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1．はじめに   

日本国内において、日本語を第一言語とする者（以下、母語話者）と第二言語とする者  

（以下、非母語話者）が参加する会話は「接触場面」（ネウストプニー、1995）と呼ばれ、  

主に日本語教育および第二言語習得の分野で研究されてきた。これらの分野では、非母語  

話者によって産出される発話は、誤りや間違い、ルール違反などが含まれた不完全なもの  

として捉えてきた（猪崎1997、尾崎1992、ネクストプニー1995、宮崎199臥1999など）。   

日本語教育および第二言語習得研究は、母語話者がどのようにして非母語話者の不完全  

な発話に対処しているのかに注目してきた（猪崎1997、村上1997、Iwasbita2003、菅  

生2008）。これらの研究は、非母語話者の不完全な日本語使用に対する母語話者の対処に  

ょって一連の発話調整が行われ、その調整過程で非母語話者の日本語の学習が達成される  

という第二言語習得の理論的前提からなされてきたものである1。そして、調整過程に関す  

る多くの研究は、教室のインタビュー場面やタスク場面などにおいて、非母語話者の誤り  

や間違いに対する母語話者の反応を言語形式により分類し、その表現形式の産出頻度を調  

べてきた。   

以上のように、日本語教育および第二言語習得研究は、相互行為における発話調整に注  

目してきた。しかし、それらの研究における談論の焦点は母語話者の発話調整の仕方にあ  

り、その前後に起こる会話参加者間の相互行為が、実際どのようにして展開しているのか  

を厳密に分析・記述するものは意外なほど少ない2。また、会話参加者たちが、いわば発話  

の調整過程を通して、何をどのように達成しているのかが充分記述できていない。つまり、  

多くの日本語教育および第二言語習得の研究は、母語話者と非母語話者の会話が、あくま  

でも当人たちによって相互行為的に成立するものだということを見落としているのである。  

したがって、母語話者と非母語話者が、自らの発話をいかに組み立てているか、そして相  

手の発話をどのように理解しているかを、会話参加者の視点から分析する必要がある。   

そこで、本稿は、会話分析の手牡を用いて、発話に伴う視線、手の振る舞いなど様々な  

リソースを分析射程にいれ、母語話者と非母語話者の相互行為を厳密に分析・記述するこ  

1日本譜教育および第二言語習得の研究における発話の調整過程については、本稿の2節で概観している。  
2しかし、近年、会話分析の事故を用いて、母語話者と非母語話者の会話を、参加者たちの視点から分析  
する研究も増えつつある（権印刷中、細田2003、2008など）  
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とを試みる。そして、本稿は、日本語教育および第二言語習得研究において、調整過程と  

