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0.はじめに

多くの発話行為の中で､その方略と構造が最も複雑で壁しいものの一つに｢断 り｣が考えられるであろ

う｡｢断り｣における発話行為上の誤解は､母語話者同士の会話において生 じることもあるが､異文化間で

のコミュニケ一一ションにおいてはそれ以 日こ生じるものであると考えられる rcf.Kawate-Mierzejewsk息

且995)Ll ｢断 り｣を包含する発話は着座公式 1tleg一つBeebe,Takahashi,& U皇iss-闇eitz,199町生駒 & 志札

li993)と言う単位に分類 してみても分かるように様々なものがあり軽.g7r謝罪｣了遺憾 ｣了言い訳｣了希

望上｢感謝上｢回避JU沢況や会話の相手､会話の内容によって使い分けられているが､実際に断る際には､

を置いて次回C?)会話､またその次の会話でというように何回もの会話にまで及んでしまう事もあるよう

ど(､ 以上のような訳で､日永語教育においてこの複雑な発話行為を適切に指導 して行く為にも了断 り｣

の実態を把握 しておく必要があると考えられノる｡

そこで､本稿では手始めに､日本語の電話会話 の資料を用いて異文化間での会話における｢断 V･･l｣を母語

話者同士のそれと比較 し誹 本 譜母語話者持銅とアメリカ英語杜語話者棒阿 川 本譜での｢断 り吊こおける

類似点や種遠点の解明を試 み るし〕

遺留 発行研究と目的

先行研究より学習者は学習言語閃 J)を習得する際に語草論 レベルで章)母語による干渉を受ける(プラク＼

専 1ックトランス771と言 うことが明 らかにされている 犠aWa盲e凝 呈昏rZ墾WSkaっ 亘99恥 =Mee転 Takabas軌 &

uiiss-W班zH990)はu本人英語学習者は英語での｢断 り｣において TLである英語にはみられない日本語

でのそれにおける意味公式を用いたり｢断 りjの展開を見せたりすると報告 しているo また､生駒 & 志

秤(1993)はアメリカ人日本語学習者(AJs)は日本語での｢断り‖こおいて英語からの直接の トランスファ-

を制 ､る(eg.了 .出来ません｣ `王canつL.∴ ｢結構です｣ iNo,thankyouフ)傾向もあると指摘 している

史に志村(1993)は､断る際に使われる｢中途終 ア文｣に注目し､JFJsの方が AJsの二倍ちかくもそれを用いる

事を指摘 し､その使われ方においても JJsは自分より上の立場にある人間にたい してよく使 うのに対 し

AJsは自分より低い立場にある人間にたいしてのみ使っていたと報告 しているr) これ らの報告からも伺

えるように日本語学習者 とIJsの｢断 り｣には違いがあるようだ｡ アジア人 日本語学習者 とJTJsによる｢断

り｣の意味公式や展開 2の違いの報告 (熊井Ii992こ1993),東南アジア人日本語学習者 と JJsによる｢断 り｣

の文末表現(eg,工 .かな｣)や｢断 り｣への付随物(e.g., ｢う-ん｣)などの使われ方の相違点を明らかにした

報告(Laohaburanakit,1997)や 日本語での｢断 り｣の理解に関する報告(目黒､i994)などもある｡

以上のように､多くの先行研究があるが∴二の分野で､実際の会話 3の中でみ られた｢断 り｣を分析 した

り｢断 り｣の展開を談話レベルで分析 した研究はまだまだ少ないように見受けられるので､本稿では JJと

AJによる日本語での実際の電話会話における｢断 り｣の方略(意味公式)と構造(展開)､更に｢断 り｣として

使われた言い蔀の種類を分析 しjjとAJの断 り方の類似点や相違点の解明を試みる｡ 4

2. 研究事項

I
.
山

,j

･I

と

:TJ

断の

り方の類似点と相違点を下記の 5点より考察してみる

｢断 り｣の中で用いられた意味公式

｢断 り｣の談話の構造 (会話の中での｢断り｣の展開の仕方)

｢間をもたせる表現(pauseflller)｣の使われ方

(4) ｢言い訳/口実(理由､説明も含む)｣の内容

(5) その他 (上記の 4つのポイン ト以外で目立った事項)

