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0.はじめに

日本語教育において､語用論レベルでの適切な指導をしていくためには実態を正しく

把握 しておく必要があると考えられる. そのた桝 こは適切な方法で実態調査をして教

材開発の基となる理論を確立しておく必要があろう｡. 本稿では､発話行為のひとつで

ある ｢断り｣に焦点をあて ｢依頼一断り｣の自然な会話の流れの中で発話行為を研究す

ることがいかに大切であるかを考えてみた｡

多くの発話行為の中でも最も複雑なものであると考えられる r断り弓は､実際の会話

返 してやっと成立しているようだ 湛awate-Mierz軸耶k_aラ2mmは 2mm礼 例えば､なにか

依頼を受けた時できないとわかっていてもその内容など､鷺に詳しい情報を要求するこ

ともあるようだo また､すぐに断る打ではなく ｢う､--ん｣とか ｢そうですねえ｣なと

の緩衝表現を使い ､間をおいてから本題の断りに入ったりL,断る前に理由を必要以 ヒに

延延 と述べたり､代案を提案したり､(次巨引ま必ず｡O｡｣という約束をしたり､というよ

うにいろいろな方略を組み合わせて､何回ものタ-ンを使ってお断りをしているようで

あるO

さて､このように実際の会話の中で r断りJを考察してみると例えば､語周論研究で

使われてきた ｢談話完成テス ト(rJiscourseComp臨呈onTesi)｣では ｢断 机 という発話行

為の解明には限界があるのではなかろうかという疑問が生じてくるO そこで本研究で

は従来､発話行為の研究に使われてきた調査方法を再検討し､実際の資料を基に自然な

会話の流れを通しての発話行為の研究がいかに大切であるかということの立証を試み

た｡

1.先行研究と目的

｢断 り｣の研究ひとつをとってもいろいろな調査方法が使われてきているようだ｡

例えば､Hartford皮Bardovi-Harlig(1992)は自然会話によるデータと談話完成テス トで収

集 したデータを較べて､日本語母語話者､非母語話者にかかわらず自然会話によるデー

タの方が ｢断りの方略｣(RefusalRealizationStrategies)の種類が豊富で､長いインターア

クションがみられたと報告している｡ またBardoviーHarlig&Hartford(1993)は､二つの

異なるタイプの談話完成テス ト､つまり状況説明だけを与えたものと談話形式で状況を

与えたもの､を較べてどちらのデータも断りの方略の種類は似ていたが談話形式で収集

したデータの方が長くて自然に近い返答をしていると報告し､談話形式で状況を与える

談話完成テス トの方が発話行為の研究には適切であると指摘 している｡ Sasaki(1998)

は､談話完成テス トとロールプレイのデータを較べて､ロールプレイで収集 したデータ
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の法が長く方略の種類も多様であったと報告している｡ また､研究方法により使われ

た方略の種類が幾分異なっていたとも報告し､同一人物でも研究方法により返答の仕方

が異なるようであると述べている｡ Kodama(1996)も談話完成テス トとロールプレイの

データを収集 しどちらのデータからも交渉の様子が伺えないのでそれらのデータ収集

方法では自然会話を反映できないと述べている｡ また､Beebe&Cum血ng(1996)は談

話完成テス トと電話会話によるデータを比較して､談話完成テス トでは自然会話の特徴

を描写することはできないが ｢断り｣の一般的なパターンのようなものを考察すること

はできると報告している｡ 他方､電話会話の方は発言の量という点においては自然会

話を反映していると述べているo Turnbell(1995)によればロールプレイ､電話会話のス

クリプ ト､自然会話では似たようなデータが収集できるという｡ したがってその中で

調査条件を統制できる電話会話のスクリプ トが発話行為の研究に一番適 していると述

べている｡

以上､従来使われている調査方法の長所や短所を考察してみたが調査の目的に合わせ

て､適当な調査方法を選択することが大切となってくるようだ｡ つまり､｢断り｣と

いう発話行為の実態をいくつかの条件統制をした上で調査するには､スクリプ トのない

電話会話のデータを収集してみるのが最も適した調査方法であるように思われる｡ そ

こで､本稿では北米英語を母語とする日本語話者の使 う ｢断 り｣を例にとり､会話のな

がれにおいての発話行為の研究の重要性を考察してみる｡

2.研究事項

｢依頼｣に対する最初の返答が ｢承諾｣の表現である時の会話はどのように展開す

るか｡

3.研究方法

3-1 被験者

東京周辺に住む北米英語を母語とする女性 日本語話者 10人(英語教師､大学院生)が

この調査に参加 した｡ 参加者は日本に10年以上居住し､日常生活では日本語を使い､

日本語には堪能であった｡ 依頼者とコーダーは東京周辺に住む日本語を母語とする3

人の女性(英語教師､翻訳家､日本語教師)であった｡

3-2 研究手順

一人の日本語母語話者が北米英語を母語とする日本語話者一人-人に電話をかけて､

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｡

実際にはそれぞれの会話は 10から15分で､会話開始部の談話(挨拶､依頼者の自己紹

介､録音承諾の再確認)､対話者の背景的情報､｢依頼一断 り｣の談話､異なる依頼､参

加者からの電話会話のリサ-チに関するフィー ドバック(全ての会話ではない)､それか

ら終了部の談話(感謝､電話をきる時の挨拶)などからなった｡ 対話者(依頼された人)

