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序章 
 

 
 
0.1 本研究の位置づけと研究目的 

 

本研究では、ポライトネス1の観点から日本語と韓国語の断わりの言語行動の共通点およ

び相違点を比較分析する。ポライトネス研究は、2 つに大別することができる2。1 つは、

目上の相手に対しては、尊敬語や謙譲語で話すが、友人や目下の相手に対しては、敬語抜

きで話すなどのように、会話参加者の社会的関係による敬語、呼称などの使い分けを分析

する研究である。もう 1 つは、話し手がポライトネスの原則などに基づき、会話参加者と

の関係に気を配りつつ、円滑なコミュニケーションを行うために、言語をいかに用いるか

を分析するものである。前者の立場では、尊敬を表す言葉遣い、改まった言葉遣いなどが

主な分析の対象となる。これに対し、後者の立場では、これだけではなく、相手に対して

親愛の情を表したり、仲間であることを示したりすることも含まれる。以下、前者を狭義

のポライトネス研究、後者を広義のポライトネス研究とする。広義のポライトネス研究に

は、ポライトネスの原則に沿った言語使用がポライトネスを表すと捉える「会話の公理」

の立場(Lakoff1973、Leech1983)、会話参加者が、特定の状況で義務を果たすことがポラ

イトネスを表すと捉える「会話の契約」の立場(Fraser1990)、他人によく思われたいとい

う「ポジティブ・フェイス」と、他人に行動の自由を邪魔されたくないという「ネガティ

ブ・フェイス」を保持することがポライトネスを表すと捉える「フェイスの保持」の立場

(Brown & Levinson1987)などがある。 

本研究では、広義のポライトネスの立場の中で、会話参加者との円滑な人間関係を樹立・

維持するために、フェイスを守ることをポライトネスとして捉える Brown & 

Levinson(1987)の「フェイスの保持」の立場に注目する。Brown & Levinson(1987)のポ

                                                  
1 ここでのポライトネスという概念は日本語の「丁寧さ」より広い意味で用いている。ポライトネスに対

する本研究の立場は、第 1 章「本研究の理論的枠組み」で詳細を述べる。訳語による意味のずれを防ぐた

め、ポライトネスのようにカタカナで表すことにする。 
2 Hwang Juck-Ryoon(1982), Kasper(1990), 井出(1993), 이기갑 I Gi-Gab(1997)などを参照。 
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ライトネス理論は「フェイスの保持」の立場の代表的な研究として認められており、近年、

この理論を用いた諸言語の研究が行なわれている。一方、この理論の問題に関する様々な

批判もなされている。本研究では、Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論に関す

る様々な批判の中から、以下の 2 つの問題を中心に議論する。 

 

[1] Brown & Levinson(1987)のポライトネスは明確に定義されていない。 

(Fraser1990, 고인수 Go In-Su1996, Meier1997 など) 

[2] Brown & Levinson(1987)の理論では、ポライトネスの度合いが実証的に示されて

いないため、日本語と韓国語におけるストラテジー間や同一ストラテジー内のポラ

イトネスの度合いが比較できない3。 

 

上記の Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論の問題点を踏まえて、日本語と韓

国語の言語行動のポライトネスをより明確に捉えるためのポライトネスの観点および実証

的にデータを収集する方法の提案を試みる4。 

本研究では、ポライトネスの観点から日韓両言語における断わりの言語行動を分析する

ことを目的とするが、会話参加者の依頼、誘いなどを断わることは、彼らの意に逆らうこ

とになるため、会話参加者のフェイスを傷つけることになる。会話参加者のフェイスを保

持するために、ポライトネスは要求されるものと思われる。したがって、断わりの言語行

動とポライトネスとの関連を見ることができる。しかし、従来の研究では、主に断わりの

構造、断わりのストラテジー、第二言語学習者の語用論的転移5の分析に重点が置かれ、ポ

ライトネスとの関連を積極的に扱っている研究は少ない6。 

そこで、本研究では、ポライトネスの観点から日韓両言語における断わりの言語行動の

                                                  
3 [2]の問題は、次の 2 つの批判をもとにしている。1 つは、「Brown & Levinson(1987)では、ポライトネ 
スの度合いが実証的に示されていない」(Fraser1990, 岡本 1997)という批判である。もう 1 つは、 
「Brown & Levinson(1987)の理論では敬語体系を有する言語における言語使用がうまく説明されていな 
い」(Matsumoto1989, 宇佐美 1993 など)という批判である。 
4 詳細は第 1 章「本研究の理論的枠組み」で述べる。 
5 母語における言語習慣が外国語の使用に影響を与えることである。 
6 従来の断わりの言語行動研究として、次のようなものが挙げられる。Beebe et al. (1990)の意味公式を

用いて断わりの構造やストラテジー、プラグマティック・トランスファーを分析した研究(Beebe et al. 
1990, 生駒・志村 1993, 熊井 1993, 横山 1993, 藤森 1994, 馬場・禹 1994, 熊崎 1998, 山口 1999, 李威

1999, 趙倫子 2000, Lee, Seen-You., &Kang, Hyeon-Sook2001)、独自の分析単位を用いて構造やストラ

テジーを分析した研究(森山 1991, カノックワン 1995, 1997, 오준아 Oh Jun-A1997, 鄭恵允 1997, 金秀

英 2000 など)、Blum-Kulka, House&Kasper(ed.)(1989)の Head Act, Supportive Move, Alerter を用い

て断わりの構成要素を分析した研究(大倉 2002)などがある。 
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共通点および相違点を比較分析する。Beebe et al. (1990)によれば、「断わりの言語行動は

会話参加者の地位のような社会言語学的変数に敏感である」(p. 56)という。このように社

会言語学的変数に影響されやすい断わりの言語行動を分析する方法として、相手との上下、

親疎関係を考慮した断わりの場面を設定し、それらの場面におけるポライトネスと関わる

断わりの言語行動について意識調査を実施する7。したがって、本研究は、広義のポライト

ネス研究における「フェイスの保持」の立場の問題点を踏まえた立場から、日韓両言語の

断わりの言語行動を、社会言語学的な調査方法により、分析しようとするものとして位置

づけることができる。 

断わりの言語行動における様々な言語現象の中から、本研究では、文末表現、「中途終了

文」、意味公式8から分析した断わりの言語行動という 3 つを取り上げ、3、4、5 章で分析

する。 

第 3 章で取り上げる文末表現は、断わる事情を説明する「ノダ」、断わる可能性を推測

する「것 같다(geos gata)」である。元智恩(1999a 未公刊)では、断わりの場面で「ノダ」、

「것 같다(geos gata)」は多用されるが、「ノダ」と形態的・意味的な類似点が見られる文

末表現「것이다(geosida)」は用いられず、「것 같다(geos gata)」と対応関係をなしている

「ミタイダ」、「ヨウダ」もほとんど用いられないという調査結果を得た9。「ノダ」、

「것이다(geosida)」には理由を説明するという意味があるが、「것이다(geosida)」は過去

の理由を説明するときに限られるため、現在や未来の出来事の理由を説明する断わりの場

面では使用できない10。「ミタイダ」、「ヨウダ」も現在や未来における自分自身の行動につ

いて述べる場合に用いられると、不適切な表現になる。従来の研究の中では、「ノダ」と「것 

같다(geos gata)」について、断わりの場面に特化したり、両者を比較したりしたものはほ

とんどない。しかし、「ノダ」と「것 같다(geos gata)」はそれぞれポライトネスとの関わ

りがあることが指摘されている。McGloin(1983)は、「ノダ」が聞き手と情報を共有してい

                                                  
7 調査方法、調査内容の詳細は、第 2 章「問題の所在と研究方法」で述べる。 
8 Beebe et al. (1990)は、断わりの言語行動をいくつかの意味公式の連鎖として分析することができると

している。例えば、「すみません、用事がありまして、お手伝いできません」は、＜謝罪＞＋＜弁明＞＋

＜不可＞という断わりの構造であると分析することができる。本研究で設定した意味公式については、第

5 章「意味公式から分析した断わりの言語行動とポライトネス」で詳しく述べている。 
9 「ようだ」と「것 같다(geos gata)」の対応関係については김동욱 Gim Dong-Ug(1993)、高銀振(1997)
で詳しく述べられている。 
10 印省熙(2002)は、「「것이다(geosida)」は、既にある事態に対して、「その意味はこうだ」「それにはこ

んな特別な理由があるのだ」という話し手の態度を後から加える働きをするものである」(p. 19)としてい

る。そのため、現在や未来の事態についての理由を説明する断わりの場面で、「것이다(geosida)」が用い

られないと考えられる。 
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るかのように見せかけたり、聞き手に対する親しさを表したりすることができる「ポライ

トネス・ストラテジー」であるとしており、이한규 Lee Han-Gyu(2001)は、「것 같다(geos 

gata)」が相手の面子を保つ表現であると述べている。 

本研究では、第 3 章において、形式的・意味的に対応していない「ノダ」と「것 같다(geos 

gata)」が、ポライトネスを表すという機能において共通点があるのではないかという仮定

のもとに、ポライトネスの観点から、断わりの場面で用いられたこれらの文末表現を比較

分析する。 

第 4 章で取り上げる｢中途終了文｣は、「その日は用事がありますので」のように、理由

を表す従属節のみで主節が省略された形の表現である。断わりの場面で用いられた「中途

終了文」は、従属節のみで終わり、最終的な判断は聞き手に委ねられている。そのため、

聞き手に最終的な判断を下す権利、話の主導権が与えられるという点において、ポライト

ネスとの関わりがうかがえる。ところが、水谷(1991)によれば、依頼を断わるときに、「ち

ょっと用がありますので」のように、文末を省略する文が、日本語母語話者にとって丁寧

さを表すのに対し、英語母語話者は、文末を省略しない完全文の方が丁寧さを表すと意識

しているという。また、渡辺・鈴木(1981)は、韓国人は相手の要求に応じられないときに、

「いいきらない表現」を用いて断わるが、切り口上を避けるとか、はっきり言うのを良し

としない日本的表現心理はなく、ものごとをはっきり言うのを良しとすると指摘している。

上記の先行研究の分析対象（水谷(1991)の「文末を省略する文」、渡辺・鈴木(1981)の「い

いきらない表現」）および丁寧さの概念は、本研究の「中途終了文」およびポライトネスの

概念と若干のズレがあるかもしれないが、ポライトネスに関わる「中途終了文」の評価が、

言語によって異なる可能性があることが分かる。 

本研究では第 4 章において、日本語と韓国語の「中途終了文」を比較分析することによ

って、ポライトネスに関わる「中途終了文」の評価がどのようなものであるかを明らかに

する。 

第 5 章では、日韓の断わりの言語行動を分析する単位として意味公式を用いる。意味公

式を分析した研究では、意味公式の使用個数、発現順序、発現頻度、内容などが分析され

ている。しかし、従来の研究では、ポライトネスとの関連は積極的に扱われておらず、断

わりの場面でのポライトネスを表す意識は見過ごされてきた。本研究では第 5 章において、

先行研究を踏まえて、依頼を断わる 4 つの場面において、ポライトネスを表そうと意識し

た場面とそうでないと意識した場面では、意味公式の使用個数に違いがあるか、どのよう
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な意味公式の発現順序が多用されるかを比較し、ポライトネスとの関連を探る。 

 
0.2 本論文の構成 
 
本論文における各章の概要は以下の通りである。 

 

「序章」 研究の位置づけおよび目的、本論文の構成について述べる。 

第 1 章 「本研究の理論的枠組み」 広義のポライトネスに関する先行研究を概観する。

Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論の成果、問題について批判的に検討した上

で、本研究におけるポライトネスの捉え方を述べる。 

第 2 章 「問題の所在と研究方法」 分析対象とする 3 つの言語現象とポライトネスと

の関連を探る。これらを明らかにするための具体的な調査方法、調査内容、データの解析

方法を提示する。 

第 3 章 「文末表現とポライトネス」 断わる事情を説明する「ノダ」のつく文（以下「ノ

ダ」文）は、「ノダ」のつかない可能表現の否定文（以下「行ケナイ」文）および否定文

（以下「行カナイ文」）と比べ、ポライトネスの度合いが高いかどうかを比較分析する。

同様に、断わる可能性を推測する韓国語の「것 같다(geos gata)」のつく文（以下「것 같

다(geos gata)」文）は、それのつかない韓国語の可能表現の否定文（以下「行ケナイ」文）

および韓国語の否定文（以下「行カナイ」文）と比べ、ポライトネスの度合いが高いかど

うかを比較分析する。 

第 4 章 「「中途終了文」とポライトネス」 本研究における「中途終了文」の形態的特

質、語用論的特質、「中途終了文」の慣用化について論じた上で、「中途終了文」とポライ

トネスとの関連を示す。質問紙調査によって、理由を表す従属節のみで主節が省略された

形の日韓両言語の「中途終了文」は、主節が省略されていない形の「行ケナイ」文および

「行カナイ」文に比べ、ポライトネスの度合いが高いかどうかを比較分析する。 

第 5 章 「意味公式から分析した断わりの言語行動とポライトネス」 「談話完成テス

ト」から得られた日韓の断わりの言語行動を分析する単位として Beebe et al. (1990)の意

味公式を修正したものを用いて、意味公式の使用個数や意味公式の発現順序によって示さ

れる断わりの構造を場面別に比較分析する。さらに、この結果と「断わりの場面における

意識調査」の結果を照らし合わせ、ポライトネスを表す意識の強弱と各場面における意味
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公式の使用個数、ポライトネスを表す意識の強弱と意味公式の発現順序によって示される

断わりの構造との関連を明らかにする。 

「終章」 3 章、4 章、5 章で論じた問題をまとめた上で、今後の課題について述べる。 

 



                                                                           第 1 章 

第 1 章 本研究の理論的枠組み 
 

 

     

この章では、広義のポライトネス研究に関わる 3 つの立場を概観する。すなわち、

Lakoff(1973), Leech(1983)の「会話の公理」の立場、Fraser(1990)の「会話の契約」の立

場、Brown & Levinson(1987)の「フェイスの保持」の立場である。上記の 3 つの立場で

は、Grice(1975)の協調の原理をもとに1、語用論的現象としてのポライトネスが分析され

ている。はじめに、3 つの立場の基盤となっている協調の原理について述べ、その後、3

つの立場におけるポライトネスの捉え方を比較する。その上で、本研究で参考にする「フ

ェイスの保持」の立場をとっている Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論の問題

点を批判的に検討する。さらに、この理論の問題点を踏まえて、日本語と韓国語のポライ

トネスを分析するのに有効な本研究におけるポライトネスの捉え方を示す。 

 
1.1  ポライトネスに関する先行研究 
1.1.1   Grice(1975)の協調の原理 

 

Grice(1975)は協調の原理について次のように述べている。 

 

「協調の原理(Co-operative Principle)」 

    「会話の段階で、あなたが行なっているやりとりの共通の目的・方向という点から、 

要請されるだけの貢献をせよ(Make your contribution such as is required, at 

the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk 

exchange in which you are engaged.)」  

                      (邦訳。小泉, 2001, p. 39) 

                                                  
1 通常知られている協調の原理は Grice(1975)に拠っているが、Lakoff(1973)は Grice の当時未発表状態

の論文(Grice, H. P. (1967) “The Logic for Conversation”. Unpublished ms. University of California 
, Berkeley, Dept. of Philosophy.)を参考にしている。Lakoff(1973)で引用されている Grice(1967)の論文 
は未発表論文であるため、以下では Grice(1975)に基づき、論を進めていく。 
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この原理では、会話の参加者は会話の目的や方向によって求められている貢献をするこ

とが重要であることが示されている。小泉(2001)によれば、「貢献(contribution)」とは、

「発話のことを指す」(p. 39)という。つまり、会話をする際、会話の目的や方向に合わせ

て発話をすることが大切であることを示す原理であると考えられる。Grice(1975)によれば、

協調の原理は以下に挙げる 4 つの公理から成り立つという。 

              

「量の公理(Maxim of Quantity)」 

(i) 「あなたの貢献を、当のやりとりのその場の目的のために必要なだけの情報を与え

るようなものにせよ(Make your contribution as informative as is required for 

the current purposes of the exchange)」 

(ii) 「あなたの貢献を余分な情報を与えるようなものにするな(Do not make your 

contribution more informative than is required)」 

 

「質の公理(Maxim of Quality)」 

「あなたの貢献を真であるものにすべく努めよ、とりわけ 

(Try to make your contribution one that is true, specially)」 

(i) 「偽りであると思っていることを言うな 

(Do not say what you believe to be false)」 

(ii) 「十分な証拠のないことを言うな 

(Do not say that for which you lack adequate evidence)」 

  

「質の公理」は「あなたの貢献を真であるものにすべく努めよ、とりわけ」という 1 つ

の上位公理と(i)(ii)のような 2 つの下位公理から成る。 

 

「関係の公理(Maxim of Relation)」 

「あなたの貢献を関連のあるものにせよ(Make your contribution relevant)」 

 

「様態の公理(Maxim of Manner)」 

「明快な言い方をせよ(Be perspicuous)」 
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(i) 「不明瞭な言い方を避けよ(Avoid obscurity)」 

(ii) 「あいまいな言い方を避けよ(Avoid ambiguity)」 

(iii) 「簡潔な言い方をせよ(Be brief)」 

(iv) 「順序だった言い方をせよ(Be orderly)」  

 

「様態の公理」は「明快な言い方をせよ」という 1 つの上位公理と 4 つの下位公理から

成る。 

(邦訳。小泉, 2001, p. 40) 

 

 この「協調の原理」は情報伝達という目的からすれば、非常に有効なものであると思わ

れるが、日常会話では、「協調の原理」が忠実に遵守されることもあれば、逸脱することも

ある。次に、「協調の原理」の遵守および逸脱とポライトネスとの関連について述べている

観点を概観する。 

 

1.1.2  Lakoff(1973), Leech(1983)の「会話の公理」 

 

Lakoff(1973)は Grice(1975)の協調の原理をもとにして、次のような「語用論的能力の原

則」を提示している。 

 

「語用論的能力の原則(Rules of Pragmatic Competence)」 

                   「1. 明確に述べよ(Be clear)」 

                   「2. ポライトに述べよ(Be polite)」         

                         （筆者訳。Lakoff, 1973, p. 296）  

 

Lakoff(1973)は 2 つの原則の関係について次のように述べている。「話し手がメッセー

ジを直接的に伝達することを主な目的とする場合、誤解が生じないように明確に伝達する

ことが重視される」。これに対して、「話し手の主な目的が、会話の参加者同士の人間関係

に重点を置くことであれば、明快に述べることよりポライトに述べることが重視される」
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(p. 296)2。換言すれば、前者の目的は何を言うかであり、後者の目的はどのように言うか

であると言えよう。 

さらに、Lakoff(1973)は上記の「語用論的能力の原則」の下位原則として「ポライトネ

スの原則」を提示している。 

 

「ポライトネスの原則(RULES OF POLITENESS)」 

「1. 押し付けるな(Don’t impose)」 

「2. 選択の余地を与えよ(Give options)」 

「3. 気持ちよくさせよ、つまり、友好的にせよ(Make A feel good - be friendly)」 

                        （筆者訳。Lakoff, 1973, p. 298）  

 

「1. 押し付けるな」は、他人のことを邪魔せず、距離を置くことである。例えば、個人

的な質問をする前に、聞き手の了解を得ることなどが挙げられる。「2. 選択の余地を与え

よ」は、聞き手に選択権を与えることである。これは例えば、ある物事についての話し手

の不確かな判断を示し、最終的な判断は聞き手自身が下すようにすることである。「3. 友

好的に、気持ちよくさせよ」は、相手を気持ちよくさせるために、‘y’know, I mean, like’

などの「不変化詞(particles)」を使うことである。 

さらに、Lakoff(1973)はポライトネスと「明快さ(clarity)」が衝突する場合に、「明快さ」

より相手の気持ちを害することを避けることが会話では重要であるため、多くの場合、ポ

ライトネスが優先されると述べている。Lakoff(1973)は、ポライトネスとは気持ちを害す

ることを避けることであると捉えている。 

  一方、Leech(1983)は、「ポライトネスの原則」には社会的な均衡と友好的な関係を維持

する機能があるとして、協調の原理の逸脱はポライトネスに起因すると述べている。話し

手が招待を礼儀正しく断わる唯一の方法は、例えば、「行けない」ということを直接伝える

こと（協調の原理の遵守）ではなく、もう 1 つ別の約束があるかのように見せかけること

（「ポライトネスの原則」の遵守）であると説明している。  

さらに、Leech(1983)は「ポライトネスの原則」を 2 つに分類している。1 つは、無礼な

発話内行為3の効力を最小限にとどめる「ネガティブ・ポライトネス(negative politeness)」

                                                  
2 筆者訳による。 
3 Leech(1983)は、Austin(1962)の「発話内行為（X を言うことにおいて、話し手は P を主張する）」(p. 100) 
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である。もう 1 つは礼儀にかなった発話内行為の効力を最大限にしようとする「ポジティ

ブ・ポライトネス(positive politeness)」である。例えば、誰かにお金を貸してもらうこと

は、無礼な発話内行為である。この発話内行為の無礼を和らげるため、「お金、貸していた

だけませんか」のように言う。これに対し、礼儀にかなっている発話内行為である祝賀を

するときには、積極的にそれを示そうとする。 

次に、Leech(1983)は「ポライトネスの原則」の下位分類を行ない、次の 6 つの原則を列

挙している。 

 

(Ⅰ)「気配りの原則(Tact Maxim)」 

「(a)他者に対する負担を最小限にせよ((a) Minimize cost to other)」 

「(b)他者に対する利益を最大限にせよ((b) Maximize benefit to other)」 

(Ⅱ)「寛大性の原則(Generosity Maxim)」 

「(a)自己に対する利益を最小限にせよ((a) Minimize benefit to self)」 

「(b)自己に対する負担を最大限にせよ((b) Maximize cost to self)」 

(Ⅲ)「是認の原則(Approbation Maxim)」 

「(a)他者の非難を最小限にせよ((a) Minimize dispraise of other)」 

「(b)他者の賞賛を最大限にせよ((b) Maximize praise of other)」 

(Ⅳ)「謙遜の原則(Modesty Maxim)」 

「(a)自己の賞賛を最小限にせよ((a) Minimize praise of self)」 

「(b)自己の非難を最大限にせよ((b) Maximize dispraise of self)」 

(Ⅴ)「合意の原則(Agreement Maxim)」 

「(a)自己と他者との意見の相違を最小限にせよ 

((a) Minimize disagreement between self and other)」 

「(b)自己と他者との合意を最大限にせよ 

((b) Maximize agreement between self and other)」 

(Ⅵ)「共感の原則(Sympathy Maxim)」 

「(a)自己と他者との反感を最小限にせよ((a) Minimize antipathy between self and oth r)」 e

e

                                                                                                                                               

「(b)自己と他者との共感を最大限にせよ((b)Maximize sympathy between self and oth r)」 

 
 
の用語を用いるとしている(p. 20)。 
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                                (邦訳。池上・河上, 1987, p. 190-191) 

 

Leech(1983)は、ポライトネスは自己より他者の側に関心がより強く集中されるために

原則(Ⅰ)から(Ⅵ)までのうち、(Ⅰ)の方が(Ⅱ)よりも、(Ⅲ)の方が(Ⅳ)よりも、(Ⅴ)の方が(Ⅵ)

より会話行動に対してより強力な制約であり、各々の原則の中では、 副原則(a)が副原則

(b)より重要性が高いと述べている。 

また、Leech(1983)は様々な種類、様々な程度のポライトネスが、様々な場面において

要求されているとし、敬意を示し、礼儀正しさを守るなどのような社会的目標にどのよう

に関わっているかによって、発話内行為的機能を次の 4 つの型に分類している。 

 

「(a)競合型：発話内行為的ゴールが社会的目標と競合する。例：命令すること、要請する

こと、要求すること、懇願すること 

((a) COMPETITIVE : The illocutionary goal competes with the social goal; eg. 

Ordering, asking, demanding, begging, etc.)」 

「(b)懇親型：発話内行為的ゴールが社会的目標と一致する。例：提供すること、招待する 

こと、挨拶すること、感謝すること、祝賀すること 

((b) CONVIVIAL : The illocutionary goal coincides with the social goal; eg. offering、 

inviting, greeting, thanking, congratulating.)」 

「(c)協調型：発話内行為的ゴールが社会的目標と無関係である。例：断言すること、報告 

すること、教授すること 

((c) COLLABORATIVE : The illocutionary goal is indifferent to the social goal; eg.  

Asserting, reporting, announcing, instructing.)」 

「(d)対立型：発話内行為的ゴールが社会的目的と対立する。例：脅迫すること、非難する 

こと、ののしること、懲戒すること 

((d) CONFLICTIVE : The illocutionary goal conflicts with the social goal; eg. 

threatening, accusing, cursing, reprimanding.)」 

                                   (邦訳。池上・河上, 1987, p. 149-150) 

 

Leech(1983)は、「(a)競合型」の要請には「ネガティブ・ポライトネス」が、「(b)懇親型」

の招待には「ポジティブ・ポライトネス」が要求されるとしている。 
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しかし、必ずしも上記の分類が成り立つとは限らない。例えば、友人にお金を借りる次

のような会話があったとする。「お金、貸してくれないかな。必ず返すから」という発話が

なされる。ここで、「お金貸してくれないかな」は発話内行為的ゴールと社会的目標が競合

する「(a)競合型」なので、無礼な発話内行為の効力を最小限にとどめる「ネガティブ・ポ

ライトネス」が要求される。一方で、「必ず返すから」の部分はどうであろうか。借りたお

金を返すことは、発話内行為的ゴールは社会的目標と一致する「(b)懇親型」なので、礼儀

にかなった発話内行為の効力を最大限にする「ポジティブ・ポライトネス」が要求される。

上記の例から分かるように、依頼をするときには、必ずしも「ネガティブ・ポライトネス」

だけが要求されるわけではなく、「ポジティブ・ポライトネス」が要求されることもある。 

さらに、Leech(1983)は、「(d)対立型」の非難はポライトネスとは関係がないと述べてい

る。確かに、誰かを非難することは本質的には無礼な行為であるが、できるだけ無礼な発

話内行為の効力を最小限にとどめようとする場合もあり得る。そのため、非難とポライト

ネスとの関連があると思われる。 

Leech(1983)は上に挙げたように、発話内行為とポライトネスの種類を対応させた。し

かし、実際には上記の例のように対応しない場合もある。Leech(1983)はこの 2 つの対応

関係をあまりにも重視しすぎたきらいがある。 

「会話の公理」の立場におけるポライトネスの定義をまとめると、Lakoff(1973)におけ

るポライトネスとは、相手の気持ちを害することを避けたり、関係を強化するために役立

つものであり、その概念をもとに、「ポライトネスの原則」を立てている。  

一方、Leech(1983)は、次の 2 種類のポライトネスの原則を提示している。1 つは、無礼

な発話の効力を最小限にとどめることが「ネガティブ・ポライトネス」であり、もう 1 つ

は、礼儀にかなった発話の効力を最大限にすることが「ポジティブ・ポライトネス」であ

ると述べている。さらに、その「ポライトネスの原則」の下位原則として 6 つの原則を提

示している。Lakoff(1973)、Leech(1983)はこのような「ポライトネスの原則」によってポ

ライトネスの概念を説明している。 

 

1.1.3  Fraser(1990)の「会話の契約」 

 

Fraser(1990)は言語使用におけるポライトネス現象を「会話の契約」の立場から説明し

ている。Fraser(1990)は基本的に Grice(1975)の協調の原理を取り入れ、会話参加者が義
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務と権利のある種の契約関係をもって会話を進めているという立場をとっている。 

また、Fraser(1990)は、会話参加者は初期の段階では無標の契約関係にあり、会話が進

むにつれてこの初期の契約関係を再交渉していくと述べている。会話参加者は「会話の契

約」、つまり、その会話の中で規範や、自分たちの権利と義務の相互作用についての理解に

よって、会話の中で制約を受ける。例えば、法廷にいる証人は、質問されたときのみに発

言できることなどが「会話の契約」による制約の例として挙げられる。 

また、Fraser(1990)は、ポライトネスとは Lakoff、Leech のように聞き手を気持ちよく

させることではなく、Brown & Levinson のように、聞き手の気持ちを害さないようにす

ることでもないとし、会話の参加者が協調の原理を守りつつ、特定の状況で自分の権利と

義務を果たすことがポライトネスであるとみなしている。換言すれば、Lakoff(1973)、

Leech(1983)、Brown & Levinson(1987)は、協調の原理を逸脱する理由がポライトネスを

優先することにあるとしているのに対し、Fraser(1990)は「「ポライトであること(being 

polite)」は、協調の原理を守っているということの証であり、「協調的であること(being 

cooperative)」は、「会話の契約」を遵守することである」(p. 233)としている4。このよう

に、Fraser(1990)は、ポライトネスを捉えるに当たって、権利と義務という概念を新たに

導入している。 

しかし、Thomas(1995)が指摘しているように、このモデルについてこの他の具体的な

記述がないため、Fraser(1990)のモデルは Leech(1983)、Brown & Levinson(1987)のモデ

ルに比べて、大雑把であり、実際どのようにそのモデルが働いているのかを判断し難い。 

 

1.1.4  Brown & Levinson(1987)の「フェイスの保持」 

 

  Brown & Levinson(1987)は、人間の行動は普遍的なルールに基づいて行われ、そのル

ールの 1 つがポライトネスであるとしている。そして、人間の言語行動の基本原理を、人

間関係をスムーズに維持するためのコミュニケーションのストラテジーと考え、これを

Goffman(1967)のフェイスという概念を用いて論じている。さらに、このフェイスを「ポ

ジティブ・フェイス(positive face)」と「ネガティブ・フェイス(negative face)」の 2 種類

に分類している。 

                                                  
4 筆者訳による。 
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「ネガティブ・フェイス」：「他人から行動を邪魔されたくないという能力のある成人 

メンバーすべての欲求 

(negative face: the want of every ‘competent adult member’ that his actions be 

unimpeded by others)」 

    「ポジティブ・フェイス」：「少なくとも数人の他人にでもよく思われたいというすべ 

てのメンバーの欲求 

(positive face: the want of every member that his wants be desirable to at least 

some others)」 

                     (筆者訳。Brown & Levinson, 1987, p. 62) 

 

  日常のコミュニケーションの中でも、フェイスが脅かされることがある。例えば、依頼

を断わることは、相手の意に沿えないことを伝える行動なので、依頼の対象者によく思わ

れたいという依頼をする側の「ポジティブ･フェイス」を脅かすことになる。また、同時に

依頼をする側によく思われたいという依頼を断わる側の「ポジティブ･フェイス」も脅かさ

れることになる。Brown & Levinson(1987)によれば、このような行為は「フェイスを脅

かす行為(face-threatening act)」（以下、FTA とする）とされる。相手、または、話し手

のフェイスを守るために、話し手は何らかのストラテジーを用いることができる。どのよ

うなストラテジーを選択するかは、話し手がフェイスを脅かすリスクの評価、すなわち、

「フェイスを脅かす度合い」をいかに判断するかによる。話し手は、「力（Power）」、「社

会的距離（Social Distance）」、「負担の度合い（Rx）」という 3 つの要素を合計して、「フ

ェイスを脅かす度合い」を集計する。Brown & Levinson(1987)はこれを以下の公式で示

している。 

 

Wx＝D(S5, H)＋P(S, H)＋Rx 

Wx：FTA の度合い 

D：話し手と聞き手の「社会的距離(Social Distance)」 

P：聞き手の話し手に対する「力(Power)」 

                                                  
5 S は Speaker、H は Hearer を指している。 
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Rx：特定の文化で、ある行為(x)が聞き手にかける「負担の度合い(Ranking of 

impositions)」 

                     (筆者訳。Brown & Levinson, 1987, p. 76)         

 

上記の公式によって、「フェイスを脅かす度合い」が決定され、使用可能なストラテジー

が選択される。Brown & Levinson(1987)は「フェイス」を脅かす場合のストラテジーを

下記の図で示している。 

 

Circumstances determining 

choice of strategy: 

   Lesser 

 

                                      1. without redressive action, baldly  

                   on Record                               

Do the FTA                                           2. positive politeness 

                                  With redressive action 

E
st

im
at

io
n 

of
 r

is
k 

of
 fa

ce
 lo

ss
 

4. off Record                            

5. Don’t do the FTA                                 3. negative politeness 

Greater 

 

図 1 FTA をするときに使用可能なストラテジー(Brown & Levinson, 1987, p. 60) 

 

「フェイスを脅かす度合い」を決める上記の公式によると、「力」、「社会的距離」、「負担

の度合い」の合計が大きいほど、「フェイスを脅かす度合い」が高くなる。そして、「フェ

イスを脅かす度合い」が高いほど、図 1 の大きい番号のストラテジーが選択される。例え

ば、「フェイスを脅かす度合い」が最も高いときには、「5. FTA をしない(Don’t do the 

FTA)」ストラテジーが選択される。 

「5. FTA をしない」は「フェイスを脅かす度合い」が非常に大きいので、敢えて FTA

をしないということである。 

「4. オフ・レコード(off record)」は、ほのめかしたり、最後まで言わずに省略したりし
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て、その行為をしていることを明確に示さないストラテジーである。 

「3. ネガティブ・ポライトネス(negative politeness)」は、他人に行動の自由を邪魔さ

れたくないという「ネガティブ・フェイス」を満たすために、敬意を示したり、聞き手の

負担を最小限にしたりするストラテジーである。 

「2. ポジティブ・ポライトネス(positive politeness)」は、他人によく思われたいという

「ポジティブ・フェイス」を満たすために、相手を褒めたり、仲間内の言葉や愛称などを

使ったりして親近感を示すストラテジーである。 

「1. 何も緩和策を講じずにあからさまに(without redressive action, baldly)」は、聞き

手のフェイスを守ることをせず、あからさまにものを言うストラテジーである。緊急事態

が起こった場合、「助けて」と叫ぶことがこれに当たる。このような状況では、話し手はそ

のメッセージの意味内容に集中し、それを発する際の聞き手との人間関係にあまり注意が

払われないことが多い。 

次に、図 1 のストラテジーについて枝分かれの左側から考えてみる。まず FTA をする

かしないかを選択する。「フェイスを脅かす度合い」があまりにも大きい場合は、「5. FTA

をしない」を選択する。FTA をすると決めた場合、一義的に解釈される on record を選択

するか、その行為をすることを明示せずほのめかす「4. オフ・レコード」を選択するかを

決める。on record を選択した場合、「フェイス」を補償することを一切しない「1. 何も緩

和策を講じずにあからさまに」を選択するか、何らかの補償を行うストラテジーを用いる

かを決定する。何らかの補償を行おうとした場合、ポライトネスをどの種類の「フェイス」

に向けるかによって「2. ポジティブ・ポライトネス」か、「3. ネガティブ・ポライトネス」

のどちらかを選択することになる。 

上記の 5 つのストラテジーの中で、「ポジティブ・ポライトネス」、「ネガティブ・ポラ

イトネス」、「オフ・レコード」には下位ストラテジーがあるため、以下では、これらを引

用する。以下、「ポジティブ・ポライトネス」の下位ストラテジーを pps、「ネガティブ・

ポライトネス」の下位ストラテジーを nps、「オフ・レコード」の下位ストラテジーを ors

とする。  

 「ポジティブ・ポライトネス」は聞き手の「ポジティブ・フェイス」を満たすためのも

のであり、以下の 15 のストラテジーから成る。 

 

「ポジティブ・ポライトネス」の下位ストラテジー 
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(1)「共通の基盤を求めよ(Claim common ground)」 

pps1:「聞き手（の関心事、欲求、ニーズ、もの）に気づき、気を使え 

(Notice, attend to H (his interests, wants, needs, goods))」 

pps2:「聞き手に対する同情、承認、関心を大げさに述べよ 

(Exaggerate (interest, approval, sympathy with H))」 

pps3:「聞き手に対する関心を強めよ(Intensify interest to H)」 

pps4:「仲間グループのマーカーを用いよ(Use in-group identity markers)」 

pps5:「同意を求めよ(Seek agreement)」 

pps6:「反対意見を避けよ(Avoid disagreement)」 

pps7:「共通の基盤を示せ／設定せよ／想定せよ 

(Presuppose/raise/assert common ground)」 

pps8:「冗談を述べよ(Joke)」 

(2)「話し手と聞き手は協力者であることを伝えよ(Convey that S and H are cooperators)」 

pps9:「聞き手の欲求を理解し、関心を持っていることを想定せよ、もしくは、示せ 

(Assert or presuppose S’s knowledge of and concern for H’s wants)」 

pps10:「提案、約束をせよ(Offer, promise)」 

pps11:「楽観的であれ(Be optimistic)」 

pps12:「話し手と聞き手の両方を活動に参加させよ(Include both S and H in the 

activity)」 

pps13:「弁明を求めよ、もしくは、せよ(Give (or ask for) reasons)」 

pps14:「相互利益のある関係であることを示せ、もしくは、想定せよ(Assume or assert 

reciprocity)」 

pps15:「聞き手に贈り物（もの、同情、理解、協力）を与えよ 

(Give gifts to H(goods, sympathy, understanding, cooperation))」 

 

  「ネガティブ・ポライトネス」は、他人に行動の自由を邪魔されたくないという聞き手

の「ネガティブ・フェイス」を満たすためのものであり、以下の 10 の下位ストラテジー

がある。 
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「ネガティブ・ポライトネス」の下位ストラテジー 

 

(1)「直接的に述べよ(Be direct)」 

nps1:「慣用的な間接表現を用いよ(Be conventionally indirect)」 

(2)「推測／想定を避けよ(Don’t presume/assume)」 

nps2:「質問、ヘッジを用いよ(Question, hedge)」 

(3)「聞き手に押し付けることを避けよ(Don’t coerce H)」 

nps3:「聞き手の返答を悲観的に考える立場を表明せよ(Be pessimistic)」 

nps4:「聞き手にかける負担を最小化せよ(Minimize the imposition, Rx)」 

nps5:「敬意を示せ(Give deference)」 

(4)「聞き手の立場を侵す気持ちがないことを伝えよ 

(Communicate S’s want to not impinge on H)」 

nps6:「謝罪せよ(Apologize)」 

nps7:「話し手と聞き手を非人称化せよ(Impersonalize S and H)」 

nps8:「FTA を一般的なルールとして述べよ(State the FTA as a general rule)」 

nps9:「名詞化せよ(Nominalize)」 

(5)「聞き手の他の欲求を補償せよ(Redress other wants o f H’s)」 

nps10:「聞き手に恩着せがましくしない、もしくは、お世話になったことを表明せよ 

(Go on record as incurring a debt, or as not indebting H)」 

 

  「オフ・レコード」は、言いたいことをはっきりとは表さないことであり、以下の 15

の下位ストラテジーがある。 

 

「オフ・レコード」の下位ストラテジー 

 

(1)「会話の含意を引き出せ(Invite conversational implicatures)」 

ors1:「ヒントを与えよ(Give hints)」 

ors2:「連想可能な手がかりを与えよ(Give association clues)」 

ors3:「想定せよ(Presuppose)」 

ors4:「控えめに述べよ(Understate)」 
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ors5:「大げさに述べよ(Overstate)」 

ors6:「類語反復を用いよ(Use tautologies)」 

ors7:「矛盾する命題を用いよ(Use contradictions)」 

ors8:「アイロニーを用いよ(Be ironic)」 

ors9:「隠喩を用いよ(Use metaphors)」 

ors10:「修辞疑問文を用いよ(Use rhetorical questions)」 

(2)「曖昧にするか、もしくは、多義的な言い方をせよ：「様態の公理」に違反せよ 

(Be vague or ambiguous: Violate the Manner Maxim)」 

ors11:「多義的に表現せよ(Be ambiguous)」 

ors12:「曖昧に表現せよ(Be vague)」 

ors13:「過剰に一般化せよ(Over-generalize)」 

ors14:「聞き手を置き換えよ：聞き手以外の人に FTA を向けよ(Displace H)」 

ors15:「省略を用い、不完全な文にせよ(Be incomplete, use ellipsis)」 

                                      (筆者訳。Brown & Levinson, 1987, p. 101-227) 

  

以上をもとに、「フェイス保持」の立場におけるポライトネスについてまとめると、

Brown & Levinson(1987)は、他人によく思われたいという欲求としての「ポジティブ・

フェイス」と、他人に行動の自由を邪魔されたくないという欲求としての「ネガティブ・

フェイス」を保持するために、「フェイスを脅かす度合い」に応じて 5 つの「ポライトネ

ス・ストラテジー」を使用することができるとしている。Brown & Levinson(1987)は 2

種類の「フェイス」を保持するための「ポライトネス・ストラテジー」の使用によってポ

ライトネスが実現されると捉えている。 

 
1.1.5  先行研究の立場の比較 

 

Lakoff(1973), Leech(1983), Brown & Levinson(1987), Fraser(1990)は、Grice(1975)の

協調の原理を基盤としており、ポライトネスの定義が十分に明らかにされていないと言え

る。しかし、協調の原理とポライトネスとの関係に関しては意見の相違が見られる。 

Lakoff(1973), Leech(1983), Brown & Levinson(1987)は、協調の原理を逸脱する理由が

ポライトネスを優先することにあるとしているのに対し、Fraser(1990)は「「ポライトであ
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ること(being polite)」は、協調の原理を守っているということの証であり、「協調的であ

ること(being cooperative)」は、会話の契約を遵守することである」(p. 233)と述べている。 

そして、ポライトネスの捉え方についても意見の相違点がある。Lakoff(1973)はポライ

トネスを相手の気持ちを害することを避けることであると捉えており、この概念をもとに、

「ポライトネスの原則」を立てている。  

一方、Leech(1983)は、次の 2 種類のポライトネスの原則を提示している。1 つは、無礼

な発話の効力を最小限にとどめることが「ネガティブ・ポライトネス」であり、もう 1 つ

は、礼儀にかなった発話の効力を最大限にすることが「ポジティブ・ポライトネス」であ

ると述べている。さらに、その「ポライトネスの原則」の下位原則として 6 つの原則を提

示した。このように、Lakoff(1973), Leech(1983)は「ポライトネスの原則」によってポラ

イトネスの概念を説明している。 

Brown & Levinson(1987)は、他人によく思われたいという欲求としての「ポジティブ・

フェイス」と、他人に行動の自由を邪魔されたくないという欲求としての「ネガティブ・

フェイス」を保持するために、「フェイスを脅かす度合い」に応じて 5 つの「ポライトネ

ス・ストラテジー」を使用することができるとしている。Brown & Levinson(1987)はこ

の 2 種類の「フェイス」を保持するための「ポライトネス・ストラテジー」の使用によっ

てポライトネスの概念を説明している。 

Fraser(1990)は、「文や言語そのものがポライトなわけではない。ポライトであることは、

ポライトな話し手が特定の状況で自分の義務を果たしているかによって決定される」(p. 

233)としている6。Fraser(1990)は会話の契約によって、ポライトネスの概念を説明してい

る。 

次に、Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論には、Lakoff(1973), Leech(1983), 

Fraser(1990)に比べ、次のような有効な側面がある。 

1 つは、 Lakoff(1973), Leech(1983), Fraser(1990)の理論は、英語の分析に基づくのに

対し、Brown & Levinson(1987)は英語だけでなく、ツェルタル語、タミル語、マダガス

カル語、日本語のような多様な言語を分析対象としているところである。よって、Brown 

& Levinson(1987)のポライトネス理論には、異なる言語行動の比較に適用が可能であると

考えられる。ここから、Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論は、本研究の研究

                                                  
6 筆者訳による。 
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対象である日本語と韓国語の断わりの言語行動のポライトネスを比較するための理論的基

盤として適していると考えられる。 

もう 1 つは、従来ポライトネスと関わるとみなされなかった pps8「冗談を述べよ」とか

pps4「仲間グループのマーカーを用いよ」などをポライトネスと関わるものとして取り上

げ、ポライトネス理論において重要なストラテジーとして位置づけているところである。

よって Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論は、会話参加者の「フェイス」を守

るために用いられる言語行動の中で、改まった言葉遣いだけではなく、相手に対して親近

感を表したり、相手を気持ちよくさせたりすることも含めて考える本研究の立場に適して

いると考えられる。 

したがって、本研究では、Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論を参考にし、

問題点を批判的に検討する。この問題点を踏まえて、日本語と韓国語の言語行動のポライ

トネスをより明確にするためのポライトネスの捉え方を示す。 

 
1.2  Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論の批判的検討 
 

Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論は現在最も説得力のある理論として知ら

れている7。これを受け継いだ研究が様々な言語を対象として行われている。一方では、

Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論についてこれまで様々な批判もなされてき

た。この節では、Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論に関する様々な批判の中

で、次の 2 点を中心に議論する。 

 

[1] Brown & Levinson(1987)のポライトネスは明確に定義されていない。 

(Fraser1990, 고인수 Go In-Su1996, Meier1997 など)。 

[2] Brown & Levinson(1987)の理論では、ポライトネスの度合いが実証的に示されていな 

いため、日本語と韓国語におけるストラテジー間や同一ストラテジー内のポライトネス

の度合いが比較できない8。 

                                                  
7 井出等(1986), Fraser(1990), Holtgraves&Yang(1992), 野呂(1996), 小泉(2001), 銅直(2001), 
김영실 Kim Yeong-Sil(1996)などを参照。 
8 [2]の問題は、次の 2 つの批判をもとにしている。1 つは、「Brown & Levinson(1987)では、ポライトネ 
スの度合いが実証的に示されていない」(Fraser1990, 岡本 1997)という批判である。もう 1 つは、 
「Brown & Levinson(1987)の理論では敬語体系を有する言語における言語使用がうまく説明されていな 
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上記の問題以外にも Brown & Levinson(1987)のポライトネス理論における普遍性の問

題(Matsumoto1988, 김영실 Gim Yeong-sil1996 など)があるが、ここでは直接的に扱わず、 

Brown & Levinson(1987)の考え方に従い、ポライトネス現象、フェイスの概念は、日韓

両言語にも存在する普遍的なものとして捉える立場をとる。[1]、[2]の問題を踏まえて、日

本語と韓国語の言語行動を比較分析するための本研究におけるポライトネスの捉え方を示

す。以下、[1]、[2]それぞれの問題について、研究を引用しながら、述べる。 

Fraser(1990)は、Brown & Levinson(1987)ではポライトネスの概念が明確に定義されて

いないと指摘している。また、고인수 Go In-Su(1991)は Brown & Levinson(1987)のポラ

イトネスの概念は明確に定義されていないために、Brown & Levinson(1987)の用いた用

語に関連する文脈を通して推論しなけれなばらないと述べている。Brown & 

Levinson(1987)のポライトネスは近年よく用いられる言葉でありながら、明確に定義され

ておらず、Kasper(1990), 宇佐美(2003), 北尾・北尾 S(1988)などによって様々な定義がな

されている。 

Kasper(1990)は、「Brown & Levinson(1987)のポライトネスは FTA を軽減するために

取られる補償行為として定義される」(p. 194)としている9。また、宇佐美(2003)は、「Brown 

& Levinson(1987)の言うポライトネスとは円滑な人間関係を確立・維持するための言語行

動すべてを指すもの」(p. 119)であると述べている。また、北尾・北尾 S(1988)によれば、

「ポライトネスはコミュニケーションにおいてお互いの人間関係をより円滑にし、効果的

なコミュニケーションを行うためのストラテジー（手段）であり、（中略）コミュニケーシ

ョンの相手と親密な関係を保ち、相手に負担をかけないようにして所期の目的を果たす手

段で、コミュニケーションにおいて重要な役割を果たしている」(p. 52-53)としている。こ

のように、研究者によって、ポライトネスに関する様々な定義が行なわれているが、これ

らをまとめると、ポライトネスとは相手のフェイスを脅かさないようにして、円滑な人間

関係を行うために役立つものであると思われる。 

Brown & Levinson(1987)のポライトネスの定義が捉えにくいのは、上記のようなポラ

イトネスそのものの定義にあるというより、以下の 2 つの理由が考えられる。 

1 つは、ポライトネスが具体的に実現されるストラテジーが示す意味が非常に多様であ

                                                                                                                                                
い」(Matsumoto1989, 宇佐美 1993 など)という批判である。 
9 筆者訳による。 
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ることが挙げられる。Brown & Levinson(1987)の言うポライトネスは、5 つのストラテジ

ーの中で 1 つを選択してフェイスを守ることであり、ポライトネスはこの 5 つのストラテ

ジーによって支えられている。この 5 つのストラテジーの中で「ポジティブ･ポライトネ

ス」、「ネガティブ･ポライトネス」、「オフ･レコード」には下位ストラテジーがある。下位

ストラテジーには nps5「敬意を示せ」、pps4「仲間グループのマーカーを用いよ」、ors12

「曖昧に表現せよ」などがあり、ポライトネスを単に「丁寧さ」、「礼儀正しさ」という定

義では捉えきれないところがある。 

もう 1 つは、Brown & Levinson(1987)のポライトネスとストラテジーとの関係の捉え

方に問題があることが挙げられる。前述したように、Brown & Levinson(1987)は「力」、

「社会的距離」、「負担の度合い」の合計が大きくなるほど、「フェイスを脅かす度合い」が

高くなり、「フェイスを脅かす度合い」が高くなるほど、よりポライトなストラテジーが 1

つだけ選択されるとしている。しかし、この捉え方では、次の 2 つの問題が説明できない。 

第一の問題は、「1 つの言語行動に上位のストラテジーが同時に用いられる場合がある」

ということである。Lim, Tae-Seop(1988)の指摘にもあるように、1 つの言語行動の中に

nps と pps が同時に用いられることがある10。以下、1 つの言語行動の中に pps と nps が

同時に用いられる例を示す。 

 

｛教官からの依頼に対する断わりとして｝ 

(1)やりたいことは山々ですが、その日は用事があるので、すみません。 

 

(1)の「やりたいことは山々ですが」は、pps9「聞き手の欲求を理解し、関心を持ってい

ることを想定せよ、もしくは、示せ」に当たる。「その日は用事があるので」は、pps13「弁

明を求めよ、もしくは、せよ」に当たる。そして、「すみません」は、nps6「謝罪せよ」

に当たる。例(1)は聞き手の「ポジティブ・フェイス」を脅かす断わりであるが、「ポジテ

ィブ・フェイス」に向けられる pps だけでなく、nps も組み合わされて用いられている。

                                                  
10 Lim, Tae-Seop(1988)は「ポジティブ・フェイス」と「ネガティブ・フェイス」が脅かされる場面で発

せられたメッセージを分析している。その結果、400 人の被験者のうち、そのメッセージに pps と nps
の両方が含まれているのが、289 人であり、nps だけを用いている人が 87 人、pps だけを用いている人

が 11 人、何も用いていない人が 13 人であると述べている。また、강길호 Gang Gil-ho(1992)、
Thomas(1995)、松村(1999)でも 1 つの言語行動の中に nps と pps が混合して現れることがあるという指

摘がなされている。 
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次に、韓国語での例を示す。 

 

｛友人からの依頼に対する断わりとして｝ 

(2) 아, 진짜 미안한데, 다음에 맛있는 거 사줄께.  

(あ、本当にわるいけど、今度、おいしいものおごるね。) 

 

「미안한데」（わるいけど）は、nps6「謝罪せよ」に当たり、「다음에 맛있는 거 사줄께」

（今度おいしいものおごるね）は、pps10「提案、約束せよ」に当たる。例(2)の言語行動

においても pps と nps が同時に用いられていると考えられる。このように、実際の言語行

動には複数の上位ストラテジーが組み合わされて用いられる場合があるが、Brown & 

Levinson(1987)の捉え方ではこの問題が説明できない。 

第二の問題は、「上位ストラテジーを一律に比較できない場合がある」ということである。

岡本(1997)の指摘にもあるように、「ポジティブ・ポライトネス」と「ネガティブ・ポライ

トネス」を一律に比較できないことがある。例えば、天気の話題などのように、聞き手が

同意できそうな話題を提供して、意見の同意を求めるという pps5「同意を求めよ」と、

nps6「謝罪せよ」を比較したとき、前者より後者の方がよりポライトであると単純には決

められない。また、pps6「反対意見を避けよ」と ors4「控えめに述べよ」のどちらがより

ポライトネスを示すか、決められないところがある。 

上記の 2 つの問題は、5 つのストラテジーの序列を「フェイスを脅かす度合い」という

1 次元上に位置づけることができるという想定から生じる11。しかし、このような Brown & 

Levinson(1987)の見解を批判している研究の指摘のように12、「フェイスを脅かす度合い」

によって 5 つのストラテジーの序列が常にできるとは限らないと考えられる。 

以上から、Brown & Levinson(1987)のポライトネスの定義が不明確になっている理由

を以下のようにまとめることができる。 

 

                                                  
11 Holtgraves & Yang(1990)は、依頼の場面で Brown & Levinson(1987)のストラテジーがポライトであ

ると知覚される程度をアメリカ人と韓国人の被験者に評定させた。Brown & Levinson(1987)のストラテ

ジーはポライトネスの程度によって序列化されているという結果が得られたとしている。しかし、これは、

典型的な一部のストラテジーのみの評定によって得られた結果である。したがって、Brown & 
Levinson(1987)が提案したストラテジーの序列化は部分的には検証されたと言えるが、全面的に立証され

たとは言えない。 
12 松村(1999)、Fraser(1990)を参照。 

 25



                                                                           第 1 章 

[1-1] 「ポライトネス・ストラテジー」の意味が非常に多様である。 

[1-2]  「ポライトネス・ストラテジー」の捉え方に問題がある。 

   

[1-2]は以下の 2 つの具体的な問題を含んでいる。 

 

   [1-2-1]  1 つの言語行動に複数の上位ストラテジーが同時に用いられる。 

     [1-2-2] 「フェイスを脅かす度合い」という 1 次元の軸上では、上位ストラテジーを

単純に比較できない場合がある。 

 

次に、[2]「Brown & Levinson(1987)の理論では、ポライトネスの度合いが実証的に示

されていないため、日本語と韓国語におけるストラテジー間や同一ストラテジー内のポラ

イトネスの度合いを比較できない」について詳しく見て行く。例えば、nps3「聞き手の返

答を悲観的に考える立場を表明せよ」と nps4「聞き手にかける負担を最小化せよ」のどち

らがよりポライトであるか、判断し難い。 

 

{先輩に本を借りる場面} 

(3)これ、貸していただけませんか。 

(4)これ、ちょっとお借りしたいんですが。 

 

(3)の例は本を貸すという聞き手の行動が実現される状況に対する疑問を表すストラテ

ジーであるため、nps3「聞き手の返答を悲観的に考える立場を表明せよ」の例になる。(4)

の例は聞き手にかける負担を最小限にするため、「ちょっと」を用いて短い期間に本を借り

たいことを示すストラテジーであるため、nps4「聞き手にかける負担を最小化せよ」の例

になる。この 2 つの例を見ても、どちらがよりポライトであるか否か判断に迷うところが

ある。 

また、nps3「聞き手の返答を悲観的に考える立場を表明せよ」の中にも、日本語と韓国

語では「貸してくれませんか」、「貸していただけませんか」、「貸してくれないか」、

「빌려줄 수 있습니까」（貸してくれませんか）、「빌려줄 수 있어」（貸してくれる？） の

ようなポライトネスの度合いの差が存在している。Brown & Levinson(1987)では、この

問題について言及されていないため、ポライトネスに関わる日本語と韓国語の研究ではこ
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のような点を補う必要がある。上記の[1]、[2]の問題点を踏まえ、本研究におけるポライト

ネスの捉え方を次の節で示す。 

 

1.3  本研究におけるポライトネスの捉え方 

 

前節で述べたように、Brown & Levinson(1987)の言うポライトネスは、5 つのストラテ

ジーの中で 1 つを用いてフェイスを守ることであり、この 5 つのストラテジーには、nps5

「敬意を示せ」、pps4「仲間グループのマーカーを用いよ」、ors12「曖昧に表現せよ」な

ど、多様な下位ストラテジーがある。多様な意味を持つストラテジーのすべてを「フェイ

スを脅かす度合い」によって、序列化できるかどうかは疑問である。また、Brown & 

Levinson(1987)のポライトネスの捉え方には、前述した[1-2-1]「1 つの言語行動に複数の

上位ストラテジーが同時に用いられる」、[1-2-2] 「「フェイスを脅かす度合い」という 1

次元の軸上では、上位ストラテジーを単純に比較できない場合がある」という 2 つの問題

がある。 

前節の議論から Brown & Levinson(1987)のポライトネスをより明確に捉えるためには、

「ポライトネス・ストラテジー」の多様性を考慮し、Brown & Levinson(1987)の「ポラ

イトネス・ストラテジー」の捉え方を見直すことが必要であると考えられる。 

「ポライトネス・ストラテジー」の多様性と前節で述べた[1-2-1]と[1-2-2]の問題から、

松村(1999: 58)の指摘にもあるように13、Brown & Levinson(1987)のポライトネスは、「複

合的なもの」であり、5 つのストラテジーを「フェイスを脅かす度合い」という 1 つの評

価基準の上で常に序列化できるとは限らないことが分かる。ここから、筆者はポライトネ

スを評価するためには、複数の評価基準が必要であると考える。 

また、Brown & Levinson(1987)には、[2] 「ポライトネスの度合いが実証的に示されて

いないため、日本語と韓国語におけるストラテジー間や同一ストラテジー内のポライトネ

スの度合いが比較できない」という問題点がある。したがって、ポライトネスを評価する

ためには、複数の評価基準を設けるだけでなく、各評価基準の上にストラテジーを序列化

                                                  
13 松村(1999)は、日本語の会話で観察されたポライトネスは、「相手に対する敬意を表現しつつも親しみ

を込めるというように複合的なもの」であるとしている。また、Brown & Levinson(1987)のポライトネ

ス理論のように、「フェイスを脅かす度合いを、「距離」、「力」、「負担の度合い」の和から算出し、その和

が大きいほど、FTA をより小さくできるストラテジーが選択されるという単純な図式化ができない」(p. 
58)としている。 
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せず、それぞれの評価基準で示される度合いを考える方が有効であると考えられる。 

実際、上記の [1-2-1]、 [1-2-2]の問題を批判的に検討している研究は、Brown & 

Levinson(1987)が主な分析対象とした言語以外の言語（日本語、韓国語など）、Brown & 

Levinson(1987)が主な分析対象とした依頼以外の言語行動（挨拶、自然会話など）を対象

としている。また、[2]の問題を批判的に検討している研究は、日本語と韓国語におけるス

トラテジー間や同一ストラテジー内のポライトネスの度合いの差を比較できないことを指

摘している。このことから、Brown & Levinson(1987)のポライトネスだけでは、日韓両

言語における言語行動のポライトネスが捉えきれないことが分かる。その原因としては、

ポライトネスには次の 2 つの側面があることが挙げられる。1 つは、ポライトネスの原則

に基づき、会話参加者との関係に気を配りつつ、円滑なコミュニケーションを行うための

広義のポライトネス（Brown & Levinson(1987)のポライトネスも含まれる）の側面であ

り、もう 1 つは、会話参加者の上下関係や社会的規範をわきまえていることを示す狭義の

ポライトネスの側面である。これはいくつかの研究でも触れられている。 

井出(1990)は、ポライトネスには「働きかけ方式」と「わきまえ方式」という 2 つの側

面があるとし、日本語と英語のポライトネスを包括する枠組みを設定している。「働きかけ

方式」とは、冗談のように、コミュニケーションを円滑なものにするため、聞き手に働き

かけることを指し、「わきまえ方式」とは話し手が相手との相対的位置や場面を社会的規範

に照らして適切にわきまえていることを指している。また、Hwang, Juck-Ryoon(1982)は

politeness と deference の違いを指摘し、politeness は人間関係の接触において葛藤を解

消できるストラテジーであり、deference は社会規範的な要素を表現する敬語現象である

としている。また、Kasper(1990)は葛藤を避ける戦略としての「戦略的ポライトネス

(strategic politeness)」と社会的なわきまえの言語的表現としての「社会的指標としての

ポライトネス(politeness as social indexing)」14という 2 つのポライトネスの存在を指摘

している15。これらの研究では、ポライトネスの原則に基づき、会話参加者との関係に気

を配りつつ、円滑なコミュニケーションを行うことを目的とする広義のポライトネスと会

話参加者の上下関係や社会的規範をわきまえていることを示す狭義のポライトネス（以下、

「わきまえのポライトネス」とする）という 2 つのポライトネスの存在が示されている。    

日本語、韓国語における 2 つのポライトネスの関係について指摘している研究としては、

                                                  
14 筆者訳による。 
15 同様の見解を示している研究として、Fraser(1990)、이기갑 I Gi-Gab(1997)などが挙げられる。 
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井出等(1986)、이기갑 I Gi-Gab(1997)などが挙げられる。井出等(1986)は「アメリカ人に

とっては、「わきまえ方式」よりも「働きかけ方式」の比重が大きく、日本人にとってより

重要視されるのは、「わきまえ方式」である」(p. 27)と述べている。また、이기갑 I 

Gi-Gab(1997)は「韓国語では、社会的関係が英語より待遇表現により多く反映される」(p. 

