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1.	 はじめに	 

	 日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議の

「日本語教育のための教員養成について」（2000）
では、学習者の多様化に対応した日本語教員を養成

するための指針を示している。この中で、日本語教

員の専門能力の１つとして、「日本語の教授に関する

知識・能力」があげられている。これは、「過去の研

究成果や経験等を踏まえた上で、教育課程の編成、

授業や教材等を分析する能力があり、それらの総合

的知識と経験を教育現場で実際に活用・伝達できる

能力を有すること」であると述べている。 
	 また、ネウストプニー（1981）は、学習者が日本
語を使用して社会の様々な活動に参加していけるよ

うにするためには、母語場面のみならず接触場面の

実態を研究する重要性を主張している。そして、母

語場面や接触場面の会話の中で実際にどのようなや

りとりが行われているのか、その実態を綿密に把握

するためには、録音・録画・文字化した会話データ

によって、実際の話し言葉による言語行動を詳細に

記述・分析することが有効である。本研究では、こ

うした話し言葉による会話データを談話レベルで文

脈をふまえて分析するものを「会話データ分析」（中

井 2012）という総称で呼ぶことにする。こうした会

話データ分析は、その研究成果をカリキュラムやシ

ラバス、教材開発など、教育現場に活用することが

可能であり、その秘めた可能性には着目すべきであ

る。 
	 以上のような会話データ分析を活用して母語場面

や接触場面を分析できる教育者・研究者を育てるた

めには、日本語教員養成の果たす役割は大きいとい

える。現在では日本語教員養成課程や教員研修は各

地の大学や専門学校で受講できるが、それ以前は国

立国語研究所の教員研修が大きな役割を担っていた。

この研修は、日本語教育研修会と呼ばれ、1964年に
文部省主催（後に、国立国語研究所の主催）で開始

された（関 2005）。そして、特に、1970 年代から
1980年代にかけては、限られた大学にしか日本語教
育の専門家がいなかったため、国立国語研究所の日

本語教育センターが開催する長期研修や短期研修に

は、全国から受講生が集まり、この受講生たちが後

に日本語教育の分野で活躍したという（上野 2000）。
このように、国立国語研究所の研修が、日本語教員

養成や研修を担う重要な役割を果たしていたことが

わかる。 
	 野元（1984）は、国立国語研究所の研修では、研
修修了時に修了論文が課されていたと述べている。



大学日本語教員養成課程研究協議会論集 10: 13-22 (2014)   ISSN 2186-5825 

 14 

この修了論文には、広く公開すべきものもあり、ま

た、修了生のその後の研究発表につながる可能性も

あることから、『日本語教育論集』として発行するこ

ととなったとしている。よって、この『日本語教育

論集』には、国立国語研究所の教員養成の目的を反

映した論文が多く掲載されていると考えられる。 
	 以上をふまえ、本研究では、国立国語研究所の教

員研修の一環で発行されていた『日本語教育論集』

に着目し、そこに掲載された会話データ分析を行う

論文の特徴を探ることを目的とする。そして、『日本

語教育論集』掲載の会話データ分析論文において、

どのような目的のもと、どのような場面や種類の会

話データを対象に、どのような分析が行われてきた

のかといった研究動向を調査する。 
 
2. 調査の概要 
	 本調査では、国立国語研究所の『日本語教育論集』

の１号から 25 号（1984 年〜2009 年）の全掲載論
文 111件中、会話データ分析論文を対象に分析を行
う。分析では、以下の(1)〜(5)の統一した分析項目

（中井・寅丸・大場 2013）から多角的に分析を行い、
10年単位の年代別に『日本語教育論集』における会
話データ分析論文の研究の動向を探る。 
(1)会話データ分析論文の認定	 