されてきた母語話者と非母語話者のやり取りを分析対象とし、それを会話分析の手法を用  

いて分析し直すことを、目的とする。最終的に本稿は、日本語教育および第二言語習得の  

研究において、非母語話者を「学習者」から「相互行為参加者」として捉え直し、非母語  

話者のふるまいを厳密に分析する必要性を提起する。   

2．先行研究における調整過程と本稿の分析焦点  

2．1先行研究における調整過程の概観   

本節では、母語話者と非母語話者の会話の研究における発話調整および調整過程を概観  

してみる。そうすることで、日本語教育および第二言語習得研究が、なぜ調整過程に注目  

してきたかについて考察する。   

日本語教育および第二言語習得研究では、調整過程の基本的な概念がはっきり定まって  

いないように見える。しかし、その調整過程を、会話分析における「修復（repair）の組  

織」（Sche由0琵Je飽rson＆Sacks，1977）という概念に置き換えて考えると、おおむね以  

下のようなことが重要であろう。   

最初に、調整の対象となるもの、すなわちトラブル源（trouble source）は、どういう  

ものなのかである。母語話者と非母語話者の会話では、非母語話者の使用した言語表現、  

たとえば日本語として間違った表現や言葉などが、修復するべきトラブル源となる場合が  

ある（猪崎1997、Iwasbita2003、菅生2008）。   

次に、誰により調整が開始されるのかである。たとえば、非母語話者の間違いおよび誤  

りが、日本語として正しい表現に置き換えられるのは、調整の結果であり、その調整を成  

し遂げる者が、必ずしも調整過程を開始する者とはかぎらない。言い換えると、母語話者  

が、トラブル源である非母語話者の間違いおよび誤りを、日本語の正しい表現に置き換え  

るという調整は、トラブル源の産出者の非母語話者自身により開始（自己開始）されうる  

し、話し相手の母語話者によっても開始（他者開始）されうることである3。   

最後に、誰によって調整そのものが行われるのかである。言い換えると、トラブル源を  

産出した本人により調整が行われるのか、もしくはトラブル源を産出した者以外の他者に  

より行われるのかである。前者は、トラブル源の産出者の非母語話者が、自らの使用した  

言葉を別の言葉に置き換えて「自己修復」する場合である。一方、後者の場合は、母語話  

者によって、非母語話者の言葉が置き換えられる「他者修復」である4。  

8他者修復が、自己開始されるというのは、たとえば次のようなものである。非母語話者が、「それなん  

だっけ、Ⅹだっけjと言葉探しを開始するところで、母語話者がYという言葉を提示し、非母語話者の言  

葉探しが解決される場合である。一方、他者開始とは、非母語話者があるモノをⅩと言ったのに対し、  

母語話者が「あ、それⅩっていうかYだよねJと言い、非母語話者のⅩをトラブル源として特定すると  

同時に、Yへの置き換えの修復を行うものである。この場合は、トラブル源の産出者以外の者が、修復を  

開始し修復そのものまで行うため、他者開始・他者修復となる。  

4修復組織において「自己」と「他者」の区別は、研究者の分析のために分けているわけではないことに  

注意すべきである。修復そのものが誰によって実行されるのか、つまり「自己」なのか、それとも「他者」  
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以上のことから、日本語教育および第二言語習得の研究において、母語話者の発話調整  

とされる現象は、一定の連鎖的な過程からなる活動であることが、いまや明らかである。  

また、日本語教育および第二言語習得の研究がなぜ、非母語話者の使用した表現、特に間  

違いや誤りが、母語話者によっていかに調整されるのかに注目してきたのかに気づく。そ  

れは、日本語教育および第二言語習得の研究者が、非母語話者は、調整過程を通して、母  

語話者の置き換えに用いた日本語を受け入れ、正しい日本語を学習するという学習モデル  

を想定しているからであろう。しかし、その学習モデルを前提としているがゆえに、日本  

語教育および第二言語習得の研究は、母語話者による言語表現の置き換えが、相互行為に  

おいていかなるものであるか、そして、非母語話者により、実際どのように理解されてい  

るのかが充分記述できていない。   

2．2 本稿の分析焦点および議論点   

本稿の主な焦点は、非母語話者が、母語話者による表現および語の置き換えを、どのよ  

うに理解し、それをいかにして会話上で示しているかである。   

2人が参加する会話において、現在の話し手が、直前で相手の用いた言葉を別の言葉に  

置き換えることを通して、様々なことができると思われる。たとえば、1人の参加者が、  

自分の行ったことのある韓国料理屋について語る際、Ⅹという特定の店の名前を示し、「そ  

この冷麺がおいしい」と話したとする。それに対し、もう1人の参加者が、Ⅹという店の  

以前の名前Yを用い、つまりⅩをYに置き換えて、Ⅹに関しての知識状態を示すことが  

できる。そうすることで、Yに置き換えた者は、Ⅹという店についての語り手になること  

も可能である。   

他方、母語話者と非母語話者が参加する会話においては、進行中の活動のなかで、母語  

話者が、非母語話者の使用した表現および言葉（Ⅹ）を、別のもの（Y）に置き換えること  

で、非母語話者のⅩを何らかのトラブルとして特定することが、しばしばデータから観察  

される。   

いずれにせよ、会話参加者が誰であれ、現在の話し手が、直前の話し手の使用したⅩを  

別の言葉Yに置き換えることは、Ⅹの産出者にとり「なぜいまⅩをYに」という問いを  

引き起こすだろう。   

本稿が論じていくのは、このような状況である。すなわち、母語話者によって、非母語  

話者の使用した言葉や表現が別のものに置き換えられることを、非母語話者はどのように  

理解し、そしてその理解を会話上でいかに示しているのか、この2点である。また、本稿  

は、母語話者の置き換えにより産み出される相互行為において、母語話者と非母語話者は、  

日本語使用における正しさを打ち立てることを達成しているのではなく、ある表現および  

言葉の置き換えに組み込まれている行為を達成していることを考察する。これについては、  

であるのか、その区別は、会話参加者たちにとって重要なことである。それは、すでに述べた修復の開始  
についても同様である。より詳細なことは、Scheglo伍J8飴rson，Sacks（1977）を参照されたい。  
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以下で具体的な会話例を用いて論じていく。  