663)と述べている16。日本語と同様に、韓国語においても「わきまえのポライトネス」が

重視されている。このように、言語によって、ポライトネスの 2 つの側面の比重には違い

があるにせよ、実際の言語行動は両方によって成り立っている場合が多いと考えられる。 

本研究では、上記のポライトネスの 2 つの存在について主張している研究と同じ立場か

ら、実際の言語行動におけるポライトネスは、Brown & Levinson(1987)のポライトネス

と「わきまえのポライトネス」の両方によって成り立っていると捉える。したがって、日

本語と韓国語におけるポライトネスと関わる現象をより明確に捉えるには、Brown & 

Levinson(1987)の言うポライトネスだけではなく、「わきまえのポライトネス」も同時に

評価する必要性があると考えられる。강길호 Gang Gil-Ho(1992)は韓国語の要請の言語行

動における Brown & Levinson(1987)のポライトネスを測定するため、井出等(1986)は日

本語と英語の依頼の敬語行動の「わきまえのポライトネス」を測定するため、それぞれ独

自の尺度を用いている17。강길호 Gang Gil-Ho(1992)は Brown & Levinson(1987)のポライ

トネスだけに注目しており、井出等(1986)は「わきまえのポライトネス」に限定している。

しかし、このポライトネスの 2 つの側面は、同程度の比重であったり、どちらかの比重が

高くなったり、同一の表現で示されたりすることが多いとされており、実際の言語行動の

ポライトネスの実現においては、片方だけでは成立しないことが多いのではないかと思わ

れる。したがって、実際の言語行動のポライトネスを測定する際には、これらを同時に評

価することが有効であろう。 

 本研究では、上記の議論を踏まえて、日本語と韓国語の言語行動における Brown & 

                                                  
16 筆者訳による。 
17 강길호 Gang Gil-Ho(1992)は韓国語の要請の言語行動における Brown & Levinson(1987)のポライト

ネスを測定するため、次の 7 つの尺度を用いている。以下、筆者訳による。「恭遜に－不遜に」 
(공손하게－불손하게)、「礼儀正 し く －無礼 に 」(예의바르게－무례하게)、「迂回的 に －単刀直入

に」(우회적으로－단도직입적으로)、「気分を害さないように－気分を害するように」(기분을 상하지 
않게―비위를 거슬리게)、「不快感を与えない方式で－不快感を与える方式で」(불쾌감을 주지 않는 
방식으로―불쾌감을 주는 방식으로)を用いている。しかし、これらの尺度を設けた理由は述べられてい

ない。一方、井出他(1986)は、日本語と英語の依頼の敬語行動の「わきまえのポライトネス」を測定する

ため、「気楽な－改まった」という尺度を用いている。 
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Levinson(1987)のポライトネスと「わきまえのポライトネス」の両方を評価するのに有効

であると予測される評価基準となる「ポライトネスの軸」の提示を試みる。 

Brown & Levinson(1987)のポライトネスを具体的に表すための 5 つのストラテジーを

改めて示すと、次のようになる。「何も緩和策を講じずにあからさまに」、「ポジティブ・ポ

ライトネス」、「ネガティブ・ポライトネス」、「オフ・レコード」、「FTA をしない」である。

この中で、ポライトネスと関わらないとされる「何も緩和策を講じずにあからさまに」、非

言語行動である「FTA をしない」は対象にしない。本研究では、ポライトな言語行動と関

わる「ポジティブ・ポライトネス」、「ネガティブ・ポライトネス」、「オフ・レコード」の

3 つを分析対象にする18。 

宇佐美(2003)によれば、「ポライトネスはどの言語・文化にも共通する「ポライトネスの

普遍的原則」を指す場合が多く、各文化に固有なポライトな言語行動を指す場合は、「ポラ

イトネス・ストラテジー」と呼んで、両者の区別を明確にする方が正確である」(p. 120)

と言う。この知見を本研究に当てはめると、ポライトネスとは日本語と韓国語に共通する

普遍的な原則であり、「ポジティブ・ポライトネス」、「ネガティブ・ポライトネス」、「オ

フ・レコード」という 3 つのストラテジーは、各言語で具体的に実現されるポライトな言

語行動であると言えよう。このことから具体的なストラテジーの根底には、「ポライトネス

の普遍的原則」があると考えられる。 

以上の先行研究を踏まえて、日本語と韓国語の言語行動を成している 2 種類のポライト

ネス（以下、ポライトネスと呼ぶ）、すなわち、Brown & Levinson(1987)のポライトネス

と「わきまえのポライトネス」を評価する軸を設けることにする。Brown & 

Levinson(1987)のポライトネスを測る軸としては、Brown & Levinson(1987)の挙げてい

る「ポジティブ・ポライトネス」、「ネガティブ・ポライトネス」、「オフ・レコード」のそ

れぞれの度合いを評価する 3 つの軸およびこれらのストラテジーの根底にある「ポライト

ネスの普遍的原則」を包括的に評価する 1 つの軸、計 4 つの軸を設けることにする。「わ

きまえのポライトネス」を評価するためには、改まっているか否かを測る井出等(1986)の

軸を援用した。このように、ポライトネスを測る物差しとして、計 5 つの軸を設けた。井

出等(1986)は日英語の敬語行動のポライトネスを測る尺度として、「気楽な－改まった」を

                                                  
18 宇佐美(2002)は、「ポライトな言語行動の分析は「ポジティブ・ポライトネス」、「ネガティブ・ポ 
ライトネス」、「オフ・レコード」の 3 つが中心となっている」(p. 102)と述べている。 
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設けている。しかし、「気楽な」と「改まった」が反対の意を成しているという保証はない

ため、本研究では、これを「改まっていない⇔改まった」というものにした。以下、これ

を「改まりの軸」と呼ぶ。これら以外にも日韓両言語の断わりの言語行動におけるポライ

トネスを明らかにできるために役立つ軸が存在するかもしれないが、ここでは、5 つの軸

に限定して分析を行う。 

 1 つ目の軸である「配慮の軸」について説明する。Brown & Levinson(1987)のポライト

ネスを要約すると、他人によく思われたいという欲求である「ポジティブ・フェイス」と

他人から行動の自由を邪魔されたくないという欲求である「ネガティブ・フェイス」を傷

つけないように保持することである。宇佐美(2003)は、「Brown & Levinson(1987)のポラ

イトネスの概念は、「対人配慮行動」に最も近い」(p. 118)と述べている。このことから会

話参加者の 2 種類のフェイスを保持することの根底には、配慮があり、ポライトネスとは

会話参加者のフェイスの保持に配慮することであると考えられる。先にも述べたように、

宇佐美(2003)はポライトネスはどの言語・文化にも共通する「ポライトネスの普遍的原則」

を指し、「ポライトネス・ストラテジー」は各文化に固有なポライトな言語行動を指すとし

ている。つまり、「ポジティブ・ポライトネス」、「ネガティブ・ポライトネス」、「オフ・レ

コード」という 3 つの具体的ストラテジーの根底には、会話参加者のフェイスの保持に配

慮する「ポライトネスの普遍的原則」があると捉える。この「ポライトネスの普遍的原則」

の度合いを評価する基準として「配慮の軸」を設ける。これを断わりの言語行動に当ては

めてみると、会話参加者の依頼、誘いなどを断わることは、彼らの意に沿えないことを示

すため、フェイスを傷つけることになる。会話参加者のフェイスを傷つけないことに配慮

することは、断わりの言語行動のポライトネスを評価する 1 つの基準になると考えられる。

この軸では、右側の「配慮する」に近いほど、会話参加者のフェイスの保持に配慮すると

いう「ポライトネスの普遍的原則」の度合いが高くなり、「配慮しない」に近いほど、その

度合いが低くなる。 

 

配慮しない                     配慮する 

 

次に、2 つ目の軸である「間接性の軸」について説明する。前述のように、「オフ・レコ

ード」は言いたいことをはっきりと表さないストラテジーである。Brown & 

Levinson(1987)によれば、「「オフ・レコード」発話は、本質的に間接的な言語の用法で
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ある」(p. 211)という19。例えば、ors1「ヒントを与えよ」、ors12「曖昧に表現せよ」、ors15

「省略を用い、不完全な文にせよ」などがある。このことから「オフ・レコード」を評価

する基準としては、間接性が挙げられる。したがって、「オフ・レコード」の間接性の度合

いを測る基準として「間接性の軸」を設ける。これを断わりの言語行動に当てはめてみる

と、断わりの言語行動は相手の意向に従わないことを示すため、相手のフェイスを傷つけ

る可能性がある。フェイスを守るため、間接的に表現することが必要とされる。断わる意

思を婉曲的に表現するか、断わる意思をストレートに表現するかという間接性は、断わり

の言語行動のポライトネスを評価するための基準の 1 つになると考えられる。この軸では、

右側の「間接的な」に近いほど、「オフ・レコード」の度合いが高くなり、「直接的な」に

近いほど、「オフ・レコード」の度合いが低くなる。 

 

直接的な                     間接的な 

 

次に 3 つ目の軸である「親近感の軸」について説明する。Brown & Levinson(1987)は

「「ポジティブ・ポライトネス」を表す発話は、相手との親密さを増す」(p. 103)と述べて

いる20。例えば、pps3「聞き手に対する関心を強めよ」、pps4「仲間グループのマーカー

を用いよ」、pps8「冗談を述べよ」などがある。このことから「ポジティブ・ポライトネ

ス」を評価する基準としては、親近感が有効ではないかと考えられる。したがって、「ポジ

ティブ・ポライトネス」の親近感の度合いを測る基準として「親近感の軸」を設ける。こ

れを断わりの言語行動に当てはめてみると、本論文の調査の中でも、相手に親近感を示す

文末表現「ノダ」、「것 같다(geos gata)」が多用されている21。そのため、「親近感の軸」

は、断わりの言語行動における「ポジティブ・ポライトネス」を評価する基準となる軸の

1 つとして捉えられる。この軸では、右側に近いほど、「ポジティブ・ポライトネス」の度

合いが高くなるが、左側に近いほど、「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが低くなる。 

  

親近感を示さない                  親近感を示す 

                                                  
19 筆者訳による。 
20 筆者訳による。 
21 元智恩(2003b)では、「「ノダ」文と「것 같다(geos gata)」文は、それらのつかない文に比べ、より配

慮した表現であり、間接的かつ親近感を強く示す表現であるという印象が共通している」(p. 160)と述べ 
た。 
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次に、4 つ目の軸である「距離の軸」について説明する。Brown & Levinson(1987)は、

「「ネガティブ・ポライトネス」は相手との距離を置くものである」(p. 130)と述べている22。

例えば、nps4「聞き手にかける負担を最小化せよ」、nps6「謝罪せよ」、nps8「FTA を一

般的なルールとして述べよ」などがある。このことから「ネガティブ・ポライトネス」を

評価する基準としては、距離が挙げられる。したがって、「ネガティブ・ポライトネス」の

距離の度合いを測る基準として「距離の軸」を設ける。これを断わりの言語行動に当ては

めると、断わるときにどれほど相手との距離を置くか否かも、断わりの言語行動のポライ

トネスを評価する 1 つの基準になると考えられる。「距離の軸」では、右側に近いほど、「ネ

ガティブ・ポライトネス」の度合いが高くなり、左側に近いほど、「ネガティブ・ポライト

ネス」の度合いが低くなる。 

 

距離を置かない                    距離を置く 

 

最後に、5 つ目の軸である「改まりの軸」について説明する。日本語、韓国語では相手

に応じて敬語を用いる場合と、そうでない場合がある。これは「わきまえのポライトネス」

に基づくものである。これを断わりの言語行動に当てはめてみると、断わるときに敬語を

用いる場合と、そうでない場合がある。このため、日韓両言語の「わきまえのポライトネ

ス」を評価するための軸として、井出等(1986)をもとに、改まっているか否かを示す「改

まりの軸」を設けた。「改まりの軸」では、右側に近いほど、「わきまえのポライトネス」

の度合いが高くなり、左側に近いほど、「わきまえのポライトネス」の度合いが低くなる。 

 

改まっていない                    改まった 

 

ここまで本研究で設けた軸について紹介した。もう一度まとめておくと、会話参加者の

フェイスの保持に配慮することを評価する「配慮の軸」は、Brown & Levinson(1987)の

                                                  
22 筆者訳による。ここでの距離とは、Brown & Levinson(1987)の「社会的距離(social distance)」のこと

を指す。「「社会的距離」とは話し手と聞き手に対称的な社会的次元で、相互作用の頻度や交換される物

質・非物質の種類に基づくものである」(筆者訳。p. 76-77)。予備調査の際、「社会的距離」という言葉の

意味が分からないという意見が多かったため、本調査を行うときには、social distance を「社会的距離」

と直訳せず、「距離」という言葉を用いた。 
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「ポライトネスの普遍的原則」を包括的に評価する軸として考える。「間接性の軸」、「親近

感の軸」、「距離の軸」は「オフ・レコード」、「ポジティブ・ポライトネス」、「ネガティブ・

ポライトネス」のそれぞれを評価するための軸である。「改まりの軸」は「わきまえのポラ

イトネス」を評価するための軸である。これらを次の「ポライトネスの軸」として示すと、

以下のようになる。 

 

「ポライトネスの軸」 

「配慮の軸」：  「配慮しない ⇔ 配慮する」              

         「間接性の軸」： 「直接的な ⇔ 間接的な」                

「親近感の軸」： 「親近感を示さない ⇔ 親近感を示す」      

「距離の軸」：   「距離を置かない ⇔ 距離を置く」          

「改まりの軸」： 「改まっていない ⇔ 改まった」           

 

上記の「ポライトネスの軸」を設定することによって、得られる利点は次の 4 点である。 

第一に、Brown & Levinson(1987)は一度に 1 つだけのストラテジーが用いられるとし

ているが、実際の言語行動では、複数のストラテジーが組み合わされて用いられることが

ある点である。上記の 5 つの「ポライトネスの軸」を設定することによって、Brown & 

Levinson(1987)の複数のストラテジーを同時に評価できる。したがって、[1-2-1]「1 つの

言語行動に複数のストラテジーが同時に用いられる」という問題を解消することができる。 

第二に、[1-2-2]「「フェイスを脅かす度合い」という 1 次元の軸上では、上位ストラテ

ジーを一律に比較できない場合がある」という問題も、言語行動を「配慮の軸」、「間接性

の軸」、「親近感の軸」、「距離の軸」、「改まりの軸」という複数の軸上で比較することによ

って解消することができる点である。 

第三に、Brown & Levinson(1987)のポライトネスと「わきまえのポライトネス」との

関わりが分かるので、日本語と韓国語における言語行動のポライトネスを評価するのに有

効な点である。 

第四に、本研究では、ポライトネスを客観的に評価することができるように、それぞれ 

の言語行動のポライトネスを被験者に 5 つのポライトネスの軸で評定してもらうという方

法を用いた。この方法によって、ストラテジー間や同一ストラテジー内における様々な言

語行動のポライトネスの度合いを測ることができる。したがって、主観的かつ曖昧なポラ
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イトネスの度合いを数量化して示すことができ、[2]「Brown & Levinson(1987)の理論で

は、ポライトネスの度合いが実証的に示されていないため、日本語と韓国語におけるスト

ラテジー間や同一ストラテジー内のポライトネスの度合いが比較できない」という問題を

解消することができる。 
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第 2 章  問題の所在と研究方法 
 

 

 

本章では、問題の所在と研究方法について述べるが、詳述する前に、Brown & 

Levinson(1987)のフェイスを傷つける行為を示し、これらの行為の中で、分析対象とする

断わりの言語行動の位置づけを行う。Brown & Levinson(1987)はフェイスを傷つける行

為を 4 種類に分類している。ここでは、その内容の概略を示す。 

 

<1> 聞き手の「ネガティブ・フェイス」を傷つける行為 

<2> 聞き手の「ポジティブ・フェイス」を傷つける行為 

<3> 話し手の「ネガティブ･フェイス」を脅かす行為 

<4> 話し手の「ポジティブ･フェイス」を脅かす行為 

                

<1>の行為としては、命令、要求などがあり、<2>の行為としては、不同意、批判など

があり、<3>の行為としては、感謝、弁明などがあり、<4>の行為としては、謝罪、自己

卑下などがある。Brown & Levinson(1987)は断わりの言語行動を具体的に取り上げては

いないが、断わりの言語行動は、聞き手の依頼や勧誘などに同意できないことを述べる行

為である<2>の「不同意(disagreeing)」に該当すると思われる。この「不同意」は聞き手

の「ポジティブ・フェイス」を脅かす行為とされている。しかし、相手の意向に従うこと

に不同意を示す断わりの言語行動は、話し手によく思われたいという聞き手の「ポジティ

ブ・フェイス」を脅かし、聞き手によく思われたいという話し手の「ポジティブ・フェイ

ス」も脅かすことになる。このように、断わりの言語行動は聞き手、または、話し手とい

う会話参加者の「ポジティブ・フェイス」を脅かす危険性がある。その危険性を回避する

ため、ポライトネスがより鮮明に現れると思われる。ポライトネスは音声、言語表現、談

話などのような様々なレベルで現れるが、ここでは、言語表現レベルおよび談話レベルに

おけるポライトネスに注目する。以下、言語表現に現れたポライトネスを「言語表現レベ

ルのポライトネス」と呼び、談話に現れたポライトネスを「談話レベルのポライトネス」

と呼ぶ。 
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本章では、まず、先行研究を検証する。そして、日韓両言語における断わりの言語行動

とポライトネスとの関連を言語表現レベルおよび談話レベルで探る。「言語表現レベルの

ポライトネス」の問題としては、断わる事情を説明する日本語の文末表現「ノダ」1、断わ

る可能性を推測する韓国語の文末表現「것 같다(geos gata)」とポライトネスとの関連を探

る。その後、日本語と韓国語の「中途終了文」とポライトネスとの関連も探る。「談話レベ

ルのポライトネス」の問題としては、断わりの言語行動を構成する分析単位である Beebe 

et al. (1990)の意味公式の使用個数とポライトネスとの関連、意味公式の発現順序によって

示される断わりの構造とポライトネスとの関連を探る。 

 

2.1   断わりの言語行動における 3 つの言語現象とポライトネス 
2.1.1  文末表現「ノダ」、「것 같다(geos gata)」とポライトネス 
 

断わりの場面で用いられる文末表現として日本語では理由を説明する「ノダ」2、韓国語

では推測を表す「것 같다(geos gata)」3がある。元智恩(1999a 未公刊)では、「談話完成テ

スト」から得られた日本語と韓国語の断わりの言語行動を分析し、日本語の文末表現「ノ

ダ」、韓国語の文末表現「것 같다(geos gata)」が多用されていることを示した4。しかし、

推量を表す文末表現「것 같다(geos gata)」と対応している日本語の文末表現「ヨウダ」、

「ミタイダ」5は 3 例しか用いられておらず6、「ノダ」と「形式名詞＋指定詞」という形態

的な類似点のある韓国語の「것이다(geosida)」は用いられていなかった7。さらに、表現の

                                                  
1 久野(1973), 寺村(1984), 益岡(1991), 野田(1997, 2002)によれは、「ノダ」の意味・用法は「説明」であ

るという。 
2 「ノダ」の機能にはいろいろなものがあるが、本研究では事情や状況を説明する機能を中心に分析する。

これは野田(1997, 2002)の対人的ムードの中の関係づけの「ノダ」に該当する。ここでの「ノダ」は、｢ノ

ダ｣、｢ノデス｣、｢ンデス｣、「ンダ」などを代表する形として扱い、これらの待遇上の違いは見ないことに

する。 
3 「것 같다(geos gata)」に関する従来の研究では、主体推測のモダリティ(김동욱 Gim Dong-Ug2000)、
推定(구연미 Gu Yeon-Mi1992)、推測（전나영 Jeon Na-Yeng 1999）、擬似判断（이기종 Lee Gi-Jong1996）
などのように、不確実な判断を示す推量表現として定義されている。 
4 日本語の文末表現「ノダ」が 140 回用いられ、韓国語の推量の文末表現「것 같다(geos gata)」が 111
回用いられている。元智恩(1999a)では「ノダ」と「것 같다(geos gata)」の 1 人当たりの使用平均値(使
用頻度÷人数)を示したが、本研究では、便宜上、使用頻度に置き換えて示す。 
5 「ようだ」と「것 같다(geos gata)」の対応関係については김동욱 Gim Dong-Ug(1993)、高銀振(1997)
で詳しく述べられている。 
6 断わりの場面で話し手自身の行動について述べる場合に「ミタイダ」、「ヨウダ」が用いられると、不自

然な表現になると思われる。例えば、「今日は用事がありまして、お手伝いできないようです／みたいで

す」という表現は、不自然である。 
7 日本語の文末表現「ノダ」と韓国語の文末表現「것이다(geosida)」は、「形式名詞＋指定詞」という形 
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丁寧度に関する意識を問う質問紙調査を通じて、「ノダ」文と「것 같다(geos gata)」文は、

それらのつかない文より丁寧度が高いとし、「ノダ」、「것 같다(geos gata)」と丁寧さとの

関連を示した(p. 51-52)。一方、断わりの場面に特化したものではないが、McGloin(1983)

は、「ノダ」とポライトネスとの関連、이한규 Lee Han-Gyu(2001)は、「것 같다(geos gata)」

とポライトネスとの関連について指摘している。上記の先行研究から機能的には対応して

いない「ノダ」と「것 같다(geos gata)」が、断わりの場面でポライトネスを表すという機

能において共通点があることが分かる。 

本研究では、形式的・意味的に対応していない「ノダ」と「것 같다(geos gata)」が、共

にポライトネスを表すという機能を持つという仮定のもとに、断わりの場面で用いられた

これらの文末表現とポライトネスとの関連を明らかにする。「ノダ」、「것 같다(geos 

gata)」は肯定文、否定文などの様々な文につくことが可能である。その中でも、「その日

は用事があって行けません」のような可能表現の否定文は、相手の意向に従えないことを

示すため、会話参加者のフェイスを傷つける危険性がある。この可能表現の否定文に「ノ

ダ」、「것 같다(geos gata)」がつくと、ポライトネスを表す機能がより明らかになると考え

られたので、ここでは、可能表現の否定文に「ノダ」、「것 같다(geos gata)」の文末表現が

ついた文を扱う。また、「ノダ」と「것 같다(geos gata)」はつかず、事情により行動を実

行することが不可能であることを示す可能表現の否定文(以下、「行ケナイ」文)や相手の意

に沿えないことを自分の意志として伝える否定文 (以下、「行カナイ」文)もある8。本研究

では、第 3 章において、「ノダ」文と「것 같다(geos gata)」文は、それらのつかない「行

ケナイ」文および「行カナイ」文と比べ、ポライトネスの度合いが高いかどうかを比較分

析する。 

 

2.1.2 「中途終了文」とポライトネス  

 

断わりの言語行動の特徴の 1 つとして、「不可」を表す主節まで言わず、残りは相手の

                                                                                                                                                
態的な類似点だけでなく、共に「理由を説明する」という機能がある。しかし、印省熙(2002)が指摘して

いるように、「것이다(geosida)」の理由説明は過去の出来事の理由に限られる。そのため、現在や未来の

出来事の理由を説明する断わりの場面では、「것이다(geosida)」の使用が不適切になると考えられる。 
8 「行カナイ」文は自分の意志で行かないことを直接的に表明する文であるため、ポライトネスがほとん

ど表れていない表現であると思われる。しかし、ほとんどポライトネスが表れていない「行カナイ」文と

比較することにより、「ノダ」文、「것 같다(geos gata)」文、「行ケナイ」文のポライトネスの度合いをよ

り明らかにすることができると考えられたため、「行カナイ」文を分析対象に加えた。 
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判断に委ねる表現(以下、｢中途終了文｣9とする)が用いられることがある。日本語では、理

由を表す接続助詞「ノデ」、「カラ」、「テ」などで終わる文があり、韓国語では、理由を表

す接続語尾「어서(eoseo)」などで終わる文がこれに当たる。依頼に対する日本語と韓国語

の「中途終了文」の例を以下に示す。  

 

(5)a その日は用事があって。 

b 그날은 일이 있어서. （直訳：その日は用事があって。） 

  （その日は用事がある＋接続語尾「어서(eoseo)」） 

 

生駒・志村(1993)は、「日本人は相手の地位が上の場合、顕著に「中途終了文」を使った」

と指摘し、「日本人は「中途終了文」を使うことにより、直接的な断わりを避け、地位が上

の人に失礼にならないよう気を付けている」(p. 47)と述べている。(5)の例は、「行けない」、

「行かない」などのような直接的な断わりの内容が省かれ、 終的な判断が聞き手に委ね

られている。聞き手に 終的な判断を下す権利、話を進める主導権が与えられるようにな

っていることから、ポライトネスとの関連がうかがえる。 

しかし、水谷(1991)によれば、日本語母語話者にとって文末を省略する文が丁寧である

のに対し、英語母語話者は、文末を省略しない完全文の方が丁寧であると意識していると

いう。また、渡辺・鈴木(1981)は、韓国人は相手の要求に応じられないときに、「いいきら

ない表現」を用いて断わるが、曖昧な言い方よりは、白か黒かをはっきりさせた言い方が

好まれる」(p. 103)としている。 

これらの先行研究の分析対象および丁寧さの概念は、本研究の「中途終了文」およびポ

ライトネスの概念とはズレがあるかもしれないが、これらの研究からポライトネスに関す

る「中途終了文」の評価が、言語によって異なることが分かる。 

本研究では、第 4 章において、主節が省略された日本語と韓国語の「中途終了文」と主

節が省略されていない「行ケナイ」文および「行カナイ」文との比較によって、「中途終了

文」とポライトネスとの関連を明らかにする。 

 

                                                  
9 「中途終了文」にはこれら以外のものもあるが、「中途終了文」の詳しい定義、本研究で扱う「中途終 
了文」については、第 4 章「「中途終了文」とポライトネス」で詳細を述べる。 
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2.1.3  意味公式から分析した断わりの言語行動とポライトネス 
 

断わりの言語行動を分析する単位には様々なものがあるが、本研究では、Beebe et al. 

(1990)の意味公式を用いる10。意味公式は、Cohen&Olshtain(1981)が英語母語話者とヘブ

ライ語母語話者とヘブライ人英語学習者の謝罪の言語行動を分析するために用いた単位で

ある。Cohen&Olshtain(1981)は「1. 謝罪の表明」、「2. 謝罪の自認」、「3. 謝罪の提示」、

「4. 自制の約束」の 4 つを挙げており、これらの意味公式は発話の機能に基づいて分類さ

れている。そして、Beebe et al. (1990)は、「断わりの言語行動はいくつかの意味公式の連

鎖として分析することができる」(p. 57)とし11、断わりの言語行動を分析するための単位

として意味公式を用いた。Beebe et al. (1990)の意味公式と Cohen & Olshtain(1981)のそ

れは、分析対象である言語行動の種類が異なるため、具体的な分類は異なるが、共に発話

を機能によって分類している。また、藤森(1995)は、意味公式を「発話を社会の相互作用

の中で見た場合の発話行為具現化のための 小の機能単位」(p. 89)と定義している。この

ように意味公式は謝罪、断わり、依頼などの言語行動の分析単位として広く用いられてい

る。 

意味公式を分析単位として用いた研究では、意味公式の発現順序、発現頻度、内容、使

用個数などが分析されている。Beebe et al. (1990)は「談話完成テスト」から得られた英

語母語話者、日本人英語学習者、日本語母語話者の断わりの言語行動を、意味公式の発現

頻度、発現順序、内容という観点から分析している。同様に、生駒・志村(1993)は日本語

母語話者、アメリカ人日本語学習者、英語母語話者の断わりの言語行動を比較分析してい

る。村井(1998)は、日本語母語話者、ドイツ人母語話者の断わりの言語行動を意味公式の

発現頻度、発現順序の観点から分析している。任炫樹(2003)は意味公式の発現頻度の観点

から日本語と韓国語の断わりの言語行動を分析している。 

一方、意味公式の使用個数と丁寧さとの関連については、藤森(1994), 元智恩(2000)の

研究がある。藤森(1994)は、意味公式の使用個数と丁寧さに関係があることを指摘してい

る12。また、元智恩(2000)では、日本語と韓国語では、丁寧に接するべきであると認識す

                                                  
10 本研究で設定した意味公式に関しては、第 5 章「意味公式から分析した断わりの言語行動とポライト

ネス」で詳細を述べる。 
11 筆者訳による。 
12 藤森(1994)は教授の誘いを断わる以下の例を挙げ、この例では、{詫び}-{弁明}-{詫び}-{代案}-{詫び}とい

う 5 つの意味公式が用いられ、同等の相手の場合より発話連続の長さが長くなるとしている。しかし、こ
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る相手ほど意味公式を多用する傾向があることを指摘し、意味公式を多用することが丁寧

さを表すことになると述べた。これらの研究から意味公式の使用個数の多さは丁寧さと関

連があると考えられる。 

意味公式の発現順序を分析した研究では、ポライトネスとの関連は積極的に扱われてお

らず、断わりの場面でのポライトネスを表す意識は見過ごされてきた。そして、意味公式

の使用個数と丁寧さとの関連を分析した研究においても、断わりの場面における丁寧さを

表す意識が十分に明らかにされているとは言えない。 

本研究では、意味公式の使用個数および発現順序という観点から断わりの言語行動を分

析する。ここでは、1 つ以上の意味公式によって示される意味公式の発現順序を、断わり

の構造として考える。例えば、「すみません、用事があるので、お手伝いできません」とい

う発話の断わりの構造は、＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞という 3 つの意味公式の発現順

序によって示される。また、ポライトネスとの関連を探るため、断わりの言語行動が行わ

れる各場面でのポライトネスを表す意識の強弱を分析する。この 2 つの分析結果を対応さ

せ、ポライトネスを表す意識の強弱と各場面における意味公式の使用個数、発現順序によ

って示される断わりの構造との関連を探る。 

 
2.2  本研究における問題の所在 
 

本研究では、先行研究を踏まえて、「言語表現レベルのポライトネス」および「談話レベ

ルのポライトネス」の問題を明らかにする。「言語表現レベルのポライトネス」の問題とし

ては断わる事情を説明する日本語の文末表現「ノダ」、断わる可能性を推測する韓国語の文

末表現「것 같다(geos gata)」とポライトネスとの関連、日韓両言語における「中途終了文」

とポライトネスとの関連を取り上げ、調査を通じて実証的に検証する。具体的には、断わ

りの場面での日本語の文末表現「ノダ」のつく文、韓国語の文末表現「것 같다(geos gata)」

のつく文とそれらのつかない文（「行ケナイ」文および「行カナイ」文）との比較を行う。

「ノダ」文、「것 같다(geos gata)」文は、それらのつかない文と比べ、ポライトネスの度

                                                                                                                                                
れは発話連続の長さというより、連続している意味公式の使用個数のことを言っていると思われる。 
［教授の誘いを断わる例］ 
先生、すいません.実はその日、行けないんです。ちょっと所用がありまして。本当にすいません。次 
回は是非行かしてもらいますから、本当にすいません。［JJ53］(藤森, 1994, p. 11) 
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合いが高いかどうかを「ポライトネスの軸」13上で比較分析する。同様に、断わりの場面

で主節が省略された日韓両言語の「中途終了文」と主節が省略されていない「行ケナイ」

文および「行カナイ」文も「ポライトネスの軸」上で比較分析する。 

そして、「談話レベルのポライトネス」の問題としては、意味公式の使用個数とポライト

ネスとの関連、意味公式の発現順序によって示される断わりの構造とポライトネスとの関

連を取り上げ、調査を通じて検証する。具体的には、意味公式の使用個数の分析結果と断

わりの場面でのポライトネスを表す意識の強弱の分析結果を対応させて分析し、発現順序

による断わりの構造の分析結果と断わりの場面でのポライトネスを表す意識の強弱の分析

結果を対応させて分析する。これらの結果に基づき、意味公式の使用個数とポライトネス

との関連、発現順序によって示される断わりの構造とポライトネスとの関連を明らかにす

る。 

 

2.3    調査 
 
前節で述べたように、本研究では、日韓の断わりの言語行動とポライトネスとの関連を

言語表現レベルおよび談話レベルで探る。「言語表現レベルのポライトネス」の問題として

は、日本語の文末表現「ノダ」、韓国語の文末表現「것 같다(geos gata)」とポライトネス

との関連を探る。また、日本語と韓国語の「中途終了文」とポライトネスとの関連も探る。

「談話レベルのポライトネス」の問題としては、意味公式の使用個数とポライトネスとの

関連、意味公式の発現順序とポライトネスとの関連を探る。「言語表現レベルのポライトネ

ス」および「談話レベルのポライトネス」の問題を明らかにするため、調査を実施した。 

この調査は 3 つの部分から成る。1 つ目は「言語表現レベルのポライトネス」の問題を

明らかにするため、断わりの場面で用いられた様々な言語表現のポライトネスの度合いを

被験者に「ポライトネスの軸」で評定してもらうものである。以下、これを「言語表現レ

ベルのポライトネス調査」とする。2 つ目は、断わりの場面で被験者ならどう断わるかを

答えてもらい、それを録音する「談話完成テスト」である。3 つ目は、断わりの場面での

ポライトネスに関わる意識を問う「断わりの場面での意識調査」である。以下、2 つ目と

3 つ目を「談話レベルのポライトネス調査」とする。 

                                                  
13 1.3 節「本研究におけるポライトネスの捉え方」を参照。 
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「言語表現レベルのポライトネス調査」の結果は、第 3 章「文末表現とポライトネス」

および第 4 章「「中途終了文」とポライトネス」で扱う。「談話レベルのポライトネス調査」

の結果については、第 5 章「意味公式から分析した断わりの言語行動とポライトネス」で

扱う。 

 

2.3.1   予備調査 

   

本調査を実施する以前に、日本人学生 10 名、韓国人留学生 10 名に対し、予備調査を行

った14。その際、調査内容に対して、被験者から、「設問の数が多く、負担を感じる」、「断

わりの理由（例えば、お金がない、事情があるなど）を具体的に指定してほしい」などの

意見があった。また、断わるときに用いる文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり

度を 7 段階で評定してもらったが15、この評定は複雑で分かりにくいという意見もあった。

そこで、本調査では、被験者の負担を軽減するため、重要度が低い設問を減らし、評定を

5 段階にした。しかし、断わりの理由は具体的に指定をすると、断わり方が極度に偏る可

能性があるため、特に、指定はしなかった。 

 

2.3.2    調査内容 

2.3.2.1  「言語表現レベルのポライトネス調査」 

2.3.2.1.1  調査内容の概要 

 

「言語表現レベルのポライトネス調査」では、相手との上下関係を考慮した 2 つの断わ

りの場面（学生 A が教官の依頼を断わる場面と学生 A が友人の依頼を断わる場面）を設定

し、日本語母語話者には各場面で学生 A が用いた「ノダ」文、「中途終了文」、「行ケナイ」

文、「行カナイ」文の印象を次の「ポライトネスの軸」で 5 段階の評定をするように指示

した。同様に、韓国語母語話者には韓国語の「것 같다(geos gata)」文、「中途終了文」、「行

ケナイ」文、「行カナイ」文の印象を「ポライトネスの軸」で評定するように指示した。各

軸は 1 を 低とし、5 を 高とする。得られた評定値の順位値を求め、文のタイプによっ

て順位値に有意差が見られるかについて有意差検定を行った。データの解析方法に関して

                                                  
14 日本人学生、韓国人学生は全員が筑波大学の学生である。 
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は 2.3.4 節「データの解析方法」で後述する。以下、左側は「ポライトネスの軸」で、右

側は「ポライトネスの軸」を調査票において数字のスケールとして表したものである。 

 

「配慮の軸」       配慮しない      １ ２ ３ ４ ５    配慮する 

「間接性の軸」     直接的な         １ ２ ３ ４ ５    間接的な   

「親近感の軸」      親近感を示さない   １ ２ ３ ４ ５    親近感を示す 

「距離の軸」        距離を置かない     １ ２ ３ ４ ５    距離を置く 

「改まりの軸」      改まっていない     １ ２ ３ ４ ５     改まった 

 

調査票には上記の 5 つの「ポライトネスの軸」のそれぞれについて、次のような説明を

示した。「配慮の軸」については、相手を傷つけないように も配慮することを 5 とし、

も配慮しないことを 1 とするという説明を示した。「間接性の軸」については断わる意

思を もストレートに伝えることを 1 とし、断わる意思を も婉曲的に伝えることを 5 と

するとした。「親近感の軸」については も親近感を示さないことを 1 とし、 も親近感

を示すことを 5 とした。「距離の軸」については も距離を置かないことを 1 とし、 も

距離を置くことを 5 とした。「改まりの軸」については、 も改まっていないことを 1 と

し、 も改まったことを 5 とするという説明を示した。以下、「配慮の軸」で評定された

数値を配慮度、「間接性の軸」で評定された数値を間接度、「親近感の軸」で評定された数

値を親近度、「距離の軸」で評定された数値を距離度、「改まりの軸」で評定された数値を

改まり度とする。「言語表現レベルのポライトネス調査」で挙げたすべての調査項目を、以

下の表１にまとめて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
15 1～7 の数字を示し、当てはまると思う数字に○をつけるよう指示した。 
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表 1  調査項目 
教官の引っ越しの手伝いを断わる場面 友人の引っ越しの手伝いを断わる場面 

①「その日は用事がありまして、行けません」   

②「その日は用事がありますので」 

③「その日は用事がありまして、行きません」 

④「その日は用事がありますので、行けないんで

す」 

⑤「その日は用事がありまして」 

⑥「その日は用事がありますから、行きません」 

⑦「その日は用事がありまして、行けないんです」

⑧「その日は用事がありますから、行けません」 

⑨「その日は用事がありますので、行きません」 

⑩「その日は用事がありますから、行けないんで

す」 

⑪「その日は用事がありますので、行けません」 

⑫「その日は用事がありますから」 

①「その日は用事があるので、行けない」 

②「その日は用事があるので、行かない」 

③「その日は用事があるから」 

④「その日は用事があって、行けないんだ」 

⑤「その日は用事があるので」 

⑥「その日は用事があるので、行けないんだ」 

⑦「その日は用事があって、行けない」 

⑧「その日は用事があるから、行かない」 

⑨「その日は用事があって」 

⑩「その日は用事があるから、行けない」 

⑪「その日は用事があって、行かない」 

⑫「その日は用事があるから、行けないんだ」 

教官の引っ越しの手伝いを断わる場面 友人の引っ越しの手伝いを断わる場面 

① 「그날은 일이 있어서 못 갑니다」 
(その日は用事がある+接続語尾｢어서(eoseo)｣＋
行 け な い ＋ 終 結 語 尾「ㅂ니다(bnida) 」〔＋

RESPECT, ＋FORMAL Speech Level〕) 
② 「그날은 일이 있어서 안 가요」 
(その日は用事がある＋接続語尾｢어서(eoseo)｣
＋ 行 か な い ＋ 終 結 語 尾 「 아요(ayo) 」〔＋

RESPECT, －FORMAL Speech Level〕) 
③「그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아요」 
(その日は用事がある＋接続語尾｢어서(eoseo)｣
＋行けない＋「것 같다(geos gata)」＋終結語

尾「아요(ayo)」〔＋RESPECT, －FORMAL 
Speech Level〕) 
④「그날은 일이 있어서요」 
(その日は用事がある＋接続語尾｢어서(eoseo)｣
＋「요(yo)」) 
⑤「그날은 일이 있어서 안 갑니다」 
(その日は用事がある＋接続語尾｢어서(eoseo)｣
＋行かない＋終結語尾「ㅂ니다(bnida)」〔＋

RESPECT, ＋FORMAL Speech Level〕) 
⑥「그날은 일이 있어서 못 가요」 
(その日は用事がある＋接続語尾｢어서(eoseo)｣
＋ 行 け な い ＋ 終 結 語 尾 「 아요(ayo) 」〔＋

RESPECT, －FORMAL Speech Level〕) 
⑦「그날은 일이 있어서 못 갈 것 같습니다 
」( そ の 日 は 用 事 が あ る ＋ 接 続 語 尾

｢ 어서(eoseo) ｣＋行 け な い ＋「것 같다(geos 
gata)」＋終結語尾「습니다(seubnida)」〔＋

RESPECT, ＋FORMAL Speech Level〕) 

①「그날은 일이 있어서 못 가」 
（その日は用事がある＋接続語尾｢어서(eoseo)｣
＋行けない＋終結語尾｢아(a)」 

〔－RESPECT, ＋FORMAL Speech Level〕） 
②「그날은 일이 있어서 안 가」 
（その日は用事がある＋接続語尾｢어서(eoseo)｣
＋行かない＋終結語尾｢아(a)｣ 
〔－RESPECT, ＋FORMAL Speech Level〕） 
③「그날은 일이 있어서」 
(その日は用事がある＋接続語尾｢어서(eoseo)｣) 
④「그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아」 
(その日は用事がある＋接続語尾｢어서(eoseo)｣
＋行けない＋「것 같다(geos gata)」＋終結語

尾｢아(a)｣〔－RESPECT, ＋FORMAL Speech 
Level〕) 
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表 1 の調査項目では、日本語の 4 タイプの文（「ノダ」文、「行ケナイ」文、「行カナイ」

文、「中途終了文」）と 3 つの接続助詞（「テ」、「ノデ」、「カラ」）を組み合わせた 12 項目

を、2 つの場面－「学生 A が教官からの研究室の引越しの手伝いの依頼を断わる場面」お

よび「学生 A が友人からの引越しの手伝いの依頼を断わる場面」－で設定した。スピーチ

レベルは教官に対する場面ではデスマス体を用い、友人に対する場面ではダ体を用いた。 

一方、韓国語では、4 タイプの文（「것 같다(geos gata)」文、「行ケナイ」文、「行カナ

イ」文、「中途終了文」）と 1 つの接続語尾（「어서(eoseo)」）を組み合わせた項目を、日本

語と同じく 2 つの場面で設定した。韓国語のスピーチレベルは、教官に対する場面では、

格式的尊待〔＋RESPECT, ＋FORMAL〕と非格式的尊待〔＋RESPECT, －FORMAL〕

を用い、友人に対する場面では、格式的非尊待〔－RESPECT, ＋FORMAL〕を用いた16。

教官に対する場面での「것 같다(geos gata)」文、「行ケナイ」文、「行カナイ」文のスピー

チレベルは格式的尊待〔＋RESPECT, ＋FORMAL〕と非格式的尊待〔＋RESPECT, －

FORMAL〕の 2 つであるが17、「中途終了文」のスピーチレベルは非格式的尊待のみであ

るため、7 項目を設けた18。友人に対する場面での 4 タイプの文のスピーチレベルはすべ

て格式的非尊待〔－RESPECT, ＋FORMAL〕であるため、4 項目とした。 

第 3 章「文末表現とポライトネス」および第 4 章「「中途終了文」とポライトネス」で

は、まず対象とする文の主節の違いによるポライトネスの度合いの差を検証する。次に、

対象とする文の接続助詞の違いによるポライトネスの度合いの差を検証する。そして、こ

                                                  
16 서정수 SeoJeong-Su(1984)は韓国語のスピーチレベルを以下の 4 つに分類している。これは格式的尊

待〔＋RESPECT, ＋FORMAL〕、非格式的尊待〔＋RESPECT, －FORMAL〕、非格式非尊待〔－RESPECT, 
－FORMAL〕、格式的非尊待〔－RESPECT, ＋FORMAL〕である。これらの 4 つのスピーチレベルのう

ち、本研究では教官に対するスピーチレベルとして格式的尊待〔＋RESPECT, ＋FORMAL〕と非格式的

尊待〔＋RESPECT, －FORMAL〕の 2 つを設け、友人に対するスピーチレベルは格式的非尊待〔－

RESPECT, ＋FORMAL〕を設けた。韓国語では目上の教官に対して格式的尊待〔+RESPECT, 
+FORMAL〕と非格式的尊待〔＋RESPECT, －FORMAL〕の二つのスピーチレベルを用いることが可能

であるため、これらを設定した。目上が目下に対して用いるスピーチレベルである非格式非尊待〔－

RESPECT, －FORMAL〕は、本調査の場面設定にそぐわないためにはずした。 
17 韓国語のスピーチレベルの分類をめぐって、4 等分説、5 等分説、6 等分説があるが、ここでは、서 
정수(1984)の 4 等分説を取り入れ、この議論には深く立ち入らない。 
18 서상준 Seo Sang-Jun(1996)は聞き手を高く待遇しない「반말(banmal)」に「요(yo)」が結合した形を

「두루높임(durunopim)」としている。「두루높임(durunopim)」とは、「特定の状況を除いて、高く待遇

するすべての対象に用いることができるスピーチレベルである」(筆者訳。p. 57)としている。接続語尾

「어서(eoseo)」で終わる文は「반말(banmal)」に該当し、これに「요(yo)」が結合したものは、「두루높임 
(durunopim)」に該当する。서상준(1996)の「반말(banmal)」と「두루높임(durunopim)」というスピー

チレベルは、서정수 SeoJeong-Su(1984)の格式的非尊待〔－RESPECT、＋FORMAL〕と非格式的尊待

〔＋RESPECT, －FORMAL〕のそれぞれに該当する。したがって、教官に対する場面での「中途終了文」

のスピーチレベルは非格式的尊待〔＋RESPECT, －FORMAL〕になり、友人に対する場面でのそれは、

格式的非尊待〔－RESPECT, ＋FORMAL〕になる。 
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れらの結果をもとに、教官に対する場面と友人に対する場面の比較分析を行う。韓国語に

ついては、対象とする文の主節の違い、スピーチレベルの違いによるポライトネスの度合

いの差を検証する。 後にこれらを踏まえて、日韓両言語の比較分析を行う。 

 

2.3.2.1.2  調査項目の詳細 

 

2.3.2.1.1 節「調査内容の概要」の表 1 の調査項目の特徴について詳細を述べる。はじめ

に、前掲の表 1 の「学生 A が教官からの引越しの手伝いの依頼を断わる場面」を例として

取り上げ、左側に調査項目①～⑫を示し、右側に各調査項目の従属節につく接続助詞と文

のタイプの組み合わせを示す。例えば、調査項目①「その日は用事がありまして、行けま

せん」は、従属節が接続助詞「テ」で終わる「行ケナイ」文であるので、右側に「テ」＋

「行ケナイ」文のように示される。 

 

①「その日は用事がありまして、行けません」      → 接続助詞「テ」＋「行ケナイ」文 

②「その日は用事がありますので」        → 接続助詞「ノデ」 

③「その日は用事がありまして、行きません」     → 接続助詞「テ」＋「行カナイ」文 

④「その日は用事がありますので、行けないんです」 → 接続助詞「ノデ」＋「ノダ」文 

⑤「その日は用事がありまして」          → 接続助詞「テ」 

⑥「その日は用事がありますから、行きません」  → 接続助詞「カラ」＋「行カナイ」文 

⑦「その日は用事がありまして、行けないんです」   → 接続助詞「テ」＋「ノダ」文 

⑧「その日は用事がありますから、行けません」  → 接続助詞「カラ」＋「行ケナイ」文 

⑨「その日は用事がありますので、行きません」  → 接続助詞「ノデ」＋「行カナイ」文 

⑩「その日は用事がありますから、行けないんです」 → 接続助詞「カラ」＋「ノダ」文 

⑪「その日は用事がありますので、行けません」  → 接続助詞「ノデ」＋「行ケナイ」文  

⑫「その日は用事がありますから」                → 接続助詞「カラ」 

 

  上記の表現③、⑨、⑥を「行カナイ」文とし、①、⑪、⑧を「行ケナイ」文とし、⑦、

④、⑩を「ノダ」文とし、⑤、②、⑫を「中途終了文」として捉える。 初の番号の表現

は従属節末の接続助詞が「テ」であり、二番目の番号の表現は接続助詞が「ノデ」であり、

三番目の番号の表現は接続助詞が「カラ」である。スピーチレベルはすべてデスマス体で
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ある。 

次に、「学生 A が友人からの引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面」で用いた以下 12 個

の表現について、接続助詞と文のタイプの組み合わせを示す。 

 

①「その日は用事があるので、行けない」   → 接続助詞「ノデ」＋「行ケナイ」文 

②「その日は用事があるので、行かない」    → 接続助詞「ノデ」＋「行カナイ」文 

③「その日は用事があるから」              → 接続助詞「カラ」 

④「その日は用事があって、行けないんだ」  → 接続助詞「テ」＋「ノダ」文 

⑤「その日は用事があるので」              → 接続助詞「ノデ」 

⑥「その日は用事があるので、行けないんだ」→ 接続助詞「ノデ」＋「ノダ」文 

⑦「その日は用事があって、行けない」      → 接続助詞「テ」＋「行ケナイ」文 

⑧「その日は用事があるから、行かない」    → 接続助詞「カラ」＋「行カナイ」文 

⑨「その日は用事があって」             → 接続助詞「テ」 

⑩「その日は用事があるから、行けない」    → 接続助詞「カラ」＋「行ケナイ」文 

⑪「その日は用事があって、行かない」      → 接続助詞「テ」＋「行カナイ」文 

⑫「その日は用事があるから、行けないんだ」→ 接続助詞「カラ」＋「ノダ」文 

 

上記の表現⑪、②、⑧を「行カナイ」文、⑦、①、⑩を「行ケナイ」文、④、⑥、⑫を

「ノダ」文、⑨、⑤、③を「中途終了文」として捉える。 初の番号の表現は従属節末の

接続助詞が「テ」であり、二番目の番号の表現は接続助詞が「ノデ」であり、三番目の表

現は接続助詞が「カラ」である。上記の 12 個の表現の示す特徴は、前の設問のものと同

様であるが、スピーチレベルがダ体であることのみ異なる。 

  ここまでは、日本語の調査項目について述べた。以下では、韓国語の調査項目について

説明する。日本語と同様に、「教官の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面」で用いられた

韓国語の各表現の下段に接続助詞と主節の組み合わせを示す。 

 

①「그날은 일이 있어서 못 갑니다」（直訳：その日は用事があって行けません） 

→接続語尾｢어서(eoseo)｣＋行けない＋格式的尊待の終結語尾「ㅂ니다(bnida)」 

②「그날은 일이 있어서 안 가요」（直訳：その日は用事があって行きません） 

→接続語尾｢어서(eoseo)」＋行かない＋非格式的尊待の終結語尾「아요(ayo)」 
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③「그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아요」（直訳：その日は用事があって行けなさそうで

す） 

→接続語尾｢어서(eoseo)｣＋行けない＋「것 같다(geos gata)」＋非格式的尊待の終結語尾

「아요(ayo)」 

④「그날은 일이 있어서요」 

→接続語尾｢어서(eoseo)｣＋非格式的尊待を表す形態素「요(yo)」19 

⑤「그날은 일이 있어서 안 갑니다」（直訳：その日は用事があって行きません） 

→接続語尾｢어서(eoseo)｣＋行かない＋格式的尊待の終結語尾「ㅂ니다(bnida)」 

⑥「그날은 일이 있어서 못 가요」(直訳：その日は用事があって行けません) 

→接続語尾｢어서(eoseo)｣＋行けない＋非格式的尊待の終結語尾「아요(ayo)」 

⑦「그날은 일이 있어서 못 갈 것 같습니다」(直訳：その日は用事があって行けなさそう

です) 

→接続語尾 ｢어서(eoseo) ｣ ＋行けない＋「것 같다(geos gata) 」＋格式的尊待の

終結語尾「습니다(seubnida)」 

 

上記の表現②、⑤は「行カナイ」文であり、①、⑥は「行ケナイ」文である。③、⑦は

「것 같다(geos gata)」文であり、④は「中途終了文」として捉える。①、⑤、⑦のスピー

チレベルは、格式的尊待〔＋RESPECT, ＋FORMAL〕である。一方、②、③、④、⑥の

スピーチレベルは、非格式的尊待〔＋RESPECT, －FORMAL〕である。上記のすべての

表現の接続語尾は、理由を表す接続語尾「어서(eoseo)」を用いている。 

次に、「友人の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面」で用いられた韓国語の各表現の下

段に接続助詞と主節の組み合わせを示す。 

 

①「그날은 일이 있어서 못 가」(直訳：その日は用事があって行けない) 

→接続語尾｢어서(eoseo)｣＋行けない＋格式的非尊待の終結語尾｢아(a)｣ 

                                                  
19 「요(yo)」に関しては、次の 2 つの立場がある。(1)「아요(ayo)」を一つの形態素とみなす立場、(2)「요

(yo)」は、1 つの独立したものであり、聞き手に対して高く待遇する働きを持つものとしている立場であ

る。後者の立場では、「요(yo)」の品詞について見解が分かれる。特殊助詞(金鎰炳 1984)、形態素(成耆徹

1984、김용경 Gim Yong-Gyeong 1999)、接尾語(李尚馥 1976)、接尾辞(김혜숙 Gim Hye-Suk1986、金成

煥 2002)、添加語(이정애 I Jeong-Ae2002)などがある。ここでは、「요(yo)」を 1 つの独立した形態素とし

て扱う立場に従う。 
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②「그날은 일이 있어서 안 가」(直訳：その日は用事があって行かない 

→接続語尾｢어서(eoseo)」＋行かない＋格式的非尊待の終結語尾｢아(a)」 

③「그날은 일이 있어서」（直訳：その日は用事があって） 

→接続語尾｢어서(eoseo)｣ 

④「그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아」(直訳：その日は用事があって行けなさそうだ) 

→接続語尾｢어서(eoseo)｣＋行けない＋「것 같다(geos gata)」＋格式的非尊待の終結語尾

｢아(a)｣ 

  

上記の表現②は「行カナイ」文、①は「行ケナイ」文、③は「中途終了文」、④は「것 같다」

(geos gata)文として捉える。従属節は接続語尾「어서(eoseo)」を用いている。スピーチレ

ベルはすべて格式的非尊待〔－RESPECT, ＋FORMAL〕である。 

 

2.3.2.2    「談話レベルのポライトネス調査」 
 

「談話レベルのポライトネス調査」では、相手との上下関係・親疎関係を考慮した 4 つの

断わりの場面を設定した。それらの場面別に断わりの言語行動を構成する意味公式の発現

順序および使用個数に変化があるかを調査した。断わりの場面での被験者の発話を録音す

る「談話完成テスト」と上記の各場面でのポライトネスの意識を問う「断わりの場面にお

ける意識調査」を行った。ここで得られた「談話完成テスト」と「断わりの場面における

意識調査」の結果を対応させ、4 つの断わりの場面におけるポライトネスを表す意識の強弱

と各場面での意味公式の発現順序によって示される断わりの構造および意味公式の使用個

数との関連を明らかにする。以下では、「談話完成テスト」と「断わりの場面における意識

調査」の概要について順に説明していく。 

 

2.3.2.2.1  「談話完成テスト」 
 

「談話完成テスト」では、4 つの場面を文章で示し、各場面で自分ならどう断わるかを被

験者に答えてもらい、録音した。一般に「談話完成テスト」は、記述式であるが、本研究

では、発話を録音する形式で行なった。被験者に回答を書いてもらう記述式の「談話完成

テスト」は、データの質に信頼性が欠けるという問題がある。本研究では、この問題を改
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善し、状況を実際の発話場面に近づけ、できるだけ自然な答えを引き出すために、被験者

の回答を録音する形式で行なった。このテストにより日本語の発話 380 個(95 名×4 場面)

と韓国語の発話 424 個(106 名×4 場面)の計 804 個の発話を集めることができた。ここで用

いた調査票は以下の通りである。 

 

＜調査票 1＞ 

 

質問（１）この調査票には、それぞれの相手に引っ越しを頼まれる場面が 4 つあります.

それぞれの場面で、あなたならどう断るかを普段話すような言葉でお答え下さい. 

 

場面① 親しい指導教官からの研究室の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面  

  指導教官の授業が終わった後、あなたは指導教官に研究室の引っ越しの手伝いを頼まれ

ます.指導教官には日頃から学習上の指導を受けています.また、進路の相談などもする親

しい間柄です.しかし、あなたは、時間的・能力的に手伝うことが可能ですが、気が進みま

せん.あなたならどう断わりますか？  

 

＜答えを録音させてください＞ 

 

 

場面② 親しくない同じ学科の教官からの研究室の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面 

  同じ学類（研究科）の教官の授業が終わった後、あなたはその教官に研究室の引っ越し

の手伝いを頼まれます.この教官とは授業で会うだけで、普段話すこともほとんどない親し

くない間柄です.あなたは、時間的・能力的に手伝うことが可能ですが、気が進みません.

あなたならどう断わりますか？ 

 

＜答えを録音させてください＞ 
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場面③ 親しい同じ学科の友人からの引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面  

 放課後、一人暮らしをしている同じ学類／研究科の親しい友人があなたに引っ越しの手

伝いを頼んでいます.この友人は日頃ずっと一緒にいて時には悩み事も話す親しい間柄で

す.あなたは、時間的・能力的に手伝うことが可能であるが、気が進みません. 

あなたならどう断わりますか？ 

 

＜答えを録音させてください＞ 

 

 

場面④ 親しくない同じ学科の友人からの引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面 

 放課後、同じ学類／研究科の一人暮らしをしている親しくない友人があなたに引っ越し

の手伝いを頼んでいます.この友人は日頃挨拶くらい交わすそれほど親しくない間柄です.

あなたは、時間的・能力的に手伝うことが可能であるが、気が進みません. 

あなたならどう断わりますか？ 

 

＜答えを録音させてください＞ 

 

場面と関わる様々な要素の中から、「力」と「距離」という 2 つの要素を取り出し、こ

れらを組み合わせた 4 つの場面を設定した。詳細を示すと、表 2 のようになる。 

 

       表 2 「力」と「距離」の組み合わせによる場面の設定 
 力 距離 場面 
場面① 大 小   親しい指導教官に引越しの手伝いを頼まれる 
場面② 大 大   親しくない教官に引越しの手伝いを頼まれる 
場面③ 無 小   親しい友人に引越しの手伝いを頼まれる 
場面④ 無 大   親しくない友人に引越しの手伝いを頼まれる 

 

上記の 4 つの場面で頼まれた依頼を断わる理由はすべて、「時間的・能力的に可能である

が、なんとなくやりたくないから断わる」とした。相手がぶしつけに電話をしてくるセー

ルスマンや、通りすがりの人であれば、断わることはそれほど難しくない。また、どうし
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ても断わらざるを得ない場合も、断わるのにそれほどの苦労はない。しかし、今後も円満

な人間関係を維持していきたい人から、時間的・能力的に可能であることを頼まれたとき

には、断わることは難しい。このような場合に相手に対するポライトネスが もよく現れ

ると考え、これを断わる理由にした。 

録音した発話を文字化20し、意味公式に区切った例を示すと、以下のようになる21。文頭

の数字と文字は、場面番号(場面①は①)、国(日本は J、韓国は K)、性別(男性は M 、女性

は F)、被験者の通し番号を順に示したものである。 

 

(6)②JM25  すみません＜謝罪＞。その日はサークルでどうしても抜けられない用事があるの

で＜弁明＞、手伝うことはできないんです＜不可＞。申し訳ありません＜謝罪＞。 

 

(7)②KM1 교수님＜呼びかけ＞, 죄송합니다＜謝罪＞. 제가 그날 일이 있어가지고＜弁明＞  

이사를 못 도와드릴 것 같습니다＜不可＞. 죄송합니다＜謝罪＞. 

（直訳：先生、申し訳ありません。その日、用事がありまして、引越しがお手伝いできな

いようです。申し訳ありません） 

 

(6)の②JM25 の発話は＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞の 4 つの意味公式、(7)

の②KM1 の発話は＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞の 5 つの意

味公式から成る。このようにして、「談話完成テスト」の結果を、意味公式で分析する。 

 

2.3.2.2.2 「断わりの場面における意識調査」 

 

「断わりの場面における意識調査」では、「談話完成テスト」で提示された各場面に対し

てどのような意識を持っているかについて、「言語表現レベルのポライトネス調査」で用い

た 5 つの「ポライトネスの軸」で 5 段階の評定をするように被験者に指示した。調査票の

内容を以下に示す。 

                                                  
20 宇佐美(1997)の「文字化の原則」を修正したものを用いる。日本語の文の終了は、「。」にし、韓国語の

文の終了は「.」にした。聞き取れなかった声は×で表示した。周辺言語情報に関しては、沈黙のみ記す

ようにした。例えば、3 秒間沈黙が続く場合、／3 秒／と記した。また、「頭の動き」などの非言語情報は、

データを録音する現場に居合わせている筆者には観察できても、音声データそのものには現れないので、 
特に記さないようにした。 
21 付録Ⅱ「談話完成テスト」の資料を参照。  
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＜調査票 2＞ 
 

前の質問と同じ場面で、相手の依頼を断わる時のあなたの意識の度合いについて聞かせ

て下さい.以下の右側にあげたそれぞれの対について、あなたの考えに最も近いところの数

字に○をつけて下さい. 

