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Abstract: This research examines and clarifies the ways in which 

Japanese learners recognize interpersonal relationships, consider 

the feeling of interlocutors, and determine their utterances in 

the speech act of refusal. The speech act of refusal potentially 

is ‘face-threatening act’ (Brown & Levinson, 1978, 1987) and 

needs ‘face-work’ (Goffman, 1967). Therefore, speakers need 

to appreciate ‘social distance’(Brown & Levinson, 1978, 1987) 

and power between themselves and hearers. However, previous 

research hardly examined the influence of social distance on 

learners’ utterances. Thus, this study sets both power and social 

distance in data collection, and analyses the relationship between 

Japanese speakers’ cognitions and utterances in the speech act of 

refusal. This study also examines Japanese speakers’ construal and 

considerateness in the speech act of refusal. Furthermore, this 

study measures the result of Japanese refusal against that of English 

native speakers reported by Beebe, Takahashi, & Uliss-Weltz 

(1990). The results confirm that, firstly, Japanese native speakers 

employ much less positive politeness strategies than English native 

speakers to express feelings of gratitude in the speech act of refusal, 

and, secondly,  Japanese cognition and utterances of refusal deeply 

reflect Japanese human relationships, which comprise of a vertical 

organization and the Japanese concepts of uchi (ingroup), soto 

(outgroup) (Nakane, 1967;  Asami, 1995;  Ide, 2006 Miyake, 2011), 

and yoso (elsewhere) (Miyake, 2011). This conclusion suggests that 

second language speech acts need to be taught within the English 

education system in Japan.  
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1. 研究の背景と目標 

日頃、私たちは社会生活の中で頻繁に様々なコミュニケーションを行い、対人関係を維持す

るために、例えば「挨拶」、「褒め」、「感謝」、「誘い」、「断り」、「依頼」、「謝罪」等のスピーチ・

アクト（以下、SAと略す）を行っている。このSAは、日本語話者に限らず、外国語を学ぶ場合、

言語能力（linguistic competence）（Canale & Swaine, 1980） が高い場合でも適切に実践するこ

とが難しいということが、1980年代、1990年代の中間言語語用論研究の中ですでに確認されて

いる。その理由としては、少なくとも以下の 4つが挙げられる。

第一に、SAには情報伝達と対人関係を築き維持するという 2つの機能があり、「依頼」、「断

り」、「謝罪」等のSAは、発話者が相手に何らかの不利益（損害）や不都合を生じさせた／させる

状況で行われるため、フェイス威嚇行為（face threatening acts）（Brown & Levinson, 1987） と

なる。このような場合、発話者と聞き手双方のフェイス （Goffman, 1967） （社会的属性によっ

て承認されている自己イメージ）を守るために、フェイス・アクト（face act） （Goffman, 1967） 

が求められる。フェイス・アクトには、フェイス威嚇行為を言語行為により軽減する場合もあれ

ば、言語行為自体を行わない場合も含まれる。第二に、SAには、「断り」、「依頼」、「謝罪」、「感

謝」のSAの場合のように、ひとつのSAを行うために複数のSAを繋げてスピーチ・アクト・セ

ット（Blum-Kulka, House, & Kasper, 1989） を作らなければならないものがある。また、SAの

仕方には言語（変種）ごとに社会文化的な傾向がある。第三に、人は母語の語用論、ポライトネ

ス、対人配慮のあり方を外国語に応用（転移）する傾向がある。母語から目標言語への語用論的

転移の中には、正の転移―母語と目標言語のあいだに共通性があるために転移しても問題に

ならない場合や、母語スタイルと目標言語スタイルは異なるもののむしろ転移が好意的に受け止

められる場合―もあるが、負の転移―母語スタイルが目標言語スタイルから逸脱するため

に誤解を生じさる場合など―があり、SAでは負の転移が目立つ。第四に、母語のSAスタイ

ルは、幼少期から親、教師、コミュニティーの年長者たちなどから明示的・暗示的に学び、習得

することができるが、外国語学習者の場合は、世界的に見てもまだ語用論全般の指導方法が確立

されておらず（Kasper & Rose, 2002）、指導が十分ではない1。

そこで本研究では、英語の「断り」SAに焦点を当てて、日本人大学生（以下、文脈により日

本語話者と表記する）が上下関係や親疎関係が異なる相手との人間関係をどのように把握し、何

にどのように配慮して、日本語・英語の「断り」表現を使い分けているのか検証考察する。また、

日本語話者の英語「断り」発話スタイルをアメリカ英語話者のそれと対照比較する2。そして、日

本語話者の英語発話の中で英語話者が聞き手である場合に誤解を招きかねない部分とその文化的

要因について考察する。最後に、英語教育の質の向上に貢献するために、日本語話者にSAを指

導する際に注意すべき点について述べる。

2. 先行研究

2.1. 中間言語語用論と日本人学習者の「断り」SAについての先行研究

中間言語語用論研究は、外国語学習者が、例えば「依頼」、「提案」、「断り」、「謝罪」などの

SAや会話、書き言葉によるコミュニケーションなどを中間言語3 でどのように行っているのか

研究するものである。中間言語語用論研究の初期の研究として有名なBlum-Kulka, House, & 

Kasper （1989） のA Cross-Cultural Study of Speech Act Realization Patterns （CCSARP） では、
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8言語の母語話者の英語中間言語による「依頼」SAと「謝罪」SAを調査して、母語からの語用

言語的転移と社会語用的転移が見られることと、正の語用論的転移もするが、負の語用論的転移

もすることを確認したもので、後続の研究でよく参照され、言及されている。この頃から、様々

な言語話者の中間言語語用論の研究がなされている。

そして、その後も多くの研究において、学習者が中間言語を使用して行うSAには、先述

のとおり、語用言語学的転移と社会語用論的転移が生じることが報告されている（Kasper & 

Schmidt, 1996; Kasper & Rose, 20024）。語用論的転移の原因としては、母語の語用論知識や言

語使用習慣の転移である可能性が指摘されているが、日本人の英語中間言語語用論研究では、語

用論的転移の要因を検証する先行研究は、管見の限りない。語用論的転移と外国語の文法能力の

関係について調査した先行研究は幾つかあり、文法能力が向上すると転移が減少するという報告

もあるが（Maeshiba, et al., 1996の「謝罪」SA研究）、文法能力が高くなると母語の社会言語的

規範を中間言語に転用することが可能となるために、語用論的転移が増えると報告している先行

研究もある （T. Takahashi & Beebe, 1987の「断り」SA研究 ; S. Takahashi & DuFon, 1989の

「依頼」SA研究）。

日本人学習者の英語中間言語によるSA研究としては、紙幅の関係で一部しか挙げられない

が、T. Takahashi & Beebe （1987）、S. Takahashi & DuFon （1989）、Beebe, T. Takahashi, 

& Uliss-Weltz （1990）、S. Takahashi（1996）、Maeshiba, Yoshinaga, Kasper, & Rose（1996）、

