それを起点と

して、生活上の共生を生み出すための不可欠の特質であり、徐々に進行する過程

である。（中略）そして、「異なり」に対する「様々な軋轢」が緩やかな形でもた

らされ、「ぶつかり合い」や「ネゴシエーション」が行われ、相互に「自分らしさ」

や「異なりを出し合う」ことを経験し、「受け入れられ混ざり合い」、共生体が変

わっていくのである。 

（杉原 2010、p.25） 

 

 杉原（2010）の説明から、内在的統合が異なるものに同化を迫るのではなく、その

異なりを認める働きであることがわかる。つまり母語話者と同じであることを求めず

に、異なっていることを許容し、それも緩やかな軋轢として内包する共生体の形成が、

共生日本語教育の目指すところといえる。 
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 以上が、岡崎眸（2002a、2002b、2007）及び岡崎敏雄（1994、2003、2005）による、

共生日本語教育の提唱についてである。母語話者も学習者として位置付けている点、

母語場面の日本語を規範とする危険性を指摘した上で、接触場面でどのように共生日

本語を形成することができるのか、協働という観点から具体的な提案がなされている

点が、意義深いといえる。その実践については、次章で詳しく見ていきたい。 

本研究の背景として、最後にこのような国内日本語教育の流れと連動した、日本政

府の提言を紹介したい。在留外国人の増加に伴う課題に取り組むために、総務省は

2005 年 6 月に多文化共生推進に関わる研究会を設置し、2006 年にその報告書をまと

めている（以下、総務省 2006とする）。その総務省（2006）は、日本社会がこれから

目指すべき社会として、母語話者と非母語話者の多文化共生社会を提唱し、「多文化共

生を推進していくためには、日本人住民も外国人住民も共に地域社会を支える主体で

あるという認識をもつことが大切である」と主張している（p.6）。そして多文化共生

を推進する上での課題と、今後必要な取り組みについて、「コミュニケーション支援」

「生活支援」「多文化共生の地域づくり」という三つの観点から、検討している。さら

に総務省（2006）は多文化共生を、「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、具体的に定義している（p.6）。その定義によれば、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。多文化共生社会を実現

し諸問題を解決していくためには、母語話者と非母語話者の両者が積極的にコミュニ

ケーションに参加し、対等な関係を模索していく必要があるだろう。そしてその対等

な関係を実現する方法の一つが、岡崎敏雄（1994）の挙げた、協働であるといえる。 

総務省（2006）は、国家レベルで多文化共生を進むべき道だと位置付けたことに、

大きな意義があるといえるだろう。この提唱が、それ以前から教育機関や各地域の住

民により進められていた多文化共生に向けた取り組みを、大きく後押ししたのは間違

いない。 

 

1.2 問題の所在 

前節では、多くの研究者及び総務省（2006）により提唱されている多文化共生を実

現するための、母語話者と非母語話者の接触場面における協働の重要性を、明示した。
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そしてその協働を学習していくためには、積極的にお互いとのコミュニケーションの

機会を持つ必要がある。つまりコミュニケーションの機会を持ち、そこに両者が継続

的に参加することが、協働の出発点であり、ひいては多文化共生社会を形成する出発

点であるといえる。 

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は、三牧（1999）が母語場

面を分析し、大学生同士の初対面会話で「何を話すべきか、何を話すべきではないか」

（p.50）という規範意識が共有されていることを、明らかにしている。言語による話

題についての規範意識の違いを、明らかにしている研究も多い。接触場面では、話者

間で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。そのような悩みのために、「話したい気持ちは

ある」者が接触場面でのコミュニケーションをためらい、その機会が失われていては、

協働はいつまで経っても学習されないだろう。 

また話題については、どのような話題を導入するかだけではなく、どのように話題

を導入するかも問題となりうる。例えば楊（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） 

 

これは、話題の導入と展開に関する問題である。また上記の語りから、話題がコミ
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ュニケーションの生起だけでなくその継続、さらにそこで築かれる関係のあり方にも、

大きな影響を及ぼすことが分かる。先に見た岡崎敏雄（1994）は「会話の保持に意識

を払いながら話題を選ぶ」ことを、協働の一つである、相互調整行動の一例として挙

げている。これには例えば、母語話者が日本語レベルの低い非母語話者に対して、難

易度の低い話題を導入することが当てはまるだろう。岡崎敏雄（2003）ではさらに詳

しく、話題に関わる相互調整行動として「身近なトピックの選択、つまり抽象的な話

題が会話の維持を難しくすると判断された場合、身近で「今、ここ」に当たる話題を

優先して取り上げる、また言語能力が限られるため一つの話題について多くを語るこ

とができない話者を相手に会話を保持することを目的に相互にここに話題を手短にし

て会話を進めていくなどの場合」という例が挙げられている（p.35）。さらに話題の導

入と展開の方法は、ときに配慮行動及び円滑化行動としても捉えることができる。例

えば、母語場面では相手に失礼のないよう話題を導入する母語話者が、接触場面では

なるべく楽しい話題を導入するよう、心掛けることがありえる。その場合の話題導入

は、接触場面特有の会話のあり方を目指す配慮行動と捉えられる。また謝罪や依頼な

どの発話行為を含む話題を展開するさいに、非母語話者が主体的に母語と異なる方法

を取ることが考えられる。その場合の話題展開は、円滑化行動として捉えられる。こ

のように、話題は接触場面において、相互調整行動、配慮行動、円滑化行動の全ての

協働に関わると考えられる。 

しかし、話題の導入及び展開については、次章で詳述するように母語場面と接触場

面を比較するような研究は多くあったものの、母語話者と非母語話者がどのようにそ

れを学習していくのかは、ほとんど注目されてこなかった。特に母語話者については、

話題に関する学習に言及しているものは、管見の限り見当たらない。しかしその学習

を明らかにしなければ、そもそもコミュニケーションを始めることができない母語話

者と非母語話者や、話題の導入や展開がうまくいかずにコミュニケーションが終わっ

てしまい関係が構築できない両者に対して、どのような教育が必要であるのか議論す

ることは難しい。 

 

1.3 研究目的 

前節に記した問題意識から、本研究では、接触場面における協働に広く関わると考

えられる、話題に注目する。どのような話題をどのように導入するのか、またどのよ
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うな話題をどのように展開するのかという観点から、接触場面の会話を分析する。両

者による「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

受けて、分析対象としては、初対面雑談会話を用いることとする。初対面雑談会話で

は、どのような話題を選択し導入するか、またそれらの話題をどのように展開してい

くかが、話者に任せられているからである。そして話題導入及び話題展開という観点

から、母語話者と非母語話者の協働を明らかにし、それをどのように学習しているの

か明らかにすることを目的とする。そうすることで、母語話者と非母語話者が積極的

にコミュニケーションに参加し、関係を築いていくためにはどのような教育が必要で

あるのかについて、議論することができると考えている。さらに、そこで観察された

協働によって、どのようにして異なりの内在的統合を実現することができるのかにつ

いても、考察したい。 

 

1.4 研究の構成 

 本章の最後に、本研究の構成について述べることとする。まずその構成を表す図を、

下に提示する。 
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図 1. 本研究の構成 

 

第 1章 はじめに 

問題の所在と研究目的を提示する。 

 

第 2章 先行研究 

接触場面における能力観と話題に関する先行研究を整理し、 

先行研究における本研究の位置づけを明確にする。 

 

第 3章 予備調査 

どのようなデータを分析することで研究目的を達成することができるのか、 

探索的なインタビュー調査により明らかにする。 

 

第 4章 研究方法 

予備調査の結果を受けて、協力者及びデータ収集について説明する。 

その後、収集したデータをどのように分析するのか明示する。 

 

第 5章及び第 6章 

談話分析の結果を提示する。 

第 5章 研究 1 話題の導入     第 6章 研究 2 話題の展開 

5. 1. 話題導入の言語形式の分析  6. 1. 話題展開における参加形式の分析 

5. 2. 話題導入の内容の分析    6. 2. 話題展開における 

                          話者間の関係性の分析 

 

第 7章 総合的考察 

第 5章及び第 6章の分析結果を、協働という枠組みから考察する。 

さらに異なりの内在的統合がどのように実現されうるのか考察する。 

 

第 8章 総括 

残された課題をまとめる。 
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 まず第 2章では、関連する先行研究をまとめることとする。本章でも挙げた「共生

する」の教育理念がどのように注目されるようになったのか、そしてこれまでの母語

話者と非母語話者の能力観について、まとめることとする。さらに会話における話題

導入及び話題展開についての研究も整理し、先行研究の中での本研究の位置づけを明

確にする。続く第 3章では、どのようなデータを分析対象とすれば研究目的を達成で

きるか明らかにするために、予備調査を行うこととする。その結果を基に、どのよう

なデータを収集し分析するのか、第 4章に記す。第 5章と第 6章では、話題の導入と

展開について、分析した結果を提示する。第 7章では、そこまでの結果を総合的に考

察し、母語話者と非母語話者がどのように協働を学習しているのか考察する。さらに、

どのようにして岡崎敏雄（1994）が掲げる異なりの内在的統合が実現可能であるのか

も、考察したい。最後に第 8章で、本研究の結論を述べるとともに、教育への提言及

び今後の課題を提示することとする。以上が本研究の構成である。 
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第2章  先行研究 
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 本章では先行研究として、まず国内日本語教育がこれまでどのような教育理念を中

心に据えてきたのか、接触場面における母語話者及び非母語話者の能力観とともに、

見ていきたい。そうすることで、「共生する」という教育理念が掲げられる現在、どの

ようなことが母語話者と非母語話者に必要とされているのか、より明確にすることが

できるだろう。その後の 2. 2では、本研究で注目する話題の導入と話題の展開に関す

る先行研究を紹介する。最後に第 3章への橋渡しとして、先行研究における本研究の

位置づけを論じるとともに、予備調査で明らかにするべきことをまとめたい。 

 

2.1 国内日本語教育のパラダイムと能力観 

 以下、国内日本語教育の三つのパラダイムを見ながら、それぞれのパラダイムで母

語話者及び非母語話者にどのような能力が求められていたのか、その能力観を見てい

きたい。さらに、それぞれのパラダイムにおける膨大な先行研究の内、本研究と関連

深い研究、特に日本語の談話に関するものと母語話者の言語運用に関するものを、挙

げていくこととする。 

久保田（2000）によると、パラダイムとは「研究者が世界からどのような問題点を

見つけ、どのような方法で研究をおこない、解決方法を見つけだすかといった、世界

を把握するための研究全体の枠組みを暗黙的に与えるもの」であり、「暗黙的にグルー

プ内で受け入れられている」文化である（p.15-16）。そして教育学におけるパラダイ

ムは、哲学的前提・教育実践・教育理論・研究方法論からなり、それら四つが相互に

影響を及ぼしあうということである。国内日本語教育のパラダイムについて、佐々木

（2006）は久保田（2000）の定義に基づき、以下のようにまとめている。 
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表 1. 国内日本語教育における三つのパラダイム７ 

パラダイム 第一パラダイム 第二パラダイム 第三パラダイム 

時期 ～1980年代半ば 1980年代半ば～ 1990年代半ば～ 

教育理念 教育する 支援する 共生する 

重視する 

もの 

言語構造の理解と 

定着重視 

コミュニケーション、 

ニーズ分析重視 

社会的成員としての 

学習者重視 

教授法 

・学習法 

オーディオ・リン

ガル法、直接法 

コミュニカティブ・ 

アプローチ 
自律学習、協働学習 

佐々木（2006、p.274）から引用（一部改変） 

 

 上が佐々木（2006）による、国内日本語教育における教育実践に関するパラダイム

である。また上の表には含まれていないが、佐々木（2006）は、第一パラダイムと第

二パラダイムの哲学的前提として客観主義的教育観を、第三パラダイムの哲学的前提

として構成主義的教育観を明示している。前者は「学ぶべき知識の効率的授受を中心

と」する教育観であり、後者は「知識が伝達的にではなく、自律的、協働的に構成さ

れていく」とする教育観である（佐々木 2006、p.272）。ただし佐々木（2006）は、こ

れら三つのパラダイムの登場をパラダイムシフトと呼んでいる一方で、「1つの教育理

念が他の教育理念に完全に取ってかわるという状況」ではなく漸次的にシフトが生じ

ていることに、注意を促している（p.273）。教師の教育実践には、所属組織及び学生

が期待する教育実践も影響するため、教師が「実践面において様々な矛盾を抱えて教

育実践をしなければならない」ことは、久保田（2000）も認めている（p.43）。そのた

め 2010年代の今日でも、第一パラダイム、第二パラダイムの中で教育実践を行ってい

る教師は多くいるだろう。そのような複数のパラダイムが並行している状況を表すた

めに、佐々木（2006）の元の図ではパラダイム間に「＋」という記号が用いられ、そ

れぞれのパラダイムにおける教育理念や重視するもの、教授法などが従来のものに「取

ってかわる」のではなく「加えられる」ことが、示されている。 

 それでは以下順に、第一パラダイムから第三パラダイムまでを、それぞれのパラダ

イムにおける能力観とともに見ていくこととする。 
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2.1.1  第一パラダイム 

第一パラダイムは「教育する」を教育理念としており、「日本語の発音、語彙、文法、

表記などがどのようなものか、そしてそれを効率的に学習者に定着させるにはどのよ

うな方法がもっとも効果的であるか」を主たる関心としていた（佐々木 2006、p.259）。

そのような関心に合わせて用いられていたのが、「言語構造が自動的に出てくるまで

体に覚えこませるための文型練習を重視する」オーディオ・リンガル法と、「日本語だ

けを使用して教える」直接法である（佐々木 2006、p.259）。特にオーディオ・リンガ

ル法は、第一パラダイムで重視されていた「正しいセンテンスを生成」する能力（ネ

ウストプニー1995、p.10、以下これを文法能力と呼ぶ）と関りが深く、文法能力を伸

ばすために、オーディオ・リンガル法が用いられていたといえる。その文法能力は、

Chomsky（1965）による言語能力（linguistic competence）と同等の概念だと考えら

れる８。Chomsky（1965）は言語の文法的知識である言語能力と、具体的な場面ごとに

観察される言語運用（linguistic performance）を、明確に区別していた。第一パラ

ダイムにおける国内日本語教育も、当時優勢だったチョムスキー理論の影響を受けて

いたといえる。また細川（2003）はこの第一パラダイムの時期を、「何を教えるか」が

重要視され、主に日本語学の知見を参考にしながら、その教育内容が注目された時期

だったとしている（p.5）。 

 

2.1.2  第二パラダイム 

第一パラダイムが長く続いた後で、1980年代半ばに第二パラダイムが登場する。そ

の発端は、国境を越えた移動が盛んなヨーロッパにおいて、諸言語の母語話者と非母

語話者のコミュニケーションの必要性が高まったことだった。従来のオーディオ・リ

ンガル法を見直し、コミュニケーションができるようになるための教授法を模索する

中で提唱されたのが、コミュニケーション・アプローチである。そのアプローチの理

念を、Richards & Rodgers（2001）は以下の五つにまとめている。 
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a. コミュニケーションのために使用することを通して、学習者はその言語を

学ぶ。 

b. 本物で意味のあるコミュニケーションが、教室活動の目標となるべきであ

る。 

c. 流暢さはコミュニケーションの重要な次元の一つである。 

d. コミュニケーションは異なる言語技能の統合に関わる。 

e. 学習は創造的な構築のプロセスであり、試行錯誤に関わる。 

（Richards & Rodgers 2001、p.172、著者訳９） 

 

 上記のような理念のコミュニカティブ・アプローチが日本にも紹介されたことが、

国内の日本語教育でそれまで実践されてきたオーディオ・リンガル法を見直す、きっ

かけとなった。当時の日本国内の社会状況としては、1972年の日中国交正常化、1975

年のベトナム戦争終結とインドシナ難民の受け入れ、1983年に発表された「留学生受

入れ 10万人計画」などにより、在留外国人の数が増加し、その在留目的も多様になっ

ていた。そしてその多様な目的を持つ在留外国人が、「日本語学習の支援を求めて日本

語教室に」来ることとなった（佐々木 2006、p.263）。それと同時に、非母語話者の数

が増加したことでヨーロッパと同様、コミュニケーションができるようになるための

教授法への関心が高まった。これが、第二パラダイムで母語話者とのコミュニケーシ

ョンを重視した教育が導入され、学習者のニーズ分析が重視されるようになった理由

である。 

この第二パラダイムで重視されるようになった能力は、コミュニケーションをする

ための能力（以下、コミュニケーション能力）だった。ネウストプニー（1995a）でも

この時期に、「日本語教育の真の目標は正しいセンテンスを生成することではなく、コ

ミュニケーションであるという考え方が圧倒的になってきた」ことが、指摘されてい

る（p.10）。そのようなパラダイムの転換により、コミュニケーション能力に関する諸

理論や、コミュニケーションを可能にするための方略が多く提唱された。まず Hymes

（1972）は、Chomsky（1965）の言語能力が社会文化的な言語運用の適切さと切り離さ

れていると批判した上で、言語の知識（knowledge）とそれを使う力（ability for use）

を含む能力として、コミュニケーション能力という概念を提示した。Hymes（1972）は

それを、「文法的な文の正しさについての知識だけでなく、いつ、何について、誰とど
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こで話すか、または話さないのかという文の適切さに関する能力」と定義している

（p.277１０）。さらに Canale & Swain (1980)及び Canale（1983）は、コミュニケーシ

ョン能力の構成要素を、提示している。以下が Canale（1983）により提示された、コ

ミュニケーション能力の構成要素である。 

 

文法能力（grammatical competence） 

発話の字義とおりの意味を正しく理解し生成する能力である。 

社会言語能力（sociolinguistic competence） 

参加者の地位や相互作用の目的・規範・慣習などの文脈的な要因に依存する

様々な社会言語的文脈の中で、発話を適切に理解し生成することに関わる能

力である。 

談話構成能力（discourse competence） 

文法的な形式と意味を統合して、異なるジャンルの談話や文章を構成するた

めの能力である。 

方略能力（strategic competence） 

主に二つの理由によって用いられる、言語的及び非言語的なコミュニケーシ

ョン上の方略に関する能力である。理由の一つ目は、実際のコミュニケーシ

ョンにおける制約的な条件（特定の概念や文法形式がその瞬間思い出せない、

など）や、他の三つの能力が参加者の一人もしくは多数に不十分な場合に生

じる、コミュニケーションの中断を修復するためである。理由の二つ目は、

コミュニケーションの効果を一層高めるために（修辞的な効果のために、意

図的にゆっくり柔らかく話す、など）、それらの方略を用いるというものであ

る。 

（Canale 1983、p.7-10、著者訳１１） 

 

Canale & Swain (1980)及び Canale（1983）が提示した方略能力については、コミ

ュニケーション・ストラテジーという用語とともに多くの研究者が分析対象としてい

る。コミュニケーション・ストラテジーの代表的な研究である Tarone他（1983）は、

それを「適切な目標言語の規則を習得していない状況で、学習者が目標言語で意味を

伝えたり受け取ったりするために用いる系統だった試み」（p.4、著者訳１２）と定義し
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た上で、以下のような具体的なストラテジーを挙げている。 

 

a. 言い換え（paraphrase）： 

意味上、ほぼ近い言い換え（approximation） 

新語創造（coinage） 

回りくどい表現（circumlocution） 

b. 借用（borrowing）： 

逐語訳（literal translation） 

言語交換（language switch） 

援助の要求（appeal for assistance） 

身振り（mime） 

c. 回避（avoidance）： 

メッセージの縮小（message reduction） 

意味の回避（semantic avoidance） 

メッセージの放棄（message abandonment） 

トピックの回避（topic avoidance） 

（Tarone他 1983、日本語訳は橋内 1999を参考にした） 

 

これらのストラテジーは、非母語話者が母語話者とのコミュニケーションを可能に

するものであるため、非常に重要である。また第 1章で記した岡崎敏雄（1994）の協

働の枠組みにおいては、これらはやり取りの維持に関わる相互調整行動に含まれると

考えられる。日本語を対象とした研究としては、非母語話者がどのようなコミュニケ

ーション・ストラテジーを用いているのかに関する諸研究（尾崎 1981、尾崎 1992、横

林 1991、荻原 1996 など）と、その使用を非母語話者に教えて、教育の効果を検証す

る諸研究（藤長 1993、梅田他 1997など）が行われた。 

ここまで、コミュニカティブ・アプローチの第二パラダイムへと転換した 1980年代

に、コミュニケーションを可能にする能力や方略がどのように論じられてきたのか、

概観した。それらの議論と同時に、1980年代にはコミュニケーション及びインターア

クションを契機とした言語習得も、注目され始めた。特にその理論的基盤となったの

は、Krashen（1982、1985）によるインプット仮説（Input Hypotheses）と、Long（1983）
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によるインターアクション仮説（Interaction Hypotheses）である。まずインプット

仮説とは、「人間はメッセージを理解すること、つまり理解可能なインプット

（comprehensible input）を受け取るというただ一つの方法により、言語を習得する」

という主張である（Krashen 1985、p.80、筆者訳１３）。この「理解可能なインプット」

という概念をきっかけに、接触場面における母語話者の言語運用も分析され始め、ア

ウトプットの必要性や非母語話者がおかれる学習環境についても、多くの議論がなさ

れた。特に接触場面における母語話者の言語運用については、フォリナートーク

（foreigner talk）という用語で捉えられるようになり、多くの研究者が注目した。

フォリナートークは Ferguson（1981）により、「主に外国人に対して、例えば当該言

語について十分な理解力がない人々に対して使用するレジスター」と定義されている

（p10１４）。Long（1981）は、フォリナートークが非母語話者の第二言語習得を促進す

るとし、特に以下のような特徴を持つフォリナートークが望ましいと、主張している。 

 

1. 母語話者が非母語話者の残りの表現を助け、協同的に会話を行うことが保障

される 

2. 母語話者が自分自身が発した質問へ答え、相手には修辞的な質問をする 

3. 母語話者が疑問文の形で質問をし、その形で会話が維持されていく 

4. 母語話者は会話の問題が発生するのを避け、ミスコミュニケーションを修正

するために頻繁に明確化しようとする 

Long（1981、日本語訳は徳永 2002、p.167より） 

 

日本語のフォリナートークについては、スクータリデス（1981）によって、初めて

報告されたとされる。スクータリデス（1981）は日本語独自のフォリナートークの特

徴として、日本語で省略されることの多い一人称が、非母語話者との談話で多用され

ることなどを挙げている。その後ロング（1995）が、フォリナートークの使用と不使

用を含む母語話者の非母語話者に対する行動を、包括的に提示している。以下に引用

したい。 
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Ⅰ. 無返答型 

 A. 無言 

 B. 無提供 

Ⅱ. 返答型 

 A. 他言語の（発話ごとの）使用 

 B. 日本語の使用 

  1. フォリナー・トーク（外国人相手談話）使用型１５ 

   a. 語彙面 

    （1）臨時借用語の使用 

    （2）訳語の使用 

    （3）外来語の頻用 

    （4）釈義 

    （5）同義語による言い換え 

   b. 文法面（文法の簡略化） 

    （1）短い文の頻用 

    （2）格助詞の省略 

    （3）複雑な文構造の回避 

    （4）敬語・丁寧体の回避 

    （5）指定表現「ダ」の省略 

   c. 音声面（聞き取りやすい発音） 

    （1）話すスピードの減速 

    （2）拍を区切った発音 

   d. 談話面 

    （1）語・節の繰り返し 

    （2）明確化の要求 

    （3）理解の確認 

    （4）現在の時間・場所の話の頻出 

   e. 非言語行動（ジェスチャーの頻用） 

    （1）短い文の頻用 

    （2）格助詞の省略 
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  2. フォリナー・トーク無使用型 

   a. 全国共通語の使用 

   b. 生活言語（方言）の使用 

（ロング 1995、p.10） 

 

さらに、フォリナートークの受け手である非母語話者に注目し、社会心理学的な観

点から分析した研究も多い（坂本他 1989、Ross & Shortreed 1990など）。それらの研

究の多くは、Giles 他（1987）によって提唱されたコミュニケーション・アコモデー

ション理論（Communication Accommodation Theory）を、その分析の観点として用い

ている１６。コミュニケーション・アコモデーション理論におけるアコモデーションと

は、話し相手によって自らの話し方を変化させることである。その具体的な方略とし

ては、話し方を相手に近づける収束（convergence）、相手との違いを強調する分岐

（divergence）、相手によって変化させない維持（maintenance）が挙げられる。フォ

リナートークは当該理論から、収束の一つのかたちとして、分析対象とされてきた。

例えば坂本他（1989）は、日本語力が高くなるにつれて非母語話者がフォリナートー

クに対して否定的な反応を示すことを、明らかにしている。そのような非母語話者の

否定的な反応は、過剰適応（over accommodation）が原因であると考えられる。オス

トハイダ（2011）によると、過剰適応とは「話し手によるコンバージェンス（収束）

が相手にとってむしろダイバージェンス（分岐）となってしまう行動」である（p.11）。

上級非母語話者がフォリナートークを否定的に評価するのは、そのフォリナートーク

使用という収束が非母語話者に不要なものであり、むしろ母語話者と非母語話者との

違いを強調するような分岐として、機能しているからだと考えられる。オストハイダ

（2011）も、過剰適応の例として、母語話者が本当は日本語が堪能な非母語話者に対

して、英語で話しかけるという例を挙げている。 

そして、Krashen（1982、1985）によるインプット仮説（Input Hypotheses）と同じ

く、コミュニケーションを契機とする学習に研究者の関心を向けたのが、Long（1983）

によるインターアクション仮説だった。Long（1983）は、インプットとアウトプット

両方の重要性を説き、インターアクション中の意味交渉（negotiation of meaning）

が言語習得を進めると主張した。Long（1996）はそれについて、インターアクション

が「インプット（学習者が聞くことと読むこと）と学習者の内的能力、特に選択的気
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付きとアウトプット（学習者が産出すること）を生産的につなげることで、言語習得

が促進される」と説明している（p.451-452、著者訳１７）。ここから多くの研究者が接

触場面における意味交渉に注目し、先述のコミュニケーション・ストラテジーなどを

用いながら、どのようにお互いに意思疎通を図っているのか分析してきたといえる。

以上のように、インプット仮説とインターアクション仮説は、コミュニカティブ・ア

プローチにおける教室活動の理論的基盤となるとともに、様々な実証研究を生み出し

た。特に、それまで注目されてこなかった母語話者の言語運用が、フォリナートーク

という用語とともに注目され、多くの研究が蓄積されたことが、特徴として挙げられ

る。しかしこの時期にはまだ、母語話者を学習者として位置付けるような枠組みはな

かったため、母語話者がどのようにそれを学ぶのか、またどのようにそれを用いるよ

うになるのか、といった観点から母語話者の変化を明らかにするような研究は、なか

ったといえる。 

 以上の第二パラダイムでは、Canale（1983）などの様々なコミュニケーション能力

のモデルが提唱され、コミュニカティブ・アプローチをはじめとする新しい教育方法

が、模索された。接触場面を対象とする研究としては、母語話者のフォリナートーク

と非母語話者のコミュニケーション・ストラテジーが多く分析された時期といえよう。 

 

2.1.3  第三パラダイム 

1990年代には、母語話者と非母語話者の共生が、教育理念として注目されるように

なった。その社会的背景として佐々木（2006）は、在留外国人のさらなる増加と多様

化を挙げている。この頃になると、1980年代よりもさらに在留外国人の数は増え、「韓

国・朝鮮籍の人々が多数派を占めた時代から、ニューカマーが多数派を占める時代へ

と」、その内訳も変わってきた（同上、p.269）。同時に在留外国人の集団によるコミュ

ニティができはじめ、「地域社会のお客様ではなくメンバー」として、それぞれの地域

で母語話者と共生することが課題とされるようになった（同上、p.269）。日本語教育

においても、非母語話者は「「受動的に知識を受け取る人」ではなく「自律的・協同的

に自身の学習を管理する人」への転換が期待される」ようになった（同上、p.272）。

そのため「どのように教えるか」という教育観ではなく、「どのように学ぶか」という

学習観として、自律学習や協働学習への注目度が高まることとなった。 

上記のような状況の中で提唱されたのが、第 1章で提示した共生日本語教育である。
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ここでは共生日本語及びその教育について見ていく前に、1995年というパラダイムの

過渡期に主張された、日本語教育でその後大きな影響力を持つネウストプニー（1995a）

による能力観を紹介したい。ネウストプニー（1995a）はまず、日本語教育に長年携わ

り、コミュニカティブ・アプローチに接する中で得た気付きとして、以下のような主

張をしている。 

 

ところで、私たちが数十年間種々のコミュニカティブな教授法に接しているうち

に、さらに次のようなことに気がついた。つまり、人間の行動の目標ははたして

コミュニケーションそのものであろうか？コミュニケーションは私たちにとって

目標だろうか、手段だろうか。もちろん、後者である。コミュニケーションは、

社会・文化、あるいは社会・経済的な行動の手段にすぎない。しかし、それが事

実なら、日本語の教師の最終的な目標は、社会・文化・経済的なインターアクシ

ョンのための能力でなければならないのである。 

ネウストプニー（1995a、p.10） 

 

ネウストプニー（1995a）は上記のような主張を提示した上で、コミュニケーション

能力よりも範疇が広いインターアクション能力という概念を、その構成図とともに示

している１８。その図を以下に引用したい。 

 

インターアクション能力 

 

             コミュニケーション能力 

 

社会文化能力           社会言語能力      文法能力 

図 2. インターアクション能力の構成図（ネウストプニー1995、p.103） 

 

 従来のコミュニケーション能力だけではインターアクションを達成できるとは限ら

ず、インターアクションの達成について考えるためにはコミュニケーション能力より

も広い能力観を持つ必要がある、というのがネウストプニー（1995a）の主張である。

まず文法能力については、第一パラダイムで重視されていたような、「正しいセンテン
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スを生成する」ための能力だといえる（p.10）。そして文法能力とあわさりコミュニケ

ーション能力を構成するのが、社会言語能力である。これについては、先に提示した

Canale（1983）による社会言語能力と同義だと考えられる。それは社会言語的な規則

に沿って日本語を運用する能力であり、ネウストプニー（1995a）は Hymes（1962、1972）

の主張を基盤とし、以下の八つの社会言語的規則を提唱している（p.104）。 

 

1. スイッチ・オン（点火）規則（どのような条件の下でインターアクションが

おこるか） 

2. セッティング規則（いつ、そしてどこでインターアクションがおこるか） 

3. 参加者規則（インターアクションに参加している人々はだれであるか） 

4. バラエティー規則（どのような「種類」の言語が使用されるか） 

5. 内容規則（インターアクションの内容はなんであるか） 

6. 形の規則（インターアクションがどんな形式でおこるか） 

7. 媒体規則（何を媒体とするか〔このカテゴリーは、通常非言語コミュニケー

ションと呼ばれるものを含む〕） 

8. 言語管理（操作）規則（インターアクションの行為にラベルをつけ、評価し

てそして訂正する） 

ネウストプニー（1995a、p.104） 

 

 文法能力と社会言語能力に加えてネウストプニー（1995a）が提示したのが、社会文

化能力である。これはコミュニケーション行動以外の実質行動を行う能力であると考

えられ、実質行動の一例として「自転車に乗ること、そばを食べること、機械を使っ

て種々のものを作ること」などが挙げられている（p.46）。そしてそれらの実質行動が、

「コミュニケーション行動の話題になる」ため、「コミュニケーションをともなわない

実質行動とコミュニケーション行動とが、同じ場面の中でまじることが多い」ため、

「すべてのコミュニケーション行動が実質行動から出発する」ために、日本語教育の

中でも実質行動を切り離すことはできないと、ネウストプニー（1995a）は主張してい

る（p.45-47）。そのためコミュニケーション能力だけではなく、実質行動のためのイ

ンターアクション能力を構成する、社会文化能力を日本語教育の中でも扱っていく必

要がある、というのがネウストプニー（1995a）の提言である。 



31 

 

第三パラダイムの教育理念である「共生する」という用語は用いられていないが、

ネウストプニー（1995a）はコミュニケーションが最終的な目的ではないこと、それを

用いながら達成されるインターアクションを意識する必要があることを提示している

点で、コミュニケーションを経た上での多文化共生を目的とした岡崎眸（2002a、2002b、

2007）及び岡崎敏雄（1994、2003、2005）と、共通している。ネウストプニー（1995a）

のインターアクション能力を会話教育の枠組みから論じている中井（2012）は、それ

を「状況や人間関係などの社会的な文脈の中で人と関りを持つさい、相手と協力して、

瞬間瞬間に生成されるインターアクションを動態的に調整しつつ、言語行動（語彙・

文法・音声）、社会言語行動（コミュニケーション）、社会文化行動（実質行動）が適

切に行える能力」と再定義しており（p.9）、「相手と協力して」という部分を明確にし

ている。 

岡崎眸（2002b）が、母語話者と非母語話者の両者を共生日本語の学習者として位置

づけることで、「両者は理論的に完全に対等である」と主張しているのは、先に見たと

おりである。そして、そのような両者の学習の必要性が強調される中で、それまで注

目されてこなかった母語話者の学習を分析する研究も、出てきている。まず注目され

たのが、母語話者がどのような意識に基づきフォリナートークを用いるのかという、

意識と言語運用のつながりである。代表的な研究として、一二三（1995）が挙げられ

る。一二三（1995）はボランティアとして日本語を教えている母語話者に対して、53

項目からなる質問紙調査を行い、結果を因子分析にかけている。質問紙の 53 項目は

「相手を楽しませようとする」「身振り・ジェスチャーを多くする」「相手の言語のレ

ベルに応じて、語彙・文法・スピードなどの言語的な調整をする」などである。結果

として、以下のような接触場面における母語話者の意識を、明らかにしている。 

 

①発話内容を対話者に理解させるための言語面・話題面での意識的配慮 

②対話者の発話を鼓舞する態度で、対話者を理解しようとする聞き手としての誠

意を示すと同時に、会話を積極的に進めるために必要な意識的配慮 

③会話の場の雰囲気を和らげ、対話者が会話に参加しやすくなることを目的とす

る意識的配慮 

④自分と相手との関係を理性的に統制し感情を抑制しながら会話を維持すること

を目的とする意識的配慮 
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⑤自分の意志や感想を率直に表現し、対話者に自分をより深く理解させることを

目的とする意識的配慮 

⑥相手との意見の相違などによる対立を避け、会話を穏便に遂行することを目的

とする意識的配慮 

⑦多少の理解できない点などには寛容に対処することで、会話の無用な中断を回

避し、会話が継続することを目的とする意識的配慮 

（一二三 1995、p.43から抜粋） 

 

一二三（1995）の意識的配慮とは、上記に挙げられたような、会話中の心がけを意

味する１９。さらに一二三（1995）は、会話の目的、質問紙回答時に想定された非母語

話者の日本語レベル、ボランティアとして日本語を教えた経験という 3要因による、

意識の違いを分析している。それによって、会話の目的や相手の日本語レベルによっ

て、母語話者が異なる意識を持つことが明らかになった。また一二三（1999）では、

母語話者を非母語話者との会話に参加させた後に、質問紙調査を行い、当該会話にお

ける意識が分析されている。さらにその意識の分析結果と実際の言語運用とを併せて

分析することによって、当該会話における母語話者の意識と言語運用の関係を、明ら

かにしている。結果としては、例えば「会話の中断を避け、円滑な運用を志向する配

慮」が働くと、相手への質問や意味交渉が多くなることなどが、明らかになった。同

じように矢作（2002）や渡部（2002）も、実際の会話に見られた母語話者の言語運用

が、どのような意識により生起したのかを明らかにしようとしている。このように、

母語話者の接触場面における言語運用が「調整されるもの」として捉えられるように

なったことに伴い、辛（2007）はフォリナートークを、「日本語母語話者の、非母語話

者に対する修正された言い方」ではなく、「接触場面の会話参加者双方が使用可能な調

整行動、多文化社会における言語ストラテジーの一つ」として、新たに定義している

（p.26）。 

他にも、母語話者の意識と言語運用のつながりを明らかにしようとした研究として、

どのように話者が自らの言語を管理しているのかに関する、言語管理理論（language 

management、Neustopuný 1985、Jernudd & Neustupný 1987、ネウストプニー1995b）

を用いた一連の研究が挙げられる。それらの研究では、しばしば言語ホスト（language 

host）と言語ゲスト（language guest）という概念とともに、接触場面で言語ホスト
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である母語話者が、自身の言語運用をどのように管理しているのかが分析されている。

ネウストプニー（1995b）による言語管理理論の「もっとも簡単な形」（p.70）は、以

下のように表されている。 

 

1. 逸脱がある、 

2. それが留意される、 

3. 留意された逸脱が評価される、 

4. 評価された逸脱（問題）の調整のための手続きが選ばれる、 

5. その手続きが実施される、 

ネウストプニー（1995b、p.70-71原文ママ） 

 

上記の枠組みを使う研究は先述のとおり、母語話者が言語ホストとして、言語運用

を管理する様子を記述している。また数は少ないが、ファン（1999、2003）は非母語

話者同士の会話における言語管理を明らかにしている点で、特徴的である。その結果

として、ファン（1999）は以下の三点を非母語話者同士の会話における規範の特徴と

して、提示している。 

 

(1)弱い規定規範しか成立しない。そのために言語問題も規定規範の逸脱から始

まると限らず、それ以外の規範から生ずることがある。 

(2)言語ホスト―ゲスト関係が成立しない。 

(3)逸脱のある状態を当然視して、すべての逸脱を解決しようとはしない。参加者

は言語問題を解決しようとするよりは、管理しようとする。 

ファン（1999、p.47） 

 

上記のように、非母語話者同士の会話では母語場面とは異なる規範意識があること

が、明らかになった。まだ研究が少ない非母語話者同士の会話については、今後多く

の研究がなされることが望まれる。 

また、接触場面における非母語話者の言語運用の意識を明らかにしたものとしては、

一二三（2000）が挙げられる。一二三（2000）では、一二三（1995）と同様の質問紙

調査を非母語話者に実施し、因子分析の結果として以下八つの因子を提示している。 
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①相手の情意面に注意を向けつつ、相手の話を促進し、会話を円滑に進めようと

する配慮 

②自己表現を明瞭に行う配慮 

③相互の正確な理解を達成させるための方略を駆使する配慮 

④親しみを表しつつ会話を楽しもうとする配慮 

⑤相手との協調的関係を築こうとする配慮 

⑥自己の能力・関心に則して、無難に会話を進めていこうとする配慮 

⑦自己を抑制し相手との距離を保とうとする配慮 

⑧正しく適切な言葉使いで、誤解を避け、正確に理解し合うことを志す配慮 

一二三（2000、p.24-25） 

 

上記の非母語話者による意識を、先の一二三（1995）による母語話者の結果と比較

すると、類似点と相違点があることが分かる。例えば、相手との協調的な関係のため

の配慮や自己表現を明確にする配慮、相手の発話を促進する配慮などは、両者に見ら

れる意識である。しかし言語の正確さや理解に関しては、一方にしか見られない配慮

もある。例えば非母語話者の「正しく適切な言葉使いで」という配慮は、母語話者に

は見られない。これは母語話者が、自身が母語話者であるゆえに「言語の正しさにつ

いては配慮する必要がない」と考えているためではないかと、推測される。逆に「多

少の理解できない点などには寛容に対処すること」などは、母語話者にしか見られな

い配慮である。一二三（2000）はさらに、上記の非母語話者による意識が、非母語話

者の日本語レベルと話し相手の属性によって異なるかどうか、量的に分析している。

主な結果として、非母語話者は母語話者との会話において、言語面の正確さと丁寧さ

に配慮する傾向があり、自己を抑制し中立的な立場を取ろうとすることが明らかにな

った。 

ここまで見てきたように、第三パラダイムの下では多くの研究によって、母語話者

及び非母語話者がどのように自らの言語運用を意識しながら調整しているのか、また

管理しているのかが、明らかにされてきた。そのような中で提唱されたのが、母語話

者と非母語話者の双方が協働しながら共生言語を創ることを主張した、共生日本語教

育である。ここで、その実践について、そしてその実践を通した学習についての研究
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を、紹介する必要があるだろう。その実践については、岡崎眸監修の『共生日本語教

育学―多言語多文化共生社会のために―』（2007）に、それぞれの著者が研究論文とし

てまとめている。そこに掲載されている論考は全て、ある大学の大学院日本語教育コ

ースの必修科目として行われた、日本語教育実習における実践に基づいている。そし

てその教育の特徴は、従来の日本語教育と比較されながら、以下のように端的にまと

められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 従来の日本語教育と共生日本語教育の特徴の比較 

（『共生日本語教育学―多言語多文化共生社会のために―』p.2より） 

 

上で共生日本語教育の特徴の一つ目として挙げられている、「日本人と外国人を共

に学び手とする」は、岡崎敏雄（1994、2003、2005）及び岡崎眸（2002a、2002b）の

一連の論考で、主張されてきたことである。またチーム・ティーチングとすること、

その「共生成長型」教員養成であることにも、共生日本語教育の理念が強く反映され

従来 

日本語教育 

・外国人だけを学習者と

する 

・教師が一人で教える分

業型授業 

・導入・説明・練習を基

本形とする 

・母語場面の規範的日本

語能力の獲得 

・応用科学モデルに基づ

く「トレーニング型」教

員養成 

共生日本語教育 

・日本人と外国人を共に学

び手とする 

・チーム・ティーチングに

よる協働型授業 

・接触場面のコミュニケー

ション・タスクが中心 

・内省モデルに基づく「共

生成長型」教員養成 
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ているといえる。実習生として参加した大学院生には母語話者と非母語話者が混在し

ており、上記のような特徴を明示していることから、実習生間での協働、共生も教育

実習における一つの目標だったことがうかがえる。実際に、第 3章の平野（2007）や

第 5章の野々口（2007）は、実習生間、特に母語話者実習生と非母語話者実習生の相

互作用に注目した論考である。教室における教育内容は、図 3にも示されているとお

り、接触場面におけるコミュニケーション・タスクが中心となっている。具体的には、

対話的問題提起学習（岡崎・西川 1993）という方法が採用されている２０。それは銀行

型教育（banking education）を批判し、課題提起型教育（problem-posing education）

を提唱した Freire（1979）の教育理念を継承するものである。半原他（2012）による

と、それは以下のように定義される。 

 

対話的問題提起学習では、第二言語学習者である非母語話者のみでなく、目標言

語話者である母語話者も対等な話者として位置づけ、両者の協働で学習を進める

点に特徴を持つ。そこでは、母語話者と非母語話者が共に暮らす上で生じる生活

上の問題点を取り上げ、両者が共に考え、解決を図ることが目指される。 

半原他（2012、p.172-173） 

 

共生日本語教育では、上記のような活動を通してそれぞれ気付きを得ながら、学習

を進めていくことが期待されている。そのため、『共生日本語教育学―多言語多文化共

生社会のために―』に収められている論考には、直接学習者としてそこに参加した非

母語話者の言語運用を分析し、実証的にその学習過程を明らかにするようなものは見

られない。ただ、特に実習生として参加した母語話者及び非母語話者が、その活動を

通して意識や活動をどのように変化させたのかについては、克明に記述されている。

分析対象として用いられているのは、内省レポート（清水 2007、池田他 2007、野々口

2007）や、準備期間における教師間の話し合いデータ（平野 2007）であり、結果とし

ては、活動を通して自己認識を深めていくプロセス（清水 2007）、気付きを得た上で

の自らの中にある前提の問い直し（池田他 2007）、非母語話者教師の肯定的な自己概

念の形成などが、明らかにされている。教師として参加した母語話者及び非母語話者

の様々な学習を明らかにしたことに、意義があるだろう。 

上記のように、岡崎眸（2002a、2002b、2007）及び岡崎敏雄（1994、2003、2005）
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の共生日本語では、「学習」という用語を、「実際のインターアクションを通じて学習

していく積み重ねの中で、個々の学習経験のあり方が偶発的なものの集合から一定の

形態として形成され」（岡崎敏雄 1994、p.65）る過程を意味するものとして、用いて

いた。一方でその「学習」を、「明示的に提示される内容を学ぶ」という意味で用いて

いるのが、「やさしい日本語」（松田・前田・佐藤 2000など）、「ユニバーサル日本語」

（森 2005）、「分かってもらえる日本語」（天野 2009）などの研究である。 

まず「やさしい日本語」は、1995年の阪神・淡路大震災で外国人住民が情報弱者と

なり、様々な困難に直面したことに対する問題意識から、弘前大学社会言語学研究室

のメンバーが中心となり提言された（佐藤 1999、松田他 2000、佐藤 2004など）。災害

時の非母語話者に対する情報提供のための表現として提唱されたため、公共の放送や

公文書の書き換えに注目する研究が、多いといえる。日本語を「やさしい日本語」に

するための手順として、佐藤（2004）は具体的に以下の三段階を提示している。 

 

① 情報のどの部分を伝えるか吟味する 

② 日本語能力三級・四級の語彙を用いる２１ 

③ その語が使えるかどうかを確認する 

（佐藤 2004、p.41-42） 

 

 日本語を「やさしい日本語」にする例として、佐藤（2004）は、「観光客避難場所」

という掲示表現を挙げている。佐藤（2004）によれば、それが現地人用か観光客用か

は、避難するときにそこまで重要ではないため、「観光客」という表現は不要である。

さらに「避難場所」という用語は日本語能力試験の旧 3 級・4 級にないため「逃げる

ところ」という表現を用いることが、適切であるとのことである。③の確認作業につ

いては、日本語初級の教科書、リーディングちゅう太、弘前大学社会言語学研究室の

ホームページという三つのリソースが紹介されている。 

 「やさしい日本語」が上記のとおり、日本語能力試験旧 3級レベル（現 N4レベル）

の非母語話者を想定しているのに対して、森（2005）の「ユニバーサル日本語」、及び

天野（2009）の「分かってもらえる日本語」は、日本語学習歴の短い外国人にも理解

できる表現を用いることを、特徴としている。以下に、森（2005）による具体的な提

言を紹介したい。 
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語彙 

・基本語（約 2000語程度）を使うようにする。 

・カタカナ表記の外来語等の使用は、控えめにする。 

文型 

・1分の長さを短く、文型を単純にする。 

・複雑な連体修飾節を減らす。 

・重文や複文をできるだけ避ける。 

表記 

・ポーズを多くとって表現する。 

・文字情報では、漢字の下にふりがなをつける。 

非言語情報 

・内容をより分かりやすくするため、イラストを添える。 

・話しことばでは、ジェスチャー（指さしや動作等）を取り入れてコミュニケー

ションをとるようにする。 

（森 2005、p.7-8） 

 

 天野（2009）の「分かってもらえる日本語」も、「ユニバーサル日本語」と同様に、

初級の非母語話者に対する母語話者の日本語を提案している。天野（2009）はその点

について、「やさしい日本語」との違いを以下のように述べている。 

 

「やさしい日本語」は「ある程度の日本語能力」を有する外国人に対しては効果

があると言えるが、日本語能力試験 3級レベルの話者を想定して作られたもので

ある以上、同レベルに到達しない話者が対象の場合においてはその運用は相応し

いとは言えない。外国人研修生たちの多くが企業配属の時点で日本語能力試験の

4 級レベルに到達しておらず、その日本語学習環境の改善は急がれるべき課題で

ある。同時に、かれらに理解されやすい日本人の発話形態を追求し、外国人研修

生に「分かってもらえる」日本語を早急に明示する必要がある。 

（天野 2009、p.11-12） 
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 上記の引用から分かるように、天野（2009）は特に日本語レベルが初級の非母語話

者に対する母語話者の日本語を提案している。ただ天野（2009）では、日本語教師で

ある母語話者とそうではない母語話者との発話が比較されているだけであり、具体的

な提言がされているとはいいがたい。 

 以上、第三パラダイムにおける母語話者の言語運用について、「明示的に提示される

内容を学ぶ」という意味で母語話者の学習を促進しようとする、代表的な提言を見て

きた。それぞれの研究者が「ユニバーサル日本語」や「やさしい日本語」など、独自

の用語を用いている状況について徳永（2009）は、接触場面で「使用される日本語の

存在が必要とされながら、共通概念を持ちえていない現状が窺い知れる」と述べてい

る（p.124）。今後は共通概念について議論を進め、それを母語話者に広めていくこと

が必要となるだろう。 

上記のような研究とともに、母語話者の学習を分析する実証的な研究も、1990年代

後半以降増えてきている。それらは特に、母語話者も接触場面におけるインターアク

ションを通じて学習を進めるという考えから、母語話者の言語運用を分析している。

代表的な研究としては、村上（1997）、増井（2005）、筒井（2008）、栁田（2010、2011）

が挙げられる。これら研究の共通点は、自由会話ではなく、協力者に以下のようなタ

スクを与えていることである。 

 