 

 

（相手の面子を傷つけないように最も配慮する態度で断ることを 5 とし、最も配慮しない

態度で断ることを 1 とします） 

 

 

①親しい指導教官からの研究室の引っ越し

の手伝いの依頼を断わる場面     

配慮しない               配慮する 
              

     

    １   ２   ３   ４   ５ 

②親しくない同じ学科の教官からの研究室

の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面

  

   １   ２   ３   ４   ５ 

③ 親しい同じ学科の友人からの引っ越し

の手伝いの依頼を断わる場面   

    

１   ２   ３   ４   ５  

④親しくない同じ学科の友人からの引っ越

しの手伝いの依頼を断わる場面 

     

１   ２   ３   ４   ５  

 

(断る意思を最もストレートに伝える態度で断ることを 1とし、断る意思を最も婉曲的に伝

える態度で断ることを 5 とするとします) 

 

 

①親しい指導教官からの研究室の引っ越し

の手伝いの依頼を断わる場面     

直接的な               間接的な 
              

     

    １   ２   ３   ４   ５ 

②親しくない同じ学科の教官からの研究室

の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面

  

   １   ２   ３   ４   ５ 

③親しい同じ学科の友人からの引っ越しの

手伝いの依頼を断わる場面   

    

１   ２   ３   ４   ５  

④親しくない同じ学科の友人からの引っ越

しの手伝いの依頼を断わる場面 

     

１   ２   ３   ４   ５  
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（最も親近感を示さない態度で断ることを 1 とし、最も親近感を示す態度で断ることを 5

とします） 

 

 

①親しい指導教官からの研究室の引っ越し

の手伝いの依頼を断わる場面     

親近感を示さない          親近感を示す 

              

     

    １   ２   ３   ４   ５ 

②親しくない同じ学科の教官からの研究室

の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面

  

   １   ２   ３   ４   ５ 

③親しい同じ学科の友人からの引っ越しの

手伝いの依頼を断わる場面   

    

１   ２   ３   ４   ５  

④親しくない同じ学科の友人からの引っ越

しの手伝いの依頼を断わる場面 

     

１   ２   ３   ４   ５  

 

（最も距離を置かない態度で断ることを 1 とし、最も距離を置く態度で断ることを 5 とし

ます） 

 

 

①親しい指導教官からの研究室の引っ越し

の手伝いの依頼を断わる場面     

距離を置かない           距離を置く 
              

     

    １   ２   ３   ４   ５ 

②親しくない同じ学科の教官からの研究室

の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面

  

   １   ２   ３   ４   ５ 

③親しい同じ学科の友人からの引っ越しの

手伝いの依頼を断わる場面   

    

１   ２   ３   ４   ５  

④親しくない同じ学科の友人からの引っ越

しの手伝いの依頼を断わる場面 

     

１   ２   ３   ４   ５  

 

（最も改まっていない態度で断ることを 1 とし、最も改まった態度で断ることを 5 としま

す） 

 

 

①親しい指導教官からの研究室の引っ越し

の手伝いの依頼を断わる場面     

改まっていない            改まった   

     

 

    １   ２   ３   ４   ５ 

②親しくない同じ学科の教官からの研究室

の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面

  

   １   ２   ３   ４   ５ 

③親しい同じ学科の友人からの引っ越しの

手伝いの依頼を断わる場面   

    

１   ２   ３   ４   ５  

④親しくない同じ学科の友人からの引っ越

しの手伝いの依頼を断わる場面 

     

１   ２   ３   ４   ５  
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2.3.3  被験者の情報 

 

前節で述べた内容の調査票を用いて、2001 年 9 月から 2002 年 3 月の間に、日本と韓国

の大学生・大学院生を対象に本調査を行った。被験者の詳細は以下の通りである。 

 

表 3 被験者の情報 
 日本語母語話者 韓国語母語話者 

 男性 女性 男性 女性 
＜身分＞ 
大学生 
大学院生 

 
19(44.2%) 
24(55.8%) 

 
25(48.1%) 
27(51.9%) 

 
46(82.1%) 
10(17.9%) 

 
43(86%) 
7(14%) 

＜年齢＞ 
19～24 
25～29 
30 以上     

 
26(60.5%) 
13(30.2%) 
4(9.3%) 

 
38(73.1%) 
11(21.2%) 

3(5.8%) 

 
32(57.1%) 
24(42.9%) 

0(0%) 

 
41(82%) 
8(16%) 
1(2%) 

＜大学＞ 筑波大

43(100%) 
筑波大 

52(100%) 
釜山大  16(28.6%) 
釜慶大 30(53.4%) 
慶北大  9(16.1%) 

釜山大 45(90%) 
釜慶大 3(6%) 
慶北大  2(4%) 

合計 43 52 56 50 
 

被験者は日本語母語話者の日本在住の大学生・大学院生、男性 43 名、女性 52 名の計

95 名（筑波大学）である。韓国語母語話者は韓国在住の大学生と大学院生、男性 56 名、

女性 50 名の計 106 名（
ブ

釜
サン

山大学校、
キョン

慶
ブク

北大学校、
ブ

釜
キョン

慶大学校）である。日本語母語話

者と韓国語母語話者の年齢は、20 代が中心である。日本語母語話者は全員、筑波大学生で

あり、韓国語母語話者は釜山大学校(釜山)、釜慶大学校(釜山)、慶北大学校(大邱)の学生で

ある。被験者の性別や出身地域が調査結果に影響する可能性があるかもしれないが、本研

究では、分析の際、被験者の性別や出身地域は考慮に入れない。 

 

2.3.4   データの解析方法 

2.3.4.1  データの解析方法の妥当性 

 

「言語表現レベルのポライトネス調査」および「談話レベルのポライトネス調査」のう

ちの「断わりの場面における意識調査」のデータは統計処理を行った。「言語表現レベルの
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ポライトネス調査」では、被験者に以下の 5 つの「ポライトネスの軸」22を示し、断わり

の場面で用いられた言語表現から受ける印象を評定してもらった。各軸は 1～5 までの数

字で示され、各数字間が等間隔であることは保証されていないが、大小の方向を想定でき

る順序尺度である。同様に、「断わりの場面での意識調査」のデータでは、被験者に「ポラ

イトネスの軸」を示し、断わりの場面における意識を評定してもらった。本調査で用いた

5 つの「ポライトネスの軸」は以下の通りである。 

 

「配慮の軸」  ⇒   配慮しない      １ ２ ３ ４ ５    配慮する 

「間接性の軸」 ⇒   直接的な         １ ２ ３ ４ ５    間接的な   

「親近感の軸」 ⇒   親近感を示さない   １ ２ ３ ４ ５    親近感を示す 

「距離の軸」  ⇒   距離を置かない     １ ２ ３ ４ ５    距離を置く 

「改まりの軸」 ⇒   改まっていない     １ ２ ３ ４ ５     改まった 

 

したがって、本調査のデータは、対応がある順序尺度のデータである23。内田(1997)は、

順序尺度のデータを統計的に解析する以下の 3 つの立場を示し、「順序尺度のデータを解

析する立場としては、［1］の立場が も良い」(p. 194)と述べている。 

 

［1］ そのまま順序尺度のデータとして解析する。 

［2］ 順序情報を無視して、名義尺度のデータとして解析する。 

［3］ 等間隔であると仮定して（みなして）、間隔尺度のデータとして解析する24。 

 

 しかし、［3］の立場に比べ、［1］は用いられる統計手法の数が少なく、解析結果も複雑

であるため、順序尺度を間隔尺度としてみなすことが多いとしている25。 

                                                  
22 1.3 節「本研究におけるポライトネスの捉え方」を参照。 
23 対応があるデータとは、同じ対象に対して、条件を変えて何回か測定したデータである。本調査のデ

ータは、同一の被験者に対して、様々な断わりの言語表現および断わりの場面での意識を評定してもらっ

たものであるため、対応があるデータであると言える。 
24 永瀬(2001)によれば、「間隔尺度はデータ間の順序と順序の間が等間隔であるようなデータである。例

えば、温度は 0 度、1 度、2 度、3 度というように、順序が決まっていて、各温度の間が等間隔になって

いるとしている。だから、3 度－2 度＝2 度－1 度という式が成り立ち、平均も出すことができる」(p. 69)
と言う。これに対し、順序尺度はデータの間の間隔が同じである保証がないため、平均を出すことはでき

ない。つまり、3 位－2 位＝2 位－1 位という式が成り立たない。 
25 永瀬(2001)によれば、「言語研究では幅広い統計的手法が使えるため、順序尺度を間隔尺度と“みなす”

ことが多い」(p. 72)という。 
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本研究では、データに適切な統計手法を用いることに重点をおくため、［1］順序尺度の

データをそのまま順序尺度のデータとして解析する立場をとる。検定方法としては、対応

がある 3 群以上の順序尺度のデータの順位の違いを調べるために用いられるフリードマン

検定(Friedman Test)を用いた26。第 3 章では、日本語の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、

「ノダ」文（韓国語の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文）という

3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度の順位の違いがあるかを調べ

るために、フリードマン検定を用いた。同様に、第 4 章では、日本語の「行カナイ」文、

「行ケナイ」文、「中途終了文」（韓国語の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途終了文」）

という 3 タイプの文の 5 つの「ポライトネスの軸」の評定値の違いを調べた。第 5 章では、

4 つの断わりの場面での意識に関する「ポライトネスの軸」の評定値の違いを、フリード

マン検定によって調べた。 

 

2.3.4.2  データ解析の手順 

 

実際の計算には統計パッケージ27を用いたが、フリードマン検定でデータを解析する手

順の一例として、従属節が接続助詞「テ」で終わる下記の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、

「ノダ」文の配慮度に有意差があるかを調べる。 

 

③その日は用事がありまして、行きません。 

①その日は用事がありまして、行けません。   従属節が「テ」で終わる 3 タイプの文 

⑦その日は用事がありまして、行けないんです。  

（上記の文頭の番号は、表 1 による） 

 

③は「行カナイ」文、①は「行ケナイ」文、⑦は「ノダ」文であり、これらの 3 タイプ

の文は主節のみが異なる。 

被験者に上記の 3 タイプの文の配慮度を評定してもらい、フリードマン検定によって、

                                                  
26 データを順位値(データを大小の順で並べ替えたときの順位)に変換し、順位値を解析の対象とする 2
元配置分散分析のノンパラメトリック版である。フリードマン検定を使うメリットとしては、相対的な順

位を比べるので、データの質的な分析が可能なこと、分布によらないことなどが挙げられる。 
27 フリードマン検定およびスピアマンの順位相関係数は、SPSS for WINDOWS11.0 を用い、スティー

ル・ドゥワス検定による多重比較は、Kyplot4.0 を利用した。 
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そのデータ（実測値）を順位値に変換し、配慮度に有意差があるかを調べる。まず、③、

①、⑦の文に対し、各被験者が評定した配慮度（実測値）を順位値に変換する。 低の評

定値には 1 の順位値を与え、次いで低い評定値には 2 の順位値を与え、 高の評定値には

3 の順位値を与える。このように、配慮度の実測値を順位値に変換すると、以下の表 4 の

ようになる28。 

 

表 4 配慮度の実測値を順位値に変換する例 

 ③の実測値①の実測値⑦の実測値   ③の順位値①の順位値⑦の順位値

被験者 1 1 3 4 被験者 1 1 2 3 
被験者 2 2 3 3 被験者 2 1 2.5 2.5 
被験者 3 2 4 5 被験者 3 1 2 3 

実測値の和 5 10 12 順位和 3 6.5 8.5 
平均値 1.67 3.33 4 平均順位 1 2.17 2.83 

 

次に、配慮度の順位の和や平均順位（順位値の和÷被験者の人数）に有意差があるかを

示すため、フリードマン検定統計量の公式29を用いて、検定を行った。検定の結果が有意

であった場合、順位の和と平均順位が有意に異なるという意味を持つ。これを本調査のデ

ータの場合に当てはめてみると、フリードマン検定の結果が有意であった場合、全体とし

ては上記の 3 タイプの文は配慮度の順位の和と配慮度の平均順位に差があることが分かる。 

フリードマン検定の結果が有意であった場合、どの文の組み合わせ－③と①、③と⑦、

①と⑦－に違いがあるかを調べるために、多重比較を行う必要がある。ここでは、データ

が順序尺度であること、比較する文のすべての組み合わせを同時に検定できることから、

スティール・ドゥワス(Steel-Dwass)検定を用いた30。この検定により 3 つの文のすべての

組み合わせの間の配慮度に有意差が認められるかどうかを調べることができる。フリード

マン検定から得られた配慮度と、どの文の間に有意差があるかについてのスティール・ド

ゥワス検定の結果から、3 タイプの文の中で、どの文間の配慮度に有意差があるかが分か

る。 

                                                  

28 被験者 2 のように、同じ順位が 2 つある場合には、中間順位((2+3)÷2=2.5)を出す。 
29 次式により検定統計量を求める。（r=対象、c=処理、R=各処理ごとの順位の和） 

 
30 「分布の位置を表すパラメータについて群間ですべての対比較を同時に検証するための順位を用いた

多重比較法である。テューキー(Tukey)の方法のノンパラメトリック版である」(永田・吉田, 1999, p. 64)。 
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そして、3.2.3 節「軸間の相関関係」では、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「ノダ」文

に対し、被験者ごとに評定された配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度のうち、2

つの評定値間の相関関係31を調べるため、スピアマンの順位相関係数32を用いて分析を行な

った。この順位相関係数は 2 つの軸の評定値をそれぞれ順位値に変換したものであり、こ

の統計手法により文の 2 つの軸の評定値間の相関関係が明らかになる。 

 
31 内田(1996)は、「2 つの変数 x と y があるときに、x の変化にともなって、y も変化するような関係を相

関関係という。x が増えると y も増えるような関係を正の相関関係、x が増えると y は減るような関係を

負の相関関係」(p. 128)と述べている。 
32 この統計手法は、順序尺度の 2 つのデータ間の関連性を検討するために行われる。 
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第 3 章 文末表現とポライトネス 

 

 

 

2.1.1 節「文末表現「ノダ」、「것 같다(geos gata)」とポライトネス」で述べたように、

日本語の文末表現「ノダ」と韓国語の文末表現「것 같다(geos gata)」にはポライトネスと

の関連があることが予想される。本章では、質問紙調査を通じて、断わる事情を説明する

「ノダ」文は、「ノダ」のつかない「行ケナイ」文および「行カナイ」文に比べ、ポライト

ネスを表す表現であるかどうかについて分析する。また、同様に、断わりの可能性を推測

する「것 같다(geos gata)」文は、「것 같다(geos gata)」のつかない韓国語の「行ケナイ」

文および「行カナイ」文に比べ、ポライトネスを表す表現であるかどうかについても分析

する。 

 

3.1    先行研究 
3.1.1 「ノダ」の先行研究 
 

  「ノダ」に関する先行研究を大きく分けると、品詞分類上の位置づけに関する研究、意

味･用法に関する研究、談話機能に関する研究の 3 つに分けることができる。ここでは本研

究と関連のある「ノダ」の意味・用法、談話機能に関する研究を中心に述べる。 

 久野(1973)、寺村(1984)、益岡(1991)、野田(1997、2002)などによれば、「ノダ」の意味･

用法は「説明」であり、田野村(1993)によれば、「「のだ」の基本的な機能は、あることが

らの〈〈背後の事情〉〉を表すこと」(p. 36)であるという。 

 マクグロイン･H･直美(1984)によれば、「談話では話し手が「のです」を使うことによっ

て、話し手、聞き手の一方だけが知っている情報を、あたかも共有の情報であるかのよう

に言う」(p. 255)という。そして、「情報が話し手にとって既知の情報である場合には、「の

です」の使用は、結果的に、その情報を強調することになり、相手により強い印象を与え

たい、相手を会話の場の中に引き込みたいという話し手の気持ちをしばしば反映する」(p. 

255)と述べている。McGloin(1983)は、「「のです」は聞き手と情報を共有しているかのよ

うに見せかけたり、聞き手に対する親しさを表したりすることができる非常に創造的な「ポ
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ライトネス・ストラテジー」である」(p. 143)と述べている1。 

 

3.1.2  「것 같다(geos gata)」の先行研究 

 

「것 같다(geos gata) 」については、「主体推測のモダリティ」 (김동욱 Gim 

Dong-Ug2000) 2、「推定」(구연미 Gu Yeon-Mi1992)、「推測」（전나영 Jeon Na-Yeng 

1999）、「擬似判断」（이기종 Lee Gi-Jong1996）、「情報の不確実性を示す表現、または、

聞き手の体面を守る表現」(이한규 Lee Han-Gyu2001)などの定義がなされている。従来の

研究は「것 같다(geos gata)」の文法的・意味的な特徴や他の文末表現との意味の類似点お

よび相違点の比較を中心に行なわれたものが多い。しかし、ポライトネスの観点から分析

をした研究は少ない。 

  전나영 Jeon Na-Yeng (1999)は、「「것 같다(geos gata)」が一人称の主語の文に用いら

れるのは、話し手自身の意志とは関係なく結果が変わる可能性がある状況を推測するとき

に限定される」(p. 173)としている。また、「「것 같다(geos gata)」は自分の推測について

確信の度合いが低いので、自分の推測している内容と反対の状況が起きかねないという可

能性を示している」(p. 173)とも述べている3。 

  이한규 Lee Han-Gyu(2001)は Horn(1984, 1989)の Q 原理と R 原理に基づいて「것 

같(geos gat)」の語用論的な意味を分析している4。Q 原理に基づき、「것 같(geos gat)」を用

いると、話し手が発話内容についてよく知らないという Q 含意が導かれる。R 原理に基づ

き、話し手は聞き手の体面を守るために、意図的に弱い表現である「것 같(geos gat)」を用

いる。聞き手は話し手の努力を理解し、話し手の発話を断定的な意味として捉えることに

より R 含意が導かれると述べている。 

                                                        
1 McGloin(1983)は「のです」は文のタイプや状況に応じて、無礼になり得ることも指摘し、下記の例に

おける「のですから」の使用は、「聞き手がルールを知っていなければならないが、それを守らなかった

ことを仄めかしているため、この情報を知らない人に「のですから」を用いると、叱責の含意を表す」と

している。 
 (i)図書室の本は持ち出してはいけないことになっているんですから、図書室以外では使わないようにし

てください。                          (筆者訳。McGloin, 1983, 143-144) 
2 김동욱 Gim Dong-Ug(2000)は、「主体推測とは判断の最終的な責任が話し手自身にあることを暗々裏

に認める態度を示すことである」(筆者訳。p. 182)と述べている。 
3 筆者訳による。 
4 Horn(1984, 1989)は Grice の公理の中で質の公理以外の公理と下位公理を Q 原理と R 原理に分けて諸

言語現象を説明している。Q 原理は「聞き手が理解できるように十分な量の情報を提供せよ(Say as much 
as you can)」である。R 原理は「必要以上に言うな(Say no more than you must)」である。この 2 つの

対話原理によって導かれるものが Q 含意と R 含意である。 
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(8) 네가 잘못했어. (直訳：君が間違っているよ。) 

(君が間違っている+終結語尾｢어(eo)｣) 

(9) 네가 잘못한 것 같아. (直訳：君が間違っているようだ。) 

(君が間違っている＋「것 같(geos gat)」＋終結語尾｢아(a)｣) 

(筆者訳。이한규 Lee Han-Gyu, 2001, p. 286) 

 

(8)のように断定的な表現を用いると、聞き手の誤りが確実であり、話し手はそのような

誤りをしないという優位な立場にあることを仄めかすことになり、聞き手の体面が傷つけ

られるという。しかし、(9)のような弱い表現である「것 같(geos gat)」を用いることで、

断定を避けることができ、話し手の判断が誤っている可能性があると含意することによっ

て、聞き手の体面を傷つけることを軽減することができる。聞き手の体面を守ろうとする

話し手の努力を理解する聞き手は、(9)を(8)の意味として捉える。 

 

3.2「言語表現レベルのポライトネス調査」の結果分析および考察 
3.2.1     日本語の 3タイプの文の比較分析 

3.2.1.1    教官に対する場面  

3.2.1.1.1 主節の違いによる結果分析および考察 
 

2.3.2.1 節「言語表現レベルのポライトネス調査」で取り上げた調査項目のうち、ここで

は従属節については「テ」、「ノデ」、「カラ」の 3 つ、主節については「行カナイ」文、「行

ケナイ」文、「ノダ」文の 3 つをそれぞれ組み合わせ、合計 9 つの文を取り上げる。以下で

は、9 つの文を主節の違いによって 3 つのグループに分ける。すなわち、従属節が「テ」、

「ノデ」、「カラ」で終わる「行カナイ」文を「行カナイ」文グループと呼び、従属節が「テ」、

「ノデ」、「カラ」で終わる「行ケナイ」文を「行ケナイ」文グループと呼び、従属節が「テ」、

「ノデ」、「カラ」で終わる「ノダ」文を「ノダ」文グループと呼ぶ。この節では、この 3

グループ間の「ポライトネスの軸」の評定値を比較分析する。下記の文頭の番号は、表 1

（45 頁を参照）による。 
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③「その日は用事がありまして、行きません」 

⑨「その日は用事がありますので、行きません」  「行カナイ」文グループ 

⑥「その日は用事がありますから、行きません」 

 

①「その日は用事がありまして、行けません」 

⑪「その日は用事がありますので、行けません」  「行ケナイ」文グループ 

⑧「その日は用事がありますから、行けません」 

 

⑦「その日は用事がありまして、行けないんです」 

④「その日は用事がありますので、行けないんです」  「ノダ」文グループ 

⑩「その日は用事がありますから、行けないんです」 

 

上記の 3 グループ間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に有意差があるかど

うかを検証するために、フリードマン検定(Friedman Test)を行った。その結果を次の表 5

および図 2 に示した5。 

 

表 5 フリードマン検定による日本語の 3 グループ間の比較（教官に対する場面） 

グループ 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文グループ 

「行ケナイ」文グループ 

「ノダ」文グループ 

 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率6 

有意差判定

1.11 

2.31 

2.58 

396.270

2 

.000 
*** 

1.23 

2.21 

2.56 

345.029

2 

.000 
*** 

1.34 

1.92 

2.74 

322.539

2 

.000 
*** 

1.77 

2.35 

1.88 

66.291 

2 

.000 
*** 

1.36 

2.46 

2.18 

209.358

2 

.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

                                                        
5 順序値は最小 1、最大 3 であるため、左側の目盛りは 1～3 になっている。 
6 有意確率(p value)とは、統計的仮説検定において、帰無仮説のもとで得られた検定統計量が実現する確

率のことである。これを上記の表 5 のデータに当てはめると、帰無仮説とは、3 グループ間の配慮度、間

接度、親近度、距離度、改まり度に差がないということである。この帰無仮説のもとで得られた検定統計

量が実現する有意確率(P 値)は 0.001 より小さいため、0.1%水準で有意になる。これは、すなわち、表 5
の結果が、0.1%（1/1000）以下の確率で起こるという意味である。したがって、表 5 の結果は偶然の結果

ではなく、むしろ、なんらかの偶然ではない原因が働いたと考えることができる。 
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1.11
1.23

1.34

1.77

1.36

2.31
2.21

1.92

2.35
2.46

2.58 2.56

2.74

1.88

2.18

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文グルー
プ

「行ケナイ」文グルー
プ

「ノダ」文グループ

 

  図 2 フリードマン検定による日本語の 3 グループの平均順位（教官に対する場面） 

 

表 5 に示したように、3 グループ間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に有

意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 3 クルー

プ間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、どのグループ間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に有意差がある

かを調べるため、スティール・ドゥワス検定による多重比較法を用いた。3 グループの各々

の組み合わせでの検定統計量、有意確率、有意差の判定結果を示すと、次のような表 6 に

なる。 

 

表 6 多重比較による日本語の 3 グループ間の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度 
「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

      有意確率 
有意差の判定 

-17.13 
.000 
*** 

-13.881
.000 
*** 

-10.94 
.000 
*** 

-7.507 
.000 
*** 

-14.507 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-17.944
.000 
*** 

-16.356
.000 
*** 

-16.521
.000 
*** 

-2.305 
.055 
－ 

-11.038 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-4.034 
.000 
*** 

-4.573 
.000 
*** 

-12.442
.000 
*** 

5.891 
.000 
*** 

4.915 
.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

「行カナイ」文と「行ケナイ」文、「行ケナイ」文と「ノダ」文は、0.1%水準で 5 つの
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軸の評定値に有意差があることが認められた(p<=0.001)。「行カナイ」文と「ノダ」文は、

0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=0.001)。

距離度には有意差がなかった。 

図 2 および表 6 を見ると、配慮度、間接度、親近度は、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、

「ノダ」文の順に高くなっていることが分かる。距離度は、「行カナイ」文＝「ノダ」文、

「行ケナイ」文の順に高くなっている。ここで「＝」は有意差がないことを示す。改まり

度は、「行カナイ」文、「ノダ」文、「行ケナイ」文の順に高くなっている。 

「行カナイ」文は距離度のみにおいて「ノダ」文との有意差がないものの、「行ケナイ」

文および「ノダ」文と比べ、配慮度、間接度、親近度、改まり度が低い傾向がある。1.3

節「本研究におけるポライトネスの捉え方」で述べたように、「配慮の軸」は、会話参加者

のフェイスの保持に配慮するという Brown & Levinson(1987)の「ポライトネスの普遍的原

則」を包括的に評価する軸である。そのため、「配慮の軸」によって測定された配慮度が高

いということは、会話参加者のフェイスを守るポライトネスの普遍的な原則の度合いが高

いことを意味する。「間接性の軸」、「親近感の軸」、「距離の軸」は、Brown & Levinson(1987)

のポライトネスを表す具体的なストラテジー、すなわち、「オフ・レコード」、「ポジティ

ブ・ポライトネス」、「ネガティブ・ポライトネス」のそれぞれを評価するための軸である。

また、「改まりの軸」は「わきまえのポライトネス」を評価するための軸である。「行カナ

イ」文は「ノダ」文および「行ケナイ」文と比べ、配慮度、間接度、親近度、改まり度が

高いため、会話参加者のフェイスを傷つけないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原

則」、間接的に言う「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、改ま

りを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高いと言える。したがって、「行カナイ」

文は「ノダ」文および「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが低い表現であると考え

られる。この結果の理由は次のように考えることができる。「行カナイ」文は断わる旨を自

分の意志としてあからさまに伝達する表現であるため、事情によってやむを得ず断わらざ

るを得ないことを示す「行ケナイ」文および「ノダ」文よりポライトネスの度合いが低く

評定されたと考えられる。 

「行カナイ」文の場合、距離度以外の軸の評定値は低くなっているのに対し、距離度に

のみ「ノダ」文との有意差がなかった。「行カナイ」文は距離度が高いので、「ネガティブ・

ポライトネス」の度合いが高いと言えるだろうか。Holtgraves & Yang(1990)は依頼の場

面で Brown & Levinson(1987)のストラテジーがポライトであると知覚される程度をアメ
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リカ人と韓国人の被験者に評定させ、分析した研究であるが、この研究では、「最もポライ

トではないストラテジーは最も距離があると認知された」(p. 727)と述べられている7。「行

カナイ」文は「ノダ」文および「行ケナイ」文に比べ、配慮度、間接度、親近度、改まり

度が低いため、全体としてはポライトネスの度合いが低い表現であるにもかかわらず、他

の評定値に比べ、距離度だけ相対的に高くなっており、「ノダ」文との違いはない。このこ

とからポライトネスの度合いが低い「行カナイ」文は距離が大きく評価されるという点を

確認することができる。 

ここで考えなければならない問題は、距離を置くか否かを評価する「距離の軸」は「ネ

ガティブ・ポライトネス」を評価する軸として適切であるかどうかということである。「距

離の軸」の曖昧な定義と被験者の誤解を招くような調査票の提示方法が影響している可能

性がある。1.3 節で述べたように、距離とは Brown & Levinson(1987)の「社会的距離(social 

distance)」のことを指している。Brown & Levinson(1987)によれば「「社会的距離」とは、

話し手と聞き手に対称的な社会的次元で、相互作用の頻度や交換される物質・非物質の種

類に基づくものである」(p. 76-77)と言う。例えば、相互作用の頻度や交換される物質・非

物質がほとんどない初対面の人、顔見知りの人に対しては社会的距離が大きくなるが、友

人に対しては社会的距離が小さくなる。しかし、「相互作用の頻度や交換される物質・非物

質の種類」とは何かということが明確に述べられていないため、Brown & Levinson(1987)

の「社会的距離」には相手との接触頻度が少ないことから感じられる距離と、相手のこと

を好ましく思わないなどの心情的な距離の両方が含まれている可能性がある8。したがって、

Brown & Levinson(1987)の「社会的距離」の定義をより明確にする必要があると考えら

れる。本調査を行うときには、上記の Brown & Levinson(1987)の定義は被験者の混乱を

招く可能性があると考えられたので、「距離の軸」について距離を置くか否かを示すという

説明を示した。しかし、被験者は距離を置くという言葉から、上記の 2 つの意味やそれ以

外の意味、例えば、目上の者に対してなれなれしい態度をとらず、失礼にならないような

距離という意味を読み取ったかもしれない。このような要因が本調査のデータに反映され、

ポライトネスの度合いが低い「行カナイ」文の距離度が高くなっているのではないか。「行

カナイ」文に関しては、全体としてポライトネスの度合いが低いのに、距離度のみ高いと

                                                        
7 筆者訳による。 
8 Brown & Levinson(1987)の「社会的距離」における「交換される非物質」というものを、相手のこと

を好ましく思わないなどの心情として捉えた場合、心情的な距離が含まれていると解釈できると思われる。 
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いう理由で、「ネガティブ・ポライトネス」の度合いが必ずしも高いとは言えない。また、

「ノダ」文と「行カナイ」文の距離度は共に低くなっており、この 2 つの文の距離度には

有意差がないという結果が出ているが、この 2 つの文が示す距離には違いがあるかもしれ

ない。 

そのため、「ノダ」文と「行カナイ」文の距離度に有意差がないことに関しては、他の軸

の結果も同時に考慮する必要性があると考えられる。例えば、その可能性の 1 つとして次

のようなことが考えられる。「ノダ」文は配慮度、親近度が高いため、会話参加者のフェイ

スの保持に配慮し、親近感を強く示す表現であると言える。このことから、「ノダ」文の距

離度が低いことは、配慮や親近感を強く示した相手に対し、相手のことを好ましく思わな

いなどの心情的な距離を置かないことを示しているのではないかと考えられる。一方、「行

カナイ」文は配慮度、親近度が低いため、会話参加者のフェイスの保持にほとんど配慮を

せず、親近感を示さない表現であると言える。このことから、「行カナイ」文の距離度が低

いことは、配慮や親近感をほとんど示さない相手に対し、失礼にならない距離を置くこと

をしないことを示していると考えられる。 

次に、双方とも「ポライトネスの軸」の評定値が高かった「ノダ」文と「行ケナイ」文

を比較すると、「ノダ」文は「行ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度は高いが、距離度、

改まり度は低くなっている。そのため、全体としてはどちらがよりポライトな表現である

とは明確に言い切れないが、ポライトネスの 5 つの側面から個別に見ていくと、「ノダ」文

は「行ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度が高いため、会話参加者のフェイスを傷つ

けないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に言う「オフ・レコード」、

親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが高い表現であると言える。これに

対し、「行ケナイ」文は「ノダ」文より距離度、改まり度が高くなっているため、距離を置

く「ネガティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高

い表現であると言える。 

「ノダ」文において親近度が高いと評定されたことについては、以下のように考えるこ

とができる。McGloin(1983)は「のです」は聞き手と情報を共有しているかのように提示

することによって共感を作り上げたり、聞き手に対する親しさを表したりするポライトネ

ス・ストラテジーであるとしている。断わりの聞き手は自分の依頼が受諾されることを想

定して依頼するため、断わることは聞き手は知らない情報とみなされる。話し手は聞き手

とその情報を共有しているかのように提示し、話の中に聞き手を引き込むことで、親近感
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を表すことができると考えられる。 

「行ケナイ」文の距離度が高く評定されたことについては、次のように考えることがで

きる。先行研究の可能表現の否定文についての「動作主体の期待(意志)はあくまで動作を

実行することであり、その実現が何らかの条件によって阻まれることを表す」(渋谷, 1993, 

p. 237)という指摘を踏まえると、断わりの場面における可能表現の否定文の使用は、自分

の意志とは関係ない原因により、実現できないことを表し、断わる行為から自分の意志を

排除することになる。これによって相手と自分との間に距離が置かれ、距離度が高く評定

されたと考えられる。「行ケナイ」文は「ノダ」文より改まり度も高く評定されたが、その

理由は 3.2.3 節「軸間の相関関係」の結果を踏まえた 3.2.4 節「日韓両言語の比較および考

察」で述べる。 

 

3.2.1.1.2 従属節末の接続助詞の違いによる結果分析および考察 

 
前節では、従属節末の接続助詞の違いを考慮せず、主節の違いに焦点を当てて分析した

が、この節では、接続助詞「テ」、「ノデ」、「カラ」それぞれにおいて、3 タイプの文の「ポ

ライトネスの軸」の評定値に有意差があるかを中心に分析する。はじめに、従属節が「テ」

で終わる 3 タイプの「ポライトネスの軸」の評定値、つまり、配慮度、間接度、親近度、

距離度、改まり度に有意差があるかどうかを検証するため、フリードマン検定を行った。

その結果を次の表 7 および図 3 に示す。 

 

表 7  フリードマン検定による「テ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

従属節が「テ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

③「その日は用事がありまして行きません」

①「その日は用事がありまして行けません」

⑦「その日は用事がありまして行けないん

です」 

 

平均順位

平均順位

平均順位

Chi-Square

df 

有意確率

有意差判定

1.12

2.30

2.58

129.95

2 

.000
*** 

1.25

2.23

2.52

106.047

2 

.000
*** 

1.35 

1.88 

2.76 

108.396 

2 

.000 
*** 

1.78 

2.37 

1.85 

23.348 

2 

.000 
*** 

1.31 

2.52 

2.17 

83.395

2 

.000 
*** 

 ***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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1.12
1.25

1.35

1.78

1.31

2.3 2.23

1.88

2.37
2.522.58 2.52

2.76

1.85

2.17

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

③「行カナイ」文

①「行ケナイ」文

⑦「ノダ」文

 

図 3 フリードマン検定による「テ」で終わる 3 タイプの文の平均順位 

（教官に対する場面） 

 

表 7 に示したように、3 タイプの文の間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度

に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 3 タ

イプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、3 タイプの文のどの組み合わせ―「行カナイ」文と「行ケナイ」文、「行カナイ」

文と「ノダ」文、「行ケナイ」文と「ノダ」文―に有意差があるかを検証するためにスティ

ール・ドゥワス(Steel-Dwass)検定による多重比較法を用いた。3 タイプの文の各々の組み合

わせでの検定統計量、有意確率、有意差の判定結果を示すと、表 8 のようになる。 

 

表 8 多重比較による「テ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.853 
.000 
*** 

-7.472 
.000 
*** 

-5.851 
.000 
*** 

-4.582 
.000 
*** 

-9.316 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-10.214
.000 
*** 

-9.358 
.000 
*** 

-9.464 
.000 
*** 

-1.222 
.440 
－ 

-7.076 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs. 「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-2.234 
.066 
－ 

-2.560 
.028 

* 

-7.411 
.000 
*** 

3.604 
.000 
*** 

3.282 
.003 
** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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従属節が「テ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で 5 つの「ポラ

イトネスの軸」の評定値に有意差があることが認められた(p<=.001)。「行カナイ」文と「ノ

ダ」文は、距離度には有意差が認められなかったが、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、

改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。「行ケナイ」文と「ノダ」文は、0.1%

水準で親近度、距離度に有意差があり(p<=.001)、1%水準で改まり度に有意差があり(p<=.01)、

5%水準で間接度に有意差があることが認められた(p<=.05)。一方、配慮度には有意差が認

められなかった。 

図 3 および表 8 を見ると、配慮度は「行カナイ」文、「ノダ」文＝「行ケナイ」文の順

に高くなっている。間接度、親近度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「ノダ」文の順に

高くなっている。距離度は「行カナイ」文＝「ノダ」文、「行ケナイ」文の順に高くなって

いる。改まり度は「行カナイ」文、「ノダ」文、「行ケナイ」文の順に高くなっている。 

「行カナイ」文は距離度のみにおいて「ノダ」文との有意差はないものの、「ノダ」文お

よび「行ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度、改まり度が低い傾向があるため、会話

参加者のフェイスを傷つけないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に言

う「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わき

まえのポライトネス」の度合いが低いと言える。したがって、「行カナイ」文は「ノダ」文

および「行ケナイ」文に比べ、ポライトネスの度合いが低い表現であると考えられる。 

次に、「ノダ」文と「行ケナイ」文を比較すると、間接度、親近度は「ノダ」文が「行ケ

ナイ」文より高いが、距離度と改まり度は「行ケナイ」文が高いことが分かる。また、配

慮度には有意差がない。そのため、「ノダ」文と「行ケナイ」文のどちらがよりポライトで

あるか、明確には言い切れないが、ポライトネスの 5 つの側面から個別に見ていくと、「ノ

ダ」文は間接的に言う「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」の

度合いが高いのに対し、「行ケナイ」文は距離を置く「ネガティブ・ポライトネス」、改ま

りを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高いと言える。 

次に、従属節が接続助詞「ノデ」で終わる 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距

離度、改まり度に有意差があるか否かを検証するためにフリードマン検定を行い、その結

果を下記の表 9 および図 4 に示す。 
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表 9 フリードマン検定による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

従属節が「ノデ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度
⑨「その日は用事がありますので行きません」

⑪「その日は用事がありますので行けません 

④「その日は用事がありますので行けないんで

す」 

 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率

有意差判定

1.08 

2.34 

2.57 

138.454

2 

.000 
*** 

1.22 

2.27 

2.52 

113.927

2 

.000 
*** 

1.31 

1.99 

2.70 

106.914 

2 

.000 
*** 

1.76 

2.35 

1.89 

22.515 

2 

.000 
*** 

1.35 

2.47 

2.18 

72.550

2 

.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

1.08
1.22

1.31

1.76

1.35

2.34 2.27

1.99

2.35
2.47

2.57 2.52

2.7

1.89

2.18

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

⑨「行カナイ」文

①「行ケナイ」文

④「ノダ」文

 

図 4 フリードマン検定による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の平均順位 

（教官に対する場面） 

  

表 9 に示したように、「ノデ」で終わる 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、

改まり度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。したがって、全体とし

ては 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、3 タイプの文の各々の組み合わせに有意差があるかをスティール・ドゥワス検

定で検証し、検定統計量、有意確率、有意差の判定結果を次の表 10 に示す。 
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 表 10 多重比較による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-10.267
.000 
*** 

-8.317 
.000 
*** 

-7.080 
.000 
*** 

-4.331 
.000 
*** 

-8.493 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-10.522
.000 
*** 

-9.342 
.000 
*** 

-9.628 
.000 
*** 

-1.184 
.463 
－ 

-6.106 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-2.428 
.040 

* 

-2.293 
.057 
－ 

-6.329 
.000 
*** 

3.800 
.000 
*** 

3.119 
.005 
** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

「ノデ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で 5 つの「ポライトネ

スの軸」の評定値に有意差があることが認められた(p<=.001)。「行カナイ」文と「ノダ」

文は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度に有意差があることが認められた

(p<=.001)。距離度には有意差がなかった。「行ケナイ」文と「ノダ」文は、0.1%水準で親

近度、距離度に有意差があり(p<=.001)、1%水準で改まり度に有意差があり、5%水準で配

慮度に有意差があることが認められた(p<=.01)。間接度には有意差がなかった。 

図 4 および表 10 を見ると、配慮度、親近度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「ノダ」

文の順に高くなっている。間接度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文＝「ノダ」文の順に高

くなっている。距離度は「行カナイ」文＝「ノダ」文、「行ケナイ」文の順に高くなってお

り、改まり度は「行カナイ」文、「ノダ」文、「行ケナイ」文の順に高くなっている。 

「行カナイ」文は距離度において「ノダ」文との有意差はないものの、「ノダ」文および

「行ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度、改まり度が低いため、会話参加者のフェイ

スを傷つけないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に言う「オフ・レコ

ード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、距離を置く「ネガティブ・ポライト

ネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが低い傾向がある。したがって、

「行カナイ」文は「ノダ」文および「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが低い表現

であると考えられる。 

次に、「ノダ」文と「行ケナイ」文を比較すると、前者は配慮度、親近度が高いが、後者

は距離度、改まり度が高いことが分かる。したがって、「ノダ」文と「行ケナイ」文のどち

らがよりポライトであると明確には言い切れないところがあるが、ポライトネスの 5 つの
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側面から個別に見ていくと、「ノダ」文は会話参加者のフェイスを守ることに配慮する「ポ

ライトネスの普遍的原則」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが高く、

「行ケナイ」文は距離を置く「ネガティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポ

ライトネス」の度合いが高いと言える。 

 次に、接続助詞「カラ」で終わる 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改

まり度に有意差があるかどうかを検証するためにフリードマン検定を行い、その結果を下

記の表 11 および図 5 に示した。 

 

表 11 フリードマン検定による「カラ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

従属節が「カラ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度
⑥「その日は用事がありますから行きません」 

⑧「その日は用事がありますから行けません」 

⑩「その日は用事がありますから行けないんで

す」 

 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

    df 

有意確率

有意差判定

1.12

2.28

2.59

135.323

2 

.000
*** 

1.24

2.17

2.58

115.749

2 

.000
*** 

1.35 

1.87 

2.78 

111.670 

2 

.000 
*** 

1.76 

2.32 

1.92 

19.492 

2 

.000 
*** 

1.43 

2.38 

2.18 

56.931

2 

.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

1.12
1.24

1.35

1.76

1.43

2.28
2.17

1.87

2.32 2.38

2.59 2.58

2.78

1.92

2.18

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

⑥「行カナイ」文

⑧「行ケナイ」文

⑩「ノダ」文

図 5 フリードマン検定による「カラ」で終わる 3 タイプの文の平均順位 

（教官に対する場面） 

 

表 11 に示したように、「カラ」で終わる 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離

度、改まり度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(P<=0.001)。したがって、全
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体としては 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言え

る。 

さらに、3 タイプの文のどの組み合わせに有意差があるかをスティール・ドゥワス検定

で検証した。検定統計量、有意確率、有意差の判定結果を次の表 12 に示す。 

 

 表 12 多重比較による「カラ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-9.548 
.000 
*** 

-8.225 
.000 
*** 

-5.9 
.000 
*** 

-4.11 
.000 
*** 

-7.35 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-10.347 
.000 
*** 

-9.587 
.000 
*** 

-9.487 
.000 
*** 

-1.662 
.220 
－ 

-6.019 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-2.577 
.027 

* 

-3.079 
.006 
** 

-7.846 
.000 
*** 

2.723 
.018 

* 

2.18 
.075 
－ 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

従属節が「カラ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で 5 つの「ポ

ライトネスの軸」の評定値に有意差があることが認められた(p<=.001)。「行カナイ」文と

「ノダ」文を比較すると、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度に有意差がある

ことが認められた(p<=.001)。距離度には有意差が認められなかった。「ノダ」文と「行ケ

ナイ」文は、0.1%水準で親近度、1%水準で間接度、5%水準で配慮度、距離度に有意差が

あることが認められた。改まり度には有意差がなかった。 

図 5 および表 12 を見ると、配慮度、間接度、親近度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、

「ノダ」文の順に高くなっている。しかし、距離度は「行カナイ」文＝「ノダ」文、「行ケ

ナイ」文の順に高くなっており、改まり度は「行カナイ」文、「ノダ」文＝「行ケナイ」文

の順に高くなっている。 

「行カナイ」文は距離度において「ノダ」文との有意差はないものの、「ノダ」文および

「行ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度、改まり度が低い傾向があるため、会話参加

者のフェイスを傷つけないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に言う「オ

フ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえの

ポライトネス」の度合いが低いと言える。したがって、「行カナイ」文は「ノダ」文および
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「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが低い表現であると考えられる。 

次に、「ノダ」文と「行ケナイ」文を比較すると、「ノダ」文と「行ケナイ」文のどちら

がよりポライトであるか単純には決められないところがあるが、ポライトネスの 5 つの側

面から個別に見ていくと、「ノダ」文は「行ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度が高い

ため、会話参加者のフェイスを守ることに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的

に言う「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが高いと

言える。これに対し、「行ケナイ」文は「ノダ」文より距離度、改まり度が高いので、距離

を置く「ネガティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合い

が高いと言える。 

「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「ノダ」文の調査結

果をまとめると、「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「行ケナイ」文および「ノダ」文は、「行

カナイ」文より配慮度、間接度、親近度、改まり度が高くなっているので、よりポライト

ネスの度合いが高い表現であると考えられる（図 3 および表 8、図 4 および表 10、図 5 お

よび表 12 を参照）。それに対し、「行カナイ」文と「行ケナイ」文の組み合わせ、「行カナ

イ」文と「ノダ」文の組み合わせの結果は、従属節末の接続助詞の違いによる有意差が見

られなかった。このことから、3 タイプの文の主節の違いの方が接続助詞の違いよりポラ

イトネスの評定に影響を与えているということが分かる。この理由は次のように考えるこ

とができる。従属節末にどのような接続助詞がつこうと、外部の条件などによって相手の

意に沿えないことを示す「行ケナイ」文および「ノダ」文は、断わることを自分の意志と

して伝える「行カナイ」文よりポライトであることに変わりがないため、従属節末の接続

助詞によるポライトネスの評定値に影響がなかったと考えられる。 

一方、従属節が「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「行ケナイ」文と「ノダ」文を比較す

ると、「ノダ」文は「行ケナイ」文より親近度が高いのに対し、「行ケナイ」文は「ノダ」

文より距離度が高いという共通点が見られる。しかし、配慮度、間接度、改まり度に関し

ては、従属節末の接続助詞による相違点が見られる。「テ」で終わる「ノダ」文は「行ケナ

イ」文より間接度が高くなっているが、改まり度は低くなっている。また、「ノデ」で終わ

る「ノダ」文は「行ケナイ」文より配慮度が高くなっているが、改まり度は低くなってい

る。また「カラ」で終わる「ノダ」文は「行ケナイ」文より配慮度、間接度が高くなって

いるが、改まり度には有意差がなかった。前述したように、「行ケナイ」文と「ノダ」文は

どれがポライトネスの度合いが高い表現であるか明確に言い切れないところがある。した

 76



                                                                           第 3 章 

がって、ポライトネスの度合いの差が微妙な場合には、従属節末の接続助詞の違いによる

影響をより受けやすくなると考えられる。 

 

3.2.1.2   友人に対する場面  

3.2.1.2.1 主節の違いによる結果分析および考察 
 

友人に対する場面における以下の 3 グループ間の「ポライトネスの軸」の評定値に違い

があるかどうかを検証するため、フリードマン検定(Friedman Test)を行なった。その検定結

果を次の表 13 および図 6 に示す。文の番号は表 1（45 頁を参照）による。 

 

⑪「その日は用事があって、行かない」 

②「その日は用事があるので、行かない」  「行カナイ」文グループ 

⑧「その日は用事があるから、行かない」 

 

⑦「その日は用事があって、行けない」 

①「その日は用事があるので、行けない」  「行ケナイ」文グループ 

⑩「その日は用事があるから、行けない」 

 

④「その日は用事があって、行けないんだ」 

⑥「その日は用事があるので、行けないんだ」 「ノダ」文グループ 

⑫「その日は用事があるから、行けないんだ」 

 

表 13 フリードマン検定による日本語の 3 グループ間の比較（友人に対する場面） 

グループ 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文グループ 

「行ケナイ」文グループ 

「ノダ」文グループ 

 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

1.09 

2.11 

2.81 

471.139

2 

.000 

*** 

1.19 

2.17 

2.65 

391.235

2 

.000 

*** 

1.28 

1.99 

2.73 

334.811

2 

.000 

*** 

2.02 

2.11 

1.87 

10.216 

2 

.000 

*** 

1.44 

2.26 

2.30 

160.048

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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1.09
1.19

1.28

2.02

1.44

2.11 2.17

1.99
2.11

2.26

2.81
2.65

2.73

1.87

2.3

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文グ
ループ

「行ケナイ」文グ
ループ

「ノダ」文グループ

 
図 6 フリードマン検定による日本語の 3 グループの平均順位（友人に対する場面） 

 

表 13 に示したように、「行カナイ」文グループと「行ケナイ」文グループと「ノダ」文

グループの配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に有意差があることが 0.1％水準

で認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 3 グループの配慮度、間接度、親近度、

距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、どのグループ間に有意差があるかをスティール・ドゥワス検定による多重比較

で検証した。検定統計量、有意確率、有意差の判定結果を示すと、表 14 のようになる。 

 

表 14 多重比較による日本語の 3 グループ間の比較（友人に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-7.316 
.000 
*** 

-15.800 
.000 
*** 

-11.920 
.000 
*** 

-0.836 
.681 
－ 

-10.809 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-20.796
.000 
*** 

-18.049 
.000 
*** 

-17.504 
.000 
*** 

2.351 
.049 

* 

-10.497 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs. 「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-12.505
.000 
*** 

-6.798 
.000 
*** 

-12.600 
.000 
*** 

4.596 
.000 
*** 

-0.432 
.902 
－ 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

「行カナイ」文グループと「行ケナイ」文グループは、0.1%水準で配慮度、間接度、親
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近度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。距離度には有意差がなかった。

「行カナイ」文グループと「ノダ」文グループは、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、

改まり度に有意差があり(p<=.001)、5%水準で距離度に有意差があることが認められた

(p<=.05)。「行ケナイ」文グループと「ノダ」文グループは、0.1%水準で配慮度、間接度、

親近度、距離度に有意差があることが認められた(p<=.001)。改まり度には有意差がなかっ

た。 

 図 6 および表 14 を見ると、配慮度、間接度、親近度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、

「ノダ」文の順に高くなっていることが分かる。しかし、距離度は「ノダ」文、「行カナイ」

文＝「行ケナイ」文の順に高くなっている。改まり度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文＝

「ノダ」文の順に高くなっている。 

「行カナイ」文は距離度のみにおいて「行ケナイ」文との有意差はないものの、「ノダ」

文および「行ケナイ」文に比べ、配慮度、間接度、親近度、改まり度が低いため、会話参

加者のフェイスを傷つけないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に言う

「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきま

えのポライトネス」の度合いが低いと言える。このことから、「行カナイ」文は「ノダ」文

および「行ケナイ」文に比べ、ポライトネスの度合いが低い表現であると考えられる。「行

カナイ」文は断わる旨を自分の意志として伝達する表現であるため、事情によってやむを

得ず断わらざるを得ないことを示す「行ケナイ」文および「ノダ」文よりポライトネスの

度合いが低く評定されたと考えられる。「行カナイ」文が「ノダ」文より距離度が高いこと

は、3.2.1.1.1 節「主節の違いによる結果分析および考察」で述べたように、「距離の軸」の

曖昧な定義と被験者の誤解を招くような調査票の提示方法が原因として考えられる。 

次に、双方とも「ポライトネスの軸」の評定値が高かった「ノダ」文と「行ケナイ」文

を比較すると、「ノダ」文は「行ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度が高いため、会話

参加者のフェイスを傷つけないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に言

う「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」が高いと言える。これ

に対し、「行ケナイ」文は「ノダ」文より距離度が高いため、距離を置く「ネガティブ・ポ

ライトネス」の度合いが高いが、改まり度には有意差がないため、改まりを示す「わきま

えのポライトネス」の度合いに差がないと言える。したがって、全体としては、「ノダ」文

の方が「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。 

「ノダ」文において親近度が高いと評定されたことについては、「ノダ」を使用すること
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によって話し手は聞き手とその情報を共有しているかのように提示し、話の中に聞き手を

引き込むことで、親近感を持つことができると考えられる。 

「行ケナイ」文の距離度が高く評定されたことについては、3.2.1.1.1 節「主節の違いに

よる結果分析および考察」で述べたように、先行研究を参考にすると、断わりの場面にお

ける可能表現の否定文の使用は、自分の意志とは関係ない原因により、実現できないこと

を表し、断わるという行為から自分の意志を排除することになる。これによって断わる行

為と自分との間に距離が置かれ、距離度が高く評定されたと考えられる。 

 

3.2.1.2.2  従属節末の接続助詞の違いによる結果分析および考察 
 

従属節が「テ」で終わる「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「ノダ」文の配慮度、間接度、

親近度、距離度、改まり度に有意差があるかどうかを検証するためにフリードマン検定を

行った。その結果を以下の表 15 および図 7 に示す。 

 

表 15 フリードマン検定による「テ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

従属節が「テ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

⑪「その日は用事があって行かない」 

⑦「その日は用事があって行けない」 

④「その日は用事があって行けないんだ」

 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率

有意差判定

1.09

2.05

2.85

162.110

2 

.000

*** 

1.25

2.08

2.67

120.767

2 

.000

*** 

1.26 

1.94 

2.80 

128.287 

2 

.000 

*** 

2.09 

2.02 

1.88 

2.851 

2 

.240 

－ 

1.55 

2.18 

2.27 

37.869

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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1.09
1.25 1.26

2.09

1.55

2.05 2.08
1.94 2.02

2.18

2.85
2.67

2.8

1.88

2.27

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

⑪「行カナイ」文

⑦「行ケナイ」文

④「ノダ」文

 

図 7 フリードマン検定による「テ」で終わる 3 タイプの文の平均順位 

（友人に対する場面） 

 

表 15 に示したように、従属節が「テ」で終わる 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近

度、改まり度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。一方、距離度には

有意差がなかった。したがって、全体としては 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、

改まり度に差があると言える。 

さらに、3 タイプの文のどの組み合わせの配慮度、間接度、親近度、改まり度に差があ

るかをスティール・ドゥワス検定による多重比較で検証した9。その結果を次の表 16 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 フリードマン検定の結果が有意であった場合、多重比較を行うため、距離度については多重比較を行わ

なかった。 
 

 81



                                                                           第 3 章 

 表 16 多重比較による「テ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 改まり度 
「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.790 
.000 
*** 

-8.213 
.000 
*** 

-6.948 
.000 
*** 

-5.341 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「ノダ」文 
有意差の判定 

-12.097
.000 
*** 

-10.416 
.000 
*** 

-10.528 
.000 
*** 

-5.747 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs. 「ノダ」文 
有意差の判定 

-7.991 
.000 
*** 

-4.803 
.000 
*** 

-7.868 
.000 
*** 

-1.016 
.567 
－ 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

 従属節が「テ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1％水準で配慮度、間接

度、親近度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。「行カナイ」文と「ノ

ダ」文も 0.1％水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度に有意差があることが認められ

た(p<=.001)。「行ケナイ」文と「ノダ」文を比較すると、0.1%水準で配慮度、間接度、親

近度に有意差があることが認められた(p<=.001)。改まり度には有意差がなかった。 

図 7 および表 16 を見ると、配慮度、間接度、親近度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、

「ノダ」文の順に高くなっている。改まり度は、「行カナイ」文、「行ケナイ」文＝「ノダ」

文の順に高くなっている。一方、距離度に関しては、3 タイプの文の有意差はなかった。 

「行カナイ」文は「ノダ」文および「行ケナイ」文に比べ、距離度には有意差がないも

のの、配慮度、間接度、親近度、改まり度が低いため、会話参加者のフェイスを傷つけな

いことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に言う「オフ・レコード」、親近

感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合

いが低いと言える。このことから、「行カナイ」文は「ノダ」文および「行ケナイ」文より

ポライトネスの度合いが低い表現であると考えられる。 

次に、「ノダ」文と「行ケナイ」文を比較すると、「ノダ」文は「行ケナイ」文より配慮

度、間接度、親近度が高いので、会話参加者のフェイスを傷つけないことに配慮する「ポ

ライトネスの普遍的原則」、間接的に言う「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・

ポライトネス」の度合いが高いと言える。一方、距離度、改まり度には有意差がないため、

距離を置く「ネガティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度

合いには有意差がない。したがって、全体としては、「ノダ」文は「行ケナイ」文よりポラ

イトネスの度合いが高い表現であると考えられる。 
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 次に、従属節が接続助詞「ノデ」で終わる文のフリードマン検定の結果を、以下の表 17

および図 8 に示す。 

 

表 17 フリードマン検定による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 
従属節が「ノデ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

②「その日は用事があるので行かない」 

①「その日は用事があるので行けない」 

⑥「その日は用事があるので行けないん

だ」 

 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率

有意差判定

1.09 

2.13 

2.78 

156.863

2 

.000 

*** 

1.16

2.26

2.57

131.331

2 

.000

*** 

1.30 

2.01 

2.69 

104.506 

2 

.000 

*** 

1.96 

2.16 

1.87 

5.526 

2 

.063 

－ 

1.43 

2.33 

2.24 

56.854

2 

.000 

** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

1.09
1.16

1.3

1.96

1.43

2.13
2.26

2.01
2.16

2.33

2.78

2.57
2.69

1.87

2.24

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文

「行ケナイ」文

「ノダ」文

 
     図 8 フリードマン検定による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の平均順位 

（友人に対する場面） 

 

表 17 に示したように、従属節が「ノデ」で終わる 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近

度、改まり度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。一方、距離度には

有意差がなかった。したがって、全体としては 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、

改まり度に差があると言える。 

さらに、3 タイプの文のそれぞれの組み合わせに有意差があるかをスティール・ドゥワ

ス検定による多重比較で検証した。その結果を次の表 18 に示す。 
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表 18 多重比較による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 改まり度 
「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.568 
.000 
*** 

-9.069 
.000 
*** 

-6.622 
.000 
*** 

-6.242 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-11.878
.000 
*** 

-10.017 
.000 
*** 

-9.597 
.000 
*** 

-5.785 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs. 「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-6.685 
.000 
*** 

-2.751 
.016 

* 

-6.211 
.000 
*** 

0.633 
.802 
－ 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

 従属節が「ノデ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間

接度、親近度、改まり度に有意差が認められた(p=<.001)。同様に、「行カナイ」文と「ノ

ダ」文も 0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度に有意差があることが認められた

(p=<.001)。「ノダ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、親近度に有意差があり

(p<=.001)、5%水準で間接度に有意差があることが認められた(p<=.05)。改まり度には有

意差がなかった。 

図 8 および表 18 を見ると、配慮度、間接度、親近度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、

「ノダ」文の順に高くなっていることが分かる。改まり度は「行カナイ」文、「ノダ」文＝

「行ケナイ」文の順に高くなっている。一方、距離度は 3 タイプの文の違いがない。 

「行カナイ」文は「ノダ」文および「行ケナイ」文に比べ、距離度には違いがないもの

の、配慮度、間接度、親近度、改まり度が低いため、会話参加者のフェイスを傷つけない

ことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に言う「オフ・レコード」、親近感

を示す「ポジティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合い

が低いと言える。したがって、「行カナイ」文は「ノダ」文および「行ケナイ」文に比べ、

ポライトネスの度合いが低い表現であると考えられる。 

次に、「ノダ」文と「行ケナイ」文を比較すると、「ノダ」文は「行ケナイ」文より配慮

度、間接度、親近度が高いため、会話参加者のフェイスの保持に配慮する「ポライトネス

の普遍的原則」、間接的に言う「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライト

ネス」の度合いが高いと言える。しかし、両者の距離度、改まり度には差がないため、距
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離を置く「ネガティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合

いには違いがないと言える。したがって、全体としては、「ノダ」文の方が「行ケナイ」文

よりポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。 

 次に、従属節が接続助詞「カラ」で終わる文のフリードマン検定の結果を、以下の表 19

および図 9 に示す。 

 

表 19 フリードマン検定による「カラ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

従属節が「カラ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

⑧「その日は用事があるから行かない」 

⑩「その日は用事があるから行けない」 

⑫「その日は用事があるから行けないん

だ」 

 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

    df 

有意確率

有意差判定

1.07 

2.14 

2.79 

159.320

2 

.000 

*** 

1.14

2.17

2.68

143.273

2 

.000

*** 

1.29 

1.94 

2.77 

115.929 

2 

.000 

*** 

2.00 

2.16 

1.84 

6.240 

2 

.044 

* 

1.39 

2.32 

2.29 

62.816

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

1.07 1.14
1.29

2

1.39

2.14 2.17

1.94

2.16
2.32

2.79
2.68

2.77

1.84

2.29

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文

「行ケナイ」文

「ノダ」文

 

図 9 フリードマン検定による「カラ」で終わる 3 タイプの文の平均順位 

（友人に対する場面） 

 

 表 19 に示したように、「カラ」で終わる 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、改ま

り度に有意差があることが 0.1％水準で認められ(p<=.001)、距離度に有意差があることが

5%水準で認められた(p<=.05)。したがって、全体としては 3 タイプの文の配慮度、間接度、

親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、3 タイプの文のどの組み合わせに有意差があるかをスティール・ドゥワス検定
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による多重比較で検証した。その結果を次の表 20 に示す。 

 

表 20 多重比較による「カラ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-10.601
.000 
*** 

-10.080 
.000 
*** 

-7.091 
.000 
*** 

-0.724 
.749 
－ 

-7.370 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-11.986
.000 
*** 

-10.758 
.000 
*** 

-10.254 
.000 
*** 

1.634 
.231 
－ 

-6.707 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs. 「ノダ」文 
有意確率 

有意差の判定 

-6.922 
.000 
*** 

-4.248 
.000 
*** 

-8.022 
.000 
*** 

3.642 
.000 
*** 

-0.178 
.983 
－ 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

従属節が「カラ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間

接度、親近度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。距離度には有意差が

なかった。「行カナイ」文と「ノダ」文も 0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度

に有意差があることが認められた(p<=.001)。距離度には有意差がなかった。「ノダ」文と

「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、距離度に有意差があることが認

められた(p<=.001)。改まり度には有意差がなかった。 

図 9 および表 20 を見ると、配慮度、間接度、親近度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、

「ノダ」文の順に高くなっていることが分かる。距離度に関しては「ノダ」文と「行カナ

イ」文の間、「行カナイ」文と「行ケナイ」文の間には有意差がないが、「ノダ」文と「行

ケナイ」文の間には、有意差があった。改まり度は「行カナイ」文、「ノダ」文＝「行ケナ

イ」文の順に高くなっている。 

「行カナイ」文は「ノダ」文および「行ケナイ」文との距離度には違いがないものの、

「ノダ」文および「行ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度、改まり度が低いため、会

話参加者のフェイスを傷つけないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に

言う「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わ

きまえのポライトネス」の度合いが低いと言える。したがって、「行カナイ」文は「ノダ」

文および「行ケナイ」文に比べ、ポライトネスの度合いが低い表現であると考えられる。 

次に、「ノダ」文と「行ケナイ」文を比べてみると、「ノダ」文は「行ケナイ」文より配
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慮度、間接度、親近度が高いため、会話参加者のフェイスの保持に配慮する「ポライトネ

スの普遍的原則」、間接的に表現する「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポ

ライトネス」の度合いが高いと言える。これに対し、「行ケナイ」文は「ノダ」文より距離

度が高いため、距離を置く「ネガティブ・ポライトネス」の度合いが高いと言える。また、

両者の改まり度には差がないため、場面に応じて改まりを示す「わきまえのポライトネス」

の度合いには有意差がなかった。したがって、全体としては、「ノダ」文の方が「行ケナイ」

文よりポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。 

従属節が「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる友人に対する場面における 3 タイプの文の結

果をまとめると（図 7 および表 16、図 8 および表 18、図 9 および表 20 を参照）、「行カナ

イ」文は「行ケナイ」文および「ノダ」文と比べ、距離度には有意差が見られないものの、

配慮度、間接度、親近度、改まり度が低いため、「ポライトネスの普遍的原則」、「オフ・レ

コード」、「ポジティブ・ポライトネス」、「わきまえのポライトネス」の度合いが低いと言

える。したがって、全体としては「行カナイ」文は「行ケナイ」文および「ノダ」文より

ポライトネスの度合いが低い表現であると考えられる。ここでは、従属節末の接続助詞の

違いによって 3 タイプの文のポライトネスの評定値に差は見られなかった。このことから、

3 タイプの文の主節の違いの方が接続助詞の違いよりポライトネスの評定値に影響を与え

ていると考えられる。この理由は次のように考えることができる。どのような接続助詞が

つこうと、自分の意志ではなく、外部の条件などによって相手の意に応じることが実行不

可能であることを示す「行ケナイ」文および「ノダ」文は、行かないことを自分の意志と

して直接的に伝達する「行カナイ」文よりポライトであることには変わりがないことから、

接続助詞の違いによる影響はほとんどなかったと考えられる。 

一方、従属節が「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「ノダ」文は、「行ケナイ」文より配慮

度、間接度、親近度が高く、改まり度には有意差がないという 2 点が共通している。それ

に対し、相違点としては「テ」、「ノデ」で終わる「ノダ」文と「行ケナイ」文の距離度に

有意差がないが、「カラ」で終わる「行ケナイ」文は「ノダ」文より距離度が高いという点

がある。距離度は従属節末の接続助詞の違いによる差があるものの、配慮度、間接度、親

近度、改まり度は接続助詞の違いによるポライトネスの評定値に違いがなかった。このこ

とから、3 タイプの文のポライトネスの評定値に接続助詞の違いはそれほど影響を与えず、

主節の違いの方がポライトネスの評定値に影響を与えていると考えられる。 
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3.2.1.3 場面間の比較および考察 
 