3．母語話者による表現の置き換え   

本節では、母語話者が、非母語話者の使用した表現を別のものに置き換えることにより、  

進行中の主要活動が一旦停止されること、そして次の順番で非母語話者の何らかの反応機  

会が用意されることについて、断片1を用いて検証する5。   

断片1は、交際をしている日本人女性（Y：ユミ）と中国人男性（C：チョウ）の会話で  

ある6。そして、断片1は、ユミとチョウが、チョウの日本での就職活動についてやり取り  

をしており、ユミが就職活動はバイトとは違うという話をしたところである。  

断片1就活（Y：日本人の女性、C：中国人の男性）  

01Y： う：ん．履歴書みたいの書いっ（．）た月＿：  

02 C： あ：：  

03 Y： なんか面接行ったりさ：いろいろ大変だと思うよ．  

04 C： あ＝：王＝，詳しいのはたとえば何をかいますか．  く］可  

05  （0．4）  

06 Y：→ かきますぬ＝  

07 C：⇒ ＝はい．かきますか．  

08 Y： え，だからなんで：（0．3）その（．）会社で働きたいとか二  

09 C：  はい．  

10 Y： 自分は学生時代何をがんばったかとか⊥  

11 C：  はい．  

返答の開始   

断片1の04行目から08行目までのチョウとユミのやり取りを見てみると、04行目で  

チョウはユミに質問をする。それに対し、ユミの返答は、08行目で開始されている。これ  

により、06・07行目の発話連鎖は、「質問一返答」という主要活動に挿入されていること  

がわかる（→と⇒で表示）。以下では、その挿入連鎖について詳しく観察する。   

まず、06行のユミの発話が、どの位置で産出されているのかを見てみよう。04行目で  

チョウが「詳しいのはたとえば何をかいますか」とユミに尋ねたのに対し、ユミは、0．4  

秒の間合いを挟んで（05行目）、「かきますか」と発する（06行目）。この「かきますか」  

は、04行目のチョウの「何をかいますか」という質問における「何」についての答えとし  

ては聞こえない。このように、06行目でユミは、チョウの質問に答えることが期待される  

位置で「かきますかJを産出し、直前でチョウの質問により開始された主要活動の流れを、  

一旦停止している。  

占本稿の会話トランスクリプトに用いた記号は、本稿の最後の【付録1】を参照されたい。  

62人の会話は、2009年3月に録音された。中国人のチョウは、日本の大学に在学中であり、日本滞在  
は2009年3月の時点で5年である。  
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そして、ここで注目したいのは、ユミの発話の組み立て方である。詳述すると、06行目  

でユミは、「か」という疑問詞を用いて、直前のチョウの「かいますか」という質問形式の  

枠付けを利用し、「かきますか」を産出している。つまり、ユミは、「かきますか」が「か  

いますか」の置き換えであることが、チョウにとって認識できるように、発話をデザイン  

しているのである。そうすることで、ユミは、チョウの「かいますか」が「今ここ」で何  

らかのトラブルになっていることを示している。   

さて、06行目でユミは、「かいますか」について、どういうトラブルを提起しているだ  

ろうか。ユミの「かきますか」という発話は、語尾の「か」に抑制が置かれて、さらにそ  

の昔が下がって区切りがついている。このような発話の産出の仕方により、ユミが、直前  

のチョウの「かいますか」に関する理解の候補を挙げ、それについてチョウに確認を要請  

するようには聞こえない。むしろ、ユミは、「かきますか」を何らかの見本を提示するよう  

な言い方をしている。このようにして、ユミは、自身の理解における問題ではなく、チョ  

ウの「かいますか」という発話産出に関する問題であることを示している。   

以上のことから、06行目でユミは、直前のチョウの質問においての「かいますか」は、  

「かきますか」に置き換えられるべき表現であることを示していると言えよう7。このよう  

に、06行目でユミが、直前のチョウの「かいますか」という表現を、「かきますか」に置  

き換えるべきものとして示す以上、次の順番では、それに対するチョウ自身の何らかの反  

応が適切となるようにみえる。   

実際、07行目でチ妄りも、06行目のユミの発話を「はい」と受け止める。とすぐに、  

チョウは、ユミの「かきますか」という表現を繰り返している。ここでは、チョウ自ら、  

「かいますか」を「かきますか」に言い換えることで、直前でユミにより提示された見本  

を受け入れていることがわかる。とりわけ、ここで重要なのは、チョウが、06行目のユミ  

の置き換えを、チョウ自身の何らかの反応を必要とする行為だと判断したことである。   

他方、08行目でユミは、最初「え」と発し何らかをマークしてから、「だからなんで」  

と言い始める。ここでユミは、直前でチョウがユミ自身の置き換えを受け入れたことに対  

してなんら反応を示さない、ことが際立つ。その代わり、ユミは、0．3秒の間合いを置い  

て「その会社で働きたいとか」と発し、チョウの「何を書くのか」という質問に答えてい  

る。そうすることで、ユミは、あたかも04行目のチョウの質問に「今ここ」で答えてい  

るかのように、発話を組み立てている。08行目でユミは、06・07行目の発話連鎖を、「質  

問一応答」という主要括動に挿入されたものとして位置付けているのである。   

本節では、母語話者が、直前の非母語話者により使用された表現を別のものに置き換え  

ることを、非母語話者にとり置き換えるべき表現を提示する行為として組み立てているこ  

とがわかった。また、母語話者の表現の置き換えによって、主要活動が一旦中断されるこ  

されることが明らかになった。  

7断片1の直前のやり取りにおいてチョウは、エントリシートが履歴書より詳しいものなのかと、ユミに  
質問していた。このような文脈も、06行目のユミの行為、すなわちチョウの「かいますかjを「かきま  
すか」に置き換えるべきものとして特定していることを、説明可能とする。  

