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非対面型接触場面における

フォリナー・トークの使用様相に関する考察
― 相手外国人の日本語レベルによる相違に注目して ―

權恩熙*26)
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＜요지＞

비대면형 접촉장면에서의 포리너 토크 사용 양상에 관한 고찰

- 상대 외국인의 일본어 실력에 따른 차이에 주목하여 -

권은희

본 연구는 포리너 토크 연구에 있어서 지금까지 주로 연구되어 왔던 비일상적 

상황에서의 대면형 접촉장면이 아닌, 일상적인 상황에서 발생하는 비대면형 접

촉장면에 주목하여 그 양상을 기술하는 것을 목적으로 한다. 그를 위해 외국인 
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조사협력자를 통해 일상의 문의 전화를 수집하였고, 이를 바탕으로 여러 가지 

각도에서 포리너 토크의 실태에 대해 분석하였다.
그 결과 다음과 같은 점들이 새로이 밝혀졌다. (1) 대면형 접촉장면에서는 

‘보통체의 사용’이 자주 발생하는 데 비해, 비대면형 접촉장면에서는 ‘보통

체의 사용’이 극히 적다. (2) 외국인의 일본어 실력이 어떠하든 상관없이, 
음성적 조정과 같이 정보를 재구성할 필요가 적은 포리너 토크가 많이 사용

되는 경향이 있다. (3) 외국인의 일본어 실력이 낮을수록 정보의 재구성 정도

가 높은 포리너 토크가 많이 사용되며, 복합적 사용도 증가한다. (4) 일본이 

실력이 상급인 외국인과의 대화에서는 ‘상대방의 반응을 기다리는 침묵’이, 
일본어 실력이 중급인 외국인과의 대화에서는 ‘정중도의 감소’가, 일본어 

실력이 초급인 외국인과의 대화에서는 ‘천천히’가 가장 많이 사용된다. 

1. はじめに
法務省の統計によると2018年末の在留外国人1)の数は約256万人で、20年
前の1998年末の151万人に比べ、2倍近く増加している。『外国人住民への
言語サービス(河原・野山編著2007)』『クラスメイトは外国人(みなみ201
3)』などの書籍に反映されているのは、日本における「内なる国際化」と
「外国人住民の増加」であろう。そのような背景にともない、日常生活で
日本人(本研究では日本語母語話者を指す)と外国人(本研究では日本語非母
語話者を指す)がコミュニケーションを取る場面も格段に増えてきてい
る。20年ほど前に外国人と話す機会があるとしたら、観光客に道を教える
などの単発的で「非日常的な」会話が主であった反面、最近では日本に住
んでいる外国人との「日常生活での」会話が主流になってきているのでは
ないだろうか。さらには、電話やメールなどを通したコミュニケーション
も増えてきており、たとえば病院や美容院への予約や役所への粗大ごみ収

1) ここで「在留外国人」とは、中長期的に日本で暮らしている外国人のことを言う。旅

行などを目的に来ている短期滞在外国人(visiting alien)とは区別する。本稿で扱うFT
も、このある程度日本語ができる「在留外国人」に対するものに限定し、日本語が

ほとんど話せない「短期滞在外国人」に対するものは扱わないことにする。
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対面型接触場面 非対面型接触場面

日常的 非日常的 日常的 非日常的

媒体 無 電話、スマートフォン、PCなど

FTへの

影響要因

音声、ジェスチャー、外見(から

推測できる相手外国人の年齢、

母語、社会的地位)など

音声のみ

(または、文字のみ)

外国人の

日本語レベル
主に中級以上 主に初級以下 主に中級以上 主に初級以下

主な状況
周りの人との

自由会話

外国人観光客に

道案内

役所や店への

問合せ

観光地への

問合せ

集の申し込みなど、ごく日常的な会話が面と面を向かわずに行われてい
る。 

ところで、豊富な視覚情報が得られる対面会話とは違い、非対面会話で
は音声情報や文字情報のみに頼ってコミュニケーションを取らなければな
らない。オストハイダ(1999)で指摘されているように、「外国人の外見」

はフォリナー・トーク(Foreigner Talk、以下FT)の使用に大きい影響を及ぼ
すが、非対面会話ではそのような情報が取り除かれるのである。当然、対

面会話とは違ったFTの様相が予想される。しかし、非対面型接触場面にお
ける日本人の言語行動に関する研究はあまり行われておらず、既存の研究
は日本語学習者のほうに関心が向けられていることが多い。