 ここまで教官と友人の依頼を断わる場面での結果をそれぞれ見てきたが、ここでは、2

つの場面間の比較をしてみた。「行カナイ」文は距離度に有意差がない場合があるものの、

「ノダ」文および「行ケナイ」文と比べ、配慮度、間接度、親近度、改まり度が低いため、

全体としてはポライトネスの度合いが低い表現であるという結果が得られた（図 2 および

表 6、図 3 および表 8、図 4 および表 10、図 5 および表 12、図 6 および表 14、図 7 および

表 16、図 8 および表 18、図 9 および表 20 を参照）。したがって、「行カナイ」文を「ノダ」

文および「行ケナイ」文と比較すると、場面による差がほとんどないと考えられる。 

ただし、「ノダ」文と「行ケナイ」文では、場面による差が見られる。教官に対する場面

における「ノダ」文と「行ケナイ」文を比較すると、従属節末の接続助詞による違いは若

干見られるものの、概ね、「ノダ」文は「行ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度は高く

なっているのに対し、距離度、改まり度は低くなっている（図 2 および表 6、図 3 および

表 8、図 4 および表 10、図 5 および表 12 を参照）。友人に対する場面では、「ノダ」は「行

ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度が高くなっている点は共通している。しかし、こ

の 2 つの文の距離度、改まり度の差が縮まる傾向がある。具体的に言えば、距離度に関し

ては有意差がない場合があり、改まり度に関しては有意差はなくなっている。 

以上のことをまとめると、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「ノダ」文という 3 タイプの

文の間の配慮度、間接度、親近度は場面による違いがほとんど見られない。しかし、距離

度、改まり度は場面による違いがある。したがって、距離度、改まり度は場面による影響

を受けやすいことが分かる。ここから、「ネガティブ・ポライトネス」と「わきまえのポラ

イトネス」は場面の影響を受けやすいと言える。教官に対する場面では、「行カナイ」文と

「ノダ」文の距離度に有意差がなく、友人に対する場面では、3 タイプの文の距離度の差

がない場合もある。この理由としては 3.2.1.1.1 節「主節の違いによる結果分析および考察」

で述べたように、「距離の軸」の曖昧な定義と被験者の誤解を招くような調査票の提示が考

えられる。ただ、「行カナイ」文と「ノダ」文、または、3 タイプの文の距離度に有意差が

なくてもそれぞれの文の表す距離の意味には違いがあるかもしれない。また、教官に対す

る場面では、「行ケナイ」文は「ノダ」文より改まり度が高いのに対し、友人に対する場面

では、これらの有意差がない。これは主節における述部の形の違いによる影響ではないか

と考えられる。教官に対する場面における「行ケナイ」文は「～ません」の形（以下、「ま
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せん」形）で終わり、「ノダ」文は「～ない＋んです」の形（以下、「ない」形）で終わる。

福島・上原(2001)によれば、「「ません」形は丁寧体の使用される状況の中でもより改まり

度が高い状況で用いられる」(p. 16)と言う。そのため、教官に対する場面では、「ません」

形である「行ケナイ」文の方が「ない」形の「ノダ」文より改まり度が高くなっていると

考えられる。一方、友人に対する場面では、「行ケナイ」文と「ノダ」文の両方が「ない」

形であるため、改まり度に有意差がなかったと考えられる。寺村(1984)にも指摘があるよ

うに、動詞の否定形の丁寧な形は「～ません」の方が普通で、「～ないです」はあまり用い

られない。そのため、教官に対する場面における「行ケナイ」文を「ない」形ではなく、

「ません」形で終わる文にしたが、これが改まり度の結果に影響を与えている原因なのか

もしれない。 

 

3.2.2       韓国語の 3 タイプの文の比較分析 

3.2.2.1     教官に対する場面  

3.2.2.1.1    主節の違いによる結果分析および考察 

 
2.3.2.1.1 節「調査内容の概要」で述べたように、本研究では、教官の依頼を断わる場面

における韓国語のスピーチレベルとして格式的尊待〔＋RESPECT, ＋FORMAL〕と非格式

的尊待〔＋RESPECT, －FORMAL〕を設定し、友人に対する場面におけるスピーチレベル

として格式的非尊待〔－RESPECT, ＋FORMAL〕を設定した。ここでは、教官に対する場

面での格式的尊待のスピーチレベル（以下、格式的尊待とする）の文、非格式的尊待のス

ピーチレベル（以下、非格式的尊待とする）の文を、主節の違いによって次のようにグル

ープ別にまとめる。下記の文の番号は、表 1（45 頁を参照）による。 

 

⑤「그날은 일이 있어서 안 갑니다」  

 （格式的尊待の「行カナイ」文）   「行カナイ」文グループ 

②「그날은 일이 있어서 안 가요」 

（非格式的尊待の「行カナイ」文） 
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①「그날은 일이 있어서 못 갑니다」  

（格式的尊待の「行ケナイ」文）   「行ケナイ」文グループ 

⑥「그날은 일이 있어서 못 가요」 

（非格式的尊待の「行ケナイ」文） 

 

⑦「그날은 일이 있어서 못 갈 것 같습니다」  

（格式的尊待の「것 같다(geos gata)」文）   「것 같다(geos gata)」文グループ 

③「그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아요」 

（非格式的尊待の「것 같다(geos gata)」文） 

 

上記の 3 グループ間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に有意差があるかど

うかを検証するため、フリードマン検定を行った。その結果を次の表 21 および図 10 に示

す。 

 

表 21 フリードマン検定による韓国語の 3 グループ間の比較（教官に対する場面） 

グループ 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文グループ 

「行ケナイ」文グループ 

「것 같다」文グループ 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

1.13 

1.94 

2.93 

369.775

2 

.000 

*** 

1.27 

1.85 

2.88 

317.415

2 

.000 

*** 

1.35 

1.94 

2.70 

216.960

2 

.000 

*** 

1.76 

2.00 

2.24 

27.846 

2 

.000 

*** 

1.28 

2.01 

2.72 

244.979

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 90



                                                                           第 3 章 

2.93 2.88
2.7

2.24

2.72

1.94
1.85

1.94 2 2.01

1.13
1.27

1.35

1.76

1.28

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「것 같다」文グ
ループ

「行ケナイ」文グルー
プ

「行カナイ」文グルー
プ

図 10 フリードマン検定による韓国語の 3 グループの平均順位 

（教官に対する場面） 

 

表 21 に示したように、3 グループ間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に有

意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 3 タイプ

の文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、スティール・ドゥワス検定による多重比較法を用い、3 グループのどの組み合

わせに有意差があるかを調べた。各々の組み合わせでの検定統計量、有意確率、有意差の

判定結果を示すと、以下の表 22 のようになる。 

 

表 22 多重比較による韓国語の 3 グループ間の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-12.504
.000 
*** 

-8.744 
.000 
*** 

-8.131 
.000 
*** 

-2.952 
.009 
** 

-9.657 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「것 같다」文

有意確率 
有意差の判定 

-18.179
.000 
*** 

-16.918 
.000 
*** 

-14.463 
.000 
*** 

-6.020 
.000 
*** 

-15.900 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「것 같다」文

有意確率 
有意差の判定 

-14.547
.000 
*** 

-12.377 
.000 
*** 

-10.563 
.000 
*** 

-4.052 
.000 
*** 

-11.032 
.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度に

有意差があり(p<=.001)、1%水準で距離度に有意差があることが認められた(p<=.01)。「行カ

ナイ」文と「것 같다(geos gata)」文は、0.1%水準で 5 つの軸の評定値に有意差があるこ

とが認められた(p<=.001)。「行ケナイ」文と「것 같다(geos gata)」文も 0.1%水準で 5 つの

軸の評定値に有意差があることが認められた(p<=.001)。  

 図 10 および表 22 を見ると、配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度は「行カナイ」

文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に高くなっていることが分かる。そのた

め、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に、会話参加者のフェイ

スを傷つけないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に表現する「オフ・

レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、距離を置く「ネガティブ・ポラ

イトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高いと言える。したがっ

て、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順にポライトネスの度合い

が高い表現であると考えられる。この理由として次のようなことが考えられる。相手の意

に沿えないことを露骨に表し、それを自分の意志として伝達する「行カナイ」文は、事情

により断わらざるを得ないことを示す「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが低い表

現である。「것 같다(geos gata)」文は「行ケナイ」文に文末表現「것 같다(geos gata)」の

ついている形である。先行研究では、「것 같다(geos gata)」文について「自分の推測して

いる内容と反対の状況が起きかねないという可能性を示している」（전나영 Jeon Nayeng , 

1999, p. 173）、聞き手の体面を守るために断定を避ける表現（이한규 Lee Hangyu, 2001, 

p. 289）という指摘がある。相手の意に沿えない可能性があることを示し、断わる旨を間

接的に伝達する「것 같다(geos gata)」文は、「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが

高い表現であると評定されたと考えられる。 

 

3.2.2.1.2  スピーチレベルの違いによる結果分析および考察 
 

ここでは、スピーチレベルによって「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」 

文の「ポライトネスの軸」の評定値に違いがあるかを比較する。この 3 タイプの文は、す

べて従属節が接続語尾「어서(eoseo)」で終わるため、接続語尾の違いによる分析は行わな

い。2 つのスピーチレベルのうち、格式的尊待の 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、

距離度、改まり度に差があるかどうかを検証するためにフリードマン検定を行った。その
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結果を次の表 23 および図 11 に示した。 

 

表 23 フリードマン検定による格式的尊待の 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

格式的尊待 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

⑤「그날은 일이 있어서 안갑니다」  
「行カナイ」文 
① 「그날은 일이 있어서 못갑니다」 
「行ケナイ」文 
⑦「그날은 일이 있어서 못 갈 것

같습니다」  

「것 같다(geos gata)」文 

平均順位

 

平均順位

 

平均順位

Chi-Square

df 

有意確率

有意差判定

1.15

 

1.90

 

2.95

184.489

2 

.000
*** 

1.39

 

1.75

 

2.86

142.477

2 

.000
*** 

1.42 

 

1.86 

 

2.72 

111.427 

2 

.000 
*** 

1.69 

 

1.97 

 

2.33 

26.351 

2 

.000 
*** 

1.18 

 

1.95 

 

2.87 

172.325

2 

.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

2.95
2.86

2.72

2.33

2.87

1.9
1.75

1.86
1.97 1.95

1.15

1.39 1.42

1.69

1.18
1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「것 같다」文

「行ケナイ」文

「行カナイ」文

 

図 11 フリードマン検定による格式的尊待の 3 タイプの文の平均順位 

（教官に対する場面） 

 

 表 23 に示したように、格式的尊待の 3 タイプの文の間の配慮度、間接度、親近度、距

離度、改まり度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。したがって、全

体としては 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言え

る。 

さらに、3 タイプの文のどの組み合わせに有意差があるかをスティール・ドゥワス検定
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による多重比較で検証した。3 タイプの文の各々の組み合わせでの検定統計量、有意確率、

有意差の判定結果を示すと、以下の表 24 のようになる。 

 

表 24 多重比較による格式的尊待の 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs. 「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-8.391 
.000 
*** 

-4.262 
.000 
*** 

-5.034 
.000 
*** 

-2.821 
.013 

* 

-7.89 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs. 「것 같다」文 
有意確率 

有意差の判定 

-13.146
.000 
*** 

-11.448
.000 
*** 

-9.432 
.000 
*** 

-5.258 
.000 
*** 

-12.367 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs. 「것 같다」文

有意確率 
有意差の判定 

-11.294
.000 
*** 

-9.198 
.000 
*** 

-7.038 
.000 
*** 

-3.82 
.000 
*** 

-9.989 
.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

 格式的尊待の「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、

改まり度に有意差があり(p<=.001)、5%水準で距離度に有意差がある(p<=.05)。「行カナイ」

文と「것 같다(geos gata)」文は、0.1%水準で 5 つの軸の評定値に有意差があることが認め

られた(p<=.001)。同様に、「行ケナイ」文と「것 같다(geos gata)」文も 0.1%水準で 5 つの

軸の評定値に有意差があることが認められた(p<=.001)。 

 図 11 および表 24 を見ると、配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度は「行カナイ」

文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に高くなっていることが分かる。そのた

め、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に、会話参加者のフェイ

スを傷つけないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に表現する「オフ・

レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、距離を置く「ネガティブ・ポラ

イトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高い。したがって、「行

カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順にポライトネスの度合いが高い

表現であると考えられる。 

 次に、非格式的尊待の 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度につ

いて有意差があるかどうかをフリードマン検定により検証した。その結果を下記の表 25

および図 12 に示す。 
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表 25 フリードマン検定による非格式的尊待の 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

非格式的尊待スピーチレベル 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

②「그날은 일이 있어서 안가요」 

「行カナイ」文 

⑥「그날은 일이 있어서 못가요」    

「行ケナイ」文 

③「그날은 일이 있어서 못 갈 것

같아요」 

「것 같다 (geos gata)」文 

平均順位

 

平均順位

 

平均順位

Chi-Square

df 

有意確率

有意差判定

1.13

 

1.95

 

2.92

184.041

2 

.000
*** 

1.20

 

1.92

 

2.87

167.665

2 

.000
*** 

1.33 

 

1.93 

 

2.74 

121.724 

2 

.000 
*** 

1.89 

 

1.92 

 

2.19 

7.090 

2 

.029 
* 

1.33 

 

1.93 

 

2.74 

127.707

2 

.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

2.92 2.87
2.74

2.19

2.74

1.95 1.92 1.93 1.92 1.93

1.13 1.2
1.33

1.89

1.33

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「것 같다」文

「行ケナイ」文

「行カナイ」文

 

図 12 フリードマン検定による非格式的尊待の 3 タイプの文の平均順位 

（教官に対する場面） 

 

表 25 に示したように、非格式的尊待の 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、改ま

り度に有意差があることが 0.1％水準で認められ(p<=.001)、距離度に 5%水準で有意差が

あることが認められた(p<=0.05)。したがって、全体としては 3 タイプの文の配慮度、間接

度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、3 タイプの文の各々の組み合わせに有意差があるかどうかをスティール・ドゥ

ワス検定による多重比較で検証した。その結果を次の表 26 に示す。 
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 表 26 多重比較による非格式的尊待の 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.457 
.000 
*** 

-8.044 
.000 
*** 

-6.415 
.000 
*** 

-1.292 
.400 
－ 

-6.101 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs. 「것 같다」文

有意確率 
有意差の判定 

-12.873
.000 
*** 

-12.573
.000 
*** 

-10.97 
.000 
*** 

-3.546 
.001 
** 

-11.295 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs. 「것 같다」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.886 
.000 
*** 

-8.234 
.000 
*** 

-7.892 
.000 
*** 

-2.707 
.019 

* 

-7.827 
.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

非格式的尊待の「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近

度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。距離度には有意差がなかった。

「行カナイ」文と「것 같다(geos gata)」文は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改

まり度に有意差があり(p<=.001)、1%水準で距離度に有意差があることが認められた

(p<=.01)。また、「行ケナイ」文と「것 같다(geos gata)」文は、0.1%水準で配慮度、間接

度、親近度、改まり度に有意差があり(p<=.001)、5%水準で距離度に有意差があることが

認められた(p<=.05)。 

図 12 および表 26 を見ると、配慮度、間接度、親近度、改まり度は「行カナイ」文、「行

ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に高くなっていることが分かる。一方、距離度は

「行カナイ」文＝「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に高くなっている。そのた

め、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に会話参加者のフェイス

を傷つけないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に表現する「オフ・レ

コード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライ

トネス」が高くなると言える。一方、距離を置く「ネガティブ・ポライトネス」に関して

は、「行カナイ」文と「行ケナイ」文には有意差がなく、この 2 つの文は「것 같다(geos gata)」

文より「ネガティブ・ポライトネス」の度合いが低いことが分かる。したがって、全体と

しては、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順にポライトネスの度

合いが高い表現であると考えられる。 

以上では、格式的尊待と非格式的尊待という 2 つのスピーチレベルで終わる 3 タイプの

文の 5 つの「ポライトネスの軸」の評定値を比較分析した。距離度の場合、格式的尊待の

 96



                                                                           第 3 章 

3 タイプの文の間より非格式的尊待の 3 タイプの文の間の違いが縮まる傾向があったが、

配慮度、間接度、親近度、改まり度はほとんど変化が見られなかった。したがって、スピ

ーチレベルによる 5 つの軸の違いはほとんど見られず、主節の違いがポライトネスの評定

値の差に大きく影響していると考えられる。 

 

3.2.2.2  友人に対する場面 

 

友人に対する場面における格式的非尊待スピーチレベル（以下、格式的非尊待とする）

の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の配慮度、間接度、親近度、

距離度、改まり度に有意差があるかを検証するため、フリードマン検定(Friedman Test)

を行い、その結果を次の表 27 および図 13 に示す。 

 

表 27 フリードマン検定による格式的非尊待の 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

格式的非尊待スピーチレベル 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

②「그날은 일이 있어서 안가」 
「行カナイ」文 

①「그날은 일이 있어서 못 가」 
 「行ケナイ」文 

④「그날은 일이 있어서 못 갈 것

같아」 
「것 같다(geos gata)」文 

平均順位

 

平均順位

 

平均順位

Chi-Square

df 

有意確率

有意差判定

1.11

 

1.94

 

2.94

191.594

2 

.000

*** 

1.19

 

1.84

 

2.97

188.826

2 

.000

*** 

1.28 

 

1.94 

 

2.78 

129.782 

2 

.000 

*** 

1.79 

 

1.94 

 

2.27 

14.487 

2 

.000 

*** 

1.28 

 

1.86 

 

2.86 

148.581

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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2.94 2.97

2.78

2.27

2.86

1.94
1.84

1.94 1.94
1.86

1.11
1.19

1.28

1.79

1.28

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「것 같다」文

「行ケナイ」文

「行カナイ」文

 

図 13 フリードマン検定による格式的非尊待の 3 タイプの文の平均順位 

（友人に対する場面） 

 

表 27 に示したように、3 タイプの文の間に、配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり

度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 3

タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、3 タイプの文のどの組み合わせに有意差があるかをスティール・ドゥワス検定

による多重比較で検定した。検定統計量、有意確率、有意差の判定結果をを示すと、下記

の表 28 のようになる。 

 

 表 28 多重比較による格式的非尊待の 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.400 
.000 
*** 

-8.334 
.000 
*** 

-7.198 
.000 
*** 

-1.562 
.262 
－ 

-6.333 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「것 같다」文

有意確率 
有意差の判定 

-13.248
.000 
*** 

-13.209 
.000 
*** 

-11.622 
.000 
*** 

-3.558 
.001 
** 

-11.783 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「것 같다」文

有意確率 
有意差の判定 

-10.877
.000 
*** 

-10.666 
.000 
*** 

-9.117 
.000 
*** 

-2.760 
.016 

* 

-10.007 
.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、配慮度、間接度、親近度、改まり度に 0.1%水準で

有意差があることが認められた(p<=.001)。距離度には有意差がなかった。「行カナイ」文

と「것 같다(geos gata)」文は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度に有意差

があり(p<=.001)、1%水準で距離度に有意差があることが認められた(p<=0.01)。「行ケナ

イ」文と「것 같다(geos gata)」文は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度に

有意差があり(p<=.001)、5%水準で距離度に有意差があることが認められた(p<=.05)。 

図 13 および表 28 を見ると、配慮度、間接度、親近度、改まり度は「行カナイ」文、「行

ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に高くなっていることが分かる。一方、距離度は

「行カナイ」文＝「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に高くなっている。そのた

め、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に会話参加者のフェイス

を傷つけないことに配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に表現する「オフ・レ

コード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライ

トネス」が高くなると言える。一方、距離を置く「ネガティブ・ポライトネス」に関して

は、「行カナイ」文と「行ケナイ」文との間に有意差がないが、この 2 つの文は「것 같다

(geos gata)」文より「ネガティブ・ポライトネス」の度合いが低いことが分かる。したがっ

て、全体としては、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順にポライ

トネスの度合いが高い表現であると考えられる。 

 

3.2.2.3 場面間の比較および考察 
 

 ここまで教官と友人の依頼を断わる場面での結果をそれぞれ見てきたが、ここでは、2

つの場面間の比較をしてみた。教官に対する場面における格式的尊待の 3 タイプの文と友

人に対する場面における格式的非尊待の 3 タイプの文を比較すると、配慮度、間接度、親

近度、改まり度は場面による違いが見られない（図 11 および表 24、図 13 および表 28 を

参照）。一方、教官に対する場面における格式的尊待の「行カナイ」文と「行ケナイ」文の

距離度には有意差があるが、友人に対する場面における格式的非尊待の「行カナイ」文と

「行ケナイ」文の距離度には有意差がないという点のみ異なっている。また、教官に対す

る場面における非格式的尊待の 3 タイプの文と友人に対する場面における格式的非尊待の

3 タイプの文を比較すると、違いはほとんど見られない（図 12 および表 26、図 13 および

表 28）。したがって、韓国語の 3 タイプの文の「ポライトネスの軸」の評定値は場面によ
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る影響をほとんど受けないことが分かる。 

 

3.2.3    軸間の相関関係 

3.2.3.1  日本語の場合 
 

日韓両言語の 3 タイプの文に対して、被験者ごとに評定された配慮度、間接度、親近度、

距離度、改まり度のうち、2 つの評定値間の相関関係を調べるため、スピアマンの順位相

関係数を用いた。日本語の場合、教官と友人に対する場面での「行カナイ」文グループ、

「行ケナイ」文グループ、「ノダ」文グループの配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり

度のうち、2 つの評定値間の相関関係を調べた。韓国語では、教官に対する場面では、格

式的尊待と非格式的尊待の「것 같다(geos gata)」文グループ、「行ケナイ」文グループ、「行

カナイ」文グループの配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度のうち、2 つの評定値

間の相関関係を調べた。友人に対する場面では、非格式的尊待の「것 같다(geos gata)」文、

「行ケナイ」文、「行カナイ」文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度のうち、2

つの間の相関関係を調べた。 

はじめに、教官に対する場面での「行カナイ」文グループの 5 つの軸の評定値間の相関

関係を調べ、その結果を表 29 に示した。 

 

表 29 日本語の「行カナイ」文グループの軸間の相関関係（教官に対する場面） 

1.000 .272** .153** .300** .307**

. .000 .010 .000 .000

285 285 285 285 285

.272** 1.000 .202** .114 .197**

.000 . .001 .054 .001

285 285 285 285 285

.153** .202** 1.000 -.009 .074

.010 .001 . .886 .214

285 285 285 285 285

.300** .114 -.009 1.000 .379**

.000 .054 .886 . .000

285 285 285 285 285

.307** .197** .074 .379** 1.000

.000 .001 .214 .000 .

285 285 285 285 285

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

　相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

 

 

以下では、1％の有意水準で相関が認められた関係を相関の強い順に示した。完全な正
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の相関は 1 で、完全な無相関は 0 であるので、1 に近いほど、正の相関関係が強くなる。

完全な負の相関は−1 であるので、−1 に近いほど、負の相関関係が強くなる。「行カナイ」

文グループには、次の 7 つの有意な相関関係があった。一方、間接度と距離度、親近度と

距離度、親近度と改まり度には相関関係が見られなかった。 

 

〈1〉距離度が高いほど、改まり度が高い。 

〈2〉配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

〈3〉配慮度が高いほど、距離度が高い。 

〈4〉配慮度が高いほど、間接度が高い。 

〈5〉間接度が高いほど、親近度が高い。 

〈6〉間接度が高いほど、改まり度が高い。 

〈7〉配慮度が高いほど、親近度が高い。 

 

次に、教官に対する場面での「行ケナイ」文グループの軸間の相関関係を調べ、その結

果を表 30 に示した。 

 

表30 日本語の「行ケナイ」文グループの軸間の相関関係（教官に対する場面） 

1.000 .295** .138* .305** .398**

. .000 .019 .000 .000

285 285 285 285 285

.295** 1.000 .072 .153** .222**

.000 . .223 .010 .000

285 285 285 285 285

.138* .072 1.000 -.073 .162**

.019 .223 . .222 .006

285 285 285 285 285

.305** .153** -.073 1.000 .407**

.000 .010 .222 . .000

285 285 285 285 285

.398** .222** .162** .407** 1.000

.000 .000 .006 .000 .

285 285 285 285 285

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

相関係数は5%水準で有意（両側）*. 
 

 

以下では、1％、5%の有意水準で相関が認められた関係を相関の強い順に示した。「行ケ

ナイ」文グループの場合、次の 8 つの有意な相関関係があった。親近度と間接度、親近度
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と距離度には相関関係が認められなかった。 

 

〈1〉距離度が高いほど、改まり度が高い。 

〈2〉配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

〈3〉配慮度が高いほど、距離度が高い。 

〈4〉配慮度が高いほど、間接度が高い。 

〈5〉間接度が高いほど、改まり度が高い。 

〈6〉親近度が高いほど、改まり度が高い。 

〈7〉間接度が高いほど、距離度が高い。 

〈8〉配慮度が高いほど、親近度が高い。 

 

次に、教官に対する場面での「ノダ」文グループの軸間の相関関係を調べ、その結果を

表 31 に示した。 

 
表31 日本語の「ノダ」文グループの軸間の相関関係（教官に対する場面） 

1.000 .284** .165** .186** .363**

. .000 .005 .002 .000

285 285 285 285 285

.284** 1.000 .164** -.013 .026

.000 . .006 .829 .662

285 285 285 285 285

.165** .164** 1.000 -.180** -.042

.005 .006 . .002 .484

285 285 285 285 285

.186** -.013 -.180** 1.000 .393**

.002 .829 .002 . .000

285 285 285 285 285

.363** .026 -.042 .393** 1.000

.000 .662 .484 .000 .

285 285 285 285 285

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

 

 

「ノダ」文グループの場合、次の 7 つの有意な相関関係があった。親近度と距離度は負

の相関関係であるが、それ以外は正の相関関係である。間接度と距離度、間接度と改まり

度、親近度と改まり度の間には相関関係がなかった。 

 

〈1〉距離度が高いほど、改まり度が高い。 
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〈2〉配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

〈3〉配慮度が高いほど、間接度が高い。 

〈4〉配慮度が高いほど、距離度が高い。 

〈5〉親近度が高いほど、距離度が低い。 

〈6〉配慮度が高いほど、親近度が高い。 

〈7〉間接度が高いほど、親近度が高い。 

 

 以上の 3 グループに共通する相関関係は次のようなものである。 

 

・配慮度が高いほど、間接度が高い。 

・配慮度が高いほど、親近度が高い。 

・配慮度が高いほど、距離度が高い。 

・配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

・距離度が高いほど、改まり度が高い。 

 

一方、友人に対する場面での「行カナイ」文グループの軸間の相関関係を調べ、その結

果を表 32 に示した。 

 

表 32 日本語の「行カナイ」文グループの軸間の相関関係（友人に対する場面） 

1.000 .233** .230** .126* .305**

. .000 .000 .033 .000

285 285 285 285 285

.233** 1.000 .309** -.025 .222**

.000 . .000 .675 .000

285 285 285 285 285

.230** .309** 1.000 -.210** .164**

.000 .000 . .000 .005

285 285 285 285 285

.126* -.025 -.210** 1.000 .239**

.033 .675 .000 . .000

285 285 285 285 285

.305** .222** .164** .239** 1.000

.000 .000 .005 .000 .

285 285 285 285 285

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

相関係数は5%水準で有意（両側）*. 
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有意水準 1%、5%の相関関係の認められた関係を相関の強い順に示した。「行カナイ」

文グループは次のような 9 つの有意な相関関係があった。親近度と距離度は負の相関関係

であるが、それ以外のものは正の相関関係である。間接度と距離度には相関関係が見られ

なかった。 

 

〈1〉間接度が高いほど、親近度が高い。 

〈2〉配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

〈3〉距離度が高いほど、改まり度が高い。 

〈4〉配慮度が高いほど、間接度が高い。 

〈5〉配慮度が高いほど、親近度が高い。 

〈6〉間接度が高いほど、改まり度が高い。 

〈7〉親近度が高いほど、距離度が低い。 

〈8〉親近度が高いほど、改まり度が高い。 

〈9〉配慮度が高いほど、距離度が高い。 

 

次に、友人に対する場面での「行ケナイ」文グループの軸間の相関関係を調べ、その結

果を表 33 に示した。 

 

表 33 日本語の「行ケナイ」文グループの軸間の相関関係（友人に対する場面） 

1.000 .257** .288** .154** .358**

. .000 .000 .009 .000

285 285 285 285 285

.257** 1.000 .253** -.002 .139*

.000 . .000 .973 .019

285 285 285 285 285

.288** .253** 1.000 -.207** .162**

.000 .000 . .000 .006

285 285 285 285 285

.154** -.002 -.207** 1.000 .167**

.009 .973 .000 . .005

285 285 285 285 285

.358** .139* .162** .167** 1.000

.000 .019 .006 .005 .

285 285 285 285 285

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

相関係数は5%水準で有意（両側）*. 
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「行ケナイ」文グループの場合、次の 9 つの有意な相関関係があった。親近度と距離度

は負の相関関係であるが、それ以外のものは正の相関関係である。有意水準 1%、5%の相

関関係の認められた関係を相関の強い順に示した。「行カナイ」文グループと同様に間接度

と距離度には有意な相関関係が見られなかった。  

 

〈1〉配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

〈2〉配慮度が高いほど、親近度が高い。 

〈3〉配慮度が高いほど、間接度が高い。 

〈4〉間接度が高いほど、親近度が高い。 

〈5〉親近度が高いほど、距離度が低い。 

〈6〉距離度が高いほど、改まり度が高い。 

〈7〉親近度が高いほど、改まり度が高い。 

〈8〉配慮度が高いほど、距離度が高い。 

〈9〉間接度が高いほど、改まり度が高い。  

 
次に、友人に対する場面での「ノダ」文グループの 5 つの軸の平均順位の相関関係を調

べ、その結果を表 34 に示した。 

 

表34 日本語の「ノダ」文グループの軸間の相関関係（友人に対する場面） 

1.000 .307** .357** -.223** .073

. .000 .000 .000 .219

285 285 285 285 285

.307** 1.000 .117* -.001 .203**

.000 . .048 .983 .001

285 285 285 285 285

.357** .117* 1.000 -.354** -.046

.000 .048 . .000 .440

285 285 285 285 285

-.223** -.001 -.354** 1.000 .328**

.000 .983 .000 . .000

285 285 285 285 285

.073 .203** -.046 .328** 1.000

.219 .001 .440 .000 .

285 285 285 285 285

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

相関係数は5%水準で有意（両側）*. 
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「ノダ」文グループの場合、次の 7 つの有意な相関関係があった。配慮度と距離度、親

近度と距離度は負の相関関係であるが、それ以外のものは正の相関関係である。有意水準

1%、5%の相関関係の認められた関係を相関の強い順に示した。配慮度と改まり度、間接

度と距離度、親近度と改まり度には有意な相関関係が見られなかった。 

 

〈1〉配慮度が高いほど、親近度が高い。 

〈2〉親近度が高いほど、距離度が低い。 

〈3〉距離度が高いほど、改まり度が高い。 

〈4〉配慮度が高いほど、間接度が高い。 

〈5〉配慮度が高いほど、距離度が低い。 

〈6〉間接度が高いほど、改まり度が高い。 

〈7〉間接度が高いほど、親近度が高い。 

 

 3 グループに共通する相関関係は次のようなものである。 

 

・配慮度が高いほど、間接度が高い。 

・配慮度が高いほど、親近度が高い。 

・間接度が高いほど、親近度が高い。 

・間接度が高いほど、改まり度が高い。 

・距離度が高いほど、改まり度が高い。 

 

また、間接度と距離度に相関関係がないことも共通している。 

 

3.2.3.2  韓国語の場合 

 

教官と友人に対する場面での「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文

の軸間の相関関係を調べるために、スピアマンの順位相関係数を用いた。教官に対する場

面では、格式尊待スピーチレベルの文と非格式尊待スピーチレベルの文を 1 つのグループ

としてまとめて集計を出した。すなわち、表現②、⑤は「行カナイ」文グループ、表現①、

⑥「行ケナイ」文グループ、表現③、⑦は「것 같다(geos gata)」文グループである。同様
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に、友人に対する場面での「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の 5

つの軸の評定値の相関関係を調べた。友人に対する場面における文②は「行カナイ」文、

文①は「行ケナイ」文、文④は「것 같다(geos gata)」になる。文番号はすべて表 1（45

頁を参照）による。 

はじめに、教官に対する場面での「行カナイ」文グループの軸間の相関関係を示すと、

次の表 35 になる。 

 

表 35 韓国語の「行カナイ」文グループの軸間の相関関係（教官に対する場面） 

1.000 .466** .275** .155* .156*

. .000 .000 .024 .023

212 212 212 212 212

.466** 1.000 .207** .175* .226**

.000 . .002 .011 .001

212 212 212 212 212

.275** .207** 1.000 -.007 .179**

.000 .002 . .924 .009

212 212 212 212 212

.155* .175* -.007 1.000 .309**

.024 .011 .924 . .000

212 212 212 212 212

.156* .226** .179** .309** 1.000

.023 .001 .009 .000 .

212 212 212 212 212

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

相関係数は5%水準で有意（両側）*. 
 

 

 有意水準 1%、5%の相関関係の認められた関係を相関の強い順に示した。「行カナイ」

文グループには次のような 9 つの有意な相関関係があった。親近度と距離度の間には相関

関係が認められなかった。 

 

<1> 配慮度が高いほど、間接度が高い。 

<2> 距離度が高いほど、改まり度が高い。 

<3> 配慮度が高いほど、親近度が高い。 

<4> 間接度が高いほど、改まり度が高い。 

<5> 間接度が高いほど、親近度が高い。 

<6> 親近度が高いほど、改まり度が高い。 

<7> 間接度が高いほど、距離度が高い。 
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<8> 配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

<9> 配慮度が高いほど、距離度が高い。 

 

次に、教官に対する場面での「行ケナイ」文グループの軸間の相関関係を下の表 36 に示

す。 

 

表 36 韓国語の「行ケナイ」文グループの軸間の相関関係（教官に対する場面） 

1.000 .394** .360** .102 .289**

. .000 .000 .140 .000

212 212 212 212 212

.394** 1.000 .510** .046 .282**

.000 . .000 .508 .000

212 212 212 212 212

.360** .510** 1.000 -.141* .113

.000 .000 . .041 .101

212 212 212 212 212

.102 .046 -.141* 1.000 .427**

.140 .508 .041 . .000

212 212 212 212 212

.289** .282** .113 .427** 1.000

.000 .000 .101 .000 .

212 212 212 212 212

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

相関係数は5%水準で有意（両側）*. 
 

 

教官に対する場面での「行ケナイ」文グループの軸では次の 7 つの相関関係が有意であ

った。親近度と距離度は負の相関関係であるが、それ以外のものは正の相関関係である。

以下、相関の強い順に示した。配慮度と距離度、間接度と距離度、親近度と改まり度には

相関関係がなかった。 

 

〈1〉 間接度が高いほど、親近度が高い。 

〈2〉 距離度が高いほど、改まり度が高い。 

〈3〉 配慮度が高いほど、間接度が高い。 

〈4〉 配慮度が高いほど、親近度が高い。 

〈5〉 配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

〈6〉 間接度が高いほど、改まり度が高い。 

〈7〉 親近度が高いほど、距離度は低い。 
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 次に、「것 같다(geos gata)」文グループの軸間の相関関係を示すと、下記の表37になる。 

 

表 37 韓国語の「것 같다(geos gata)」文グループの軸間の相関関係（教官に対する場面） 

1.000 .396** .168* .351** .559**

. .000 .014 .000 .000

212 212 212 212 212

.396** 1.000 .400** .052 .246**

.000 . .000 .447 .000

212 212 212 212 212

.168* .400** 1.000 -.081 -.060

.014 .000 . .241 .381

212 212 212 212 212

.351** .052 -.081 1.000 .528**

.000 .447 .241 . .000

212 212 212 212 212

.559** .246** -.060 .528** 1.000

.000 .000 .381 .000 .

212 212 212 212 212

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

相関係数は5%水準で有意（両側）*. 
 

 

「것 같다(geos gata)」文グループの軸間の相関関係には表 37 で分かるように、7 つの

有意な相関関係が認められた。間接度と距離度、親近度と距離度、親近度と改まり度の間

には相関関係がなかった。 

 

〈1〉配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

〈2〉距離度が高いほど、改まり度が高い。 

〈3〉間接度が高いほど、親近度が高い。 

〈4〉配慮度が高いほど、間接度が高い。 

〈5〉配慮度が高いほど、距離度が高い。 

〈6〉間接度が高いほど、改まり度が高い。 

〈7〉配慮度が高いほど、親近度が高い。 

 

 以上の 3 グループに共通する相関関係は次のようなものである。 

 

・ 配慮度が高いほど、改まり度が高い。 
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・ 距離度が高いほど、改まり度が高い。 

・ 間接度が高いほど、親近度が高い。 

・ 配慮度が高いほど、間接度が高い。 

・ 間接度が高いほど、改まり度が高い。 

・ 配慮度が高いほど、親近度が高い。 

 

次に、友人に対する場面における「行カナイ」文グループの軸間の相関関係を表 38 に

示す。 

 

表 38 韓国語の「行カナイ」文グループの軸間の相関関係（友人に対する場面） 

1.000 .440** .363** .140 .304**

. .000 .000 .153 .002

106 106 106 106 106

.440** 1.000 .336** .225* .351**

.000 . .000 .020 .000

106 106 106 106 106

.363** .336** 1.000 .047 .310**

.000 .000 . .633 .001

106 106 106 106 106

.140 .225* .047 1.000 .285**

.153 .020 .633 . .003

106 106 106 106 106

.304** .351** .310** .285** 1.000

.002 .000 .001 .003 .

106 106 106 106 106

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

相関係数は5%水準で有意（両側）*. 
 

 

「行カナイ」文の軸間には以下の8つの相関関係が有意であった。相関関係の強い順に示

す。配慮度と距離度、親近度と距離度の間には相関関係が認められなかった。 

 

<1> 配慮度が高いほど、間接度が高い。 

<2> 配慮度が高いほど、親近度が高い。 

<3> 間接度が高いほど、改まり度が高い。 

<4> 間接度が高いほど、親近度が高い。 

<5> 親近度が高いほど、改まり度が高い。 

<6> 配慮度が高いほど、改まり度が高い。 
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<7> 距離度が高いほど、改まり度が高い。 

<8> 間接度が高いほど、距離度が高い。 

 

 次に、「行ケナイ」文グループの軸間の相関関係を以下の表 39 に示した。 

 

表 39 韓国語の「行ケナイ」文グループの軸間の相関関係（友人に対する場面） 

1.000 .574** .537** .139 .256**

. .000 .000 .154 .008

106 106 106 106 106

.574** 1.000 .600** .098 .430**

.000 . .000 .316 .000

106 106 106 106 106

.537** .600** 1.000 -.044 .291**

.000 .000 . .651 .002

106 106 106 106 106

.139 .098 -.044 1.000 .408**

.154 .316 .651 . .000

106 106 106 106 106

.256** .430** .291** .408** 1.000

.008 .000 .002 .000 .

106 106 106 106 106

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

 
 

「行ケナイ」文の軸間には以下の 7 つの相関関係が有意であった。相関関係の強い順に

示した。配慮度と距離度、間接度と距離度、親近度と距離度の間には有意な相関関係はな

かった。 

 

<1> 間接度が高いほど、親近度が高い。 

<2> 配慮度が高いほど、間接度が高い。 

<3> 配慮度が高いほど、親近度が高い。 

<4> 間接度が高いほど、改まり度が高い。 

<5> 距離度が高いほど、改まり度が高い。 

<6> 親近度が高いほど、改まり度が高い。 

<7> 配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

 

次に、「것 같다(geos gata)」文グループの相関関係を示すと、表 40 になる。 
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表 40 韓国語の「것 같다(geos gata)」文グループの軸間の相関関係（友人に対する場面） 

1.000 .508** .537** .025 .278**

. .000 .000 .798 .004

106 106 106 106 106

.508** 1.000 .518** .163 .476**

.000 . .000 .094 .000

106 106 106 106 106

.537** .518** 1.000 -.011 .225*

.000 .000 . .909 .020

106 106 106 106 106

.025 .163 -.011 1.000 .293**

.798 .094 .909 . .002

106 106 106 106 106

.278** .476** .225* .293** 1.000

.004 .000 .020 .002 .

106 106 106 106 106

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

相関係数

有意確率（両側）

N

配慮度

間接度

親近度

距離度

改まり度

Spearman's rho
配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

相関係数は1%水準で有意（両側）**. 

相関係数は5%水準で有意（両側）*. 
 

 

「것 같다(geos gata)」文の軸間には以下の7つの相関関係が有意であった。配慮度と距

離度、間接度と距離度、親近度と距離度の間には有意な相関関係が見られなかった。 

 

<1> 配慮度が高いほど、親近度が高い。 

<2> 間接度が高いほど、親近度が高い。 

<3> 配慮度が高いほど、間接度が高い。 

<4> 間接度が高いほど、改まり度が高い。 

<5> 距離度が高いほど、改まり度が高い。 

<6> 配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

<7> 親近度が高いほど、改まり度が高い。 

 

 3つのグループの間に共通する相関関係は次のようなものである。 

 

・ 配慮度が高いほど、親近度が高い。 

・ 間接度が高いほど、親近度が高い。 

・ 配慮度が高いほど、間接度が高い。 

・ 間接度が高いほど、改まり度が高い。 

・ 距離度が高いほど、改まり度が高い。 

 112



                                                                           第 3 章 

・ 配慮度が高いほど、改まり度が高い。 

・ 親近度が高いほど、改まり度が高い。 

 

3.2.4  日韓両言語の比較および考察 
 

「3.2.1 日本語の 3 タイプの文の比較分析」の分析結果から、日本語の「ノダ」文およ

び「行ケナイ」文は距離度に有意差がない場合があるものの、「行カナイ」文より配慮度、

間接度、親近度、改まり度が高いため、全体としてはポライトネスの度合いが高い表現で

あると考えられる（図 2 および表 6、図 3 および表 8、図 4 および表 10、図 5 および表 12、

図 6 および表 14、図 7 および表 16、図 8 および表 18、図 9 および表 20 を参照）。 

次に、「ノダ」文と「行ケナイ」文を比較すると、前者は後者より親近度は高くなってい

るが、距離度は低くなっている。「ノダ」文の親近度が高い理由は 3.2.1 節「日本語の 3 タ

イプの文の比較分析」で述べたように、断わることは聞き手が知らない情報であるが、話

し手は「ノダ」を使用することで聞き手とその情報を共有しているかのように提示し、そ

れによって話の中に聞き手を引き込み、親近感を表すことができると考えられる。「ノダ」

文の距離度が低くなっていることについては、3.2.3 節「軸間の相関関係」の分析結果を参

考にすると（表 31、表 34 を参照）、「ノダ」文において親近度が高いほど、距離度が低い

という負の相関関係が有意であるので(教官の場面では-.180**、友人の場面では-.354**)、

親近度は高く、距離度は低く評定されたと考えられる。「行ケナイ」文の距離度および改ま

り度が高く評定されたことについては、次のように考えることができる。依頼されたこと

などが実行不可能であることを示すことは、自分の意志とは関係ない原因により実現でき

ないことを表し、断わるという行為から自分の意志を排除することになる。これによって

断わる行為と自分との間に距離が置かれ、距離度が高く評定されたと考えられる。「行ケナ

イ」文の改まり度も高くなっていることについては、「3.2.3 軸間の相関関係」の分析結果

を見ると（表 30、表 33 を参照）、教官に対する場面での距離度と改まり度の正の相関関係

が有意であるために、改まり度の評定も高くなったと考えられる。一方、友人に対する場

面での「行ケナイ」文の距離度と改まり度の正の相関関係は相対的に弱くなっている(教官

の場面での相関係数は.407**、友人の場面では.167**)。これは友人に対する場面での「行

ケナイ」文と「ノダ」文の改まり度の有意差がないことに関連があると考えられる。 

上記の結果を 3.2.3 節「軸間の相関関係」の結果とつき合わせて考えると(表 30、表 31、
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表 33、表 34 を参照)、「ノダ」文の有意な相関関係の中には、「配慮度が高いほど、間接度

が高い」と「配慮度が高いほど、親近度が高い」という関係があった。一方、「行ケナイ」

文の有意な相関関係の中には、「配慮度が高いほど、距離度が高い」と「配慮度が高いほど、

改まり度が高い」という関係があった。ここから会話参加者のフェイスを守ることに配慮

を示すときには、間接的かつ親近感を示す「ノダ」文を用いるか、又は、相手との距離を

置きかつ改まった表現である「行ケナイ」文を用いると考えられる。「ノダ」文と「行ケナ

イ」文の使用の流れを下記の図 14 に示す。 

 

 

 

 

             

 

             A                                B 
 

 

  

「行カナイ」文の使用 

 

ポライトに断わらない→A 

ポライトに断わる→B 

「オフ・レコード」、「ポジティブ・

ポライトネス」を重視する→ B-1 

「ネガティブ・ポライトネス」と「わ

きまえのポライトネス」を重視する

→B-2 

 

 

 

 

                   B-1                B-2 
 

 

 

 

「行ケナイ」文 

の使用 

「ノダ」文の使用

 

 

図 14 「ノダ」文と「行ケナイ」文と「行カナイ」文の使用の流れ 

 

まず、この図を上から下へと説明していく。ポライトに断わらないときには、「行カナイ」
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文を用いることができるが、ポライトに断わるときには、「ノダ」文および「行ケナイ」文

を用いることができる。次に、間接的に表現する「オフ・レコード」および親近感を示す

「ポジティブ・ポライトネス」が重視される場合は「ノダ」文を、距離を置く「ネガティ

ブ・ポライトネス」および改まりを示す「わきまえのポライトネス」が重視される場合は

「行ケナイ」文を用いることができる。 

一方、韓国語では、配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度は「行カナイ」文、「行

ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に高くなっている。したがって、「行カナイ」文、

「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順にポライトネスの度合いが高い表現であると

考えられる。相手の意に沿えないことを露骨に表し、それを自分の意志として伝達する「行

カナイ」文は、事情により断わらざるを得ないことを示す「行ケナイ」文よりポライトネ

スの度合いが低い表現である。「것 같다(geos gata)」文は「行ケナイ」文に文末表現「것 

같다(geos gata)」のついている形である。先行研究では、「것 같다(geos gata)」文につい

て「自分の推測している内容と反対の状況が起きかねないという可能性を示している」（전

나영 Jeon Nayeng, 1999, p. 173）、聞き手の体面を守るために断定を避ける表現

（이한규 Lee Hangyu, 2001, p. 289）という指摘がある。相手の意に沿えない可能性があ

ることを示し、断わる旨をやんわりと伝達する婉曲的表現である「것 같다(geos gata)」文

は「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現であると評定されたと考えられる。

これらの文の使用の流れを図に示すと以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 115



                                                                           第 3 章 

 

 

            

                

 

 

A          B        C 

依頼を受けて状況を判断する 

ポライトに断わらない→ A 

よりポライトに断わる→ B  

さらにポライトに断わる→ C 

 

 

「行カナイ」文の使用  

 

 

「行ケナイ」文の使用 「것 같다」(geos gata)

文の使用 

図 15 「것 같다(geos gata)」文と「行ケナイ」文と「行カナイ」文の使用の流れ 

 

「ポライトネスの普遍的原則」、「オフ・レコード」、「ポジティブ・ポライトネス」、「ネ

ガティブ・ポライトネス」、「わきまえのポライトネス」のいずれを重視するかによって使

い分けられた日本語の「ノダ」文と「行ケナイ」文との関係とは異なり、韓国語では、「行

カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順に「ポライトネスの普遍的原則」、

「オフ・レコード」、「ポジティブ・ポライトネス」、「ネガティブ・ポライトネス」、「わき

まえのポライトネス」が高くなるため、ポライトネスの度合いの強弱によって上記の 3 タ

イプの文が使い分けられていると考えられる。 

 

3.3   まとめ 
 

本研究では、日本語の「ノダ」文、「行ケナイ」文、「行カナイ」文、韓国語の「것 같다

（geos gata）」文、「行ケナイ」文、「行カナイ」文のポライトネスの度合いについて分析

した。その結果をまとめると、以下のようになる。 

主節の違いという観点から 3 タイプの文を分析すると、教官と友人の依頼を断わる場面

における「ノダ」文と「行ケナイ」文は、「行カナイ」文より全体としてポライトネスの度

合いが高い表現である。次に、教官の依頼を断わる場面における「ノダ」文と「行ケナイ」
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文は、どちらがよりポライトであるか単純に決められないところがあるが、ポライトネス

の 5 つの側面から個別に見ていくと、「ノダ」文は「行ケナイ」文より「ポライトネスの普

遍的原則」、「オフ・レコード」、「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが高いため、配慮

した、間接的かつ親近感を強く示す表現であると言える。これに対し、「行ケナイ」文は「ノ

ダ」文より「ネガティブ・ポライトネス」の度合いが高いため、距離を置くことを示す表

現であると言える。同様に、友人の依頼を断わる場面での「ノダ」文は、全体として、「行

ケナイ」文よりポライトネスの度合いが高くなっており、配慮した、間接的かつ親近感を

強く示す表現である。一方、韓国語の場合、教官と友人に対する場面では、「行カナイ」文、

「行ケナイ」文、「것 같다(geos gata)文」の順に、「ポライトネスの普遍的原則」、「オフ・

レコード」、「ポジティブ・ポライトネス」、「ネガティブ・ポライトネス」、「わきまえのポ

ライトネス」の度合いが高くなっている。したがって、全体として、「行カナイ」文、「行

ケナイ」文、「것 같다(geos gata)」文の順にポライトネスの度合いが高い表現であると言え

る。 

従属節末の接続助詞の違いという観点から日本語の 3 タイプの文を比較すると、教官と

友人に対する場面における「行カナイ」文と「行ケナイ」文の組み合わせ、「行カナイ」文

と「ノダ」文の組み合わせの結果から、従属節末の接続助詞の違いによる有意差が見られ

なかったので、3 タイプの文の主節の違いの方が接続助詞の違いよりポライトネスの評定

に影響を与えていることが分かった。「ノダ」文と「行ケナイ」文のように、ポライトネス

の度合いの差が微妙な場合には、従属節末の接続助詞の違いによる影響をより受けやすく

なることが分かった。 

そして、スピーチレベルの違いという観点から韓国語の 3 タイプの文を比較すると、ス

ピーチレベルによる 5 つの軸の評定値の違いがほとんど見られず、主節の違いによるポラ

イトネスの評定値の差が大きいことが分かる。 

場面間の違いを分析すると、日本語の 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度は場面に

よる違いが見られないが、距離度、改まり度は場面による違いが大きいことが分かる。韓

国語の 3 タイプの場合、配慮度、間接度、親近度、改まり度は場面による違いが見られな

いが、距離度のみ場面による違いがあることが分かった。 

日韓両言語の 3 タイプの文を比較すると、日本語の場合、配慮を示すと、間接的かつ親

近感を示す「ノダ」文を用いるか、距離を置くかつ改まった「行ケナイ」文を用いること

ができる。一方、韓国語の場合、ポライトネスの強弱によって「行カナイ」文、「行ケナイ」
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文、「것 같다(geos gata)」文が使い分けられると考えられる。 
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第 4 章 「中途終了文」とポライトネス 

 
 
   

この章では、何らかの目的で主節、述部が省略されていながら、情報の伝達を終了して

いる文（本研究では、これを「中途終了文」とする）に関する先行研究を概観し、「中途終

了文」の形態的特質、語用論的特質、「中途終了文」の慣用化について論じる。その上で、

本研究で扱う「中途終了文」を示し、本研究の立場を明確にする。さらに、日韓両言語の

母語話者を対象とした質問紙調査を通じて、断わりの場面での主節が省略された「中途終

了文」は、主節が省略されていない「行ケナイ」文および「行カナイ」文に比べて、ポラ

イトネスを表すかどうかを分析する。 

 

4.1 主節、述部が省略された文に関する先行研究 

 

主節が省略された文について、文法的な観点から分析した研究としては、白川(1991)、

福田(1994)を取り上げる。 

白川(1991)は終助詞的な「カラ」による言いさしの文について分析している。「終助詞的

な「カラ」には「ソノコトヲ、承知シテオイテクダサイ」といった言外の意味がある」(p. 

253)ことを指摘している。 

福田(1994)は「けれども」で言いさす文を、「1 倒置」、「2 後件」、「3 終助詞的用法」、「4

その他」の 4 つに分類し、特に、「3 終助詞的用法」に重点を置いて考察している。さらに、

「3 終助詞的用法」を、「①相手伺い用法」、「②断定回避用法」、「③反実用法」、「④反論用

法」、「⑤その他」の 5 つに分類し、接続助詞「ケレドモ」の終助詞的な用法を「形態的に

は省略されているにもかかわらず、不完全な感じがせず、相手に対して、何らかの働きか

けの機能を持つもの」(p. 46)と定義している。 

次に談話・会話分析の観点からの研究としては、宇佐美(1995)、Park, Yong-Yae(1999)、

陳(2000)を取り上げる。 

宇佐美(1995)は、単文で述部が省略される場合や、複文の場合の従属節のみで主節が省

略されたりする発話、すなわち、最後まで言い切っていない発話を「中途終了型発話」と
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呼び、「最後まではっきり言い切らないことによって、明言を避け、発話を緩和したり、相

手による発話の機会を与える機能をもつ」(p. 35)と述べている。 

Park, Yong-Yae(1999)は、主節の省略された韓国語の nuntey 節を分析している。nuntey は

主に主節と従属節をつなぐ接続語尾として用いられるが、実際の会話では主節の省略され

ている形が頻出すると指摘し、その上で、nuntey は「背景情報を提供する」、「発話を間接

的にする」などの機能を持つとしている。 

陳(2000)は、「「中途終了型発話」とは文法的には言い切っておらず不完全な発話である

が、情報伝達においては不完全なところは何もなく、言い終わっているものである」(p. 129)

と定義している。さらに、この「中途終了型発話」を以下のように、3 種類、6 つの表現

形式に分類している。 

 

(1)複文の主節が省略されている発話：「テ形」表現、「接続助詞」表現、「条件形」表現 

(2)述部が省略されている発話：「引用」表現、「トピック呈出」表現、「例示」表現、その

他 

(3)形式は「ダ体発話」に見えるが、音声的には「ダ体」と認められない発話 

                                                         (陳, 2000, p. 130) 

 

 以上から、主節、述部が省略された文に関する研究は、次の 2 つに分類できる。1 つは

接続助詞（韓国語では接続語尾）で終わって主節が省略された文の研究であり1、このよう

な省略文に用いられた接続助詞の用法は終助詞的な用法として位置づけられている。  

もう 1 つは主節が省略された文だけでなく、述部が省略された文も分析している研究で

ある2。このような研究では、形態的な特徴および機能的な特徴の両方から「中途終了型発

話」、「中途終了文」が定義されている。学者によって様々な定義があるものの、「中途終了

文」とは、述部や主節が何らかの目的で省略されている不完全な形式の発話でありながら、

内容の伝達は終了している発話であると言える。  

 

 

 
                                                        
1 上記以外にも白川(1995)、三原(1995)、ヘイズ・新里(2001)などがある。 
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4.2   本研究における｢中途終了文｣の定義 
4.2.1    形態的な特質 
 

 高橋(1993)は話し言葉における省略によって生まれた省略文を形式によって次の 4 つの

タイプに分けている。 

 

① 接続助辞のついた形でおわる文 

例）「（前略）朝ご飯まだでしょ.トーストとフルーツくらいだけど」 

② 条件形でおわる文 

例）「いいじゃないの、ハイソウデスカって言えば」 

③ 第二中止形でおわる文 

例）「こんなに遅く失礼かと思ったのですが、どうしてもがまんできなくて」 

④ 引用助辞のついたかたちでおわる文 

例）「箱を入れてよ」(中略)「箱って」 

                                   （高橋, 1993, p. 20-26） 

 

そして、高橋(1993)は、これら以外に疑問詞または陳述副詞でおわる文、「～ように」で

終わる文があるとしている。 

本研究では、上記の 4 つのタイプをまとめて、接続助詞で終わる文という 1 つの大きな

カテゴリーに含めることにする。具体的には、「テ」、「ノデ」、「カラ」、「タラ」、「ケド」な

どで終わる文がある3。韓国語にも「어서(eoseo)」などの接続語尾のついた形で終わる文が

あり、これもこのカテゴリーに入れておく。疑問詞または陳述副詞で終わる文、「～ように」

で終わる文やそれ以外の形式で終わる文は、その他に分類する。以下、「中途終了文」の分

類を示すと、以下のようになる。 

 

1.  接続助詞、接続語尾のついた形で終わる文 

「テ」、「ノデ」、「カラ」、「タラ」、「ケド」、「어서(eoseo)」、「는데(neunde)」などで終わ 

る文 

                                                                                                                                                                 
2 上記の先行研究以外に、佐藤(1993)、元智恩(1999c)、陳(2001)などがある。 
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2. その他 

引用助詞、疑問詞、陳述副詞などで終わる文 

 

 以下では、「2.その他」については触れず、「1.接続助詞、接続語尾のついた形で終わる

文」を中心に議論を進める。 

 

4.2.2 語用論的な特質 
 

接続助詞で終わる文のうち、「ノデ」、「カラ」などの理由を表す接続助詞で終わる文と、

「タラ」のような条件を表す接続助詞で終わる文、接続助詞「ケド」で終わる文は、語用

論的な特質に違いが見られる。これらの特質を断わりという場面から観察する。 

 

(10) 今日は用事がありますので。 

(11) ○○君は車あるから、ちょっとそっちに電話してみたら。 

(12) すみません。他に誰かできる人がいたら、その人に頼んでいただきたいんですけど。 

 

(10)は理由を表す接続助詞「ノデ」で終わる。従属節では断わる理由のみが述べられて

おり、主節でその帰結が言明されていない。おそらく「行けない」「出られない」のような

不可を表す主節が言明されておらず、断わりの「言い訳」を表していると考えられる。 

(11)は条件を表す接続助詞「タラ」で終わる文である。友人の依頼に対して、車のある

別の友人○○なら手伝ってくれるという条件だけ提示されており、主節が言明されていな

い。この場合、「どうかな」「どうだ」という意見・意向を伺う主節が省略されている。こ

のことから、断わりの場面では、「代案の提示」という働きをしていると考えられる。 

(12)は接続助詞「ケド」で終わる文である。内田(2002)は「ケド」で終わる文の談話機

能として「やり取り」の開始に用いられる場合」と「応答に用いられる場合」の 2 つに分

け、さらに、それぞれの下位分類をしている。断わりの場面で用いられる「ケド」で終わ

る文は、内田(2002)の分類上では「応答に用いられる場合」の「応じられないことを表明

する応答」に当たる。この「応じられないことを表明する応答」は「ケド」で終わらせる

                                                                                                                                                                 
3 ここでは、「ケド」を、「ケレドモ」、「ケレド」、「ケド」、「ガ」などの代表する形として扱う。 
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ことによって、「もしさらに相手に何か言いたいことがあればそれを聞きましょうという

姿勢が示される」(p. 47)発話である。(12)の例では、他の人に頼んで欲しいという話し手

の意図が示され、「よろしいでしょうか」という相手の意向を尋ねる主節が省略されている

と考えられる。そうすることで、「他に誰かできる人がいたら、その人に頼んでいただきた

いんです」で言い切られた場合より、相手の言い分があれば聞きたいという姿勢が示され

ている。このことから、断わりの場面で用いられた「ケド」で終わる文の語用論的機能は、

相手の言い分があれば聞きたいという「意向伺い」であると考えられる。 

次に、韓国語での例を示す。 

 

(13)아, 그날 약속 있어서. 미안하다. 다음에 도와줄께.  

（あ、その日、約束があって。わるい。今度、手伝うよ。） 

 

이종덕 I Jong-Dug(1997)によれば、「接続語尾「어서(eoseo)」の基本的な意味は「事態

発生の契機」」であるとし、「従属節の事態と主節の事態の表す性質、又は、関係によって

「契機」、「方法」、「時」、「原因」、「理由」などの多様な意味として解釈される」(p. 244)

という4。また、이상복(I Sang-Bog1981)によれば、「어서(eoseo)」は「後続する節の行為

や状態が成り立つ（成り立った）状態」(p. 100)を表すとされているという5。이은경 I 

Eun-Gyeong(1999)は「口語体テクストで用いられた「어서(eoseo)」は原因・理由を表す

接続語尾として最も多く用いられる」(p. 175)としている6。(13)の「어서(eoseo)」で終わ

る文は、断わりの理由を述べており、「言い訳」として働くと考えられる。 

一方、接続語尾「어서(eoseo)」と同じく理由を表す「거든(geodeun)」という形式があ

る。「거든(geodeun)」は理由や仮定を表す。「거든(geodeun)」は(14a)の例では理由を表し

ているが、(14b)のように用いられた場合、仮定としての解釈は不自然になる。 

 

(14)아 도와주고 싶은데. 오늘 다른 약속 있거든. 다른 애들한테 얘기 좀 해볼래?  

 (a あ、手伝いたいんだけど、今日別の約束があるんだ。他の子にちょっと話してみない。) 

b*あ、手伝いたいんだけど、今日別の用事があったら、他の子にちょっと話してみない。） 

                                                        
4 筆者訳による。兪京和(1999)も類似した見解を示している。ここで「어서(eoseo)」の意味は「①契機限

定」、「②手段・方法」、「③原因・理由」、「④時」に分類されている。 
5 筆者訳による。 
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박석준 Bag Seog-Jun(1999)によれば、「어서(eoseo)」は接続語尾として用いられた場合

と、終結語尾的に用いられた場合で意味が変わらないが、「거든(geodeun)」は接続語尾と

して用いられた場合は仮定を表し、終結語尾として用いられた場合は、理由を表すとして

いる。すなわち、「거든(geodeun)」が文末に用いられたとき、理由を表し、終結語尾とな

る。(14)は話し手自身に約束があるために代案を提示している文で、「거든(geodeun)」は

仮定ではなく、理由を表している。したがって、断わりの場面で用いられた「거든(geo 

deun)」で終わる文は、「言い訳」として働いている。「言い訳」として用いられた場合、

「거든(geodeun)」で終わる文は、終結語尾となり、「거든(geodeun)」の後に省略されてい

る内容は想定されにくいと思われる。このことから、「中途終了文」として認定できなくな

る。これについては、4.2.3 節「「中途終了文」の慣用化」で詳しく述べる。 

一方、次の(15)の「는데(neunde)」は、接続語尾と終結語尾の意味に違いがない点で、

「어서(eoseo)」と同じであるが、理由を表す接続語尾ではない点が異なる。 

 

(15) 오늘 친구하고 약속 있는데. 어떻하지.                       

