Journal CAJLE, Vol. 12 (2011)

日本語学習者の聞き手としての行動
―相づちとうなずきの使用と認識の結果から―
半沢 千絵美
アイオワ大学
要

旨

本稿では日本語母語話者（NS）と学習者（NNS）の相づちとうなずき
に焦点をあて、実際の使用と認識という二つの側面から両グループの聞き
手としての行動を比較した。初対面同士のNS−NSとNS−NNSの会話を14組
ずつビデオ録画し、聞き手の相づちとうなずきの頻度と種類を分析した。
また、話し手としての参加者には、聞き手の相づちとうなずきの使用がど
のような印象をもたらしたか、再生刺激法（Stimulated recall）を取り入れ
たインタビューを行い調査した。相づちとうなずきの頻度を別々に分析し
たところ、NSとNNSとでははっきりとした頻度の差は見られなかったが、
それらの合計の頻度は母語話者の方が高く、有意な差が確認された。また、
母語話者の相づちとうなずきの頻度には有意な負の相関が見られ、非言語
的行動の重要さが示唆された。インタビューの結果からは、日本語母語話
者は、聞き手がNSとNNSの場合では、相づちとうなずきの使用に対し異
なる認識を持っていたことが分かった。

1.

はじめに
「相づち」という言葉は日常会話の中で使われるだけではなく、歌詞や

小説などにも使われ、日本人の日常生活に密着している言葉である。また、
適度に相づちを打つことは会話のマナー上大切なことだとして取り上げら
れることも多い。『エレガントなマナーと話し方』（住友 2007）では、
聞き上手になるためのマナーとして絶妙な相づちを入れることが挙げられ、
相づちを打つことは相手に安心感を与え、自分への信頼にもつながると説
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明されている。しかし、絶妙な相づちが具体的にどのようなものかについ
ては記述がなく、読者の判断に委ねられている。
相づちをはじめとする聞き手としての行動は日本語母語話者の実態です
ら解明されていない部分が多く、学習者の聞き手としての行動に関しても
一貫した結果が出ていないのが現状である。また、相づちだけではなくう
なずきや笑いといった非言語的行動も頻繁に聞き手としての行動として現
れるが、うなずきは相づちの一種であるということが示されるだけで、多
くの研究では研究対象から外されている。研究対象から外される原因には、
以前は視覚的情報を記録する技術が発達していなかったということも考え
られるが、書き起こしや分析の困難さもあるのかもしれない。
本稿では、日本語母語話者と学習者の相づちとうなずき両方を使用と認
識の二つの側面から捉え、学習者の相づちとうなずきが母語話者のものと
どう違うのか、さらには、学習者の相づちとうなずきの使用が母語話者に
どう認識されているのかを分析、考察する。

2.