ー49－   



4．非母語話者の反応－「受け入れ」と「拒絶」   

前節で、母語話者の置き換えが、非母語話者の何らかの反応を要請する行為であること  

を述べた。では、非母語話者は、母語話者の言葉の置き換えに対し、いかなる反応を示し  

ているだろうか。実際の会話データから、二通りの反応が観察される。一つは、断片1の  

チョウのように、非母語話者が、母語話者の置き換えに用いた言葉を受け入れる場合であ  

る。もう一つは、非母語話者が、母語話者の置き換えに用いた言葉の使用を拒絶する場面  

である。   

本節は、ある絵についての説明を行うというタスク活動のなかで、母語話者が、直前で  

非母語話者のⅩと指し示した対象物を、Yに置き換えることに注目する。そして、母語話  

者が、いかにして非母語話者のすでに使用したⅩをYという言葉に置き換えているのか、  

その発話の組み立て方に焦点を当てて、母語話者の置き換えに対する、上記に述べた二通  

りの非母語話者の反応について記述する。   

まずは、本節の構成について述べておこう。4．1節で、本節が扱うデータについて説明  

する。そして4．2節では、非母語話者が、母語話者の置き換えに用いた語を受け入れる会  

話例を断片2で示し分析する。最後に、4．3節で、断片3を用いて、非母語話者が、母語  

話者の置き換えに用いた語の使用を拒絶するやり取りを分析する。  

4．1タスクを用いた実験的会話   

本節では、タスクを用いた2組の実験的会話を扱う。タスクによる実験的会話は、母  

語話者が、非母語話者の間違いおよび誤りを正しい形に置き換える調整過程が、日常会話  

より多く観察されるとして、日本語教育および第二言語習得の研究において、非母語話者  

の日本語学習を検証するために分析されてきた。このような実験的会話を、日本語の学習  

という観点から離れ、本節は、タスクに参加している母語話者と非母語話者の視点から分  

析することを試みる。   

本稿の分析する実験的会話は、母語話者と非母語話者がペアとなり、各々の手元にある  

絵についての情報を交換して1つの物語を完成する、いわゆるインフォメーション・ギャ  

ップ・タスクを実施したものである8。本稿では，非母語話者が母語話者に，以下の【資料  

1】で示しているAの絵を説明する会話の録音・録画データを扱う9。非母語話者がAの  

絵を説明するとき、母語話者はDの絵を見ている。  

8タスクの手続きについては、以下の通りである。まず、タスクの開始前，A、B、Cと書いてある3枚  
の絵カード（12Ⅹ8サイズ）が非母語話者の手元に，そしてD、丑、Fと書いてある3枚の絵は母語話者  
の手元に置いてある。すべての絵カードは裏返しになっている。また、それらの絵カードの順番は、ラン  

ダムになっているが、各々の絵はある程度関連していることを伝えてある。タスクの開始は、AとDの  

絵を同時にめくって、非母語話者がAの絵を説明することから始まる。このタスクは、2人の間に仕切り  

（高さ30cm程度）があり、相手の絵が見えない状況で行われる。  

9タスクの参加者の非母語話者と母語話者は初対面であり、非母語話者の日本語会話能力は中級程度であ  

る。ここで中級という非母語話者の会話能力は，某大学の留学生センターが実施するレベルテストによる  

ものであり，タスクを行う際の彼らの日本語能力を指すものではない。中級というレベルは，本稿の会話  

の断片を見るときに参考にする程度として扱うことが望ましい。  
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【資料1】タスクの絵  

Aの絵（非母語話者）  Dの絵（母語話者）  

4．2 言葉の置き換えへの受け入れ   

断片2は、非母語話者のソン（S）が、Aの絵について母語話者のイハラ（Ⅰ）に説明す  

るやり取りの一部である10。断片2の直前でソンは、「男性が」と説明を開始して間もなく、  

Aの絵にある丸い対象物を指し示す言葉の産出にトラブルが生じたことを示していた。断  

片2の01・02行目は、ソンが、その丸い対象物を「ドック」および「ボトゥルみたい」  

と説明することで、直前のトラブルを解決するところである。  

断片2  つぼ（S：日本語非母語話者／韓国語母語話者、Ⅰ：日本語母語話者）  

01S： ．hhhそれ（．）知らない単語なんですけど：（0．7）（ちょっ）と（0．2）  

02  ドックですか．（0．4）そのボトゥルみたい［豊：  

03Ⅰ：  ［はい．  

04  （0．8）  

05Ⅰ：→ あh，［つぼ（．）つぼかな？  

06 S：  ［（ぼ）  

07 S：a⇒つぼ？＝  

08Ⅰ：  ＝うん．＝こういう形の（－・）ね．  

09 S： はい．［そうです．＝  

10l：  〉［はいはい．く  

11S：b⇒＝なんか大きな2ぽで⊥，  

12Ⅰ：  うん．  

13 S： なんか（0．7）はいちやつ王：  

受け入れ   

断片2では、05～11行目のやり取りに注目する。05行目でイハラは、「つぼっぼかな」  

と発し、直前の02行目のソンの説明に対して何らかのトラブルを示す（→で表示）。しか  

10ソンがAの絵を説明するときに、イハラはDの絵をめくっていないことが、ビデオ・データから観察  

された。イハラは、筆者のタスクに使用した絵をすでに大学院の授業で見たと報告していたが、その理由  
のせいか、Dの絵を見ないまま、ソンの説明を受けていた。  
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し、07行目でソンは、05行目でイハラの発話によって、ソン自身に向けられたトラブル  