Kasper & Schmidt （1996）、 Kowner （2002）、Okura （2003）、古村 （2010）、 四谷（2018）等が

ある。

その中で、「断り」SAを取りあげたT. Takahashi & Beebe（1987）とBeebeet al. （1990） 

は、本研究の主要な先行研究である。両研究では、談話完成試験（以下、DCTと略す）を使用

して日本語母語話者の日本語発話、日本人学習者の英語発話、アメリカ英語母語話者の英語発

話を収集した。そして、それぞれの発話を意味公式5 により分類して対照比較することで、日本

人学習者の英語発話の特徴と母語からの語用論的転移の特徴を明らかにした。アメリカの大学

で学ぶ日本語話者の英語「断り」発話には、次の特徴があることが確認されている―1. 発話

を‘I’m sorry’で始める傾向が強い、2. 「理由・言い訳」があいまい、3. 意見、感謝の付加表現

が少ない、4. 目下に対しては「感謝」と「残念さ」を表明しない傾向がある （Beebe et al., 1990）。

T. Takahashi & Beebe （1987） は、「断り」SAの意味公式分類 （Classi�cation of Refusals） を

Appendixとして掲載している。Okura （2003) 、古村 （2010) 、四谷（2018）を含む後続のほと

んどの「断り」SA研究は、必要に応じて微修正を施すことはあるが、同分類法を適用している。

本研究も同様である。

日本人話者の「断り」SAについての先行研究においてはまだ検証考察されていないが、日本

語話者の英語コミュニケーションにおける言葉遣いに関わるため、非常に重要であると考えられ

る問題には少なくとも次の二つがある。

第一に、日本語話者は、発話において、どのように対人関係を把握し、何にどのように配慮し

ているかという問題である。そこで、本研究では、日本語話者が「断り」場面において、対人関

係を実際にはどのように把握しているのか、そして、それが発話における言葉遣いにどのように

影響するのか調査することにした。

第二に、日本語研究では、日本語話者は敬語、配慮表現、スピーチ・レベルを人間関係におけ

るウチ・ソト・ヨソの区分により使い分けていることが指摘されているが、英語会話においては

ウチ・ソト・ヨソの区分は言葉遣いの選択にどのような影響を与えているのかという問題である。
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日本語話者の英語による「断り」SAの研究では、管見の限り、Distanceが言葉遣いに与える影

響を検証したものもない。そこで、本研究では、DCTの場面設定に、ウチ・ソト・ヨソの区分

と個人的な親疎関係が異なる相手を設定し、回顧インタビューも実施して、ウチ・ソト・ヨソの

区分を含むDistanceが、対人関係把握、配慮、言葉遣いにどのように影響するか調査考察する

こととした。

2.2. ポライトネス理論 (Politeness theory) (Brown & Levinson, 1978, 1987)

対人コミュニケーションは、会話参加者間の人間関係に基づくため、ポライトネスが必要とさ

れる。日常生活で頻繁に行われる「感謝」、「依頼」、「断り」、「謝罪」などのSAは、FTAと成り

かねない。そのような場合に、Brown & Levinson （1978, 1987） のポライトネス理論では、人

は自他のフェイスを守るために、その場に応じて適切にポライトネス・ストラテジーを使い分け

るとされている。相手と自分の間の距離を縮めるように働くストラテジーはポジティブ・フェ

イス・ストラテジーとして、相手と自分の間の距離を広げるように働くストラテジーは、ネガ

ティブ・フェイス・ストラテジーとして区別される。ポライトネス・ストラテジーの使用に影

響を与える社会的要因としては、「力関係」（power, 以下Powerと記す）、「社会的距離」（social 

distance, 以下Distanceと記す）、「相手に与える負担の程度」（ranking of imposition, 以下

Rankingと記す）が挙げられている。

このポライトネス理論は、1980年代前後から今日まで続く過去約 40年間の中間言語語用論

研究の大半の先行研究において参照され、適用されている。発話データを量的に分析する際には、

特にPowerとDistanceが考慮されてきた。T. Takahashi & Beebe （1987）、Beebe et al. （1990） 

から近年の古村（2010）、四谷（2018）による日本語話者の英語「断り」発話の先行研究について

も同様である。

2.3. 日本語の対人関係把握と配慮言語行動についての先行研究

日本語における配慮表現についての研究には、伝統的なものとしては敬語論がある。敬語は、

歴史的には、上下関係において目下の者が目上の者に使用するか、公の場などで一定程度の距離

のある者同士の間で使用されていたもので、尊敬語、謙譲語、丁寧語がある。

文部科学省文化庁の諮問により、金田一京助を主査として編成された第 1期国語審議会が「こ

れからの敬語 （建議）」（1952年）をまとめた時に、敬語研究の中心に「敬意」が置かれるように

なった。この時に、国語学において、上下関係で使用されてきた「敬意」をヨコ関係でも使用さ

れるものとする見解が公に示された。この建議は「『敬語は尊敬感情の現れである』という考え方

に基づいて敬語自体の質的変化を促す、踏み込んだ政策的提言であった」（滝浦、2001、p. 27）。

それから約半世紀後、文部科学省文化庁第 22期国語審議会が答申「現代社会における敬意表

現」（2000） をまとめた。同答申の「はじめに」では、「現代社会における言葉遣いの核を成すも

のは、コミュニケーションを円滑にする言葉遣いとしての「敬意表現」であるとの認識に立ち、

敬意表現を中心として、言葉遣いの在り方についてまとめた」と記されている。「敬意表現」は次

のように定義されている―「敬意表現とは、コミュニケーションにおいて、相互尊重の精神

に基づき、相手や場面に配慮して使い分けている言葉遣いを意味する。それらは話し手が相手の

人格や立場を尊重し、敬語や敬語以外の様々な表現から適切なものを自己表現として選択するも

のである」。

日本語における敬意表現の研究対象が、敬語から敬語以外の様々な表現まで拡張された背景に
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は、1980年代に英語圏で発表され、1990年代には邦訳も出版されたBrown ＆ Levinson （1987） 

のポライトネス理論が日本語研究に導入され、日本語研究者の間で、ポライトネス理論を日本語

に適用できるか否かをめぐる議論が交わされた経緯があった。そのような経緯を経てまとめられ

たのが同答申であった。滝浦（2001、p. 30）が述べているように、ポライトネス理論の強みは、

「日本語敬語のような語彙化・文法化の度合いの大きい敬語と、非定型で話し手の自由度が大き

い「ポライトな」表現とを、同一平面上で議論できる枠組みを提示しえたことである」と云える。

本研究は、日本語と英語における事態配慮認知、配慮、言葉遣いを対照的に研究するため、敬

語論を踏まえて採用された「敬意表現」ではなく、「配慮表現」という用語を採用する。本稿では、

配慮表現とは、対人コミュニケーションにおいて相手の気持ちや負担を考慮し、相手との人間関

係をなるべく良好に保つことを配慮して使用する言語表現であると定義する。

2.4. ウチ・ソト・ヨソの区分による対人関係把握と配慮についての先行研究

敬語論では、日本語標準変種の敬語は相対敬語的特質を強く持っており、具体的には、話し

手、聞き手、話題となっている人物、同席者の上下関係とウチ・ソト関係により敬語が使い分け

られることが先行研究によって指摘されている （ロドリゲス、1604-1608; 中根、1967; Bachnik 

& Quinn, 1994; 阿佐美、1995; 井出、2006; 三宅、2011）。三宅 （2011、p.11） によれば、「日

本語話者の対人関係の把握と言語行動との関係が、ウチ・ソト・ヨソの同心円で説明できる」よ

うになっている。「ウチとは、自己を間近に取り巻く家族やごく親しい人々をさす。その周りに

はソトが広がるが、これはごく親しくはないが自己やウチと関連のある人々の層である。」（同上）。

ヨソは「通行人、電車でまわりにいる人、サービス業の人など」で、「何かのきっかけで関係が生

まれる人々である」（同上）。三宅は、日本語話者は、「ソトの部類の人に対して最も緊張感を持ち、

言語行動に最も細かい配慮を示す。自分にごく近い家族のようなウチの人たちにはリラックスで

き、言葉づかいに細かい注意を払う必要がない」（2011、p.  11）が、「調査データから、ヨソの層

に対しての言葉づかいには個人差や場面差が大きく、いつも丁寧な人もいれば、かなり不躾な人

もいることが分かった」（2011、pp. 11-12）と述べている。比較文化語用論研究では、アメリカ

英語話者は、対人関係把握、敬意表現の使い分けに日本社会におけるウチ・ソト・ヨソのような

明確な区分を持たないとされている（Barnlund, 1975; 井出、2006; 三宅、2011）。

3．リサーチ・クエスチョン

本稿のリサーチ・クエスチョンは次のとおりである。

1） 現代の日本語話者の英語「断り」発話においても、Beebe et al. （1990）が指摘した日本人大

学生の英語「断り」発話の特徴―1.発話を ‘I’m sorry’ で始める傾向が強い、2.「理由・

言い訳」があいまい、3.意見、感謝の付加表現が少ない、4.目下に対しては「感謝」と「残念

さ」の表明をしない傾向がある―等はみられるのか。

2） 現代の日本語話者の英語「断り」発話において、DistanceとPowerはどのような影響を与え

ているのか。

3） 日本語話者の英語「断り」表現は、英語話者の英語「断り」表現とはどのように異なるのか。

4） 日本語話者は「断り」場面において、どのように対人関係把握と配慮を行っているのか。ま

た、それは日本語・英語の「断り」発話にどのように現れるのか。
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4. リサーチ・メソッドとデータ