先行研究と研究課題

2.1

日本語母語話者の相づちとうなずき

相づちの研究は 80 年代ごろから始まり、主に頻度や機能、出現位置の
研究がなされているが、研究結果にはばらつきがあり、未だ相づちの定義
も統一がなされていない。先行研究で主に用いられているのはメイナード
（1993）と堀口（1997）であるが、二人の相づちの定義に共通するのは、
1）話し手が発話権を持っている間に、2）聞き手が送る、3）短い発話と
いう三つの要素である。メイナードと堀口の相づちの定義は多くの研究者
に支持されているが、相づちが話し手の発話権内で起こるという主張には
異論もある。郭（2003）は聞き手が相づちのような短い発話を発した後に
発話順番を取った場合、その短い発話を相づち的表現と呼び分析した。そ
の結果、相づちと同じ表現形式の発話のうち、2 割程度が相づち的表現に
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分類されることが分かった。大浜（2006）もこの問題に言及し、相づちの
研究を進めるには出現位置をあらかじめ限定するべきではないと主張して
いる。
相づちの出現位置の問題は話し手と聞き手に発話順番の交代（turntaking）が存在する自由会話では避けられない現象であり、それと同時に、
日常会話では頻繁に起こる状況でもある。本研究では発話順番の交代が多
く見られる自由会話と、発話順番の交代が最小限であろうと考えられる物
語の伝達の二つのディスコースを設定することで、発話順番の交代を分析
の際に考慮した。しかし、本稿では紙幅の都合により、物語の伝達中に現
れた相づちとうなずきの使用についてのみ報告する。
これまでの研究では主に自由会話の中に現れた相づちやうなずきが分析
されているが、特に頻度に関しての研究が多い。それは他言語に比べて日
本語母語話者は相づちの使用頻度が高いと言われているからだと考えられ
るが、1 分間に 15−20 回（水谷 1988）、100 音節に 5.5 回（渡辺 1994）相
づちを使用していたという報告がある。他言語との比較も行われており、
日本語母語話者は英語母語話者よりも相づちを頻繁に使っているというの
が、これまでの主な研究結果である（メイナード 1993、大浜 2006）。
うなずきは非言語的な相づちと捉えられる場合が多いが（メイナード
1993、大浜 2006）、うなずきと相づちが同じように機能するかどうかは
分かっておらず、うなずきが相づちの一種であるという見解は研究結果を
通して証明されたものではない。英語の物語の伝達に関する研究だが、
Stivers（2008）は相づちとうなずきを会話分析の手法を用いて分析し、そ
れらが異なる談話機能を示していたと報告している。
しかし、うなずきと相づちが深い関係性を示していることはこれまでの
研究で示唆されている。Miyazaki（2005）は指示を聞くという文脈の中で
の相づちと無言のうなずきの頻度を分析し、どちらを多く使うかの比率に
は個人差があるものの、合計頻度は同じぐらいになったという結果を報告
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している。また、メイナード（1993）は、合計 60 分の会話データの中で
日本語では 164 回、英語では 150 回のうなずきが使用されたという結果を
報告しているが、このデータ内の相づちの使用頻度はそれぞれ 614 回と
215 回ということをふまえると、英語母語話者にとって、無言のうなずき
は聞き手の役割として重要な位置を占めていることが分かる。

2.2

学習者の相づちとうなずき

母語話者の相づちの研究同様、学習者の相づちも頻度に関連した研究が
多くなされているが、これまでの研究結果からは、必ずしも学習者の相づ
ちの頻度が母語話者のものより低いということは断定できない 。堀口
（1997）は上級の学習者、渡辺（1994）は初級、中級、上級の学習者を対
象に相づちの頻度を調べ、学習者の相づちの頻度は母語話者のものより低
かったと報告しているが、Mukai（1999）の研究のように、上級学習者の
相づちは量的には母語話者と変わらなかったいう結果も出ている。Mukai
は量的な違いだけではなく質的な違いにも注目し、学習者は感情を表す相
づちの使用が少なかったと報告した。
相づちの表現形式に関連して、堀口（1997）の上級学習者は 11 分から
19 分の学習者同士の会話の中で、少ない学習者では 0、多い学習者では
26 種類の相づちを使っていた。堀口は上級学習者も母語話者同様、多様
な相づちを使用していたと述べているが、母語話者と学習者の相づちの表
現形式を同じ条件下で調べたわけではないので、学習者と母語話者の直接
の比較はできない。
学習者の聞き手としての行動が研究課題になっているということは、教
育現場、または研究者間に学習者の聞き手としての行動に何らかの問題点
があるという直感的な判断があるからだと考えられるが、どこに母語話者
との違いがあるのかはまだ分かっていない。その原因の一つに、聞き手と
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しての行動は母語話者間にも個人差があり、容易に母語話者と学習者の行
動を比較できないということが考えられるのではないだろうか。
そこで、本稿では視点を変え、相づちやうなずきの使用だけではなく、
それらが会話の相手からどう認識されているかにも注目することにした。
Mizutani（1982）は学習者の相づちの使用について以下のように述べてい
る。
Lack of understanding of this use of response words thus causes a twofold
problem for foreign students of Japanese: they are both disturbed by the
response of the Japanese listener while they are speaking, and themselves
disturb the Japanese speaker through their failure to give the proper response
when listening. (Mizutani 1982: 33)
学習者の相づちへの理解に対する欠如が、学習者自身が感じる不快感、そ
して、周りを不快に感じさせるという二つの問題点を生み出すという指摘
であるが、本稿では特に後者の見解について調査する。