そこで本研究は、従来の主な関心対象であった「非日常的」「対面型」

FTのほかに、「日常的」「非対面型」FTに注目したい。本研究の位置づ
けに関しては、表1にまとめたとおりである。ただし、非対面会話の中で
も文字を通して行われるFT、いわゆる「フォリナー・ライティング
(Foreigner Writing)」は扱わないことにする。フォリナー・ライティングは
災害時などに使用される「やさしい日本語」に関係しているためである。

＜表1＞ 本研究の位置づけ
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2. 先行研究と研究目的
FTは、Ferguson(1971)によって初めてその現象が指摘され、それ以来、

主に第二言語習得と社会言語学の分野で研究がなされてきた。日本語にお
けるFTはスクータリデス(1981)によって初めて報告され、その後、ロング
(1992・1995a・1995b)によって語彙・文法・音声・談話面におけるFTの詳
細な分類が提示された。

分析のもととなる会話データの収集方法に関しては、実験やタスクを用
いているものが多く、たとえばロールプレイを利用したもの(横山1993、
筒井2010)やインフォメーション・ギャップ・タスクを利用したもの(村上
1997、増井2005、柳田2015)などがある。これらの方法は容易に会話デー
タを収集できる点で利点があるが、会話の状況が自然ではないという限界
がある。ほかに、初対面のふたりに自由会話をしてもらう方法を用いてい
るもの(志村1989、伊集院2004、今2006、辛2008など)もあるが、「自由話

題」にすると難しい話題は回避されてしまう可能性が高い。そのため、話

題の回避ができない「問合せ」場面におけるFTの使用様相についてはまだ
十分に解明ができていない。

もっとも自然に近い形の会話を用いている研究としては、道聞き場面で
の会話を利用したロング(1992・1995a・1995b)や問合せの電話会話を利用
した永山(1995)、池田(2004)、天野(2006)があげられる。これらの研究は、

実生活で起こりうる場面で「調査であることを意識せずに」話しているも
のを利用しているので、もっとも実際に近いFTを観察・分析できている。

ただし、前者は対面会話のみを扱っており、後者は非対面会話を扱っては
いるものの、問合せ先が公共施設やお客様相談窓口のある組織に限定され
ている点で限界がある。また、池田(2004)の場合は母語話者間のFT使用量
の違いに注目しているため、個々のFTの使用様相までは把握できていな
い。

このように、現在にいたるまでFTの実態を解明しようとする試みは多く
なされてきているものの、非対面型接触場面における日本人の言語行動に
関する研究はあまり行われていないことがわかる。また、相手外国人の日
本語レベルによってFT使用様相に違いが出ることが予想されるが、そのこ
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とについても未だ十分に解明されていない。したがって、このような先行
研究を補完すべく、本研究では日本に住んでいる外国人の問合せ電話を収
集し、外国人の日本語レベルによってFTの使用がどう異なってくるかを含
めた非対面会話におけるFTの特徴を記述していきたいと思う。このことに
より、日本語におけるFTの多様性を記述し、さらには多文化共生社会にお
けるFTの在り方を模索するための基礎資料を提供することを目指す。

3. 研究方法

3.1 FTの定義
以下では、FTの使用主体と出現状況、出現様相の3つの観点から、本研

究におけるFTの概念を定義することにしたい。

まず、FTの使用主体に関しては、「ある言語の母語話者」に限定するこ
とにする。FTはFerguson(1971)の「ある言語の母語話者が非母語話者に対
して使用する簡略化されたレジスターのひとつ」として説明されることが
多いが、FTをレジスターのひとつとして捉える場合、外国人住民の言葉を
その範疇に入れることはできない。「レジスター(register、言語使用域)」
とはコミュニケーション状況に応じて個人が選択する同一言語内の表現手
段のバリエーションのことであるため、外国人住民の中間言語はFTになり
得ないのである。先行研究の中で辛(2008・2010・2011・2012)の場合、

「接触場面の会話参加者双方」をFTの使用主体として捉え直す試みをして
いるが、本研究はFerguson(1971)にしたがい、母語話者側の言葉のみをFT
と呼ぶことにする。