（今日、友達と約束があるんだけど。どうしよう。） 

 

윤평현 Yun Pyeon-Hyeon(2000)は、「는데(neunde)」は後続節の事態を効果的に話すた

めに先行節にそれにふさわしい文脈的な状況や新しい話題を導入する機能を持つとしてい

る。이은경 I Eun-Gyeong(1999)は口語体テクストに用いられた「는데(neunde)」の主な

機能は、新しい話題の導入、後続節の事態の背景を表すことであるとしている。これらの

研究では、「는데(neunde)」の機能を「状況や背景を導入する機能」であると定義してい

る。したがって、断わりの場面における(15)の「는데(neunde)」で終わる文は、断わる状

況や背景を提示する「背景の提示」であると考えられる。 

「ノデ」、「カラ」、「テ」、「어서(eoseo)」で終わる文は、意味的に完結しているので、そ

れだけで終わっていることが判断できる。これに対し、「ケド」、「는데(neunde)」で終わる

文は、後続する主節の従属節として考えるか、主節が省略され、それだけで言い終わって

いるかがはっきりしないところがある。 

                                                                                                                                                                 
6 筆者訳による。 
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4.2.3 「中途終了文」の慣用化 
 

ここでは、主節が省略されていない文に比べ、接続助詞（接続語尾）の性質が幾らか薄

れて終助詞（終結語尾）の性質を呈するようになった状態を「中途終了文」の慣用化とす

る。その慣用化がさらに進むと、本来接続助詞（接続語尾）であったものが、終助詞（終

結語尾）として完全に定着すると考えられる。「中途終了文」の慣用化は、接続助詞（接続

語尾）から終助詞（終結語尾）への変化の過程であると考えられる。 

김종록 Gim Jong-Rog(2002)では、「거든(geodeun)」は元々「仮定」を表す接続語尾であっ

たが、「通時的変遷過程」を経て、「理由」を表す終結語尾としての機能をもつようになり、

文中で「仮定」を表すときには、接続語尾であるが、文末で「理由」を表すときには、終

結語尾として用いられると述べられている7。その上で、これらの統語・意味機能は大きく

異なるので、別々のカテゴリーに分類すべきであると述べている。この記述から、接続語

尾の中で、「거든(geodeun)」は「中途終了文」の慣用化を経て、終結語尾として定着した

ものと考えられる。それ故、ここでは、「거든(geodeun)」で終わる文は、「中途終了文」と

は認めない。 

一方、「는데(neunde)」については、이기갑 I Gi-Gab(1998)8が終結語尾として分類してい

る。これに対し、박석준 Bag Seog-Jun(1999)と신지연 Sin Ji-Yeon(2000)は、「는데(neunde)」

が終結語尾か、接続語尾かは明確に区別できず、未分化であるとしている。「는데(neunde)」

が終結語尾的に用いられる場合にも本来の接続語尾としての意味が失われていないため、

「中途終了文」の慣用化の過程にあると位置づけることができる。 

すでに終結語尾として定着している「거든(geodeun)」や「中途終了文」の慣用化の過程

にある「는데(neunde)」に比べると、「어서(eoseo)」は、文末で終結語尾的に用いられる場

合にも接続語尾としての意味を保ち、品詞分類上接続語尾に分類される。このような点か

ら、「는데(neunde)」や「거든(geodeun)」より接続語尾的な性質が強いと考えられる。 

これらの接続語尾の定着度は、以下のテストによって、確認することができる。／は文

                                                        
7 신지연 Sin Ji-Yeon(2000), 이기갑 I Gi-Gab(1998), 김태엽 Gim Tae-Yeob(1997), 성효민 Seong 
Hyo-Min(1993)も同様の見解を示している。 
8 南美貞(1999), 박재연 Bag Jae-Yeon(1998), 한길 Han Gil(1986), 김태엽 Gim Tae-Yeob(1997)も同様の 
見解を示している。 
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の終結を指す。／の位置が適切である場合、無印にし、不適切な場合には*をつける。また、

必ずしも不適切ではないが、不自然だと感じられる場合には、?を付す。例えば、「今日は

用事があるから。／ごめんね。／」という断わりの言語行動は、2 つの文から構成されて

いることを意味している。「거든(geodeun)」、「는데(neunde)」、「어서(eoseo)」が従属節で接

続語尾として用いられた場合、適切であれば、接続語尾の性質が強いと判断し、不適切で

あり、接続詞の挿入によって適切になれば、終結語尾としての性質が強いと判断できる。

これを定着度テストとする。 

 

＜「거든(geodeun)」の定着度テスト＞ 

(16) a.*오늘은 일이 있거든 안되겠어.／ 

（今日は用事がある＋「거든(geodeun)」＋駄目だ） 

b.오늘은 일이 있거든．／그래서 안되겠어.／ 

（今日は用事がある＋「거든(geodeun)」＋だから＋駄目だ） 

 

＜「어서(eoseo)」の定着度テスト＞ 

(17) a.오늘은 일이 있어서 안되겠어.／  

（今日は用事がある＋「어서(eoseo)」＋駄目だ） 

b.오늘은 일이 있어서．그래서 안되겠어.／ 

(今日は用事がある＋「어서(eoseo)」＋だから＋駄目だ) 

 

＜「는데(neunde)」の定着度テスト＞ 

(18) a.*오늘은 일이 있는데 안되겠어.／ 

    （今日は用事がある＋「는데(neunde)」＋駄目だ） 

b.?오늘은 일이 있는데.／ 그래서 안되겠어.／ 

    （今日は用事がある＋「는데(neunde)」＋だから＋駄目だ） 

c.오늘은 일이 있는데 다음에 도와줄께.／ 

（今日は用事がある＋「는데(neunde)」＋今度手伝うよ） 

d.오늘은 일이 있는데.／ 다음에 도와줄께.／ 

（今日は用事がある＋「는데(neunde)」＋今度手伝うよ） 
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上記の例のうち、理由を表す「거든(geodeun)」が従属節の接続語尾として用いられてい

る(16)a は不適切である9。しかし、(16)b の例は「그래서(geuraeseo)」（だから）のような

理由を表す接続詞が挿入されると、適切な表現になる10。「어서(eoseo)」は(17)a のように

理由を表す接続語尾として用いられた場合にも、(17)b のように接続詞の挿入によって、2

つの文に分断された場合にも適切な表現である。したがって、理由を表す「거든(geodeun)」

は終結語尾化されていると判断できるが、理由を表す「어서(eoseo)」は、依然として接続

語尾の性質が強く残っていると考えられる。 

「는데(neunde)」は理由の従属節には不適切であるが、「背景の提示」の従属節には適

切であるため、接続語尾の性質が保たれていると考えられる。ただし、「는데(neunde)」

は(18)c のように「背景の提示」の従属節において接続語尾として用いられることも、(18)d

のように終結語尾として用いられることも可能である。「背景の提示」の従属節に用いられ

た「는데(neunde)」は、(18)c のように後続節の従属節なのか、(18)d のように後続節とは

独立してそれだけで言い終わっているかという認定がやや曖昧になるところがあるため、

まだ接続語尾の性質が保たれていると判断することができる。 

日本語の接続助詞「テ」、「ノデ」、「カラ」、「ケド」の場合には、韓国語と同様に、終助

詞的用法にも接続助詞としての性質が維持されている。これを定着度テストで確認するこ

とができる。 

 

＜「テ」、「ノデ」、「カラ」、「ケド」の定着度テスト＞ 

(19) a.今日は用事があって、行けない。／ 

b.今日は用事があって。／ だから、行けない。／ 

(20) a.今日は用事があるので、行けない。／ 

b.今日は用事があるので。／ だから、行けない。／ 

(21) a.今日は用事があるから、行けない。／ 

b.今日は用事があるから。／ だから、行けない。／ 

(22) a.*今日は用事があるんだけど、行けない。／ 

b.*今日は用事があるんだけど。／ だから、行けない。／ 

                                                        
9「쯔꾸바에 도착하거든 연락주세요」（つくばに着いたら、連絡して下さい）のように、「거든(geodeun)」
が「仮定」の意味を表す場合は接続語尾として用いることができる。 
10 박석준 Bag Seog-Jun(1999)にも指摘されている。 
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c. 今日は用事があるから。他の人に頼んでもらいたいんだけど、いい。／ 

d. 今日は用事があるから。他の人に頼んでもらいたいんだけど。／いい。／  

 

このテストでは、(19)～(21)の例は、すべて適切な表現である。したがって、接続助詞「テ」、

「ノデ」、「カラ」は終助詞として完全に定着したとは言えず、接続助詞としての性質が残

っていることが分かる。ただし、「ケド」は(22)a, b の例から分かるように、理由の従属節

には不適切であるが、(22)c のように相手の意向を伺う「意向伺い」の従属節において接続

助詞として用いられることも(22)d のように終助詞的なものとして用いられることも可能

である。この定着度のテストの結果から、「ケド」は接続助詞の性質が保たれていると考え

られる。 

 一方、条件を表す接続助詞「タラ」で終わる「中途終了文」の慣用化についてはどうだ

ろうか。 

 

(23) ○○ちゃんに頼んでみたら。 

(24) *○○에게 부탁해보면/본다면. 

(○○に頼んでみたら) 

  

日本語では条件を表す「タラ」で終わる文が適切であるので、「中途終了文」の慣用化が

進んでいると考えられる。しかし、(24)は不自然なので、韓国語では条件を表す接続語尾

で終わる「中途終了文」の慣用化が進んでいないと思われる。 

  以上のことから、韓国語の「어서(eoseo)」と「는데(neunde)」は「中途終了文」の慣用化

の過程にあり、「거든(geodeun)」は終結語尾として定着していることが分かる。一方、日

本語の「テ」、「ノデ」、「カラ」、「タラ」はいずれも終助詞として定着しておらず、「中途終

了文」の慣用化の過程にあると考えられる。 

 

4.3  省略の目的 
 

4.1 節「主節、述部が省略された文に関する先行研究」で述べたように、「中途終了文」

は何らかの目的で主節、述部が省略され、それだけで話の内容の伝達が終わっている発話

のことを指す。ここでは、省略の目的に関する研究を概観し、本研究ではどのような目的
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で省略された「中途終了文」を分析するかを示す。   

モネイン(1984)は日本語における省略を(1)「単位的省略」(unitary Ellipsis)と(2)「拡張

的省略」(Extended Ellipsis)の 2 つのカテゴリーに分けて考察している。「単位的省略」と

は、「（私は）風邪を引きましてね」のように、「構文のある特定のユニットが省略されて

いること」を示し、「拡張的省略」とは、「つまらないものですが…（どうぞお受け取り下

さい、又は、どうぞおおさめ下さい）」のように、「省略されている言語内容が 1 つのまと

まった句か文」である。「単位的省略」の果たす最大の役割は、「言葉の労力の節約」11で

あり、「拡張的省略」の最大の役割は、「話者が日本文化によって課せられた義務を果たし、

期待に添うのを可能にする作用」である(p. 115-116)。 

一方、水谷(1989)は、日本語について「相づちを打つ習慣とも関連して、動詞や「です」、

「ます」以外で終わり、文としての形を整えていないものが多く用いられる」(p. 43)とし

ている。そして、「こうした不完全文を「完全」なものとしてとらえていくことが必要であ

る」(p. 46-47)とし、省略を次の 4 つに分類している。ここでは、その概略を示す。 

 

(1) 倒置的な文末 

ちょっと待って下さい。お茶入れますから。 

(2) 自明の動詞を省く 

a:今日、誰か来た？ 

b:別に誰も…。 

(3) 慣用的表現の後半を省く 

あ、誕生日といえばあさっては弟の誕生日だから、何かやらなくちゃ. 

(4) 待遇上の配慮からの省略 

a:今、お忙しくないでしょうか。 

b:いいえ、今日は暇で新聞を読んだり、テレビを見たりしていたんですよ。何か…。 

                            （水谷, 1989, p. 47-54） 

 

 水谷(1989)の 4 つの省略の中で、「(2)自明の動詞を省く」、「(3)慣用的表現の後半を省

                                                        
11 言葉の冗長性を避けるための省略について分析している研究には三上(1970), 久野(1978), 김옥 Gim 
Og(1998)などを参照. 
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く」はモネイン(1984)の「単位的省略」に、「(4)待遇上の配慮からの省略」は、「拡張的省

略」に当たると思われる。「(1)倒置的な文末」は主節と従属節の順序が逆転しているもの

で、厳密には主節が省略されているわけではない。 

 モネイン(1984)の「拡張的省略」および水谷(1989)の「(4)待遇上の配慮からの省略」につ

いて注目している研究がいくつかある。益岡・田窪(1992)は、「従属節だけ述べれば、結論

が推測できる場合、主節を省略することができる」とし、「自分が結論を出すより、相手に

出させる方が丁寧になる場合、結論を曖昧にしたい場合、結論部分が慣用的に決っている

場合、等に使われることができる」(p. 153)としている。また、水谷(1991)は、「日本人は

依頼を断る際に、「ちょっと用がありますので…」と言うだけで済ませ、「失礼します」ま

で言わない」とし、これに対し、「英語話者の意識では、丁寧な話し方は完全文、しかも一

定の長さを持つ文が好ましいという考え方があり、したがって日本語で話す時も「完全文」

が丁寧であると感じる」(p. 28-29)という。Brown & Levinson(1987)は ors15「省略を用

い、不完全な文にせよ」は、依頼するとき、FTA を軽減するために用いるストラテジーで

あるとし、以下のような例を示している12。 

 

(25) Well, if one leaves one’s tea on the wobbly table…   

(Brown & Levinson, 1987, p. 227) 

 

Brown & Levinson(1987)は、このストラテジーは「分かりやすい言い方をしなさい」とい

う Grice(1975)の「様態の公理」に違反するものであり、これを用いることにより、FTA を

和らげることができると述べている。Brown & Levinson(1987)はこのことを依頼の言語行動

に関して言及しているが、依頼の言語行動に限らず、断わりの言語行動においても同様の

現象があると考えられる。 

さらに、佐藤(1993)は、会話の円滑なやりとりのための省略を示している。佐藤(1993)

は、会話を進める上での会話管理と関わる省略とは、「いきなり直接的な言語行動を取るこ

とをせずに情報を小出しにしながら相手の反応を伺い、それに応じてより効果的な出方を

模索すること」や、「話し手の一連の発言の終了と他の参加者への turn 譲りの意向を示す

こと」であるとしている(p. 45-47)。 

                                                        
12 例文番号は本論文の例文番号による。 
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이은경 I Eun-Gyeong(1999)は、トーク番組に用いられた韓国語の接続語尾を分析し、主

節が連結されない現象を次の 3 つに分類している。 

 

(1) 発話のつながり上、不都合が生じ、発話できなかった場合。 

(2) 話し手は、主節の発話内容についてちょっと否定的な認識をもっているため、意図的

に主節を発話しなかった場合。このような現象は原因を表す接続語尾「어서(eoseo)」、 

「니까(nigga)」の後に多く生じるという。 

(3) 聞き手の発話を引き出す意図で省略した場合、話し手が別の意図によって接続語尾の 

後の主節を発話しなかった場合。 

   

陳(2001)は「中途終了型発話」が用いられる要因、理由、目的を次のようにまとめてい

る。 

 

  表 41 「中途終了型発話」の使用の三つの要因 
要因 理由 目的 
統語的 統語的に復元できるので後続要素を略す 
談話的 意味理解に必要なコンテクストがあるので後続要

素を省く 

会話の冗長性を減らす 

心理的 失礼にならないように言い切りを避ける 話し相手への配慮 
                                                              (陳, 2001, p. 181) 

 

陳(2001)は文末の省略の目的を 2 つに大別している。1 つは、冗長性を減らすこと、も

う 1 つは相手への配慮である。この分類に、前述の佐藤(1993)の会話の円滑なやりとりの

ための省略を加えると、省略の目的は以下の 3 つになる。 

 

[1] 冗長性を減らす 

[2] 相手に対して配慮する 

[3] 会話のやりとりを円滑にする 

 

本研究では、断わりの場面で用いられた「中途終了文」を[2]の観点から捉え、分析する。

断わりの場面で用いられた「中途終了文」について、生駒・志村(1993)は、「日本人は相手
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の地位が上の場合、顕著に「中途終了文」を使った」と指摘し、「日本人は「中途終了文」

を使うことにより、直接的な断わりを避け、地位が上の人に失礼にならないよう気を付け

ている」(p. 47)としている。また、前述の水谷(1991)も断わりの場面での日本語の「中途

終了文」が丁寧さと関連があることを指摘している。益岡・田窪(1992)、Brown & 

Levinson(1987)は断わりに特化したものではないが、主節、文末を省略した文とポライト

ネスとの関わりがあることを述べている。 

 

4.4  「中途終了文」に関する本研究の立場 
 

ここまでの「中途終了文」の形態的な特質、断わりの場面における語用論的な特質に関

する議論をまとめて示すと、下記の表 42 のようになる。 

 

表 42 日韓両言語の「中途終了文」の分類 

語用論的な特質 形態的な特質 

言い訳 代案の提示 意向伺い 背景の提示

 日本語 韓国語 日本語 日本語 韓国語 

接続助詞、接続語 

尾で終わる文 

 

「テ」、「ノデ」、

「カラ」 

「어서 

(eoseo)」 

 

「タラ」 

 

 

 

「ケド」 「는데 

(neunde)」

 

韓国語の「中途終了文」の慣用化は、「어서(eoseo)」と「는데(neunde)」がその過程に

あり、「거든(geodeun)」はすでに終結語尾として定着している。日本語の「テ」、「ノデ」、

「カラ」、「ケド」も終助詞として定着しておらず、「中途終了文」の慣用化の過程にあると

考えられる。 

ここでは、形態的な特質、語用論的な特質、「中途終了文」の慣用化という 3 つの側面か

ら「中途終了文」の分類を行なった。この分類をもとに、本研究の立場を明確にする。 

 

[1]  様々な省略の目的があるが、本研究では、ポライトネスの観点から相手に対して配慮

するための省略を分析する。ポライトネスの観点から省略を分析した研究は少なくな
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いが、実証的な研究は少ない13。本研究では日韓両言語の母語話者を対象にした調査

と検証を試みる14。 

[2] 本研究では、断わりの場面における「中途終了文」を中心に分析する。従来の研究で

は、1 つの接続助詞で終わる文の談話における諸機能を分類しているが、本研究では

従来の接続助詞で終わる文の諸機能を網羅して分析する方法を用いずに、「中途終了

文」の使用の場面を断わりの場面に限定してポライトネスの観点から分析する。 

[3]  原因･理由を表す接続助詞「テ」、「カラ」、「ノデ」、接続語尾「어서(eoseo)」で終わる

｢中途終了文｣を中心に分析する。「어서(eoseo)」は原因･理由を表す接続助詞の中で、

断わりの言語行動の資料での使用頻度が高く、日本語の原因･理由を表す接続助詞との

対応関係が強いため15、本研究の対象とする。 

 
4.5  「言語表現レベルのポライトネス調査」の結果分析および考察 
4.5.1   日本語の 3 タイプの文の比較分析 

4.5.1.1  教官に対する場面 

4.5.1.1.1 主節の違いによる結果分析および考察 

 
2.3.2.1 節「言語表現レベルのポライトネス調査」で取り上げた調査項目のうち、ここで

は、従属節については「テ」、「ノデ」、「カラ」の 3 つ、主節については「行カナイ」文、

「行ケナイ」文、「中途終了文」の 3 つをそれぞれ組み合わせ、合計 9 つの文を取り上げる。

以下では、9 つの文を主節の違いによって 3 つのグループに分ける。すなわち、従属節が

「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「行カナイ」文を「行カナイ」文グループと呼び、従属

節が「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「行ケナイ」文を「行ケナイ」文グループと呼び、

従属節が「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「中途終了文」を「中途終了文」グループと呼

ぶ。この節では、この 3 グループ間の「ポライトネスの軸」の評定値を比較分析する。下

記の文の番号は、表 1（45 頁を参照）による。 

                                                        
13 佐藤(1993)は「言いさしの研究は数多くの用例の分析による検証を経ていないので、まだ仮説の域を出

ていない」(p. 41)と指摘している。 
14 相手国の在住経験や言語学習経験によって言語行動レベルにおける転移がおこされる可能性があると

考えられたため、相手国での在住や学習の経験のない人を対象として調査を行った。 
15 兪京和(1999)によると、原因·理由の接続助詞「テ」は、「어서(eoseo)」に 70.0%対応しており、同じ

原因·理由の接続助詞「고(go)」は 17.9%対応しているという。この記述から、原因・理由を表す日本語の

接続助詞は韓国語の「어서(eoseo)」との対応関係が強いことが分かる。 
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③「その日は用事がありまして、行きません」 

⑨「その日は用事がありますので、行きません」  「行カナイ」文グループ 

⑥「その日は用事がありますから、行きません」 

 

①「その日は用事がありまして、行けません」 

⑪「その日は用事がありますので、行けません」  「行ケナイ」文グループ 

⑧「その日は用事がありますから、行けません」 

 

⑤「その日は用事がありまして」 

②「その日は用事がありますので」  「中途終了文」グループ 

⑫「その日は用事がありますから」 

 

まず、主節の違いによる 3 グループ間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に

違いがあるかどうかを検証するため、フリードマン検定を行い、その結果を次の表 43 およ

び図 16 に示す。 

 

表 43 フリードマン検定による日本語の 3 グループ間の比較（教官に対する場面） 

グループ 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文グループ 

「行ケナイ」文グループ 

「中途終了文」グループ 

 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

1.19 

2.48 

2.33 

317.658

2 

.000 

*** 

1.20 

2.07 

2.73 

370.109

2 

.000 

*** 

1.50 

2.29 

2.20 

127.423

2 

.000 

*** 

1.63 

2.16 

2.21 

73.018 

2 

.000 

*** 

1.36 

2.44 

2.20 

213.510

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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1.19 1.2

1.5
1.63

1.36

2.48

2.07

2.29
2.16

2.44
2.33

2.73

2.2 2.21 2.2

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文グ
ループ

「行ケナイ」文グ
ループ

「中途終了文」グ
ループ

 
図 16 フリードマン検定による日本語の 3 グループの平均順位（教官に対する場面） 

 

表 43 に示したように、上記の 3 グループ間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり

度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 3

グループ間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、どのグループ間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に有意差がある

かを調べるため、スティール・ドゥワス検定による多重比較を行なった。3 つのグループ

の各々の組み合わせでの検定統計量、有意確率、有意差の判定結果を示すと、下記の表 44

のようになる。 

 

  表 44 多重比較による日本語の 3 グループ間の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-17.130
.000 
*** 

-13.881
.000 
*** 

-10.940
.000 
*** 

-7.507 
.000 
*** 

-14.507 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-15.643
.000 
*** 

 

-18.79 
.000 
*** 

 

-8.920 
.000 
*** 

 

-7.844 
.000 
*** 

 

-11.435 
.000 
*** 

 
「行ケナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

1.084 
.524 
－ 

-12.538
.000 
*** 

1.289 
.401 
－ 

-1.685 
.211 
－ 

3.622 
.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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「行カナイ」文と「行ケナイ」文の組み合わせ、「行カナイ」文と「中途終了文」の組み

合わせでは、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に有意差があること

が認められた(p<=.001)。「行ケナイ」文と「中途終了文」の組み合わせでは、0.1%水準で

間接度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。配慮度、親近度、距離度に

は有意差がなかった。 

図 16 および表 44 を見ると、配慮度、親近度、距離度は「行カナイ」文、「中途終了文」

＝「行ケナイ」文の順に高くなっていることが分かる。間接度は「行カナイ」文、「行ケナ

イ」文、「中途終了文」の順に高くなっている。改まり度は「行カナイ」文、「中途終了文」、

「行ケナイ」文の順に高くなっている。 

「行ケナイ」文および「中途終了文」は、「行カナイ」文より 5 つの「ポライトネスの軸」

の評定値が高いため、ポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。「行カナイ」

文は断わる旨を自分の意志としてあからさまに表す表現であるため、事情によってやむを

得ず断わらざるを得ないことを示す「行ケナイ」文および断わりの事情だけ説明し、断わ

りの意志を表す部分を省略した「中途終了文」よりポライトネスの度合いが低く評定され

たと考えられる。 

次に、双方とも「ポライトネスの軸」の評定値が高かった「中途終了文」と「行ケナイ」

文を比較すると、「中途終了文」は「行ケナイ」文より間接度は高いが、改まり度は低くな

っているので、全体としてはどちらがポライトな表現であるとは単純に言い切れないが、

ポライトネスの 5 つの側面から個別に見ていくと、 

「中途終了文」は間接的に表現する「オフ・レコード」の度合いが高いのに対し、「行ケナ

イ」文は改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高いことが分かる。「中途終

了文」が「行ケナイ」文より間接度が高い理由は、次のように考えることができる。断わ

る事情を説明した上で、相手の意を受け入れることが不可能であることを表す「行ケナイ」

文に比べ、「中途終了文」には相手の意に沿えないことを表す主節が省略されているため、

間接度が高く評定されたと考えられる。また、「中途終了文」が「行ケナイ」文より改まり

度が低いことは、次のように考えることができる。ネウストプニー(1983)は、敬語回避の

ストラテジーの 1 つとして、述部の省略を取り上げ、敬語の集中度がもっとも高い述部を

さけることによって敬語の少なくとも一部を回避できるとしている。「中途終了文」では敬

語の集中度が最も高い主節が省かれており、「中途終了文」の使用によって主節の敬語を使

わずに済むことができる。1.3 節「本研究におけるポライトネスの捉え方」で述べたように、
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「改まりの軸」は敬語の使用と不使用を評価するものであり、敬語の使用は改まり度が高

いことを示し、敬語の不使用は改まり度が低いことを示す。そのため、主節のデスマス体

が省略されている「中途終了文」は、主節が省略されていない「行ケナイ」文より改まり

度が低く評定されたと考えられる。 

 

4.5.1.1.2  従属節末の接続助詞の違いによる結果分析および考察 
 

前節では、従属節末の接続助詞の違いを考慮せず、主節の違いに焦点を当てた分析をし

たが、この節では、接続助詞「テ」、「ノデ」、「カラ」の違いによって 3 タイプの文の「ポ

ライトネスの軸」の評定値に差が見られるかを中心に分析する。はじめに、従属節が接続

助詞「テ」で終わる「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途終了文」という 3 つのタイプ

の文の「ポライトネスの軸」の評定値、すなわち、配慮度、間接度、親近度、距離度、改

まり度に有意差があるかどうかを検証するためにフリードマン検定を行い、その結果を下

記の表 45 および図 17 に示す。 

 

表 45 フリードマン検定による「テ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

従属節が「テ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

③「その日は用事がありまして行きません」

①「その日は用事がありまして行けません」

⑤「その日は用事がありまして」 

 

 

平均順位

平均順位

平均順位

Chi-Square

df 

有意確率

有意差判定

1.13

2.40

2.47

121.071

2 

.000

*** 

1.18

1.98

2.84

144.216

2 

.000

*** 

1.52 

2.23 

2.26 

39.362 

2 

.000 

*** 

1.63 

2.20 

2.17 

24.354 

2 

.000 

*** 

1.28 

2.51 

2.22 

91.000 

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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1.13 1.18

1.52
1.63

1.28

2.4
2.23 2.2

2.512.47

2.84

2.26
2.17 2.22

1.98

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文

「行ケナイ」文

「中途終了文」

       図 17 フリードマン検定による「テ」で終わる 3 タイプの文の比較 

（教官に対する場面）  

 

表 45 に示したように、上記の 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり

度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 3

タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、どの文の間に有意差があるかを調べるため、スティール・ドゥワス検定による

多重比較を行なった。3 タイプの文の各々の組み合わせでの検定統計量、有意確率、有意

差の判定結果を示すと、下記の表 46 のようになる。 

 

 表 46 多重比較による「テ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.853
.000 
*** 

-7.472 
.000 
*** 

-5.851 
.000 
*** 

-4.582 
.000 
*** 

-9.316 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-10.395
.000 
*** 

-11.605 
.000 
*** 

-5.528 
.000 
*** 

-4.351 
.000 
*** 

-7.455 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-1.108
.509 
－ 

-8.670 
.000 
*** 

-0.770 
.722 
－ 

-0.158 
.986 
－ 

2.331 
.052 
－ 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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従属節が「テ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文との組み合わせ、「行カナイ」

文と「中途終了文」との組み合わせは、0.1％水準で配慮度、間接度、親近度、距離度、改

まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。「行ケナイ」文と「中途終了文」は、

0.1%水準で間接度に有意差があることが認められた(p<=.001)。一方、それ以外の軸の評定

値には有意差が認められなかった。 

図 17 および表 46 の検定結果を見ると、配慮度、親近度、距離度、改まり度は「行カナ

イ」文、「行ケナイ」文＝「中途終了文」の順に高くなっていることが分かる。間接度は「行

カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途終了文」の順に高くなっていることが分かる。   

「行ケナイ」文および「中途終了文」は「行カナイ」文より 5 つの軸の評定値が高いた

め、ポライトネスの度合いが高い表現であると言える。次に、「中途終了文」と「行ケナイ」

文を比べると、配慮度、親近度、距離度、改まり度には有意差がなかったものの、「中途終

了文」の方が間接度が高いため、間接的に表現する「オフ・レコード」の度合いが高いと

言える。したがって、「中途終了文」の方が「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが高

い表現であると考えられる。 

次に、従属節が「ノデ」で終わる 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改

まり度に差があるかどうかをフリードマン検定で検証した。その結果を下記の表 47 および

図 18 に示す。 

 

表 47 フリードマン検定による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

従属節が「ノデ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度
⑨「その日は用事がありますので行きません」 

⑪「その日は用事がありますので行けません」 

②「その日は用事がありますので」 

 

 

平均順位

平均順位

平均順位

Chi-Square

df 

有意確率

有意差判定

1.14

2.46

2.40

120.286

2 

.000

*** 

1.17

2.05

2.78

136.139

2 

.000

*** 

1.44 

2.33 

2.23 

55.732 

2 

.000 

*** 

1.59 

2.11 

2.29 

31.793 

2 

.000 

*** 

1.37 

2.40 

2.23 

65.228 

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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1.14 1.17

1.44
1.59

1.37

2.46

2.05

2.33

2.11

2.42.4

2.78

2.23 2.29 2.23

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文

「行ケナイ」文

「中途終了文」

 

図 18 フリードマン検定による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の平均順位 

（教官に対する場面） 

 

表 47 に示したように、従属節が「ノデ」で終わる上記の 3 タイプの文の配慮度、間接度、

親近度、距離度、改まり度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。した

がって、全体としては 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差が

あると言える。 

さらに、どの文の間に有意差があるかを調べるため、スティール・ドゥワス検定による

多重比較を行なった。3 タイプの文の各々の組み合わせでの検定統計量、有意確率、有意

差の判定結果を示すと、表 48 のようになる。 

 

表 48 多重比較による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-10.267
.000 
*** 

-8.317 
.000 
*** 

-7.080 
.000 
*** 

-4.331 
.000 
*** 

-8.493 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-10.072
.000 
*** 

-11.291 
.000 
*** 

-5.825 
.000 
*** 

-5.236 
.000 
*** 

-6.974 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-0.067
.998 
－ 

-7.900 
.000 
*** 

1.17 
.469 
－ 

-1.993 
.114 
－ 

1.416 
.333 
－ 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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従属節が「ノデ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文との組み合わせ、「行カナイ」

文と「中途終了文」との組み合わせでは、0.１％水準で配慮度、間接度、親近度、距離度、

改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。「行ケナイ」文と「中途終了文」は、

0.1%水準で間接度に有意差がある(p<=.001)ことが認められた。それ以外の軸の評定値に有

意差はなかった。 

図 18 および表 48 を見ると、配慮度、親近度、距離度、改まり度は「行カナイ」文、「行

ケナイ」文＝「中途終了文」の順に高くなっていることが分かる。間接度は「行カナイ」

文、「行ケナイ」文、「中途終了文」の順に高くなっている。「行ケナイ」文および「中途終

了文」は「行カナイ」文より 5 つの「ポライトネスの軸」の評定値が高い。このことから、

「行ケナイ」文および「中途終了文」は「行カナイ」文よりポライトネスの度合いが高い

表現であると考えられる。次に、「中途終了文」と「行ケナイ」文を比較すると、配慮度、

親近度、距離度、改まり度には有意差がないものの、「中途終了文」の間接度が高いため、

「オフ・レコード」の度合いが高いと言える。したがって、全体としては「中途終了文」

の方が「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。 

次に、従属節が「カラ」で終わる 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改

まり度に有意差があるかどうかについてフリードマン検定で検証した。その結果を下記の

表 49 および図 19 に示す。 

 

表 49 フリードマン検定による「カラ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

従属節が「カラ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度
⑥「その日は用事がありますから行きません」 

⑧「その日は用事がありますから行けません」 

⑫「その日は用事がありますから」 

 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

    df 

有意確率

有意差判定

1.29

2.57

2.13

96.705

2 

.000

*** 

1.26

2.16

2.58

99.405

2 

.000

*** 

1.56 

2.34 

2.11 

38.507 

2 

.000 

*** 

1.67 

2.15 

2.18 

19.536 

2 

.000 

*** 

1.43 

2.40 

2.17 

58.430 

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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1.29 1.26

1.56
1.67

1.43

2.57

2.16

2.34

2.15

2.4

2.13

2.58

2.11 2.18 2.17

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文

「行ケナイ」文

「中途終了文」

       図 19  フリードマン検定による「カラ」で終わる 3 タイプの文の平均順位 

（教官に対する場面） 

 

表 49 に示したように、従属節が「カラ」で終わる 3 タイプの文の 5 つの軸の評定値に有

意差があることが 0.1％の有意水準で認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 3

タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、どの文の間に有意差があるかを調べるため、スティール・ドゥワス検定による

多重比較を行なった。3 タイプの文の各々の組み合わせでの検定統計量、有意確率、有意

差の判定結果を示すと、次の表 50 のようになる。 

 

表 50 多重比較による「カラ」で終わる 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.548
.000 
*** 

-8.225 
.000 
*** 

-5.900 
.000 
*** 

-4.110 
.000 
*** 

-7.350 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-6.636
.000 
*** 

-9.678 
.000 
*** 

-4.054 
.000 
*** 

-3.931 
.000 
*** 

-5.493 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

3.370 
.002 
** 

-5.155 
.000 
*** 

1.908 
.136 
－ 

-0.710 
.758 
－ 

2.543 
.030 

* 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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従属節が「カラ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文との組み合わせ、「行カナイ」

文と「中途終了文」との組み合わせでは、0.１％水準で 5 つの軸の評定値に有意差がある

ことが認められた(p<=.001)。「行ケナイ」文と「中途終了文」は、0.1%水準で間接度に有

意差があり(p<=.001)、1%水準で配慮度に有意差があり(p<=.01)、5%水準で改まり度に有意

差があることが認められた(p<=.05)。親近度、距離度には有意差がなかった。 

図 19 および表 50 を見ると、親近度、距離度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文＝「中途

終了文」の順に高くなっていることが分かる。配慮度、改まり度は「行カナイ」文、「中途

終了文」、「行ケナイ」文の順に高くなっている。間接度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、

「中途終了文」の順に高くなっていることが分かる。 

「行ケナイ」文および「中途終了文」は「行カナイ」文より 5 つの軸の評定値が高いの

で、「行カナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。「行ケナイ」

文は「中途終了文」より配慮度、改まり度が高いのに対し、「中途終了文」は「行ケナイ」

文より間接度が高い。そのため、どちらの文がよりポライトであると明確に決められない

ところがあるが、ポライトネスの 5 つの側面から個別に見ていくと、「行ケナイ」文は配慮

度、改まり度が高いため、会話参加者のフェイスの保持に配慮する「ポライトネスの普遍

的原則」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高いと言える。これに対し、

「中途終了文」は「行ケナイ」文より間接度が高いため、間接的に表現する「オフ・レコ

ード」の度合いが高いと言える。 

従属節が「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる 3 タイプの文の調査結果をまとめると（図 17

および表 46、図 18 および表 48、図 19 および表 50 を参照）、「テ」、「ノデ」、「カラ」で終

わる「行ケナイ」文および「中途終了文」は「行カナイ」文より配慮度、間接度、親近度、

距離度、改まり度が高いため、よりポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。

「行カナイ」文と「行ケナイ」文の組み合わせ、「行カナイ」文と「中途終了文」の組み合

わせの結果は、接続助詞の違いによる差異が見られなかった。したがって、接続助詞の違

いより 3 タイプの文の主節の違いの方がポライトネスの評定に影響を与えると考えられる。

この理由は次のように考えることができる。自分の意志ではなく、外部の条件などによっ

て相手の意に応じることが実行不可能であることを示す「行ケナイ」文と相手の意に応じ

られない旨を伝達せず、省略する「中途終了文」には、従属節にどのような接続助詞がつ

こうと、行かないことを自分の意志としてあからさまに伝達する「行カナイ」文よりポラ

イトネスの度合いが高いため、接続助詞の違いによる影響はほとんどなかったと考えられ
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る。 

一方、従属節が「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「中途終了文」と「行ケナイ」文を比

較すると、「中途終了文」の間接度が高いという共通点がある。これに対し、「カラ」で終

わる「中途終了文」だけは「行ケナイ」文に比べ、配慮度、改まり度が低いという相違点

がある。なぜ「カラ」で終わる「行ケナイ」文は「中途終了文」より配慮度、改まり度が

高いのだろうか。山本(2001)は、シナリオや漫画などにおける日常会話で「ノデ」と「カ

ラ」がどのように使い分けられているかを調べ、「聞き手が親しい間柄であるときには「か

ら」を用い、聞き手が親しい間柄ではなかったり、聞き手に対して敬意を示したいときに

は「ので」を用いて原因・理由を表しているという結果から、話し手は聞き手との関係が

どの程度親しいと感じているかを無意識的に伝達している」(p. 18)と述べている。このこ

とから目上である教官に対する場面では、聞き手を親しい間柄として感じていることを伝

達する「カラ」の使用は文のポライトネスの度合いを低くすると考えられる。そのため、

「カラ」で終わる「中途終了文」より、主節が改まりを示すデスマス体で終わる「行ケナ

イ」文の方が配慮度、改まり度が高く評定されたのではないかと考えられる。 

このように、「行ケナイ」文と「中途終了文」の組み合わせでは、接続助詞による違いが

若干見られたが、全体としては、3 タイプの文の評定値は接続助詞の違いによる影響をほ

とんど受けていないことが分かった。 

 

4.5.1.2   友人に対する場面 

4.5.1.2.1 主節の違いによる結果分析および考察  
 

友人に対する場面における以下の 3 グループ間の「ポライトネスの軸」の評定値に違い

があるかどうかをフリードマン検定で検証した。その検定結果を次の表 51 および図 20 に

示す。文の番号は表 1（45 頁を参照）による。 

 

⑪「その日は用事があって、行かない」 

②「その日は用事があるので、行かない」  「行カナイ」文グループ 

⑧「その日は用事があるから、行かない」 
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⑦「その日は用事があって、行けない」 

①「その日は用事があるので、行けない」  「行ケナイ」文グループ 

⑩「その日は用事があるから、行けない」 

 

⑨「その日は用事があって」 

⑤「その日は用事があるので」  「中途終了文」グループ 

③「その日は用事があるから」 

 

表 51 フリードマン検定による日本語の 3 グループ間の比較（友人に対する場面） 

グループ 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文グループ 

「行ケナイ」文グループ 

「中途終了文」グループ 

 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square 

df 

有意確率 

有意差判定 

1.16 

2.40 

2.44 

349.402

2 

.000 

*** 

1.16 

2.05 

2.79 

415.737

2 

.000 

*** 

1.47 

2.36 

2.17 

147.793

2 

.000 

*** 

1.88 

1.86 

2.26 

34.904 

2 

.000 

*** 

1.44 

2.22 

2.34 

163.481

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

1.16 1.16

1.47

1.88

1.44

2.4

2.05

2.36

1.86

2.22

2.44

2.79

2.17
2.26

2.34

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文グ
ループ

「行ケナイ」文グ
ループ

「中途終了文」グ
ループ

 

図 20 フリードマン検定による日本語の 3 グループの平均順位（友人に対する場面） 

 

表 51 に示したように、上記の 3 つのグループの配慮度、間接度、親近度、距離度、改ま
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り度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 3

グループの配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、どのグループの間に有意差があるかを調べるため、スティール・ドゥワス検定

による多重比較を行なった。3 グループの各々の組み合わせでの検定統計量、有意確率、

有意差の判定結果を示すと、表 52 のようになる。 

 

表 52 多重比較による日本語の 3 グループ間の比較（友人に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-17.316
.000 
*** 

-15.800
.000 
*** 

-11.920
.000 
*** 

-0.836 
.681 
－ 

-10.809 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-17.479
.000 
*** 

-20.040
.000 
*** 

-10.045
.000 
*** 

-5.625 
.000 
*** 

-11.952 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-1.693 
.208 
－ 

-13.711
.000 
*** 

2.311 
.054 
－ 

-6.647 
.000 
*** 

-2.986 
.008 
** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度に

有意差があることが認められた(p<=.001)。距離度には有意差がなかった。「行カナイ」文

と「中途終了文」は、0.1%水準で 5 つの軸の評定値に有意差があることが認められた

(p<=.001)。「行ケナイ」文と「中途終了文」を比較すると、0.1%水準で間接度、距離度に

有意差があり(p<=.001)、1%水準で改まり度に有意差があることが認められた(p<=.01)。配

慮度、親近度には有意差がなかった。 

 図 20 および表 52 を見ると、間接度、改まり度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中

途終了文」の順に高くなっていることが分かる。配慮度、親近度は「行カナイ」文、「中途

終了文」＝「行ケナイ」文の順に高くなっている。距離度は「行ケナイ」文＝「行カナイ」

文、「中途終了文」の順に高くなっている。 

「行カナイ」文は距離度のみにおいては「行ケナイ」文との有意差がないものの、全体

としては「行ケナイ」文および「中途終了文」より「ポライトネスの軸」の評定値が低い。

このことから、「行カナイ」文は「行ケナイ」文および「中途終了文」に比べ、ポライトネ

スの度合いが低い表現であると考えられる。「行カナイ」文は断わる旨を自分の意志として
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あからさまに表す表現であるため、事情によってやむを得ず断わらざるを得ないことを示

す「行ケナイ」文および断わりの理由を説明し、断わりの意志を表す部分を省略した「中

途終了文」よりポライトネスの度合いが低く評定されたと考えられる。「行カナイ」文と「行

ケナイ」文の距離度に有意差がない理由は、3.2.1.1.1 節「主節の違いによる結果分析およ

び考察」で詳しく述べたように、距離を置くか否かを示す「距離の軸」の曖昧な定義と被

験者の誤解を招くような調査票の提示方法が原因として考えられる。「距離の軸」における

距離とは、Brown & Levinson(1987)の「社会的距離」のことを指すが、定義の曖昧さに

より、距離からは相手との相互作用の頻度が低いことから感じられる距離、相手のことを

好ましく思わない心情的な距離、失礼にならないような距離などの多様な意味が読み取れ

る。本調査を行うときには、「社会的距離」についての Brown & Levinson(1987)の曖昧な

定義は被験者の混乱を招く可能性があると考えられたので、「距離の軸」について距離を置

くか否かを示すという説明を示した。しかし、被験者は距離を置くという言葉から、様々

な意味を読み取ったかもしれない。したがって、「行ケナイ」文と「行カナイ」文の距離度

は同じような評定値になっているが、これらの文の示す距離度は異なった意味として評定

されていたかもしれない。こういった理由により、「行ケナイ」文と「行カナイ」文の距離

度に有意差はなかったと考えられる。 

次に、双方とも「ポライトネスの軸」の評定値が高かった「中途終了文」と「行ケナイ」

文を比較すると、配慮度、親近度には有意差がないものの、「中途終了文」は「行ケナイ」

文より間接度、距離度、改まり度が高いため、間接的に表現する「オフ・レコード」、距離

を置く「ネガティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合い

が高い表現であると言える。したがって、全体としては、「中途終了文」は「行ケナイ」文

よりポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。 

「中途終了文」が「行ケナイ」文より間接度が高いことは、次のように考えることがで

きる。断わる事情を説明した上で、相手の意を受け入れることが不可能であることを表す

「行ケナイ」文に比べ、「中途終了文」には相手の意に沿えないことを表す主節が省略され

ているため、間接度が高く評定されたと考えられる。また、「中途終了文」が「行ケナイ」

文より距離度、改まり度が高いことは次のように考えることができる。友人に対する場面

での「中途終了文」はダ体の主節が省略されているのに対し、「行ケナイ」文はダ体の主節

が省略されていない。ダ体は主に同等の友人や目下に対して用いるスピーチレベルである

ため、距離を置かずかつ改まっていない場面に相応しいスピーチレベルであると思われる。
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「中途終了文」はダ体の主節が省略されているため、文全体のスピーチレベルがダ体であ

ることが必ずしも強調されていない。したがって、「中途終了文」は「行ケナイ」文より距

離度や改まり度が高く評定されたのではないかと考えられる。 

 

4.5.1.2.2 従属節末の接続助詞の違いによる結果分析および考察  
 

従属節が「テ」で終わる「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途終了文」の配慮度、間

接度、親近度、距離度、改まり度に有意差があるか否かを検証するためにフリードマン検

定を行い、その結果を下記の表 53 および図 21 に示した。 

 

表 53 フリードマン検定による「テ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

従属節が「テ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

⑪「その日は用事があって行かない」

⑦「その日は用事があって行けない」

⑨「その日は用事があって」 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

1.13 

2.33 

2.54 

123.308

2 

.000 

*** 

1.21 

1.97 

2.82 

135.468

2 

.000 

*** 

1.44 

2.34 

2.22 

54.101 

2 

.000 

*** 

1.93 

1.76 

2.31 

18.044 

2 

.000 

*** 

1.54 

2.11 

2.36 

42.000 

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

1.13
1.21

1.44

1.93

1.54

2.33

1.97

2.34

1.76

2.11

2.54

2.82

2.22
2.31 2.36

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文

「行ケナイ」文

「中途終了文」

図 21 フリードマン検定による「テ」で終わる 3 タイプの文の平均順位（友人に対する場面） 

 

表 53 に示したように、上記の 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり
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度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 3

タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、どの文の間に有意差があるかを調べるため、スティール・ドゥワス検定による

多重比較を行なった。3 タイプの文の各々の組み合わせでの検定統計量、有意確率、有意

差の判定結果を示すと、表 54 のようになる。 

 

表 54 多重比較による「テ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.790
.000 
*** 

-8.213 
.000 
*** 

-6.948 
.000 
*** 

0.641 
.798 
－ 

-5.341 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-10.951
.000 
*** 

-11.530 
.000 
*** 

-6.741 
.000 
*** 

-3.156 
.005 
** 

-6.915 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-2.830
.013 

* 

-8.347 
.000 
*** 

0.706 
.760 
－ 

-4.739 
.000 
*** 

-2.706 
.019 
－ 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

従属節が「テ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間接

度、親近度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。距離度に関しては有意

差がなかった。「行カナイ」文と「中途終了文」は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、

改まり度に有意差があり(p<=.001)、1%水準で距離度に有意差があることが認められた

(p<=.01)。「行ケナイ」文と「中途終了文」は、0.1%水準で間接度、距離度に有意差が認め

られ(p<=.001)、5%水準で配慮度に有意差が認められた(p<=.05)。親近度、改まり度には有

意差がなかった。 

 図 21 および表 54 を見ると、配慮度、間接度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途

終了文」の順に高くなっていることが分かる。親近度は「行カナイ」文、「中途終了文」＝

「行ケナイ」文の順に高くなっている。距離度は「行ケナイ」文＝「行カナイ」文、「中途

終了文」の順に高くなっている。改まり度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文＝「中途終了

文」の順に高くなっている。 

「行ケナイ」文および「中途終了文」は「行カナイ」文より 5 つの軸の評定値が高いの

で、よりポライトネスの度合いが高い表現であると言える。次に、「行ケナイ」文と「中途
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終了文」を比較すると、親近度、改まり度には有意差がないものの、「中途終了文」は配慮

度、間接度、距離度が高い表現であるため、会話参加者のフェイスの保持に配慮する「ポ

ライトネスの普遍的原則」、間接的に表現する「オフ・レコード」、距離を置く「ネガティ

ブ・ポライトネス」の度合いが高い表現であると言える。したがって、全体としては「中

途終了文」は「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。 

 次に、従属節が「ノデ」で終わる「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途終了文」の配

慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に有意差があるかを検証するため、フリードマ

ン検定を行った。その結果を次の表 55 および図 22 に示すと以下のようになる。 

 

表 55 フリードマン検定による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

従属節が「ノデ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

②「その日は用事があるので行かない」

①「その日は用事があるので行けない」

⑤「その日は用事があるので」 

平均順位

平均順位

平均順位

Chi-Square

df 

有意確率

有意差判定

1.17

2.39

2.43

112.799

2 

.000

*** 

1.13

2.06

2.81

145.080

2 

.000

*** 

1.49 

2.41 

2.10 

52.034 

2 

.000 

*** 

1.79 

1.87 

2.34 

20.632 

2 

.000 

*** 

1.33 

2..22 

2.45 

82.085 

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

1.17 1.13

1.49

1.79

1.33

2.39

2.06

2.41

1.87

2.22

2.43

2.81

2.1

2.34
2.45

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文

「行ケナイ」文

「中途終了文」

 

図 22 フリードマン検定による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の平均順位 

（友人に対する場面） 
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表 55 に示したように、従属節が接続助詞「ノデ」で終わる上記の 3 タイプの文の配慮度、

間接度、親近度、距離度、改まり度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。

したがって、全体としては 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に

差があると言える。 

さらに、どの文の間に有意差があるかを調べるため、スティール・ドゥワス検定による

多重比較を行なった。3 タイプの文の各々の組み合わせでの検定統計量、有意確率、有意

差の判定結果を示すと、表 56 のようになる。 

 

表 56 多重比較による「ノデ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.568
.000 
*** 

-9.069 
.000 
*** 

-6.622 
.000 
*** 

-1.322 
.383 
－ 

-6.242 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-10.061
.000 
*** 

-11.702 
.000 
*** 

-4.879 
.000 
*** 

-4.367 
.000 
*** 

-8.106 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-0.769
.722 
－ 

-7.879 
.000 
*** 

2.068 
.097 
－ 

-4.359 
.000 
*** 

-2.685 
.020 

* 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

従属節が「ノデ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間

接度、親近度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。それに対し、距離度

には有意差がなかった。「行カナイ」文と「中途終了文」は、0.1%水準で配慮度、間接度、

親近度、距離度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。「行ケナイ」文と

「中途終了文」を比較すると、0.1%水準で間接度、距離度に有意差があり(p<=.001)、5%

水準で改まり度に有意差があることが認められた(p<=.05)。配慮度、親近度には有意差が

なかった。 

図 22 および表 56 を見ると、間接度、改まり度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中

途終了文」の順に高くなっていることが分かる。配慮度、親近度は「行カナイ」文、「行ケ

ナイ」文＝「中途終了文」の順に高くなっている。距離度は「行カナイ」文＝「行ケナイ」

文、「中途終了文」の順に高くなっている。 

「行ケナイ」文および「中途終了文」は、「行カナイ」文より 5 つの「ポライトネスの軸」
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の評定値が高いので、よりポライトネスの度合いが高い表現であると言える。「行ケナイ」

文と「中途終了文」を比べると、配慮度、親近度に有意差がないものの、「中途終了文」は

「行ケナイ」文より間接度、距離度、改まり度が高い。このことから、「中途終了文」は「行

ケナイ」文より間接的に表現する「オフ・レコード」、距離を置く「ネガティブ・ポライト

ネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高いと言える。したがって、

全体としては「中途終了文」の方が「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現

であると考えられる。 

 次に、従属節が接続助詞「カラ」で終わる 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距

離度、改まり度に違いがあるかどうかをフリードマン検定により検証した。その結果を下

記の表 57 および図 23 に示す。 

 

表 57 フリードマン検定による「カラ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

従属節が「カラ」で終わる文 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

⑧「その日は用事があるから行かない」 

⑩「その日は用事があるから行けない」 

③「その日は用事があるから」 

平均順位

平均順位

平均順位

Chi-Square

    df 

有意確率

有意差判定

1.17

2.48

2.35

113.677

2 

.000

*** 

1.14

2.10

2.76

140.355

2 

.000

*** 

1.51 

2.35 

2.14 

42.520 

2 

.000 

*** 

1.88 

1.92 

2.20 

6.912 

2 

.032 

* 

1.43 

2.35 

2.22 

58.858 

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

1.17 1.14

1.51

1.88

1.43

2.48

2.1

2.35

1.92

2.352.35

2.76

2.14 2.2 2.22

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文

「行ケナイ」文

「中途終了文」

図 23 フリードマン検定による「カラ」で終わる 3 タイプの文の平均順位 

（友人に対する場面） 
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表 57 に示したように、従属節が「カラ」で終わる上記の 3 タイプの文の配慮度、間接度、

親近度、改まり度に有意差があることが 0.1%水準で(p<=.001)、距離度に有意差があること

が 5%水準で認められた(p<=.05)。したがって、全体としては 3 タイプの文の配慮度、間接

度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、どの文の間に有意差があるかを調べるため、スティール・ドゥワス検定による

多重比較を行なった。検定統計量、有意確率、有意差の判定結果を示すと、表 58 のように

なる。 

 

表 58 多重比較による「カラ」で終わる 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-10.601
.000 
*** 

-10.080
.000 
*** 

-7.091 
.000 
*** 

-0.724 
.749 
－ 

-7.370 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-9.189 
.000 
*** 

-11.457
.000 
*** 

-5.764 
.000 
*** 

-2.338 
.051 
－ 

-5.955 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

0.567 
.837 
－ 

-7.514 
.000 
*** 

1.249 
.424 
－ 

-2.688 
.020 

* 

0.471 
.885 
－ 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

 従属節が「カラ」で終わる「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間

接度、親近度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。それに対し、距離度

には有意差がなかった。「行カナイ」文と「中途終了文」は、0.1%水準で配慮度、間接度、

親近度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。距離度には有意差がなかっ

た。「行ケナイ」文と「中途終了文」は 0.1%水準で間接度に有意差があり(p<=.001)、5%水

準で距離度に有意差があることが認められた(p<=.05)。配慮度、親近度、改まり度には有

意差がなかった。 

 図 23 および表 58 を見ると、間接度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途終了文」

の順に高くなっていることが分かる。距離度は「行カナイ」文＝「行ケナイ」文、「中途終

了文」の順に高くなっている。配慮度、親近度、改まり度は「行カナイ」文、「中途終了文」

＝「行ケナイ」文の順に高くなっている。 
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「行ケナイ」文および「中途終了文」は、距離度のみにおいて「行カナイ」文との有意

差がないものの、「行カナイ」文より配慮度、間接度、親近度、改まり度が高いため、ポラ

イトネスの度合いが高い表現であると考えられる。「行ケナイ」文と「中途終了文」を比較

すると、配慮度、親近度、改まり度には違いがないが、「中途終了文」の方が間接度、距離

度が高い。このことから、「中途終了文」は「行ケナイ」文より「オフ・レコード」および

「ネガティブ・ポライトネス」の度合いが高い表現であると言える。したがって、全体と

しては「中途終了文」が「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現であると考

えられる。 

従属節が「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる友人に対する場面における 3 タイプの文の結

果をまとめると（図 21 および表 54、図 22 および表 56、図 23 および表 58 を参照）、「テ」、

「ノデ」、「カラ」で終わる「行ケナイ」文は距離度のみにおいては「行カナイ」文との有

意差がないものの、「行カナイ」文より配慮度、間接度、親近度、改まり度が高いため、ポ

ライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。「行ケナイ」文と「行カナイ」文の 5

つの「ポライトネスの軸」の評定値は、接続助詞の違いによる差が見られなかった。した

がって、3 タイプの文では、主節の違いの方が接続助詞の違いよりポライトネスの評定に

影響を与えていると考えられる。この理由は次のように考えることができる。どのような

接続助詞がつこうと、自分の意志ではなく、外部の条件などによって相手の意に応じるこ

とが実行不可能であることを示す「行ケナイ」文は、行かないことを自分の意志として直

接的に伝達する「行カナイ」文よりポライトネスの度合いが高いことには変わりがなく、

接続助詞の違いによる影響はほとんどなかったと考えられる。 

一方、「テ」、「ノデ」で終わる「中途終了文」は「行カナイ」文より 5 つの「ポライトネ

スの軸」すべての評定値が高く、「カラ」で終わる「中途終了文」は「行カナイ」文と距離

度には有意差はないものの、「行カナイ」文より配慮度、間接度、親近度、改まり度が高い。

そのため、全体としては、「中途終了文」は「行カナイ」文よりポライトネスの度合いが高

い表現であると考えられる。このように、「中途終了文」と「行カナイ」文を比較すると、

接続助詞による違いが若干見られるものの、3 タイプの文の主節の違いによるポライトネ

スの評定値の違いが接続助詞の違いによるそれより大きいため、主節の違いが接続助詞の

違いよりポライトネスの評定に影響を与えると考えられる。 

また、「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「行ケナイ」文と「中途終了文」を比較すると、 

「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「中途終了文」は「行ケナイ」文より間接度と距離度が
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高いことが共通している。このうち、「テ」で終わる「中途終了文」は「行ケナイ」文より

配慮度が高いという点が加わり、「ノデ」で終わる「中途終了文」は「行ケナイ」文より改

まり度が高いという点が加わる。山本(2001)は「聞き手が親しい間柄であるときには「か

ら」を用い、聞き手が親しい間柄ではなかったり、聞き手に対して敬意を示したいときに

は「ので」を用いて原因・理由を表している」(p. 18)と述べている。このことから、友人

に対する場面における「ノデ」の使用は、聞き手が親しくない間柄であることを表したり、

敬意を示したりすることになるため、「ノデ」で終わる「中途終了文」は、主節がダ体で終

わる「行ケナイ」文より改まり度が高く評定されたと考えられる。以上の分析結果から接

続助詞の違いによって有意差がない評定値があるものの、全体の傾向としては、「中途終了

文」の方が「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。 

ところで、「行ケナイ」文と「行カナイ」文の組み合わせ、「中途終了文」と「行カナイ」

文の組み合わせに比べ、「行ケナイ」文と「中途終了文」の組み合わせでは、接続助詞の違

いによるポライトネスの評定値による差が大きくなっている。この理由は次のように考え

ることができる。「行ケナイ」文と「中途終了文」の組み合わせは、他の二つの組み合わせ

より主節の違いによるポライトネスの評定値の差が小さいため、接続助詞の違いによる影

響を受けやすいのではないかと考えられる。すなわち、「中途終了文」と「行カナイ」文の

組み合わせ、「行ケナイ」文と「行カナイ」文の組み合わせのように、主節の違いによるポ

ライトネスの評定値の差が大きい場合には、接続助詞の違いはこれらの文のポライトネス

の評定値にほとんど影響を与えないが、「行ケナイ」文と「中途終了文」の組み合わせのよ

うに、主節の違いによるポライトネスの評定値の差が小さい場合には、接続助詞の違いが

これらの文のポライトネスの評定値に影響を与えていると考えられる。 

 

4.5.1.3 場面間の比較および考察 
  

 教官と友人に対する場面間の比較をすると次の傾向が見られる。まず、3 タイプの文の

グループ間の比較をすると、配慮度、間接度、親近度には場面による違いが見られなかっ

た。一方、距離度、改まり度の場面による違いは大きいことは特徴的である（図 16 および

表 44、図 20 および表 52 を参照）。 

改まり度に関しては、教官に対する場面で、「行ケナイ」文グループの方が「中途終了文」

グループより高くなっているのに対し、友人に対する場面では、「中途終了文」グループが
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「行ケナイ」文グループより高くなっている。1.3 節「本研究におけるポライトネスの捉え

方」で述べたことを改めて述べると、「改まりの軸」は敬語の使用と不使用を評価するもの

であり、敬語の使用は改まり度が高いことを示し、敬語の不使用は改まり度が低いことを

示す。改まり度が高いことは「わきまえのポライトネス」の度合いが高く、改まり度が低

いことは「わきまえのポライトネス」の度合いが低いことを示す。したがって、改まり度

の場面間の違いは敬語使用と不使用、つまり、「わきまえのポライトネス」と関連がある。

教官に対する場面における「行ケナイ」文グループは主節に敬語であるデスマス体が用い

られているため、改まった表現である。そのため、教官に対する場面における「行ケナイ」

文グループの改まり度が高く評定されたと考えられる。これに対し、「中途終了文」グルー

プは敬語の集中度が最も高い主節のデスマス体が省略されているため、改まり度が低くな

ったと思われる。友人に対する場面における「行ケナイ」文グループは、主節に敬語の不

使用を表すダ体が用いられているため、改まっていない表現である。これに対し、「中途終

了文」グループは主節が省略されているため、スピーチレベルがダ体であることが必ずし

も強調されていない。そのため、友人に対する場面における「中途終了文」グループの方

が「行ケナイ」文グループより改まり度が高く評定されたと考えられる。 

距離度に関しては、教官に対する場面では、「行ケナイ」文グループと「中途終了文」グ

ループの距離度には違いがなかったが、友人に対する場面では、「中途終了文」の方が「行

ケナイ」文グループより距離度が高くなっている。友人に対する場面では、「中途終了文」

は相手への遠慮を表す表現として捉えられたため、距離度が高く評定されたのではないか

と考えられる。 

 次に、従属節が「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる 3 タイプの文の「ポライトネスの軸」

の評定値を場面別に比較すると（図 17 および表 46、図 18 および表 48、図 19 および表 50、

図 21 および表 54、図 22 および表 56、図 23 および表 58 を参照）、場面に関係なく、3 タ

イプの文の間接度、親近度、配慮度にはほとんど違いが見られなかった。それに対し、距

離度、改まり度は場面の違いによる差が大きい。 

距離度に関しては、教官に対する場面では、「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「行ケナイ」

文は「行カナイ」文より距離度が高くなっているが、友人に対する場面では距離度に有意

差がないことが分かる。また、教官に対する場面では、「テ」、「ノデ」、「カラ」で終わる「行

ケナイ」文と「中途終了文」は距離度には有意差がなかったが、友人に対する場面では、

「中途終了文」は「行ケナイ」文より距離度が高くなっている。改まり度に関しては、教

 156



                                                                           第 4 章 

官に対する場面で、「テ」、「ノデ」で終わる「行ケナイ」文と「中途終了文」には有意差が

なかったが、「カラ」で終わる「行ケナイ」文は「中途終了文」より改まり度が高くなって

いる。これに対し、友人に対する場面では、「テ」、「カラ」で終わる「行ケナイ」文と「中

途終了文」の改まり度の有意差はなかったが、「ノデ」で終わる「中途終了文」は「行ケナ

イ」文より改まり度が高くなっている。 

 

4.5.2   韓国語の 3 タイプの文の比較分析 

4.5.2.1   教官に対する場面 

4.5.2.1.1 主節の違いによる結果分析および考察 
 

2.3.2.1.1 節「調査内容の概要」で述べたように、教官に対する場面では格式的尊待と非

格式尊待という 2 つのスピーチレベルが使用可能であるため、「行カナイ」文と「行ケナ

イ」文は格式的尊待と非格式的尊待という 2 つのスピーチレベルがある。しかし、「中途

終了文」には格式的尊待を示す終結語尾「ㅂ니다(bnida)」をつけることができないため、

スピーチレベルは非格式的尊待のみ許容されることになる。ここでは、まず、非格式的尊

待の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途終了文」を比較する。次に、格式的尊待の「行

カナイ」文および「行ケナイ」文、非格式的尊待の「中途終了文」を比較する。格式的尊

待の「行カナイ」文および「行ケナイ」文と非格式的尊待の「中途終了文」は元々スピー

チレベルが異なるため、どの文がポライトであるか正確な比較ができないと思われる。そ

のため、格式的尊待の「行カナイ」文および「行ケナイ」と非格式的尊待の「中途終了文」

の結果分析より非格式的尊待同士の結果分析を重視する。しかし、「行カナイ」文、「行ケ

ナイ」文、「中途終了文」のスピーチレベルが違う場合にも同じ傾向が現れるかを確かめる

ため、格式的尊待の「行カナイ」文および「行ケナイ」文と非格式的尊待の「中途終了文」

の比較分析も行うことにする。 

まず、非格式的尊待スピーチレベルの「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途終了文」

の間の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に違いがあるかを検証するため、フリ

ードマン検定を行った。その結果を示すと、以下の表 59 および図 24 のようになる。 
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 表 59 フリードマン検定による非格式的尊待の 3タイプの文の比較（教官に対する場面） 

