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『BTSJ 日本語会話コーパス』を活用した教材作成への提案
－ヨーロッパにおける自然なコミュニケーション教育のために－
宇佐美 まゆみ（国立国語研究所）
、川口 義一（言語・生活研究所）
萩原 孝恵（山梨県立大学）
日本語教師の誰もが教科書の不自然な会話や練習問題の扱いに悩まされているだろう。日
本語が第二言語ではなく、外国語である欧州のような地域においては、
「文脈化」されていな
い教科書の会話や練習問題で学んだために、文法項目のコミュニケーション機能を適切に学
ぶことができず、現実の接触場面において自然なコミュニケーションができない学習者が生
み出され、また教師のほうも、それに気づかず不自然な日本語を教え続けるという悪循環を
生んでいるとも言える。
本パネルでは、3 人のパネリストが、シナリオのない実際の「自然会話」を収録した大規
模な話し言葉コーパスである『BTSJ による日本語話し言葉コーパス』１）（以下、
『BTSJ 話し
言葉コーパス』
）を分析することによって、このような状況の改善のために、何ができるかを
論じた。また、欧州の日本語教育における「自然なコミュニケーションの教育」について考
察した。
論文 1 では、まずは、
『BTSJ 話し言葉コーパス』が構築されるに至った動機や経緯、コー
パスの全体的な内容を簡単に紹介する。その上で、BTSJ に収録された自然会話における「中
途終了型発話」と「共同発話文」を取り上げ、同コーパスのデータや教師自身が録画した自
然会話を用いて NCRB という「自然会話リソースバンク」上で、
「自然会話を素材とする WEB
教材」を作成する方法を紹介し、それが欧州においていかに活用できるかを論じた。
次に、論文 2 では、
「自然会話の「文脈」から見た文法教育の改善」と題して、複言語主義
の理念から見た日本語教育上の問題点として、初級教科書の練習問題などの「文脈不全」を
取り上げる。具体的には、接続助詞トがコミュニケーション上果たしている機能を分析する
とともに、この文法項目が初級教科書でどのように提示され、どう練習されているかを例示
し、それを『BTSJ 話し言葉コーパス』の用例と比較して、二者間に乖離のあることを示した。
その結果から、ヨーロッパの日本語教材の作成に、同コーパスを活用する方途を考察した。
論文 3 では、
「教科書会話 vs.自然会話－カラとノデの語用論」と題して、会話教材におけ
るカラとノデの用法を『BTSJ 話し言葉コーパス』の自然会話の用例で検証し、現在の会話指
導の問題点を指摘した。その上で、欧州においても会話練習に必要な語用論的知識を可視化
させる日本語教育の実践が必須であることを論じた。
注１ 題目の『BTSJ 日本語会話コーパス』は、より包括的な略称として用いている。

論文１

自然会話コーパスの分析とその教材化の意義
－NCRB で教える「中途終了型発話」と「共同発話文」を中心に－
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要旨
本稿では、まず、多様な場面における事前にシナリオのない自然会話を集めた『BTSJ によ
る日本語話し言葉コーパス』
（宇佐美、2011）について、簡単にその特徴を紹介する。その上
で、
「中途終了型発話」や「共同発話文」を取り上げ、それらが実際の会話の中でいかに使わ
れ、どのような機能を生んでいるのかを分析する。また、日本語母語話者が無意識のうちに
も、中途終了型発話や共同発話文という会話のスタイルを利用して、相手に応じた様々な働
きかけをしていることを示し、欧州の日本語学習者のように、外国語として日本語を学んで
いる学習者にとっては、既存の教科書だけからでは、これらの現象を学ぶことは、不可能で
あることを述べる。そして、このような現状の改善のために開発してきた多機能データベー
ス「自然会話リソースバンク（NCRB：Natural Conversation Resource Bank:）
」に格納された共
同構築型「自然会話を素材とする WEB 教材」とその活用方法を紹介する。
【キーワード】
『BTSJ による日本語話し言葉コーパス』
、自然会話リソースバンク
（NCRB）
、中途終了型発話、共同発話文、多機能データベース
Keywords: BTSJ Japanese Conversation Corpus (BTSJ-JCC), NCRB (Natural Conversation
Resource Bank), Incomplete utterances, Co-constructed utterances, Multi-functional database.
1