次に、出現状況に関しては「何らかの理由で非母語話者とのコミュニ
ケーションに不安を持ったときに」とする。「話し手が聞き手の言語能力
にある限界を感じ、それに適応させるために(スクータリデス1981)」「母

語話者が非母語話者への伝達を促進するために(小林2000)」のように使用
目的や意図面に重点を置いた定義もあるが、実際は外国人の外見を見ただ
けでFTを使用する場合もあれば、使用目的が侮辱するための時もある。そ
のため、本研究では「コミュニケーションに不安を感じる」という状況に
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焦点を当てる。

最後に、FTが現れる具体的な様相については「ある調整が施された言い
方」と定義することにする。「簡略化」という表現で説明されることも多
いが、接触場面で母語話者は簡略化された言い方以外にも多様な方略を取
るため、適切な説明とは言えない。ほかに「修正された言い方」という定
義も用いられるが、すべてのFT発話が修正される前の「もと」の単語や文
を持っているわけではない。したがって、本研究では特定の特徴を言及せ
ずにあえて「ある調整」という表現を用いることにする。

以上をまとめ、本研究におけるFTは「ある言語の母語話者が、何らかの
理由で非母語話者とのコミュニケーションに不安を持ったときに使用す
る、ある調整が施された言い方」と定義することにする。

3.2 調査概要
1) 調査期間：2016年3月～9月
2) 調査協力者の概要
本研究は日本で生活を営んでいる外国人住民との会話に注目しているた

め、調査協力者は中長期在留外国人(日本に3ヶ月以上住んでいる外国人)を
選定した。さらに、より自然に近い会話データを収集するため、すべての
調査協力者は日本語教育に関連する経歴を持っていない者とした。ただ、

本研究は視覚情報が双方に与えられない非対面型接触場面に注目している
ものであるため、相手外国人の年齢や職業などの要因がFTに与える影響は
ほとんどないと判断し、そのほかの要因に関しては条件統制を行っていな
い。調査協力者に関する詳細については以下の表2を参照されたい。

また、坂本ほか(1989)で指摘されているように、外国人の日本語レベル
によってもFTに対する印象や反応が異なってくる可能性が高い。そのこと
を考慮し、調査協力者を日本語レベルによって初級(JLPT、N4～5相当)、
中級(JLPT、N2∼3相当)、上級(JLPT、N1相当)に分け、各レベルごとに4名
ずつ調査に協力してもらった。参考までに、日本語レベルの判断は日本語
能力試験のレベル以外にも滞日期間、普段の言語環境、日本語学習歴、日

本語能力試験Can-do自己評価などを総合的に考慮して行った。



權恩熙-非対面型接触場面におけるフォリナー・トークの使用様相に関する考察 47

＜表2＞ 調査協力者の詳細(調査当時基準)

性別 年齢 職業 母語 滞日期間 JLPT(初取得)

上

級

NNS01 男 32 大学生 韓国語 10年 N2(2006年)

NNS02 女 27 大学生 韓国語 6年 N1(2015年)

NNS03 男 32 大学院生 韓国語 2年半 N1(2006年)

NNS04 女 27 パート 韓国語 8ヶ月 N1(2015年)

中

級

NNS05 女 36 専業主婦 韓国語 2年 N2(2015年)

NNS06 女 21 大学生 韓国語 1年 無し2)

NNS07 女 19 大学生 韓国語 7ヶ月 N2(2015年)

NNS08 女 26 日本語学校生 韓国語 4ヶ月 N3(2015年)

初

級

NNS09 男 20 大学生 韓国語 1年 無し

NNS10 女 25 日本語学校生 韓国語 7ヶ月 無し

NNS11 女 19 大学生 韓国語 6ヶ月 無し

NNS12 男 24 パート 韓国語 5ヶ月 無し

3) 調査方法
「日常的」「非対面型」接触場面には、友達との電話会話や店への問合

せ電話などが存在するが、本稿では問合せ電話を収集することにする。自

由会話の場合、難しい話題は回避されかねないのでFTが出にくいという限
界があるためである。さらに、スマートフォンの普及によって知り合いと
の連絡はラインなどで済ませる傾向が強くなった実情を考慮した結果でも
ある。

調査協力者たちに問合せ先と具体的な質問内容が書かれた紙を渡し、そ
の中で10個の問合せ先を自由に選んで電話するようにした。問合せの内容
は『外国人のくらしよくある相談事例集(自治体国際化協会2011)』を参考
に作成している。なお、同じ所に何回も同じ内容の問合せをしないよう
に、複数の問合せ先を提示した。問合せ先の詳細については、日本人被験