村上（1997） 母語話者と非母語話者が「よく似ているが、細かいところが少し

ずつ異なる」絵を渡され、「自分の絵を説明したりお互いに相手の絵について

質問したりして、異なる部分を探す」タスク（p.143） 

増井（2005） 「母語話者が絵を説明し、非母語話者が説明を聞いて同じ絵を再

生するという描画タスク」（p.4） 

筒井（2008） 母語話者が、自治会入会及び会費納入の勧誘員として、非母語話

者の家を訪ねるロールプレイ（p.80） 

栁田（2010、2011） 短編コメディの「前・後半部分を別々に視聴し、お互いの

持っている情報を、会話を通じて共有し、最後に全体のあらすじを各々が完

成させる」タスク（p.16） 

 

上記のようなタスクが協力者に課されており、ここから全てのタスクにおいて、意
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味の伝達及び情報のやり取りが、重要な目標として設定されていることが見て取れる。

また母語話者の条件統制については、どの研究も非母語話者との接触経験の多寡と、

日本語教師としての経験または知識の有無を、条件として用いている。非母語話者と

の接触経験の多寡を統制していることは、接触場面で非母語話者と話すことを通して、

接触場面での言語運用を母語話者が学習することが想定されているからだといえる。

日本語教師としての経験または知識の有無については、ティーチャートークとも言わ

れる日本語教師の言語運用が、他の母語話者の言語運用と異なる可能性を考慮してい

るためと考えられよう。具体的には、それぞれ以下のような条件統制をして、母語話

者の学習を明らかにしようとしている。 

 

村上（1997） 以下の四群 

グループ A 教師経験の長い（25年以上、平均 30.3年）日本語教師 

グループ B あまり教師経験の長くない（5～10年、平均 7.7年）日本語教師 

グループ C 日本語教師ではないが、非母語話者との日本語での接触の多い人

（南山大学外国人留学生別科職員2名及びある日本語学校の職員1名、

平均勤務年数 8.8年）」 

グループ D グループ A～Cのいずれにもあてはまらない人、通常 NNSとの接触

はほとんどない 

筒井（2008） 日本語教師・ホストファミリー・一般母語話者の三群 

栁田（2010、2011）以下の二群 

接触経験の多い母語話者グループ 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い。また、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。日本語教育の知識

や教授経験はない。 

接触経験の少ない母語話者グループ 全員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。日本語教育の知識や教授経験はない。 

 

なお上記の研究が横断的に、異なる経験を有する母語話者を比較しているのに対し

て、増井（2005）は母語話者と非母語話者の 5回のセッションを縦断的に分析し、そ

こでどのように母語話者の言語運用が変化するのか、分析している。1 回目のセッシ
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ョンに参加する時点では、全ての母語話者が非母語話者との接触経験がほとんどない

状態で、統制されている。 

分析にさいしてはいずれの研究も、言葉の言い換え、例示、理解の確認などの意味

の伝達に関わる行動を、分析対象としている。主な結果として、まず村上（1997）と

筒井（2008）は、日本語教師経験の有無による言語調整の違いを明らかにしている。

日本語教師経験のある母語話者については、説明するだけではなく例示するなど、伝

達のための言語調整が具体的になることが明らかにされた（筒井 2008）。ただ一方で、

村上（1997）は日本語教師経験が長い者よりも短い者の方が、意味交渉の頻度が多か

ったことを指摘し、それを「グループ Aの人たちは非母語話者との日本語での接触経

験が長く、NNS の発話が不完全である場合でも、非母語話者がいおうとしていること

を理解する能力、すなわち“comprehension competence（理解能力）”を発達させてき

たのであろう」と考察している（p.151）。 

接触経験の影響については、接触経験の多い母語話者が言語調整の頻度が高いこと

が、どの研究からも明らかになった。例えば栁田（2011）は、母語話者が非母語話者

に情報を提供するさいの言語調整を分析し、以下のような特徴が、接触経験の多い母

語話者に特徴的だったことを明らかにしている。 

 

情報の切れ目が明確な文単位の発話を多く用いる。 

理解チェックを用いて、NNSに対して躊躇なく理解を確認する。 

非母語話者からの不理解表明がなくても自発的に発話修正を行う。 

栁田（2011、p.21） 

 

このような結果は、どのような言語調整が非母語話者の理解を助けるのに有効であ

るのか、母語話者が接触経験を通して学習を進めているためだと考えられる。村上

（1997）も、接触経験が少ない母語話者に意味交渉の頻度が低かった結果について、

「この頻度の低さは、非母語話者との接触経験の少なさ、つまり「なじみのなさ

（unfamiliarity）が影響して、どうすれば「意味交渉」ができるかわからなかったた

めと思われる」と述べている（p.151）。その接触経験の影響については筒井（2008）

も、「日本語弱者との接触の大きい母語話者ほど、情報を一度自分の中に取り込み、消

化したのちに非母語話者の理解に合わせて再構成するという作業を多く行っている」
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と述べている（p.94）。また増井（2005）は、母語話者の「言語的リソースの拡大」と

いう概念を用いて、以下のように述べている。 

 

（母語話者は）「言い換え」に代表される多様な方法・表現が用いられるようにな

っていた。これは、具体的な話し方の面で学習が行われた成果といえる。より工

夫を要する方法を多種使用できるようになったということは、相手が非母語話者

のときに取りうる言語行動のバラエティが広がったことを意味し、話者としての

言語的リソースが拡大したことになるからである。また、「言い換え方略は、他の

方略と比べて理解促進に利する可能性の高い方法からなる。この方略を多用する

ようになったことは、接触経験を通じてわかりやすい話し方を習得していく方向

性を示すものといえる。 

増井（2005、p.9） 

 

増井（2005）の主張する「相手が非母語話者のときに取りうる言語行動のバラエテ

ィが広がったこと」とは、岡崎敏雄（1994）による「実際のインターアクションを通

じて学習していく積み重ねの中で、個々の学習経験のあり方が偶発的なものの集合か

ら一定の形態として形成され」（p.65）る過程を、意味すると考えられる。このように、

母語話者が接触経験を通じて学習を進める実証的研究は、徐々に増えてきているとい

える。しかしまだその数は少なく、これからも多くの研究者がその学習に注目し、研

究が蓄積されることが望まれる。 

協働の枠組みからは、上記の母語話者の学習に関する実証的研究は全て、相互調整

行動に含まれる言語運用を、分析対象としてきたといえる。当然、やりとり維持のた

めの調整行動は非母語話者とのコミュニケーションに欠かせない場合もあり、コミュ

ニケーションを維持したり会話の目的を達成したりするのに、非常に重要である。そ

れがなければ、会話は中断してしまうかもしれないし、意思を相手に伝達することも

できないかもしれない。ただ、共生のために母語話者と非母語話者がどのように協働

していけるのか、またそのためにどのような教育が必要であるのか議論するためには、

岡崎敏雄（2003）が挙げた、配慮行動と円滑化行動にも注目していく必要があるだろ

う。配慮行動と円滑化行動を分析していく必要性については、杉原（2010）も主張し

ている。 
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さらに、非母語話者側の学習も、忘れてはならない。非母語話者の学習については、

これまで多くの日本語教育研究が対象としてきており、実証的研究も多くある。しか

しそれらのほとんどは、母語場面で母語話者が用いる日本語を、学習目標としてきた

といえる。そのため、母語場面で母語話者が用いる日本語と異なるという理由で、非

母語話者の言語運用を問題視する研究も存在する。しかし岡崎眸（2002a、2002b、2007）

が主張しているように、そのように母語場面の日本語を規範とすることは、非母語話

者に同化を要請することにつながってしまう。そのような同化要請が機能すれば、そ

の規範を身に付けることができず同化することができない非母語話者が、不利益を被

ることになることは、先に見たとおりである。それを防ぐためにも、母語話者と同様

に、非母語話者も共生日本語を学習対象とする必要があるだろう。また教育現場では、

母語話者の規範的な言語運用を提示しながら、母語話者と同じように言語運用をする

かどうかは、本人に任せるという方法が取られることが多い。特に謝罪や依頼などの

発話行為については、言語ごとの文化差が指摘されることも多く、非母語話者が日本

語の言語運用と自らの母語の言語運用との違いを認識する機会も、多いと考えられる。

しかし岡崎眸（2007）は、そのように母語話者の規範的な言語運用を提示するという

教育の方法も、非母語話者への同化要請となる危険性があると、以下のように指摘し

ている。 

 

多くの教師たちは、日本文化への同化を押しつけることはよくないこととしつ

つも、自分の担当する「学習者」が日本についての知識を知らないがために不利

益を被ることのないように、「日本人はこのようにしている」という事実をきちっ

と教えることが重要だと強く確信している。そして、その確信の根拠は、日本語

教師が「日本人の規範」を教えてあげることで、「学習者」自らが、どうするかを

自己選択できるからという考えにある。 

このような考え方やそれに基づく日本語教育には幾つかの点で問題がある。例

えば、「自己選択」について、日本人はこうすると教えられた外国人が、その方法

とは異なる方法を現実問題として選択できるだろうか。「自己選択」の形をとって

いるように見えても、現実的には他の選択肢をとらず、結局「同化要請」として

機能することが多いのではないだろうか。また、「日本人はこのようにする」と提

示された方法は、日本人ならどこでも誰でも絶対とるものだと言いきれるだろう
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か。あるいは、視点を変えて、「日本人はこのようにしている」という場合の「日

本人」とはどんな日本人を指すのだろうか。長く住んでいても日本人の範疇に入

らない人々もいるのではないだろうか。例えば、少数ではあるとは言え、在日朝

鮮人など、多様な言語・文化背景を持つ人々が日本人の中には実際にいるという

事実は考慮の対象にされていない。 

岡崎（2007、p.290） 

 

上記が岡崎（2007）による、教育現場における同化要請の指摘である。ここから、

共生日本語を学習対象とすることが提唱されている一方で、多くの教育現場では母語

場面で母語話者が用いる日本語が、規範的に扱われていることが分かる。これは新し

い能力観が提唱されてはいるものの、その能力を伸ばす方法が、教師間で共有されて

いない状況だといえよう。その方法を模索していくためには、まず母語話者と非母語

話者が協働をどのように学習しているのか、その過程を明らかにする必要があるだろ

う。その学習の過程が明らかになれば、それをどのように教室内の教育に取り入れる

ことができるのか、議論も進むと考えられる。 

以上が第三パラダイムにおける能力観と、主だった先行研究についてである。続い

て次節では、本研究で分析対象とする話題導入及び話題展開に関する先行研究を、見

ていくこととする。 

 

2.2 日本語会話における話題 

本節では、話題の導入と展開に関わる先行研究を順に見ていくこととする。なお話

題の導入は、当該会話の最初の話題を除けば、話題の転換と同義である。そのため話

題の導入に関わる先行研究には、話題転換に関するものを含めることとする。用語を

整理するために、ここで一つ例を提示することとする。例 1は、母語話者である八代

と、非母語話者であるトクが就職活動について話している場面である。 
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例 1. 話題の導入と展開の例 

話者 発話内容 小話題 大話題 

トク ふふっ、うん。//じゃ、今、4年生だから、

就活です? 

八代の進

路 

八代の 

就職活動 

八代 就活中。 

トク 就活中。 

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。 

  

トク なんになりたいですか? 希望職場  

八代 えっ?  

トク なんになりたいですか?  

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） 

  

トク ロシア語と関係がある仕事が良いですか? 言語 

 

 

トクの 

ロシア 

訪問 

 

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? 

 

 

トクと 

ロシア 

 

 第 4章で詳細に述べることとするが、本研究では会話を大話題の連続からなるもの

として捉え、さらにその大話題は小話題のまとまりからなると捉える。本研究での話

題の導入は、どのような大話題を導入するかについてであり、これは大話題から大話

題への話題転換と同義である。上の例では、「じゃ、今、4年生だから、就活です?」と

いうトクの発話により「八代の就職活動」という大話題が導入されていると考えられ

る。そして就職活動に関する話題が続いた後、「ロシアって、 行ったことありますか?」

という八代の質問により、「トクのロシア訪問」という新話題が導入されていると考え

話

題

展

開 
話
題
導
入
（
転
換
） 
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られる。そしてこの新話題の導入は、「八代の就職活動」から「トクのロシア訪問」へ

の話題転換だと考えられる。さらに、導入されたそれぞれの大話題を、どのように相

互作用の中で進めるのかを、話題展開として捉えることとする。例えば、例中の「八

代の就職活動」という大話題は、トクによる質問と八代の応答により、展開されてい

る。ここから、トクは聞き手として、八代は話し手として当該話題の展開に関わって

いると、考えることができる。以上が、本研究の話題導入と話題展開の例である。そ

れでは以下で、話題導入と話題展開についての先行研究を、順に見ていくこととする。 

 

2.2.1  話題導入 

話題導入に関する先行研究は、その言語形式に関するものと、内容に関するものに

分けられる。言語形式に関するものは話題転換表現についてであり、内容に関するも

のは、どのような話題を導入するかについてである。順に見ていきたい。 

 

2.2.1.1  話題導入の言語形式 

まず、話題導入における言語形式である、話題転換表現についての先行研究を見て

いくこととする。雑談会話では、様々な話題が参加者によって導入される。そして新

しい話題の導入は、先行話題から後続話題への話題転換を意味する。先行研究では、

円滑な話題転換の重要性とともに、それが母語話者と非母語話者の会話において、摩

擦の原因にもなりうることが、指摘されてきた。例えば田中（2015）は、母語話者の

立場から、非母語話者と話すさいに「話題の転換が唐突に感じられたり、こちらがま

だ話し終わっていないのに別の話題に切り替わったりする等、話の進め方に違和感を

覚えること」があること、そしてそのような違和感が、「ひどい場合には「話を聞いて

いない」「重視されていない」等相手への不信につながってしまう可能性さえ」あると

述べている（p.131）。そのため話者は、相手に唐突な印象を与えずに、円滑に話題を

転換できるようになることが望ましい。 

先行研究では、円滑な話題転換に資する要因として、先行話題の終了表現と後続話

題の開始表現が、主な分析対象とされてきた。本研究ではそれら二つをまとめて、話

題転換表現と呼称する。前者は「先行話題が十分に話し尽くされ、それを転換する必

要があること」（Covelli & Murray 1980、p.385、筆者訳）を確認するためのものであ

り、相づちや話題をまとめる発話が該当する。後者は村上・熊取谷（1995）で「結束
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性表示行動」とも呼ばれ、先行話題と後続話題がどのように結束しているのか、また

結束していないのかについて、表示する表現である。それには「あのう」等のいいよ

どみ表現や、「話は変わるが」等のメタ言語表現などが該当する。終了表現により「先

行話題が十分に話し尽くされた」ことを確認し、開始表現によりどのような新話題を

導入するのか予告することで、唐突な印象につながる危険性を減らすことができると

考えられる。先行研究では、それらの表現がないために「聞き手の戸惑いが発生し、

会話が円滑に進まない結果となる」（エミ 2013、p.46）例も提示されており、終了表

現及び開始表現の重要性が主張されている。 

楊（2005）は、話題の終了表現に関する主要な先行研究（水川 1993、メイナード 1993、

村上・熊取谷 1995、中井 2003 など）と、開始表現に関する主要な先行研究（佐久間

1990、メイナード 1993、村上・熊取谷 1995、田窪・金水 1997、前原 2000など）によ

り提示された話題転換表現を、以下のようにまとめている２２。 

 

先行話題の終了表現 

相づち：「はい」「うん」などの短い表現。応答として使われるものは含まない 

まとめや評価：話題の内容（自分の話と相手の話両方を含む）をまとめ、評価する

発話 

笑い：はっきりとした呼気を伴う笑いで、微笑みは含まない 

繰り返し：自分または相手の発話の一部または全部を繰り返す発話、ただす相手に

確認を要求するものは除く 

 

後続話題の開始表現 

いいよどみ表現：「あのう」「えっと」等会話の展開、内容などを示す手がかりとな

る表現 

接続表現：「でも」「それで」等先行話題とのつながりを示す表現 

認識の変化を示す感動詞：「えっ」、「あっ」等会話の方向性が変わったことを示す感

動詞 

呼びかけ：相手の名前を呼びかけとして用いる場合 

メタ言語表現：「話は変わるが」等話題として取り上げることを示す表現 

 楊（2005、p. 34） 
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母語話者は上記のような表現を用いながら、円滑な話題転換を行っていると考えら

れる。さらに楊（2007）は、West & Garcia（1988）を参考に、終了表現の有無という

形式に注目し、話題転換を以下のように、協同的転換、一方的転換、突発的転換の三

つに分類している。 

 

協同的転換：両者の終了表現後に生じる話題転換 

一方的転換：どちらか一方の終了表現後に生じる話題転換 

突発的転換：どちらの終了表現もなく生じる話題転換 

 

楊（2007）は上記のような三つの分類を示した上で、「相手の意向を確認し、判断を

共有しながら会話を協同的に進めていく」協同的転換が、聞き手に唐突だと感じさせ

ないという意味で、最も安全だと述べている（p.49）。反対に、どちらの終了表現もな

いまま話題が転換する突発的転換は、その名のとおり、唐突な印象につながりやすい

といえる。楊（2005）は中国語母語の非母語話者と母語話者の初対面会話を分析し、

母語話者に協同的転換が多く、非母語話者に一方的転換と突発的転換が多いことを明

らかにしている２３。李（2014）も同様に、接触場面の初対面会話における終了表現に

注目し、その対人関係への影響に言及している。李（2014）は結果として、「「一方的

／突発的終了」であっても、相手が持つ会話進行の決定権に配慮するような話題選択

を行えば、唐突な話題終了のマイナスを相殺」することができるとし、具体的には「相

手だけが情報提供のできる」相手話題を後続話題とすることを、その方法として挙げ

ている（p.24-28）。話題転換がもたらす対人関係への影響を分析していること、そし

てそこに終了表現の有無だけでなく、後続話題の内容も関係することを示唆している

点で、李（2014）は意義深い。 

 楊（2005、2007）と李（2014）が終了表現に注目しているのに対して、小暮（2002）

は開始表現に注目している。小暮（2002）は ACTFL-OPIの初級 1名、中級 5名、上級

3 名がそれぞれ参加する母語話者友人との接触場面における、非母語話者の話題転換

を分析した。日本語レベルが初中級の非母語話者は、そもそも話題転換の頻度が少な

いという結果だったが、少ない中でどのような表現を用いたのか明らかにしたことに、

意義があるといえる。また、上級の非母語話者による開始表現の不適切な例として、

「そういえば」の代わりに「そういうと」が用いられていたことなどを挙げ、上級で
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も「他の表現形式との違いにおける話題転換表現の機能を十分に理解しているとは言

え」ないことを指摘している（小暮 2002、p.20）。異なる日本語習熟度の非母語話者

を対象としたことに意義はあるが、対象とした非母語話者が非常に少ないことが、課

題として指摘できよう。 

 また、上に挙げた楊（2005、2007）と李（2014）は先行話題の終了表現のみを、小

暮（2002）は後続話題の開始表現のみを分析対象としている。しかし終了表現がなく

とも、「ちょっと話が変わりますが」等の開始表現で唐突さが緩和される可能性はあり、

逆に開始表現がなくとも、終了表現の有無でその唐突さは大きく変わると考えられる。

したがってその円滑さや唐突さを議論するためには、終了表現と開始表現の両者を分

析対象とすることが、必要である。 

 さらに上記の研究は、話題転換における表現という形式に注目しているが、先行話

題と後続話題の内容の結束性には、ほとんど注意を払っていない。村上・熊取谷（1995）

は話題転換を内容の結束性から、話題転換を以下の三つに分類している。 

 

新出型：先行話題で言及されなかったことが後続話題となる話題転換 

派生型：先行話題で言及されたことから後続話題が選ばれる話題転換 

再生型：先行話題での言及はないがそれ以前に言及されたことが後続話題となる 

話題転換 

 

後続話題が先行話題と全く関係ない話題なのか、先行話題から派生した話題なのか

で、用いられる表現は異なるだろう。そして話題転換の唐突さについては、隣接する

先行話題と後続話題に関係がない、新出型と再生型の話題転換に特に注意が必要だと

考えられる。そこで本研究では、内容の結束性という観点から話題転換を新出型、派

生型、再生型に分類した後で、特に注意が必要な新出型及び再生型に焦点を絞り、そ

こで用いられている表現の分析に移りたい。 

 最後に先行研究の課題として挙げられるのは、非母語話者が円滑な話題転換に必要

な表現をどのように学習していくのか、明らかにする研究がなかったことである。学

習を明らかにするには、日本語習熟度が異なる非母語話者を対象としたり、特定の非

母語話者を縦断的に分析したりすることが望ましい。そのような研究は管見の限り小

暮（2002）のみだが、小暮（2002）は先述のとおり、開始表現のみを分析対象として
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おり、非母語話者の数も非常に少なかった。 

 

2.2.1.2  話題導入の内容 

どのような話題を導入するか、その内容に関する研究としては、三牧（1999）が代

表的である。三牧（1999）は日本人大学生の初対面母語場面を対象とし、どのような

話題が導入されているのかを分析し、話題導入に関して「初対面会話における話題選

択スキーマ」が共有されていることを明らかにしている。そこで挙げられたのは、「大

学生活」「所属」「居住」「共通点」「出身」「専門」「進路」「受験」という八つの話題で

ある。このような規範意識を共有していないために、接触場面では母語話者と非母語

話者に「何を話せばいいか分からない」という悩みが生じると考えられる。 

 異なる言語の母語場面を対象とする対照研究も、言語ごとに、初対面会話で導入す

る話題に関する規範意識が異なることを、明らかにしている。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）。 

 続いて接触場面を分析対象とする研究では、母語場面と接触場面で、導入する話題

が異なることが指摘されている。例えば金（2009）は、韓国人非母語話者が参加する

接触場面の初対面会話を分析し、「母語話者同士の会話と比べて、「日韓関連」と「プ

ライバシー」に関する話題が接触場面の新たな話題として取り上げられていること」
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を明らかにしている（p.294）。「日韓関連」についての話題は、母語話者と韓国人非母

語話者による初対面会話において、特徴的な話題だと考えられよう。プライバシーに

関する話題が多く取り上げられることの理由は、接触場面の話者が「積極的に相手へ

の関心を強化し距離を近づけようとする」ためと考察されている（p.292）。また加藤

（2006）は、タイ語母語話者が参加する接触場面の談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）。また話題導入に関する規範意識としては、母語

話者の「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」「タイの交通

事情について話せ」、非母語話者の「自国の料理の話題を出せ」という意識を、提示し

ている。話者の国と関連付けた話題を導入することは、金（2009）の結果とも共通す

る。 

また村上（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、以下の三つを提示している。 

 

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 

村上（2009、p.116-117） 

 

上記の三つから、家庭訪問先の母語話者が非母語話者の会話参加を優先して、導入

する話題を選択していることが分かる。また、話題導入に関する研究は二者間会話を

分析するものが多いが、村上（2009）は多人数会話を対象としたからこそ、「留学生参

加者が会話に参加できる話題を選択する」という調整行動を、観察することができて
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いる。先行研究の少ない多人数会話における話題導入も、これから注目していく必要

があるだろう。 

もう一つ、接触場面の初対面会話を分析対象としている研究として、ジャロンウィ

ットカジョーン・加藤（2010）が挙げられる。ジャロンウィットカジョーン・加藤（2010）

は、話者間の関係性という観点から話題を分類しており、「学生同士」や「女性同士」

という同質の関係性に注目し導入された話題が「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」するのに対し（p.25）、「日本人／タイ人」など非

対称的な関係性に注目し導入された話題が「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.23）。ただ非対称的な関係性から導入された話題に

ついては、ジャロンウィットカジョーン・加藤（2010）が分析対象とした談話に見ら

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、選択される話題によっては否定的に評価されうることも示

唆されている（p.23）。ジャロンウィットカジョーン・加藤（2010）は、どのような話

題を導入するのかが両者の関係性にも影響を及ぼすことを示している点で、意義深い

といえよう。 

 

2.2.2  話題展開 

 続いて話題展開についての先行研究を、見ていくこととする。まず 2. 2. 2. 1で

は、話題を展開するにあたって話者がどのように各話題に参加するのか、その参加形

式に関する研究を整理する。そして 2. 2. 2. 2では、話題を展開するにあたってど

のような関係性を、話者間が強調しているのかに関する研究を、整理することとす

る。 

 

2.2.2.1 話題展開における参加形式 

話題展開における参加形式については、代表的な研究として、水谷（1980、1983、

1993）による対話と共話に関する論考が挙げられる。水谷（1980）は、「一人が自分の

話を終りまで述べて、次に他の一人が改めて自分の考えを述べ始めるより、二人が互

いに補い合い、はげましあいながら話の流れを作っていく」（p.32）ことを、日本語の

会話の特徴として挙げ、そのような会話のスタイルを共話と呼んだ。共話と対比され

る対話は、水谷（1993）によると「二人の話し手がそれぞれ自分の発話を完結させて
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から相手の話を聞く形で、聞き手は話し手の文ないし発話が完結するのを黙って待つ

のが基本である」とのことである（p.6）。話し手の参加形式という観点からは、対話

では話し手と聞き手の区別がはっきりしているのに対して、共話ではその区別が曖昧

であり、両者が話し手であるとも考えられる。水谷（1983）はそのような共話におけ

る参加形式について、以下のように述べている。 

 

（共話では）話し手・聞き手という区別はなくなってしまう。少なくとも、ひとり

が話し、ひとりが聞くという、明確な線をとった対立はない。 

水谷（1983、p.43） 

 

 上記のように、共話の特徴を話者の参加形式の観点から述べた上で、水谷（1993）

は「聞き手・話し手という区別がない」例として、以下のような談話の例を挙げてい

る。 

 

 A：そろそろお暇しませんと…。 

B：まだ、いいじゃありませんか。 

A：ちょっとほかに回るところがありますので。 

水谷（1993、p.6） 

 

 ここで水谷（1993）は、本来「そろそろお暇しませんと」の後ろに続く「なりませ

んので、失礼します」という文を言わなくとも、聞き手である Bはそれを理解してい

ることを指摘している。そしてその意味を理解した Bは、すぐさま聞き手であること

をやめて、話し手に回っている。このように話し手の文の完結を待たずに、両者が話

し手であるように話題を展開することが、共話の特徴だといえる。 

 本研究も対象とする初対面会話における参加形式を分析した研究としては、宇佐美・

嶺田（1995）が挙げられる。宇佐美・嶺田（1995）は、話題展開パターンとして「質

問―応答型」と「相互話題導入型」の二つを提示しており、前者が水谷（1980、1983、

1993）の対話に、後者が共話に相当すると述べている。宇佐美・嶺田（1995）が提示

したそれぞれの定義は、以下のとおりである。 
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質問―応答型：話者 Aが質問形式で話題を導入し、話者 Bがそれに答える。Aは

Bの答えを受けて再び新しい話題を導入するというパターンである。 

相互話題導入型：話者 Aと Bが互いに話題を導入しあうものである。Aが話題を

導入し、B はそれに答えた後、それに関連した新しい話題を添えるというパ

ターンである。 

宇佐美・嶺田（1995、p.141） 

 

さらに宇佐美・嶺田（1995）は、以下のように「質問―応答型」と「相互話題導入

型」の話題展開例を提示している。なお下記引用部分では、テーマ（theme）とレーマ

（rheme、Danes 1974）の内、テーマという用語を、本研究の小話題に相当する用語と

して用いている。 

 

T：テーマ（Theme）、R：レーマ（Rheme） 

 

「質問―応答型」の例 

A：シカゴで日本語を教えていたのか（T1）  B：1年教えていた（R1） 

 

A：どのレベルだったか（T2）      B：ビギナー（R2） 

 

A：楽しい思い出もあるでしょう（T3）      B：はい（R3） 

 

「相互話題導入型」の例 

A：こちらにはいついらしたんですか（T1）   B：シカゴには 87年。 

            ボストンにはまる1年になる。（R1） 

 

A：88年に来て、去年からここ（R2）    B：そちらは、長いんですか（T2） 

 

図 4.「質問―応答型／相互話題導入型」の話題展開例（宇佐美・嶺田 1995、p.142） 

 

 これらの二つの話題展開パターンについて宇佐美・嶺田（1995）は、「(1)の「質問
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―応答型」のようなパターンは、前段展開部で共通の話題が見つからなかった組によ

く見られ、共通した興味ある話題が見つかった組は、(2)の「相互話題導入型」のよう

なパターンになった」という結果を提示している（p.142）。さらに分析対象とした「目

下と目上」の参加者による会話について、その話題展開パターンを、以下のように考

察している。 

 

 初対面同士で目下と目上の場合、会話は、形式上は「対話型」を展開していくが、

それは二人の話者が交互に自分の意見を述べる発話を完結させていくという形で

はなく、目上が質問を出し、目下が答えていくというように、目上と目下がそれ

ぞれの役割意識を担うという形になっているものが多かった。つまり、日本文化

の中にまだ根強くある「年齢」に応じた役割というものが、会話にも反映されて

おり、その例が話題導入の頻度や形式、また、その展開パターンの違いに表れて

いると言えるのではないだろうか。 

宇佐美・嶺田（1995、p.142-143） 

  

 宇佐美・嶺田（1995）は上記のように年齢についての考察をした後で、「目上に当た

る者が話題を導入していくことによって、会話をリードするという役割を果たしてい

ることが明らかになった」と結論付けている（p.143）。 

宇佐美・嶺田（1995）は母語場面のみを分析対象としているが、接触場面を分析す

る研究では、母語話者が質問をし、非母語話者がそれに答えるという一方的な「質問

―応答型」が観察されている（加藤 2006など）。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、やは

り会話の主導に関わるものとして、説明している（p.12）。またそのようなパターンは、

Long (1981)によって母語話者のフォリナートークの特徴の一つとしても、挙げられ

ている。 

 もう一つ、話者の参加形式に関わる研究として、会話の非対称性（Asymmetries）を

分析対象とする研究群が挙げられる。非対称性とは岩田（2007）によると、「対話の本

質であり、対話の局所的（local）レベルから全体的（global）レベルまで多様なとこ
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ろに存在する不等価性（inequivalences）」である（p.2）。代表的な研究である Linell 

& Luckmann（1991）は、非対称性を局所的レベルと全体的レベルに分けた上で、それ

ぞれについて以下のように説明している。 

 

  局所的レベルにおける非対称性 

一回のやり取りや一回のターン交替に、見ることができる。例えば話し手と

聞き手という役割分担と結び付いた、基本的な非対称性が該当する。 

  全体的レベルにおける非対称性 

複数のやり取りにまたがる、定量化できる集合した本質的なパターンの出現

に見ることができる特質である。発話量や話題選択権、相手発話への介入の

有無などから見ることができる。 

Linell & Luckmann（1991、p.4-9、著者訳２４） 

 

 上記のように非対称性を定義した上で、全体的レベルにおける非対称性がどのよう

な会話に見られるのかについて、Linell（1990）は以下のような図を提示している。 

 

図 5. 二つの尺度から見た二者間場面の簡易分類（Linell 1990、p.171、著者訳２５） 



57 

 

ただ、 Linell（ 1990）の提示した図はあくまで「簡易分類（ simplified 

categorization）」であり、そこに分類される全ての会話に、同じ特徴が見られるわけ

では決してないだろう。また Linell & Luckmann（1991）も、「比較的対称であると見

られる会話の中にもさまざまなレベルの非対称性が存在する」ことに、注意を促して

いる。そのため、分析する観点によって対称的でるといえるか、非対称的であるとい

えるかは異なってくることを、Markova & Foppa（1991）も指摘している。西條（2005）

もこの点について、以下のように述べている。 

 

会話の参加者の発話量や、質問の数などが等しくても、トピックコントロールの

面で両者が非対称である場合もあるし、その逆もある。つまり、会話の「対称性」

と「非対称性」を分ける本質的な要件についての理論的な裏づけはない。 

西條（2005、p.167） 

 

ただ、ある会話についてそれが対称的か非対称的か判断することは困難であっても、

本研究で話題展開における話者の参加形式を分析するさいに、それが対称的かどうか

という観点は、参考になるだろう。 

日本語談話を分析した岩田（2005）は、母語話者の質問と非母語話者の応答が続く

非対称的な接触場面の雑談会話を、分析対象としている。そのような「質問―応答型」

が見られた点は、加藤（2006）と同様の結果である。ただ岩田（2005）は、当該会話

を縦断的に分析することで、非母語話者が「次第に相手の質問によってではなく自発

的に意見や情報を述べる「バランスの取れたターン」の比率が高くなるという変化」

まで、明らかにしている。その変化のきっかけとして、岩田（2005）は以下のような

結論を提示している。下記引用部の「しんご」は母語話者であり、「ルーカス」は非母

語話者である。 

 

ルーカスとしんごは、会話セッションの前半で「留学生対日本人」というカテゴ

リーで会話を始めた。しかし、そのカテゴリーは固定されず、両者は、やり取り

を通して互いに何者として向き合うかを絶えず交渉した。その理由としては、「留

学生対日本人」のカテゴリーに基づくやり取りでは、二人が共有できるものが発

見できず、会話がスムーズに展開しにくかったことが考えらえる。そこで二人は、
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自分たちの接点に焦点を当てるようにやり取りを組織し、互いのカテゴリーを交

渉し始めた。そして、その試みによって彼らのカテゴリーは「留学生対日本人」

という対立するものから、「スポーツ愛好者」、さらには「同じイベントに参加す

る者」へと両者が共有できるものへと変化し、それに伴ってやり取りの対称性も

変わっていった。 

岩田（2005、p.148） 

 

 さらにその「やり取りの対称性」の変化については、具体的に三つの現象を観察し

ている。それは、「しんごが、相手の話を聞き出すだけではなく、積極的に自分の情報

を会話のリソースとして提供したこと」「ルーカスに、あいづち、相手の話のトピック

化、適切な箇所での質問など、相手から話を引き出す態度があったこと」「お互いに共

通の基盤を模索し、共有できる内容に敏感に反応した」ことの三つである（p.148）。

岩田（2005）の結果からは、話題提供や質問、「相手から話を引き出す態度」などの話

者の参加形式、及びそこに見られる対称性・非対称性が、話者間の関係性の交渉にも

影響されることが分かる。話者間の関係性についての先行研究については、次節で詳

細に見ていくこととする。 

 また、接触場面における対称性・非対称性について言及している岩田（2005）と西

條（2005）に共通しているのは、会話のいたるところに非対称性が偏在しているとし

つつも、その非対称性を克服すべきものとして、また解消すべきものとして捉えてい

ることである２６。図 5 から分かるとおり、Linell（1990）は親密な者同士の会話が、

全体的レベルから見れば極めて対称的であることを、提示している。一方、非対称的

な会話として提示されたのは、インタビューや大人と子供の会話など、明確な役割や

力関係がある会話である。ここから岩田（2005）及び西條（2005）が、接触場面にお

ける会話を、友好的であるべきもの、明確な力関係が顕在化するべきでないものとし

て、捉えていると考えられよう。本研究で分析対象とする接触場面の初対面雑談会話

についても、様々な非対称性が観察されることが予想される。ただ、その初対面雑談

会話から、話者が友好的な関係を築きたいと望むのならば、より対称的である方が望

ましいと、考えられるだろう。 

 以上、話題展開における話者の参加形式についての先行研究を、概観した。本研究

では各話題を展開するにあたって、話者が話し手として参加しているのか、聞き手と
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して参加しているのかに注目する。またその話し手と聞き手という参加形式が、話題

展開中にどのように変化するのかについても、質的に見ていくこととする。 

 続いて次節では、話者間の関係性についての先行研究を、まとめたい。 

 

2.2.2.2  話題展開における話者間の関係性 

 話者間の関係性に注目する研究には、特に会話分析(Conversation Analysis）研究

における成員カテゴリー（Membership Categories、Sacks 1972）という概念を用いて

いるものが多い。杉原（2010）は成員カテゴリーを、「ある集団の中の相互行為に現わ

れる成員のアイデンティティ・カテゴリーであり、会話の参加者が自己と他者を何者

として位置づけているかという社会的関係性をあらわすもの」と定義している（p.60）。

話者は自らの属性や会話の展開に応じて、「日本人／○○人」として話すこともあれば、

「男性／女性」として、また「東京都民／神奈川県民」や「20代／30代」として話す

こともあるだろう。成員カテゴリーの概念を用いる会話分析研究では、「日本人」であ

ることや「外国人」であることを所与のものではなく、相互行為的に成し遂げられる

もの、交渉されうるものと考える（Nishizaka 1995など）。例えば接触場面で、母語

話者が日本語について説明することがある。この場合、「日本語を説明する」という行

為を通して、「日本人」であること、または「母語話者」であることが成し遂げられて

いると考えられる。 

 接触場面を対象とする研究には、特に「日本人／○○人」という関係性に注目する

ものが多い。例えば杉原（2003）は、ある地域に住む母語話者と非母語話者の話し合

いにおいて、母語話者による「日本は」や「みなさんの国で」に続く質問と日本語の

説明により、話者の「日本人／○○人」としての関係性が強調される様子を、明らか

にしている。そしてそのような関係性の強調により、非母語話者の「自由な発言を阻

み無理に受け手を「日本人／外国人」カテゴリー対に当てはめていく現象まで起こる」

ことを、指摘している（p.16）。先行研究には杉原（2003）のように、「日本人／○○

人」としての関係性の強調を、母語話者から非母語話者への権力作用として捉えてい

るものが多い２７。例えば、Ohri（2005）は杉原（2003）と同じく、ある地域に住む母

語話者と非母語話者の話し合いを分析している。そして母語話者による「日本人は」

から始まるディスコースに注目し、「表面上何ら問題のないように見え、且つ母語話者

に排除の意図が自覚されていないにもかかわらず、それ（特定のディスコース）が対
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話の場で使用されるや否や、母語話者と非母語話者の間に境界線を引いてしまう」こ

とを明らかにしている（p.142）。特定のディスコースとしては、①非母語話者の日本

語を評価するディスコース、②「日本人」について一般化するディスコース、③「日

本人」と「それ以外」を対比するディスコースが、挙げられている。①では「母語話

者／非母語話者」として、②及び③では「日本人／○○人」として、話者間の関係性

が強調されているといえる。 

 ここまで見てきた話者間の関係性に関する研究は、全て制度的状況（institutional 

settings、Drew & Heritage 1992）の会話を分析対象としている。制度的状況の会話

とは、日常的な雑談会話と対比される概念であり、「診療場面、法廷、教室、カウンセ

リング、ニュースインタヴューなど、特定の制度的目的のもとに行われる相互行為」

である（串田 2010、p.222）。一方、本研究と同じく雑談会話を対象とする研究として、

Fukuda（2006）が挙げられる。Fukuda（2006）は、日本留学中の中国籍の非母語話者

と、彼に奨学金を給付している団体の職員夫婦による雑談会話を、分析している。結

果として、母語話者が自身の中国人イメージに基づいて、話題を選択し展開している

ことが明らかとなった。例えば「中国の人というのは給料が悪いね」や「飲んだこと

ある？抹茶。コーヒーなんかよりこれのほうがいいだろう」という母語話者による発

話が、例示されている。ここで母語話者は、「中国事情に精通する中国人」、「日本の伝

統的な文化に興味がある外国人」として、相手を位置付けていると考えられる。Fukuda

（2006）は、母語話者によるこのような位置づけに対して、非母語話者が部分的な否

定や消極的な応答により抵抗する様子を記述し、話者間の関係性が交渉される過程を

示している。また、「母語話者／非母語話者」としての関係性の強調については、母語

話者による誤用訂正と言葉探しの補助も、そのきっかけとされることが多い（Ikeda 

2005など）。 

また、地域日本語教室における母語話者と非母語話者の関係についてインタビュー

調査をした森本・服部（2006）と新居（2008）は、「日本人／外国人」「母語話者／非

母語話者」という固定的な役割関係から抜け出し、「母親同士」などの共通カテゴリー

もしくは「個人／個人」として、関係を築いていくことの必要性を主張している。新

居（2008）によると、「対等という理想は、固定的な役割関係の下で相互行為を行う限

りは実現し得ない。しかし、（中略）共にコミュニティを形成する一人の「個」として、

考えていることをことばにしあうさいには、対等であると言うことができる」とのこ
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とである（p.55）。 

 ただ一方で、先にも挙げたジャロンウィットカジョーン・加藤（2010）による、非

対称的な関係性に注目し導入された話題が「お互いの相違点に関心を示しあい、会話

を盛り上げ」（p.23）るという主張もある。そのため話題を展開しながらどのような関

係性が強調されているのか、そしてその関係性の強調がどのような機能を果たしてい

るのかについては、質的に丁寧に検討していく必要があるだろう。 

 

2.3  話題に関わる能力 

ここまで話題に関する先行研究を、話題導入の言語形式、話題導入の内容、話題展

開における参加形式、話題展開における話者間の関係性の四つの分析対象に沿って、

見てきた。ここでは、先に提示したネウストプニー（1995a）のインターアクション能

力の枠組みを参照しながら、それぞれの分析対象がどのような能力と関わっているの

か、述べることとする。 

まず話題導入の言語形式については、「そういえば」「ところで」などの接続詞を知

っており、正確に用いることができる能力が必要となる。そのような能力は、「正しい

センテンスを生成する」（ネウストプニー1995a、p.10）ための、文法能力に含まれる

と考えられる。そしてそれらの話題転換表現は、適切な場面で適切に用いる必要があ

る。必要のない場面でそれを用いれば、相手に違和感を与えるだろうし、必要な場面

でそれを用いなければ、相手に唐突な印象を与えてしまうだろう。それはネウストプ

ニー（1995a）が、社会言語能力に関わる社会言語的規則として提唱した、「6. 形の規

則（インターアクションがどんな形式でおこるか」に含まれると考えられる。この話

題転換表現については、尾崎（2006）も「話題の転換を例に取れば、（1）話題転換に

必要な表現（「～と言えば」「あ、そう言えば」「～のことなんだけど」「～のこと、聞

いた？」など）を覚えて言えるようになることと、（2）そのような表現の中から適切

なものを選んで実際の会話の中でタイミングを見計らって話題転換を行う経験を積む

こと、の 2つが必要である」と述べている（p.207）。したがって、話題導入の言語形

式は、文法能力と社会言語能力に関係するといえる。 

続いて、話題導入の内容については、どのような話題を導入するかについてなので、

社会言語的規則の「5. 内容規則（インターアクションの内容はなんであるか）」に関

わると考えられる。したがってこれは、社会言語能力と関りが深い。 
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話題展開における参加形式とは、話者が各話題を展開するさいに、どのようにその

話題に参加するのかについてである。したがってそれは、社会言語規則における「6. 

形の規則（インターアクションがどんな形式でおこるか）」に関係があるだろう。 

最後の話題展開における話者間の関係性は、何者として話題を展開するのか、さら

に何者として関係を築いていくかについてなので、社会言語規則の内、「3. 参加者規

則（インターアクションに参加している人々はだれであるか）」に関わると考えられる。

したがってこれもやはり、社会言語能力と関係が深いといえる。 

以上が、話題導入の言語形式、話題導入の内容、話題展開における参加形式、話題

展開における話者間の関係性に関係する能力についてである。その全てが社会言語能

力と関係が深く、話題導入の形式については、社会言語能力に加えて文法能力も関わ

っていることを、整理することができた。 

文法能力を伸ばすために、第一パラダイムの下でオーディオ・リンガル法が多くの

教育現場で用いられていたことは、先に見たとおりである。そこから、「言語構造が自

動的に出てくるまで体に覚えこませるための文型練習を重視する」（佐々木 2006、

p.259）ことが、文法能力の習得を進める要因となることが考えられる。また、第二パ

ラダイムで用いられていたコミュニカティブ・アプローチの教育方法でも、実際のコ

ミュニケーションを通じて文法の正確さについてフィードバックを得ることなどは、

文法能力の習得を進める要因となると考えられる。 

社会言語能力については、近藤（2009）がその習得要因として、明示的教育とイン

ターアクションの二つを挙げている。上で見てきたような話題導入及び話題展開の方

法については、日本語教育のシラバスに含まれていないことも多く、教育現場で明示

的に扱われることは少ないと考えられる。そのため教室外での母語話者とのインター

アクション経験、特に自由に話題が導入され展開される雑談会話の経験が、習得要因

として重要といえるだろう。さらに、話題導入に関する習得に言及している、管見の

限り唯一の研究である加藤（2006）は、学習者が「これまでの自分たちの日本語接触

場面経験から、日本人が何に興味を示しやすいかという情報を持っており、初対面接

触場面ではそういった話題を導入する」ようになると主張している（p.13）。加藤（2006）

及び近藤（2009）を手掛かりに、接触経験の積み重ねにより、母語話者と非母語話者

の両者が話題に関する習得を進める可能性が考えられる。 
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2.4 本研究の位置づけ 

 本章の最後に、先行研究における本研究の位置づけを述べることとする。ここまで

見てきたように、第三パラダイムにおいては「共生する」という教育理念の下で、母

語話者と非母語話者による協働が提唱されてきた。それと同時に、従来非母語話者の

学習のみを対象としてきた日本語教育研究にも、母語話者の学習を実証的に明らかに

しようとする研究（村上 1997、増井 2005、筒井 2008、栁田 2010など）が出てきてい

る。しかしそれらの研究は全て、岡崎敏雄（1994）が提示した協働の内、やり取りの

維持に関わる相互調整行動のみを分析対象としてきたといえる。 

そこで本研究では、コミュニケーションの生起や継続を阻害しているともされる、

初対面会話の話題導入及び話題展開に、注目することとした。話題導入及び話題展開

は、やり取りの維持に関わる相互調整行動だけでなく、両者の参加がより容易になる

よう接触場面特有の会話のあり方を新たに創造する配慮行動、発話行為についての円

滑化行動とも、密接に関わると考えられる。そのため、話題導入及び話題展開に注目

することで、それら協働が観察されると考えている。そしてその協働を、母語話者と

非母語話者がどのように学習しているのか明らかにすることで、母語話者と非母語話

者に対してどのような教育が必要であるのかについての議論に、つなげたい。 

 ただ、話題導入及び話題展開に関する協働については、母語話者及び非母語話者が

それをどのように学習していくのか、これまで明らかにした研究は見当たらない。話

題導入及び話題展開と深く関係する社会言語能力の習得については、上で見たように

加藤（2006）及び近藤（2009）が、明示的教育とインターアクションの経験を、その

習得要因として挙げている。本研究ではそれを参考にしながらも、その主張を確認す

るため、またその他の要因の有無を探るために、談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は協力者にこ

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

的とした。そうすることで、談話分析でどのようなデータを収集すれば学習の過程が

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が、明らかになる

と考えている。 

 それでは次章で、本研究の予備調査となるインタビュー調査の実施及び結果につい

て、見ていくこととする。  



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3章  予備調査 
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3.1 調査目的 

本研究の目的は、第 1章で記したとおり、話題という観点から母語話者と非母語話

者の協働を明らかにし、その協働をどのように学習しているのか明らかにすることで

ある。しかし第 2章で述べたように、これまでの研究では話題導入及び話題展開に関

する協働を、母語話者及び非母語話者がどのように学習していくのか、その要因が明

らかにされていない。社会言語能力が、明示的な教育と母語話者とのインターアクシ

ョンを通して習得されるという先行研究の主張は、習得要因を探る手掛かりとして参

考になる。しかし、近藤（2009）のそのような主張にしても、非母語話者の能力のみ

について述べたものであることに加えて、話題導入及び話題展開について直接言及さ

れているわけではない。 

そこで本研究では、会話の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、接触場面で話題導入及び話題展開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、談話分析でどのようなデータを収集すれば学習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、参考としたい。 

 

3.2 調査方法 

予備調査の目的は、母語話者及び非母語話者による話題導入及び話題展開に関する

協働の学習について、その習得要因を探索的に明らかにすることである。ただ話題導

入及び話題展開について、どのようなことを意識しているのかを語るためには、調査

協力者に十分に具体的な状況を思い返させる必要がある。そのためインタビュー調査

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。具体的には、英語母語話者と英語非母語話者のインターアク

ション及び関係性について分析した Yeh（2004）２８を参考とし、以下に挙げる質問項

目を用いた。 

 

母語話者に対する質問項目 

・初めて非母語話者と話したのは、いつですか。どのような印象を持ちましたか。 

・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
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か。どうして印象に残りましたか。 

・どのような非母語話者と、気楽に日本語を話しますか。どうして気楽に感じるの

か、説明できますか。 

・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。どうして居心地

悪く感じたのか、説明できますか。 

・（具体的な相手について）その人と話すとき、どのようなことを意識しましたか。

普段の話し方と、違うところはあったと思いますか。 

・非母語話者と話すとき、誰が話題を決めますか。可能なら例を挙げて説明してく

ださい。 

・あなたが母語話者と話すときの日本語と、非母語話者と話すときの日本語は、同

じだと思いますか。もし違うなら、どのように違いますか。可能なら例を挙げて

説明してください。 

・非母語話者との日本語の談話に参加しているとき、通常誰が多く話しますか。ど

うしてですか。 

・非母語話者があなたに話すとき、どのようなとき理解できませんか、またどのよ

うなとき居心地悪く感じますか。そのときのあなたの反応は何ですか。 

 

非母語話者に対する質問項目 

・初めて母語話者と話したのは、いつですか。どのような印象を持ちましたか。 

・これまで話したことのある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と、気楽に日本語を話しますか。どうして気楽に感じるのか、

説明できますか。 

・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。どうして居心地悪

く感じたのか、説明できますか。 

・（具体的な相手について）その人と話すとき、どのようなことを意識しましたか。 

普段の話し方と、違うところはあったと思いますか。 

・日本に来てからの忘れない体験がありますか。どのような体験でしたか。 

・母語話者と話すとき、誰が話題を決めますか。可能なら例を挙げて説明してくだ

さい。 
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・あなたが話す日本語は、母語話者の日本語と同じだと思いますか。もし違うなら、

どのように違いますか。 

・日本語の談話に参加しているとき、通常話す機会はありますか。母語話者は通常、

あなたの話を聞きますか。どうしてですか。あなたが言いたかったことを母語話

者が聞きたくなさそうだった状況は、ありましたか。 

・会話から除外されていると感じるとき、あなたは何をしますか、また、どのよう

なことを思いますか。 

・あなたはここで、どのような社会的ステータスを持っていると思っていますか。

日本で母語話者と話すとき、あなたの日本語の話し方は母語話者に何を伝えると

思いますか。 

・(a)日本で母語話者と話すとき、あなたが自分自身について持っているイメージは

変わりますか。自己イメージは母語話者とのコミュニケーションに影響を与えま

すか。どのようにですか。(b) 母語話者はあなたについて、どのようなイメージ

を持っていると思いますか。その考えは、母語話者とのコミュニケーションに影

響を与えますか。どのようにですか。 

・日本語が第一言語である日本の社会グループ場面では、あなたは静かになりがち

ですか。それとも何か参加するために特別な努力をしますか。どうしてか説明し

てください。 

・母語が同じ友人と話しているときに、もし日本語母語話者がそこにいたら日本語

に切り替えますか。どうしてですか。 

・母語話者があなたに話すとき、どのようなとき理解できませんか、またどのよう

なとき居心地悪く感じますか。そのときはどのように反応しますか。 

 

 上記の質問項目を用意した上で、インタビューに臨んだ。ただ、本研究では半構造

化インタビューの方法を用いたため、上記の質問項目は、その順番通り協力者に投げ

かけられたわけではない。またインタビューの流れ次第では、他の質問を挟むことも

あれば、協力者の自発的な語りにより質問項目に触れられた場合は、当該質問項目を

用いないことも多々あった。 

 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
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った。そして紹介してもらうさいには、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（snowball sampling、Vogt 1999）

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。

以下の表 2に母語話者のインタビュー協力者 8名、表 3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。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。下記表 2及び表 3の名前は、全

て仮名である。 

 

表 2. 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 
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表 3. 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）２９ 

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 

 

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。全てのインタビューは IC レコーダーで録音

し、その音声データを文字化し、質的分析のための資料とした（資料 1）。 

 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。本章では、まず母語話者及び非母語話者が接触場面においてどの

ような意識を持っているのか概観した後で、話題に関して語られた意識を見ていきた

い。その上で予備調査の目的である、話題についての習得要因について、整理するこ

ととする。 

 

3.3 結果と考察 

 本節では、協力者により語られた意識について、接触場面の会話全体に関する意識

と、話題導入及び話題展開に関する意識を、順に見ていくこととする。前者では、接

触場面における意識を、関連して語られた言語運用とともに見ていく。そのため、そ

れぞれの意識と結び付けられ語られる言語運用は、話題に関するものに限られない。

本節では、それらの意識を広く見ることで、インタビュー調査の全体像を提示するこ

とができると考えている。その後で、話題に関する具体的な言語運用について、どの
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ような意識を聞くことができたのか、見ていくこととする。 

 さらに会話内の意識には、相手のためにする意識や自分のためにする意識など、利

益の受け手が異なるものが見られると考えられる。そこで本研究では、それらの意識

を整理するために、利益の受け手という観点から、意識を分類することとする。伊藤

（2008）は会話内の意識を、「誰の利益を求めるのかという観点から」、「相手利益／自

己利益／双方利益」の三つに分類している（p.85）。本研究でもその分類を、用いるこ

ととする。 

 

3.3.1  母語話者の意識 

 それでは以下で、母語話者の語りに見られた接触場面の会話全体に関する意識と、

話題導入及び話題展開に関する意識を、順に提示する。 

 

3.3.1.1  接触場面の会話全体に関する意識 

8 名の母語話者による語りを分析した結果、以下の三つの意識について、語りを聞

くことができた。 

 

a. 分かりやすく話すように配慮する 

b. 相手の日本語習得が進むように配慮する 

c. 会話が円滑に進むよう配慮する 

 

利益の受け手という観点から見ると、「a. 分かりやすく話すように配慮する」と「b. 