	 「会話データ分析論文」の認定基準は、筆者らの

先行研究に従い、「分析データの種類、収集方法は異

なっても、文の単位を越える二発話以上連続したま

とまりのある単位からなる話し言葉を分析データと

して、談話レベルの会話の現象を記述している論文」

とした。話し言葉と書き言葉の両方をデータとする

場合も、話し言葉の会話データが上記の基準を満た

していれば、調査対象とした。本基準をもとに『日

本語教育論集』中の論文の認定を行った結果、30本
が会話データ分析論文として認定された。 
(2)論文の種類（①研究論文、②実践研究論文）	 

	 (1)で抽出された会話データ分析論文を「①研究論

文」と「②実践研究論文」に分類した。「②実践研究

論文」とは、筆者らの先行研究に従い、「実践者や実

践に関わる者が、実践現場をデータとして、実践の

内実（目的・理念・方法・活動内容・プロセス・結

果等）を具体的に記述・分析し、その意義・改善・

提言等について考察した論文」とした。こうした実

践研究は、近年、教育・医療現場等を中心に盛んに

行われ始めている。「①研究論文」とは、この②実践

研究論文以外の論文である。	 

(3)分析データ場面（①母語場面、②接触場面、③両

場面）	 

	 分析データの場面とは、母語話者同士の会話を分

析しているのか（①母語場面）、母語話者と非母語話

者の会話を分析しているのか（②接触場面）、その両

方か（③両場面）によって分類した。	 

(4)分析データの種類（７分類）	 

	 分析データの種類は、①自然談話（雑談、電話会

話、依頼や謝罪等の機能的な会話、インタビュー、

行動調査、教室場面等）、②メディア（テレビ番組、

映画、漫画、小説の会話、教材のモデル会話等）、③

実験（ロールプレイ、談話完成法、再話、タスク、

発話思考法等）、④コーパス（言語コーパスや、先行

研究の資料を利用して分析したもの）、⑤作例（内省

で作成された会話例）、⑥携帯メール・SNS（ターン

テイキング等会話の特徴をもつもの）、⑦手話会話の

７つに分類した。なお、１つの論文で複数の会話デ

ータを分析している場合は、それぞれ計上した。	 

(5)目的別タイプ（A.研究還元型、B.実践還元型）	 

	 論文の目的別タイプとは、「A.研究還元型」「B.実
践還元型」という 2分類とした。これは、研究成果
をどのような目的で何に活用できるのかについて、

論文中でどのように言及しているかによって分類を

したものである。つまり、論文において、研究と実

践現場の関係を執筆者がどのようにとらえているか

をみるものである。 
	 「A.研究還元型」とは、会話の実態を様々な角度
から把握して、新たな知見を与えることで、過去か

ら未来へ研究を積み上げることを目的とする研究の

タイプである。例えば、未だに解明されていない言

語現象や実態について分析・記述して知見を広める
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研究、新たな分析手法や分析の枠組みを提案する研