2) 調査協力者NNS06は、調査当時はJLPTの受験歴を持っていなかった。しかし、彼女

は1ヶ月後(2016年7月)に施行されるJLPT(N2)の受験を控えており、模擬テストでも

ずっと合格ラインだったと合格する自信があると明かしていた。さらに、「日本語

能力試験Can-do自己評価」を行った結果もJLPTのN2相当であったため、中級レベル

に分類している。
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者が個人情報の公開に同意していないうえ、本研究が日本人の年齢や性別
などによる違いに注目するものではないため、省略することをご了承願い
たい。

参考までに、問合せの内容はすべて調査協力者の母語(韓国語)に訳して
提供した。日本語で提供すると、そこに書かれている表現をそのまま使用
する恐れがあったためである。なお、自宅における通話環境と同じように
するため、電子辞書とスマートフォンの使用は許可した。

4) FTの認定基準
本研究においてFTとして認定した発話は、①外国人が「(沈黙)」「ええ

と…」「すみません？」「もう一度お願いします」などの理解困難の表示
をしているか、質問に適切な答えをしていないなど、コミュニケーション
上のトラブルが発生したあとの発話、②コミュニケーション上のトラブル
が発生していなくても、外国人が理解できているか不安に思っていること
が明らかな時の発話、のふたつである。②の具体的な例は、外国人に要請
されていないのにもかかわらずゆっくり話している場合や外国人に理解の
確認を求めている場合などである。

5) FTの出現回数のカウント方法
FTの出現回数は「発話文」を基準にカウントした。そのため、ひとつの
発話文の中で同じ種類の言語調整が数回使用された場合、合わせて1回使
用としてカウントした。たとえば「夜、区役所、ひとり、来る、大丈

夫？」のようにひとつの発話文の中で助詞を数回省略して話したとする。

この場合、助詞省略という調整はひとつの発話文全体にかけて1回施され
たとみなすのである。参考までに、集計のための「ひとつの発話文」の基
準は、宇佐美(2011)の「基本的な文字化の原則(Basic Transcription System 
for Japanese: BTSJ)2011年版」における発話文の認定方法と同様に、「話者

交替」と「間」のふたつとした。
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情報の授受 FTの属性 FTの種類

情報を提供する際のFT

(話し手としてのFT)

語彙

オノマトペの使用

訳語(英語)の使用

外来語の使用

同義語・類義語の使用
2人称代名詞(あなた)の使用

文法

短い文の使用

格助詞の省略

格助詞の挿入

間投助詞の省略

終助詞の省略

複雑な文構造の回避(以下、短い文)

丁寧度の減少

普通体の使用

音声

話すスピードの減速(以下、ゆっくり)

声の大きさの拡大

はっきりとした発音(以下、はっきり)

拍を区切った発音

反応を待つ間(ま)

4. 研究結果

4.1 非対面型接触場面におけるFTの種類
本研究の調査でその使用が確認できたFTは計35種類で、具体的には語彙的

FTが5種類、文法的FTが8種類、音声的FTが5種類、談話的FTが17種類で

あった。その詳細を、Larsen-Freeman&Long(1991)の「文法的に正しいフォリ

ナー・トーク談話における非母語話者への言語調整と会話調整」とロング(1992)
の「対外国人言語行動の分類」を参考にし、今回の結果に合わせて分類を改め

たのが表4である。たとえば、従来FTは情報を伝えるために用いる方略として捉えら

れてきたが、表4では相手外国人から情報を引き出せるためにも用いる談話的調整

(聞き返し)もFTとして新たに分類している。

＜表3＞ 非対面型接触場面におけるFTの種類
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談話

発話一部の繰り返し(以下、一部繰り返し)

発話全体の繰り返し(以下、全体繰り返し)

違う表現に言い換え(以下、違う表現)

単語の辞書的意味の説明(以下、意味説明)

情報の追加(詳述化)

情報の削除(簡略化)

具体的な例の提示(以下、例示)

頻繁な反応の要求

直接的な理解確認

情報を受け取る際のFT

(聞き手としてのFT)

談話

(聞き返し)

一部繰り返し要求

全体繰り返し要求

聞き取り確認要求3)

