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Abstract 

Because English has been primarily used as a global language in the world, people in Japan will be 

required to use English more than ever before. However, there are few studies on communication 

among L2 English speakers. The purpose of this article is to find out the way L2 learners deal with 

communication problems due to the lack of linguistic resources in order to prepare students for a 

diverse environment and multicultural communication. This study focuses on the L2 communication 

among students of Japanese and Taiwanese universities who participated in the joint seminar. The 

results of qualitative analysis reveal that 1) beginner to intermediate level L2 speakers use multiple 

ways of CS when they want to convey their feelings and intentions, 2) L2 speakers demonstrate their 

sincere attitude towards the other L2 speakers when they try to understand them, and thus, 3) L2 

learners are required to be flexible in multicultural communication. With these research results, 

current English education needs to be transformed into more multicultural and inclusive curricula. 

 

Keywords : L2 Communication, Communication Strategy, inclusive education 

 

１.はじめに 

1.1.本研究の目的 

本稿では，英語を母語としない台湾と日本の大

学生（日本語が堪能な留学生 1 人を含む）の間で

見られた英語でのコミュニケーションギャップ1 

とそれを補うためのツール（コミュニケーション・

ストラテジー，以下 CS）と第二言語話者間コミュ

ニケーションについて考察する． 

 
1 ここでいうコミュニケーションギャップとは、母語以外の言語を使ってコミュニケーションをした際

にお互いに意思を伝えることが困難な状況を指す。 

本研究で英語を多文化コミュニケーションの共

通ツールとして取り上げる．それは，英語を母語

として使用している人口と第二言語として使用し

ている人口と合わせるとおよそ 11 億人が使用し

ており，世界で最も話されている言語と言われて

いるからである（Ethonologue, 2019）．また日本

においても英語がコミュニケーションツールとし
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て重要であるという認識は 2020 年に実施される

新学習指導要領の内容からも明らかである．その

英語を第二言語として話す人々のコミュニケーシ

ョンにおける課題を知ることは，世界の人々が国

境や文化習慣的背景を越えて交流することが当た

り前となっている現代において重要と考えるから

である． 

 

1.2.本研究の背景 

 英語を第二言語として習得する過程を研究した

ものや，ネイティブスピーカーと第二言語学習者

間でのコミュニケーションを研究したものが多い

一方で，英語の第二言語話者間でのコミュニケー

ションを研究したものは多く見られない．そのた

め，本研究では英語を母語としない学生が英語を

共通コミュニケーションツールとしてお互いの伝

えたいことの意味・意思が通じ合わなかった場合，

どのような CS を使ってそれを伝えようとするか

に焦点を当てる．また第二言語話者間ではジェス

チャーが有効であるということが言われている

（出口，2014）．しかし，精度の高い翻訳機能を持

ったアプリケーションソフトウェア（以下「翻訳

アプリ」）が一般的になってきていることを考える

と，本研究では第二言語話者がコミュニケーショ

ンをする中で意思疎通が難しい場合には，翻訳ア

プリを有効な CS として使うのではないかという

仮説のもとで調査を行う．調査は本学の学生から

のアンケート，集中講義中に集めた録音音源，グ

ループワークの観察ノート，そして記録用に撮っ

た写真をもとに，学生がコミュニケーションギャ

ップをどのように埋め，また異文化コミュニケー

ションに関してどう対応するかを分析するととも

に，これからますます増えるであろう第二言語で

のコミュニケーションと多文化交流について考察

する． 

 