3. 研究方法

3-1L 被験者
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東京周辺に住む 30代から40代前半の2人の JJs(翻訳家 と大学院生)と 1人の AJ(英語教師)がこのハしイロ

･ソトスタテナィに参加 した｡A_Jの 日永語は上級でーこのハモイロットス狩十日こ参加 した時点で日本に 10年以上居住 して

いた｡

3-2 研究手順

JJの一人がもう一人の JJとAJそれぞれに電話をかけて､友達との 日本語での電話の会話を録音 して く

れるように依頼 している会話を録音 した｡ 依頼者である JJと依頼をされた JJ､AJとの関係は友人で同

等(equalstatus)であったO 録音 した際､録音の承諾は録音する前にもらった0 5

3-3 データ分析

まず録音 したテープをおこし､起こした会話を｢依頼｣と｢断 り｣の流れにそってストシヾ 1､ステーシヾ 2...とい

うようにステージ(stages)に分けた (cf.Kawate-Mierzejewska,1999)｡一一一回の ｢依頼｣とそれへの返答 とし

の例 1のように､ス戸シナ上は最初の依頼(initialrequest)とそれに対する｢断 り｣(refilSal[S])により構成 され二

度めの依頼(re-request)か らステーシナ2になる (Appendix1fortranscriptionconventions参照)o

例 1 日本語母語話者同士の会話 (A-依頼者 B-依頼 される人)

ステーシヾ 1(stage1)

⇒35 A･-そうゆうのを さあ あのう テープにとってくれる人さがしているんだけど ｡ 【依頼1

- (20) l沈黙l
-36. B うう1.ん､jlふっ 巨ynっ ふっLつ巨 【断りへの付随物旦
37 A. [ふ ふ ふoj

-38 B･-とって(.1)くれるったって さああ 機会がなくちやとれないじやないo

l依頼の一部の繰り返し+思いとどまらせようとする試み1
39 A.機械はもちろん (1)用意するんだけど ‥

40 B･うん うん うん0

41.A:うん うん うん｡

-42. B･あっ じゃあなに どうゆうことなのO なっが- l与えられた情報の確認】
43.A I)AJ0

-44 B:-誰かに電話をしたいわけ?

ステーシ寸2(stage2)

45_ A じゃないのっ あきが たとえば 誰かに電話をしてるとか してる してるとか あのう かかって

きたとこ とことかニ ー情報の提供が続く-

⇒51 A:-うん｡ そゆうのを あのう:･テープにとってくれないかなあ:と思って….【2回目の依頼1
-52 B:どうやってとるの? 【情報の要求】

53. A どうやってって?

-54. B:あのう具体的には?

55.A.機械のこと?

-56 B:あっ そう そう そう そう. -ターン57-95は要求された情報の提供-

97 A:うん うん うん0

-98. B.うう.ん｡ でも うちあんまり電話がかかってこないし -つ へつ -つ かけないよ 今o

｢言い訳】6

それから､会話の中で使用 された｢断 り｣を包含する発話を､訓練を受けた 2人のコーダや｣こより､Beebe,

Takahashi†皮Uliss-Weltz(1990)によって考案されたものに手を加えて修正された意味公式(Appendix2)を

利用 して分類 した(データ分類者間信頼性-88%)O そ して､分類 されたそれぞれの意味公式の頻度 を算

出LJJとAJの意味公式の使用頻度を比較､考察した り､｢断 り｣の展開を談話 レベルで考察 したく-) 更に､

｢間を持たせる表現｣の用いられ方や ｢断 り｣の意味公式の -一つである｢言い訳/口実(理由､説明 も含む)｣の

内容についても吟味 してみた｡｢言い訳｣はまず｢不本意｣｢負担｣｢不可能｣(Appendix2)に分け､それぞれに

ついて｢言い訳｣の根拠を断る自分自身においているものか､それ とも自分ではなく第三者のせいに して

いるものかを更にわけたL｡ また､それぞれの｢言い訳｣について特定の ものであるか否か(specificvs.