は､依頼者の友人の友人で同等の立場の関係であった｡

3--3 デ-夕分析

データ分析にあたっては､発話行為を会話の流れの中で理解するために会話分析
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(ScheglofEラ1972;Sacksヲ1973)に談話分析 と社会相互作用的分析(Socia主知eTaCtionist

Approach:Gumperz,1982;Verschueren,1995)をもとりいれたOつま り､会話分析 と談話分

析により ｢依頼-断 り｣のインターアクションを意味のあるひとつのまとま りとしてと

らえ､会話のながれを分析する際､社会相互作用的分析をもとりいれて結果の説明を試

みた｡

まず録音 した会話をおこし(AppendixA:本稿で使われた会話おこしのきま り上 それ

ぞれの会話を注意深 く分析 し ｢依頼-断り｣のインターアクションに焦点をあて一回の

｢依頼｣とそれに対する返答を意味のあるひとつのまとま りとしてとらえた｡ そ して､

それぞれのまとま りをステー-ジとよんだO それから､会話の中で使用 された ｢依頼｣

と ｢断 りを包含する発話｣を3人の訓練を受けたコーダーにより ｢依頼の意味公式｣ と

｢断 りの方略｣を利用 して分類 した(データ分類者間信頼性 :依緒は K-.691断りはK

-,お恥 ｢依頼の意味公式｣は Okamoto持99且)や翫 isman拍988)㌔Tsui(旦993)によって考

案された依頼の方略やヒン トによるの依頼の方略などに事を加えて考案された(AppendiX罷:

省略版で本稿で扱った方略のみ)o また､｢断りの方略_Eは鮎ebe｡Takahas虹 andUliss-waltz

(呈990)藩 aw細,湖 i藍T7uejewska(且999;200抽 200弼 ラ翫Z血 &Taも昭 996).,Gas告良ykiouck科999),

iY'omei･amtz(且粥郡や Sza-LmWSk描 993盲などによって考 案 さ れ たもL:/,封こ修正や必要事項を 加 え

て完成され/たくAppendixt=:省略版で本稿で扱った方略のみ)｡ そ して 分類されたそれ ぞ れ

の ｢依頼一断り｣会話の流れを分析 し､｢依頼吊こ対する最初の返答が ｢承諾｣の表現で

ある時の会話はどのように展開していき､どのように会話が閉 じられるのか を考察 し.

なぜそのような展開をするのかも考えてみた0

4.研究結果

日本語の母語話者 と北米英語を母語 とする女性 日本語話者のそれぞれの会話､10の

うち｢依頼｣に対する最初の返答が 懐 諾｣の表現である時の会話は二つであったO

例 1 (日本人母語話者-JT､北米英語を母語とする日本語話者-A)

ステーージ i 占､貼

I: oooテープにとって下さる方はいらしやらないかと思いまして探しておりま

して､ (暗示的依薪の一部)

A: ああそうですか｡(省略)じゃあ私､誰かテープしてもいいし｡(承諾)

(省略)

ステージ 2

J: テープにとってはいただけないでしょうか｡ (依頼様式を使った依頼の一部)

A: それ電話じゃないとだめですか｡ (返答の遅延)

(省略)

最後のステージ

J: あれありますねoこのあのう(1.0)プレイヤ-みたいなのO (情報確常)

A: (省略) あのうだから声が録音できないんですよねO(言い訳 ･理由)

I: そうですかO
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A: ええQ外からこうあの う録音するのはあのうできないんですけどねえ｡(言い訳)

例 1では,Aはステージ1で暗示的依頼を承諾したかのようにみえたのに次のステージ

では情報を要求して依頼-の即答を避けている｡そして最後のステージでは承諾できない

理由を説明したり言い訳をして依頼を最終的に断っている｡

例2 (日本人母語話者-J､北米英語を母語とする日本語話者-A)

ステージ 1 -省略-

J: 0 0 ｡テープにとって下さる方はいらしやらないかと思いまして探 してお りま

して､ (暗示的依頼の一部)

A: ああああああはいはいはい｡(省略)それ､か､かまわないですよ｡(承諾)

(省略)

ステージ 2

I: テープにとってはいただけないでしょうか｡(依頼公式を使った依頼【典型的依頼】の一部)

A: 友だちと (省略)話 している時のことを録音するってことですかO(返答の遅延)

(省略)

ステージ 4

I: あまりない? (情報要求)

Å: (省略) だから参考になるかどうあのう資料 として私が適当､適切かどうかちょっと

わかんないんですけど｡ (言い訳)

∫: そ うですか｡

A: ええ｡外からこうあのう録音するのはあの うできないんですけどねえ｡(言い訳)

(省略)

最後のステージ

I: ああああああそ うですか｡あのう電話が好きじやないとかそ うゆうことはあります ?