はじめに

「話し言葉コーパス」の構築は、録音・録画などのデータ収集や文字化作業、プライバシ
ー保護作業等に膨大な時間と労力がかかることが一因して、書き言葉コーパスに開発の遅れ
をとっていた。しかし、
「語用論的研究」やその日本語教育、異文化間コミュニケーション教
育への応用の需要が高まるとともに、
「話し言葉コーパス」の必要性も叫ばれるようになって
きていた。
（Romero-Trillo, 2008 等；宇佐美, 2003, 2013；宇佐美・中俣, 2013 等）
。
最近は、様々な目的に基づくコーパスの構築が増えてはきているが、同時発話、割り込み、
沈黙等の情報が付与されたものは皆無に等しく、語用論的分析には適さないコーパスがほと
んどであると言っても過言ではない。日本語教育に関係の深い、いわゆる「学習者コーパス」
も、未だ語彙や文法項目の習得研究を主目的とするものが多いため、文字化の原則は、比較
的簡素で、語用論的研究に必要なオーバーラップや沈黙等の情報が付与されていないものが
多い。
一方、会話分析（Conversation Analysis: CA）で使われている文字化の原則は、語用論的分
析にも適用可能な詳細な情報が付与されているものの、少数の会話の定性的な分析には適し
ていても、より数の多い会話データの定量的分析には適さない形になっている。そのため、
定性的分析だけではなく、定量的分析も可能にし、研究者間で共有できる話し言葉コーパス
の構築の必要性が叫ばれていた。コミュニケーションの語用論的研究のためには、いわゆる
「コーパス言語学」で扱われているような大量の「テキスト」を編んだものだけではなく、
比較的少量でも、話者の関係や話題などの諸条件を統制して収集された「会話（音声・動画）
」
とともに、同時発話、割り込み、沈黙等の語用論的分析に必要な情報が付与された「トラン
スクリプト（文字化資料）
」が収録されたコーパスが必須である。
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2 『BTSJ による日本語話し言葉コーパス』とは？
このような状況を鑑み、語用論的アプローチを含む「総合的会話分析」
（宇佐美、2008）の
方法論や、人間同士の相互作用を、定量的・定性的双方から分析するのに適する「文字化の
原則」として『基本的な文字化の原則（BTSJ：Basic Transcription System for Japanese）
」
（宇佐
美, 改訂最新版 2015, 初版は 1997）を開発し、その BTSJ による文字化資料と音声（一部）
つきコーパスである『BTSJ による日本語話し言葉コーパス（トランスクリプト・音声）2011
年版』
（宇佐美監修 2011）を構築した（以降『BTSJ 話し言葉コーパス』
）
。また、その後、
『BTSJ
文字化入力支援・自動集計・複数ファイル自動集計システムセット 2015 年改訂版』
（以降、
『BTSJ システムセット』図 1）を開発して、少数の会話の定性的分析だけでなく、比較的多
数の会話の基本的情報も、
「自動集計機能」を用いることによって短時間で算出できるように
した。また、これによって、コーパスのデータの特定の形式の頻度や割合を算出した上で語
用論的分析や考察を行うための時間と労力を格段に短縮した。
「BTSJ 文字化資料」と音声・
動画つきの『BTSJ 話し言葉コーパス』をデータベース化し、さらには、そこに、
「自然会話
の動画」と「文字化資料」を中心とする共同構築型「自然会話を素材とする WEB 教材」を
作成するための「自然会話教材作成支援システム」機能を付与したのが、以下の 4. で紹介す
る『自然会話リソースバンク（NCRB：Natural Conversation Resource Bank）
』である（宇佐美
2013）
。

沈黙
割り込み

笑い
発話の重なり

図1

研究者自身で設定した
コーディング項目・記号

BTSJ システムセット

『BTSJ による日本語話し言葉コーパス』は、事前にシナリオのない自然な会話（1 会話
約 15 分～20 分）を 294 会話収録しており、その約半数には、音声もついている。2 者間会
話を中心とし、初対面、友人同士の雑談や討論場面、教師と学生の論文指導場面などが収録
されている。
（詳細は、http://ninjal-usamilab.info/btsj_corpus/を参照のこと）また、下記より申
し込むことによって、誰でも無料で取得でき、研究や教育に利用できる。https://ninjalusamilab.info/form/corpus/index.html (東外大 HP から移設。尚、東外大ページからも申し込み可能)
3 自然会話に見られる「中途終了型発話」や「共同発話文」
ここでは、自然会話にはよく表れているにもかかわらず、教科書などでは、あまり扱われ
ることのなかった「中途終了型発話」と「共同発話文」の例をあげ、これらの現象は、
『BTSJ
話し言葉コーパス』を用いて分析することによって、より体系的に捉えることができること
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を示す。また、これらを『NCRB 自然会話教材』でいかに扱うかを 4.で説明する。
以下の例は、
『BTSJ による日本語話し言葉コーパス』会話番号 52-3（52 は、通し番号。3
は、収録されているフォルダ番号）からのものである。以下の説明では、ライン番号で言及
する。
最初の番号は、ライン番号、次の番号は、発話文番号、*は、発話文終了、/は、発話文未終了