2.3

聞き手としての行動に対する認識と印象

聞き手としての行動がどのように認識されるかについての研究は、相づ
ちやうなずきの使用に関する研究と比べると数が少ない。川名（1986）は
実験の参加者を二つのグループに分け、聞き手に意図的に相づちとうなず
きを多く、または少なく使用してもらうグループを作った。そして、それ
ぞれのグループの話し手に聞き手の印象についてアンケートを実施した。
その結果、相づちとうなずきを意図的に多く使用した聞き手と会話をした
話し手は相手に好印象を抱いたという結果が出た。
Miyazaki（2005）は実際の会話ではなく、撮影した約 50 秒間の会話を
ビデオで見せて印象判定の材料とした。川名同様、相づちとうなずきの頻
度は意図的に調整されてあり、それらのビデオを 30 名の参加者が視聴し、
判定した。その結果、相づちとうなずきを過度に使用した人に対しては印
象がよくなかったが、相づちとうなずきが少なかった人に対しては特に悪
い印象はなかったと報告されている。
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川名と Miyazaki は日本語母語話者の相づちとうなずきの使用に対する
印象を調査しているが、第二言語での相づちとうなずきの印象を調べたも
のに White（1989）の日本人英語学習者を対象にした研究がある。前述の
Mizutani（1982）の見解をもとに、日本人英語学習者と英語母語話者が英
語で会話をした場合、日本人の相づちやうなずきに対して英語母語話者が
不快感を表すのではないかという仮説を立てて実験を行ったが、英語母語
話者は日本人英語学習者に対して特に不快感は抱かず、丁寧な印象を受け
たという結果が報告されている。

2.4

研究目的

これまでの相づちとうなずきの研究では、母語話者、学習者どちらの場
合でも、実際の使用を分析して比較したものが多く、相づちの使用が相手
にどう認識されているかはまだ解明されていない。しかし、相づちやうな
ずきを含めた聞き手としての行動が会話の相手にどう思われているのかが
分からなければ、学習者の相づちとうなずきの使用が不快感を与えている
のか、または、不自然に感じられているのか分からないままである。そこ
で、本稿では相づちとうなずきの使用を母語話者と学習者で比較するだけ
ではなく、相づちとうなずきがどう認識されているかについても研究課題
として提示し、聞き手としての行動を二つの側面から分析、考察する。以
下が二つの研究課題である。
研究課題 1：初対面同士の会話において、母語話者・学習者間には相
づちとうなずきの頻度と種類に違いが見られるのか。
研究課題 2：初対面同士の会話において、相づち・うなずきの使用は
会話参加者にどのように認識されるのか。日本語母語話
者と学習者では、認識のされ方に違いがあるのか。
以下、研究方法、研究結果、まとめと考察の順に本稿を進める。
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3.

研究方法

3.1

参加者とデータ収集の手順

母語話者同士（以下 NS−NS）と母語話者と学習者（以下 NS−NNS）の
組み合わせでデータを集めた。それぞれ 14 組ずつのデータが分析可能と
なったため、母語話者（NS）は 42 名、学習者（NNS）は 14 名が参加し
たことになる。28 組中 24 組のデータ収集は日本で実施したが、4 組はア
メリカ国内で行った。以下、表 1 に参加者の基本情報をまとめている。

表1

参加者の基本情報
性別
母語

NS
(n=42)

女性 日本語

NNS
女性 英語
(n=14)

年齢
18 歳~23 歳
（平均 20 歳）

19 歳~28 歳
（平均 21.3
歳）

データ収集時の
在住国
日本（n=38）
アメリカ（n=4*）
*渡米後 3 週間未
満
日本（n=10)
アメリカ（n=4）

海外／日本在住
経験
過去に海外在住経
験あり
n=4（1~3 ヶ月）
今回の来日以前に
日本在住経験あり
n=7（0~6 ヶ月）

学習者は初級の文法項目を履修し終え、アメリカの大学、またはアメリ
カの大学に在籍する学生を対象とした日本語サマープログラムの中級、ま
たは上級クラスに在籍していた学習者である。学習者の日本語能力にばら
つきがないかを測定するために SPOT（Simple Performance-Oriented Test）
(1)