を逆手にとり、今度は「つぼ」に対して何らかのトラブルが生じたことを、イハラに示す  

（a⇒で表示）。すると、08～10行目で、その「つぼ」に関するトラブルに対処する発話  

連鎖が続く。その後、11行目でソンは、「つぼ」という語を受け入れてAの絵についての  

説明を継続する（b＝〉で表示）。   

ここでは、05行目のイハラの「つぼつぼかな」という発話が、どういう位置で、どのよ  

うに産出されているかについて検討してみる。   

まず、02行目でイハラは、ソンが、両手で3回も円を措きながら、「ドックですか」と  

言いかけたのを「ボトゥルみたい」と置き換え、両手で表しているものを説明することを  

見ている。すると、03行目でイハラは、ソンにより「ボトゥルみたい」と発されると、単  

に「はい」と受け止めており、それ以上反応することはないことを示す。しかし、04行目  

でソンの次の発話が続かないと、05行目でイハラは、呼気音を伴い「あ」と発し、何かが  

「今わかった」ことを主張する11。そして、「つぼっぼかな」と「つぼ」という語を2回線  

り返し発する。このことから、イハラは、あるモノが「つぼ」であることに「今気づいた」  

ことを示していると言える。また、02行目においてイハラが、ソンの両手のジェスチャー  

を見ていたこと、そして「ボトウル」と「つぼ」が、ある次元で同じカテゴリーであるこ  

とを踏まえて考えると、05行目でイハラは、ソンによって「ボトゥルみないな」と説明さ  

れたその対象物を「つぼ」に置き換えて指示していることがわかる。   

また、ここで注目すべき点は、イハラが、その対象物を「つぼ」だと断言しないことで  

ある。詳細に述べると、05行目でイハラは、視線をソンに置き「つぼっぼかな」の「かな」  

の語尾「な」をやや上げて、ソンになんらか反応を要請するような言い方をしている。ま  

た、イハラは、「かな」という不確実さを表す表現を付加し、「つぼ」という語を、ソンの  

「ボトゥルみたいな」そのモノを指し示すものとして確定しない12。このようなイハラの  

発話の組み立て方により、「つぼ」という語が受け入れられるべきか拒絶されるべきかが、  

ソンに委ねられている。言い換えると、ソンがその「ボトゥルみない」なモノを指し示す  

言葉として「つぼ」を受け入れるか、もしくは拒絶するかを示すことが、次の発話として  

適切になることである。   

しかし、07行目でソンは、「つぼ」を受け入れることも、拒絶することもしていない。  

07行目でソンは、直前のイハラの「つぼ」を聞き返し、「つぼ」に何らかのトラブルがあ  

ることを示している。ここでソンは、「つぼ」という語を受け入れるべきか、拒絶するべき  

かの選択より、「つぼ」自体に関して何らかのトラブルがあることを示し、そのトラブルの  

解決のための活動を優先しているのであろう。  

11この「あ」は、英語におけるいわゆる「状況変化をしめす標識（cbange・0チ8tate－tOken）」の「ob．」（Herぬge，  

1984）に相当するものであろう。  

12ここでイハラが、不確かさを示す標識を付加し、その対象物が「つぼ」であると断言しないことには、  

以下のような理由が考えられる。一つは、ソンの絵が見えないことを志向している可能性があり、もう一  
つは、ソンの言葉を別の青葉に置き換えることを、あからさまに訂正としてデザインしないように、表現  
形式上の調節を行っている可能性が考えられる（Scbeglo伍Je蝕r80n，Sacks，1977、権 印刷中）。  
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それに対し、08行目でイハラは、07行目のソンの発話を、「つぼ」の聞き取りにおける  