理解確認要求4)

意図確認要求5)

補足確認要求6)

推測確認要求7)

説明(明確化)要求

非対面型接触場面におけるFTの具体的な様相については、以下の項で述
べていく。なお、相手外国人の日本語レベルによってFTの使用様相がどう
異なってくるかは、多用されるFTの種類やFT使用に関する積極度、丁寧

度などを中心に見ていきたい。そのため、以下では「高頻度に使用される
FT」「FTの属性に関する使用様相」「情報の再構成の程度に関する使用
様相」「FTの複合的使用に関する様相」「丁寧度に関する使用様相」の五
つに項目を分けている。

3) ほぼ聞き取れている状態で、正しく聞き取れているかを確認することを言う。

4) ほぼ聞き取れている状態で、内容を正しく理解したかを確認することを言う。

5) ほぼ聞き取れてはいるが、相手の意図を把握できず(もしくは自分の理解に自信がな

  くて)、相手が言おうとしていることを推測して聞き返すことを言う。

6) 情報不足で答えられず、補足的な情報を求めるために聞き返すことを言う。

7) キーワードか文全体をほぼ聞き取れていない状態で、相手が言おうとしていることを

推測して聞き返すことを言う。
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4.2 相手外国人の日本語レベルによるFTの相違
4.2.1 高頻度に使用されるFT
相手外国人の日本語レベルによって多用されるFTに違いが出るかを調べ

た結果、対初級会話では「ゆっくり8)」がもっとも多く使われている反
面、対中級会話では「丁寧度の減少」、対上級会話では「反応を待つ
間9)」がもっとも多く使われていた(表4参照)。
対初級会話で「ゆっくり」がもっとも多く使用されている理由として考

えられるのは、初級レベルの外国人は自分が理解に困っている理由を特定
して伝えられるのが難しいということである。そのため、日本人はコミュ
ニケーション上のトラブルの原因を最大限に推測して適切なFTを選ばなけ
ればならないのだが、「ゆっくり」は相手外国人がどの点で困っていても
理解の手助けになる有効なFTである。そのうえ、どのFTとも併用が可能
な利点もあり、使用率が高かったのであろう。

次に対中級会話で「丁寧度の減少」が多いのは、初級レベルの外国人よ
りは日本語が通じるが上級レベルの外国人よりは日本語が下手なため、

ちょうど子ども扱いされやすいことが関係している。対中級会話でのみ、

「普通体の使用」が上位5位内に入っていることからもそのことがわか
る。最後に対上級会話で「反応を待つ」がもっとも多く使用されているの
は、上級レベルの外国人の場合は「ええと…」や「すみません」、沈黙な
どを通して理解に困っていることを示しても、それが「わからない」のサ
インではなく、ただの「聞き逃し」や「考え中」のサインとして捉えられ
やすいことが影響しているのであろう。

また、「違う表現」や「繰り返し」、「短い文」などもレベル別に使用
比率が異なっており、相手外国人の日本語レベルによってFTを戦略的に使
い分けている可能性が示唆された。ただ、相手外国人の日本語レベルに関
係なく多用されるFTもあり、「反応を待つ間」「丁寧度の減少」「ゆっく
り」がそれに当たる。これらのFTはどれも情報を再構成する必要が少ない

8) ここでの「ゆっくり」は、あくまでも各会話内において相対的にスピードが遅くなっ

たことを意味することに留意されたい。

9) ここでの「反応を待つ間」は、相手外国人が質問に対する答えをしなければならない

状況ではないにもかかわらず起こっている1秒以上の沈黙のことを言う。
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ので、深く考えずに使用できる手軽さから多く使用されるのであろう。

＜表4＞ 相手外国人の日本語レベル別に見る各FTの使用率(上位5位) 

