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日韓中母語話者の初対面話者間の会話におけるコミュニケーション・スタイルの

対照研究：意見述べの場面における相槌の使用を通して 
CONTRAST STUDY ABOUT COMMUNICATION STYLES IN THE FIRST 

MEETING OF THE CONVERSATION OF JAPANESE, KOREAN AND CHINESE; 
THROUGH THE USE OF BACK-CHANNEL IN THE STATED OPINION 

 
許	 明子, 筑波大学 

Myeongja Heo, University of Tsukuba 
 
1.	 はじめに 
	 グローバル化が進むに連れ、日本語を第２言語として学習した学習者が日本語

母語話者と初対面の場面で、日本語をツールとして用いてコミュニケーションを

行うケースが増加している。初対面の会話でどのようなコミュニケーションを行

うかによって、相手に対する理解が深まり、良い関係を築くきっかけを作ること

もある。 
	 そこで、本研究では、日本語、韓国語、中国語母語話者が初対面の相手に対し

て、どのようなコミュニケーション・スタイルで会話を展開させるかについて会

話調査及び会話終了後にアンケート調査を行った。会話に見られる相槌詞の使い

方の分析及び会話収録後に実施したアンケート調査の分析を通して、三者のコミ

ュニケーション・スタイルの異同について考察し、会話の展開と初対面の相手に

対する印象について考察を行う。 
 
2.	 本研究の背景 
	 本研究の会話調査では、自由会話形式ではなく、与えられた話題について両者

が意見交換を行う場面を設定した。意見交換を行う場合、自分の意見を相手に分

かりやすく伝えることを心がけ、相手の意見に対してなんらかの反応を示すと考

えられる。つまり、意見述べの会話では、話し手として会話に参加するだけでは

なく、聞き手としても積極的に参加することが求められるため、両者のコミュニ

ケーション・スタイルを観察する上で有効であると考えられる。 
	 堀口（1997：38）では、会話において聞き手の役割は重要であると指摘し、
話し手の観点から、「聞き手から全く反応がなければ話しにくく、期待通りの反

応があれば話が進めやすく、質問が出ればそれに答えながら話を進めていくとい

うように、聞き手の反応は話し手が話を進めていくための一つの指標となってい

る」と述べている。話し言葉は話し手の会話だけで進行するのではなく、聞き手

が会話に積極的に参加することによってスムーズに進行するのである。 
	 そこで、本研究では日本語母語話者と韓国人、中国人日本語学習者が、意見述

べの会話でどのような役割を果たしているかを観察するためのツールとして相槌

詞の使用について分析を行い、日韓中３者の会話の進め方及びコミュニケーショ

ン・スタイルの異同について考察を行う。相槌の形式については、相槌詞、繰り

返し、言い換え、先取り相槌、先取り発話などが認められている（堀口 1997、
メイナード 2001 など）が、本研究では相槌詞の使い方に焦点を当てて分析を行
う。相槌の機能については明確にされていないことが多いが、堀口（1997）では、
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「聞いているという信号」「理解しているという信号」「同意の信号」「否定の

信号」「感情の表出」の機能を持っていると指摘されており、いずれも相槌は会

話の進行においては重要な役割を果たしていると言える。 
	 日本語学習者の相槌の使用については多くの研究がなされているが、宮崎

（2009）は非言語的な相槌であるうなずきを含めた研究を行っている。宮崎によ
れば、年齢差が大きい相手に対して若いグループにうなずきが多く、上下関係が

存在しない相手に対しては少ないという結果が得られた。また、半沢（2011）で
は相槌とうなずきの相関関係について分析を行ったが、相槌とうなずきの間には

相関関係が認められ、合計の頻度は日本語学習者より母語話者のほうが多いこと

を明らかにした。つまり、外国人学習者に比べ、日本語母語話者のほうが相槌、

うなずきともに多く使用していることが明らかになった。さらに、内藤（2003）
は JFL 環境の上級レベルの韓国人学習者６名の会話分析を通して、日本語母語
話者と韓国人学習者の間には相槌の頻度の違いは見られないものの、表現形式の