究、様々な言語現象を統括する理論モデルを構築す

る研究等である。 
	 一方、「B.実践還元型」とは、研究成果を実践現場
に還元し、活用することを目的とする研究のタイプ

である。例えば、ある実践現場の実態を把握して改

善しようという問題意識が明確な研究、様々な実践

現場を抱える社会の問題点をあぶり出して解決のた

めの提言を行う研究等である。実践現場とは、教育

現場、医療・心療・看護・介護現場、法廷現場等、

社会の中で人々が日々の暮らしを営む場のことであ

る。日本語教育の実践現場とは、初級から上級まで

の授業、地域のボランティア教室、教員養成の実習

など、多様な教室場面が対象となる場合が多い。 
	 なお、(2)論文の種類（①研究論文、②実践研究論

文）と(5)目的別タイプ（A.研究還元型、B.実践還元
型）は、固定した関係ではない。つまり、①研究論

文のA.研究還元型とB.実践還元型、②実践研究論文
の A.研究還元型と B.実践還元型という４つの組み
合わせがありうる。よって、ある教室場面を分析対

象としていたとしても、即、②実践研究論文や B.
実践還元型に分類されるとは限らない。②実践研究

論文の認定には、論文中、執筆者の教育理念、教育

目標、学習者の背景、教室活動の内容などが具体的

に記述・分析されていることを基準とする。そして、

B.実践還元型の認定には、執筆者自身や他者の現場
の改善・還元を目指すことが記述されていることを

基準とする。以下、４つの組み合わせの例を、教室

場面を対象とした研究を例に述べる。 
	 A.研究還元型の①研究論文とは、ある対象の記
述・分析を行う論文である。例えば、教室場面の現

象を記述・分析する研究が考えられる。一方、A.研
究還元型の②実践研究論文とは、自身の実践の内実

の記述・分析を具体的に行う論文である。例えば、

ある教育理念のもとに行った自身の教室場面のやり

とりの実態を記述・分析する研究が考えられる。	 

	 B.実践還元型の①研究論文とは、ある対象の記
述・分析を行い、その結果を自身や他の現場への還

元することをめざす論文である。例えば、教室場面

の記述・分析を行い、その結果をもとに現場の改善

を提案する研究が考えられる。一方、B.実践還元型
の②実践研究論文とは、自身の実践の内実の記述・

分析を具体的に行い、その結果を自身や他の現場へ

還元することをめざす論文である。例えば、ある教

育理念のもとに行った自身の教室場面のやりとりの

実態を記述・分析し、その結果をもとに現場の改善

を提案する研究が考えられる。	 

	 

3.『日本語教育論集』における会話データ分析論文

の年代別動向の分析	 

	 本節では、前節で述べた分析項目(1)〜(5)の観点

から、『日本語教育論集』における会話データ分析論

文 30本を対象に、10年単位の年代別（1980年代〜
2000年代）に集計を行う。  
3.1	 会話データ分析論文数・論文の種類・会話デー

タの場面の分析	 

	 表１は、掲載論文（111本）について、(1)会話デ
ータ分析論文（30本）、(2)論文の種類（①研究論文、
②実践研究論文）、(3)会話データ分析の場面（①母

語場面、②接触場面、③両場面）の観点から、10年
単位の年代別に集計した結果である。(1)会話データ

分析論文の百分率は、掲載論文の年代別の論文数を

分母としている。つまり、各年代における掲載論文

に占める会話データ分析論文の割合を示している。

一方、(2)論文の種類・(3)会話データ分析の場面の

百分率は、(1)会話データ分析論文数を分母としてい

る。つまり、各年代における(1)会話データ分析論文

に対する(2)論文の種類、(3)会話データ分析の占め

る割合を示している。	 

	 まず、会話データ分析論文数を見ると、1980年代
は５本（18.5%）であったのに対し、1990 年代は
13本（29.5％）、2000年代は 12本（30.0%）と増
加している。次に、論文の種類をみると、どの年代

も①研究論文が 80%以上を占め、全体としても①研
究論文が 30 本中 26 本（86.7%）で圧倒的に多い。
さらに、会話データの場面を見ると、②接触場面が
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30本中 21本（70.0%）で圧倒的に多い。特に、1990
年代は 11本（84.6%）、2000年代が 8本（66.7%）
を占め、増加している。学習者の参加する接触場面

の現象に着目し、それを詳細に分析する研究が行わ

れていたものと考えられる。	 

	 

表１	 会話データ分析論文数・論文の種類・分析データの場面の年代別傾向	 

年代 
（号数と冊数） 

掲載

論文

数 

会話デー

タ分析論

文数 

論文の種類 会話データの場面 
①研究 
論文数 

②実践研究 
論文数 

①母語	 

場面 
②接触 
場面 

①②	 

両場面 
1984～1989 

(1～6号の計 6冊) 27 5 5 0 2 2 1 
18.5% 100% 0.0% 40.0% 40.0% 20.0% 

1990～1999 
(7～15号の計 9冊) 44 13 11 2 2 11 0 

29.5% 84.6% 15.4% 15.4% 84.6% 0.0% 
2000～2009 

（16～25号の計 10
冊) 