例 1 4 は、
「中途終了型発話」の後、相手のフォローの発話が入る形
3

3

*

JTM07 今日もらったのは。

4

4

*

JSM01

5

5

*

JTM07 普通でいいんだよ<笑い><2 人笑い>。

今日もらっ、あ、今日…。

例 2 16 は、15 の発話に「助け船」を出している。
「共同発話文」の形にもなっている。
15

15

*

JSM01

あったんですけど(ん)、と、とりあえず、は、あの…。

16

16

*

JTM07 8。

17

17

*

JSM01

8 にしました(はい)、はい。

例 3 44 は、43 の発話の「助け舟」であり、
「共同発話文」の形にもなっている。
43

41

*

JSM01

今日は、まず、あの…。

44

42

*

JTM07 続きね。

45

43

*

JSM01

続きですね、はい。

例 4 189 は、
「中途終了型発話」と捉えて、助け舟を出したが、JSM01 が、文を自身で完結
させた例。
「共同発話文」の形にもなっている。
188

178-1

/

JSM01

この下の…,,

189

179

*

JTM07 下の方。

190

178-2

*

JSM01

ですか、あ。

例 1 のように、
「中途終了型」の形で発話が終わる場合もあるが、例 2，3 のように、発話
に「言い淀み」が出た段階で、相手の話者が、
「助け舟」を出す形の発話を行い、それが、先
の話者が始めた発話を別の話者が完了させるという「共同発話文」の形になることが多い。
例 4 のように、聞き手の側が確認の「あいづち」的な発話をすることも多いが、それも、無
意識にせよ、文の形が整うような形で行われることが多い。
会話における機能としては、
「言い淀み」にすばやく反応して、助け舟を出したり、あいづ
ち的な発話は、相手の発話に合わせたり、会話に積極的に参加していることを示していると
いう意味で、
「ポジティブ・ポライトネス」になる。よって、このような言語行動が不十分だ
と、会話が盛り上がらなかったり、聞き手の反応として物足りなさや不自然さを醸し出すこ
とにつながってしまう。このような「さりげない聞き手行動」ができると、日本語の会話と
して、自然なやりとりらしくなると考えられる。しかし、上記の例のような中途終了型発話
や、共同発話文の例は、既存の教科書には見られず、また、実際の会話を行っている最中は、
これらの現象に気づいたり、そのやり方を学んだりすることは不可能である。そのため、こ
のような「自然会話を素材とする教材」があれば、学習者がこういう現象に着目できるよう
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になり、通常の教科書では扱えないことが扱えるようになる。
4 『自然会話リソースバンク（NCRB：Natural Conversation Resource Bank）
』に格納された
共同構築型「自然会話を素材とする WEB 教材」について
このように、自然会話データは、研究のみならず、コミュニケーション教育のための教材
（materials）にも成り得る（宇佐美, 2012）
。しかし、
「自然会話を素材とする教材」の作成に
は、文字化に時間がかかる上に、さらに「教材としての解説」等も加えていかなければなら
ない。そのため、個々の日本語教師が、様々な「自然会話を素材とする WEB 教材」を作成
しやすくするには、
「自然会話教材作成支援システム」のようなものを開発して作成の一部を
自動化し、教材作成の時間と労力を削減できると生産的である。NCRB は、このような必要
性とアイデアを踏まえて構築された、新しいタイプの「共同構築型多機能データベース」で
あり、また、
「共同構築型 WEB 教材リソースバンク」でもある。
本システムは、今のところ、基本的に、登録制のメンバーが皆で共同構築していく形のも
のを想定している。NCRB で作成した教材は、主に WEB 上での独習用を想定しているが、
必要やレベルに応じて、日本語の授業中に、今回取り上げたような自然会話に多い「中途終
了型発話」や「共同発話文」の他にも、自然な日本語会話の音調やテンポの学習、討論の材
料などとして、多様に活用することを想定している。また、この自然会話教材は、同じ素材
を、初級から超級に至るまでのすべてのレベルの学習者が、各自のレベルや興味に応じて活
用できると考えている。授業で使う場合は、同じ場面におけるスピーチレベルの相手による
使い分けなど、実際の場面を体験したり見たりしなければ理解しにくい「人間関係に応じた
コミュニケーションの方法」について議論させるなど、様々な活用法がある。さらには、日
本語の「普通の人の」自然な会話に触れさせることによって、海外の学習者の学習動機を高
めることができるだろう。
5 NCRB における会話データの登録とコーパスとしての活用法
NCRB の利用環境は、OS：Windows7, 8、ブラウザ：InternetExplorer9～11, Google Chrome で、
登録可能なデータの形式は、mp4（動画）
、mp3（音声）ファイルである。構成は、大きく、
「自然会話データを使った研究」と「自然会話を素材とする教材」の 2 つに分かれている。
それぞれ、
「登録や作成」と「利用のみ」で入り口が分かれており、
「自然会話を使った研究」
は、
「データを登録したい方はこちら」及び「データを利用したい方はこちら」
、また、
「自然
会話を素材とする教材」は、
「教材を作成したい方はこちら」及び「教材を利用したい方はこ
ちら」と、全体として 4 つの入り口がある（次頁、図 2）
。会話の登録と教材の作成には、利
用申請により取得できるアクセス用の ID とパスワードが必要である。
会話データ（音声・会話スクリプト、それらに関する情報）は NCRB トップページ（次頁、
図 2）より、
「自然会話データを使った研究」の「データを登録したい方はこちら」から登録
する。作業の流れは、
「音声・動画のアップロード」→「音声・動画情報の入力」→「話者情
報の入力」→「会話情報の入力」→「会話スクリプトの入力」となる。各作業は「音声・動
画」
、
「会話」
、
「会話グループ」という 3 つの画面で行い、上部のタブを切り替えることで画
面を移動できる。
会話スクリプトは NCRB 上でも、動画や音声を聞きながら入力していくこともできるが
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（図 3）
、
「BTSJ システムセット」を用いて文字化資料を整えた後、NCRB にアップロードす
ることもできる（文字化入力支援機能が多い後者の方法を用いることを推奨する）
。また、会
話スクリプト画面では動画や音声にタイムスタンプを押すことができるため、分析の際に動
画や音声を再生しやすくなる。
このようにして登録した 1 つ 1 つの会話は、
「会話グループ作成機能」を用いてグループ
化することもできる。自分のデータを 1 つのグループにまとめることもできるし、検索機能
を用いて、
「友人同士の雑談の会話」等、研究目的に応じた条件で検索し、該当する会話のみ
をグループ化して保存することもできる。
このように、
自然会話を用いて研究を行う場合は、
同様の条件の複数の会話をグループ化し、定量的に分析することが可能である。