(情報要求)

A: (省略) そのぐらいだった､まあその時にだったらまあちょっと努力 して友達にはっ

はっはっ電話かけてもいいかもしれないですけど｡(今後の承諾の可能性)

J: そ うですかC

例 1では,Aはステージ1で暗示的依頼を承諾したかのようにみえたのに次のステージで

は情報を要求して依頼-の即答を避けている｡そしてステージ4では理由を説明したり言

い訳をして承諾できないことを暗示し､最後のステージでは今後の承諾の可能性をほのめ

かして結局､依頼を断っている｡

図1からもわかりように､方略をステージ別に考察してみると､ケ-ス 1では､ステ

ージ 1で承諾 しステ-ジ2では返答を遅らせてから言い訳をしてステージ3でも断る

ための言い訳をし､最後のステージでも言い訳をした り理由を説明し､結局､断ってい

る｡ ケース2では､ステ-ジ1で承諾しステ-ジ2では返答を遅らせステージ3と4

では断 りのための言い訳をしたり理由を説明し､最後のステー-ジでは今後の承諾の可能

性を提供 し結局､断っている｡ どちらのケ-スも最初は承諾 したのに ｢依頼 ,確認｣
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図1 方略でみた会話のながれ

ケース1

ステージ 1 暗示的依頼

承諾

ス テ ー ジ 2 典型的依頼

返答の遅延

青い訳 中理由

ステ-ジ 3 情報要求

言い訳 や理由

ステb-ジ 4 情報確認

言い訳 .埋田

言い訳

ステージ 5 N偶.

ケース2

暗示的依頼

承諾

典型的依稀

返答の遅延

情報要求

言い訳 ･理由

情報要求

言L･ヽ訳 ･理由

情報要求

今後の承諾ej可能性

- r返答｣ を繰 り返 し何回ものタレ-ンを-つか㌦つて結局､最終的には断す.rいるO

5.まとめと考察

｢依頼-断 ･:/:日 の談話では､依頼にたいする最初の返答が ｢承諾｣でも ｢依頗 a確認j

- F返答｣を繰 り返 し何回ものタ.-ンをつかって､最終的には断ることもあるというこ

とがわかったO つまり､最初の返答で依頼を受けてもらえたと解釈するのはまちがえ

で､会話の最後までいかないと依頼に対する本当の返答がわからないというわけである｡

これより､｢断 り｣とい う発話行為は ｢依頼-断 り｣の会話のながれにそって考察して

みないと実際の会話を反映する実態の調査はむずかしいことがわかり､会話の展開に注

目した発話行為の研究がいかに重要なことであるかがわかった｡ したがって､談話完

成テス トなどでは､対話者 (依頼をされた人)の最初の返答 しか考察できないので､実

態を反映するデータの収集はむずかしいということになる｡ また､ロールプレイなど

では､このような承諾から断り-と変わっていくような予期せぬパターンの会話はおそ

らく観察できないであろう｡

6.おわりに

以上､承諾から断 り-と移行する予期せぬパターンの ｢依頼一断 り｣の会話に焦点を

あて､断 りの実態を調査する時は ｢依頼 ･確認一返答 ･断 り｣の繰 り返しからなる会話

の展開を分析 していくことが重要であると再確認された｡ 今後の課題 として､会話の

中での発話行為の研究をするにあたって会話のもつ音声的な特徴など(例えば発話の ト

ーンやイン トネーションや強弱)をも考慮していく必要があろう｡ また､言語以外の

顔の表情や動作などの研究も大切であろう｡
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APPENDIXA

｡｡｡ 省略

(0.0) 1/10秒で示した沈黙の長さ

上昇のイン トネーション
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APPEND IXB

依頼者のイニシエーションを構成する意味公式の分類

1.暗示的依頼 (implicativerequest:依頼をほのめかす)

2.依頼公式を使った依頼 ｡典型的依頼 (conventionalform:例∴‥して下さいませんか｡

していただくわけには参りませんか｡…してはいただけませんか｡)

3.交渉としての情報要求 (requestforinformationusedaspartofnegotiation)

41交渉としての情報確認 (requestforconfirmationofrefuSalusedaspartofnegotiation)

APpENDIXC

断りの方略

1. 言い訳 ｡理由 ◎説明(excuse)

2.今後の承諾の可能性bromiseoffutureacceptance)

承諾の方略

1.承諾(acceptanceingeneralbutgivingnodetails:鰍 いいですよ｡)

遅延の方略

1.情報要求 (requestfoTirlformation日動 それ電話じゃないとだめですか.)
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