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要旨 

 本研究は，学習者のビジネス場面における電話会話に対するビジネスパーソンの評価観点を探

ることを目的とし，音声データを刺激として，言語に対する評価と印象形成の関連を調査した。

質問紙調査で得られた学習者の発話に対するビジネスパーソンの「言語評価」と「印象評価」の

データを基に分析を行った。その結果，「言語評価」から抽出された 4 因子のうち，「言語の適切

性」と「聞きやすさ」の 2 因子が印象形成に影響を与えていることが示され，ビジネスパーソン

は流暢で自然な発音と適切な敬語，声の高さや話す速度に着目していることが明らかになった。 

 

【キーワード】学習者の発話，ビジネス電話会話，評価観点，印象形成，ビジネスパーソン 

 

1. はじめに 

 2008 年に政府が発表した「留学生 30 万人計画」や海外展開を加速させる企業の増加によ

り，日本企業に就職する外国人の数は近年増加している。しかし，2020 年にコロナウｲルス

感染拡大の影響により世の中は大きく変化した。株式会社ディスコ（1）の調査によると，2020

年 7 月時点で日本人学生の内定率は 77.7％であったが，留学生は 31.5％とかなり低かった。

この数字にはコロナの影響で採用数全体が減少したことによって，日本語力などにハンデが

ある外国人の内定獲得が難しくなっていることが反映されていると考えられる。しかし，留

学生を採用する目的として，多くの企業が「優秀な人材を確保するため」「日本人社員への影

響も含めた社内活性化のため」を上位に挙げており，多様性に対する意識の醸成など，日本

人社員への好影響をもたらすことにも期待を寄せている。また，株式会社エイムソウル（2）の

調査によると，9 割以上の企業がコロナ禍収束後，外国人採用の継続・再開の意向があると

答えた。そのため，今後社会情勢が落ち着けば，ブリッジ人材としての留学生の採用も回復

が見込まれるものと思われる。 

では，企業側は留学生に対し具体的に何を求めているのだろうか。株式会社ディスコが

2020 年 12 月に日本国内の企業を対象に行った調査では，留学生を採用した多くの企業が，

日本語力とコミュニケーション能力が必要と回答している。同調査ではビジネス上級レベル
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を「幅広いビジネス場面で日本語による適切なコミュニケーション能力がある」としており，

採用時にそれを求める企業は半数以下だが，入社後には 70％以上と大きく増えることから，

入社後に業務を進める上で高い水準の日本語力を求める企業が多いことがわかる。 

 以上の調査結果から，厳しい状況の中にあっても留学生がブリッジ人材として活躍するた

めには，まずは企業が求める上級レベルの日本語能力を身につけることが必要だと言える。

その実現に貢献することは，ビジネス日本語教育の重要な役割の一つであろう。 

近年，日本語教育においては，学習者の発話に対する日本語教師（以下，教師）と非教師

の評価を比較した調査結果が報告されている。教師と社会人の評価の比較を検討した研究で

は，学習者の口頭能力に対する評価観点や，発話に対する受け止め方に相違があることが示

されている（崔 2008，野原 2009）。また，評価対象となる学習者の発話場面は，その多くが

学習者へのインタビューや日常場面の会話を対象としたものであり，ビジネス場面の発話に

特化した研究は管見の限り，喬（2015），小倉（2020）以外に見られない。喬（2015）は，ビ

ジネス場面における台湾人学習者の発話の特徴を検討した結果，学習者の言語表現面で改善

の余地がある様子がうかがわれた。小倉（2020）はビジネス場面における学習者の発話に対

する教師の評価観点を明らかにすることを目的とし，学習者の言語能力と印象形成の関連を

探った。その結果，教師は敬語の使用と，フィラーや言い直しに最も着目していることが明

らかになった。しかし，小倉（2020）は評価者が全員教師であり，企業在勤者（以下，ビジ

ネスパーソン）の評価観点は検討されていない。実社会におけるビジネス場面の発話に求め

られる要素が何であるのかを知るためには，ビジネスパーソンの評価観点を明らかにするこ

とが不可欠であると思われる。 

 そこで本研究では，学習者のビジネス場面の発話に対し，ビジネスパーソンがどのように

評価しどのような印象を形成するか，また，評価と印象にはどのような関連があるのかを明

らかにすることにした。 

 

2. 先行研究 

日本語教育においては，学習者の発話に対する日本語母語話者（以下，母語話者）の評価

に関する研究が盛んに行われてきた。近年では教師と非教師の評価を比較した研究も見られ，

そのほとんどが教師と非教師の間に違いがあることを示している（小河原 1993，小池 1998，

渡部 2003，2004，2005a，2005b 他）。先行研究において，調査対象である非教師の属性に学

生が含まれているものもあるが，ここでは社会人の評価を扱った研究と，発話場面をビジネ

ス場面に特化した研究をいくつか取り上げる。 

 