トラブルではなく、ソンの理解におけるトラブルとして扱っている。それは、08行目でイ  

ハラが、発話のみならず、身体的なふるまいを用いて「つぼ」の形を説明することからも  

わかる。詳しく見てみると、「うん」を発すると同時に両手をテーブルから顔の高さまで挙  

げ、「こういう形」と発しながら、両手で「つぼ」の口の部分を措いている。それに続き、  

両手で大きい円を描きながら、「こういう形の（‥）ね」と発し、「つぼ」という対象物の  

形についてソンに確認を求めていることが、ビデオ・データから観察された。こうしてイ  

ハラは、「つぼ」が、「ボトゥルみない」なモノと同様な対象物であることを、ソンに理解  

できるように示しているのである。   

すると、イハラの両手の動きを見ていたソンは、09行目で「はい、そうです」と確認を  

与えるとともに、イハラにより示されたその形に同意を示す。とすぐに、11行目でソンは、  

「大きなっぼで」と発し、02行目の「ボトゥルみたいな」モノを「つぼ」に言い換えて、  

Aの絵についての説明を進めている。ここでソンは、07行目で提起した「つぼ」に関する  

トラブルが解決されたことを主張すると同時に13、05行目のイハラの「つぼ」という言葉  

への置き換えにより要請された反応を行っているのである。その反応は、「つぼ」という語  

の受け入れである。   

以上では、進行中の主要階動のなかで、母語話者が、言葉の置き換えの発話を不確かな  

ものとして組み立てることで、置き換えに対する非母語話者の反応機会を用意することが  

わかった。その機会において、非母語話者は、母語話者の言葉を主要活動に受け入れるこ  

とを通して、母語話者の言葉の置き換えが、非母語話者自身の反応を要請する行為だと理  

解したことを示している。  

4．3 言葉の置き換えへの拒絶   

本節では、非母語話者が、Aの絵の丸い対象物を指し示す言葉になんら問題がないこと  

を主張し、母語話者の使用した言葉に置き換えることを拒絶する例を、断片3で示す。そ  

して、非母語話者の拒絶も、受け入れと同様に、一方的に行われているのではなく、母語  

話者と相互行為的になされていることを記述する。  

断片3 かめ（L：日本語非母語話者／中国語母語話者，W：日本語母語話者）  

01L： そのしたは：，．hh（．）それはなに．（0．3）あ：，  

02  カンみたい一大きい（h）カン（h）みないの【：，‡も］のがくあるので￥．hh〉＝  

03 W：  ［塵あ：］  

04 L：  ＝あの：あ：  

05 W：→ かめ？  置き換え  

06 L：＝｝ いいえ．カン．  

13「っぼ」に関するトラブルが解決されたことは、10行目でイハラによっても示される（「はいはい」）。  
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07 W：   ○カン0  

08 L： カン．（0．3）大きい．hh（0．5）〉だよ（h）う（h）です（h）く．＝  

09  ＝そ［の†なか娃，  

10 W：   ［あ，はい．  

11W：   ○はい．0  

12 L： そのなかは，あ：くみずはいっています〉．  

13 W： ああ：  

断片3は、リュウ（L）が、ワタナべ（W）に「男の子が木の枝から落ちている」と説  

明した後のやり取りであり、断片3の01行目でリュウが、Aの絵にある丸い対象物につ  

いての説明を開始している。   

01行目でリュウは、両手で円を描いたり、首を傾げたりしながら「それはなに」と発し、  

Aの絵にある丸いモノを指し示す言葉を探しているようにみえる。そして、02行目でリュ  

ウは、笑いを交えながらその言葉探しを「大きいカンみたいのもの」と決定付け、説明を  

継続している。   

他方、01・02行目でワタナベは、リュウのほうに視線をおいており、リュウによって「大  

きいカンみたいの」が発されるとすぐに、首を縦に強く振ると同時に「ああ」と発し、そ  

のものについての理解ができたことを主張しているようにみえる（03行目）。その後、04  

行目のリュウの「あの」の部分で、ワタナべは自分の絵に視線を移行する。そして、リュ  

ウが「あ」の音をやや伸ばし、次の発話の産出を躊躇していると、05行目でワタナベは、  

「かめ」を発すると同時に、再度視線をリュウのほうに移している14。ここでは、ワタナ  

ベが直前のリュウの「カンみたいのもの」を「かめ」に置き換えて、「カンみたいのもの」  

をトラブル源として特定していることがわかる。実際、06行目でリュウも、直前の05行  

目でワタナべにより、リュウ自身の「カンみたいのもの」が、「かめ」という語に置き換え  

られ、トラブル源となっていることへの理解を示している。   

ここでは、06行目のリュウの反応を述べるまえに、05行目でワタナベが、「かめ」とい  

う語への置き換えをどのような行為としてデザインしているかについて説明しておこう。  

05行目でワタナベは、「かめ」を上昇イントネーションで産出しており、「かめ」を「カン  

みたいのもの」に対しての理解候補として提示し、その理解についてリュウに確認を求め  

ている言い方をしている15。そうしてワタナべは、自身の「かめ」という理解候補が、受  

け入れられるべきか、もしくは拒絶されるべきかの判断は、「カンみたいのもの」と説明し  

た本人のリュウに委ねているのである。   

このように、ワタナべが、「かめ」という理解候補についてリュウに確認を要請したこと  

14Dの絵にも、同じ対象物があることを踏まえて考えると、05行目でワタナべは、Dの絵をみて、リュ  
ウの「カンみたいのもの」が「かめ」を説明しているのがわかったことを主張しているのだろう。  

柑ここでワタナベが、「かめ」という静を理解候補として提示している理由については、本稿の「注11」  
を参照されたい。  
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に対し、06行目でリュウは、「いいえ」と応じその理解候補を否定する。そして、「カン」  

