
国際日本学コンソーシアム：国際ジョイントゼミⅠ（日本語・日本語教育部門） 

中日接触場面のグループ討論における 

提案に関する分析 

楊 虹

1. はじめに 

近年、日本語母語話者と日本語学習者が参加する会

話場面への関心が高まりつつある。言語や文化が異な

る者同士が参加する会話場面は接触場面と言われてお

り、そのうち、片方が母語話者で、片方がその言語の

学習者の場合は、相手言語接触場面と分類される（フ

ァン 1998）。そこでは、母語話者と学習者は「言語的

なホストとゲストの関係」にあり、母語話者は「言語

ホスト」として会話を管理するという。 
一方、現在、日本の大学では、留学生と日本人学生

がともに学びあう様々な取り組みが行われている。こ

れらの取り組みの主な目的は、留学生と日本人学生が

身近な問題等について話しあい、ある共通のテーマの

下での協同活動を通して、相互理解を深めながら学ん

でいくことにあると思われる。このような話し合いの

場面でも、日本語母語話者が言語ホストとして会話の

場を管理するということが指摘されている（佐々木

2005、楊・ほか 2006）。 
佐々木（2005）は、談話標識「じゃあ」の分析を通

して、日本人大学生の討論では司会役が存在し、留学

生との討論においては、日本語母語話者は母語話者意

識から司会役となって、討論の進行を管理すると指摘

している。楊・ほか（2006）は、討論における沈黙後

の発話者と発話機能を分析した結果、日本人学生がよ

り多くの発話をし、またその発話機能は、留学生から

意見等を引き出すものが主であったということを報告

し、「母語話者―非母語話者」の関係による影響を指摘

している。この二つの研究は、異なる切り口から接触

場面の討論における日本人学生の母語話者意識を指摘

しており、接触場面の討論においても母語話者が言語

ホストとして討論を管理しているということが明らか

になっている。 
日本語母語話者と留学生が参加する接触場面のグル

ープでの話し合いの展開過程について、斉藤・ほか

（1997）は 1「話題提出」、2「意見陳述（提案）」、3「賛

成または反対の理由・表明」、4「合意と確認」という

4 つのステップからなると分析している。すなわち、

参加者たちが提案や意見を出し合わなければ、討論は

成り立たず、提案は討論の課題を達成するための重要

な要素である。では、このような提案の場面でも、上

記のような言語によるホストとゲストの関係は現れる

のだろうか。本研究は、討論における提案という切り

口から、中日接触場面のグループ討論を分析し、討論

場面における参加者の参加のし方を明らかにする。 
  
2. 目的及び課題 

 本研究では、中日接触場面の討論における提案に焦

点を当て、中日参加者の提案のし方に違いがあるかど

うかを明らかにすることを目的とし、以下 2 つの課題

を設けた。 
課題 1. 中日参加者の提案の頻度に差が見られるか 
課題 2. 中日参加者の提案のし方に違いが見られるか 
 
3. 研究方法 
3.1 データ 
中国の某大学で行われたグループ討論（6 組）の録

音・録画資料を用いる。討論の時間は 20 分で、1 グル

ープは 4 人（中 2 人、日 2 人）により構成される。中

国人参加者は日本語専攻 4 年生で、日本語のレベルは

中上級であり、日本人参加者は、当該大学に留学に来

ている語学留学生であり、中国滞在歴は 1 ヶ月から 1
年間までである。参加者は全員女性である。 
討論のテーマは「日本人大学生の団体に中国の一箇

所を案内するとしたらどこを案内するか」であり、討

論後に討論の結果を発表することとなっている。また、

討論の結果（行き先及びその理由、発表者）を記入す

るタスクシートを各グループに 1 枚配布し、案内する

場所を 20 分以内に決定するよう指示した。 
 

3.2 分析方法 
 本研究では、提案の場面に焦点をあて、提案に関す

る発話は「提案を求める」と「提案を行う」という 2
種類の発話を含むと捉える。「日本人に案内する中国の

名所を決める」ことが討論の課題であるため、「具体的

な地名を候補として挙げること」を提案と定義する。

したがって、どのようなところが良いか、という候補

地選考の基準となるものの提示は、「提案を行う」とし

ない。また、他の参加者があげた候補地に賛同を示し、
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同じ地名を挙げるものも、「提案を行う」発話としない。 表 2 中日参加者の提案の発話の生起頻度 
 また、「提案を求める」発話については、場所を挙げ