 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

②「그날은 일이 있어서 안 가요」

「行カナイ」文 

⑥「그날은 일이 있어서 못 가요」

  「行ケナイ」文 

④「그날은 일이 있어서요」 

   「中途終了文」 

平均順位 

 

平均順位 

 

平均順位 

Chi-Square 

df 

有意確率 

有意差判定

1.14 

 

2.18 

 

2.67 

150.120

2 

.000 

*** 

1.22 

 

2.06 

 

2.72 

139.884

2 

.000 

*** 

1.33 

 

2.08 

 

2.59 

100.265 

2 

.000 

*** 

1.94 

 

2.02 

 

2.04 

.762 

2 

.683 

－ 

1.46 

 

2.21 

 

2.33 

58.012 

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

1.14
1.22

1.33

1.94

1.46

2.18
2.06 2.08 2.02

2.21

2.67 2.72
2.59

2.04

2.33

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文

「行ケナイ」文

「中途終了文」

 

図24フリードマン検定による非格式的尊待の3タイプの文の平均順位（教官に対する場面） 

 

表 59 に示したように、上記の 3 タイプの文の間に配慮度、間接度、親近度、改まり度に

有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。距離度には有意差がなかった。し

たがって、全体としては 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、改まり度に差があると

言える。 

さらに、3 タイプの文のどの組み合わせの配慮度、間接度、親近度、改まり度に有意差

があるかを検証するため、スティール・ドゥワス検定による多重比較法を用いた16。3 タイ

プの文の各々の組み合わせでの検定統計量、有意確率、有意差の判定結果を示すと、表 60

                                                        
16 3.2.1.2.2 節「従属節末の接続助詞の違いによる結果分析および考察」で述べたように、フリードマン

検定の結果が有意であった場合にのみ、多重比較を行うため、距離度については多重比較を行わなかった。 
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のようになる。 

 

表 60 多重比較による非格式的尊待の 3 タイプの文の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 改まり度 
「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.457
.000 
*** 

-8.044 
.000 
*** 

-6.415 
.000 
*** 

-6.101 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-12.147
.000 
*** 

-12.304 
.000 
*** 

-9.560 
.000 
*** 

-8.542 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-5.436
.000 
*** 

-7.032 
.000 
*** 

-4.796 
.000 
*** 

-1.873 
.147 
－ 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

 「行カナイ」文と「行ケナイ」文の組み合わせ、「行カナイ」文と「中途終了文」の組み

合わせでは、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度に有意差があることが認めら

れた(p<=.001)。「行ケナイ」文と「中途終了文」は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度

に有意差があることが認められた(p<=.001)。改まり度には有意差がなかった。 

 図 24 および表 60 を見ると、3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度は「行カナイ」文、

「行ケナイ」文、「中途終了文」の順に高くなっていることが分かる。改まり度は「行カナ

イ」文、「行ケナイ」文＝「中途終了文」の順に高くなっている。3 タイプの文の距離度に

は有意差がなかった。 

「行カナイ」文は「行ケナイ」文および「中途終了文」と比べ、距離度には有意差がな

いものの、配慮度、間接度、親近度、改まり度が低くなっている。このことから、全体と

しては「行カナイ」文は「行ケナイ」文および「中途終了文」と比べ、ポライトネスの度

合いが低い表現であると考えられる。3 タイプの文の距離度に有意差がない理由は、

3.2.1.1.1 節「主節の違いによる結果分析および考察」で詳しく述べたように、「距離の軸」

の定義の曖昧さ、被験者の誤解を招くような調査票の提示方法にあるのではないかと考え

られる。 

次に、「行ケナイ」文と「中途終了文」を比較すると、距離度、改まり度には有意差が見

られなかったが、配慮度、間接度、親近度は「中途終了文」の方が高くなっているため、

「中途終了文」は「行ケナイ」文より相手のフェイスの保持に配慮するという「ポライト
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ネスの基本的原則」、間接的に表現する「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・

ポライトネス」の度合いが高い表現であると言える。したがって、全体としては「中途終

了文」は「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。 

次に、格式的尊待の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、非格式的尊待の「中途終了文」の

配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に違いがあるかを検証するためにフリードマ

ン検定を用いた。その結果を示すと、以下の表 61 および図 25 のようになる。 

 

表 61 フリードマン検定による格式的尊待の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、非格式的

尊待の「中途終了文」の比較（教官に対する場面） 

   統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

⑤「그날은 일이 있어서 안 갑니다」

   「行カナイ」文 
①「그날은 일이 있어서 못 갑니다」

   「行ケナイ」文 

④「그날은 일이 있어서요」 

   「中途終了文」 

平均順位

 

平均順位

 

平均順位

Chi-Square

df 

有意確率

有意差判定

1.20

 

2.24

 

2.56

119.319

2 

.000

*** 

1.37

 

1.89

 

2.74

115.984

2 

.000

*** 

1.37 

 

1.92 

 

2.72 

114.637 

2 

.000 

*** 

1.92 

 

2.33 

 

1.75 

22.298 

2 

.000 

*** 

1.45 

 

2.54 

 

2.01 

74.359 

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

1.2
1.37 1.37

1.92

1.45

2.24

1.89 1.92

2.33

2.542.56
2.74 2.72

1.75

2.01

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文

「行ケナイ」文

「中途終了文」

 

図 25 フリードマン検定による格式的尊待の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、非格式

尊待の「中途終了文」の平均順位（教官に対する場面） 
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表 61 に示したように、上記の 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり

度に有意差があることが 0.1％水準で認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 3

タイプの文の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に差があると言える。 

さらに、どのタイプの文の組み合わせに有意差があるかを検証するためにスティール・

ドゥワス検定による多重比較法を用いた。3 タイプの文の各々の組み合わせでの検定統計

量、有意確率、有意差の判定結果を示すと、表 62 のようになる。 

 

 表 62 多重比較による格式的尊待の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、非格式的尊待の「中 

途終了文」の比較（教官に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-8.391
.000 
*** 

-4.262 
.000 
*** 

-5.034 
.000 
*** 

-2.821 
.013 

* 

-7.890 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-11.051
.000 
*** 

-11.459 
.000 
*** 

-10.488 
.000 
*** 

0.720 
.752 
－ 

-5.364 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-3.007
.007 
** 

-7.499 
.000 
*** 

-7.406 
.000 
*** 

5.351 
.000 
*** 

5.047 
.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

 格式的尊待の「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、

改まり度に有意差があり(p<=.001)、5%水準で距離度に有意差があることが認められた

(p<=.05)。「行カナイ」文と「中途終了文」を比べると、0.1%水準で配慮度、間接度、親近

度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。距離度には有意差がなかった。 

「行ケナイ」文と「中途終了文」は 0.1%水準で間接度、親近度、距離度、改まり度に有意

差があり(p<=.001)、1%水準で配慮度に有意差があることが認められた(p<=.01) 

 図 25 および表 62 を見ると、配慮度、間接度、親近度は「行カナイ」文、「行ケナイ」文、

「中途終了文」の順に高くなっていることが分かる。改まり度は「行カナイ」文、「中途終

了文」、「行ケナイ」文の順に高くなっている。距離度は「中途終了文」＝「行カナイ」文、

「行ケナイ」文の順に高くなっている。 

「行カナイ」文は距離度のみにおいて「中途終了文」との有意差はなかったものの、「行

 161



                                                                           第 4 章 

ケナイ」文および「中途終了文」に比べ、配慮度、間接度、親近度、改まり度が低い傾向

がある。したがって、「行カナイ」文は「行ケナイ」文および「中途終了文」と比べ、ポラ

イトネスの度合いが低い表現であると考えられる。「行カナイ」文と「中途終了文」の距離

度に有意差がないのは、「距離の軸」の曖昧な定義と被験者の誤解を招くような調査票の提

示方法が理由として考えられる。したがって、「行カナイ」文と「中途終了文」の距離度は

有意差のない評定値になっているが、これらの文の示す距離度は異なった意味として評定

されていたかもしれない。「中途終了文」には相手との相互作用の頻度が低いことから感じ

られる距離の意味、もしくは、目上の者に対し、失礼にならない程度の距離を置くという

意味が、「行カナイ」文には相手のことを好ましく思わないことから感じられる距離の意味

があると判断された可能性があると考えられる。 

「中途終了文」は「行ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度が高いのに対し、「行ケナ

イ」文は「中途終了文」より距離度、改まり度が高いことから、どちらの文がよりポライ

トであるか明確に言い切れないところがあるが、ポライトネスの 5 つの側面から個別に見

ていくと、「中途終了文」は「行ケナイ」文より配慮度、間接度、親近度が高いため、相手

のフェイスの保持に配慮する「ポライトネスの基本的原則」、間接的に表現する「オフ・レ

コード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが高いと言える。これに対

し、「行ケナイ」文は「中途終了文」より距離度、改まり度が高いため、距離を置く「ネガ

ティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高いと言え

る。서정수 Seo Jeong-Su(1984)によれば、格式的尊待は〔＋RESPECT, ＋FORMAL〕の

性質を表し、非格式的尊待は〔＋RESPECT, －FORMAL〕の性質を表すという。格式的

尊待と非格式的尊待は尊敬を表すということが共通しているが、フォーマルであるか否か

によって区別される。格式的尊待の「行ケナイ」文が「中途終了文」より改まり度が高く

なっていることの理由は、フォーマルな格式的尊待の「行ケナイ」文がインフォーマルな

非格式的尊待の「中途終了文」より改まり度が高く評定されたからだと考えられる。また、

この「行ケナイ」文は「中途終了文」より改まり度だけでなく、距離度も高くなっている。

このことから距離度もスピーチレベルと関連があるのではないかと考えられる。改まり度、

距離度とスピーチベルとの関連は、4.5.2.3 節「場面間の比較および考察」で詳しく述べる

ことにする。 
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4.5.2.1.2  スピーチレベルの違いによる結果分析および考察 
 

 配慮度、間接度、親近度に関しては、スピーチレベルによる違いはほとんどないが、距

離度、改まり度はスピーチレベルによる違いが大きいということが分かった（図 24 および

表 60、図 25 および表 62 を参照）。 

非格式的尊待の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途終了文」の距離度には有意差が

なかった。また、非格式的尊待の 3 タイプの文の改まり度を比較すると、「行ケナイ」文お

よび「中途終了文」は「行カナイ」文より高く、「行ケナイ」文と「中途終了文」の有意差

はなかった（図 24 および表 60 を参照）。一方、格式的尊待の「行カナイ」文、「行ケナイ」

文、非格式的尊待の「中途終了文」の距離度を比較すると、「行ケナイ」文は「行カナイ」

文および「中途終了文」より高く、「行カナイ」文と「中途終了文」の有意差はなかった。

「行カナイ」文と「中途終了文」の距離度に有意差がなかった理由は、前述したように、

被験者が距離の意味について多様な解釈をした可能性があるのではないかと考えられる。

また、格式的尊待の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、非格式的尊待の「中途終了文」の改

まり度を比較すると、「行カナイ」文、「中途終了文」、「行ケナイ」文の順に高くなってい

る（図 25 および表 62 を参照）。 

 

4.5.2.2   友人に対する場面 
 

友人に対する場面におけるスピーチレベルは格式的非尊待の 1 つであるため、スピーチ

レベルの違いによる分析は行わない。格式的非尊待スピーチレベルの「行カナイ」文、「行

ケナイ」文、「中途終了文」の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に違いがあるか

を検証するため、フリードマン検定を用いた。その結果を示すと、下記の表 63 および図

26 のようになる。 
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表 63 フリードマン検定による格式的非尊待の 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

格式的非尊待スピーチレベル 統計量 配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

②「그날은 일이 있어서 안 가」 
  「行カナイ」文 

①「그날은 일이 있어서 못 가」 
 「行ケナイ」文 
③「그날은 일이 있어서」 

 「中途終了文」 

平均順位 

 

平均順位 

 

平均順位 

Chi-Square 

df 

有意確率 

有意差判定

1.14 

 

2.23 

 

2.63 

137.362

2 

.000 

*** 

1.20 

 

2.05 

 

2.75 

141.580

2 

.000 

*** 

1.29 

 

2.15 

 

2.56 

101.134 

2 

.000 

*** 

1.85 

 

2.01 

 

2.14 

5.206 

2 

.074 

－ 

1.36 

 

2.10 

 

2.54 

86.984 

2 

.000 

*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

1.14 1.2
1.29

1.85

1.36

2.23

2.05
2.15

2.01
2.1

2.63
2.75

2.56

2.14

2.54

1

2

3

配慮度 間接度 親近度 距離度 改まり度

「行カナイ」文

「行ケナイ」文

「中途終了文」

 
図26フリードマン検定による格式的非尊待の3タイプの文の平均順位（友人に対する場面） 

 

表 63 に示したように、上記の 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、改まり度に有意

差があることが 0.1％水準で認められた(P<=0.001)。一方、距離度には有意差がなかった。

したがって、全体としては 3 タイプの文の配慮度、間接度、親近度、改まり度に差がある

と言える。 

さらに、どの文の組み合わせの配慮度、間接度、親近度、改まり度に有意差があるかを

スティール・ドゥワス検定による多重比較で検証し、その結果を次の表 64 に示す。 
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 表 64 多重比較による格式的非尊待の 3 タイプの文の比較（友人に対する場面） 

 配慮度 間接度 親近度 改まり度 
「行カナイ」文 vs.「行ケナイ」文

有意確率 
有意差の判定 

-9.400 
.000 
*** 

-8.334
.000 
*** 

-7.198 
.000 
*** 

-6.333 
.000 
*** 

「行カナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-12.466 
.000 
*** 

-12.868
.000 
*** 

-9.921 
.000 
*** 

-9.564 
.000 
*** 

「行ケナイ」文 vs.「中途終了文」

有意確率 
有意差の判定 

-4.284 
.000 
*** 

-7.530
.000 
*** 

-3.832 
.000 
*** 

-4.224 
.000 
*** 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

格式的非尊待の「行カナイ」文と「行ケナイ」文は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近

度、改まり度に有意差があることが認められた(p=<.001)。「行カナイ」文と「中途終了文」

は、0.1%水準で配慮度、間接度、親近度、改まり度に有意差があることが認められた

(p<=.001)。また、「行ケナイ」文と「中途終了文」を比べると、0.1%水準で配慮度、間接

度、親近度、改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。 

図 26 および表 64 を見ると、配慮度、間接度、親近度、改まり度は「行カナイ」文、「行

ケナイ」文、「中途終了文」の順に高くなっていることが分かる。距離度は 3 タイプの文の

間の有意差がない。 

「行ケナイ」文および「中途終了文」は「行カナイ」文より 5 つの「ポライトネスの軸」

の評定値が高い傾向がある。このことから、「行ケナイ」文および「中途終了文」は「行カ

ナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現であると言える。この理由としては、断わ

りの理由を示し、相手の意に応じられないことを示す「行ケナイ」文と断わりの理由のみ

を述べ、相手の意に応じられないことを省略する「中途終了文」は、断わることを自分の

意志としてあからさまに表す「行カナイ」文よりポライトであるということが考えられる。 

次に、「中途終了文」と「行ケナイ」文を比較すると、「中途終了文」は距離度には有意

差が見られないものの、配慮度、間接度、親近度、改まり度が「行ケナイ」文より高い。

したがって、全体としては、「中途終了文」は「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが

高い表現であると言える。以上のことから「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途終了文」

の順にポライトネスの度合いが高い表現であると考えられる。 
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4.5.2.3  場面間の比較および考察 

 
韓国語の教官に対する場面と友人に対する場面を比較すると（図 24 および表 60、図 25

および表 62、図 26 および表 64 を参照）、「行カナイ」文と「行ケナイ」文の組み合わせ、

「行カナイ」文と「中途終了文」の組み合わせの分析結果は、ほとんど同じである。また、

分析結果から、「行ケナイ」文および「中途終了文」は、「行カナイ」文よりポライトネス

の度合いが高い表現であることが分かる。 

しかし、「行ケナイ」文と「中途終了文」の組み合わせでは、配慮度、間接度、親近度の

結果は同じであるが、距離度、改まり度の結果には違いが見られる。教官に対する場面で

は、非格式的尊待の「行ケナイ」文と「中途終了文」の距離度、改まり度には違いがなか

ったが、格式的尊待の「行ケナイ」文は非格式的尊待の「中途終了文」より距離度と改ま

り度が高いため、スピーチレベルのフォーマルな性質は距離度と改まり度の両方に関連が

あると考えられる。1.3 節では日本語、韓国語における敬語の使用・不使用を評価する軸と

して「改まりの軸」を設け、「わきまえのポライトネス」を測る物差しとしたが、「ネガテ

ィブ・ポライトネス」の度合いを測る「距離の軸」も敬語使用と不使用に関係があるかも

しれない。友人に対する場面では、格式的非尊待の「行ケナイ」文と「中途終了文」の距

離度には違いがなく、「中途終了文」は「行ケナイ」文より改まり度が高い。 

同じスピーチレベルの「行ケナイ」文と「中途終了文」を比較した場合、「中途終了文」

の改まり度は場面によって異なる。教官に対する場面における非格式的尊待の「中途終了

文」は「行ケナイ」文との有意差がないが、友人に対する場面における格式的非尊待の「中

途終了文」は「行ケナイ」文より改まり度が高くなることは特徴的である(図 24 および表

60、図 26 および表 64 を参照)。これは断わりの結末まで言うことを遠慮する「中途終了

文」は、友人に対して用いる表現としては改まった言い方であると評価されたためではな

いかと考えられる。 

 

4.5.3  日韓両言語の比較および考察 
 

日本語と韓国語の「中途終了文」を比較すると、双方とも「行カナイ」文より配慮度、

間接度、親近度、改まり度が高い点が共通している。ここから、両言語の「中途終了文」

は「行カナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現であると言える。また、「行ケナイ」
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文および「行カナイ」文に比べ、日韓両言語の「中途終了文」は間接度が高いので、「オフ・

レコード」の度合いが高いことが共通点である。 

しかし、韓国語の「中途終了文」は「行ケナイ」文より配慮度と親近度が高いため、会

話参加者のフェイスの保持に配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、親近感を示す「ポジ

ティブ・ポライトネス」の度合いが高いと言える。これに対し、日本語の「中途終了文」

と「行ケナイ」文の配慮度と親近度に有意差が認められず、日本語の「中途終了文」には

このような特徴が見られない。 

水谷(1991)では、日本語の「中途終了文」と丁寧さとの関連が指摘されているが、ここ

での「丁寧さ」は間接度が高いことを示していると考えられる。渡辺・鈴木(1981)は、韓

国語では相手の要求に応じられないときに、はっきり断わることが好まれるとしているが、

本研究では、この指摘とは異なり、韓国語の「中途終了文」は、会話参加者のフェイスを

保持することに配慮を示し、間接的かつ親近感を示す表現であることが分かった。韓国語

の「中途終了文」は「行ケナイ」文より会話参加者のフェイスを保持することに配慮する

「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に表現する「オフ・レコード」の度合いが高く、特

に、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが高いという特徴を示している。 

一方、日本語の「中途終了文」の場合、両場面で「行ケナイ」文に比べ、間接度は高く

なっているが、配慮度には有意差がないという結果が出た。間接度が高くなれば、配慮度

も高くなることが予測されたが、これは何を意味するのであろうか。その理由としては、

次の 2 つのことが挙げられる。1 つは、可能表現の否定には、「中途終了文」と同程度の配

慮度が込められている17ことが考えられる。「否定の可能文の場合には、動作主体の期待

(意志)はあくまで動作を実行することであり、その実現が何らかの条件によって阻まれる

ことを表す」(渋谷, 1993, p. 237)という指摘を踏まえると、断わりの場面での可能表現の

否定の使用は、自分の意志とは無関係に実現を妨げる条件があるためにそれを実行するこ

とが不可能であることを表し、それが会話参加者への配慮につながると考えられる。これ

は自分の意志で行かないことを示す「行カナイ」文の配慮度が非常に低いことと対照的で

                                                        
17 「中途終了文」と「行けない」文の配慮度が同じ程度、または、「行けない」文の配慮度がより高いと

答えた被験者を対象になぜそのように答えたかの理由を書いてもらう追跡調査を行なった。「「行けない」

という表現は、何か他の用事等があり、「行くことができない」というニュアンスがあるような気がして、

より配慮がある言い方」(JF42)、「相手が本当に知りたがっていることを伝える方が相手のためになる」

(JM26)、「省略せずに言うべきことを全部言うのが配慮された表現である」(JM10)、「実際のシチュエー

ションで感情を込めて申し訳なさそうに言う場合、「行けません」はとてもやわらかく言うと思う」 
(JM33)などの意見があった。 
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ある。 

もう 1 つの理由は、質問紙調査における音声情報の欠如である。洪珉杓(1994)は、音声

がポライトネスに与える影響が大きいことを指摘している。実際の発話を聞かせた場合に

は、相手の意に従えないことを明確に示す「行ケナイ」文より、その部分を省略する「中

途終了文」の方がポライトネスの度合いが高く評定される可能性もあるのではないかと考

えられる。 

    

4.6   まとめ 
 

本章では日韓の「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「中途終了文」を「ポライトネスの軸」

により比較分析した。その結果、次のようなことが分かった。 

 主節の違いという観点から 3 タイプの文を分析すると、教官に対する場面における日本

語の「中途終了文」と「行ケナイ」文では、どちらの文がよりポライトであるかは単純に

言い切れないが、ポライトネスの 5 つの側面から個別に見ていくと、「中途終了文」は間接

的な表現であるのに対し、「行ケナイ」文は改まった表現である。これに対し、友人に対す

る場面では、全体としては「中途終了文」は「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが

高い表現であり、特に、間接的かつ距離を置く「オフ・レコード」、「ネガティブ・ポライ

トネス」の度合いが高い表現である。 

そして、教官と友人に対する場面における韓国語の「中途終了文」は「行ケナイ」文よ

りポライトネスの度合いが高い表現である。特に、教官に対する場面における「中途終了

文」は「行ケナイ」文より相手のフェイスの保持に配慮する「ポライトネスの基本的原則」、

間接的に断わる「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」の度合い

が高い表現である。友人に対する場面における韓国語の「中途終了文」は、このような特

徴に改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高いという点が加わる。 

また、日本語では従属節末の接続助詞の違いより主節の違いが「ポライトネスの軸」の

評定値に影響を与えると考えられる。一方、韓国語ではスピーチレベルの違いより主節の

違いが「ポライトネスの軸」の評定値に影響を与えると考えられる。 

場面間の違いを分析すると、日韓両言語共に配慮度、間接度、親近度は場面による違い

は見られないが、距離度、改まり度は場面による違いが大きいことが分かる。 

日本語と韓国語を比較すると、両言語における「中途終了文」および「行ケナイ」文は、
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「行カナイ」文と比べ、距離度には有意差がない場合があるものの、「行カナイ」文より配

慮度、間接度、親近度、改まり度が高いため、ポライトネスの度合いが高い表現であると

言える。また、両言語共に、「中途終了文」は「行ケナイ」文より間接的であるので、「オ

フ・レコード」の度合いが高いと言える。しかし、韓国語の「中途終了文」は「行ケナイ」

文より配慮度と親近度が高いため、会話参加者のフェイスの保持に配慮する「ポライトネ

スの普遍的原則」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが高いのに対し、

日本語の「中途終了文」と「行ケナイ」文はこのような特徴が見られないという点におい

て異なる。 
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第 5 章 意味公式から分析した断わりの言語行動とポライトネス 
 

 

 

本章では、Beebe et al. (1990)の意味公式を修正したものを用いて、「談話完成テスト」

から得られた日韓両言語における断わりの言語行動を分析する。そして、この結果と「断

わりの場面における意識調査」の結果を対応させ、ポライトネスを表す意識の強弱によっ

て、各場面における意味公式の使用個数、意味公式の発現順序によって示される断わりの

構造に変化があるかどうかを明らかにする。 

 

5.1 意味公式の定義 
 

言語行動は 1 つの文、もしくは、2 つ以上の文から成る。以下の例を示す。 

  

(26)お手伝いしたいのは山々なんですが、すみませんが、その日は都合が悪くて行けませ

ん。 

 

(26)は構文論的には 1 つの文であるが、単に「行けません」という不可を表す表現だけ 

が述べられているのではない。話し手は「お手伝いしたいのは山々なんですが」を用いて

相手の依頼への好意的な考えを表現し、謝罪と弁明を用い、「行けません」と言って断わっ

ている。このように、断わりの言語行動は 1 つの文であっても、いくつかの要素から構成

されている。1 つの文よりも、より小さな要素を分析の単位として設定した方が、よりき

め細かい分析ができると考えられる。断わりの言語行動を分析する単位には様々なものが

あるが、本研究では、Beebe et al. (1990)の意味公式を用いる。2.1.3 節「意味公式から分

析した断わりの言語行動とポライトネス」で述べたように、意味公式は「言語行動を構成

する最小の機能的な単位」（藤森, 1995, p. 89）として捉えることができる。本研究では、

日本語と韓国語のデータを Beebe et al. (1990)の意味公式で分析したが、Beebe et al. 

(1990)の意味公式をそのまま適用できない事例もあり、それを修正する必要があると考え

られる。以下、5.1.1 節では、[1]類似する意味公式の分類、[2]意味公式の範囲、[3]意味公

式の種類という問題を取り上げ、これらの問題に対する本研究の立場を示す。5.1.2 節では、
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前節の議論をもとに、設定した意味公式について説明し、それぞれの意味公式とポライト

ネスを関連づける。 

 

5.1.1  意味公式をめぐる問題と本研究の立場 

 
[1] 類似する意味公式の分類 

 

Beebe et al. (1990)は、「今後の約束」は将来承知するという約束で”will”か”promise” 

を用いるものであり、「代案の提示」は①Y の代わりに X ができる、②Y の代わりに X を

したら？という基準を提示しており、「将来や過去になら受け入れることができたという

条件提示」（以下、「条件提示」とする）は基準を示さず、例を挙げている。しかし、この

3 つの意味公式は明確に分類できない場合がある。以下、これらの例を示す。文頭の数字

と文字は、場面番号(場面①は①)、国(日本は J、韓国は K)、性別(男性は M 、女性は F)、

被験者の通し番号を順に示したものである。 

 

(27)②JF52 申し訳ありません。その日はちょっと都合がわるくて、駄目なんですけど、 

またの機会に何かありましたら、手伝いさせていただきます。 

 

(28)②JM39 えーと、申し訳ないんですけど、ちょっと用事がその日あるんで、お手伝い

できないと思うんですね。んーと、誰か知ってる人でも手伝いに行かせましょうか。 

 

(29)①JF4 えーと、今日はちょっと体ーー調もよくなくて、あれーーちょっと手伝うの

が大変なので。明日じゃ駄目ですか。明日だったら大丈夫なんですけど。 

 

Beebe et al. (1990)の分類に従うと、(27)は「今後の約束」、(28)は「代案の提示」、(29)

は「条件提示」に該当する。しかし、(27)の例は「今後の約束」としたが、現在は相手の

要求を受け入れることができないが、将来なら受け入れることができる（X の代わりに Y

ができる）と考えると、これらの例は「代案の提示」とすることもできる。また、将来な

ら受諾することを示しているので、「条件提示」とすることもできる。(29)の例では、今日

ではなく明日なら可能であることが示されているため、「条件提示」としたが、将来なら受
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諾することが示されているため、「今後の約束」と分類することもできる。さらに、(29)

の例では現在はできないが、明日ならできる（X の代わりに Y ができる）ことが示されて

いるため、「代案の提示」とすることもできる。このように、Beebe et al. (1990)の分類で

は、「今後の約束」、「代案の提示」、「条件提示」のような類似している意味公式が別の意味

公式として設定されているが、この 3 つを明確に線引きできない場合がある。 

一方、藤森(1994)は「代案の提示」、「条件提示」、「今後の約束」という 3 つの意味公式

を、相手との関係維持の積極性の有無によって、「代案」と「関係維持」の 2 つに統合し

ている。「代案」とは、「相手との関係を維持したい旨の積極的な表出」であり、「関係維持」

とは、「相手との関係を維持したい旨の消極的な表出」(p. 5)であるとしている。さらに、

村井(1998)は藤森(1994)の「代案」と「関係維持」を、「積極的関係維持」と「消極的関係

維持」に分類し、「積極的関係維持」は「約束をしたり、代案や条件を提示して相手との関

係を積極的に保持しようという意志の表明」であるのに対し、「消極的関係維持」とは、「相

手に対する儀礼的行為としての発話の意味が強い」(p. 203)と述べている。村井(1998)を参

考に上記の例を分類すると、(27)の例は相手に対する儀礼的な意味が強いと思われるため、

「消極的関係維持」、(28), (29)の例は代案の提示によって相手との関係を積極的に保持し

ようとする意志が強く現れているため、「積極的関係維持」として捉えられる。村井(1998)

では、「積極的関係維持」と「消極的関係維持」における「積極的」、「消極的」という用語

が何を意味しているのかが詳細に言及されてはいないものの、Beebe et al. (1990)の分類

よりは分かりやすい。そのため、本研究では、村井(1998)を参考に、Beebe et al. (1990)

の「今後の約束」と「代案の提示」と「条件提示」を、＜積極的関係維持＞と＜消極的関

係維持＞とする。 

 

[2] 意味公式の範囲 

 

Beebe et al. (1990)の「弁明」は理由を並列して述べる並列型と前の理由が後の理由に 

なっている埋め込み型に分類することができる。以下に例を示す。 

 

(30)③JM39 えーとね、その日ちょっとね、最近いろいろ考え事とかあってね。いろいろ

やらなくちゃいけないことがあって。申し訳ないんだけどね、ちょっと手伝えないな。 

→並列型の＜弁明＞＝＜弁明＞＋＜弁明＞ 
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(31)①JM11  えーと、その日その時間なんですけど、と、ちょっと実家から荷物が届くこ

とになってて、その時間にちょっと家にいなくちゃいけないんですよ。だから、すみ

ませんけど、ちょっと手伝いできないんです。すみません。 

→埋め込み型の＜弁明＞＝＜弁明＞＋＜弁明＞？ 

 

  Beebe 他(1990)は「弁明」とは、「弁明、理由、説明(Excuse, reason, explanation)」で

あるとしている1。「弁明」には例(30)のように理由を並列して述べる並列型と例(31)のよう

に前の理由が後の理由になっている埋め込み型に分けることができる。例(30)では、「弁

明」が 2 回用いられている。(31)でも「弁明」が 2 回用いられているかという疑問が生じ

る。埋め込み型の「弁明」の例(31)では、前の弁明、あるいは後の弁明だけではやや不自

然に感じられる。前の弁明が後の弁明の原因となっている、又は、後の弁明を詳しく説明

しているという、どちらともとれる構造になっている。従って、埋め込み型の「弁明」は

全体で 1 回の＜弁明＞であると捉える。 

 

[3] 意味公式の種類 

 

本調査のデータを観察すると、先行研究の意味公式では捉えきれない発話の要素や何ら

かの理由で意味公式として捉えられないものがあった。ここでは、どのような発話の要素

を本研究における意味公式として新たに設定し、どのようなものを意味公式として捉えな

かったかについて述べる。 

本調査のデータには、Beebe et al. (1990)、藤森(1994)、村井(1998)では言及されている

意味公式のみでは捉えきれないものがあった。日本語と韓国語の断わりの言語行動の特徴

を生かした分析を行うため、これらの中で、発現頻度が高いものを意味公式として新たに

設定する。以下に例を示す。 

 

(32)②KF36  교수님, 죄송한데요. 약속이 있어서 안되거든요. 다음에 꼭 해드릴께요. 

（先生、申し訳ありません。約束があって駄目なんです。今度は必ずします。） 

                                                 
1 筆者訳による。 

 173



                                                                           第 5 章 

 

 (32)の例では、Beebe et al. (1990)、藤森(1994)、村井(1998)の意味公式に含まれていな

い呼びかけが用いられている。特に、韓国語では教官の依頼を断わる場面でこのような呼

びかけが多用されているため、本研究では新たな意味公式として＜呼びかけ＞を設定した。 

しかし、依頼された相手に対して、直接断わるという本調査の場面設定を誤解し、留守

番電話の伝言を想定して回答した被験者がいた2。留守番電話の伝言は対話相手がいないこ

とが前提とされているものであるため、他の被験者のデータとかなり質的に異なり、意味

公式として捉えないことにする。以下に、例を示す。 
 

(33)①JM36 いつもお世話になってます×3。今度の引っ越しのお願いの件ですけども、

いや、いつもお世話になって申し訳ないんですけども、と、今回僕の都合がつかない

んです。すいません。えーと、と、お手伝いできないんで、遠慮させて下さい。申し

訳ないです。 
 

(34)④JM36 や、久しぶり。今度の引越しの手伝いは、と、僕の勘弁していい、と、今は

いろいろ都合があって。ま、また今度の機会に。 

 

(35)③KF17  엇, 어, 진짜 미안한데, 내가 지금 학원가야 되거든. 그래서 못 도와줄 것 

같다. 응, 미안. 다음에 도와줄께. 다음에 맛있는 것 사줄께. 끊자. 

（あっ、あ、本当にわるいんだけど、私が今学院に行かなければならないの。だから、

手伝えなさそう。うん、ごめん。今度手伝うよ。今度美味しいもの奢るね。切るね） 

 

(36)②KM32 아, 예, 교수님, 저, 재료공학과의 누구누굽니다. 그, 교수님말씀 들었는데, 

사실 오늘 저녁에 아르바이트가 있기 때문에 제가 꼭 가고 싶긴 한데, 어, 

아르바이트 뺀다는 게 좀 힘들어서 제가 나중에 저녁때라도 시간이 되고, 할 일이 

있다면 제가 찾아가겠습니다. 교수님, 오늘 죄송합니다. 

(あ、はい、先生、あの、材料工学科の誰々です。先生のお話を聞きましたが、実は今

日の夕方アルバイトがありますので、ぜひ行きたいんですが、あの、アルバイトを休

                                                 
2 このようなデータが得られた理由は、実際の対話相手がいないのに、被験者の返答を録音するという調

査方法が影響したと考えられる。 
3 ×は聞き取れなかった音節のことを指す。 
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むことがちょっと大変なので、後で夕方でも時間があって、することがあったら、お

伺いします。先生、今日は、申し訳ありません。) 

 

(33)の例では、依頼した教官に対して、世話になっていることを感謝したり、依頼の内

容の一部を繰り返したりしている。(34)の例は、親しくない友人の依頼を断わる場面での

挨拶である。(35)の例では、断わりの最後に、電話を切ることを明言している。また、(36)

の例では、依頼した教官に対し、自分の所属を示している。これらの例は、留守番電話へ

の録音を想定していると考えられるため、依頼された相手に対して、直接断わるという本

調査の場面設定にそぐわない事例である。したがって、被験者が状況を誤解して答えた回

答は、他の意味公式と対等に捉えることができないため、意味公式として設定しないこと

にする。 

そして、「あの」、「えーと」、「そうですね」のような応答詞や相づちは、遠慮やためら

いを示す機能があるため、断わりの言語行動の分析に重要な要素であり、Beebe et al. 

(1990)はこれらを「断わりに付随する発話(Adjuncts to Refusals)」4の 1 つである「ポー

ズ・フィラー(Pause fillers)」として分類している。しかし、これを含めると、意味公式の

中で、これの発現頻度が最も多いため、様々な意味公式の組み合わせによる断わりの構造

が現れ、典型的な断わりの構造を抽出することが難しくなる5。したがって、本研究では、

ポーズ・フィラーを意味公式として捉えないことにする。 

 

                                                 
4 「断わりに付随する発話」として以下の 4 つを設定している(筆者訳。Beebe et al., 1990, 72-73)。 

1. 好意的な意見・感情、同意の表明 
 2. 共感の表明 

3. ポーズ・フィラー 
4. 感謝 

5 ポーズ・フィラーを含めた発現頻度が最も高い断わりの構造を「談話完成テスト」のデータから調べる

と、親しい指導教官の依頼を断わる日本語の場面①では、＜ポーズ・フィラー＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋

＜ポーズフィラー＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞である。しかし、この構造はわずか 3 例(3.2%)にすぎない。親

しくない教官の依頼を断わる場面②では、＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞であり、6 例(6.4%)
が用いられた。親しい友人の依頼を断わる場面③では、＜謝罪＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞であり、6 例(6.4%)
が用いられた。親しくない友人の依頼を断わる場面④では、＜ポーズ・フィラー＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞

＋＜不可＞＋＜謝罪＞であり、5 例(5.31%)が用いられた。韓国語の場面①では、＜呼びかけ＞＋＜謝罪

＞＋＜弁明＞＋＜不可＞であり、5 例(4.7%)が用いられた。場面②では、＜呼びかけ＞＋＜弁明＞＋＜不

可＞＋＜謝罪＞であり、8 例(7.6%)が用いられた。場面③では、＜弁明＞＋＜不可＞＋＜積極的関係維持

＞であり、これは 3 例(2.9%)にすぎない。場面④では、＜弁明＞＋＜謝罪＞であり、6 例(5.7%)が用いら

れた。このように、「ポーズ・フィラー」を意味公式として捉えると、様々な組み合わせによる断わりの 
構造が現れ、典型的な断わりの構造を抽出することが難しくなる。 
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5.1.2  本研究で設定した意味公式 

 

前節の議論を踏まえて、本研究では、基本的には Beebe et al. (1990)に従い、その上で

藤森(1994)、村井(1998)の分類の中で、日本語と韓国語の断わりの言語行動を分析するた

めに有効であると考えられるものを取り入れることにした。本研究で設定した意味公式を

下記の表 65 に示すと、以下のようになる。 

 

表 65 意味公式の分類 
意味公式 内容  日本語の例 韓国語の例 
＜不可＞ 直接的な断わり 「お断わりします」、 

「行けない」、「いやだ」 
「거절하겠습니다」, 
「못간다」,「싫다」 

＜弁明＞ 断わる理由の説明 「用事がある」、「都合

がわるい」、「忙しい」 
「일이 있다」, 
「사정이 여의치 
않다」,「바쁘다」 

＜謝罪＞ 相手の意に沿えない

ことに対する申し訳

ない気持ちの表明 

「申し訳ありません」、 
「ごめん」 

「죄송합니다」,「미안

」 
 

＜回避＞ 相手の意を受け入れ

ることを保留した

り、言葉を濁したり

すること 

「今、手伝えるとは言え

ないんで、また次会った

時にお返事します」、 
「まだよく分からない

んだけど」 

「어떡하죠」, 
「시간이 어찌될지 
 잘 모르겠는데」 
 

＜積極的関係

維持＞ 
相手との関係を積極

的に保持しようとい

う意志の表明 

「この埋め合わせは絶

対するんで」、「明日だ

ったら大丈夫なんです

けど」 

「다음에 꼭 
도와줄께」,  
「다음에 밥 사줄께」 

＜消極的関係

維持＞ 
相手との関係の現状

維持の表明 
「また今度の機会に宜

しくお願いします」 
「다음 기회에 도와드 
리겠습니다」 

＜好意表明＞ 好意的な反応の表明 「お手伝いしたいんで

すが」 
 

「꼭 도와드리고 싶은 
데요」  

＜呼びかけ＞ 相手への呼びかけ 「先生」、「○○ちゃん」 「교수님」,「친구야」 
＜その他＞ 相手を激励したい気

持ちの表明、相手の

同意、情報、理解を

求めること、相手へ

の依頼をすること、

依頼した相手を責め

ること、会話を終了

する意志の表明 

「引越し頑張ってね」、 
「よろしいでしょう

か」、「勘弁して下さ

い」、「失礼します」、

「じゃね」 
 

「이사 잘해라」 
,「이해해주세요」, 
「니는 이럴때만 내 
찾나」,「먼저 갈께」 

 

 以下、上記の意味公式について詳しく述べ、それぞれの意味公式とポライトネスを関連

 176



                                                                           第 5 章 

づける。 

上記の意味公式のうち、Beebe et al. (1990)の分類に従った意味公式は、断わる意志を

表す＜不可＞、断わる理由を説明する＜弁明＞、相手の意に沿えないことへの申し訳ない

気持ちを表す＜謝罪＞、相手の意を受け入れることを保留する＜回避＞である。 

 

＜不可＞ 

Beebe et al. (1990)は「Ⅰ. 直接的な断わり(Ⅰ. Direct)」の下位カテゴリーとして「A. 遂

行動詞を用いる断わり (A. Performative)」、「B. 遂行動詞を用いない断わり (B. 

Nonperformative statement)」の 2 つを挙げている6。これら、相手の意向に従えないこ

とを示す意味公式を＜不可＞として設定する。＜不可＞をポライトネスの観点から見ると、

相手の意に反することをあからさまに述べることであるため、フェイスを脅かす FTA にな

る。 

 

(37)②JM12  ごめんなさい。ちょっと用事があるんで、手伝えないです。すいません。 

 

＜弁明＞ 

断わる理由・事情を説明するものである。＜弁明＞は Brown & Levinson(1987)の pps13

「弁明を求めよ、せよ」として捉え、「ポジティブ・ポライトネス」を表す意味公式として

考える。 

 

(38)④KM21  오늘 집에 일이 있어 가지고 빨리 가봐야 되거든. 미안하다. 

（今日、家に用事があるから、早く帰らなければ行けないんだ。ごめん。） 

 

＜謝罪＞ 

相手の依頼に応じられないことに対する申し訳ない気持ちを表明することである。＜謝

罪＞は Brown & Levinson(1987)の nps6「謝罪せよ」として捉え、「ネガティブ・ポライ

トネス」を表す意味公式として考える。 

 

                                                 
6 筆者訳による。 
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(39)②JM7 あ、すみません。できれば他の人あたって下さい。 

 

＜回避＞ 

Beebe et al. (1990)は非言語的な「回避」と言語的な「回避」の両方を設定している。

本研究では、言語行動を分析対象とするため、言語的な＜回避＞のみを扱う。羽井佐(2002)

は、「遠回し表現も、相手の傷つけられたくないというフェイスを考慮しているため、「ネ

ガティブ・ポライトネス」を表す」(p. 117)と述べている。ここでは、＜回避＞は「ネガテ

ィブ・ポライトネス」を表す意味公式として考える。 

 

1. 延期 

(40)①JF32  あ、申し訳ありません。その日はあのーーー、ちょっと用がどうしても断わ

れない用が入っていますので。えー、ただあのー、ま、まだはっきりと分からないん

ですけれども、そちらの方、あの、よ、そちらの用事の方確認してから、あの、また

改めてお、お返事させていただきたいと思います。けれども、え、うん、多分あの、

お手伝いできないかと思います。申し訳ありません。 

 

2. 言葉を濁す 

(41)①JM12  あ、申し訳ありません。あの、どうしてもはずせない用事があって。あの、

後日なんか手伝うことがあれば、手伝えるんですけれども、今日はちょっと。すいま

せん。 

 

3． 依頼内容の繰り返し 

(42)④KF25  어, 이사 도와달라고? 니 친구 내말고 또 있다아이가? 왜 내한테 

달라하는데? 어, 내 오늘 바쁘거든. 미안하다. 다른 애한테 좀 부탁해봐. 미안. 

갈께.  

（あ、引越し手伝ってくれるって。あなた、友達、私以外にいるじゃない。なんで私

に手伝ってもらいたいと言うの。あ、今日忙しいの。ごめん。他の子にちょっと頼ん

でみて。ごめん。行くね。） 

 

次に、Beebe et al. (1990)の分類に修正を加えたものは、＜積極的関係維持＞、＜消極
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的関係維持＞、＜好意表明＞である。前節で述べたように、村井(1998)を参考に、Beebe et 

al. (1990)の＜今後の約束＞と＜代案の提示＞と＜条件提示＞を、＜積極的関係維持＞と＜

消極的関係維持＞とする。 

 
＜積極的関係維持＞／＜消極的関係維持＞ 

相手との関係を積極的／消極的に維持しようとする意志を表明することである。＜積極

的関係維持＞と＜消極的関係維持＞は、Brown & Levinson(1987)の pps10「提案、約束を

せよ」として捉え、「ポジティブ・ポライトネス」を表す意味公式として考える。 
 

(43)③JF33  え、ごめん。えーとー、はずせない用事があるから、お手伝いできない。だ

けど、この埋め合わせは絶対するんで。 

 

(44)③JM11  あ、引越しか、あ、なんか面倒くさいな.なんかおごってくれたら、いいけ

どな。うん、でもなんか面倒くさいから、いいや。また今度、うん、また今度手伝う

わ。 
 

＜好意表明＞ 

Beebe et al. (1990)の「願望」、「断わりに付随する発話」の「1. 好意的な意見・感情、

同意の表明」および「共感」は、相手の依頼、要求などに対して好意的な反応を示すとい

う共通する意味があると考えられるため、＜好意表明＞というカテゴリーのサブ･カテゴリ

ーとして設定する。＜好意表明＞は「ポジティブ・ポライトネス」を表す意味公式として

考える。これは羽井佐(2002)が依頼を断わる発話を分析する意味要素の 1 つとして設定し

た Positive Opinion に当たるものである。羽井佐(2002)は Positive Opinion とは、例えば、

「お手伝いしたいんですが」、「やりたいのは山々なんですが」という依頼や誘いに対する

肯定的な発話で、「ポジティブ・ポライトネス」に当たるとしている。 
 

1. 依頼内容についての願望、好意的な反応を積極的に表明する 

(45)①JM5 えー、すいません。あのー、手伝いたいのは山々なんですけど、ちょっと

時間的にあのーー、余裕がないので。また今度別の日かなにかにあのー、お手伝

いさせて下さい。すいません。 
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2. 相手の状況に共感を示す  

(46)①KM17  예,저,교수님,저,죄송한데요,오늘 집에 좀 안좋은 일이 있어 가지고요. 좀 

일찍 들어가봐야 될 것 같습니다. 그래가지고 조금 죄송한데,다음번에 같은 

경우에 오랜만에 교수님이 어렵게 저한테 부탁하시는 거 아는데요.（中略）다음에 

기회가 되면 꼭 잘 도와드리도록 하겠습니다. 이상입니다. 

（はい、あの、先生、あの、申し訳ありませんが、今日家にちょっと良くないことがあ

りまして、ちょっと早く帰らなければならなさそうです。それで、ちょっと申し訳あ

りませんが、今回の場合はお久しぶりに先生が遠慮しながら私に頼んでいることは分

かりますが。(中略)今度機会があれば、必ずお手伝いします。以上です。） 

 

そして、日本語と韓国語において、他の意味公式に比べ発現頻度が少ないものを＜その

他＞として捉えた。具体的には、相手を激励したい気持ちを表明する＜激励＞、相手に同

意を求める＜同意要求＞、相手に情報を要求する＜情報要求＞、相手の理解を求める＜理

解要請＞、相手への依頼をする＜依頼＞、会話を終了する意志を表明する＜会話終了＞が

ある。また、韓国語では、依頼した相手を責める＜非難＞が挙げられる7。 

本研究では、談話完成テストから得られた発話を以上のような意味公式で分析した。次

の例のように、1 人の発話に同一の意味公式が繰り返し用いられた場合にも、それぞれを

独立した意味公式として数えた。 

 

(47)①JM12  あ、申し訳ありません＜謝罪＞。あの、どうしてもはずせない用事があって＜

弁明＞、あの、後日なんか手伝うことがあれば、手伝えるんですけれども＜積極的関係維持＞、

今日はちょっと＜回避＞。すいません＜謝罪＞。 

 

上記の例は、＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜積極的関係維持＞＋＜回避＞＋＜謝罪＞という意

味公式の組み合わせによって示される断わりの構造である。また、＜謝罪＞は 2 回繰り返

されているが、それぞれを数えるため、意味公式の使用個数は 5 である。 

 

 
                                                 
7 日本語では、＜非難＞の該当例はなかった。 
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5.2  「談話完成テスト」の結果分析 
5.2.1  日韓両言語における意味公式の使用個数の比較 

 

日本語と韓国語における意味公式の使用個数の平均を場面別に集計すると、以下の表 66

のようになる。 

 

           表 66 日韓両言語の場面別意味公式の使用個数 
日本 韓国  

合計 平均（標準偏差） 合計 平均（標準偏差） 
場面① 

場面② 

場面③ 

場面④ 

427 
347 
405 
341 

4.49(1.52) 
3.65(1.29) 
4.26(1.62) 
3.59(1.3) 

571 
461 
588 
447 

5.39(2.03) 
4.35(1.78) 
5.55(2.86) 
4.22(1.94) 

 

まず、場面の説明を簡潔にしておくと、場面①は親しい指導教官の依頼を断わる場面で

あり、場面②は親しくない教官の依頼を断わる場面であり、場面③は親しい友人の依頼を

断わる場面であり、場面④は親しくない友人の依頼を断わる場面である。 

日韓両言語共に親しい相手の依頼を断わる場面①、③で、意味公式の使用個数が多くな 

っている。韓国語では、日本語より使用個数の平均が高いため、断わりの言語行動が多く

の意味公式によって構成されていることが分かる。さらに、標準偏差が大きいことから、

意味公式の使用個数についての個人差が大きいと言える。 

次に、意味公式の使用個数を 1～3 個、4～6 個、7 個以上に分けてその割合(%)を比較し

た。これを図に示すと、以下のようになる。 

 

 181



                                                                           第 5 章 

42.5

53.7

22.6

34.7

27.4

47.4

11.3

25.3

44.3

42.1

51

54.8

62.2

50.5

67

65.2

13.2

4.2

26.4

10.5

10.4

2.1

21.7

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

韓国

日本

韓国

日本

韓国

日本

韓国

日本

場
面

④
場

面
③

場
面

②
場

面
①

1～3個 4～6個 7以上
 

図 27 日韓両言語の場面別意味公式の使用個数の割合 

 

日韓両言語共に、親しい相手の依頼を断わる場面①、③では、意味公式の使用個数が 1

～3 個の割合が低いのに対し、親しくない友人の依頼を断わる場面④では、1～3 個から成

る、比較的短い断わりの言語行動が行われることが多い。また、意味公式の使用個数が 7

個以上の割合は、親しい相手の依頼を断わる場面①、③の方が親しくない相手の依頼を断

わる場面②、④より高い。したがって、日韓両言語共に親しい相手の依頼を断わる場面で

は、そうでない場面と比べ、多くの意味公式を用いて、断わりの言語行動を行うと言える。 

さらに、日本語に比べて、韓国語では全体としては、意味公式の使用個数が 1～3 個の

割合が低く、7 個以上の割合が高くなっていることから、韓国語では、断わりの場面で日

本語の場合より多くの意味公式が用いられていると言える。 
 
5.2.2  意味公式の発現順序によって示される日韓の断わりの構造の比較 

 

本研究で設定した 9 つの意味公式から成る日本語の断わりの構造の中で、発現率の上位

3 位以上のものを示すと、以下のようになる。 
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   表 67 発現率が上位 3 位までの日本語の断わりの構造 
場面 順位 断わりの構造 発現率 
場面① 1 

2 
3 

＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞ 
＜弁明＞＋＜不可＞ 
＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞ 

12.8% 
4.3%  20.3% 
3.2% 

場面② 1 
2 
3 

＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞ 
＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞ 
＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞ 

16% 
8.5%      30.9% 
6.4% 

場面③ 1 
2 
3 
3 

＜謝罪＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞ 
＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞ 
＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞ 
＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜積極的関

係維持＞ 

6.4% 
5.3%     18.1% 
3.2% 
3.2% 

場面④ 1 
2 
3 

＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞ 
＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞ 
＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞ 

10.6% 
8.5%    25.5% 
6.4% 

 

4 つの場面で発現率の上位を占めている、＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞は、

典型的な日本語の断わりの構造である。また、全体の断わりの構造の中で、発現率が上位

3 位までの構造が占める割合は、場面①、③の方が場面②、④より小さい。これは、場面

①、③では、場面②、④より多様な断わりの構造が用いられ、断わりの構造にバリエーシ

ョンがあることを示している。場面①の場合、発現頻度が 1 の構造（発現率は 1.1%の構

造）が全体の 58.7%、場面③では 71.4％を占める。これに対し、場面②では 34.2%、場面

④では 46.8%を占める。このことから、親しい相手の依頼を断わる場面①、③では、型に

はまらない多様な断わりの構造を自由に用いていることが分かる。 

また、上記の表 67 で挙げているような発現率の高い断わりの構造だけではなく、それ

以外の構造まで含めた断わりの構造に共通して含まれる意味公式の組み合わせを調べた。

その結果、すべての場面で＜謝罪＞＋＜弁明＞が最も多く含まれていた。場面①では、被

験者 95 名の回答の中で、58 名の回答に＜謝罪＞＋＜弁明＞が含まれていた。場面②では、

52 名の回答に＜謝罪＞＋＜弁明＞が含まれていた。場面③では、41 名の回答に＜謝罪＞

＋＜弁明＞が含まれており、場面④では、46 名の回答に＜謝罪＞＋＜弁明＞が含まれてい

た。したがって、＜謝罪＞＋＜弁明＞の組み合わせは日本語の断わりの中心構造であると

言える。 

さらに、この中心構造の前後に、場面に応じて、＜謝罪＞、＜弁明＞、＜不可＞、＜積
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極的関係維持＞、＜消極的関係維持＞、＜呼びかけ＞、＜好意表明＞、＜回避＞、＜その

他＞が組み合わされることによって、様々な断わりの構造が生み出される。これらの組み

合わせの中で、最も発現頻度が高い構造は、上記の表 67 の＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可

＞＋＜謝罪＞である。 

日本語と同様に、韓国語の断わりの構造の中で発現率が上位 3 位以上のものを示すと、

次のようになる。 

 

表 68 発現率が上位 3 位までの韓国語の断わりの構造 
場面 順位 断わりの構造 発現率 
場面① 1 

2 
 
3 

＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞ 
＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞

＋＜謝罪＞ 
＜呼びかけ＞＋＜弁明＞＋＜不可＞ 

4.7% 
3.8%   
    12.3% 
3.8%     

場面② 1 
2 
 
3 

＜呼びかけ＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞ 
＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞

＋＜謝罪＞ 
＜弁明＞＋＜不可＞ 

7.6% 
6.7%    20% 
5.7% 

場面③ 1 
2 
2 
 
2 

＜弁明＞＋＜不可＞＋＜積極的な関係維持＞ 
＜弁明＞＋＜積極的な関係維持＞＋＜謝罪＞ 
＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜積極的な関

係維持＞ 
＜弁明＞＋＜消極的な関係維持＞ 

2.9% 
1.9%      
1.9%    8.6% 
1.9% 

場面④ 
 
 

1 
2 
2 

＜弁明＞＋＜謝罪＞ 
＜弁明＞＋＜不可＞ 
＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞ 
 

5.7% 
4.7%    15.1% 
4.7%     

 

表 68 では、4 つの場面で多用される構造が共通している日本語とは異なり、韓国語では、

各場面で多用された構造が異なっていることが特徴的である。多用された構造は、場面①

では、＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞であり、場面②では、＜呼びかけ＞

＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞であり、場面③では、＜弁明＞＋＜不可＞＋＜積極的な

関係維持＞であり、場面④では、＜弁明＞＋＜謝罪＞であり、各場面によって多用された

構造が異なっている。 

また、全体の断わりの構造の中で、発現率が上位 3 位までの構造が占める割合は、親し

い相手の依頼を断わる場面①、③の方が場面②、④より小さい。これは、場面①、③では、

場面②、④より多様な断わりの構造が用いられていることを示すため、断わりの構造にバ
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リエーションがあると言える。場面①では、発現頻度が 1 の構造（発現率は 0.94%の構造）

が全体の 87.7％を、場面③では、全体の 91.4%を占める。これに対し、場面②では、発現

頻度が 1 の構造（発現率は 0.95%の構造）が全体の 80％を、場面④では、全体の 84.9%

を占める。このことから、親しい相手の依頼を断わる場面では、型にはまらない多様な断

わりの構造を用いていると言える。 

さらに、表 68 の発現率の高い断わりの構造だけではなく、それ以外の構造まで含めた

断わりの構造に共通して含まれる意味公式の組み合わせを調べた。その結果、すべての場

面で＜弁明＞＋＜不可＞が最も多く含まれていた。場面①、②では、被験者 106 名の回答

の中で、67 名の回答に＜弁明＞＋＜不可＞が含まれていた。場面③では、41 名の回答に

＜弁明＞＋＜不可＞が含まれており、場面④では、50 名の回答に＜弁明＞＋＜不可＞が含

まれていた。したがって、＜弁明＞＋＜不可＞の組み合わせは韓国語の断わりの中心構造

であると言える。 

さらに、上記の断わりの中心構造に、場面に応じて、＜積極的関係維持＞、＜消極的関

係維持＞、＜好意表明＞、＜回避＞、＜その他＞などの意味公式が組み合わされることに

よって、様々な断わりの構造が生み出される。最も発現頻度が高い構造は、場面①では、

＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞であり、場面②では、＜呼びかけ＞＋＜弁

明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞である。場面③では、＜弁明＞＋＜不可＞＋＜積極的な関係維

持＞であり、場面④では、＜弁明＞＋＜謝罪＞である。 

以上のことから、日本語と韓国語の断わりの構造は、2 つの意味公式から成る中心構造

の前後に他の意味公式が組み合わされることによって、様々な構造が産出されることが分

かる。また、親しい相手の依頼を断わる場面①、③では、より多様な断わりの構造が用い

られている。しかし、日本語と韓国語の断わりの構造には違いもある。日本語の断わりの

構造の中心構造は、＜謝罪＞＋＜弁明＞であるのに対し、韓国語の断わりの中心構造は＜

弁明＞＋＜不可＞である。また、日本語の断わりの構造は、4 つの場面で、＜謝罪＞＋＜

弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞にある程度特定され、パターン化されているが、韓国語では、

特定の断わりの構造に限定されず、多様な構造が用いられている。 
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5.3 「断わりの場面における意識調査」の結果分析 
5.3.1  日本語の場合 

 

「断わりの場面における」意識調査では、「談話完成テスト」で提示された 4 つの場面、

つまり、親しい指導教官の依頼を断わる場面①、親しくない教官の依頼を断わる場面②、

親しい友人の依頼を断わる場面③、親しくない友人の依頼を断わる場面④に対してどのよ

うな意識を持っているかについて、被験者に「ポライトネスの軸」で評定させた。「ポライ

トネスの軸」で評定された配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度に違いがあるかを

検証するために、対応のある 3 群以上のデータ間の順位の違いを検定するフリードマン検

定(Friedman Test)を行った。以下に、フリードマン検定の結果を示す。 

 

＜配慮度＞ 

      表 69 フリードマン検定による場面に対する配慮度（日本語） 

 

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 統計量 配慮度 

場面① 

場面② 

場面③ 

場面④ 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

3.41 

2.67 

2.42 

1.51 

123.639 

2 

.000 

*** 

3.41

2.67

2.42

1.51

1

2

3

4

場面① 場面② 場面③ 場面④

 

図 28 フリードマン検定による場面に対する配慮度の平均順位（日本語） 
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4 つの場面の間の配慮度に差があるかどうかを、0.1％水準で検定したところ、有意差が

認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 4 つの場面の配慮度に有意差があると言

える。 

さらに、どの場面間の配慮度に有意差があるかを検証するためにスティール・ドゥワス

(Steel-Dwass)検定による多重比較法を用いた。4 つの場面の各々の組み合わせ－場面①と

場面②、場面①と場面③、場面①と場面④、場面②と場面③、場面②と場面④、場面③と

場面④－での検定統計量をまとめると、表 70 のようになる。 

 

表 70 多重比較による 4 つの場面の配慮度の比較（日本語） 
 場面① 場面② 場面③ 場面④ 

場面①  5.837*** 6.182*** 10.783*** 
場面②   1.241－ 7.129*** 
場面③    4.868*** 
場面④     

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

  

表 70 に示したように、場面①と場面②、場面①と場面③、場面①と場面④、場面②と

場面④、場面③と場面④の配慮度は、0.1%水準で有意差が認められた(p<=.001)。場面②

と場面③の間には有意差がなかった。図 28 および表 70 を見ると、配慮度は場面④、場面

③＝場面②、場面①の順に高くなっていることが分かる。ここから親しい指導教官の依頼

を断わる場面①では、相手のフェイスを守ることに最も配慮するが、親しくない友人の依

頼を断わる場面④では、最も配慮しないことが分かる。 

 

＜間接度＞ 

      表 71 フリードマン検定による場面に対する間接度（日本語） 
 統計量 間接度 

場面① 

場面② 

場面③ 

場面④ 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

3.14 

2.84 

2.1 

1.92 

75.809 

2 

.000 

*** 
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図 29 フリードマン検定による場面に対する間接度の平均順位（日本語） 

 

4 つの場面間の間接度に差があるかを 0.1％水準で検定したところ、有意差が認められた

(p<=.001)。したがって、全体としては 4 つの場面の間接度に有意差があると言える。 

さらに、どの場面間の間接度に有意差があるかを検証するためにスティール・ドゥワス

(Steel-Dwass)検定による多重比較法を用いた。4 つの場面の各々の組み合わせでの検定統

計量をまとめると、次のような表 72 になる。 

 

 表 72 多重比較による 4 つの場面の間接度の比較（日本語） 
 場面① 場面② 場面③ 場面④ 

場面①  1.830－ 5.684*** 6.782*** 
場面②   4.197*** 5.289*** 
場面③    0.687－ 
場面④     

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

場面①と場面③、場面①と場面④、場面②と場面③、場面②と場面④の間に違いがある

ことが 0.1%水準で認められた(p<=.001)。このうち、場面①と場面②、場面③と場面④の

間接度には有意差が認められなかった。図 29 および表 72 を見ると、間接度は、場面④＝

場面③、場面②＝場面①の順に高くなっていることが分かる。このことから、教官の依頼

を断わる場面①、②では、友人の依頼を断わる場面③、④より間接的に表現し、親疎によ
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る間接度の違いがないことが分かる。教官の依頼を断わる場面では、友人の依頼を断わる

場面に比べ、婉曲的に断わろうとする意識が強いと言える。 

 

＜親近度＞  

      表 73 フリードマン検定による場面に対する親近度（日本語） 
 統計量 親近度 

場面① 

場面② 

場面③ 

場面④ 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

2.91 

1.53 

3.61 

1.95 

179.561 

3 

.000 

*** 
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図 30 フリードマン検定による場面に対する親近度の平均順位（日本語） 

 

