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日本語動詞「出る」と共起するガ格名詞の特徴
類義語「起こる」との比較から

岩出雪乃

　日本語動詞「出る」と「起こる」はどちらも「発生」の意義を有することから、
しばしば類義語として示される語である。先行研究では「生じる」「発生する」な
どの語を用いて両動詞の意義記述が行われているが、その意義の差異が十分に表さ
れているとは言えない。本稿では両動詞のガ格名詞をコーパスを用いて調査し、そ
の特徴を分析することで、両動詞の意義をより明らかにすることを目的とする。結
果として、「出る」はものがどこかに現れることに着目し、「起こる」では出来事が
展開することに着目していることが明らかになった。

要　旨

1. はじめに
　本稿は、日本語動詞「出る」と類義語「起こる」のガ格名詞を比較することにより、共起名
詞に関する異同を明らかにし、動詞「出る」の意義の特徴をより明確にすることを目的とする。

「出る」は非常に多くの意義を持つ語であり、その多義性は国語辞典などにおける多数の別義
の記述を見れば明らかである。これらの別義の分類において、「出る」は「発生」の意義を持
つとされることがある。しかし、「芽が出る」「勇気が出る」は「出る」を用いてその発生を表
現できると考えられるが、「事故が出る」「地震が出る」は「出る」を用いて表現すると不自然
である。すなわち「発生」を表す場合であっても、「出る」が用いられる場合と用いられない
場合があるということである。本稿では、「出る」と同様に「発生」の意義を表すとされる日
本語動詞「起こる」と比較し、そのガ格名詞の異同を分析することで「出る」の意義における
特徴を明らかにすることを目指す。分析にあたっては、いわゆる「発生」の意義で「出る」が
用いられる場合、上述の例のように発生するもの、つまり「変化の対象」は「芽が」や「地震が」
のようにガ格によって示される。そこで本稿ではコーパスを用いて両動詞のガ格名詞を比較
し、どのような差が見られるのか名詞の性質の観点から分析を行う。
　また、本稿で得られた結果は日本語学習者の語彙学習に活用することを最終的な目標とし
ている。学習者に「出る」の意義を理解させるために、三好（2007）のようにコロケーション
を用いて語の意義を学習させるという研究や、森山（2012）などのように基本的な概念を中心
としたカテゴリーとして語のイメージを示すという方法もある。どちらも学習者が語のカテ
ゴリーをイメージできるような用例を提示することが重要になる。本稿での調査・分析結果
は母語話者の持つ意義イメージを学習者に理解させるために、「出る」の意義記述における用
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例を選出する際やコロケーションを指導する際に有用であると考えられる。

2. 先行研究と問題点
　本章では、「出る」「起こる」の記述に関して辞書の例を挙げて、問題点を指摘する。本稿
では「出る」の意義を詳細に分類し記述している『明鏡国語辞典』と、「出る」と「起こる」を同
じ類義語のカテゴリーの小分類として記述している『講談社類語辞典』を取り上げる。上の 2
点の辞書を示すことにより、両動詞の意義に類似性があることを確認し、意義記述における
問題点について述べる。

2.1『明鏡国語辞典』における「出る」「起こる」の記述

　本節では、「出る」及び「起こる」の意義記述に関して、一般の国語辞典の例を取り上げる。『明
鏡国語辞典』は「出る」に 35の別義を認めており、一般の国語辞典 8冊を確認したところ別義
数は最多であり、詳細に別義の意義を記述している。ただし詳細に意義記述を行っている『明
鏡国語辞典』においても、「出る」と「起こる」の意義の差は明らかではない。以下の表 1を見
られたい。

　「出る」の別義 25～ 27及び「起こる」の意義記述には「生じる」や「発生する」が用いられ、
25では「出る」の意義記述に「起こる」が用いられている。『明鏡国語辞典』での意義記述によ
れば、「出る」も「起こる」も共に「発生」の意義を有していると考えられる。だが、「出る」の
別義 25に挙げられている用例のうち、「出る」を「起こる」に置き換えられるものは「風が起
こる」のみである。自然の現象の発生であっても「霧」や「虹」は「起こる」を用いることはで
きない。一方、「起こる」の意義には「特に、非日常的な事態」という記述がある。「事件」や「奇
跡」などは確かに非日常的な事態であるが、「拍手」や「やる気」など非日常的な事態とは言い
難い事態を表す場合もある。また「やる気」に関しては「やる気が出る」というように「出る」
を用いて表すこともできる。以上のように、『明鏡国語辞典』における意義の記述では両動詞

表 1　『明鏡国語辞典』における「出る」「起こる」の意義記述
語 意義・用例

「出る」

23. 体に吹き出物や角などが生じる。
24. 植物や葉が生じる。
25. 自然の現象が新たに生じる。発生する。起こる。
　	「風［霧・虹（にじ）］が―」「煙突から煙が―」「大水が―」「この笛は澄んだ音が―」
　	「わき水が―」「削れば屑（くず）が―」「たたけば埃（ほこり）が―」
26. 生理的な現象が新たに生じる。発生する。
27. その状態や性質が新たに生じる。

「起こる」
物事（特に、非日常的な事態）が新たに発生する。生じる。起きる。
　	「事件［論争・地震・奇跡・拍手・どよめき・発作］が―」
　	「市民運動が―」「やる気［嫉妬（しっと）心が―］
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とも「生じる」など同じ語が使用されており、意義の違いは明らかではない。また両動詞と
共起するガ格名詞の差異も明らかに示されているとは言えない。

2.2『講談社類語辞典』における「出る」「起こる」の記述

　本節では、類語辞典における「出る」「起こる」の記述を取り上げる。『講談社類語辞典』は
意味を100のカテゴリーによって分類している。カテゴリーは意味の近い語の小分類から成っ
ているが、小分類「起きる」の中に「出る」と「起こる」は記述されている。「出る」と「起こる」
では、小分類の下位分類である小見出しが異なっており、近い位置に配置されているわけで
はない。しかし、意義及び用例の記述には類似点があり、意義の差異が明らかではない。以
下の表 2を見られたい。

　表 2 の「起きる」と「起こる」の記述から「起こる」は「（予測できない事態・現象が突然）
現れる」という意義を表すことができると考えられる。「起こる」では「予測できないことが突然」
という記述があるものの、「出る」とは「それまでになかった現象などが現れる」という点で
意義の記述が類似している。また「起こる」では用例に「やる気」「風」がガ格として用いら
れているが、「出る」の用例においても「やる気」「風」がガ格に用いられている。意義記述も
類似していることに加え、用例にも同様の名詞が用いられていることから、両動詞の意義の
差異は明らかに示されているとは言えない。

2.3 先行研究の問題点に関するまとめ

　2.1、2.2では先行研究に関して「出る」と「起こる」の意義記述及び用例を示し、問題点につ
いて述べた。両動詞ともに「新たに」「生じる」「発生する」といった語が意義記述に用いられ
ており、「風」や「やる気」などの共起する名詞が用例に用いられている。以上のことから、
両動詞と共起するガ格名詞の差異が明らかに示されていない点、及び両動詞の意義の違いも
十分に記述されていない点に問題があることが指摘できる。そこで、本稿ではコーパスを用
いて両動詞の実際の使用状況を調査し、分析及び考察を行う。3章ではその調査方法を示し、
4章では各動詞と共起する名詞の特徴について分析を行う。

表 2　『講談社 類語辞典』における「出る」「起きる」「起こる」の意義記述
語 意義 用例

「出る」 それまでになかった
現象などが新たに現れる。 「やる気が～」「風が出てきましたね」「熱が～」

「起きる」それまでになかった
（困った）事態・現象などが現れる。「事故が～」「貿易摩擦が～」「小さな波が～」

「起こる」（予測できないことが突然）起きる。
「こんな劇的なことが～とは思ってもいなかった」
「どうもやる気が起こらないんだ」	
「風が～」「起こるべくして起こった事件」

（『講談社	類語辞典』より抜粋）
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3. 調査方法
　本稿では、データとして『現代日本語書き言葉均衡コーパス（以下、BCCWJ）』の検索アプ
リケーションである「NINJAL － LWP for BCCWJ（以下、NLB）」を用いて、「出る」「起こる」
の各動詞と共起する名詞についてその異同を調査、分析する。名詞の収集、調査の方法は以
下に示す。

① NLB で見出し語「出る」「起こる」を選択し、グループ別頻度表のうち「名詞＋助詞」のパ
ターン「…が出る」「…が起こる」を選択する。

②①で抽出されたもののうち、LD（LogDice 係数）スコア１）3以上かつ頻度 3以上のものを
収集する。

③②の名詞を「出る」「起こる」どちらか一方にしか共起しないもの、どちらにも共起する
ものに分ける。

4章では上の方法で収集・調査した結果を分析する。

4. 調査結果の分析及び分類
　本章では調査結果を名詞の性質の観点から分析し分類を行う。なお、分析を行う際、NLB
で収集できる実例は、対象語の前後の文脈に関する情報が限られているため、それのみでは
文脈の検討や判断が困難な場合がある。そのため、NLB で提示された実例の文脈に関して
より多くの情報を得る必要がある際は『BCCWJ』の検索アプリケーション「中納言」を利用す
る。例文末の（　）内にはコーパスによって収集した例の出典を示す。例の下線は筆者による。
以下、4.1では「出る」と共起する名詞について、4.2では「起こる」と共起する名詞について、4.3
では両動詞に共起する名詞について述べる。

4.1「出る」と共起する名詞

　4.1では「出る」と共起する名詞について分析し分類を行う。3章で示した方法によって収集
した名詞のうち LD 係数が上位 50以上の語を分類した。文脈から 2つの以上の分類に属する
と判断したものもある。2つ以上の分類に属すると判断したものは名詞の後方に番号（①、②）
を付した。結果を表 3に示す。
　「出る」と共起する名詞のうち、上位 50語以内で多くの名詞が属する分類項目は、「身体に
関するもの」（12語）、「情報に関するもの」（17語）、「性質に関するもの」（9語）、「因果に関
するもの」（7語）の 4つである。
 1） 頻度に関しては、偶然性を避ける必要があり、Scott & Tribble（2006）を参考に 3以上のものに設定した。LD スコアとは

ダイス係数を対数化した指標のことである。石川（2008）では共起強度に関する指標について、T スコアや、相互情報量（MI
スコア）など 5つの指標を取り上げている。それらを、高頻度の一般的なコロケーションの評価に強い頻度型、低頻度で
も際立った特徴性を示すコロケーションを評価する非頻度型に分けているが、ダイス係数はその 2つの折衷的な中間型の
指標であるとしている。本稿では日本語教育に応用することを最終的な目標とするため、意義の分析や記述、例文の提示
についても、日本語学習者や日本語学習を指導する教師に有用であるよう行いたい。そのため、実際に使用されている頻
度も考慮し、研究を行うことが重要であると考える。そこで本稿では、頻度と特徴性との両方を考慮し、中間的な指標で
ある LD スコアを用いて、調査を行った。
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　まず「身体に関するもの」としては、「涙・汗・便」など「身体から排出されるもの」、「熱・咳・
疲れ」といった「身体に現れる症状」、また「手」という「身体の一部」がある。同じ身体に関
する名詞であっても、それぞれのガ格名詞と共起する場合の「出る」の意義は異なっている
と考えられる。「排出」を表す場合は実際に移動が見られ、「現れること」を表す場合は出現に
視点が置かれている。また、「手」に関しては、（1）のように実際の身体部位の場合もあるが、（2）
のような慣用句など様々な意義を表している。

（1）金を抛ると、角材のすきから手が出てすばやく中へ消えていった。
（山岡荘八 1986『坂本竜馬』）

（2）咽喉から手が出るほど、秋田犬がほしくなった。
（近藤啓太郎 1988『犬バカものがたり』）

　情報に関するものとしては「表示・メッセージ・言葉」など言語情報に関するものや、「命令・
質問・話」など言語を使用する行為と内容のどちらも表現するものである。この項目に分類
されるものは、受け手の前に現れて情報を伝えるものである。パソコンやテレビ、ATM な
どの機械に現れる「画面」も以下の（3）のように人にある情報を与えるものとして考えられる。

表 3　「出る」と共起するガ格名詞の分類

身体

身体から排出される液体 涙・血・汗・母乳
身体から排出される不要物 便

身体から排出される息・空気 溜め息・咳①・言葉①
身体に現れる症状 熱・咳②・疲れ①

身体の一部 手

精神 感情 元気・勇気・余裕①・疲れ②
思考 結論①

情報

言語情報 表示・メッセージ・
言葉②・名前・数字

言語外の情報 画面
決定 結論②・判決・答え①
指示 命令・許可
質問 質問
意見 意見
話 話・お話・話題（中身）

話の内容をまとめたもの 記事

性質・特性
性質 人気・香り・味・－性

（信憑性・特殊性等）
量 余裕②・速度・スピード
差 差・違い

因果 結果状態 影響・効果・成果・利益・支障
結果物 死者①・者（負傷者等）①

自然 芽・水・火・煙
人物 者（目撃者等）②

超常現象 幽霊・死者②
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（3）今パソコンを起動したら comedy‐planet．com と言う画面が出てきて右下のタスクバー
には daily joke : All Aboard と言うスマイリーマークの様なものがでてきました。

         （Yahoo! 知恵袋 2005、 パソコン、周辺機器）

　性質・特質としては「香り・味」など「出る」と結びつくことで、新たにその性質や特質が
現れてくるという意義を表すものである。また「‐性」は以下の（4）のように「信憑性」など
物事の性質を表す複合語の接尾辞である。

（4）バリバリ仕事をしてこそ発言に信憑性がでるのに・・。
（Yahoo! 知恵袋 2005、派遣、アルバイト、パート）

　さらに「スピード・速度・人気」は平常のものより高いまたは、速いものを指している。「出
る」とともに用いられることで、それまでよりも、より高い人気やより速い速度といった性質・
特質が現れると考えられる。以下に「スピード」と「人気」の例を示す。

（5）必死でこぎすぎて、こわいようなスピードが出た。　　　　　（有栖川有栖 2003『虹果て村の秘密』）

（6）で、現地で生まれ育ったタレントがウデをあげ、出演すれば、人気番組が誕生する。東
京ランクのギャラを払わなくても、人気が出る。　　　　　　　　（今村荘三 1998『笑う大阪人』）

　最後に因果に関するものとしては、「影響・効果・支障」などがある。これらの名詞は（7）（8）
のように、何かの行為や出来事の結果としてある状態が現れているものであると考えられる。

（7）浅深度へ移動するにつれて、艇の動揺が大きくなった。波浪の影響が出はじめているよ
うだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（谷甲州 2003『ニューギニア攻防戦』）

（8）妻は、最近腰痛に悩まされており、介護に支障が出てきている。
（堀田力・樋口恵子 2000『わかりやすい介護保険の活用法』）

　以上、「出る」と共起する名詞について上位 50語の分類を行い、その特徴を見てきた。「出る」
と共起する名詞は、「身体に関するもの」、「情報に関するもの」、「性質に関するもの」、「因
果に関するもの」という項目に属するものが多く見られた。上述の 4項目のうち「身体に関す
るもの」を除いては、ガ格名詞はどこか（何か）に現れるものである。また全体的に「出る」で
は時間的に動きのない「もの」を表す名詞 2）と多く共起していると考えられる。

2） 名詞の性質に関して、影山（編）（2011）はモノ名詞とデキゴト名詞という分類を行っている。モノ名詞は「もの」を表す名詞
であり、時間的に変動しない（しにくい）という性質を持つという特徴があるとしている。また、デキゴト名詞は「出来事」
を表す名詞であり、出来事とは発生から終結まで、一刻一刻変化していくものと想定できるとしている。 
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4.2「起こる」と共起する名詞

　4.2では「出る」と共起する名詞について分析し分類を行う。3における方法によって収集し
た名詞のうち LD 係数が上位 50以上のものを分類した。結果を表 4に示す。

　「起こる」と共起する名詞のうち、上位 50語以内で多くの名詞が属する分類項目は、「身体
に関するもの」（6語）、「普段・普通とは異なる出来事」（19語）、「新しいものを作る動き」（17
語）、「対立」（7語）の 4つである。
　まず身体に関するものとしては、身体内で生じる現象と身体に生じる症状がある。「出る」
と共起する身体に関する名詞と比較すると、「出る」では「涙・汗・血」といった具体的な排
出物ないし「熱・咳・疲れ」といった身体から排出されるものによって生じる症状であるの
に対して、「起こる」と共起するものは「出血・下痢・炎症」など、症状とも言えるが、身体
における一種の作用とも言えるものである。
　次に、「普段・普通とは異なる出来事」に分類された名詞は 17語で、分類中もっとも多い。「事
件・事故・地震・奇跡」など普通の状態や普段の生活とは異なる非常事態や異常・珍事など
を表す名詞はここに分類した。「悲劇」は以下（9）のような例から、芝居などのジャンルとい
う意義ではなく、人生や社会における悲惨な出来事であり、事件に分類されると考えられる。

（9）両社の激しい競争のなかで、最大の海難事故タイタニック号の悲劇が起こる。
（宮崎正勝 2005『海からの世界史』）

　また「事態」に関しては以下（10）（11）のような例から普段・普通とは異なる出来事である
と考えられる。
（10）きわめて深刻な事態が起こっている。（カール・R. ポパー著・小河原誠他訳 2003『量子論と物理学の分裂』）

（11）だがそのとき、予想もしない事態が起こった。　　　　　　　　　（清水一行 1993『小説兜町』）

身体 身体（内）で
生じる作用

排卵・収縮（血管）①・出血・下痢・炎症・
頭痛・痙攣

普段・普通とは異なる出来事

災害 洪水・地震・災害・火災・火事
事件 殺人・事件・爆発①・事故・悲劇・暴動

異常・珍事
突然変異・異変・混乱・事態・奇跡・イン
フレーション①・収縮②・何事・騒動・騒
ぎ

新しいものを作る動き

既存の社会への働きかけ テロ・一揆・反乱・革命・運動①
社会の動き ブーム・転換①・破壊（価格）②

作用
低下・変動・転換②・変革・インフレーシ
ョン②・破壊③・摩擦①・衝突①・爆発②・
運動②

対立 対立 衝突②・摩擦②
争い 争い・論争・大戦・戦争・紛争

音 笑い声・拍手・どよめき・騒めき
その他 出来事

表 4　「起こる」と共起するガ格名詞の分類
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　2章で取り上げた『明鏡国語辞典』と『講談社 類語辞典』の解説では「起こる」は「特に、非
日常的な事態」が生じること、「予測できないことが突然」起きることを表すとしている。確
かに、（10）（11）の例のように「きわめて深刻な」「予想もしない」といった非日常である、ま
たは想定していないという表現が「事態」とともに使われることが多く、予測していないよ
うな普段・普通とは異なる出来事であるものが多いようである。
 「新しいものを作る動き」として分類したものに関しては、下位の分類に「既存の社会への働
きかけ」「社会の動き」「物理的作用」といったものがある。既存のものや従来からあるものに
何らかの働きかけをして、新しいものを作り出す、ないし変化させるような活動や動きをこ
の項目に分類した。「既存の社会への働きかけ」には「テロ・反乱・革命・運動」という名詞
が見られたが、このうち「運動」は以下の（12）のように社会的な運動と、（13）のように作用
として「物理的作用」に分類されるものもある。

（12）昭和四十年代後半から壊す話が起こり、保存運動が起こり、今ようやく多くの大阪市
民の寄付も実って完全修復され、国の重要文化財に指定され、公開された。

（森まゆみ文・太田順一写真 2003『森まゆみの大阪不案内』）

（13）（ｂ）では実際の温度分布と乾燥断熱線はほぼ平行で空気塊は中立になる．運動が起こっ
ても増幅されたり減衰されたりしない。　　　　　　（河村哲也他 2001『環境流体シミュレーション』）

　また「物理的作用」として分類した「収縮・低下・インフレーション」などは他のものへ働
きかけ変化や影響を及ぼす物理的な行為である。「摩擦・衝突」は「物理的作用」に分類され
るものと、関係の「対立」に分類されるものがあると考えられる。「摩擦」の例を以下に示す。

（14）シリンダーの中をピストンが上下運動するときに鉄と鉄が擦れて摩擦が起こる。
（『AUTO SPORT』2001 機械）

（15）貿易に依存すればするほど、国際競争の波にさらされ、摩擦が起こります。
（『新しい社会地理』 2005）

　最後に「対立」としては、「争い・戦争・紛争」などが見られた。「新しいものを作る動き」
として分類した「革命」や「反乱」なども対立にも入れられるが、ただの争いではなく、それ
によって新しい社会や政府を作り出すものとした。
　以上、「起こる」と共起する名詞に関して、その特徴を見てきた。「出る」のガ格名詞と比較
すると、「起こる」のガ格名詞は、「身体に関するもの」「普段・普通とは異なる出来事」「新し
いものを作る動き」「対立」という項目に属するものが上位 50語中で多く見られた。また全体
的に「起こる」では時間の流れとともに展開していく「出来事」を示す名詞と多く共起してい
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ると考えられる。

4.3	「出る」「起こる」どちらにも共起する名詞

　本節では、3章における調査で「出る」「起こる」どちらにも共起していた名詞について、各
動詞による特徴や互換性などの有無に関して考察を行う。本節での考察により、「出る」「起
こる」の意義のより明確な差異を明らかにする。調査では両動詞どちらにも共起する名詞は
全部で41語であった。本稿ではこれらの名詞のうち、「出る」「起こる」ともに最も順位が高かっ
た「問題 3）」について取り上げる。
　以下に例を挙げる。なお、収集した例において、各動詞の置換の検討を行うため、元の例
に加えて、｛　｝内に一方の動詞を入れた。置換可能であると考えられるものには○、不可
と考えられるものには×を付した。まず、「問題が出る」の収集例のうち、「起こる」と置換
可能なものを示す。

（16）必要なのは、たとえば不作で価格が暴騰するとか、農作で暴落するとかというような
ときの価格安定措置をいかに講ずるか。それは輸入の門戸を開いてあれば自動的に調
整が効きましょうが、短期的には政府が何か対応しなければいけない問題が出てくる

｛○起こってくる｝。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村靖 1994『どう変わるか日本農業』）