相手の日本語習得が進むように配慮する」は相手利益の意識であり、「c. 会話が円滑

に進むように配慮する」は双方利益のための意識だと、考えられる。以下それぞれの

意識について、詳しく見ていくこととする。 

 

3.3.1.1.1 分かりやすく話すように配慮する 

まず接触場面における意識に関する語りの中で最も多かったのが、「分かりやすく

話すように配慮する」ことだった。この意識は、非母語話者の日本語力が不十分であ

ることを前提とした意識であるといえよう。これを基盤とする言語面の調整として、

ゆっくり話す、難しい語彙の非用、文の長さ、文の簡潔さ、明瞭な発音が挙げられた。
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これらは先行研究によって挙げられてきた、フォリナートークの特徴と重なる。例え

ば以下のような語りが聞かれた。 

 

語り 1 佐々木（発話番号 361～363より） 

多分やっぱり、あの、少しゆっくり話そうかなとか、あとは文を短く切ってた気が

します。（中略）。「～～です」「～～です」みたいに。 

 

語り 2 河本（発話番号 105より） 

やっぱり発音を明瞭にするとか、あとはスピードとか。 

 

語り 3 板井（発話番号 337～338より） 

著者：（「シンプルな文でゆっくり話すようにはしてました。」と言っていたが）そうし

た理由は？ 

板井：いや、そうしないと伝わらないから、やっぱり。 

 

語り 3の「そうしないと伝わらないから」という発言は、母語話者がこのような意

識を持つ理由を端的に表しているといえよう。そのような理由で意識しているために、

相手の日本語力が高い場合には、以下のような語りが聞かれた。 

 

語り 4 佐々木（発話番号 206～210より） 

佐々木：意識、あんまりしてないような気がしますね。 

著者：それは、日本語の面はまあ問題ないんですよね。 

佐々木：ほぼ問題ないですね。 

著者：何かその、母語話者に話すときと留学生に対して話すときで、変えていたこと

とか調整していたこととかはありますか。 

佐々木：やはりその人たちの日本語のレベルが高いので、そんなに言語の面ではコン

トロールしなかったんですよね。 

 

語り 4のように、相手の日本語力が十分に高いと判断できる場合は、「分かりやすく

話すように配慮する」ことを意識しないと語る者が多かった。そのときに十分な日本
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語力を持つ相手として語られていたのは、小学生の時から日本に住んでいる友人や、

大学で母語話者と同じ学部教育を受けている同級生など、日本に長く住んでいる者が

多かった。一方で、8名が会うことの多い大学の交換留学生は、「分かりやすく話すよ

うに配慮する」必要がある相手として、語られることが多かった。ただ交換留学生の

中でも、当然日本語力が高い非母語話者はいる。そのような非母語話者に対する意識

の変化について、佐々木は以下のように語っている。 

 

語り 5 佐々木（発話番号 377より） 

最初は、ゆっくり話した方がいいかなとか、易しい日本語で話さなきゃって思った

んですけど、もう全然、ゼミとかで見て聞いているときに先生がものすごい早口なん

ですよ。【講師名】先生自身が早口なんですけど、その先生のスピードにもどうにか

ついて行ってるので、「あーこれはもうコントロールしなくていいな」と思いました。 

 

佐々木は上のように、非母語話者のゼミでの様子を見た後で、実際にスピードや語

彙を調整することをやめたということである。ただ非母語話者の日本語力を正確に判

断することは、たとえ日本語教育を専攻していても難しいといえる。以下の斉加の語

りからは、その判断の難しさがうかがわれる。斉加は日本語教育を専攻している修士

課程の学生である。 

 

語り 6 斉加（発話番号 232より） 

パクさんとは、前に何か一つ通じないことがあって、それと同じぐらいの難しさの

熟語を回避しちゃったり、そういうのがあると思います。 

 

語り 6から、斉加が非母語話者との一度の経験を根拠として、その非母語話者の語

彙の理解力を判断していることが分かる。しかし一つの語彙が理解できなかったから

といって、必ずしも同じ難易度の語彙を理解できないわけではない。また「同じぐら

いの難しさの熟語」を判断することも、決して簡単ではないだろう。ともすれば斉加

が、必要以上に簡単な語彙ばかりを用いながら会話を進めている可能性もあると思わ

れる。斉加の「回避しちゃったり」という言い方からは、斉加自身がその熟語の回避

を適切だとは考えていないことがうかがわれる。 
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また、他の母語話者が相手の日本語力を判断基準として「分かりやすく話すように

配慮する」か否かを決める中で、板井だけは以下のように語っていた。 

 

語り 7 板井（発話番号 313～321より） 

板井：多分向こう（日本語力が上級の非母語話者）はスピードもうちょっと速くして

も全然聞き取れるんだと思うんですけど、うん、分かりやすいシンプルな文

で話すようにはしてました。 

著者：それはどうしてですか？ 

板井：なんでだろう、まあ多分外国人っていう意識があったんだと思う。（中略）日本

語を勉強してたり、日本に来て、日本語を勉強する目的じゃなくても、しゃ

べることがまだ、しゃべること、聞きとることがまだ母語話者レベルじゃな

かったら、やっぱりちょっと気を付けたりしますね。 

著者：でもその人は、上手だったんですよね？ 

板井：かなり上手でした。（中略）でも気を付けていましたね。 

 

板井は上のように、相手の日本語が「かなり上手」であっても、ゆっくりと簡潔に

話すよう意識するということだった。このように相手の日本語力が高くても意識する

と語っていたのは、板井のみである。フォリナートークに対する非母語話者の評価を

分析している坂本他（1989）は、非母語話者の日本語力が高いほどフォリナートーク

を否定的に評価するようになることを、明らかにしている。どんな非母語話者に対し

てもゆっくり簡潔に話そうと意識する板井に対して、日本語力の高い非母語話者は快

く思っていない可能性があるといえよう。 

続いて鈴原と河本は、特定の非母語話者の自負を考慮して、「分かりやすく話すよう

に配慮」しないと語っていた。下に両者の語りを提示する。 

 

語り 8 鈴原（発話番号 100～102より） 

その人は日本に住んでて長いっていう自覚というか、自負があるので、むしろそう

いうの（分かりやすく話すこと）を嫌がる。（中略）何か結構「私はもう日本長いから」

みたいなことを結構言う子だったので、「ああ、そういうのあるんだろうな」って。 

語り 9 河本（発話番号 87より） 
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彼は「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。特に

そんなに意識してないですし、結構普通に留学生だったら「これ分かんないかな」っ

て思って言い換える言葉とか、そのままメールで書いたりとか、まあ「分かんなかっ

たら自分で勉強するでしょ」っていうスタンスで。 

 

上記のとおり、二人は相手の日本語力ではなく相手の自負を考慮して、配慮しない

ことを選んでいる。当然ある程度の日本語力が前提となるだろうが、相手の自負を考

慮した結果、相手が分からなくとも配慮をしないことを選択しうることが、明らかに

なったといえよう。 

以上が一つ目の意識である、「分かりやすく話すように配慮する」についてである。 

 

3.3.1.1.2 相手の日本語習得が進むように配慮する 

続いて見られた意識は、「相手の日本語習得が進むように」する意識である。そのよ

うな意識を基盤とする言語運用としては、積極的な訂正、若者言葉の使用、そして普

通体の使用が挙げられた。まず以下が岩田による、積極的な訂正についての語りであ

る。 

 

語り 10 岩田（発話番号 52～56より） 

岩田：ほんとに些細なことであったらスル―することもありますけど。これはきっと

この子分かってないなっていうとき、文法的に分かってないなっていうとこ

ろとか、そののち響きそうな間違いは直します。 

著者：それはどうしてですか。 

岩田：やっぱり日本に来ている以上日本語を上達させたいだろうっていうのもあって、

で、友達同士だと話しているときに訂正されると結構覚えると、私は思って

いて、で、それは言ってくれる子もいるから。 

著者：それはご自身の経験もあってですか。 

岩田：経験、自分の経験もありますね。で、直さない人の方が多いと思うんです。日

本人は特に。で、私はそれを知っているから、私は直してあげたい。 

上記の語りから、岩田の積極的な訂正の姿勢が見て取れる。岩田は日本語教育を専
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攻する学生ではなく、日本語教育に携わったこともない。しかし大学内で留学生との

交流イベントを企画するサークルに携わっており、留学生とは日常的に交流している。

また高校生のときに、英語圏への 1年の留学経験を持っている。岩田はインタビュー

中に度々留学中の経験を語り、そこで出会った英語母語話者の話し方や、自らが英語

非母語話者として感じたことなどを想起していた。そして以下の語り 11のように、母

語話者としての自らの言語運用の根拠として、留学中の経験を語ることも多かった。 

 

語り 11 岩田（発話番号 64～68より） 

岩田：（自身の留学先でも）直してほしかったですね。 

著者：でもやっぱり、英語ネイティブの人の中には、全然直してくれない人とかいま

すよね。 

岩田：直さない人の方が多かったと思います。汲み取ってしまえばオッケーっていう、

分かればいいっていうのがあったので。こっちから迷ったときに聞いちゃっ

たりすれば、もちろん教えてくれるけど、あんま向こうからっていうのはい

なくて。でも二軒目のホストのお母さんが先生もやっていて（中略）彼女は

結構積極的に直してくれて。で、それはすごい嬉しかったし、実際（英語力

が）伸びましたね。 

 

 岩田は上の経験を、自らが母語話者として非母語話者の誤りを訂正する根拠として、

語っていた。ここから過去の留学経験が、岩田の非母語話者に対する接し方に大きく

影響を与えていることが分かる。 

 積極的な訂正については、佐々木からも聞くことができた。ただ岩田が「どの非母

語話者に対しても訂正する」と語ったのに対して、佐々木が訂正するのは「日本語チ

ューターとして非母語話者に会うとき」だけだということだった。以下が佐々木によ

る、訂正についての語りである。 

 

 

語り 12 佐々木（発話番号 383～385より） 

佐々木：（他の非母語話者には訂正しないが）その子に対しては、もしかしたら、ほと

んど間違えることはなかったんですけど、直していたかもしれないですね。 
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著者：それはどうしてですか？ 

佐々木：もしかしたらチューターだからっていう意識があって。向こうも多分「間違

ったら直してね」って姿勢でしたし、でチューターっていう立場もあるので、

間違っていたら直すっていうのを求められている気がして。その子の間違い

は直していました。 

 

佐々木が在籍する大学で、日本語チューターは「学習と研究の手伝い及び日本語指

導」という目的を持っており、大学側は日本語チューターに対して謝金を支払ってい

る。佐々木の積極的な訂正には、その日本語チューターという役割意識が影響してい

たと考えられよう。役割が意識の持ち方に影響していると考えられる語りは、加持か

らも聞くことができた。以下にその語りを、語り 13として提示する。 

 

語り 13 加持（発話番号 100より） 

日本語をサポートするために話しているわけではないので。だから別に（日本語を）

教えるとか、（日本語を）上手くしてやろうという気もないですし。普段のことですか

ら。 

 

加持は日本語教育を専攻している学生であり、佐々木と同様に日本語チューターと

して非母語話者と話すときには、訂正することもあるということだった。しかしその

ような役割のないところでは、上の語りのように積極的に訂正することもないという

ことである。 

以上が訂正についてである。日常的に積極的な訂正を行うと語っていた岩田は、他

にも若者言葉の使用と普通体の使用に関して、以下のように語っている。まず語り 14

が、岩田による若者言葉の使用についての語りである。 

 

語り 14 岩田（発話番号 158より） 

辞書にない言葉とかいわゆる若者言葉とかは全然積極的に使います。それは友達同

士で話してないと絶対伸びないことだから。 

 

語彙については、先に見た「分かりやすく話すように配慮する」の中で、難しい語
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彙の回避が挙げられていた。しかしここでは岩田が、相手が知らない語彙を避けるの

ではなく、あえて用いようと意識していることが分かる。そしてその理由は、「絶対伸

びないことだから」とあるように、非母語話者の日本語習得を促進させるためだと考

えられる。岩田はこの若者言葉の使用についても、その根拠として過去の留学先での

経験を挙げていた。つまり留学中に友達とたくさん話すことで向こうの若者言葉を知

ることができたから、自身も同じようにするということである。ここでも過去の留学

経験が、意識に影響を与えていることが分かる。 

続いて下の語り 15が、岩田による普通体使用についての語りである。 

 

語り 15 岩田（発話番号 168～170、181～182より） 

岩田：あとあれですね、話すのでいったら敬語。日本人の多分 8割は初対面の留学生

に対して敬語を使うと思うんですけど、私は敬語使わなくて、年上でも敬語

使わないです。みんながみんな、敬語を使わなくてもいいんじゃないかって

思います。 

著者： それはどうしてですか 

岩田：授業で敬語なので、絶対。で先生が使うのも敬語だし、書かされるのも敬語だ

から、そうなると敬語しか使えなくなるじゃないですか。でも仲いい友達と

は、絶対くだけた表現で向こうも喋りたいだろうし。 

（中略） 

著者：じゃあ大学の中で、ほとんどの留学生とはタメ口で。 

岩田：タメ口です。それこそ私は最初に会ったときからタメ口でいくっていうのを、

自分のスタンスで決めてしまっているので。 

（語り中の「敬語」は尊敬語や謙譲語ではなく、丁寧体の意味と確認した） 

 

岩田は上記のように、非母語話者が普通体に慣れ、それを使えるようになるように

という配慮から、積極的に普通体を用いて話すと語っている。また訂正についての語

り 10と同様に、他の母語話者が「しない」ことを、普通体使用の理由として語ってい

る。ただし「最初にあったときからタメ口でいく」という「スタンス」については、

議論が必要だろう。力関係が同等の話者によるスピーチレベルについては、「同程度の

丁寧度・同一スタイルで話すことが当然である」という規範意識があることが、明ら



78 

 

かにされている（三牧 2002、p.62-63）。岩田も母語話者同士の会話については、「様

子を見ながらスピーチレベルを決定する」という旨の語りをしている。しかし岩田の

この「スタンス」は、相手である非母語話者のスピーチレベルを考慮しない、一方的

なものである。また「年上でも敬語使わないです」という語りも、一般的に日本語教

育の中で教授されることと、異なるといえよう。母語場面における言語運用の規範を

接触場面に持ち込むことの問題については、第 1章でも岡崎敏雄（1994、2003、2005）

や岡崎眸（2002a、2002b、2007）を引用しながら、詳しく見たとおりである。ただ岡

崎敏雄（1994）が主張しているように、接触場面特有の共生日本語は両者の協働によ

って形成されるべきものであり、一方的に個人の「スタンス」で決められるべきもの

ではないだろう。「接触場面では常に普通体を使用する」という旨の語りは、市丸から

も聞くことができた。 

以上が母語話者から聞かれた、二つ目の意識についてである。ここまで見てきた二

つの意識は、相手の会話参加や日本語習得を目的とした、相手利益のための意識だっ

た。続いて見ていく意識は、双方利益のための意識である。 

 

3.3.1.1.3 会話が円滑に進むよう配慮する 

三つ目の接触場面における意識は、会話の円滑な進行に関わる配慮である。訂正し

ないことと適切な話題を選択すること、さらに積極的に質問をすることが、その配慮

の表れとして語られた。それらはいずれも、会話が円滑に進み、継続するための意識

として語られたので、双方利益のための意識として分類した。 

まず訂正しないことは、先に見た日本語習得のための積極的な訂正と、相反するも

のである。ここでは日本語習得よりも会話の進行を優先し、非母語話者が日本語を間

違えても訂正をしないという語りを、聞くことができた。以下は佐々木による語りで

ある。佐々木は語り 12で、日本語チューターとして非母語話者と接するときは積極的

に訂正すると述べていた。 

 

 

語り 16 佐々木（発話番号 356～359より） 

著者：普段は訂正はしないですか？ 

佐々木：そうですね、しないですね。 
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著者：それはどうしてですか？ 

佐々木：多分話の内容を理解することを優先しているのかな、自分が。なので、話が

通じていれば、直していないです。 

 

このように佐々木は、日本語チューターとして非母語話者と接するとき以外は、「話

が通じていれば」訂正はしないということである。「話が通じていれば」あえて会話を

中断させて訂正することはない、という旨の語りは他の母語話者からも聞かれた。 

続いて話題について鈴原らは、非母語話者の日本語力によって、どのような話題を

提起するかを変えると語っていた。以下の語り 17が鈴原による語りである。 

 

語り 17 鈴原（発話番号 198～202、247より） 

鈴原：（中級の人と話す機会があったときは）何の話題を提供したらいいか、悩みます

ね。 

著者：どんなことを話しますか？ 

鈴原：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。 

著者：上級の人とは何を話しますか？ 

鈴原：上級の人とは、そうでうね。これからのことについて。将来どうするかみたい

な。 

（中略） 

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。中級ぐらいの方が、どこまで話せるかというのが

難しいので。だから向こうも。だから中級ぐらいが一番難しいかも。 

 

 この話題の調整は、相手の日本語力に見合わない話題を提起して会話の進行が滞る

ことを、回避するためだと考えられる。また話題については以下のように、非母語話

者の日本語力ではなく、文化的な面に配慮して調整するという語りも聞かれた。 

語り 18 河本（発話番号 91より） 
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文化的なこととかは、いつでも留学生と付き合うときそうですけど。「あ、これ言っ

ていいのかな」とか、そういうことは（意識しますね）。 

 

さらに「会話が円滑に進むよう配慮する」ことの表れとして、積極的に質問するこ

とを挙げる母語話者も多かった。例えば佐々木は、以下のように語っている。 

 

語り 19 佐々木（発話番号 399より） 

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。 

 

このように日本語力が高くない非母語話者に対しては、質問をすることで進行役に

なると語る母語話者は多かった。母語話者が質問し非母語話者がそれに答えるという

かたちは、加藤（2006）が挙げる接触場面の特徴とも、一致する。以上が三つ目の意

識についてである。 

 

3.3.1.2  話題導入及び話題展開に関する意識 

 前節では、母語話者の接触場面における意識を三つ提示した。話題の導入及び展開

に関しては、特に三つ目の、「会話が円滑に進むよう配慮する」という意識と関連して

語られることが多かった。以下、話題導入に関する意識と話題展開に関する意識を、

順に見ていくこととする。 

 

3.3.1.2.1 話題導入について 

 結果として、以下六つの話題導入に関する意識を、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 

題を導入する 

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 話題を通して、非対称的な関係性を強調することを避ける 
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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導入する 

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導入する 

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 

 

 上記の意識は利益の受け手という観点から、①②③は相手利益のための意識、④⑤

は自己利益のための意識、⑥は双方利益のための意識と考えられる。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、「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導入する」という意識であ

る。特に具体的だった 2名の語りを、以下に引用する。佐々木は、日本語教育を専攻

する大学院生である。 

 

語り 20 岩田（発話番号 99～110より） 

 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 21 佐々木（発話番号 399より） 

 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。 

 

 さらに、先に提示した語り 17でも、鈴原は「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。」と述べており、日本
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語レベルによって導入する話題を選択していることがうかがえる。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のできる話題を導入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の受講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導入意識にも、影響を及ぼしている可能性

があるといえよう。 

 また語り 20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

がうかがえる。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、

語り 20の考えはその基準とも一致しているといえる３０。 

 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 22 市丸（発話番号 298～300より） 

 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 23 岩田（発話番号 354より） 

 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
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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（MacIntyre他 1998、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）３１。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状況（institutional settings、Drew & Heritage 1992）と

は異なり、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

な雑談会話においては、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、「話題を通して、非対称的な関係性を強調

することを避ける」という意識を聞くことができた。以下に、佐々木による語りを引

用する。 

 

語り 24 佐々木（発話番号 214より） 

 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。 

 

また先に提示した語り 9でも、河本は「「外国人扱いしないで」って感じ」がする非

母語話者に対して、母語話者と区別しないように接していてたということだった。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、非対称的な関係

性に注目し導入された話題を、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、そのような非対称的な関係性の強調について、接触場面を批判的談話分析の枠
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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」い、「『共生』の達成を困難にする」と注意を促している（p.142）。導入され

る話題にもよるが、上の佐々木と河本は非対称的な関係性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、母語話者の話題導入に関する意識の内、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 20

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導入する」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導入意識としては、「上級の非母語話者には自らの自己開示に

つながる話題を導入する」という意識が聞かれた。以下にその例を提示する。 

 

語り 25 鈴原（発話番号 203～209より） 

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 26 河本（発話番号 176より） 

 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
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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、丁寧体使用を挙げていた。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導入

意識である。 

 続いて双方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。これは先に見た非対称

的な関係性の強調回避とは、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 27 加持（発話番号 86より） 

 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 28 岩田（発話番号 412より） 

 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

種差別っぽかったりとか、洒落にしちゃいけないお国情勢とか。S 国（中東の一国）

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、非対称的な関係性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。 

 以上が母語話者から聞かれた話題導入に関する、六つの意識についてである。話題
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導入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。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、相手利益のための意識だけでは

なく、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

常的な雑談会話では、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双方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行う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。 

 

3.3.1.2.2 話題展開についての意識 

 母語話者からは、以下二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は先に提示したとおり、「会話が円滑に進むよう配慮する」という意識を基盤とす

る言語運用に関する語りで、聞かれたことである。そのような「質問―応答型」の話

題展開は、先行研究でも接触場面の特徴として指摘されていた（加藤 2006他）。イン

タビューでは、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から、派生するものと考えられよう。先

に提示した語り 29を、以下に再掲する。 

 

 

語り 29 佐々木（発話番号 399より） 

 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。 
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 ここにうかが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

を語るさいに、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 30 板井（発話番号 164より） 

 私が聞いても質問が返ってこないとか、「あなたは？」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は主体的な相手利益の意識であり、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系の授業の

受講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。 

 以上が母語話者から聞かれた、意識についてである。 

 

3.3.2  非母語話者の意識 

 続いて以下では、非母語話者の語りに見られた接触場面の会話全体に関する意識と、

話題導入及び話題展開に関する意識を、順に提示する。 

 

3.3.2.1  接触場面の会話全体に関する意識 

インタビュー調査によって引き出された語りを分析した結果、非母語話者の接触場

面における意識として、以下の五つが見られた。 

 

a. 失礼にならないように配慮する 
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b. 仲良くなれるように配慮する 

c. 正確な日本語を話そうと配慮する 

d. 会話が中断せず続くように配慮する 

e. 伝えたいことをはっきりと伝えるように配慮する 

 

上記五つは、誰のための意識かという観点から、「e. 伝えたいことをはっきりと伝

えるように配慮する」は自己利益のための意識、「a. 失礼にならないように配慮する」

は相手利益のための意識、「b. 仲良くなれるように配慮する」「c. 正確な日本語を話

そうと配慮する」「d. 会話が中断せず続くように配慮する」は双方利益のための意識

と考えられた。それでは、それぞれの意識がどのように語られ、どのような言語運用

と関わっているのかを、見ていくこととする。 

 

3.3.2.1.1 失礼にならないように配慮する 

8名の非母語話者全員から聞かれたのは、「失礼にならないように」という配慮であ

る。これは相手の気持ちを考えた意識であるので、相手利益のための意識だと考えら

れる。そのような意識は、日本語の文末スピーチレベルに関する語りの中で多く聞か

れた。例えば以下の語りは、アイデンが日本留学中に大学の運動部に所属したさいの、

初対面の母語話者学生に対するスピーチレベルについてである。 

 

語り 31 アイデン（発話番号 141より） 

最初はデスマス使った。初めて会ったとき失礼なことしたくなかったから。でもそ

の後はすぐ「おれ」。デスマスなし。 

 

まず母語話者との初対面会話におけるスピーチレベルについては、8 名全員が丁寧

体で始めるということだった。ただその後については個人差があり、会話が進行する

とすぐ普通体を使う者や、2 回目や 3 回目にあったときに普通体を使う者がいた。会

話の冒頭で丁寧体を用いる理由としては、上記のアイデンと同じく、全員から「失礼

なことをしたくない」という旨の語りが聞かれた。丁寧体を用いる理由としては、リ

ハンから以下のような語りも聞くことができた。 

語り 32 リハン （発話番号 262より） 
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彼女の方からはタメ口だったんですけど、僕の方からはデスマスだったんですね。

やっぱり（上を向き拝むような動作をしながら）「あー日本人だー」っていうのもあっ

て。 

（「タメ口」は普通体の意味だと確認した） 

 

これはリハンが日本に留学して直後のことであり、語りの「彼女」とは、在籍して

いた大学の予備教育課程で会った母語話者の日本語チューターである。リハンによる

と、その母語話者の日本語チューターはリハンよりも年下だったそうだが、そのとき

は日本に留学した直後であり、日本人一般に対する「憧れのような気持ち」を持って

いたということである。同時期に会った他の国の留学生とは全て普通体で話していた

ということであるが、リハンはその「憧れのような気持ち」から、年下の母語話者に

対して丁寧体を用いていたと考えられよう。つまりその気持ちから、母語話者の立場

を自分よりも上位に位置づけ、「失礼にならないように配慮する」必要性を感じたのだ

と考えられる。 

さらに教師と話すさいには、以下のように丁寧体に加えて、尊敬語や謙譲語などの

敬語を意識して使用すると語る非母語話者が多かった。 

 

語り 33 エンテイ（発話番号 298より） 

先生に（会いに）行ったら一生懸命敬語、頭の中一杯で。 

  

語り 34 リハン（発話番号 346より） 

やっぱり先生と話すと、ちょっとは何ていうか、権限のある人というか、上の人と

話すスイッチが入りますね。やっぱりデスマス形もそうだし、あと敬語も入って。 

 

語り 35 アナ（発話番号 56より） 

何か、注意しないといけないです。何か普通で話している日本語ではないから、あ、

「デスマスモード」に変更します。 

 

しかし以下に提示するエンテイの語りからは、非母語話者の丁寧体使用が必ずしも

母語話者への配慮のためではないことが分かる。エンテイは学部 1年生のときに自分
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の大学に来た日本人留学生との交流について、以下のように話している。 

 

語り 36 エンテイ（発話番号 145～150より） 

著者：えっと、日本人はエンテイさんたちに、デスマスも付けて話していましたか？ 

エンテイ：なしでした。 

著者：エンテイさんたちはどうでしたか？ 

エンテイ：教科書に慣れていたので、デスマスが基本で、で真似したいときはちょっ

とタメ口。 

著者：タメ口で話したかったですか？ 

エンテイ：別に。何か私たちにとって、頭使って、何か活用とか考えなければならな

いので。 

（「タメ口」は普通体の意味だと確認した） 

 

エンテイは当時、日本語学習歴が 1年未満の学部 1年生であり、使用していた教科

書が丁寧体を基調としていたため、普通体には慣れていなかった。そのため普通体を

話すときには「活用とか考えなければなら」ず、活用が簡易である丁寧体を用いてい

たということである。ただし語りから分かるように、丁寧語を使用していたエンテイ

に対して、母語話者側は普通体を用いていた。つまり両者のスピーチレベルは非対称

だったといえる。先にも見たように、スピーチレベルの対称性について三牧（2002）

は、「社会的に同等の相手には、同程度の丁寧度・同一スタイルで話すことが当然であ

る」という規範意識が「徹底して強力に作用」すると述べている（p.62-63）。また場

面間の規範意識の違いを指摘した加藤（2006）も、母語場面より薄らぐものの、接触

場面においても母語話者と学習者の両者が「同世代の会話相手とは同じ文体で話せ」

という規範意識を持っていることを明らかにしている（p.10）。しかし上の語りからは、

エンテイが相手の普通体使用を認識しておきながら、その活用の難しさゆえに丁寧体

使用を続けていたことが分かる。そして同じ旨の語りは、イワンからも聞くことがで

きた。 

「失礼にならないように配慮する」という意識は、他にも語彙と非言語行動に関す

る語りの中に見られた。例えばブディは、誉め言葉について、以下のように語ってい

た。 
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語り 37 ブディ（発話番号 43～44より） 

著者：他には何か、意識していたことはありますか？ 

ブディ：そうですね、私たちがおせじのつもりだったんでうけど、日本では失礼とか。

例えば顔とかですね。「目がちっちゃくていいね」を褒めるつもりで言ったの

に、「え？」って言われたり。 

 

ブディは、これをきっかけに自分の言おうとしている表現が失礼にならないかどう

か、意識するようになったということである。同じくアイデンも、「何か偉い人と話す

と、年上とかだったら多分何かを気を付ける。悪い言葉を使わないようにとか。」と述

べており、その「悪い言葉」の例として「俺」という一人称を挙げていた。 

最後に非言語行動に対する注意が、リハンとアイデンにより語られた。まずリハン

は、目上の人と話すさいに「腕を組まないなど、身振りにも気を付ける」と述べてい

た。またアイデンは「舌打ち」について、以下のように語っている。 

 

語り 38 アイデン（発話番号 104～106より） 

何かトルコの場合は、トルコ人はこれを結構使う「ちぇ」（舌打ち）。でも先生も「日

本人と絶対にこれを使わないでね」と、よく言いました。でもトルコだったら僕たち

は基本的に、嫌なとき、駄目なとき、「いいえ」のとき、結構使います。何か話すより

簡単だから。僕は気を付ける前、一日 20回とか使っていたと思うけど、でも日本人と

話すとき何回もやって「だめ」と思って、段々注意して。日本であんまりやったこと

ない。 

アイデンの場合、「日本人と話すとき何回も」舌打ちをしても、母語話者から何か指

摘されることはなかったということである。しかし先生がよく注意していたことを思

い出し、注意するようになったと語っていた。「失礼にならないように配慮する」とい

う意識については、アイデンの語り 38に見られるように、教師からの注意や母語話者

からの否定的な反応が配慮のきっかけになっている場合が多かった。 

 

3.3.2.1.2 仲良くなれるように配慮する 

続く「仲良くなれるように配慮する」という意識は、「失礼にならないように配慮す
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る」という意識と同様、スピーチレベルに関する語りで多く聞かれた。そして先ほど

の「失礼にならないように配慮する」は丁寧体の使用と結び付けられたが、この「仲

良くなれるように配慮する」は普通体の使用と結び付けられて語られた。そして仲良

くなることは、自分か相手のどちらかではなく、双方の利益になることだと考えられ

る。そのため本研究では、この意識を双方利益のための意識として、分類した。例え

ばアナは、所属する運動部の部員とのスピーチレベルについて、以下のように語って

いる。 

 

語り 39 アナ（発話番号 214より） 

もちろん日本にはその先輩後輩、上下の制度があるんですけれども、それは私あん

まり、あれです、苦手というか、何か距離を感じるのが嫌なんです。で部活動ですか

ら、友達ですから、逆に敬語使ってほしくないし、私も敬語使いたくない。でも自分

だけで勝手に決めるのも申し訳ないと思います。 

（「敬語」は丁寧体、「タメ口」は普通体の意味だと確認した） 

 

上の語りからは、アナが距離を縮めようと積極的に普通体を使用していることが分

かる。また「自分だけで勝手に決めるのも申し訳ない」と語っていること、「私が一回

タメ口で話すと、皆様も段々タメ口で話してくれます」（発話番号 90）と話している

ことから、アナが同年代の母語話者とのスピーチレベルの対称性を意識していること

がうかがわれる。続いて以下は、ブディによる語りである。 

 

語り 40 ブディ（発話番号 46より） 

（一回二回会った後）友達とデスマスとか敬語を使うと、嫌なバリアをはっている

みたいじゃないですか。それがあるじゃないですか。私はそれができないんですよ。 

 

つまり、自らが感じる「バリア」を相手に感じさせるのが嫌なために、ブディは積

極的に普通体を用いるということである。続いて以下は、アイデンによる語りである。 

 

語り 41 アイデン（発話番号 153～157より） 

アイデン：僕はなんだか、すぐ仲良くなりたいと思ったら、初めだけデスマス使って、
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その後でデスマス使わないで友達らしい話し方をするようにします。（中略）

何だか、日本では時間があんまりないから、友達を作るためにいつも丁寧丁

寧に話したら何だか、いつまでも距離が、そのままになるかもしれないから。

多分僕の考えは正しくないかもしれないけど、何だか普通の言葉で話したら

もっと近くになれると思って。 

著者：じゃあこの留学で色んな日本人と会って、最初はデスマスでも、すぐデスマス

を取っていましたか？ 

アイデン：うん。そして、相手が自分を気に入ったかどうか、すぐ分かる。あまり話

したくない気持ちが見えたらデスマスを続けて話すけど、いい感じだったら

（デスマスを取ります）。 

（「友達らしい話し方」「普通の言葉」は普通体の意味だと確認した） 

 

上記のようにアイデンは、積極的に普通体を使い母語話者と仲良くなれるよう意識

しているが、スピーチレベルの選択に当たり、相手の反応も見ているということであ

る。なお語り中の「日本では時間があんまりないから」という発言は、アイデンが 1

年間の交換留学生として来日しており、その期間が終わったら母国に帰らなければな

らないためである。そのように、留学期間も「仲良くなれるよう」にという意識に影

響していることが見て取れる。さらにアイデンからは、以下のような語りも聞くこと

ができた。 

 

語り 42 アイデン（発話番号 108より） 

なるべく楽しい会話。日本人ちょっと恥ずかしいから、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。 

 

上記の語りから、アイデンが「仲良くなれるように」という意識の結果、スピーチ

レベルだけではなく話題にも気を遣っていることが分かる。 

スピーチレベル以外の「仲良くなれるように配慮する」ことに関する言語運用とし

ては、他にも丁寧度の低い語彙の使用と相づちの使用が明らかになった。まず以下の

ブディによる語りが、丁寧度の低い語彙の使用に関するものである。 
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語り 43 ブディ（発話番号 103より） 

ドラマとかアニメとかで普通に「お前」とか「あいつ」とか出てくるじゃないです

か。それで仲いい友達だったら普通に使ってもいいんですね。それで普通に「お前、

お前」って。でも（日本語の）先生に聞かれたら「よくないですよ」って。先生から

もちろん正しい言葉を学ばせたいって、もちろんそれも分かるんですよ。でも生徒同

士の世界もありますし、そういう言葉を使うぐらい仲が良いってことですから。それ

が（日本語の）教室の中だったら、それは生徒が悪いかもしれないですけど。 

 

上記の語りから、ブディが丁寧度の低い語彙を「そういう言葉を使うぐらい仲が良

い」ことを表すために積極的に使用していること、またそのことについて教師に注意

されることを嫌がっていることが分かる。ブディも他の非母語話者と同様、「失礼にな

らないように配慮する」という意識を持っており、母語話者との初対面会話は丁寧体

で始める。しかしインタビューの結果、ブディが「1 回 2 回会った人は友達」という

認識を持っており、1 回 2 回会えば普通体や丁寧度の低い語彙も積極的に使用するこ

とが分かった。 

ここまで「失礼にならないように配慮する」と「仲良くなれるように配慮する」と

いう二つの意識について見てきたが、その二つはスピーチレベルや語彙に関する語り

からも分かるように、対比されて語られることが多かった。そして対比されて語られ

るさいは常に、二つの意識が二者択一の対象として比較されていた。つまり非母語話

者はこれら二つの意識について、同時に実現させることは困難であり、一方を選べば

もう一方を放棄する必要があると考えていたといえよう。 

 

3.3.2.1.3 正確な日本語を話そうと配慮する 

続く意識は、「正確な日本語を話そう」という意識である。この意識も一つ目の「失

礼にならないように配慮する」と同様、全ての非母語話者の語りに見られた。特に日

本語レベルが初中級の場合は、非母語話者の日本語がある程度正確でなければ、母語

話者が理解できず、会話が中断してしまうこともあるかもしれない。そのためこの正

確さについての意識は、会話継続を望むお互いのためのもの、つまり双方利益のため

の意識として分類した。そしてこの意識は、非母語話者同士の会話における意識と対

比されながら、語られることが多かった。例えば以下は、リハンとアナによる語りで
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ある。 

 

語り 44 リハン（発話番号 587より） 

やっぱり日本人と話すと、常に自分の文法は正しいのか、意味ちゃんと伝わってい

るのか、っていうのを、気を配らないといけないというか、注意しなければならない

ところが大きいです。でも留学生と日本語で話すと、やっぱり共通点が多いからです

かね、話しやすいしあんまり意識しないです。 

 

語り 45 アナ（発話番号 232より） 

（非母語話者同士で話すとき）うん、そんなに意識しないかな。普通にそのままに。

それあんまり良くないかもしれませんね。 

 

上記のように、二人は非母語話者と話すときには正確さをあまり意識しないが、母

語話者と話すときはそれを意識しながら話すということである。これは、ファン（1999）

が非母語話者同士の会話について、接触場面と比べて「弱い規定規範しか成立しない」

と述べていたこととも、一致する。ただ、アナの「それあんまり良くないかもしれま

せんね。」という語りからは、アナが「非母語話者同士であっても母語話者と話すとき

と同様に正確さを意識すべきかもしれない」と考えていることが分かる。しかしこの

ように語っているアナからは、以下のような語りも聞くことができた。 

 

語り 46 アナ（発話番号 234より） 

（母語話者との会話中に正確さについて）前はもっと意識したかもしれませんけど、

最近はあまり気にしないかもしれません。あまりいいことではないんですけれども。

何か通じればそれだけでいいやと思います。どうせあまり、（母語話者は）訂正はして

くれませんので。 

 

上記の語りから、アナが最近は正確さを意識しないこと、そしてそれが、母語話者

からの訂正がないためであることが分かる。アナは訂正を「してほしい」と語ってい

るが、同時に、母語話者が訂正を失礼だと考え会話中に訂正「してくれない気持ちは、

すごく分かります」とも述べている。アナの場合、母語話者からの訂正の欠如が、「正
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確な日本語を話そう」という意識を弱める要因となっていたといえよう。同じくこの

意識を弱める要因について、ブディからは以下のような、アナとは異なる語りが聞か

れた。 

 

語り 47 ブディ（発話番号 40～42より） 

やっぱり私たちって、学部 2、3年生ぐらいからですかね、やっと自分から（日本語

を）言えるようになっていって、やっぱ新しい言葉が耳に入った瞬間に使いたいんで

すよ。それあるじゃないですか。結果がどうあれ、使いたくて、反応が見たくて。で

自分の発音がどうかとかもあるし。「あーそれ使わない方がいいよ、ちょっと変だな」

って言われることもあるし。 

 

この語りから、ブディが「正確な日本語を話そうと配慮する」ことよりも、ときに

「新しい言葉を試す」ことを優先させていたことが分かる。このときのブディの日本

語レベルは中級であり、来日したことはなかったが、インドネシアに来る日本人留学

生と様々な交流を持った時期だった。またイワンからは以下のように、「正確な日本語

を話そうと配慮する」ことが難しかったという旨の語りも聞かれた。 

 

語り 48 イワン（発話番号 44より） 

（話しているときに自分の日本語の）間違いを気にする余裕はなかったですね。自

分が覚えた日本語を必死に使うことだけで精一杯でしたので。 

 

これはイワンの日本語レベルが中級のときの話である。他にもアナとアイデンから、

中級のときは自分の日本語の正確さに注意する余裕がなかったという語りを聞くこと

ができた。そしてイワンも含めたその 3人は、中級のときに日本語の正確さを意識す

る代わりに、とにかく会話を続けようと配慮していたということである。その配慮に

ついて、次節にまとめることとする。 

 

3.3.2.1.4 会話が中断せず続くように配慮する 

四つ目の配慮は会話の継続を目的としたものであり、先述のとおりイワン、アナ、

アイデンからそれに関する語りを聞くことができた。これも先の「正確な日本語を話
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そうと配慮する」という意識と同様に、双方利益のための意識として、分類した。ま

ずイワンについては、語り 48の内容について、「日本語を必死に使うことだけで精一

杯」だったのは会話の継続を意識したためだったと、確認した。以下にアナとアイデ

ンの語りを提示する。両者の語りは、それぞれ日本語レベルが中級だった日本留学前

の、母語話者との会話についてである。 

 

語り 49 アナ（発話番号 40より） 

友達でしたから、注意しなかったと思います。何かばーっと話していたと思います。

もっと注意した方が良かったかもしれません。何か注意しないと、私は通じたと思っ

ていても、通じていない可能性がありますよね。でも思ったことをそのまま、言った

と思います。 

 

語り 50 アイデン（発話番号 108より） 

あのとき（日本に留学する前）、そんなに注意しなかった。日本語がへただったし、

それぞれ注意したら恥ずかしくなって話さないと思って。僕はできれば日本語の会話

を続けたかったから、そんなに注意しませんでした。そんなに多分、気を付けたこと

はなかったと思う。思ったことをどんどん話したと思う。 

  

まずアナの語りからは、当時「正確な日本語を話そうと配慮する」ことはなかった

こと、「思ったことをそのまま」話していたことが分かる。「思ったことをそのまま」

話していた理由を質問したところ、「日本語のレベルが低かったためにそこまで意識

することができなかった」という旨の返答が得られた。このことから、「会話が中断せ

ずに続くよう配慮する」ことが、「正確な日本語を話そうと配慮する」ことよりも優先

されていたと考えることができよう。続くアイデンの語りからは、日本語のレベルが

低くとも何とか会話を続けるために、あえて正確さは意識しないようにしていたこと

が分かる。つまりアイデンは、コミュニケーションのための一つのストラテジーとし

て、「会話が中断せずに続くよう配慮する」ことを、他の配慮よりも優先させていたと

いえよう。 

以上のように、「会話が中断せずに続くよう配慮する」ことは「正確な日本語を話そ

うと配慮する」ことと関連して語られることが多かった。そして非母語話者の語りか
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ら、彼らがしばしばその二つの配慮のどちらかを選択をしていること、そして二つ同

時に配慮する余裕はなく、一つを取ればもう一つは配慮できないと考えていることが

うかがわれた。ただしこれは非母語話者の日本語レベルが中級の場合であり、上級以

降ではその二者択一は意識されていなかった。また日本語レベルが初級の場合には、

主体的に会話を続ける配慮をするという語りは聞かれなかった。以下に提示する語り

は、リンが日本語の勉強を始めて 1年未満のときの、母語話者との会話についての語

りである。 

 

語り 51 リン（発話番号 68～74より） 

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：じゃあどういうことを意識して話していたかとか、覚えていますか？ 

リン：意識していたというより、向こうから何か聞かれて、でそれに答えているとい

う感じです。 

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：ああ、でも向こうからの方が多かったですか？ 

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。 

 

以上の語りから、まず初級のときにリンが会話の継続を意識していなかったことが

分かる。さらに「話すことができるレベルというのも関わっているので」という語り

からは、自ら主体的に質問し会話を進行させることが難しかったこと、そしてリンは

その原因が自身の日本語レベルの低さだったと考えていることがうかがわれる。 

 

3. 3. 2. 1. 5. 伝えたいことをはっきりと伝えるように配慮する 

最後に見られた意識は、曖昧さを避け、「伝えたいことをはっきりと伝えるようにす

る配慮」である。これはアナのみから聞かれた配慮であり、以下にその語りを引用す

る。 

 

語り 52 アナ（発話番号 160より） 



99 

 

あ、何か嫌ではないんですけど、今思いついたんです。日本語の曖昧なところはち

ょっと苦手です。やはり私は、よくはっきり。たまにはっきり過ぎて文句を言われま

すけど、それも個人的な悪いところかもしれませんけど。まあはっきり言うことが好

きですので、たまにはっきりした質問に曖昧な返事が来ると、たまに腹が立つんじゃ

ないですけれども、何か「（苛々した様子で）あーーーー」となりますね。 

 

上記のようにアナは「はっきりと言うことが好き」であり、母語話者の返答が曖昧

だと苛々することもある。ここから、アナの「伝えたいことをはっきりと伝えるよう

に配慮する」という意識が、自己利益のための意識であることが分かる。しかし具体

的にどのような返答が嫌かという質問には、以下のように答えていた。 

 