 
2 この「第一の意味」は Donald Davidson の言葉（first meaning）を借りた表現である。 

２.先行研究 

2.1.第 2 言語話者間のコミュニケーション 

 英語を母語としない者同士が英語でコミュニケ

ーションを取るということはどういうことか．英

語を第二言語として使う話者（以下 L2 話者）間の

コミュニケーションは，英語を母語とする者（以

下 L1 話者）と L2 話者がコミュニケーションを取

る場合に比べて格段に複雑である．例えば，英語

L1 話者は簡単な単語の使用やゆっくり話すなど

の L2 話者に配慮したフォーリナートーク

(Ferguson, 1975)を使い意思疎通がしやすいよう

な会話をすることが出来るが，柳瀬（2003）が L2

話者間のコミュニケーションは相手の「第一の意

味2 （文字通りの意味ではなく，相手が伝えたい意

味）」を理解したときに成立するというように，母

語を共有しない L2 同士のコミュニケーションは

本来相手が伝えたいと意図していた意味が汲み取

れず会話が成立せずに終わってしまう恐れがある． 

 また，L2 話者同士のコミュニケーションには，

言葉のやり取りに加えてお互いの文化や習慣に対

する理解が必要となってくるため複雑なのである．

同じ言語を使用するとはいえ，表現の仕方，伝え

方，理解の仕方など文化的背景によって異なるこ

とは多文化教育の研究より明らかである（Banks, 

2001; Nieto & Bode, 2018; Ladson-Billings, 

1995）．また，この文化的背景には英語の発音や文

章の構成の仕方の違いも含まれると考える．L1 話

者であっても国によっては発音の仕方が全く違う

うえに，L2 話者に関しては母語の影響があるのは

避けられない（清水，2008; 堀江，1988）．同じア

ジアの国の学生であっても，文化的背景を一括り

にすることはできないし，すべきではない．とい

うことは，話す相手の文化的背景に関して知識が

あるかどうか，また理解しようとする意志がある

かどうかも重要となる． 

 つまり，同じ母語を話す学習者が教室で英語を
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言語として学ぶという設定であれば，細かい手順

や達成目的があるので，意味交渉を通して意思疎

通ができるが（出口・森田，2005; Pica et al., 1996），

今回のような L2 を共通言語として使用しコミュ

ニケーションを図る場合は，コミュニケーション

成立のためには様々な条件をクリアする必要があ

ることが分かる． 

 

2.2．コミュニケーション・ストラテジー 

 コミュニケーションとは相手がいてはじめて成

り立つもので，そのコミュニケーションの相手が

自分を理解してくれなければそもそもの意味がな

くなってしまう．特に本研究のように L2 同士の

コミュニケーションでは語彙力や知識の欠如，文

化習慣的な相違点などでコミュニケーションが困

難になる場合がある．そのようなときに使われる

言い換えや L1 の置き換えなどコミュニケーショ

ンが円滑に進むよう使われるのがコミュニケーシ

ョン・ストラテジー（CS）である（Tarone, 1980）．

さて，ここで重要なのは Tarone (1980)が CS の定

義で述べている「（話者）相互の試み」(p. 419)の部

分である．つまり，CS が成り立つためには話し手

と聞き手の意味交渉が行わなければならない．た

だ，L2 話者がお互いに複数の CS を使ってコミュ

ニケーションギャップを埋めようとしたとしても，

すべての CS が効果的かというとそうではないこ

ともある．コンテクストにもよるが，日本語表記

の電子辞書の使用（出口，2014）や中国語の漢字

を日本語の音読みで発音する（方，2012）などう

まくいかない場合もある． 

 CS の定義や使われ方には様々あるが（Tarone, 

1980; Fearch & Kasper, 1984; 猪狩, 1998; 方, 

2012），上記の研究者の CS 分類を参考に本研究用

 
3 ここで辞書や翻訳機（携帯アプリを含む）を CS として入れたのは、聞き手に対して会話を継続しよ

うとする姿勢を見せていると考えるからである。L1 話者との会話であれば直接聞くことはできるが、

L2 同士のコミュニケーションであるため、辞書や機械に援助してもらう状況は大いにあり得る。ちな

みに、学生と考える英語（https://gakusei.gengo21.com/archives/901）でも辞書は助言要請の CS とし

てカテゴリーに含まれている。 

にまとめると以下のようになる： 

 

1）自己解決方略（Noncooperative Strategies） 

 他言語借用（L1 以外の言語も含む） 

  直訳 (例：Seedling（苗木）を Baby tree など) 

  非言語的方略（ジェスチャー，絵・写真，文字） 

2）協力的解決方略（Cooperative Strategies） 

  聞き返し（話し手に「どういうこと？」と聞く） 

  直接的援助の要請（母語話者や先生に直接聞く） 

  間接的援助の要請（辞書や翻訳機を使う3） 

 

Tarone（1980）や Fearch & Kasper (1984)は自

分の分からないトピックを避けたり，会話を途中

で止めたりする回避（Avoidance）を CS に含めて

いるが，本研究の台湾と日本の学生とのコミュニ

ケーションでそのようなことがあまり見られなか

ったため，ここでは取り扱わないことにする． 

 L2 話者にとっては，うまくいく CS もあれば，

複数の CS を使用しても意図した意味が伝わらな

いことがある．すなわち，L2 でのコミュニケーシ

ョンにおいて，CS を使う L2 話者がコミュニケー

ションに合わせて最も適切な CS を選ばなければ

円滑にコミュニケーションは進まないということ

がわかる． 

 

３.調査対象について 

3.1．日本－台湾合同集中講義と対象学生 

 本研究の対象となる集中講義とは台湾から学生

を招き，本学の学生と共に英語をコミュニケーシ

ョンツールとして使い課題を解決していくという

授業である．また，この日本－台湾合同集中講義

は，公益財団法人青森学術文化振興財団の 2019 年

度助成事業「SDGs 時代の地方創生における高等
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教育機関の役割に関する調査研究」の中核プロジ