順位 対初級 使用率 対中級 使用率 対上級 使用率

1 ゆっくり 33.0% 丁寧度の減少 35.2% 反応を待つ間 26.7%

2 違う表現 13.3% 反応を待つ間 22.0% ゆっくり 24.3%

3 反応を待つ間 13.2% ゆっくり 14.5% 丁寧度の減少 13.0%

4 短い文の使用 7.7% 普通体の使用 5.3% 違う表現 6.30%

5 丁寧度の減少 7.0% 一部繰り返し 3.3% 全体繰り返し 4.1%

4.2.2 FTの属性に関する使用様相

どのような属性を持つFTが多用されるかを相手外国人の日本語レベル別
に見た結果、「相手外国人の日本語レベルが高くなるにしたがい、音声的

調整も少なくなるであろう」という当初の予測に反する結果となった。音

声的調整は対初級会話でも40.7%と高い使用率になっているが、対上級会

話では44.4%とそれを上回る使用率になっている(図1参照)。対初級会話で
音声的調整が多くなる理由は§4.2.1で述べたとおりで、予測しがたいもの
ではない。しかし、対上級会話で音声的FTの使用が多いことは注目に値す
ることであり、これには対上級会話で「反応を待つ間」がもっとも多く使
用されていることが関係していると考えられる(表4参照)。§4.2.1.で前述し
たとおりに上級レベルの外国人が理解困難の表示をした際、それがただの
「聞き逃し」や「考え中」のサインとして捉えられやすいことが影響して
いる。このことは、対上級会話で「全体繰り返し」がほかのレベルに比べ
て比較的に多く使用されていることからも推測できる(表4参照)。ただ、音

声的FTはどのレベルの外国人に対しても多く使用されており、それは音声
的FTが情報を再構成するといった工夫を施さずに使用できる上、ほかの属
性のFTと併用しやすい点に理由があるであろう。

一方、対中級会話では文法的FTが行われる比率がほかのどのレベルより
も高いことも特徴的である。これは対中級会話で「丁寧度の減少」の使用
が35.2％と非常に多いこと(表4参照)が関係しており、こういった現象の背
景については§4.2.1で前述したとおりである。
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＜図1＞ 相手外国人の日本語レベル別に見るFTの属性

4.2.3 情報の再構成の程度に関する使用様相

FTの中には情報を再構成するものがいくつかあり、それぞれ再構成の程
度も異なる。本研究の会話データにおいても「情報の再構成」にかかわる
FTが観察されており、それらを情報の再構成の程度によって分類すると以
下の表5のとおりになる(柳田2015を参考に作成)。「違う表現」「例示」

「意味説明」は使用される単語と文の構成にかなりの変更を加えるため、

情報の再構成の程度が高い。「情報の追加」と「情報の削除」は、元の発
話に情報を追加あるいは削除するのみであるため、再構成の程度はやや低
い。「訳語(英語)・外来語・同義語・類義語の使用」の場合は単語を言い
換えるだけなので、再構成の程度はさらに低くなる。このように再構成の
程度が低くなるほど、FTを工夫する手間は少なくて済むので、これは一種
の「FT使用に関する積極度」の尺度としても活用できよう。

＜表5＞ 情報の再構成にかかわるFTの分類

FTの種類

情報の

再構成の

程度

高 違う表現・例示・意味説明
中

情報の追加・情報の削除
訳語(英語)・外来語・同義語・類義語の使用

低 全体繰り返し・部分繰り返し
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上記のことを参考に、相手外国人の日本語レベルに情報の再構成にかか
わるFTの使用様相を見ることにする。まずは、情報の再構成の程度が高い
FTは対初級会話でもっとも使用率が高いことが目立つ。対初級会話の総会
話時間(約3時間半)が対上級会話の総会話時間(約5時間)より1時間半くらい
短いにもかかわらず、使用回数は2倍以上多くなっているので、かなり多
い使用回数であることがわかる。このことを通して、初級レベルの外国人
に対してもっとも積極的にFTを使用するという点を再確認できる。一方、

情報の再構成の程度が低いFTに関しては、相手外国人の日本語レベル別に
それほど大きな違いは見られない。

＜表6＞ 相手外国人の日本語レベル別に見る情報の再構成にかかわるFT 

(単位：回)

対初級 対中級 対上級

再
構
成
の
程
度

高 違う表現・例示・意味説明 118(49.0%) 29(41.4%) 49(40.2%)

中 情報の追加・情報の削除 13(5.4%) 7(10.0%) 21(17.2%)

訳語(英語)・外来語・同義語・類義語の使用 40(16.6%) 11(15.7%) 17(13.9%)

低 全体繰り返し・部分繰り返し 70(29.0%) 23(32.9%) 35(28.7%)

計 241(100%) 70(100%) 122(100%)