ることを要求する発話を、提案を求める発話とし、「ど

う」、「どうしよう」のような発話は提案を求める発話

としない。 
 

表 1 提案の発話例 

 発 話 
1．提案を求める J5：どこがいい？ 
2．提案を行う発話 J6：桂 桂林とか 

課題 1 については、提案を求める発話及び提案を行

う発話を抽出し、日本語母語話者と中国人学習者それ

ぞれの回数を集計した。 
課題 2 については、参加者がどのような状況で提案

を求めるまたは提案を行う発話をしたかについて分析

を行った。 
１） 提案を求める発話 

まず、提案を求める発話のタイミングを下記 3 つの

パターンに分類した。 
パターンA：あいづち的な発話・沈黙の後 i 
パターンB：実質的な発話の後 
パターンC：割り込み 
次に、誰に対して提案を求めるのか、その発話の宛

先を分析した。宛先は、①中国人参加者、②日本人参

加者、③中日双方、という 3 つに分類する。 
２） 提案を行う発話 

 提案を求める 提案を行う 
中 7 29% 19 63% 
日 17 71% 11 37% 
計 24 100% 30 100%

（左：回数 右：割合） 

提案を求めるまたは提案を行う発話の生起頻度の分

析から、本研究では、日本人参加者は、主に提案を求

め、中国人参加者は主に提案を行うことによって、討

論に参加していることが明らかになった。提案におけ

る中日参加者の役割分担が示唆された。 
斉藤・ほか（1997）は、日本人学生と留学生の話し

あいの場面を詳細に分析した結果、積極的に提案を行

う留学生と比べ、日本人学生には、提案を控える傾向

があると報告している。本研究でも同じような結果が

見られた。すなわち、日本人参加者には、積極的に提

案を行うことよりも、他の参加者の意見を伺うことに

重きが置かれているという参加の特徴が窺える。 
一方で、討論で与えられた課題が結果に影響してい

ることも考えられる。「日本人大学生に案内する中国の

観光地を一つあげる」という課題に関して、最も多く

の情報を持っており、より積極的に提案を行える者は

中国人参加者であるという役割意識が中日参加者の双

方により意識されていることも推測される。このよう

な役割意識から、中国人参加者が提案を求めることよ

りも、自ら提案することを志向し、一方の日本人参加

者は、提案を求めることを志向するということも考え

られる。 
提案を行う発話については、まず「提案や意見を求

められた後に提案を行う」発話をしたものと、「自ら提

案を行う」発話をしたものに 2 分類する。「自ら提案を

行う」ものについては、上記１）の 3 つのパターンに

分類して、分析する。なお、「自ら提案を行う」発話は、

他の参加者が明示的に提案を求められている際に、代

わりに提案を行うものも含む。 

 

4.2 中日参加者の提案のし方 
4.2.1 提案を求める場合 
提案を求める場合、提案を求めるタイミング及びそ

の宛先について、分析を行った。 

 まず、提案を求めるタイミングについて分析した結

果、両者とも、Ａ相づち的な発話・沈黙の後、他の参

加者に提案を求める発話が最も多く見られる（表 3）。 
4. 結果 
4.1 中日参加者の提案の頻度 

 中日参加者の提案を求める発話と提案を行う発話の

生起頻度について、表 2iiにまとめた。提案を求める発

話のうち、中国人参加者によるものは全体の 29%しか

ない。71%の提案を求める発話は日本人参加者による

ものである。一方、提案を行う発話を見ると、全体の

63%に相当する発話は中国人参加者によるものであり、

日本人参加者によるものは 37％にとどまる。 

表 3 提案を求めるタイミングの中日比較 

パターン 中 日 
A: 相づち的な発話・沈黙の後 5 14 
B: 実質的な発話の後 1 3 
C: 割り込み 1 0 

計 7 17 
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次に、提案を求める発話の宛先について分析した結