ェクトとして実施が実現したものであり，来年も

実施される予定の講義である．この講義では，青

森県の主要産業をメインのテーマとし，その現状

と課題を見つけ解決方法をプレゼンテーション形

式で提案した．まず，学生たちは青森県の主要産

業の現場を直接訪問し，その果たす役割を英語で

学んだ．そして，本件の主要産業に関係のあるゲ

ストスピーカーを招き，講義を通して知識を深め

るだけでなく，Sustainable Development Goals 

(SDGs)と青森県の産業がどう関係するのか，青森

と台湾が本件の産業にどうかかわっていくべきな

のかを考えた．最終日には，現場見学とゲストス

ピーカーの講義をふまえ，学生たちはいま取り組

むべき課題について英語を用いて話し合い，関係

者に向けて具体的な解決案のプレゼンテーション

を行った．この集中講義での学生の目標は，①英

語でコミュニケーションを積極的に取り失敗を恐

れない姿勢を養うこと，②日本人学生等が外国の

学生と交流することで異文化コミュニケーション

の重要さを知ること，③SDGs の理解を深めグロ

ーバルな視点で社会的課題に繋げることが出来る

という 3 点であったため，この目標を達成するた

めに 9 月からの事前授業で異文化コミュニケーシ

ョンについて学んだ．台湾の学生 10 名と本学の学

生 10 名4 が参加した．この集中講義では，学生の

母語である日本語と台湾の中国語にあまり頼らな

いよう，両校の学生 2 名ずつの混合グループを 5

つ作り，5 日間ともに同じグループで活動した． 

 

3.2．対象学生の英語学習経験 

さて，本研究は英語を共通言語として使用した

ときに生じるコミュニケーションギャップとその

際に使われる CS に関してであるが，どのような

点でギャップが現れるのかを台湾の英語教育と日

本の英語教育に触れながら考える．台湾において

 
4 本学の学生 10 名のうち 1 名は日本語が堪能な留学生である。 

英語は国のグローバル化を進めるには重要とされ

ており（小磯，2011; 郭・石井，2014），幼稚園で

も何らかの形で英語を取り入れられているうえ，

小学校 3 年から英語が教科化されているほど英語

教育が盛んな国である．また，大学のみならず，小

中校でも授業が英語で行われている点は特筆すべ

きことである．一方，日本においては 2011 年より

「外国語活動」が実施され，コミュニケーション

の素地を養うための英語教育が小学校で取り入れ

られるようになった．2020 年からは小学 5・６年

で教科化され，3・4 年生は英語を外国語活動とし

て学ぶ．両国を比べてみると日本も台湾も英語教

育が小学生の段階で取り入れられており，英語が

グローバルな世界において共通のコミュニケーシ

ョンツールであるという認識があるのが分かる． 

 では両国で英語がコミュニケーションツールで

あるという認識がある中で，本研究の対象となる

台湾人学生と日本人学生の英語の習熟度はどうで

あろうか？台湾人学生の多くは小学生のころから

英語で授業を受けた経験があり，大学生になるま

でに英語で発表する機会がたくさんあった学生が

多く，英語を使って自分の意見を伝えることに関

して特に問題のない学生が多い．一方本校の日本

人学生は英語を読んで理解する力はあるものの，

英語でのコミュニケーション経験が少なく自分の

考えを英語で表現する機会がほとんどなかったた

め，習熟度という点では台湾人学生の方が上であ

ることがこの集中講義を行う前から予想されてい

た．英語の習熟度に差があるということは，お互

いにコミュニケーションをする際にギャップが生

じる．つまり，お互いの意図することを理解でき

ない場面が出てくるということである．というこ

とは，台湾の学生にと日本の学生の間に存在する

英語の習熟度のみならず，双方の文化習慣的背景

の相違が何らかのコミュニケーションギャップを

生む原因となることが考えられる． 
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3.3. データ収集 

本研究では集中講義期間に録音した音源，調査

ノート，写真，集中講義後に実施したアンケート

（本学の学生のみ）をデータとして使用した． 

L2 話者同士の会話は筆者が教員として関わる中

で観察・録音されたものなので，極めて自然な参

与観察の形で集められたデータである．学生から

すると筆者以外の教員も含めて全教員は自分たち

の L1（台湾の教員であれば中国語，日本の教員で

あれば日本語）と L2（英語）を話すと認識されて

いたため，筆者がグループディスカッションに参

加して観察すると，筆者が英語で話しても台湾の

学生は英語で，日本の学生は日本語で筆者に話す

という状況が常に見られた．これは，筆者の教員

という立場と日本語を話す日本人であることが影

響していると考える．データ収集と分析に自分の

立場が影響することは避けられないが（Maxwell, 

2013），逆に考えると上記の立場があったからこ

そ，筆者は Banks(2001)が言う“ indigenous 

insider”（日本人）としてまた “external insider”