語り 53 アナ（発話番号 161～166より） 

著者：例えばどういうときですか？ 

アナ：うーん、何だろう。あ、例えばよくあるのは、ある日本人の友達とか知り合い

とかと遊びたいときは、「何かこの日に会いますか？」とか言いますね。で「あ

ごめん、その日はちょっと用事があって」とよく言いますね。でもスペイン

では、用事があるときは、その用事を説明してくれます。何か、「このことが

あるから、ほんとにごめんなさい」というように。でも日本では、たまに「用

事がある」という表現は、言い訳として使われている気がします。 

著者：あー、本当は用事がなくても使うということですか？ 

アナ：そう、「用事あって」って。うん。まあほんとに用事あるかもしれませんね。確

かに。 

著者：じゃあアナさんは、そういう表現は使いませんか？ 

アナ：いや、何かね、もう使うようにしてます。みなさんがどうせ、そういうことや

るんだったら、私もいいと思って。昔は使いたくなかったんですけど、やは

り楽ですね。「あ、ちょっと用事がある。ごめん」って言うと、スペインでは

絶対に、「何があるの？」と聞きますけど、日本人はそれを聞かないから楽で

す。「用事がある」と言って終わりです。行きたくなければ、それで終わりで

す。 
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上の語りから、アナが基本的には「伝えたいことをはっきりと伝えるように配慮す

る」にも関わらず、母語話者が使用するという理由で、最近では自らもそのような曖

昧な表現を使用するようになっていることが分かる。このことから、接触場面におけ

る意識が母語話者との接触経験によっても、変わりうることが明らかになったといえ

よう。 

非母語話者からは上記五つの意識が語られたが、話題の導入及び展開については、

「伝えたいことをはっきりと伝えるように配慮する」を除く全ての意識と、関連して

語られていたといえる。それでは非母語話者から、話題についてどのような意識が語

られたのか、次節で詳しく見ていくこととする。 

 

3.3.2.2  話題導入及び話題展開に関する意識 

 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、話題導入の意識と話

題展開の意識を、順に見ていくこととする。非母語話者からは、その導入に関する意

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、先述のとお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さい、「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３２。

その意識の変化を見るためにも、下では語られている当時の日本語レベルに言及しな

がら、それぞれの語りを見ていきたい。 

 

3.3.2.2.1 話題導入についての意識 

 以下の三つが、非母語話者から聞かれた話題導入に関する三つの意識である。 

 

①失礼な話題は避ける 

②自分が興味のある話題を導入する 

③面白い話題を導入する 

 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は双方利益のための意識と考えられる。まず下の語りが、①の意

識についてである。 
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語り 54 レイレイ（発話番号 32より） 

 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、レイレイは

日本語で話すさいの「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、先述

のとおり、8 名全ての非母語話者から語られた。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導入に関する意識に、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 55 リン（発話番号 360、380～382より） 

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。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、
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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

非母語話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。一部語り 51 と重なるが、以下にリンによ

る、話題に関する語りを引用する。 

 

語り 56 リン（発話番号 51～56、67～76より） 

リン：（日本語コーナーにはあまり行かなくなった） 

著者：どうしてですか？ 

リン：うーん、どうしてですかね。会話のテーマがあんまりかわんなくて。 

著者：やっぱりずっと出てると。 

リン：そうですね、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：同じ自己紹介から。 

リン：はい、はい。そういうのがちょっと。 

～中略～ 

著者：学部 1年のときに、そこまで深い関係にならなくても日本人と色々と話しまし

たよね？その会話はどうでしたか？ 

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：じゃあどういうことを意識して話していたかとか、覚えていますか？ 

リン：意識していたというより、向こうから何か聞かれて、でそれに答えているとい

う感じです。 

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：ああ、でも向こうからの方が多かったですか？ 

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。 

著者：他に何か、難しかったこととか大変だったことで覚えていることはありますか？

嬉しかったことでも。1年生のときに日本人と話す中で。 

リン：ああ、話すの時間はそんなに多くなくて、多くの時間はやはり文法や単語の勉
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強ですね。そのコーナーの時間も週に一回しかなくて、その時間も結構短いと

いうか 1時間、60分ぐらいで。まあ人数も多い中で。特に深い印象は残ってい

ません。 

 

 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うかがえる。 

 最後に双方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。それは先に語り 42として提示した、アイデンによる語りに表れている。下

に再掲する。 

 

語り 57 アイデン（発話番号 108より） 

 なるべく楽しい会話。日本人ちょっと恥ずかしいから、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」という旨の回答が得られた。以上が少数ではあるが、非母語話者から聞かれ

た話題導入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との少なかった自己利益及び双

方利益のための意識を聞くことができた。口頭能力が十分であるにも関わらず、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双方利益の意識を十分に探る必要があ

るといえよう。 
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3.3.2.2.2 話題展開についての意識 

 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 

 

この意識については、話題展開にさいして自らの言語運用につながるものではなく、

相手の言語運用を期待するものである。そのため、話題導入について見られたような

意識とは、区別する必要があるだろう。このような相手への期待意識は、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 58 リハン（発話番号 399より） 

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 59 イワン（発話番号 149～150より） 

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
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くれた。 

 

語り 60 イワン（発話番号 415より） 

 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。そのような

会話における話題展開についても、今後検討していく必要がある。 

 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。 

 

3.4 予備調査のまとめ 

本章では談話分析に先立つ予備調査として、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運用が、実際の会話での意識及び言語運用と

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運用や、語ること

が難しい意識もあるだろう。その点は、会話の分析とフォローアップ・インタビュー
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で検討していくこととする。ただインタビューを実施したことにより、母語話者及び

非母語話者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系の授業を受講し

た経験と非母語話者との接触経験が、示された。また非母語話者の意識に影響しうる

要因として、日本語授業を受講した経験と母語話者との接触経験が、示された。次章

以降の会話の分析ではこの予備調査の結果を生かし、母語話者及び非母語話者の話題

に関する協働の学習を明らかにするために、両者を提示された要因により統制するこ

ととする。 
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第4章  研究方法 
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 本研究では研究方法として、宇佐美（1999）の言語社会心理学的アプローチを用い

ることとする。言語社会心理学的アプローチの特徴として、量的分析における信頼性

を確保するための手続き、及び量的分析を質的分析で補うための手続きを、具体的に

定めていることが挙げられる。そして、それらの特徴が研究を進める上で非常に重要

であると考えるため、本研究では言語社会心理学的アプローチを参考とすることとす

る。以下に、その具体的な手順を、宇佐美（1999）から引用する。 

 

 (1) 目的に応じて（男女差を見るのか文化差を見るのか等）、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（インタビュー）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（分類など）の「信頼性」は、二人のコーダー間の判定の一致率

（単純一致率に、偶発一致率を考慮した修正を加えたもの―（Cohen’s Kappa））

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） 

 

 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、本研究の研究設問を提示した後で、会話データの協力者、会

話データの収集、分析項目、そして分析方法について、詳細に見ていくこととする。 

 

4.1 研究設問 

 本研究の目的は、初対面雑談会話における母語話者と非母語話者の話題導入及び話

題展開を分析することで、両者にどのような協働が観察できるのか、またそれをどの
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ように学習しているのか、明らかにすることである。予備調査の結果を受けて、本研

究では具体的に、以下の研究設問を立てた。 

 

話題の導入及び展開という観点から、母語話者と非母語話者にどのような協働が

観察できるのか。そして接触経験を通して、それにどのような変化が見られるの

か。 

 

 上記の設問に答えるために、どのような研究方法を取るのか、以下で説明する。 

 

4.2 会話データの協力者 

 本節では、協力者の条件統制について見ていく。話題の導入や展開の仕方には、ま

ず話者の世代及び性別、身分が影響すると考えられる。そのため本研究では、母語話

者と非母語話者の両者を、20代女性の学生とした。さらにどのような話題を導入する

か、そしてどのようにそれらを展開するのかには、話者間の関係性が大きく影響する

だろう。そのため本研究では、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、初対面の者とした３３。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、導入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３４。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３５。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。 

また予備調査では、日本語教育に関する授業の受講経験が、母語話者の意識に影響

しうることが明らかになった。そのため本研究では、全ての母語話者を日本語教師の

経験がなく、日本語教育を主専攻としない者とした。非母語話者については、日本語

授業の経験が接触場面における意識に影響しうることが、明らかになった。これにつ

いては、話題導入や話題展開についての授業経験について、会話後のインタビューで

一人一人に聞くこととした。 

 さらに本研究では、予備調査の結果を基に、母語話者と非母語話者を接触経験の多
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寡で統制することとした。母語話者の接触経験を統制した先駆的な研究である村上

（1997）は、日本語教師でない母語話者を、「非母語話者との日本語での接触経験の多

い人（南山大学外国人留学生別科職員 2名及びある日本語学校の職員 1名、平均勤務

年数 8.8年）」と「（他のグループの）いずれにもあてはまらない人。通常、非母語話

者との接触はほとんどない」という二つのグループに、分類している（p.142-143）。

また栁田（2011）は、接触経験が多い母語話者を「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。また本研究では、村上（1997）や柳田（2011）のように協力者にタスク

を課すのではなく、雑談会話を収集する。そこで接触経験についても、これまで母語

話者及び非母語話者と雑談した経験を、その条件として用いることとした。本研究で

の雑談とは、筒井（2012）の「特定の達成するべき課題がない状況において、あるい

は課題があってもそれを行っていない時間において、相手と共に時を過ごす活動とし

て行う会話」（p.33）を指す。したがって、アルバイト先での業務上の会話や、母語話

者のチューターに日本語指導を受ける会話は、そこに含まれない。特に雑談の経験に

注目するのは、「特定の達成されるべき課題」がある会話と違い、雑談ではどのような

話題を導入しどのように展開するかが話者に任せられていると考えられ、それに関す

る学習を見るのに適当だと判断したからである。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
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ら非母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。ただ上記の母語話者及び非母語話者の接触経験の統制については、「週に 2回以

上」という頻度及び「1 年未満」などの期間について、その妥当性を今後検討してい

く必要がある。さらにその頻度と期間だけではなく、接触経験の「質」も考慮してい

かなければならないことを、ここに記しておく。 

 それでは上記のように統制した協力者の基本情報を、以下に記すこととする。表 4

から順に、接触経験の多い母語話者、接触経験の少ない母語話者、接触経験の多い非

母語話者、接触経験の少ない非母語話者についてである。なお接触経験の詳細につい

ては、資料 3. 1に記すこととするので、そちらを参照されたい。 
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表 4. 接触経験の多い母語話者 8名のプロフィール 

話者 

番号 
氏名 年齢 学年 出身地 

非母語話者と週 2回以上

雑談していた期間 

1 中川 24 学部 3年 神奈川県 約 2年 

2 白鳥 22 学部 4年 東京都 約 1年半 

3 浅井 22 学部 3年 東京都 約 1年半 

4 大木 22 学部 3年 東京都 約 2年 

5 三島 20 学部 3年 北海道 約 2年 

6 平山 20 学部 3年 石川県 約 2年 

7 福田 20 学部 3年 千葉県 約 2年 

8 和木 20 学部 3年 東京都 約 1年半 

 

表 5. 接触経験の少ない母語話者 8名のプロフィール 

話者 

番号 
氏名 年齢 学年 出身地 

非母語話者と週 2回以上

雑談していた期間 

1 八代 25 学部 4年 静岡県 なし 

2 松本 20 学部 3年 北海道 なし 

3 佐藤 20 学部 3年 栃木県 なし 

4 望田 21 学部 4年 静岡県 なし 

5 内之倉 20 学部 3年 滋賀県 なし 

6 原島 22 学部 4年 山梨県 なし 

7 古富 20 学部 3年 青森 なし 

8 若菜 20 学部 3年 神奈川県 なし 
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表 6. 接触経験の多い非母語話者 8名のプロフィール 

話者 

番号 
氏名 年齢 学年 出身地 来日年月 

非母語話者と 

週 2回以上雑談

していた期間 

1 カイ 26 修士 1年 遼寧省 2014年 3月 約 2年半 

2 ニイ 26 修士 1年 湖北省 2012年 7月 約 3年 

3 リュウ 27 修士 1年 陝西省 2012年 1月 約 3年半 

4 ブン 29 修士 1年 江蘇省 2009年 10月 約 3年 

5 ケツ 24 修士 1年 江南省 2011年 9月 約 3年 

6 
ムウ 27 修士 1年 

内蒙古 

自治区 
2011年 5月 約 2年 

7 ミン 28 修士 2年 香港 2011年 8月 約 2年半 

8 トク 24 修士 2年 江蘇省 2012年 3月 約 2年 

 

表 7. 接触経験の少ない非母語話者 8名のプロフィール 

話者 

番号 
氏名 年齢 学年 出身地 来日年月 

非母語話者と 

週 2回以上雑談

していた期間 

1 コウ 27 研究生 四川省 2014年 10月 なし 

2 チン 21 
学部交換

留学生 
天津省 2014年 9月 約 4か月 

3 ナン 25 修士 1年 江蘚省 2014年 3月 約 2か月 

4 キュウ 23 研究生 上海 2015年 3月 なし 

5 リョウ 22 学部 1年 江蘇省 2012年 4月 なし 

6 ハク 25 修士 1年 黒竜江省 2014年 4月 約 2か月 

7 チュウ 25 研究生 陜西省 2013年 7月 なし 

8 ホウ 25 研究生 遼寧省 2014年 1月 なし 

 

続いて次節では、データ収集の流れについて説明したい。 
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4.3 会話データの収集 

 本研究では、二者間の大学生による初対面雑談会話を録音録画し、分析対象とした。

雑談会話を分析対象とする先行研究には、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。そして、そのようなデータ収集用の交流会に参加を

希望する者を集めるために、大学構内に「中日交流パーティー参加者募集」のポスタ

ー（資料集 2. 1）を掲示し、協力者を募った。協力者として連絡してくれた者を、前

節の条件により統制した上で、データ収集を実施した。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３６。 

 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（資料集 2. 2）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、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が 1 名ずつ、計 4 名が集まった。前節の表 4～7 に母語話者

及び非母語話者のプロフィールを提示したが、各表の話者番号1の者はグループ1に、

話者番号 2の者はグループ 2に、同じ話者番号の者が各グループに集まった。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。そのさい協力者には、「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。 
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 一つのグループの図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会話収集の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲み物と料理が置かれた 

テーブル    

 

 

 

図 6. データ収集の様子 

 

 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。 

  

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 
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母語場面 … 接触経験の多い母語話者と接触経験の少ない母語話者 

接触場面 A … 接触経験の多い母語話者と接触経験の多い非母語話者 

接触場面 B … 接触経験の多い母語話者と接触経験の少ない非母語話者 

接触場面 C … 接触経験の少ない母語話者と接触経験の多い非母語話者 

接触場面 D … 接触経験の少ない母語話者と接触経験の少ない非母語話者 

 図 7. 会話協力者の組み合わせ 

 

 なおデータ収集当日は、母語場面のデータを収集しているさいに、非母語話者が手

持ち無沙汰とならないため、また交流会場面の雰囲気を損なわないように配慮し、非

母語話者同士の会話も収集した。ただ、本研究では日本語会話に分析対象を絞るため、

非母語話者同士の中国語会話は分析対象としない。また、話す順番が会話中の言語運

用に与える影響の可能性を考慮し、その順番に偏りが出ないように調整した。具体的

には、各話者群 1名ずつからの 4名で構成される 8グループのデータを、以下のよう

な順番で収集した。 

 

  

接触経験の多い 

母語話者 

接触経験の少ない

母語話者 

接触経験の多い 

非母語話者 

接触経験の少ない

非母語話者 

8 会話 

 

8 会話 

 

8 会話 

 

8 会話 

 

8 会話 
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表 8. 各会話グループのデータ収集の順番 

会話 

グループ 
第 1回 第 2回 第 3回 

1・2・3 
母語場面 

（非母語話者同士） 

接触場面 A 

接触場面 D 

接触場面 B 

接触場面 C 

4・5・6 
接触場面 B 

接触場面 C 

母語場面 

（非母語話者同士） 

接触場面 A 

接触場面 D 

7・8 
接触場面 A 

接触場面 D 

接触場面 B 

接触場面 C 

母語場面 

（非母語話者同士） 

 

 以下、特定の会話を参照するさいには、会話グループと会話の種類を用いて表すこ

ととする。例えば会話グループ 1の母語場面は「母語場面-1」と、会話グループ 4の

接触場面 Aは「接触場面 A-4」と表される。 

なおデータ収集後には、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（資料集 2. 5）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。フォローアップ・アンケートは、会話後に相手の印象について記

録するためのものであり、フォローアップ・インタビューで参考として用いるために

実施した。フォローアップ・インタビューでは、実際の会話中の音声及び映像を視聴

しながら、相手への印象から各場面で意識したこと、感じたことなどを広く質問した。

資料集 3. 5 の会話データの文字化資料には、話題導入及び話題展開に関わるフォロ

ーアップ・インタビューの結果を、「フォローアップ・インタビュー」の欄に記すこと

とした。 

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。 

 

4.4 分析項目 

 具体的な分析方法に入る前に、分析項目についてここで説明する。話題導入及び話

題展開に関わる観点は多く、様々な観点から多くの研究が蓄積されてきた。特に話題
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展開については、談話を分析対象とする研究のほとんどが、それに関わると見ること

もできる。そこで本研究では、話題導入及び話題展開を、以下に図示する四つの項目

に沿って分析することとした。なお先の第 2章における先行研究も、その四つの項目

に沿ってまとめている。なお、以下の図は例 1と同じ談話例である。 
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図 8. 本研究の四つの分析項目 

話者 発話内容 小話題 大話題 

トク ふふっ、うん。//じゃ、今、4年生だから、

就活です? 

八代の進

路 

八代の 

就職活動 

八代 就活中。 

トク 就活中。 

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。 

  

トク なんになりたいですか? 希望職場  

八代 えっ?  

トク なんになりたいですか?  

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） 

  

トク ロシア語と関係がある仕事が良いですか? 言語 

 

 

トクの 

ロシア 

訪問 

 

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? 

 

 

トクと 

ロシア 

 

① 話題導入の言語形式 

どのような言語形式とともに話題を導入するか 

② 話題導入の内容 

どのような話題を導入するか 

③ 話題展開における参加形式 

どのように会話に参加しながら話題を展開するのか 

 ＊「話し手」として「聞き手」として 

④ 話題展開における話者間の関係性 

どのような関係性を強調しながら話題を展開するのか 

 ＊「学生同士」「日本人／中国人」「ロシア訪問経験者／未経験者」 

話

題

展

開 
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上記の四つが、本研究で話題導入及び話題展開を分析する項目である。それでは次

節で、これら四つをどのように分析するのか、その方法を見ていくこととする。 

 

4.5 分析方法 

 本研究は先に提示したとおり、談話分析の方法として宇佐美（1999）の言語社会心

理学的アプローチを用いる。そのため、前節に挙げた四つの分析項目を量的・質的に

分析していくために、まず各項目をコーディングする。以下、話題及び話題カテゴリ

ーのコーディング、話題導入に関するコーディング、話題展開に関するコーディング

について、順にそのルールを記すこととする。 

 

4.5.1  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。本研究でもまず文

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。例中の「番号」は各話題のターン番号を表す。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。 

 

例 2. 話題のコーディング３７（接触場面 C-1） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

  ～中略～  トクの研究 

63 トク そうですね。とくに、なんか、学習者に

とって、（うん）もし、2人の、なんか、

日本の方がいたら、（うん）この 2 人

が、ちょっと、なんかの話題で盛り上が
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って、こちらの人が、ちょっとなんか、

「参加したい」。（うーん）でも、どう

やって、なんか、（うーん）中に入るか。

（うーん）うん。と、こんなことにも、

ちょっと、興味持って。（あー）うん。

でも、でも、今、どこに、ちょっと、注

目するか、今、考えてる。 

64 八代 そうなんですね。   

65 トク うーん、まだ分からないです。ふふふ

っ、（とてもー）難しいです。 

  

66 八代 とても（うん）おもしろそうな（うん）

研究（ありがとうございます）になりそ

う。 

  

67 トク ふふっ、うん。//じゃ、今、4年生だか

ら、就活です? 

八代の 

進路 

八代の 

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? 希望職場  

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? 

言語  

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
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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? 

 

トクのロシ

ア訪問 

 

トクと 

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。 

トク姉のロ

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まで「トクの研究」という話題が続いていたが、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、「八代の進

路」という小話題が始まっている。その後「希望職場」と「言語」という、八代の就

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「トクのロシア訪問」に話題が移る。「言語」と「トクのロシア

訪問」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、「八代の就職活動」

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「トクのロシ

ア訪問」と「トク姉のロシア留学」は、「トクとロシア」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。それが、大話題カテゴリーである。 

ただし、本研究で分析項目とする話題導入の内容については、この大話題カテゴリ

ーを見ていくわけではない。例 1や例 2を見てわかるように、導入された話題は二者

間の相互行為により、様々に展開しうる。したがって、小話題のまとまりからコーデ

ィングされた大話題は、必ずしもそれを導入した話者が意図したものとは限らない。

本研究では、各話者がどのような話題を導入したのか明らかにするために、各大話題

を構成する小話題群の、最初の小話題に注目することとする。そして全 40会話に観察
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された、各大話題の最初の小話題を、その内容の関連性に注目し、話題カテゴリーに

分類することとする。こうして作成する話題カテゴリーを、大話題カテゴリーとは区

別し、導入話題カテゴリーと呼ぶこととする。先の大話題カテゴリーは話題展開も含

めた分析に用いることとし、この導入話題カテゴリーは話題の導入に関する分析にさ

いして用いることとする。 

 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。 

 

4.5.2  話題導入に関するコーディング 

 話題導入に関するコーディング項目として、ここでは内容の結束性からの話題転換

分類、話題転換表現である終了表現と開始表現について説明する。 

 

4.5.2.1  内容の結束性からの話題転換分類 

 前節のように大話題をコーディングし、大話題から大話題への移り変わりを、本研

究では話題転換として認定した。その後で、先行話題と後続話題の内容の結束性に注

目し、話題転換を「新出型／派生型／再生型」にコーディングした。村上・熊取谷（1995）

によるそれらの定義を、以下に再掲する。 

 

新出型：先行話題で言及されなかったことが後続話題となる話題転換 

派生型：先行話題で言及されたことから後続話題が選ばれる話題転換 

再生型：先行話題での言及はないがそれ以前に言及されたことが後続話題となる 

話題転換 

 

先の例 2の場合、「トクの研究」から「八代の就職活動」への話題転換は新出型、「八

代の就職活動」から「トクとロシア」及び「トクとロシア」から「中国とロシアの関

係」への話題転換は派生型といえる。ただ、例えば「八代の就職活動」について当該

会話の例示部以前で話していたならば、この「トクの研究」から「八代の就職活動」

への話題転換は再生型としてコーディングすることとなる。そのためこの内容の結束
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性からの話題転換分類については、会話全体を見渡しながらコーディングすることが

必要である。 

 

4.5.2.2  話題の終了表現及び開始表現 

 続いて話題転換における、先行話題の終了表現と後続話題の開始表現をコーディン

グした。その分類については、楊（2005）の先行研究のまとめを参考とする。それは

先述のとおり、「相づち／まとめや評価／笑い／繰り返し」と「いいよどみ／接続詞／

感動詞／呼びかけ／メタ言語表現」である。コーディング欄の都合上、「まとめや評価」

は「まとめ」として、「メタ言語表現」は「メタ言語」として記した。また終了表現と

して、複数の表現が観察されることも考えられる。本研究ではその場合「混合」とい

うコーディング記号を用いることとした。さらに、終了表現に含まれる表現は終了表

現としてでなく、単に相手への反応として話題転換直前に観察されることもある。本

研究ではそのような場合には終了表現としてコーディングせず、話題に一区切り付け

るために用いられたと考えられる場合のみ、それを終了表現としてコーディングした。

加えて終了表現については、話題転換者と会話相手、どちらの表現をコーディングし

たのか明確になるよう、コーディング欄にその話者も記した。例えば「相手／相づち」

は、相手による終了表現としての相づちが確認された場合、「両者／笑い」は、両者に

よる終了表現としての笑いが確認された場合である。ただ、本文中に例示するさいは、

読みやすさのために終了表現に下線を、開始表現に二重下線を記すことで、それらの

コーディング結果を示すこととする。ここで本研究のデータから、終了表現及び開始

表現を伴う話題転換を 1例提示することとする。例 3の望田は母語話者であり、ケツ

は非母語話者である３８。 

 

例 3. 終了表現と開始表現を伴う話題転換（接触場面 C-4） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

  ～中略～  ケツの出身

地 

47 ケツ 冬に入ってからも、結構寒い（ああ）と

きもあります。（そっか）はい。（うん）

気候  
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ふん、だいたい東京と同じくらい感じ

かな。 

48 望田 ああ、こんな感じか。   

49 ケツ うん。（うん）<笑い>   

50 望田 //なん、うんと、何だろう。どこに住ん

でるんですか？ 

住居の場所 ケツの住居 

51 ケツ 今ですか？学校の寮に。（ああ）3号館

に住んでいます。 

寮  

 

 例 3では、ターン番号 50の望田の新話題導入により、話題転換が生じている。話題

転換前に注目すると、ターン番号 48の「こんな感じか」は直前の発話の一部の繰り返

しであり、それまで続いた話題のまとめとして捉えられる。それに続く 49の両者の相

づち及びケツの笑いも、当該話題が「十分に話し尽くされた」ことを確認する、終了

表現と考えられる。50の新話題導入発話には、「なん、うんと、何だろう」といういい

よどみが確認できる。これは「次の話題を考えている」ことの表示であり、先行話題

と関係のない後続話題の導入を予告する、開始表現だと考えられる。そしてこれらの

表現を用いることで、話題転換が唐突だと相手が感じる危険性が低くなっているとい

えよう。 

上記のように話題の終了表現と開始表現をコーディングしたことに加えて、話題終

了表現の有無に注目し、その形式的な話題転換分類もコーディングした。本研究で用

いた、楊（2007）による形式的な話題転換分類を、以下に再掲する。 

 

協同的転換：両者の終了表現後に生じる話題転換 

一方的転換：どちらか一方の終了表現後に生じる話題転換 

突発的転換：どちらの終了表現もなく生じる話題転換 

 

 以上が、話題導入に関するコーディングについてである。 

 

4.5.3  話題展開に関するコーディング 

 続いて話題展開に関するコーディングについて、その参加形式について、そして話
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者間の関係性について説明することとする。 

 

4.5.3.1  話題展開における参加形式 

 話題展開の仕方について本研究では、各大話題の展開において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、参加形式の観点から分析する。

そしてその参加形式を見るために、各大話題の「話し手／聞き手」をコーディングし

た。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／聞き手」

のコーディング欄には当該話題の話し手を記すこととする。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「母多／母少／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、接触経験の少ない母語話者が話し手として、接触経験の

多い母語話者が聞き手として参加している場合は、「母少」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。 

 また、本研究では「話し手／聞き手」を大話題ごとにコーディングするが、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 4. 「話し手／聞き手」のコーディング（接触場面 A-3） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 
話し手／ 

聞き手 

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 
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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。 

  

4.5.3.2  話題展開における話者間の関係性 

 本研究では最後に、話題を展開する中でどのような話者間の関係性が強調されてい

るのか、分析対象とする。しかし本項目については、必ずしも全ての話題展開におい

て、話者が志向する関係性が明らかになるわけではないので、結果を量的に処理する

ことはしない。6. 2における結果の提示でも、どのような関係性が強調されていたの

か、各場面に特徴的だと考えられた例を挙げながら、質的に分析を進めていくことと

する。 

 話者が強調している関係性を同定する方法については、成員カテゴリーに関する先

行研究を参考にする。Psathas（1999）は、「成員カテゴリー化がいかに維持され、い

かに変化するのか」「そうしたカテゴリー化はいかにして妥当なものとされたり受諾

されなかったりするのか」「そうしたカテゴリー化は、活動、能力、動機、義務、権利

などといかにして関わるのか」が、会話を分析することで明らかにできると述べてい
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る（p.61）。そして杉原（2010）は、Psathas（1999）の議論を基に、「当事者である参

加者が互いに重要視しているカテゴリー化（具体的には「何者として発話しているの

か」）に注目しながら、聞く・文字化する・観察するという作業を繰り返す」という方

法により、会話内の成員カテゴリーを同定している（p。80）。本研究でも、この方法

を参考にしながら、話者がそれぞれの話題展開において強調している話者間の関係性

を、同定していきたい。 

 

4.5.4  コーディングのまとめ 

 ここまでコーディング項目について、一つ一つ見てきた。第 4章の最後に、上で説

明したコーディング項目を、それぞれで用いる記号とともに、下にまとめることとす

る。 

 

① 小話題： 各小話題を表す任意の言葉を記すこととする。 

② 大話題： 各大話題を表す任意の言葉を記すこととする。 

③ 導入話題カテゴリー： 各大話題を構成する最初の小話題の、内容の関連性に注

目して作成した話題カテゴリーであり、それらを表す任意の言葉を記すこととす

る。 

④ 大話題カテゴリー： 各大話題の内容の関連性に注目して作成した話題カテゴリ

ーであり、それらを表す任意の言葉を記すこととする。 

⑤ 話し手／聞き手： 

母語場面の場合 多母／少母／両者 

接触場面の場合 母語話者／非母語話者／両者 

＊各大話題に話し手として参加していた話者を、コーディング記号として記す。 

＊「多母」は接触経験の多い母語話者、「少母」は接触経験の少ない母語話者の

意味である。「両者」は、当該話題に両者が話し手として参加していた場合に

用いる。 

⑥ 内容の結束性からの話題転換分類： 新出型／派生型／再生型 

⑦ 話題終了表現： スラッシュ前 両者／転換者／相手 

スラッシュ後 まとめ／相づち／笑い／繰り返し 

例）「相手／まとめ」「両者／繰り返し」 
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⑧ 形式的な話題転換分類： 協働的転換／一方的転換／突発的転換 

⑨ 話題開始表現： いいよどみ／接続詞／感動詞／呼びかけ／メタ言語／なし 

 

上記 9項目を、本研究のコーディング項目とする。なお、4. 5. 3. 2で見た話者間

の関係性については先述のとおり、必ずしも全ての話題展開においてそれを同定でき

るわけではないので、コーディング項目とはせず、結果を量的に処理することもしな

い。 

上に挙げた九つのコーディング項目は、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、導入話題カテゴリーと大話題カテゴリー

を除く全てのコーディング項目について、評定協力者に上記のルールを提示し、実際

に五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、信頼性を確保することとした。なお話題名

については、文言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。導入話題カテゴリーと大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、その信頼性を確保するこ

ととした。 
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第5章  研究 1 話題の導入 
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 それでは本章と次章では、話題導入及び話題展開に関する分析結果を、提示するこ

ととする。第 4章に記したとおり、40会話のデータを収集した。データ収集後のイン

タビューでは、話題導入や話題展開について、どのように学習してきたのか、どのよ

うな授業を受け、これまでどのような気付きがあったのかについて質問した。その結

果、「ところで」や「そういえば」という話題転換表現を教室で明示的に教わった非母

語話者はいたが、話題転換にさいしてどのようにそれらを用いるのか、またどのよう

な話題が失礼になるのかなどについて、明示的に教わった者はいなかった。したがっ

て本研究で協力してもらった非母語話者にとっては、話題に関する習得要因として、

母語話者との接触経験が重要な位置を占めていた可能性が高いと考えられる３９。 

各会話を、開始 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 657分 42秒、ターン数は 9497となった。話題のコーディングの結果、全 40

会話で 15分以内に導入された大話題は計 621、それを構成する小話題は計 1783 だっ

た。1会話当たりの大話題の平均 15.5はであり、小話題の平均は 44.6 である。それ

らの情報を会話群ごとにまとめ、下に示すこととする。表中の頻度等については、各

会話群内で目立ったばらつきは見られなかった。なお、第 5章及び第 6章に掲載する

結果の表では、紙幅の都合上、「接触経験の多い母語話者」を「母多」、「接触経験の少

ない母語話者」を「母少」、「接触経験の多い非母語話者」を「非多」、「接触経験の少

ない非母語話者」を「非少」として記すこととする。 
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表 9. 各会話群の時間、ターン数、大話題数、小話題数 

会話 話者 時間 
ターン数 

(計／話者別) 

導入された 

大話題数 

(計／話者別) 

導入された 

小話題数 

(計／話者別) 

母語場面 
母多 

130分 49秒 2057 
1028 

136 
75 

369 
184 

母少 1029 61 185 

接触場面 A 
母多 

131分 23秒 2104 
1053 

118 
58 

389 
187 

非多 1051 60 202 

接触場面 B 
母多 

127分 49秒 1732 
865 

119 
59 

307 
146 

非少 867 60 161 

接触場面 C 
母少 

138分 28秒 1950 
975 

133 
57 

404 
174 

非多 975 76 230 

接触場面 D 
母少 

129分 13秒 1654 
829 

115 
55 

314 
155 

非少 825 60 159 

計 657分 42秒 9497 621 1783 

 

各コーディング項目については、第 4章に記したとおり、著者と評定協力者との間

の一致率である評定者間信頼性係数を算出した。その結果、「大話題」は 0.82、「小

話題」は 0.86、「話し手／聞き手」は 0.78、「内容の結束性からの話題転換分類」は

0.91、「話題終了表現」は 0.79、「話題開始表現」は 0.83という値を得ることができ

た。なお「形式的な話題転換分類」については、「話題終了表現」のコーディング結

果に依存するため、評定者間信頼性係数は算出しなかった。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、本研究では全項目のコーディングの信頼性が、確保できたと考えた。 

本章では話題の導入について、まず 5. 1で言語形式の分析結果を提示する。具体

的には各話者が話題を導入するさいに、どのような話題転換表現を用いていたのかに

ついて、見ていくこととする。続いて 5. 2では、どのような話題を導入したのか、

その内容の分析結果を提示する。 
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5.1 話題導入の言語形式の分析 

 本節では、話題転換表現の使用に注目しながら、それぞれの話者がどのように新し

い話題を導入していたのか、分析していくこととする。 

 全 40会話の大話題は先述のとおり、計 621だった。ここで注目する話題転換とは会

話内の旧話題から新話題への転換であるが、各会話の最初の話題導入には旧話題がな

く、それは話題転換ではない。そのため本節で分析対象とする話題転換は、621 から

会話の総数である 40を差し引いた、581回である。以下、5. 1. 1で内容の結束性か

ら見た話題転換分類の結果を、5. 1. 2で特に注意が必要な新出型及び再生型の話題

転換に焦点を絞り、そこで用いられていた話題の終了表現と開始表現について見てい

きたい。 

 

5.1.1  内容の結束性から見た話題転換分類 

 まず以下の表 10 の値が、内容の結束性に注目し分類した、40会話における 581 回

の話題転換の頻度であり、括弧内は各場面の各話者の話題転換の総計を分母とした割

合である。 

 

表 10. 話者ごとの内容の結束性から見た話題転換分類の頻度及び割合４０ 

場面 話者 新出型 派生型 再生型 計 

母語場面 
母多 8(11.6) 56(81.2) 5(7.2) 69(100) 

母少 7(11.9) 51(86.4) 1(1.7) 59(100) 

接触場面 A 
母多 10(18.2) 44(80.0) 1(1.8) 55(100) 

非多 8(14.5) 43(78.2) 4(7.3) 55(100) 

接触場面 B 
母多 18(32.7) 37(67.3) 0(0.0) 55(100) 

非少 10(17.9) 39(69.6) 7(12.5) 56(100) 

接触場面 C 
母少 16(29.1) 38(69.1) 1(1.8) 55(100) 

非多 9(12.9) 57(81.4) 4(5.7) 70(100) 

接触場面 D 
母少 14(28.0) 35(70.0) 1(2.0) 50(100) 

非少 11(19.3) 43(75.4) 3(5.3) 57(100) 
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 上記のように、いずれの話者にも派生型の転換が最も多く、次いで新出型が多かっ

た。派生型の話題転換については、例えば以下のような例が見られた。4. 5. 2. 2で

も述べたように、本節で話題転換表現についての例を見ていくさいは、その終了表現

に下線を、開始表現に二重下線を付すこととする。 

 

例 5 派生型の話題転換（接触場面 C-2） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

164 ミン 最近、そっか、あ、実家に帰ってます

か？ 最近。 

帰省 

 

松本の出身

地への帰省 

165 松本 えーとー。春休みに（うーんうんうんう

ん）行ったっきりですかねー。 

 

166 ミン //北海道の人は、みんなスキーとかで

きますか？  

北海道民 

 

松本の出身

地のスキー

事情 167 松本 あ、スキーはしますね。（あー）なんか、

やら。なんか、学校で、絶対やんなきゃ

いけなくて。 

学校 

 

 例 5では 165まで、母語話者である「松本の出身地への帰省」について話していた

が、166のミンの質問により、話題が「松本の出身地のスキー事情」へと転換する。松

本の出身地は雪の多さで有名であり、「松本の出身地のスキー事情」という話題は、先

行話題で松本が出身地を開示したことから、派生したものと考えられる。そして例 5

の話題転換にさいしては、何の終了表現も開始表現も観察されなかった。このような

派生型の話題転換は、新出型及び再生型の話題転換と比べて、前後の話題間における

内容の結束性が高いため、終了表現と開始表現がなくとも、唐突な印象にはつながり

にくいと考えられよう。それが唐突な印象につながりにくいということは、村上・熊

取谷（1995）でも主張されている。再生型はどの話者にも少なく、それには会話時間

も関係していたと考えられる。本研究の会話時間は 15分から 20分だったが、会話が

さらに続けばその分、前に言及されたことを話題とする再生型の話題転換も増えるこ

とが、予想される。また、初対面会話でなく知り合い同士の会話であれば、以前の会

話で言及されたことが話題となることもあるだろう。 
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それでは次節で、新出型及び再生型の話題転換に焦点を絞り、そこで用いられてい

た表現を見ていくこととする。 

 

5.1.2  話題の終了表現及び開始表現 

 話題転換における、終了表現及び開始表現のコーディング結果を集計したところ、

話者間の差は見られたが、同じ話者の場面間での差は、確認されなかった。つまり本

研究の話者には、相手に応じて話題転換表現を変えることは、なかったといえる４１。

相手に応じた表現の差が見られなかったことから、本節では、話者間の違いに注目し

て分析を進めることとする。 

それでは、各話者が新出型及び再生型の話題転換において、どのような終了表現を

用いていたのかを、表 11に提示する。上段の「両者／転換者／相手」はそれぞれの終

了表現の話者を表す。例えば頻度が 2である「母多」の「相手」の「笑い」は、接触

経験の多い母語話者が話題を転換したさいに、その会話相手が終了表現として、笑い

を用いていた場合である。なお「混合」とは、4. 5. 2. 2にも記したとおり、転換者

が相づちを用い会話相手が笑いを用いているなど、両者に異なる表現が見られる場合

である。また、コーディング記号として先に挙げていた「繰り返し」は、本研究のデ

ータには観察されなかったので、表からは割愛している。さらに、表中では観察され

た終了表現に基づき、協同的転換、一方的転換、突発的転換に話題転換を分類し、集

計した。括弧内の値は、話者ごとの「協働的転換／一方的転換／突発的転換」の割合

を表す。それら話題転換分類の頻度の偏りについて、カイ二乗検定を行った結果、10%

水準で有意傾向を示したので（χ2(6)= 11.1, p<.1）、残差分析を行った４２。残差分析

の結果、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する。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。 
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表 11. 話者ごとの終了表現と形式的な話題転換分類の頻度及び割合 

話者 

両者 

協働的

転換 

転換者 相手 

一方的

転換 

突発的転換 

(表現なし) 
計 

ま

と

め 

笑

い 

相

づ

ち 

混

合 

ま

と

め 

笑

い 

相

づ

ち 

ま

と

め 

笑

い 

母多 2 3 3 10 
18 

(42.9) 
3 3 7 0 2 

15 

(35.7) 

9 

(21.4) 

42 

(100) 

母少 2 1 7 10 
20 

(50.0) 
1 1 9 0 4 

15 

(37.5) 

5* 

(12.5) 

40 

(100) 

非多 1 0 2 4 
7 

(28.0) 
0 2 7 1 2 

12 

(48.0) 

6 

(24.0) 

25 

(100) 

非少 0 0 4 4 
8 

(25.8) 
1 1 5 0 3 

10 

(32.3) 

13** 

(41.9) 

31 

(100) 

 

 まず母語話者については、接触経験の多寡による目立った差は見られず、協同的転

換が多く、突発的転換が少なかったことが分かる。これは楊（2005）の結果とも一致

する。母語話者の協同的転換の内訳としては、特に両者で異なる表現を用いていた「混

合」が多かった。そして、特に母語話者の「混合」には、両者からの一つずつの表現

だけではなく、三種類以上の表現を含むものが多かった。4. 5. 2. 2で提示した例 3

の望田による話題転換も、そこに含まれる。複数の表現により「先行話題が十分に話

し尽くされた」ことを確認することは、円滑な話題転換の手続きとして特に有効だと

考えられる。協働的転換に続いて母語話者に多かったのが一方的転換であり、突発的

転換が最も少なかった。 

 接触経験の多い非母語話者は、話題転換の半数近くが一方的転換だった。一方的転

換が唐突な印象につながる危険性は、突発的転換より高く、協同的転換より低いとい

える。ただ、本研究で観察された一方的転換を質的に分析した結果、同じ一方的転換

であっても、観察された終了表現がどちらのものかにより、その危険性が異なると考

えられた。下に、一方的転換の例を二つ提示する。まず例 6は、話題転換者の終了表

現のみが観察される例である。 
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例 6. 接触経験の多い非母語話者による一方的転換（転換者の終了表現がある場合） 

（接触場面 D-3） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

63 佐藤 バスのほうが高いですね。 キュウ

の住居 

キュウ

の生活 

64 キュウ うーん。で、中国は、あの上海は電車のほ

うが、絶対電車のほうが高い。 

 

65 佐藤 へえー、そうなんですか？   

66 キュウ うん。うんうん。//今 3年生？ 佐藤の

学年 

佐藤の 

基本情

報 67 佐藤 3年生です。  

 

 上記例 6 では、「キュウの生活」という話題の後に、66 でキュウにより「佐藤の基

本情報」という話題が導入されている。終了表現として確認できるのは、66のキュウ

による相づちのみであるため、これを一方的転換に分類した。このような会話相手の

反応を待たない話題転換では、「先行話題が十分に話し尽くされた」ことに相手が合意

しているかどうかが確認されていないため、相手が唐突だと感じる危険性も高いと考

えられる。自分が「十分に話し尽くされた」と考えていても、相手が同じように考え

ているとは、限らないだろう。続いて下に提示するのが、会話相手の終了表現のみが

観察された場合である。例 7の松本は母語話者であり、ミンは接触経験の多い非母語

話者である。 

 

例 7. 接触経験の多い非母語話者による一方的転換（会話相手の終了表現がある場合） 

（接触場面 C-2） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

85 松本 やっぱり、中国人が向こう、すごく多く

て、（あー）うん、だから。 

松本の 

留学 

松本の留学

中の体験 

86 ミン アジアだったら、（そうそうそうそう）

中国（そうそうそう）って感じ。 
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87 松本 そう。そうだね。中国人、みんな良い人

たちだった。（ふうん）仲良くなります

ね。<笑い> 

中国人 

友人 

 

88 ミン //どうして、この、交流会みたいな、

（あ、なんか）来たんですか？ 

松本のデ

ータ収集 

データ収集

場面 

89 松本 なんか、なんか、ポスターで貼ってあっ

て。（あーあーあー）そう。 

 

 

 例 7では 88でミンにより、「データ収集場面」という話題が導入されている。当該

話題転換の直前には、松本による笑いが観察できる。この笑いは直前の発話内容と音

声から、特に面白いことがあり発せられたものではなく、話題に区切りをつけるため

のものだと考えられたため、終了表現としてコーディングした。したがってこれも、

例 6と同じく、一方的転換だといえる。ただ、例 6と違って終了表現が会話相手によ

るものであるため、当該話題転換が会話相手に唐突な印象を与える危険性は、例 6よ

りも低いと考えられよう。このように同じ一方的転換でも、どちらの終了表現が観察

されたのかにより、唐突さの危険性は異なると考えられた。 

 続いて接触経験の少ない非母語話者には、突発的転換の割合が目立って多く、有意

差が見られた。これが、どのような場面で生じたどのような突発的転換だったのかに

ついては、他の話者と同じく、開始表現の結果とともに見ていくこととする。 

それでは下の表 12 に、各話者の開始表現の頻度の結果と、協同的転換、一方的転

換、突発的転換をそれぞれ分母とした各開始表現の割合を提示する。なお楊（2005）

が開始表現の一つとして挙げていた「呼びかけ」は、本研究のデータには観察されな

かったので、表から割愛している。 
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表 12. 話者ごとの形式的な話題転換分類と開始表現の頻度及び割合 

話者 
転換 

分類 

いい 

よどみ 
接続詞 感動詞 

メタ 

言語 
なし 計 

母多 

協働的 0(0.0) 1(5.6) 8(44.4) 0(0.0) 9(50.0) 18(100) 

一方的  2(13.3) 1(6.7) 8(53.3) 0(0.0) 4(26.7) 15(100) 

突発的 0(0.0) 0(0.0) 4(44.4) 0(0.0) 5(55.6) 9(100) 

母少 

協働的  3(15.0) 0(0.0) 6(30.0) 0(0.0) 11(55.0) 20(100) 

一方的 1(6.7) 0(0.0) 8(53.3) 1(6.7) 5(33.3) 15(100) 

突発的 0(0.0) 0(0.0) 1(20.0) 1(20.0) 3(60.0) 5(100) 

非多 

協働的  1(14.3) 0(0.0) 2(28.6) 0(0.0) 4(57.1) 7(100) 

一方的  2(16.7) 2(16.7) 1(8.3) 0(0.0) 7(58.3) 12(100) 

突発的  1(16.7) 1(16.7) 3(50.0) 0(0.0) 1(16.7) 6(100) 

非少 

協働的  1(12.5) 1(12.5) 3(37.5) 0(0.0) 3(37.5) 8(100) 

一方的 0(0.0) 1(10.0) 4(40.0) 0(0.0) 5(50.0) 10(100) 

突発的 1(7.7) 1(7.7) 4(30.8) 0(0.0) 7(53.8) 13(100) 

 

 接続詞としては「じゃ」と「で」が観察されることが多く、感動詞としては「えっ」

がほとんどだった。それらの表現については、話者間で違いは見られなかった。また

小暮（2002）は、「そういえば」の代わりに「そういうと」を用いるという、非母語話

者の語彙レベルでの不適切な例を提示している。しかし本研究では、そのような例は

見られなかった。それは、本研究で協力者とした非母語話者が、全員上級日本語話者

だったためだと考えられる。 

 それでは表 12 の結果を、協働的転換、一方的転換、突発的転換の順に見ていきた

い。まず、両者による終了表現の後の話題転換である協働的転換の場合、接触経験の

少ない非母語話者を除く話者群には、「なし」が多い。つまりそれらの話者群では、協

働的転換に伴って、何の開始表現も用いていなかったこととなる。文字化資料を確認

したところ、特に三種類以上の終了表現が観察される場合には、開始表現が用いられ

ていないことが多かった。これは、両者による複数の終了表現により「先行話題が十

分に話し尽くされた」ことが確認できているために、開始表現を用いずとも、唐突な
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印象を与える危険性が低いためだと考えられる。一方、接触経験の少ない非母語話者

は、協働的転換であっても開始表現を用いることが多かった。以下に、その例を一つ

示す。 

 

例 8. 接触経験の少ない非母語話者による開始表現を伴う協働的転換（接触場面 D-7） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

35 古富 ふーん。中国で日本語を勉強する人って多

いんですか？ 

中国事情 中国の日本

語学習者数 

36 ナン そうですね、多いと思います。えーとー、

まあ、今、まあ、昨日はそういう統計（う

ーん）、まあ、国際交流基金の（うんうん）

統計によると、まあ、全世界は、えーと、

日本語を今勉強している一番多いのは、え

ーと、韓国（うーん）、そして中国。（あ

ー）中国のあとはインドネシア。（へー）

い、いん、いん、インドネシア、うん。（へ

ー）まあ、びっくりしました。（うーん）

えと、かん、韓国、まあ、勉強している人

数は一番高い、一番多い、まあ、そういう

ことにちょっとびっくりしました。 

  

37 古富 うーん、そうですよね（うん）、う、うー

ん。 

  

38 ナン //あ、専攻は？ 古富専攻 基本情報 

 