2-1 社会人の評価に着目した研究 

崔（2008）は，韓国人学習者 8 名のアルバイト面接場面のビデオを刺激とし，教師 30 名

と社会人管理職（以下，社会人）33 名を対象に，学習者の発話に対する評価と対人印象形

成の関連を調査した。学習者の「言語・パラ言語及び非言語的特徴に関する評価」と「対

人印象に関する評価」に対する質問紙調査による 5 件法での回答を基に分析を行った。そ

の結果，教師、社会人ともに学習者の表情などの外見的要因が「個人的親しみやすさ」や

「社会的望ましさ」といった印象形成と関連があることがわかった。しかし，語尾伸びや
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フィラーなどの項目からなる「相手と関わらないパラ言語・非言語的特徴」は，教師はそ

の使用が多い発話ほど「個人的親しみやすさ」の印象にマイナスに働くが，社会人にはプ

ラスに働くという属性の相違による異なる結果が見られた。 

野原（2009）は，学習者 4 名による 4 コマ絵のストーリーテリングの音声データを教師

50 名と，パートやアルバイトで働く主婦や社会人学生も含む社会人 50 名に視聴してもら

い，学習者の発話の「わかりやすさ」を判断する要因を探った。5 件法で得られた回答を基

に因子分析を行った結果，教師は「意味的つながり」「言語使用の適切さ」「音韻的つな

がり」が，社会人は「内容」と「音声」という観点が抽出された。また，重回帰分析の結

果から教師は「意味的つながり」が，社会人は「内容」が，わかりやすさの判断に有意な

関連があることが示された。 

以上の結果から，教師と社会人は概ね同じような評価視点を持つが，崔（2008）では発話

に対する受け止め方に相違が見られ，野原（2009）では教師の方が社会人より細分化した視

点を持って評価していることが示された。これらの研究では非教師の属性を社会人に限定し

たことで，社会人という属性特有の評価観点が示されたと言える。 

 

2-2 ビジネス場面の発話に対する評価研究 

喬（2015）は教師 4 名の評価を基に，台湾人学習者のビジネス会話に見られる特徴の検討

を行った。母語話者同士のペア 6 組，母語話者と学習者のペア 12 組の，顧客とそれに応対

する営業としてのロールプレイ会話を録音した音声を評価材料とした。個別の発話の「言語

能力」「談話能力」「社会言語的能力」「交渉方略的能力」に関して，教師から 5 件法で回

答を得た。分析の結果，「談話能力」「社会言語的能力」「交渉方略的能力」は比較的得点

が高いが，文法と語彙に関する評価は相対的に低いことが示された。また，教師の自由記述

からは，敬語表現の適切な使用，ビジネス常用表現の自然な使用，前向きな姿勢を示す表現

の使用，あいづちの適切な使用が，交渉相手に対して良い印象に繋がることが示唆された。 

小倉（2020）は，ビジネス場面における学習者の発話に対する教師の評価観点を探ること

を目的に，言語に対する評価とそれが教師の印象形成に与える影響を検討した。教師 40 名

を対象に，電話会話を刺激とした音声データに対する「言語評価」と「印象評価」の評価デ

ータを基に分析を行った。その結果，学習者に対する「言語評価」からは，「語用論的適切性」

「音声的特徴」「コミュニケーションストラテジー」「伝達の明瞭性」「聞きやすさ」という 5

つの因子が，「印象評価」からは「勤勉性」「活動性」「社会的望ましさ」という 3 つの因子が

抽出された。また，重回帰分析の結果，「語用論的適切性」と「伝達の明瞭性」が教師の印象

形成に影響を与えていることが示され，教師は適切な敬語を使用した発話，フィラーやいい

直しの少ない発話に対して，「一生懸命」「元気」「しっかりしている」などといった印象を持

つことがわかった。 

以上の調査は，営業の交渉と電話の応対という異なるビジネス場面ではあるが，教師は適

切な敬語の使用を重視するという共通の評価観点が示された。また，小倉（2020）では，学

習者の発話のフィラーや言い直しも教師の印象形成に影響を与えていることがわかった。 

以上見てきたように，ビジネス場面における学習者の発話に対する評価観点も明らかにな

りつつある。しかし，喬（2015），小倉（2020）では，評価者が教師のみで構成されており，
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非教師の評価観点は検討されていない。社会的属性によって使用する言葉や求められる言語

行動には相違があると思われる。したがって，実社会におけるビジネス場面の発話にはどの

ような要素が求められているのかを知るためには，ビジネスパーソンを対象とした調査が必

要であると考えられる。また，先行研究において，教師と社会人では学習者の発話の受け止

め方に相違があることが示されている。そのため，学習者の言語能力に対する評価だけでな

く，発話のどのような要素をどのように受け止めるのかといったビジネスパーソンが抱く印

象の両方を知ることが重要であると考えられる。 

以上を踏まえ，本研究ではビジネスパーソンの評価観点を明らかにすることを目的とし，

以下 2 点を研究課題とする。 

課題 1）言語に対する評価と印象に対する評価にはどのような関連があるか。 

課題 2）言語に対する評価は印象に対する評価にどのように影響を与えるか。 

 