40 
12 10 2 2 8 2 

30.0% 83.3% 16.7% 16.7% 66.7% 16.7% 

合計 
 111 30 26 4 6 21 3 

27.0% 86.7% 13.3% 20.0% 70.0% 10.0% 
	 

3.2	 会話データの種類の分析	 

	 表２は、会話データ分析論文 30 本において分析
された(4)会話データの種類（①自然談話、②メディ

ア、③実験、④コーパス、⑤作例、⑥携帯メール・

SNS、⑦手話会話）を、10 年単位の年代別に集計し
た結果である。1 つの論文で複数のデータを使用し
ている場合は、延べ数で集計した。よって、合計数

32例は、会話データ分析論文数の 30本よりも多い。
表中の百分率は、各年代の会話データ分析論文数を

分母として集計している。このため、百分率は 100％

を超えるものの、30本の論文におけるデータの種類
の割合が明確になる。	 

	 分析データの種類は、①自然談話がどの年代も多

く、全体でも 24本（80.0%）を占める。この①自然
談話以外は、②メディアが 1980年代に 2本（40.0%）、
③実験が 2000年代に 4本（33.3%）、⑤作成が 1980
年代に 1本（20.0%）と 2000年代に 1本（8.3%）
である。この①自然談話が特に多い点は、本論集の

特徴であると考えられる。

	 

表２	 分析データの種類の年代別傾向（①自然談話～⑦手話）	 

年代 ①自然 
談話 

②メディ

ア ③実験 ④コー 
パス ⑤作例 

⑥携帯 
メール・

SNS 

⑦手話 
会話 

 
データ数

合計 

会話デー

タ分析論

文数 
1984～ 
1989 

4 2 0 0 1 0 0 
７ 5 80.0% 40.0% 0% 0% 20.0% 0.0% 0% 

1990～ 
1999 

13 0 0 0 0 0 0 
13 13 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2000～ 
2009 

7 0 4 0 1 0 0 
12 12 58.3% 0% 33.3% 0% 8.3% 0% 0% 

合計 24 2 4 0 2 0 0 32 30 
 

80.0% 6.7% 13.3% 0% 6.7% 0% 0% 
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3.3	 会話データ分析論文の目的別タイプと論文の

種類の分析	 

	 表３は、会話データ分析論文 30本を、(5)目的別
タイプ（A.研究還元型、B.実践還元型）の観点から、
10年単位の年代別に集計した結果である。表中の百
分率は、各年代の会話データ分析論文の合計を分母

として集計している。 
 
表３	 目的別タイプの年代別傾向	 

研究の 
タイプ 

A.研究 
還元型 

B.実践 
還元型 合計 

1980年代 2 3 5 
40.0% 60.0% 100% 

1990年代 4 9 13 
30.8% 69.2% 100% 

2000年代 4 8 12 
33.3% 66.7% 100% 

計 10 20 30 
33.3% 66.7% 100% 

 
	 表３より、まず、目的別タイプはB.実践還元型が
多く、全体でも 30本中 20本（66.7%）で３分の２
を占める点が指摘できる。 
	 次に、表４は、表３の集計結果と(2)論文の種類（①