（17）その間に西洋と日本の関わりあい―戦争に負けるというのは、アメリカに政治・文化
両方の支配を受けるということですから―、われわれ日本人のクレオール化という問
題が出てきます｛○起こってきます｝。　　　　　　　　（篠田正浩 1995『日本語の語法で撮りたい』）

　（16）と（17）の例では、出ると起こるは置換が可能である。ただし、同じように補助動詞「く
る」が後ろに接続しているが、この補助動詞「くる」の用法が異なっており、そのため表す事
態も異なっていると考えられる。日本語記述文法研究会（2007）では、動詞のテ形（連用形）
に補助動詞「くる」が接続する場合には「状態の出現」「変化の進展」「長期的継続」の用法があ
るとしている。以下にそれぞれの用法についての日本語記述文法研究会（2007）における記述
を以下に示す。

● 状態の出現とは、以前なかった状態が新たに出現することを表す用法。この用法は「して
くる」だけにあって、「していく」にはない。　　　　　　　　　   （日本語記述文法研究会 2007：43）

● 変化の進展とは時間の経過とともに次第に進む変化を表す用法である。｛省略｝どの時点に
視点を置くかによって、「してくる」「していく」のどちらを選ぶかが決まる。変化後に視点
を置く場合は「してくる」、変化後に視点を置く場合は「していく」を用いる。

（日本語記述文法研究会 2007：44）

 3） 「出る」では 18位、頻度 359、LD6.90で、「起こる」では 24位、頻度 227、LD6.64であった。
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● 長期的継続とは、動作が長期間にわたって継続することを表す用法である。「してくる」は、
ある時点までの動作の長期的継続を表し、「していく」は、ある時点以後の動作の長期的継
続を表す。       （日本語記述文法研究会 2007：45）

　以上の記述を踏まえて（16）と（17）の用例について考察を行う。以下に（16）（17）の例の補
助動詞「くる」を「いく」に置き換えたものを示す。

（16'）短期的には政府が何か対応しなければいけない問題が出ていく
（16"）短期的には政府が何か対応しなければいけない問題が起こっていく
（17'）われわれ日本人のクレオール化という問題が出ていく
（17"）われわれ日本人のクレオール化という問題が起こっていく

（16'）と（17'）では「くる」が「いく」になると例文が不自然になる。つまり、「出る」の例は状
態の出現を表すものであると考えられる。「出る」を用いる場合、（16）（17）の「政府が何か対
応しなければいけない問題」「日本人のクレオール化という問題」は何かの行為や出来事の結
果としてある状態が現れているもの、つまり 4.1の「因果に関するもの」であると考えられる。
ところが、「起こる」になると、「いく」に置き換えても問題がない。つまり「起こる」の場合
は変化の進展または、長期的継続という事態を表していると考えられる。文脈から判断する
と、（16）（17）の例を「起こる」に置換した場合、「政府が何か対応しなければならない問題が
起こる」「日本人のクレオール化という問題が起こる」という出来事が展開していくという、
変化の進展を表すことができると考えられる。（16）の例は 4.2における「普段・普通とは異
なる出来事」であり、（17）の例は「新しいものを作る動き」に該当する。
　以上のように、「出る」が用いられている例であっても、文脈によって「出る」は「起こる」
に置き換えられる。ただし、表している事態は異なり、「出る」の場合は状態の出現、「起こる」
の場合は出来事の展開を表すと考えられる。
　次に「出る」を「起こる」置き換えられない例を示す。

（18）しかし試験というものは、その日の体調や、たまたま知っている問題が出た｛× 起こっ
た｝とか、苦手の問題が出た｛×起こった｝とか、偶然の要素があるから、とにかくた
くさん受けることが、合格の確率を高めることになる。　　　（三田誠広 1988『パパは塾長さん』）

（19）細かい点になると、河野の推理にはもっと色々な問題が出てくる｛× 起こってくる｝。
まとめていうと、トリックの処理ということだ。犯人良は何を処理しなければならな
いか。まずは美香の返り血だ。美香を刺した時、犯人は一滴の血も浴びなかったのか。
浴びたのなら返り血の付いた服や手袋を処理しなければならない。

（飛鳥部勝則 2001『殉教カテリナ車輪』）
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　（18）（19）の例は「出る」を「起こる」に置換できない。（18）の「問題」は試験の問いのことを
指しており、（19）の「問題」は「河野の推理」における内容の一部を指している。これらの例
の「問題」は 4.1の「情報に関するもの」に分類される。この分類に属する「問題」が現れる場合、

「起こる」を用いることはできない。
　以上（16）～（19）では「出る」が用いられている実例を「起こる」に置換し、両者の違いを見
たが、（20）（21）では「起こる」が用いられている例を「出る」と置き換える。

（20）戦後の企業行動をみると、昭和五十年代までは人間をなるべく安くこき使って利益を
上げ、廃棄物はうまい具合に捨てて、つくった製品に問題が起これば｛○出れば｝「使
い方が悪い、俺の知ったことじゃない」といってきた傾向がある。

（牧野昇 1995『日本経済虚々実々』）

（21）その男は中年で、ブルージーンズを着け、はき古したランニングシューズをはいている。
ウィンドブレーカーのファスナーは開けてあって、片手をその中に突っ込んでいる。
ダギットには、その手を出しつつあるのが見て取れた。私服刑事か勤務明けの警官で、
事件を嗅ぎつける鼻を持っているのだ。「君たち、なにか問題が起った｛× 出た｝のか？」
その男は誇らしげにバッジをちらっと提示した。

（ドリー・ピアスン著・中山善之訳 1993『謀略の機影』）

　（20）は「出る」に置き換えられる。（20）の「問題」は「起こる」と共起する場合、その製品に
普段・普通とは異なる出来事が生じていると考えられる。「出る」と共起する場合は、「つくっ
た製品に」とあることから、製造過程における行為の結果として問題となるような状態が製
品に現れているものとして捉えることができる。状態が現れる先が示されている場合、「出る」
は用いられやすくなる。しかし以下のように「つくった製品に」という部分がない場合の例
を見られたい。

（20'）廃棄物はうまい具合に捨てて、問題が起これば「使い方が悪い、俺の知ったことじゃな
い」といってきた傾向がある。

（20''）廃棄物はうまい具合に捨てて、問題が出れば「使い方が悪い、俺の知ったことじゃない」
といってきた傾向がある。

 「つくった製品に」がなくても「起こる」の場合には許容度は変わらない。（20'）は「問題」とな
るような普段・普通とは異なる出来事が仕事をする中で生じたというような文脈になると考
えられる。これに対し、「出る」の場合は許容度が下がり不自然な文になる。（20''）は「問題」
となるような状態が仕事をする中で生じているとは捉えにくい。このことから「出る」の場
合には「問題」が現れる先、すなわち着点が示されなければならない。（21）においても着点
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が格助詞「に」や文脈の中で想定できないため、「出る」と「起こる」は置換できない。「起こる」
とは異なり、「出る」では「問題」だけでなく「現れる先」にも着目していると考えられる。ま
た「起こる」では「現れる先」には特に着目されず、「問題」の発生にのみ着目が置かれている
と考えられる。
　以上、「出る」「起こる」両動詞と共起するガ格名詞「問題」の例に関して、各動詞による特
徴や互換性などの有無に関して考察を行った。その結果以下のことが明かになった。
i. ガ格名詞が試験などの問いや話の内容など相手に情報を与えるものである時は「出る」

を用い、「起こる」には置換できない。
ii. 「問題が出る」は結果として状態が出現していることを表し、「問題が起こる」は出来事

が展開していることを表す。文脈によってどちらの意義にも捉えられる場合は置き換
えが可能である。

iii. 「出る」は「問題」とそれが「現れる先」に着目し、「起こる」は「問題」が発生することに
着目している。

5. 結論及び日本語教育への応用
　本稿では、「出る」「起こる」と共起するガ格名詞の特徴についてその異同に関する分析と
考察を行った。本章ではその結果についてまとめ、「出る」「起こる」の意義記述と用例につ
いて日本語教育への提案を行う。
I. 「出る」と共起するガ格名詞は「身体に関するもの」「情報に関するもの」「性質に関する

もの」「因果に関するもの」が多く見られた。また「出る」と用いられることで、どこか（何
か）に現れることを表すものが多い。

II. 「起こる」と共起するガ格名詞は、「身体に関するもの」「普段・普通とは異なる出来事」「新
しいものを作る動き」「対立」が多く見られた。

III. 同じ身体に関するものであっても「出る」に共起するものは身体から排出されるもの、
またはそれが原因で身体に現れる症状であるのに対し、「起こる」では身体（内）での作
用であった。

IV. 同じ「問題」という名詞と共起していても、名詞の内容は異なっていた。「問題」が「相
手に情報を与えるもの」である場合は「起こる」は用いられない。また「出る」は状態の
出現という事態に使用され、「問題」と「現れる先」に着目していることから、「どこか（何
か）に現れること」についてより重点が置かれていると考えられる。「起こる」は出来事
の進展という事態に使用でき、「現れる先」には特に着目されていないことから、「出来
事の展開」についてより重点が置かれていると考えられる。

　以上のことから、「出る」に関して、「発生」という意義があるとして記述する場合、「どこ
か（何か）に現れること」に重点が置かれていることを明らかに示すことが必要である。また
用例にはガ格名詞だけでは現れる先が想定しにくい場合は、現れる先か、出現していること
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が捉えられる文脈をともに示す必要がある。「起こる」の意義記述に関しては「出来事が生じ
ること」に重点が置かれていることを示し、出来事の展開を示すような用例を記述すること
が学習者には有用であると考えられる。今回得られた結果をもとに「情報に関するもの」「性
質に関するもの」「因果に関するもの」に関して「出る」の意義記述及び用例を以下に示す。な
お、「身体に関するもの」については分類の中でも「出る」の意義が異なっており、より詳し
い分析が必要となるため、今回は上述の 3項目のガ格名詞と共起する場合の意義の記述につ
いてのみの例を示す。また「出る」には以下に示すより、より多くの別義があると考えられ
るため、「出る」の意義の全体像に関しては別の機会に論じることとする。

●「出る」の意義
別義 A：情報を表すものが人の前に現れる

「ディスプレイにメッセージが出る」「今日の会議で予算についての質問が出た」
別義 B：ものに今までなかった性質や特質が現れる

「この調味料を入れるとスープにいい味が出る」
「有名なドラマに出演してから、あの俳優は人気が出てきた」
別義 C：結果としてものや状態が現れる

「ダイエットの効果が出てきて、足が細くなった」「事故で死者が出た」

6. 今後の課題
　「出る」と「起こる」はともに「発生」を表すとされている動詞であるが、共起する名詞には
差があり、名詞の捉え方が異なっている。「出る」ではものを表す名詞が全体的に多く共起し、

「起こる」では出来事を表す名詞が多く共起しているようである。この名詞の差と捉え方に関
して、それが動詞の中心的な意義とどのように関わっているのかは本稿では明らかにされて
いない。また、両動詞に共起する名詞としては「問題」のみを取り上げたが、その他の名詞
についても動詞による特徴と置換の有無等を考察することで、各動詞の意義特徴をより明ら
かにしていきたい。
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1．はじめに
　近年、日本企業の海外進出がさかんになり、それに伴い日本語学習者が増加している国が
ある。そのような国の一つであるベトナムでは、日本との経済的な関係の強化を受けて、小
学校で日本語を第一外国語として教えることを目指し、初等教育における日本語教育が試験
的に開始された。日本語教育がさかんになるとともに、ベトナム国内では、日本語能力の高
い人材が求められるようになっている。日本語能力のレベルを示す方法として、日本語能力
試験が用いられることが多いが、ベトナムでも同様で、一番高いレベルであることを示す
N1に合格するために、日本語学習に励む学習者が多い。
　しかし、一方で、畠山（2012）が 2008年から 2009年にかけてハノイの大学で日本語学科に
在籍する学生を対象に行った調査によると、日本語の 4技能のうち、「話すこと」を習得した
いと考えている学習者が多い。JFL 学習者は日本人と接する機会が少ないことなどから、話
す力が伸びないと考えている学習者が少なくない。また、日本人と接する機会があっても、
日本語能力が十分でないことで、相手の日本人に負担をかけているのではないか、つまらな
いと思われているのではないかという不安を持っており、日本人の友人と雑談を楽しみ、もっ
と仲良くなりたいのにうまく会話ができないという声を、勤めていた大学の学習者からもよ
く聞いた。ベトナム国内にも、都市部であれば日本語学習者と在住の日本人が交流するよう
な場がある。そのような交流会などに参加している学習者から、「どのように話を続けたら
いいのか」、「どのように話を広げたらいいのか」という質問を受けたことがある。このよう
な悩みは、語彙を増やし、文法をたくさん学んでも、解決できないのではないだろうか。
　また、ベトナムの高等教育機関の多くで、「会話」という授業が存在する。その「会話」の
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授業では、ロールプレイなどを行うことがあるが、場面が「買い物をする」や「面接を受ける」
などのように限られたもので、JFL 学習者が、そのような場面に遭遇をする可能性は低く、
JFL 学習者の環境を考慮したものであるとは言えない。
　上記で述べた、接触場面における JFL 学習者の期待と不安、そして、ベトナムにおける
会話教育の現状を踏まえて、ベトナムのように日本語能力が求められている環境のもとで活
躍することが期待される学習者に、会話の授業において、雑談を行う際に使用できる様々な
ストラテジーについて指導することは重要であると考える。
　本研究は、ベトナムをはじめとした日本国外の日本語の会話教育において会話ストラテ
ジーの一つである話題転換について指導するために、日本語学習者の接触場面における雑談
の話題転換の特徴を明らかにし、どのように指導することが JFL 学習者の会話ストラテジー
能力を育成することにつながるのかということについて論じることを目指している。その中
で、本稿ではベトナム人 JFL 学習者はどのように話を始め、続け、広げるのかということ、
つまり、どのように話題を展開しているのかということに注目して分析を行う。

2．先行研究
2.1 話題転換に関する研究

　話題転換に関する研究には、話題転換時に用いられる表現などの機能に注目した話題転換
のストラテジーの研究と、導入された話題と会話の流れとの関連性に注目した話題転換のタ
イプの研究がある。本稿では、後者の話題転換のタイプに注目して分析を行うので、ここで
は、話題転換のタイプに関する研究を見ていく。
　話題転換のタイプに言及した研究は、母語場面のデータを扱った南（1981）、村上・熊取谷

（1995）、山本（2003）、そして、接触場面のデータを扱った楊（2005）1）がある。
　南（1981）は、話題の推移の実態を記述することにより、一般的な型および話題の推移や話
題の選択に働く諸条件の解明の手がかりを得ることを目的として、日常会話の分析を行って
いる。分析に用いられたデータは、一般家庭の 1日の会話をすべて録音し、文字化したもの
である。そのため、雑談だけでなく動作を伴う会話も分析の対象となっている。
　そして、村上・熊取谷（1995）は、「会話の対象となっている事柄」を「トピック」という用
語を用いて、談話におけるトピック間のつながりを会話参加者がいかに認知し、談話を構成
していくのかという観点から、先行トピックと後続トピックの内容のつながりに注目し、ど
のような転換の型に分類することがきるかを考察している。
　山本（2003）は、テレビのトーク番組の会話を用いて、話題転換がどのように行われるのか
について、4つの転換のタイプに分類し、分析を行っている。

 1） 村上・熊取谷（1995）、山本（2003）、楊（2005）は、話題転換のタイプと話題転換表現の関連に関する研究であるが、本稿で
は、話題転換のタイプに関する部分のみ取り扱う。
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　楊（2005）は、日本語学習者の話題導入の問題点を指摘し、適切な指導を行うためには、日
本語母語話者の話題開始表現の使用傾向を明らかにする必要があるとして、日本語母語話者
の初対面の会話の分析を行っている。
　それぞれの研究において、研究の目的などに沿って、独自の話題転換のタイプの分類の枠
組みを設定し、その分類にあたり、客観的な分類がなされるように工夫がされている。

2.1.1話題展開構造の観点
　話題展開の捉え方には、二つの立場が存在する。線状構造でなりたっているという立場（メ
イナード 1993など）と、階層構造（南 1981など）から成っているとする立場である。また、
村上・熊取谷（1995）は、話題の展開は、線状構造と階層構造の両方の側面を備えているとし
て、二つの視点から話題展開構造を見ている。河内（2003）は、話題転換のタイプや話題展開
に注目した研究ではないが、話題を「大話段」、「話段」、「小話段」と階層的に捉えている。
　本研究では、「上位話題」は共通した内容を持つ「下位話題」が並列的に構成されていると
考える。階層構造は複数の関連する話題が、大きな話題としてのまとまりを形成しているも
のとして捉えられており、本研究の考え方と一致するため、本研究でも、話題の展開は階層
構造から成っているという立場から見ていく。

2.2 雑談に関する研究

　筒井（2012）は、日本語の会話教育において雑談を体系的に指導することを目指して、雑談
の分析を行っている。目的がなく、話題が次々に展開し、その場その場で異なる内容や形で
展開しているように見える雑談も、会話の一種である以上何らかの規範や規則に従って行わ
れており、やりとりのパターンが存在するという考えから、会話分析の連鎖組織という概念
を用いて、雑談の話題ごとに、その話題を構成する基本的な連鎖組織を抽出し類型化すると
共に、それぞれの連鎖組織において必要な言語形式も明らかにしている。この分析により、
どのような話題のときに、具体的に何をして、どのような言語形式を使用すればよいのかと
いうことが明らかになり、モデル会話を提示することが可能になると述べている。

3．データ
　分析の対象としたデータは、ベトナム・ハノイの大学で日本語を主専攻として学ぶベトナ
ム語母語話者とハノイ在住の日本人 7組の雑談を録音したものである。雑談とは「特定の達
成す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」（筒井 2012）という定義を踏襲し、この定義
に該当する会話を採録した。ベトナム語母語話者と日本人は友人関係にあり、初対面ではな
い。表 1にベトナム語母語話者の属性をまとめた。
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　表 2は接触場面の会話データの概要をまとめたものである。

　調査時期は 2015年 5月から 6月までで、ベトナム語母語話者または日本語母語話者に、親
しい友人と会う約束をしたら、筆者に教えてほしいと依頼をし、二人が会う場に赴き、IC
レコーダーとビデオカメラ 3）を設置し、筆者は席をはずした。話題については指定せず、ど
んな内容でも構わないので、いつも通り自由に話してほしいと伝えた。そして、会話を採録
して一週間以内にフォローアップインタビューを行った 4）。初対面の会話ではなく、友人同
士の会話を調査対象としたのは、接触場面における初対面の会話では、話される内容に偏り
があることが考えられ、内容に偏りがあると、話題転換も似たようなパターンに偏ってしま
う可能性があると考えたからである 5）。
　また、比較対象とする母語場面のデータは、『日本語自然会話書き起こしコーパス（旧名大
コーパス）』（以下、『日本語会話コーパス』）に収録されている会話から 6つの会話 6）を選択し、

 2） 会話参加者の一番始めのアルファベットは母語を表し、二つ目のアルファベットは性別を示している。「VF1」であれば、
ベトナム語母語話者の女性の 1番ということを示す。

 3） 撮影した動画は録画したデータは、会話の内容を理解するために必要な場合に、非言語行動などを確認するために用いた。
 4） 会話の内容や流れを筆者が理解できない場合に確認を行うことと、学習者がどのように感じてたかを知るために行った。
 5） 本稿では、接触場面の会話例は提示しないため、文字化する際に使用した記号などについては記載しない。

表 1　ベトナム語母語話者の属性 2）

学習者 性別 学年 日本語学習歴 JLPT

VF1 女性 1 8 か月	
（『みんなの日本語初級Ⅱ』終了程度） 受験経験なし

VF2 女性 1 8 か月	
（『みんなの日本語初級Ⅱ』終了程度） 受験経験なし

VF3 女性 2 1 年 8 か月 N3
VF4 女性 3 2 年 8 か月 N2
VM1 男性 3 2 年 8 か月 N2
VF5 女性 4 3 年 8 か月 N2
VF6 女性 4 3 年 8 か月 N1

表 2　接触場面の会話データの概要
参加者 性別 年齢 参加者の関係 録音時間 録音場所

会話 1 VF1 女性 19 大学の友人 45 分 学生寮のキッチンJF1 女性 19

会話 2 VF2 女性 19 大学の友人 42 分 大学近くのカフェJM1 男性 23

会話 3 VF3 女性 20 大学の友人 54 分 学生寮のロビーJM1 男性 23

会話 4 VF4 女性 21 大学の友人 32 分 学生寮の外JM2 男性 22

会話 5 VM1 男性 22 大学の友人 33 分 大学近くのカフェJM2 男性 22

会話 6 VF5 女性 23 大学の友人 33 分 学生寮のロビーJF1 女性 19

会話 7 VF6 女性 22 大学の友人 28 分 学生寮のキッチンJM1 男性 23
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分析を行った。表 3に、母語場面の会話の概要をまとめた。

4．分析方法
4.1 話題区分

　分析の手順の始めに、先行研究に習い話題区分を行った。ここで問題になるのが、「話題」
とは何であるか、そして、どこからどこまでが一つの話題であるのかということである。本
研究は雑談における、先行話題と後続話題の関係と、話題の開始の仕方に注目するものであ
る。よって、「話題」とは何か、そして、どのような範囲で区切るのかということを明示する
必要がある。接触場面の話題転換について分析を行った木暮（2002）は「話題」を「会話参加者
のやり取りのなかで、話の内容を示すものとして共通に取り出せることがら」という定義づ
けている。この定義は本研究の立場と同じであるので踏襲し使用する。
　そして、話題の範囲の認定の仕方についてであるが、様々な先行研究においては研究者の
主観に影響されないように、協力者を得て数名で区分を行ったり、時間をおいて何度も区分
を行うなどの工夫がされている。しかし、いずれの方法も、客観的な方法が共有されている
とは言えない。
　筒井（2012）では、話題の内容の変化に着目して、話題内容の質的な異なりを判断する基準
を新たに作り、話題区分を行っている。