3. 調査方法 

「1. はじめに」で取り上げたように，学習者に対し多くの企業が，「幅広いビジネス場

面で日本語による適切なコミュニケーション能力がある」ことを求めている。ビジネス場面

におけるコミュニケーション手段の一つとして電話による会話が挙げられる。内田（2009）

は，「音声を主たる媒体としたコミュニケーションの場面では，音声そのものが話し手の特

徴を推論するための主要な情報源である」（p.18）とし，音声情報が話者に対する印象に影

響を与えることを明らかにしている。また，音声データを刺激に用いた小倉（2020）は，動

画を刺激とした先行研究の結果と比較して，教師は発話に対してより分析的に評価を行った

ことを指摘している。そのため，相手が見えない電話会話における話し方や声の調子などの

言語行動は，対面以上に評価されることが予想される。そして，このような評価行動は，電

話応対を行うビジネス場面では日常的になされているものと思われる。そこで，本研究では

学習者のビジネス場面における電話会話を評価材料とし，ビジネスパーソンがどのように言

語能力を評価し，その評価が印象形成にどのように影響するのかを明らかにする。以下に，

評価材料作成と評価方法について述べる。 

 

3-1 評価材料の作成 

3-1-1 会話協力者 

評価材料を作成するにあたり，母語話者 1 名と中国語を母語とする 20 代の学習者 6 名の

協力を得た。母語話者は大学勤務の日本語教育関係者である。学習者 6 名は都内の大学院で

ビジネス日本語を学んでいる。日本語学習歴に関しては 3 年から 6 年の平均 4 年 8 カ月，日

本滞在歴は 1 年 4 カ月から 3 年の平均 2 年 2 カ月であった。なお，全員が日本語能力試験の

N1 に合格している。 

会話協力者には，本調査の趣旨と目的，また，録音するデータは本調査以外の目的には使

用しないことを説明し，個々に協力承諾書にサインをもらった。 

 

3-1-2 評価材料作成の手順 

評価材料は学習者の電話会話を録音したデータを使用した。まず始めに，学習者に提示す
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るモデル会話のスクリプトを作成した。本調査の目的は学習者の日本語運用能力を見ること

ではなく，ビジネスパーソンがどのように学習者の発話を評価するかが調査の対象であるこ

とから，評価者の注意が過度に会話内容に向かないようにするためである。 

会話のスクリプトは，公益財団法人実務技能検定協会編（2009）『ビジネス電話検定受験

ガイド』より「取引先との会話」（以下，会話 1），「上司との会話」（以下，会話 2）の 2

つのモデル会話を参考に作成した。人物の設定は，母語話者が取引先の人物（会話 1）と上

司（会話 2）の二役，学習者が商社に勤める会社員である。会話 1 は取引先から不在中の上

司宛にかかってきた電話に応対するというものであり，会話 2 は外出先の上司から，不在中

における自分宛の連絡の有無を尋ねられ，それに応対するという内容である。会話時間は会

話 1，2 を合わせて 2 分前後である。 

次に，2 つの会話のスクリプトを録音前に母語話者と学習者にそれぞれ一読してもらい，

会話のおおよその流れを把握してもらった。スクリプトは録音直前に返却してもらった。 

会話の収録は，他の学習者に影響を与えないよう 1 名ずつ個別に実施した。電話による会話

をより現実に近い状況で録音するため，母語話者と学習者は離れた別室で通話を行った。母

語話者には通話録音機能を搭載した携帯電話を，学習者には自分の携帯電話を使用してもら

い，会話の録音を行った。なお，収録の際には学習者側に筆者が立ち会った。 

 

3-2 評価方法 

3-2-1 評価項目の設定 

本調査では，ビジネスパーソンに音声会話データを聞いてもらい，学習者の発話の言語に

対する評価と印象に対する評価を行ってもらう。そのため，調査に使用する評価項目は 2 種

類の項目群から構成される。「言語全般に関する評価」（以下，「言語評価」）20 項目と，

「印象に関する評価項目」（以下，「印象評価」）の 18 項目とした。全ての項目は先行研究

（石崎 1999，渡部 2003，崔 2007 他）を参考に作成した。 

表 1 に評価項目を示す。なお，以降の記述には表 1 の（ ）内の略語を使用する。 

 

