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①はじめに:松田(2016）の反省

のどぐろ うまい

のどぐろ うまい

のどぐろうまい

（相手のタイムライン）



NNSがFacebookで「私らしい」誕生日メッセージを産出する
ためのパラメータ（動作条件を与えるための情報）とは何か?
そのパラメータはどのようにしたら抽出できるか?

例
受け手に何を伝えたい?祝意や好意だけ?
受け手にどんな風に自分を見せたい?
他の読み手にどんな風に自分を見せたい?
媒体（SNS)が与える影響

①はじめに:松田(2016）の反省



書き手の属性の関係
（対応分析）
出現頻度5以上、上位40語
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NNSが「私らしい」
メッセージを産出するためには、

・送信者（私）の属性情報を
コントロールするための
スキルの獲得

・定型句以外の表現に関する
スキルの獲得の必要がある

①はじめに:松田(2016）の反省



•日本語の産出のことしか考えていなかった
•彼らの言語生活、言語生態全体の中で分析してい
なかった

•個々の関係性や状況について、ダイナミックに考
える必要性があるのではないか

①はじめに:松田(2016）の反省



本発表の趣旨

•Facebookというメディア特性を日本語に限
定せずに複言語的に実態を調査し 産出支援
にむけた提案をする
•研究方法:100名以上の日本語の「友達」が
いるfacebookユーザーに対する日本語使用
に関するインタビューとアンケート調査
（アンケート回答者数 N=24)



アンケート回答者（24名）の内訳
• 国籍 ベトナム９ 中国４ ブラジル３ インドネシア３ 韓
国１ アメリカ１ パラグアイ１ カナダ１ 内モンゴル１

• 年齢 20代21名 30代3名
• 日本語能力 中級以上
• 日本在住者14名、日本国外在住者10名

• 補足的にインタビューも実施
（マルコ（仮名）、ブラジル、非日系）



調査結果



タイムライン投稿で気にしていること（最大５/最小１, N=24）



コメント投稿で気にしていること（最大５/最小１, N=24）



タイムラインへのポスト内容（自由記述）
自分の気持ち、意見。時々アンケートの依頼のような研究のための内容もある
自分の生活で起きること
あまり多くない
景色と音楽をシェアする
自分の考え、ストーリー
自分の生活とか自分の考えとか好きな本、アイドルのことをよく掲載しております
旅行、食べ物写真、感謝のことば
お祝い
日常の生活
日本の事についてコメントする時や、日本語の表現の方がしっくりする時、後、日本人のお友達向けの内容をアップする時です。
実は言語を問わず滅多に投稿しません。フェイスブックはだいたいよく読む新聞のページや、本当に身近な人だけをフォローしており、あまり「コミュ
ニケーションをとる」SNSとして使用していません。投稿する時は、気になるニュースなどをシェアすぐ程度です。
自分の感想やお知らせなど
感謝の気持ちや嬉しい事を書く
近況報告、お気に入りのトレンド情報、旅行先の景観や料理など
近況、感想など
近況報告
あまり投稿しません。
どこかに行ったとき
ニュウス、音楽、皆んなが分かるようにstatus updateの翻訳
旅行，子どもの成⾧
＊（インドネシア人に読まれないよう）当日の感情、他の人の悪口、失敗、後悔 ＊日本人の友達と時間を過ごしたこと（タッグ、写真付き）
旅行や食事
食べ物や旅行の印象、心に悩んでいること、自分のために、励ませることです。
日本と関係ある経験、例えば日本に行く予定か留学
Facebookのタイムラインに日本語でpostするときはどんな内容が多いですか?



コメントへのポスト内容（自由記述）
あまり日本語でコメントを書かないけど、ほとんどは日常会話を書く

気持ちを表すこと
褒めること

Icon をよく使っております
誉めることば、 意見、 質問など
内容に関するコメント
不特定
友達の投稿についての感想や想いを書きます。
もし自分のポストやシェアした投稿に誰かのコメントがあれば、それに答えます。

お祝いの言葉など
ポジティブなコメントをするように心掛けています。
賛同、感想、シェアする旨など
挨拶か返事、あるいはスタンプ
おめでとうございますとか
自分の意見
。

それぞれのポストに対する対応（心配、おめでとう、都合がいいかどうかなど）
「すごいね」とか「いいですね」みたいな褒め言葉を書くのが多いです
ポストに関する印象です。
ポストへのリアクション



自分

コメント

シェア

ポスト

感想

気持ち

内容

友達

印象

言葉

日常

日本語

コメント

投稿

意見

お祝い

おめでとう

書く

褒める

多い

タイムライン

近況

音楽

写真

食べ物

日本人

旅行

生活

感謝

報告

日本

行く

読む

人

Degree:

1

2

Frequency:

2.5

5.0

7.5

自由記述結果 共起ネットワーク
(Kh-coder)
「どんなことをポストしているか」 タイムラインには

「旅行」「生活」「食
べ物」「近況」「報
告」「日本」「日本
人」「感謝」など

コメントには「褒め
る」「おめでとう」
「ポスト」（に対する
リアクション）
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いつもその相手とは日本語をつかっているから

自分の日本語力の方が、その相手の外国語力よ

り高いから

せっかく覚えた日本語を使わないと忘れるから

日本語ができることを公的にアピールするため

日本語でpostするほうが簡単だから

Facebookで日本語を使う理由（複数回答可）

日常の言語生活で日本
語コミュニケーション
をしている相手に
日本語でポストする



Facebookにあまり投稿しなくなったと思うか?