unspecific)7､そ して公のものであるか私的なものであるか(officialvs.private)8に分けた｡,

4.研究結果

(1) 用い られた意味公式の頻度

｢謝罪 残念に思 う気持ち｣(e.g了 ごめん｣ )､｢代案の掲示｣(eg了 ご ご近所とかそうゆうとこでやれ
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ばいいんじゃないの｣)､｢相手を思い とどま らせ ようとする試み｣(e.g.,例 1ターン 38参上 ｢願望｣(e.g.,

｢あればやってあげたいとは思 うんだけども.｣),｢答えが分か りきっている情報の要求日 eg,｢そいでその

都度 じゃあ電話なに受話器とったらそのテープのか巨ットのボタンを押さなくちゃいけない訳?｣)､｢依頼者の

返答の繰 り返 し｣(e.g.,｢勿論お貸ししてf:さるの?｣)､｢ちょっと｣(e.g.,｢ちょっとねえ､ふっ ふっ｣ )は JJ

によってのみ用い られ､｢はっきりしない言葉をはっきりさせるH e.g,｢あっ ああ え-J?｣吊まAHこよ

ってのみ使われた｡また､｢言い訳｣(e.g,例 1ターン98参)､｢沈黙｣､r否定的な感情を表 しているだろ

うあいづち｣(e.g.,ううん煙 くどっしりと下がりぎみ掴まJJとAJの両者 によって使われた〔ノ

(2) ｢断 り｣の談話の構造

例 2 日本語母語話者 (A-依頼者)とアメ1)カ英語母語話者(B-依頼 され る人)の会話

ス戸シ寸4(siage4)

=}114,A'録音ってゆうかテープに- 旦依頼1.

1且∋.jj:はいO

⇒ii6,A:あのう とってこくれないくりかなあと思 って.I

→117.a.うう.ん0

日8.A 電話をしまLた｡

-119B ああ::ああ:二ああ:: (.2)ううこんL｡ 前はあったんですけど〔 訂言い訳E
iヽ.･1.＼ ■1日,･)rI-I-V

ステーシヾ 轟蔓翼竜盈ge轟き

･⇒2相 Ap あんまり話す機会はないですか Ll 賢更なる依頼屈
-2旦7_a. はあ:: 今考えている (3jうう.ん｡まあ あんまり L あんこ巨りないんですねえO 監言G.fも訳毒

2iihA_. はあ はあ £まあ はあ ほと紅,

ー→2且ijB. な,JL,か殆どニ171,哨持出亡しいから｡

2J20.Å はい ,

一一ア22主B. あのう あまり約束してないし,3

222A･ はい

-223呂. あ(j/)う なんか勉強以外あまり外に行かばいL

224A はい はい､つ あっ そうですよねえLl

-→225B･ う う ん､｡

226.A: 勉強忙 しいですものね｡

-→227.ら. それから何か博士号に入ってから-

228.A･ うん うん うん うん0

--229.a. ああ:..:日本語が少なくなりました0

230.A, はあ はあ はあ はあO

-231.B･ 前と比べると｡

232A. ああ そうですかL｡

一一_2338ー あのう 仕事も-

234,A･ うん0

--235.B. -憧+空一連､-llJ.｣一ノしノ

236.A･ うん うんO

巨言い訳3

監言い訳B

-237.B. -なんかなんでも家以外のものは英語だけだからO -会話は更に続く一

前出の例 1か らも伺 えるよ うに JTJyは､｢言い訳｣(line98)をする前に､相手を思い とどまらせ ようとし

た り(line38)､情報の確認(line42)､要求(line52)を した りしているのに対 し､例 2か らも分かるよ うにAJは

JJの依頼の後の返答です ぐ｢言い訳｣(lines119&217)を していた｡

例 3 日本語母語話者同士の会話 (A-依頼者:B-依頼 される人)
ステーシ寸7fsta空e7)

-200.B: 私 すごい忙しいのよ｡

201.A

→202.B:

203.A.