研究論文、②実践研究論文）の組み合わせで、10年
単位の年代別に集計した結果である。表中の百分率

は、各年代の会話データ分析論文の合計を分母とし

て集計している。 
	 表４より、A.研究還元型・B.実践還元型ともに、	 
 
表４	 目的別タイプと論文の種類の年代別傾向	 

研究の 
タイプ A.研究還元型 B.実践還元型 

論文の 
種類 

①研究 
論文 

②実践

研究 
論文 

①研究

論文 

②実践

研究 
論文 

1980年代 2 0 3 0 
40.0% 0.0% 60.0% 0.0% 

1990年代 4 0 7 2 
30.8% 0.0% 53.8% 15.4% 

2000年代 4 0 6 2 
33.3% 0.0% 50.0% 16.7% 

計 10 0 16 4 
33.3% 0.0% 53.3% 13.3% 

①研究論文が多い。具体的には、A.研究還元型では、

①研究論文が 10本（33.3%）であるのに対し、②実
践研究論文は０本である。B.実践還元型では、①研
究論文が16本（53.3%）であるのに対し、②実践研

究論文は4本（13.3%）である。実践現場に還元する

ことを目的に、現場の実態を明らかにする研究が行

われる傾向にあったと考えられる。	 

 
4.	 年代別の会話データ分析論文の動向の総合的分

析	 

	 前掲の表１〜４の結果を合わせると、『日本語教育

論集』における会話データ分析研究論文（30本）は、
①研究論文が 26 本（86.7%）、②接触場面が 21 本
（70.0%）、①自然談話（24本、80.0%）、B.実践還
元型（20本、66.7%）の値が多かった。つまり、②
接触場面を対象に①自然談話を収集した①研究論文

で、その結果を実践現場で活用することを目的とし

た B.実践還元型の研究が多いという傾向がみられ
る。	 

	 以上をふまえ、本節では、会話データ分析論文の

動向について、1980年代〜2000年代の年代別に、
統一した観点から総合的な分析を行う。具体的には、

会話データ分析論文数、分析データ場面（①母語場

面、②接触場面、③両場面）、会話データの種類（①

自然談話、②メディア、③実験、④コーパス、⑤作

例、⑥携帯メール・SNS、⑦手話会話）、研究の目的

別タイプ（A.研究還元型、B.実践還元型）、及び、論
文の分析項目（例：終助詞、聞き手の行動、非言語

行動）から、会話データ分析論文の特徴を探る。 
	 図 1に、1980年代〜2000年代の会話データ分析
論文の特徴を分析した結果をまとめた。この特徴に

ついて、以下、年代ごとに、特徴的な会話データ分

析論文の具体例もあげつつ、詳細にみる。 
4.1	 1980 年代の会話データ分析論文の動向	 

	 1980年代の会話データ分析論文は５本で、論文の
種類は全て①研究論文である。分析データの場面は、

①母語場面２本、②接触場面２本、③両場面１本で

ある。	 
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図１	 会話データ分析論文の年代別特徴の変遷	 

	 

	 分析データの種類は、①自然談話４本、②メディ

ア２本、③作例１本となっている。４本の①自然談

話は、中国帰国者に対するインタビュー、初級の授

業、電話会話、実際の会話を書き取ったメモと多様

である。分析項目を見ると、教室場面での教師と学

習者の相互交渉や、中国帰国者の職場における行動

などであり、これらを分析することにより、教育現

場で活用することを提案している。	 

	 研究のタイプは、A.研究還元型２本、B.実践還元
型３本で、全て①研究論文である。A.研究還元型の
①研究論文２本は、テレビのインタビューの視線行

動（池田 1988）、電話会話の発話の重なり（吉田 1989）
で、会話のやりとりの実態が綿密に分析され、今後

の研究の積み上げに貢献しようとしている。B.実践
還元型の①研究論文３本のうち２本は、中国帰国者

に対するインタビューの分析をもとにシラバスやタ

スクを具体的に提案したり（小田切 1989）、初級の
授業の教師と学習者の相互交渉の分析から授業の改

善を述べたり（金田 1989）している。もう１本は、
否定辞ナイを多様なデータから検討したうえで、そ

の結果を学習者へ指導する重要性を主張している

（木原 1987）。 
	 1980年代は、会話データ分析論文が５本と少ない
ものの、自然談話を中心に学習者の実態を記述する

研究論文があり、教育現場へ還元しようとする傾向

がみられる。 
4.2	 1990 年代の会話データ分析論文の動向	 

	 1990年代の会話データ分析論文は 13本で、論文
の種類は、①研究論文が 11本（84.6％）、②実践研
究論文が２本（15.4％）である。分析データの場面
は、接触場面が 11本（84.6%）で圧倒的に多く、母
語場面は２本（15.4％）である。	 
	 分析データの種類は、全て①自然談話である。具