表 1 評価項目 

「言語評価」項目 「印象評価」項目 

1. 外国人とすぐにわかる発音でしたか（外国人） 1. 積極性（積極） 

2. 「あのー」「えー」などのフィラーが多かったですか 

（フィラー） 
2. 責任の強さ（責任） 

3. 語尾が不自然に伸びていましたか（語尾伸び） 3. 素直さ（素直） 

4. 耳障りな発音がありましたか（耳障り） 4. 親しみやすさ（親しみ） 

5.  取引先の人との会話として不適切な発話はありましたか 

（不適切・取引先） 
5. 元気さ（元気） 

6. 上司との会話として不適切な発話はありましたか 

（不適切・上司） 

6. 自信の強さ（自信） 

7. 言い直しが多かったですか（言い直し） 7. 誠実さ（誠実） 

8. 拙い発話でしたか（拙い発話） 8. 明るさ（明るさ） 

9. 質問に適切に答えていましたか（適切な返答） 9. 活発さ（活発） 

10. 文法は概ね正しかったですか（文法） 10. 真面目さ（真面目） 
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11. アクセントは概ね自然でしたか（アクセント） 11. 一生懸命さ（一生懸命） 

12. あいづちの入れ方は自然でしたか（あいづち） 12. 礼儀正しさ（礼儀） 

13. 間の取り方は自然でしたか（間） 13. 協調性（協調） 

14. 話し方のスピードは適切でしたか（スピード） 14. 慎重さ（慎重） 

15. はきはきとした話し方でしたか（はきはき） 15. しっかりしている（しっかり） 

16. 適切な声の高さでしたか（声の高さ） 16. 信頼がおける（信頼） 

17．敬語など待遇表現の使い方は適切でしたか（敬語） 17. 落ち着きがある（落ち着き） 

18. 話し方はなめらかでしたか（なめらか） 18. 好感が持てる（好感） 

19. 話し方は丁寧でしたか（丁寧）  

20. 取引先と上司とで話し方の切り替えができていましたか 

（切り替え） 
 

 

3-2-2 評価者 

本調査では，ビジネス場面における学習者の発話に対するビジネスパーソンの評価傾向を

知るために，評価者は日本語教育経験のない日本国内の一般企業在勤者で，かつ，管理職，

あるいは新人指導経験のある会社員に限定した。ビジネスパーソン 34 名の協力を得て，調

査はオンラインで行い，評価者個々の調査回答の返信をもって研究協力に対する承諾と見做

すことで合意を得た。なお，調査は無記名式とした。評価者は，男性 14 名女性 20 名の計 34

名で，年代別には 30 代 5 名，40 代 13 名，50 代 12 名，60 代 4 名であった。 

 

3-2-3 評価の手順 

調査は 2018 年 8 月から同年 9 月にオンラインで行った。Google フォームに音声データと，

「言語評価」「印象評価」それぞれの評価項目を載せたオンラインアンケートを作成し，評

価者 34 名にはメール等で配布した URL にアクセスして回答してもらった。 

本フォームには最初に教示として，「取引先との会話」と「上司との会話」の 2 つの音声

が収録されていることを記した。また，音声を聞く前に評価項目によく目を通し，音声を聞

くのは一度のみとし，評価項目には感じたまま率直に答えること，と記した。評価方法は，

一人目の学習者（学生 A）の音声会話を聞いたあと，各評価項目に回答することとした。こ

の評価方法の適切性は予備調査を行って検討した。非教師の母語話者 3 名に材料を視聴して

もらい，評価項目に回答してもらった。また，評価方法や質問項目について感想や意見を求

め改良し，調査方法に問題がないことを確認した（3）。この予備調査の協力者 3 名は本調査の

評価者に含まれない。 

「言語評価」については，「1. とてもそう思う」「2. ややそう思う」「3. あまりそう思

わない」「4. 全くそう思わない」の 4 段階で，「印象評価」については「1. とてもそう感じ

る」「2. ややそう感じる」「3. あまりそう感じない」「4. 全くそう感じない」の 4 段階で

答えてもらった。以上の手順で，評価者に学生 6 名分の会話の評価を行ってもらった。フェ

イスシートには，年代，性別，業種を記入してもらった。 

 

3-3 分析方法 
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 学習者 6 名の 2 つの会話に対する評価の平均値を評価者ごとに算出し，これを各評価者の

評価データとして分析を行った。まず，「言語評価」と「印象評価」それぞれの評定結果を

因子分析した（主因子法／プロマックス回転）。次に，研究課題 1「言語に対する評価と印

象に対する評価にはどのような関連があるか」は，ピアソンの相関分析によって検討した。

研究課題 2「言語に対する評価は印象に対する評価にどのように影響を与えるか」は，重回

帰分析（強制投入法）によって検討した。 

 