を実施したところ、二名の学習者が極端に低い点数を示した。そのうち

一名は日本語母語話者とスムーズな会話の進行が困難だったため分析には
含めなかったが、もう一名は会話の進行に支障が見られなかったので分析
対象とした。
データ収集は初対面同士の参加者二名が自由会話と物語の伝達を行い、
その後、二名のうち一名に残ってもらいインタビューをする形で進められ
た。具体的なデータ収集の流れは以下に説明する。
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まず、参加者二人を紹介した後「お互いを知るために自由に話してくだ
さい」と指示し、10 分間自由に話をしてもらった。次に、物語の伝達の
データを取るために、両者に旅行に関する短い体験談を話してもらった。
すぐに体験談を思い出せない可能性もあるため「旅行中迷子になってしま
った」「コミュニケーションの問題」などが書かれたカードを 10 枚見せ、
自分の体験談を思い出すヒントとしてもらった。自由会話と物語の伝達は
ビデオ録画をした。なお、参加者が話している間は筆者はその場から退席
し、参加者の視界には入らないようにした。
両参加者が自分の体験談を伝えた後は、NS−NS のペアではあらかじめ
決められた話し手の役割を持つ人、NS−NNS のペアでは母語話者の方に残
ってもらい、インタビューを実施した。インタビューでは参加者に自由会
話と物語の伝達のビデオ映像を見ながら、自分が考えていたことを報告し
てもらう再生刺激法（Stimulated recall）を使うことにした。これは、相づ
ちやうなずきなど、会話の内容には大きく影響しない要素はビデオ等の刺
激材料なしでは簡単に思い出せないのではないかと判断したためである。
ただ、ビデオを見ながらでも相手の相づちやうなずきについての報告がな
い場合には「この時何か考えていましたか。」「〜さんの反応についてど
う思いましたか。」と質問をし、参加者の発言を促した。

3.2

分析方法

録画したビデオは自由会話と物語の伝達の二つに分け文字化した。先に
も言及したように、本稿では物語の伝達の結果のみについて報告するが、
二人の参加者がお互いに伝えた物語のうち、話し手が聞き手に伝えた物語
のみを分析対象とする。物語の長さは参加者によって異なったが、母語話
者が聞いた物語（NS−NS）の平均の長さは 115 秒、学習者が聞いた物語
（NS−NNS）の平均の長さは 113.7 秒となった。
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本研究において相づちとは「はい」「そうですか」「なるほど」などの
意味を持つ短い発話と「ああ」「ん」「うわ」などそれ自体は意味を持た
ない短い発話、また「大変でしたね」「ひどいですね。」などの評価や感
情を表す短い発話のことである。うなずきの定義は Maynard（1989）のも
のを使用し、「はっきりと分かる頭の縦の動きで、最低一回は頭を下方に
動かし、すぐにそれを元の場所に戻す動き」（筆者訳 Maynard 1989: 161）
とした。また、うなずきを伴った相づちは何らかの言語的表現を含むので、
非言語的表現である無言のうなずきとは分けて分析することにし、うなず
きを伴った相づちは相づちとみなした。
これまでの研究では相づちの頻度を測定するために、1 分間当たり（堀
口 1997）、100 拍（モーラ）当たり（渡辺 1994）、または相づちと相づ
ちの間隔時間（大浜 2006）という単位が使われてきた。この中でも特に
時間を単位としている場合が多かったが、母語話者と学習者の聞き手とし
ての行動を比べる際、話し手の話す速度が異なる可能性があり、時間のみ
を単位にするのは不十分ではないかと考えた。そこで、本研究では 60 秒
当たりの頻度と話し手の発話 100 拍当たりの頻度の両方を測定した。
インタビューの内容もすべて文字化し、相づちとうなずきに関するコ
メントを抜き出した。詳しい分析方法は分析結果とともに報告する。

4．分析結果
相づちとうなずきの使用と認識に関する二つの研究課題に合わせて、そ
れぞれの分析結果について報告する。

4.1
4.1.1

母語話者と学習者の相づちとうなずきの使用（研究課題 1）
相づちとうなずきの頻度

以下の表 2 は母語話者と学習者の相づちとうなずきの頻度の平均値を示
したものである。
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表2