図 2 NCRB トップページ

図 3 会話スクリプト入力画面

NCRB は、2.で紹介した『BTSJ システムセット』と連携している。NCRB 上で決められた
作業手順通りにデータ情報を入力すると、NCRB 番号が自動的に付与される。このデータを
ダウンロードし、
『BTSJ システムセット』を用いて文字化資料を整えることによって、通し
番号の間違いや情報の入力漏れといった、データ整備の際に起きやすいケアレスミスを防ぐ
ことができる。さらに、
『BTSJ システムセット』では、研究のためのコーディングや基本的
記述統計の自動集計ができる。NCRB の検索機能を用いて自分の研究目的に合うデータを複
数抽出し、一括ダウンロードして BTSJ システムセットの自動集計機能等を用いることによ
って、会話の定量的な分析を効率よく行うことが可能になる。
6 おわりに
これらの機能を十分に活用して、今回例にあげた「中途終了型発話」や「共同発話文」の
みならず、自然会話に特徴的なあいづち、フィラー、ディスコースマーカーなどの周辺言語
の使用実態を多角的に明らかにしていくことは、欧州など、海外で日本語を学ぶ学習者の「自
然なコミュニケーション能力の養成」のための基礎となる。今後、益々『BTSJ 話し言葉コー
パス』のみならず、
「自然会話」を使った分析が日本語教育に生かされることを期待したい。
＜参考文献＞
Romero-Trillo, Jesús (ed.) (2008). Pragmatics and Corpus Linguistics: A mutualistic entente. Mouton
Series in Pragmatics 2 . n.p: Mouton de Gruyter.
宇佐美まゆみ（2003）
「改訂版: 基本的な文字化の原則 (Basic Transcription System for
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Japanese: BTSJ)」
『多文化共生社会における異文化コミュニケーション教育のための基礎
的研究』平成 13-14 年度科学研究費補助金基盤研究 C(2) (課題番号: 13680351)(研究代表者:
宇佐美まゆみ) 研究成果報告書: 4-21. 2015 年改定版は、下記からダウンロードできる。
(http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/usamiken/btsj.htm)
宇佐美まゆみ (2008)「相互作用と学習-ディスコース・ポライトネス理論の観点から」
西原鈴子・西郡仁朗編『講座社会言語科学 第 4 巻 教育・学習』pp. 150-181 ひつじ書房.
宇佐美まゆみ (2012)「母語話者には意識できない日本語コミュニケーション」野田尚史編
『日本語教育のためのコミュニケーシヨン研究』pp. 63-82 くろしお出版
宇佐美まゆみ (2013)「会話データの作成・分析―「総合的会話分析」と「基本的な文字化
の原則(Basic Transcription System for Japanese: BTSJ)」
」
『日本語学』第 32 号, 第 14 巻, pp.132147, 明治書院
宇佐美まゆみ・中俣尚己 (2013)「
『BTSJ による日本語話し言葉コーパス（トランスクリプ
ト・音声）2011 年版』の設計と特性について」
『第 3 回 コーパス日本語学ワークショッ
プ予稿集』, pp. 217-228, 国立国語研究所 言語資源研究系・コーパス開発センター.
宇佐美まゆみ (2013)「NCRB（Natural Conversation Resource Bank）の開発とその意義につい
て－これからのコーパスのあり方とその研究・教育への活用法への一提案－」
『第８回日
本語実用言語学国際会議（ICPLJ8）Conference Handbook』, pp. 128-131, 国立国語研究所.
宇佐美まゆみ (2015)「BTSJ 文字化入力支援・自動集計・複数ファイル自動集計システムセ
ット 2015 年改訂版」
『自然会話リソースバンク構築による世界的教材共有ネットワーク実
現のための総合的研究』平成 23-26 年度科学研究費補助金基盤研究(A)(研究代表者：宇佐
美まゆみ) (課題番号 23242027) 研究成果.
論文２

自然会話の「文脈」から見た文法教育の改善
川口 義一
言語・生活研究所
要旨
本稿は、大規模日本語会話コーパスである、
『BTSJ による日本語話し言葉コーパス』の中
の「論文指導 43・44・45」の本文を資料として、接続助詞トがコミュニケーション上果たし
ている機能を分析し、分類した。同時に、この文法項目が初級教科書でどのように提示され、
どう練習されているかを、『みんなの日本語初級Ⅰ第 2 版』を対象として、トが学習項目に
なっている課について分析した。その結果、分析対象にした教科書では、コーパスの自然談
話に見られたトの機能の一部が学習できないことが判明した。そこで、筆者が実践してきた
「文脈化」指導法を紹介しつつ、トによる条件表現を指導する場合に効果的であると思われ
る練習方法を提案した。
【キーワード】
『BTSJ による日本語話し言葉コーパス』
、自然談話、コミュニケーション教
育、
「文脈化」
、教科書分析
Keywords: BTSJ Japanese Conversation Corpus (BTSJ-JCC), Discourse in natural settings, Pedagogy
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of communication, Contextualization, Textbook analysis