4. 結果 

4-1 「言語評価」と「印象評価」の因子分析 

4-1-1 「言語評価」の因子分析結果 

 最初に，「言語評価」に対する 20 項目の質問項目を用いて因子分析を行った。まず，主因

子法で初期解を求め，固有値の大きさが 1.0 以上であることを基準に因子数を決定した結果，

4 因子が抽出された。次に，プロマックス回転を行い，因子抽出後の共通性において，0.30

以下の 1 項目「外国人とすぐにわかる発音でしたか」を除外して再度因子分析を行った。抽

出された 4 因子の累積説明率が 61%以上あり，また，各因子のクロンバックのα係数が，第

1 因子 0.92，第 2 因子 0.77，第 3 因子 0.81，第 4 因子 0.83，と内部一貫性が認められたため，

4 因子解が妥当と判断した。因子分析の結果を表 2 に示す。 

 

表 2 「言語評価」の結果（主因子法・プロマックス回転後） 

項目内容 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 共通性 

なめらか 0.97 0.13 -0.13 -0.06 0.82 

アクセント 0.89 0.09 -0.17 -0.07 0.60 

拙い発話 0.71 0.14 0.15 -0.11 0.69 

敬語 0.65 -0.08 0.09 0.20 0.71 

耳障り 0.64 0.19 0.23 -0.17 0.67 

切り替え 0.51 0.01 0.07 0.09 0.41 

文法 0.50 0.17 0.82 0.17 0.62 

適切な返答 0.42 0.30 -0.13 0.12 0.39 

言い直し 0.34 -0.07 0.28 0.20 0.50 

声の高さ 0.05 0.54 0.09 -0.04 0.35 

スピード 0.01 0.53 0.04 0.27 0.51 

はきはき 0.22 0.46 0.09 0.07 0.50 

丁寧 0.14 0.40 0.19 0.20 0.56 

語尾伸び -0.16 0.18 1.07 -0.12 0.94 

フィラー 0.08 0.05 0.64 0.05 0.56 

不適切・取引先 0.31 -0.17 0.33 0.30 0.59 

あいづち 0.04 0.23 -0.13 0.81 0.77 
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間 -0.20 0.36 -0.04 0.80 0.71 

不適切・上司 0.36 -0.31 0.21 0.53 0.79 

寄与率 49.70 4.80 3.56 3.34 

 
累積率 49.70 54.51 58.07 61.40 

α係数 0.92 0.77 0.81 0.83 

 
因子相関行列  

 
1 2 3 4 

 

1 ― 0.69 0.75 0.75 
 

2 ― ― 0.58 0.63 
 

3 ― ― ― 0.68 
 

 

4 つの因子は崔（2007，2008）などを参考に，それぞれの因子を構成する項目の内容や特

徴に基づき命名した。 

 第 1 因子は，「なめらか」（0.97），「アクセント」（0.89），「拙い発話」（0.71），「敬語」（0.65）

等の順に因子負荷量が高く，主に流暢さや発音に重点を置いているが，話し方全体に関わる

因子であることから，「言語の適切性」と命名した。第 2 因子は，「声の高さ」（0.54），「スピ

ード」（0.53）等の順に因子負荷量が高く，「聞きやすさ」と命名した。第 3 因子は，「語尾伸

び」（1.07），「フィラー」（0.64）に対して因子負荷量が高く，これらは話し手自身による言語

ストラテジーであると解釈されるため「会話ストラテジー」と命名した。また，第 4 因子は，

「あいづち」（0.81），「間」（0.80）に対して負荷量が高く「パラ言語能力」と命名した。以上，

学習者の発話に対するビジネスパーソンの「言語評価」には，「言語の適切性」「聞きやすさ」

「会話ストラテジー」「パラ言語能力」の 4 つの因子が潜在的観点として働いていることが

示された。 

 

4-1-2 「印象評価」の因子分析結果 

次に，「印象評価」における質問項目 18 項目を用いて因子分析を行った。主因子法で初

期解を求め，固有値の大きさが 1.0 以上であることを基準に因子数を決定した結果，3 因子

が抽出された。次に，プロマックス回転を行い，因子抽出後の 18 項目の共通性が 0.30 以上

であったため，それら全てを分析対象とした。抽出された 3 因子の累積説明率は 63％であっ

た。また，各因子のクロンバックのα係数が，第 1 因子は 0.92，第 2 因子は 0.87，第 3 因子

は 0.88 で，内部一貫性が認められた。よって，3 因子構造を妥当と判断した。因子分析の結

果を表 3 に示す。 

 

表 3 「印象評価」の結果（主因子法・プロマックス回転後） 

項目内容 因子 1 因子 2 因子 3 共通性 

しっかり 0.85 -0.01 0.02 0.74 

信頼 0.85 0.07 0.00 0.77 
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落ち着き 0.81 -0.18 0.06 0.63 