-204.8:

205ーA
--一一

うん うん うんO

夜もねO

うん うん うん うん うんO

土､日もね｡

うん うん L,>)A/ー

(2j3)
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-206.B だから (.1)ちょっとねえ｡ ふっ ふっO

-会話は更に続く:AはBの更なる情報要求に答える-

臣ちょっと statement]

-22OB うう･んO悪いけど､ほんとにちょっとねO 色々な事があって ある そのまあ

仕事も忙しいんだけど･- i詫び ヰ言い訳】

221A: はい｡

-222B:-土､E]もすごく忙しいのよ､いろいろ0

223.A. うん､ふん ふん ふんC -会話は更に続く一

例 3からも分かるように JJは同じ｢言い訳｣を繰 り返 していて詳 しい内容にはあまりふれていないが

(例 31号ines200,202,204,220,&222)､例 2よりAJは様々な｢言い訳｣を用いていて内容もだんだん詳 しく

なっていく傾向にあった (例 2:lines217,219,221,223,227,229,231,233,235,&237)O

(3) ｢間をもたせる表現｣の使われ方

JJも AJも｢言い訳｣をする前に断 り-の付随物として｢間をもたせる表現｣を使っているようだが(例

i:lines36&98,例 2･linesl19&217,例 3:line220)､AJは､｢間をもたせる表現｣を一つのタ-ンとしても

使っているようだ(例 2:linesl17&225).

(4) ｢言い訳｣の内容

(4)-i｢言い訳｣の種類 Ⅹ根拠

JJは｢不本意｣も言い訳として使っていたが(e.g.,｢あのう:･まあ ううん めんどくさい わるいけど｣)､AJ
にはそれは見られなかった｡ また､JJもAJも｢不可能｣を使っていたが AJはしばしば了言い訳｣の根拠

を断る自分自身だけでなく第三者にもおいていた9(e.g.,｢ほとんどcolleagueは英語/･うう‥ん (.3)うう.ん

まあ 日本人の友達がいるんだけど､だぶん電話したら‥‥(省略)‥‥何も言わなかったらたぶん自然に英語に変わる

と思う｣)｡

(4)-2 特定のものであるか否か Ⅹ 公のものであるか私的なものであるか

JJもAJも私的な｢言い訳｣を使っていたが､JJの場合は詳 しい内容には触れていない特定のものでない

｢言い訳｣も多かった (例3:lines200,202,204,220,&222)のに対 し､AJの｢言い訳｣は特定化 されていて詳

しい内容にふれているものが多かった (例 2ニlines227,229,&231等)｡

(5) その他 (上記の 4つのポイン ト以外で目立った事項)