 1）それまで話題となっていた対象や事態とは異なる、新しい対象や事態への言及
 2）すでに言及された対象や事態の異なる側面への言及
 3）すでに言及された対象や事態の異なる時間における様相への言及
 4）すでに言及された対象や事態について、それと同種の対象や事態への言及
 5）すでに言及された個別の対象や事態への一般化   　　筒井（2012：39）

 6） 『日本語会話コーパス』に収録されている会話の中から、ベトナムで録音した接触場面の会話と、会話参加者の性別、年齢、
会話参加者同士の関係、話題の内容、録音された場所などに類似性が認められたものを 6つ選択した。

表 3　母語場面の会話データの概要

参加者 性別 年齢 参加者の関係 出身地 録音
時間 録音場所

会話 1	
（データ 19）

F060 女性 20 代前半 大学の同級生 愛知県 31 分 大学の教室F125 女性 20 代前半 愛知県
会話 2	

（データ 21）
F004 女性 20 代後半 大学時代の	

アルバイト仲間
東京都 44 分 喫茶店F029 女性 20 代後半 兵庫県

会話 3	
（データ 91）

F140 女性 20 代前半 大学院の同級生 香川県 30 分 レストランF024 女性 20 代前半 愛知県
会話 4	

（データ 105）
F001 女性 20 代前半 大学院の同級生 沖縄県 32 分 演習室F048 女性 20 代前半 山梨県

会話 5	
（データ 116）

M011 男性 20 代後半 大学の同級生 福岡県 60 分 M011 の自宅M013 男性 20 代後半 愛知県
会話 6	

（データ 93）
M002 男性 20 代後半 大学院の

先輩・後輩
東京都 35 分 大学M034 男性 20 代後半 東京都



葛城真奈

20 Language and Culture, vol.11   March 2017

上記の基準を用いることで、一定の客観性が保てると考えたため、本研究では、上記の木暮
（2002）の「話題」の定義と合わせて用い、話題の区分を行った。

4.2 話題転換のタイプの分類

　本稿では、JFL 学習者の話題の展開の仕方などを明らかにするために、新しく話題転換の
タイプを 6種類設定した。話題がどのように推移しているのかを見る観点は次の二つである。

①何をきっかけに後続話題が開始されたか。
 ●　後続話題は、先行話題に触発されたものかどうか。
 ●　会話参加者の両方が認識できる何かがきっかけとなったかどうか。
②隣接する先行の下位話題と後続の下位話題は上位話題として、まとめることができるかど

うか。
 ●　思考の方向が同じかどうか。

　先行研究において、日本語学習者の話題転換は母語話者に唐突な印象を与えることがある
と言われている。唐突な印象を与えないためには、「今、なぜその話をするのか」ということ
を聞き手である会話参加者に理解される必要があるのではないだろうか。つまり、その話題
を開始したきっかけを聞き手である会話参加者が認識できれば、唐突だと思われない。それ
が一つ目の観点である①を設定した理由である。
　また、隣接する先行話題と後続話題が大きなまとまりとしてまとめることができない場合、
すなわち、思考の方向に変化がある場合は、いわゆる「話が逸れる」という状態である。例
えば、30分の雑談で、ある一組の雑談が上位話題二つで構成されており、もう一組の雑談は
上位話題が 10あった場合、前者のほうが、同じ上位話題のもとで、下位話題が展開してい
るということがわかる。後者は、上位話題の数が、前者に比べて多いということは、上位話
題の展開が活発であるということである。このように、話題の展開を、上位話題に変化があ
るものと、上位話題に変化がなく下位話題のみで変化があるものとに分けて考えることで、
話題同士の結束性に関して、母語話者と学習者で違いがあるのかを明らかにすることができ
ると考えたため、観点②を設定した。

4.3 本研究における話題転換のタイプ

　前節で述べた二つの観点から、6種類の話題転換のタイプを設定した。次に、この 6種類
について、定義と会話例 7）を提示しながら詳しく説明する。

 7） 会話例は、すべて『日本語会話コーパス』の会話で見られたもので、文字の表記などについては、手を加えていないが、改
行するなど、見やすいように少し加工を加えた。また、「→」は筆者が付したものである。「→」の箇所で話題が転換したこ
とを示している。
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① 「新出（外部刺激あり）型」
　先行話題の内容や発話で一度も言及されず、先行話題の内容や発話に触発されて導入され
たと考えにくいもので、会話を行っている場所で、会話参加者の両方が認識できる物や音、
出来事などが外部刺激となり、話題として導入される場合、または、それがきっかけとなり
話題が開始される場合である。

 （1）A 大学の工学部は有名であるという話題（会話 6）8）

 M034：A 大学って工学部が有名なんだよね、確か。
 M002：たぶんそうですね。
 M034：ねえ、たぶん工学部が一番有名なんだよね。
 （うん）9）

 〈間〉

→ M034：ねえ、あのクレーン止まってんのかなあ。
 M002：何か、ゆらゆら動いてますよねえ、〈笑い〉上にの、乗ってるもんが。

　先行話題と後続話題では、内容に変化が見られることは明らかである。そして、後続話題
が開始されたきっかけは、会話参加者がいる場所から見えるクレーンである。そのため、こ
のような話題転換を「新出（外部刺激あり）型」とする。

② 「新出（外部刺激なし）型」
　先行話題の内容や発話で一度も言及されず、先行話題の内容や発話に触発されて導入され
たと考えにくい話題転換で、①「新出（外部刺激あり）型」とは逆に、外部刺激がなく、話題
が開始される場合である。

（2）会話の録音について（会話 1）
 F060：いやーすごい、もう 10分もしゃべってる。
 F125：すごいね、10分。
 こんな、〈笑い〉こんなことしゃべったんだ、いっつも。
 F060：うん。
 F125：へー。
→ F125：ねえ、クリスマスどうすんの。
　この話題転換の場合も、先行話題と後続話題で内容に変化があることは明らかであるが、

 8） 表 3で提示した会話データの概要の会話の番号を表す。
 9） （　　）の中の発話は相づちである。
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後続の話題である「クリスマス」という話題が開始されるきっかけは会話を行っている場に
はないと考えられるため、「新出（外部刺激なし）型」とした。

③ 「再出型」
　隣接する話題間では一見新出型に見えるつながりが、実はそれ以前に語られた内容が再度
後続話題として導入される場合である 10）。

　会話 5において、会話の序盤で会話参加者の M013が、M011に「就職活動」について質問
をし、話題を開始している場面がある。その後、話題が変わり、M011が行った「台湾旅行」
の話題などが続き、様々な話題を経て、再び M013が M011に「就職活動」について尋ね、話
題が開始されるという場面がある。この場合、二回目の「就職活動」の話題の先行話題は「M013
が太ったかどうか」という話題であるため、一見、新出話題に見えるが、以前に一度、この
話題がでているため「再出型」になる。

（3）就職活動について（会話 5）
 M013：今やってんの？就職活動。
 M011：うん。
 M013：やっとる？何？何やっとるの。
 M011：そんなこと言うんかい。
 〈笑い〉
 M13：ちょっと、X ちゃん、だめ。
 （中略）
 M013：同じ 55.7とかだって、（うん）で、帰って来てから 2週間たつんだけど、（うん）で、

そしたらさ、昨日測ったらさ、（うん）57.2だった。（ふーん）でそれ晩飯食ったすぐだっ
たから、（うん）たぶんほんとの体重は 56点、どんだけだな。（ふーん）ちょっと太った。

 〈間〉
→ 何、就職活動どうしとんの、今。

④ 「回帰型」
　隣接する話題間では、一見新出型に見えるが、実はそれ以前の上位話題の内容に話が戻っ
た場合である。

　会話 5で、M011が家族で行った台湾旅行についての下位話題が続く。この旅行に 9ヶ月

10） この定義は村上・熊取谷（1995）の「再生型」の定義を「トピック」という用語を「話題」に変えて、踏襲した。
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の赤ちゃんも参加したという話から、話が「台湾旅行」から「9ヶ月の赤ちゃん」に転換してい
る。「9ヶ月の赤ちゃん」の話は「誰に似ているのか？」ということや、「今はおっぱいなのか、
ミルクなのか」という話題で、「台湾旅行」という上位話題に含めることは難しい内容である。

「9ヶ月の赤ちゃん」の下位話題が 5つほど続いた後で、もう一人の会話参加者である、M013
が「故宮博物館には行ったか」という質問で、話題が再び「台湾旅行」に戻る。この場合の話
題転換を「回帰型」とした。

（4）旅行中は通訳をしたり、荷物を運んだり大変だったという話（会話 5）
 M011：夜市行ってもさ、自分の見たいとこみれんじゃん、だからさ。子ども服とかさ、（あ
　　　　あ〈笑い〉）そんなとこばっかり行ってさ、（はいはい）で、こっちは乳母車こうやっ
　　　　てさ。
 M013：うん。
→ 9か月ってどんな感じ。
 （中略）
 M011：すげえかんの虫だぜ、夜中とか。（ほんと）うちの妹そっくり。
 M013：〈笑い〉最悪だね。最悪っていうのも。
 M011：なだめようとすればするほど泣き出す。
 M013：ああ。そっか。
→ で、故宮は行った？

⑤「触発（上位話題内）型」
　先行話題の内容や発話に触発されて導入された話題で、先行話題と後続話題の思考の方向
が同じで、同じ上位話題に含めることができる場合。

（5）猫の話（会話 4）
 F001：なんかさー、（うん）、猫って勝手に家出てさ、人んち行ったりとか（うん）するじゃ
　　　　ん。で、ふんしたりとかしてー。
 （うん）なんか猫飼ってる家って結構都会だと白い目で見られるらしい。
 （えーそうなんだー）うーん。
→ F048：うちの猫しょっちゅうどっか行くの見るよー。
 （ほんとー）うちから出て。

　この話題転換は、先行話題も後続話題も「猫」という上位話題で括ることができる。
　また、後続の「F048の飼っている猫の話」は、先行話題に触発されて開始されたものであ
ることは明らかである。このような話題転換のタイプは「触発（上位話題内）型」とする。
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（6）映画の話（会話 4）
 F125：映画か、見に行きたいなー。
 F060：行きたいねー、陰陽師見たい。
 F125：ああー見たいー。
 F060：でもさ、陰陽師さ、野村萬斎とさー（うん）真田広之ぐらいしか見たい人おらんじゃーん。
 F125：ああー。
 F060：私はね。
 F125：あ今井絵理子も見たくないなー。
 F060：キョンキョンもどうでもいいかなって。
 F125：あキョンキョン出てんだ。
 F060：出てた。（ほえー）
→ F060：あれがおもしろかったよ、最近見たねー、スコア

　この話題転換は、「陰陽師（映画）」から「スコア（映画）」へと話題が転換している場面である。
この二つの話題は「映画」という上位話題に括ることができる。この話題転換は、先行話題
と後続話題が並列の形をなしていると考える。このような話題転換のタイプも「触発（上位
話題内）型」に分類する。

⑥ 「触発（上位話題外）型」
　先行話題の内容や発話に触発されて導入された話題ではあるが、先行話題と後続話題の思
考の方向が異なり、上位話題が転換する場合である。

（7）ガガンボ（蚊の一種）の話（会話 1）
 F060：あーわかる、わかる。
 何か、こう、パッてかでやると、（そうそうそう）あ、ガじゃない、あ、カじゃない。
 F125：ちょっとでかいって。
 F060：そう、血吸ってないもんって。（あー）
→ F060：昔さー、（うん）ざ、ザザンボって映画なかった？

　この話題転換は「ガガンボ」という用語の音の響きに触発されて「ザザンボ」という後続話
題が導入されたと考えられるが、先行話題と後続話題の内容には大きな違いがあり、上位話
題が転換したため、「触発（上位話題外）型」とした。
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5．結果と考察
5.1 母語場面の話題転換

　母語場面、接触場面のデータを、前節で提示した 6つの話題転換のタイプに分類し、集計
を行った。図 1は母語場面の話題転換のタイプの生起数の割合を示したものである。

　いずれの会話でも、触発（上位話題内）型の生起率が最も高く、多くの会話で 6割を占めて
いることがわかる。さらに、触発型の二つのタイプを合計すれば、8割近くを占める。このこ
とから、母語話者の話題転換は、先行話題に触発されて開始される場合が多いことがわかる。
　新出型（外部刺激あり）型の生起率にはばらつきがあり、これは会話がされていた場所の
影響であることが考えられる。新出（外部刺激あり）型の生起率が顕著に高いのは、会話 3

（F140）であるが、会話 3は、レストランで採録されたものであるため、注文した料理が運ば
れてくるなどの出来事が話題転換に影響した結果であると考えられる。また、新出（外部刺
激なし）型の生起率は、いずれの会話も 1割以下である。
　再出型の生起率は 6つのタイプの中で最も低い。本研究の会話データで見られた再出型の
話題転換には、二つのパターンがあった。一つ目は、一度質問表現を用いて、相手に何かを
たずねる形で話題として取り上げたが、その後、話がそれるなどして、期待した答えが得ら
れなかったため、継続中の話題が落ちついたところで、再度話題として取り上げるという場
合である。
　二つ目は、外的な要因によって話が中断された後、話を再開する際に、再度同じ話題をす
ることによって、中断される前にしていた話題を再開するという場合である。母語話者が、
既出の話題を再び導入する際は、何らかの理由や役割があることがわかる。
　この分析の結果、日本語母語話者は、先行話題と関連がない話題を導入することは少なく、
下位話題のもとで、話を展開させることが多いことがわかった。また、上位話題が変わる際
には、先行話題との関連はあるが、思考の方向が変化する触発（上位話題外）型によって話
題が転換されることが多いことがわかった。

図 1　日本語母語話者の話題転換のタイプの生起数の割合
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5.2 接触場面の話題転換

　図 2は、接触場面において、ベトナム語母語話者が行った話題転換のタイプを分類し、そ
の生起率を示したものである。

　VF1、VF2、VF5は新出（外部刺激なし）型の生起率が高いことがわかる。VF1、VF2はと
もに 1年生で、日本語も初級レベルであるため、語彙や文法の知識が十分でないことが影響し、
一つの話題で話を続けることが難しく、自分が言えることを話題として選択し、話題を開始
するという方略を使用し、このような結果になったと考えらえる。
　VF5については、7名の日本語学習者の中で最も日本人と日本語で話すことに対して、不
安を持っていることがフォローアップインタビューでわかった。自分の日本語能力が十分で
ないことで、会話相手の日本人の友人に負担をかけているのではないか、つまらないと思わ
れているのではないかという不安があることを口にしており、その一方で、根気よく話を聞
いてくれたり、理解しようとしてくれる友人に感謝しているということも言っていた。これ
は会話データから立てた仮説であるが、友人に負担をかけないようにということが、沈黙を
恐れ、沈黙を避けるために、何かしらの話題を無理やりにでも始めるということが、新出（外
部刺激なし）型の話題転換の生起率に影響しているのではないかと考える。
　また、VF3については、触発（上位話題外）型の話題転換の割合が多い。会話データを見
ると、会話相手の発話や今、何が話題となっているのかを理解していないのではないかと思
われる場面があった。先行話題や、先行話題でされた発話のフレーズを取り上げて、それに
ついて後続話題で質問するなどの場面である。これは、日本語学習者の話題転換ストラテジー
であるということも考えられるが、このような話題転換ばかりを行うと、もう一人の会話参
加者が、導入した話題の方向性をすぐに変えてしまうことになることも考えられる。VF3の
事例から話題転換を行うには、今、何が話題になっているのか、話題の流れはどのようになっ
ているのかをきちんと理解していなければ、適切な話題転換を行うことは難しいということ
がわかる。
　また、日本語学習者の新出（外部刺激なし）型の割合が母語話者に比べて多いことがわかる。
新出（外部刺激なし）型は、話題となる事柄や、その話題をするきっかけとなるものが会話

図 2　日本語学習者の話題転換のタイプの生起数の割合
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の現場にない話題転換である。そのため、「なぜその話を今するのか」ということが相手に理
解されにくいため、唐突な印象を与えてしまう可能性がある。

6．まとめと今後の課題
　日本語母語話者のすべての会話において 6割近くを占めているのは触発（上位話題内）型で
あるのに対し、日本語学習者の生起率はばらつきがあるが、4割程度であることがわかる。
接触場面の会話を見ると、次から次に話題が転換し、日本語母語話者が導入した話題があま
り続かず、学習者が話題転換をするという場面も見られた。この話題転換にどのような理由
があるのか本研究のデータでは明らかにできなかったが、このような話題転換を多用すると
日本語母語話者が導入した話題に対して、消極的であると思われる可能性もある。
　触発（上位話題内）型の話題転換を行うということは、上位話題に変化はないが、下位話
題が次々に展開していくということである。つまり、母語話者は、同じ上位話題について、
視点を変えたり、自分の感想や意見、経験を言ったりするなどして、話題を展開させている
ということである。このような話題転換が多ければ多いほどよいというわけではないが、話
題に結束性があるということは、一つの話題についてじっくりと話すことができ、お互いを
よく知ることができるのではないかと考える。
　日本語母語話者が行った触発（上位話題内）型の話題転換を見てみると、会話相手の発言
に対して、質問を行ったり、類似した自分の経験を話したり、他者の類似した経験を紹介し
たりというような様々な話題導入の仕方が見られた。このように話題を展開することは、相
手の発話に興味があるという態度を示すことができる。そのような態度を示すことができれ
ば、それが話題として定着し、一つの上位話題の中で話題を展開させていくことができるの
ではないだろうか。日本語学習者も相手の発話に対し、質問をしている場面は見られたが、
自分の経験を話す、自分の意見や感想を先行話題と関連づけていうことによって話題を転換
させるという場面はあまり見られなかった。また、会話の相手が導入しようとしている話題
に対して、興味があることを示せなければ、同じ上位話題の中で会話を続けていくことは難
しいのではないだろうか。
　第二言語教育において習得すべき言語能力については、Canale&Swain（1980）、Canale（1983）
で提唱された、文法能力（grammatical competence）、談話能力（discourse competence）、社会
言語能力（sociolinguistic competence）、方略的能力（strategic competence）の 4つの要素が関
係し、相互作用を起こすというコミュニケーション能力のモデルが有名である。このモデル
を参考にすると、ベトナム人 JFL 学習者は学習して身に着けた「文法能力」を用いて雑談に
参加し、その限界が来ると、話題を変えるなどの「方略的能力」を用いている可能性がある。
新出（外部刺激なし）型による話題転換や、触発（上位話題外）型による話題転は、結束性や
一貫性がないと相手に思われる可能性があり、この点に関しては「談話能力」を身に着ける
必要があるといえる。今回の調査を経て、学習者が伸ばしたいと考えている「話す力」とは
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どのようなものかを疑問に感じた。相互行為である会話を意識し、どのような能力が必要で
あるのかということを気づかせ、意識付けることから、雑談の会話教育を始める必要がある
のではないだろうか。
　また、相互行為という観点からみると、雑談の展開は、会話参加者が相互的に行うものであ
るから、会話の相手の発話内容や、導入した話題に対して、どのような発話や話題でリアクショ
ンをするのかということによって、雑談が発展するかしないかということに影響することが考
えられる。会話への積極的な態度を示すため、書き言葉として学ぶ日本語の文法や表現以外に、
会話で使用される様々な表現について学び、会話相手の発話を聞いたあとに、どのような表現
で、どのようにコメントをする、質問をする、自分の経験を話すといったことができるのかと
いうことについて学ぶことは会話を展開させることに役に立つと考えられる。
　日本語の学習を続ければ、新しい語彙や文型を覚えることにより言語知識が向上し、今よ
りも言いたいことが言えるようになるだろう。しかし、それに加えて、会話ストラテジーに
ついても指導することで、学習者の教室外での日本語使用を支援することができるとも期待
できる。
　今回は、話題を展開させる具体的な方法については分析ができなかった。母語話者がどの
ように、先行話題と後続話題を繋げて話を展開させているのかということについて、質問に
よって開始するのか、または自分の経験を話すことによって開始するのか、さらに、どのよ
うな表現を用いて話題を展開させているのかなどということについて詳細に分析をする必要
があり、そのようなことが明らかになれば、学習者に、雑談における話題展開の仕方につい
て、典型的なパターンなどを示すことができるのではないかと考える。
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1．研究の背景と目的
　日本語教育において「助言」は、「依頼」や「勧誘」などと同様に初級の段階から導入される
発話行為の一つである。多くの教科書では、助言の表現として「～たらどうですか」や「～た
ほうがいいですよ」といった言語形式を「助言」意図を担う表現として提示し、文型練習など
をさせている。しかし、「～たらどうですか」は、場面によっては「こうした方が良いのは分かっ
ているのに、なぜしないのか」という「詰問」や「非難」の意味になる恐れがあり、この表現が
使用されたからといって助言が行われたとは判断できない。「助言」に関する先行研究におい
ても、「助言」は「依頼」や「勧誘」のように定型句としての表現形式があるわけではなく、ど
のような表現を用いても助言意図が相手に伝わると指摘されている（熊取谷・村上 1992, 星
野 2004）。また、上掲の 2つの表現を扱った研究は、これらの表現形式を使用した文が、様々
な意味機能を持って聞き手に伝わることを指摘しており島 1993）、実際に日本語教科書で取
り上げられる助言の場面で、話者がどのような表現形式を用いて助言行為を遂行しているか
は明らかになっていない。
　そこで本稿では、「助言」のやりとりが行われる可能性が高い大学院研究相談場面において
収集した実際の会話データを分析し、どのような表現形式が助言意図を担って発せられたか

研究論文

助言意図を担う言語形式と連鎖組織の構造の関係
大学院研究相談場面に現れる助言表現形式についての考察

高橋千代枝

　本稿は、大学院の教員と院生による研究相談場面における実際の会話データを用
いて、日本語の「助言」会話の中で、どのような言語表現がどのような意図を持っ
て用いられ、助言の相互行為のやりとりがどのように行われているかを詳細に分析
した結果を報告するものである。分析の結果、大学院研究相談場面に現れる助言会
話は、第一成分となる〈助言求め〉、第二成分となる〈助言与え〉からなる構造と、〈助
言与え〉が同時に第一成分ともなり、〈助言に対する返答〉という第二成分を発生
させる基本的構造を持っていることが明らかになった。また、教員により行われる