相づちとうなずきの 60 秒当たりと 100 拍当たりの頻度
NS(n=14)
NNS(n=14)
平均値

標準偏差

平均値

標準偏差

t 検定 p 値
（df=26）
P値

相づち（回／60 秒）

12.53

5.78

7.66

3.45

.013*

相づち（回／100 拍）

3.92

2.09

2.88

1.34

.130

うなずき（回／60 秒）

13.14

6.48

8.64

3.04

.030*

うなずき（回／100 拍）

3.82

1.78

3.20

1.08

.274

合計（回／60 秒）

25.66

4.48

16.29

4.54

.000**

合計（回／100 拍）

7.73

1.21

6.09

1.81

.009**

* p.05 ** p.01

t 検定の結果、60 秒当たりの相づちとうなずきのそれぞれの頻度には母
語話者と学習者グループに有意な差が確認できたが、100 拍当たりの頻度
には有意な差が見られなかった。
聞き手が学習者の場合は話し手である母語話者の話すスピードが遅くな
ることも考えられ、自然と 60 秒間当たりの発話量も少なくなる可能性が
ある。その際に、話し手の発話量に合わせて学習者の相づちとうなずきが
少なくなっているのだとすれば、時間のみを基準に相づちやうなずきの頻
度を測定するのは妥当ではないのかもしれない。
相づちとうなずきを個別に見た場合、100 拍当たりの頻度には有意な差
が見られなかったが、相づちとうなずきを合計した頻度には 60 秒当たり、
100 拍当たりのどちらにも有意な差が確認できた。この結果は、相づちと
うなずきの頻度の個人差で説明できるのではないだろうか。つまり、母語
話者にも学習者にも、相づちよりうなずきを多く使う人、または、うなず
きより相づちを多く使う人がいる。そのため、二つのグループの相づちと
うなずきの頻度を個別に比べてもはっきりとした差は見られなかった。し
かし、相づちとうなずきを合計した頻度を見てみると、母語話者が学習者
よりも多く相づちとうなずきを使用し、頻繁に話し手に何らかの反応を送
っていたことが分かる。これまで一般的に学習者は相づちが少ないと言わ
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れてきたのは、意識的または無意識にうなずきも含めた上での認識であり、
相づちのみを分析対象にしても結果にばらつきが見られたのは当然の結果
なのかもしれない。
相づちの頻度とうなずきの頻度の関係をさらに調査するために、上記の
6 つの項目の相関関係を分析した。すると、母語話者の相づちとうなずき
の頻度には 60 秒当たり（r=-.739, p.01）、100 拍当たり（r=-.817, p.01）
のどちらの場合にも有意な負の相関が見られた。負の相関が確認されたと
いうことは、相づちの頻度が高くなるにつれ、うなずきの頻度が低くなる
という関係で、相づちを多く打つ人はうなずきが少ないけれども、相づち
が少ない人はうなずきを多く使用するという補足の関係を表している。こ
れは Miyazaki（2005）の見解を支持するものである。さらに、この結果
はうなずきという非言語的行動が相づちと深く関係する現象であること、
また聞き手としての行動を解明するためには必要不可欠であることを示唆
している。しかし、学習者の相づちとうなずきの頻度には有意な相関関係
は確認できず、上記のような補足の関係がないことが分かった。

4.1.2

相づちの種類

次に、母語話者と学習者では使用する相づちの種類に差が見られるのか、
使用した相づちの種類の数、また、どのような相づちを使用したかを分類
別に分析した結果を報告する。
上述したように、母語話者と学習者が使用した相づちには、「はい」
「なるほど」などの意味を持つ短い発話と「ああ」「ん」などそれ自体は
意味を持たない短い発話、また「大変でしたね」「ひどいですね。」など
の評価や感情を表す短い発話を含めたが、評価や感情を表す短い発話をコ
メントとし、それ以外を相づち詞とする。以下は物語 1 話当たりに使用さ
れた相づち詞の種類の数とコメントの数の平均値を表したものである。
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表3

物語 1 話に使用された相づち詞の種類の数とコメントの数
NS(n=14)
NNS(n=14)
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