 上の例では、ターン番号 37で両者からの相づちがあり、実質的な発話をしないこと

で、先行話題が終了することが確認されていると考えられる。したがってこの話題転

換は、協働的転換だといえる。そして 38で、ナンはさらに「あ」という感動詞を付加

して新話題を導入している。先述のとおり、他の話者は同様の場面で開始表現を用い

ることが少なかった。他の話者が用いていない場面でそれを用いることは、冗長な印

象につながる可能性があるといえる。ただ本研究では、母語話者のインタビューから
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そのような否定的な印象は、特に語られなかった。頻度も非常に少なかったので、ど

のような場合に冗長な印象につながるのかについては、今後検証していく必要がある

だろう。 

 続いて一方的転換については、接触経験の多寡に関わらず、母語話者は感動詞を用

いることが多く、非母語話者は何の開始表現も用いないことが多かった。母語話者が

一方的転換で開始表現を用いない例を見ると、そのほとんどが、例 7のように会話相

手の終了表現が観察された場面だった。下に一つ、その例を提示する。 

 

例 9. 母語話者による一方的転換（話題転換者の終了表現がある場合） 

（接触場面 D-4） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

33 望田 難しそう。 チュウの 

研究 

チュウの 

研究 

34 チュウ で、あの、「指導教官名」は、ポライト

ネス理論、その、その観点から研究する

のは、結構難しい。頭痛い。<笑> 

 

35 望田 //中国のどこから来たんですか？ チュウの

出身 

チュウの

基本情報 

 

 例 9では、34のチュウによる終了表現の後、35で望田により「チュウの出身」とい

う話題が導入されている。このような一方的転換が、話題転換者の終了表現による一

方的転換より唐突な印象につながる危険性が低いことは、例 6及び例 7で見たとおり

である。さらに後続話題は、「チュウの出身」という相手に関するものである。第 2章

で見たとおり、李（2014）は、後続話題として相手に関する話題を選ぶことが、「唐突

な話題終了のマイナスを相殺」すると主張している（p.24）。母語話者による開始表現

のない一方的転換（接触経験の多い母語話者に 4 例、接触経験の少ない母語話者に 5

例）を確認したところ、接触経験の多寡に関わらず、9 回全てで相手に関する後続話

題が導入されていた。そのため一方的転換であるものの、それが唐突さにつながる危

険性は、他の一方的転換より低いと考えられた。 

 一方の非母語話者は、接触経験の多寡に関わらず、一方的転換の半数以上で開始表



143 

 

現を用いていなかった。特に接触経験の少ない非母語話者には、開始表現のない一方

的転換にさいして自らに関する話題を後続話題とする場面も、確認された。以下がそ

の例である。 

 

例 10 接触経験の少ない非母語話者による開始表現のない一方的転換 

（接触場面 B-2） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

  ～中略～ ハク進路 ハク進路 

120 ハク 感情がいつも勝つみたいな。（あー、は

はは）ははは。論理がなくて、うわーっ

て回っちゃって、（あー）そういうのが、

あー、にてる。ま、向いてないんじゃな

いかなっていう。 

  

121 白鳥 そっか。研究者、大変ですよね。   

122 ハク 大変ですね。   

123 白鳥 うーん。   

124 ハク //中国の、外国語の専門は、第二外国語

がなければいけないんですね。 

ハクのド

イツ語 

言語学習歴 

125 白鳥 ふうーん。   

 

 上記の例で、接触経験の少ない非母語話者であるハクは、「研究者としての自らの進

路」について話した後で、自らの言語学習歴について話題を転換している。「唐突な話

題終了のマイナスを相殺」（李 2014、p.14）する特徴もないこのような話題転換は、

先の例 9よりも、相手に唐突な印象を与える可能性が高いと考えられる。非母語話者

は一方的転換にさいして開始表現を用いることが少なかったこと、特に接触経験の少

ない非母語話者は、自らに関する話題を導入することもあったことが、注意すべき点

として指摘できる。 

 最後に突発的転換にさいして、各話者がどのような開始表現を用いていたのか、ま

た用いていなかったのか、見ていきたい。母語話者の突発的転換を見ると、接触経験

の多寡に関わらず、その半数以上で何の開始表現も用いられていなかった。具体的に
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どのような場面で用いられていたのか、以下にその例を一つ提示する。 

 

例 11. 母語話者による終了表現も開始表現もない話題転換（接触場面 C-6） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

  ～中略～ 原島の姓名 お互いの姓

名 

12 原島 はい。よろしくお願いします。   

13 カイ よろしくお願いします。  

14 原島 えーと。   

15 カイ 今、始まってますか？   

16 原島 はい。もう、始まってます。//中国？ カイの出身 出身と所属 

 

 例 11では、会話冒頭の簡単な自己紹介と挨拶の後で、母語話者である原島が、非母

語話者であるカイの国籍について質問している。ここから「出身と所属」という大話

題が始まるが、非母語話者の出身地は接触場面の初対面雑談会話における、「基本情報」

話題と考えられよう。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、それぞれを「相互に関する基本的な情報を交

換するステージ」「特定の話題を選択し展開するステージ」「新規話題を採用しないこ

とを確認し、あいさつ、定型表現などを経て会話が終了するステージ」としている

（p.52）。そして基本情報交換期では、次々に新しい話題が導入されることが自然であ

る。例 11は会話の冒頭であり、この基本情報交換期に含まれると考えられる。そのた

め、表現としての唐突さは指摘できるものの、例 11の場面で新出型の話題転換がある

こと自体は、むしろ自然であるといえる。また例 9と同様に、例 11の後続話題も相手

に関するものである。母語話者による終了表現も開始表現もない話題転換の多くは、

基本情報交換期における相手への質問により、なされていた。そのため唐突さにつな

がる危険性は、低いと考えられた。 

 接触経験の多い非母語話者による、終了表現も開始表現もない 1回の話題転換につ

いても、母語話者と同じく基本情報交換期における相手に関する質問であることが確

認された。それに対して、接触経験の少ない非母語話者による終了表現も開始表現も

ない話題転換には、唐突さの危険性が高いと考えられるものも含まれていた。まず、
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そのような話題転換 7回の内 4回が、基本情報交換期ではなく話題選択―展開期にお

けるものだった。加えて 7回の内 5回で、後続話題として自らに関する話題を導入し

ていた。そのため他の話者による、基本情報交換期の相手話題（「相手だけが情報提供

のできる」話題、李 2014）を後続話題とするものよりも、唐突な印象につながる危険

性は高いと考えられた。その内の一つを、以下に提示する。 

 

例 12. 接触経験の少ない非母語話者による終了表現も開始表現もない話題転換 

（接触場面 B-3） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

  ～中略～ キュウの

場合 

データ収

集場面 

57 浅井 話してみませんかって言って（あ）誘われ

て、来たんですけど。今日 2回目です、私

も。 

浅井の 

場合 

 

58 キュウ この？   

59 浅井 うん。前回もいたので。   

60 キュウ //私、中国の上海から来ました。 キュウの

出身 

キュウの

出身 

61 浅井 あ、上海。えーと、あのなんか、サンディ

エゴに行ってたんですけど、去年の 9月、

アメリカ。（ああ）で、そこのルームメイ

トが上海の近くから来たって言ってまし

た。 

  

 

 例 12では、「データ収集場面」について話した後のターン番号 60で、「キュウの出

身」という新話題がキュウにより導入されている。58 や 59 に終了表現とされる特徴

は確認できず、60 にも、いいよどみやメタ言語表現などの開始表現は確認できない。

そして、終了表現も開始表現も伴わずに話題が転換された後に、浅井は 61で「あ、上

海。えーと、あのなんか」と発話している。その発話内容に加えて、浅井の声が一時

的に小さく速くなっていたことから、浅井に戸惑いが生じていたと考えられるだろう。
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終了表現も開始表現も伴わない話題転換が聞き手の戸惑いにつながることは、2 章で

紹介したエミ（2013）も指摘していることである。どのような場面で終了表現も開始

表現もない話題転換が許容されるのか、接触経験の少ない非母語話者は注意を向ける

必要があるといえる。 

 

5.1.3  話題導入の言語形式分析のまとめ 

 本節では、話題導入における言語形式である話題転換表現について、分析した結果

を提示した。話題の終了表現に注目した表 11からは、母語話者に協同的転換が多く、

接触経験の多い非母語話者に一方的転換が多く、接触経験の少ない非母語話者に突発

的転換が多いことが明らかとなった。ここから、非母語話者が母語話者との接触経験

を通して、突発的転換が唐突な印象につながる危険性に気付き、それを避けるように

なっているという仮説を立てることができるだろう。そして表 12の結果を基に、終了

表現も開始表現もない話題転換がどのようなものか、話者間で比較することもできた。

それによって、母語話者及び接触経験の多い非母語話者が特定の文脈でしかそのよう

な話題転換をしないのに対し、接触経験の少ない非母語話者は、危険と思われるよう

な文脈でもそれを生じさせていることが明らかになった。 

フォローアップ・インタビューでは、一つ一つの話題転換表現の使用について、母

語話者からも非母語話者からも、何か明確な意識が語られることはなかった。それは

会話中、話者が意識することなくそれらの表現を用いていることを意味すると、考え

られる。ただ、上記のように唐突な話題転換も多く見られた話者については、話題転

換表現の使用を意識することも、必要だろう。また接触経験の少ない非母語話者から

は、次節でも見ていくように、「初対面会話でどのような話題を出せばいいか分からな

い」という旨の語りが多く聞かれた。そのような悩みを持っていた話者は、導入する

話題の内容に多くの意識を向けていたと考えられるため、その言語形式に注意を払う

余裕がなかった可能性も、指摘できる。 

それでは次節で、話題導入の内容の分析に移りたい。 

  



147 

 

5.2 話題導入の内容の分析 

続いて本節では、各話者がどのような話題を導入したのか、その内容の分析に移る。

先述のとおり、導入された話題は二者間の相互行為により、様々に展開しうるため、

小話題のまとまりからコーディングされた大話題は、必ずしもそれを導入した話者が

意図したものとは限らない。本研究では、各話者がどのような話題を導入したのか明

らかにするために、各大話題を構成する小話題群の、最初の小話題に注目することと

する。 

まず 5. 2. 1で導入話題カテゴリーを提示し、全体の導入割合とその頻度を示すこ

ととする。続いて 5. 2. 2で各場面における詳細な結果を、見ていきたい。 

 

5.2.1  導入話題カテゴリーとその導入頻度及び割合 

全 40会話で導入された話題を観察し、「その他」に含まれる話題ができるだけ少な

くなるように、以下のような五つの導入話題カテゴリーを作成した。なお、この導入

話題カテゴリーの信頼性については、評定協力者と協議し合意を得ることで、確保し

た。 

 

① 基本情報（自己紹介・話者の姓名・年齢・所属・出身地・家族情報など） 

② 国事情・言語（日中の就職活動比較・日本文化・お互いの言語学習・言語比較な

ど） 

③ 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） 

④ 大学生活（サークル活動・アルバイト・居住環境・旅行・恋人・共通の知り合い

など） 

⑤ 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） 

 

 上記の導入話題カテゴリーは、母語場面を対象とする三牧（1999）と異なる点も多

い。「国事情・言語」は、異なる母語と国籍を有する話者による接触場面に特徴的であ

ると、金（2009）にも指摘されている。また三牧（1999）の「所属」「出身」は、それ

ぞれ頻度が低かったため、「基本情報」としてまとめた。下の表 13に、各話者群が導

入した導入話題カテゴリーの頻度と割合を示す。話者欄の「母多」は接触経験の多い

母語話者、「母少」は接触経験の少ない母語話者、「非多」は接触経験の多い非母語話
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者、「非少」は接触経験の少ない非母語話者を表す。表 13を作成するさいには、全話

者の個別の結果を集計し、話者群の中で目立った個人差がないことを確認した。表 13

の話題の導入頻度の偏りについてカイ二乗検定を行った結果、1%水準で有意だったの

で（χ2(36)= 58.7, p<.01）、残差分析を行った。残差分析の結果、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

二つ併記する。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 13. 各場面で各話者が導入した導入話題カテゴリーの頻度と割合 

会話 話者 基本情報 
国事情 

・言語 
進路 大学生活 その他 合計 

母語 

場面 

母多 8**(10.7) 33(44.0) 6(8.0) 22(29.3) 6(8.0) 75(100) 

母少 9(14.8) 25(41.0) 4(6.6) 22**(36.1) 1(1.6) 61(100) 

接触 

場面 A 

母多 22*(37.9) 23(39.7) 0*(0.0) 9(15.5) 4(6.9) 58(100) 

非多 17(28.3) 14*(23.3) 8(13.3) 15(25.0) 6(10.0) 60(100) 

接触 

場面 B 

母多 19(32.2) 20(33.9) 3(5.1) 8(13.6) 9*(15.3) 59(100) 

非少 13(21.7) 27(45.0) 6(10.0) 10(16.7) 4(6.7) 60(100) 

接触 

場面 C 

母少 18(31.6) 14*(24.6) 5(8.8) 14(24.6) 6(10.5) 57(100) 

非多 17(22.4) 31(40.8) 8(10.5) 16(21.1) 4(5.3) 76(100) 

接触 

場面 D 

母少 17(30.9) 18(32.7) 4(7.3) 11(20.0) 5(9.1) 55(100) 

非少 14(23.3) 27(45.0) 7(11.7) 7*(11.7) 5(8.3) 60(100) 

 

 各場面の話者間の総頻度の差を確認すると、接触場面 Cでやや接触経験の多い非母

語話者が多く話題を導入しているが、他の場面で目立った差はないことが分かる。各

導入話題カテゴリーの導入頻度及び割合を見ると、まず母語場面と接触場面の違いと

して、母語場面に「基本情報」話題が少なく「大学生活」話題が多いことが分かる。

「基本情報」話題の導入場面を見てみると、母語場面では姓名・学年・学科・所属ゼ

ミを聞きあった後に、他の話題に移ることが多かった。一方の接触場面では上記の情

報だけではなく、非母語話者の来日時期やこれまでの簡単な経歴（母国で大学を卒業
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したか否か、など）も「基本情報」話題として多く導入されていた。接触場面で当該

話題の導入頻度が比較的高かったのは、そのためだと考えられる。 

 

5.2.2  各場面の結果 

 それでは続いて、会話の流れの中でどのように各導入話題カテゴリーが導入された

のかを見るために、各会話における時間帯を表すステージとともに、導入された話題

の分布を提示することとする。下の図 9～13の横軸は話題が導入されたステージであ

り、縦軸は各ステージで導入された導入話題カテゴリーの割合である。ステージ 1は

会話の冒頭から 5分未満、ステージ 2は 5分から 10分未満、ステージ 3は 10分から

15分以内の話題導入を含んでいる。上部にある数値は、各ステージにおいて導入され

た話題の総頻度を表す。 

 

  

図 9. 母語場面の各ステージにおける話題導入の割合 

 

  

35     22    18      26     15     20 



150 

 

 

  

図 10. 接触場面Ａの各ステージにおける話題導入の割合 

 

 

  

図 11. 接触場面の Bの各ステージにおける話題導入の割合 

  

32       16      10       23      18      19 

28        15      16       32       17       11 



151 

 

 

  

図 12. 接触場面 Cの各ステージにおける話題導入の割合 

 

 

  

図 13. 接触場面 Dの各ステージにおける話題導入の割合 

  

31      16      10       24       27       25 

29        17      9       21       21      18 
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まずステージごとの、話題導入頻度に注目する。大きな傾向として、ステージ 1で

話題の導入頻度が高いことが分かる。文字化資料を確認したところ、初対面会話の冒

頭で比較的短いターン数の話題を、多く導入している様子が観察された。三牧（1999）

による「基本情報交換期／話題選択―展開期／終了期」という構成については、5. 1

でも見たとおりである。ステージ 1には、この基本情報交換期が含まれると考えられ

る。本研究のデータでも、話者が「特定の話題を選択し展開する」のではなく、「基本

的な情報を交換する」ことを志向していたために、ステージ 1で話題導入頻度が高く

なったと考えられる。 

また接触場面における母語話者と非母語話者の話題導入頻度を見ると、接触場面 B

以外で同様の傾向が見られる。それはステージ 1では母語話者による話題導入が多い

が、ステージ 2及び 3では非母語話者による話題導入が多いという傾向である。接触

場面 A、C、Dの文字化資料を確認すると、ステージ 1で短い沈黙があった場合などに、

母語話者が非母語話者に積極的に質問することで、新しい話題を導入する様子が確認

された。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、それを「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」（p.12）と説明している。本研究でも、短い沈黙の後に

母語話者が積極的に話題を導入していたことから、彼らに「会話をリードする」意識

があったことが予測される。フォローアップ・インタビューでも、「沈黙が続かないよ

う話題を出した」という声が多くの母語話者から聞かれた。ただステージ 2とステー

ジ 3では、非母語話者も多くの話題を導入していたことから、非母語話者も自ら話し

たい話題を導入し、会話に積極的に参加していたことがうかがえる。 

続いて、各導入話題カテゴリーの導入割合の推移について、見ていくこととする。

初対面会話の冒頭 5分間であるステージ 1に注目すると、母語場面に「基本情報」話

題の導入が少ないことが分かる。これは表 13 を見ながら指摘した結果とも、一致す

る。接触場面に目を移すと、接触経験の少ない非母語話者以外は、どの話者群もステ

ージ 1で「基本情報」話題を最も多く導入している。この割合の高さについては、や

はりステージ 1では話者が基本情報の交換を志向しながら、話題を導入しているため

だと考えられる。一方で、接触経験の少ない非母語話者はステージ 1において、「基本

情報」話題よりも「国事情・言語」話題を多く導入していた。その例を一つ、以下に
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提示したい。 

 

例 13. 接触経験の少ない非母語話者によるステージ 1「国事情・言語」話題の導入 

（接触場面 D-5） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

1 コウ //私、【コウ姓名】と申します。 コウ姓名 名前 

2 内之倉 コウさん。   

3 コウ はい。え。   

4 内之倉 【内之倉姓名】です。 内之倉姓

名 

 

5 コウ はい、内之倉さんですね。（はい）は

い。//この苗字は珍しいですか？ 

 

日本人の 

姓名 

 

日本語と中

国語の漢字 

6 内之倉 いや、珍しくはないと思います。結構

あります。 

  

7 コウ はい。なんか日本人の苗字とか、（は

い）えっと、ば、場所の名前とか、駅、

あの、例えば地下、え、でし、え、地

下鉄とか電車とか、その駅の名前とか

～中略～ 

漢字の 

読み方 

 

 

 例 13 は会話の開始時点からの引用であり、お互いの名前を基本情報として交換す

るところから始まる。内之倉が自らの名前を言った直後、ターン番号 5のコウの「こ

の苗字は珍しいですか？」という発話をきっかけとして、日本語の漢字の珍しい読み

方へと、話題が移っている。話題はこの後、「日本語と中国語の漢字」として展開し、

基本情報の交換に戻ったのはターン番号 65 のことだった。コウはこのような話題を

導入した理由をフォローアップ・インタビューで、「日本人の苗字は特別な発音があり

ますので、それで、そのことを知りたい、前から日本人に聞いてみたかったんですね」

と述べていた。この回答は、コウが当該話題に興味を持っていながら、これまでその

話題を導入する機会を持たなかったことを意味している。そこから、例 13の話題導入
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がコウの接触経験の少なさに起因している可能性が、指摘できる。また「自分が興味

のある話題を導入する」という意識は、予備調査でも聞かれたものである。対する内

之倉は、会話冒頭のこのようなやり取りについて、「少し唐突に感じました」と語って

いた。内之倉の感じた唐突さの原因は、基本情報交換期とされる時間帯に十分に基本

情報が交換されない内に、他の話題が導入されたことだろう。コウは自らが導入する

話題が相手に与えうる印象に、注意を払う必要があるかもしれない。接触経験の少な

い非母語話者は、このようにステージ 1から「国事情・言語」話題を導入することが

多かった。そして次章でも詳しく見ていくが、そのような話題が展開される中では多

くの場合、「日本事情に精通する日本人／そうではない中国人」や「母語話者／非母語

話者」などの、非対称的な関係性が強調されていた。 

 しかし、「基本情報」話題の導入割合が他より低かったからといって、接触経験の少

ない学習者が母語話者と基本情報を交換していなかったわけではない。文字化資料を

観察すると、母語話者が導入した「基本情報」話題が展開する中で、接触経験の少な

い非母語話者は「あなたは？」「○○さんはどうでしたか？」というように、聞かれた

ことをそのまま相手に質問することが多かった。そのため「基本情報」話題の導入は

少なかったが、母語話者との基本情報の交換は適宜行われていた。以下にその例を示

す。 

 

例 14. 母語話者と接触経験の少ない非母語話者による「基本情報」話題の展開 

（接触場面 B-2） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

9 白鳥 //どこ出身ですか？ ハク出身地 出身地 

10 ハク 【中国地名】って（えー）知ってます

か？ なんか、日本の北海道みたいな

感じです。（あー）すごい、北で。 

  

11 白鳥 北の真ん中ですか？ 北の。   

12 ハク きた、【出身地位置】です。 ハク出身地

の位置 

 

  ～中略～   



155 

 

21 白鳥 寒いですか。   

22 ハク え、ご出身は？ 白鳥出身地  

23 白鳥 わたし、【日本の地名】です。   

24 ハク あー、（はい）なるほど。   

  ～中略～   

29 白鳥 確かに留学生だと、帰るのも大変です

よね。 

  

30 ハク そうですね。   

31 白鳥 うん。//今、研究生ですか？ ハク学年 身分 

32 ハク わたし、今、大学院生の（大学院生）1

年（あー）生ですね。何、あのー、何…。 

  

33 白鳥 わたし、今、学部 4年（あー）です。 白鳥学年  

 

 例 14 では、ターン番号 9 で白鳥がハクの出身地について質問した後、22でハクが

白鳥の出身地について質問している。その学年についても、非母語話者の 32の「何、

あのー、何…。」といういいよどみの発話の後で、母語話者がその意図を推測し、自ら

の学年を伝えている。接触経験の少ない非母語話者にはこのように、母語話者が導入

した「基本情報」話題を展開する中で、相手の基本情報を聞いていることが多かった。

フォローアップ・インタビューでは、接触経験の少ない非母語話者 8名中 6名から、

「失礼にならないよう意識した」という旨の語りが聞かれた。そのような意識は、予

備調査の結果とも合致する。また、「特に会話が始まってすぐは、どんなことを話せば

いいのか分からず、気を遣う」と述べた者もいた。「失礼にならないように」という意

識を持つ話者にとって、例のように聞かれたことを聞き返すストラテジーは、相手の

プライバシーに踏み込み過ぎない、安全で有効なものと考えられる。ただ安全である

一方で、それだけでは自ら質問項目を設定することはできず、得たい情報が得られな

いことも、あるかもしれない。「失礼にならない」よう、話題を導入する方法を身に付

けることが、望まれよう。 

 接触経験の多い非母語話者については、ステージ 1で母語話者と同様に多くの「基

本情報」話題を導入しており、接触経験の多寡による違いが顕著だった。フォローア

ップ・インタビューでも、話題の導入にさいして「失礼にならないよう意識した」と
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いう旨の語りは、接触経験の多い非母語話者からほとんど聞かれなかった。ここから、

非母語話者が接触経験を通じ、「失礼にならないように」話題を導入し相手に興味を示

す方法を、身に付けている可能性が示唆できる。また、どのような話題が失礼になり

やすいか、習得を進めた可能性も考えられる。 

 続いて、「国事情・言語」話題について、見ていきたい。先述のとおり、接触経験の

少ない非母語話者はステージ 1から当該話題を多く導入しており、その割合は会話を

通して高いままだった。特にステージ 1の割合の高さが、他の話者と比べて目立つと

いえる。これには、先に見たとおり当該話者に「基本情報」話題の導入が少なく、他

の話題の割合が相対的に高くなったことも、影響している。ただ、ステージ 1での話

題導入の総頻度を見ると、「基本情報」話題の導入が少なかった分、それが減っている

わけではない。そこから、「基本情報」話題が少なかったことだけではなく、当該話者

の積極的な「国事情・言語」話題の導入も、その割合の高さに寄与したと考えられる。

文字化資料からも、例 13のように、先行話題から国や言語の要素を取り上げ、新話題

として導入する様子が多く観察された。「基本情報」話題に比べて、「日本の大学事情」

「日本語と中国語の相違点」などの「国事情・言語」話題は、相手のプライバシーに

踏み込みにくいといえる。そのため「失礼にならないように」という意識を持ってい

た接触経験の少ない学習者にとっては、「基本情報」話題よりも導入しやすい話題だっ

た可能性があるだろう。その導入例をもう一つ、以下に提示する。 

 

例 15. 接触経験の少ない非母語話者による「国事情・言語」話題の導入 

（接触場面 C-1） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

61 浅井 //なんか、サンディエゴに行ってたん

ですけど、去年の 9月、アメリカ。（あ

あ）で、そこのルームメイトが上海の近

くから来たって言ってました。 

浅井の中国

人の友人の

出身 

浅井の中国

人の友人 

62 キュウ 上海の近く。 友人の出身

地の場所 

 

63 浅井 場所は分かんない、近く。上海の近く   
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の、上海じゃない町だけど、上海に近

い。 

64 キュウ 上海の近く。ああ。   

65 浅井 うん。て言ってました。上海は近いよっ

て言ってました。（うーん）うん、中国

人のルームメイトがいたんですけど。 

  

66 キュウ //中国への印象はどうですか？中国

の。 

浅井の中国

に対する 

印象 

お互いの国

に対する 

印象 

67 浅井 印象？  

68 キュウ うん、イメージ。   

69 浅井 イメージ。うーん、一言で言えば、よく

分からない大きな国。大きな国。うー

ん。べつに政治的に考えて、うまく行か

ないのも、まあ納得できるし。 

  

 

 例 15では、浅井が中国人の友人についての話題を出した後、ターン番号 66でキュ

ウが「中国への印象はどうですか？」と新しい話題を導入している。「浅井の中国人の

友人」という話題は留学中のエピソードとして導入されたので、「大学生活」カテゴリ

ーに分類された。65 の段階では「留学中の体験」「中国人ルームメイト」など様々に

話題を展開することもできたが、キュウはここで「浅井の中国人の友人」と内容の結

束性が弱い、「浅井の中国に対する印象」という話題を導入していた。この話題導入に

ついてキュウは、「（どんな印象を持っているのか）ただ知りたかったです」とフォロ

ーアップ・インタビューで語っており、これがキュウ自身の興味から導入された話題

であることが、明らかになった。先にも述べたように、接触場面においては、「国事情・

言語」話題が展開する中で、「日本事情に精通する日本人／そうではない中国人」や「母

語話者／非母語話者」などの、非対称的な関係性の強調につながることが多かった。

そのような関係性を強調する話題について、ジャロンウィットカジョーン・加藤（2010）

は、「お互いの相違点に関心を示しあい、会話を盛り上げ」（p.23）ると主張している。

また日本と中国の事情を比較する話題を展開することで、先述のプライバシーに踏み
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込みすぎることへの懸念も、回避できるかもしれない。ただし、「日本人／中国人」と

いう国籍に基づく関係性を強調しすぎることについては、それが個人としての「自由

な発言を阻」みうると、注意を喚起されることも多い（杉原 2003、p.16）。本研究で

も、例 15の浅井から、「日本人代表と中国人代表で、授業でディスカッションをして

いる感じだった」という旨の語りが聞かれた。「国事情・言語」話題では話者間の相違

点が注目されやすく、確かに会話は盛り上がるだろう。しかし、もし参加者に友好的

な関係を築いていきたいという気持がある場合は、プライバシーに踏み込む「基本情

報」話題や、次に見ていく「大学生活」話題も、導入する必要があるだろう。 

ただステージ 2以降では、母語話者が「国事情・言語」話題を導入することも多か

った。図 10を見ると、特に接触場面 Aで接触経験の多い母語話者が当該話題を多く導

入していることが分かる。これについて接触経験の多い母語話者からは、それを非母

語話者のために導入するという語りと、自分が興味を持っているから導入するという

語りを、聞くことができた。以下に大木のフォローアップ・インタビューでの語りを、

引用する。 

 

語り 61 大木（接触場面 B-4） 

相手が中国人なので、中国のこととか日本の旅行のこととかの方が話しやすいかな、

なんか答えられるかなと思って、意識しました。あと私もこういう話題は、興味があ

るので。 

 

これは大木が導入した、「太極拳」という話題についての語りである。ここから、接

触場面において「国事情・言語」話題が、両者の興味に合致する話題として捉えられ

ていることが分かる。また、「話しやすいかな、なんか答えられるかな」という語りか

らは、相手に負担をかけまいとする配慮がうかがえる。さらに、接触経験の多い母語

話者として本研究で統制した協力者が、そもそも「国事情・言語」話題に興味を持っ

ているために、これまで接触経験を積んできた可能性もあるだろう。ただ母語話者も、

上で示唆したような当該話題が持つ危険性についても認識し、友好的な対人関係形成

を阻害しないよう、注意する必要があるといえよう。母語場面での「国事情・言語」

話題については、「言語を学ぶ者同士」として、話題の展開を通して同質の関係性が強

調されることも多かった。これらの話題展開における関係性の強調については、第 6
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章で詳しく見ていくこととする。 

また接触経験の少ない母語話者からは、接触経験の少ない非母語話者と同様に、プ

ライバシーに踏み込みすぎることを回避するために「国事情・言語」話題を導入する

という語りも、フォローアップ・インタビューで聞かれた。 

 

語り 62 佐藤（接触場面 D-3） 

佐藤：でも初対面の方だと、当たり障りのなさそうなのを。そう思って、これを聞い

たんだと思います。 

著者：前に彼氏さんの話とかも少し出ていましたけど、そういう個人的な話ではなく、

言語の話題に。 

佐藤：彼氏さんについては、結構恋愛の話って人によっては、すごく地雷っていうか、

触れるとまずいみたいなのもあるんで、ま、恋愛はあっちの人の恋愛観も良く

わからないんで、ちょっとそっとしておいて。 

 

 上の語りからは、接触経験の少ない非母語話者が持っているプライバシーに踏み込

みすぎることへの懸念が、うかがえる。特に佐藤による「あっちの人の恋愛観」の「あ

っち」とは中国であると考えられ、国により恋愛観が異なることから当該話題を避け、

「当たり障りのない」話題を導入していることが読み取れる。そしてその「当たり障

りのない」話題として選ばれたのが、ここでは「国事情・言語」話題だった。 

 非対称的な関係性が強調されやすい「国事情・言語」話題と対照的に、「大学生活」

話題では、同じ大学に通い同じ地域に住む住民として、同質の関係性が多く強調され

ていた。ジャロンウィットカジョーン・加藤（2010）も、このような同質の関係性に

基づいて導入される話題が、「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」（p.25）ると主張している。先の表 13からは、接触経験の多い非母語話者に

よる当該話題の導入割合が 20%以上（接触場面 Aで 25.0%、接触場面 Cで 21.1%）だっ

たのに対して、接触経験の少ない非母語話者のそれは 20%に満たない（接触場面 B で

16.7%、接触場面 Dで 11.7%）ことが分かる。特に、接触場面 Dでの接触経験の少ない

非母語話者による「大学生活」話題の導入頻度は、有意に低かった。以下に、接触経

験の多い非母語話者による「大学生活」話題の導入例を、提示する。 
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例 16. 接触経験の多い非母語話者による「大学生活」話題の導入（接触場面 C-6） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

  

～中略～ 

キャリアカ

ウンセラー

との面接 

原島の 

就職活動 

118 原島 「それをやりたいんですか？」って、キャ

リアカウンセラーに（あー）言われて、（は

い）「うーん。それがやりたいのか、ちょ

っとよく分かんないな」ってなってて、今、

困ってます。 

 

119 カイ はい。やってみないと分からないですよ

ね。それに心配とか。 

  

120 原島 うーん。でも、何か、ずっとそれをやるの

は、ちょっと。 

  

121 カイ つまらない？<笑い>   

122 原島 つま、つまんないし、きついかもと思って。

<笑い> 

  

123 カイ うん、うん。//今、バイトは、あのー、ス

ーパーでバイトしてます。 

カイの 

アルバイト 

両者のア

ルバイト 

124 原島 あ、私も。 原島の 

アルバイト 

125 カイ え、あ、何て？え、どこですか？   

 

 例 16では、ターン番号 122まで「原島の就職活動」という話題が展開していたが、

123 でカイが仕事に関連して、アルバイトについての新話題を導入している。それま

では就職活動をしている原島が情報の提供を続けていたが、アルバイトという両者に

とって身近な話題が導入された後では、両者が積極的に話し手となる様子が観察され

た。さらに話題導入直後に、同様のアルバイトをしていることが発覚し、それにより

二人の距離が縮んだことが、125 以降で両者の話すスピードが速くなり声が高くなっ

たこと、音声的重複の増加から推測された。このように、両者に身近な話題を導入す
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ることは、共通点を見つけるため、そして積極的な会話への参加を促すために、有効

なストラテジーである。そして共通点が見つかれば、ジャロンウィットカジョーン・

加藤（2010）の主張のとおり、心的距離の短縮につながると考えられる。接触経験の

少ない非母語話者が、「国事情・言語」話題への興味を特に持っていたことは、例 13

や例 15で見たとおりである。そのような話題に強い興味を持っていたことが、より共

通点が見つかりやすい「大学生活」話題の導入が、当該話者に少なかった一因と考え

られる。 

最後に「進路」は、接触経験の多寡にかかわらず、母語話者と比べて非母語話者に

多い傾向が見られた。20 代学生にとって、その先の進路は非常に重要な話題である。

そして個人の願望や不安にも関わるため、「基本情報」よりも深くプライバシーに踏み

込むと考えられる。母語話者に少なかったのは、趙（2014）で主張されているように、

日本語母語場面でプライバシーに関する話題を扱うことが、中国語母語場面よりも少

ないためかもしれない。これについて母語話者に確認したところ、「日本人なら就職か

進学だろうけど、留学生にはどんな選択肢があるのかもよく分からないため、進路に

は触れなかった」という旨の語りが得られた。このように明確な理由を述べたのは 1

名だけだったが、全体として「進路」話題の導入が少なかったことから、他の母語話

者にも当該話題を避ける意識があったことが推測できる。 

ただ、自らの進路に関する話題を導入したホウからは、「自分がもっと深く理解して

いることだから、自分が言えることが多くなるんです」という語りを、聞くことがで

きた。ホウは接触経験の少ない非母語話者であり、相対的には、接触場面に慣れてい

ないといえる。そのため「自分が言えることが多い」話題を導入することは、積極的

に会話に参加するための、一つのストラテジーとしても、考えられる。同じく接触経

験の少ない非母語話者であるナンからも、「自分が非母語話者だからまあ、簡単な話を

しようかという感じ」という語りが聞かれた（接触場面 B-7）。ナンからは「簡単な話」

として、「自分の専門とか、なんかニュースとかじゃなくて生活のこととか」という回

答を得ることができた。自信を持って話せる話題は、非母語話者の中でも個人個人で

異なるだろう。しかしここでは、上級日本語学習者であっても話題による得手不得手

があり、自らのために得意な話題を導入することがあることが、明らかになったとい

える。 
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5.2.3  話題導入の内容分析のまとめ 

本節の主な結果として、まず接触経験の多い母語話者が、そもそも「国事情・言語」

話題に興味を持っているために、これまで接触経験を積んできた可能性が示唆された。

また接触経験の多い母語話者が、自らの興味に加えて、「話しやすいかな、なんか答え

られるかな」という非母語話者への配慮のために、「国事情・言語」話題を導入するこ

とがあることも、明らかになった。 

一方の非母語話者については、接触経験の少ない者が「国事情・言語」話題を導入

することが多く、接触経験の多い者が「大学生活」話題を導入することが多かった。

「国事情・言語」話題についてはフォローアップ・インタビューから、接触経験の少

ない非母語話者が「前から日本人に聞いてみたかったから」という理由で、当該話題

を導入することがあることが明らかになった。このような「これまで話題にする機会

がなかったから話題にする」「話題にしたことがあるからこれ以上話題にしない」とい

う興味の移り変わりは、言語習得と区別しながら、話題に影響する要因として今後も

注目していく必要がある。また「国事情・言語」話題が、プライバシーへの踏み込み

を回避するために、接触経験の少ない非母語話者により導入されることがあることも、

示唆された。さらに「自分が言えることが多くなる」という理由から、特定の話題を

導入することも明らかになり、非母語話者の話題に関する得手不得手の意識が話題導

入に影響することも、示唆された。 

 さらに習得については、どのような話題が失礼になるか、どのような話題を導入し

ながら共通点を探っていけばいいか、などについて非母語話者が接触経験を通して習

得を進めている可能性を、指摘することができた。 
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第6章  研究 2 話題の展開 
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 第 5章では話題の導入について、その言語形式と内容についての分析を進めた。本

章では、導入された話題がその後どのように展開されたのかに、注目する。まず 6. 1

では、話者がどのように話題を展開させていたのか、その参加形式の分析結果を提示

する。そして 6. 2では、話者がどのような話題を展開させていたのか、その内容の分

析結果を提示することとする。 

6. 1に移る前に、まず本研究でコーディングされた大話題を観察しながら作成した

十の大話題カテゴリーを、以下に示す。第 5 章の最初に述べたとおり、全 40 会話で

15分以内に導入された大話題は計 621、それを構成する小話題は計 1783だった。第 5

章では話題の導入に注目したため、各大話題を構成する小話題群の最初の小話題に注

目し、五つの導入話題カテゴリーを作成した。以下に提示するのは、各大話題の展開

の仕方まで観察し作成した、十の大話題カテゴリーである。なおこの大話題カテゴリ

ーについても、評定協力者と協議し同意を得ることで、その信頼性を確保した。 

 

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） 

 

 話題導入時の小話題は同じであっても、そこから会話参加者の相互作用により、大

きく異なる方向に展開する様子が、多く観察された。大話題カテゴリーの数が十にも

なったのは、そのように多様な話題展開を捉えるためである。5. 1で提示した「基本

情報」話題は「基本情報」及び「経歴」話題として、「国事情・言語」話題は「言語」

「国事情」「大学授業」話題として、「進路」話題は「進路」話題として、「大学生活」
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話題は「大学生活」「第三者に関する事柄」「旅行」話題として、展開することが多か

ったといえる。ただしそれらはあくまでも傾向としていえることであり、「基本情報」

話題が「大学生活」展開することもあれば、「進路」話題が「経歴」話題として展開す

ることなどもあったことを、ここに付記しておく。 

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、それぞれの話題が話者間の相

互作用の中で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 14に、5種類の会話群における十の大話題カテ

ゴリーのターン数を示す。表中の上段は各会話群の当該話題のターン数であり、下段

は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（χ2(36)=1684.7, 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 14内にアスタリスク（*）

を併記することとする。アスタリスクについては第 5章と同様に、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、記すこととする。 
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表 14. 各会話群における大話題カテゴリーのターン数及び割合 

会話 
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 
総計 

母語 

場面 

150** 

(7.3) 

60* 

(2.9) 

120** 

(5.9) 

74** 

(3.6) 

416** 

(20.3) 

487** 

(23.8) 

244** 

(11.9) 

413** 

(20.2) 

4** 

(0.2) 

78** 

(3.8) 

2046 

(100) 

接触 

場面 A 

266 

(12.7) 

131* 

(6.2) 

163 

(7.8) 

377** 

(18.0) 

279 

(13.3) 

287* 

(13.7) 

127** 

(6.1) 

140** 

(6.7) 

243** 

(11.6) 

81** 

(3.9) 

2094 

(100) 

接触 

場面 B 

256** 

(14.8) 

73 

(4.2) 

204 

(11.8) 

189 

(11.0) 

321** 

(18.6) 

180** 

(10.4) 

111** 

(6.4) 

84** 

(4.9) 

89* 

(5.2) 

218** 

(12.6) 

1725 

(100) 

接触 

場面 C 

272* 

(14.0) 

47** 

(2.4) 

201 

(10.4) 

239* 

(12.3) 

199** 

(10.3) 

284 

(14.7) 

282** 

(14.6) 

136** 

(7.0) 

143 

(7.4) 

135 

(7.0) 

1938 

(100) 

接触 

場面 D 

251** 

(15.3) 

36** 

(2.2) 

304** 

(18.5) 

140** 

(8.5) 

156** 

(9.5) 

203** 

(12.4) 

171 

(10.4) 

45** 

(2.7) 

137** 

(8.4) 

196** 

(12.0) 

1639 

(100) 

 

 なお上の表におけるターン数の総計は、第 5章の初めに表 9として提示した各会話

群のターン数総計よりも、わずかに少なくなっている。それは各会話の冒頭で挨拶の

みのターンがある場合に、それらのターンは特定の話題がまだ導入されていないと判

断し、上の表 14には含めなかったためである。 

それでは、表 14の結果も参考にしながら、以下 6. 1及び 6. 2で話題展開について

の分析結果を見ていくこととする。 
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6.1 話題展開における参加形式の分析 

 本節では、「話し手／聞き手」コーディングの結果を提示しながら、大話題ごとの話

者の参加形式について、分析結果を見ていくこととする。6. 1. 1で会話全体におけ

る「話し手／聞き手」のコーディング結果を提示し、6. 1. 2以降で大話題カテゴリ

ーごとの結果を見ていきたい。それぞれの話題におけるコーディング結果を提示する

とともに、具体的な文字化資料に戻り、どのような話者の行動がそれらの結果につな

がったのか、質的に見ていくこととする。 

 

6.1.1  会話全体 

 まず、会話全体での「話し手／聞き手」のコーディング結果を以下に提示する。な

お「話し手／聞き手」のコーディングでは、各話題の話し手を表記している。そのた

め、例えば表中の「母多」は接触経験の多い母語話者が単独で話し手だった頻度（タ

ーン数）を、「両者」は両者がともに話し手だった頻度を表す。 

下の表 15は母語場面の、表 16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。ここで提示する表についても、カイ二乗検定を実施している。表の下にその

結果を記し、残差分析の結果も、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。 

 

表 15. 母語場面全体の話し手の頻度及び割合 

会話 話者 母多 母少 両者 総計 

母語場面 母多―母少 268(13.1) 653(31.9) 1125(55.0) 2046(100) 

（χ2(2)=540.3, p<.01） 
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表 16. 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 総計 

接触場面 A 母多―非多 301**(14.4) 718**(34.3) 1075**(51.3) 2094(100) 

接触場面 B 母多―非少 221**(12.8) 928**(53.8) 576**(33.4) 1725(100) 

接触場面 C 母少―非多 552**(28.5)  57**(23.6) 929**(47.9) 1938(100) 

接触場面 D 母少―非少 419**(25.6) 612(37.3) 608**(37.1) 1639(100) 

（χ2(6)=497.7, p<.01） 

 

 表 15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。接触場面の話し手を表す表 16からは、まず接触経験の多い母語話者が参

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、接触経験の少ない母語話者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、接触経験の多い非母語話者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、接触経験の少ない非母語話者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。 

 Linell & Luckmann（1991）らの用語を借りれば、両者が話し手であることが多い場

合に、その会話は話者の参加形式という観点から、対称的であるといえる。そしてど

ちらか一方が話し手になることが多ければ、その会話は非対称的であるといえる。そ

のため表 15及び表 16の結果からは、母語場面と接触場面 Aは対称的であり、その他

の場面は比較的、非対称的だったといえるだろう。ただし先に述べたように、対称的

か非対称的かは観点によって変わるものであり、あくまで話し手と聞き手という参加

形式の観点から見た場合に限られることに、注意されたい。以下では、話者のどのよ

うな参加の仕方が、各場面における対称性及び非対称性に寄与したのかについても、

質的に見ていくこととする。 
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 それでは以下で、話題ごとに、「話し手／聞き手」のコーディング結果を見ていく。 

 

6.1.2  「基本情報」話題 

 表 14に示したとおり、「基本情報」は接触場面 B及び Dに多く、母語場面に少なか

った大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 17. 母語場面「基本情報」の話し手の頻度及び割合 

会話 話者 母多 母少 両者 計 

母語場面 母多―母少 35(23.3) 26(17.3) 89(59.3) 150(100) 

（χ2(2)=46.4, p<.01） 

 

表 18. 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 計 

接触場面 A 母多―非多 21*(7.9)  35**(13.2)  210**(78.9) 266(100) 

接触場面 B 母多―非少 16**(6.3)  90**(35.2)  150**(58.6) 256(100) 

接触場面 C 母少―非多  49**(18.0)  43**(15.8) 180(66.2) 272(100) 

接触場面 D 母少―非少  43**(17.1) 55(21.9) 153*(61.0) 251(100) 

（χ2(6)=68.7, p<.01） 

 

 表 18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うかがえる。

そして母語場面及び接触場面 Aでは、両者が話し手となり話題を展開させていること

が分かる。例えば以下が、母語場面及び接触場面 Aにおける典型的な話題展開の仕方

だった。 
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例 17. 接触経験の多い母語話者と少ない母語話者による「基本情報」話題の展開 

（母語場面-2） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

1 白鳥 よろしくお願い（よろしく）しまーす。  話題導入前 

2 松本 お願いします。   

3 白鳥 //ま、松本さん。 松本姓名 

 

お互いの 

姓名と所属 

4 松本 はい。松本です。  

5 白鳥 松本さん。し、白鳥です。（白鳥さん）よ

ろしく（よろしくお願いします）お願いし

ます。今、3年生ですか？ 

白鳥姓名  

6 松本 はい。（あ）3年生です。   

7 白鳥 あ、なに科ですか？ 松本学科  

8 松本 えっと、英語科です。   

9 白鳥 あ、そう（はい）なんですね。   

10 松本 なに科ですか？ 白鳥学科  

11 白鳥 わたし、ドイ科の 4年です。   

 

上記の例では、ターン番号 3で「お互いの姓名と所属」という大話題が導入され、

その中でお互いの姓名、学科に関する情報が順に紹介されている。母語場面及び接触

場面 Aでは、このような双方向の自己開示が一つの大話題の中に観察されることが、

多かった。一方で、接触場面 B及び Cでは類似した場面においても、接触経験の少な

い者が単独で話し手となることが多かった。そしてそれらの場面では、接触経験の多

い者が少ない者に対して、その所属や出身地、家族構成などを立て続けに質問してい

る様子が観察された。例えば以下が、接触経験の多い母語話者と接触経験の少ない非

母語話者の、会話の様子である。 
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例 18. 接触経験の多い母語話者と接触経験の少ない非母語話者の「基本情報」話題の

展開における自己開示の様子（接触場面 B-4） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

67 大木 //きょうだいはいる、いる？ 兄弟の

有無 

 

チュウの 

兄弟 

68 チュウ きょうだいは一応いますけど、今、あの、

まだあの、うーん、しゅ、修士？まだ学

生なので。 

兄弟の

所属 

69 大木 へー。//え、今はどこに住んでるんです

か？ 

住居の

場所 

 

チュウの 

住居 

70 チュウ あの、きょうだいですか？  

71 大木 あ、ううん。チュウさん。   

72 チュウ あ、ああ、私ですか？今？今、あの。   

73 大木 あ、寮？   

74 チュウ いや、寮、寮ではなくて。   

75 大木 学校の前のとこ？   

 

上を見ると、母語話者が非母語話者に対して、ターン番号 67、69、73、75で立て続

けに様々な質問をしていることが分かる。母語話者に「沈黙が続かないよう話題を出

した」という声が多かったことは、第 5章で述べたとおりである。第 5章では、その

ような声から「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」（加藤

2006）という規範意識がうかがえることを指摘し、そのような規範意識ゆえに話題の

導入頻度が母語話者に高かったのではないかと、考察した。表 18に見られた結果も同

様に、母語話者に会話を主導する意識があったためと考えられよう。つまり、そのよ

うな意識が積極的な質問につながり、それが結果として母語話者を聞き手として参加

させる要因になったのだと考えられる。 

また 5. 2では、接触経験の少ない非母語話者から「失礼にならないよう意識した」

という語りが聞かれたこと、そしてそのような意識のために会話冒頭での「基本情報」
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話題の導入が少ないことを考察した。話題の展開についても、「失礼にならないように

意識した」ために、母語話者の基本情報を聞くような質問ができなかった可能性が考

えられる。実際にフォローアップ・インタビューでは、以下のような語りを聞くこと

ができた。 

 

語り 63 ナン（接触場面 B-7） 

ナン：色々聞きたかったんですけど、どこまで聞けばいいか。どの程度というか、分

からなくて、じゃあ止めておこうという感じ。 

著者：それはどうしてですかね？ 

ナン：なんか中国で勉強したとき日本語以外にも先生に色々と紹介していただいて、

その中にとりあえず日本人に迷惑をかけない、また日本人が自分の個人的な情

報を大切にしていますから、それに触らない。まあそういうイメージが、日本

に来る前から私の中にあります。 

 