という語を付け加えることで、「かめ」ではなく「カン」であることを明確化する16。ここ  

では、リュウにより「カン」がゆっくりと、かつはっきりと発音されていること、さらに  

「カンみたいのもの」ではなく「カン」で指し示されていることが際立つ。すなわち、リ  

ュウは、ある対象物を「カン」と指し示すことの確実性を上げることで、「カン」という対  

象物を、ワタナベの「かめ」に置き換えて指示することを拒絶しているのであろう。   

すると、07行目でワタナべは、リュウを見ながら、小声でリュウの「カン」と聞き返し、  

再度「カン」をトラブル源と特定する。そうすることで、ワタナベは、「カン」に関するト  

ラブルがまだ解決されていないことを示す。とともに、直前の06行目でのリュウの対処  

が、05行目で提起したトラブルの解決案として十分なものではなかったことを主張してい  

るようにみえる。しかしながら、そのワタナべの主張は、音声により弱められている。   

一方、08行目でリュウは、「カン」を再び発することで、その対象物を「カン」と指し  

示すことにはなんら問題がないことを主張する。そして、0．3秒の間合いがあってから、  

リュウは、両手の動きとともに「大きい」と発し、その対象物についての説明を加える。  

その後、吸気音により、発話の継続が投射されるが、再び間合いが差し挟まれる。ここで  

は、リュウの音声的および身体的ふるまいから、「カン」についての説明作業がうまく進ん  

でいないようにみえる。すると、リュウは、直前より早いスピードで、笑いを伴いながら  

「だようです」と発し統語的に文を完了させてしまう。そしてすぐさま、09行目で「その  

なかは」と発し、次の説明を進行させている。そうすることで、リュウは「カン」という  

対象物に関するトラブルに対処するすべての活動を終了している。   

その活動の終了は、ワタナべの反応によっても確認できる。10行目でワタナべは、「あ，  

はい」と発し、08行目のリュウの発話を受け止めている。ここでワタナべは、「あ」を発  

すると同時に両手をテーブルから首の高さに上げて、「はい」を言いながら、両手でゆっく  

りと円を描き始める。その円を描く動作は、11行目の「はい」という反応とともに終了す  

ることが、ビデオ・データから観廃される。   

ここで重要なのは、ワタナべが、両手のふるまいを用い、リュウの「カン」が何を指示  

しているかについて了解したことを示しつつ、リュウの説明の進行を促していることであ  

る。そうすることで、ワタナベは、「カン」が何を指示しているかについての了解とともに、  

「カン」に関するトラブルに対処する活動が完了したことへの了解も示しているのである。   

以上のことから、リュウが、ある対象物をワタナべの「かめ」という語に置き換えて指  

示することを拒絶したとしても、言葉の置き換えによるトラブルの解決および主要活動の  

進行は、相互行為的に達成されていることが確認できる。   

本節では、主要活動の進行中に、母語話者が、非母語話者の使用した言葉に対する理解  

について確認を要請する発話の組み立て方を用い、非母語話者の言葉を別の言葉に置き換  

16リュウが、Aの絵の対象物を「カン」と指し示していることには、中国語の影響があるように思う。  

中国の地域における差はあるが、中国静ではAの絵のモノを「耀（guan）」と指示することもあり、リュ  
ウがその中国語を日本語の発音にしている可能性があると、複数の中国人の留学生から助言をいただいた。  
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えることで、非母語話者に反応機会を与えていることが観察された。その反応機会におい  