4.1. 調査協力者

本研究の調査協力者は、首都圏の私立中堅大学に通う日本人大学生で 49名（18-22歳前後、

男性約 8割、女性約 2割）で、言語学系・英語圏文学系を除く学部に所属している。調査協力

者の英語力は中級～上級（TOEIC350程度～880程度）である。調査の結果、高校までに進学校、

進学塾、英会話学校などに通っており、調査時点で１～３週間程度の短期海外旅行の経験がある

者も珍しくなかった。社会学の知見に照らせば主に中流階層に属する若者であると考えられる6。

彼らは普段、大学の授業で教師や学生同士で話すとき、大学の筆記課題を作成するとき、あるい

は、本研究に協力し、DCTに回答するときには、日本語標準語変種を使用している7。

4.2. 調査方法

調査 1　PowerとDistanceの程度に変化をつけた英語のDCTを作成して、日本語話者（大学

生）の英語による「断り」発話を収集し、その特徴を分析した。また、DCTに添えた質問紙調査

では、各場面において聞き手に対してどの程度気遣うか、「非常に気をつかう」を 4、「まったく

気をつかわない」を 0とする 5段階評価欄と、発話場面で何を意識したかを記述する欄を設け

て、発話者の事態把握認知と配慮について把握・分析した。同調査の協力者は 30名である。ま

た、上記の協力者とは別の協力者 15名に、「すみません」、「申し訳ありません」の使い分けにつ

いて自由記述式の質問紙調査を行った。同調査の目的は、日本語話者が英語の「断り」発話で「す

みません」を英訳して ‘I’m sorry’ を使用する理由について分析するためである。

調査 2　調査 1の英語DCTへの協力者 30名のうち 6名に、回顧インタビュー （retrospective 

verbal reports）（3名グループ、30-40分）を行った。そのほか、新たな協力者 4名に、英語版

DCT（調査 1のDCTと同一）と日本語版DCTの両方に協力してもらい、各DCTの実施からそ

れぞれ二日以内に、回顧インタビュー（個別ないしペア、60－ 90分間）を実施した。回顧イン

タビューの目的は、リサーチ・クエスチョン 2と 4、また、「断り」発話がどのような対人関係

把握と配慮に基づいてなされたのかを確認するためである。

4.3. データ収集・分析方法

4.3.1. データ収集方法

DCTでは、PowerとDistanceの異なる 9種類の相手との「断り」の会話場面を設定した（表 1）。

Distanceの設定には、ウチ・ソト・ヨソのすべての相手を含めた。「見知らぬ学生」がヨソの人

で、それ以外の「親しい教授」、「親しくない教授」、「親しいマネジャー」、「親しくないマネジャ

ー」、「親しい友人」、「親しくないクラスメイト」「親しい後輩」、「親しくない後輩」は、ウチかソ

トに区分される人である。Rankingに関しては、本調査では「パーティーへの招待に対する断り

場面」に一本化した。2018年に実施したDCTの予備調査で、4種のRankingを設定して調査を

実施したところ、「パーティーへの招待に対する断り場面」の発話に最も多くの意味公式、配慮

表現、ポライトネス・ストラテジーが見られたからである。
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表 1.　談話完成テストの調査項目*

発話相手

親
し
い
教
授

親
し
く
な
い

教
授

親
し
い

マ
ネ
ジ
ャ
ー

親
し
く
な
い 

マ
ネ
ジ
ャ
ー

親
友

親
し
く
な
い

ク
ラ
ス
メ
イ
ト

見
知
ら
ぬ
学
生

親
し
い
後
輩

親
し
く
な
い

後
輩

上下関係 目上 同等 目下

親疎関係 親 疎 親 疎 親 疎 他人 親 疎

ウチ・ソト・
ヨソの区分
　

　 　 　 　 ウチ 　 ウチ　 　

ソト ソト ソト ソト 　 ソト 　 ソト ソト

　 　 　 　 ヨソ 　

招待内容
パー
ティー

留学生
パー
ティー

夕食会 パーティー
留学生
パー
ティー

パーティー

* 表１で、「親しい後輩」だけは「ウチ・ソト・ヨソ」の区分で「ウチ」と「ソト」という二つの区分に該当するとされて
いるのは、本研究の回顧インタビューの結果、「親しい後輩」を「親しい友人」に準じる親疎関係のものとして「ウチ」
の区分に置く人と、「親しい後輩」を「親しい友人」に対する場合とは違って一定程度の距離のある「ソト」の区分に置
く人がいることが明らかになったからである。

DCTの各場面には、上記 9つの「断り」場面における気遣いの程度を 5段階評価で回答して貰

い、さらに、各場面でなにか気遣ったことがあれば自由記述して貰う欄を作っておくことで、対

人関係把握と配慮についても調査した。

「断り」発話に関する上記DCTと質問紙調査とは別に、日本語における「すみません」・「申し

訳ありません」・「ごめんなさい」の使い分けと、それが英会話ではどのように表現されるかとい

うことについて、自由記述による質問紙調査を実施した。

回顧インタビューは、対面あるいはオンラインビデオ通話で実施し、対面では録音を、オンラ

インビデオ通話では録音と録画をした。

すべての調査にあたり、事前に調査研究目標、データの収集分析方法、匿名化されたデータの

公開について説明し、調査協力者の同意を得た。

4.3.2. データの量的分析方法

本研究では、リサーチ・クエスチョン 1にBeebe et al. （1990） の追跡調査が含まれているた

め、調査 1のDCTで収集した発話データは、同研究で使用されているT. Takahashi & Beebe 

（1987） とBeebe et al. （1990） の「断り」の意味公式分類を用いてまずは量的に分析した。下記

は、一例である。

I’m sorry.    　　   　　  I can’t attend. 

[Apology/regret]  　　[Negative ability]

I have to go to my cousin’s wedding party this day. 　Please invite me again.   

[Excuse (detailed)]　　　　　　　　　　　　　　 　[Ask for future invitation]

ただし、次の 4点はT. Takahashi & Beebe （1987）との分類方法あるいは表記方法と異な

る。第一に、T. Takahashi & Beebe （1987） は直接的「断り」の意味公式のひとつをNegative 
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willingness/abilityと分類し、‘I can’t.’、‘I won’t.’、‘I don’t think so.’ を挙げている。しかし、

本研究の調査結果では、各場面において 1名以下が ‘I would not go…’ を使用しただけで、そ

の他の全員が ‘I can’t’ を使用したので、データの特徴を明示するために ‘Can’t’ として表記した。

第二に、T. Takahashi & Beebe （1987） は ‘I’m sorry…’ の表現に関して、アメリカ英語話者

が使用した場合はRegret の意味公式に、日本語話者が使用した場合はApology に分類していたが、

それでは、分類の仕方に恣意性が生じるため、両言語の話者の発話における意味公式やポライ

トネス・ストラテジーを厳密に対照比較することは難しい。そこで、本稿では、発話の分類と分

析において、英語と日本語の間の比較等価性保つため、新たにApology/regret という区分を作り、 
‘I’m sorry…’ をアメリカ英語話者と日本語話者のどちらが使用した場合も、Apology/regret の意

味公式に分類した。

第三に、Beebe et al. （1990） は断りの理由を述べている部分を「Excuse, reason, explanation」

として分類しているが、紙幅に限りがあるため、本稿ではExcuseと省略し、日本語では「理由・

言い訳」とする。

最後に、新たにFuture referenceという区分を作成した。 Future referenceは、T. Takahashi & 

Beebe （1987） のAsk for future invitation と Promise of future acceptance の意味公式に、新たに