（教員）としてデータ収集ができたと考える5． 

 写真は L2 でのコミュニケーションが滞った際

に何を使ったか，またコミュニケーションをする

際に何語で考えていたかを表している．実は集中

講義の記録用に写真を撮っていたのだが，写真を

撮っているうちに自分が立てた仮説とは違う CS

でコミュニケーションギャップを埋めているとい

うことに気づくことができたため，データとして

含めた．また，この写真に写された CS は学生の

アンケートにはほとんど記述されなかったツール

であったため，もしかしたら無意識的に行ってい

た現象が捉えられたのではないかと考える． 

集中講義後に実施したアンケートは L2 でコミ

ュニケーションを取った際に工夫したことに注目

 
5 James A. Banks (2006) は “indigenous insider” は生まれ育ったコミュニティー内の人々に受け

入れられた研究者、 “external insider” は自分が育ったコミュニティーとは違うコミュニティーの

人々に受け入れられた研究者と定義する。 
6 アンケート内容は付録を参照のこと。 

したデータとなっている．アンケートは Microsoft 

Forms を利用し，学生にパソコン又は携帯で回答

してもらった6．回答は本学から参加した 10 名の

うち 6 名から回答が得られた．また，集中講義か

ら３か月経ってからアンケートを実施した．その

理由は集中講義直後，学生たちが L2 での会話で

うまくいかなかったネガティブな部分にばかりこ

だわっていたため，時間をおいて客観的に振り返

ることが出来るようにしたからである．質問は選

択式と記述式の混合 10 問で，英語を共通コミュニ

ケーションツールとして使うことに関しての質問

6 問とコミュニケーションギャップを補うための

CS に関する質問 4 問で構成されている． 

 また調査ノートも取ったのであるが，筆者が教

員として参加しているため非参与型のそれのよう

に調査中に記録したものではなく，集中講義の空

き時間や集中講義後に振り返りとしてまとめたも

のとなっている． 

 

４.データ分析 

 本研究ではプレゼンテーション制作作業中に録

音した音源，調査ノート，記録写真，集中講義後に

実施したアンケートの複数のデータを分析し，L2

話者同士のコミュニケーションの仕方と異文化コ

ミュニケーションを初めて体験した学生たちのコ

ミュニケーションに対する考えを考察した．種類

の異なるデータを使ったのは，4 泊 5 日間という

短い期間で起こった現象を多様な面から検証する

ためである．しかもその短い期間の集中講義の中

で学生たちが英語をコミュニケーションツールと

して使うのはプレゼンテーション作成のためにグ

ループで集まる時であったため，その限られた時

間を様々な角度から L2 コミュニケーションを見

ることでデータ分析に妥当性を持たせることがで
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きると考えた（Maxwell, 2013）． 

 