果、中国人参加者の発話の宛先は、主に日本人参加者

となっているが、日本人参加者の発話の宛先は、中国

人参加者のほか、日本人参加者や、中日双方に宛てる

ものも見られた（表 4）。 

日本語による会話において、相づちや、くり返し、

笑い等は話題を終了させる表示として用いられる（メ

イナード 1993）。先行話題について、もう十分話した

というサインが出された後、提案を求める発話により、

討論を新たな展開へと導く。 
  会話例１では、C1 が自分の意見を述べた後、他の参

加者から、相づちのみ（20-22）見られたため、提案を

求める発話をした（23）。 
表 4 提案を求める発話の宛先の中日比較（回） 

 
会話例1 

18J1 南のほう[う：ん 
19C1 [がいいかな？ でもうん北のほう

もずいぶんう：ん有名な山[があ 
るし： 

20J1 [お：： 
21C1 うん 
22J1 う：：ん 

→23C1 你觉得哪里好呢？（日訳：どこがいいと思

う？） 

宛 先 中 日 
中国人参加者 2 9 
日本人参加者 5 3 
中・日双方 0 5 
計 7 17 

中国人参加者も日本人参加者も、同じ母語を持つ者

に対してよりも、母語が異なる参加者に、より多くの

提案を求めるという共通した結果が見られた。中日参

加者は共通して、異なる母語を持つ参加者に配慮をし

て、同じ母語話者同士よりも、異なる母語を持つ参加

者の意見をより積極的に取り入れようとしているとい

うことが推察される。  
会話例 2 では、北京についての話題（216-274）が収

束した後、J4 が提案を求める発話をした（276）。ここ

では、J4 は相手の相づちの後、自らの発話くり返し

（274）、さらに相づちを打ち（275）、間を取ってから、

次に検討する候補地の提案を求めた。 

一方で、中国人参加者には、中日参加者双方に向け

る提案を求める発話は見られなかったが、日本人参加

者には、中日参加者の双方に提案を求める発話も見ら

れた。会話例 3 は会話例 2 の続きである。会話例 2 の

278 で C4 による提案が見られた後、J4 はさらに提案

を求める発話をした。 
会話例2  

会話例3 
279C3 飛行機でいいｈｈ 
280全員 ｈｈｈｈｈ 
281J4 ｈｈｈｈｈｈどう？（手でC3 を指しな

がら） 
282C4 もし一箇所だけね： 
283J4 一箇所 
284C4 はい 珍しい珍しいチャンスだったら

[あのう 
→285J4 [どこがお勧め？（手で J3 とC3 を指し

ながら） 
286C4 雲南省 
287J4 あそうか雲南省 

216J4 みんなは北京に行った 北京に行ったこと

ある？ 
217C4 [うん 
218C3 [うん 
219J4 どうやっていくの 

 ＜中略＞ 
271C4 飛行機は早いですよ hhhhhh 
272J4 早い早い 早いよ：だって北京と大連は 1

時間もかかんないもん  
273C4 お：：はい 
274J4 かかんない かかんない  
275J4 そうか： ま：  

→276J4 じゃあ[どうしようかどこがどこがお勧め？

（手でC4、C3 を順番で指しながら）じゃ

あ[大連以外だ(h)った(h)ら.h 
277J3 [うん 
278C4   [私は                    雲南省のほう

がいいかなと思っていますけど 

 
ここでは、結果的には、自分の意見をくり返したC4

の発話（286）によって、討論の会話は、雲南省につい

て具体的に検討するという場面に入ったが、J4 は、C4
による一回目の提案が出された後、提案をしていない

参加者に向かって、提案を求めた。日本人参加者が、
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会話例5 提案を求める発話を通して、参加者全員が均等に討論

に参加できるようにも配慮しているということが示唆

される。 
 

4.2.2 提案を行う場合 
4.1 で示したように、日本人参加者と比べ、中国人参

加者には、提案を行う発話が多く見られた。本節では

さらに、両者がそれぞれどのようなタイミングで提案

を行っているかについて分析した。その結果、提案や

意見を求められた後提案を行う発話は、中日それぞれ、

5 回と 6 回で、差が見られなかった。一方で、自ら提

案を行う発話については、中国人参加者には、14 回見

られたのに対し、日本人参加者には、5 回しか見られ

ず、両者に差が見られた。また、その下位分類を見る

と、中国人参加者には、日本人参加者に見られなかっ

たパターンC 割り込みによる提案も見られた（表 5）。 
 
表 5 提案を行うタイミングの中日比較(単位：回) 

 中 日 

1）提案や意見を求められた後 5 6 

2）自ら 

A:相づち的な発話・沈黙の後 

B:実質的な発話の後 

7 3 

4 2 

C:割り込み 3 0 
  計 19 11 

 