1 はじめに
本論では、大規模日本語会話コーパスである、
『BTSJ 話し言葉コーパス』1)を利用し、その
中の接続助詞トによる条件表現が文脈の中でどう使われているかを分析する。同時に、これ
らの文法項目が初級教科書でどのように提示され、どう練習されているかを例示し、それが
コーパスに見る自然談話とどうかけ離れているかを示して、教師がコミュニケーション教育
の立場から教科書を批判的に検討し、適切な「文脈化」2)を通した自然なコミュニケーション
のための表現を教育するための方策を議論する 3)。
2 談話資料と教科書の調査方法
2.1 談話資料の調査
本論では、初級文型の、接続助詞トによる条件表現を研究対象とする。調査対象の談話資
料として、
『BTSJ 話し言葉コーパス』の「論文指導」から 43・44・45 の三編を使用し 4)、そ
の中のトによる条件表現の用例を抜き出す。これらの用例の「文脈」からそのコミュニケー
ション上の機能を分類して、教科書との比較に備える。特定の教科書において、コーパス資
料のものと類似の「文脈」を使い、そこでの機能が学習できるように練習問題などがデザイ
ンされていれば、その教科書は「文脈化」されて作られていると判定できる。
2.2 教科書の調査
調査対象の初級日本語教科書を『みんなの日本語初級Ⅰ第 2 版』
（鶴尾・石沢 1998a）
（以下、
『みんなⅠ』と略称）とする。この教科書において、前節で紹介したトによる条件表現を学
習項目とした課の「例文」と「会話」および練習問題の一部 5)を引用し、これらが、コーパス
調査で明らかになったような「文脈」を意識できるよう作られているかどうかを分析する。
すなわち、当該文法項目を「文脈化」した指導が可能か否かを、コーパス調査の結果との比
較により判定するのである。そして、
「文脈化」がデザインされていない場合は、より自然に
「文脈化」する指導方法を提案する 6)。
3 トについての分析
本章では、トの文型について、まず 3.1 でコーパスの談話資料中の用法分析を行い、続い
て 3.2 で『みんなⅠ』における同文型の扱いを検討する。その結果をもって 3.3 で教科書と談
話資料におけるトの用法を比較する。最後に、3.4 で、談話資料中には見られるが、教科書で
は扱われていないトの機能の指導について提案する。
3.1 談話資料中のト
談話資料中に見出されたトの用法には、筆者の命名で「その条件下でどうなるか言うから
よく聞いて」型・
「その条件下での判断をするから聞いて」型の二つが認められる。採取され
た用例は、すべてこの二種に分類され、他の用法は見られない。以下に、その用例を見る。
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なお、トによる条件表現は、イタリック体で示しておく 7)。
◇「その条件下でどうなるか言うからよく聞いて」型
ある条件を設定したときにあることが起こる可能性が高く、ときにそのことが聞き手にと
って何らかのクリティカルな状況を招来するということを伝えたいときの用法で、トの先行
部分が「忠告・助言への導入」として機能しているような用法が中心となる。所属例は、全
25 例あるが、紙幅の関係で次の 3 例のみを挙げる。
① そのためには、今、あの投稿しておくしかないわけですよね、これから先、いまチャ
ンス逃すとおそらく論文を書く時間がない。>43_104_93
② あの、2 つの変数を、く、あの、関係を比べるときは散布図を作るとすごく便利。
>44_378_351
③ でないと、あっ、ここの文献の話だけかと思っちゃう、よね。 >45_106_96
◇「その条件下での判断をするから聞いて」型
それまでの議論と異なる前提や条件の下で下した判断を相手に伝えたいときの用法で、
「
視点転換の確認」と名付ける。これがいわゆる「仮定・条件」の用法で、全 15 例を認めた
が、すべて他の接続助詞～バ・～タラと交換可能なものであり、トによる表現の独自性に乏
しい。所属例は、紙幅の関係で次の 3 例を挙げる。
① ただ、質的な面でみると、使い方という面で変わった、あの戦後変化が見られるとい
う風には思ったんですね。>43_154_140
② で、そうすると惑わされないからね。>44_249_229
③普通に考えると、香港は自由貿易港だから,,>45_83_76-1
3.2 教科書中のト
3.2.1 「例文」
・
「会話」におけるト
トは、
『みんなⅠ』の第 23 課の「文型」の欄に挙げられていて、メインの学習項目の一つで
ある。トの例文は、
「例文」欄の 8・9（同書：196）にある。
8 お湯が出ません。
…そこを押すと出ますよ。
9 すみません。市役所はどこですか。
…この道をまっすぐ行くと左にあります。古い建物です。
どちらの文も、トの「その条件下でどうなるか言うからよく聞いて」型の用例として自然
な文である。8・9 のような用例でトによる条件文が果たす機能を、それぞれ便宜上「使用説
明」
・
「所在場所説明」と呼ぶことにする。ともにトによる典型的な条件表現であり、状況も
説明しやすく、きわめて明確に「文脈化」されていると言える。
一方、
「会話」
（同書：197）では、登場人物の「カリナ」が図書館に電話してアクセスを確
認している場面で、トが次の部分に出ている。
図書館の人：ええ、降りると前に公園があります。図書館は公園の中の（後略）
これは、
「例文 9」と同じく「所在場所説明」のためのトであり、
「電話で所在地を確認す
る」という状況で「文脈化」されていて、理解しやすい。
3.2.2 練習問題におけるト
次に、学習者の習得のためにもっとも重要な練習問題の検討に移る。トの練習は、
「練習 B
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5」と「練習 B 6」
（みんなⅠ：200）および「練習 C3」
（みんなⅠ：201）にある。まず、
「練
習 B 5」であるが、これは、次のような「使用説明」の練習である。
例：このボタンを押します・切符が出ます
→このボタンを押すと、切符が出ます。
個々の問題は、説明すべきもの（座席の背もたれ・トイレの注水ボタン・音量調節ダイヤ
ル・光量調節ダイヤル）のイラストがあり、
「文脈化」されている。
「練習 B 6」は、
「所在場所説明」であり、地図を見ながら指定された場所にたどりつけ
るように説明する、次のような練習である。
例：銀行→銀行はどこですか。
…あの交差点を右へ曲がると、左にあります。
個々の問題は、目的地すべき場所（市役所・美術館・駐車場・コンビニ）の入った通り道
のイラストがあり、
「文脈化」されている。
「練習 C3」の会話も「所在場所説明」で、
「A」が銀行の所在を尋ね、
「B」が「あそこを
渡って、まっすぐ行くと右にありますよ」と答える部分にトによる条件表現が出ている。練
習のキーは、
「コンビニ」
「郵便局」で、それぞれ図を見て道順の説明する練習になっている。
これも、
「文脈化」が明快でよい練習になっている 8)。
3.3 教科書と談話資料のトの用法比較
前節で検討したトの教科書における提示のされ方を、談話資料におけるトの条件表現の用