4.1.分析①：自分を理解してもらうための CS 

 この集中講義が始まる前に，「L2 話者間でのコ

ミュニケーションが滞った際にそのギャップを埋

めるものは間接的援助の要請（翻訳アプリ）であ

る」という仮説を立て，学生たちのコミュニケー

ションの様子を観察した．アンケートの「英語で

話し合っている最中にお互いに分かり合えなくな

ったとき，自分は〇〇を使った（複数回答可）」の

結果では６名中５名がジェスチャーを使ったと答

え，翻訳アプリを使ったのが３名との回答だった

が，「効果があったツールは？」という質問に対し

ては，ジェスチャー（3 名）よりも翻訳アプリ（4

名）の方が効果があるという結果となった．まず，

翻訳アプリを使った人数が増えているのは，単に

回答者の入力間違いか電子辞書を翻訳アプリとし

て回答してしまったかではないかと考えられるが，

いずれにせよ，ジェスチャーを使ったものの効果

を感じた人数は少なかったのは明らかである．こ

のことより考えられるのは，コミュニケーション

が困難になったとき咄嗟にそれをカバーするため

にジェスチャーが使われ，ジェスチャーで自分の

伝えたいことが伝わらないときに翻訳アプリを使

い，「正しい」7 英語もしくは中国語で手っ取り早

く伝えるというのが大方の流れであったのではな

いかと推測される．ジェスチャーという非言語的

方略は文化習慣的背景が異なる学生同士では理解

しにくい場合がある．しかし，間接的援助の要請

の CS として翻訳アプリを使い，そこに出てきた

単語やフレーズを直接見せるとコミュニケーショ

ンがスムーズに進んだことに気付いたため，効果

があると感じたのであろう． 

 ただここでもう一つ注目したいのは，アンケー

 
7 正しいにカギカッコがついているのは、翻訳アプリが必ずしも意図しているように翻訳したかどうか

は学生には判断できないということと、出来ていたとしても発音が間違っていてうまく伝わらないこと

もあったため。 

トの回答に１件しか出てこなかったが頻繁に見ら

れた漢字や英単語をノートに書いて見せるという

行為である．日本語と台湾で話されている北京語

の漢字は全く同じではないが似ているため，本学

の学生も台湾の学生も漢字を見せることで相手が

言いたいことを理解できることが多かったという

ことが写真から見られた．また，英単語を書いて

見せるという行為はお互いに英語は正しいが発音

に自信がない時に使われたものと考える．その他，

非言語的方略の用途として見られた例は，インタ

ーネットから画像を探し出しそれを見せたり，ホ

ームページの該当部分に携帯のペイント機能で印

をつけたりして理解してもらったというものであ

る．特殊な例としては，韓国語が使える学生が本

学にも台湾側にもいて，英語で説明できないとき

は韓国語を使う場面も見られた（他言語借用の

CS）．これら言語的・非言語的例に関しても先ほど

の間接的援助の要請（翻訳アプリ）の例と同様に，

コミュニケーションの滞りを素早く解消するため

に使われたと考えられる． 

さて，集中講義前に立てた「L2 におけるコミュ

ニケーションギャップを補うために間接的援助の

要請（翻訳アプリ）を使う」という仮説は全くの間

違いではなかったし，翻訳アプリは実際にコミュ

ニケーション内で多用されていた CS であったと

いうことがわかった．しかし本データの分析から

見られたのは，学生は複数の CS を同時に使い，

必要な時に最も有効なものを選んで使っているこ

とである．方（2012）によれば，L2 話者の言語習

熟度が向上するにつれ CS の使用や CS の使用に

よる失敗が少なくなるということだが，上記のよ

うに CS の複数使用が見られたのは学生の英語の

習熟度の差があり，その差を埋めるためというこ

とがわかる． 
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4.2.分析②：相手を理解するための姿勢 

 アンケートでは L2 コミュニケーションは「苦

労したがお互いに分かり合うことができた/分か

り合うことがあった」という答えが 6 回答中 5 回

答あった．また，「話している相手の伝えたいこと

が理解できないときにどうするか」という質問に

は，「分かるまで聞き返す」が 3 回答，そのほか「相

槌を打つなど傾聴する」，「翻訳機を使う」「先生の

力を借りる」などがあった．このことより，本学の

学生は相手を理解する立場になると翻訳アプリな

どの補助ツールを使うのではなく，話している相

手を理解したいという姿勢を見せる傾向にあると

考えられる． 

 では本学の学生たちは社会文化的背景が違う人

とコミュニケーションをしているという意識を持

っていたのだろうか．「育った文化が違う人とコミ

ュニケーションをする際に最も大事だと思うも

の・ことは何か」という質問に対し，「共感力」「聞

く力」「分かり合おうとする姿勢」「相手の目を見

る」など，前出の質問と同じくここでも相手を理

解したいという姿勢を見せるという回答がほとん

どであった．言い換えると，相手に自分と自分の

文化習慣的背景を押し付けず，相手を受け入れる

スタンスを持ってコミュニケーションに臨んでい

たということがわかる． 

 また録音音源からも，同じような姿勢が見える．

実際録音会話の中で本学の学生の英語があまり聞

こえてこない．しかし，いくつかの会話で台湾の

学生が筆者に英語で質問した後，本学の学生がそ

の質問に関して筆者に日本語で話しかけるという

場面があった．それは英語で考えを表現すること

は即座にはできないが，日本語で確認をすること

で筆者と台湾の学生の会話を聞いているという姿

勢を見せていると言えるのではないだろうか．と

いうことは，コミュニケーションギャップを埋め

る CS として，翻訳アプリ，ジェスチャー，漢字，

オンライン上の画像の使用などあったが，これら

は自分を理解してもらう CS として使われる一方

で，相手を理解するための CS としては相槌や話

す相手の目を見るなど「聞く姿勢」という非言語

的なものが主に使われていると考えられる． 

 

4.3.分析③： L2 話者間コミュニケーションにつ

いて 

 コミュニケーションという点で本学の学生たち

は相互理解のために様々な CS を駆使している様

子が各データから見て取れた．しかしながら，苦

労した点もたくさんあったようだ．「第二言語での

コミュニケーションの中で苦労した点は何か」と

いう質問では，ほぼ全員が「語彙力・英語力の足り

なさ」という内容で回答していた．これは学生た

ちが英語の語彙力があれば「自分の気持ち・意見

を英語の言葉で表したい」という意思の表れだと

とらえられる．なぜなら，分析①で相手の発話に

即時に返答したいと即効性のある CS を選んで使

っていたことを考えると，補助ツールを使わず自

分の言葉で表現できればコミュニケーションがも

っとスムーズに進んだであろうという学生たちの

気持ちの表れであると考えられるからだ． 

 観察した会話の中でも L2 コミュニケーション

に対する日本人学生のフラストレーションが見ら

れた．印象的だったのは本学の学生が「なんで日

本語を理解してくれないんだ！」と嘆いた瞬間で

あった．ネガティブな発言のように聞こえるが，

この発言の裏には「分かり合いたい」という強い

気持ちが隠れている．アンケートにおいても，こ

のようなポジティブなフラストレーションが見ら

れたのだが，本研究で取り上げた学生たちは社会

文化的背景や母語が異なっていたり，英語の習熟

度に差があったりすることが問題ではなく，それ

よりもなんとかしてお互い同士英語でコミュニケ

ーションを取りたいという意思を強く持っている

ことが言えるであろう． 

 Yashima et al.（2018）が行った研究で自発的な

発話と性格・習熟度・その他の文脈的影響・グルー

プ内の発話での沈黙パターンの関係性を示してい
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るが，その中で学生たちがディスカッションの練