体的にデータをみると、国立国語研究所の研修も含

め、全てが日本語の授業に関わるデータで、実際の

教室場面を収録したり（川岸 1990、吉岡 1990、北

研究還元型＜実践還元型

研究還元型
・研究の積み上げ
実践還元型
・授業の振り返りを提案
・遠隔ｶﾘｷｭﾗﾑの検討 など

研究還元型＜実践還元型

研究還元型
・研究の積み上げ
実践還元型
・教室活動の見直し・自己を知る場
としての実習の活用の提案
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｽｷﾙの意識化の方法
・学習者の評価を取り入れた授業の
提案
・授業改善の提案 など

研究還元型≒実践還元型

研究還元型
・研究の積み上げ
実践還元型
・シラバスやタスクの提案
・授業改善の提案
・学習者への指導の提案

など

教室場面関連
・中国人児童の助詞の習得
・会話セッションに対する
学習者の自己評価
・地域日本語教育での
「質問－説明」の連鎖）など

教室外の場面
・初対面会話でのｽﾋﾟー ﾁﾚﾍ ﾙ゙・ｼﾌﾄ
・初対面会話での不同意表明
・日本語とマレー語の勧誘と断り
・指示詞や終助詞「ね」の習得

など

教室場面関連
・学習者同士や学習者／教師や
実習生の相互交渉・心的態度
・教師の意思決定
・実習生に対する教師の助言の影響
・学習者の自己評価 など

教室場面関連
・教師と学習者の相互交渉
教室外の場面
・学習者の職場の行動
・テレビインタビューの視線行動
・電話会話の発話の重なり
・否定辞ナイ

自然談話＞実験＞作例自然談話自然談話＞メディア＞作例

母語場面＝接触場面＞両場面

1980
年年代

1990
年年代

2000
年年代

場面

データの
種類

分析項目

論文の
種類

研究タイプ

接触場面＞母語場面 接触場面＞母語場面＝両場面

研究論文 研究論文＞実践研究論文 研究論文＞実践研究論文
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村他 1991、佐々木 1991、1994、など）、学習者自
身の会話に対する自己評価を分析したり（橋本 1995、
加藤 1997、など）している。また、教室場面のみな
らず、教室参加者に対するインタビューや会話など、

教室活動を多角的に捉えるために多様なデータを活

用している。 
	 分析項目は、学習者同士や学習者と教師（実習生

も含む）の相互交渉の実態やその背景にある心的態

度、教師の意思決定、実習生に対する教師の助言の

影響、学習者の自己評価などであり、これらを分析

することにより、教室場面のやりとりの実態を記述

し、今後の研究の積み上げに貢献しようとしている。 
	 研究のタイプは、A.研究還元型が４本（30.8%）
で全て①研究論文、B.実践還元型は①研究論文７本
（53.8％）と②実践研究論文２本（15.4％）に分け
られる。A.研究還元型の４本は、全て教室場面のや
りとりを対象にしている。学習者の相互交渉（川岸

1990）、教師と学習者の修正（吉岡 1990）など、教
室におけるやりとりを綿密に記述している。 
	 B.実践還元型の①研究論文７本も全て教室場面や
それに関連する活動のやりとりを対象としている。