まず他の参加者から、提案または意見を求められた

後に行う提案の会話例を見てみる。会話例 4 では、J5
はC5 の指名を受け、提案を行った。 
 

会話例4 
57C5 はい J5 さんは？ 

→58J5 私は大連にしか行ったことがないので

59J6 あそうなんだ 
→60J5 知らないので え：大連を紹介します

68J1 う：んどこわかんないな[：どこがいい 
69C1            [うん     

うん 
70J2 どうしようどうしよう 
71C1 うん 

→72C2 え 中国の ん：唐の時代の うん 首都

長安は知っていますか 
73J1 うん 
74J2 うんうん 
75C2 長安今の西[安 
76J1      [西安 

 
一方で、パターンC 割り込みによる提案は、相手の

ターンを強制終了してしまい、より強いイニシアティ

ブを持つと考えられる。 
会話例 6 では、J1 は、C2 から日本人として歴史の

あるところと景色の美しいところと、どちらが興味深

いかという質問（32、34、36、39）を受け、40 で「ぱ

っと浮かぶのは」と答えようとしたところ、41C1 の「そ

うねもしなんか」という割り込みの発話を受け、自分

の発話を続けるのをやめ、「なんだろう」とつぶやき、

ターンをC1 に譲った。C1 は自分の発話を継続し、北

京という地名を挙げて、提案を行った。 
 

会話例6 
32C2 じゃあ日本人、日本人にとっては、中国の

名所と 
33J1 うん 
34C2 う：んう：ん景色、美しいところと 
35J1 いったら？ 
36C2 hhhhhh どちらがうん 
37J1 う：：ん 
38J2 う：ん 
39C2 興味（．）深い 
40J1 興味[ぱっと浮かぶのは（.）゚ なんだろう゜

→41C1  [そうねもしなんか        北

京だったら[故宮が[ある 
42J1 [うん [故宮か 

 
一方、提案や意見を求められて行うものと比べ、自ら

提案を行う発話には、より積極的な働きかけが見られる。 
会話例 5 は、パターンA 相づち的な発話・沈黙の後

の提案である。ここでは、日本人参加者二人とも、ど

うしたらいいかわからないという旨の発話をしており、

討論が立ち止まっている状況である。そこで、72C2
の提案により、話し合いに具体的な内容が加わり、討

論は前へと進むことができた。このような討論が停滞

した時に行われる提案は、その停滞した場面の打開策と

して、討論の展開を促進する役割を果たすと言えよう。 

 
ここでは、C1 が提案するまでの流れをもう一度見て

みよう。まず、35 で、J1 がC2 の質問の続きの一部を

代理で発話した時点から、J1 はすでに C2 の発話意図

を把握していることが推測される。しかし、二人の日

本人参加者は C2 の質問の続きの発話（36）を受けて

からも、明示的な意見表明などせず、それぞれ一回ず
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つ相づちをうち（37、38）、ターンを譲っている。そし