Reference to future invitation を加えたものである。英語話者の場合、誘いを断る時には、前者二

つに区分される、自他の行動をはっきり指標する発言をするが、日本語話者の場合はその他に、

‘If you invite me other day, I want to go to your home party’ という自他の行動を明確にしな

い表現も使う傾向があるためである。

4.3.3. データの質的分析方法

回顧インタビューのデータは録音したものを原稿に起してから分析した。データの質的分析

では、発話データの量的分析により明らかとなった日本語話者の「断り」発話パターン、意味公

式の数（言語表現の長さ）、気遣いの程度のほかに、新たに、質問紙調査・回顧インタビューに

より収集した、各場面における事態把握認知と配慮、個別の言語表現の工夫を分析対象に加えて、

それらが互いにどのような関係性にあるのか解明することを目標として、個々のデータを丁寧に

見つめながら分析した。

5. 結果と考察

ここからは、本研究のリサーチ・クエスチョンについて、調査結果を踏まえて考察する。

5.1. 現代の日本人大学生の英語「断り」発話の特徴、Power、Distanceが与える影響

本節では、リサーチ・クエスチョン 1：現代の日本人大学生の英語「断り」発話において、

Beebe et al. （1990） が指摘した日本人大学生の英語「断り」発話の特徴―1. 発話を ‘I’m 

sorry’ で始める傾向が強い、2.「理由・言い訳」があいまい、3. 意見、感謝の付加表現が少ない、

4. 目下に対しては「感謝・残念さ」の表明をしない傾向がある―等は見られるのか、について

調査結果を報告しながら考察する。

調査データを意味公式の分類を使って量的に分析したところ、日本語話者は、目上、同等、目

下、他人の全場面に共通して、ある特定の発話パターンで断り発話を行っていた。表 2は、そ

の共通するパターンに当て嵌まる発話に用いられる意味公式、使用順序、使用者数を一覧にま

とめたものである。紙幅に限りがあるため、目上は「教授」への発話だけを取り上げ、「マネジャ
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ー」への発話を省略する。

表 2.  日本人学習者の典型的な英語断り発話パターンと意味公式の使用頻度

 発話相手 Power
回
答
数

意味公式の順番 意
味
公
式

数
平
均

1 2 3 4 last

親しい

教授
目上 ソト 30

Oh, 3
Excuse 1
(detailed)
Wish 2
Grat. 2

Apology/
regret 23　  
(all sorry)

Excuse 13
(detailed 
11)

‘Can’t’ 5 
----- 3  

 

Future 
reference 
4

3.63

‘Can’t’ 5
Excuse 4
(detailed 1)

親しくない

教授
目上 ソト 30

Positive opi. 
2

Apology/
regret 13

Excuse 10
(detailed 8) 

‘Can’t’ 1

 
Future 
reference 
7

3.43

‘Can’t’ 3
Excuse 3
(detailed 3) 

親友 同等 ウチ 30

Oh, 1
Grat. 3
Positive opi. 
1

Apology/
regret 14
(all sorry)

Excuse 8 
(detailed 7) 

‘Can’t’ 3
----- 2  

 

Future 
reference 
7

3.5

‘Can’t’ 6
Excuse 5
(detailed 5) 

親しくない

クラスメイト
同等 ソト 25

Oh, 1
Grat. 2

Apology/
regret 15
(all sorry) 

Excuse 11
(detailed 8) 

‘Can’t’ 1 
----- 7  

 

Future 
reference 
2

3.24

‘Can’t’ (4)
Excuse 3
(detailed 2) 

親しい

後輩
目下

ウチ

30
Grat. 2
Positive opi.
1

Apology/
regret 17
(sorry 16, 
unfortunate-
ly 1)

Excuse 8 
(detailed 8) 

‘Can’t’ 3
----- 2  

 
 

Future 
reference 
3

3.5

ソト ‘Can’t’ 9
Excuse 3
(detailed 3) 
----- 2

親しくない

後輩
目下 ソト 30

Oh, 1
Grat. 2
Positive opi. 
1

Apology/
regret 14
(all sorry)

Excuse 6 
(detailed 4) 

 ‘Can’t’ 0
----- 2

 
 

Future 
reference 
2

3.5

‘Can’t’ 9
Excuse 7
(detailed 6) 
----- 2

見知らぬ

学生
不明 ヨソ ９

Excuse 1
(detailed)

Apology/
regret 7
(all sorry)

Excuse 4 
(detailed 1) 

‘Can’t’ 0
----- 3

 
 

Future 
reference 
1

2.4
‘Can’t’ 2
----- (1)

Excuse 1
(detailed 0) 
----- (1)

表 2の話し相手は、Powerが高い方から低い方へと順番に分類されている。Powerが同等の

二人の間では、上段が「親しい」相手、下段が「親しくない」相手である。まず、「親しい教授」

に対する発話データを取り上げて表 2の見方について説明する。それから、データ全体の分析

結果について述べる。

「親しい教授」に対する典型的な発話パターンでは、意味公式「1」の列に‘Apology/regret 

(23) (all sorry)’ とある。これは、発話内のこの位置にApology/regret の意味公式を使用するも

のが一番多く、使用者数は 23であったことを示している。‘all sorry’ を付記したのは、Apology/
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regret の意味公式を使った回答の全てが ‘I’m sorry’、‘I’m so sorry’、‘I’m sorry very much’、

‘Sorry’ のいずれかであったことを示すためである。

意味公式の 1番目の列のさらに左列に ‘Oh,… (3)、Excuse (detailed) (1)、Wish (2)、

Gratitude (2)’ と記したのは、日本人の典型的発話パターンでは Apology/regret が 1番目の意味

公式となるが、その前に ‘Oh,…’、Wish 等を付けた若干の回答者が含まれることを表している。

したがって、「親しい教授」に対する断り発話を‘sorry’系から始めた人の総数を厳密に求める

ならば、‘Apology/regret (23) (‘sorry’)’ の 23名から、Wish、‘Oh,…’ 等を使用した計 7名を

引いた 16名である。

典型的発話パターンの 2番目にくる意味公式は Excuse と ‘Can’t’ に二分されたので、上段、

下段に並べて表示した。Excuse は具体的なものと曖昧なものに二分したが、スペースに限り

があるため、Excuse の総数と具体的なものの回答数だけを表記している。親しい教授の場合、 

‘Excuse 13 (detailed 11)’、‘‘Can’t’ 5’ となっている。これは、1番目の意味公式にApology/

regret を使用した 23名のうち、次に Excuse を使用した人は 13名、 ‘Can’t’ を使用した人は 5名

だったという意味である。あくまで 1番目の意味公式に Apology/regret を使用していた回答だけ

を取り上げて、2番目の意味公式の使用傾向を分析した。この計算方法は、表 2の 3番目の意味

公式列まで同様である。

3番目の意味公式には、2番目の意味公式に Excuse を使用した回答者の場合、‘Can’t’ を使用

するか、2番目の意味公式までで発話を終える（‘-----’と表記）かいずれかにする傾向があった。

これと逆のパターンで、2番目の意味公式に ‘Can’t’ を使用した回答者は、3番目に Excuse を

使用するか、2番目の意味公式で発話を終えていた（‘-----’と表記）。換言すれば、どの相手に対

しても、日本人の典型的な「断り」発話パターンの 2番目と 3番目の意味公式を左右に並べると、

左右どちらかが Excuse で、もう一方が ‘Can’t’ になるというパターンが見受けられた。

意味公式の lastの列は、発話の最後に使用された意味公式として量的に顕著だったものが

Future referenceだったので明記した。4番目の意味公式の列がいずれも空欄になっているのは、

典型的な意味公式が見出せなかったからである。各場面で使用された意味公式数の平均値が 2.4

から 3.63前後であるため、4番目の意味公式の傾向が現れないからである。

以上、表 2に示した日本人学習者の英語「断り」発話の典型的な意味公式パターンを簡潔に表

示すると、次の図 1のとおりとなる。

Apology/
regret

‘Can’t’