物語 1 話に使用された
相づち詞の種類の数
物語 1 話に使用された
コメントの数

6.79

2.60

6.36

2.79

t 検定 p 値
P値
（df=26）
.678

2.50

2.35

1.29

1.20

.097

この表から分かるように、母語話者も学習者も同じぐらいの種類の相づ
ち詞を使っており、二つのグループ間に有意な差は見られなかった。また、
コメントに関しても平均値は学習者の方が少ないが、こちらも二つのグル
ープ間に有意な差は見られなかった。堀口（1997）の上級学習者は最高
26 種類の相づちを使用していたが、母語話者のデータがなかったため、
それが多いのか少ないのか比較が不可能だった。本研究では同じ条件下で
母語話者と学習者の相づち詞の種類を比較することによって、学習者も母
語話者のように複数の種類の相づち詞を使い、聞き手としての行動を示し
ていることが分かった。
次に、相づちの種類を分類して、母語話者と学習者にどのような傾向が
あるか分析した。これまでの相づちの研究では「あ系」「うん系」「はい
系」など音を基準にした分類がなされている場合が多いが（大浜 2006）、
本稿でも便宜上音を基準にして相づち詞を分類した。以下の表 4 はそれぞ
れの相づち詞のグループがどのぐらいの割合で使用されていたかの比較で
ある。各グループに属する相づち詞の例は資料 1 に記載した(2)。

表4

NS
NNS

母語話者と学習者が使用した相づち詞の種類と割合（％）
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

35.2
34.1

29.9
29.2

13.5
10.8

5.3
4.3

5.0
1.6

1.8
1.6

1.8
0.5

5.0
11.9

1.1
4.9

1.4
1.2

100
100

この結果を見ると、母語話者と学習者では使用した相づち詞の種類の数
だけではなく、どのような相づち詞を実際に使用したかの分類もよく似て
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いることが分かる。しかし、「そう系」の相づち詞のみは母語話者と学習
者の数字に開きがあり、学習者の相づち詞の中でも大きな割合を占めてい
ることが分かった。「そう系」の中で、特に学習者に多用されていたのは
「あ（あ）そうですか」「あ（あ）そうなんですか」である。これらは
14 名中 6 名の学習者に使用されていたが、母語話者にはまったく見られ
なかった相づち詞である。
学習者の学習環境の詳しいデータがないため断定はできないが、この
「ああそうですか」とそのバリエーションの使用には学習者が使用した教
科書の影響も可能性として考えられる。 例えば、 Nakama 1（Makino,
Hatasa & Hatasa 1998）には「そうですか」はよく「ああ」を伴い、新しい
情報を得た時に使うという記述がある（p.193）が、この指示に従った場
合、学習者が物語を聞いている時に「ああそうですか」を使用することは
間違ってはいない。しかし、注目すべきことは母語話者はこれらの相づち
詞を使用していなかったという点である。この結果に関連して、筒井
（2007）は「そうですか」を含めた相づちの指導は、聞き手としての行動
を単独に扱うのではなく、話し手の発話に対する言語行動とみなして指導
することが大切だと述べている。今回の学習者の「ああそうですか」の使
用が、指導からくる過剰使用だとすると、これからの相づち指導では、初
級のうちから相づちの表現形式とともに文脈にあった使い方を教えること
がより大切になってくるのではないだろうか。