上の語りから分かるように、接触経験の少ない非母語話者は失礼さへの懸念を持っ

ていたために、聞き手として相手に質問をすることに抵抗を持っていたと考えられる。

そしてそのような懸念及び質問への抵抗が、参加形式の非対称性に寄与したといえる

だろう。 

ただ、それが「基本情報」話題である以上、初対面会話ではお互いにそれを開示し、

対称的に話題展開に参加することが、その後の友好的な対人関係形成につながると考

えられる。そのため、どちらか一方が話し手となるのではなく、母語場面及び接触場

面 Aのように、両者が話し手として当該話題に参加することが望ましいだろう。 

 

6.1.3  「経歴」話題 

 続く「経歴」は、表 14のとおり、接触場面 A及び Bに多く、他の会話群に少なかっ

た大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 20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４３。 
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表 19. 母語場面「経歴」の話し手の頻度及び割合 

会話 話者 母多 母少 両者 計 

母語場面 母多―母少 32(53.3) 28(46.7) 0(0.0) 60(100) 

（χ2(2)=30.4, p<.01） 

 

表 20. 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 計 

接触場面 A 母多―非多 0(0.0) 131(100.0) 0(0.0) 131(100) 

接触場面 B 母多―非少 0(0.0)  73(100.0) 0(0.0)  73(100) 

接触場面 C 母少―非多 2(4.3) 45(95.7) 0(0.0)  47(100) 

接触場面 D 母少―非少  9(25.0) 15(41.7) 12(33.3)  36(100) 

 

 表 20から、統計的手法は用いることはできなかったものの、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。例えば以下が、その例である。 

 

例 19. 接触経験の多い母語話者と多い非母語話者による「経歴」話題の展開 

（接触場面 A-7） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

  ～中略～ コンサート 

 

リュウと 

アイドル 

209 福田 サマーソニックも行った、いいです

ね。 

 

210 リュウ うん、行きました。ロックが好き。   

211 福田 楽しんでいるじゃないですか。   

212 リュウ うん、そう。でも、今は全然時間がな

くて。 
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213 福田 今は時間がない。   

214 リュウ うん。   

215 福田 //いつから日本にいるんです？ リュウ来日

時期 

リュウ経歴 

216 リュウ 2012年。   

217 福田 12年から、もうずっと。   

218 リュウ はい。   

219 福田 え、その前は大学にいたんですか？ 学部  

220 リュウ その前に、国で、もう（ええ）、大学

を卒業して（はい）、1年間が、英語

教師として（はい）働いて（はい）、

あと、何だ、急に、もう、この仕事を

やりたくない、もう、気持ちがあって

じゃ、辞めて…。 

  

221 福田 すごい。   

222 リュウ お母さんに相談してきました。   

223 福田 えー、すごいですね。日本に来て、大

学、大学じゃなくて、え、働いていた

んですか？ 

  

 

 上記の例 19 のような、一方的に母語話者が質問しそれに非母語話者が答えるとい

うのが、接触場面における「経歴」話題の典型的な展開の仕方だった。これは、そも

そもこれらの話題が非母語話者の経歴を聞くことを目的に、母語話者によって導入さ

れることが多かったためでもあるだろう。つまりその話題の内容が、接触場面に見ら

れた非対称性に強く影響したものと考えられる。母語場面における当該話題の中では、

母語話者の大学受験についての情報交換が多かったが、接触場面における「経歴」話

題の展開では、母語話者の経歴はほとんど話に上らなかった。 

 

6.1.4  「言語」話題 

 表 14に示したとおり、「言語」は接触場面 Dに多く、母語場面に少なかった大話題
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カテゴリーである。以下の表 21と表 22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 21. 母語場面「言語」の話し手の頻度及び割合 

会話 話者 母多 母少 両者 計 

母語場面 母多―母少 21(17.5) 9(7.5) 90(75.0) 120(100) 

（χ2(2)=95.6, p<.01） 

 

表 22. 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 計 

接触場面 A 母多―非多 13**(8.0)  22**(13.5)  28**(78.5) 163(100) 

接触場面 B 母多―非少 26(12.7)  79**(38.7)  99**(48.5) 204(100) 

接触場面 C 母少―非多  67**(33.3)  34**(16.9) 100**(49.8) 201(100) 

接触場面 D 母少―非少  39*(12.8) 87(28.6) 178(58.6) 304(100) 

（χ2(6)=93.2, p<.01） 

 

 「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とおり、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、導入されたと考えられた。そして

それが、母語場面に有意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（モンゴル語）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。これは、母語話者の発話をき

っかけとして、話者の参加形式が対称的になった例と考えられる。以下に当該部分を
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抜粋し、例示する。 

 

例 20 接触場面の多い母語話者と多い非母語話者による「言語」話題の展開 

（接触場面 A-3） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

  ～中略～ モンゴル

語文字 

ムウ 

言語 

159 ムウ こう、縦で書かなきゃならないです、横では

書けないですね。（あー）これで全部で一文字

なので、これ、これ私のこれ、の、名前は全然

短いほうなんですけど、これの 2 倍ぐらいの

もいるんですね。名前<笑い> 

 

160 浅井 え、これで、えっとムウさんのムっていう文

字？ 

  

161 ムウ そうですね、ここまでが【ムウ姓名一部】で、

ここまでが【ムウ姓名一部】で、ここが【ムウ

姓名一部】の発音になってるんですけど。 

  

162 浅井 あーー。   

163 ムウ はい<笑い>   

164 浅井 すごい。じゃあこの波線でつなげて書いてく

のを（はい）ちゃんと分かんないと、字として

読み取ってもらえないってことですよね。 

  

165 ムウ はい。うーん。   

166 浅井 それはすごい。いやー。   

167 ムウ だから、はい、結構、何か、結構こう説明する

のがあったんですけど、みんなが見てて、「そ

れ一緒じゃないですか」みたいに言われるこ

とがあって、「あ、全然違います」みたいな<

笑い> 
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168 浅井 うーん。確かに。韓国語とか比べたら、簡単で

すね。<笑い>（<笑い>）めっちゃ簡単だ。そっ

かー。何か知り合いにモンゴル語科の子がい

るんですけど（あ、ほんとですか）、そういう

感じのことをやってたんだ。 

浅井の 

友人 

 

 

 ムウは中国語とモンゴル語のバイリンガルであり、モンゴル語に関する話題では、

ムウが専門的な知識を持っているといえる。ターン番号 167までは、接触場面 B及び

Cと同様に、専門的な知識を持つムウが単独の話し手として当該話題に参加している。

浅井はモンゴル語の知識もないため、質問する役割を担っていたが、168 で友人の学

習体験に言及することで話し手になったと考えられた。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。話題により、

話者が持つ知識の量に差があるのは当然であり、そのような非対称性があるために、

情報や意見を話者間で交換することに意味があるとも考えられる。ただ接触場面 Aに

見られた上の例 20 では、知識量の非対称性が参加形式の非対称性に必ずしも直結し

ない様子を、観察することができた。知っている範囲で関連エピソードを紹介するこ

とで、例 20での参加形式は、より対称的になったと考えられる。他の場面では、その

ような「非対称性の克服」（西條 2005）は起こらず、知識量の非対称性が参加形式の

非対称性につながっていたため、表 22 のような場面間の差が見られたのだと考えら

れる。 

 

6.1.5  「国事情」話題 

 表 14に示したとおり、「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に少なかった大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。 
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表 23. 母語場面「国事情」の話し手の頻度及び割合 

会話 話者 母多 母少 両者 計 

母語場面 母多―母少 0(0.0) 10(13.5) 64(86.5) 74(100) 

χ2(2)=96.1, p<.01） 

 

表 24. 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 計 

接触場面 A 母多―非多 20**(5.3)  73**(19.4) 284**(75.3) 377(100) 

接触場面 B 母多―非少 10**(5.3) 134**(70.9)  45**(23.8) 189(100) 

接触場面 C 母少―非多 15**(6.3)  33**(13.8) 191**(79.9) 239(100) 

接触場面 D 母少―非少  73**(52.1)  23**(16.4)  44**(31.4) 140(100) 

（χ2(6)=457.6, p<.01） 

 

 表 24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、当該大話題カテゴリーの頻度が増えたと考えら

れる。また表 24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。同じく接触経験の少ない母語話者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方に違いがあったのだと推測されよう。

つまり接触経験の少ない母語話者が話し手として「国事情」の話題に参加したのは同

じでも、接触経験の多い非母語話者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、接触経験の少ない非母語話者は聞き手として参加するにとどまっていた

と考えられる。以下にその例を一つ、提示する。 

 

例 21. 接触経験の少ない母語話者と少ない非母語話者による「国事情」話題の展開 

（接触場面 D-3） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

76 キュウ //うん、やっぱり、あの、中国に、中国に、 中国への 佐藤と 
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（はい）興味を持っていますかって、興味を

持っていますか？ 

興味 中国 

77 佐藤 あ、あります。   

78 キュウ ほんとで。   

79 佐藤 なにか友だちが中国人の友だちが多くて、こ

この大学で。 

中国人友

人 

 

80 キュウ あー。どうして中国人と友だちになると思い

ますか？ 

  

81 佐藤 なんだか中国の人が多くて。たくさん（うん）

日本に来てるじゃないですか。（うん）で、

この大学も中国からの留学生が多くて、自然

と。 

  

82 キュウ ああ、授業が一緒の。   

83 佐藤 うん、あの、同じベトナム語のクラスに、友

だちが中国人。 

  

84 キュウ ああ、そうですか。   

85 佐藤 で、その子の友だち（うん）と知り合って、

（あー）うん、だんだん。 

  

86 キュウ あ、なるほど。うーん、で、中国、何が興味。   

87 佐藤 中国語が（うん）好きなんです。なんか音が、

（あ）かっこいいじゃないですか。（えっ）

えー。（ほんと）音が、音がこう、（うん）

日本語って、こう音の、上がったり下がった

りが（そうそうそう）ないじゃないですか？ 

中国語  

 

 例 21では、キュウが当該話題を導入し、佐藤がキュウによる質問に答える形で、話

題が展開している。接触場面 Cでは同様の場面において、非母語話者も話し手となる

ことが観察されたが、接触場面 Dには例 21のように、聞き手にとどまる非母語話者の

様子が際立っていた。特に例 21では、中国に関する話題が展開されているため、中国

人であるキュウも何らかの情報や意見を提示することが、自然だと考えられよう。キ
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ュウからは、この例示部分における参加形式について、特にフォローアップ・インタ

ビューで意識などを聞くことはできなかった。 

続いてもう一つ、接触場面 Aから「国事情」話題の展開例を提示したい。 

 

例 22. 接触経験の多い母語話者と多い非母語話者による「国事情」話題の展開 

（接触場面 A-8） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

175 和木 確かに韓国の人は、（うん）すごい携帯を

見るイメージがあります。 

韓国事情 携帯電話 

176 ブン ああ。   

177 和木 わたしの友だちも（うん）いるんですけど、

すごい携帯たくさんいじる。中国はどうで

すか？ 

中国事情  

178 ブン 中国、あー、今もうスマホ、スマートフォ

ンとか（うんうん）iPhoneとか、うん、ば

っかり見て。うん。 

  

179 和木 そう。日本人も（うん）、もう若い人（う

ん）、やっぱ大学生、高校生（うん）とか

は、本当にスマホって感じだけど。 

日本事情  

 

 上の例 22では、「携帯電話」という大話題を展開する中で、各話者が詳しい国の事

情を紹介している。接触場面 Aにはこのように、お互いの国の事情や第三国の事情に

ついて、自らの知っている情報や意見をお互いに交換する場面が多く見られた。した

がって、やはり「国事情」においても、接触場面 Aには参加形式に対称性が見られた

と、考えられた。 

また本大話題カテゴリーについては、接触場面 Cにおいても両者が話し手となる様

子が多く観察された。繰り返しになるが、話し手と聞き手という参加形式の観点から

は、例 22のように両者が話し手として話題に参加することは、初対面会話において友

好的な関係作りを始めるための、第一歩にもなると考えられる。 

 以上が「国事情」の話題展開における話者の参加形式についてである。 
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6.1.6  「大学授業」話題 

 続く「大学授業」は表 14のとおり、母語場面及び接触場面 Bに多く、接触場面 C及

び Dの会話群に少なかった大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 25. 母語場面「大学授業」の話し手の頻度及び割合 

会話 話者 母多 母少 両者 計 

母語場面 母多―母少 122(29.3) 162(38.9) 132(31.7) 416(100) 

（χ2(2)=6.3, p<.05） 

 

表 26. 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 計 

接触場面 A 母多―非多  75**(26.9) 134**(48.0)  70*(25.1) 279(100) 

接触場面 B 母多―非少  77**(24.0) 186**(57.9)  58**(18.1) 321(100) 

接触場面 C 母少―非多 65(32.7)  8**(4.0) 126**(63.3) 199(100) 

接触場面 D 母少―非少 111**(71.2) 12**(7.7)  33**(21.2) 156(100) 

（χ2(6)=318.3, p<.01） 

 

 表 26 を見ると、接触経験の多い母語話者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。接触場面の「大学授

業」話題では、特に母語話者の留学中の授業体験と、非母語話者の大学及び大学院で

の授業が話題となることが多かった。 

文字化資料を確認すると、接触場面 A及び Bに参加した接触経験の多い母語話者が

非母語話者の授業について質問することが多かったのに対して、接触場面 C及び Dに

参加した接触経験の少ない母語話者は、非母語話者の授業よりも、自らの留学中の体

験を話すことが多かったといえる。それが表 26で見られた結果に、つながったと考え

られる。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。以下に接触場面 Bで、接触経験の多い母語話者が非母語話者の大学院の授

業について、様々な質問をしている場面を例示する。 
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例 23. 接触経験の多い母語話者と少ない非母語話者による「大学授業」話題の 展開 

（接触場面 B-2） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

45 白鳥 //日本語教育、え、ゼミ、誰ですか？ 指導教員 ハクのゼミ 

46 ハク あ、【講師名】ゼミです。【講師名】ゼ

ミで。 

  

47 白鳥 大変ですね。（あっはは）「大変」と、

（だと、ふふふ）噂はかねがね。 

  

48 ハク でも、すごく良い方。（うー）すごく。

1回授業を受けただけで、もう、すごく

勉強になるので、（ほおー）すごく、え

ん、運がよ、（あー、あっ）良いと思い

ます。（ほんとですか） 

  

49 白鳥 あの、ポライトネス。   

50 ハク そうです。（うーん）   

51 白鳥 もう、テーマとか決まってますか？ 研究テー

マ 

 

52 ハク テーマは、まあま、1年生なので、（う

ん）そこまでせ、あれー、そこまで決ま

っていないんですけど、（うん）先週か

えって、（うん）せんしゅうかえ、あ、

テーマを代えて（あー）1回発表したん

ですけど。（うー）前よりも、前のテー

マよりもできてないっていう感じで、

（へえ）また、前のテーマにしよっかな

と思ってる時点（あー）ですね。 

  

 

 例 23のように、母語話者の質問と非母語話者の応答という形で進むのが、接触場面

A 及び B では典型的だった。これは加藤（2006）などが接触場面の特徴としている、

母語話者が質問をし、非母語話者がそれに答えるという「質問―応答型」だと考えら
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れる。ただ例 23では、母語話者の白鳥は大学院進学を考えており、大学院の授業など

に強い関心を持っていた。白鳥が多くの質問を投げかけていたのは、そのためである

と考えられる。そこから、「質問―応答型」の話題展開が、必ずしも加藤（2006）の主

張するような「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」（p.12）ではないことが、示唆

できる。 

 

6.1.7  「大学生活」話題 

 大話題カテゴリー「大学生活」は表 14のとおり、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。 

 

表 27. 母語場面「大学生活」の話し手の頻度及び割合 

会話 話者 母多 母少 両者 計 

母語場面 母多―母少 29(6.0) 187(38.4) 271(55.6) 487(100) 

（χ2(2)=186.0, p<.01） 

 

表 28. 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 計 

接触場面 A 母多―非多  50**(17.4) 154(53.7)  3**(28.9) 287(100) 

接触場面 B 母多―非少 41(22.8)  96(53.3) 43(23.9) 180(100) 

接触場面 C 母少―非多 147**(51.8)  84**(29.6) 53(18.7) 284(100) 

接触場面 D 母少―非少  0**(0.0) 192**(94.6) 11**(5.4) 203(100) 

（χ2(6)=265.3, p<.01） 

 

 表 14で有意にターン数が多いと示された母語場面では、表 27から分かるとおり、

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。そのように情報の共通性が高ければ、両者が話し手となり、

その参加形式は対称的になりやすいといえるだろう。 
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表 28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。その結果以下に例示するように、接触経験の少

ない母語話者が多く質問し、接触経験の少ない非母語話者がそれに答えるという型が、

多く観察された。以下がその例である。 

 

例 24. 接触経験の少ない母語話者と少ない非母語話者による「大学生活」話題の展開 

（接触場面 D-3） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

25 佐藤 へえー。//慣れました？ キュウ

生活 

キュウ

生活 

26 キュウ だいたい、上海とあまり変わらないと。  

27 佐藤 えー。え、そうですか。   

28 キュウ はい。   

29 佐藤 へえー。ここに、多摩に住んでますか？ キュウ

住居 

 

30 キュウ えーと、【路線名】利用します。   

31 佐藤 ああ、【路線名】。   

32 キュウ 【路線名】の【駅名】って知って。   

33 佐藤 え、行ったことないです。   

34 キュウ そう。世田谷区。   

35 佐藤 え、遠い、（遠い）ですよね。   

36 キュウ ええ、遠い。   

37 佐藤 え、なんで、なんでですか？   

38 キュウ 彼氏は日本に、前から日本にいて、（はい）で、

その近くに住んで。 

  

39 佐藤 ああー、なるほど。   

40 キュウ これの、部屋が、その彼が住んでいるところの   
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近くに部屋を借りてるんです。 

41 佐藤 え、彼と一緒に住まないの？   

42 キュウ うん。   

43 佐藤 えー、なんで？   

 

 上記例 24では、佐藤がキュウの生活環境について質問し、キュウがそれに答える形

で話題が進められている。接触場面 Dの他の大話題カテゴリーの展開と比べると、当

該話題は「基本情報」話題の延長として話題となることが多かった。そしてその多く

の場合、非母語話者に馴染みのない母語話者が、非母語話者がどのような生活をして

いるのかについて、質問を重ねていた。接触経験の少ない非母語話者が単独の話し手

となり、相手に質問を向けることが少なかった理由としては、やはり「失礼にならな

いように」という意識が考えられるだろう。 

 ただし、同じく接触経験の少ない母語話者が参加した接触場面 C では、接触場面 D

と大きく異なる結果が提示された。表 28からは、接触場面 Cで接触経験の少ない母語

話者が、単独の話し手になることが非常に多かったことが分かる。接触場面 Cから、

以下に一つ例を提示する。 

 

例 25. 接触経験の少ない母語話者と多い非母語話者による「大学生活」話題の展開 

（接触場面 C-2） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

136 ミン 一人で東京に行ったの？（そうそうそうそう） 松本の

住居 

松本の

住居 

137 松本 そうなんですよね。   

138 ミン あははは、そうですか。   

139 松本 そう。（で、今は）遠いんですよ。   

140 ミン 一人暮らしとか。 一人暮

らし 

 

141 松本 あ、そうです。   

142 ミン た、たまー？ 【地名】。   
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143 松本 【地名】、【地名】【地名】で。でも、【地名】

ってなんもないじゃないですか。 

  

144 ミン うん、ま、フレンチレストラン。   

145 松本 あ、フレンチレストラン<笑い>確かに。確かに。

ふふふふ。うーん、そう。なんか、北海道から東

京来る時、ちょっと緊張して、（うん）めっちゃ

都会だろうな（うんうん）と思って。危なくない

かなって。でも、【地名】に来て、えっ、畑ある

とか、（ははは。ありますか？）へへへ。えっ？ 

ここ、えっ、畑ある。え、あるよ、なんか、あの

辺。なんか、（えっ）近くにある。ほんとほんと。

<笑い>びっくりした。（へえ）そう、だから、う

ーん、なんか。 

町事情  

146 ミン 大丈夫だったの？ <笑い>   

147 松本 大丈夫だった、危険じゃなかった。そう、ふふふ。

（ふうん）そうそうそうそう。 

  

148 ミン すごいですね。どうして、東京に大学行こうと思

ってたんですか？ （うーん、なんか）北海道と

かは（やっぱり）考えてなかったんですか？ 

上京  

149 松本 うん。なんか、東京来たくて。やっぱり、（あー）

首都だからね、（あーあーあー）なんか、楽しそ

うみたいな。（うーん）そう。だから。 

  

150 ミン なんか、実際に楽しい、（うん）楽しいですか？   

151 松本 うんうん。ま。   

152 ミン <笑い>【地名】。   

153 松本 【地名】はねー、ちょっとねー、うん。コンビニ

とか、あはっ、コンビニとか封印して。（うんう

んうん）ふふふっ、そう。まあまあ、でも、東京

来れて良かった。（ふうーん）多分、ずっと北海

道に残ってたら、ずっと東京に行けなかったこ
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と（あー）悔んでたと思うから。うん。 

154 ミン じゃ、卒業したら東京に？ 卒業後  

 

 上記の例では、接触経験の多い非母語話者であるミンが、接触経験の少ない母語話

者である松本に対して質問を重ねている。当該話題の展開において、ミンは自らの持

つ意見や情報を提供することがなかったため、松本が単独の話し手であるとコーディ

ングした。そして積極的に質問を重ねるミンは、当該場面で話題展開を主導している

と考えられた。母語話者が質問を重ねて非母語話者との会話を主導するというのが、

これまで先行研究で主張されてきたことである（加藤 2006など）。しかし本研究では、

表 16で見たとおり、接触場面 Cで母語話者が単独の話し手となり、非母語話者が聞き

手となることが多かった。文字化資料を見ると、そのような場合に非母語話者が相づ

ちだけをしていることはほとんどなく、例 25 のように次々と質問している様子を確

認することができた。つまり接触場面 Cでは非母語話者が、母語話者との会話を主導

していると考えられる。これは本研究で接触経験の多寡により話者を分類し、接触経

験の多い非母語話者と、接触経験の少ない母語話者の会話を分析対象としたからこそ、

見られた結果かもしれない。つまり母語話者が相対的に接触場面に慣れていなかった

ために、非母語話者が会話を主導する役割を担っていたと、考えられるだろう。 

 

6.1.8  「進路」話題 

 表 14 に示したとおり、大話題カテゴリー「進路」は、母語場面と接触場面 C 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。 
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表 29. 母語場面「進路」の話し手の頻度及び割合 

会話 話者 母多 母少 両者 計 

母語場面 母多―母少 19(7.8) 220(90.2) 5(2.0) 244(100) 

（χ2(2)=355.8, p<.01） 

 

表 30. 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 計 

接触場面 A 母多―非多 47(37.0) 39*(30.7) 41(32.3) 127(100) 

接触場面 B 母多―非少 31(27.9)  80**(72.1)  0**(0.0) 111(100) 

接触場面 C 母少―非多 121**(42.9)  77**(27.3) 84(29.8) 282(100) 

接触場面 D 母少―非少  28**(16.4) 74(43.3)  9**(40.4) 171(100) 

（χ2(6)=109.7, p<.01） 

 

 本研究は、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、話題のターン数に偏りが生じたのだと考えられる。

また、表 30から非母語話者の参加の仕方も、接触経験の多い非母語話者と少ない非母

語話者で、大きく異なることが分かる。接触経験の多い非母語話者は接触場面 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、接触経験の多

い非母語話者の様子が見られた。一方の接触経験の少ない非母語話者は、表 30から、

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、接触経験の少ない

非母語話者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。

以下にその例を提示する。 

 

例 26. 接触経験の多い母語話者と少ない非母語話者による「進路」話題の展開 

（接触場面 B-1） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

92 ホウ うらやなしいなー。（いやー）//やっぱり 中国人の ホウ就職 
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中国には、（うん）日本にいるの（うん）

数はおおの、多いので、（あー）就職する

のも難しくて。（そっかー）やっぱり。 

就職 

93 中川 日本語上手な人、いっぱいいるもんね。   

94 ホウ そうですよー。   

95 中川 うん。え、じゃ、日本で就職したら？   

96 ホウ 日本で就職したい。   

97 中川 うん。そっちの方がいいよ。（うん）<笑い

> 

  

98 ホウ //でも、今は、一番重要なのテスト。（あ

っ）10月の。 

試験 ホウ院試 

99 中川 あ、院。   

100 ホウ あ、専門は日本語教育なので、（あーそっ

か）難しいです。 

  

101 中川 院試ってこと？（うんうん）うん。大学院

に入るため（そうそう）のテストか。 

  

102 ホウ 院試院試。（へえ）   

103 中川 何科目ぐらい勉強してるの？ 科目  

104 ホウ いや、自分の専門でいい。（へえ）   

105 中川 日本語教育。   

106 ホウ 難しいんですよ。（へえ）   

107 中川 難しそう。   

108 ホウ で、語用論とか（あー）統語論とか、形態

論。あーやっばい。（うっふふふ）ま、め

ちゃくちゃになってる、最近。 

内容  

 

 大学生にとっての「進路」話題が、他の話題よりも相手のプライバシーに深くかか

わることは、先にも述べた。そのため母語話者に「進路」話題の導入が少なかったの

は、5. 1で見たとおりである。例 26では非母語話者の進路が話題となっているが、

母語話者が当該話題を導入しているわけではないことが分かる。接触経験の少ない非
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母語話者にはこのように、自らの進路を積極的に話題とし、それに関する希望や悩み

を話すことが多かった。 

 

6.1.9  「第三者に関する事柄」話題 

 表 14に示したとおり、「第三者に関する事柄」は母語場面に多く、全ての接触場面

に少なかった大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 31. 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 母多 母少 両者 計 

母語場面 母多―母少 0(0.0) 0(0.0) 413(100.0) 413(100) 

（χ2(2)=826.0, p<.01） 

 

表 32. 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 計 

接触場面 A 母多―非多  64**(45.7)  40**(28.6) 36*(25.7) 140(100) 

接触場面 B 母多―非少   9**(10.7)  71**(84.5)  4**(4.8) 84(100) 

接触場面 C 母少―非多 45(33.1) 76(55.9) 15**(11.0) 136(100) 

接触場面 D 母少―非少  3**(6.7) 17(37.8) 25**(55.6) 45(100) 

（χ2(6)=112.1, p<.01） 

 

 まず表 31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。この大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。母語場面における「第三者に関する事柄」話題の例を、一つ下

に提示することとする。 
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例 27. 接触経験の多い母語話者と少ない母語話者による「第三者に関する事柄」話題

の展開（母語場面-7） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

  ～中略～  基本情報 

13 福田 私も 3年生で（はい）、ポルトガル語科で

す。 

福田 

学年・学科 

 

14 古富 あ、よろしくお願いします。//あ、ポルト

ガル科って、【友人名】知っていますか？ 

友人 共通の友

人 

15 福田 あ、知っていますよ。   

16 古富 よう、知り合いで。   

17 福田 あ、そうな、何の知り合いなんですか？   

18 古富 えと、最初は、多分、1年生のときに授業

が一緒になって（へー）、そのときに共通

の友達がいて、そこで、何か、仲良くなっ

てみたいな。 

古富経験  

19 福田 あ、そうなの。   

20 古富 そうなの。   

21 福田 え、何か、3年生にもなって、まだ初対面

の人っているんですねって、今思ったん

ですけど。 

  

22 古富 え、全然いますよね。   

23 福田 いるんですね。   

24 古富 全然いますよ、何か、こんな…。   

25 福田 何か、こんな小さい大学なのにって思い

ますよね。 

  

26 古富 狭い、そうですよね。全然いますよね。   

27 福田 うん、そう。   

 

 例 27は会話の開始直後であり、「基本情報」話題を少し展開した後、ターン番号 14

から「共通の知人」話題が展開されている。そして話題を展開する中では、お互いが



192 

 

「共通の知人」について知っている知識を共有することで、両者が話し手となってい

ることが観察された。 

接触場面にはそもそも話題自体が少なかったが、表 32 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。その差とはつま

り、接触経験の多い非母語話者が参加する接触場面 A及び Cにおいて、母語話者のみ

が話し手となることが多かったことである。したがって、接触経験の多い非母語話者

は聞き手となることが多く、接触経験の少ない非母語話者は話し手となることが多か

ったといえる。この結果については、先の「進路」と同様である。 

 

6.1.10 「旅行」話題 

 最後の大話題カテゴリーは、「旅行」である。「旅行」は表 14に示したとおり、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 33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 33. 母語場面「旅行」の話し手の頻度及び割合 

会話 話者 母多 母少 両者 計 

母語場面 母多-母少 4(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(100) 

 

表 34. 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 計 

接触場面 A 母多―非多 0**(0.0) 39**(16.0) 204**(84.0) 243(100) 

接触場面 B 母多―非少 0**(0.0) 52**(58.4)  37**(41.6)  89(100) 

接触場面 C 母少―非多 36**(25.2) 15**(10.5) 92(64.3) 143(100) 

接触場面 D 母少―非少 71**(51.8) 47**(34.3)  19**(13.9) 137(100) 

（χ2(6)=299.6, 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 33のとおりである。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 34を見ると、
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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。そして接触経験の少ない母語話者が参加する接触場面 C及び Dでは、接触経験の

少ない母語話者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 16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。「旅行」話題の展開例を質的に分析しても、なぜ接触場面 C及び Dにおいて、

このような非対称的な参加形式が続けられたかについては分からなかった。ただ、「日

本国内のお勧めの旅行先」のような、どちらかの国に強く依存するような話題の内容

が、参加形式が非対称となった一因であると考えられよう。 

 

6.1.11 話題展開における参加形式分析のまとめ 

 まず「大学授業」「大学生活」「第三者に関する事柄」の話題は、母語場面に多かっ

た。そして参加形式の分析から、母語場面で「大学生活」と「第三者に関する事柄」

の話題を展開するとき、両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。そして参加形式が対称的であることによって、その心的距離を縮める機能は

一層高まると考えられる。一方、接触場面の参加形式の結果を見てみると、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 6. 

1. 7の例 24で見たように、接触場面 Dにおける「大学生活」の話題では、接触経験

の少ない母語話者が接触経験の少ない非母語話者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、非対称的な参加形式

が続くだけでは、話者間の距離が縮まるとは考えにくい。 

 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。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）。本研究で作成した十の大

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 6. 1. 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
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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、接触経験の多い非母語話者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、接触経験の少ない非母語話者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、接触経験の少ない非母語話者が「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、接触

経験の少ない非母語話者が、接触場面でも同じようにしたと考えられる。一方の接触

経験の多い非母語話者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／聞き手」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、対称的に参加することは、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。そのような対称性の高さは、Linell（1990）

も図 5で「親密な者同士の会話」の特徴として、示している。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。また接触場面 Aからは、

当該話題に関する知識の少ない母語話者が、関連するエピソードを紹介し話し手とな

ることで、両者の参加形式を対称的にする例も提示した（例 20）。西條（2005）の言葉

を使うならば、ここで接触経験の多い母語話者は、非対称性を「克服」していると考

えられる。これは、対称的に会話に参加する一つのストラテジーとして、捉えること

ができるだろう。 

 一方で、非対称的な参加形式が見られた会話、つまりどちらかが単独の話し手とな

ることが多かった会話では、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が、その非対称性の要因として考えられる。

話題展開において相手に質問することが難しかった理由としては、6. 1. 2で見たと

おり、接触経験の少ない非母語話者の「失礼にならないように」という意識が指摘さ

れた。さらに失礼さに関わる意識ではなく、日本語の問題で質問することができなか

ったという旨の語りも、同じく接触経験の少ない非母語話者からは聞くことができた。
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以下がその語りである。 

 

語り 64 チン（接触場面 B-8） 

今まで会ってきた日本人みんな、話せる、いっぱい話せますから、なんか、時々、

早口で良く分かんないとこも多くて。会話についていけないこともあるので、質問、

あんまり質問しないです。 

 

 上記のように「会話についていけないこともある」ことを、聞き手となることので

きない理由として述べたのは、チンのみだった。上級日本語学習者は基本的には、相

手の言っていることを聞き、会話を保持することには問題がないと考えられる。しか

しチンの述べているように、相手が早口である場合などは、会話についていくことが

難しいこともあるだろう。チンは、これまで会ってきた母語話者に「いっぱい話す」

者が多かったために、自ら相手に質問して会話を主導することには、慣れていないと

いうことだった。これは、日本語のレベルの問題であるとともに、母語話者との相互

作用とも深く関わる問題である。また、同じく母語話者との相互作用に起因する、話

題の展開に当たり質問することがなかった理由として、以下のような語りも聞かれた。

以下のリョウは、語り 64のチンと同じく、接触経験の少ない非母語話者である。 

 

語り 65 リョウ（接触場面 B-6） 

リョウ：向こうがすごい頑張っていろんな話題を出してきて、質問して来て、何か悪

いなとは思っていました。こっちからはなかなか質問できなかったから。 

著者：質問できなかったのはどうしてですか？ 

リョウ：多分向こうがすごく助けてくれて、ちょっとだけ沈黙あったらすぐ平山さん

が出してくれたから。優しかったです。 

 

 上の語りからは、接触経験の多い母語話者である平山が積極的に質問していたため

に、リョウに質問する隙がなかったことがうかがえる。話し手と聞き手のどちらとし

て話題に参加するのかということには、個人のスタイルも大きく関わる。ただ、両者

が聞き手として参加することは双方向的な自己開示にもつながりやすく、初対面会話

において話者間の心的距離を短縮するのに、重要であると考えられる。そのため、非
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母語話者が聞き手として質問することが「難しい」と感じているならば、それを解消

するような方法を、日本語教育の枠組みから考えていくべきだろう。また語り 65で提

示したように、母語話者による積極的な質問により非母語話者が質問できていないの

であれば、母語話者が質問しやすい雰囲気を作ることが、有効かもしれない。質問す

ることは話題の展開を決めることにもなるので、非母語話者もそれができることが、

望ましいといえる。 

 また母語話者が質問をして、非母語話者がそれに答えるという非対称的な参加形式

については、加藤（2006）により「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」とも指摘

されている（p.12）。実際、特に接触経験の多い母語話者が、会話を主導するために聞

き手となっている様子も、観察することができた。ただ接触経験の少ない母語話者と

多い非母語話者による接触場面 Cでは、例 25で見たように、先行研究の指摘とは反対

に、非母語話者が質問をして母語話者がそれに答えるという、非対称的な参加形式を

確認することができた。これは接触経験の少ない母語話者と多い非母語話者という、

これまで分析対象とされてこなかった組み合わせの会話を、分析対象としたために見

られた結果だと考えられる。非母語話者も場合によって接触場面の会話を主導するこ

ともあることを示せたことは、双方向的な協働の必要性を主張する共生日本語の観点

からも、意義深いといえるだろう。 
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6.2 話題展開における話者間の関係性の分析 

 本節では、各会話の話題展開について、その内容に注目しながら分析を進める。特

にその分析を通して、それぞれの話題展開において、話者間のどのような関係性が強

調されていたのか見ていきたい。 

 まず具体的な分析に入る前に、先に提示した表 14に見られる特徴を、ここに記すこ

ととする。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」「進路」「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、お互いに聞き合ったり確認し合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４４。「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」または「母語話者／非母語話者」という国籍また

は言語に基づく関係性に基づき、導入されている。母語場面にそれらの話題が少なか

ったのは、それが日本人同士であり母語話者同士の会話であるからだと、考えられよ

う。 

 それでは以下で、場面ごとにそれぞれの話題がどのように展開されていたのか、そ

してどのような関係性がそこで強調されていたのかについて、具体的に見ていくこと

とする。なお関係性の強調については、4.5. 3. 2でも述べたように、必ずしも全て

の話題展開において、話者が志向する関係性が明らかになるわけではない。そのため、

結果を量的に処理することはできないことを、ここに付記しておく。以下では質的に

全会話の話題展開を分析した上で、各場面に特徴的だったと考えられる談話例を提示
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しながら、分析を進めることとする。ただ、そのような特徴的な例とは異なる話題展

開も、各場面には見られたことに注意されたい。 

 

6.2.1  母語場面における話題展開 

  話題が展開される中で、特に母語場面で強調されていたのが「同じ大学の学生同

士」という関係性である。母語場面に有意に多かった話題は「大学授業」「大学生活」

「進路」「第三者に関する事柄」であるが、「進路」以外の三つの話題が展開する中で

は、「同じ大学の学生同士」という関係性が強調されていたと考えられた。以下に一つ、

「大学生活」と「大学授業」話題の展開例を、示すこととする。 

 

例 28. 接触経験の多い母語話者と少ない母語話者による「大学生活」及び「大学授業」

話題の展開（母語場面-1） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

  ～中略～  大学の

変化 

78 中川 ですよね。あとなんか、生協のあの、（あー）レ

ジの感じとかも、ちょっと変わってて、あたしが

（そう）帰って来た時。（あ、変わって）やっぱ

り。 

生協  

79 八代 ました。（うん）   

80 中川 それでー、なんか、「袋ください」とか言っちゃ

って。レジで。<笑い> 

  

81 八代 うーん、そっ、もらえなくなってるんでー。（う

ん） 

  

82 中川 あ、なんで、なんか、あたし、（うんうん）いく

つか買ったのに、（うん）袋に入れてもらえなか

ったんだろう（うん）って思って。そしたら、あ、

なんか、外で、（うん）なんか、「自分でお取り

ください」（あ）みたいなこと言われて。 
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83 八代 外でとれるんですか？   

84 中川 うん。   

85 八代 知らな（なんか）かった。   

86 中川 あのー。生協の外に通じる出入口の方（あー）じ

ゃなくって、（うん）和室の方の（あー）出口か

ら出て。 

  

87 八代 あっちの奥の方。   

88 中川 すぐ右手に電子レンジあるじゃないですか。   

89 八代 うん。   

90 中川 その隣に、なんか、袋がいっぱい（あ）かかって

て。 

  

91 八代 あるんだ。（うん）あー、知らずに、なんかもう、

（<笑い>）袋はもらえなくなったんだって諦め

て、（ねえ）へへ、帰って（うん）ました。 

  

92 中川 そう。そこで、結構、うん、とれます。うん。   

93 八代 //え、ゼミとかって、（あ）も、入ってます？ 中川の

ゼミ 

ゼミ 

94 中川 入ってます。【講師名】先生のゼミ（あーあ）入

ってます。 

  

95 八代 隣。   

96 中川 え、ほんとに？   

97 八代 で、隣の【講師名】ゼミ。 八代の

ゼミ 

 

98 中川 あ、えー、そうなんだ。   

99 八代 そうなんですよ。   

100 中川 総合文化。   

101 八代 総合文化。   

102 中川 あ、そうなんだ。（あー）じゃ、え、むちゃくち

ゃ近いじゃない（近いですね）ですか、なんか。 

二人の

接点 
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 例 28では、前半のターン番号 92までは「大学生活」カテゴリーに含まれる「大学

の変化」という大話題が展開しており、93以降は「大学授業」カテゴリーに含まれる

「ゼミ」という大話題が展開している。前者では大学生協のシステムの変化について

話されており、「同じ大学に通っている者同士」、特にその変化が共有できるほど「長

く同じ大学にいる者同士」という関係性が、話題が展開する中で強調されていると考

えられる。そしてそのような関係性を強調しながら、システム変更に関わる戸惑いな

どを共有することで、友好的な関係を築いていると考えられた。例 28の後半における

「ゼミ」話題の展開についても、同じことがいえる。ただ母語場面では学年差が言及

されることも多く、そのような場合には「3 年生／4 年生」という非対称的な関係性

が、強調されることもあった。以下にその例を提示する。 

 

例 29. 接触経験の多い母語話者と少ない母語話者による「大学生活」話題の展開 

（母語場面-4） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

11 大木 尻切れトンボで。（うんうん）//今、りゅ、え、

普段どのぐらい、今、学校来られてるんです

か？ 

望田の

授業 

望田の

生活 

12 望田 えっとね、月金全休だから、火水木だけ。（あ

あ）うん。 

  

13 大木 結構入ってるって感じです？4年生。   

14 望田 そんなことない。でも、月金全休で、結構、で、

火水木も一日 2個ぐらいしかないから授業が。

（ああ）もう全然もう。 

  

15 大木 ああ、そうなんですね。   

16 望田 逆にもっと入れてよかったかなみたいな。（へ

ー）なんか、つまんないの、本当に。（へー）

なんか、バイトも、なんか、不定期だから、不

定期っていうか、もう夏、集中に夏あって、冬

にあってだから、ずっと定期的になくて。（あ

アルバ

イト 
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あ、そうですか、はい）だから、それまで土日

も超暇で、もう。（へー）学校の図書館に来て

ました、無駄に、なんか。ゼミのやったりとか。 

 

 上の例を見ると、学部 3年生の大木が 4年生の望田に対して、どのような学生生活

を送っているのか、質問をしている。望田には「4 年生として何かを教える」という

意識はなかったようだが、大木からは「いい機会なんで、色々聞いちゃおうと思いま

した」という語りが、フォローアップ・インタビューで聞かれた。ただこのような「3

年生／4年生」という関係性も、より詳しくは「同じ大学に通う 3年生と 4年生」で

あるといえ、やはりある程度の共通性は前提とされていると考えられた。「○○同士」

という同質の関係性を基盤とした非対称的な関係性の成立については、ジャロンウィ

ットカジョーン・加藤（2010）でも観察されている。その基盤に共通点が認められる

ことから、その「3年生／4年生」という非対称的な関係が、決して二項対立的な構図

（ジャロンウィットカジョーン・加藤 2010）を意味するものではないと、いえるだろ

う。以上のように母語場面には、同質の関係性を基盤としながら、共通点を探したり

相違点を伝えあったりする様子が、非常に多く確認できた。 

 

6.2.2  接触場面 Aにおける話題展開 

 接触場面 Aに有意に多かった話題は「経歴」「国事情」「旅行」である。「国事情」話

題が「日本人と中国人」という関係性に基づいて導入されることは、先にも述べた。

ただ、6. 1の例 22でも見たように、接触場面 Aには、お互いの国の事情や第三国の

事情について、自らの知っている情報や意見をお互いに交換する場面が多く見られた。

そのような場面を観察すると、必ずしもその話題展開が、「日本事情に精通している日

本人／中国事情に精通している中国人」という関係性を強調しているのではないこと

が、示唆された。以下に改めて、一つの例を提示する。 
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例 30. 接触経験の多い母語話者と多い非母語話者による「国事情」話題の展開 

（接触場面 A-1） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

246 中川 //わたしのね、中国人の友達で、（うん）な

んか、その子はいつもお化粧してなかったの

ね。 

中川の

中国人

友人 

中国と日

本の化粧 

247 トク あー。   

248 中川 うん。で、眉毛とかも、そんな剃ったりとか

してない感じかな。 

  

249 トク ん？ なっなんですか？   

250 中川 眉毛も（眉毛も）剃ったりしないで、（あー）

ま、ここはね、もちろん剃ってるけど、（は

い）なんか、全然いじってないの。（うーん）

で、マニキュアとかは時々してたのね。（あ

ー）で、「なんで化粧しないの？」って聞い

たら、なんか、自分の「彼氏が、化粧しない

でっていうから、しないんだ」って（あー）

言ってたのね。（あー）何か中国にはそうい

う子たちが結構いるのかなって思ったんです

けど。 

中国の 

化粧 

 

251 トク ああ、そうですね。結構（うん）、います。   

252 中川 ああ、そうなんだ。   

253 トク 結構います。   

254 中川 すっぴんの方がいいってこと？   

255 トク でも何か、大学に入ると違います。   

256 中川 ああ、そうなんだ<笑い>。   

257 トク うん、大学に入る前に多分、1年生（うん）、

ほんとに私大学にいたとき、何か見かけだけ

で分かる。この人何年生なのか。 

中国の

大学生 
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258 中川 あーーー。   

259 トク <笑い>ちょっと、高校、高校の勉強はきつい、

きついじゃないですか。 

  

260 中川 うん。   

261 トク だからみんな時間がなくて、その、そのまま

みんな大学に入って、1 年生のとき何もしな

くて（うん）、でも段々段々周りの人見て（う

ん）、先輩たち（うん）、2年生から多分変わ

るかもしれない。 

  

262 中川 あ、なるほどね。そうか。   

263 トク 段々化粧し始めて。   

264 中川 段々濃くなってく<笑い>。   

265 トク うんうんうんうん。<笑い>   

266 中川 そうなんだ。   

267 トク うん、そういう傾向。   

268 中川 ふーん。日本の大学は結構分からないね。1年

生でも、もう完璧にお化粧してる子とかいる

し。 

日本の

大学生 

 

269 トク でも何か、この前ニュース見てて（うん）、

日本では小学生も何か、これ、書くことでき

ますね。 

日本の

小学生 

 

 

 上の例では、接触経験の多い母語話者である中川が、自身の「中国人の友達」を紹

介することから話題を導入し、自らの知っている「中国人の化粧」に関する知識を提

供することで、その話題の展開に寄与している。また 268から、話題が日本の化粧事

情に展開したさいも、接触経験の多い非母語話者が 269で自身の知っている知識を提

供していることが分かる。このように接触場面 Aには、日本と中国に関する事情の話

題を展開しながら、必ずしも「日本事情に精通している日本人／中国事情に精通して

いる中国人」という関係性を強調しているわけではない様子が、確認できた。 

 「国事情」と同じく有意に多かった「旅行」話題についても、他の接触場面では、
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日本のおすすめの観光地を母語話者が教えるという展開などで、「日本事情に精通し

ている日本人／そうではない中国人」という関係性が強調されていることが多かった。

しかし接触場面 Aでは、「旅行」話題の展開の中で、お互いに知っている事情について

話し合うという場面が多かった。下に一つ、例を提示する。 

 

例 31. 接触経験の多い母語話者と多い非母語話者による「旅行」話題の展開 

（接触場面 A-8） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

128 ブン そう。//なんか、うん、中国行ったことある？ 

ない？ 

和木の

訪中 

旅行 

129 和木 中国はないんです。   

130 ブン ない、うん。   

131 和木 あと（うん）、そんなにわたし、なんか、韓

国は一度だけ行ったことあって。 

ブンの

訪韓 

 

132 ブン あ、わたしも 1回行った。 和木の

訪韓 

 

133 和木 本当？   

134 ブン どこ、どこ行ったんですか？   

135 和木 普通に多分、ソウルに。   

136 ブン ああ。   

137 和木 観光じゃなくって、（うん）わたしが小学生

のときに父親がずっと韓国で働いてて、（あ

あ）1回会いに（ああ）行って（ああ）、ちょ

っと会って帰ったみたいな感じで、あんまり

覚えてないんですけど。中国はまだ行ったこ

と（<笑い>）なくて。 

  

138 ブン わたし、なんか、何年、3年前、あ、何年前、

3年、3年前か、なんか、うん、学会で釜山、

釜山行って。 

ブンの

訪韓 
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 例 31では、非母語話者であるブンが和木に訪中経験を質問することから、話題が始

まっている。他の場面では一度訪中の話題が出た後に、非母語話者から母語話者への

アドバイス（訪問地や食事など）が続くことが多かった。しかし例 31では、訪中の話

題はすぐに立ち消え、お互いに訪問した経験のある韓国の話題が展開していた。例 31

の後も和木とブンは韓国についての話題を進め、お互いに知っている情報や経験につ

いて、話していた。このように接触場面 Aの「旅行」話題の展開では、どちらかが知

っている話題に固執するのではなく、お互いが共有しているような知識または経験に

ついて話されていることが多かった。そのため話題の展開を通して、「日本事情に精通

している日本人／そうではない中国人」などの非対称的な関係性が強調されているの

ではなく、「国事情や地域事情に興味を持つ者同士」という関係性が強調されていたと

考えられた。接触場面 Aに、「国事情」及び「旅行」のターン数が有意に多かったのも、

両者が情報や意見を出し合っていたからだと考えられよう。そのような両者の態度は、

6. 1で提示した参加形式の結果にも、表れていたといえる。また表 14で提示した大

話題カテゴリーごとの総ターン数だけでなく、「国事情」及び「旅行」の平均ターン数

も、接触場面 Aが他の場面よりも多かった４５。 

 他の大話題カテゴリーにおいても、接触場面 Aでは多くの共通点が強調されている

ことが、確認された。以下に示すのは、「大学授業」カテゴリーに含まれる「福田の留

学」話題と、「大学生活」カテゴリーに含まれる「学生生活」話題の展開例である。 

 

例 32. 接触経験の多い母語話者と多い非母語話者による「大学授業」及び「大学生

活」話題の展開（接触場面 A-6） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

240 リュウ うん？//向こうも、あの、留学行きましたか？ 福田の

留学 

福田の

留学 

241 福田 これから行くと思います。   

242 リュウ 大学 3年生。 学年  

243 福田 大学 3年生（ふーん）、まだまだ。   

244 リュウ でも、忙しい時期よね。   
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245 福田 そうです、いや、まだぎりぎり大丈夫かな。