Excuse
(detailed)

Future
reference

Excuse
(detailed)

‘Can’t’

図 1.  日本人の英語断り発話の典型的な意味公式パターン

以上の結果を踏まえて、リサーチ・クエスチョン 1について考察する。約 30年前にBeebe et 

al. （1990） が日本人大学生の英語「断り」発話について指摘した 4つの特徴の内、「1. 発話を ‘I’m 

sorry’ で始める傾向が強い」という点と「3. 意見、感謝の付加表現が少ない」という点は、本研

究が行った現代の日本語話者に対する調査の結果でも再確認された。他方、「2. 理由・言い訳が
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あいまいである」という点と「4. 目下に対する断りでは「感謝」と「残念さ」の表明をしない傾向

がある」という点は、同調査の結果では確認されなかった。　

1と 3に関しては、一世代前の日本人大学生と現代の日本人大学生に共通する特徴であり、世

代を超えて受け継がれている日本語母語話者のスタイルであることが示唆された。

2の結果について考察する。本調査のデータでは、ヨソの相手にだけは曖昧な「理由・言い訳」

の使用が多かったが、他の相手には具体的な「理由・言い訳」が多く、特に、「目上」と「親しい」

相手に対しては具体的なものが圧倒的に多かった8。

30年前の日本人大学生の「理由・言い訳」が曖昧であった背景には、Barnlund （1975） が当

時の日米の大学生数百名に質問紙調査を実施して結論付けたように、当時の日本語話者はアメリ

カ英語話者と比較してソトの相手にはプライベートなことを自己開示しない傾向があった可能性

もある。ただし、Beebe et al. （1990） の調査結果の 2の特徴は、同研究のDCTの場面設定が誘

発した可能性もあるように思われる。Beebe et al. （1990） は初期の語用論研究なので、本調査

とは異なり、クローズドのDCTを採用している。相手がパーティーに誘う発話をした後に、自

由記述欄があり、その直後に誘った側の返答 （‘That’s too bad…’） を書いておくことで、断り

発話を誘発する調査手法である。この手法では、協力者は、発話後の相手の返答を先に読むこと

で、断り発話を作っていくが、相手の返答に合う発話をしなければいけないので、認知的負荷は

少なくない。従って、DCTの回答中に断りの架空の理由まで思いつくことは困難であった可能

性がある。

本研究で 2018年に実施したDCTの予備調査でBeebe et al. （1990） の質問紙を再利用させて

もらったところ、収集した「理由・言い訳」の表現は曖昧であった。そこで 2019年と 2021年

の本調査では、「いとこの結婚式」という理由を設定した。その結果、現代の日本語話者は、目

上、同等、目下のいずれにも 8割前後は具体的な理由を述べることが確認された。日本語話者は、

冠婚葬祭などの後から動かしがたい具体的な事情がある場合は、「理由・言い訳」を具体的に伝

えようとする傾向があると云える。

4の一世代前にBeebe et al. （1990） の調査で確認された目下に「感謝」と「残念さ」の表明を

しない傾向は現代の日本人学生には見られなかった。

現代の日本語話者が同等と目下に「感謝」を表明する割合は、高い方から並べていくと、「親

しい後輩」33.3％、「親しくない後輩」30%、「親しい友人」20%、「親しくないクラスメイト」16

％であった。現代の大学生は、むしろ、同等の相手よりも目下の相手により多く「感謝」表現を

使っていた。「残念さ」の表明のほうは、Beebe et al. （1990） が ‘regret’ の意味公式としている

‘I’m sorry’の使用率で計算すると、表明率の高い方から順番に、「親しい友人」23.3％、「親しい

後輩」20%、「親しくない後輩」13.3%、「クラスメイト」12％であった。同等と目下の間で、表

明率にはほとんど差がなかった。「同等」の二場面と「目下」の二場面における対人気遣いの程度

の平均（表 3）も、発話に使用する意味公式数もほとんど差はない。以上のことから、現代の日

本人大学生たちは、一世代前と異なり、後輩に対しても同輩に対するのとあまり変わらないよう

に気を遣い、配慮表現を用いるような人間関係を築いていることが伺える。

5.2. Power、Distanceは日本人大学生の英語「断り」にどのような影響を与えるか

本節ではリサーチ・クエスチョン 2：現代の日本語話者の英語「断り」発話にPowerと

Distanceはどのような影響を与えているのか、について調査結果を報告しながら考察する。

表 3は、PowerとDistanceが気遣いの程度にどの程度の影響を与えるか量的データを示した



136

ICR 村松直子

ものである。

表 3.　力関係（P）、親疎関係（D）、ウチ・ソト・ヨソと気遣い程度の関係

発話相手

親
し
い
教
授

親
し
く
な
い

教
授

親
し
い

マ
ネ
ジ
ャ
ー

親
し
く
な
い

マ
ネ
ジ
ャ
ー

親
友

親
し
く
な
い

ク
ラ
ス
メ
イ
ト

見
知
ら
ぬ

学
生

親
し
い
後
輩

親
し
く
な
い

後
輩

上下関係 目上 同等 目下

親疎関係 親 疎 親 疎 親 疎 他人 親 疎

ウチ・ソト・
ヨソの区分

　 　 　 　 ウチ 　 ウチ　 　

ソト ソト ソト ソト 　 ソト 　 ソト ソト

　 　 　 　 ヨソ 　

招待内容
パー
ティー

留学生
パー
ティー

夕食会 パーティー
留学生
パ ー
ティー

パーティー

気遣い程度
平均

2.60 2.60 2.63 2.43 1.97 1.88 1.11 1.83 1.77

　

まず目上の相手から見ていくと、「親しい教授」と「親しくない教授」の気遣い程度の平均はどちら

も 2.60であり、「3 かなり気を使う」と「2 少しは気を使う」の 3よりの中間であった。同等の相手では、

「親しい友人」がウチ区分の者で、「親しくないクラスメイト」がソト区分の者となっている。気遣い程度

の平均は「親しい友人」のほうが若干高く 1.97、「親しくないクラスメイトが 1.88であったが、おおま

かに言えば「2 少しは気を使う」に近い値である。「見知らぬ学生」では、気遣い程度の平均が同等・目下

の場合よりも一段階低く、1.11であった。同じ学生同士であっても、同等や目上の相手に対する気遣い

の程度の平均と比べて、ヨソの相手に対するそれは一段下がり、その下がり幅は、目上と同等・目下の

間の気遣い程度の下がり幅に匹敵した。換言すれば、ウチ・ソトの同等あるいは目下に対する気遣いの

程度（「少しは気をつかう」より若干低い 1.77から 1.97）を基準とする場合、相手が目上になれば気遣い

の程度が一段高くなり（「かなり気をつかう」寄りの 2.60から 2.63）、ヨソになれば気遣いの程度が一段

下がる（「あまり気を使わない」より若干高い 1.00）と云える。

表 4は、PowerとDistanceが、日本語話者の英語「断り」発話における意味公式数とGratitude、
Positive opinion/feeling、 Wishの意味公式の使用にどのような影響を与えるか量的データを示し

たものである。これら三つの意味公式は、いずれもポジティブ・フェイス・ストラテジーである。

会話相手については、PowerとDistanceが異なる 9種類の相手を、ソトの目上、ウチ・ソトの

同等、ウチ・ソトの目下、ヨソの 4区分に整理している。
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表 4.　PowerとDistanceが日本語話者の英語断り発話に与える影響

Power 目上

親しい教授（n30） 親しくない教授 (n30)

Distance ソト親 ソト疎

配慮数値平均 2.60 2.60

意味公式数平均 3.63 3.43

Gratitude ８ ９

Positive opinion 4 10

Wish 7 3

Power 同等

親しい友人（n30）
親しくないクラスメイト 

(n25)

Distance ウチ ソト疎

配慮数値平均 1.97 1.88

意味公式数平均 3.5 3.24

Gratitude 6 3

Positive opinion 7 2

Wish 7 3

Power 目下

親しい後輩（n30） 親しくない後輩 (n30)