バリエーションに有意差が認められたと述べられている。韓国人学習者はスピー

チレベルと相槌が一定しない傾向があり、どのような相槌をどのように打つかを

指導する必要があると指摘している。 
	 以上のように、日本語母語話者と日本語学習者の間には相槌やうなずきなどの

言語表現に相違点が存在しているという指摘がなされているが、そのような会話

が話し手と聞き手の両者にどのような印象を与え、お互いのコミュニケーショ

ン・スタイルについてどのように感じたかに関する研究はまだ少ない 
	 本研究では会話調査後に、会話についての印象や相手に対するコメントを記述

してもらうアンケート調査を実施した。アンケート調査の分析を通して会話相手

に対する印象はどうだったのか、相手に好感が持てたかどうか、自分とどこが違

うと感じたかについて、相槌の使い方との関連を中心に考察を行う。 
 
3.   会話調査の概要及び相槌詞の使用状況 

l 調査期間：2013年 12月 9日～2014年 1月 30日 
l 調査協力者：・日本語母語話者（筑波大学在学中）6名 
	 	 	 	 	 	   	 ・韓国人日本語学習者（上級レベル）6名 
	 	 	 	 	 	   	 ・中国人日本語学習者（上級レベル）6名 
l 調査方法：・日韓、日中、韓中の２名ずつペアで違う国の相手と、与えら

れたテーマについて意見交換を行う 
	 	 	 	 	   	 ・ 対面式会話。会話はビデオカメラで収録 
	 	 	 	 	        ・会話終了後にフェイスシート、アンケート調査を実施 
l 会話内容：自己紹介後、日本事情を中心にリストアップされた７つのテー
マの中から１つを選び、意見交換を行う。テーマの決め方はくじもしくは

リストの一覧から選ぶ。テーマの選択方法も両者の話し合いで決める。 
	 調査協力者の日本語母語話者は筑波大学で学んでいる学部４年生で、専門分野

は文系である。韓国人、中国人学習者は筑波大学留学生センターで日本語を学ん

でいる学習者であるが、プレースメントテストの結果、上級レベルと判定されて
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おり、コミュニケーションを行う上で、日本語力の支障は少ないと考えられる。

調査協力者の情報を表 1でまとめる。 
表 1	 本研究の分析データ情報 
 

収録時間 協力者 性

別 
年齢 日本語学習

歴 
日本滞在歴 

日本人

(留学生)
の友人 

会話① 
日韓 

23分 38秒 
日本人(J1) 女 23歳   有 
韓国人(K1) 女 21歳 7年 10ヶ月 3ヶ月 有 

会話② 
日中 

23分 58秒 
日本人(J2) 女 23歳   無 
中国人(C1) 女 23歳 5年 2ヶ月 3ヶ月 有 

会話③ 
韓中 

25分 40秒 
韓国人(K2) 男 32歳 10年 0ヶ月 7年 6ヶ月 有 
中国人(C2) 男 25歳 3年 0ヶ月 3年 0ヶ月 有 

 
本会話調査は、一人の協力者が違う国の話者とペアを交代し、２回ずつ会話を

行っているため、全部で 16 本の会話調査を行った。本研究では、16 本の会話の
中で、日韓（会話①）、日中（会話②）、韓中（会話③）の１ペアずつ、3 本の
会話について分析を行う。 
それぞれの会話に見られる相槌の使用数をまとめると以下の表 2のようになる。 

 
表 2	 各会話における相槌の使用頻度 
会話データ 協力者 相槌の使用数 
会話①	 日韓 日本人（J1） 76回 

韓国人（K1） 28回 
会話②	 日中 日本人（J2） 99回 

中国人（C1） 85回 
会話③	 韓中 韓国人（K2） 39回 

中国人（C2） 19回 
 
会話②の日中のペアで最も相槌が多く使われており、日本語母語話者や学習者

の中でも最も相槌の使用頻度が高かった。会話①と会話②では、学習者に比べ日

本語母語話者のほうが相槌を多用しており、日本語母語話者が学習者より相槌の

使用頻度が高いという従来の研究（宮崎 2009）を支持する結果であった。 
次に、各会話における相槌詞の種類による出現頻度をまとめると表 3のように
なる。 
 
表 3	 相槌詞の言語形式別使用頻度 
  うん

系 
はい

系 
あ系 え系 へえ

系 
お系 は系 そう

系 
分か

る系 
その

他 
なるほ

ど * 

会話

① 
J1  36 17 2 2 4  5  5 5 
K1 6 11 5 2 2   2    
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会話

