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1. はじめに

グローバル人材育成を目標に掲げ、日本人学生と外国人留学生、すなわち母語や

文化の異なる学習者が交流し相互理解を目指した国際共修が近年注目されている

（末松, 2017）。この背景のもと、国際共修カリキュラム構築のための調査の一貫

として、日本語母語話者と日本語学習者（以下それぞれ「母語話者」、「学習者」）

の言語行動の調査を行ってきた（概要は竹井・吉田, 2018 を参照）。本稿では、母

語話者と学習者の言語行動を比較するため、課題解決型会話におけるスピーチス

タイルシフトについて論じる。

2. 先行研究

スピーチスタイルシフトは、同一の談話中における「デス・マス体」（丁寧体）と

「ダ体」（普通体）のスタイル間のシフトを指す。一般的に、これらのスタイルの

選択には、話者間の上下関係や会話の改まり度などの社会的要因が影響するが、

スタイルの選択は流動的かつ多様で、話者の心的要因、談話トピックや展開（Hinds,

1978; Ikuta, 1983; 宇佐美, 1995）、ウチ・ソト等の談話状況（Makino, 2002）、また

情緒的スタンス（Cook, 1996）等によりシフトが起こる。さらに、同一の話者であ

っても、母語話者同士の会話と学習者を相手とする会話では、母語話者が異なっ

たスピーチスタイルの使い方をしたり、スタイル選択における個人差も指摘され

ている（伊集院, 2004）。

こういったスピーチスタイルの流動性や多様性のもと、学習者によるスピーチ

スタイル使い分けの難しさや母語話者との違いも指摘されてきた。しかし、その

習得の難しさにもかかわらず、学習者であってもある程度体系的なスタイルシフ

トを行っているとの報告もある。髙橋・谷部・本田（2017）は学習者同士の会話

を分析し、下の状況での丁寧体へのアップシフトを観察している。

（1） a. 心的距離の短縮（おおげさなアップシフト）：ふざけや皮肉を表現する

ことにより親密性を強調 
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 b. 心的距離の拡大：場の改まりを強調 

 c. 共感の表示：場を改めようとする相手の意図に共感 

 d. 聞き手目当ての発話での配慮の表示 

 e. 重要情報（自身の意思表明等）の強調 

 f. 新話題への移行 

 g. 補足説明の挿入 

 

髙橋他が指摘するように、学習者でも多様なシフトの機能を使用していることは

注目すべき点であり、母語話者との比較調査も必要だと言える。しかし、学習者

を扱ったこれまでの研究は、参加者が対等の立場で会話をする日常談話に基づく

ものであり、特に国際共修を目指した協働学習や課題解決における会話を扱った

ものではない。本研究では課題遂行型会話をデータとして、話者がリーダーシッ

プをとり課題を遂行する状況でのスピーチスタイルに焦点を当てる。 

 

3. 課題遂行型会話データ 

会話データには、日本国内の大学において実際の課題解決型・プロジェクト型学

習（PBL）型授業における言語使用に近い疑似的場面を設定し、参加者の母語別

に３つの場面を設定した（調査参加者の詳細を表 1 に示す）。 

 

表 1 場面別調査参加者の内訳（個人コードは出身国＿性別＿話者番号を示す） 

グループ 個人コード 母語 身分 日本語レベル（JLPT） 

  CN_F_1 中国語 学部留学生 N1 

第三接触 1 KR_F_1 韓国語 交換留学生 N1 

  NZ_M_1 英語 交換留学生 N3 

  TW_F_1 中国語 交換留学生 N1 

第三接触 2 VN_F_3 ベトナム語 交換留学生 N2 

  NZ_M_2 英語 交換留学生 N2 

  JP_M_1 日本語 学部生 母語 

相手接触 1 VN_F_1 ベトナム語 交換留学生 N2 

  UK_F_1 ロシア語 交換留学生 N2 準備中 

  JP_F_1 日本語 学部生 母語 

相手接触 2 VN_F_2 ベトナム語 交換留学生 N2 

  CN_M_1 中国語 学部留学生 N1 準備中 

  JP_M_2 日本語 学部生 母語 

母語 JP_F_1 日本語 学部生 母語 

  JP_M_1 日本語 学部生 母語 
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 課題の内容として、附属高校からの女子高校生 10 名が大学体験プログラムの