JJは｢笑い｣をまじえて依頼を断っていることもしばしばあった(e.g.,lines98[例 1]& 206[例 3])が､AJ

にはそのような言い方は見られなかった｡

5, まとめと考察

まず､JJの方が AJより多くの種類の意味公式を使用 していた｡ これは､｢断 り｣の談話の構造により

説明出来るかもしれない｡ つまり､JJは他の意味公式を何種類か用いた後で｢言い訳｣をしているのに対

し､AJでは｢依頼｣のすぐ後の返答でもう｢言い訳｣が出てくるので JJの方が AJより多くの種類の意味公

式を使ったようだ｡ JJは､もし即座に依頼者の話もろくに聞かず｢不可能｣と言 う｢言い訳｣など言って し

まうと人間関係を傷付けてしまう事になると考え､依頼者の反応を伺いながら｢断 り｣とも｢純粋な質問｣

ともとれるような情報要求を｢言い訳｣をする前にしたのかも知れないOKanemoto(1993)は｢断 り｣は人間

関係を悪化 させたり傷つけたりするので､日本の社会では間接的な断 り方を考えなくてほならない と言

ラ. おそらく､これは一つ一つの意味公式に於いてだけでなくここでの結果にみられたように｢断 り｣の

談話の展開においても言えることであろうC,これに対 して､AJは母語であるアメ1)カ英語での｢断 り｣の概念

の基に Kanemoto(1993)が指摘 しているように､正直に断ることにより良い人間関係を維持することがで

きると考え依頼の後す ぐに｢不可能｣と言 う ｢言い訳｣をしたのかも知れない｡

次に｢言い訳｣そのものに関してだが､詳 しい内容に触れてない漠然 としたものも多かった JJの ｢言い

訳｣は､JJが第三者を根拠 とした｢言い訳｣を使 うことは殆どなく｢断る｣本人がその根拠 となったので同 じ

｢言い訳｣の繰 り返 しが多く漠然としたものになったのかも知れない｡ また､｢あまり言い訳をす るの

もどうか｣などと言 う考えの基に漠然としたものになってしまったのかもしれない｡Beebe,Takahashi,&

LTliss-Weltz(1990)は､彼 らの研究を基に､日本人の被験者はアメ用人の被験者 より漠然とした不特定の ｢言

い訳｣をつ くる傾向にあったと言 うことを報告 している｡ それに対 して AJにおいては第三者をも言い

訳の根拠としたことが､様々な､内容が特定化 した｢言い訳｣が多くみられた要因となるに違いない｡ ここ

で興味深いのは､日本語の母語話者でない AJが第三者を根拠とした､Kanemoto(1993)によればアメリカ英語

にはみられず､日本語での｢断り｣にみられる｢言い訳｣の根拠を用いたのに対 し､日本語母語話者である JJ

はそのような根拠は使わなかったということである｡勿論､｢断 り｣の根拠は､依頼の内容によって も左右

されるであろうから一一一概に異文化間での相違を靖摘することはできないであろうがo 何れにして も､こ

の点は今後の課題の- -･つになりそ うだ｡
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｢間を もたせ る表現｣に関 して考 えてみ ると､｢断 り｣の前置 きのよ うな感 じで母語 の違 いに関係 な く使

われ るのか も知れない｡ これは､いきな り｢断 り｣の意味公式を使いに くいので ｢断 り｣の兆 しを最初にみ

せ依頼者 に｢断 り｣に対す るなん らかの心の準備を してもらお うと言 う試みのよ うで もあるo また､それ

と同時に人間関係 を傷つけまい とす る試みであるに違いない｡

最後に｢笑い｣についてだが､これは ｢断 り｣を和 らげ､か どが立たないようにす るための試みであると共

に ｢断 り｣とい う難 しくて､避 けて通れ るものな らその方が良いに違いない発話行為 を乗 り切 るために 自

然 に表れ る一一一種の手段 よ うに思 えるo また､この研究では JJだけが これ を使 っていたのだが､これは単

な る偶然か もしれない｡ この辺 りも今後の課題 とな りそ うだ(,

6. おわりに

以 ヒノトさなハリィロットスタデ /ではあるが JJL>.A.首の｢断 り!を諮藷の疑問にせ､韓 日1トいめ 1でヱ上で 梅Lt;J占 1-■JLJl一二▲▲J■IItJ'一㌧ヽ プラ1!=ノ＼nL/1CTl

り相違点の万が多い ことが分かったo また､一･-3 一つの意味公式は｢断 り｣の談話の展開において密接な

関連 を持ち､重要な役割 を果た している事 もわかった(〕｢断 り｣の構造は談話の中で考察 して こそ､その複

雑 さを解明できるのではないだろ うか｡今後の課題 として､被験者の数 を増や した り､依頼者 と聞き手の
関係 ,iJ凄く妄7hれ 総̀官Hfe於 .Lil..蕗棚了か .ドま､婁唐IIデー,i如 -.′n lj),T'ThL7月キ寸jL(,Tl重き鼠溝ミリーや｢与-鹿野Zレて言をスlノ｢JV一'し一･,ノ■-′ヽ一･･.､-/ヽ l⊥′J｣ヽ IFiJLrヽLLJ/J,uCトL･一一･し}JlJtJヽt､~/~ゝqUヽ､一･･.･.･-VI ir/I/l//ノj〉/JllH/!ヽ′-ノし一､･-CIヽ＼･ /71̂!L.J＼L qノ