〈助言与え〉は、院生からの〈助言求め〉を構成する〈現状説明〉〈問題提起〉〈意
向述べ〉のそれぞれに対応した形で、それぞれ異なる言語表現形式を伴って現れる
ことがわかった。助言という発話行為は、定型表現もなく、基本的性質も未だ明ら
かになっていない捉え難い行為であるが、本稿のように各場面における助言行為の
詳細な会話分析の結果を蓄積していくことにより、場面と言語表現の結びつきが明
らかになり、助言行為の全体像を捉えることができるようになり、ひいては日本語
学習者にとって学習効果の高い会話教材の提示が可能となると考える。

要　旨
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を明らかにすることを目的とする。実際の助言場面で院生はどのように助言求めをしている
のか、教員はどのような表現形式を用いて助言意図を院生に伝えているのかを明らかにする。

2．先行研究
2.1「助言」の先行研究

　「助言」に関する研究は、語用論の分野だけでなく、社会言語学、言語学、医療場面、教育
場面など多岐にわたっている。人が発話を行うことで様々な行為を行っているとした Austin

（1962）において、助言は「依頼」や「勧誘」などと同じ一つの発話行為として定義され、その
後 Searle（1969）において、「適切性条件 1）」を用いた助言行為の特徴の抽出が行われた。発話
行為はその特徴から大きく 5つに分類されているが、助言は、相手に未来何らかの行為をさ
せる「行為指示型発話行為」に分類されている。この「行為指示型発話行為」は、「依頼」や「指
示」のように、話し手の発話によって聞き手に何らかの行為の義務を課す行為であるが、助
言の特徴の記述において Searle（1969）は、助言において聞き手に課される行為は、「依頼」や

「指示」などの行為において言う行為とは全く違い、「相手にとって最も良いと思われること
を述べることにすぎない」と述べ、行為指示型行為の中における助言の特殊さを指摘してい
る。また、Leech（1985）では、助言は一見相手のことを思いやってするため丁寧な行為であ
ると思われるが、助言をすることにより相手よりも経験や知識において勝ることを示してし
まうため、実は失礼な行為だという指摘もされている。以上のように助言は、基本的な行為
の性質さえも研究者によって捉え方が様々で、定型の表現がなく、行為の全体像が捉えにく
く複雑であることが示唆されている。これは、助言の現れる会話の場面自体が多岐に渡るこ
とから起こっている問題であり、実際の助言場面において会話を収集し、場面ごとに現れる
助言について一つずつ分析を積み重ねていくことにより、助言とはどのような行為なのかが
明らかになると思われる。

2.2 日本語教育における「助言」の先行研究

　日本語教育における先行研究では、「依頼」や「勧誘」、または「断り」等の発話行為の研究
に比して、助言を取り上げた研究は管見の限り多いとは言えない。これは、先に述べた助言
行為自体の複雑さや、定型表現がなく、本当に助言が行われたかどうかという行為の認定自
体が難しいなどの問題があるためだと思われる。このため、先行研究は、助言意図を担う可
能性がある表現形式の分類にとどまるか、「非難」や「注意」など類似発話行為もデータに含
む 2）分析を行っているものもある。日本語を学ぶ学習者が最初に出会う初級の教科書で、「～

  1） Austin（1962）に端を発した「発話行為理論（Speech Act Theory）」において、行為の特徴を記述するために用いられた 4つ
の条件。詳細は Searle（1969）を参照。

  2） 熊取谷・村上（1992）では、駅でハンカチを落とした人に「ハンカチ落としましたよ」と言ったり、鹿島（2000）では、道で
話している人が「自転車が来る！」と言ったりする場面を助言の場面として考察している。しかしこれらの発話は、聞き手
にとって最も良いと思われることを言うという Searle（1969）の指摘とは適合しないし、相手に何らかの行為をさせる意図
を含むという命題内容条件にもそぐわないと思われる。
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たらどうですか」と「～たほうがいいですよ」という形式は助言を表すという記述を目にした
場合、例えば、「論文が進まなくて困っている」という相談を受け、助言をしようとして「もっ
とがんばったらどうですか」と言うのは適切なコミュニケーションであると言えるだろうか。
教科書と実際の会話場面に現れる表現の乖離については、カノックワン（1995）や清（2000）な
どで指摘されて久しいが、具体的に実際の場面でどのような表現を用いてコミュニケーショ
ンが行われているかを明らかにしようとする研究は少ない。
　以上のことから本稿では、実際の助言場面での会話を分析し、本場面での助言会話の基本
的構造を明らかにした上で、院生のどのような発話が〈助言求め〉となっているか、また、
それに対して教員はどのように〈助言与え〉をしているかを分析する。特に、助言会話を構
成する隣接ペアの観点から、教員がどの部分で〈助言与え〉をしていると認定できるか、さ
らに〈助言与え〉をする際にどのような表現形式を用いてどのような助言意図を伝えている
かを明らかにする。

3．分析方法とデータ
3.1 分析の方法

　本稿における分析は、実際の会話データを一つ一つ詳細に明らかにし、会話参与者によっ
てそこで何が行われているかを明らかにする Sacks 他（1974）で提唱された会話分析の手法に
よって行う。行為を認定する際、会話分析における「第一成分」と「第二成分」により構成さ
れる「隣接ペア」の概念を用いる。特に助言行為の認定に際して、聞き手側が行う助言に対
する返答［受諾または拒否］にあたる第二成分に着目し、その返答が向かう先の「助言」につ
いて表現の面から詳細に分析を行っていく。

3.2 データ

　本稿で分析の対象とするデータは、筆者が 2007年 11月から 2008年 6月にかけ、ある大学
院研究科に勤務する教員 2名の研究室でなされたオフィスアワーの会話を収集したものであ
る。1会話平均 30分前後で、全 23本のデータである。特に本稿で取り上げるのは、助言の
基本構造である第一成分の院生による〈助言求め〉と、それを受けた教員による〈助言与え〉
が明確に観察できた 5会話について分析する。

4．分析と考察
　本節では、院生による「研究相談」の会話が現れた 5会話の分析の結果と考察を述べる。4.1
でまず、本稿で分析した助言会話の基本的構造を示し、4.2で、その構造の中で観察された
第一成分の〈助言求め〉と第二成分の〈助言与え〉について、具体的にどのようなやりとりが
なされ、どのような表現形式が現れたかについて述べる。
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4.1「助言」の基本的構造

4.1.1隣接ペアの重なり
　西阪（2005）は、ラジオ相談における助言の相互行為を分析し、助言会話の基本的構造とし
て、以下を挙げている。

　西阪（2005）では、助言行為の会話の連鎖は、助言を求める側が、問題を質問形式（「どうす
ればいいでしょうね」）に定式化して助言を求める発話を発し、その質問への答えとして、ア
ドバイザーが助言を与える側として助言を与える発話を開始するとされている。
　本稿の、大学院での研究指導場面に現れる助言行為を含む相互行為の観察では、以下のよ
うな助言会話の基本的構造が観察されている。

　本稿で分析の対象とした研究室における相談場面では、院生が教員に自分の研究について
の指導を受ける場面であるとも言える。この場面における会話の目的は、教員にとっては、
院生の研究についての相談に乗ること、院生にとっては、教員に自分の研究について相談し、
それを進めていくためのアドバイスをもらうこと、と目的が明確である。院生の研究は、入
学したと同時に始められていなければならず、在学中は研究が進行中であるという前提で、
院生は教員に対し自分の進み具合を報告し、研究を進める中で発生した問題についての解決
策を求め、また、将来どのように研究を進めていくかという意向を述べて、自分の意向と研
究の方向性が妥当かどうか、研究を職業とする教員に確認し、よりよい方向へ進めるための
助言を引き出したいと考えている。このような意味で、上の〈助言求め〉がこの場面におい
て会話の開始部に現れることは発話参与者双方にとって自明であり、会話の継続のために、

  3） 聞き手による〈助言求め〉を構成する３つの要素は、全ての会話にいつでも現れるのではなく、発話者により２、３個が選
択されて発話される。

クライアント：　助言を求める：問題を質問形式に定式化する≪第一成分 1≫
アドバイザー：　助言を与える：質問への答えとして行われる≪第二成分 1≫

西阪（2005）p.194

院生（助言の受け手）： 〈助言求め〉（問題の提示、現状の説明、将来の希望述べ 3））：
≪第一成分≫

教員（助言のシ手）： 〈助言与え〉：≪第二成分≫であると同時に≪第一成分≫
院生（助言の受け手）： 〈助言に対する返答〉（受諾（（理解表示、未来の自身によ

る行動の約束））・拒否（（助言に従えない旨の事情や理由
の説明、その他の助言を求める新たな助言求め）））：≪第
二成分≫

髙橋（2016）p.47
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聞き手の〈助言求め〉が不可欠の要素となっている。
　〈助言求め〉をされた助言のシ手には、助言を与える義務が付与され、その助言を与えた後
には、受け手によるその助言に対する反応が求められる。聞き手が教員から受けた助言を（そ
れは行為指示であるかもしれないし、情報与えであるかもしれないし、提案であるかもしれ
ないが）どのように受け取って、それに従うかどうかを示すことが、助言与えをされた聞き
手には求められている。
　会話分析では、会話中現れる何らかの行為は、第一成分が「質問」であれば、第二成分と
して「返答」が、「依頼」であれば、「受諾・拒否」が現れるといったように、2つの相対する要
素により構成される「隣接ペア」の構造を持っているとされている。一方、本稿における助
言会話の基本的構造は、上記で示した通り〈助言求め〉を第一成分とし、それに対して〈助言
与え〉が第二成分となると同時に、この第二成分が第一成分としての役割を果たし、聞き手
に〈助言に対する返答〉という第二成分の発話をする義務を与えている 4）。

4.1.2〈助言求め〉の開始と終了
　西阪（2005）の提示したラジオ相談における助言の基本的構造は、テレビ相談の会話を分析
した戸江（2007）でも、ほぼ同様の構造が観察されたとの報告がされている。一方、本稿で分
析の対象とする院生の相談場面に現れる会話の基本的な構造との違いは、第一成分である〈助
言求め〉が、ラジオ相談やテレビ相談では「どうすればいいでしょうか」型の質問に定式化さ
れるのに対し、院生はまず自分の研究がどの程度進んでいるか、どのような問題があるか、
これからどのように研究を進めていきたいと思っているか、という 3つのことを「～けど」と
いう言い差しの形を用いて助言求めの発話の連鎖を作っていっている点である。以下に実際
の会話に現れた助言会話の開始部分、院生（Ｂ）が助言求めをし、教員（Ａ）が助言与えのシー
クエンスを開始する場面を示す。

断片 15）

1 A：はい。
2→ B：えーとあの、>>い↑ろいろ<<、まあ>かん↑がえて、み↓たんですけどー<、-
3 A：うん。
4 B：-あのー、ちょっと、先に、>°確認°<したいの [↑が、-
5 A：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　						[ うん。
6 B：-教育文法（<↑ぶ↓んぽう>）、（.）えーと>たとえばなにか<文法の↓ー、-=
7 A：=うん。

  4） 〈助言与え〉に対して「返答」をするのは聞き手にとっては自明であり、話し手が助言をしているということが観察可能にな
れば、聞き手には「返答」をする義務が生じる。このように考えてくると、「助言」の基本的構造は、今回記述したような「第
二成分である〈助言与え〉が同時に第一成分でもある」というものなのか、それとも、〈助言求め〉－〈助言与え〉―「返答」
という３つの成分から成る構造を持っているのではないかとも考えられるが、「助言」が現れる会話の中には必ずしも毎回

〈助言求め〉がなければ〈助言与え〉ができないというわけではないものもあり、場面によって行為の持つ構造が異なること
が考えられるため、この議論については今後の課題とする。

  5） 会話の文字化データ内で使用している記号は、串田（2007）の p.xii~xix に記載の記号に若干の修正を加えたものを使用して
いる。紙幅の都合から、本稿で記号の詳細については説明しない。分析に必要な記号の意味については、適宜本文中で説
明を加える。
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8 B：-研究をし↑てー、-=
9 A：=うん。=
10 B：=->>それをー<<、教育文法につなげた！っていう論文は、割と、↑お↓おいいんですか？
11 A：>↑最近、あります↑よ<。[あのー、-
12 B：　　　　　　　　　　　　	[で、-
13 A：-はい！。
14→ B：-それー、をちょっとみてみ↑ようかなと思って [るんですけど、-
15 A：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	[うん、うん。
16→ B：[-↓あの、どういうふうに転（こ↑ろ）ぶ↓か、>わからないんですけどー<、-
17 A：うん。>「すぎる」と離れる可能性が↓あるかもしれないってこと<。↑ふーん。
18 B：°（あど）°、>あの、こだ↑わ↓ってるわけではないの↑でー、-
19 A：うん。=
20 B：=->>↑も↓し<<、えーと、>とりあえずは、[もう<、-
21 A：　　　　　　　　　　　　　	　　　　　　	[うん。
22 B：->9↑月ぐ↓らいまで↑はー！<、-
23 A：うん。
24 B：->>一回<<「すぎる」で<考えみ [↑て↓ー>、-
25 A：　　　　　　　　　　　　　　	[↑うん。
26 B：-↑で、↓あの、>構想発表あるじゃないですか<。=
27 A：=うん。
28 B：で、<<あ↑そこ>>、<<のへん↑でー>>、-
29 A：うん。=
30 B：=-↑な↓にか、>目途がつけ↑ばー<、-
31 A：うん。
32 B：-<あの>、<いまちょっと>、>↑ちょ↓こちょこ<、>いろんな人に聞いたりー<、-
33 A：[↑うん。
34→ B：-[自分でやったりして、（,）オッと思うものが出てきたんですけど↑ー、=-
35 A：=うん。
36 B：↑ま↓それで、<↑な↓けれ↑ばー>、-=
37 A：=うん。
38→ B：->なにかまた考えてもいいなと思ってるのでー<。=
39 A：=うん、うん。.hhhあーの、<こ↑ないだのー>、>発表聞いてー<、じゃあいまの、>話

を聞いて<率↑直に言うとー、<ほ↑んとうに>い↓まの段階でー、>>あそこまでしかやっ
てないなんつ
		　　　ったら<<、-=

40 B：=うん。

　断片 1は、A= 教員と B= 院生が、A の研究室において B の研究計画について相談を開始
する場面である。Ａの 1「はい」は、この録音のスイッチを入れ、録音の準備が整ったこと
を示し、Ｂの発話を促す発話で、この相談会話の開始を表している。それを受け、Ｂは、2で、

「いろいろ」「かんがえてみた」と言い、研究についての現在の進み具合についてＡに報告をし、
続いて 4～ 11で、「文法の研究をしてそれを教育文法につなげた論文は今多いか」という確
認質問を挿入している。12の「で」で助言求めの連鎖に戻り、14、16、34で、「けど」を用い
た現状説明をし、38で「なにかまた考えてもいいと思ってる」という自らの意向を示して助
言求めを終えている。
　本稿で観察された〈助言求め〉の会話に現れる表現形式は、「～けど」という言い差しの表
現形式を用いるものであると言える。話し手はこの「けど」というかたちが現れる〈助言求め〉
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の会話の連鎖を聞き、院生の相談内容を理解した上で、その発話を〈助言求め〉として受け取っ
たサインとして、続く〈助言与え〉の連鎖に移行していく。
　38で〈助言求め〉のシークエンスが終了したということが分かるのは、Ａが 39から、明確
に発話権を取得しているからである。それまでは、「うん」という相槌を打つだけで聞き役に
徹し、4～ 11の挿入連鎖での確認のための質問 10を受けて発話権を一瞬渡され、11で「最近、
ありますよ、あのー」と言いかけるが、Ｂが「で」というのをＡの「あのー」を聞かずに開始し
たことで、Ａはまた発話権をＢに返還し、（13「はい」で発話の打ち切りを表し）、「あのー」
以降を言わないことで自らが聞き役であることを示している。そして、38までのＢの現状説
明と意向述べを聞いた後、39では、それまでの相槌の「うん」とは違うイントネーションで、
38のＢの発話が終わった直後につなげて「うん」を発し、息を吸って 39「あーの」と自分が発
話権を取得したことをＢに示している。
　このように、助言求めの終了は、Ａが発話権を取得し、助言与えのシークエンスを開始す
る部分を見ると明らかになる。具体的には、Ｂによって現状説明がなされたなら、その現状
に対する評価を与え、問題が提示されたなら、それに対する解決策を提案し、また意向が示
されたら、その意向の妥当性や実現可能性（不可能性）についてＡが話さなければならない
義務が生じている 6）。
　このような基本的構造が現れたのは、本稿で分析の対象とした 5つのデータにおいてであ
るが、この 5つのデータはいずれも、院生の研究計画について相談するものである。その他
のデータは、「相談」というよりは「指導」の色合いが濃く、院生が書いた論文やアンケート
用紙について、教師が変更を促したり、日本語の誤用を訂正・修正したり、不明確な点を明
確にする質問をしたりして、具体的に論文の書き方について指導している会話である。当然
のことながら、研究計画について相談する会話と、論文について修正を指示する会話ではそ
の目的も異なり、観察できる基本的な構造も異なる。本稿では、主にこの 5つの「研究計画
についての相談」についての会話に絞って観察・分析した結果を報告するものであり、「指導」
の会話については別稿にて報告したい。

4.1.3〈助言与え〉の開始
　院生が〈助言求め〉のシークエンスを終えた後、教員による〈助言与え〉のシークエンスが
開始される。ここで、教員が発話権を取得したというサイン（理解表示の相槌）を、それまで
の聞き手として院生の発話を促していたものとは違う形で挿入し、助言のシークエンスを開
始するのが見て取れる。以下のその断片を示す。

断片 2
60 B：-どこにそのより場を持っていくのかっていうのが、.hhまだ（.）、はい -
61 A：[うー：ん。

  6） この〈助言求め〉の種類により〈助言与え〉がそれぞれに対応した形でそれぞれの表現を伴って現れることについて、4.2以
降で説明する。
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62 B：[->自分の中でちょっと<揺れていて -
63→ A：ふんふんふんふんふん。.hあのー：、こないだやった interaction	[competence]-
64 B：																																																												[hはい。]
65 A：って [ちょっと ]名前が°出ましたよねー°。
66 B：　　	[hはい。]

断片 3
83 B：-大きいと思うの [でー ]、-
84 A：															[ うん。]
85 B：-その<<聞き手>>がー、それを（.）どういう状 [況↑で？ ]、-
86 A：																								　														[ うん。]
87 B：助言だっていう [ふうに？ .hh-
88 A：															[ うんー。
89 B：-思うのかっていうことがー、（.）
90→ A：>そうですね<、（.）.hh[あのー：：、たぶん助言のー、>>あの<<面白さにも、入ってくる

かと -
91 B：　　　　　　　					-[（°・・・・・・°）
92 A：-[思う ]んですけど、2つにやっぱり別れてくるんだと思うんですよ [その ]（.）-
93 B：　[はい。]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	[はい。]

断片 4（断片 1の部分）
34 B：-[自分でやったりして、（,）オッと思うものが出てきたんですけど↑ー、=-
35 A：=うん。
36 B：↑ま↓それで、<↑な↓けれ↑ばー>、-=
37 A：=うん。
38→ B：->なにかまた考えてもいいなと思ってるのでー<。=
39 A：=うん、うん。.hhhあーの、<こ↑ないだのー>、>発表聞いてー<、じゃあ　いまの、>

話を聞い
40 て<率↑直に言うとー、<ほ↑んとうに>い↓まの段階でー、>>あそこまで　しかやってな

いなん
41 つったら<<、-=
42 B：=うん。

　断片 2～ 4の部分は、院生が自分の研究の経過状況を報告し、現在考えている意向を述べ
た後、教員が〈助言与え〉のシークエンスを始める場面である。本会話では、院生の現状報
告と意向述べや問題の提示が〈助言求め〉の≪第一成分≫に当たり、その後教員による〈助言
与え〉としての≪第二成分≫が現れるという基本的構造が観察できる。教員は、それまで院
生の話を邪魔しないように相槌を打って聞いてきていたが、編みかけの部分（断片 2－ 63、
断片 3－ 90、断片 4－ 38）では、「ふんふんふん」「そうですね」「うん、うん。」というように、
それまでとは違う形の相槌を打ち、その後息を吸って「あのー」と、話し出している。この
ような現象が現れると、それまで発話権を持って話を続けてきた院生が自分の話をやめ、教
員の発話を聞いているというサインを表示し始める。この発話権の交代により、教員が院生
の発話を〈助言求め〉として受け取ったこと、そして、教員が〈助言与え〉のシークエンスを
開始したことが観察できる。
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　この発話権の交代は決してスムーズに行われているわけではなく、それまでの院生の〈助
言与え〉の発話のシークエンスがはっきりと終了していない段階で教員によって相槌が挿入
され、半ば中断する形で〈助言与え〉が始まっていることは一つの特徴であると言える。教
員は、院生の相談のシークエンスが終了するかしないかのあたりで、それまでの聞き手とし
ての相槌の打ち方を変更してあえて時間のかかる相槌を打っているとみることができる。そ
れまでの部分でも、教員が院生の発話に割り込んで、自分の話を始めようとする部分が散見
されるが、その時は、院生が教員の発話に重複して自分の発話しかけた文を終了させようと
するため、教員は発話権を取ろうとするものの、院生に阻止されて、聞き役であることを継
続する選択をする。しかし、一通り院生の説明が終わったと判断された時点で、教員は時間
のかかる長い相槌を挿入し、息を吸って、院生が聞き役に回る準備をさせる。その上で「あ
のー」を使用して発話権が自分にあることを主張し、院生が聞いているのを確認した上で自
分に課せられた〈助言与え〉の義務を果たそうとしていると考えられる。

4.2〈助言求め〉の内容に対応した〈助言与え〉の表現形式

　本稿で分析の対象としている研究相談場面において、教員にとって〈助言与え〉をする義
務が付与されたと判断され、シークエンスを開始するまでに、院生による〈助言求め〉が、〈現
状説明〉と、〈問題提示〉、〈意向述べ〉の 3種類（のうちいくつか）の表示により行われること
を述べた。これを受けて教員は、これらの種類の〈助言求め〉に対応すべく、それぞれに異
なる表現形式を用いて〈助言与え〉をしていることが観察された。以下にこれらの〈助言与え〉
に現れる行為と表現形式について分析した結果を報告する。