目的で大学を訪問するにあたり、そのキャンパスツアー（10:00〜15:00）の内容を

計画する、という設定のもと、各グループ 30 分程度で内容を決め計画書を作成し

てもらった。参加者の会話は録画し書き起こした上で分析した。なお、各グルー

プの進行役は指名しなかったが、母語場面では先輩、相手接触場面では母語話者

が積極的に会話をリードした。第三接触場面ではリーダー的話者がおのずと決ま

り話し合いを進めてゆく傾向が見られた。 

 

4. 母語話者のスピーチスタイルシフト（母語・相手接触場面） 

本研究の予備調査（下條, 2018）では、まず母語話者によるスピーチスタイルシフ

トを分析するため、同一母語話者（表１の JP_M_1 と JP_F_1）の発話を母語場面

と相手接触場面で比較した。 

 まず場面別の発話数では両話者ともに接触場面が母語場面を大きく上回った。

話者 JP_M_1 では母語場面の発話総数のうち 30%であったのに対し接触場面では

発話総数の 52%、話者 JP_F_1 では母語場面で 31%、接触場面で 49%であった。

母語場面では先輩にあたる話者 JP_M_2 が進行役となったのに対し、接触場面で

これらの話者の発話数が多かったことは母語話者として積極的に会話をリードし

ようとする姿勢が反映されたものである。 

次に、普通体・丁寧体の使用状況を表 2 に示した。JP_M_1 では母語場面で発話

全体の 52%が丁寧体で、これらは主に先輩を相手として意識した発話である。一

方の普通体は 48%で不完全発話や同学年の JP_F_1 に向けた発話が含まれる。そ

れに対し、JP_F_1 は比較的に普通体の使用が多く、母語場面でも発話全体の 86%

が普通体であった。しかし、これらの個人差があったにもかかわらず、接触場面

では共通した傾向が見られ、両話者ともに普通体への傾きが見られた。特に

JP_F_1 では、丁寧体の使用はわずか 2 例（2%）のみで、ほぼすべての発話で普通

体が使われた。 

 

表 2 母語話者の場面別比較（普通体は述語を含まない不完全文も含む） 

JP_M_1 丁寧体 普通体 合計 JP_F_1 丁寧体 普通体 合計 

母語場面 112  

(.52) 

102  

(.48) 

214 

(1.00) 

母語場面 30 

(.14) 

185 

(.86) 

215 

(1.00) 

接触場面 55 

(.35) 

100 

(.65) 

155 

(1.00) 

接触場面 2 

(.02) 

89 

(.98) 

91 

(1.00) 
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 上述のとおり接触場面では母語話者が進行役となり会話を進める傾向にあった

が、JP_M_1 では丁寧体は談話を発展させるための質問や話題の転換等に使用さ

れたものの、相手発話の繰り返しや言い換え、共話の後行発話や「〜かな」等の

独り言による普通体の使用が目立った。すなわち、相手に質問を投げかけながら

タスクを遂行する中で、繰り返しや言い換え、また共話や独り言を多用し、相手

と発話を共有しながらアイデアを構築してゆくスタイルが伺えた。 

 JP_F_1 では、普通体での質問も多かったが、特に例（2）に見られるように「〜

かな」を使った独り言を繰り返すことで談話を発展させてゆくことが多かった。

これらの場合「独り言」が質問や提案として機能していると考えられる。また、

（2）の CN_M_1 の発話のように、学習者が丁寧体も少なからず使用したにもか

かわらず、母語話者が相手のスタイルに合わせて丁寧体にシフトするということ

はなかった。 

 

（2） JP.F.1 ああ いいかも iCafe に来てもらう うん サークルとかね 

  iCafe に行って 留学生とかと交流するってことなのかな 

 CN.M.1 iCafe でいいんじゃないですか 

 JP.F.1 iCafe オッケー オッケー これを 授業は 1 個だけのほうが

いいかな 見るのとか 

 VN.F.2 うーん どんな授業 がいいですかね 

 JP.F.1 楽しい授業のほうがいいよね 

 