教師の意識決定の要因（高橋・柴原 1992）、教育実
習のディスカッションから実習生への教師の助言の

影響（佐々木 1994）などを分析したうえで、教室活
動を見直したり、自己を知る場として実習を活用す

ることを提案したりするなど、実践現場での活用を

具体的に提案している。B.実践還元型の②実践研究
論文２本は、ともに筆者の実践現場の分析をもとに、

授業への提言を行っている。池上・井本（1990）は、
中国帰国者の面接場面の分析を行い、授業でフィー

ドバックを行うことでコミュニケーション・スキル

の意識化をいかに行うかを考察している。長原

（1994）は、国立国語研究所の実習を対象に、授業
に対する学習者の授業評価の分析をもとに、学習者

の評価を取り入れた授業を行うことを提案している。 
	 A.研究還元型の①研究論文のように実践現場のや
りとりの実態を記述するもの、B.実践還元型の①研
究論文のように実践現場のやりとりの分析から何ら

かの教育への活用を提案するもの、B.実践還元型の
②実践研究論文のように執筆者自身の実践の改善を

目的に研究が行われ、その成果の現場での活用を主

張するものもある。つまり、1990年代の論文は、全
て日本語教育の現場を対象にした研究である点は共

通しているが、研究の目的と論文の種類には多様性

が観察される点に特徴がある。	 

4.3	 2000 年代の会話データ分析論文の動向	 

	 2000年代の会話データ分析論文の 12本（30.0％）
で、論文の種類は、①研究論文が 10 本（83.3％）、
②実践研究論文が２本（16.7％）で、1990年代と同
じ傾向である。分析データの場面は、接触場面が８

本（66.7％）と多く、母語場面が２本（16.7％）、両
場面が２本（16.7％）であり、1990年代と同じ傾向
である。 
	 分析データの種類をみると、①自然談話が７本

（58.3％）と多いが、③実験が４本（33.3％）、⑤作
例が１本（8.3％）ある。1990 年代のデータの種類
は全て①自然談話で授業などの教室場面が対象であ

ったが、2000年代は授業以外の教室外の場面も対象
となっている。分析項目と合わせてみると、①自然

談話では、教室場面が４本で、中国人児童の助詞の

習得、オーストラリアの日本語学習者が会話セッシ

ョンをどのように自己評価しているのかを分析した

研究、地域の日本語教育の現場での「質問−説明」
の連鎖など、多様な実践の現場が対象となっている。

教室場面を多様なデータから多角的に分析している

点も、1990年代に共通する。教室外の場面では、初
対面会話の分析が２本あり、スピーチレベル・シフ

トの分析と不同意表明の分析が行われている。学習

者が遭遇する場面を教育現場で扱うための研究が行

われているといえる。	 

	 一方、③実験の４本は、談話完成法で日本語とマ

レー語の勧誘と断りを分析した研究（伊藤 2001）と、
指示詞や終助詞「ね」のテストを行い、学習者の習

得の実態を調査した研究（安 2002、堀池 2007、孫
2008）である。いずれも、①自然談話では収集が困
難であること、学習者の習得の実態を特定の言語要
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素に焦点を当てて分析する目的があることで、③実

験がデータとして選択されたと考えられる。	 

	 ①作例の1本は「って」の用法について理論的に

分析を行った研究であるが、日本語教育での活用に

も言及している。	 

	 研究のタイプは、A.研究還元型が 4本（33.3％）
で全て①研究論文、B.実践還元型が 8本（66.7％）
で①研究論文６本（50.0％）と②実践研究論文２本
（16.7％）に分けられる。研究のタイプと論文の種
類の集計は 1990年代と類似の結果であるが、1990
年代は全て日本語教育の実践現場を対象とした研究

であるのに対し、2000年代は日本語教育の実践現場
に限らず、多様な研究が行われている。 
	 A.研究還元型の①研究論文４本は、教室場面（①
自然談話）のやりとりを記述した研究２本（下平

2001、山口（岡部）2001）と、③実験で学習者の指
示詞の習得を検証した研究２本（安 2002、孫 2008）
に分けられ、いずれも、今後の研究の積み上げに貢