4 つの場面間の親近度に差があるかを 0.1％水準で検定したところ、有意差が認められた

(p<=.001)。したがって、全体としては 4 つの場面の親近度に有意差があると言える。 

さらに、どの場面間の親近度に有意差があるかを検証するためにスティール・ドゥワス

(Steel-Dwass)検定による多重比較法を用いた。4 つの場面の各々の組み合わせでの検定統

計量をまとめると、次のような表 74 になる。 
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表 74 多重比較による 4 つの場面の親近度の比較（日本語） 
 場面① 場面② 場面③ 場面④ 

場面①  7.838*** -5.393*** 6.296*** 
場面②   -10.689*** -2.694* 
場面③    10.063*** 
場面④     

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

場面①と場面②、場面①と場面③、場面①と場面④、場面②と場面③、場面③と場面

④の間は、0.1%水準で親近度に有意差があり(p<=.001)、場面②と場面④の間は 5%水準

で親近度に有意差があることが認められた(p<=.05)。図 30 および表 74 を見ると、親近

度は、場面②、場面④、場面①、場面③の順に高くなっていることが分かる。親しい相

手の依頼を断わる場面では、親しくない相手の依頼を断わる場面に比べ、親近感が強く

示されることが分かる。 

 

＜距離度＞  

      表 75 フリードマン検定による場面に対する距離度（日本語） 
 統計量 距離度 

場面① 

場面② 

場面③ 

場面④ 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

2.97 

3.65 

1.16 

2.23 

216.856 

3 

.000 

*** 
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図 31 フリードマン検定による場面に対する距離度の平均順位（日本語） 

 

4 つの場面間の距離度に差があるかを 0.1％水準で検定したところ、有意差が認められた

(p<=.001)。したがって、全体としては 4 つの場面の距離度に有意差があると言える。 

さらに、どの場面間の距離度に有意差があるかを検証するためにスティール・ドゥワス

(Steel-Dwass)検定による多重比較法を用いた。4 つの場面の各々の組み合わせでの検定統

計量をまとめると、次のような表 76 になる。 

 

表 76 多重比較による 4 つの場面の距離度の比較（日本語） 
 場面① 場面② 場面③ 場面④ 

場面①  -5.154*** 10.824*** 6.658*** 
場面②   12.148*** 10.200*** 
場面③    -7.856*** 
場面④     

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

  

場面①と場面②、場面①と場面③、場面①と場面④、場面②と場面③、場面②と場面④、

場面③と場面④の間は、0.1%水準で距離度に有意差があることが認められた(p<=.001)。

図 31 および表 76 を見ると、距離度は場面③、場面④、場面①、場面②の順に高くなって

いることが分かる。相手が教官、友人どちらの場合でもそれぞれ親しくない方の距離度が

高いことから、親しくない相手の依頼を断わる際に、距離を置こうとする意識が強いこと

が分かる。 
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＜改まり度＞  

 表 77 フリードマン検定による場面に対する改まり度（日本語） 
 統計量 改まり度 

場面① 

場面② 

場面③ 

場面④ 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

3.28 

3.56 

1.28 

1.87 

225.649 

3 

.000 

*** 
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図 32 フリードマン検定による場面に対する改まり度の平均順位（日本語） 

 

4 つの場面間の改まり度に差があるかを 0.1％水準で検定したところ、有意差が認められ

た(p<=.001)。したがって、全体としては 4 つの場面の改まり度に有意差があると言える。 

さらに、どの場面間の改まり度に有意差があるかを検証するためにスティール・ドゥワ

ス(Steel-Dwass)検定による多重比較法を用いた。4 つの場面の各々の組み合わせでの検定

統計量をまとめると、次のような表 78 になる。 

 

表 78 多重比較による 4 つの場面の改まり度の比較（日本語） 
 場面① 場面② 場面③ 場面④ 

場面①  -2.846* 10.827*** 9.910*** 
場面②   11.702*** 11.242*** 
場面③    -4.791*** 
場面④     

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 
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場面①と場面②は 5%水準で改まり度に有意差があることが認められた(p<=.05)。また、

場面①と場面③、場面①と場面④、場面②と場面③、場面②と場面④、場面③と場面④は、

0.1%水準で改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。図 32 および表 78 を見

ると、改まり度は場面③、場面④、場面①、場面②の順に高くなっていることが分かる。

距離度の結果と同様に、相手が教官、友人どちらの場合でもそれぞれ親しくない方の改ま

り度が高い傾向を示していることから、親しくない相手の依頼を断わる場面では、改まっ

た態度で断わろうとする意識が強いと言える。 

 

5.3.2  韓国語の場合 

 

日本語と同様に、4 つの場面の配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度の違いがあ

るかを検証するために、フリードマン検定(Friedman Test)を行った。以下、フリードマン

検定の結果を示す。 

 

＜配慮度＞ 

      表 79 フリードマン検定による場面に対する配慮度（韓国語） 
 統計量 配慮度 

場面① 

場面② 

場面③ 

場面④ 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

3.43 

2.18 

2.99 

1.40 

181.854 

3 

.000 

*** 
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図 33 フリードマン検定による場面に対する配慮度の平均順位（韓国語） 

 

4 つの場面の間の配慮度に差があるかを 0.1％水準で検定したところ、有意差が認められ

た(p<=.001)。したがって、全体としては 4 つの場面の配慮度に有意差があると言える。 

さらに、どの場面間の配慮度に有意差があるかを検証するためにスティール・ドゥワス

(Steel-Dwass)検定による多重比較法を用いた。4 つの場面の各々の組み合わせでの検定統

計量をまとめると、次のような表 80 になる。 

 

表 80 多重比較による 4 つの場面の配慮度の比較（韓国語） 
 場面① 場面② 場面③ 場面④ 

場面①  9.305*** 2.474－ 11.957*** 
場面②   -6.739*** 5.041*** 
場面③    9.901*** 
場面④     

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

 場面①と場面②、場面①と場面④、場面②と場面③、場面②と場面④、場面③と場面④

は、0.1%水準で配慮度に有意差があることが認められた(p<=.001)。しかし、場面①と場

面③の配慮度には有意差がなかった。図 33 および表 80 を見ると、配慮度は場面④、場面

②、場面③＝場面①の順に高くなっている。このことから、親しくない相手の依頼を断わ

る場面②、④より親しい相手の依頼を断わる場面①、③で、相手のフェイスを守ることに

より配慮する意識が強いことが分かる。 
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＜間接度＞  

      表 81 フリードマン検定による場面に対する間接度（韓国語） 
 統計量 間接度 

場面① 

場面② 

場面③ 

場面④ 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

3.38 

2.41 

2.61 

1.60 

131.051 

3 

.000 

*** 
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図 34 フリードマン検定による場面に対する間接度の平均順位（韓国語） 

 

4 つの場面間の間接度に差があるかを 0.1％水準で検定したところ、有意差があることが

認められた(p<=.001)。したがって、全体としては 4 つの場面の間接度に有意差があると言

える。 

さらに、どの場面間の間接度に有意差があるかを検証するためにスティール・ドゥワス

(Steel-Dwass)検定による多重比較法を用いた。4 つの場面の各々の組み合わせでの検定統

計量をまとめると、次のような表 82 になる。 

 

表 82 多重比較による 4 つの場面の間接度の比較（韓国語） 
 場面① 場面② 場面③ 場面④ 

場面①  6.520*** 4.237*** 9.895*** 
場面②   -1.144－ 5.633*** 
場面③    5.139*** 
場面④     
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***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

  

場面①と場面②、場面①と場面③、場面①と場面④、場面②と場面④、場面③と場面④

は、0.1%水準で間接度に有意差があることが認められた(p<=.001)。場面②と場面③の間

には有意差が認められなかった。図 34 および表 82 を見ると、間接度は場面④、場面②＝

場面③、場面①の順に高くなっていることが分かる。このことから、親しい指導教官の依

頼を断わる場面では、最も間接的に断わろうとするが、親しくない友人の依頼を断わる場

面では、最もストレートに断わろうとする意識が強いことが分かる。 

 

＜親近度＞  

      表 83 フリードマン検定による場面に対する親近度（韓国語） 
 統計量 親近度 

場面① 

場面② 

場面③ 

場面④ 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

3.24 

1.88 

3.36 

1.52 

197.743 

3 

.000 

*** 
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場面① 場面② 場面③ 場面④

 
図 35 フリードマン検定による場面に対する親近度の平均順位（韓国語） 

 

4 つの場面の間に親近度に差があるかを 0.1％水準で検定したところ、有意差が認められ

た(p<=.001)。したがって、全体としては 4 つの場面の親近度に有意差があると言える。 
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さらに、どの場面間の親近度に有意差があるかを検証するためにスティール・ドゥワス

(Steel-Dwass)検定による多重比較法を用いた。4 つの場面の各々の組み合わせでの検定統

計量をまとめると、次のような表 84 になる。 

 

表 84 多重比較による 4 つの場面の親近度の比較（韓国語） 
 場面① 場面② 場面③ 場面④ 

場面①  9.031*** -1.865－ 10.669*** 
場面②   -9.807*** 2.690* 
場面③    11.118*** 
場面④     

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

場面①と場面②、場面①と場面④、場面②と場面③、場面③と場面④は、0.1%水準で親 

近度に有意差があることが認められた(p<=.001)。場面②と場面④の場合、5%水準で親近 

度に有意差があることが認められた(p<=.05)。一方、場面①と場面③の親近度には有意差 

がなかった。図 35 および表 84 を見ると、親近度が場面④、場面②、場面①＝場面③の順 

に高くなっていることが分かる。このことから、親しい相手の依頼を断わる場面①、③で 

は、親しくない相手の依頼を断わる場面②、④に比べ、より親近感を示そうとする意識が 

強いことがわかる。 

 

＜距離度＞  

      表 85 フリードマン検定による場面に対する距離度（韓国語） 
 統計量 距離度 

場面① 

場面② 

場面③ 

場面④ 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

2.83 

3.17 

1.75 

2.24 

90.161 

3 

.000 

*** 
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場面① 場面② 場面③ 場面④

 

図 36 フリードマン検定による場面に対する距離度の平均順位（韓国語） 

 

4 つの場面間の距離度に差があるかを 0.1％水準で検定したところ、有意差が認められた

(p<=.001)。したがって、全体としては 4 つの場面の距離度に有意差があると言える。 

さらに、どの場面間の距離度に有意差があるかを検証するためにスティール・ドゥワス

(Steel-Dwass)検定による多重比較法を用いた。4 つの場面の各々の組み合わせでの検定統

計量をまとめると、次のような表 86 になる。 

 

表 86 多重比較による 4 つの場面の距離度の比較（韓国語） 
 場面① 場面② 場面③ 場面④ 

場面①  -2.435－ 6.266*** 3.936*** 
場面②   7.760*** 6.990*** 
場面③    -4.667*** 
場面④     

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

場面①と場面③、場面①と場面④、場面②と場面③、場面②と場面④、場面③と場面④

は、距離度に有意差があることが認められた(p<=.001)。一方、場面①と②の間には、有意

差がなかった。図 36 および表 86 を見ると、距離度は場面③、場面④、場面①＝場面②の

順に高くなっていることが分かる。このことから、教官の依頼を断わる場面①、②では、

友人の依頼を断わる場面③、④に比べ、より距離を置いて断わろうとする意識が強いこと

が分かる。 
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＜改まり度＞ 

表 87 フリードマン検定による場面に対する改まり度（韓国語） 
 統計量 改まり度 

場面① 

場面② 

場面③ 

場面④ 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

平均順位 

Chi-Square

df 

有意確率 

有意差判定

3.33 

3.23 

1.67 

1.78 

181.896 

3 

.000 

*** 
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図 37 フリードマン検定による場面に対する改まり度の平均順位（韓国語） 

 

4 つの場面間の改まり度に有意差があるかを 0.1％水準で検定したところ、有意差が認め

られた(p<=.001)。したがって、全体としては 4 つの場面の改まり度に有意差があると言え

る。 

さらにどの場面間の改まり度に有意差があるかを検証するためにスティール・ドゥワス

(Steel-Dwass)検定による多重比較法を用いた。4 つの場面の各々の組み合わせでの検定統

計量をまとめると、次のような表 88 になる。 
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表 88 多重比較による 4 つの場面の改まり度の比較（韓国語） 
 場面① 場面② 場面③ 場面④ 

場面①  0.920－ 9.489*** 9.865*** 
場面②   9.395*** 9.928*** 
場面③    -1.425－ 
場面④     

***：0.1%水準で有意、**：1％水準で有意、*：5％水準で有意、－：有意差なし 

 

場面①と場面③、場面①と場面④、場面②と場面③、場面②と場面④の間には 0.1%水準

で改まり度に有意差があることが認められた(p<=.001)。場面①と場面②、場面③と場面④

の改まり度には有意差がなかった。図 37 および表 88 を見ると、改まり度は場面③＝場面

④、場面②＝場面①の順に高くなっていることが分かる。このことから、教官の依頼を断

わる場面では、友人に対する場面に比べ、より改まった態度で断わろうとする意識が強い

ことが分かる。 

  

5.3.3  日韓両言語の比較 

 

 5.3.1 節「日本語の場合」で述べた 4 つの場面における配慮度、間接度、親近度、距離

度、改まり度を比較すると、以下の表 89 のようになる。 

 

  表 89 多重比較による各場面の「ポライトネスの軸」の評定値の比較（日本語） 

軸 場面 
配慮度 場面④＜場面③＝場面②＜場面① 
間接度 場面④＝場面③＜場面②＝場面① 
親近度 場面②＜場面④＜場面①＜場面③ 
距離度 場面③＜場面④＜場面①＜場面② 

改まり度 場面③＜場面④＜場面①＜場面② 

（「＝」は有意差がないことを示す） 

 

親しい指導教官の依頼を断わる場面①では、配慮度、間接度が最も高い。1.3 節「本研

究におけるポライトネスの捉え方」で述べたように、「配慮の軸」は、会話参加者のフェイ

スの保持に配慮するという、Brown & Levinson(1987)の「ポライトネスの普遍的原則」

を包括的に評価する軸である。そのため、「配慮の軸」によって測定された配慮度は、
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Brown & Levinson(1987)の「ポライトネスの普遍的原則」の度合いと一致する。「間接性

の軸」、「親近感の軸」、「距離の軸」は、Brown & Levinson(1987)のポライトネスを表す

具体的なストラテジー、すなわち、「オフ・レコード」、「ポジティブ・ポライトネス」、「ネ

ガティブ・ポライトネス」のそれぞれを評価するための軸である。また、「改まりの軸」は

「わきまえのポライトネス」を評価するための軸である。「間接性の軸」によって測定され

た間接度は、「オフ・レコード」の度合いと一致する。したがって、場面①は会話参加者の

フェイスの保持に配慮するという「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に表現する「オフ・

レコード」の度合いが最も高い場面であると考えられる。これに対し、親しくない友人の

依頼を断わる場面④は、配慮度、間接度が最も低いため、「ポライトネスの普遍的原則」、

「オフ・レコード」の度合いが最も低い場面であると言える。親しくない教官の依頼を断

わる場面②では、間接度、距離度、改まり度が最も高くなっているため、間接的に表現す

る「オフ・レコード」、距離を置く「ネガティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきま

えのポライトネス」の度合いが最も高いと言える。親しい友人の依頼を断わる場面③では、

親近度が最も高くなっているのに対し、間接度、距離度、改まり度は最も低くなっている。

このことから、場面③では、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが最も

高いのに対し、間接的に表現する「オフ・レコード」、距離を置く「ネガティブ・ポライト

ネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いは最も低いと言える。 

次に、韓国語の 4 つの場面における配慮度、間接度、親近度、距離度、改まり度の結果

をまとめると、以下の表 90 のようになる。 

  

 表 90 多重比較による各場面の「ポライトネスの軸」の評定値の比較（韓国語） 

軸 場面 
配慮度 場面④＜場面②＜場面③＝場面① 
間接度 場面④＜場面②＝場面③＜場面① 
親近度 場面④＜場面②＜場面③＝場面① 
距離度 場面③＜場面④＜場面②＝場面① 

改まり度 場面③＝場面④＜場面②＝場面① 

（＝は有意差がないことを示す） 

 

 親しい指導教官の依頼を断わる場面①は、5 つの「ポライトネスの軸」の評定値が最も

高くなっている。したがって、場面①は、会話参加者のフェイスの保持に配慮する「ポラ

イトネスの普遍的原則」、間接的に表現する「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティ

 201



                                                                           第 5 章 

ブ・ポライトネス」、距離を置く「ネガティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえ

のポライトネス」の度合いが最も高いため、最もポライトネスの度合いが高い場面である

と考えられる。親しくない友人の依頼を断わる場面④は、配慮度、間接度、親近度、改ま

り度が最も低くなっている。このことから、「ポライトネスの普遍的原則」、「オフ・レコー

ド」、「ポジティブ・ポライトネス」、「わきまえのポライトネス」の度合いが最も低い場面

であると言える。距離度が 2 番目に低く、4 つの「ポライトネスの軸」の評定値が最も低

いので、全体として場面④は最もポライトネスの度合いが低い場面であると考えられる。

親しくない教官の依頼を断わる場面②では、距離度、改まり度が最も高いため、距離を置

く「ネガティブ・ポライトネス」と改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが

最も高い場面であると言える。親しい友人の依頼を断わる場面③では、配慮度、親近度が

最も高くなっているのに対し、距離度、改まり度は最も低くなっている。このことから、

「ポライトネスの普遍的原則」、「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが最も高いのに対

し、「ネガティブ・ポライトネス」、「わきまえのポライトネス」の度合いは最も低くなって

いる。 

 日本語と韓国語を比較すると、距離度の結果が同じ傾向を示しており、場面③、場面④、

場面①、場面②の順に、距離度が高く、先生の依頼を断わる場面と友人の依頼を断わる場

面では、それぞれ親しくない方の距離度が高い。しかし、配慮度、間接度、親近度、改ま

り度には違いが見られる。特に、間接度、親近度には特徴的なところが見られる。日本語

の間接度は教官の依頼を断わる場面①、②の方が友人の依頼を断わる場面③、④より高い

ため、間接度には親疎関係より上下関係が影響を及ぼしていることが分かる。これに対し、

韓国語の間接度は、親しい指導教官の依頼を断わる場面①が最も高く、親しくない教官と

親しい友人の依頼を断わる場面②、③には有意差がなく、親しくない友人の依頼を断わる

場面④が最も低くなっている。親近度に関しては、日本語では、親しくない教官の依頼を

断わる場面②で最も親近感を示さないのに対し、韓国語では、親しくない友人の依頼を断

わる場面④で最も親近感を示さないことが分かる。 

 

5.4  「談話完成テスト」と「断わりの場面における意識調査」との対照 

5.4.1  意味公式の使用個数と断わりの場面における意識との関係の考察 

 

日本語の「断わりの場面における意識調査」では、親しい指導教官の依頼を断わる場面
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①で、配慮度が最も高くなっており、親しくない友人の依頼を断わる場面④で、配慮度が

最も低くなっている。また、意味公式の使用頻度は配慮度に比例しており、場面①で最も

多く、場面④で、最も少なくなっている。したがって、会話参加者のフェイスを保持する

ことに配慮して断わろうと意識する場面では、意味公式の使用個数が多くなると言える。 

親しくない教官の依頼を断わる場面②では、間接度、距離度、改まり度が最も高くなっ

ている。親しい友人の依頼を断わる場面③では、親近度が最も高く、間接度、距離度、改

まり度は最も低くなっている。そして、意味公式の使用個数は場面③が場面②より多くな

っている。したがって、間接度、距離度、改まり度は意味公式の使用個数と関連性が低い

と考えられる。 

場面②、④と比べ、意味公式の使用個数が多い場面①、③は、共通して配慮度、親近度

が高くなっていることから、場面①、③は、意味公式の使用個数が多く、「ポライトネスの

普遍的原則」、「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが高いと言える。間接的に表現する

「オフ・レコード」、距離を置く「ネガティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえ

のポライトネス」は意味公式の使用個数との関連性が低いため、意味公式を多く用いるこ

とは、会話参加者のフェイスの保持に配慮する「ポライトネスの普遍的原則」や親近感を

示す「ポジティブ・ポライトネス」と関連があると考えられる。したがって、会話参加者

のフェイスの保持に配慮し、親近感を示そうとする場面では、儀礼的でパターン化した断

わり方ではなく、＜謝罪＞、＜好意表明＞、＜呼びかけ＞、＜積極的な関係維持＞など様々

な意味公式を示すため、その使用個数が多くなったと考えられる。 

韓国語では、親しい指導教官の依頼を断わる場面①では、すべての「ポライトネスの軸」

の評定値が最も高いため、会話参加者のフェイスを保持する「ポライトネスの普遍的原則」、

間接的に表現する「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、距離

を置く「ネガティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合い

も最も高いと言える。これに対し、親しくない友人の依頼を断わる場面④では、配慮度、

間接度、親近度、改まり度が最も低くなっているため、「ポライトネスの普遍的原則」、「オ

フ・レコード」、「ポジティブ・ポライトネス」、「わきまえのポライトネス」の度合いも最

も低いと言える。意味公式の使用個数は場面①で最も多く、場面④で最も少ない。したが

って、「ポライトネスの普遍的原則」、「オフ・レコード」、「ポジティブ・ポライトネス」、

「わきまえのポライトネス」を表して断わろうと意識する場面では、意味公式の使用個数

が多くなると言える。 
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しかし、距離度を置く「ネガティブ・ポライトネス」と改まりを示す「わきまえのポラ

イトネス」の度合いが最も高い場面②と比べ、それらの度合いが最も低いとされた場面③

の意味公式の使用個数が最も多いため、「ネガティブ・ポライトネス」と「わきまえのポラ

イトネス」は意味公式の使用個数とは関連性が低いと言える。 

場面①、③では、場面②、④より、配慮度、間接度、親近度が高くなっているため、会

話参加者のフェイスの保持に配慮する「ポライトネスの普遍的原則」、間接的に表現する「オ

フ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが高いと言える。そ

して、意味公式の使用個数も場面①、③が場面②、④より多くなっている。したがって、

韓国語では、会話参加者のフェイスの保持に配慮し、間接的に表現し、親近感を示そうと

する場面では、儀礼的でパターン化した断わり方ではなく、＜謝罪＞、＜好意表明＞、＜

呼びかけ＞、＜積極的な関係維持＞などを示すため、その使用個数が多くなったと考えら

れる。 

 

5.4.2  断わりの構造と断わりの場面における意識との関係の考察 

 

「談話完成テスト」と「断わりの場面における意識調査」を照らし合わせると、次のよ

うなことが分かる。日本語では、それぞれの場面におけるポライトネスを表す意識は異な

っていても、4 つの場面で頻出する構造は、＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞で

あった。このことから、日本語では、＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞という構

造がどの場面にも対応するものであり、それぞれの場面におけるポライトネスを表す意識

が異なっていても、日本語の断わりの構造はそれに影響されないと考えられる。そして、

＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞という構造では、まず断わりの「予告」8をする

nps6＜謝罪＞を述べ、その後に断わりの事情を説明する pps13＜弁明＞を述べる。その後

に相手の意向に従えないことを伝える＜不可＞を述べ、会話参加者のフェイスを守るため、

nps6＜謝罪＞を述べるという順序で意味公式が組み立てられ、FTA が和らげられていると

考えられる。 

これに対し、韓国語では、それぞれの場面におけるポライトネスを表す意識は様々で、

4 つの場面で頻出する構造も異なる。そのため、場面によって異なるポライトネスを表す

                                                 
8 邱(2002)によれば、「同じ「わび」でも、「断わりの意志表示」に先行する場合は断わりの「予告」とし
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意識が韓国語の断わりの構造に影響を与えていると考えられる。韓国語の「断わりの場面

における意識調査」では、場面①のポライトネスの度合いが最も高かった。「談話完成テス

ト」では、場面①で最も多用された構造は、＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可

＞であった。したがって、ポライトネスの度合いが最も高いとされた場面①で多用される

＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞は、最もポライトネスの度合いが高い構造

であると考えられる。 

韓国語の場面①、②では、共通して「断わりの場面における意識調査」の「わきまえの 

ポライトネス」の度合いが最も高かった。また、「談話完成テスト」では、＜呼びかけ＞＋

＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞という構造が多く用いられた。したがって、「わきまえのポ

ライトネス」を表す意識が、＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞という構造に

影響を与えていると考えられる。表 68 から分かるように、場面①、②では、発現率が高

い構造に＜呼びかけ＞が用いられていることが特徴的である。場面①、②で用いられた＜

呼びかけ＞は、「교수님」（教授＋「님(nim)」）のように、肩書き＋「님(nim)」の形である。

박정운 Bag Jeong-Un(1997)によれば、肩書き＋「님(nim)」は相手に対する尊敬を示す呼

称形であり、目上の人に対して用いるという。「わきまえのポライトネス」を表す意識が、

目上に対する尊敬を示す＜呼びかけ＞の使用をもたらしたのではないだろうか。さらに、

＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞の構造では、pps4＜呼びかけ＞を述べた後、

断わりの「予告」をする nps6＜謝罪＞を述べている。そして、その後に断わりの事情を説

明する pps13＜弁明＞を述べ、相手の意向に従えないことを示す＜不可＞を述べるという

順序で意味公式が組み立てられ、FTA が和らげられていると考えられる。 

場面③では、「断わりの場面における意識調査」の「ポジティブ・ポライトネス」の度

合いが最も高くなっている。この場面③についての「談話完成テスト」では、＜弁明＞＋

＜不可＞＋＜積極的な関係維持＞という構造が最も多く用いられた。このことから、「ポジ

ティブ・ポライトネス」を表す意識が、＜弁明＞＋＜不可＞＋＜積極的関係維持＞という

構造に影響を与えていると考えられる。一方、nps6＜謝罪＞は「ネガティブ・フェイス」

を守るために用いられるストラテジーであり、親しい友人に対しては距離を置いていると

感じられる。そのため、pps13＜弁明＞や pps10＜積極的な関係維持＞が用いられ、nps6

＜謝罪＞が省略されている。この構造では、断わりの事情を説明する pps13＜弁明＞を述

                                                                                                                                               
て機能し、後続する場合は「関係維持」として機能する」(p. 25)と言う。 
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べた後、相手の意向に従えないことを示す＜不可＞を述べ、会話参加者のフェイスを積極

的に保持しようとする pps10＜積極的な関係維持＞を述べるという順序で意味公式が組み

立てられ、FTA が和らげられている。 

場面④では、「断わりの場面における意識調査」でのポライトネスの度合いが最も低か

った。「談話完成テスト」では、＜弁明＞＋＜謝罪＞が多く用いられた。多用された＜弁明

＞＋＜謝罪＞の構造は、ポライトネスの度合いが低いと考えられる。この構造では、断わ

りの事情を説明する pps13＜弁明＞を述べた後、会話参加者のフェイスを保持するため、

nps6＜謝罪＞を述べるという順序で意味公式が組み立てられ、FTA が和らげられている。 

「談話完成テスト」では、親しい相手の依頼を断わる場面では、日韓両言語で、型には

まらない多様な断わりの構造が用いられていた。また、「断わりの場面における意識調査」

では、これらの場面の配慮度、親近度が高くなっていた。1.3 節で述べたように、「配慮の

軸」とは、会話参加者のフェイスを傷つけないことに配慮するという「ポライトネスの普

遍的原則」を包括的に評価するものであり、「親近感の軸」は「ポジティブ・ポライトネス」

の度合いを評価するものである。したがって、親しい相手の依頼を断わる場面では、会話

参加者のフェイスを傷つけないことに配慮し、親近感を強く示していると言える。これら

の場面では、FTA を和らげるための断わりの構造を作る際、一定の意味公式の組み合わせ

を用いるのではなく、様々な意味公式の組み合わせを自由に選択して用いるため、構造に

バリエーションが多様になったと考えられる。 

 

5.5  まとめ 
 

日韓両言語共に会話参加者のフェイスの保持に配慮し、親近感を強く示す場面では、被

験者は意味公式をより多く用いて断わることが分かった。さらに、韓国語では、間接的に

表現する場面でも、被験者は意味公式をより多く用いて断わることが分かった。日本語で

は、会話参加者のフェイスの保持に配慮し、親近感を示そうとする場面では、儀礼的でパ

ターン化した断わり方ではなく、＜謝罪＞、＜好意表明＞、＜呼びかけ＞、＜積極的な関

係維持＞など様々な意味公式を用いて断わるため、その使用個数が多くなったと考えられ

る。韓国語では、会話参加者のフェイスの保持に配慮し、間接的に表現し、親近感を示そ

うとする場面では、儀礼的でパターン化した断わり方ではなく、＜謝罪＞、＜好意表明＞、

＜呼びかけ＞、＜積極的な関係維持＞などを示すため、その使用個数が多くなったと考え
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られる。 

そして、日本語と韓国語の断わりの構造は、場面に応じて、中心構造とその前後につく

様々な意味公式によって構成されている。日本語の断わりの構造の中心構造は、＜謝罪＞

＋＜弁明＞であり、韓国語の断わりの中心構造は＜弁明＞＋＜不可＞である。 

日本語で最も多用された断わりの構造は、＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞で

ある。この構造では、断わりの「予告」をする nps6＜謝罪＞を述べ、断わりの事情を説明

する pps13＜弁明＞を述べる。その後に断わる意志を伝える＜不可＞を述べ、相手との関

係維持のため、nps6＜謝罪＞を述べるという順序で意味公式が組み立てられ、断わること

によって生じる FTA が和らげていると考えられる。一方、韓国語で最も多用された断わり

の構造は場面ごとに異なる。韓国語では、ポライトネスの度合いが最も高い場面①で多用

された＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞という構造が最もポライトな構造で

あると考えられる。この構造では、pps4＜呼びかけ＞を述べた後、断わりの「予告」をす

る nps6＜謝罪＞を述べる。その後に断わりの事情を説明する pps13＜弁明＞を述べ、断わ

る意志を伝える＜不可＞を述べるという順序で意味公式が組み立てられ、FTA が和らげら

れていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            終章 

終章 

 
 
 

6.1  本論文のまとめ 
 

 本論文ではポライトネスの観点から日本語と韓国語の断わりの言語行動の共通点および

相違点を比較・分析した。言語表現レベル、談話レベルにおける断わりの言語行動のポラ

イトネスの分析には、談話完成テストや質問紙調査を用いた。言語表現レベルのポライト

ネス調査では、まず、日本語の「ノダ」文、韓国語の「것 같다(geos gata)」文を、「行ケ

ナイ」文および「行カナイ」文と比較し、文末表現とポライトネスとの関係について分析

を行なった。また、「中途終了文」と「行ケナイ」文および「行カナイ」文を比較し、「中

途終了文」とポライトネスとの関係についても分析した。談話レベルのポライトネス調査

では、意味公式の使用個数とポライトネスとの関係、意味公式の発現順序によって示され

る断わりの構造とポライトネスとの関係を分析した。以下では言語表現レベルおよび談話

レベルにおけるポライトネス調査の結果についてまとめて示す。 

 

6.1.1   言語表現レベルにおけるポライトネス 

 

第 3 章 「文末表現とポライトネス」では、断わりの場面で用いられる日本語の「ノダ」

文は「行ケナイ」文および「行カナイ」文に比べ、ポライトネスを表すかどうかを分析し

た。また、韓国語でも同様に、「것 같다(geos gata)」文は「行ケナイ」文および「行カナ

イ」文に比べ、ポライトネスを表すかどうかを分析した。その結果、「行カナイ」文と比べ、

「ノダ」文と「行ケナイ」文は、全体としてポライトネスの度合いが高い表現であるとい

うことが分かった。 

また、「ノダ」文は「行ケナイ」文より会話参加者のフェイスを守ることに配慮する表

現であり、間接的かつ親近感を強く示す表現である。これに対し、「行ケナイ」文はより相

手に対して距離を置くことを示す表現である。したがって、「ノダ」文と「行ケナイ」文の

どちらがよりポライトであるか単純に決められないところがあるが、ポライトネスの 5 つ
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の側面から個別に見ることで次のようなことが明らかになった。それは「ノダ」文は「行

ケナイ」文より会話参加者のフェイスの保持に配慮するポライトネスの普遍的原則、間接

的に表現する「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」の度合いが

高い表現だということである。これに対し、「行ケナイ」文は「ノダ」文より、距離を置く

「ネガティブ・ポライトネス」の度合いが高い表現である。 

韓国語の場合、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다」(geos gata)文の順に、会話

参加者のフェイスを傷つけないことに配慮するポライトネスの普遍的原則、間接的に表現

する「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライトネス」、距離を置く「ネガ

ティブ・ポライトネス」、改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高くなる。

したがって、全体として、「行カナイ」文、「行ケナイ」文、「것 같다」(geos gata)文の順

に、ポライトネスの度合いが高い表現になると考えられる。 

ポライトネスの普遍的原則、「オフ・レコード」、「ポジティブ・ポライトネス」、「ネガテ

ィブ・ポライトネス」、「わきまえのポライトネス」のいずれを重視するかによって、使い

分けられた日本語の「ノダ」文と「行ケナイ」文との関係とは異なり、韓国語の「것 같다

（geos gata）」文、「行ケナイ」文、「行カナイ」文はどの程度のポライトネスを表すかに

よって使い分けられていると考えられる。 

第 4 章 「「中途終了文」とポライトネス」では、理由を表す従属節で終わる「中途終

了文」は、「行ケナイ」文および「行カナイ」文に比べ、ポライトネスを表すかどうかを分

析した。結果は以下の通りである。 

主節の違いという観点から 3 タイプの文を分析した結果、教官と友人に対する場面にお

ける日本語の「行ケナイ」文および「中途終了文」は、「行カナイ」文よりポライトネスの

度合いが高い表現であることが分かった。教官に対する場面における 日本語の「中途終了

文」と「行ケナイ」文を比較すると、どちらの文がポライトな表現であるとは単純に言い

切れないが、ポライトネスの 5 つの側面から個別に見ることで次のようなことが明らかに

なった。「中途終了文」は間接的に断わる「オフ・レコード」の度合いが高いのに対し、「行

ケナイ」文は改まりを示す「わきまえのポライトネス」の度合いが高い。これに対し、友

人に対する場面における「中途終了文」と「行ケナイ」文を比較すると、全体としては「中

途終了文」は「行ケナイ」文よりポライトネスの度合いが高い表現であり、特に、「オフ・

レコード」、「ネガティブ・ポライトネス」の度合いが高い表現であるとの結果が得られた。 

韓国語では、教官と友人に対する場面における「中途終了文」は、「行ケナイ」文より
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ポライトネスの度合いが高い表現であることが分かった。特に、教官に対する場面におけ

る「中途終了文」は「行ケナイ」文より相手のフェイスの保持に配慮する「ポライトネス

の基本的原則」、間接的に断わる「オフ・レコード」、親近感を示す「ポジティブ・ポライ

トネス」の度合いが高い表現であるという結果が得られた。友人に対する場面における韓

国語の「中途終了文」は、このような特徴に改まりを示す「わきまえのポライトネス」の

度合いが高いという点が加わる。 

「中途終了文」、「行ケナイ」文、「行カナイ」文の分析から、日本語では従属節末の接

続助詞の違いより主節の違いが「ポライトネスの軸」の評定値に影響を与えると考えられ

る。韓国語ではスピーチレベルの違いより主節の違いが「ポライトネスの軸」の評定値に

影響を与えると考えられる。 

場面間の違いを分析すると、日韓両言語共に配慮度、間接度、親近度は場面による違い

は見られないが、距離度、改まり度は場面による違いが大きいという結果が得られた。 

日本語と韓国語を比較すると、日韓両言語の「中途終了文」および「行ケナイ」文は、

「行カナイ」文と比べ、距離度には有意差がない場合があるが、「行カナイ」文より配慮度、

間接度、親近度、改まり度が高いため、よりポライトネスの度合いが高い表現である。ま

た、日本語と韓国語の「中途終了文」は「行ケナイ」文より間接的であるため、「オフ・レ

コード」の度合いが高いと言える。また、韓国語の「中途終了文」は「行ケナイ」文より

配慮度と親近度が高いのに対し、日本語の「中途終了文」と「行ケナイ」文は配慮度と親

近度に有意差が認められないという点において異なる。また、韓国語の「中途終了文」は

会話参加者のフェイスを守る「ポライトネスの普遍的原則」、親近感を示す「ポジティブ・

ポライトネス」の度合いが高いが、日本語の「中途終了文」にはこのような特徴は見られ

ない。 

「文末表現」と「中途終了文」の結果を合わせて述べると、次のようになる。日本語で

は親近感を示し、距離を置かない表現としては、「ノダ」文が用いられる。距離を置く、改

まった表現としては、「行ケナイ」文が用いられる。間接的に断わる表現としては、「中途

終了文」が用いられると言える。一方、韓国語では、配慮、親近感を示し、間接的に断わ

る表現として、「中途終了文」が用いられる。さらに、改まった印象を加え、断わる表現と

しては、「것 같다(geos gata)」文が用いられると言える。 
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6.1.2    談話レベルにおけるポライトネス 

  

第 5 章「意味公式から分析した断わりの言語行動とポライトネス」では、意味公式の使

用個数とポライトネスとの関係、意味公式の発現順序によって示される断わりの構造とポ

ライトネスとの関係を分析した。談話完成テストでは以下の 4 つの場面を被験者に文章で

提示し、その場面で自分ならどう断わるかを言ってもらい、それを録音した。設定された

場面は①親しい指導教官の研究室の引越しの手伝いの依頼を断わる場面、②親しくない教

官の研究室の引越しの手伝いの依頼を断わる場面、③親しい友人の引越しの手伝いの依頼

を断わる場面、④親しくない友人の引越しの手伝いの依頼を断わる場面である。談話完成

テストで得られた発話を分析する単位として Beebe et al. (1990)の意味公式を修正したも

のを用いた。 

分析の結果、日韓両言語共に会話参加者のフェイスの保持に配慮し、親近感を強く示す

場面①、③で、被験者は意味公式をより多く用いて断わることが分かった。さらに、韓国

語では、日本語と違って間接的に表現する場面でも被験者は意味公式をより多く用いて断

わるという特徴が加わる。日本語では、会話参加者のフェイスの保持に配慮し、親近感を

示そうとする場面①、③で、儀礼的でパターン化した断わり方ではなく、＜謝罪＞、＜好

意表明＞、＜呼びかけ＞、＜積極的な関係維持＞など様々な意味公式を用いて断わるため、

その使用個数が多くなったと考えられる。韓国語では、会話参加者のフェイスの保持に配

慮し、間接的に表現し、親近感を示そうとする場面①、③で、儀礼的でパターン化した断

わり方ではなく、＜謝罪＞、＜好意表明＞、＜呼びかけ＞、＜積極的な関係維持＞などを

示すため、その使用個数が多くなったと考えられる。 

断わりの構造は、場面に応じて、中心構造とその前後につく様々な意味公式によって構

成されている。日本語の断わりの構造の中心構造は、＜謝罪＞＋＜弁明＞であり、韓国語

の断わりの中心構造は＜弁明＞＋＜不可＞である。日本語で最も多用された断わりの構造

は、＜謝罪＞＋＜弁明＞＋＜不可＞＋＜謝罪＞である。この構造では、断わりの「予告」

をする nps6＜謝罪＞を述べ、断わりの事情を説明する pps13＜弁明＞を述べる。その後に

断わる意志を伝える＜不可＞を述べ、相手との関係維持のため、nps6＜謝罪＞を述べると

いう順序で意味公式が組み立てられ、断わることによって生じる FTA が和らげられている

と考えられる。一方、韓国語で最も多用された断わりの構造は場面ごとに異なる。韓国語

では、ポライトネスの度合いが最も高い場面①で多用された＜呼びかけ＞＋＜謝罪＞＋＜
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弁明＞＋＜不可＞という構造が最もポライトな構造であると考えられる。この構造では、

pps4＜呼びかけ＞を述べた後、断わりの「予告」をする nps6＜謝罪＞を述べる。その後

に断わりの事情を説明する pps13＜弁明＞を述べ、断わる意志を伝える＜不可＞を述べる

という順序で意味公式が組み立てられ、FTA が和らげられていると考えられる。 

 

6.2  今後の課題 
 

本研究では、断わりの場面におけるポライトネスを表す意識と各場面における意味公式

の使用個数、発現順序によって示される断わりの構造を対応させ、定量的な分析を行った

が、今後は、意味公式の内容を加えた定性的な分析を行いたい。例えば、渡辺・鈴木

(1981:168-170)の指摘にもあるように、日本語の断わりの＜弁明＞は、非常に短く、抽象

的であるが、韓国語の断わりの＜弁明＞は、なぜ断わらざるを得ないかを十分に説明する

ために、長く、詳しいものになる傾向が見られた。この現象はポライトネスを明らかにす

るための 1 つの手がかりになるかもしれない。また、本研究では、事情や状況を説明する

「ノダ」文のポライトネス度を調査したが、「ノダ」文にはそれ以外の機能を表すものも存

在する。今後の研究では、それ以外の機能を表す「ノダ」文のポライトネスも調査・分析

を試みたい。また、「今日はちょっと…」のような述部が省略された「中途終了文」の分析

も行いたい。 

そして、本研究では、断わりの言語行動における様々な言語現象の中で、文末表現、「中

途終了文」、意味公式から分析した断わりの言語行動の 3 つの言語現象に限定して分析を

行なったが、他の言語現象に焦点を当てた分析も考えられる。例えば、「ちょっと」、「やっ

ぱり」などのように、「不可」の内容を和らげる効果をもつ形式(カノックワン 1997)、詫

び表現、共感表現（村井 1998）などがある。 

本研究では、「ノダ」文、「中途終了文」などのポライトネスを被験者に「ポライトネス

の軸」で評定してもらうという方法を用いることによって、これらの表現などが発せられ

たとき、聞き手がポライトネスをいかに認知するかを示した。また、4 つの断わりの場面

に対する意識を被験者に「ポライトネスの軸」で評定してもらうことにより、断わりの場

面に対する話し手のポライトネスに関わる意識の強弱を調べた。今後の研究では、話し手

が示すポライトネスと聞き手が感じ取るポライトネスの両方を比較することが必要であろ

う。 

 212



                                                                            終章 

 213

最後に、本研究における「ポライトネスの軸」について触れておきたい。3.2.1.1.1 節「主

節の違いによる結果分析および考察」で述べたように、「距離の軸」が示す定義が明確では

なかったため、調査票を読んだ被験者の誤解を招いた可能性があり、それが調査結果に影

響している可能性がある。今後の調査では、「距離の軸」における距離の意味を明確に定義

し、被験者にその意味を提示する必要がある。また、1.3 節「本研究におけるポライトネ

スの捉え方」で述べたように、日韓の断わりの言語行動のポライトネスを明らかにするた

めに有効な軸がこれら以外にも存在するかもしれない。今後の課題にしたい。 
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                                                                          付録Ⅰ 

付録Ⅰ 調査票 

 

        調査協力のお願い 

 

 
 このアンケートは日本と韓国の言語行動を調査する目的で作成されました。

他の目的で使用されることはありませんので，気軽にお答えください。 
 

     筑波大学大学院 博士課程 文芸・言語研究科 元 智恩 

                mail: jieun@excite.co.jp 

 

        

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

ご自身について以下の点をお教えください。 

 

 

1.年齢：（  ）歳 

2.性別：□男性   □女性 

3.職業：□大学生  □大学院生 

4.所属：（      ）学類／研究科 

5.今まで一番長く住んだ都道府県：（     ） 

 

 

 

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
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質問（１）この調査票には、それぞれの相手に引っ越しを頼まれる場面が 4 つあります。

それぞれの場面で，あなたならどう断るかを普段話すような言葉でお答え下さい。 

 

 

場面① 親しい指導教官からの研究室の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面  

  指導教官の授業が終わった後，あなたは指導教官に研究室の引っ越しの手伝いを頼まれ

ます。指導教官には日頃から学習上の指導を受けています。また、進路の相談などもする

親しい間柄です。しかし、あなたは、時間的・能力的に手伝うことが可能ですが、気が進

みません。あなたならどう断りますか？  

 

 

＜答えを録音させて下さい＞ 

 

 

場面② 親しくない同じ学科の教官からの研究室の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面 

  同じ学類（研究科）の教官の授業が終わった後、あなたはその教官に研究室の引っ越し

の手伝いを頼まれます。この教官とは授業で会うだけで，普段話すこともほとんどない親

しくない間柄です。あなたは，時間的・能力的に手伝うことが可能ですが、気が進みませ

ん。あなたならどう断りますか？ 

 

 

＜答えを録音させて下さい＞ 

 

 

場面③ 親しい同じ学科の友人からの引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面  

 放課後、一人暮らしをしている同じ学類／研究科の親しい友人があなたに引っ越しの手

伝いを頼んでいます。この友人は日頃ずっと一緒にいて時には悩み事も話す親しい間柄で

す。あなたは、時間的・能力的に手伝うことが可能であるが、気が進みません。 

あなたならどう断りますか？ 

 

 

＜答えを録音させて下さい＞ 
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場面④ 親しくない同じ学科の友人からの引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面 

 放課後，同じ学類／研究科の一人暮らしをしている親しくない友人があなたに引っ越し

の手伝いを頼んでいます。この友人は日頃挨拶くらい交わすそれほど親しくない間柄です。

あなたは，時間的・能力的に手伝うことが可能であるが，気が進みません。 

あなたならどう断りますか？ 

 

 

＜答えを録音させて下さい＞ 

 

 

質問（２）前の質問と同じ場面で、相手の依頼を断わる時のあなたの意識の度合いについ

て聞かせて下さい。以下の右側にあげたそれぞれの対について、あなたの考えに最も近い

ところの数字に○をつけて下さい。 

 

（相手の面子を傷つけないように最も配慮しない態度で断ることを 1 とし、最も配慮する

態度で断ることを 5 とします） 

 

 

①親しい指導教官からの研究室の引っ越し

  の手伝いの依頼を断わる場面     

配慮しない               配慮する 
              

     

    １   ２   ３   ４   ５ 

 

②親しくない同じ学科の教官からの研究室

  の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面

  

   １   ２   ３   ４   ５ 

③親しい同じ学科の友人からの引っ越しの

手伝いの依頼を断わる場面   

   １   ２   ３   ４   ５  

④親しくない同じ学科の友人からの引っ越 

  しの手伝いの依頼を断わる場面 

   １   ２   ３   ４   ５  
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（断る意思を最もストレートに伝える態度で断ることを 1とし,断る意思を最も婉曲的に伝

える態度で断ることを 5 とします） 

 

 

① 親しい指導教官からの研究室の引っ越し 

  の手伝いの依頼を断わる場面      

直接的な               間接的な 

                       

 

 １   ２   ３   ４   ５ 

 

② 親しくない同じ学科の教官からの研究室 

  の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面  

  

 １   ２   ３   ４   ５ 

③ 親しい同じ学科の友人からの引っ越しの

手伝いの依頼を断わる場面   

  

  １   ２   ３   ４   ５  

④ 親しくない同じ学科の友人からの引っ越 

  しの手伝いの依頼を断わる場面 

 

 １   ２   ３   ４   ５  

 

 

（最も親近感を示さない態度で断ることを 1 とし、最も親近感を示す態度で断ることを 5

とします） 

 

 

① 親しい指導教官からの研究室の引っ越し 

  の手伝いの依頼を断わる場面      

親近感を                      親近感を  

示さない               示す 

              

                    
 １   ２   ３   ４   ５ 

 

②親しくない同じ学科の教官からの研究室 

  の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面  

  

  

  １   ２   ３   ４   ５ 

③ 親しい同じ学科の友人からの引っ越しの

手伝いの依頼を断わる場面   

  

  １   ２   ３   ４   ５  

④ 親しくない同じ学科の友人からの引っ越 

  しの手伝いの依頼を断わる場面 

 

 １   ２   ３   ４   ５  

 

 

（最も相手との距離を置かない態度で断ることを 1 とし、最も距離を置く態度で断ること

を 5 とします） 

 

 

① 親しい指導教官からの研究室の引っ越し 

  の手伝いの依頼を断わる場面      

距 離 を            距 離 を

置かない                 置く 

              
 １   ２   ３   ４   ５ 

 

②親しくない同じ学科の教官からの研究室 

  の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面  

  

  

 １   ２   ３   ４   ５ 

③親しい同じ学科の友人からの引っ越しの手

伝いの依頼を断わる場面   

  

  １   ２   ３   ４   ５  

④ 親しくない同じ学科の友人からの引っ越 

  しの手伝いの依頼を断わる場面 

 

 １   ２   ３   ４   ５  
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( 最も改まっていない態度で断ることを 1 とし、最も改まった態度で断ることを 5 としま

す) 

 

 

① 親しい指導教官からの研究室の引っ越し 

  の手伝いの依頼を断わる場面      

改まって                     改まった 

いない  

 

 １   ２   ３   ４   ５ 

 

②親しくない同じ学科の教官からの研究室 

  の引っ越しの手伝いの依頼を断わる場面  

  

  

 １   ２   ３   ４   ５ 

③親しい同じ学科の友人からの引っ越しの手

伝いの依頼を断わる場面   

  

  １   ２   ３   ４   ５  

④ 親しくない同じ学科の友人からの引っ越 

  しの手伝いの依頼を断わる場面 

 

 １   ２   ３   ４   ５  

 

 

 

 

 

 

 

 

質問（３） ある学生が相談があって教官の研究室を訪ねました。相談が終わると、教官

から研究室の引っ越しの手伝いを頼まれました。学生は以下の表現を使って断わりました。  

 

学生     ①「その日は用事がありまして，行けません」 

     ②「その日は用事がありますので」 

     ③「その日は用事がありまして，行きません」    

     ④「その日は用事がありますので，行けないんです」 

     ⑤「その日は用事がありまして」 

     ⑥「その日は用事がありますから，行きません」 

     ⑦「その日は用事がありまして，行けないんです」 

     ⑧「その日は用事がありますから，行けません」 

     ⑨「その日は用事がありますので，行きません」 

     ⑩「その日は用事がありますから，行けないんです」 

     ⑪「その日は用事がありますので，行けません」 

     ⑫「その日は用事がありますから」 

 

 ①～⑫の断り表現についてあなたはどのような印象を受けましたか。該当する番号に○

をつけて下さい。 
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（相手の面子を傷つけないように最も配慮しない態度で断るとき使う表現ことを 1 とし、

最も配慮する態度で断るとき使う表現を 5 とします） 

 

 

①「その日は用事がありまして，行けません」   

配慮しない                    配慮する

  

 １   ２   ３   ４   ５ 

②「その日は用事がありますので」  １   ２   ３   ４   ５   

③「その日は用事がありまして、行きません」  １   ２   ３   ４   ５ 

④「その日は用事がありますので，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５   

⑤「その日は用事がありまして」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥「その日は用事がありますから，行きません」  １   ２   ３   ４   ５   

⑦「その日は用事がありまして，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑧「その日は用事がありますから，行けません」  １   ２   ３   ４   ５   

⑨「その日は用事がありますので，行きません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑩「その日は用事がありますから，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑪「その日は用事がありますので，行けません」  １   ２   ３   ４   ５   

⑫「その日は用事がありますから」  １   ２   ３   ４   ５ 

 

 

（最も断る意思をストレートに伝える態度で断る時使う表現を 1とし,最も断る意思を婉曲

的に伝える態度で断る時使う表現を 5 とします） 

 

 

 

①「その日は用事がありまして、行けません」   

直接的な                      間接的な

                  

    

 １   ２   ３   ４   ５  

②「その日は用事がありますので」  １   ２   ３   ４   ５ 

③「その日は用事がありまして，行きません」   １   ２   ３   ４   ５ 

④「その日は用事がありますので，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤「その日は用事がありまして」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥「その日は用事がありますから，行きません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦「その日は用事がありまして，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑧「その日は用事がありますから，行けません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑨「その日は用事がありますので，行きません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑩「その日は用事がありますから，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑪「その日は用事がありますので，行けません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑫「その日は用事がありますから」  １   ２   ３   ４   ５ 
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（最も親近感を示さない態度で断る時使う表現を 1 とし、最も親近感を示す態度で断る時

使う表現を 5 とします） 

 

 

 

①「その日は用事がありまして、行けません」   

親近感を                     親近感を

示さない               示す 

    

 １   ２   ３   ４   ５  

②「その日は用事がありますので」  １   ２   ３   ４   ５ 

③「その日は用事がありまして，行きません」   １   ２   ３   ４   ５ 

④「その日は用事がありますので，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤「その日は用事がありまして」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥「その日は用事がありますから，行きません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦「その日は用事がありまして，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑧「その日は用事がありますから，行けません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑨「その日は用事がありますので，行きません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑩「その日は用事がありますから，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑪「その日は用事がありますので，行けません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑫「その日は用事がありますから」  １   ２   ３   ４   ５ 

 

 

（最も相手との距離を置かない態度で断る時使う表現を 1 とし、最も距離を置く態度で断

る時使う表現を 5 とします） 

 

 

 

 

①「その日は用事がありまして、行けません」   

距離を                 距離を 

置かない                置く   

 

 

 １   ２   ３   ４   ５ 

②「その日は用事がありますので」  １   ２   ３   ４   ５ 

③「その日は用事がありまして，行きません」   １   ２   ３   ４   ５ 

④「その日は用事がありますので，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤「その日は用事がありまして」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥「その日は用事がありますから，行きません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦「その日は用事がありまして，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑧「その日は用事がありますから，行けません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑨「その日は用事がありますので，行きません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑩「その日は用事がありますから，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑪「その日は用事がありますので，行けません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑫「その日は用事がありますから」  １   ２   ３   ４   ５ 
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( 最も改まっていない態度で断るとき使う表現を 1 とし、最も改まった態度で断るとき使

う表現を 5とします) 

 

 

 

①「その日は用事がありまして、行けません」   

 改まって              改まった

 いない                 

    

 １   ２   ３   ４   ５  

②「その日は用事がありますので」  １   ２   ３   ４   ５ 

③「その日は用事がありまして，行きません」   １   ２   ３   ４   ５ 

④「その日は用事がありますので，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤「その日は用事がありまして」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥「その日は用事がありますから，行きません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦「その日は用事がありまして，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑧「その日は用事がありますから，行けません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑨「その日は用事がありますので，行きません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑩「その日は用事がありますから，行けないんです」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑪「その日は用事がありますので，行けません」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑫「その日は用事がありますから」  １   ２   ３   ４   ５ 

 

 

質問（４）授業が終った後、学生 A は学生 B から引っ越しの手伝いを頼まれました。学生 A

は以下の表現を使って断わりました。 

 

学生 A  ①「その日は用事があるので，行けない」  

     ②「その日は用事があるので，行かない」 

     ③「その日は用事があるから」 

     ④「その日は用事があって，行けないんだ」 

     ⑤「その日は用事があるので」 

     ⑥「その日は用事があるので，行けないんだ」 

     ⑦「その日は用事があって，行けない」 

     ⑧「その日は用事があるから，行かない」 

     ⑨「その日は用事があって」 

     ⑩「その日は用事があるから，行けない」 

     ⑪「その日は用事があって，行かない」 

     ⑫「その日は用事があるから，行けないんだ」 

 

 ①～⑫の断り表現についてあなたはどのような印象を受けましたか。該当する番号に○

をつけて下さい。 
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（相手の面子を傷つけないように最も配慮しない態度で断るとき使う表現ことを 1 とし、

最も配慮する態度で断るとき使う表現を 5 とします） 

 

 

 

①「その日は用事があるので、行けない」    

配慮しない                  配慮する

 

  

 １   ２   ３   ４   ５ 

②「その日は用事があるので、行かない」  １   ２   ３   ４   ５  

③「その日は用事があるから」    １   ２   ３   ４   ５ 

④「その日は用事があって，行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５  

⑤「その日は用事があるので」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥「その日は用事があるので，行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５  

⑦「その日は用事があって，行けない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑧「その日は用事があるから，行かない」  １   ２   ３   ４   ５  

⑨「その日は用事があって」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑩「その日は用事があるから，行けない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑪「その日は用事があって，行かない」  １   ２   ３   ４   ５  

⑫「その日は用事があるから、行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 

 

 

 

（最も断る意思をストレートに伝える態度で断る時使う表現を 1とし,最も断る意思を婉曲

的に伝える態度で断る時使う表現を 5 とします） 

 

 

 

①「その日は用事があるので、行けない」    

直接的な                     間接的な

                 

  

  １   ２   ３   ４   ５ 

②「その日は用事があるので、行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

③「その日は用事があるから」    １   ２   ３   ４   ５ 

④「その日は用事があって，行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤「その日は用事があるので」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥「その日は用事があるので，行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦「その日は用事があって，行けない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑧「その日は用事があるから，行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑨「その日は用事があって」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑩「その日は用事があるから，行けない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑪「その日は用事があって，行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑫「その日は用事があるから、行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 
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（最も親近感を示さない態度の時使う表現を 1 とし、最も親近感を示す態度の時使う表現

を 5 とします） 

 

 

 

 

①「その日は用事があるので、行けない」    

親近感を                     親近感を

示さない              示す 

    

  

 １   ２   ３   ４   ５ 

②「その日は用事があるので、行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

③「その日は用事があるから」    １   ２   ３   ４   ５ 

④「その日は用事があって，行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤「その日は用事があるので」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥「その日は用事があるので，行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦「その日は用事があって，行けない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑧「その日は用事があるから，行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑨「その日は用事があって」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑩「その日は用事があるから，行けない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑪「その日は用事があって，行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑫「その日は用事があるから、行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 

 

 

 

（最も相手との距離を置かない態度で断る時使う表現を 1 とし、最も距離を置く態度で断

る時使う表現を 5 とします） 

 

 

 

①「その日は用事があるので、行けない」    

距離を                  距離を 

置かない                 置く 

                

 １   ２   ３   ４   ５ 

②「その日は用事があるので、行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

③「その日は用事があるから」    １   ２   ３   ４   ５ 

④「その日は用事があって，行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤「その日は用事があるので」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥「その日は用事があるので，行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦「その日は用事があって，行けない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑧「その日は用事があるから，行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑨「その日は用事があって」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑩「その日は用事があるから，行けない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑪「その日は用事があって，行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑫「その日は用事があるから、行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 
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( 最も改まっていない態度で断るとき使う表現を 1 とし、最も改まった態度で断るとき使

う表現を 5とします) 

 

 

 

 

①「その日は用事があるので、行けない」    

改まって                    改まった

いない                

    

  

 １   ２   ３   ４   ５ 

②「その日は用事があるので、行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

③「その日は用事があるから」    １   ２   ３   ４   ５ 

④「その日は用事があって，行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤「その日は用事があるので」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥「その日は用事があるので，行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦「その日は用事があって，行けない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑧「その日は用事があるから，行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑨「その日は用事があって」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑩「その日は用事があるから，行けない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑪「その日は用事があって，行かない」  １   ２   ３   ４   ５ 

⑫「その日は用事があるから、行けないんだ」  １   ２   ３   ４   ５ 
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   조사에 협력해 주시면 감사하겠습니다 

 

 

  이 설문지는 일본과 한국의 대학생,대학원생들의 언어행동에 관한 

연구를 하기 위한 목적으로 작성되었습니다. 연구이외의 목적으로 사용하지 

않으므로 부담없이 설문에 답해주시면 감사하겠습니다. 

  

 

  筑波大学 大学院 文芸・言語研究科 元 智恩 

         mail: jieun@excite.co.jp 
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1. 연령：만(   )세 

2. 성별：□남성   □여성 

3. 직업：□ 大学生  □ 大学院生 

4. 소속 :(                 ) 학과  

5. 지금까지 가장 오래 산곳：（    ）시군읍면 

 

 

아무쪼록 잘 부탁드립니다 

 

질문（１）  이 설문지에는 지도교수,같은 과 교수,친한 친구,친하지 않은 친구가 각각 

이사를 도와달라는 장면이 4 개 있습니다. 실제 그런 상황이 되었을 때 당신이라면 

어떻게 거절할것인지 평소에 쓰는 말 그대로 대답해 주세요.   

 

장면① 친한 지도교수한테 연구실 이사 도와달라는 부탁을 받는 장면 

  

 지도교수 수업이 끝난 후, 지도교수는 당신에게 연구실 이사를 도와달라고 부탁하고 

있습니다. 지도교수한테는 평소에 학습상의 지도를 받고 있고,진로상담도 하는 친한 

사이입니다. 그러나 부탁받은 일이 시간적/능력상 가능하지만. 그냥 하고 싶지 

않습니다. 당신이라면 어떻게 거절하겠습니까? 

 

 ＜대답을 녹음하게 해주세요＞ 

 

장면② 친하지 않은 같은 과 교수한테 연구실 이사 도와달라는 부탁을 받는 장면 
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 같은 과의 친하지 않은 교수의 수업이 끝난 후, 그 교수는 당신에게 연구실 이사를 

도와달라고 부탁하고 있습니다. 이 교수하고는 수업시간에 만나는 정도고,평소에 

이야기도 거의 안하는 사이입니다.  그러나 부탁받은 일이 시간적/능력상 가능하지만 

그냥 하고 싶지 않습니다. 당신이라면 어떻게 거절하겠습니까? 

 

＜대답을 녹음하게 해주세요＞ 

 

장면③ 친한 친구한테 이사 도와달라는 부탁을 받는 장면 

 방과후,혼자 자취하는 같은 과의 친한 친구가 당신에게 집 이사할때 도와달라고 

부탁하고 있습니다. 이 친구는 평소에 같이 다니고, 때로는 고민도 이야기하는 

사이입니다. 그러나 부탁받은 일이 시간적/능력상 가능하지만 그냥 하고 싶지 않습니다.  

당신이라면 어떻게 거절하겠습니까? 

 

  ＜대답을 녹음하게 해주세요＞ 

 

장면④ 친하지 않은 친구한테 이사 도와달라는 부탁을 받는 장면 

 방과후, 혼자 자취하는 같은 과의 친하지 않은 친구가 당신에게 집 이사할때 

도와달라고 부탁하고 있습니다. 이 친구는 평소에 만나면 인사정도 하는 그다지 친하지 

않은 사이입니다. 그러나 부탁받은 일이 시간적/능력상 가능하지만 그냥 하고 싶지 

않습니다. 당신이라면 어떻게 거절하겠습니까? 

 <대답을 녹음하게 해주세요> 

질문（２） 앞의 질문과 같은 장면에서,상대의 부탁을 거절할때,당신은 어떻게 

의식하고 있습니까? 오른쪽 란에서 해당하는 숫자에 동그라미를 해주세요. 