例と比較してみると、以下のようなことが了解できるかと思われる。
(1) トによる条件表現は、
『みんなⅠ』23 課の「例文」
「会話」
「練習 B」ではしかるべく「文
脈化」されている。
(2)「練習 C」は「文脈化」された練習にはなっているが、キューの選択に自由度が乏しい
ため、教科書にある練習はせずに、学習者の身近な場所の所在を質問するような活動に
して、表現の「個人化」9)を図る必要がある。
(3) 「使用説明」
「所在場所説明」の練習はできるが、談話資料に多く見られた「忠告・助
言への導入」の用例が「例文」
「会話」
「練習」のいずれにもなく、学習機会が与えられ
ていない。
(4) 文脈上バと置き換え可能なトは扱っておらず、この点の混同は避けられる。
つまり、教科書の練習だけでは、談話資料に 25 例も見られ、バやタラで置き換えにくい
「忠告・助言への導入」の用法が練習できず、この接続詞が作る条件表現の一部の機能
が学習されないままになってしまう恐れがある。
3.4 トの「文脈化」と指導法の提案
そこで、この教科書を使ってトの使い方を練習するときは、教師がこの「文脈化」の方法
を工夫しておかなければならない。まず、トの「忠告・助言の導入」の用法は、「教室文脈」
で使えるように「出席ゲーム」と筆者が名付けている口頭表現練習 10)にすれば、次のように
「文脈化」しながら、導入し、かつそのまま練習できる。
教 師：グエンさん。グエン・カオ・ミンさん、いません？あれ、さっき見たぞ？
マリア：グエンさん、先生が呼んでいますよ。返事をしないと欠席になりますよ。
グエン：あ、マリアさん、ありがとう。先生、すみません。私、来ています。
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この練習は、これをヒナ型として、忠告する学習者に「…欠席になっちゃいますよ／先生
に叱られますよ／欠席にされちゃいますよ」など教科書の他の文法項目と合わせた発話をさ
せることで、初級全課程で何回も再利用でき、機能の習得に結びつく。
「忠告・助言の導入」用法は、
「個人化作文」11)として文章表現練習にも有効に使える。以
下は、
「両親・恩師からの注意」という題目から生まれた作文の一例である。
・私の母は、私に「晩ごはんのときまで泳いでいると、魚になっちゃうよ」と言いました。
また、トの「その条件下でどうなるか言うからよく聞いて」型の表現には「自分の故郷の
季節ごとの変化」の説明としても「文脈化」できる。
「私の国／町のいちばんいい季節」とい
う題目で書かれた作文の一例を次に挙げる。
・＊では、夏になると、暖かくて緑になって、雨がふって、旅行と散歩をするのにいい季
節ですから、夏は一番いいときだと思います。春になると、暖かくなりますが、風がと
ても強くて天気が悪いですから、＊人は春があまり好きじゃないと思います。
（＊は、こ
の学習者の出身国…筆者注）
以上のような教室活動を採用することで、接続助詞トを使った条件表現の、談話資料中に
は認められるが、教科書では欠落している機能を習得させることができる。
4 まとめと今後の課題
以上議論してきたように、
『BTSJ 話し言葉コーパス』の談話資料によって自然な会話に現
れる文法事項の用法を観察し、それが教科書を通じて学習できるようになっているかを検討
してみると、分析対象にした『みんなⅠ』について見る限りは、そのようにはなっていない
部分があることが判明した。これは、教科書の作成者が、学習すべき文法項目をコミュニケ
ーション教育のために「文脈化」しようという理念を持たないためであると考えられる。教
育全般が「教師／カリキュラム中心」であるところから「学習者主体」に移行し、また「文
法知識志向」から「コミュニケーション能力志向」に変わってきた現在においては、コミュ
ニケーションにおいて文法項目が担う機能を究明し、それを学習者個々の表現意欲とどう結
び付けるかについて、
個々の教師・教師集団が確固たる理念を構築することが重要であろう。
そのために、教師が教科書を批判的に見て、教科書の例文・モデル会話・練習問題などが、
自然なコミュニケーション上に持つ文法の機能とかけ離れて作られていないかをチェックす
るのに、
『BTSJ 話し言葉コーパス』
のような大規模な談話資料の利用はきわめて有効である。
本論で、その方法の一端が示せたのであれば、筆者の意図するところと合致する。
注．
1) 『BTSJ(Basic Transcription System for Japanese)話し言葉コーパス』は、宇佐美まゆみ監修（2011）
『BTSJ
による日本語話し言葉コーパス（トランスクリプト・音声）2011 年版』の略称で、筆者は、その 2011
年版の利用を申し込み、許諾を受けてデータとして利用した。このコーパスの詳細については、参考
文献欄に紹介のサイト参照。
2) 「文脈化」の概念とその日本語教育への応用については、太田（2017）
・川口（2006・2016）参照。
3) EAJS/AJE2017 のパネルディスカッションでの発題は、～デショウ・～カモシレマセンを分析対象
の文型としたものだったが、この発題の文字化は本論文集の執筆制限枚数を遥かに超えるため、同じ
分析手法で接続助詞のトによる条件表現を扱った。なお、～デショウ・～カモシレマセンを対象とす
る研究は、川口（2018）参照。
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4) この談話資料をデータ採取用に選んだのは、
「論文指導」という会話の性格上、アドバイスなどに
条件表現が多出することが予想されるためである。
5) 『みんなの日本語』は、1 課の内容が、
「文型」
・
「例文」
・
「会話」
・
「練習」
（A/B/C）
・
「問題」の順で
構成されている。
「文型」に挙がっている文法項目がメインの学習項目である。本論で「練習問題」と
いうのは、
「練習」のうちの「練習 B」と「練習 C」である。
6) これらの指導法の提案は、そのほとんどが、筆者が早稲田大学に在任中に『みんなの日本語』
（第 1
版・第 2 版）を教科書として教えた初級クラスの授業実践を基礎としている。
7) 「談話相手のあいづち」や「沈黙」などの文字化や記号化された談話要素は省略した。以下、すべ
ての資料の引用でそのように処置する。
8) ただし、このまま架空のコンビニや銀行で練習するのでは、談話レベルの置換え練習であり、コミ
ュニカティブな口頭表現練習にはならない。学習者間にインフォーメーションギャップがあるレスト
ランやブティックなどの身近な場所を設定して、その最寄りの場所から「所在場所説明」をし、ナビ
のアプリを見て確認する作業をすれば、リアルな練習になる。
9) 「個人化」の概念とその日本語教育への応用については、川口（2016）参照。
10)「出席ゲーム」の練習例については、川口（2016）参照。
11)「個人化作文」の練習例については、川口（2016）参照。
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論文３