4.2.1〈現状説明〉に対する〈評価与え〉と、〈意見述べ〉

断片 5
39 A：=うん。.hhhあーの、<こ↑ないだのー>、>発表聞いてー<、じゃあいまの、>話を聞い

て<	
40 率↑直に言うとー、<ほ↑んとうに>い↓まの段階でー、>>あそこまでしかやってないなん

つ
41 ったら<<、-=
42 B：=うん。
43 A：->>というの↑はー<<、↓えーあの<<たと↓えばー：：：>>、えーっとねもと↑の↓ー、

先
44 行研究とか↑をー、しっかりと<踏まえ↑てー>、<↓ちゃんとー>、<↓それを>、<↓じゃ

あ>、　
45 >どこに問題があってどういかせるか<っていうことと↑かー！、（↓なんがー）、きちんとま

だ
46→ 整理できてい↑ないのだとしたらー、ほ↑とんど↑ゼ↓ロの状態、-
47 B：うん。
48 A：-↓なのでー、えっと↑む↓しろその気もちがあるのならー、構想発 [表まで↑にー、-
49 B：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	[あーん、切り替えて。

=
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50→ A：=<切り替え↑てー>、んで構想発表に↑はー、今、>今までは「すぎる」で、しか<、>誰
↑

51 にも聞いてもらったこ↓とが<	<↑ない>	>わけ↓じゃない<。
52 B：°はい°。=
53 A：=でそ↑したらー、>↑構想発表でちゃんとそれを聞いても↑らってー<、で、<そこ↑でー

>、
54	→ このテーマで行けそうだって確信持てたら↓ー、もう、>それで行こうと<。
55	 B：あ、こ、教育文法 [で。

　この断片 5では、相談の開始部において、B（院生）が今現在の研究の進み具合について述
べている。それを聞いて A（教員）7）は、46「ほとんどゼロの状態」と、その状態に対して否
定的な評価を述べ、それを問題として捉えるという姿勢を示す。このことによって問題を指
摘し、B に B の現状が問題であるということを喚起し、50「切り替えて」や 54「もうそれで
行こうと」というように、具体的な行為を指示して問題の解決策の提示を行っている。相談
の冒頭に現れる院生の研究の現状述べに対し、上のように「ゼロの状態」と言ったり、「おっ
けー」と理解を示したりするなど、「評価」を示して、進み具合を確認する行動は本稿で分析
した相談会話の多くで見られた現象である。上のようにその進み具合について B が問題視し
ておらず、A が問題だと思った場合には、Ａから問題の指摘や顕在化が行われ、その問題を
打開するための解決策を与える助言与えが開始される場合がある。
　以上述べたような教員の「評価」を表す発話に登場する表現形式は、「ゼロの状態」や「おー
けー」のほか、「いいと思う」や「やればいいと思う」「やるのは構わない」など、様々な言語形
式を伴って現れる。日本語教科書等で書かれているように、「～た方がいいと思います」など
の定型の表現形式を伴って出現することは本稿の分析の限りでは観察されなかった。

4.2.2〈問題提示〉に対する〈解決策の提示〉または〈手順の指示〉
　院生が自分の研究において「問題」だと思っていることについて明示的または非明示的に

〈助言求め〉が行われた場合には、教員は、解決策を提示したり、手順を指示したりするなど
の具体的な方法を示すことが多い。以下の断片を見てみる。

断片 6
192 B：hはい。（うん）ちょっと問題（.）があるのが、<その>第2回が1月なんですけ [ど、-
193 A：	　　　　　　　																																																						[ はいはい。
194 B：-1月に発表しなければ（.）いけ<ないー（.）>-
195 A：うん。
196 B：-ので、-
197 A：うん。あ↑れ？	
198 B：>それ -<-
199 A：今まで集めてきたのは。
200 B：-は、まだ一ヶ月目（.）↑を↓撮った [（ところで）-
201 A：																									　　		[hhhそうか、始まった ]ばっかりなんhだ。
202 B：hはい。

  7） 以降どのデータにおいても、Ａ＝教員、Ｂ＝院生である。
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203 A：ははhhh　[はい。]
204 B：それでその [辺りを ]、（.）どうするかな（.）>ていうふうに° [思って°<。
205 A：																																										[ そうですね。んー：：：：。

（略） 
218 B：[-あって、それを参考にできるんじゃ [ないか（みたいな）。]
219→ A：　																																[ そうですね。]あのー、この間紹介した本？ -
220 B：	[あ、はいはい。][はい。]
221→ A：[周辺的参加の ]あ [れ（.）]	で、（.）（°どっかになかったかな°）
222 B：そ、そうです、その周辺的、-
223→ A：あれで [やると ]いいんじゃない？その一回だけを見るっていうんであれ [ばー、]-
224 B：							[ あの、]																																																		[ はい。]
225→ A：-彼女のそのこれから伸びていくと思うんだけど、-
226 B：はい。
227→ A：-その周辺的参加を>どれぐらい<できてるかっていうのを -
228 B：はい。
229→ A：-一回で見れるよね。
230 B：はい。

　この断片 6では、Ｂが研究内容を発表するのに、現在集めているデータの量が足りないこ
とが問題だと言っている。それに対し、教員は、具体的な解決策として、219「この間紹介
した本」に書いてある方法を使ってやれば、その問題が解決することを提案する。その際に
は「あれでやるといいんじゃない？」という提案の表現を使用している。その後の 229までの
発話で、それを提案した理由（利点）を述べて、自分の提案の妥当性を主張している。

断片 7
388 B：=うん。[それがちょっと、-
389 A：　　　　[うん。↑Ｂさんし↓かで↑き↓ない。[↑うー↓ん。
390 B：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[>そ↑こがちょっ↓と問題だと [思、
391 A：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[↑うん、
392 B：思い°↓ました°<。
393 A：↑うん。>>↑ま↓あ<<>↑Ｂさんでや↑るっ↓ていうことにしてもいいと私は思うけ
394 ↑どー<、.hh↓あのー、>>↑そうするとも↓う<<>↑フォーマ↓リティ、↑アンフォーマ↓

リ
395→ ティの問題↑は↓ーもう→ .hh>↑考え↓ないようにしh<、
396 B：考えない。
397 A：>>ちょっと<<、>不↑自↓然ですけど<。
398 B：↑そ↓うですね、[はい。
399→ A：　　　　　　　　[うん↑どうーして↓も。.hh>↑あ↓えてや↑ろう↓とお↑もった↑ら↓
400→ ー<、で↑き↓るのはー>↑ロールプレ↓イです<。
401 B：あー [そ↓う、-
402→ A：　　	[↑インタビューのな↓か↓で、一部としてロールプレイをs、>する↓と<。で↑そ

の403→							　時↑に↓ー「↓友だちどうしです↑よ」っ↓ていう形↑で↓ー、-
404 B：↓ああ。=
405→ A：=-↓やる。=>ま↑たはー<、フォ↓ーマル↑に↓ーこう→、ええ→「>↓仕事の面接です

→<」
　　　っていうよう↑な↓ーロールプレイにすると°か°。
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406 B：はい。
407→ A：>「私は先生（せんせ↓い）°です°」っていう [ふうに↑する↑と↓ー、<-
408 B：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		[あーそういうふう -
409→ A：-あーの、フォーマリティを>>↑出↓してくれる<<↑か↓も>しれません<。
410 B：>あー↑そ↓うですね<。=

　この断片 7では、B の調査について、B 自身がインタビューを行うことの問題点を述べて
いるが、その問題について、395「考えないようにする」、399、400「できるのはロールプレ
イです」、402、403「～っていう形でやる」「ロールプレイにするとか」というように、具体的
な考え方や方法を提示することによって、解決策を提案している。409では、上の断片 6と
同様、その解決案の妥当性の根拠（利点）を述べている。　
　この解決策を提示する教員の発話によく表れるのは、「～するといい」や「～ればできる」
という形式が多い傾向がある。またさらに、具体的な手順を提示する場合などには、「～
して、～すると。」「～すればいい（できる）んじゃないでしょうか」といった言語形式が選
択される。

4.2.3〈意向述べ〉に対する〈見解述べ〉、〈実現可能性（不可能性）〉、〈承認付与〉

断片 8
308 B：ただそれも、あのどちらをみるかっていうのもー、まだ自分の中では判断<できてい [ないー

>の
309 A：																																																																											[ うん。
310 B：-で、.hhhhhんー：ー：ーなんか言い方が変かもしれないんですけど、今回>ちょっと<<

発表ー>し↑て↓、<さぐっ（.）て>みたいな、°と思って°。
311→ A：°おっけ°。ま、それで -
312 B：はい。
313→ A：-発表するのはべ [つに構わない°です、それはいいですけれどもね°。うん、あのー：、ん、

（1.7）-
314 B：															[ はい。はい。

　B が、研究の方向性について迷っているので、それを発表してどちらにするか判断しよう
と思っている、という〈意向述べ〉を 310でしたのを受けて、313で A が、「別にかまわない
です、それはいいです」という〈承認〉をしていることが観察できる。この後、「いいですけ
れどもね」と一旦承認し、それに続けてその「迷い」に対する A の見解を、「思う」という言
葉を多用して長いシークエンスで述べていく。

断片 9
319→ A：-わたしー（.）が思うには（.）、ん、教材作りになってくる [（と思うんですよ）、基本的に最

終的に。]=
320 B：																																																[ はい、はい、はい、はい。]
321 A：=それがまあ、ねえ、修論のと [きもなんかそういう感じ ]だった -

（略） 
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349→ A：（0.5）-んー：：、まあ私が言わなくても（・・・）先生とかよくご存じだと思うんであれです
け
　　れどもー、（0.3）研究分野としてはちょっと違うチャンネルだと私は思って [いる ]んですよ。

350 B：																										　　　　																															[hはい。]
（略）

379 A：（0.3）んー、だから、>どっちかっていうと<<自分ー>が、-
380 B：はい。
381→ A：-将来的にー↓、あのー、飛び込み↑hたい方向に↓ー向かってた方がいいかもなあーと思

うな。

　319で A は、「私が思うには」という前置きをし、B が迷っているという問題についての自
身の見解を述べることを予告する。349では、「ちょっと違うチャンネルだと私は思っている」
と述べ、最終的に、「飛び込みたい方向に向かってた方がいい」という助言につなげている。
ここでは「たほうがいい」と言う形式を用いているが、「かもなあと思う」という表現を付加し、
あくまで一意見として参考にするように、という程度の弱い助言になっていると言える。

断片 10
474 B：=うん。>ただー先生その私聞↑こう↓と思ってるのは↓そのー↑内容自体↑は↓ー<、聞

↓くー
はあの、>イン↑タビューと↓か↑データを分析した<結果ー>で>ちょっ↓とわかんないと
ころと↓かー<あのた↑とえ↓ばー .hh>あのその<、>↑家↓族とかと話してる<-

475 A：[うん。
476 B：[-↑言語と↓かー、・・・↑につい [↓て、・・・・・・。-
477 A：　　　　　　　　　　　　　　　	[そうですね。↑ふ↓だんなに語でしゃべってる↑のー？

　　		　っていうこ↑とをあ↓とで聞↑きたい、-=
478 B：=そ↓うですね、はい。=
479 A：=そういうのは -=
480 B：=そっ↑ちのほうがー -=
481 A：=-うん。=
482 B：=-いいかなと思って。
483→	 A：そういう方がいいと思う。

（略） 
487 A：-し↑つもんとロールプレ↓イって↑いう [の↓に
488 B：　　　　　　　　　　　　　　　　　　	[はい。
489 A：<す↑る↑と（high	tone）↓ー>、あのー>い↑わゆ↓る<、>その<、↑インタ↑ビュー（high	

tone）
　　		↑のー↑対応ってまた、↑ロールプレ↓イの対応とち↑がう↓の↑で↓ー、-

490 B：[はい。そうで -
491 A：[->ち↑がう対応形↓式の中で違うことが起こってるかってこ↑と↓が見えるか↓ら<。
492 B：はい。=
493→ A：=↑うん。>そ↑れで↑いい↓と思いますね<。
494 B：はい。

　この断片 10では、B の調査の方法について、B の意向を聞き、B がその方法を選択した理
由を聞いた上で「その方がいいと思う」とＢに同意を示すことで、B の調査方法選択の方向
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性に承認を与えている。また、さらに 487～ 489まででは、A が B の選択した方法について
の利点を説明し、493で「それでいいと思います」と言って B の意向を承認している。
　以上の 2つを見ると、院生によって研究の方向性などについての意向が述べられた場合、
それに対する「助言」は、その意向に対する教員自身の見解と、方向性や考え方に対する承
認与えをするという形で行われているということが観察される。
　教員が、院生の意向について〈見解述べ〉、〈実現可能性（不可能性）〉、〈承認付与〉の発話
を行う場合、自分の意見を述べる発話になるため、「～と思う」や「～かもしれない」という
形式が現れる。また、院生の研究計画について、専門家の立場からその見通しについて述べ
ようとすることから、「いいと思う」や「できると思う」、また、「難しい」といった形式が選
択される。また、指導教官という立場から、院生の研究方法や進め方に許可を与える〈承認
付与〉では、「やればいい」や「やってもいい」という許可を表す表現が用いられることが観察
された。

5．本稿のまとめと今後の課題
　以上、大学院における教員と院生の会話について、研究指導場面において登場する助言会
話の構造と、〈助言求め〉や〈助言与え〉に当たる助言のやりとりについて分析を行ってきた。
本稿の分析で明らかになったことは以下の 3点である。
①研究指導場面における会話は、≪第一成分≫＝〈助言求め〉と≪第二成分≫＝〈助言与え〉
から成る隣接ペアを基本的な構造として持っている。
②第一成分となる〈助言求め〉には、〈現状説明〉〈問題提示〉〈意向述べ〉の 3種類が現れるが、
教員はそれぞれの内容に応じた〈助言与え〉の表現選択を行っている。
③－ 1〈現状説明〉に対しては、〈評価与え〉と〈見解述べ〉がなされる。院生の研究の現状に
対する評価や見解が与えられる発話となり、決まった表現形式は観察されない。
③－ 2〈問題提示〉に対しては、具体的な〈解決策の提示〉や〈手順の指示〉が現れる。その際、
本分析では、「～するといいんじゃない？」という「提案」の表現形式により〈解決策の提示〉
がなされ、具体的な手順を提示する場合には、「～して、～すると。」「～でやるとか。」といっ
た「なにをどうする」という形の文が用いられる傾向があった。
③－ 3〈意向述べ〉に対しては、〈見解述べ〉、〈実現可能性（不可能性）〉、〈承認付与〉がなされる。
ここで教員は、専門家の立場から院生の研究計画についての見通しを述べるため、見解や意
見を述べる「～と思う」や「～かもしれない」、実現可能性について言及する「（～れば／～ると）
できると思う」や実現不可能性を表す「難しいんじゃないかな」などが現れることが観察され
た。また、指導教官という立場から、院生の研究方法や進め方に許可を与える〈承認付与〉では、

「やればいい」や「やってもいい」という許可を表す表現形式が用いられることがわかった。
　以上の結果を見てみると、一言に「助言」と言っても、どのような助言求めがなされるか
によって助言与えに様々なバリエーションが現れ、それぞれの表現形式も一定でないことが
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わかる。日本語教育では、「助言」は「～たらどうですか」か「～たほうがいいですよ」、それ
に対しては「わかりました、そうしてみます」と返す、というように、「一形式＝一つの発話
機能」のように提示されているものが多い。「依頼」や「勧誘」のようにある程度慣習的に定型
句が存在するという認識が母語話者に共通してあり、返答もそれほどバリエーションが予測
できない行為であればこのような提示や導入の仕方も学習効果があるだろうが、助言のよう
に、定型表現が漠然として母語話者にも認識されておらず、発話参与者のやりとりによって
相互に達成されていくタイプの発話行為である場合には、教材にする前に、会話の実態をよ
り深く詳細に把握する必要がある。
　今回の分析は、全データのうちの一部を対象としたものであるため、一般化はできない。
今後、対象を増やし、量的な調査も行い、全体に占める特定の表現形式の割合などの観点か
らの考察も必要であると思われる。今後さらに分析を進めていき、研究指導場面において現
れる助言の実態を明らかにして全体像をとらえたいと思う。また、助言は、研究指導場面の
ようないわゆる「相談」場面でなくとも、日常友達との何気ない会話の中などにも頻繁に現
れる行為である。日本語教育への応用を考えるなら、様々な場面で現れる「助言」行為の分
析は現場から求められている課題であると考える。「助言」行為のみにとどまらず、その他の
発話行為についても、会話分析を用いて、詳細な会話の実態の記述を積み重ねていくことに
より、語学教育の発展に貢献できる研究を蓄積していかなければならないと思われる。
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要　旨

研究論文

1．はじめに
　時代の移り変わりとともに、人々のコミュニケーションの手段も変化しつつある。科学技
術の進歩は、コミュニケーション上の国境を取り払い、人々の働き方や生活習慣など、生き
方にも影響を与えている。瞬時に情報が拡散される社会にあって、情報の共有や学習が容易
くなったからこそ、即座に流れを察知する能力を培うためにコミュニケーションが必要とさ
れるのであろう。
　現在、約 208,379人の留学生が日本の教育機関で日本語を学んでおり、その中の私費外国
人留学生の 7割以上が何らかのアルバイトに従事している。また、厚生労働省によると、
907,896人の外国人労働者が雇用され、今後も増加傾向にある。そのような中で、留学生や外
国人労働者は、日本社会において日本語でのコミュニケーションが必須になるが、コミュニ
ケーション能力の中でも特に大切なのはストラテジー能力と社会言語能力だと考えられてい
る。コミュニケーションにはことばを通じたものが一般的であるが、ことばの背景には文化
があり、社会が内在している。ゆえに、社会言語能力やストラテジー能力が求められるであ
ろう。様々な面で多様性が必要とされる現代社会においては、複眼的な視野を持つことによ

申し出に対する断り表現
「いいえ、けっこうです」の許容範囲

辰巳委子

　科学技術の進歩に伴い、高度な情報技術によって瞬時に国境をまたいで情報が共
有され、情報の表面的な理解だけでは限界が感じられるようになった。さらに、国
内での日本語学習者の学習目的の多様化に伴い、通常の社会生活において、初級レ
ベルの日本語学習者でさえ、日本語母語話者とのコミュニケーション能力を求めら
れる機会が増加している。それゆえ、協調的に問題を解決できるような能力を身に
つけておく必要があるのだが、そのためにはコミュニケーション能力が肝要になる。
本稿では、コミュニケーション教育に焦点をあて、待遇コミュニケーションにおけ
る申し出表現の断り方に着目し、初級学習者でも心証を悪くしない断り方を検証し、
考察を試みた。そこで、初級レベルで学習する申し出に対する断り表現「いいえ、けっ
こうです」をとりあげ、日本語母語話者の間で実際に使用されている場面を詳しく
分類し、日本語母語話者にアンケート調査をし、フォローアップ・インタビューを
行った。
　調査結果に基づいて、この表現が使用される場面の許容度を解析し、教科書に鑑
みたうえで、円滑なコミュニケーションのとり方を教室活動に反映させたい。



辰巳 委子

48 Language and Culture, vol.11   March 2017

り、適応能力も涵養され、コミュニケーション能力が育成されるであろう。
　本稿では、言語教育で研究が進められている「聞く」「話す」「読む」「書く」の 4技能の中か
ら「話す」に焦点をあて、コミュニケーション教育の一環として、「申し出に対する断り表現」
をとりあげ、初級レベルの学習者が身につけておくべき断り表現を考察する。初級レベルの
日本語教科書に提示されている表現を抽出し、日本語母語話者（以下 JN とする）にフォロー
アップ・インタビューを含むアンケート調査を行った。人々の価値観は流動的であり、JN
がもつ社会的背景によっても相違が生じるはずだが、初級レベルの日本語学習者（以下 JL と
する）でも相手に心証を悪くさせない表現はどの場面なのか、細かく分析し、JL が待遇コミュ
ニケーション能力を初級から習得できる方法を提案したい。

2．研究背景
2.1 待遇コミュニケーション

　待遇コミュニケーションとは、人間関係や場に対する話し手や聞き手の配慮に基づく表現
であり、自分や相手が何を言わんとするかを理解しようとする相互行為をさす。申し出や勧誘、
依頼、許可求めなどの相手に働きかける表現や敬語もこれに含まれる。これら一連の研究は
あまたの蓄積があり、様々な観点から考察されていることは周知の事実である。川口（2013）
は「待遇コミュニケーションを簡潔に規定すると、待遇表現に待遇理解を加えたものであり、
コミュニケーション行為を待遇という観点から捉えようとするものだ」と述べている。また、
蒲谷・金・高木（2009）によると、待遇表現によるコミュニケーションには 5つの要素が連動し、
成立する。この 5つの要素とは「人間関係、場、意識（気持ち）、形式（かたち）、内容（なかみ）」
を意味すると解説している。つまり、待遇コミュニケーションとは、日本の社会背景を基盤
として、人間関係や場などが複雑に絡み合って相手に働きかける表現とされる。

2.2 待遇コミュニケーションにおける申し出に対する断り表現

2.2.1申し出表現
　待遇コミュニケーションの中でも、相手への働きかけが強い表現として「申し出表現」が
挙げられる。初級レベルの日本語教科書において、典型的な文型として「電気をけしましょ
うか。」が提示されている。この表現は目上の人に限らず、自分の厚意から相手に何かをして
あげることであり、決して義務や恩をきせる行動ではない。相手の気持ちを察して自分から
行為を起こすので、疑問文だけでなく、平叙文や文末表現などへの変化もみられる。
　坂本・蒲谷（1995）は、「行動・決定権・利益・当然性」を軸に丁寧さに則って申し出表現自
体の基本的構造を解明し、当然性が高くなると「宣言型」になる傾向があると示している。
デヴィ（2014）は申し出表現の当然性に援用し、緊急性が高くなると「宣言型」になる傾向が
あることを検証した。森（2011）は、目上には利益を最小限にみせ、自分に対する利益を最大
限にみせるために、謙譲語と与益表現が使用されることを通時的観点から分析し、近代にな