（あー）4年生になったら、もう、就活が、だ

から、3 年生の終わりからは忙しいと思うん

ですけど。 

就職活

動 

 

246 リュウ ですね。//前も、あの、学部生から聞いて（え

え）、今、あの、まい、毎日何時間ね、ねむ

（あーあーあーあー）、でも、あれは、大体

みじ、短いでしょう、睡眠時間は。 

福田の

生活 

学生生

活 

247 福田 そうですよね、らしいですよね。   

248 リュウ でしょう。   

249 福田 嫌だ。   

250 リュウ 私もいつも、何か、かえ、何が変えれる… リュウ

の生活 

 

251 福田 あ、大変なんですね。   

252 リュウ そう。みんなも一緒です、一緒です、大丈夫

大丈夫と。 

  

253 福田 学生も忙しいですよね、なかなか。   

 

 母語話者の福田は例中でも述べているように学部 3年生であり、非母語話者のリュ

ウは大学院生である。後で提示することとするが、他の場面ではこのように学年の話

になったさいに、「学部生／大学院生」という非対称的な関係を強調しながら、その相

違点について話すことがあった。しかし上の例 32 を見て分かるとおり、ターン番号

244でリュウは「忙しい時期よね」というように、相手の忙しさに理解を示している。

さらに 252で「みんなも一緒です」と述べることで、両者が忙しさを共有しているこ

とを強調している。そのような話題展開を通し、「学部生／大学院生」という非対称的

な関係ではなく、「学生同士」という同質の関係性が強調されていることは、253の母

語話者の発話からもうかがえる。「社会人」と対比される「学生」として、両者を位置

付けながら、話題はこの後「学生と社会人」に移っていった。 

以上が接触場面 Aにおける、話題展開についてである。見てきたように、接触場面

Aでは「国事情」及び「旅行」話題の展開において、「日本事情に精通している日本人
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／そうではない中国人」という国籍に基づく関係性が、必ずしも強調されていたわけ

ではなかった。その代わりに強調されていたのは、「国事情や地域事情に興味を持つ者

同士」という関係性だったと考えられた。また他の大話題カテゴリーの展開において

も、「学生同士」などの同質の関係性が強調されていることが多かったのが、接触場面

Aの特徴だった。 

 

6.2.3  接触場面 Bにおける話題展開 

接触経験の多い母語話者と少ない非母語話者間の接触場面 Bに有意に多かったのは、

「基本情報」「大学授業」「その他」である。「大学授業」については、先の例 28に、

母語場面における展開の様子を提示し、母語話者同士が「同じ大学に通っている者同

士」という関係性を強調しながら、多くの共通点を確認する様子を見た。また例 29で

は、母語場面で同質の関係性を基盤としながら「先輩／後輩」という非対称的な関係

が強調されている例も、提示した。接触場面 Bでも同様の例が観察されたので、以下

に提示することとする。 

 

例 33. 接触経験の多い母語話者と少ない非母語話者による「大学授業」話題の展開 

（接触場面 B-2（再掲）） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

45 白鳥 //日本語教育、え、ゼミ、誰ですか？ 指導 

教員 

ハクの

ゼミ 

46 ハク あ、【講師名】ゼミです。【講師名】ゼミで。   

47 白鳥 大変ですね。（あっはは）「大変」と、（だと、

ふふふ）噂はかねがね。 

  

48 ハク でも、すごく良い方。（うー）すごく。1回授

業を受けただけで、もう、すごく勉強になる

ので、（ほおー）すごく、えん、運がよ、（あ

ー、あっ）良いと思います。（ほんとですか） 

  

49 白鳥 あの、ポライトネス。   

50 ハク そうです。（うーん）   
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51 白鳥 もう、テーマとか決まってますか？ 研究テ

ーマ 

 

52 ハク テーマは、まあま、1年生なので、（うん）そ

こまでせ、あれー、そこまで決まっていない

んですけど、（うん）先週かえって、（うん）

せんしゅうかえ、あ、テーマを代えて（あー）

1回発表したんですけど。（うー）前よりも、

前のテーマよりもできてないっていう感じ

で、（へえ）また、前のテーマにしよっかなと

思ってる時点（あー）ですね。 

  

 

 上の例では、大学院進学を考えている白鳥が、大学院修士 1年生のハクに対して、

ゼミや研究テーマについて質問している。ハクが一つ一つの質問に丁寧に答えている

様子が、それぞれの発話の長さからも読み取れる。ここで両者は、母語場面の例 29と

同様に、「先輩／後輩」として主に先輩が情報提供を行っていると考えられた。ただ、

大学院進学を考えており、ハクの指導教官についても知っていた白鳥は、ターン番号

47 や 49 で両者に共通していると考えられる情報を提示しながら、その共通性を確認

している。接触場面 Bの「大学授業」話題には他にも、中国への留学を控えていた三

島と平山に対して、非母語話者がアドバイスをする様子が見られた。それについても

例 33 と同様に、基本的には非母語話者が話し手としてアドバイスを送っていた一方

で、話題展開の中で多くの共通性が確認されていた。接触場面 Bで非母語話者が話し

手となることが多かったことは、6. 1. 6の表 26で提示した結果とも、一致する。 

 また他の大話題カテゴリーの展開でも、接触場面 Aや例 33と同様に、同質の関係性

が強調されていることが多く確認された。例えば以下は、「旅行」話題の展開例である。 

 

例 34. 接触経験の多い母語話者と少ない非母語話者による「旅行」話題の展開 

（接触場面 B-5） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

151 三島 ええー。//え、北京行ったことありますか？ 北京滞 コウの中
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在経験 国旅行 

152 コウ あ、あります。   

153 三島 あるんですか？   

154 コウ でも子どものとき。   

155 三島 ああ。え、上海あります？ 上海滞

在経験 

 

156 コウ 上海も行ったことがあります。   

157 三島 え、すごい。   

158 コウ えっとー、上海、そして、あ、私の、なんか、

一緒に大学の友だちは、もともと四川の人、

（うーん）でも上海で（大学。仕事）仕事、

と、はい、大学は四川。でも、なんか、ほか

の、ほかの町、なんかもっと大きな国際みた

いな町に行きたいから、（ああ）はい、そし

て上海に行って、はい、今、はい、仕事をや

って、今、上海で暮らしてます。（へえー）

そして私、あの、友だち、なんか、あ、一緒

になんか遊び、見に、一緒に会って遊び、そ

して、はい、上海に行きました。（ええー）

まあ、上海も、なんかすごい。 

  

159 三島 上海 3回行ってて。   

 

 上の例は、「コウの中国旅行」という話題の展開例である。三島は中国への滞在経験

があり、北京にも上海にも複数回行ったことがある。ここで三島は、「北京行ったこと

ありますか?」「上海あります?」という質問をコウに投げかけ共通点を見つけることで、

「同じ都市に滞在したことがある者同士」として、話題を展開しようとしていると考

えられる。結果としてコウが、一度上海に行ったことがあることが分かり、159 以降

では二人で共有している上海料理について、話題が展開していた。 

 以上見てきたように、接触場面 Bにおいても母語場面及び接触場面 Aと同様に、同

質の関係性が強調されている様子が多く観察された。しかし母語場面及び接触場面 A
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との相違点として、接触場面 Bでは例 33や例 34のように、ほとんどの場合で母語話

者が両者の共通点を指摘し、同質の関係性を強調していたことが挙げられる。そして

接触経験の少ない非母語話者には、非対称的な関係を前提としていると考えられる話

題展開の様子も、観察することができた。以下がその例である。 

 

例 35. 接触経験の多い母語話者と少ない非母語話者による「大学授業」話題の展開 

（接触場面 B-6） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

45 平山 //何か、今年の夏は、でも、ショートビジット

で（うん）ちょっと行こうかなって。 

平山の

留学 

平山の

留学 

46 リョウ あ、中国も？   

47 平山 そう。北京で。語言大？【大学名】っていうと

ころで。 

大学  

48 リョウ 1カ月？ 期間  

49 平山 1カ月半ぐらい。（ふーん）行こっかなって思

ってて。 

  

50 リョウ な、夏のときに？それとも冬のとき？ 季節  

51 平山 そう、夏のとき。   

52 リョウ あー、やっぱり。   

53 平山 うん。<笑い>   

54 リョウ ふ、冬のとき、寒いよ。 気候  

55 平山 あ、そうなんだ。   

 

 上記の例では「平山の留学」という話題が展開しているが、特に両者の共通性は確

認されず、非母語話者であるリョウが一方的にアドバイスを伝えるだけで、話題が終

わっていた。ターン番号 52や 54の発話内容からは、リョウが「北京の事情に精通し

ている者」として話題を展開していることがうかがる。平山に中国滞在経験を確認し

たところ、平山は冬の北京に滞在したことがあり、その寒さも知っていた。なぜその

寒さを知っている旨を発言しなかったのかについては、明確な答えは得られなかった

が、それはリュウが自身を「北京の事情に精通する者と」位置付けながら、平山を「北
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京の事情を知らない者」として位置付けたからだと、推察できよう。つまり、非母語

話者による「北京の事情を知らない者」に対する相手の親切なアドバイスに対して、

わざわざその想定を否定するような発言（「知っています、寒いですよね」など）を控

えたのではないだろうか。接触場面 Bの非母語話者は接触経験の少ない者であり、こ

れまで母語話者と雑談した経験が少ない。そのため、これまで話したことのある限ら

れた母語話者の中には、中国事情に詳しい者がいなかった可能性も考えられる。そう

であれば、接触経験の少ない非母語話者が相手を「中国（北京）事情を知らない者」

と位置付けることが多かったのは、多様な母語話者と話したことのない、接触経験の

少なさに起因するとも考えられよう。 

 以上が接触場面 Bについてである。話題展開の中で、母語話者の発話をきっかけと

して同質の関係性が強調されることが多いこと、一方で非母語話者には、固定的で非

対称的な関係を想定して話題展開する者もいることを、指摘した。 

 

6.2.4  接触場面 Cにおける話題展開 

 続く接触場面 Cに有意に多かったのは、「基本情報」「国事情」「進路」の三つの話題

カテゴリーである。「国事情」話題については、接触場面 Aからの例 30を見ながら、

当該場面で「日本事情に精通している日本人／中国事情に精通している中国人」とい

う関係性が、必ずしも強調されているわけではないことを指摘した。それは両者が、

「相手国の事情を知らない者」として振る舞うのではなく、自らの知っている相手国

の情報を積極的に提供していたためだった。接触場面 Cの「国事情」話題の展開を分

析したところ、接触経験の少ない母語話者の振る舞いに、接触場面 Aの接触経験の多

い母語話者との違いが確認された。以下がその例である。 

 

例 36. 接触経験の少ない母語話者と多い非母語話者による「国事情」話題の展開 

（接触場面 C-3） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

142 ムウ うーん。//日本のお米っておいしいですね。 日本の

米 

日本の

食事 

143 佐藤 え、そうですか。   



212 

 

144 ムウ はい。（えー、だって）おいしいし、違いま

すね。 

  

145 佐藤 中国と？   

146 ムウ うん。大学のときに、（はい）なんか、日本

で結構なんか留学したことある先生から言わ

れたんですけど、中国のお米って、なんかふ

んでも一緒に洗わないって。（へえ）日本の

お米って、すごいなんかね、なんていうんで

すか、すごいなんか、うーん、ちょっと表現

できないですけど、（うーん）なんかすごい、

ゲン、なんていうんですか、もう普通に食べ

てておいしいと思うんですけど。 

  

147 佐藤 へえー。（はい）なんか日本人、（はい）食

べるのがすごくみんな好きで、（はい、好き

です、すごい）だから食べ物に、（はい）こ

だわりというか。 

  

148 ムウ こだわってて、しかもなんか、料理とかがす

ごいきれいですね。 

  

149 佐藤 ああ、盛り付けとかが。   

150 ムウ はい、盛り付けとかがすごいこだわってるの

で、はい。//うーん、中国だと、私の、（は

い）なんか実家とかのところは、やっぱり料

理がちょっと油っぽいですね。（うーん）そ

して、なんか塩分が結構入ってる（ああ）感

じなんで。うん。 

中華料

理 

中華料

理 

151 佐藤 なんか料理の味も、（はい）中国は違いが（は

い）ある…？ 

地方差  

152 ムウ 違いがあります。やっぱ北と（北京）南で分

かれてるんですけど。（ああ）私、個人的な

意見かもしらないですが、北のほうが結構、
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なんかしょっぱくて辛いものが好きなんです

けど、南のほうがやっぱり甘い、（へえ）う

ーん。 

 

 上記の例では接触経験の少ない佐藤と多いムウが、まず「日本の食事」という話題

を展開している。「日本の食事」は日本事情であるが、ムウが積極的に自身の体験や知

識を提供していることが、見て取れる。これは接触場面 Aと同じである。話題は次に

「中華料理」に移るが、ここではムウが中国事情について話し話題を展開させるばか

りで、佐藤はほとんど体験や知識を提供することがなかった。そのため、接触場面 A

には見られなかった「中国事情に精通している中国人／そうではない日本人」という

関係性が、この話題展開を通じて強調されているように考えられた。 

 もう一つ有意に多かった「進路」話題については、両者が就職活動をしているペア

はなく、就職活動をしている話者がもう一方に、その状況などを伝えるという話題展

開が多かった。ただそのような場合でも、例えば下の例のように、接触経験の多い非

母語話者が積極的に相手との共通点を強調する場面が見られた。 

 

例 37. 接触経験の少ない母語話者と多い非母語話者による「進路」話題の展開 

（接触場面 C-6） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

103 カイ ふーん。（<笑い>）//何か、就職、どの、

あの、どの企業、業界？今。あのー。 

原島の進

路 

原島の就

職活動 

104 原島 何か、えっと、まあ、銀行とか、あとー、

し」ゅ、何。食品メーカーとか。 

  

105 カイ メーカー。はい。   

106 原島 見てるんですけど。で、何か、最初は食品

メーカーの営業がいいなと思ってたんで

すけど、でも、そのー、食品メーカーの営

業の仕事を知って。例えばですね。 

営業  

107 カイ おー<笑い>   
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108 原島 スーパーとかで。   

109 カイ あー、分かりました。   

110 原島 に、あのー。   

111 カイ あ、あ、転勤に。やっぱり転勤じゃなくて、

最初の、何か、最初の何年間、何か、スー

パーで、（あ）あ、何か。 

  

112 原島 スーパーで働くことはないんですけど、ス

ーパーに物を売らなきゃいけないじゃな

いですか。（うん、うん）メーカーの人が。

で、そのために、まあ、スーパーの人と、

あのー、価格の（うん、うん、うん）取決

めっていうのかな。価格の相談？ 

スーパー  

113 カイ 価格、分かります。   

114 原島 とかしたりとか。あと、売り場を、（うん）

こう、見て。 

  

115 カイ うん。   

116 原島 「もっとこうしたら売れるんじゃないか」

とか。 

  

117 カイ あ、じゃあ意見とか出したり？   

118 原島 そう。（うん）何か、そういうことをする

んですけど。自分のとこの商品を（<笑い

>）たくさん売るために。でも、「それをや

りたいんですか？」って、キャリアカウン

セラーに（あー）言われて、（はい）「う

ーん。それがやりたいのか、ちょっとよく

分かんないな」ってなってて、（はい）今、

困ってます。 

キャリア

カウンセ

ラー 

 

119 カイ はい<笑い>やってみないと分からないで

すよね。それに心配とか。 

  

120 原島 うーん。でも、何か、ずっとそれをやるの   
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は、ちょっと。 

121 カイ つまらない？<笑い>   

122 原島 つま、つまんないし、きついかもと思って

<笑い> 

  

123 カイ うん、うん、うん。//今、バイトは、あの

ー、スーパーでバイトしてます。 

カイのア

ルバイト 

カイのア

ルバイト 

124 原島 //あ、私も。 原島のア

ルバイト 

原島のア

ルバイト 

125 カイ え、あ、何て？え、どこですか？ 場所  

 

 例 37を見ると、ターン番号 103から始まる「原島の就職活動」話題内では、原島が

自らの就職活動の状況について話しており、非母語話者のカイは主に聞き手に回って

いる。ただその展開の中で、共通点となりそうな事柄（スーパーでのアルバイト経験）

を探し、123でその話題を導入している。このように接触経験の多い非母語話者には、

接触場面 Aでも見たように、話題を展開しながら自らが情報提供できるようなことを

探したり、相手との共通点を積極的に強調しようとしたりする様子が、観察できた。

この後二人は、スーパーのアルバイトについて多くの共通点を確認しながら、「スーパ

ーでアルバイトをしている者同士」という同質の関係性を強調したと考えられた。 

 以上が接触場面 Cについてである。接触場面 Cの接触経験の多い非母語話者には、

接触場面 Bの接触経験の多い母語話者と同様の特徴が見られた。それはつまり、自ら

の持っている情報や意見を積極的に出しながら、相手との共通点を探り、それを強調

しようとする様子である。 

 

6.2.5  接触場面 Dにおける話題展開 

 最後に接触場面 Dの話題展開について、見ていきたい。接触場面 Dに有意に多かっ

たのは、「基本情報」「言語」「旅行」「その他」の四つである。そして接触場面 Dの「言

語」話題の展開においては、「母語話者／非母語話者」という関係性が強調されている

と考えられる場面が観察された。例えば 5. 1で例 13として提示した例が、そのよう

な場面である。以下にその展開の様子も含めて、再掲する。 
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例 38. 接触経験の少ない母語話者と少ない非母語話者による「基本情報」及び「言語」

話題の展開（接触場面 D-5） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

1 コウ //私、【コウ姓名】と申します。 コウ 

姓名 

姓名 

2 内之倉 コウさん。   

3 コウ はい。え。   

4 内之倉 【内之倉姓名】です。 内之倉

姓名 

 

5 コウ はい、内之倉さんですね。（はい）はい。//こ

の苗字は珍しいですか？ 

日本人

の姓名 

日本語と

中国語の

漢字 

6 内之倉 いや、珍しくはないと思います。結構ありま

す。 

  

7 コウ はい。//なんか日本人の苗字とか、（はい）え

っと、ば、場所の名前とか、駅、あの、例え

ば地下、え、でし、え、地下鉄とか電車とか、

その駅の名前とか、（うん）なんか、そういう、

いうなんか、特別な（うん）読み方です。な

んか。 

漢字の 

読み方 

 

8 内之倉 ああー、珍しい読み方。   

9 コウ うん、そう、そうです。   

10 内之倉 ありますね。   

11 コウ 例えば私、最初は、例えばミタ、あー、ミタ、

例えばこの漢字は、（うん）あ、う、ウチです

よね。でも、ナイ。（ああ、ナイ）ナイ、な、

内容の、内容のも、発音ありますよね（あり

ます、あります）でも、例えばそのとき、え、

うー、ウチとか、内容のナイとか、（うん）ど
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っちの発音ですかって、（うーん）私分かんな

い。（ああーそっか。そうですね）そして、な

んか上ですよね。上、なんか、カミの（うん）

発音もあるですよね。（ああー、はいはいはい

はい）でも、どうしてここでウエの発音を使

ってる、使いますかって、どしけ、ど、ど、

あ、はい、どうしてこっちはカミの発音です

かって、私、分かんない。 

 

 話題の導入場面としても提示したが、その展開の仕方を見ても、やはり当該話題の

展開を通して話者間の「母語話者と非母語話者」という関係性が強調されていると考

えられた。また上の例では非母語話者が積極的に話題を展開し、相手を「母語話者」

として捉えながら、日本語学習に関する質問を投げかけている。一方で接触経験の少

ない母語話者についても、相手を「非母語話者」として捉えて話題を展開している様

子が、確認された。下の例を見てみよう。 

 

例 39. 接触経験の少ない母語話者と少ない非母語話者による「言語」話題の展開 

（接触場面 D-8） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

83 若菜 //日本語の勉、そうか、日本語の勉強してる

んですよね。 

チンの日

本語 

チンの日

本語 

84 チン うん、専門ですね。専門です。（はあ）3年間

くらいもう勉強しました。 

期間  

85 若菜 え、もうやってるんですか？   

86 チン うん。   

87 若菜 え、じゃあ、もう漢字は書けるし。 漢字  

88 チン うん。   

89 若菜 わー、すごいですね。へえ。   

90 チン でも、読み方分か、分からないじゃ駄目です   
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よね。 

91 若菜 あ、読み方ですか。漢字の。   

92 チン うんうんうん。   

93 若菜 いっぱいありますもんね。なんか、中国語と

紛らわしくないですか？ 

中国語と

の混同 

 

94 チン ああ。紛らわしい。   

95 若菜 似てるから。なんか。   

96 チン しないですね、しない。   

97 若菜 大丈夫？   

98 チン うん。   

99 若菜 へえ。   

  

上の例 39では、接触経験の少ない母語話者である若菜が「日本語の勉強してるんで

すよね」という発話により話題を導入し、相手の学習経験などについて質問している。

話題展開にあたっては、「すごいですね」など相手を評価する発話も確認できる。この

ような評価の発話については、「母語話者／非母語話者」の固定的な関係性を強化する

として、注意を促されることも多い（Ohri2006など）。 

同様に「国事情」及び「旅行」話題の展開においても、「日本事情に精通している日

本人／中国事情に精通している中国人」という固定的な関係性が、強調されていると

考えられる場面が多く見られた。以下がその内の一つである。 

 

例 40. 接触経験の少ない母語話者と少ない非母語話者による「国事情」話題の展開 

（接触場面 D-6） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

79 原島 //え、中国で 1番人気な日本のアニメは何

ですか？ 

中国 

事情 

中国で人気

のアニメ 

80 リョウ まあ、年によって（あー）違うんです。う

ーん。全体的にから見ると、美少女戦士セ

ーラームーンとか。 
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81 原島 あー。そうなんだ。   

82 リョウ あと、ドラえもんとか、（あー）ワンピー

スも（うん）もちろん人気あるし。まあ、

もうちょっと 10年前ぐらい（うん）BLEACH

も。あとは。 

  

83 原島 あ、BLEACH。あー、はい、はい。   

84 リョウ うん。   

85 原島 えー、NARUTOは？   

86 リョウ NARUTO？   

87 原島 うん。NARUTOはそんなでもない？   

 

 上記の例では、「中国で 1番人気な日本のアニメは何ですか？」という母語話者の問

いから、非母語話者が色々なアニメを挙げている。ただ母語話者からは何の情報も見

られなかったため、一方的に情報が非母語話者から母語話者に提供されるだけで、話

題が展開していた。 

 他の大話題カテゴリーの展開についても、他の場面との大きな違いが見られた。先

に接触場面 Aにおける、学部生と大学院生の生活に関する話題の展開例を、例 32と

して提示した。似通った話題が接触場面 Dでも見られたので、下に提示したい。 

 

例 41. 接触経験の少ない母語話者と少ない非母語話者による「大学授業」「基本情

報」「大学生活」話題の展開（接触場面 D-7） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

58 ナン 3 年生ですか。//授業はそんなに多くないです

ね。 

古富の 

授業 

古富の

授業 

59 古富 うーん、でも、思ったより多いです。   

60 ナン あ、そうなんですか？   

61 古富 うーん。思ったより多くて（うん）、それで、

まあ、今年から、【大学名】、クオーター制に

なったじゃないですか（はい）、何か、学期が
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四つになって。（ああ）で、それで、だから、

ちょっと課題が増えて（はい）、ちょっと大変、

それが。（ふーん）//大学院ですか？ 

 

 

ナンの 

学年 

 

 

基本 

情報 

62 ナン うん。（はー）えーと、大学院 1年生です。（あ

ー）うーん。//へー。みんなは、まあ、院生の

みんなは毎日、何というか、「学部のみんなは

いいね」って。 

 

ナンの大

学生活 

 

学部生

と院生 

63 古富 えー。   

64 ナン まあ…。   

65 古富 院生、大変ですか？ 院生  

66 ナン 大変ですよ。（ふーん）毎日、コンピューター

と（うーん）戦う、そういう感じ。 

  

67 古富 戦う。   

68 ナン うん。（ふーん）レポートは多いです、うん。

まあ、大変ですよ。（うーん）何というか、研

究ということじゃなくて、授業の準備とか（ふ

ーん）、宿題とか（あー）、いろいろがありま

す。（ふーん）別のコースは、まあ、楽そう（う

ーん）、楽そうですけど（うん）、まあ、日本

語教育、まあ、専門教室は（うん）、ちょっと、

何というか、じぶ、自分だけの感じですか（う

ーん）、まあ、ほんとに大変ですよ（ふーん）、

うん。まあ、日本語が、何というか、ものすご

く上手な（うーん）人もいますし、自分がなか

なか（うーん）上手ではないから（うーん）、

まあ、自分だけの感じかな。 

  

 

 例 32として提示したように、接触場面 Aでは「学部生／大学院生」という非対称的

な関係ではなく、「学生同士」という同質の関係を強調しながら話題が展開されていた。
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しかし接触場面 Dの上の例 41では、ナンによるターン番号 58の「授業はそんなに多

くないですね」や「院生のみんなは毎日、何というか、「学部のみんなはいいね」って。」

という発話により、「学部生／大学院生」という非対称的な関係が強調されていると考

えられた。 

 以上が接触場面 D についてである。接触場面 D では特徴的に、「母語話者／非母語

話者」「日本事情に精通している日本人／中国事情に精通している中国人」「学部生／

大学院生」などの非対称的な関係が、話題展開を通して強調されていた。 

 

6.2.6  会話展開の内容分析のまとめ 

 本節では各会話でどのように話題が展開されていたのか、特にそこで強調されてい

る関係性に注目して、分析した。主な結果としては、母語場面と接触場面 Aでは同質

の関係性が強調されることが多かった。接触場面 B及び接触場面 Cでは、それぞれ接

触経験の多い母語話者と非母語話者により、話題展開の中で共通点が指摘される様子

が観察され、同質の関係性が強調されていたと考えられた。ただ一方で、両場面にお

ける接触経験の少ない母語話者及び非母語話者は、非対称的な関係を想定していると

考えられた。接触経験の少ない者同士の接触場面 Dでは、非対称的な関係が想定さ

れ、話題展開を通して強調されることが、特徴的に観察された。ただ先にも述べたと

おり、本節の結果は質的分析による結果であるため、これだけで一般化することはで

きない。また話者間の関係性の強調には、各話者群内の個人差や、二者間の相性も大

きく影響するだろう。上記のような特徴的な談話例は観察されたものの、これからも

分析対象を増やしながら、慎重に検討していく必要がある。 
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第7章  総合的考察 
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 第 5章及び第 6章で、本研究の分析結果を見てきた。本章では、第 1章で提示した

共生日本語の形成過程に観察されるという協働の観点から、それらの分析結果を捉え

直し、両者にどのような協働が見られるのか、またその協働をどのように学習してい

るのか、考察していきたい。ここに確認のため、岡崎敏雄（1994）が挙げた三つの協

働を、再掲する。 

 

①相互調整行動…「やり取りの維持」に関わる行動 

例）単語の意味を確認、互いの理解を確認、会話の保持に意識を払いながら話

題を選ぶ 

②配慮行動…相互調整行動により維持される会話をより育成していくために、接

触場面特有の会話のあり方を新たに創造する行動であり、コミュニティにおけ

る共生を容易にするような歩み寄り 

例）母語話者同士で会話する場合とは異なる「相手の意見に率直に自分の意見

を言う」という行動 

③円滑化行動…より文化的な基礎に根ざした発話行為における相互の歩み寄り 

例）「断る」ときに、非母語話者が母語話者との間に積極的に円滑な環境を作ろ

うとして、主体的に母語と異なる発話行為を創り出すこと 

（岡崎敏雄 1994、p.65-71から部分的に抜粋。文言は杉原（2010）も参考とした） 

 

 相互調整行動とはつまり、それがなければ会話が中断してしまい、ときに会話が終

わってしまうような、やり取りを維持するための行動である。そして配慮行動は、会

話の中断及び終了を防ぐためではなく、両者がその会話に、より参加しやすくなるよ

うな、より話しやすくなるような行動だといえる。三つ目の円滑化行動は配慮行動と

似ているが、特に発話行為において、自らの母語の規範に固執せず、円滑な環境を作

るための行動だといえる。発話行為については注 5にも記したが、「発話とそれに伴う

行為」（内田 2003、p.255）を意味する。代表的な研究である Searle（1969）では、断

定型（Assertives）、行為指示型（Directives）、行為拘束型（Commisives）、感情表出

型（Expressives）、宣言型（Declarations）の五つの類型が提示されている。それら

の発話行為は「より文化的な基礎に根差し」ていると考えられるため、これまで多く

の研究が、日本語と他言語の謝罪や依頼を比較し分析してきた。円滑化行動とはそれ
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ら発話行為において、自らの母語場面（日本語母語話者は日本語母語場面、中国語母

語話者は中国語母語場面）の規範に固執せず、主体的に母語と異なる発話行為を創り

出すことである。 

そして、これら三つの行動が観察されるような接触場面において、その場その場で

共生日本語は形成されていくと、考えられる。以下では、分析対象とした接触場面で

どのような相互調整行動、配慮行動、円滑化行動が観察されたのか、順に見ていきた

い。そして接触経験の多寡による違いを見ながら、接触経験を通じて、どのように両

者の協働が変化したのか、考察したい。 

 また、岡崎敏雄（1994）が提言した上記の協働は、一方的に相手に配慮することだ

けではなく、双方のためにやり取りを続け、双方にとって共生しやすい環境を作って

いくための協働だと考えられる。そしてそこには、必ずしも直接相手の利益を志向し

ているわけではないような行動も、含まれるだろう。本研究で注目した話題導入及び

話題展開の分析からは、自分の話したいと思う話題を導入したり、自分の聞きたいこ

とを聞いたりするという行動も、観察された。そのような自身の利益を志向するよう

な行動も、双方にとって共生しやすい環境を作るためには、ときに必要である。特に

雑談会話の生起及び維持には、第 3章でも述べたとおり WTC（Willing to Communicate、

MacIntyre他 1998）が大きく影響するため、自身の WTCを高めるための行動も必要と

なってくる。そこで以下の考察では、第 3章の予備調査で用いた「相手利益／自己利

益／双方利益」という観点を用いて、協働を整理していきたい。接触場面の話題導入

及び話題展開に見られる協働が、それぞれ相手のための行動なのか、自分のための行

動なのか、双方のための行動なのか整理することで、どのような意識が協働を生起さ

せているのかに、迫りたい４６。それでは以下、相互調整行動、配慮行動、円滑化行動

の順に考察する。そして最後の 7. 4では、本研究で観察された協働によって、どのよ

うにして岡崎敏雄（2003）が唱える異なりの内在的統合が実現できるのか、考察した

い。 
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7.1 相互調整行動について 

 まず「やり取りの維持」に関わる相互調整行動は、それがなければ会話が中断して

しまうような、協働を意味する。本研究で扱った項目では、5. 1で分析した話題導入

に伴う言語形式と、5. 2で分析した話題導入の内容が関係すると考えられた。 

 話題導入における形式に関しては、相手が戸惑うような唐突な話題導入は、やり取

りを一時的に止めてしまう可能性があるだろう。5. 1で見たとおり、母語話者には自

他の終了表現後に話題を転換する協働的転換が、多い結果となった。これは、様々な

話題が導入されうる雑談会話において、母語話者が話題間のつながりや切れ目を明確

にし、相手が戸惑わないように配慮しているためと考えられる。そのため、円滑な話

題導入に必要な話題転換表現の使用は、相手利益の相互調整行動として、位置付ける

ことができる。また、たとえ一方的転換及び突発的転換の場合であっても、母語話者

のそれらの話題転換には、唐突な印象につながりにくい特徴が観察された。ただこの

相互調整行動については、接触経験の多寡による母語話者の違いは見られず、母語場

面と接触場面の間でも特に違いは見られなかった。そのため、相手利益の相互調整行

動とは考えられるものの、場面や相手に応じて調整されるものではないと考えられた。

さらに、予備調査でもフォローアップ・インタビューでもその意識は語られなかった

ため、母語話者はこれらの円滑な話題転換に資する話題転換表現を、意識的に用いて

いるわけではないことが示唆された。 

 非母語話者には、話題転換表現の使用について、接触経験の多寡による違いが観察

された。分析結果によると、接触経験の少ない非母語話者が唐突な印象につながりや

すい話題転換を多く起こしていた一方で、接触経験の多い非母語話者の話題転換には、

そのような危険性が少ないことが示唆された。たとえ相手が母語話者であっても、唐

突な話題転換は、そのやり取りを一時的に止めてしまう可能性がある。そのため非母

語話者は、自らの話題転換が与える印象の円滑さに、注意を払う必要があるだろう。

本研究では、接触経験の多寡による非母語話者の違いが確認されたことから、非母語

話者が母語話者との接触経験を通じて、円滑な話題転換の方法を学習している可能性

が示唆された。ただ、円滑な話題転換の方法については、近藤（2009）も主張してい

るように、明示的教育も有効であると考えられる。本研究の非母語話者協力者が教室

で学んだと回答した「そういえば」や「ところで」などの、限られた話題開始表現だ

けではなく、本研究のデータで観察されたような終了表現及び開始表現を、文脈とと
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もに教室で扱っていくことが可能だろう。 

 続いて 5. 2で分析した話題導入の内容については、岡崎敏雄（1994）も相互調整行

動の一例として、「会話の保持に意識を払いながら話題を選ぶ」を挙げている。予備調

査ではそのとおり、「相手の日本語レベルに合わせた話題を導入する」という語りを、

母語話者から聞くことができた。これは非母語話者の日本語レベルに配慮した、母語

話者による相手利益の相互調整行動として、捉えることができる。会話後のフォロー

アップ・インタビューでは、接触経験の多い母語話者から、「相手が中国人なので、中

国のこととか日本の旅行のこととかの方が話しやすいかな、なんか答えられるかなと

思って、意識しました」という語り（語り 61）を聞くことができた。この語りから当

該話者が、相手国及び日本の旅行の話題は相手にとって難易度が低く、答えやすいと

考えていることがうかがえる。接触経験の多い母語話者には「国事情・言語」話題の

導入が多かったが、その頻度の高さには、このような相手利益の相互調整行動も影響

していたと考えられる。一方の接触経験の少ない母語話者からは、話題の難易度と相

手の日本語レベルの関連についての意識は、特に聞かれなかった。ただこれには、本

研究の協力者が全て上級日本語学習者であることも、影響していると考えられる。つ

まり非母語話者の日本語レベルが上級だったために、やり取りを維持するために簡単

な話題を選択する必要性が、低かったのだと考えられる。日本語レベルが初級や中級

のものを協力者とすれば、また異なる結果が得られるだろうことに、留意する必要が

ある。 

一方の非母語話者からは、相手がやり取りに付いてこられるように、話題を調整す

るといった行動は見られなかった。これは非母語話者の相手が母語話者だったからだ

と、考えられる。ただ、これが非母語話者同士の日本語会話であり、そこに日本語レ

ベルの差があれば、母語話者と同様に非母語話者からも、相手の日本語レベルを考慮

した話題調整行動は観察されるかもしれない。また、相手のために話題を調整すると

いう行動は観察されなかったが、自分のためにそれを調整するという語りを、非母語

話者からは聞くことができた。それは 5. 2. 2で見た、接触経験の少ない非母語話者

による「自分が非母語話者だからまあ、簡単な話をしようかという感じ」という語り

である。上級日本語学習者ではあるものの、話題による得手不得手はあるだろう。例

えば専門用語が多く自信がない話題については、その導入を避けるという可能性が考

えられる。フォローアップ・インタビューでは、会話中の具体的な話題には言及され
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なかったものの、「自分の専門」や「ニュースとかじゃなくて生活のこと」という話題

が、簡単な話題として挙げられた。それが相手のためではなく、自分のための行動で

あるため、これは自己利益の相互調整行動として、捉えることができるだろう。本研

究で扱った二者間の会話では、どちらかの話者が参加できなければ、そこでやり取り

が終わってしまう。そのため、ある話題にどちらかが参加できないことが判明すれば、

その時点で別の話題が選択されることが多いだろう。しかし、三者以上の話者が参加

する会話では、非母語話者がその話題に参加できなくとも、当該話題が進行し続ける

ことがありうる。そのような事態を想定すれば、ここで見られたように自分の得意な

話題を導入することは、非母語話者が母語話者との会話を継続し、接触経験を積むた

めに、有効だと考えられる。 

 また話題導入の内容ではないものの、母語話者からはフォローアップ・インタビュ

ーで、非母語話者とのやり取りを続けるために「積極的に話題を導入した」という語

りが多く聞かれた。これはやり取り自体を続けるための行動であり、双方利益の相互

調整行動の一つとして捉えることができる。三牧（1999）も主張しているように、母

語場面の大学生同士の初対面会話では、「何を話すべきか、何を話すべきではないか」

という規範意識が共有されている。本研究の母語場面の会話でも、会話中に話者が導

入する話題に迷い沈黙することは、ほとんどなかった。フォローアップ・インタビュ

ーでも、母語場面については「何を話すべきか分からない」という旨の語りは聞かれ

なかった。しかし、一方の接触場面については、母語話者と非母語話者の両者から「何

を話すべきか分からない」という旨の語りが聞かれ、次の話題を考えながら会話を進

めていた話者が多いことが明らかになった。そして 5.2でも述べたように、初対面会

話の開始 5分に当たるステージ 1では、短い沈黙の後に母語話者が話題を導入するこ

とが多かった。これは加藤（2006）が主張しているような、「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」である、「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」（p.12）という規範意識の表れであると、考えられる。本研究では接触経験の多寡

による差は特に見られなかったが、母語話者が非母語話者とのやり取りを維持するた

めに、話題を積極的に出していたことが明らかになった。特に本研究で扱った雑談会

話は、新しい話題が導入されなければ、そこで会話が終わってしまう。しかし非母語

話者がコミュニティに参入したり、新しい関係を築いたりするには、継続的な接触場
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面への参加が不可欠である。そこで母語話者の積極的な話題導入があれば、非母語話

者の参加を手助けすることにつながる。また同じことが、非母語話者にとってもいえ

るだろう。本研究の母語話者には、接触経験が全くゼロの者はいなかった。しかしそ

れがゼロの者にとっては、「積極的な話題導入」は難しいかもしれない。そのような場

合には、やり取りを維持し会話を終わらせないために、非母語話者が積極的に話題を

導入していくことができるだろう。 

以上が、母語話者及び非母語話者の相互調整行動についてである。日本語教育分野

の先行研究の多くが、この相互調整行動に注目してきた。母語話者によるフォリナー

トークを対象とした記述的研究や、非母語話者がやり取りを維持するためにどのよう

なコミュニケーション・ストラテジーを用いるのかという研究が、そこに含まれる。

近年注目されている母語話者の学習についても、筒井（2008）や栁田（2010、2011）

など、管見の限りその全てが、相互調整行動に分析対象を絞ってきた。それは、相互

調整行動がやり取りの維持にときに不可欠であり、接触場面の基礎となるとからだと

考えられる。本研究でも接触経験の多い母語話者に、岡崎敏雄（1994）で指摘されて

いたような「会話の保持に意識を払いながら話題を選ぶ」という行動を、確認するこ

とができた。また、非母語話者からの簡単な話題の導入、及び母語話者からの積極的

な話題導入も、相互調整行動として観察することができた。 

続いて次節では、配慮行動について見ていきたい。 
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7.2 配慮行動について 

 配慮行動は、「相互調整行動により維持される会話をより育成していくために、接触

場面特有の会話のあり方を新たに創造する行動であり、コミュニティにおける共生を

容易にするような歩み寄り」と定義される（岡崎敏雄 1994）。つまり会話を維持する

だけではなく、その会話の中で母語話者及び非母語話者がより話しやすくなるような、

さらに共生しやすくなるような、接触場面特有の行動を指す。本研究で扱った分析項

目では、5. 2と 6. 2で分析した話題導入及び話題展開の内容、そして 6. 1で分析し

た話題への参加形式が、関係すると考えられた。 

 まず 6. 1で分析した参加形式から、見ていきたい。6. 1で提示したとおり、母語

場面及び接触場面 Aでは両者が話し手となることが多かったのに対して、接触経験の

多寡に差がある接触場面 B及び Cでは、接触経験の多い者（接触場面 Bでは母語話者、

接触場面 Cでは非母語話者）が聞き手となることが多かった。本研究での聞き手とは、

当該話題の展開中に相づち及び質問のみに従事していたものを意味する。そして質的

な分析からは、これらの聞き手として参加することが多かった話者が、質問を重ねな

がら各話題を主導している様子が確認された。接触場面に慣れていない相手に質問を

投げかけることで、その相手はたとえ質問に答えるという受動的な方法であっても、

当該会話に参加することが可能となる。したがって相手に対して質問を多く投げかけ

ることは、会話を主導するとともに、相手の会話参加を容易にする、相手利益の配慮

行動だと位置づけることができる４７。協働の枠組みを用いる先行研究は、非母語話者

の会話参加を助けるための、母語話者の言語運用に注目することがほとんどだった。

話し手と聞き手という参加形式についても、母語話者が聞き手となり話題展開を主導

するという行動ばかりが、注目されてきた（Long 1981、加藤 2006など）。しかし本研

究では、接触場面 Cで非母語話者が母語話者に多くの質問をし、話題展開を主導する

様子を観察することができた。この結果は、本研究で接触経験の多寡により話者を統

制し、接触経験の少ない母語話者と多い非母語話者の会話を分析したからこそ、見ら

れたものだと考えられよう。接触場面に慣れている非母語話者が、ときに母語話者の

参加を容易にするような行動をとることを明らかにできたことは、本研究の重要な成

果の一つである。両者の協働の方法を考えていく中で、このような非母語話者による

配慮表現にも、今後もっと注目していくべきだろう。 

上記のような相手利益の配慮行動が観察されたのと同時に、フォローアップ・イン
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タビューでは、自己利益のために聞き手になるという語りも聞かれた。例えば母語話

者からは、「留学生の方だと、やっぱり相手の方の話とか聞くの新鮮なので、聞いてい

ると楽しいなってなりますね」（佐藤）「自分の話をするより人の話を聞く方が楽しい

んで」（福田）という語りが聞かれた。ここから、自らの好奇心や興味のために、母語

話者が聞き手に回ることもあることが分かる。これは、自らの WTCを高め満足感を得

るような、自己利益の配慮行動として捉えられる。 

さらに母語話者からは、「何か相手からの質問を待つよりも、自分から質問しちゃっ

た方が楽かなっていうのはありました。待ってたら、何聞かれるか分からないし」（平

山）という語りも、聞くことができた。聞き手となり話題の展開において質問を重ね

ることで、話者は当該話題の展開の方向に関して、主導権を握ることになる。そのた

め話者は、質問を続けることによって、自分が苦手な方向に話題が展開することを防

ぐことができるだろう。そうすることによって、「何聞かれるか分からない」という不

安も、軽減することができると考えられる。そのため、これもやはり話者自らの会話

参加を容易にするという意味で、自己利益の配慮行動と捉えることができる。このよ

うに会話参加の方法に関して、自己利益の配慮行動に関する意識が語られたのは、母

語話者のみだった。しかし質問をしながら主導権を握ることで、非母語話者が自らの

会話参加を容易にすることも可能だろう。接触経験の多い非母語話者が接触場面 Cで

聞き手となることが多かったことから、当該場面では接触経験の多い非母語話者が、

そのような行動を実践していた可能性も考えられる。 

また、そのような母語話者による積極的な質問の一方で、6. 1に提示したように、

語り 65では非母語話者から「多分向こうがすごく助けてくれて、ちょっとだけ沈黙あ

ったらすぐ平山さんが出してくれたから（質問できなかった）」という声が聞かれた。

ここでは「出してくれた」という表現を用いて、接触経験の少ない非母語話者である

リョウは、母語話者に感謝の意を表している。しかし学習についていえば、リョウは

母語話者の積極的な質問及び会話の主導に感謝するだけではなく、自らも質問を重ね

て話題展開の主導権を握ることができるようになることが、望ましいだろう。以上が

6. 1の参加形式の分析から見られた、両者の配慮行動である。 

続いて話題の内容については、接触場面特有の話題として「国事情・言語」が観察

された。接触経験の多い母語話者によるそれらの話題の導入が、相手利益の相互調整

行動と捉えられることは、前節でも述べたとおりである。また、同じく接触経験の多
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い母語話者からは、「興味があるので」（語り 61）「国事情・言語」話題を導入するとい

う語りが聞かれた。これは自分の接触場面への参加動機を高め、その WTCも高めるた

めの、自己利益の配慮行動として捉えることができる。接触経験の多い母語話者と同

じく、興味があるために「国事情・言語」話題を導入したと語っていたのが、接触経

験の少ない非母語話者だった。これも同様に、自己利益の配慮行動として捉えられる。

母語話者は接触経験の多い者に「国事情・言語」話題の導入が多かったのに対して、

非母語話者は接触経験の少ない者に、それが多かった。フォローアップ・インタビュ

ーの結果もあわせて考えると、そもそも本研究で統制した接触経験の多い母語話者が、

そのような国や文化、言語に関する話題に高い関心を持っており、そのような関心の

ためにこれまで接触経験を積んできた可能性があることが、指摘できた。 

導入した話題をどのように展開し、その中でどのような関係性を強調していたのか

については、6. 2で分析した。特徴的だった観察結果として、母語話者か非母語話者

かに関わらず、接触経験の多い話者は同質の関係性を強調することが多く、接触経験

の少ない話者は非対称的な関係性を強調することが多いことを、指摘した。ジャロン

ウィットカジョーン・加藤（2010）は、前者が「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」（p.25）ること、後者が「お互いの相違点に関心を示しあ

い、会話を盛り上げ」（p.23）ることを、主張している。本研究では、その二つが初対

面会話で重要な機能であることを認めた上で、話者が当該初対面会話から相手と友好

的な関係を築きたいのであれば、相違点ばかり強調しすぎることには注意が必要であ

ると主張した。協働の枠組みでは、接触経験特有の話題である「国事情」や「言語」

を展開しながら、「日本人／中国人」「母語話者／非母語話者」という非対称的な関係

性を強調することは、会話を盛り上げることでお互いの会話参加を容易にする、双方

利益の配慮行動と捉えることができる。同じくそれらの話題を展開しながら、「国事情

や地域事情に興味を持つ者同士」など同質の関係性を強調することも、心的距離を短

縮させれば会話参加が容易になると考えられることから、双方利益の配慮行動として

捉えられるだろう。 

以上が本研究で観察された、配慮行動である。続いて次節では、円滑化行動につい

て、見ていくこととする。 

 

  



232 

 

7.3 円滑化行動について 

 三つの協働の最後に、円滑化行動について考察していきたい。円滑化行動は先述の

とおり、「より文化的な基礎に根ざした発話行為における相互の歩み寄り」である。15

分から 20 分程度の初対面会話である本研究のデータには、発話行為として取り上げ

られることの多い謝罪や依頼は見られなかった４８。Searle（1969）が発話行為として

挙げた中で、本研究のデータにも見られたのは、相手からの回答を要求する指示型行

為である、質問である。ただ質問一般は先に聞き手としての行動として、配慮行動で

も取り扱ったので、ここでは特に「文化的な基礎に根差し」ていると考えられ、先行

研究でも文化差があると指摘されている、プライバシー情報の開示を要求する質問に、

焦点を絞りたい。 

先行研究では、中国語母語場面と日本語母語場面の比較から、前者でより多くのプ

ライバシー情報に踏み込むことが明らかにされている（趙 2014）。本研究の分析では、

特に接触経験の少ない非母語話者が「失礼にならないように」という懸念を持ってい

ること、そしてそのために「基本情報」話題の導入頻度が少なかったことが、明らか

になった。これは、文化差があると指摘されていて、相手に回答を要求し、対人関係

にも大きく影響しうる質問という発話行為を、当該話者が避けていたためと考えられ

る。友好的な対人関係の形成を阻害しうる行動を回避することは、一つのストラテジ

ーといえるだろう。そのような話題を回避していた結果、「当たり障りのない」と考え

られる「国事情・言語」話題が導入されていたのは、前節でも見たとおりである。さ

らに、「失礼にならないように」という懸念を持っていた接触経験の少ない非母語話者

によるストラテジーとしては、「あなたは？」「○○さんはどうでしたか？」というよ

うに、聞かれたことをそのまま相手に質問するという方法が観察された。分析では、

それが相手のプライバシーに踏み込み過ぎない、安全で有効なものだと認めた上で、

自ら質問項目を設定することはできないために、得たい情報が得られない可能性を指

摘した。これらの接触経験の少ない非母語話者による、プライバシーに踏み込む質問

の回避、及び安全にその質問を実行するストラテジーの使用は、相手を不快にさせな

いための、相手利益の円滑化行動として捉えられる。 

一方、接触経験の多い非母語話者からは、「失礼にならないように」という意識はほ

とんど聞かれず、「基本情報」話題も母語話者と同様に導入していた。そこから、非母

語話者が接触経験を通じ、「失礼にならないように」話題を導入し相手に興味を示す方
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法を、身に付けている可能性が示唆できる。具体的なその方法としては、接触経験の