のかを検証 してみたいC また､データ分類者間信頼働 intercodeTreliabiiity郎こ関 しては kappaco軍ificientQf

elgreement血もe.g.,Siegei&Casteiian,i988)を使用 し意味公式の分額における偶然性 を も考慮 していきたいO

最後に､限 りな く自然に近い資料 を使 うことと､談話の展開に注 目して発話行 為(,Lj流れlr構造を検討 し

てみ ることの大切 さを強調 してお きたい∪

江

日 本稿では｢意味公式｣と｢方略 ｣は同じ意味で使われているC

2) 本稿では｢断りの構造｣と｢断りの展開｣は同じ意味で使われている｡

31 ここで言 う｢実際の会話｣とは､談話完成テストや｡T,t,プレイ等によって､作 り出された状況において収集さ/i,1ノ

た(引き出された)会話/資料ではなく､録音された限りなく自然に近い実際の会話のことをさす｡

(4j 太研究は大きな7LPシヾ工クトのハコィロットス灯 すとして行われJたもので､結果の一般化は考えていない

65) 電話をかけた際に､研究のEj的で録音をさせて もらってもいいかと言 うことをまず聞いて承諾をもらってか

ら録音 した｡録音する前に｢録音する｣と言 う事を言ってしまうと自然な資料が集められないという意見もあ

るようだが､倫理的理由より､先に承諾を得るべきであると言 う結論に達したO

(6) 本稿では､｢言い訳｣とは｢言い訳､口実､理由､説明｣の意味で使われている｡

(7) 特定の｢言い訳｣とは根拠のはっきりしているもの(e.A.,｢殆どメールだL｣臣 タレでや り取 りをしてしまうので電

話を使わないと言 うこと1)で､そうでないものとは根拠のはっきりとしてないものくe.g..｢忙 しいのよ｣訂なぜ

忙しいのかわからない1)a

(8) 公な｢言い訳｣とは｢言い訳｣の根拠が客観的なものであったり自分ではコン恒-ルできないものであり(e.蛋,,r殆ど

coile喝.leは英語目 白分の回りに日本語を話す友人はいないということ])私的な｢言い訳｣とは根拠が自分自身

の7らライへヾ-卜なことであったり(e.g.,｢殆どメールだし｣)主観的なものであったりするO

(9) 3JTの場合は一回だけ第三者に｢言い訳｣の根拠をおいたものがあったが､同じタ-ンで自分自身にも根拠を兄

いだしていた (例 1.1ine98)O
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APPENDIX1

L j 左側のカッコは会話のオーバーラップがはじまる時点で､右の方はオーバーラップの終わ り

を示すo

to 0) 1/i()秒で示 した沈黙の長さ

長音

話 し手のターンが続いている印

? 上昇のイン トネーション

APPEND王x2

断りを構成する意味公式の分類

Indlreetrefusals:間接的な断 り

1, wish:願望 (e.g,Iwishlcouldhelpyou協 力 してあげられればいいんだけど.…-')

2. statementofregret:詫び (e,g.,I'msorrỳ悪い,ごめん､申し訳ない-)

3. ExcuseIncluding■reason'& èxplanation':言い訳

4. statementofalternative:代案の提示

5. Attempttodissuadeinterlocutor:相手を思いとどまらせようとい う試み (negatlVeOpinlOn,empathy)

6. Avoidance 回避

a. RepetitlOnOfpartofrequest:依頼の一部の繰 り返 L

b. Repetit10nOfpartofrequester.sresponse:依頼者の提供 した情報の一部の繰 り返 L

c. Sllence.沈黙

d. BackchannelcuesexpressingnegativefeellngS否定的感情を表すあいづち

7. Requestforoldlnformation.すでに与えられている情報要求

8. Requestfornewinformation:情報要求

9. RequestforobvlOuSlnformatlOn:答えが分かりきっている情報要求

10.Requestforclarificationofthecontentofrequestmade:意味/理解をはっきりさせるために説明を求める試み

11.Requestforclarification(vocabularybases):言葉の意味をはっきりさせる試み

12.statementofちょっと

三種類の｢言い訳召1実(理 由､説明 も含む)｣

a_ 不本意 (unwiHlngneSS:依頗された人[被依頼者Iiがどうも依頼者の手助けをする気になれない)

ら. 負担 (皿POSition:依頼を引き受けて遂行するには特別に時間をさかなくてはならないことにな り､突然

の予測できなかった依頼が被依頼者にとって負担となるかも知れない.eg-いそが しくてねえ...)

C. 不可能 (lnablllty･被依頼者がそれを弓ほ 受けて遂行することが不可能､e.g-チ-プレコーダーがこわれ

てるから .) (cf. Ifert&Roloff,1996)
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