4.2.4 FTの複合的使用に関する様相

１個の発話文に対して必ず１個の調整が行われるとは限らない。たとえ
ば、例をあげながらゆっくり説明したり、同じ言葉をはっきりした発音で
繰り返したりすることもできる(例1参照)。このように、母語話者は複数の
FTを同時に使用することができるが、その際に彼らは円滑なコミュニケー
ションのためにいろいろと工夫を凝らしているということになる。した
がって、本研究ではFTの複合的使用を「FT使用に関する積極度」と関連
付けて見ることにする。

例1) 日本人：ええと、そうしましたら。あのう 何階ですか。

　　 外国人：あの、はい？あ、あ そうですね。ええと 。

　　 日本人：お住まいは何階ですか。[確認できるFT：詳述化]
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　　 外国人：あのう、なんがい？

　　 日本人：ええ、あのう、一階か、二階 。[確認できるFT：例示、ゆっくり]

それでは相手外国人の日本語レベル別にFTの複合的使用様相がどう異な
るかを見ると、対初級会話の総会話時間(約3時間半)が対上級会話の総会話
時間(約5時間)より1時間半くらい短いにもかかわらず、対初級会話で複合
的使用がもっとも多く観察されている(表7参照)。このような現象の原因と
しては、相手外国人の日本語レベルが低くなるほど、コミュニケーション
上のトラブルの原因を特定しにくいことが考えられる。相手外国人の日本
語レベルが初級ともなると、早くて聞き取れなかったのか、単語や文法が
分からなかったのかを、外国人自らもよくわかっていないことが多い。そ
のため、より多様な方略が積極的に試されているのであろう。

＜表7＞ 相手外国人の日本語レベル別に見るFTの複合的使用 (単位：回)

ひとつの発話文に施されたFTの数

単一 2個以上 3個以上 4個以上

対初級 616 177 33 6

対中級 510 71 16 2

対上級 592 151 35 10

4.2.5 丁寧度に関する使用様相

丁寧度に関して見ると、相手外国人の日本語レベルに関係なく「普通体

の使用」は少なくなっている。また、会話の途中で1回「普通体の使用」

があったとしても、すぐ丁寧体に戻るケースも多かった。このことは、対

面型接触場面を扱っている先行研究で「普通体の使用」が多く報告されて
いるのとは対照的な結果と言える。おそらく電話会話の「非対面」という
特性上、相手の年齢や社会的地位などが把握できないため「普通体の使
用」をなるべく回避しているのだと考えられる。これは、「普通体の使
用」のほとんどが日本語学校と国際交流センターの職員から出たものであ
る点からも推測できる。彼らは仕事場で接する外国人の年齢と身分はある
程度決まっているので、普通体の使用が若干出やすいようになっているの
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であろう。

ただ、普通体にまではなっていなくても、所々丁寧度が減少する例は比
較的に多く見られた(表8参照)。以下の例2はあるマンションの自治会の人
が集会所までの道を案内している会話であるが、全体的には丁寧体で話し
ているものの、所々「うん」や「ね」などのような普通体のあいづちを
打っていることが確認できる。

　例2) 日本人：ずぅっと、●●銀行のほうに歩いてくる。

　　　 外国人：はい。

　　　 日本人：ね[↑] ●●銀行に行く前、商店街を、向けたところに…

　　　 外国人：はい。

　　　 日本人：北へ階段があるんですよ。

　　　 外国人：はい。そうですね。

　　　 日本人：うん。##で郵便局。

　　　 外国人：あぁ、分かります。

参考までに、本研究の会話データでは、以下のようなパターンで丁寧度
を瞬時に下げるFTが確認されている。

➀ 普通体のあいづちを打つ　　 例)「うん」「そう」「ね」など

➁ 間投助詞「ね」を使う　　　 例)「今ね」「あとはね」「∼けどね」など

➂ 単語レベルで丁寧度を下げる 例)「どちら→どこ」「方(かた)→人(ひと)」など

注目すべきなのは、「普通体の使用」と「丁寧度の減少」は対中級会話
でもっとも多く使用されおり、対初級会話ではむしろ使用が少なくなって
いることである。一般的には、外国人の日本語レベルが低いくなるほど子
供のように思われやすく10)、普通体で話されることが多くなることが予想
される。しかし、今回の調査結果では対初級会話よりも対中級会話で「普