② 
J2 61 31 3    2 2    
C1 8 39 3 5 9  1 3  17 8 

会話

③ 
K2 5 1 6 6 6 1    14  
C2 5  4 1 2   6  1  

*は半沢（2011：179）の分類に基づき、筆者による加筆 
	  
	 相槌詞の種類は、会話①で最も多く出現していたが、J1 が多様な相槌詞を使
用している反面、K1 は J1 に比べ相槌の種類が少なかった。一方、会話②では
J2 に比べ C1 のほうに相槌詞の種類は多く見られ、会話①とは異なる結果が表れ
た。会話③は学習者同士の会話であるが、会話①、会話②に比べて相槌詞の使用

頻度が低く、相槌詞の表現形式にバリエーションも少ない結果が表れた。 
各会話の相槌詞の使用状況をグラフで示すと次の通りである。 

 
図 1	 会話①の J1、K1の相槌詞の使用状況 

	 	  
 
図 2	 会話②の J2、C1の相槌詞の使用状況 
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図 3	 会話③の K2、C2の相槌詞の使用状況 
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J1 ＝はい 

（67-5） K1 なんか・・書いてありますけど． 

 J1 はぁい 
 
（67）の K1 の発話に対して、J1 は 10.8 拍当たりに「はい」の相槌を打って
おり、非常に頻度が高いことが分かる。さらに、J1 には「なるほど」を相槌と
して使用しており、以下のような発話例が見られた。 
 
（18） J1 日研生？ 

 K1 はい、日本語・日本文化 
 J1 あ：：：： 
（19-1） K1 研究生？ 

 J1 なるほど：：：：  
（19-2） K1 はいはい. 1年間：：あの--ここは 9月末ぐらいに来て- 

 J1 なるほど：：：：  
（19-3） K1 はい、はい．来て：：まぁ：：3か月ぐらいになりますね． 

 J1 ああ、そっか！ 今年 9月に？ 
（20） K1 はいはい. 今年 9月です． 

 J1 なるほど：：あ、じゃあ、来たばっかりなんですね、まだ． 
（21） K1 え、はい？ 

 J1 まだ来たばっかりなんですね↑ 
 
会話①で、J1は K1に対して「聞いている」という信号を送るため、「はい」
系と「なるほど」系を多用していたと考えられ、K1は J1の反応を見ながら発話
していた。相手の発話を「理解している」という信号としての「なるほど」系の

使用が多く、今回の会話調査でも大きな特徴の一つであると言える。 
前述したように、会話①にはうなずきや笑いも多く現れており、J1と K1の会
話は終始友好な雰囲気で進められていた。会話を収録したビデオを見ても、両者

は相手に対して好印象を持っていると思われた。しかし、J1 の相槌の使い方は
必ずしも K1 に対して良い印象を与えたわけではないことが会話終了後に実施し
たアンケートから明らかになった。J1と K1の相手に話し方について以下のよう
な自由記述が見られた。 
 
v J1の K1に対する印象 
・親しみやすいながらも、ずっと丁寧な言葉でした。 
・日本語が非常に流暢でした。 
・積極的でどんどん話を進めていってくれる感じがしました。テンポも早めで

した。フレンドリーで明るく話しやすい人でした。 
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・終始敬語かつ笑顔な点が自分と違うと感じました。 
 
v K1の J1に対する印象 
・私一人であまりにもしゃべりすぎているのではないかという感じがした。 
・例を挙げるとき、早口でしゃべって分かりにくかった。 
・あまり自分の話をしてくれない気がした。 

 
J1の「はい」系の相槌の高頻度は K1に対してしゃべらせているような印象を
与え、距離感を感じさせた可能性がある。また、相手に対する印象も、J1 は K1
に対して非常に好感を持っており、かなり話しやすく相手と仲良くなりたい気持