Distance ウチ／ソト親 ソト疎

配慮数値平均 1.83 １.77

意味公式数平均 3.5 3.5

Gratitude 10 ９

Positive opinion ５ ４

Wish 7 ６

Power 不明

ヨソ 見知らぬ学生（n9）

Distance ヨソ

配慮数値平均 1.11

意味公式数平均 2.4

Gratitude 0

Positive opinion 1

Wish 0
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まずソトの目上から見ていくと、意味公式数平均は 3.63と 3.43である。Gratitude の使用

率は、「親しい教授」では 30名中 8名、「親しくない教授」では 9名であまり差がなかったが、 

Positive opinion/feeling の使用数は「親しい教授」が 30名中 4名、「親しくない教授」が 30名中

10名で、親しくない相手のほうが 2倍以上となっていた。逆に、Wishの使用数は「親しい教授」

が 30名中 7名、「親しくない教授」が 30名中 3名で、親しくない相手のほうに多くなっている。

親疎により Positive opinion/feeling の使用が異なる一例を挙げると、協力者A（回答者を区別す

るためアルファベットを使用する）は、「親しくない教授」へは ‘That sound fun. I’d like to go 

if there are no schedule.’ と Positive opinion/feeling、Wish を述べているが、「親しい教授」へは 

Excuse 以外のポジティブ・フェイス・ストラテジーを使用していない。彼は、回顧インタビュ

ーで、「親しい教授」と自分のあいだには信頼関係があるので、言葉にしなくても感謝の気持ち

を分かってくれると述べている。同様の指摘は、回顧インタビューの他の協力者の発言や質問紙

の回答にも見られた。日本語話者（大学生）は、目上の親しい教授に対する場合には、親しくな

い教授に対する場合と比較して、気持ちを言語化しなくても伝わると考えているためにPositive 

opinion/feeling の使用を減じるという傾向が示唆された。

同等の相手では、「親しい友人」がウチ区分の者で、「親しくないクラスメイト」がソト区分の

者となっている。この二つの相手に対する発話で使用された意味公式数平均は、3.5と 3.24で

あった。Gratitude、Positive opinion/feeling 、Wish の使用状況は、「親しい友人」（30名）では 10、

5、7であり、「親しくないクラスメイト」（25名）では 3、3、4であった。同等の相手の場合、

親しいウチ区分の相手のほうにこれらのポライトネス・フェイス・ストラテジーが多く使用され

る傾向があることが示唆された。

目下の「親しい後輩」と「親しくない後輩」の間では、意味公式数平均はどちらも 3.5であった。

Gratitude 、 Positive opinion/feeling 、Wish の使用数は、分母がそれぞれ 30と 25なので単純に比

較できないが、10、5，7と 9、4、6であまり差がないと云える。

本研究のDCTの中で唯一ヨソの区分の相手であった「見知らぬ学生」では、意味公式数平均

は 2.4であり、上記の目上、同等、目下のそれが 3.24から 3.63の間に収まっていたのに対して、

約 1つ分少ないものとなっている。Gratitude 、 Positive opinion/feeling 、Wish の使用数は 0、1、

0となっていた。協力者 9名のうち 1名が使用された Positive opinion/feeling は、具体的には ‘It 

sounds good.’ であり、工夫された表現というよりはよく使用される表現であった。ソト区分の

親しくない相手に対するPositive opinion/feeling の使用例では、人により、自他のポジティブ・

フェイスをより強く守ることができる表現の工夫―例えば、‘It is miracle opportunity.’（対

「親しくない教授」）、‘Congratulation!’、‘I would like to go really.’ （対「親しくないクラスメイ

ト」）、‘Wow, sounds great!’（フィラーとの組み合わせ）（対「親しくない後輩」）など―が含ま

れており、その上でGratitude が併用されることもあった。

以上の結果から、Powerが日本語話者の発話に与える影響についてまとめると、第一に、目上

になると気遣いの程度が同等と目下の場合より一段上がる傾向があること、第二に、同等と目下

の間では気遣いの程度はさほど変わらない傾向があることが示唆された。次に、Distanceが日

本語話者の発話に与える影響についてまとめると、第一に、ヨソ区分の相手に対しては、気遣い

の程度をウチ・ソトの同等と目下の相手に対する場合よりも一段下げることが示唆された。第二

に、ソト区分の目上に対しては、親しい場合よりも親しくない場合に Positive opinion/feeling を

より多く使用する傾向があること、第三に、同等のウチ区分の相手とソト区分の相手がいる場合

は、ウチ区分に相手のほうにより多く Gratitude、 Positive opinion/feeling 、Wish を使用する傾向
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があること、第四に、ヨソ区分の相手に対してはウチ・ソトのPowerや親疎関係が様々な相手

に対する場合とは異なり、 Gratitude 、 Positive opinion/feeling 、Wish をほとんど使用しない傾向

があることが示唆された。本節で論じた英会話場面における日本語話者の対人関係把握と言語行

動の特徴は、概ね、「自己と普段から関係があるソトの部類の人に対して最も緊張感をもち、言

語行動に最も配慮を示す。自分にごく近い家族のようなウチの人たちに対しては、ソトの人に対

するほどの緊張や配慮を必要としない。一方ヨソの人たちに対しては、ソトの人に対するほどの

緊張や配慮を必要としない」という三宅（2011、p. 11）の指摘に当て嵌まると云える。

5.3. 日本語話者の英語「断り」発話パターンと英語話者のそれとの相違点

リサーチ・クエスチョン 3：「日本語話者の英語「断り」表現は、英語話者の英語「断り」表現

とはどのように異なるのか」、について、調査結果を踏まえて考察する。

英語話者の目上と同等に対する典型的な意味公式パターンは、T. Takahashi & Beebe （1987）

とOkura （2003）によると表 5のとおりである。

表 5.  アメリカ英語母語話者の典型的な英語断り発話パターン

相手 回答数 1 2 3 4 5 6

上司 8 Positive 
feeling Regret Excuse (Negative 

ability) (Regret) Gratitude

(Okura, 2003）

相手 回答数 1 2 3 4 5

上司 20
Positive 

opinion, or 
Gratitude

Regret Excuse ――

友人 20 Positive 
opinion Regret Excuse Gratitude

(T. Takahashi & Beebe, 1987）

Appendix：DCTの例

(Situation 1) You are a college student now. One day you happened to see your close professor on 
campus and you are invited to his/her home party next Sunday. But on the same day, you were already 
invited to your cousin’s wedding party and you promised to attend it a month ago. The professor knows 
you well and you are close to him/her. 

Supervisor: Next Sunday my wife/husband and I are having a little home party. I know it’s short 
notice, but I am hoping all my students will be there. How about coming over next Sunday? 

   You: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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この状況で、あなたがどの程度気をつかうか、その度合いについて〇をつけてください。