はい いいえ

はい
８８％



分析

Facebookのメディア特性と日本語



Facebookのメディア特性
• メトロリンガルな言語場
• 公開性・公共性
• 分人性の可視化
• 言語は透過性の調整機能を担う
• 平等性（先生なのに「友達」）
• ネットワーキング



Metrolingualism
(Otsuji & Pennycook2010, 2011)

• 混成言語を表わす 「マルチ（multi）」，「プルリ（pluri）」およ
び「ポリ（poly）」という接頭語のような言葉の分別性を前提 にし
ない

• 「メトロ（metro）」という古代ギリシャ語における meter，英語
で言う mother に相当する何かを生み 出す「場:スペース」を接頭
語とするメトロリンガリズム

• メトロリンガルは言語を実践行動としてみなし、流動的・非分別的
な混成言語が相互に 作用しながら，「言語」を生み出す場であると
定義 づけられている。





メトロリンガルな言語場としての
Facebookと日本語使用

それぞれの話者が主体的に日本語選択を
おこない、
日本語表現を他言語にまぜて使用してい
るポストが多くみられる

言語規範からの自由な世界が確立



Facebookのメディア特性と日本語

• メトロリンガルな言語場
• 公開性・公共性
• 分人性の可視化
• 言語は透過性の調整機能を担う
• 平等性（先生なのに「友達」）
• ネットワーキング



イベントを
日本語・英語の
複言語で案内
（英語の方が
情報量大）



Facebookタイムライン言語選択

マルコ:たぶん¼くらいは日本人だと思うんです
けど、まあ、ブラジルの友達と、世界中にいる友
達と。日本語で書くのはたまにだけ、大体英語
筆者:日本人と話すときも英語?
マルコ:日本人と話すときは日本語なんですけど、
投稿するときに一番全員がわかりそうな言語が英
語なので、英語で。プライベートな話なら日本語
で。

公共性は
言語選択
に影響大



馬刺しに
馬のイラスト



Facebookのメディア特性と日本語

• メトロリンガルな言語場
• 公開性・公共性
• 分人性の可視化
• 言語は透過性の調整機能を担う
• 平等性（先生なのに「友達」）
• ネットワーキング



分人とは（平野2012）
• 相手との反復的なコミュニケーションを通じて自分の中に
形成されているパターンとしての人格

• 一人の人間は複数の分人のネットワークであり、そこには
本当の自分という中心はなく、その分人の構成比率によっ
てその人らしさ（個性）が決定され、その個性も流動的な
ものである

• 分人は定延（2011）のキャラ（クタ）、メイナード
（2017）のキャラと重なりが大きい

• 本稿では複言語使用も分人の一つの表れとして含めるため、
用語を区別



「個人」をめぐる考えの変化
ことばを話す「私」を一つとしない

個人(individual) 分人（dividual) 集人（collectividual)

平野(2012） Stetsenko(2013)



日本語の分人化
というより
日本語を含む
複数言語話者として
の分人が
Facebookでは実現
されている

山田徹
（仮名）

ニディア（仮名）

ニディア（仮名）

山田徹
（仮名）

特定の話者に向けての「私」は
インドネシア語で書いている

全体に向けての「私」は
日本語＋ローマ字で書いている
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カナダ人日本語学習者のFacebook BDウオール（JLPT N3）

ジョアン
ナ

Joanna

ジョアンナ（仮名）に対する様々
な言語の誕生日メッセージに対し、
ジョアンナも多様な言語で、多様
なキャラ（分人）で答えている。
このウオールを見た人はジョアン
ナの中に普段自分とだけやりとり
していては気づかないさまざまな
分人を見ることができる



Facebookのメディア特性と日本語

• メトロリンガルな言語場
• 公開性・公共性
• 分人性の可視化
• 言語は透過性の調整機能を担う
• 平等性（先生なのに「友達」）
• ネットワーキング



ポストする内容

アンケートの回答

（インドネシア人に読まれないよう）
当日の感情、他の人の悪口、失敗、後悔



“SASUGA INDONESIA”
２言語を混ぜることで

どちらかの言語しかわからない
読み手には全体像はわからない



Facebookのメディア特性と日本語

• メトロリンガルな言語場
• 公開性・公共性
• 分人性の可視化
• 言語は透過性の調整機能を担う
• 平等性（先生なのに「友達」）
• ネットワーキング



平等性の調整のむずかしさ（マルコ）
コメントの時むずかしいことある?なにがむず
かしい?だれにかくときむずかしい?（指導教
員名）先生?
先生に書くときはむずかしいです。敬語とか。
使いすぎすれば、それもちょっと変だけど、
足りなかったらそれも悪いからむずかしいです。
なるほど ほどほどに敬語、ほどほどにくだけ
てっていうのがむずかしい