習を重ねるにつれ不安度の数値が下がり，教員の

手助けなしでも自発的に英語での会話に臨んだと

いう結果が出ている．本研究での学生たちは英語

でのコミュニケーション経験や練習が少なく，ま

た日本語ができる教員やサポート要員がいたため，

「コミュニケーションが取りたい」という

Willingness to Communicate（WTC）があっても，

チャレンジしてみようという行動に移せなかった

のではないかと考えられる． 

 

4.4.分析④：コミュニケーションギャップの原因 

 では，本研究における L2 話者間のコミュニケ

ーションギャップの原因はどこにあるのか．もち

ろん，アンケート結果にもある通り語彙力・語学

力の差はあるが，果たしてそれだけだろうか．ま

ず考えなければならないのは，母語の影響と文化

習慣的差異である．「L2 コミュニケーションで苦

労したことは何か」という先述の質問で次のよう

な回答があった． 

 

�日本人同士だと伝わる文法の間違いも，違う国

同士だと相手が何を伝えたいのかをくみ取れな

いこともあるのではないかと感じた． 

�相手にとっても第二言語であるため，こちらが

伝えたいことを調べて英語で伝えても相手が理

解できない場合があること． 

 

白（2016）が韓国語を L1 とする学生が日本語

をL2として学ぶ際にL1の語彙的な影響はレベル

が上がってもある程度残っていたことを示してい

るように，英語の習熟度が低いうちは L1 を直訳

する傾向にあり，L1 を共有しないものは直訳だと

理解できないことがある．上記の回答はまさにこ

のことを表しており，短い期間であったが本学の

学生たちは母語や文化の違いが L2 に影響するこ

とを体験し理解していた．本研究で取り上げた台

湾の学生も英語での表現活動には慣れているとは

いえ，やはり L2 の影響がある英語であった上に，

本学の学生は中国語の基礎もなく L2 としての英

語の習熟度の差もあったので，同じ英語を使って

コミュニケーションをしているにもかかわらずお

互いを理解できないことが多々あり，コミュニケ

ーションギャップとなってしまったと考えられる． 

 もう一つは英語の発音の仕方もある．「話してい

る相手の伝えたいことが理解できないときどうす

るか」という質問をもう一度考えてみると，回答

の多くは「聞く力」「分かり合おうとする姿勢」で

あったことを思い出してもらいたい．清水（2008）

はL2の音声習得においてL1の音声からの影響を

受けると言い，堀江（1988）は英語学習者が L1 か

らの干渉作用を受ける原因は音声認識と発声機能

の間に密接な関係があり L2 の音声認識と発声機

能を L1 とは別に作り上げなければならなく，そ

こに意識しなければ L1 の影響は大きいものとな

ると言っているように，L2 の発音に訛りが残るこ

とが多いことがわかる．ということは，本学の学

生も台湾の学生も「分かり合おうとする姿勢」を

持たなければ，コミュニケーションとして成立し

ないし，その姿勢が崩れるとコミュニケーション

ギャップとなるのである． 

 

4.5.分析⑤：共通語としての英語について 

この集中講義を通して学生たちは何を学んだの

だろうか．アンケートにおいて「英語は母語が違

う人たちとコミュニケーションをとるのに，効果

的なツールであるか」という問いに対し 6 人中 5

人が 10 点満点中 10 点をつけた．残りの 1 名も 8

点という高い点数をつけていることから，少なく

とも本学側の学生は英語がグローバルコミュニケ

ーションを行うための効果的なツールであると考

えていることがわかる．英語がなければ協働学習

は成立していなかったことを実感しているスコア

である． 

グローバリゼーションと英語習得がイコールで

結ばれることに関して疑問を持つ人もいるであろ
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う．しかしながら，実際に L1 と L2 の英語話者人

口は世界約 11 億人と，使用人口率が一番多い言語

であるので（Ethnologue, 2019），英語習得は世界

とつながるためには必要なスキルであることは間

違いない．ただ，英語学習が重要と思っている学

生たちに今何が必要かというと，英語学習を通し

て多文化共生社会で必要なコミュニケーションス

キルを習得することである．次の課題・考察の部

分において多文化共生社会におけるコミュニケー

ションをもとに，本研究を振り返る． 

 