 接触場面での母語話者リーダーによる普通体の使用は、進行役としての会話共

有姿勢に関係すると考えられる。アイデアの協働構築が必要とされる課題解決型

会話において、進行役としてのタスク共有の姿勢が会話共有の意識を導き、相手

を「聞き手」として意識しない姿勢が心的距離の短縮、すなわち普通体の使用を

促したと考えられる。Maynard（1991）は、聞き手を意識しない状況では普通体が

好まれるとし、独り言や共話もそのような状況で使われるとしている。これに関

連して、廣瀬（1997）は言語表現を伝達目的の有無によって公的表現と私的表現

に区別し、前者を伝達を目的とした社会的営みとしての思考表現行為（すなわち

公的表現行為）で用いられる言語表現、後者を伝達を目的としない個人的営みと

しての思考表現行為（私的表現行為）で用いられる言語表現であると説明してい

る。聞き手を意識しない表現は聞き手への伝達を目的としないため私的表現であ

るが、Hasegawa（2006）は独り言など私的表現は、通常は表に出さない話者の思

考内容を率直に表現することから、対立する存在としての聞き手（すなわち他者

性）を排除する効果をもたらし、話し手の聞き手に対する信頼や親近感が伝わる

としている。 
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 以上の説明を本研究の観察に当てはめると、積極的に会話を進行しようとする

母語話者リーダーによる私的表現の使用は、会話相手との心的距離を短縮し相手

を協働場面に引き入れることで、共にアイデアを構築しようとする姿勢の表れで

あると解釈できる。 

 

5. 学習者のスピーチスタイルシフト（第三接触場面） 

学習者同士で会話を行う第三接触場面では、各グループで進行役となった学習者

2 名の発話を分析した。発話総数（表 3 の合計）で見ると、グループ 1 では CN_F_1

が最も多く（170/356; 48%）、グループ 2 では TW_F_1 の発話が最も多かった

（179/429; 42%）。ただし、グループ 2 の TW_F_1 と VN_F_3 では発話数に大差が

なかったが、相手に対する質問数で比較すると前者が 65、後者が 38 と違いが見

られた。いずれのグループでも普通体が基本スタイルだったが、進行役の発話で

は体系的なシフトが観察された。 

 

表 3 第三接触場面 

グループ 1 丁寧体 普通体 合計 

CN_F_1（進行役） 94 (.55) 76 (.45) 170 (1.00) 

KR_F_1 34 (.34) 67 (.66) 101 (1.00) 

NZ_M_1 18 (.21) 67 (.79) 85 (1.00) 

グループ 2 丁寧体 普通体 合計 

TW_F_1（進行役） 14 (.08) 165 (.92) 179 (1.00) 

VN_F_3      0 169 (1.00) 169 (1.00) 

NZ_M_2 6 (.07) 75 (.93) 81 (1.00) 

 

 丁寧体・普通体の使用状況（表 3）で見ると、グループ 1 では進行役だった話

者 CN_F_1 で丁寧体の使用が最も多く、他の二名の普通体使用の傾向と対比をな

している。グループ 2 ではグループ 1 ほど顕著な差はなかったが、全員が概ね普

通体を用いる中で、進行役の TW_F_1 に時折丁寧体の使用が見られた。丁寧体の

発話数では NZ_M_2 と大差ないが、質問を頻繁に投げかけ積極的に談話の発展に

貢献した。 

次に発話機能との関係であるが、（3）のグループ 1 でのやりとりに見られるよ

うに、リーダーとして相手の意見を評価したり談話を発展させるための質問で丁

寧体を使う事が多かった。 
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（3） NZ.M.1 はい 座って 説明会始まるぞうな感じで どう？ 

 CN.F.1 うん そうですね 

 KR.F.1 うん 

 CN.F.1 でもね すごくいいと思うんですが 

 KR.F.1 うん 

 CN.F.1 じゃ ごはんの後 何をしますか 

 KR.F.1 なんか サークルの広報 

 NZ.M.1 ああ 

 CN.F.1 あ サークルの 

 

（4）では自分の提案を丁寧体で提示し、さらにその提案をサポートし、他のメン

バーの承認を得るために質問の形で働きかけている。この話者の場合「どうです

か（ね）」や「〜しょうか（ね）」の形の疑問文が多く見られた。 

 

（4） CN.F.1 うん サークル見学と なんか じゅ 授業中の様子を み 見

せてあげたいなと思うんですが どう思いますか 

なんか 大学入ってたら 少人数の教室じゃなくて こんなに人

数が入るんですよとか どうですかね 

 KR.F.1 いいですね 

 NZ.M.1 うん うん いいよ 

 