申し出に対する断り表現「いいえ、けっこうです」の許容範囲

49『言語と文化』 第 11 号  2017年3月

り相手に恩恵を与えるような表現「～てあげましょうか」が避けられ、謙譲表現「お～ましょ
うか」を用いる傾向にあることを実証した。加えて、目上には断られないような申し出表現
が使用されることを論証している。これらの先行研究から申し出表現について解明されたこ
とは次の 3点である。

a.　申し出表現とは「行動＝自分・決定権＝相手・利益や恩恵＝相手」における行為であり、
「人間関係、場、意識（気持ち）、内容（なかみ）、形式（かたち）」が連動された場面で表
出される。

b.　申し出表現には当然性や緊急性が高くなると、宣言型の表現形式になる傾向がある。
c.　通時的変遷から「～てあげましょうか」という表現形式は減少しつつあり、「お～ましょ

うか」などの謙譲表現を使用する。特に目上の人に対しては、断られないような表現
形式で申し出る。

　以上のことから、申し出表現は待遇コミュニケーションにおける 5つの要素を加味したう
えで、自分（＝話し手）が行動し、相手（＝聞き手）が決定権を持ち、利益や恩恵は相手（＝聞
き手）が受ける行動で使われる表現であるとする。本稿では「～ましょうか」を基本的申し出
表現と位置付ける。

2.2.2申し出に対する断り表現
　「断る」というのは「事割る」の意で、物事の筋道をはっきりさせる理非曲直を判断する。
また、筋道を立てて説明すると書かれている（『広辞苑』（第六版））。森山（2003）は、「断り」
の語源は「理」と深いつながりがあったので、上手な断りの要素としては、理由を説明する
ことも重要だと説いている。目上の人からの勧誘に対する断り方で、適切ならば長いほうが
丁寧であることを明らかにした伊藤（2006）などもある。ほかにも池田（2008）は、JL に焦点
をあて「中級レベルの日本語学習者の申し出に対する断り表現」について、先生から学生へ
の申し出を学生が断るという設定で、談話完成テスト（以下 DCT とする）による調査後、意
味公式を用いて分析し、JL が産出した回答を JN がどのように評価するか検証している。さ
らにその「断り表現をめぐる理由の評価」を踏まえて、口頭表現能力の指導について考察し
ている（池田（2009））。池田の研究では JL、JN を問わず【詫び】【理由】【次回への期待】を使
用し、【理由】をめぐっては、理由の明示・非明示について、JN は非明示的なのに対し、JL
は明示的表明傾向が強いことが検証された。
　勘案すると、申し出表現は話し手の厚意や援助によって聞き手にしてあげる行為で、決定
権や利益・恩恵は聞き手にある。断り表現は、話し手の厚意に対して拒絶する行為なので、
聞き手は負担や気まずさがあり、話し手の気持ちや場を斟酌した行為を余儀なくさせるが、
社会的背景により表現に違いがある。だからこそ、JL は初級レベルから文脈を通じて断り
表現を理解しておく必要がある。
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3．初級日本語教科書に取り上げられている申し出に対する断り表現
3.1 初級教科書選択方法

　教室活動における教科書の使用は前提であるため、教科書の効果的な運用方法が課題であ
ると思われる。そこで、現在の初級日本語教科書では、申し出に対する断り表現がどのよう
に提示されているのか分析を試みる。
　分析対象とした初級日本語教科書の選択方法は、主教材として使用されている初級レベル
の総合教科書、教科書分析に取り扱われているもの、申し出表現と申し出に対する断り表現
が提示されているものを元に以下の 8冊を選択した。初中級以上の教科書に「申し出表現に
対する応答表現」が丁寧に説明されているのもみられたが、そこでの表現はここに記載しない。
ⅰ．『文化初級日本語』凡人社
ⅱ．『日本語初歩』（改訂版）凡人社
ⅲ．『Situational functional Japanese volume two:notes』(second edition) 凡人社
ⅳ．『初級日本語　げんきⅠ』The Japan Times
ⅴ．『新日本語の基礎Ⅰ』スリーエーネットワーク
ⅵ．『はじめよう日本語初級 2　メインテキスト』スリーエーネットワーク
ⅶ．『初級　日本語　上』（新装改訂版）凡人社
ⅷ．『みんなの日本語初級Ⅰ・Ⅱ　本冊』（第二版） スリーエーネットワーク

　それぞれの教科書から「申し出表現」と「申し出に対する応答表現」を抽出したものを年代
順に表 1にまとめた。

3.2 調査結果

　どの教科書も 4技能及びコミュニケーション能力の定着という目的から、まず音声表現形
態を前提とし、JL が想起しやすいように、構造シラバスと機能シラバスや場面シラバスの
バランスをとりながら教科書が作成されている。しかしながら、ほとんどの教科書が文法あ
りきの形式を基盤にした構造シラバスに場面シラバスが形成されており、社会生活で重要な

話し手 聞き手

【申し出】

負担
気まずさ

話し手 聞き手

決定権
利益

厚意・援助 配慮

【断り】

図 1　「申し出」と「断り」の言語行動
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表 1　初級教科書における申し出表現と申し出に対する応答表現

　 テキスト名 課 申し出表現 受諾・断り表現 出版年

ⅰ 文化初級日本語 Ｌ２３ 重そうですね。手伝いまし
ょうか。 すみません。お願いします。 1989

ⅱ 日本語初歩 Ｌ３３
会場へご案内いたします。

どうも　ありがとう。 1989おかばんをお持ちいたしま
しょう。

ⅲ
Situational	
Functional	
Japanese

Ｌ１３ 重いから、運んであげまし
ょうか。

え、いいんですか。　そうで
すか。どうもありがとうござ
います。

1994

Ｌ１５ 駅まで（車で）送ろうか。
いえ、だいじょうぶです。まだ、
バスがありますから。
ありがとうございます。

ⅳ 初級日本語
げんきⅠ Ｌ６

じゃあ、荷物を持ちましょ
うか。
テレビを消しましょうか。

あ、どうもすみません。
1999すみません。お願いします。

いいえ、けっこうです。

ⅴ 新日本語
の基礎Ⅰ

Ｌ１４
タクシーを呼びましょうか。はい、呼んでください。

2002

もう一度、言いましょうか。ええ、もう一度言ってください。

Ｌ１７ コーヒーに砂糖を入れまし
ょうか いいえ、入れないでください。

Ｌ１７ 電気をつけましょうか ええ、お願いします。
Ｌ２０ 一緒に行ってあげましょうか ええ、お願いします。

ⅵ はじめよう
日本語初級 2

Ｌ１８
何か手伝いましょうか。

ありがとうございます。じゃ
あ、荷物を受け取ってもらえ
ませんか。

2006
手伝いますよ。 大丈夫です。いとこがてつだ

ってくれますから。

Ｌ２０ 子供用のいすをおもちしま
しょうか（レストランで） いいえ、けっこうです。

Ｌ２１
ご紹介しましょうか。 たすかるよ。ええ、お願いし

ます。
紹介してあげようか ええ、お願いします。

ⅶ 初級日本語 Ｌ１０ ドアを開けましょうか。
はい、開けてください。

2010
いいえ、開けないでください。

ⅷ

みんなの日本語
初級Ⅰ（第２版）本冊

Ｌ１４
電気を消しましょうか。

ええ、お願いします。

2012

いいえ、けっこうです。
荷物を１つもちましょうか。すみません。お願いします。

Ｌ１８ この資料、コピーしましょ
うか。

あ、ちょっと待ってください。
コピーする前に部長に
見せてください。

Ｌ２４ わたしがお弁当を持って行
きましょうか。 すみません。お願いします。

みんなの日本語
初級Ⅱ（第２版）本冊

Ｌ３０ 会議室を片付けましょうか。まだ使っていますから、その
ままにしておいてください。

Ｌ５０ 重そうですね。お持ちしま
しょうか。 すみません。お願いします。
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要素である人間関係や内容を反映させたものがあまり見られなかった。英語等による解説も
あるが、国内での JL の増加傾向を鑑みれば、初級から想像力や思考力を培い、JL が生活ス
キルに応用できるようなコミュニケーション能力を向上させなければならない。

3.3 初級教科書に取り上げられている申し出に対する断り表現

　初級教科書の基本的な申し出表現として、文型導入の順序または難易度から、「～ましょ
うか」の表現が初級前半に提示されている場合がほとんどである。提案や勧誘表現に続いて
導入されていたり、初級後半の最後に学習する謙譲表現の中に「お～ましょうか」の形で組
み込まれていたりする。それに対応する応答表現に、「ええ、お願いします」「すみません。
お願いします」「ありがとうございます」「いいえ、けっこうです」「いえ、だいじょうぶです」

「大丈夫です。【理由】から」などがある。

3.3.1断り表現「けっこうです」の意味の変遷
　断り方として提示されている表現に「いいえ、けっこうです」が見られたが、この表現に
ついて検証を試みる。「結構です」は相手の申し出などを丁寧に断る表現として使用される一
方、勧誘や協力の申し出をきっぱりと拒絶するのにも用いられている。
　彭（1999）は日本人は肯定・否定を和らげるあいまいな表現を用い、自分の意見を両義的ま
たは多義的なものにし、相手に不愉快な思いをさせないという気配りから「結構です」が断
り表現として産出されたと紹介している。芳賀・佐々木・門倉（1997）も「結構です」が勧誘
の断り表現で、丁重な断りにもなれば断固とした断りにもなる可能性があり、賛成にも断り
にも使えるあいまいな表現だと述べている。森山（2003）は負担によって表現ストラテジーの
相違が表れ、受諾と断りの両義的視点から「結構です」の汎用について説いている。「結構です」
は自分の負担になるような働きかけを受けた場合は使えず、「その申し出はありがたいが、
このままでいい」という意味になり、だいたい英語でいう“No, thank you.”にあたる。それに
対して、負担になる依頼を承諾する場合には肯定的な応答として使うことができると解説し
ている。ただし、断る場合、語調が少し強いので「結構です」の代わりに「いいです」などの
表現が好まれると述べている。
　これらを収斂すると、本来は構成を意味する結構から素晴らしい、十分だという意味が派
生し、相手への気配りから「結構です」という断り表現が産出された。さらに、アイロニー
の要素が加わり、強い拒絶を表す場合にも汎用されるようになったと考えられる。

3.4 研究の目的と方法

　JL が初級前半で学習する申し出に対する断り表現の代表的な回答として、「いいえ、けっ
こうです」が挙げられるが、場面が細かく設定されておらず、場面によっては JN に悪い心
証を与えかねない。そこで、「申し出に対する断り表現」の実態を知るために、主に 2点調査
する。一つ目は JN を対象に、先述した 5つの要素を考慮した場面での「いいえ、けっこう
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です」の使用場面をアンケート調査による量的分析を通して、許容範囲を明らかにする。二
つ目は「いいえ、けっこうです」が許容されない場合、どのような表現が適当であるか、JN
にインタビューを試みる。

4．アンケート調査
4.1	アンケートの策定基準

　相手の心証が悪くならないような表現を検証するために、蒲谷・川口・坂本（1998）や蒲谷・
金・高木（2009）による 5つの要素「①人間関係（相手）、②場、③意識（気持ち）、④形式（か
たち）、⑤内容（なかみ）」を援用し、アンケート調査の尺度基準として作成した。

　相手レベルＡ＋ 2の客とＡ－ 3の店員と従業員は評価基準に設定されていなかったが、社
会生活で出会う表現相手であるため、構造原理に則り、客をＡ＋ 2、店員・従業員をＡ－ 3
とし、これらを組み込んだ。

②【表現の場】はＢ＋ 2の「式典・講演会」からＢ－ 2の「酒場での内輪の会合」まで設けら
れているが、本稿ではＢ± 0の通常の日常生活を基準とする。

③【意識（気持ち）】については、典型的な表現「～ましょうか」を基本とする。
④【形式（かたち）】というのは表現形式に関する形態のことで、音声または文字表現形の

違いがあるが、会って話すことを前提とするため、音声表現形態に統一する。

　最後に⑤【内容（なかみ）】というのは、題材や内容、用件に分けられる。用件に関しては
義務や仕事・厚意・負担・当然性などの観点からレベルに分けられている。

 表 2　①【人間関係】「表現相手」
Ａ＋ 2 年齢差のある教師・上司（社長・教授）・客
Ａ＋ 1 あまり年齢差のない教師・上司（よく知っている先生・先輩・年配の知らない人）
Ａ± 0 あまり親しくない同年輩の人・初めて会う人
Ａ－ 1 親しい同年輩の人や友人・部下・後輩・家族
Ａ－ 2 きわめて親しい友人・親しい後輩・部下
Ａ－ 3 店員・従業員
※「相手」Ａレベル　（上下と親疎を一本軸に考える）（話題の人物ではないのでウチソトは考慮しない）

（出典：蒲谷・川口・坂本（1998）	p.9　を参考に、筆者が作成）

 表 3　⑤【内容】　「用件」Ｙレベル
Ｙ＋ 2 義務でも仕事でもない・負担が重い→　例）保証人など 当然性がない
Ｙ＋ 1 義務でも仕事でもない・好意 当然性が低い
Ｙ± 0 義務ではないが広義には仕事と言える 当然性が高い
Ｙ－ 1 義務・仕事と言える 当然性が高い

（出典：蒲谷・川口・坂本（1998）	p.21-23　を参考に、筆者が作成）		
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　本調査では、上記の中から人間関係と内容に焦点化し、8場面における申し出に対する断
り表現「いいえ、けっこうです」の許容度を JN に調査した。

 表 4　アンケート調査評価基準　【相手×場×内容】
①相手 Ａ＋ 2 ～－ 3 （上司）（初めて会う人）（後輩）（店員）（タクシーの運転手）（医者）
②場 Ｂ± 0 通常の社会生活（会社・街・コンビニ・タクシーの車中・病院）

③意識
申し出「～ましょうか。」（援助したい・共感するときに使う）
※（援助提供）援助の必要性が低い場合、緊急度が低い場合、当然
性が低い場合

④表現形式 話し言葉・会話
⑤内容 Ｙ＋ 2 ～－ 1 【用件】Ｙ＋ 2 ＝負担（重）　Ｙ＋ 1 ＝負担（軽）　当然性

4.2 調査対象

4.2.1対象人数と内訳
 日本国内に居住する 10 歳代後半から 60 歳代の日本語母語話者 101 名

10 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 不明 合計（名）
男性 0 5 7 13 6 4 0 35
女性 2 9 16 21 12 4 0 64
合計 2 14 23 34 18 8 2 101

4.2.2実施期間と方法　　
　2016年 3月下旬から 4月上旬
　調査用紙の配布と回収は直接依頼、または電子メール

4.3 調査項目

　調査用紙はフェイスシートと 8場面の質問事項からなる。表 5に示す場面 1から場面 8ま
で設定し、断り表現「いいえ、けっこうです」が許容されるかどうかを調査した。質問に対
する回答は選択回答と記述回答からなり、選択回答は「（1）いいと思う　（2）まあまあいいと
思う　（3）あまりよくないと思う　（4）よくないと思う」の 4件法で、記述回答は選択回答の
中から「（3）あまりよくないと思う　（4）よくないと思う」を選んだ場合、その理由とほかに
ふさわしいと思われる表現を記入してもらった。アンケート調査項目は以下のとおりである。

 表 5　アンケート調査評価基準による本調査の場面設定　【相手 × 内容（用件）】
場面 ①表現相手 ⑤内容（用件）
場面 1（会社） Ａ＋ 2（社長） Ｙ＋ 2（店の紹介） 2 ＋ 2 ＝ 4
場面 2（工場－駅） Ａ＋ 1（課長） Ｙ＋ 1（駅まで送る） 1 ＋ 1 ＝ 2
場面 3（街の中） Ａ± 0（初めて会った人） Ｙ＋ 2（駅まで連れていく）0 ＋ 2 ＝ 2
場面 4（街の中） Ａ± 0（初めてあった人） Ｙ＋ 1（写真を撮る） 0 ＋ 1 ＝ 1
場面 5（工場－駅） Ａ－ 1（後輩） Ｙ＋ 1（駅まで送る） － 1 ＋ 1 ＝ 0
場面 6（タクシー車中）Ａ－ 3（タクシーの運転手） Ｙ＋ 2（傘をさす） － 3 ＋ 2 ＝－ 1
場面 7（コンビニ） Ａ－ 3（店員） Ｙ－ 1（お弁当を温める） － 3 ＋（－ 1）＝－ 4
場面 8（病院）　 Ａ＋ 2（医者） Ｙ＋ 2（売店まで案内する）2 ＋ 2 ＝ 4
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4.4 分析方法　

　一要因分散分析

5．調査結果
　JN に対する「いいえ、けっこうです」の許容度についての平均と標準偏差を表 6に示す。
選択肢には数字に「（1）いいと思う　（2）まあまあいいと思う　（3）あまりよくないと思う　（4）
よくないと思う」という言葉が付してあり、（1）が最も許容度が高く、数字が増えるにしたがっ
て許容度が低くなり、（4）が最も許容度が低い。
　【場面 1】から【場面 8】の回答の平均値は以下の通りで、場面について一要因分散分析を行っ
た結果、申し出に対する断り表現で「いいえ、けっこうです」が全ての場面において許容さ
れるわけではないことが判明し、場面（表現相手 × 内容）によって許容度に有意差が認めら
れた（F（7,800）=45,55;p ＜ 0.01）。これらの結果をまとめると、許容度が場面 1> 場面 2> 場面 3・
4・5・6・8> 場面 7と 4段階に区別することができた。つまり、申し出に対する断り表現とし
て「いいえ、けっこうです」は【場面 7】が最も適正な表現で【場面 1】が適正ではないという
評価に至った。

6．フォローアップ・インタビュー
　アンケート調査紙の記述回答や調査後のインタビューから、主に「いいえ、けっこうです」
がよくないと思う理由について JN に質問したところ、さまざまな意見が回収できた。
　まず、【場面 1】はほかの場面と比べて最も許容度が低く、目上の人に対して失礼であり、「あ
りがとうございます。両親が行きたいお店があるので」などの【お礼】【理由】を言うべきだと
いう意見が多かった。「そもそも断らない」という声も聞かれた。【場面 2】もその傾向が見ら
れたほか、「いいえ」と言わずに、「あ、大丈夫です」と答えるなど、相手に対する配慮がかな
り窺えた。
　次に、【場面 3】【場面 4】は【場面 1】【場面 2】ほど失礼だという意見はなかったが、「印象が
悪い」「もう少し柔らかい言い方をしたほうがいい」という声が挙げられ、ここでも【お礼】【理
由】、特にお礼を言うべきだと考える人が多いことがわかった。
　【場面 5】は表現相手が後輩であることから、同じ会社の場である【場面 1】【場面 2】と比較
しても、失礼であるという意見は聞かれなかった一方で、「後輩に対して他人行儀だ」「もっ
とくだけた言い方をしたほうが親しみを感じる」「かえって冷たく感じる」という意見があり、

「大丈夫」「いいよ」という表現が産出された。

場面 1 2 3 4 5 6 7 8 F 値
平均値 3.43 3.01 2.65 2.51 2.67 2.33 1.55 2.45 45.55*

標準偏差 （0.71） （0.84） （0.84） （0.84） （0.78） （0.88） （0.70） （0.81）
*：5％水準で有意　自由度はいずれも（7,800）

表 6　「いいえ、けっこうです」の平均値（日本語母語話者）
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　【場面 6】は自分が客という立場であることから、失礼ではないという意見が予想されたが、
「厚意に対して、もう少し柔らかい言い方のほうがいい」という意見があり、「ありがとうご
ざいます。けっこうです。」「ありがとうございます。でも大丈夫です。」など、先にお礼を述
べる表現が挙げられた。【場面7】に関しては許容されていることもあり、ほかの表現として「い
え、大丈夫です。」などが挙げられていた。
　【場面 8】は、表現相手が医者であることから、自分に利益をもたらし、かつ尊敬すべき相
手となり、かなりの配慮を要すると予想されたが、失礼だという意見よりお礼をいうべきだ
という意見のほうが多かった。
　そのほか、満面の笑みで口調を和らげ、ジャスチャーを付ければ、「いいえ、けっこうです」
はどの場面でも使用可能だという意見も寄せられた。

 7．考察
　アンケート調査や記述回答、インタビューの結果、JN には「いいえ、けっこうです」はフォー
マルな印象がもたれていること、やや高圧的な表現で攻撃的印象を持たれているおそれがあ
ること、表現相手との間に少し距離がある印象を受けるということが判った。年代別にみる
と、「大丈夫です」は若い層のほうが使う傾向にあるかと思われたが、40・50歳代でも後輩に
対して断るときに使われている場合もあることから、一概に若年層に使われる傾向があると
は認められない。「けっこうです」の使用については、社会経験の豊富な高い年代のほうが認
められる傾向にあった。特に、目上の人に対しては「いいえ、けっこうです」だけでは不十
分で、理由が必要だと考える JN がほとんどであることが認められた。また、後輩に対して
も適正であると認められたものの、親近感が感じられず、「大丈夫だ」を用いることにより配
慮をしている JN も多かった。
　一方、初めて会う人や店員や従業員など、今後の人間関係にあまり影響がないと思われる
人に対しては適正だと思う人が半数を超えていた。本来は「けっこうです」という表現は丁
寧で相手へ配慮する表現であったはずだが、人間関係に距離がある人や自分より立場が低い
人に対して許容される割合が高い。これは形式的で冷淡に感じる人が増加傾向にあるとみら
れる。そのため、断るという行為に抱くネガティブな感情を緩和させる表現として、「大丈
夫です」が「いいえ、けっこうです」にかわって使用されるようになり、使える場面の縮小化

表 7　「いいえ、けっこうです」に対する評価
場面 1 2 3 4 5 6 7 8

Ａ 失礼 53 33 16 14 6 1 9
Ｂ お礼 10 11 20 15 13 10 10
Ｃ 理由 11 16 3 3 6 4 2
Ｄ 印象が悪い 16 3 30 23 12 5
Ｅ 断らない 4 2 1 2 1 1
F 柔らかい言い方 14 7 8
H 相応しい言い方ではない 14
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が進んだことが示唆される。