５.課題と今後の展望 

 本研究は第二言語話者間のコミュニケーション

研究の予備調査として行ったもので，来年度はさ

らにコミュニケーションの詳細を調査していく．

課題としては，まず録音した会話の音源に筆者が

教員として入っているために，学生だけの会話を

記録することができなかった．自分が教員という

立場で会話に入ることで自然な状況で会話を記録

することができたが，筆者を介しての会話になっ

てしまったため，学生同士が会話を先に進めるた

めに苦労している部分があまり見えてこなかった

のである．このためデータ収集における研究者の

立ち位置を考え直す必要がある． 

今後は本稿では詳しくできなかった録音音源の

ディスコースアナリシス8 をし，会話中の CS を

細かく分析し，L2 話者間のコミュニケーションの

理解を深める．特に会話中のCSコーディングし，

会話の状況と CS の関係性を量的分析で明らかに

する．また，台湾の学生にも同じアンケートを行

い，台湾側から見た L2 コミュニケーションと CS

の使用状況を把握する必要があるだろう． 

 

６.考察 

 
8 ここでいうディスコースアナリシスとは批判的談話分析(Critical Discourse Analysis)のことで、言葉

や CS の選択と学生の持つ文化習慣的背景や社会的背景との関係を調べるために用いる（Wodak & 
Meyer, 2009）。 

 本稿では学生たちが L2 である英語を共通言語

として使用した際に起こるコミュニケーションギ

ャップとその際に使われる CS について取り上げ

た．CS には言語的・非言語的ツールの両方があり，

L2 の習熟度によって使い方や頻度が変わってく

るものであるが，本研究で取り上げた集中講義に

おいて，学生たちはその場の状況や説明したいも

のによって様々な CS を使っていたのが特徴的で

あった．ジェスチャーや翻訳アプリを CS として

使うのは予想できていたが，漢字を紙に書いて相

手の理解を促すという行為は予想外の CS であっ

た．台湾の学生も本学の学生も L1 に頼ることが

多かったのは英語の習熟度の差などもあるが，そ

れでもコミュニケーションを成立させるため諦め

ずに何度も聞き返すなど相手を理解しようとした

努力が見えた． 

 集中講義内で起こっていた事象を 1）自分，2）

相手，3）L2 コミュニケーション，4）コミュニケ

ーションギャップ，5）共通語という観点から分析

したが，本研究から分かったことは多文化社会に

おけるコミュニケーションに必要なものは「柔軟

性」であるということだ．今回集中講義に参加し

た学生は英語の習熟度の差や英語でのコミュニケ

ーションの経験値の差など自分を理解すると同時

に，発音や英語の使い方の違いを察したりそれに

合わせた CS を使ったりと相手を可能な限り理解

しようと努力をした．4 泊 5 日という短い期間の

中でそのような動きができたのは学生たちの気持

ちや態度に「柔軟性」があったからであると結論

づけることができる． 

 多文化共生社会の時代を迎える今，英語教育も

それに向けてシフトしていかなくてはならない．

多文化教育の父と呼ばれるJames A. Banks（2001）

は文化習慣的環境が違うところで育った多種多様
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な人々が相互作用的に共存するためには平等な教