4.2

聞き手の相づちとうなずきの使用に対する話し手の認識

インタビューの内容は聞き手の相づちとうなずきの使用について言及し
ている部分のみを抜き出した。その結果、母語話者が聞き手の場合は 49、
学習者が聞き手の場合は 71 のコメントが確認された。次に、それらのコ
メントの内容を検証し、どのような要素と関連しているのかを分類した。
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全てのコメントを検証した結果、20 のカテゴリーに分類が可能となっ
た。聞き手の様子に関しては「理解している・知っている・聞いている・
興味がある・共感している・共通点がある」、聞き手の印象に関しては
「親しみやすい・丁寧・女性らしい・日本人らしい・話しやすい・落ち着
いている・好印象」、話し手自身の気持ちに関しては「うれしい・安心で
きる・意外な反応・誤解」、そしてその他として「会話の広がり・会話の
維持・相づちやうなずきの量に対するコメント」の 20 である。
図 1 は聞き手が母語話者の場合と学習者の場合のコメントの分類をまと
めたものである。これらのグラフを比較すると、母語話者が聞き手の場合
は聞き手の相づちやうなずきを、興味や理解を得られた、自分の話を聞い
ている、その話題を知っているといった様々な要素と関連づけていること
が分かる。しかし、学習者が聞き手の場合は母語話者の結果と比べて偏っ
た結果となった。半分以上である 54.3％の割合で、学習者の相づちやうな
ずきの使用は、話し手にとって自分の話を理解しているかどうかの判断材
料となっていたことがうかがえる。これは、聞き手の相づちとうなずきを
たよりに、自分の発話をコントロールしているとも考えられ、話し手のこ
のような傾向は以下のコメントに顕著に現れている。
分かってくれた時は笑顔で相づちも打ってくれますし、反応してくれ
ますし、やっぱり分からない時は首をかしげたりとか、やっぱりそう
いうのを見ると、あ、ちがう日本語しゃべらなきゃって思いました。
（NS—NNS11）
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図1

聞き手が母語話者の場合と学習者の場合のコメントの分類

母語話者同士での会話では相手が理解していることを前提に話す場合が
多く、何か複雑な説明をしていない限り、相手が理解してくれているかど
うかよりも相手がきちんと聞いてくれているか、または興味を持ってくれ
ているかが重要になる。しかし、相手の母語が日本語ではない、自分の話
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が分からないかもしれないということを察すると、相手の相づちとうなず
きは自分が言っていることを理解しているかどうかのサインへと変わり、
話し手は相手の相づちやうなずきを利用して語彙や表現を考えながら話を
進めるのではないだろうか。今回はアメリカの大学に在籍する 20 代女性
の、日本語レベル中上級学習者が対象であり、会話の参加者は初対面とい
う条件だった。これらの条件が変わることによって、学習者の相づちとう
なずきの使用に対する認識が変わることも十分に考えられるが、「母語話
者ではない」という認識がある限り避けられない現象なのかもしれない。
これらのことを考えると、学習者から相づちやうなずきが得られないこ
とは、自分の話が伝わっていないのではないかという不安感を話し手にも
たらすことが考えられる。しかし、実際のデータには否定的なコメントは
ほとんどなく、あったとしても相手が学習者であるということを念頭にお
いたコメントであった。
日本人だったら気を遣ってするような反応とかあるじゃないですか。
「ああそうですね、分かります、分かります。」みたいな反応をする
んですけど、分かんないと全く反応がないんですよね。言語が違うっ
ていうのもあると思うんですけど。(NS–NNS13)
さらには、コメントの中には理解と興味、どちらを意図しているのか判
断に迷っているものもあった。
まず最初の寝過ごしちゃったんですよって伝えたときに、分かってる
のか、分かってないのか、それともただ単に話がつまらなくて反応が
ないのかどれか分からなくて。(NS−NNS9)
もし同じような状況で、母語話者が聞き手の場合は、話し手はおそらく
「自分の話はつまらない」と感じてしまうのではないだろうか。相手が学
習者ということで、自ら二つの可能性を考慮し、相手には必ずしも不快感
を感じていないことが分かる。
第二言語習得の目標は一般的にいかに母語話者の発話に近づけるかであ
るが、このように母語話者と学習者に「母語話者ではない」という壁があ
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る場合、学習者は母語話者の言語行動を手本にするだけで十分なのだろう
か。「母語話者でない」ことが簡単には取り除かれないのであれば、学習
者は母語話者との会話において自分の言語行動がどう理解されているかを
知っておく必要がある。今後、学習者自身の相づちやうなずきに対する認
識を探ることでさらに分析が必要な課題である。