その一方で、（5）にあるように、相手発話の確認のための繰り返しや質問では普

通体も使われた。この学習者リーダーの場合、このように 2 つのスタイルを適宜

使い分けながら談話を発展させていることがわかる。 

 

（5） NZ.M.1 いや 私には なんか 最初のほうがいいよと思いますよ 

 CN.F.1 何？サークルの紹介？ 

 NZ.M.1 うん なんか 

 CN.F.1 どうして？ 

 

 上述のようにグループ 2 では全体に普通体使用の傾向が大きかったが、進行役

の TW_F_1 の発話のうち、話の発展に直接かかわる発話では丁寧体の使用が見ら

れた。（6）では提案の発話で丁寧体を使っている。 

 

（6）VN.F.3 あとは この辺も 何をする？ 

 TW.F.1 ことで 先にオリエンテーションを説明して 今日の あの 
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一日のスケジュールを説明したらいいじゃないですか 

  30 分で終わるでしょ 

 

（7）では、TW.F.1 の最初の発話で同意を求め、その次の発話で自分の意見をサ

ポート、そして最後の発話で提案をしている。これらの機能を担う発話にいつも

丁寧体が使われるわけではないが、丁寧体の発話はこのようにタスク遂行にあた

って重要な役目を果たす発話、すなわち伝達度の高い表現が多い。 

 

（7）TW.F.1 うん そう 

 NZ.M.2 だね？ 

 TW.F.1 iCafe 行かなくてもいい でも授業受けるのは必ずでしょ？ 

 VN.F.3 そう なんか 

 TW.F.1 大学の生活の重要の一部は ほぼは授業ですから 

 VN.F.3 そう じゅうさん 

 TW.F.1 も も しかし 体育のあれ 授業うけたらいいじゃないですか 

 NZ.M.2 うん 確かに 

 

 ここで、母語話者リーダーが相手接触場面で頻繁に使用した「〜かな」等の独

り言について見ておきたい。前述の通り、独り言は聞き手を意識しない状況で使

われる言語表現であるが、（8）にあるように第三接触場面でも多数の使用が観察

された。 

 

（8） VN.F.3 まずはキャンパスツアーかな 

30 分くらいカンバスツアー（沈黙 2 秒） 

あとは、1 時間半くらい（沈黙 2 秒） 

 TW.F.1 うーん 

 VN.F.3 大体いくか あとは ランチは（沈黙 1 秒） 

1 時間くらい終わって、あと（沈黙 2 秒） 

 TW.F.1 10 時は？ 

 VN.F.3 11 時はまだ あの（沈黙 1 秒）キャンパスツアー？ 

 TW.F.1 ツアー？ 

 VN.F.3 30 分でいいかな（沈黙 1 秒） 

 TW.F.1 ツアー30 分でいいね 

 