慎重 0.60 -0.23 0.30 0.57 

好感 0.54 0.21 0.18 0.62 

礼儀 0.49 -0.07 0.48 0.73 

責任 0.43 0.21 0.31 0.63 

明るさ -0.25 0.87 0.14 0.74 

活発 -0.01 0.85 0.00 0.70 

元気 -0.23 0.82 0.09 0.62 

自信 0.47 0.63 -0.42 0.52 

積極 0.15 0.63 0.03 0.51 

親しみ 0.03 0.53 0.34 0.58 

真面目 0.21 -0.16 0.75 0.71 

素直 0.07 0.10 0.75 0.71 

一生懸命 0.04 0.15 0.59 0.49 

誠実 0.38 0.01 0.54 0.72 

協調 0.24 0.21 0.39 0.49 

寄与率 46.71 13.3 3.75 

 
累積率 46.71 60.01 63.76 

α係数 0.92 0.87 0.88 

 
因子相関行列 

 

 
1 2 3 

 

1 ― 0.43 0.47 
 

2 ― ― 0.79 
 

 

3 つの因子はそれぞれの因子で高負荷を示す項目の内容に基づき，以下のように命名した。

第 1 因子は，「しっかり」（0.85），「信頼」（0.85），「落ち着き」（0.81）等の順に因子

負荷量が高い 7 つの項目で構成され，ここでは「社会的望ましさ」と命名した。第 2 因子は，

「明るさ」（087），「活発」（0.85）等の順に因子負荷量が高い 6 つの項目から構成され，

「活動性」と命名した。また，第 3因子は因子負荷量が，「真面目」（0.75），「素直」（0.75），

「一生懸命」（0.59）などの順に因子負荷量が高く，「勤勉性」と命名した。以上，ビジネ

スパーソンが学習者の発話に対する「印象評価」においては，「社会的望ましさ」「活動性」

「勤勉性」の 3 つの因子が潜在的観点として働いていることが示された。 

 

4-2 「言語評価」と「印象評価」の関係 

4-2-1 相関分析の結果 

研究課題 1 の「言語に対する評価と印象に対する評価にはどのような関連があるか」を明
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らかにするために，「言語評価」と「印象評価」のそれぞれから抽出された因子得点を用いて

相関分析した。その結果，表 4 に示すように，「言語評価」と「印象評価」の全ての因子間に

有意な相関がみられた。 

比較的高い相関がみられたのは，「言語の適切性」と「社会的望ましさ」（r = .69, p < .01），

「聞きやすさ」と「社会的望ましさ」（r = .62, p < .01），「聞きやすさ」と「勤勉性」（r = .63, 

p < .01）であった。これらの結果から，流暢で自然な発音，かつ，声の高さや速度が適切な

発話は，信頼できるという印象に影響を与えていることが示された。また，適切な声の高さ

と速度は真面目であるという印象にも影響があることが見られた。一方，「言語評価」の 4

つの因子全てと印象評価の「活動性」は相関が低く，（「言語の適切性」と「活動性」（r = .30, 

p < .01），「聞きやすさ」と「活動性」（r = .44, p < .01），「会話ストラテジー」と「活動

性」（r = .20, p < .01），「パラ言語能力」と「活動性」（r = .26, p < .01）），学習者に対す

る「言語評価」全般は，明るさや元気という印象とは弱い相関しかないことが示された。ま

た，「会話ストラテジー」と「勤勉性」（r = .39, p < .01），「パラ言語能力」と「勤勉性」

（r = .48, p < .01）も相関が低く学習者の発話の語尾伸びの有無，あいづちや間の適切さなど

は，真面目や一生懸命といった印象ともあまり関係がないことが示された。 

 

表 4 相関分析の結果 

  

印象評価 

社会的望ましさ 活動性 勤勉性 

言語評価 

言語の適切性 0.69** 0.30** 0.55** 

聞きやすさ 0.62** 0.44** 0.63** 

会話ストラテジー 0.52** 0.20** 0.39** 

パラ言語能力 0.57** 0.26** 0.48** 

**p < .01 

 

4-2-2 重回帰分析の結果 

次に，研究課題 2「言語に対する評価は印象に対する評価にどのように影響を与えるか」

を明らかにするため，「言語評価」項目を独立変数，「印象評価」項目を従属変数として重

回帰分析を行った（表 5）。結果をパス図で示す（図 1）。なお，有意なパスのみ描いてあ

る。 

 

表 5 重回帰分析の結果 

標準偏回帰係数β 

  印象評価 

  社会的望ましさ 活動性 勤勉性 

言語評価 言語の適切性 0.46*** 0.06 0.26*** 
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聞きやすさ 0.26*** 0.47*** 0.48*** 

会話ストラテジー 0 -0.11 -0.12 

パラ言語能力 0.06 0 0.63 

 重決定係数 R2 0.52 0.20 0.43 

β：標準編回帰係数  R2：決定係数  *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

図 1 パス図 

 