教科書会話 vs. 自然会話
―カラとノデの語用論―
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山梨県立大学
要旨
コミュニケーション教育では、
「社会言語的な適切さ」１）という視点が盛り込まれることが
重要である。本稿では、会話教材の用例から示唆されたカラとノデの用法を『BTSJ 話し言葉
コーパス』２）で検証し、自然会話の分析を通してこそ見えてくる母語話者のカラとノデのリ
アルな使い方を提示する。まず、主観・客観という先行研究の捉え方がいかに複雑であるか
を指摘し、カラとノデの使い分けには「タテとヨコの人間関係（power & solidarity）」という
指標と［±主張性］という判断の基準があることを示す。次に、使い分けに関わるこの 2 つ
の尺度が、『BTSJ 話し言葉コーパス』でどのように使われているかを検証し、母語話者の無
意識の知識として表出した暗黙知を〈語用論的知識〉として記述する。そして、対人関係的
機能が表出するカラとノデのような表現においては、文法項目としての機能だけでなく、コ
ミュニケーション上の機能に着目した教育や研究が重要であることを述べる。
【キーワード】 カラとノデ、教科書会話、自然会話、
『BTSJ 話し言葉コーパス』
、語用論的
知識
Keywords:
Kara vs. Node, Textbook Conversation, Natural Conversation, BTSJ Japanese
Conversation Corpus (BTSJ-JCC), Pragmatic Knowledge
1 はじめに
適切な言語使用に〈語用論的知識〉は欠かせない。例えば（1）
（2）のような同一の状況下
において、カラとノデはどのように使い分けたらよいのであろうか。
（1）a.暑いから、窓を開けてもいいですか。 b.暑いので、窓を開けてもいいですか。
（2）a.のどが渇いたから、何か飲みませんか。 b.のどが渇いたので、何か飲みませんか。
教室では、カラとノデは「原因・理由」を表すと説明され、カラは「主観的」
、ノデは「客観
的」であるといった説明が加えられるかもしれない。しかし、文法項目としてカラとノデを
理解できたとしても、そのコミュニケーション上の機能を理解し説明することは、母語話者
であっても、また日本語教師であっても、簡単なことではない。
本研究では、主観的・客観的と説明されるカラとノデを取り上げ、まず先行研究の様々な
見解を整理し検討する。次に新たな基準を立てた上で、会話教材の用例から導かれるカラと
ノデの〈語用論的知識〉をフローチャートで提示する。そして教科書会話で示唆されたカラ
とノデの用法を、
『BTSJ 話し言葉コーパス』に収録されている 4 種類のファイル―1）初対面
と友人同士の雑談、2）論文指導、3）女性同士の断りの電話会話、4）同性同士男女の依頼を
含む電話会話―を対象に調査し、実際に日本語母語話者がどのようにカラとノデを使い分け
ているのかを検証する。
2 先行研究におけるカラとノデ
以下で、先行研究におけるカラとノデを概観する。
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2.1 主観的か客観的か
先行研究では、カラが主観的で、ノデが客観的であるという見方が主流である（永野 1952）
。
今でもこの枠組みで、
カラとノデの使い分けを理解している人も少なくないように思われる。
『大辞林（第二版）
』や『日本語文型辞典』
（グループ・ジャマシー1998:88）も、カラはノデ
より「主観性が強い」と説明している。一方、カラが客観的で、ノデが主観的であるという
見方もある（山下, 1986; 牧野, 1996; Makino, 2007）
。これらの先行研究の記述を整理すると図
1 のようになる。
（3）～（6）は各先行研究における例文である。図 1 では各見解の色と例文
の該当箇所の色を対応させている。しかし、これらの例文から、カラとノデのどちらが客観
的でどちらが主観的なのかを理解し説明することは難しい。
カラ：永野 1952, Nakada1977,森田 1989,ほか