Facebookのメディア特性と日本語

• メトロリンガルな言語場
• 公開性・公共性
• 分人性の可視化
• 言語は透過性の調整機能を担う
• 平等性（先生なのに「友達」）
• ネットワーキング



ネットワーキング

•「Facebookは自分の投稿を見てもらうとい
うよりも、今までの友達との繋がりを残し
ておきたくて使っています。例えば、携帯
電話を失くしてしまってもフェイスブック
に入れば何とか連絡がまたとれるというよ
うなバックアップ感覚です…。」

（アンケート回答・ブラジル）



Facebook産出支援に向けて



Facebook日本語投稿を阻む複層壁

• 何か書きたい内容があるか/書く必要性があるか
• 日本語で書く必要性があるか
• 日本語で書ける内容か

• 読み手への配慮や調整ができるか

FB
に
書
く
?

言
語
選
択

日
本
語
で

配
慮
調
整

Congratula
tions

おめでとう
・・・
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人の合格ポスト
をみた。合格を
お祝いしたい

おめでとう
ござい

ま・・・

コメン
ト欄に
書こう

いいね
ボタン



産出支援に向けて:リソース利用

インターネットの例文とかを探してる。だいたい
ツイッターをつかってる。日本人はよくツイッ
ターを使うので（略）
その、使いたい、なんか言いたいことを考えて、
大体日本語でこういう感じかなって思って、考え
て、一応Googleにいれて、みて
でてきたツイッターとかそういう 雑草日記みた
いなブログとかみて、あーそれが正しい言い方か
なーとか思って、使います

マルコ



なぜ日本語で書くのか?
• 一番多い理由
「いつもその人とは日本語を使っているから」(14/24)
• 二番目に多い理由
「使わないと忘れるから」（11/24)
その時の感情の表しが日本語の方がしっくりくるから（ブラジル・幼少期
日本ですごす・帰国生）
相手が日本語で書いていたので（韓国・日本在住・会社員）
日本で生活しているので、時々自分のFBで日本語で書きたいです。特に理
由がありません。（ベトナム・日本在住・会社員）
特別な理由はない（ベトナム）
その時の気分による。深くは考えていない（ベトナム）



Facebookにあまり投稿しなくなった

はい いいえ

進行するFacebookのSilent User化

８８％



Facebookに投稿しなくなった理由

（１）プライベートなことをSNSで発信したくないから

• 私にとって、人生と言うのはプライベートなことだと思う。（アメリカ・
日本在住）

• はい。年を取ると、私事とか、個人的見解とかをシェアすることをやめ
たい感じになるそうです。（カナダ在住）

• はい、あまり自分の行動などを公的にアップするのが好きじゃないので、
ごく稀にしか自分からは投稿していません。（日系人・ブラジル在住）



（２）投稿したい内容がない

• 友達のポストを見るためにまだ使っていますが自ら投稿するの
が少なくなっている。あまり面白いことがないから。（インド
ネシア）

• 特に投稿したい内容がありませんので（中国・日本在住）

Facebookに投稿しなくなった理由



まとめ
• 日本語非母語話者はFBの日本語ポストについて「内容」「自然
さ」「関係性」の順に気にしている

• Facebookには通常の産出のコミュニケーションにはないメ
ディア特性がある（メトロリンガルな言語場、公開性・公共性、
分人性の可視化、透過性の調整機能としての複言語、平等性、
ネットワーキング）

• 彼らの個人の言語政策・言語選択・複言語的な人間関係などを
全体的に見た上で産出支援について考える必要がある

• 日本語ポストの質を高める支援も重要だが、まず「正しさ」や
「自然さ」に対する強迫観念を和らげることが全体的に日本語
産出を伸ばしていくことにつながるのではないか。その結果と
して質も変化するのではないか。



日本語教育への示唆

• Facebookのポストには日本語産出の質を上げる以前の
問題がある

• Facebookはまず多くの日本語学習者にとって
「よむ」「つながりをもつ」メディアという前提に立つ

• 「日本語で⾧く書く」壁は高くて多い



産出支援に向けて:
日本語教師に期待すること

• Facebookというのは言語的寛容性の高い世界という 前
提に立ち、日本語、日本語人、日本語教師の「日本語寛容
性（レジリエンス）」を上げる方向性にうごく

• 学習者が不完全であっても日本語まじりでポストしたら
「いいね」を押す

• 学習者がつうじる言葉で（ポストを歓迎している）コメン
トを書く

• 必要に応じ、教室で上手なストラテジーを獲得するための
アドバイス



日本語教育への示唆:産出支援にむけて

• どれが自分の言いたい言い方に近いかを主体的に選び
取れる力を養う

• 内容や表現の適切さ、ふさわしさを見分ける力を養う
• ポストを一緒にみて、それぞれがどう感じるかを話し
合う活動を行う
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