て非母語話者は、自らの言葉使用には問題ないことを主張し、母語話者の用いた言葉に置  

き換えることを拒んでいることがわかった。それは、母語話者が正しい日本語に置き換え  

ていても、である。端的に言うと、現在の話し手が、直前の話し手の言葉を別のものに置  

き換える発話は、それらの言葉における正しさとは無関係に、「受け入れ」および「拒絶」  

という反応が組み込まれている行為なのである17。   

以上のことから、母語話者の言葉の置き換えにより産み出される相互行為において、母  

語話者と非母語話者は、日本語使用における正しさを打ち立てているわけではなく、言葉  

の置き換えに組み込まれた行為を、相互的かつ協同的に達成していると言える。  

5．おわりに   

本稿では、母語話者によって、非母語話者の使用した言葉および表現が別のものに置き  

換えられることを、非母語話者はどのように理解し、その理解を会話上いかに示している  

のかを、非母語話者の視点から分析した。そして、母語話者の置き換えにより生み出され  

る相互行為において、母語話者と非母語話者が何を達成しているのかについて観察した。   

その結果、非母語話者は、母語話者の言葉および表現の置き換えを、受け入れるか、も  

しくは拒絶するかのどちらかの反応を要請する行為として理解していることがわかった。  

そして、非母語話者が＼母語話者の置き換えに用いた言葉および表現を受け入れるにせよ、  

拒絶するにせよ、それらの非母語話者の反応は、母語話者により誘われるものであること、  

すなわち母語話者の置き換えの発話に組み込まれているものであることが明らかになった。   

これまでの日本語教育および第二言語習得の研究では、母語話者が、非母語話者の間違  

った言葉を正しいものに置き換える現象が、主要な関心の的となってきたが、その現象に  

おいて非母語話者のふるまいは、さほど注目されなかった。それは、以下のような理由か  

らである。日本語教育および第二言語習得の多くの研究は、母語話者の置き換えに用いた  

正しい日本語を、非母語話者により受け入れるべきもの、そして学習されるべきものとし  

て捉えてきた。またさらに、その母語話者の用いた言葉が、非母語話者により繰り返され  

る否かで、非母語話者の学習が検証されてきた。そのため、母語話者のどのような置き換  

えの仕方が、非母語話者の受け入れおよび繰り返しを引き出すのかに、分析の焦点が与え  

られてきたのである。   

しかしながら、本稿で明らかになったように、社会的相互行為である会話において、現  

在の話し手が、直前の話し手の言葉を別の言葉に置き換えると、その置き換えの発話の組  

み立て方にかかわらず、直前の話し手にとり「受け入れ」、または「拒絶」の反応が適切と  

なる18。それであるならば、非母語話者が、母語話者の用いた言葉を、自ら使用すること  

17ここで、母語話者と非母語話者ではなく、現在の話し手と直前の話し手という表現を用いたのは、次  

の理由からである。それは、他者による青葉の置き換えが含意する行為は、単に母語話者と非母語話者の  

会話にかぎるものではないからである。実際、母語話者同士の会話においても観察されるからである。  

18ここで重要なのは、実際非母語話者が、母語話者の青葉を受け入れるか拒絶するかとは無関係に、あ  
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を拒絶することは、母語話者の言葉の置き換え自体に組み込まれているはずである。   

そして、実際のデータからの例は手元にないが、仮に非母語話者がAの絵の対象物を「つ  

ぼ」と指し示し、母語話者がそれを「かめ」に置き換えたとしても、非母語話者にとって  

反応機会が用意されること、そしてその機会において「受け入れ」もしくは「拒絶」の選  

択が、母語話者の置き換えに対する反応として適切となることには変わりないのであろう。   

また、筆者自身の経験を踏まえて考えると、逆に母語話者によって間違った言葉に置き  

換えられたとしても、非母語話者がその言葉を受け入れて会話を進める場合も排除できな  

い。つまり、本稿により確かめられたように、母語話者の言葉の置き換えにより産み出さ  

れる相互行為において、母語話者と非母語話者は、必ずしも言葉の使用における正しさを  

打ち立てているわけではないことである。   

むろん、本稿は、会話参加者が言葉の置き換えを通して、正しい日本語使用における知  

識を確立することが、全くないと言っているわけではない。この点については、本稿の結  

果を踏まえて、今後より深く議論していく必要があるだろう。但し、本稿は、会話という  

社会的相互行為において、会話参加者たちが、言葉の置き換えをどのような行為として実  

践しているのかを丹念に記述することを試みた。そうすることで、相互行為の展開のなか  

で、母語話者と非母語話者は、ある言葉および表現の置き換えに組み込まれた行為を、相  

互的かつ協同的に達成していることが検証された。   

最後に、次の点に言及しておきたい。日本語母語話者と非母語話者の会話の研究におい  

て、研究者によりすでに想定された様々なモデル、とりわけ学習モデルを使用して、非母  

語話者のふるまいを分析するかぎり、非母語話者は、充分相互行為の組織を理解・判断し  

ているにもかかわらず、いつまでもそのモデルから逸脱する者にほかならないことになっ  

てしまう。これが、本稿から示唆された知見である。   

本稿は、日本語教育および第二言語習得の研究が、母語話者と非母語話者の相互行為を  

分析する際に、その研究目的にかかわらず、非母語話者を「日本語学習者」から「相互行  

為参加者」として捉え直し、非母語話者のふるまいをより厳密に分析する必要性を明らか  

にする試みである。  
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【付録1】トランスクリプトに用いた記号一覧  

会話分析のJef触sonのシステムを用いている。  

［  音声が重なり始めっている時点を示す。  

［】  重なりの始まりと終わりを示す。  

発話が途切れなく密着していることを示す。  

（言葉） 聞き取りが確定できない当該文字を（）で括って示す。  

（m．n） その秒数の間合いがその位置にあることを示す。  

（．）   0．2秒以下の短い間合いを示す。  

言葉：：直前の音が延ばされていることを示す，引き延ばしの相対的長さをコロンの数で示す．  

声・ 言葉が途切れていることを示す．  

h  呼気音を示す．  

．h  吸気を示す．  
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言（h）発話が笑いながら産出されるとき、呼気を伴う音のあとに（h）を挟んで示す。  

￥ ￥ 発話が笑い声でなされるとき、当該箇所を￥で囲んで示す。  

量墓 音の強さは下線で示す。  

音量：強制がおかれることで語尾が引き伸ばされることを示す。  

言葉⊥ 強制を伴いながら末尾が少し上がっていることを示す。  

0 0  

音が小さい当該箇所を○で囲んで示す。  

，？直前の部分が下降調抑換であることはピリオド（．）で示す。音が少し下がって弾みが  

ついていることはコンマ（，）で示す。語尾の音が上がっていることは疑問符（？）で示す。  

音調の極端な上がりを示す。  

不等号で囲まれた部分が顕著に速く発話されていることを示す。  

不等号で囲まれた部分が顕著に遅く発話されていることを示す。  
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