ノデ：山下 1986, 牧野 1996

辞典類『大辞林(第二版)』,『日本語文型辞典』
ノデ：牧野 1996

カラ：Makino2007

ノデ：Makino2007

カラ：牧野 1996

ノデ：永野 1952, Nakada1977,森田 1989,ほか

カラ：山下 1986, 牧野 1996

辞典類『大辞林(第二版)』,『日本語文型辞典』

図 1 先行研究におけるカラとノデ３）

（3）今日は寒いから窓をしめましょう。
（森田 1989: 348）
（4）遺産は社会事業に寄付するから、子どもたちには分けない。
（山下 1986: 161）
（5）日本円はまだ強い［から・から/ので・ので］海外旅行がしやすい。
（牧野 1996: 147）
（6）今日はバレンタイン・デー［だから/なので］彼にチョコレートを買ってあげる。
（Makino2007: 246）
2.2 主張をするか主張を控えるか［±主張性］
萩原（2012）は、カラとノデの用法の補足的な説明に着目し、カラとノデには表 1 のよう
な対人関係的機能があると述べている。
表 1 カラ・ノデの対人関係的機能（萩原 2012:340）

田中（2004）は、大学生 128 名を対象にカラとノデの使用調査を行い、大学生がノデを多
用し、カラを避ける傾向があったと報告している。田中（2004）はこの結果から、ノデに対
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人関係を和らげる意味があるという使用意識が働いていると考察している。田中（2004）の
当該考察は、表 1 のカラとノデの「対人関係的機能」を裏付けるものである。萩原（2012）
および田中（2004）の研究は、主張をするか主張を控えるかといった［±主張性］という判
断が働いていることを示している。
3 教科書会話におけるカラとノデ
教科書会話において、会話者間の関係がはっきりとわからない会話を提示しているものは
少なくない。しかし、現実の会話では、会話相手との人間関係・場面・状況などが言語使用
の重要な指標となる。表 2 は、会話者間の関係がはっきりと示されている会話教材 6 冊の用
例を基に萩原（2012）が作成したフローチャートである。母語話者は、カラとノデの使い分
けに際し、頭の中にこうした参照可能な語用論的知識を有していると考えられる。
表 2 カラとノデの使い分けフローチャート（萩原 2012:347 より一部変更）

4 自然会話におけるカラとノデ
教科書会話で示唆された用法を自然会話の用例で検証する。調査データは、
『BTSJ 話し言
葉コーパス』に収録されている 4 種類のファイルで、1）初対面と友人同士の女性の雑談、2）
論文指導、3）女性同士の断りの電話会話、4）同性同士男女の依頼を含む電話会話である。
4.1 人間関係を指標としたカラとノデの検証
表 3 は、4 種類の会話データの調査結果である。
「初対面の雑談」
「友人同士の雑談」とも
にカラの使用が多かった。
「論文指導」では、教師はカラを、学生はノデを使用する傾向が見
られた。
「女性同士の断りの電話会話」では、先輩に対して頼む側はノデを、断る先輩側はカ
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ラを使用していた。一方、後輩に対して頼む場合にはカラとノデの使用は割れた。しかし、
後輩側は 100％ノデを使用していた。同級生の場合には、頼む側も断る側もカラを使用する
傾向が見られた。また、対先輩・対後輩への断りの会話では何れも使用しないケースが全体
の 4 割から 5 割見られた。
「同性同士の依頼の電話会話」では、女性・男性共にカラを使用す
る傾向が高かった。何れも使用しない割合は全体の 2 割であった。
表 3 『BTSJ 話し言葉コーパス』におけるカラとノデの使用分布

4.2 心的距離で使い分けられるカラとノデの Solidarity
ここで興味深い 2 つの例を紹介する。1 つ目は（7）の同一話者の発話に現れた「また電話
するから」と「また後日連絡しますので」である。2 つ目は（8）の一発話文に現れた「<っ
て>{>}いうので、だから母校じゃないからー」である。
（7）
（8）のようなカラとノデは、Lakoff
（1973）を援用すると、話者の心的距離の変化、関係性（ウチ⇔ソト）の表れと捉えること
ができる。
（7）直近で変化する同一話者によるカラとノデ →カラがノデに変わる例

（8）一発話文に表われる文脈に依るノデとカラ →ノデとカラの使い分けが見られる例
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5 自然会話分析が示すカラとノデの無意識の知識（暗黙知）
以上、
『BTSJ 話し言葉コーパス』に収録されている 4 つのファイルを調査した結果、母語
話者はカラとノデを次のように使い分けていることが明らかになった。この使い分けには、
萩原（2012）が提示した「人間関係（power & solidarity）
」と［±主張性］が関わっているこ
とが検証された。
① 雑談では、カラが多い。
② 初対面より友人同士の方が、カラをより使用する。
③ 論文指導の面談では、学生はノデを使用し、教師はカラを使用する。
④ 女性同士の断りの電話会話では、相手によってカラとノデの使用が変わる。
⑤ 後輩に対して、頼む側はカラとノデで割れたが、断る後輩側は 100％ノデを使用する。
⑥ 先輩に対して、頼む側はノデの使用が多いが、断る先輩側は 100％カラを使用する。
⑦ 同級生に対して、頼む側も断る側も 85％程度がカラを使用する。
⑧ 依頼を含む会話であっても、友人同士の場合にはカラが多い。
⑨ 依頼を含む女性同士の電話会話では、依頼する側も依頼される側も 10％程度ノデを使用
する。
⑩ 依頼を含む男性同士の電話会話では、依頼する側が 3％程度ノデを使用し、依頼される
側は 100％カラを使用する。
6 おわりに
本稿では、会話教材の用例から示唆されたカラとノデの用法を、実際に日本語母語話者が
どのように使い分けているのかを『BTSJ 話し言葉コーパス』で検証した。そして、カラとノ
デの使い分けには「タテとヨコの人間関係（power & solidarity）」という指標と［±主張性］
という判断の基準があることを提示した。対人関係的機能が表出するカラとノデのような表
現においては、特に「社会言語的な適切さ」が期待される可能性があり、文法項目としての
機能だけでなく、コミュニケーション上の機能に着目した教育や研究が必要である。こうし
た「社会言語的な適切さ」については、『BTSJ 話し言葉コーパス』のような大規模コーパス
を活用することで、母語話者の〈語用論的知識〉を具現化し、その知見を教材作成や授業に
反映させていくことが有用であると考える。
注．
1) CEFR（Common European Framework of Reference for Languages: Learning teaching, assessment）に挙
げられている項目である。同様に「JF スタンダード」にも「社会言語能力」は挙げられている。
2) 『BTSJ（Basic Transcription System for Japanese）話し言葉コーパス』は、宇佐美まゆみ監修（2011）
『BTSJ による日本語話し言葉コーパス（トランスクリプ ト・音声）2011 年版』というコーパスの
略称である。
3) 萩原（2012）の議論を基に作成したものである。
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