8．まとめ
　国内での JL の増加に伴い、通常の社会生活において JL と JN が接触する機会も増えている。
コミュニケーション能力には、即座に流れを察知し、協調的に問題を解決する能力が求めら
れつつある。しかしながら、日本語教育ではコミュニケーション能力の重要性を認識しつつ
も、いまだ旧態依然とした指導法から脱皮できず、試行錯誤を繰り返しているという矛盾点
が露呈されると同時に、この能力を定着させるためには、テクニックの指導ではなく、どの
場面にあって、その表現が使用されるのか、ことばの背景には何が伏在しているのか、何を
目的として教えるのかという問題点が前景化された。
　その一環として「申し出に対する断り表現」の分析と、教科書に提示されている「いいえ、
けっこうです」がどの場面にも汎用できるのか、JN にアンケート調査を行い、場面による許
容度の検証を行った。その結果を以下に要約する。

d. JL にとって、ターゲットとなる JN の表現方法やコミュニケーション・ストラテジーは
時代とともに変化しつつある。

e. 「いいえ、けっこうです」は使える場面が縮小化している。
f. 初級日本語教科書に提示されている表現だけでは、JL は JN に心証が悪くなるおそれが

ある。
g. 「いいえ、けっこうです」という表現だけでは不十分な場面では、相手の心証を悪くし

ないように、理由などを述べて相手に理解してもらおうと努めるバーバル表現に加え、
ノンバーバル表現も必要である。

　教室活動では、教科書が主教材として使用されているにもかかわらず、教科書に提示され
ているような一義的な回答だけでは、実際の社会生活で使用されている表現とずれが生じか
ねないことが示された。日本語教師はこの結果を十分に留意した上で、JL が JN と円滑なコ
ミュニケーションがとれるように、社会背景に基づいた場面を設定し、指導していかねばな
らない。そのためには、文脈を精緻化した場面を JL に提示し、文法構造や方略を習得させ
るのではなく、表現の使われ方を社会背景に基づいて、ひとりひとりが向かい合えるように、
教室活動で彼らをサポートしていくべきであろう。
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1．はじめに
　大江（2014）では、「燃える」、「降る」のような動詞は「ことができる」と共起しないが、以
下のように、文脈を加えると容認可能になることが指摘されている。

 （1）このろうそくは一旦火をつけると 8時間は燃えることができる。
（2）雪は、上空の気温の低さや水分の存在など様々な気象条件がそろってはじめて降るこ

とができる。           大江（2014:18、20）

　では、なぜ、文脈を加えると容認度が高くなるのだろうか。また，その文脈とはどのよう
なものだろうか。本研究はまず、先行研究における可能表現の成立条件について概観する。
次に，中国人日本語学習者の「ことができる」の使用実態を明らかにする。最後に中国人学
習者と日本語母語話者における「ことができる」の使用に、どのような違いがあるのかを示す。

2．先行研究と本研究の立場
2.1 可能表現の成立条件

　寺村（1982）は、「意志性」のある動詞しか可能形を持たないと述べている。しかし、「意志性」
とは何か、及び「意志性あり」と「意志性なし」の明白な区別については言及していない。そ
のため、本稿では「意志性」の概念を取り上げない。
　また、森山（1988）では、「意志性」と区別して「主体性」という概念を用いている。そして、「主
体性」というのは「あり」と「なし」に分けられるものではなく、段階性があるものだと指摘し
ている。

研究論文

中国人日本語学習者における
「ことができる」の習得

中国語訳：中国日语学习者对于“ことができる”的习得
張　浩然

　本稿は中国人日本語学習者における日本語の可能表現である「ことができる」の
使用実態を明らかにし、日本語母語話者との使用傾向に相違があることを示したも
のである。また、「ことができる」に対して、日本語母語話者と中国人日本語学習
者が異なる判断基準を持っていることも本稿の調査で明らかにした。

要　旨
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（3）「主語名詞が動詞の表す動きに対してどれだけ自律的に関与（支配）しているかという
ことを考えてみる。この関与の仕方は、段階的なものである。」       森山（1988:p.207）

　森山（1988）の主体性の段階性を整理すると、以下のようになる。

　人間動作主＞有情動作主＞経験者＞自発的発生＞自然現象＞仮定可能

　森山（1988）では「可能」の主体性は「自発的発生」の段階までにあり、それより下段階の「自
然現象」に下がると、成立しにくくなると述べている。したがって、例文（4） は成立しない。

 （4）* この花は咲くことができる。           森山（1988:p.215）

　しかし、大江（2014）によると、先行研究の記述に反して、実際に自然現象でも可能形式と
共起する文が存在する。例えば、次の文は自然現象段階にあるが、「ことができる」と共起し
ている。

（5）地球はなぜ水惑星なのかという問題を考えてみましょう。それは地表温度によります。
太陽から入ってくるエネルギーで地表が暖められ、地表は熱放射をして宇宙にエネル
ギーを捨てる。そのバランスで地表温度が決まっている。海は一気圧のもとでは、そ
れが摂氏 0度から百度の間であれば、存在できる。あるいは地表に雨が降ることもで
きる。                 （大江 2014:32）

　そこで、大江（2014）では「可能」というのは「自然現象」の段階でも言える場合があること
を指摘している。さらに、主体性にはもう一段階、「被使役的現象」が必要と主張している。
つまり、以下のようになる。

　人間動作主＞有情動作主＞経験者＞自発的発生＞自然現象＞被使役的現象＞仮定可能

　大江（2014）の主張を（6） にまとめた。

 （6）無情物・無意志の可能表現が成立するためには、
 ①主語の主体性において、〈被使役的現象〉よりも高い主体性が必要になる。
 ②事態実現を阻む抵抗力の存在が必要になる。
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中国人日本語学習者における「ことができる」の習得

　大江（2014）では、〈被使役的現象〉には「使役主」が感じられると述べている。（7）の例文で
は、「雨が降る」と「太陽が燃える」は自然条件が関与するのみで、他の参与者は通常想定で
きない。それに対し、例文（8）「ドアがあく」、「ろうそくが燃える」のような文では、「ドア」
と「ろうそく」以外に、「ドアをあける」「ろうそくに火をつける」を行う別の使役的な参与者
の力がなければ、通常成立しない。この別の使役的な参与者を使役主という。そして、この
参与者は典型的には人間であると述べられている。

 （7）雨が降る。/ 太陽が燃える。〈自然現象〉
 （8）ドアがあく。/ ろうそくが燃える。〈被使役的現象〉             大江（2014:7）

　大江（2014）は「被使役的現象」の段階が「自然現象」の段階より主体性が低いとしている。
その理由は「被使役的現象」における事態の成立は他の参与者に全面的に依存しているから
である。つまり、例文（8）は使役主「ドアをあける人」、「ろうそくに火をつける人」が存在す
るため、主語名詞以外の参加の関与度が高く主語の主体性が低いとされている。それに対し、

（7）は自然現象のため、主語名詞が動きを意志的制御する力は弱いが、ほかの参与者の関与
がないため（8）の被使役的現象より主体性が高いとされている。次の例文を見てみよう。

 （9）a.? このドアは普通のドアより開閉角度が広く、最大 270度まであくことができる。
 b.? このろうそくは一旦火をつけると 15分燃えることができる。

（10）しゃべり、食べ、歌い、笑うなどしながら絶えず動いている唇。唇の印象は、その
人の品性を物語るものです。というととてもこわいですが、リップのぬり方や気の
使い方で、カサついた唇も薄い唇も変わることができるので努力は必要。

（大江 2014:37、38）

　大江（2014）では、例文（9）と例文（10）は容認度に差があるものの、どちらも「ことができる」
と共起しうる文とされている。なぜここでは、「被使役的現象」を表す文でも可能表現と共起
するのか。大江（2014）はその理由として、「使役主が背景化している」と説明している。つま
り、例文（9）のように「ドアがあいた結果ドアが 270度の位置まで移動する」「ろうそくが点
火した後 15分燃え続ける」という結果状態や持続は使役主と関係なく実現しているため、使
役主とは独立した事態とされるのである。したがって、ここでは使役主が背景化していると
いうことになる。例文（10）は例文（9）同じく、「唇」の性質について述べているため、「唇を
変える人」という使役主が背景化されている。
　さらに、大江（2014）では可能表現が成立する 2つ目の要素「事態実現を阻む抵抗力」を用い
ると、次の（9）b と（11）の容認度の差も説明できるとする。ろうそくが燃えるのは、15分よ
り 8時間のほうが実現しにくく、「事態実現を阻む抵抗力」が感じられるからである。
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 （9）b.? このろうそくは一旦火をつけると 15分燃えることができる。
 （11）このろうそくは一旦火をつけると 8時間は燃えることができる。

（大江 2014:37、41）

　大江（2014）は無情物・無意志の可能表現の成立に必要な要素は「事態実現を促す条件」で
はなく、「事態実現を阻む抵抗力」であることを強調している。

（12）a. 雪は、上空の気温の低さや水分の存在など様々な気象条件がそろってはじめて降る
ことができる。

 b. 心臓の強力なポンプがあるからこそ、血液は全身をくまなく流れることができる。
 （13）a. * 雪は、11月から 12月頃に徐々に気温が低くなってくると、降ることができる。
 b. * 血管があるので、どの動物でも血液は全身を流れることができる。

大江（2014:50）

　例文（12）は容認可能であるが、（13）は容認不可能とされている。これも前述したように大
江（2014）で言う「事態実現を促す力ではなく、阻む抵抗力である」という主張で説明できる。

（12）は「様々な気象条件がそろってはじめて降ることができる」、「心臓の強力なポンプがあ
るからこそ」の文脈があるため、これが「事態実現を阻む抵抗力」になり、このような条件が
あるからこそ、容認可能と認められる。逆に、（13）ではそのような文脈が存在しないため、
容認不可能とされている。

2.2 本研究の立場

　本研究では、大江（2014）の主張を支持する。その上で、大江（2014）が挙げた例文とその
主張に基づく作例を用い、中国人学習者にアンケート調査を行う。（付録 2－本調査を参照）

3．調査票の設定
3.1 質問項目

本調査の調査票は大江（2014）が挙げた例文に、大江（2014）の主張に基づく作例を追加した
ものである。また、大江（2014）から取り上げた例文は、大江の分析によって容認度の可否が
すでに判断されているため、作例だけを予備調査として日本語母語話者 12名に 5件法によっ
て容認度の判断をしてもらった。（容認度の判断調査票は付録 1－予備調査を参照）

3.2 大江（2014）の例文

　本調査の調査票の質問 1から質問 8までの質問項目は、すべて大江（2014）から取り上げた
ものである。
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 （14）質問 1：* このドアは一流職人によって作られており、滑らかにあくことができる。
（大江 2014:36a）

 （15）質問 2：* このろうそくは燃えやすく作ってあり、非常に簡単に燃えることができる。
（大江 2014:36b）

　大江（2014）では、例文（14）、（15）は「被使役的現象」を表す文であるため、基本的に成立
しないと述べている。

 （16）質問 3：砂糖は液体に変化することで水に溶けることができるんだ。 　　  （大江2014:30）

（17）質問 4：南国生まれの観葉植物にとって、夏は最もイキイキと育つことができる季節
です。戸外の太陽の下でのびのびと育てたいものです。しかし、この場合も葉焼け
しやすい種類は、遮光が必要です。             （大江 2014:31）

　大江（2014）では、例文（16）（17）はそれぞれ「自発的発生」、「自然現象」の段階にあるため、「こ
とができる」文が要求している主体性に適応していると述べている。さらに、大江（2014）は、
これらの文に「事態実現を阻む抵抗力」の存在について言及していないが、文としては容認
可能とされている。

（18）質問 5 : 雪は、上空の気温の低さや水分の存在など様々な気象条件がそろってはじめ
て降ることができる。              （大江2014:49a）

（19）質問 6：心臓の強力なポンプがあるからこそ、血液は全身をくまなく流れることがで
きる。        　　 （大江 2014:49b）

（20）質問 7：* 雪は、11月から 12月頃に徐々に気温が低くなってくると、降ることができる。
（大江 2014:50a）

（21）質問 8：* 血管があるので、どの動物でも血液は全身を流れることができる。
（大江 2014:50b）

　大江（2014）では、例文（18）（19）は「そろってはじめて」「からこそ」の表現が文中に現れる
ことによって、「雪が降る」、「血液は流れる」という事態実現を阻む抵抗力が読み取れると述
べている。そのため、容認可能とされている。しかし、例文（20）（21）は単に「気温の低下」
や「血管があること」という条件が存在しているだけで、事態実現を阻む抵抗力が読み取れ
ない。そのため、容認度がきわめて低いと説明されている。

3.3 作例の分析

　以上は大江（2014）で取り上げた例文であるが、以下の（22）～（26）は、大江（2014）の主張
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に基づく作例である。

（22）質問 9：このルーレットは特別に作られたので、まわせば毎回「6」に当たることがで
きる。

（23）質問 10：このカメラは角度を調整すれば、大人数の記念写真でも全員の顔が写ること
ができる。

　例文（22）では、「ルーレットは当たる」という事態には使役主の「ルーレットを当てる人」
が想定しえる。大江（2014）の主張によって、「被使役的現象」の段階にあるため、例文（22）
は文としては成立しない。しかし、この文はルーレットが 6に当たる確率が 100パーセント
ということに注目している。そのため、「ルーレットは当たる」という事態の使役主「当てる人」
が背景化される。大江（2014）では、使役主の背景化によって文の容認度が上がると述べてい
るため、この文は容認可能になる。例文（23）も同様である。「顔が写る」という事態には、「写
す人」という使役主が想定しえる。しかし、この文では「大人数の記念写真でも」という条件
の下で、写る範囲が「全員の顔」であることに注目している。そのため、「顔が写る」の使役
主「写す人」が背景化されており、この文は容認可能と判断する。

（24）質問 11: 呼吸が止まってから 2分以内に心肺蘇生が開始されれば、命が助かることが
できる。

　例文（24）では、「命が助かる」という事態には、「助ける人」という使役主が想定しえる。
そのため、「被使役的段階」にあるため、容認不可能と判断するはずである。しかし、「2分以
内に開始されれば」という文脈から、「2分以内に開始されなければ助からない」という「命が
助かる」に対する抵抗力が読み取れる。大江（2014）では事態実現を阻む抵抗力の存在で「こ
とができる」文の容認度が上がると述べているため、例文（24）は容認可能と判断する。

（25）質問 12 : 小さく生まれた赤ちゃんは両親が注意して世話すれば、健康に育つことがで
きる。

　例文（25）では、「赤ちゃんが育つ」という事態には、「育てる人」という使役主が想定しえる。
しかし、この文では赤ちゃんが「健康に育つ」という結果状態に注目しているため、「赤ちゃ
んは育つ」の使役主「育てる人」が背景化される。さらに、大江（2014）では、「事態実現を阻
む抵抗力」は「前提知識」によって読み取れるとされている。つまり、小さく生まれた赤ちゃ
んにとって、通常の場合健康に育つのは困難であるという「前提知識」によって「事態実現を
阻む抵抗力」が読み取れる。そのため、例文（25）は容認可能と判断する。
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（26）質問 13：その程度の脱毛症ならば、強力な養毛剤を使えば治ることができる。

　例文（26）では、「脱毛症が治る」という事態には、「治す人」という使役主の存在が想定し
える。「その程度の脱毛症」、「強力な養毛剤を使う」という文脈は、いずれも「脱毛症が治る」
という「事態を阻む抵抗力」の存在が読み取れない。逆に、促進しているというような意味
を思い浮かべがちである。そのため、（26）は容認不可能と判断する。

3.4 予備調査―日本語母語話者を対象とする容認度判断調査

3.4.1予備調査の協力者と目的
　以上で説明した作例の（22）～（26）について日本人母語話者 12名に容認度判断をしてもらっ
た。予備調査の調査票例文（22）～（26）は、その文脈を除いた文についても行った。（調査票
では、（1）～（5）が文脈を除いたもの（6）～（10）が例文（22）～（26）に該当する）は作例 12名
の日本語母語話者は全員京都外国語大学日本語学科の学生である。大江（2014）での主張に基
づいて作成した例文の容認度が以上の分析で判断した容認度と一致するかどうかを検証する
ことが調査の目的である（調査表は付録 1を参照）。

3.4.2調査の概要と結果
　予備調査の結果は表 1の通りである。表 1によると、例文（26）だけが 12名の容認度の平
均値が 3.00より下回った。

4．本調査―中国人学習者を対象とする調査
4.1 調査目的

　調査の目的は以下の 2点であるが、本稿では①のみを扱う。
①日本語の可能形式「ことができる」における日本語母語話者と中国人日本語学習者の使用

実態の相違を調べる。
　②母語干渉による影響を明らかにする。

4.2 協力者の概要

　本調査は日本に滞在している日本語能力試験（JLPT）の N1を取得している学習者 7名を対
象とした。学習者の 7名は全員関西にある大学の大学院生である。

 表 1 予備調査の結果
大江（2014）が挙げた例文 作例

質問番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
例文番号 （14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）（24）（25）（26）

5 件法による平均値 　 　 　 　 　 　 　 3.36 3.64 3.18 4.09 2.82
容認度の可否 不可 不可 可 可 可 可 不可 不可 　 　 　 　 　
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4.3 調査の概要と結果

　調査の結果で「C. その他       」を選んだ学習者に自分が正しいと思っている回答はどのよ
うなものかを聞いたところ、可能形式のない自動詞にも「られる」をつければ、可能形にで
きると誤解していることが分かった。つまり、質問 1の「あく」はラレル形がないが、学習者
は、「あく」に「られる」をつけて、「あける」とすれば、「あく」の可能形式ができると誤解し
ていることが分かった。このような結果から、学習者が可能表現の成立条件を正しく理解し
ていないゆえに、誤用を産出する恐れがあることも考えられる。
　以下 3つの選択肢を選んだ人数を図 1に示す。

4.4 本調査の結果分析

　図 1の結果から、日本語母語話者と中国人日本語学習者が同じ使用傾向を持っている文と、
異なる使用傾向を持っている文があることが分かった。
　日本語母語話者と中国人学習者で同じ使用傾向が見られる文は質問 2、7、9、10、11、12
である。そのなかで、日本語母語話者が容認可能としており、中国人学習者も「ことができる」
を選んだ人が多かったのは、質問 9、10、11、12である。また、日本語母語話者が容認不可
能としており、中国人学習者も「ことができる」を選んだ人が少なかった文は、質問 2、7で
ある。
　逆に、日本語母語話者と中国人学習者の使用傾向が異なると見られる文は、質問 3、4、5、6、
8である。日本語母語話者が容認可能としていても、中国人学習者が「ことができる」を選ん
だ人が少なかったのは、質問 3、4、5、6である。また、日本語母語話者が容認不可能とし
ていても、中国人学習者が「ことができる」を選んだ人が多かったのは、質問 8である。
　質問 1と 13に対しては、日本語母語話者は両方とも容認不可能としているが、中国人学
習者の答えを見ると、「ことができる」を選んだ学習者とそれ以外の選択肢を選んだ学習者の
数は 1名しか変わらないことが分かった。

図 1 本調査の結果
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　以上のことから、中国人学習者と日本語母語話者の「ことができる」の使用には異なる傾
向が見られることが分かった。
　さらに、中国人学習者は質問 8～質問 12において「ことができる」を選んだ人が多いとい
うことが分かった。
　中国人学習者にどのような基準で選んだのかを聞いたところ、全員が「無情物が主語になっ
ているので『ことができる』を使わない」、あるいは「客観的 / 自然なことを言っているので『こ
とができる』を使わない」というように答えた。質問 1から質問 8の文は、確かに主語が無情
物になっている（「ドア」、「ろうそく」、「砂糖」、「植物」、「雪」、「血液」）。質問 9から質問 12
の文を見てみると、主語は「人」ではないが、それぞれの使役主である人間の存在が条件節
の中で言語表現として表れている。つまり、「回せば」、「調整すれば」、「開始されれば」、「両
親が注意して世話すれば」という文脈から、「有情物」の存在が感じられる。そのため、「こと
ができる」を使ったということであった。
　しかし、ここで問題になるのは、質問 8である。質問 8は「血管があるので、どの動物で
も血液は全身を流れることができる」であり、血液という無情物が主語になっており、使役
主は動物という「有情物」である。しかし、多くの学習者が「ことができる」を選んだ。その
理由を聞くと、「ので」、「どの～でも」という表現があるから「ことができる」を選んだと答
えている。しかし、なぜ、「ので」、「どの～でも」という表現があるから「ことができる」を
選んだのかは明らかになっていない。
　以上の結果から、中国人学習者は日本語母語話者と異なる基準を持って「ことができる」
の使用を判断していることが分かった。

5．まとめと今後の課題
　本稿では予備調査で大江（2014）の主張に基づいて作成した文が大江（2014）の理論と一致
する結果が得られた。つまり、大江（2014）の主張は妥当であることを証明した。また、可能
表現の成立条件を大江（2014）の主張に基づき、中国人母語話者にアンケート調査を行った。
その結果、中国人学習者には「ことができる」の使用について、日本語母語話者と異なる使
用傾向があることが分かった。
　中国人学習者は日本語母語話者と異なり、単純に無情物が主語であったり、あるいは条件
節において有情物の動作への関与が見られない場合には可能形式を使わないという基準を
持っていることが調査により明らかになった。
　しかし、今回の調査では、なぜ、そのような違いがあるのかを明らかにすることはできな
かった。また、今回の調査では人数が充分とは言えず、この使用傾向の差をより明確化する
ためには、今後調査対象の人数を増やしていく必要があると考えられる。
参考文献
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付録1：予備調査（可能表現に関する調査）
　本アンケートは、中国人日本語学習者における可能表現誤用の研究に用いるものです。ア
ンケートでお答えいただいた内容及び個人情報につきましては、本研究以外では使用いたし
ません。
性別 男　女
出身地 （　　　都道府県）