非常に気をつかう 　かなり気をつかう 　少しは気をつかう 　あまり気をつかわない 　まったく気をつかわない

この状況で、あなたが感じたり、気を付けたりすることがなにかあれば教えてください。

　英語話者は、「断り」SAをポジティブ・フェイス・ストラテジーのPositive opinion/feeling で

始めてGratitudeの付加表現を使用するか、最初からGratitudeで始めている。一方、日本語話者

は、前述のとおり、SAをネガティブ・フェイス・ストラテジーの ‘I’m sorry’系で始める傾向

が強く、Positive feelingかGratitudeで始める人は少ない。具体的には、‘I’m sorry’系で会話を

始める回答の割合は、「親しい教授」59.9パーセント、「親しくない教授」36.6パーセント、「親

しい友人」33パーセント、「親しくないクラスメイト」52パーセント、英語話者同様にPositive 

opinion/feeling かGratitudeで始める人は、「親しい教授」29.9パーセント、「親しくない教授」

56.6パーセント、「親しい友人」33.3パーセント、「親しくないクラスメイト」24パーセントで

ある。母語話者のように最後に Gratitude を使用した回答があるか確認したところ、わずか 1名

であった。

要約すれば、日本語話者と英語話者の英語「断り」SAの顕著な相違点は、前者は後者と比較

して、第一に、「意見」、「感謝」の表現が少なく、第二に、‘I’m sorry’ で始める傾向が強く、第

三に、ウチ・ソトの相手である場合は Distance により気遣い程度や言葉遣いはあまり変わらな

いが、ヨソの人には気遣いが一段減り、配慮表現の使用が大幅に減少する傾向があることが確認

された。

5.4. 断り場面における日本語話者の対人関係把握、配慮、日本語・英語「断り」発話

本節では、リサーチ・クエスチョン 4：「日本語話者は「断り」場面において、どのように対人

関係把握、配慮、日本語発話を行っているのか。また、それは日本語・英語の「断り」発話にど

のように現れるのか。」について、質的調査結果を踏まえて考察する。

5.4.1. 「断り」発話における「すみません」と ‘I’m sorry’は「謝罪」・「感謝」の表明であるか

日本語語用論研究においては、中世から、「謝罪」と「感謝」に同一の言葉が使用されており、

「すみません」や「恐れ入ります」は幕末から明治初期に現れてから現在まで、「謝罪」と「感謝」

の両方の表明に使用されてきたことが確認されている （西村 , 1981） 。佐久間（1983） は、感謝

と詫びの表現形式と話者の心理の関係を探っており、「すみません」は「詫び」と「感謝」を含む

幅のある心理に対応すると見ている。

本研究では、現代の日本語話者は「すみません」、「申し訳ありません」、「ごめんなさい」をど

のように使い分け、それを英語ではどのように表現するのか明らかにするため、質問紙調査を

行った。「すみません」の機能としては、次の 6つが挙げられた―1．「感謝」、2．「申し訳な

さ」、3．「謝罪」、4．FTAにおける緩衝（ヘッジ）機能、5．会話の円滑油としての機能、6．注
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意喚起語としての機能9。この内、1から 5のすべての機能は、本調査の回顧インタビューでも、

「断り」発話における「すみません」と ‘I’m sorry’ の機能として協力者数名が言及していた。こ

の調査結果は、Ide （1998） が「すみません」は日常的なコミュニケーションにおいて儀礼的表現 

（ritualized formulae） の一つであり、「謝罪」と「感謝」を表明する以外の多様な機能があると

主張するに至った、日本語語用論のフィールドワーク調査で観察されていた「すみません」の機

能と重なる。

「すみません」、「申し訳ありません」、「ごめんなさい」の使い分けに関しては、「誘いを断ると

き、”すみません”→誰に対しても、”ごめんなさい”→比較的親しい人、“申し訳ありません”→

目上」などの回答があり、同様の意見が回顧インタビューの協力者数名からも述べられ、日本語

DCTの回答の一部にもそのような傾向が見られた。このことから、これら三つの表現は Power 

と Distance の関係性により使い分けられる傾向がある可能性が示唆された。「すみません」、「申

し訳ありません」、「ごめんなさい」の英訳に関しては、すべて ‘I’m sorry’ か ‘sorry’ に英訳され

ると回答する者が多かった。

以上のことから、T. Takahashi & Beebe （1987）では、誘いに対する「断り」発話で日本語話

者が ‘Sorry’ 系を使用する場合、英語語用論の観点からRegret/Apology に分類しているが、日本

語話者の側では、「残念さ」や「謝罪」を表明しているとは限らないと云える。「すみません」の

様々な機能について指摘した先行研究には、Ide （1998） がある。Ide （1998） は、フィールドワ

ークの調査結果に基づいて、「すみません」は日常的なコミュニケーションにおいて儀礼的表現 

（ritualized formulae） の一つであり、「謝罪」と「感謝」を表明する以外の多様な機能があると

主張している。

5.4.2. 英語の「断り」SAと「感謝」SAに ‘I’m sorry’ を使用する問題点

この節では、日本語話者が英語で「断り」SAを行う時に、実際には「感謝」や「申し訳なさ」

（恩義）を強く感じていても、GratitudeとPositive feeing を使用せず、‘Sorry’系を使用する例を

二つ挙げて、その問題点について論じる。

協力者Aは「目上の方＋ご好意をもって誘ってくれているため断るのが非常に申し訳ない」と

記して、気遣い程度としては最高の「4非常に気を使う」を選択した。この回答者の英語発話は、

‘Sorry. Professor. I have a my cousin’s wedding party next Sunday. Sorry may be next time 

[原文のまま]’ であった。日本語話者の典型的な英語「断り」SAスタイルに、二つ目の‘Sorry’

を加えたものとなっている。一つの発話に二回 ‘I’m sorry’ 系を使う回答は少なくない。協力者

Ａは、インタビューでこの‘Sorry’ は日本語の「すみません」を英訳したものだと述べている。

協力者Bは教師志望であることから、最高学府で教鞭をとる大学教授に対して憧れや尊敬の念

を抱いていると述べており、気遣い程度は、「4 非常に気をつかう」であった。その時の発話の

回答は次のとおりである。

I’m sorry, I can’t take part in the party because I’m going to join my cousin’s wedding 

party and it have already have my plan first. This time, I would like to join it because 

it is ceremonial occasion and it is perhaps once in a life time. Could you invite me 

again, if we have a next chance? [原文のまま、下線・斜体強調：筆者]

上記の発話は、アルバイト先の「マネジャー」、「同等」、「目下」に対する発話の 2倍以上の長

さであり、「親しくない教授」の場合よりも 2文長い。「親しい教授」にだけ長い発話をしている
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理由を尋ねられて、協力者Bは、「申し訳なくて、申し訳なくて、言葉がどんどん出てきてしま

う。言葉を重ねてしまう。言い聞かせている感じです。」と述べている。

協力者Bが親しい教授に様々な配慮をしていることは、「親しい友人」に対する彼の発話 ‘I 

can't join it this time. I'm going to join my cousin's wedding party.’ と比べても推察される。

まず、教授に対する発話には、‘it have already have my plan first [原文のまま]’と述べて先約

があったことを付加しており、今回は一生に一度の機会だから結婚式に行きたいという気持ち

（下線部）も伝えている。さらに、‘if we have a next chance’ の斜体部では、‘we’を使用してい

る。彼によれば、‘we’ の使用は相手と自分を一緒の括りにしておきたい気持ちからくる言葉遣

いである。協力者Bは、教授以外のマネジャー、友人、後輩、見知らぬ人全員には、‘we’ でな

く ‘I’ を使用している。

このようにたくさんの配慮や工夫をしているであろう協力者Bの英語発話パターンは、他の 8

場面のスタイルと共通して「 ‘I’m sorry’ ＋ ‘Can’t’ +  Excuse ＋ Ask for future invitation 」であり、

日本語話者の典型的なパターンと一致していた。

このような日本語話者の母語転移が多い断り発話はなぜ問題となるのであろうか。それは、

「感謝」、「依頼」、「断り」、「謝罪」などのSAは日常生活の中で日々行われている言語行為であり、

Goffman （1967）の言葉を借りれば ‘interaction ritual’ だからである。先述のとおり、SAには

社会文化ごとに、価値観や慣例がある。人がその価値観や慣例から逸脱したスタイルでSAを実

行すれば、母語話者に違和感、（例えば相手が失礼であるといった）誤解、ネガティブな感情を

引き起こしかねないことが、種々のSAの先行研究の中で、繰り返し指摘されている。

英語では、感謝SAは相手から自分が有形無形の恩恵を受けたとき、謝罪SAは相手に対する

offenceがあったときに行われ、定型表現も意味公式の構造も異なっている。

Eisenstein ＆ Bodman （1993）　によれば、英語では感謝SAは、対人関係に温かさと連帯感

をつくりだすもので、非常に重要であり、英語話者が幼少期から教わるSAである。一方、謝

罪SAは、自分が相手に物理的、精神的なダメージを与えたときに行うものである。Olshtain 

& Cohen（1983） によれば、英語の謝罪SAには 5つのストラテジーがあるが、主要な 2つ

は「謝罪の表明」 （“An expression of an apology”） と「責任の認識」 （“Acknowledgement 

of responsibility”） である。「謝罪の表明」には発話内効力表示装置 （illocutionary force 

indicating devices） （IFIDs） （Searle, 1969; Levinson, 1983他）が使用され、‘sorry’、‘excuse’、