献しようとしている。B.実践還元型の①研究論文は、
教室場面を対象にした研究は１本のみで（松本

2000）、５本は不同意表明ストラテジー（末田 2000）、
スピーチレベル・シフト（陳 2004）など、接触場面
の学習者の実際のやりとりを分析したうえで、教育

への応用を提案している。B.実践還元型の②実践研
究論文は、地域の日本語教育の現場を対象に質問と

訂正の連鎖を分析して授業の振り返りを行うことの

重要性を提案する研究（文野 2004）、日仏の遠隔カ
リキュラムの検討を行うために、インタビューの分

析を行う研究（田中他 2005）がある。 
	 2000年代は、論文の集計上は 1990年代と類似の
結果となるが、研究のタイプ、分析データの種類、

分析項目には質的な違いがみられる。ただし、学習

者や教育現場に着目した研究が行われている点は共

通する。	 

	 

5.	 まとめと今後の課題	 

	 以上、本研究では、『日本語教育論集』における会

話データ分析を行う研究論文の動向について、年代

別に統一した観点から分析を行った。まず、会話デ

ータ分析論文数、論文の種類、データの場面の集計

結果（表１）から、会話データ分析論文の増加、そ

の中でも①研究論文、②接触場面を対象とした研究

の増加を指摘した。次に、論文中のデータの種類の

集計（表２）から、①自然談話が特に多い点を指摘

した。そして、目的別タイプと論文の種類の集計（表

３、４）から、A.研究還元型・B.実践還元型ともに
①研究論文が多いが、B.実践還元型の②実践研究論
文も 1990年代からみられた点を指摘した。 
	 以上の表１〜３の集計結果をふまえて総合的分析

を行った結果、②接触場面の①自然談話が多い（表

１、２）のは、授業分析やある教室活動を対象とし

た研究が多いことと関連しているといえる。1990
年代は教室場面、2000年代は学習者の習得への着目
など、分析データの種類と分析項目には違いが観察

されるものの、表１〜３の集計結果上は同じ傾向が

観察され、両年代とも実践現場に着目している点で

は共通していると考えられる。 
	 数は少ないものの、実践研究論文のB.実践還元型
も４本（13.3％）ある。これらは、中国帰国者の面
接場面（池上・井本 1990）、国立国語研究所の実習
の授業（長原 1994）、地域の日本語教室（文野 2004）、
日仏の遠隔授業（田中他 2005）など、多様な実践現
場を対象としている。教員研修と結びついた論集で

あることが、多様な実践現場への着目に影響してい

るのかもしれない。 
	 国立国語研究所の教員研修は現職教員が受講して

おり、既に実践現場を持ち、問題意識の高い者が研

修を受講して論文を執筆していたと考えられる。よ

って、国立国語研究所の研修によって、自身の現場

の問題を客観的にとらえ、分析することが可能であ

ったと考えられる。 
	 現在では大学での日本語教員養成課程が増加して

いるが、学部生や大学院生は実践現場を持たない者

も多い。実践現場の限られた受講生には、多様なや

りとりが行われる実践現場の全てを観察することは

難しい。このような養成課程の受講者には、実践現



大学日本語教員養成課程研究協議会論集 10: 13-22 (2014)   ISSN 2186-5825 

 21 

場の観察や実習での体験など、実践に触れさせ、そ

こから問題意識を持たせて、研究課題を設定させる

機会を与えることが重要であると考える。この実践

現場の実態に着目する手段の１つとして、会話デー

タ分析を活用することも教員養成において有効であ

ると考える。 
	 今後の課題として、国立国語研究所の研修の受講

者のその後の活躍を追跡することである。研修の内

容をその後どのように活用しているのか、具体的な

事例の聞き取りをすることが考えられる。 
	 

付記 

	 本研究は、科学研究費助成事業（基盤研究（C））

「会話データ分析の活用法の研究−「研究と実践の

連携」のための教員養成用の教材開発−」（課題番

号：25370581、研究代表：中井陽子）の研究成果の

一部である。 
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