ちがかなり強いと回答している反面、K1は J1に対して好感度は普通であり、相
手と仲良くなりたい気持ちは人並みであると回答していた。 
他方、会話②では J2 が「うん」系を多用しており、C1 が「はい」系を多用し
ていた。以下に会話②の J2 の「うん」系の使用と、C2 の「そうですよね」の不
自然な使用が見られる発話例を示す。 
 

（221） C1 どこに行ったんですか． 

 J2 あニューヨークです． 
（222） C1 けっこう賑やかなところですよ 

 J2 うんうん：うんうん  

 C1 へ：：：： 
（223） J2 なんですかね、あれ、ブロードウェイとか見ましたよ． 

 C1 =あそうですよね  hhhhhhh 
（224） J2 hhhhhhhh	 なんかミュージカル見て、うん 

 C1 ええ私も：：：一度アメリカとか行きたいですけど：：	  

 J2 うん＿  
 

J2が自分の異文化経験について話す場面であるが、C1は J2と話題を共有する
ために積極的に相槌を打って、会話に参加している。（223）では J2 の体験に対
して、C1 が「そうですよね」の同意を示す不自然な相槌を打っているが、それ
に対して J2 が笑いで応答しており、会話はスムーズに展開している。会話②は
終始、うなずきや笑いが出現しており、友好な雰囲気が感じられた。 
会話調査終了後に実施したアンケートでも J2 と C1 の両者ともに好印象を持
っており、会話相手としてかなり楽しかったと回答している。両者の相手に対す

る印象やコメントを以下に示す。 
 
v J2の C1に対する印象 
・初対面、外国人ということでどう話したらいいか迷った。 
・留学というテーマで、相手が留学生なので、留学に反対して気分を悪くされ

ないか迷った。 
・お互い探りながら会話の糸口をつかもうとするようなところは共通だった。 
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v C1の J2に対する印象 
・話すテーマは相談して選びましたので、相手のやさしさが感じられ、いい雰

囲気になりました。 
・丁寧な言葉を使っていたし、私への配慮もある表現でした。 
・トピックについての考えをすなおに言ってくれてありがたいと思いました。 

 
	 以上のように、会話②では J2 が相手に対する配慮として「うん」系の使用し
ており、それが C1 に対して初対面での緊張感をほぐし、会話をスムーズに進め
る機能を果たしていたと考えられる。年齢さが少ない若い人同士は、相槌詞の使

用頻度が高くても、「うん」系の使用が距離感を縮めるのに有効であったと考え

られる。 
会話③は韓国人、中国人の学習者同士の会話であるが、相槌詞の頻度が低く、

一人の発話が長くなっているのが特徴である。C2 に比べ K2 のほうが相槌詞の
使用が多く、相槌詞の種類も多かった。しかし、K2 の相槌詞は半沢（2011）の
分類の「その他」系のものが多かったが、以下にその会話例を示す。 
 
（167） C2 それが、あの、ふつうに、その意識が弱い人だと、あ：それ

550 円、まあまあ安いじゃないの、と、買うのが多いという話
なんですけど． 

 K2 お：：＿  
（168） C2 もし、いつも特に主婦の方、ちょっとメモしたり、この１ヶ月

のお金はどういうふうに使っていますかと書いたら、確かに税

金のほうが注目しやすいみたい． 
 K2 あ：：＿  
（169） C2 なので、その主婦さんが、そのかっこに 50 円の税金を書いて

欲しい。しかし、サラリーマンとか、あまりそういうことは気

にしない方でしたら、一緒に書いても構わないとか． 
 K2 ん：：：↓：：：  
 C2 そういうのはあります 
（170） K2 確かにあるかもしれないですね．税金っていう：：ぼくの体験

なんですが、税金っていったら取られるっていう感じがやっぱ

り大きいので、これ税込み 550 円だったら、ああそんなもんか
って多分なるかもしれないですね。まあ、これは一つの法案と

していいかもしれないですね。 
 
会話③における K2 の相槌詞は「聞いている」という信号を送るものが多く、
両者は自分の意見を伝えるための会話を展開していた。つまり、会話①と会話②

では相手の反応を意識し、なんらかの働きかけを行うために相槌詞を使用してい

たのに対して、会話③では相手の会話を促進させるために相槌詞を使用していた

のではないかと思われる。その結果 K2、C2 ともに１回の発話量が多く、会話の
ターンが少なかった。会話③は日本語母語話者が含まれている会話①、会話②と
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は異なる展開を見せていた。会話終了後に実施したアンケートでは、両者ともに