て、39 でC2 が意見を求める自分の発話を完成させた

後、J1 はようやくターンを受け取った。しかし、その

発話は 39C2 の発話の一部をくり返しただけであった

（40）。ここまでは二人の日本人参加者は意見を求めら

れていることを知りつつ、相づちや、くり返ししか発

話しておらず、なかなか明確な意見を出さないという

ことが観察される。そして、C1 は 41 で「そうねもし

なんか」で提案を始めた。この提案は、なかなか意見

を出さないまたは出せない日本人参加者に助け舟を差

し出しているということがまず考えられよう。 
しかし、C2 の提案を始める発話は、それまでの現在

の話し手である J1 の発話と重なってしまい、すなわち、

その発話は、ターン移行適切場を誤って判断した結果

でもある。J1 は自分の発話を継続する代わりに、ター

ンを C1 に譲ることで、発話の重なりを解消した。そ

こで、C1 の提案の発話が遂行された。会話例 6 に見ら

れる割り込みによる提案は、日本人参加者には、自分

の発話が遮られ、提案のフロアを奪われたと受け取ら

れてしまう可能性がある。 
中国人参加者は、様々な場面で自ら提案を行ってい

る。また、その提案は、討論の停滞した局面を打開す

る役割を果たし、討論の展開を促進する働きが見られ

た。一方で、上記の会話例 6 のような割り込みによる

提案は、日本人参加者に差し出した助け舟であると同

時に、日本人参加者のフロアを奪ってしまい、日本人

参加者に違和感を与えたりする等問題となることも考

えられる。 
 

5. まとめと今後の課題 
本研究では、中日接触場面の討論における提案の場

面に焦点を当て、両者の提案における討論への参加の

し方について分析を行った。その結果、日本語母語話

者は主に、提案を求めることにより、討論の進行を管

理し、展開を促進しているが、中国人学習者は、提案

を求めることよりも、自ら提案を行うことにより討論

の展開を促進しているということが明らかになった。 
ファン（1995）では、接触場面の会話において、母

語話者が言語ホスト役として会話参加し、積極的な話

題導入等で非母語話者から発話を引き出し、非母語話

者の会話参加を支援していると述べている。また、楊・

ほか（2006）では、沈黙の後、日本語母語話者が説明

や意見を要求する発話をすることにより、討論の進行

を管理することを報告している。本研究でも、中国人

参加者の発話を引き出す「提案を求める」発話が多く

見られ、これらの先行研究の指摘と共通した結果が見

られた。一方で、非母語話者の中国人参加者は積極的

に提案を行うことにより、話しあいの素材を提供し、

日本語母語話者と異なる方法で討論の場を維持し、管

理していることが窺えた。接触場面の討論における会

話の管理は、日本語母語話者だけによるものではなく、

非母語話者も積極的に関わり、参加者の双方が進行の

管理を行っているということが示唆された。 
また、本研究では、中日参加者の提案を求めるまた

は提案を行う発話のし方にも相違点が見られた。日本

人参加者は、参加者全員が均等に会話参加できるよう

に配慮して提案を求める。一方で、中国人参加者の自

ら提案を行う発話のなかには、討論の展開を促進する

働きはあるものの、相手の日本語母語話者に違和感を

与えてしまい、ひいては相手の会話参加の妨げとなる

可能性が感じられるものもある。これは、日本語学習

者が目標言語による接触場面の談話に参加する際の特

有の問題であるか、中日母語話者の会話のスタイルの

相違や、討論の談話管理の志向の相違によるものかに

ついては、明らかではない。 
本研究は接触場面の討論における提案について探索

的な分析を試みたが、データ数が少なく、提案の場面

そのものが少ないため、本研究で得られた結果を一般

化することはできない。今後は、異なる母語話者が参

加する接触場面の討論との比較も含め、さらに詳細な

分析を行い、接触場面における討論の談話管理の相違

を明らかにしたい。 
 

文字化規則 

最初の数字は文字化資料につけられた通し番号であ

り、次のアルファベットと数字は発話者を示す。J は

日本人参加者、C は中国人参加者を示す。数字は中日

参加者それぞれにつけられた通し番号である。：は音の

伸ばし、[ は重なり、（．）は 1 秒未満の短い間、゜゜

は小さい声、h は笑い、（ ）は非言語情報、をそれぞ

れ示す。 
 

付記 

本研究は、科学研究費補助金研究（平成 18 年度～20
年度基盤研究B）、課題番号：18320080「多文化共生社

会における幼児から大学生までのコミュニケーション

能力育成モデルの開発」（研究代表者：佐々木泰子）の

研究の一部である。 
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注 

1. 杉戸(1987)は発話を「なんらかの実質的な内容を表す内容

形式を含み、判断説明、質問、回答、要求など事実の叙述

や聞き手へのはたらきかけをする」「実質的な発話」と、「談

話の内容的、実質的な進展に積極的には働かない性格」を

持つ「相づち的な発話」とに 2 分類している。 
2. 本研究では、1 つの提案を求める発話に対して、すべて相

手から提案を行う発話が見られるわけではないため、提案

を求める発話と提案を行う発話は、1 対 1 で対応していな

い。たとえば、複数の参加者からの 3 回続けての提案を求

める発話に対し、一回の提案を行う発話が見られる場合や、

提案を行う代わりに、提案を求めた相手に意見を求める発

話をする場合等もある。中国人参加者の 7 回の提案を求め

る発話に対して、提案を行う発話は 1 回のみ見られ、日本

人参加者が行った 17 回の提案を求める発話に対して、提案

を行う発話は 9 回見られた。また、提案を求められた参加

者ではなく、他の参加者が代わりに提案する場合も見られ

た。なぜ提案を求められた参加者が提案を行わなかったか、

また中国人参加者の提案を求める発話に対する「提案率」

がなぜこれほど低かったのか、などについては、紙幅の関

係で今回は割愛し、稿を改めて論じたい。 
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