分析の結果，「印象評価」の第 1 因子である「社会的望ましさ」には「言語の適切性」（β 

= .46, p < .001），「聞きやすさ」（β = .26, p < .001）が有意に影響を及ぼしていた（R² = .52, 

p < .001）。したがって，これら 2 つの言語に対する評価が高くなると「社会的望ましさ」の

「印象評価」も高くなることが予測される。つまり，流暢で発音が自然であり，適切な声の

高さと速度を併せ持つ発話に対し，ビジネスパーソンはしっかりしていて信頼できるという

印象を持つことが示された。第 2 因子である「活動性」には，「聞きやすさ」（β = .26, p < .001）

のみが有意に影響を及ぼしていた（R² = .20, p < .001）。このことから，学習者に対して，元

気で自信があるという印象の形成には，声の高さと速度が適切ではきはきした発話であるこ

とが影響を及ぼしていることが示された。第 3 因子である「勤勉性」には，「言語の適切性」

（β = .26, p < .01），「聞きやすさ」（β = .48, p <. 001）の 2 つの因子が有意に影響を及ぼし

ていた（R² = .43, p < .001）。これは，ビジネスパーソンが学習者に対して抱く印象のうち，

「勤勉性」，つまり，真面目で素直といった印象には，滑らかで自然な発音，かつ，話す速

度が適切である発話であることなども影響を及ぼしているということを意味する。 

「言語評価」の第 3 因子である「会話ストラテジー」と第 4 因子の「パラ言語能力」は，

印象評価の「社会的望ましさ」「活動性」「勤勉性」のいずれの因子にも影響を及ぼしてい

ないことが示された。これは，学習者の発話に見られる語尾伸びやフィラーの有無，あいづ

ちや間の適切さは，ビジネスパーソンの印象形成に影響を及ぼしていないことを意味する。 

 以上の結果から，「言語評価」のうち，「言語の適切性」は「社会的望ましさ」と「勤勉

性」に，「聞きやすさ」は「社会的望ましさ」「活動性」「勤勉性」の印象形成に影響を与

えていることが明らかになった。 

言語の適切性

聞きやすさ

社会的

望ましさ

活動性

勤勉性

.69**

.43**

.47**

.79**

.46***

.26**

.26***

.47***

.48***

R²＝.52***

R²＝.20***

R²＝.43***

*p < .05、**p < .01、***p < .001
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5. 考察 