多い非母語話者から、プライバシーに大きく踏み込む「恋人」話題の展開にさいして、

「なんか彼氏の話、いっぱいしたから、私の方からも聞いてもいいかなと思って」（ミ

ン）という語りが聞かれた。ここから、自分が話した後ならば、相手に聞いても失礼

にならないという意識を当該話者が持っていることがうかがえる。これも、接触経験

の少ない非母語話者の聞かれたことをそのまま相手に質問するという方法と同様に、

相手のプライバシーに安全に踏み込むための、有効なストラテジーといえるだろう。 

上記のような行動は、確かに主体的に自らの母語と異なる発話行為を創り出す協働

であり、円滑化行動と考えられる。ただ注意しなくてはならないのは、非母語話者が

持っていると確認された「失礼にならないように」という意識が、母語場面における

日本語の規範意識を反映したものだと考えられる点である。それはフォローアップ・

インタビューにおける、「日本人はすごくプライバシーを守っている感じがします。聞

いたら、怒られるかも」（ホウ）や「日本人はちょっと、個人情報はあまり話さないイ

メージ。（中略）失礼かもしれないし、私からは聞かないです」（ナン）という語りか

らも、うかがわれる。母語場面における規範を非母語話者に押しつけることの危険性

は、ここまで繰り返し述べてきたとおりである。そのため本来ならば、非母語話者が

発話行為で意識するのは、どちらの母語とも異なる共生日本語の規範（その場で形成

される当事者間の規範）であるべきであり、母語場面の日本語の規範ではない。母語

話者が非母語話者に同化を直接的に要請しなくとも、同化要請が生じてしまうのは、

第 2章で岡崎眸（2007）を引用しながら、見たとおりである。以下に当該部分を、再

掲する。 

 

「自己選択」について、日本人はこうすると教えられた外国人が、その方法とは

異なる方法を現実問題として選択できるだろうか。「自己選択」の形をとっている

ように見えても、現実的には他の選択肢をとらず、結局「同化要請」として機能

することが多いのではないだろうか。 

岡崎眸（2007、p.290） 

 

上記のように、非母語話者が母語場面の規範を意識しないことは、難しいといえる。

そこで期待されるのが、接触場面における母語話者の円滑化行動である。母語話者と
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非母語話者双方の円滑化行動により、どのように共生日本語が形成されうるのか、以

下に図示したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14. 母語話者と非母語話者の円滑化行動による共生日本語の形成 

 

 上記のように、母語話者からの円滑化行動もあることで初めて、当該コミュニケー

ションで共生日本語が形成され、どちらの母語場面の規範とも異なる、共生日本語の

規範がその場で参加者に意識されると考えられる。そうなれば、母語場面における規

範を母語話者が非母語話者に押しつける事態は、避けることができるだろう。しかし

本研究では、母語話者の円滑化行動については、接触経験の多い 1名からプライバシ

ー情報に踏み込むことの懸念が聞かれたのみだった。その懸念とは、語り 62として提

示した「彼氏さんについては、結構恋愛の話って人によっては、すごく地雷っていう

か、触れるとまずいみたいなのもあるんで、ま、恋愛はあっちの人の恋愛観も良くわ

からないんで、ちょっとそっとしておいて」という声である。他の話者には、たとえ

接触経験の少ない者であっても、そのような懸念を口にするような者がいなかったこ

とは、興味深い。文化によるプライバシーへの踏み込み方の違いについて、母語話者

が意識的でなかったことが、指摘できるだろう。そのため本研究では、上に図 14とし

て示した円滑化行動による共生日本語の形成は、以下に図示されるように、現れなか

ったと考えられる。 

日本語 

母語場面の 

発話行為 

規範 

中国語 

母語場面の 

発話行為 

規範 
円
滑
化
行
動 

円
滑
化
行
動 

共生日本語の 

発話行為規範 

(インターアク

ションを通し

て形成される) 

母語話者 非母語話者 

＊円滑化行動＝主体的に母語と異なる発話行為を創り出すこと 
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図 15. 母語話者による円滑化行動が見られなかった場合 

 

 本研究では母語話者による円滑化行動が見られなかったことから、上記のように非

母語話者が一方的に、日本語母語場面の規範を意識せざるを得ない状況が、続いてい

たと考えられる。母語話者も共生日本語の形成に向けて、主体的に母語と異なる発話

行為を創り出すためには、まず自分と相手の文化差に意識的になることが必要だろう。

それを意識することから、両者の共生を容易にするような、新しい規範を創っていけ

ると考えられる。そのためには、母語話者が自らの言語運用を振り返り、話者間の文

化差に意識的になれるような取り組みが必要である。 

 以上が、本研究で見られた母語話者と非母語話者の、協働についてである。続いて

次節では、本研究で観察された協働によって、どのように異なりの内在的統合を実現

することができるのか、考察したい。 
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母語場面の 

発話行為 
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7.4 異なりの内在的統合について 

 岡崎敏雄（2003）による異なりの内在的統合とは、母語話者と非母語話者が異なっ

ているまま、その異なりをお互いに許容しながら緩やかな軋轢として内包する、共生

体の形成を意味する。異なりを許容することにより、それは従来の日本語教育の問題

点として指摘されてきた、非母語話者に対する同化要請を防ぐことができる。それで

はこれらの協働により、岡崎敏雄（2003）が主張する異なりの内在的統合は、いかに

して実現するのだろうか。 

 本研究で分析対象とした接触場面の初対面雑談会話では、話者間の二つの異なりが、

話者らによって注目されることがあった。その二つとは、コミュニケーション能力の

異なりと、社会的位置づけに関する異なりである。ここで用いるコミュニケーション

能力とは、ネウストプニー（1995a）によってインターアクション能力の下位項目とし

て位置付けられた能力である。それが文法能力と社会言語能力によって構成されてお

り、本研究で分析対象とした話題導入及び話題展開と深く関わることは、先にも述べ

た。そしてそのコミュニケーション能力に、話者間で差があったために、本研究では

多くの協働が観察されたのだと考えられた。特に両者のやり取りを維持させる相互調

整行動、また自他の会話参加を容易にするような配慮行動は、接触場面におけるコミ

ュニケーションに不慣れな者、コミュニケーション能力の低い者の会話参加を認める

こととなる。例えば積極的な話題導入、自分の日本語レベルに合わせた話題の導入、

聞き手になり会話を主導することは、全てコミュニケーション能力の低い自分または

相手の会話参加を容易にする行動である。そしてそれらの協働によって、コミュニケ

ーション能力が低いままでも会話に参加することが可能となり、コミュニケーション

能力の向上を要求されずに、そのまま関係を築いていくことも可能となる。その意味

で協働自体が、異なりの内在的統合を促進する、一つの要因であると捉えることがで

きる。 

 続いて社会的位置づけに関する異なりについては、本研究で対象とした接触場面で

は「日本人」「中国人」「学部生」「大学院生」「女性」「ある言語の母語話者」など、多

くの社会的な位置づけ（成員カテゴリー）が話者により注目されていた。それらが「日

本人／中国人」「母語話者／非母語話者」という非対称的な関係性として、会話に立ち

現れることについては、杉原（2003）や Ohri（2005）などで権力作用が働くきっかけ

として取り上げられている。新居（2008）なども、「対等という理想は、固定的な役割
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関係の下で相互行為を行う限りは実現し得ない」（p.55）として、それらの非対称的な

関係が強調されることに否定的である。しかし本研究では、分析対象とした接触場面

の初対面雑談会話 32会話のほとんどで、一度は「日本人／中国人」または「母語話者

／非母語話者」という関係性が注目されていた。特に「日本人／中国人」という関係

性は、会話冒頭の「基本情報」話題の展開にさいして、触れられることが多かった。

そこから接触場面の初対面会話では、お互いの国籍を確認することが一般的だと考え

られていることが、推測できる。また、「国事情」「言語」「旅行」話題などの展開にお

いても、それらの非対称な関係性は、多く強調されていた。また接触経験の多い母語

話者には、それらの話題を「興味があるため」に導入展開している者もいた。このよ

うに接触場面では、自他の国籍や言語に基づく異なりが、注目されることが多々ある。

また、そのように非対称的な関係性に基づく話題の導入が、「お互いの相違点に関心を

示しあい、会話を盛り上げ」（ジャロンウィットカジョーン・加藤 2010）ることにつ

ながるという重要な機能についても、忘れてはならない。 

それではどのような場合に、それら非対称的な関係に基づく話題は、ただ自他の異

なりを強調するだけでなく、その内在的統合へとつながるのだろうか。本研究では 6. 

2の分析で、その異なりに基づく非対称的な関係性が強調される場合（例 38～41）と、

その異なりが確認されつつ同質の関係性が強調される場合（例 30、31）の、二つを見

ることができた。まず例 38～41の場合は、「日本事情に精通している日本人／中国事

情に精通している中国人」や「母語話者／非母語話者」という関係性の強調を通して、

その異なりがさらに際立っていると考えられた。ここで以下に、例 40として提示した

接触場面 Dの例を、再掲したい。 

 

例 42. 接触経験の少ない母語話者と少ない非母語話者による「国事情」話題の展開 

（例 40の再掲 接触場面 D-6） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

79 原島 //え、中国で 1番人気な日本のアニメは何

ですか？ 

中国 

事情 

中国で人気

のアニメ 

80 リョウ まあ、年によって（あー）違うんです。う

ーん。全体的にから見ると、美少女戦士セ
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ーラームーンとか。 

81 原島 あー。そうなんだ。   

82 リョウ あと、ドラえもんとか、（あー）ワンピー

スも（うん）もちろん人気あるし。まあ、

もうちょっと 10年前ぐらい（うん）BLEACH

も。あとは。 

  

83 原島 あ、BLEACH。あー、はい、はい。   

84 リョウ うん。   

85 原島 えー、NARUTOは？   

86 リョウ NARUTO？   

87 原島 うん。NARUTOはそんなでもない？   

 

 上記の例では、非母語話者であるリョウが情報を提供し、原島がその情報を受け取

っている。原島はここで、リョウを「中国事情に精通している中国人」として位置付

けており、自らを「中国事情を知らない日本人」として位置付けていると、考えられ

る。そして話題展開にさいして、両者はその決められた位置づけを守るかのように、

原島は「中国事情の情報提供者」として振る舞うことはなく、リョウも「中国事情に

詳しくない者」として振る舞うことはなかった。そのため、その非対称的な関係は、

話題展開を通して、より際立っていた。 

 同質の関係性が強調されていた場面例についても、例 30を、以下に再掲することと

する。 

 

例 43. 接触経験の多い母語話者と多い非母語話者による「国事情」話題の展開 

（例 30の再掲 接触場面 A-1） 

番号 話者 発話内容 小話題 大話題 

246 中川 //わたしのね、中国人の友達で、（うん）な

んか、その子はいつもお化粧してなかったの

ね。 

中川の

中国人

友人 

中国と日

本の化粧 

247 トク あー。   
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248 中川 うん。で、眉毛とかも、そんな剃ったりとか

してない感じかな。 

  

249 トク ん？ なっなんですか？   

250 中川 眉毛も（眉毛も）剃ったりしないで、（あー）

ま、ここはね、もちろん剃ってるけど、（は

い）なんか、全然いじってないの。（うーん）

で、マニキュアとかは時々してたのね。（あ

ー）で、「なんで化粧しないの？」って聞い

たら、なんか、自分の「彼氏が、化粧しない

でっていうから、しないんだ」って（あー）

言ってたのね。（あー）何か中国にはそうい

う子たちが結構いるのかなって思ったんです

けど。 

中国の 

化粧 

 

251 トク ああ、そうですね。結構（うん）、います。   

252 中川 ああ、そうなんだ。   

253 トク 結構います。   

254 中川 すっぴんの方がいいってこと？   

255 トク でも何か、大学に入ると違います。   

256 中川 ああ、そうなんだ<笑い>。   

257 トク うん、大学に入る前に多分、1年生（うん）、

ほんとに私大学にいたとき、何か見かけだけ

で分かる。この人何年生なのか。 

中国の

大学生 

 

258 中川 あーーー。   

259 トク <笑い>ちょっと、高校、高校の勉強はきつい、

きついじゃないですか。 

  

260 中川 うん。   

261 トク だからみんな時間がなくて、その、そのまま

みんな大学に入って、1 年生のとき何もしな

くて（うん）、でも段々段々周りの人見て（う

ん）、先輩たち（うん）、2年生から多分変わ
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るかもしれない。 

262 中川 あ、なるほどね。そうか。   

263 トク 段々化粧し始めて。   

264 中川 段々濃くなってく<笑い>。   

265 トク うんうんうんうん。<笑い>   

266 中川 そうなんだ。   

267 トク うん、そういう傾向。   

268 中川 ふーん。日本の大学は結構分からないね。1年

生でも、もう完璧にお化粧してる子とかいる

し。 

日本の

大学生 

 

269 トク でも何か、この前ニュース見てて（うん）、

日本では小学生も何か、これ、書くことでき

ますね。 

日本の

小学生 

 

 

 上では「中国と日本の化粧」という大話題が導入されており、そのような話題が導

入されたのは、会話参加者が日本人と中国人であるためだと考えられる。しかし先の

例で見たように「日本事情に精通している日本人／中国事情に精通している中国人」

という関係性が強調されるのではなく、例 43では話題を通して、母語話者が中国の情

報を提供することもあれば、非母語話者が日本の情報を提供することもあった。その

ためここでは、非対称的な関係性が強調されているのではなく、「国の文化差に興味が

ある者同士」として、話題を展開していると考えられた。先に提示した例 42と比べて

も、そこで強調されている関係性の違いは明らかである。本研究では例 43のように、

その異なりを話題にしながらも、非対称的な関係性に縛られずに、同質の関係性を強

調するような場面を、観察することができた。 

 異なりの内在的統合を実現するためには、ただ両者の間の違いを際立たせるのでは

なく、共生する者として、自他を「統合する」働きが必要となる。例 43で見たような

同質の関係性の強調には、そのような「統合する」働きがあると考えられるだろう。

接触場面にはこれまで見てきたように、様々な異なりが潜んでおり、話題の展開によ

ってそれらが表面化し注目されることが多い。しかしその異なりを、自分と他者との

相容れない性質として強調するだけでは、そこから共生体のメンバーとしての関係を
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築くことは難しいのではないだろうか。一方で様々な異なりを認めつつも、その中で

自他の関係性を探りながら、同質の関係性を強調することは、異なりを残しつつも統

合すること、すなわち異なりの内在的統合を進めるのではないかと、考えられる。同

質の関係性としては、「同じ大学に通う者同士」「同じ地域に住む者同士」「同じことに

興味を持つ者同士」などが、考えられるだろう。そしてそれらを強調していくことで、

「一つの共生体で共生する者」としても、関係を築くことができる可能性を、ここで

提示したい。以上が、社会的位置づけに関する異なりについての、本研究の考察であ

る。 

 本章では第 5章と第 6章で提示した分析結果を、協働という観点から考察し、どの

ような協働が観察されたのか見てきた。そして接触経験の多寡による違いを根拠に、

接触経験を通してどのような変化が見られたのかを、考察した。さらに本節では、異

なりの内在的統合がどのようにして実現されるのかについて、コミュニケーション能

力の異なりと、社会的な位置づけに関する異なりについて、考察した。次章では最後

に、本研究の結論を提示し、教育への提言と今後の課題について、見ていくこととす

る。 
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第8章  総括 
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 最後に本章では総括として、本研究で得られた結論と、教育への提言、さらに今後

の課題を述べることとする。 

 

8.1 研究の結論 

本節では第 4章で掲げた研究設問に答えるかたちで、研究の結論をまとめることとす

る。本研究の研究設問は、以下のとおりだった。 

 

話題の導入及び展開という観点から、母語話者と非母語話者にどのような協働が

観察できるのか。そして接触経験を通して、それにどのような変化が見られるの

か。 

 

 本研究では上の設問に答えるために、第 5章と第 6章で話題の導入と展開という観

点から談話を分析し、第 7章でそれぞれの結果がどのような協働だと考えられるのか

考察した。以下にその協働を、図としてまとめることとする。図 16の左側は母語話者

の協働であり、右側は非母語話者の協働である。墨付き括弧（【 】）内の話者は、各

行動が接触経験の多い話者と少ない話者、どちらに見られたのかを表している。【多

母・少母】及び【多非・少非】の項目は、接触経験の多寡に関わらず観察された行動

であり、【多母】及び【多非】は接触経験の多い話者のみに観察されたもの、【少非】

は接触経験の少ない話者のみに観察されたものである。接触経験の少ない母語話者の

みに観察された行動はなかったので、【少母】の項目はない。 
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図 16. 母語話者と非母語話者による協働のまとめ 

 

 図中の【多母・少母】及び【多非・少非】の項目は、接触経験を通した変化が確認

されなかった項目だといえる。【多母】及び【多非】は、接触経験を通した変化だと考

えられるが、母語話者の「自分が話したいから「国事情・言語」話題を導入」という

配慮行動については、当該話者がこれらの話題に興味を持っていたために接触経験を

積んできた可能性が、指摘された。したがってそれについては、接触経験を通して導

入する話題が変化したのではなく、接触経験の多い母語話者として統制した者の、興
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味が偏っていた結果だと考える必要がある。接触経験の少ない非母語話者のみに観察

された【少非】の行動としては、「自分が話したいから「国事情・言語」話題を導入」

という配慮行動と、「失礼にならないよう、相手のプライバシーに踏み込む質問を回避

する」という円滑化行動が見られた。前者については、「前から日本人に聞いてみたか

ったから」という理由で当該話題を導入する話者がいたため、学習の結果ではなく、

興味の移り変わりの結果と考えられた。後者の「失礼にならないよう、相手のプライ

バシーに踏み込む質問を回避する」という円滑化行動については、接触経験の多い非

母語話者が、どのような話題が失礼になりやすいのか学習を進めていたために、当該

質問を回避する必要がなかった可能性が指摘された。 

 以上が、本研究で観察された協働、及びその変化についてである。8.3 で改めて課

題を述べるとおり、今後それぞれの協働の変化については、検証を重ねていく必要が

ある。また分析対象及び分析の観点を変えれば、また異なる行動が観察されることは

間違いない。そのため過度に一般化することはできないが、これまで先行研究の少な

かった協働の変化について、特に配慮行動と円滑化行動のそれについては、上記のよ

うな結論を提示しできた意義は大きいと考えている。 

 続いて次節では、母語話者と非母語話者に対してどのような教育が可能であるのか、

本研究の結果及び考察に基づいて提言を行うこととする。 

 

8.2 教育への提言 

 本節では教育の枠組みから、母語話者と非母語話者が協働を学習するために、どの

ような取り組みが可能なのか考えたい。まず相互調整行動については、接触経験の少

ない非母語話者に、適切な話題転換表現を用いた言語運用ができていないことが指摘

された。非母語話者に対する日本語教育の現場において、円滑な話題転換に必要な話

題転換表現を教授することが必要だといえる。これまで教室内では開始表現が注目さ

れてきたが、適切な終了表現について、さらにそれらの話題転換表現を用いるべき適

切な場面について、非母語話者に提示することが必要である。母語話者に対しては、

話題導入に関して、どのような話題が非母語話者にとって難易度が低いのか、教える

ことができるだろう。これについては、佐藤（2004）らの「やさしい日本語」の提言

が参考になると考えられる。話題の難易度は、そこで用いられる語彙や文型と密接に

関連する。第 3章でも述べたように、非母語話者にとっての難易度を判断することは
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簡単なことではなく、ともすれば必要以上に簡単な語彙や文型ばかり使ってしまう可

能性もあるだろう。母語話者であることが、その難易度の調整を可能にするわけでは

ないことを、母語話者は認識する必要がある。そして具体的なその調整の方法を、母

語話者に対する教育として行うことができるだろう。以上が相互調整行動についての、

教育に関する提言である。 

 続いて配慮行動については、どのような教育が可能だろうか。相互調整行動と違っ

て、この配慮行動は、明示的に何かを教えるという意味での教育の枠組みでは、扱い

にくい。「どうすべきか」という答えがあるのではなく、会話の中で見極めながら、そ

れぞれの行動を実行したり回避したりする必要があるからである。これまで母語話者

の学習に注目する研究の全てが、相互調整行動を分析対象としてきたのも、その教育

への還元のしやすさが一因だと考えられよう。本研究では、話題導入及び話題展開を

分析したことで、図 16にまとめたような多くの配慮行動を観察することができた。ど

のような話題を導入するのか、またそれをどのように展開するのかという社会言語能

力については、接触経験を積み重ねながら、身に付けていく必要があるだろう。特に

話題導入の内容に関する適切性について、懸念があまり見られなかった母語話者には、

接触場面における言語運用を改めて振り返る機会が必要である。また、母語話者と非

母語話者の両者から聞かれた「自分が話したいから特定の話題を導入した」という意

識は、雑談会話では当然のものであり、自らの WTCのためにも重要な意識である。た

だ同時に、相手の WTCも考慮しながら、どのような話題を導入するのか決めていく必

要がある。それに加えて、導入したそれぞれの話題が果たしうる、会話を盛り上げた

り心的距離を縮めたりといった機能についても、話者は自覚的になることが望ましい。

そのような機能について、気付きを与えるような教育を提言したい。 

話題展開における参加形式については、接触経験の多い者が質問を重ねて、聞き手

となる様子が観察された。質問を重ねることはどのような方向に話題を展開するのか

決定し、話題展開を主導することを意味する。そのため接触経験の少ない者も、質問

を重ねて聞き手となり、自らの意思に沿って話題を展開できるようになることが望ま

しい。これについては、教室で何かを明示的に教えることは難しいが、教室内でも積

極的に接触場面の機会を作ることで、その経験を積むことが有効だと考えられる。 

最後の円滑化行動については、第 7章でも詳しく述べた。母語話者に、プライバシ

ーに踏み込む質問に関する懸念が見られなかったことから、そこに母語場面の規範意
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識が持ち込まれている可能性を指摘した。そして、母語話者が自らの言語運用を振り

返り、話者間の文化差に意識的になれるような取り組みの必要性を提示した。その方

法としては、異文化間能力（Intercultural Competence、Byram他 2002など）を身に

付けさせることを目指した取り組みが、参考になるだろう。Byram他（2002）は、異文

化間能力を構成する要素の一つとして文化の批判的文化アウェアネス（Critical 

cultural awareness）を挙げており、それを「批判的かつ明示的な基準に基づいて、

自己及び他者の文化と国の観点、習慣及び生産物を評価するための能力」と定義して

いる（p.9、著者訳４９）。そのような能力を身に付け、発話行為における文化差にも自

覚的になれば、母語場面の規範を維持するのか、それとも何らかの協働を行うのか、

母語話者も選択できるようになるだろう。異文化間能力を身に付けるための方法につ

いては、異文化コミュニケーションや異文化間教育というキーワードとともに、実践

と研究が進められている。 

以上が、本研究の分析結果及び考察に基づいた、教育への提言である。 

 

8.3 今後の課題 

最後に、本研究の課題を述べた上で、今後必要な研究の方向性を主張する。まず、

本研究の課題として最も重要なのは、接触経験の統制についてである。本研究では、

接触経験を通して母語話者及び非母語話者が学習を進めるという仮説の下で、接触経

験の多い母語話者及び非母語話者、接触経験の少ない母語話者及び非母語話者に協力

者となってもらった。その仮説は、先行研究及び第 3章の予備調査を根拠とするもの

であり、実際に分析結果から、接触経験を通した学習の可能性が示唆された。しかし

課題としなければならないのは、その条件統制の方法である。本研究では、話者に自

分自身の接触経験を振り返ってもらうことにより、その頻度や期間を聞き出した。そ

してその聞き出した内容を根拠に、話者を統制した。しかし各話者がどこまで正確に、

それぞれの接触経験を思い返すことができていたのかは、確認できていない。接触経

験を統制するための最適な方法を、考えていく必要がある。ただ、多くの先行研究が

非母語話者を統制するために用いてきた日本語能力試験については、それが口頭能力

試験を含まないことから、談話分析の条件に適さないという批判も多かった。従来の

条件統制を見直すという意味でも、非母語話者を接触経験という条件により統制した

ことには、意義があるだろう。また母語話者の条件統制についても、これまでは接触
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経験の多寡を「日常的な非母語話者との接触」や「頻繁に接触」という基準で、統制

してきた。これを「週 2回以上」と具体的にしたことにも、大きな意義があると考え

ている。今後も、文法能力と区別され、筆記試験では測定しにくい社会言語能力につ

いて、どのようなデータを扱えばその習得を観察することができるのか考えていきた

い。 

もう一点データについては、本研究が 20代学生同士、女性同士の初対面会話を対象

としていることに留意する必要がある。それらの条件が異なれば、結果は大きく異な

りうるだろう。特に初対面会話で「何を話すか」については、世代や性別が大きく影

響すると考えられる。本研究で見られた結果及び考察が、本研究で扱ったデータに立

脚しており、そのため過度な一般化はできないことに注意されたい。今後は他の条件

によるデータも収集しながら、本研究の結果がどこまで一般化できるものなのか、見

極めていく必要があるだろう。 

さらに協働についても、今後取り組むべき課題は多い。本研究では、「何を話せばい

いか分からない」という母語話者及び非母語話者の悩みから出発し、接触場面を始め

展開していくための、話題を分析対象とした。そうしたからこそ、協働という枠組み

において、これまで分析対象とされることがなかった配慮行動及び円滑化行動につい

て、考察することができたと考えている。やり取りを維持するための相互調整行動が

接触場面において、特に非母語話者の日本語レベルが初中級の場合に重要であること

は、確かである。しかし、やり取りを続けるだけでなく、そこで対人関係を築いたり、

そこからコミュニティへの参加を実現したりするためには、今後も配慮行動及び円滑

化行動に注目していく必要があるだろう。特に従来の、母語場面の言語運用を規範と

し非母語話者に同化を要請するような教育から脱却するためには、母語話者が接触場

面特有の言語運用を身に付け、協働を実行することが必要だと考えられる。本研究で

は話題の導入及び展開の分析結果から、まず母語話者が自身の言語運用に意識的にな

ることが必要だと、主張した。ただ本研究はあくまで、話題を分析することから見ら

れた協働のみを対象としており、他にも分析できる対象は多く存在する。日本語教育

研究の分野で多くの先行研究が蓄積されている、敬語表現の使用や各発話行為を協働

の観点から分析することで、見えてくることは多いだろう。特に母語話者が協働につ

いて、どのように学習を進めるのか明らかにすることは、これからの共生社会の形成

に欠かせない課題である。 
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発行論文及び学会予稿集と本論文の関連 

 以下に、著者による査読付き論文 7編と学会大会予稿集 6編が、本論文のどの部分

に該当するのか示す。なお以下の論文及び予稿集は、本論文の執筆にあたり、適宜修

正、加筆を行っている。 

 

第 1章 新規執筆 

 

第 2章 

1．嶋原耕一（2017a）「日本語教育パラダイムから見た接触場面における日本語母語話

者の言語運用に関する研究動向」『言語・地域文化研究』23、321-332. 東京外国

語大学大学院総合国際学研究科. 

 

第 3章 

2．嶋原耕一（2015a）「接触場面における日本語非母語話者の意識的配慮と言語運用に

ついて―語りの分析から見えること―」『言語・地域文化研究』21 、375-387. 東

京外国語大学大学院総合国際学研究科. 

 

3．嶋原耕一（2015b）「フォリナートークに対する意識についての一考察―日本語母語

話者と日本語非母語話者の語りから見えてくること―」『社会言語科学会第 35回

大会発表論文集』32-35. 

 

4．嶋原耕一（2015c）「日本語母語話者の日本語非母語話者に対する意識的配慮につい

て～語りの分析から見えること～」『言語科学会第 17回年次国際大会予稿集』181-

182. 

 

5．嶋原耕一（2015d）「大学の日本語教育系授業が母語話者の意識に与える影響」『第

24回小出記念日本語教育研究会予稿集』28-29. 

 

6．SHIMAHARA, Koichi (2015) The influence of experience as non-native speakers 

on beliefs of native speakers. Conference Handbook, British Association 
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for Applied Linguistics Annual Meeting 2015, 188. 

7．嶋原耕一（2016a）「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―」『言語・地域文化研究』22、399-

412. 東京外国語大学大学院総合国際学研究科 

 

8．SHIMAHARA, Koichi（2016b）The Influence of Experience as Non-Native Speakers 

on Beliefs of Native Speakers, Proceedings of the 48th Annual Meeting of 

the British Association for Applied Linguistics, 75-86. British 

Association for Applied Linguistics. 

 

第 4章 9・10・11・12・13を基に執筆 

 

第 5章 

9．嶋原耕一（2016c）「接触場面の初対面会話における導入話題の分布―雑談経験の異

なる学習者を対象に―」『留学生教育』第 21号、27-35. 留学生教育学会 

 

10．嶋原耕一（2017b）「接触場面初対面会話の話題転換における話題の終了表現及び

開始表現―新出型の話題転換に焦点を絞って―」『日本語教育実践研究』第 5号、

34-50. 立教日本語教育実践学会 

 

第 6章 

11．嶋原耕一（2015e）「接触場面における日本語非母語話者のカテゴリー化及び被カ

テゴリー化の様相」『日本語／日本語教育研究会第 7回大会予稿集』35-36. 

 

12． SHIMAHARA, Koichi (2016a) How Native Japanese Speakers Categorize 

themselves and Non-Native Speakers in First Encounters. Program, Hawaii 

International Conference on Education 14th Annual Conference, 109. 

 

13．嶋原耕一（2016b）「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―」『日本
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語・日本学研究』6 、25-47. 国際日本研究センター 

 

第 7章 新規執筆 

 

第 8章 新規執筆 
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注 

１ 岡崎敏雄（1994、2003、2005）は、言語生態学（the ecology of language）から共

生（symbiosis）という概念を借用しており、それを理論的な枠組みとしている。

言語生態学とは Haugen（1972）から始まったとされる学問分野であり、岡崎敏雄

（2005）はそれを、「ある所与の言語とそれを取り巻く環境の間の相互交渉的関係

の学」と捉えている（p.509）。 

２ 岡崎眸（2002b）は『科学研究費補助金研究成果報告書 内省モデルに基づく日本語

教育実習理論の構築』からの引用であるが、本冊子の入手ができなかったため、

ウェブに掲載されている文から引用した。そのため、ウェブサイトの URLも参考

文献の情報として付加することとする。 

３ 接触場面（contact sitation）はNeustupný（1985）で用いられた用語であり、そ

の後の日本語教育研究で広く用いられている。 

４ 杉原（2010）はこれらの協働の例について、「これまでに日本語教育に関わる接触場

面の観察や調査から明らかにされた限りの事象であり、「協働」の行動には更なる

解明が課題とされている」と注釈を付している（p.51-52）。 

５ 岡崎敏雄（1994）が用いる「発話行為」という用語は、Austin（1962）によって提

唱され、Searle（1969）によって精緻化されたといわれる、発話行為理論（Speech 

Act Theory）からの用語である。内田（2003）はそれを、「発話とそれに伴う行為」

であると、述べている（p.255）。Austin（1962）は、「適切な状況で発話すること

自体が「宣言」「約束」などの行為を遂行することになる」ことを指摘し、それら

の遂行文（performative sentence）と「事実を単に記述し、真理条件を持つ」事

実確認文（constative）と区別した（『明解言語学辞典』p.181より）。さらに Searle

（1969）は、発話行為の類型として、断定型（Assertives）、行為指示型（Directives）、

行為拘束型（Commisives）、感情表出型（Expressives）、宣言型（Declarations）

の五つを提示している（日本語訳は村越 1994を参照）。日本語教育研究では例え

ば、依頼（Izaki 2000、林 2000など）、謝罪（西村 1998、林 1999など）、断り（藤

森 1995、ワンウィモン 2004など）、感謝（Kumatoridani 1999）などが注目され、

多くの研究で分析されてきた。 

６ 杉原（2010）ではこの「異なりの内在的統合」について、バーバ（2005）による第

 



 

 

 

三の空間の議論を参考にしながら、さらに詳細な説明がなされている。以下に杉

原（2010）による関連部分を、引用したい。 

  

    バーバによると、「第三の空間」とは「ごたまぜのチャウダー」という、ほと

んどの材料は溶けてしまうが「溶けにくい塊」が永久に浮かんでいる空間と

比喩されている。そして、「異種混淆性は文化的同一化の基礎として、通訳不

能な要素―溶けにくい塊―の存在を強く示している」という。「溶けにくい塊」

とは、チャウダーの中に浮かぶ塊で、異種交配の結果生じる新たなものの中

にも差異が存在することを示している。 

     その際は、普段に偶然に境界線を引きなおし、単一的で固定的な階級やジ

ェンダーや人種の際の特定を求める（中心にいる者の）行為や空間を規制し

交渉する「これでもなくあれでもない、何かしら別の、中間にあるもの」と

位置づけられ、周縁にある者に抵抗の可能性を提供する。そして「第三の空

間」には、溶けにくい塊のような差異を交渉することから特有の緊張が生じ

る「予測不能の」「革新的エネルギー」とったものが存在する。 

 杉原（2010、p.26） 

 

７ 教育学のパラダイムは、久保田（2000）によると、哲学的前提・教育実践・教育理

論・研究方法論という四つの要素によって構成されるものである。そのため、パ

ラダイムを捉えるためにはその四つに注目することが望ましいが、佐々木（2006）

には、研究方法論についての記述は見られなかった。 

８ Campbell & Wales（1970）はチョムスキーの言語能力を、文法能力（grammatical 

competence）と呼んでいる。 

９ 原文は以下の通りである。 

  ・Learners learn a language through using it to communicate. 

・Authentic and meaningful communication should be the goal of classroom  

activities. 

・Fluency is an important dimension of communication. 

・Communication involves the integration of different language skills. 

・Learning is a process of areative construction and involves trial and  



 

 

 

error. 

 （Richards & Rodgers 2001、p.172） 

１０ 原文は以下の通り。 

  We have then to account for the fact that a normal child acquires knowledge 

of sentences, not only as grammatical, but also as appropriate. He or she 

acquires competence as to when to speak, when not, and as to what to talk 

about with whom, when, where, in what mannar. （Hymes 1972、p.277） 

１１ 原文は以下の通り。 

  文法能力（grammatical competence） 

     the knowledge and skill rquired to understand and express accurately 

the literal meaning of utterances 

社会言語能力（sociolinguistic competence） 

addresses the extent to which utteracnces are produced and understood 

appropriately in diffenrent sociolinguistic contexts depending on 

contextual factors such as status of participants, purposes of the 

interaction, and norms or conventions of interaction 

談話構成能力（discourse competence） 

    concerns mastery of how to combine grammatical forms and meanings 

to achieve a unified spoken or written text in different genres. 

方略能力（strategic competence） 

mastery of verbal and non-verbal communication strategies that may 

be called into action for two main reasons: (a) to compensate for 

breakdowns in communication due to limiging conditions in actual 

communication (e.g. momentary inability to recall an idea or 

grammatical form) or to insufficient competence in one or more of the 

other areas of communicateve competence; and (b) to enhance the 

effectiveness of communication (e.g. deliberately slow and soft 

speech for rhetorical effect) 

１２ 原文は以下の通り。 

  a systematic attempt by the learner to express or decode meaning in the 



 

 

 

target language, in situations where the appropriate systematic target 

language rules have not been formed. （Tarone他 1983、p.4） 

１３ 原文は以下の通り。 

   The Input Hypothesis claims that humans acquire language in only one way 

by understanding messages, or by receiving ‘comprehensible input’. 

１４ 徳永（2003、p.165）の和訳を引用した。原文は”the particular register used 

primarily to address foreigners i.e, people who do not have full native 

competence (or possibly any competence at all) in one’s language”であ

る。 

１５ foreigner talkの日本語表記は、文献により「フォリナー・トーク」と「フォリ

ナートーク」が確認できる。本研究では「フォリナートーク」という中点のない

表記を用いることとするが、本文中のロング（1995）からの引用のように、引用

元で中点が付されている場合はそのまま引用することとする。 

１６ コミュニケーション・アコモデーション理論は、そもそも Giles（1973）によって

スピーチ・アコモデーション理論（Speech Accommodation Theory）として提唱さ

れた理論であり、Giles他（1987）でその名称を、コミュニケーション・アコモデ

ーション理論に変えている。 

１７ 原文は以下の通り。 

  the conversational interaction) facilitates language acquisition because 

it connects input (what learners hear and read); internal learner 

capacities, particularly selective attention; and output (what learners 

produce) in productive ways. (Long 1996、p.451-452) 

１８ Long（1996）は「インターアクション」という用語をコミュニケーションの同義語

として用いていると考えられるが、ネウストプニー（1995a）はその二つを明確に

区別していることに注意が必要である。 

１９ 一二三（1995, 1999, 2000）の一連の研究では、「意識的配慮」という用語が用い

られている。簡潔な定義は本文中の通り「会話中の心がけ」といえるが、ここで

その用語を用いる上で 2点注意を促したい。まず先行研究において「配慮」とい

う用語は、丁寧さと関連付けられることが多い。しかし本研究の意識的配慮は、

丁寧さに限定されない概念である。それは本文に記したとおり、「楽しく話そう」



 

 

 

「相手の関心のある話をしよう」といった配慮も含む。次に、この概念は決して

「無意識的な配慮」と対比されるものではない。一二三（1995, 1999, 2000）は

「言語面での配慮」との対比で「意識的配慮」という用語を用いており、「無意識

的な配慮」を想定しているわけではないことに、注意されたい。 

２０ フレイレの問題提起型教育を言語教育に応用したのは、Wallerstein（1983）だと

いわれている。Wallerstein（1983）は移民が生活上の問題を解決していくための

コースをデザインし、そのコースデザインと授業デザインの原則として、「傾聴

（listening）」「対話（Dialogue）」「行動（Action）」の三つを挙げた。対話的問

題提起学習は、岡崎・西川（1993）が、フレイレと Wallesterin（1983）を参考

に、日本語教育の文脈で考えた学習法である。 

２１ 日本語能力試験のレベルは 2010年から変更された。旧試験の 3級は現行試験の N4

に、4級は N5に相当することが、日本語能力試験公式ウェブサイトに明記されて

いる。 

２２ 楊（2005）は「終了表現／開始表現」ではなく、「終了ストラテジー／開始ストラ

テジー」という用語を用いている。しかし本研究では、「ストラテジー」という用

語が話者の意図を前提にしていると誤解されうると考え、より客観的な「表現」

という用語を用いることとした。 

２３ 楊（2005）では、楊（2007）が提示した話題転換の三分類ではなく、さらに細かい

四分類を用いてコーディングを行っている。具体的には一方的転換を、転換者の

終了表現後に話題転換が生じる一方的転換と、相手の終了表現後に話題転換が生

じる無表示転換の二つに分類している。楊（2007）が三分類に変更した理由は明

記されていないが、本研究ではあまり細かく分類すると全体の傾向が見えなくな

る可能性があると考え、楊（2007）の三分類の方法をとることとした。 

２４ 局所的レベルの非対称性と全体的非対称性の説明について、原文は以下の通りで

ある。なお、英文中の’Dominance’は’Global asymmetries’と同義の用語とし

て用いられている。 

Local asymmetries may be tied to single exchanges or to single turns; 

there are basic asymmetries tied to the allocation of speaker versus 

listener roles. 'Dominance', on the other hand, should, as regards 

discourse, be taken as a less neutral and somewhat more precise term to 



 

 

 

be used of certain global properties, i.e. in principle quantifiable and 

aggregated patterns emergent over sequences, as will be further explained 

below. （Linell & Luckmann（1991、p.4） 

２５ 図のタイトルである「二つの尺度から見た二者間場面の簡易分類」の原文は、「A 

simplified two-dimentinal categorization of dyadic situation」である。そ

れ ぞれの 会話の 原文は 、「非 協力的 な尋問 ・イン タビュ ー」は

「Interrogation/Interview (interviwee non-compliant)」、「協力的な尋問・イ

ンタビュー」は「Interrogation/Interview (interviwee compliant)」、「大人と

子供の会話」は「Adult-child conversation」、「客と店員のやり取り」は「Consumer-

seller interaction」、「気が進まない相手との会話」は「Conversation with 

reluctant partner」、「親密な者同士の会話」は「Friendly conversation between 

peers」、「販売交渉」は「Sales negotiations」、「口喧嘩」は「Verbal despute」

である。 

２６ 西條（2005）の論文題目は「接触場面の非対称性を克服する会話管理的方略」であ

り、非対称性を克服すべきものと捉えていることが分かる。また岩田（2005）に

は「現場で行われている学習者と母語話者の活動において非対称的なやり取りが

問題になった際に」（p.149）や「母語話者が学習者から話を引き出すだけになっ

ているペアのやり取りは」（p.149）など、非対称性を問題点として捉えているこ

とがうかがえる表現が、散見される。 

２７ ここでいう権力とは、フーコーが提唱した微細な権力であり、「メンバーが絶えず

協働で産出しているにもかかわらず、それが自明であるために「自然な社会構造」

として転倒して構築され、その結果、メンバーに対して道徳的拘束力を及ぼすよ

うな」権力である（山田 2000、p。31）。 

２８ Yeh（2004）が用いた質問項目は、以下の通りである。 

What is your L1? How many languages are used in your country? Is English 

taught in your country? (a) Is your L1 language system very similar 

to or different from English? How has your L1 affected your ability 

or motivation to learn English? (b) Why did you choose to study 

English in the U.S.? 

Did your thinking about American culture change after you experienced it? 



 

 

 

In what ways? Has American culture influenced any change in your 

behavior since you first arrived? If so, did this change affect your 

participation in conversation with native speakers? 

Can you describe the requirements of the gender role, either male or 

female, in your country? 

Can you describe some unforgettable experiences you have had since you 

have been in the U.S.? 

What social status do you think you have here? When you talk with native 

speakers of English in the U.S., how does the way you speak English 

present to them ‘who you are’? 

(a) When you speak English with native speakers in the U.S, does the image 

you have of yourself change? Does this self-image affect your 

communicative interaction with native English speakers? How? (b) What 

image do you think English speakers have of you? Does this thought 

affect your communicative interaction with native English speakers? 

How? 

When you talk to native English speakers, who decides what subjects are 

discussed? Explain with an example, if possible. 

Do you think that the English you speak is the same as that of native 

speakers? If not, how is it different? Whose is the Standard one? Can 

you explain why? 

Do you want to learn the kind of English variety that native speakers 

speak? Why or why not? 90 

Who owns the English language? Why?   

Do you think your own English accent is understandable and accepted by 

English native speakers? Why or why not? Please describe a situation 

where your English was misunderstood. 

In a social group situation of the U.S. where English is the primary 

language, do you tend to be fairly quiet or do you make a special 

effort to participate? Can you explain why? 



 

 

 

With which native speakers are you comfortable speaking English? Why? Do 

you ever feel uncomfortable speaking English with a native speaker of 

English? Can you explain what causes the discomfort? 

What does it mean to have good oral English skills? Please explain in 

terms of English accent and intonation, conversational content, 

knowledge of grammar. 

During participation in English discourse, do you usually have a chance 

to talk? Do the native speakers of English usually listen to you? Why 

or why not? Can you describe a situation in which a native speaker of 

English did not seem to want to hear what you wanted to say? Please 

describe the situation. 

  What were your English learning experiences in your own country? What is 

the main purpose of learning English in your country? In particular, 

how about at the college level? 

  Did you enjoy learning English in the college of your country? Why or why 

not? Please explain the reasons. 

  Can you describe the situation of the college English classroom in your 

country? 

    (a) How many students were in your class? (b) What kind of teaching 

materials or books did your English teachers use? (c) Did you speak 

your L1 in English class? (d) What language did your English teachers 

use for teaching? (e) Could you choose your own seats? 

  What are your English teachers’ teaching styles and instructional methods 

in the college English classroom in your country? 

  Did you have a passive or active English classroom atmosphere in the 

college of your country? Why? 

  In your social activities, can you usually communicate with native 

speakers of English based on what you have learned in the ESL 

classroom? Why or why not? 

  What situations make you uncomfortable, or what kind of resistance do you 



 

 

 

encounter inside yourself in your conversation with native speakers 

of English (either inside or outside of the ESL classroom)? When you 

feel excluded from a conversation, what do you do and what goes 

through your mind? 

  What kinds of opportunities do you have to speak your L1? What do feel 

when you speak in your L1? 

  While speaking your L1 with your friends who are of the same background 

as you, do you change to English if an English speaker is present? 

Why or why not? 

  When you do not understand or feel uncomfortable when native English 

speakers talk to you, what is your reaction? 

２９ 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。 

３０ 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

話者とやりとりをする」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。 

３１ 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。 

３２ 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、

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。 

３３ 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。 

３４ 中国語の中にも様々な方言があり、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。しかし本研究では、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。  

３５ 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。 

３６ 会話のデータ収集に関しては、その不自然さが問題視されることが多い。そのた

め本研究では、交流会場面を設定し、そこでの会話を録音、録画した。しかし倫

理的な観点から、事前にデータ収集について説明し同意書を書いてもらったこと、

研究者が決めた相手と二者間で話してもらったことから、自然に生じた会話とは

いえないことを付記しておく。データ収集の方法論については、今後も検討して



 

 

 

いきたい。 

３７ 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。 

３８ 本研究の話者名は、全て仮名である。 

３９ 本研究では、話題に関する学習を明らかにするために、加藤（2006）及び近藤（2009）

を参考に、接触経験の多寡によって話者を統制した。しかし、特に非母語話者の

学習については、ここで聞いた教室経験、及び接触経験の他にも、様々な習得要

因の可能性が考えられる。特にテレビ番組の視聴などでによる日本語談話のイン

プットは、話題に関する学習に影響するかもしれない。ただそれら全ての経験を

統制することは難しかったので、本研究ではその接触経験に注目した。他の要因

については、今後の課題としたい。 

４０ 表 10については頻度が少ない項目が多かったため、カイ二乗検定等の統計的手法

は用いることはできなかった。 

４１ 本研究では学生同士の初対面会話しか対象としていないが、相手との力関係や親

疎関係が異なる場合には、その表現も変わってくる可能性はあるだろう。 

４２ 本研究ではカイ二乗検定及び残差分析を、量的分析の手法として用いた。それら

の分析には、インターネットで公開されているオープンソースである、R（version 

3.3.1（https://www.r-project.org/））を用いた。 

４３ 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。 

４４ 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。 

４５ 「国事情」話題の平均ターン数は、母語場面が 24.7（話題数は 3）、接触場面 Aが

26.9（話題数は 14）、接触場面 Bが 15.8（話題数は 12）、接触場面 Cが 21.7（話

題数は 11）、接触場面 Dが 15.6（話題数は 9）だった。「旅行」話題の平均ターン

数は、母語場面が 1（話題数は 4）、接触場面 Aが 27.0（話題数は 9）、接触場面 B

が 14.8（話題数は 6）、接触場面 Cが 13.0（話題数は 11）、接触場面 Dが 17.1（話

題数は 8）だった。 



 

 

 

４６ 自己利益の協働と混同されやすいものとして、自己保存（self maintainance）と

いう概念が挙げられる。それは岡崎敏雄（2003）によって、協働に相対するもの

として提示された概念である。岡崎敏雄（2003）によるとそれは、「母語の保持・

育成を促し、それを媒介とすることによって第二言語習得がなされ、その結果、

言語的共生体総体を存続させ、機能させていく」ものである（p.39）。つまりそれ

は、母語話者が母語場面における日本語の言語運用を、非母語話者が自らの母語

における言語運用を、保持しようとする動きである。それが、それぞれの母語場

面における規範意識を志向するものである点で、接触場面特有の規範意識を志向

する自己利益の協働とは異なることを、ここで強調しておく。 

４７ 本研究では、この積極的に聞き手になる行動を、相互調整行動ではなく配慮行動

に含めた。それは本研究のデータでは、話題展開中に沈黙があって質問が生じて

いたわけではないため、それらがやり取りの維持のために生じたものではなかっ

たと考えたからである。ただ、これがもし話題展開中に頻繁に沈黙が生じ、その

沈黙を破るために一方が質問を発して聞き手になっていたとしたら、それは相互

調整行動だと考えるべきだということを、ここで補足しておく。 

４８ ただし、本研究では全ての発話行為について、網羅的にその生起の有無を検証し

たわけではないことを、ここに付記しておく。質問以外の発話行為については、

今後の課題としたい。 
４９ 原文は以下のとおり。 

an ability to evaluate, critically and on the basis of explicit criteria, 

perspectives, practices and products in one’s own and other cultures and 

countries（Byram他 2002、p.9） 
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