≪質問≫
次の文を読んで日本語の自然さを 5段階で評価してください。

（1）ルーレットは「6」に当たることができる。
 不自然　　　　　　　　　 自然

 1　　　2　　　3　　　4　　　5
（2）カメラは全員の顔が写ることができる。
 不自然　　　　　　　　　 自然

 1　　　2　　　3　　　4　　　5
（3）命が助かることができる。
 不自然　　　　　　　　　 自然

 1　　　2　　　3　　　4　　　5
（4）赤ちゃんは健康に育つことができる。
 不自然　　　　　　　　　 自然

 1　　　2　　　3　　　4　　　5
（5）脱毛は治ることができる。
 不自然　　　　　　　　　 自然

 1　　　2　　　3　　　4　　　5
（6）このルーレットは特別に作られたので、まわせば毎回「6」にあたることができる。
 不自然　　　　　　　　　 自然

 1　　　2　　　3　　　4　　　5
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（7）このカメラは角度を調整してみれば、大人数の記念写真でも全員の顔が写ることができる。
 不自然　　　　　　　　　 自然

 1　　　2　　　3　　　4　　　5
（8）呼吸が止まってから 2分以内に心肺蘇生が開始されれば、命が助かることができる。
 不自然　　　　　　　　　 自然

 1　　　2　　　3　　　4　　　5
（9）小さく生まれた赤ちゃんは両親が注意して世話すれば、健康に育つことができる。
 不自然　　　　　　　　　 自然

 1　　　2　　　3　　　4　　　5
（10）その程度の脱毛ならば，強力な養毛剤を使えば治ることができる。
 不自然　　　　　　　　　 自然

 1　　　2　　　3　　　4　　　5

付録2：本調査（可能表現の習得調査）
1．本調査の目的
　本調査は、中国人日本語学習者の可能表現の習得の研究に用いるためのものです。アンケー
トでお答えいただいた内容及び個人情報につきましては、本研究以外では使用いたしません。
どうぞよろしくお願いいたします。

      京都外国語大学大学院生
       張　浩然
       15mc0104@kufs.ac.jp

あなたは、
（1）どのぐらい日本語を習いましたか。　　年　　ヶ月
（2）どこで日本語を習いましたか。（中国の大学、日本の大学、日本語学校、　　　　　　　）
（3）日本に来て、　　年　　ヶ月がたちましたか？

2．質問項目
　以下の質問に対して、一番正しいと思っている答えを○で囲んでください。例えば、A。
それ以外にも正しいと思っている答えがあれば、△で囲んでください。例えば、B。また、
挙げた選択肢以外に正しいと思う答えがあればその答えを C（その他）の後ろに書いてくださ
い。答えを選んでいただいた後に、質問文を中国語に訳してください。

（下列题目中，请选出你认为最正确的选项并用○圈出。例如 A 。除此之外还有你觉得正确的
选项的话，请用△圈出，例如 B ，如果除了下面列举的选项外还有你认为正确的答案，请直
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接写出来。在选好答案后，请将题目翻译成中文。）

このドアは一流職人によって作られており、滑らかに・・・・・・・。
A. あく　　B. あくことができる　　C その他　　　　　　　 
中国語訳：
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      

このろうそくは燃えやすく作ってあり、非常に簡単に・・・・・・・。
A. 燃える　　B. 燃えることができる　　C その他　　　　　
中国語訳：
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      

砂糖は液体に変化することで水に・・・・・・・んだ。
A. 溶ける　　B. 溶けることができる　　C その他　　　　　　　
中国語訳：
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      

南国生まれの観葉植物にとって、夏は最もイキイキと・・・・・・季節です。戸外の太陽の
下でのびのびと育てたいものです。しかし、この場合も葉焼けしやすい種類は、遮光が必要
です。
A. 育つ　　B. 育つことができる　　C. その他　　　　　　
中国語訳（下線部分）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      

雪は、上空の気温の低さや水分の存在など様々な気象条件がそろってはじめ
て・・・・・・・。
A. 降る　　B. 降ることができる　　C. その他　　　　　　
中国語訳：
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      

心臓の強力なポンプがあるからこそ、血液は全身をくまなく・・・・・・・。
A. 流れる　　B. 流れることができる　　C. その他　　　　　
中国語訳：（ポンプ：泵）
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雪は、11月から 12月頃に徐々に気温が低くなってくると、・・・・・・・。
A. 降る　　B. 降ることができる　　C. その他　　　　　
中国語訳：
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      

血管があるので、どの動物でも血液は全身を・・・・・・・。
A. 流れる　　B. 流れることができる　　C. その他　　　　　　
中国語訳：
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      

このルーレットは特別に作られたので、まわせば毎回「6」に・・・・・・・。
A. 当たる　　B. 当たることができる　　C. その他　　　　　　
中国語訳：（ルーレット：转盘）
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      

このカメラは角度を調整すれば、大人数の記念写真でも全員の顔が・・・・・・・。
A. 写る　　B. 写ることができる　　C. その他　　　　　　　
中国語訳：
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      

呼吸が止まってから 2分以内に心肺蘇生が開始されれば、命が・・・・・・・。
A. 助かる　　B. 助かることができる　　C. その他　　　　　　　
中国語訳：
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      

小さく生まれた赤ちゃんは両親が注意して世話すれば、健康に・・・・・・・。
A. 育つ　　B. 育つことができる　　C. その他　　　　　　　　
中国語訳：（小さく生まれた赤ちゃん：早产儿）
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      

その程度の脱毛症ならば、強力な養毛剤を使えば・・・・・・・。
A. 治る　　B. 治ることができる　　C. その他　　　　　　　　
中国語訳：
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1．はじめに
　国際交流基金の 2012年度調査によると中国の初等・中等・高等教育機関及び民間の語学学
校等に所属する日本語学習者は約 105万人と全世界で第 1位を誇る。そのうち大学などの高
等教育機関に所属する日本語学習者は約 68万人と中国全体の学習者数の 6割以上を占める。
中国全体の学習者数が 2009年調査時から 2012年にかけて 26.5% 増となる中で高等教育機関に
所属する日本語学習者数は 28.3％増と顕著な伸びを見せている。また、これらの数字は教育
機関に所属する学習者数であり、独学で日本語を学んでいる学習者も含めると相当な数に及
ぶと考えられることから、中国で教鞭をとる日本人日本語教師の担うべき役割は大きい。
　同じく国際交流基金による 1998年度から 2006年度にわたる中国での日本語のネイティブ
教師の雇用状況とその役割調査からは、日本人日本語教師に求められる条件が変化してきて
いることが読み取れる。1998年度調査では「日本人教師は数年で交替するため、各機関のコー
スデザイン等に関わることは非常に少なく、独立した会話や作文の授業を担当することが多
い。また、大学の日本語科では日本の中学・高校の国語教師経験者が高学年の精読授業の担
当者として歓迎されている」とあるが、2003年度調査では「日本人教師は数年で交替するため、
各機関のコースデザイン等に関わることは非常に少なく、独立した会話や作文の授業を担当
することが多い。また、大学の日本語科では、これまでは日本の中学・高校の国語教師経験
者が高学年の精読授業の担当者として歓迎されていたが、最近は日本語教育の経験者を希望
する機関も増えている」とされている。さらに 2006年度調査では「一般的には日本人教師は

研究論文

日本語学習者の発話に対する抵抗感
中国福建省の大学におけるインタビュー調査を通して

福岡佑子

　第二言語学習過程において学習者が感じる不安には、第一言語や他科目の学習の
際よりも複雑かつ多岐にわたる要因が影響すると考えられている。本稿では第二言
語学習者が目標言語の発話時に感じる不安や緊張を「発話に対する抵抗感」と定義
し、日本語学習者の発話不安に焦点をあてる。調査は中国の大学の日本語専攻学習
者に対象を絞り、学習者の日本語発話に対する抵抗感の形成要因を明らかにする目
的で 20 名に日本語の発話に関する半構造化インタビューを行った。分析結果から
は従来指摘されてきた第二言語不安の形成要因に加え、「対話者要因」、そして学習
者要因の「習慣化」が学習者の日本語発話に対する抵抗感に影響していることが明
らかになった。

要　旨
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数年で交替するため、各機関のコースデザイン等に関わることは非常に少なく、会話や作文
等のアウトプット型授業を担当することが多い」とある。
　これらの調査から中国の日本語教育機関における日本人日本語教師のコースデザインへの
関与は相変わらず低いままであるが、中国国内の日本語学習者の増加に伴い日本語教師への
日本語教育の専門性の要求が高まっていることが分かる。また 2006年度の調査で初めて明
記された「アウトプット型授業」という点に注目したい。「アウトプット＝産出」とすると、「ア
ウトプット型授業＝作文や会話の授業」と考えることができるが、これは日本人日本語教師
に求められる授業像がそれまでの精読中心の教師主導型授業から、日本語の運用力向上を目
指した学習者主導型授業への転換を象徴しているといえるだろう。実際筆者の中国での在任
期間中に多くの学習者から「日本語が上手に話せるようになりたい」「日本人日本語教師には
会話能力向上の力になってほしい」との声が多く聞かれた。しかし現実には中国の大学の日
本語学習者の多くが「話すことが難しい（板井 1997）」と感じているとされ、筆者の学生から
も同様の意見が多く聞かれた。
　そこで、本研究では中国の大学の日本語学習者が日本語を話す際に感じる苦手意識の実態
とその要因を明らかにし、日本語教師の学習者に対する理解を深めるための一助となること
を目指す。

2．先行研究
　本稿は、中国の大学の日本語学習者の日本語会話への苦手意識の形成要因を明らかにする
ことを目的としている。したがって、以下に第二言語習得における言語不安研究における不
安の定義と要因を述べる。
　MacIntyre（2007）は言語不安について「第二言語を学習または使用する際に生じる不安や
ネガティブな感情（筆者訳）」であると述べている。第二言語不安についてはこれまで様々な
分類がなされているが、Horwitz, et al. （1991）は第二言語不安をコミュニケーション不安（他
人と交流することに対する恐れや不安）、負の評価に対する不安（他人の自分への評価に対す
る不安感）、テスト不安（失敗を恐れる気持ち）の 3つに分類した。
　林他（1998）による第二言語学習／習得の個別性モデルでは、第二言語学習で学習者が不安
を感じる要因を次の 3点に分類している。

①社会文化的要因（多言語・多文化との接触、多言語・多文化社会に対する態度、バイリ
ンガリズム／マルチリンガリズムへの期待、言語政策、社会階層など）

②学習者要因（年齢、適正、動機・態度、学習ストラテジー、ビリーフ、性格・情緒、母語、
性別、教育経験）

③学習環境要因（教師特性、教師教育／養成、教師経験、教授法、教材、教育機関／時間数、
ほかの学習者、目標言語との接触、目標言語話者との接触）
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　また、Young（1991）は言語不安について「民族的背景、言語経験、学習者の性格、そして
教室環境などによって学習者ごとに異なる形で現れるため、言語不安が学習経験に与える影
響を測るのは容易ではない（筆者訳）」と述べている。さらに八島（2003）は、第二言語のコミュ
ニケーションには目標言語の能力、自分の目標言語能力に対する自信（あるいは自信のなさ）、
異文化間の関係など、第一言語（母語）でのコミュニケーションよりはるかに多くの要因が
複雑に絡むことを指摘している。
　このように複雑かつ多岐にわたる第二言語不安の要因を明らかにするのは容易ではない。
しかしながら、言語不安は言語習得に負の影響を与えることがこれまでの研究により明らか
にされている（池田 1997）。学習者ひとりひとりの声に耳を傾け、第二言語不安を形成する
要因を明らかにすることは教師にとって重要な仕事のひとつであると言えるだろう。またこ
れら先行研究の多くは教室内での第二言語学習を対象にしており、教室内外での第二言語使
用に焦点を絞ったものは少ない。教室の外へ観察範囲を広げることで、従来第二言語不安の
要因とされてきたもの以外にも影響を与えている要因が明らかになり得る。
　そこで本研究では第二言語学習者が発話時に感じる不安や緊張を「発話に対する抵抗感」
と定義し、日本語学習者の教室内外での日本語発話に対する抵抗感の形成に関わる要因を論
じる。

3．研究方法
3.1	研究概要

　中国の日本語学習者の日本語発話への抵抗感に関わる要因を明らかにする目的で中国の一
国立大学の日本語を専攻とする学生を対象にインタビュー調査を行った。

3.2 研究対象者及びデータの収集方法

　中国福建省の大学の日本語科の中国人学生 3、4年生 1）20名を対象に半構造化インタビュー
を行い、ビデオデータとして保存した。この 20名の学習者は後に行った日本の大学との遠
隔交流プロジェクトの参加希望者である。高校から日本語を学習している 1名以外は大学か
ら日本語学習を始め、インタビュー実施時点で日本語学習歴は 2～ 3年であった。インタ
ビューはすべて日本語で行った。

3.3 データの分析方法

　インタビューデータを文字起こしした後KJ法を用いて分析を行った。KJ法は1997年版（竹
内・水本  2012）を採用し、ラベル作り、グループ編成、図式化、叙述化の順に作業を行った。

 1） 対面会話よりも更に難易度の高い遠隔交流の場面において、日本人と日本語で会話ができるレベルを考慮し、対象者は日
本語専攻 3年生以上に限定した。
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3.4 分析結果と考察

　図 1は、KJ 法によるインタビュー分析結果を図式化したものである。インタビューをし
たすべての学習者が「日本語は楽しい（一）」と答え、日本語学習に肯定的な態度を持ってい
ることが分かった。遠隔交流への参加は希望者のみであったことから全員が意欲の高い学習
者であると想定すれば当然の結果であると言えるかもしれない。ただし意欲の高い学生も日
本語を話す際には何らかの抵抗感を感じていることから、王（2013）の指摘している通り、「第
二言語不安は習得欲求（＝外発的動機づけ）と相関がないこと」が伺える。また日本語学習に
対しては「言語は『実際に使える』ことが大切（五）」というビリーフを多くの学習者が持って
おり、しかし現実には「思うようにいかなくてもどかしさ・はがゆさを感じる（三）」学習者
が多いことが分かる。そして「すらすら話せるようになりたい（あ）」、そのためには「もっと
努力して成長しなくちゃ（九）」という学習者の向上心が伺える。その向上心に対して「いく
ら練習しても日本人と同じにはなれない」、つまり「日本語習得には限界がある（六）」という
意見もあり、学習者のジレンマが感じられる。

　次に日本語を話すときに学習者が感じている抵抗感を前述の林他（1998）の①社会文化的要
因、②学習者要因、③学習環境要因の 3点から考察する。

①社会文化的要因
　「共通点が少ないと気まずいし気を使う（四）」は社会文化的要因のうち社会階層に起因し
ていると言える。相手が自分と異なる社会階層に所属している場合は緊張感が大きく、逆に

図 1　中国の大学の日本語学習者の日本語学習に対する意識
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クラスメートなど自分と同等の社会階層に所属しかつ共通の話題も多い相手であれば全く緊
張しないと答えた学習者がほとんどだった。
②学習者要因
　「人によって得手不得手なことは違う（七）」は「緊張しやすい性格と緊張しない性格の（気
の強い）人がいる」といった学習者の意見を反映しており、学習者の「性格・情緒」に起因す
るもの、つまり学習者要因と考えられる。
③学習環境要因
　「他人にどう思われているか気になる（ち）」の概念の形成元となったラベルを紐解いていく
と、発話の内容に重きを置く日本人教師と文法などの正確性に重きを置く中国人教師に対し
てはレベルの違う緊張感を学習者が抱いていることが読み取れる。これは Young（1991）の指
摘する第二言語不安の生起要因のうち「教師の言語教育に対する考え方と見方」に当てはまり、
学習環境要因のうち教師特性に分類できるだろう。またこれは Horwitz, et al.（1991）が第二言
語不安の生起要因として指摘している「負の評価に対する不安」であるとも言える。さらに「日
本人の先生は特別（す）」という概念の裏には「日本人の先生と話すことで日本語能力が向上し
た」「日本人の先生と話すことで自分の間違いを見つけることができる」という学習者の経験
があり、教師の中でも日本人教師が学習者にとって特別な存在であることが分かる。

　続いて上記の分類には該当しない概念について考察する。「共通点が少ないと気まずいし
気を使う（四）」の共通点は対話者 2）の属する社会的階層に起因する社会文化的要因に関わる
とも考えられるが、ここで注目したいのが「同じ日本人でもよく知っている先生なら緊張し
ない」「知らない人と話すのは（中国語でも日本語でも）相手が誰でも緊張する」との意見であ
る。このように対話者との親疎性が発話抵抗感に影響を与えるというのは、第二言語に限っ
たことではないだろう。つまり前述の社会文化的要因や人見知りなど学習者の性格に起因す
る学習者要因に加え、対話者との親疎性という対話者要因が抵抗感の形成に影響を及ぼして
いるといえる。また「逃げ道があれば安心（お）」というのも、対話者の中国語能力の有無が
学習者の抵抗感の感じ方に影響を及ぼしていることを示している。これも対話者の言語能力
に起因するとして対話者要因のひとつであるといえよう。
　「習慣化していることは難なくできる（八）」というのは、言い換えれば「やり慣れていない
ことには抵抗感を感じる」ということである。習慣化は経験が積み重なってなされるものだ
とすれば、学習者の経験、つまり学習者要因に分類することができる。この「習慣化」はお
そらく母語や第二言語の言語行動のみならず、あらゆる行動に少なからず影響を与えている
要因だと言える。Machan（2009）は英語話者が英語の文法や発音、語彙について不安を感じ
る要因について、多くの場合言語そのものとは無関係であると指摘しているが、第二言語不
安においても同じことが言えるということだろう。つまり第二言語不安の要因を考えるとき、

 2） 本稿では学習者に対し学習者の対話の相手を「対話者」とする。
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それを言語学習や第二言語学習の枠内だけで捉えるのではなく、さらに幅広い視点で考察し
ていくことも必要だということではないだろうか。

4．さいごに
　本研究から、中国の日本語学習者の発話に対する抵抗感の要因には社会文化的要因、学習
者要因、学習環境要因に加え、対話者との親疎性や対話者の性質などの「対話者要因」、さら
に学習者要因の中でも特に「習慣化」が関係していることが分かった。対話者要因と発話の「習
慣化」が発話抵抗感の形成要因だとすれば、日本語教師に求められるのは学習者と対話者の
関係性を考慮した上で日本語の発話を学習者に習慣化させるための取り組みである。中国の
大学の現地調査では日本人教師を含めた日本語母語話者との接触機会が少なく、学習者が日
本語を実際に運用できる機会が少ないことが共通の課題として挙げられている。（袁 2014、
山田 2011、于 2012）こうした状況を踏まえ、日本語教師は学習者が習慣的に日本語を話せる
環境づくりを考えていかなければならない。
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編集後記
　今回で、大学院紀要『言語と文化』は第 11号を迎えました。これも一重に本紀要

への関心を示してくださる関係者各位のご助力に拠るものだと感謝しております。

今号には 6点の研究論文が掲載されております。本紀要の編集は毎号、院生主体

で行っておりますが、まだまだ改善すべき点が多く、今号の反省点は次号刊行に

おける課題として反映させたいと考えております。

　本号刊行にあたり、ご多忙の折に査読等のご指導をしてくだくださった諸先生

方、編集作業において細やかなご指導をしてくださった小野隆啓先生、原稿の受

け渡し等でご協力いただいた大学院事務室の川口保規氏に、衷心より御礼申し上

げます。

　また、本紀要『言語と文化』が、多くの方にご覧いただけますことを願っており

ます。

（川村 美月）
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『言語と文化』原稿執筆要項

１．執筆資格

 本学在籍中の大学院生、および編集委員会が認めたものとする。

２．原稿の種類
	 論文、研究ノート、書評、翻訳およびその他、編集委員会が認めたものとする。

３．原稿の枚数
	 論文は 38字× 32行を 1ページとして以下の分量を目安とする。
1） 論文：約 12000字（Ａ４で 10頁程度、上限はＡ４で 14頁とする。）
 研究ノート：約 8000字（Ａ４で 7頁程度、上限はＡ４で 8頁とする。）
 翻訳：約 12000字（Ａ４で 10頁程度、上限はＡ４で 10頁とする。）
 書評：約 2000～ 2800字（Ａ４で 1～ 2頁程度、上限はＡ４で 2頁とする。）
2） 欧文原稿の目安は論文 10頁 5000語程度、研究ノート 7頁 3000語程度とする。
3） 論文の初めに要旨をつけること。要旨の分量は日本語・中国語の場合は 800

字まで
 その他の欧米語の場合は 1600字までとする。また、タイトルは、目次ペー

ジに記載する際使用言語に関わらず欧文和文両方を必要とする。
4） 要旨と図表などは上記 1）の枚数に含まれるものとする。

４．執筆の手続き
 2016年 7月 25日 ( 月 ) までに執筆申込書を編集委員会宛に提出する。執筆申

込なしに送付された原稿は受理されない。ただし、執筆者が海外在住の場合、
執筆者が指導教官に申込書を提出し、指導教官が申込書を提出してもよい。

 2016年 10月 28日（金）までに執筆者は担当教官に原稿を予備提出し、指導を
受けておく。

 2016年 11月 14日（月）までに編集委員会に完成原稿を提出する。
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５．原稿の作成と提出
 原稿は、編集委員指定の本要綱を参照して作成し、表記等の校正作業につい

ては編集委員会に一任していただく。プリントアウトした原稿を 1部とデー
タの書き込まれたメディアを提出する。データはメール送信 (g_bunka@kufs.
ac.jp) または郵送も可。

 データの郵送先：〒 615-8558　京都市右京区西院笠目町６　
 京都外国語大学大学院外国語学研究科『言語と文化』編集委員会
 原稿は完成原稿を提出すること。締切日を過ぎた原稿は受け付けない。

６．校正
 執筆者校正は原則として 2回までとし、文章の大幅な加筆・修正は認めない。

７．原稿の採否
 編集委員会によって決定される。

８．原稿の掲載
 当該号の投稿論文数、その他の事情により次号に繰り越す場合がある。
 その場合編集委員会は投稿者に連絡し、協議するものとする。

９．執筆申込先および原稿送付先：

 〒 615-8558　京都市右京区西院笠目町 6　京都外国語大学大学院事務室
 『言語と文化』編集委員会　　e-mail: g_bunka@kufs.ac.jp

10．その他
 必要な事項については、編集委員会の議を経て決定する。

11. 著作権について

 掲載原稿の著作権は、著者に帰属する。ただし、編集委員会は、掲載原稿を
電子化し、公開・配布するための権利を有するものとする。
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