重回帰分析の結果より，「言語評価」のうち，ビジネスパーソンの「印象評価」に関係し

ていたのは「言語の適切性」と「聞きやすさ」の 2 因子であった。以下に考察を述べる。 

「言語評価」の「言語の適切性」という観点は，「印象評価」の「社会的望ましさ」と「勤

勉性」の 2 因子に影響を与えていた。この結果から，流暢で自然な発音，適切な敬語の使用

は，しっかりしていて信頼がおけるという「社会的望ましさ」と，真面目で素直であるとい

う「勤勉性」の印象形成に影響を与えていることが確認された。これは，本研究と同様にビ

ジネスパーソンの印象形成を検討した崔（2008）と同様の結果であった。崔（2008）はアル

バイトの面接場面における学習者の発話の中で，発音の正しさや流暢性に対する評価は信頼

といった印象形成に影響を与えるという結果を示している。本調査の結果から，ビジネス場

面における電話会話に対しても，流暢で自然な発音と適切な敬語を使用する発話は，ビジネ

スパーソンの信頼や真面目といった印象形成に影響することが明らかになった。 

次に，「言語評価」の「聞きやすさ」が「印象評価」の 3 因子全てに影響を与えていたと

いう結果について述べる。この結果から，声の高さやスピードが適切で，はきはきしていて

丁寧な発話は，しっかりしていて信頼がおけるという「社会的望ましさ」，明るく活発であ

るという「活動性」，真面目で素直であるという「勤勉性」の印象形成に影響を与えている

ことが確認された。この「聞きやすさ」という因子は「声の高さ」「スピード」「はきはき」

「丁寧」の 4 項目から構成されている。先行研究においては，「スピード」と「丁寧」とい

う 2 つの項目は評価者が着目している観点であることが示されている（崔 2008，野原 2009

他）。しかし，本研究ではこれらの先行研究には見られなかった「声の高さ」という観点が

「聞きやすさ」の因子に最も寄与していることが示された。このような特徴が見られた要因

について，先行研究における調査方法との比較の観点から以下に考察する。 

アルバイト面接場面の動画を評価材料に用いた崔（2008）では，評価者である社会人管理

職の印象形成に最も影響を与えた要因は，学習者の表情や視線，あいづちといった外見的要

素であったと述べられている。一方，本調査では学習者の外見情報を除外した音声データを

評価材料としたことにより，ビジネスパーソンは学習者の情報を発話のみから受け取るため，

「声の高さ」に着目しやすくなった可能性が考えられる。 

また，学習者の発話と日本語のわかりやすさの関係を探った野原（2009）では，4 コマ絵

のストーリーテリングを評価材料とし，本研究と同様，音声データを評価材料に用いたが，

学習者の発話に対して「声の高さ」という評価観点は見られなかった。重回帰分析の結果か

らは，評価者の発話のわかりやすさに影響を与えていたのは「内容」であったことが示され

ており，ストーリーテリングという刺激に対しては，展開そのものに期待が向けられ，文と

文の繋がりや文脈に着目する傾向が見られたものと推察される。一方，ビジネス場面の電話

会話を評価対象とした本研究では，ビジネスパーソンの電話会話に対する潜在的な捉え方が

反映された可能性が挙げられる。つまり，ビジネス場面における電話会話は即時性が求めら

れる場合に用いられることが多いため，用件をいかに滞りなく遂行できるかといった点に注

意が向けられたものと推察される。そのため発話者の声の高さが適切で，「聞きやすい」と

評価されれば，目的が速やかに達成されると捉えられ，その評価が発話者の人物としての「印

象評価」に影響を与えたものと考えられる。 
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以上をまとめると，本調査において学習者の「声の高さ」が印象形成に強く影響を与えた

という結果は，評価材料として電話会話の音声データを用いたこと，かつ，評価対象がビジ

ネス場面の発話であったという 2 つの条件が重なったことが要因として考えられる。 

本研究の結果から，ビジネスパーソンはビジネス場面における学習者の電話会話に対し，

流暢で自然な発音であること，さらに，声の高さや話す速度の適切性を重視していることが

明らかになった。これは，本調査と同様にビジネスパーソンの評価を探った崔（2008）の結

果を概ね支持するものであるが，本調査では声の高さといった「聞きやすさ」という評価観

点の重要性が見られたことから，発話場面や調査方法によって評価観点には相違があること

が示されたと言える。 

また，この結果からはビジネス場面における教師の評価を探った，喬（2015），小倉（2020）

の結果との相違も見られた。先行研究において，教師は敬語の適切な使用などの言語形式を

最も重視することが示されたが，本研究においてビジネスパーソンはそれ以上に流暢性や発

音に重点を置いているという結果が示された。また，小倉（2020）の結果において，教師の

印象形成に強く影響を与えたフィラーや言い直しは，本調査におけるビジネスパーソンの印

象形成への影響は見られなかった。さらに，本調査におけるビジネスパーソンの印象形成に

強く影響していた「声の高さ」は，小倉（2020）では教師の印象形成への影響は見られなか

った。この結果から，ビジネス場面における電話会話という同様の発話場面においても，教

師とビジネスパーソンでは異なる観点から学習者の発話を評価していることが示されたも

のと考えられる。以上のことから，ビジネス日本語教育においては，ビジネスパーソンの評

価視点を取り入れた発音指導のための教材開発や電話会話指導の導入が提案できるのでは

ないだろうか。 

 

6. まとめ 

本研究は，学習者のビジネス場面における電話会話に対するビジネスパーソンの評価観点

を明らかにすることを目的として，ビジネスパーソン 34 名を対象に調査を行った。音声デ

ータを刺激として，「言語評価」と「印象評価」の評価データを基に分析を行った。その結

果，「言語評価」からは，「言語の適切性」「聞きやすさ」「会話ストラテジー」「パラ言

語能力」の 4 因子が，「印象評価」からは，「社会的望ましさ」「活動性」「勤勉性」の 3

因子が抽出された。さらに，重回帰分析を行った結果，「言語評価」のうち，「言語の適切

性」は「社会的望ましさ」と「勤勉性」に，「聞きやすさ」は「社会的望ましさ」「活動性」

「勤勉性」に影響を与えていることが確認された。このことから，流暢で自然な発音であり，

適切な声の高さと速度を併せ持つ発話に対し，ビジネスパーソンは，「しっかりしていて信

頼できる」「明るく活発」「真面目で素直」といった印象を持つことが示された。 

今回の調査では，学習者のビジネス場面における電話会話に対するビジネスパーソンの評

価傾向の一端を示すことができたと考えられる。しかし，今回の調査は電話による会話とい

う限られた場面であったため，今後は異なるビジネス場面におけるビジネスパーソンの評価

観点を検証することを課題とする。 

 

注 
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(1) 「2021 年度外国人留学生の就職活動に関する調査結果（2020 年 8 月発行 ）  

https://www.disc.co.jp/press_release/7919/＜2021 年 9 月 16 日参照＞ 

(2) 「入国制限措置解除後の外国人採用の動向（2021 年 3 月～4 月調査）」 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000068818.html＜2021 年 9 月 20 日参照＞ 

(3) 音声を聞くのは一度のみという方法について査読者よりコメントがあった。事前に調査方法

の適切性を確認したが，指摘を受けた点については今後の調査では改善したい。 
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