5

まとめと考察
これまでの研究にはうなずきに関するものが少なく、聞き手としての行

動に関する研究は母語話者も学習者も相づちのみのものが大多数であった。
しかし、本稿ではうなずきも分析対象に含めることで、改めて非言語的行
動の重要さが示されたのではないかと思う。
うなずきの重要さを示したのは研究課題 1 の相づちとうなずきの頻度の
結果である。相づちに関してはこれまでにも頻度や表現に個人差があると
いうことが認められている（大浜 2006）が、本稿でも同じような結果が
得られた。相づちにもうなずきにも個人差が見られ、それらを別々に比べ
た場合は母語話者と学習者にはっきりとした頻度の差が見られなかった。
しかし、相づちとうなずきの合計の頻度を見た場合、母語話者の方がより
多く相づちとうなずきを使用していることが分かり、うなずきを含めるこ
とで母語話者の行動が学習者のものとどう違うかが証明された。また、相
づちとうなずきの頻度に負の相関関係が確認されたことも、母語話者の相
づちとうなずきには深い関係があることを示唆した。
また、これらの結果は、過去の研究方法を見直すきかっけにもなった。
これまでの相づち研究では、時間にしても拍数にしても一種類の単位を用
いて頻度が測定されていた。しかし、本稿では時間と拍数という二種類の
単位で頻度を分析することにより、単位によって結果に差が出ることが分
かった。これは、相づちやうなずきが多い少ないを語る上で大変重要にな
ってくる問題である。さらに、今回使用した時間と拍数という単位は基準
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を決めやすいという理由で用いたが、今後、相づちやうなずきがどこに現
れるのかが適切かを分析することで、学習者が適切な位置で使用していた
相づちやうなずきの頻度を調べることも必要である。
研究課題 2 では、聞き手の使用した相づちやうなずきが話し手にどう認
識されているのかを再生刺激法を取り入れたインタビューで調査した。そ
の結果、聞き手が母語話者である場合と、学習者である場合には異なる傾
向が見られた。
Mizutani（1982）は学習者の相づちへの理解の欠如がまわりに不快感を
もたらすのではないかという見解を示していたが、これは母語話者による
母語話者の相づちの使用に対する認識を基準にして判断されたものだった
ではないだろうか。今回の結果から分かったことは、母語話者は他の母語
話者の相づちやうなずきの使用は自分の話への興味や、話を聞いているか
の判断材料としているが、学習者の相づちやうなずきは自分の話を理解し
ているかどうか確認するための手段にしているということである。つまり、
相づちやうなずきが少ないからといって、「話に興味を持っていない」
「話しにくい人」など、否定的な印象には直接結びついていないというこ
とである。
では、次に問題になるのは、話し手の認識と聞き手の認識が合致してい
るかということである。聞き手が相づちやうなずきを通して話し手に送っ
ている何らかのサインは適切に理解されているのだろうか。また、学習者
が聞き手となる際に、自分の使用する相づちやうなずきがどのような意味
を持つのかきちんと理解しているのだろうか。そこに学習者の母語からの
転移はないのだろうか。
言語の使用が相手にどのような印象を与えるのか、これは言語を学ぶ上
で大切なことだが、教室ではあまり扱われないことであり、また、あまり
研究もされていない分野でもある。その上、学習者の言語習得が進むにつ
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れ、このような語用論的側面も既に習得していると考えられる可能性があ
り、学習者と母語話者の認識の差から誤解が生じることも考えられる。
外国語で何かを伝えることは、自分を伝えることでもある。何を伝える
か、だけではなく何をどう伝えるかにも学習者の意識を向けさせる日本語
教育を目指していくべきではないだろうか。

注
1. SPOT テストは自然な速度で読み上げられる文を聞き、解答用紙の（ ）
をひらがな１文字で埋めるというテスト法である。短時間で実施でき、採点
にも時間がかからないことから習得研究やプレースメントテストで広く用い
られている（小林 2005）。
2. 「あ、はい」「んー、そうですか」「ああ、分かります」など二つの相づち
詞が連続して使われている場合、二つ目の相づちに意味の中心があると考え、
分類は二つ目の相づちをもとに行った。
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資料 1 本研究で使用が確認された相づち詞の分類
分類
相づち詞の例
うん系
うん、うんうん、うんうんうん、ん、んー
はい系
はい、はいはい、あはい、ああはい、等
あ系
あ、ああ
え系
え、ええ
へえ系
へえ
お系
おお
は系
は、はあ
そう系
あそうなんだ、あそうなんですか、そうなんですか、等
分かる系
ああなんか分かる、分かります分かります、分かる、等
その他
（1 回しか使用が確認されなかったもの）はー、ほー、わー、ねー、
ですよね、OK、ほんとですか
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