10) これと関連して嶋原(2015)に載っている20代の大学生のインタビューを一部紹介する。

 　「(留学生たちは)みんな息子たちみたいな感じですよね。体の大きい息子たちみたい

な。」「言葉が少ないから、だからいかにこう、わかりやすくかつ語彙を覚えさせ

て、だから育てている感じなんでしょうね。」
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対初級 対中級 対上級

普通体の使用 12 24 1

丁寧度の減少 51 160 66

通体の使用」と「丁寧度の減少」が多く使用されている11)。その理由とし
ては、対初級会話で「短い文の使用」が多かったことが関連付けて考えら
れる(表4参照)。日本語教育は丁寧体を先に教えることがほとんどであるた
め、初級レベルの外国人はまだ普通体の使用に慣れていないか、知識が不
足している可能性が高い。そのため、普通体で話したり、丁寧度を下げる
とむしろ聞き取り度が下がり、結果的に丁寧体の短文を並べて話すことが
有効な戦略として認識されているのである。

＜表8＞ 相手外国人の日本語レベル別に見る丁寧度の違い (単位：回)

5. まとめと今後の課題

　

コミュニケーションというのは、双方の参加があってこそ成り立つもの
である。日本語学習者だけががんばってコミュニケーション・ストラテ
ジーなどを学習したところで、会話が順調に進むとは限らない。場合に
よっては、外国人が社会的に上の立場にあって、日本人のほうが外国人か
ら情報を引き出すために努力しなければならないこともある。そういう意
味で、接触場面におけるコミュニケーション研究で焦点を当てるべき対象
は、非母語話者だけではなくなる。本研究はそのような問題意識のもと
で、今までほとんど研究されてこなかった非対面型接触場面におけるFTの
様相を記述し、相手外国人の日本語レベルによる相違の解明も試みた。

その結果、次の点が明らかになった。(1)対面型接触場面では「普通体の
使用」が起きやすいことに比べ、非対面型接触場面では「普通体の使用」

11)「丁寧度の減少」の場合、対上級会話における出現回数が対初級会話よりも多く

なっているが、総会話時間の違いを考慮すると有意味なほどではないと判断され

る。前述したように対上級会話の総会話時間は約5時間で、対初級会話の総会話時

間(約3時間半)よりも1時間半くらい長い。
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が起きにくい。(2)相手外国人の日本語レベルに関係なく、音声的調整のよ
うに情報を再構成する必要の少ないFTは使用率が高い。(3)相手外国人の
日本語レベルが低くなるほど、情報の再構成の程度が高いFTが多用され、

FTの複合的使用も増加する。(4)対上級会話では「反応を待つ間」、対中

級会話では「丁寧度の減少」、対初級会話では「ゆっくり」がもっとも多
く使用される。

今後は、上記の結果をもとにFTに対する外国人の評価を調査し、理解面

と感情面において各FTがどの程度有効に働いているかを調べることにした
い。このことにより、多文化共生社会における円滑なコミュニケーション
のためにより有効な母語話者側の意味交渉方略を提示できることを期待す
る。また、本稿では情報を受け取る側のFT、つまり聞き返しに関する分析
が不足しているが、それについては別稿を期したい。
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<Abstract>

A Study on the Features of Foreigner Talk in Non-Facing Contact 

Situations

-Focusing on the Difference by the Japanese Level of Foreigners -

Kwon, Eun-Hee 

The purpose of this study is to describe the use of Japanese language in the context 
of ‘routine’ and ‘non-facing’ contact situations rather than ‘non-routine’ and ‘face 
to face’ situation that has been researched in the past. Based on the telephone 
conversations collected by a foreign research associate, it studied the actual condition 
of foreigner talk from various angles.

As a result, it found the following facts. (1) When talking directly face to face, 
the plain style is often used, whereas in the telephone conversation, the plain style 
is rarely used. (2) Regardless of a foreigner’s Japanese proficiency or the occupation 
of a Japanese, there is a high rate of use of the foreigner talk in which it is not 
necessary to reconstitute the information such as the voice adjustment. (3) The lower 
a foreigner’s Japanese ability, the more the use of the foreigner’s talk that is high 
in information reconstruction, and the more complex use. (4) In the conversation with 
a foreigner who is in advanced level, ‘silence waiting for reaction’ is mostly used. 
In the conversation with a foreigner who is in intermediate level, ‘declining decency’ 
is mostly used. And In the conversation with a foreigner who is in beginner’s level 
‘slowly speaking’ is mostly used. 