相手と一緒にいて非常に楽しく、仲良くなりたいと回答しており、相槌詞の使い

方が会話の展開や相手の印象に大きな影響は及ぼしていないと考えらる。 
会話③の K2と C2の相手に対する印象について以下の自由記述が見られた。 
 
v K2の C2に対する印象 
・「僕はそう思います」っていうのは何度も話していたため、聞き手に不快	 	 	 

感は与えないようにしているかと思われる。 
・相手がずっと丁寧な言葉を使っていた。 
・また、相手の話を聞いてから、「×××というのですか」って聞いてきた。 
・自分が中国のことをあまりにも知らないため、相手の話しに全て共感できな

かったことが残念。相手には問題なかった。 
 
v C2の K2に対する印象 
・相手と一緒にいて楽しいが、仲良くしたいのは人並み。 
・日本の大学院に所属しているだけあって、あいづちを打ってくれる等、話し

やすかったと思う。 
 
会話③の両者は、相手に対する印象の記述でも分かるように、相手に不快感を

与えないように配慮したり、相手の日本語に対して好感を持っていたことが分か

る。 
 
5. 結論と今後の課題 
本研究では日韓、日中、韓中のペアが日本語で行った会話調査の中に使われて

いた相槌詞の使用に関する分析を通して、初対面の相手に対してどのような印象

を与えるかについて考察を行った。その結果、日本語母語話者のほうが学習者に

比べて、言語形式による相槌の使用頻度が高い傾向があり、先行研究を支持する

結果が得られた。一方、会話②では中国人学習者のほうが日本語母語話者より相

槌詞の種類にバリエーションが見られており、注目すべき結果が得られた。いず

れの会話においても、言語形式による相槌だけではなく、非言語形式の相槌であ

る笑いやうなずきなどが頻繁に使用されており、初対面の相手に対する様々な配

慮が見られた。 
本研究で分析を行った 3つの会話において、相槌詞の使用について異なる傾向
が見られており、初対面の相手に対して相槌詞の使い方がなんらかの印象を与え

ていることが明らかになった。会話①では J1 の「はい」系の多用が K1 にとっ
て距離感を感じさせた可能性がある。一方、会話②では J2 の「うん」系の多用
が C1 の緊張感をほぐし、友好な雰囲気を作るのに有効な働きがあったのではな
いかと思われる。 
会話調査終了後に実施したアンケート調査の結果では、会話相手と友好な関係

を築くために、発話に工夫を凝らしていることが分かった。たとえば、会話①で

は「「～ですよね」のような共感の表現は二人ともよく使っていた気がします」
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のような協話への気づきがあったり、会話②では「私が留学生のことに気を配っ

てくれたかもしれないが、分かりやすかった。」という配慮に対する感謝の記述

が見られたり、会話③では相手の国の事情が分からないことに対する反省が見ら

れたりしていた。 
	 日本語学習者が初対面の日本語母語話者を相手に日本語を用いて自分の意見を

伝えるのは容易なことではない。本研究では会話の中に見られる相槌詞に焦点を

当てて分析を行ったが、相手に良い印象を与え友好な関係を築くための工夫を観

察することができた。今後は相槌詞だけではなく、うなずき、笑いなどについて

も分析を行い、聞き手の言語的表現、非言語行為の機能についても考察したいと

考えている。 
また、許明子（2011）で指摘されているように、丁寧体を使う相手に対してパ
ーソナル・テリトリーに踏み込んだり、それに関連する内容を言及することによ

って、失礼な印象を与え、誤解を招くことがある。初対面の場面では会話形式だ

けではなく会話の内容も両者の理解や有効な関係を築く上で重要であると言える。

今後は会話の内容にも注目してコミュニケーション・スタイルについても分析を

進めていきたいと考えている。 
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