ここでは沈黙を挟みながら発話が続き、各自が自分自身の考えをブレーンストー

ミングしている状況である。このように、第三接触場面ではリーダー格の話者

2018 CAJLE Annual Conference proceedings

250



（TW.F.1, CN.F.1）、それ以外の話者ともに独り言が頻繁に使われていた。しかし、

相手接触場面の母語話者リーダーの独り言と大きく異なり、学習者の独り言は純

粋な私的表現にとどまっている。つまり、母語話者リーダーでは、質問、提案や

確認等を用いてタスクを進めてゆく状況で、独り言を相手に「聞かせ」ながら相

手の反応を引き出していたが、第三接触場面で談話を発展させるものは主に質問、

提案、評価や承認といった公的表現であり、独り言への反応ではない。 

 以上、第三接触場面での観察をまとめると、グループ 2 では比較的丁寧体の使

用が少なくグループ間での差があったものの、進行役の学習者 2 名のスピーチス

タイルには体系的な共通パターンが認められた。会話進行の意図を反映した質問、

説明、確認等の発話に丁寧体を使用する傾向があり、場の改まりを強調すること

で相手に働きかけ談話を発展させようとする姿勢が汲み取れる。 

最後に、上掲（1）の髙橋他（2017）による第三接触場面（自由談話）でのアッ

プシフトの機能と本研究の課題遂行型会話での観察との関わりについて触れてお

く。髙橋他による 7 つの機能の中で本研究と直接関連するものとしてまず「b. 心

的距離の拡大：場の改まりを強調」が挙げられる。学習者が進行役として談話を

発展させる場合に、丁寧体での質問や提案など場を改める発話が目立った。これ

は丁寧体が「姿勢を正す」ことを直接指標し（Cook, 1996）、タスク遂行の状況の

中で話者の進行役としての役割を強調させるものであると考えられる。これに関

連して進行役の発する「e. 重要情報（自身の発案や意思表明等）」や「f. 新話題へ

の移行」も進行役として期待される役目と考えられ「改まった進行役としての姿

勢」に付随するものと言える。一方、本研究のデータでは「a. ふざけや皮肉」の

表現や「d. （丁寧さとしての）聞き手に対する配慮の表示」としての丁寧体の使

用は特に見られなかった。「g. 補足説明の挿入」については、話者の提案や意思

表明の一部として説明が補足される場合は丁寧体が使われることもあったが、普

通体の使用も多く、本研究のデータからは補足説明の機能そのものが特定のスタ

イルと結びついているとは言えない。 

 

6. 考察とまとめ 

本稿では、課題遂行型会話において進行役となった母語話者と学習者のスピーチ

スタイルシフトにおける違いを、リーダーシップをとる際の姿勢の違いという観

点から説明を試みた。すなわち、母語話者は私的表現を中心に普通体の発話を効

果的に用いて、つまり課題を共有し話者間の心的距離を短縮しながら課題遂行に

臨むのに対し、学習者では公的発話に丁寧体を重ねることで、進行役としての役

割を強調し、姿勢を正して場を改めることでタスクを遂行しようとする傾向が伺

えた。 

 本研究では、特に独り言が母語話者リーダーがタスクを進める上で重要な言語
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表現であることを確認したが、独り言といった私的発話の使い方が母語話者と学

習者で異なることは興味深い。廣瀬・長谷川（2010: 183）は、私的発話には二種

類の言語表現のタイプがあるとし、「自己の意識表出」をする私的表現（「あー、

疲れた」等）と「自己への語りかけ」をする公的表現（「わあ、とっても似合うね」

等）に分けている。前者は語りかけ要素のない私的発話であるが、後者は語りか

けという公的性のある私的発話であり、他者化された自己への語りかけとなる。

この「語りかけ」を聞き手への働きかけと解釈すると、本研究での母語話者リー

ダーの独り言は公的表現性のある私的発話であり、この点で学習者リーダーの私

的表現としての私的発話とは性質が異なると考えられる。ただ、母語話者も学習

者も同一の終助詞「〜かな」を多用しており、同一形式の発話がどのように伝達

性（他者志向性）の異なる発話と意図される（あるいは聞き手に解釈される）の

かは今後の調査の課題の一つである。 

髙橋他（2017）はスピーチスタイルシフトをコミュニケーションを円滑に進め

るためのストラテジーとして位置づけ、学習者であっても母語話者同様にスタイ

ルシフトを流動的に活用していると結論づけている。本研究の観察でも学習者が

課題遂行における自身の立場や役割に応じてスタイルシフトを行うことが明らか

となった。しかしその一方で、先行研究では見えてこなかった母語話者との違い

も示唆される。これまで言語表現の機能とスタイルシフトの関係については議論

されてきたが、本研究の観察結果に基づけば、それより一歩進んだ視点、すなわ

ち母語話者と学習者がリーダーシップを取るにあたってのストラテジーの違いそ

のものを考慮する必要があると思われる。接触場面において、母語話者がリーダ

ー的役割を排除するストラテジー、逆に学習者ではリーダー的立場を強調するス

トラテジーを用いる傾向があるとすれば、それはなぜだろうか。この違いは、今

後の国際共修にかかわる母語話者、学習者双方の気づきを促したい点ともなるが、

今後の課題として言語活動のみならず話者の意識レベルの調査も含めて分析を進

める必要があると思われる。 

 

※本研究は「国際共修カリキュラムのための『共通語としての日本語・英語』使

用実態・意識の調査」（JSPS 科研費 JP15K02774, 研究代表者 竹井光子）の助

成を受けた研究成果の一部である。 
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