‘forgive’ あるいは ‘apologize’ が使用される。

それならば、パーティーへの誘いに対する断り場面では、誘われた側は相手から厚意を受

けている状況であるので、GratitudeやPositive feelingを使用することが期待されている。日本

人の‘I’m sorry’系から始め、Positive opinion/feelingとGratitudeが少ない断り発話スタイルは、

Eisenstein＆Bodman （1993）が指摘するように、人間関係に温かさと連帯感を作り出すことに

失敗する可能性が高いと云える。

Eisenstein ＆ Bodman （1993）は、アメリカ滞在期間が 4カ月から 8年（平均 2.33年）の日

本人学生の感謝SA発話を調査して、アメリカ英語話者の評定者からacceptable、native like、

perfectのいずれかの評価を得られたものは 30.2パーセントにすぎなかったと報告しており、こ

の結果を基に、日本語話者は英語を話すときにとても礼儀正しいといわれているが、感謝SAで

はそうではないと述べている10。日本語話者は「断り」SAの冒頭で、感謝SAとして ‘I’m sorry’ 

を使用しているので、日本語話者の英語「断り」SAは、英語話者からは礼儀正しくないと受け

止められる可能性が高いと云える。
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6．まとめ

本研究では、英語「断り」SAにおける日本語話者の対人関係把握、配慮、言葉遣いの関係性

について、PowerとDistance―親疎関係と先行研究の調査にはないウチ・ソト・ヨソの区分

―を踏まえて調査考察した。これは日本語話者の英語「断り」SA研究としては未踏のものと

云える。紙幅に限りがあるため、本研究で明らかになったことと、英語コミュニケーション教育、

異文化コミュニケーション教育に向けて本研究が示唆することを三つだけ挙げる。

第一に、英語では「断り」発話をPositive feelingかGratitudeから始めるのが一般的あるいは慣

例となっているが、約 30年前の日本人大学生も現代の日本人大学生も、‘I’m sorry’ や ‘Sorry’ 

から始め、Positive opinion/feelingとGratitudeをあまり使用しない傾向がある。これは日本語か

ら英語への語用論的転移であろうことが示唆された。

第二に、約 30年前にBeebe et al. （1990）が指摘した、「理由・言い訳」があいまいである傾向、

目下に対して感謝の気持ちや残念さの表明をしない傾向については、現代の日本語話者の発話で

は確認されなかった。

第三に、日本語話者はウチ、ソト、ヨソの関係を英語「断り」SAに文化転移・言語転移する

ことが確認された。日本語話者の大半は、ウチ・ソトの相手に対しては、気遣いの程度をさほど

変えないが、ヨソの相手に対しては、気遣いと配慮表現使用の程度を大幅に減じている。

以上の本研究の調査結果を踏まえれば、日本の英語教育では、構文能力を高める英語教育に主

眼が置かれているが、ポライトネスやSAの指導は不可欠であるといえよう。とくに、日本語話

者が苦手とするGratitudeとPositive opinion/feeling を表明することは、 「感謝」、「褒め」、「誘い」、

「断り」、「依頼」、「謝罪」等のSAの発話ないし返答に使用されるものであり、対人関係や自他の

フェイスに強くかかわるものであるから、重点的に指導すべきである。また、英語話者はウチと

ソトとヨソの間で明確に線引きをして言語行動や言葉遣いを変えることはないことが先行研究に

おいて確認されているため、日本人のヨソ意識は異文化間コミュニケーションに於いて不要な誤

解や摩擦を招きかねないことを教えるべきである。SAの学習においては、語用論的気づきや語

用論的知識が不可欠であるため、外国語SAの指導では、比較文化語用論の視点や知見も取り入

れて、メタ言語的な指導をすることが有効であると筆者は考える11。

7．今後の課題

本研究の今後の課題について述べる。

一世代前の日本人学生は目下に「感謝」と「残念さ」の表明をしない傾向があったが、現代の日

本人学生ではその傾向が確認されなかった背景には、吉川 （2009） 、本田 （2011） 、苅谷 （2012） 

ら教育社会学の研究が明らかにしている日本社会、学校における人間関係の在り方やコミュニケ

ーション能力教育のあり方の変化が影響している可能性がある。今回は、紙幅を使い切ったので、

この点について論じることは、今後の研究課題としたい。

本稿では、日本語話者の対人関係把握、配慮、発話スタイルの関係を探ることを重視したた

め、日本語話者の個々人が、人間関係を良好に保つために工夫した個別の発話や言葉遣いの特

徴についてはあまり論じることができなかった。実際は、前述の協力者Bによる「断り」発話に

は、GratitudeもPositive opinion/feeling も見られないが、5文も費やして事情を切々と語ってい

ることや ‘we’ の使用から、教授に敬意と親しみの気持ちを持っていることが伝わる可能性もあ
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る。今後は、個々の発話に焦点を当てて、一人ひとりの配慮や工夫は英語の言葉遣いにどのよう

に現れるのか、そして、それらは英語話者に肯定的に受け止められるのか、あるいは誤解を招く

のか、追加調査も実施の上で、より質的に分析考察したい。

＊本研究は、2018年度、2019年度の立教大学学術推進特別重点資金（立教SFR）の助成を受

けている。

＊本稿のリサーチ・クエスチョン 1と 2に関する論考は、日本英語表現学会第 48回全国大会

（会場：活水女子大学東山手キャンパス、2019年 6月 29・30日）における口頭発表「対人葛藤

場面における日本人の認知と『断り』のスピーチ・アクト」の内容に大幅な加筆を加えたもので

ある。
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をメタ分析した研究である。

 5　 意味公式とは、中間言語語用論において、発話を意味により分類するために使用される単位である。例えば、「断
り」SAの日本語の発話であれば、冒頭の「お招きいただき有難うございます」は「感謝」、「残念なので
すが」は「残念さ」、「その日は予定が入っていまして」は「理由・言い訳」などの単位に分類される。

 6　 社会言語学では、社会階層、教育、ジェンダー、年齢、地域などの社会的属性がコミュニケーション・スタイ
ルに影響を与えることが確認されている。社会学者のBourdieu （1965 安田訳 1999; 1979 石井・二瓶
訳 1989） はフランスで参与観察を含む調査を行い、中流階級と労働者階級の子どもでは、親の経済資本、
社会関係資本、文化資本（文化的素養と学歴など）が異なるため、異なるハビトゥスを身に付けている

と述べた。ハビトゥスとは、家庭と学校の教育を介して親から子へと受け継がれ、言葉の使い方や振

る舞い方などの行動に現れる習慣のことである。現代の日本社会でも親の社会的属性が子供のコミュ

ニケーション能力や学力全般と一定程度の相関関係を持つことが明らかにされている（吉川、2009; 本田、
2011; 苅谷、2012）。

 7 本研究の調査協力者 1名のみ、談話完成試験調査に回答する際、社会的地位が同等の相手と会話する
場面で、日本語の西日本方言を使用した。

 8 1、2については日本人会社員の発話データに基づいて四谷 （2018） も指摘している。
 9 4．FTA緩衝機能の説明では「自分に罪はないと思っているが、相手にとって不都合が生じる時」、「自

分の都合に合わせてもらう時、→クッション機能」、5．会話の円滑油の機能の説明では「すみません。
～でお電話したんですけど…　Hello （中略）」、6．注意喚起語の機能の説明では「人の注意を引くとき
→すいませーん。みんなー。」などの回答があった。

 10 評定に使用された他のカテゴリーはproblematical、not acceptable、not comprehensible、resistant
である。
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 11 筆者によるSA指導実践のアプローチと効果については、Muramatsu （2019） で口頭発表した。近い将

来に論文として発表する予定である。
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