育機会が必要であり，この動きは一部の教員だけ

でなく学校単位で行われる必要があると述べてい

る．また，柳瀬（2003）は，L2 の学習者たちは様々

な英語話者とコミュニケーションを定常的に取る

必要があると述べている．ということは，多文化

教育の理念はどんな教科でも取り入れることが可

能であるので，「柔軟性」を持って文化的差異を楽

しむことができる学生を作り出す教育が英語教育

においても今後必要となってくる． 

 では多文化共生社会における多文化教育を取り

入れた英語教育とはどんなものなのだろうか．英

語そのものを教えることはもちろん必要だが，英

語を使って自分を表現し相手を知るためのコミュ

ニケーションをする練習を取り入れるべきであろ

う．柳瀬（2003）が第二言語におけるコミュニケ

ーションと英語教育に関する論文の中で「第二言

語学習者は，自らの言語慣習をある特定の英語共

同体の言語慣習に合致させる必要はないが，様々

な他者とコミュニケーションが安定して成立する

ようでなくてはならない」(p.57)というように，コ

ミュニケーションが滞ることなく進むよう授業内

外での練習が必要となる．特に，これからの日本

には外国人労働者や外国につながる子供が増えて

いくことが明らかであるので，自分のアイデンテ

ィティと他者のアイデンティティを知ること，そ

のような姿勢を身につけること，そして他者と自

分のつながりを考える機会を英語教育の中でも増

やしていかなければならない． 

 このお互いを知る学習はどのように取り入れる

べきかを考えると， Jean Lave と  Etienne 

Wenger によって作られた community of practice

（実践コミュニティー）の概念が適切であろう

（1991）．これは職場など何かしらのコミュニテ

ィーに属する人々はそれぞれの知識をそのコミュ

ニティーに持ち込んでいるということを前提に，

それに参加することで学びの相互作用が起こり，

それが継続的に行われることで知識が深まってい

くという考えであるが，学校という多様な文化習

慣的背景を持った学生がいて，多様な知識を持ち

込むことができる場所はまさに実践コミュニティ

ーを行うべき場所であると考える．多文化共生を

実践するにはメインストリームの文化を押し付け

るのではなく，自己のアイデンティティを保ちな

がら主たる文化と共存する柔軟性が必要となる．

ゆえに，これからの多文化共生のためのコミュニ

ケーションを取り入れた英語教育は柔軟性を持っ

て各々が知識を共有できる環境で行うべきである． 

最後に準備期間が少ない中，学生たちは英語を共

通のコミュニケーションツールとして，お互いに

笑い合い，時には議論することもあったが，最終

日にはそれぞれのグループの個性を活かしたプレ

ゼンテーションを作り上げた．この笑い合ったり

議論したりという行為が本研究で重要なところで

あると考える．なぜなら，母語以外の言語でコミ

ュニケーションをする際にこのような感情を共有

できるということは，完ぺきにではないにしろ，

言語上の理解だけではなく文化的背景の違いの共

有と理解がコミュニケーションの中で起こったと

いうことが言えるからである．Gee（2005）が大文

字の”D”の Discourse は社会的背景が反映された

内面的な要素を持つ会話を表すというように ，人

と人との会話，特に母語が違う者同士の会話では

社会文化的な背景を読み取り理解することがコミ

ュニケーションとして成立する鍵となるのである．

多文化共生社会を作り上げるには，このような柔

軟な理解力が必要となるのだ． 

 

付録 

集中講義後アンケートの内容 

 

1.英語を使って 4 日間コミュニケーションをして

みて，（1 つ選ぶ） 

簡単なことだったし，お互いに分かり合えた． 

苦労はしたが，お互いに分かり合えた． 

困難だったし，分かり合えずに終わった． 



青森大学付属総合研究所紀要 Vol.21, No.1/2, 1-13, March, 2020 
 

11 
 

Other 

2.英語で話し合っている最中にお互いに分かり合

えなくなったとき，自分は（複数回答可） 

ジェスチャーを使った． 

電子辞書を使った． 

携帯の翻訳アプリを使った． 

Other 

3.Q2．で Other を選んだ方は，上記以外にどんな

方法で自分を理解してもらいましたか？（記述） 

4.Q2．で使ったツールはお互いを理解するのに，

（1 つ選ぶ） 

役に立った． 

役に立たなかった． 

どちらでもない． 

5.Q2.で使った方法で一番効果があったものは 

（1 つ選ぶ） 

ジェスチャーである． 

電子辞書である． 

携帯の翻訳アプリである． 

その他で記入したものである． 

どれも効果がなかった． 

6.第二言語である英語でコミュニケーションをす

る際に，相手に理解してもらうために工夫した

点は何ですか？（記述式） 

7.第二言語である英語でコミュニケーションをす

る際に，苦労した点はどんなことですか？ 

（記述式） 

8.話している相手の伝えたいことが理解できない

とき，あなたはどうしましたか？（記述式） 

9.育った文化が違う人とコミュニケーションをす

る際に最も大事だと思うもの・ことは何ですか．

（記述式） 

10.英語は母語が違う人たちとコミュニケーショ

ンをとるのに，効果的なツールだと思いますか．

（1-10 スケール） 
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要 旨 

 英語が世界で最も使われている国際共通語となっている今，日本に住む我々にとっても英語は重要な

ものとなってきている．英語が国際共通語という認識があるものの，英語の第二言語話者間のコミュニケ

ーションに関する研究は少ない．本稿ではこれからの多文化共生社会と多文化コミュニケーションに学

生たちが備えられるよう第二言語学習者間のコミュニケーションの続行が難しくなった際にどのような
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ツールを使って解決するのかを明らかにする．そこで本研究では日本と台湾の大学生が集中講義におい

て英語を共通語として使った際のコミュニケーションに注目した．研究結果として，初級から中級レベル

の英語学習者はコミュニケーションが困難になった際，1）自分の意図していることを伝えるために複数

のコミュニケーション・ストラテジーを使う，2）相手を理解しようとする際は「相手を理解しようとす

る姿勢・態度」を見せる，そして多文化コミュニケーションを円滑に進めるためには 3）「柔軟性」をも

った対応が必要となることが分かった．この結果をもって，これからの英語教育はより多様性とインクル

ーシブなカリキュラムを取り入れていかなければならないことを提案する． 

 

キーワード：L2 コミュニケーション、コミュニケーション・ストラテジー、多文化共生 

 