 

（상대방의 체면이 손상되지 않도록 가장 배려하지 않는 태도로 거절하는 것을 1 로 

하고, 가장 배려하는 태도로 거절하는 것을 5 로 합니다）  
 
 
①친한 지도교수가 연구실 이사

도와달라는 부탁을 거절하는 장면   

배려하지않는                           배려하는  

 
          
 １   ２   ３   ４   ５ 

②친하지 않은 같은과 교수가 연구실

이사 도와달라는 부탁을 거절하는 장면  

  
 １   ２   ３   ４   ５ 

③친한 친구가 이사를 도와달라는 부탁을

거절하는 장면   
  
  １   ２   ３   ４   ５  

 242



                                                                          付録Ⅰ 

④친하지 않은 친구가 이사를 도와달라는

부탁을 거절하는 장면 
 
 １   ２   ３   ４   ５  

 

(거절하는 의사를 가장 직접적으로 전하는 태도로 거절하는 것을 1 로 하고,거절하는 

의사를 가장 완곡하게 전하는 태도로 거절하는 것을 5 로 합니다)  

 
 
①친한 지도교수가 연구실 이사 도와달라는

부탁을 거절하는 장면   

직접적으로                         간접적으로 

거절하는                           거절하는 
   
  １   ２   ３   ４   ５ 

②친하지 않은 같은과 교수가 연구실 이사

도와달라는 부탁을 거절하는 장면    
  
  １   ２   ３   ４   ５ 

③친한 친구가 이사를 도와달라는 부탁을

거절하는 장면   
   
  １   ２   ３   ４   ５  

④친하지 않은 친구가 이사를 도와달라는

부탁을 거절하는 장면 
  
  １   ２   ３   ４   ５  

 

(가장 친근감을 나타내지 않는 태도로 거절하는 것을 1로 하고,가장 친근감을 나타내는 

태도로 거절하는 것을 5 로 합니다) 

 

 

 

①친한 지도교수가 연구실 이사 도와달라는

부탁을 거절하는 장면   

친근감을                             친근감을 

나타내지 않는                        나타내는    
 
  

 １   ２   ３   ４   ５ 
②친하지 않은 같은과 교수가 연구실 이사

도와달라는 부탁을 거절하는 장면    
  
  １   ２   ３   ４   ５ 

③친한 친구가 이사를 도와달라는 부탁을

거절하는 장면   
  
   １   ２   ３   ４   ５  

④친하지 않은 친구가 이사를 도와달라는

부탁을 거절하는 장면 
 
  １   ２   ３   ４   ５  

 

 

(가장 거리를 두지 않는 태로로 거절하는 것을 1 로 하고,가장 거리를 두는 태도로 

거절하는 것을 5 로 합니다) 

 
 
 

①친한 지도교수가 연구실 이사 도와달라는

부탁을 거절하는 장면   

거리를                               거리를 

두지않은                             두는 
  
 
 １   ２   ３   ４   ５ 

②친하지 않은 같은과 교수가 연구실 이사

도와달라는 부탁을 거절하는 장면    
  
 １   ２   ３   ４   ５ 

③친한 친구가 이사를 도와달라는 부탁을   
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거절하는 장면     １   ２   ３   ４   ５  
④친하지 않은 친구가 이사를 도와달라는

부탁을 거절하는 장면 
 
 １   ２   ３   ４   ５  

 

(가장 격식차리지 않는 태도로 거절하는 것을 1로 하고,가장 격식차린 태도로 거절하는 

것을 5 로 합니다) 

 
 
①친한 지도교수가 연구실 이사 도와달라는

부탁을 거절하는 장면   

격식차리지                             격식차린 

않은                               
 
 １   ２   ３   ４   ５ 

②친하지 않은 같은과 교수가 연구실 이사

도와달라는 부탁을 거절하는 장면    
  
 １   ２   ３   ４   ５ 

③친한 친구가 이사를 도와달라는 부탁을

거절하는 장면   
  
  １   ２   ３   ４   ５  

④친하지 않은 친구가 이사를 도와달라는

부탁을 거절하는 장면 
 
 １   ２   ３   ４   ５  

 

질문(3)  어떤 학생이 상담하러 교수 연구실에 갔습니다. 상담이 끝나자,교수는 그 

학생한테 연구실 이사하는데 도와달라고 부탁했습니다. 학생은 아래의 표현을 사용해서 

거절했습니다. 

  

학생       ①그날은 일이 있어서 못 갑니다. 

      ②그날은 일이 있어서 안 가요. 

      ③그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아요. 

      ④그날은 일이 있어서요. 

      ⑤그날은 일이 있어서 안 갑니다. 

      ⑥그날은 일이 있어서 못 가요. 

      ⑦그날은 일이 있어서 못 갈 것 같습니다. 

 

 당신은①～⑦의 거절표현로부터 어떤 인상을 받았습니까?  해당하는 번호에 

동그라미를 해주세요. 

（상대방의 체면이 손상되지 않도록 가장 배려하지 않는 태도로 거절하는 것을 1 로 

하고, 가장 배려하는 태도로 거절하는 것을 5 로 합니다） 

 

 

①그날은 일이 있어서 못 갑니다. 

배려하지않는                        배려하는 
             
 １   ２   ３   ４   ５ 

②그날은 일이 있어서 안 가요.  １   ２   ３   ４   ５ 
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③그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아요.  １   ２   ３   ４   ５ 

④그날은 일이 있어서요.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤그날은 일이 있어서 안 갑니다.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥그날은 일이 있어서 못 가요.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦그날은 일이 있어서 못 갈 것 같습니다.  １   ２   ３   ４   ５ 

 

(거절하는 의사를 가장 직접적으로 전하는 태도로 거절하는 것을 1 로 하고,거절하는 

의사를 가장 완곡하게 전하는 태도로 거절하는 것을 5 로 합니다)  

 

 

①그날은 일이 있어서 못 갑니다. 

직접적으로              간접적으로

거절하는               거절하는 
 
 １   ２   ３   ４   ５  

②그날은 일이 있어서 안 가요.  １   ２   ３   ４   ５ 

③그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아요.  １   ２   ３   ４   ５ 

④그날은 일이 있어서요.  １   ２   ３   ４   ５ 
⑤그날은 일이 있어서 안 갑니다.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥그날은 일이 있어서 못 가요.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦그날은 일이 있어서 못 갈 것 같습니다.  １   ２   ３   ４   ５ 

 

(가장 친근감을 나타내지 않는 태도로 거절하는 것을 1로 하고,가장 친근감을 나타내는 

태도로 거절하는 것을 5 로 합니다) 

 

 

①그날은 일이 있어서 못 갑니다. 

친근감을                            친근감을   

나타내지                            나타내는 

않는 
 １   ２   ３   ４   ５  

②그날은 일이 있어서 안 가요.  １   ２   ３   ４   ５ 

③그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아요.  １   ２   ３   ４   ５ 

④그날은 일이 있어서요.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤그날은 일이 있어서 안 갑니다.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥그날은 일이 있어서 못 가요.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦그날은 일이 있어서 못 갈 것 같습니다.  １   ２   ３   ４   ５ 

 

 

(가장 거리를 두지 않는 태로로 거절하는 것을 1 로 하고,가장 거리를 두는 태도로 
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거절하는 것을 5 로 합니다) 

 

 

①그날은 일이 있어서 못 갑니다. 

거리는                                거리를  

두지않는                              두는 
 
 １   ２   ３   ４   ５  

②그날은 일이 있어서 안 가요.  １   ２   ３   ４   ５ 

③그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아요.  １   ２   ３   ４   ５ 

④그날은 일이 있어서요.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤그날은 일이 있어서 안 갑니다.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥그날은 일이 있어서 못 가요.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦그날은 일이 있어서 못 갈 것 같습니다.  １   ２   ３   ４   ５ 

 

(가장 격식차리지 않는 태도로 거절하는 것을 1로 하고,가장 격식차린 태도로 거절하는 

것을 5 로 합니다) 

 

 

 

①그날은 일이 있어서 못 갑니다. 

격식차리                            격식차린 

지 않은 
  
 １   ２   ３   ４   ５  

②그날은 일이 있어서 안 가요.  １   ２   ３   ４   ５ 

③그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아요.  １   ２   ３   ４   ５ 

④그날은 일이 있어서요.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑤그날은 일이 있어서 안 갑니다.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑥그날은 일이 있어서 못 가요.  １   ２   ３   ４   ５ 

⑦그날은 일이 있어서 못 갈 것 같습니다.  １   ２   ３   ４   ５ 

 

 

질문(4)  수업이 끝난후,학생 A 는 학생 B 한테 이사를 도와달라는 부탁을 받았습니다. 

         학생 A 는 아래와 같은 표현을 사용해서 거절했습니다.  

 

학생 B     ①그날은 일이 있어서 못 가. 

      ②그날은 일이 있어서 안 가. 

      ③그날은 일이 있어서. 

      ④그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아.  

 

당신은 ①～④의 거절표현로부터 어떤 인상을 받았습니까?  
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해당하는 번호에 동그라미를 해주세요. 

 

 

 

 

①그날은 일이 있어서 못 가. 

배려하지않는                        배려하는 
  
  
  １   ２   ３   ４   ５ 

②그날은 일이 있어서 안 가.  １   ２   ３   ４   ５ 

③그날은 일이 있어서.  １   ２   ３   ４   ５ 

④그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아.  １   ２   ３   ４   ５ 

 

 

 

①그날은 일이 있어서 못 가. 

직접적으로              간접적으로

거절하는               거절하는 
 
 
 １   ２   ３   ４   ５  

②그날은 일이 있어서 안 가.  １   ２   ３   ４   ５ 

③그날은 일이 있어서.  １   ２   ３   ４   ５ 

④그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아.  １   ２   ３   ４   ５ 
 

 

 

 

①그날은 일이 있어서 못 가. 

친근감을                            친근감을   

나타내지                            나타내는 

않는 
 
 
 １   ２   ３   ４   ５  

②그날은 일이 있어서 안 가.  １   ２   ３   ４   ５ 

③그날은 일이 있어서.  １   ２   ３   ４   ５ 

④그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아.  １   ２   ３   ４   ５ 

 

 

 

①그날은 일이 있어서 못 가. 

거리는                                거리를  

두지않는                              두는 
 
 
 １   ２   ３   ４   ５  

②그날은 일이 있어서 안 가.  １   ２   ３   ４   ５ 

③그날은 일이 있어서.  １   ２   ３   ４   ５ 

④그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아.  １   ２   ３   ４   ５ 

 

 

 

①그날은 일이 있어서 못 가. 

격식차리                            격식차린 

지 않은 
  
  
  １   ２   ３   ４   ５  

②그날은 일이 있어서 안 가.  １   ２   ３   ４   ５ 
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③그날은 일이 있어서.  １   ２   ３   ４   ５ 

④그날은 일이 있어서 못 갈 것 같아.  １   ２   ３   ４   ５ 
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付録Ⅱ「談話完成テスト」資料 
 
親しい指導教官の依頼を断わる場面① 
 
JM1 えとー、その日はすご、ちょっと用事があるので、申し訳ないんですけど、あのー、ちょっとでき

ないんで、すみません。 
JM2 あ、あの、申し訳ないんですけど、今日はちょっと用があって、あの、ま、手伝えないんで、申し

訳ないんですけども、ま、今回はちょっと無理ということでお願いします。 
JM3 えーと、その日はちょっと都合が悪いので／2 秒／、えー、残念ながら、えーお受けできません。 
JM4 ちょっとこれから都合が悪くて手伝いね、ないんですけど。 
JM5 えー、すいません。あのー、手伝いたいのは山々なんですけど、ちょっと時間的に、あのーー、余

裕がないので、また今度別の日かなにかに、あのー、お手伝いさせて下さい。すいません。 
JM6 えーーと、ちょっと他に誰かできる人がいたら、その人に頼んでいただきたいんですけれども。 
JM7 すみません。ちょっと都合わるいんで、他の人できればあたって下さい。 
JM8 すいません。その日はちょっと用事がありまして、どうもすみません。ちょっとお手伝いの方には

行けないです。 
JM9 えーと、すいません。ちょっとその日は都合がわるくて、申し訳ないですけど、ちょっとできない

です。あの、ちょっとえーーー、お手伝いすることができないですが、どうもすいません。 
JM10 え、ちょっとすいません。えーーーー、今時間がありませんので、／1 秒／えーーーー、すいませ

んが。  
JM11  えーと、その日その時間なんですけど、と、ちょっと実家から荷物が届くことになってて、その時

間にちょっと家にいなくちゃいけないんですよ。だから、すみませんけど、ちょっと手伝いできないんで

す。すみません。  
JM12  あ、申し訳ありません。あの、どうしてもはずせない用事があって、あの、後日なんか手伝うこと

があれば、手伝えるんですけれども、今日はちょっと。すいません。 
JM13  あ、先生、あのー、今日はちょっとこの後、えーー、アルバイトの打ち合わせがあって、ちょっと

どうしても行けな、行かなきゃいけないんで、あの、申し訳ないんですけど、今日はちょっと手伝えない

と思うんで、あの、申し訳ありません。えーーー、失礼致します。はい、すみません。失礼致します。 
JM14  あ、どうもすみません。えーと、その日はですね。アルバイトがありまして、えーと、ちょっとで

きないんですけれども、えーー、よろしいでしょうか。すみません。 
JM15  えーとー、お手伝いしたいのはあの、山々なんですけれども、えーーーと、あの、他の先生からの

レポート、トートがい、少々立て込んでおりまして、えーーー、あの、うん、もしもどうしてもあの、人

手が足りないということでしたら、あの、なんとかえーーー、都合つけたいと思うんですけれども、あの、

そうでなかったら、えーーー、ちょっとご遠慮させていただきたいというふうに思うんですけれども、あ

の、もしあの、その日でなければ、あの、お手伝い行けると思うんですけれども、え、ちょっと今回申し

訳ないんですけれども、えー、えー、ちょっとあのー、失礼させていただきたいと思います。 
JM16  あ、すいません。ちょっとその日―――ちょっと前から予定入ってたんで、あの、さん、お手伝い

することできないんですよ。ですから、すみませんけど、あのーーー、今日はちょっと参加できないんで、

申し訳ありません。 
JM17  と、引越しなんですけれども、あのーー、非常にお手伝いしたい気持ちあるんですけれども、この

後どうしても抜けられない用事が入っておりまして、あのーーー、お手伝いすることができないんですけ

れども、えーーー、／ 2 秒／ もし、あの、別の日で××お手伝いできることがありましたら、あのー、

またあの、おっしゃって下さい。大変申し訳ありません。 
JM18  あ、ごめんなさい。えーー、この後用事がありますので。はい。 
JM19  あ、申し訳ありませんけれど、どうもその日はちょっと都合がわるくて、え、お手伝いにちょっと

行きにくいので。大変申し訳ありませんけど、あの、辞退させていただいてよろしいでしょうか？ 
JM20  や、本当あのーー、非常に申し訳ないんですけれども、えーーーとですね。ちょっ、ちょっと忙し

いんで、あの、本当申し訳ないんですけども、あの、引越しのちょっとお手伝いできません。本当に申し

訳ありませんが、どうもすみません。はい。 
JM21  えー、その日ーーはちょっと用事があるので、え、無理です。 
JM22  すみませんが、他にやりたいことがあるので、え、今回は失礼させていただきます。 
JM23  え、申し訳ありません。えーーー、他にちょっと用件がありますので、え、こんどぉーーあいてる

ときなら、お手伝いしますので、またおっしゃって下さい。 
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JM24  と、申し訳ないですけれども、その時間は、えーー、あいてないので、えーー、他の日であれば、

できるんですけれども、あ、申し訳ないです。その時間はできません。 
JM25  えーと、すいませんが、その日はサークルで抜けられない用事があるので、申し訳ないんですが、

手伝うことはできないんです。すいません。 
JM26  えーと、今日はちょっと用事があって、先生の手伝いはできないんですけども、もし他の日にもも

し手伝い×××××そのときは用事がなければ、手伝いたいと思いますので、声をかけて下さい。 
JM27 あ、先生、あの、申し訳ないんですけれども、あのーー都合がわるくてお手伝いできないんです。

あの、申し訳ございません。 
JM28 えーと、申し訳ないんですが、ちょっとその時間手があいてないもんで、えーと、×××ちょっと

お手伝いできないんですが。すみません。 
JM29 あ、すみません。えーと、その当日ちょっと他の用事が入っているので、申し訳ないんですけれど、

他の人にお願いできないでしょうか。本当にすみませんでした。ほん、すみません。 
JM30 あ、えーと、そうですね。大変申し訳ないんですけど、ちょっとその日は用事があってできません

ので、申し訳ないんですけど、あの、誰か他の人にちょっと聞いてみてくれませんか。僕はちょっとその

日はできないと思います。 
JM31 と、ちょっと申し訳ないんですけれども、ちょっと厳しいですね。  
JM32 と、今日はちょっと手伝えないんですよ。すみません。 
JM33 あ、引っ越しの手伝いですか。とー、え、うーん、最近でも僕ちょっと忙しくてあまり時間がとれ

ないんですよね。え、手伝ってあげたいんですけれども、え、ちょっとやらなくちゃいけないことが一杯

ありまして、大変申し訳ないんですけれども、あのーー他の人に頼んでいただけませんか。 
JM34 あ、先生、あの、いつもお世話になってるんで、手伝いたい気持ちはあるんですけど、最近ちょっ

と忙しくて、多分その引っ越しの日はちょっとあいてないと思うんですよ。それなので、今度何か手伝い

が必要なときがあったら、手伝うつもりなので、今回はちょっとパスさせていただけますか。お願いしま

す。すいません。 
JM35 あ、すみません。今日はちょっとあの、別の用事があってどうしてもはずせないんで、ちょっとで

きないんですよ。すみません。 
JM36 いつもお世話になってます× 今度の引っ越しのお願いの件ですけども、いや、いつもお世話にな

って申し訳ないんですけども、と、今回僕の都合がつかないんです。すいません。えーと、と、お手伝い

できないんで、遠慮させて下さい。申し訳ないです。 
JM37 あ、すいません。あ、その日はちょっと部活の合宿あって、ちょっと手伝わない、手伝えないんで

すけど、申し訳ありません。 
JM38 すみません。ちょっとその日は予定が入っちゃってまして、もし別の日でしたら、できるんですけ

ども、すいません。 
JM39 あ、すみません。先生、そのときですね。ちょっと用事が入っちゃってまして、え、別のときなら、

お、お手伝いできるんですけど、申し訳ないんですけど、うん、ちょっと無理なんですが。 
JM40 あ、本当は手伝いたいんですけど、今日はちょっと用事があるんで、ちょっと手伝えません。えー

と、もし行けたら行くんで、そのときは手伝いに行かせてもらいます。すいません。申し訳ございません。  
JM41 え、ちょっと都合がつかないんで、手伝えません。申し訳ございません。 
JM42 えーー、僕はちょっと今日は用事があるので、あのーー、無理です。すいません。 
JM43 えーーと、引っ越しの件なんですけど、ちょっと時間的に無理そうなんで、ちょっと断るってこと

でよろしいでしょうか。 
JF1 えー、大変申し訳ないんですけれども、えー今回ちょっと都合が悪いので、えーお手伝いすること

が、え、できません。え、大変申し訳ありません。 
JF2 申し訳ないんですけれど、その日はちょっと用事があるので、あのー手伝いできません。すいませ

ん。失礼します。 
JF3 えと、本当に申し訳ないんですけれども、ちょっと手伝うことはできません。申し訳ありません。 
JF4 えーと、今日はちょっと体ーー調もよくなくて、あれーーちょっと手伝うのが大変なので。明日じ

ゃ駄目ですか。明日だったら大丈夫なんですけど。 
JF5 すいません。今日ちょっとこれからアルバイトがあるので、あのーー失礼してもよろしいですか。

申し訳ありません。 
JF6 あ、すいません。ちょっとその日用があるからーー／1 秒／、お手伝いできないんですけど、ごめん

なさい。 
JF7 すいません。大変申し訳ないんですが、この後用事がたてこんでおりまして、手伝うことができま
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せん。本当に申し訳ありません。 
JF8 えーと、すみません。その日はちょっと都合がつかないので、また何かあったらお手伝いさせて下

さい 
JF9  えーと、｛笑い｝すいません。ちょっと用事があるので、あの、本当ならお手伝いしたいところな

んですけど、申し訳ありませんが、お手伝いできません。 
JF10 えーーーと、あのー、ここのところちょっと忙しくて、すごい疲れちゃっているんですよ。それで、

えーーー、うーん、申し訳ないんですけど、ちょっと休みたいかなってのがあるんで、すいませんけど、

引越しはちょっと無理かなって思うんですよ。すいませんけど、いいですか？ 
JF11 と、あ、すいません。えーと、その日は用事が入るかもしれないんですけれども、人手が足りない

ですか？ 
JF12 あ、先生、すいません。その日はちょっとあのーーーバイトがありまして、あのーーお手伝いでき

ませんので、本当申し訳ないんですけれども、また今度何かあったら、あのーー、いつでも連絡していた

だいてけっこうですので、今回は本当に申し訳ありません。 
JF13 あ、あの、その日はちょっとよう、まだわ、不確かなんですけど、確か用事があったような気がす

るんで、すぐてつ、今手伝えるとは言えないんで、またご、また次会ったときにお返事します。 
JF14 えーと、その日はちょっとお手伝いできないんですけれども、もし他の日でお手伝いできることが

あればぜひさせていただきたいんですが。申し訳ありません。 
JF15 すいません。その日はちょっと実家に帰らなければならないので、手伝いができません。また、何

かあったら、お手伝いいたしますので、声をかけて下さい。 
JF16 えーと、大変申し訳ないんですけれども、えーと、この後ちょっとアルバイトの予定が入っており

まして。あの、他の日だったら、大丈夫なんですけれども、今日はちょっと時間がありませんので、申し

訳ないんですが。 
JF17 すみません。今日はちょっとアルバイトがありまして。どうしてもあの、前から決まっているので、

時間が今日はお手伝いできないんですけども。申し訳ありません。 
JF18 あ、すいません。本当申し訳ないんですけど、今日はちょっと用事があってーー、無理で、無理だ

と思うんですね。すいません。次の機会があったら、必ず行きますので／1 秒／、どうも今日は申し訳ご

ざいません。失礼します。 
JF19 えーと、できればお手伝いさせていただきたいんですけれども、えーと、前からちょっと都合が入

っていまして、どうしてもその日は都合が悪いので、えーと、お手伝いすることができません。申し訳あ

りません。 
JF20 えーと、今日は家に帰ってやらなければいけない用事があるので、引越の手伝いはできません。 
JF21  あ、申し訳ないんですが、あの、もしかしたらその日にいきなり予定が入ってしまうかもしれなく

て。そしたら、お手伝いできま、できなくなってしまうので、えーと、今から断わりしておきます。   
JF22  今日は大変申し訳ないんですけれども、あの、実家の方からちょっと親戚が来るので、帰らないと

いけないので、あの、ちょっと今日はお手伝いできないんですけれども、あー、本当に申し訳ないんです

けれど、またよろしくお願いします。 
JF23  あ、あの、すみません。えーと、その日はえーと、一応時間は空いているんですけど、最近ちょっ

とあんまり体調もよくないので、あの、できれば、遠慮させていただきたいんですけれども。 
JF24  えーと、先生、せっかく申し訳ないんですけれども、ちょっとあの、その日は用事があるんで、あ

の、せっ、あの、手伝いたいんですけれども、あの、申し訳ないんですけど、あの、ちょっと手伝えませ

ん。すみません。 
JF25  先生、申し訳ないんですけど、ちょっとこれから友達と約束があって、あの、引越し手伝えないん

ですけれども。本当にごめんなさい。 
JF26  あ、はい。えーと、その日はちょっとあの、えーと、日本語、日本語を教えるお約束をしている方

との約束とちょっとちょうどぶつかっていて、で、一度変更していただいた後なので、ちょっともう断わ

りできないんですけど、あの、別の日でしたら、お手伝いできるんですけども、ちょっとその日はお伺い

できないと思うんです。すいません。 
JF27  えーと、申し訳ないんですが、ちょっとその日の予定がまだ分からないので、家帰って確認してか

ら、お返事するような形でもよろしいでしょうか。 
JF28  あ、えーと、申し訳ありません。その日はあのー、前から入っていた予定がありまして、えーと、

ちょっと都合がわるいので、えーー、できましたら、違う方に代わっていただきたいんですけれど、よろ

しいでしょうか。 
JF29  と、その日はもしかすると、後で予定が入るかもしれないので、と、今は確実にお約束ができませ

 249



                                                                          付録Ⅱ 

ん。えーと、ですからえーと、他の人にできれば、頼んでいただいて、えとー、そちらの方でできれば、

やっていただけたらと思うので、もし直前に当日になって、えとー、予定が入らなかった場合はお手伝い

に行かせていただくので、他の人にお願いしていただけますか？ 
JF30  えーと、研究室の引越しの件なんですけれど、あの、申し訳ないんですけれども、最近体調がわる

いので、あの、それはちょっと遠慮さして下さい。すいません。また今度何か別ののことで埋め合わせを

しますので。失礼します。 
JF31  えーと、誠に申し訳ないのですが、えーと、最近ちょっとすごい忙しくて、でーーすごい無理すれ

ば、多分こと、手伝うことていうの可能だと思うんですけど、それをやってしまうと、すごいいろんなこ

とに軋轢が生じてしまうってふうに私は考えてます。で、もし本当に人手が足りないようでしたら、再度

お願いいただくということでよろしいでしょうか。 
JF32  あ、申し訳ありません。その日はあのーーー、ちょっと用がどうしても断われない用が入っていま

すので、えー、ただあのー、ま、まだはっきりと分からないんですけれども、そちらの方、あの、よ、そ

ちらの用事の方確認してから、あの、また改めてお、お返事させていただきたいと思います。けれどもえ、

うん、多分あの、お手伝いできないかと思います。申し訳ありません。 
JF33  すいません。その日はちょっと実家の方に帰らなくてはいけないので、どうしてもすることができ

ません。また別の機会に何かありましたら、お手伝いさせていただきますので、そのときにもう一度おっ

しゃって下さい。 
JF34 申し訳ないんですけれども、今日どうしてもあの、行かなければならない用事があるので、ちょっ

と今日は手伝うことができないんですけれども。本当に申し訳ありません。 
JF35 えーと、手伝いたいんですけれども、あの、今どうしても時間がなくて、できません。えーと、今

度もし何か手伝う機会があったら、そのときにまた、あの、あの、手伝いますので、今回はすいませんけ

れども、どうしてもできません。 
JF36 えーと、お手伝いしたいんですけど、ちょっとレポートと発表の準備をしなければいけないので、

え、またなんかあったら、おっしゃって下さい。すいません。  
JF37 大変申し訳ないんですが、その日は都合がわるいので、手伝うことはできません。すいません。 
JF38 すいません。えーと、その日はちょっと用事がありまして、できないんですよ。申し訳ありません。 
JF39 あ、あのー、あの、本当申し訳ないんですけど、その日はちょ、ちょっと用事があって、お手伝い

するのは難しいと思うので、あの、今回はちょっとご協力できないーーんです。すいません。本当ごめん

なさい。すいません。あの、またあの、次の機会にあの、ちゃんとお手伝いしますので、今回はちょっと

断らせて下さい。 
JF40 あ、その日はちょうどバイトの予定が入っちゃって、あ、本当は行きたかったんですけど、ちょっ

とすいません。その日はあの、勘弁して下さい。ごめんなさい。  
JF41 大変申し訳ありませんが、えーと、これから実験の準備がありまして、えー、お手伝いできないと

思います。大変申し訳ありません。 
JF42 あ、先生、今からですか？えーと、これからだとちょっと他の用事で行かなきゃいけないところが

あって、えーと、そちらの用事が終わり次第ということになりますけど、ちょっと行けそうにないんです

が。えーと、別の日なら多分都合がつきますので、先生の都合を教えて下さい。 
JF43 え、すいませんが、えと、今日ちょっとその日はちょっと用事があるので、ちょっと行けないんで

すけど。 
JF44 すいません。えー、その日はちょっと都合がわるいので、ちょっとお手伝いすることはできないん

ですけれど、すいません。  
JF45 えと、ちょっとその日はサークルが３時まであって、で、その後にちょっとサークルの集まりとか

いつもあるので、ちょっとお約束はできないんですけど。／１秒／すいません。 
JF46 と、申し訳ないんですけれども、午後から、と、東京の方から友達が来るので、ちょっと一日手伝

うのは無理なので、ごめんなさい。 
JF47 と、すいません。えーと、その日はちょっと用事があるんで、と、すいませんが、手伝えないです。  
JF48 あ、申し訳ありませんが、と、その日はちょっと用事が入っているので、すいません。私できる、

できないと思います。すいませんでした。 
JF49 えーと、申し訳ないんですけれども、えーー、少し、えーー、時間が、え、今忙しいので、えーー、

お手伝いすることができません。えー、申し訳ありません。 
JF50 えー、その日は実家でほうじがあって、どうしても出席しなければいけないので、引っ越しのお手

伝いはできそうにありません。すみません。 
JF51 と、他に友達も手伝いに行けないみたいだから、ちょっと今回はやめときます。で、引っ越したら、
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お祝いに行きます。 
JF52 すいません。その日はちょうどバイトが入ってまして、本当は手伝いたいんですけど、ちょっと無

理なので、えーと、またの機会に何かお手伝いすることば、がありましたら、お手伝いさせていただきま

す。 
 
 
親しくない教官の依頼を断わる場面② 
 
JM1 えとー、その日はちょっと自分の研究室の方でちょっと用事があるので、申し訳ないんですけどす、

すいません。無理です。 
JM2 あ、すみません。ちょっと忙しくて、ま、ちょっと時間がさけないので、申し訳ないんですが、ち

ょっと手伝うことできませんので、すいません。 
JM3 やる気があまり出ないので、お断りします。えー、どうぞ他あたって下さい。 
JM4 ちょっと用事があって手伝えないんで。 
JM5 え、すみません。その日はちょっとあのー、別の用事が前から入っていまして、お手伝いすること

ができないんですけれども。 
JM6 え、××ちょっと時間がないんで、すいません。 
JM7 あ、すみません。できれば他の人あたって下さい。 
JM8 すいません。その日は少し用事が入っておりまして、お手伝いの方にはちょっと行くことができあ、

できません。申し訳ありません。 
JM9 えーー、すいません。え、その申し訳ないですが、、その日もちょっ、その日はちょっとあの、都合

がわるくて、えー、大学の方に来れないんですよ。それなので、えーと、申し訳ないですが、また次回え

ー、次回何かありましたら、え、どうぞおもうし、おもうして下さい。失礼します。 
JM10 え、ちょっとすいません。今時間がありませんので、え、それじゃ、すいませんが。 
JM11  えーと、この後ちょっと水泳の練習があるんで、行けません。すみません。 
JM12  ごめんなさい。ちょっと用事があるんで、手伝えないです。すいません。 
JM13  はい、あ、先生、あのーーー、今日はちょっとバイトのあの、打ち合わせがあって、あの、ちょっ

とこの後すぐ行かなきゃいけないんで。あの、すいません。申し訳ないんですけども、はい、あの、失礼

致します。はい、どうもすみません。失礼致します。 
JM14  あ、すみません。えーと、ちょっとその日はですね。どうしてもはずせない用事がありまして、え

ーと、誠に申し訳ないんですけれども、えーと、すみません。 
JM15  えーと、できれば、あの、お手伝いしたいんですけれども、あの、えーー、指導教官の方から少し

えーー、え、早めに課題をえーーー、え、提出してくれというような話がきておりますので、えーーー、

え、そちらのレポートトートあの、などを先に進めなければ、え、いけませんので、えー、ちょっとお断

りしたいんですけれども。はい。 
JM16  申し訳ございません。あのー、その研究室の引越しのことなんですけれども、さすがにちょっと日

程が入っておりまして、えーー、ちょっとお手伝いできないかなと思われます。申し訳ありません。本当

すいません。じゃ、失礼致します。 
JM17  え、そ、そのときにえ、ちょっと予定が入っておりまして、えーと、申し訳ない、申し訳ないんで

すけれども、お手伝いできないんですが。 
JM18  ごめんなさい。えー、その日は用事がありますので。はい。 
JM19  あ、申し訳ありませんけど、どうしてもその日×××ない事情でちょっと時間がとれないと思いま

すので、申し訳ありませんけど、え、ちょっとお休みさせていただいてよろしいでしょうか？ 
JM20  あ、はい、えーーーとですね、ちょっとですね、その日は申し訳ないんですけども、あいてないん

です。はい、でーーー、はい、でーーー、他の人ちょっとま、あの、探してはみますけれども、ちょっと

僕はいけないんで、申し訳ないです。はい。   
JM21  あ、ちょっと忙しいので、えーー、その日はちょっとお手伝いすることができないんですけれども。 
JM22  すみませんが、今回はしょようがあるので、遠慮させていただきます。 
JM23  えーと、申し訳ありません。え、他に用件がありますので、ちょっと今日は手伝うことができませ

ん。 
JM24  と、えー、その日は、えーと、ちょっ都合が入っていますので、えー、お手伝いすることができま

せん。 
JM25  すみません。その日はサークルでどうしても抜けられない用事があるので、手伝うことはできない
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んです。申し訳ありません。 
JM26  えーと、ちょっと今日中にやっちゃいたいことがあるんで、できれば、断わりたいんですけども、

よろしいですか？ 
JM27 あ、あの、大変申し訳ないんですけれども、あの、その日は都合がわるいので、あのー、お手伝い

することができないんですが。あの、申し訳ございません。 
JM28 あ、すみません。ちょっとその時間どうしてもちょっと他の用事があるんで、お手伝いできないん

ですが。あ、本当申し訳ありません。 
JM29 えーと、当日ちょっと予定が入ってまして、すみませんけれど他の人にお願いして下さい。すみま

せん。 
JM30 えーー、そうですね。申し訳ないんですけど、その場合は僕に断る権利はありますか。もしあるん

なら、ちょっと勘弁して×××いたいと思います。なんか誰か他の人適当に見つけてくれると僕としては

嬉しいんですけど。 
JM31 すいません。ちょっとできないです。  
JM32 えと、今ちょっと急いでいるんで、手伝うことができないんですよ。すみません。 
JM33 あ、でもちょっと今日この後用事が入っちゃってて、え、手伝ってあげたいんですけれども、ちょ

っとどうしても抜けられないんですよ。え、ごめんなさい。 
JM34 えーと、その、その引っ越しの日はちょっと約束があって、ちょっと手伝うことできないと思うん

ですよ。なんで、ちょっと今回はできません。すいません。 
JM35 あーー、ちょっとその日はちょっと無理なんですけど。 
JM36 あ、いつもお世話になっております。え、今度の引っ越しのお、お手伝いのお願いの件ですけども、

と、僕の都合がつかないんで、えーと、今回断らせて下さい。すみません。 
JM37 あ、すいません。その日もうちょっと予定入ってるんで、ちょっと申し訳ないです。 
JM38 すいません。ちょっとその日は都合がわるいんで。もし他の日でしたら、うん、大丈夫だと思うん

ですけども、ちょっとその日は無理です。すいません。 
JM39 えーと、申し訳ないんですけど、ちょっと用事がその日あるんで、お手伝いできないと思うんです

ね。んーと、誰か知ってる人でも手伝いに行かせましょうか。 
JM40 あ、申し訳ございません。今日はちょっと無理です。 
JM41 えーーと、ちょっと都合がつかないんで、申し訳ありませんけど、手伝えません。 
JM42 えーーー、僕は今日は無理です。手伝うことができません。 
JM43 いや、ちょっと無理です。 
JF1 え、本当に申し訳ないんですけれども、えー、その日は、え、ちょっと、え、お手伝いできそうに

ありません。申し訳ございません。 
JF2 申し訳ありませんが、その日はちょっと用事があるので、お手伝いできません。え、すいません。

失礼します。 
JF3 申し訳ありませんが、ちょっと手伝うことはできません。 
JF4 ごめんなさい。ちょっと忙しいので、ほかあたってもらえますか。 
JF5 すいません、今日ちょっと予定が入っていますので、あの、もう帰らなければいけないんですけど。 
JF6 あ、ごめんなさい。その日ちょっと用事があるので、お手伝いできないんですけど。 
JF7 申し訳ないのですが、この後用事がありまして、手伝うことができません。申し訳ありません。 
JF8 すみません。その日は都合がつきません。えー、申し訳ありません。 
JF9  えと、ちょっと用事があるので、すいませんが、ちょっとお手伝いできません。 
JF10 えと、うん、申し訳ないとは思うんですけど、ちょっと予定があかないんで、その日は引っ越しの

手伝いはできないかなって感じなんで。すいません。 
JF11 えーと、その日はちょっと用事がありまして、申し訳ないんですけれども。 
JF12 は、すみません。ちょっとその日は用事があるので、あのーー申し訳ありませんけど、他の方にお

願いして下さい。 
JF13 と、その日は多分確か用事があったんで、ちょっとお手伝いできません。すいません。 
JF14 えーと、その日はちょっと／2 秒／手伝いできないんで、申し訳ありませんが。 
JF15 すいません。ちょっとその日は用事があるので、お手伝いできません。申し訳ありません。 
JF16 えーと、大変申し訳ないんですけれどもこの後予定が入っておりまして、どうしても帰らなければ

いけませんので、あの申し訳ないんですが、ちょっとお手伝いできません。えーと、また他の用事があっ

たときに声をかけて下さい。お願いします。 
JF17 えーと、今日は、あの、指導教官の先生と会う約束をしてまして、ちょっと修論のことでお話をさ
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せていただくことになっているんで、その時間にはうかがえないと思います。大変申し訳ございません。 
JF18 あ、すいません。ちょっと最近忙しくてちょっと時間ないんですよ。ちょっと失礼します。 
JF19 えーと、お手伝いしたいんですけれども、ちょっと都合が悪いですので、申し訳ありませんが、今

回はお手伝いすることができません。申し訳ありません。 
JF20 ちょっと用事があるので、え、引っ越しの手伝いはできません。 
JF21  申し訳ありませんが、えーと、この日は都合がわるいので、あの、遠慮させていただきます。 
JF22  あ、今日はあの、用事があるので、あの、先にちょっと帰らないといけないので、手伝えません。 
JF23  えーと、あの、すみません。と、その日は実はちょっと用事があって、来られないんですけれども、

あの、もし他の学生さんとかがあの、見当たらなくて、でどうしても必要なようでしたら、こちらで時間

をなんとかやりくりして、できるだけ来るようにはするんですけれども。 
JF24  えーと、先生、あの、あの、手伝いの、お手伝いのことなんですけれども、あの、せっかく、あの、

申し訳ないんですけれども、あの、その日に用事がありまして、あの、手伝うことができませんので、す

みません。 
JF25  は、先生、申し訳ありませんが、あの、今からちょっと友達と約束をしておりますので、あの、こ

れから手伝いすることができないんですが。申し訳ありません。 
JF26  あ、すいません。その日のその時間はちょっと別の用事が入ってて、お伺いできないんですけども、

はい、申し訳ありません。 
JF27  本当に申し訳ないんですが、ちょっとその日は用事がありまして。すみません。 
JF28  あ、えーと、その日はあのーー、申し訳ないんですけれども、予定が入っていましたので、もしよ

ろしかったら、あの、他に手伝えるような学生がいないか、えーと、当たっていただきたいんですけれど

も。申し訳ありません。 
JF29  と、その日はちょっと私の都合で予定が入っているので、えと、他の人に頼んで下さい。また機会

があったら、えと、言っていただければ、できるときお手伝いするので。今回はすいません。 
JF30  と、研究室の引越しの件なんですけれども、申し訳ないんですが、その日はあの、ちょっと都合が

わるいので、あの、お手伝いできません。すいません。失礼します。 
JF31  あの、えーと、本当に申し訳ないんですけれども、え、本当にあまりとても忙しくて、でやはりあ

の、先生のことをきちんと存じ上げていないということもありますので、もしよろしければ、あの、研究

科のよくご存じ上げている生徒さんにお頼みいただいて、もし本当にあのー、人手が足りないようであれ

ば、私の方から研究室の方に話しをとお、させていただいて、その上で判断さしていただいたい、いただ

ければと思っております。 
JF32  申し訳ありません。その日はあの、講義が入っておりまして、あの、手伝いできないんです。すい

ません。 
JF33  すいません。えーと、その日はちょっと指導教官に早急に頼まれてることがあるので、えーと、手

伝いできません。すいません。 
JF34 申し訳ないんですけれども、今日ちょっとアルバイトがあって、手伝うことができないんですけれ

ども。本当にすみません。 
JF35 えーと、今日は忙しくて、どうしても時間がないので、できません。本当にすいません。 
JF36 すいません。ちょっとレポートや発表の準備をしなければならないので、×申し訳ないんですけど、

また今度何かあったら、おっしゃって下さい。すいません。 
JF37 そ、その日は都合がわるいので、手伝えません。すいません。 
JF38 はあ、すみません。その日はちょっと用事がありまして、申し訳ありませんが、すいません。 
JF39 あ、あの、申し訳ないんですけれども、あの、今回ちょっとわたし忙しいもので、あの、お引っ越

しの手伝いはちょっと難しい、じぶんとしては難しい状況です。あの、申し訳ないんですけれども、今回

はお手伝いすることはちょっとできないんです。本当すいません。 
JF40 すいません。やりたいのは山々なんですけど、その日はあの、授業が立て込んでまして、ちょっと

あの、できそうもないんですよ。すいませんけど、ちょっと遠慮させていただきます。すいません。 
JF41 え、大変申し訳ありませんが、先約がございまして、えーー、お手伝いできないと思います。申し

訳ありません。 
JF42 あ、先生、これからですと、ちょっと細々として用事を終わらせなきゃいけないので、今からだと、

うーーん、すいません。ちょっと行けそうにないんですが。 
JF43 え、すいません。その日はちょっとうーーん、忙しいので、ちょっと行けません。 
JF44 申し訳ありません。え、その日はえーー、他の用事がありまして、お手伝いすることができません。

申し訳ありません。  
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JF45 えと、ちょっとその日はサークルとバイトが重なっているので、ちょっと手伝えないんですけど、

すいません。 
JF46 その日はちょっと都合がわるいので、申し訳ありませんが、手伝えません。 
JF47 と、すいませんが、えーと、その日はちょっと都合がわるいんで、とーー、すいませんが、手伝え

ないです。  
JF48 すいません。ちょっとその日の、その日は実家の方に帰らなくてはいけないので、申し訳ありませ

んが、手伝えないと思います。すいませんでした。 
JF49 と、えーと、あ、引っ越しの手伝いの方なんですが、え、時間的に少し都合がつかないので、え、

申し訳ありませんが、え、断らせていただきます。 
JF50 すみませんが、その日はあのー、実家でほうじが行われるので、どうしてもお手伝いができそうに

ありません。申し訳ありません。 
JF51 すいません。今日ちょっとバイトば入ってるので、いけないんで、申し訳ありません。 
JF52 申し訳ありません。その日はちょっと都合がわるくて、駄目なんですけど、またの機会に何かあり

ましたら、お手伝いさせていただきます。 
  
 
親しい友人の依頼を断わる場面③ 
 
JM1 えとー、その日はちょっとーー約束があって手伝えないんだけど他に手伝えることがあったらやる

んでそのときはゆってね。うん、ごめん、ごめん。 
JM2 あ、ごめん。ちょっとその日は用があって、うーーーん、ちょっといけないな。うん、わるいんだ

けど、ごめん。その日はちょっと無理だ。 
JM3 え、ちょっとその日は都合が悪いので／2 秒／、駄目です。 
JM4 ちょっと手伝えないんだ。ごめんね。 
JM5 あー、ちょっとごめんけど、他の人と用事が入ってるから、えーー、またなんか別の時に手伝うー

よ。 
JM6 うーーーーーん、ごめん。ちょっとーーー時間ないかも。 
JM7 うーーん、あんまちょっと都合よくないんで、できれば他の人あたって。うん、本当にどうしても

駄目だったら、また別の日にちょっと声かけて下さい。 
JM8 あーーー、わるい。わりぃ。ごめん。ちょっとその日はあの、体調きついんで、ごめん。手伝いに

行けないわ。ごめんね。 
JM9 や、申し訳ないけど、その日はちょっと都合が、都合がよくなくてね、ちょっとえーーー、ちょっ

とできないんだ。え、うん、また何かあったら、あの、言って、言ってくれるかな。うん、あの、そのと

きあの、できるときにやるから。それじゃまた。 
JM10 あーー、ごめん。ちょっと今日は。また別な日だったら、いいんだけど。 
JM11  あ、引越しか、あ、なんか面倒くさいな。なんかおごってくれたら、いいけどな。うん、でもなん

か面倒くさいから、いいや。また今度、うん、また今度手伝うわ。 
JM12  はい。ごめん。ちょっと無理だ。うん、ごめんなさい。 
JM13  あ、あのさ、あ、ごめんな。いや、ちょっと今日ーーーうん、行かなきゃいけないとこあって、ち

ょっと今日は手伝えないんだわ。あの、明日とかまだいろいろ残っていれば、あの、手伝うからさ、ちょ

っと今日は無理なんだわ。ごめんね。また、あ、宜しくお願いしますわ。ではまた。 
JM14 ごめん。俺、その日ね、アルバイトが入っちゃってね、駄目なんだよ。うーん、ごめんね。 
JM15 えーとね、あの、手伝いたいんだけどさ、ちょっとその日あの、都合がわるいんだよね。うーん、

それでちょっとわるいんだけど、うん、その日ちょっと難しいんだよね。あの、もしもどうしてもあの、

そのときに人手が足りなかったら、あの、その引っ越しの最中に電話してくれたら、あの、手があき次第、

そっちの方に向かって手伝うってことで、えーーー、いいかな。 
JM16 あ、ごめん、まじ。そんときさ、ちょっと時間があって、あのー、できないんだ。ごめんね。まじ

でごめん。だから、まあ、後でなんかあったら、ゆってよ。そのときに手伝うから。ごめんね。 
JM17 えーと、わるいんだけど、すごく手伝いたいんだけど、ちょっと今日は用事が入ってて、手伝えな

い。手伝えないから。ごめんね。えーとー、もしもその別の日でえーとー、その片づけとか、え、手伝え

ることがあったら、また手伝うから、そのときにはまた言ってね。 
JM18 ごめん。えー、手伝いたいんだけど、え、その日は別に用事があるんだ。 
JM19 あ、わるいんだけど、ごめん。その日ちょっと俺都合があって、できないんだよね。あ、ちょっと
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手伝えないんだけど、ごめんね。 
JM20 あーーーとですね。す、申し訳ない。申し訳ないんですけれども、その日は多分ちょっと用事があ

るんで、えーーーと、引っ越しできません。引っ越しの手伝いちょっとできません。えーーー、ま、はい、

ちょっと申し訳ない。 
JM21 無理。 
JM22 わるいんだけど、ちょっと今時間がないから、他の人に頼んでくれる？ 
JM23 ごめん。ちょっと今日他に用事があるんで、えーと、今度また違うときやったら、手伝うんで。 
JM24 えーと、その日はちょっと都合がわるくて、手伝えないんだけど、ごめんね。 
JM25 えーと、ごめん。その日はどうしても抜けられない用事があるんだ。ごめん。 
JM26 ごめんね。本当はちょっと手伝いたいんだけど、今日はちょっと無理だよ。うん、ごめん。 
JM27 あ、わるいんだけど、その日は別の用事があるから手伝えんわ。ごめん。 
JM28 あ、わるいんだけど、ちょっと行かなきゃいけないところがあるんで、えーと手伝えないんだけど、

また今度。あ、すいません。 
JM29 あ、ごめん。申し訳ない。えーーーと、その日ちょーっと予定が入ってるんで／1 秒／、うん、あ

の、申し訳ないけど、ちょっと他の人頼んでもらえないかな。うん、本当ごめんね。 
JM30 わるいんだけど、うーーん。多分その日は無理かな。うん、ごめん。わりぃ 
JM31 ごめん。ちょっとできないんだ。ごめん。 
JM32 あ、ごめん。今日はちょっと無理だね。本当ごめんね。 
JM33 え、でも引っ越しってけっこう大変なんじゃないの。他に頼める人いないかい。うーん、わるいけ

ど、うん、他の人に頼んで見て下さい。 
JM34 えーと、ちょっとそ、その日ちょっとサークルがあって、多分時間ないと思うんだよね。で、多分

もし行けたら行くけど、多分行けないと思う。ごめんね。 
JM35 あ、ごめん。ちょっと無理。それ多分レポートとかやってると思う。 
JM36 今度の引っ越しの件だけども、わるいけども、と、今回は手伝い勘弁して。ま、お互いいろいろあ

るけども、と、今日だけは勘弁して。 
JM37 あ、わるいけど、その日ちょっと実験が入ってて、出られないんだよね。あ、まじでごめん。  
JM38 え、めんどうくせーから、いやだよ。 
JM39 えーとね、その日ちょっとね、最近いろいろ考え事とかあってね。いろいろやらなくちゃいけない

ことがあって、申し訳ないんだけどね、ちょっと手伝えないな。 
JM40 あ、ごめん。わるいけど、ちょっと無理。ごめんね。 
JM41 あ、ごめん。今日はちょっと手伝えない。 
JM42 あ、ごめん。今日はちょっと用事があるんで、あのーー、手伝えない。 
JM43 あ、ちょっとわるいね。本当、本当ごめん。うん、ちょっと、うん、無理だから、できないわ。ご

めんね。 
JF1 えー本当に申し訳ないんだけど、えーその日はお手伝いできそうになくて、ごめんね。 
JF2  あ、ごめん。すご本当悪いんだけど、ちょっとその日都合がわるいから手伝えないんだ。ほんとご

めんね。 
JF3  と、ごめんなさい。ちょっとーー手伝えない。 
JF4  ごめん。今日は｛笑い｝ちょっと無理だから今日以外だったら大丈夫なんだけど。いつか他の日に

することはできない？ 
JF5  あ、ごめん。今日はちょっとこれからバイトがあるから、すぐに帰らなきゃいけないんだけど、い

い？ 
JF6  ごめん。ちょっと｛笑い｝ 
JF7  あ、ごめんね。本当はちょっと手伝いたいんだけど、ちょっとどうしても締切が迫っているレポー

トがあって、ちょっと手伝えないんだけど、本当にごめんね。今度は××××するから。 
JF8  と、ごめんね。えーと、ちょっと最近あたし疲れてて、またなんかあったら、なんかいろいろ引っ

越しも一日じゃ終わらないだろうから、なんかあったらゆってね。ごめんね。 
JF9  あ、ちょっと用事があるから／1 秒／、ごめんね。手伝えない。 
JF10 え、ごめん。わるいんだけど、すごい今疲れてるから、今回の手伝いはちょっとできない。ごめん。 
JF11 うーんと、ごはん奢ってくれる？ そうしたらやってもいいよ。 
JF12  あ、ごめんね。本当ごめん。その日はちょっとあのーー、いや×××なきゃいけないことがあって、

ほんとわるいんだけど、またなんかあったときはいつでもやるので、ほんとごめんね。今回はすみません。 
JF13  と、その日多分友達と遊ぶ用事があ××気がするから、手伝えないんだよね。ごめんね。 
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JF14  ごめん。本当は手伝いに行かなきゃいけないんだけど、その日は手伝いに行けないから。もしほ、

ち、他のことでできることがあったらゆって。 
JF15  ごめんね。ちょっとその日は用事があって、行けないんだ。また何かあったら、いって。 
JF16  あの、本当わるいんだけど、あのーー、今日私ちょっと出かけなきゃいけない用事があって、どう

してもそれがはずせないから。あのーー、引越し終わった後の細かいあの、片づけとか手伝っていいんだ

ったら、それ、そっちを手伝う方にしてもらってもいいかな。本当ごめんね。 
JF17  ごめん。今日どうしてもバイトが入ってて、人がいないから、抜けられないの。だからごめん。今

日だけは勘弁して下さい。 
JF18  あ、ごめんね。ちょっとその日は無理だと思うんだな。ちょっと別な用事があ、あって。できるこ

とあったら、またゆってくれる。また電話して。ごめんね。本当ごめんね。 
JF19  えーと、今日ちょっと都合がわるいので、ちょっとお手伝いできないや。ごめんね。 
JF20  と、本当は手伝ってあげたいんだけど、今日はやりたくないから。／2 秒／ごめんね。まあ、また

今度違うときに何か手伝うから、まあ、今日はちょっと本当にやりたくないから。／2 秒／ 帰るね。 
JF21  と、わるいんだけど、その日急にバイトが入っちゃって、手伝いそうにないんだよね。だからごめ

ん。えーと、今回はできない×。 
JF22  と、本当にもうちょっ本当にわるいと思うんだけど、今日はちょっとなんか体の調子がわるいから、

ちょっと帰って寝ようかなと思ってるんで、ちょっと今日は引越しは手伝えないというんで、えっ、あ、

本当にごめんね。   
JF23  えーー、×××それちょっとやりたくないんだけど、うーーん、なんかさ、ほら業者に頼むとかな

んかそうういうことできないの？ それ××他の人に頼むとか。 
JF24  えーと、引越しのことなんだけど、ちょっと手伝うことができないみたいなんだよねーー。お願い。

ちょっと無理かもしれま、無理かもしれないな。ごめんね。 
JF25  うーーーん、ごめんね。今日ちょっと／1 秒／ うーん、ちょっとあんまり具合がよくないから、す

ぐこれから帰りたいんだ。ごめんね。 
JF26  あ、ごめんね。その時間ちょっとなんか別の人と会う約束があって、なんか一度変更してもらった

約束なんで、ちょっと変えにくいんだけど、でもどうしようかな。ちょっと電話してみて、変えれるかど

うか聞いてみるけど、でもちょっと多分無理だと思う、思うんから。うーん、ごめん。でももし行けるよ

うになったら、電話するようにするけど、とりあえずごめんね。 
JF27  ごめん。ちょっと厳しいかもしんない。どうしても手が足りなかったら、そのときは言ってくれる？ 
JF28  あ、ごめんね。その日ちょっと都合がわるいんよ。うーん、と、他の日だったら、できるんやけど、

うん、他の日じゃ駄目かな。 
JF29  と、その日は多分、えーと、ふん、予定が入ってしまうかもしれないので、ふん、ちょっと約束は

できないから、他の人に頼んでみて。それでまた駄目だったときに声かけてみてくれるかな。ごめんなさ

い。   
JF30  と、引越しの手伝いなんですが、えーとー、その日はちょっと親の方のほうじの用事があるので、

あの、どうしても行けません。えーと、違う日でしたら、また、あの、お手伝いすることもできるかと思

うんですけれど、えーと、申し訳ないんですけれど、今回はちょっと許して下さい。 
JF31  えーと、本当わるいんだけどさね、最近すごい忙しいんだよね。で、やっぱりそういうときってさ

ね、いろいろどたばたしちゃって、あまり手伝える状態じゃないんだ。で、ま、手伝ってあげたいってい

うのはあるんだけど、本当わるいんだけど、ちょっと無理だから、なんか他の人とかにちょっと頼んでみ

てくれないかな。もしだめだったら、私の方でも友達とかに声かけてみるからさ、えと、そういうことで

ちょっとお願いできないかなと思うんだけど。 
JF32  あ、ごめん。その日はね、ちょっとね、用が入っちゃってるんだよね。で、その用が早めに終わっ

たら、あの、行けると思うんだけども、ちょっと分かんないから、うん、行けたら、途中から行くね。 
JF33  え、ごめん。えーとー、はずせない用事があるから、お手伝いできない。だけど、この埋め合わせ

は絶対するんで。 
JF34 うーん、今日はちょっと体調がわるいんで、また今度もうちょっと元気なときにやるんで、いいか

な。日にちをかえて。 
JF35 えーと、本当手伝いたいんだけども、え、どうしても今日時間がなくて。ごめんね。後でちゃんと

他の用事が××済んだら、ちゃんと手伝うから、今日だけはどうしてもできないんで。ごめんね。 
JF36 ごめん。ちょっと S 先生のレポートの準備が全然できてないから、ちょっと今週しないとやばいの

で。うん、ごめん。また今度なんか手伝う。 
JF37 あ、ごめん。今日じゃなくて、その日は都合がわるいから、いけない。ごめんなさい。 
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JF38 あ、ごめんね。その日用事があるんだよ。他のことだったら、なんか手伝うけれど、ごめんね。 
JF39 あ、あのさ、わるいんだけど、ちょっと今―日は、あ、今日じゃないや。あの、その日はあー、ち

ょっとねーー、あ、手伝えないか、手伝えないかも。本当ごめん。なんかわるいけど、なんか他の子にあ

たってくれないかな。あ、本当ごめんね。 
JF40 あ、そうか。引越しするんだ。あ、手伝いたいな。だけどちょっとその日はあのー、用事があった

気がするから、できそうもないわ。本当にごめんね。うん、なんか他にその日以外でやることがあったら、

あの、言って下さい。本当その日はごめん。できないわ。  
JF41 と、申し訳ないんだけれど、えーと、授業が終わった後に行かなきゃいけないところがあるんで、

と、ごめんなさい。手伝うことができません。以上です。 
JF42 え、急ぎなの？私今日は駄目なんだけど、うーーん、今手あいている人がいたら、ちょっと探して

手伝ってもらおうか？ 
JF43 あ、ごめん。その日はちょっと忙しいから、ちょっと手伝えないんだけど、うんと、他の日ならあ

いてるから、他の日ならどう？ 
JF44 あ、ごめん。ちょっとその日は駄目なんだーー。ごめんね、本当にって。  
JF45 へ、ちょっと今日レポートやらなくちゃいけないのがあるんだよね。××か最近寝てないから、本

当ちょっと体力的にもきついかもしれない。ごめん。え、もし必要になったら、電話してくれる？ごめん

ね。 
JF46 と、その日はサークルの友達とちょっと遊びに行く約束をしてるから。／１秒／ちょっとごめん。 
JF47 と、ごめんね。ちょっとその日はやっぱり、と、やめとくね。えーと、ごめんね。  
JF48 あ、ごめんね。その日さ、ちょっと、あの、高校のときの友達と遊びに行く予定になってるんだ。

ごめんね。また他のことだったら、できると思うから、また言って下さい。 
JF49 えーとー、うんと、申し訳ないんだけど、うーーん、ちょっと用事があるので、できないです。ご

めん。本当ごめんね。 
JF50 ごめんなさい。ちょっとその日は用事があって、どうしても手伝えそうにないんだけど、他の日で

私の予定が合う日だったら、手伝いたいから、また連絡下さい。 
JF51 うん、この日はちょっと無理なんだ。本当ごめんね。他の日だったら、行けるから、もし次の日と

かにまだ手伝いとか必要だったら、うん、じゃ、そのときに連絡して。 
JF52 ごめんね。その日ちょっと無理なんだ。だから、なんか今度おごるから、その日ちょっとごめんね、

本当。 
 
 
親しくない友人の依頼を断わる場面④ 
 
JM1 あー、ごめん。ちょっと、さ、最近ちょっと忙しいんで申し訳ないけど、ま、また今度ね。 
JM2 あ、ごめん。えーと、その日はちょっと用があるんで／2 秒／うーん、ちょっと僕は無理なんで他

の人にあたってみてください。 
JM3 ごめん。やりたくない。他あたって。 
JM4 ちょっと用事があって手伝えないんです。 
JM5 あーーー、すいませんけど、その日はちょっと次の日の授業の準備が忙しいので、うーん、何か別

の日か誰か他の人に頼んで下さい。 
JM6 あ、ごめん。ちょっと時間がないから、手伝えーーーんわ。 
JM7 うーーん、ちょっと、ま、誰か他の人声かけてみて。うん、ま、それでいなきゃ、かったら、どう

してもしかたがないんだったら、考えるけど。じゃ、そういうことで。 
JM8 あーーー、わりぃんだけど、ちょっとその日は忙しいんで、手伝えんわ。ごめんね。 
JM9 や、申し訳ない。あのーーー、お手伝いし、あの、お手伝いしたいのは山々なんだけれど、ちょっ

とその日はあのー、都合がよ、あの、都合がよくなくて、ちょっとーー大学の方にはちょっと行けないと

思うんですよ。それなのであの、また何か、何かありましたら、あの、なに、あの、また声をかけて下さ

い。あの、そのときにまたでき、あの、手伝いますから。 
JM10 えーー、ごめん。ちょっとちょっと最近忙しくて手伝えないと思うんだけど。ごめんね。 
JM11 あ、ごめん。その日ちょっとバイト入ってて、俺いけないねん。ごめんな。 
JM12 あ、ごめん。ちょっとひまじんじゃない。 
JM13 あ、そう。あの、今日はちょっと。うん、バイトの打ち合わせだよ。この後すぐ行かなきゃいけな

いから、申し訳ないけども、ごめんね。なんか他の人にちょっと頼んでもらえるかな。うん、そういうこ
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とで、ごめんね。またじゃ。 
JM14 ごめんね。俺その日ね、どうしてもはずせない用事があってね、あの、ちょっと申し訳ないんだけ

ど、手伝えないんだよ。 
JM15 うん、わるいんだけど、ちょっとその日都合がわるいんで、うーーん、申し訳ないんだけど、うん、

ちょっと無理ですね。うーん。 
JM16 あ、ごめんね。ちょっとその日予定入ってて。あん、手伝えないと思うんだ。だからちょーっと。

うん、ごめんね。ちょっ、とりあえず手伝えないってことだけゆっておくわ。うん、ごめん。それじゃ、

またね。 
JM17 えーと、そのときちょっと予定が入ってるから、あの、手伝うことできません。ごめんね。 
JM18 ごめん。その日は別に用事があって、ちょっと行けないや。 
JM19 あ、ごめんなさい。どうしてもその日僕事情があって、できないので、手伝えないので。うん、ご

めんなさいね。またなんかできることがあったら、やりますので、よろしくお願いします。 
JM20 あ、引っ越しですか？ちょっーーとその日はあいてないと思います。あ、はい。や、急いでると思

うんですけど、申し訳ないです。 
JM21 いやだ。 
JM22 わるいんだけど、僕なんかよりももっと君のことを知ってる人の方がきっと引っ越ししやすいだろ

うから、そういう人に頼んだ方がいいと思うよ。 
JM23 すいません。えーと、今日は予定が他にありますので、手伝えません。 
JM24 あ、その日は都合がわるくててつないん、ないん、手伝えないんだけど、ごめんね。えーと、他の

人に頼んで。 
JM25 えーと、ごめん。その日はどうしてもサークルで抜けられない用事があるから、てつなえない、手

伝えないんだ。ごめんな。 
JM26 ごめん。無理だから、ちょっと他の人に頼んでくれる？ 
JM27 あ、その日は都合があるから、わるいけど、手伝えもん、手伝えないよ。ごめんなさい。 
JM28 あ、わるいんだけど、ちょっとそのときどうしてもいけないんだけど、また何かあったら、うん、

ぜひ手伝いますんで。 
JM29 あ、ごめん。えーと、その日はちょっと予定が入ってるんで、うん、申し訳ないっす。他の人にち

ょっと頼んでもらえるかな。はーい。 
JM30 あー、と、申し訳ないんですけど、ちょっと、ま、断らせていただきます。うん、ごめんなさいね。

じゃ、また今度っちゅうことで。 
JM31 いや、ちょっとできないな。 
JM32 ごめん。わるいんだけど、今日ちょっと無理なんだよね。ごめん。 
JM33 引っ越しか、けっこう、うーーーん、わるいけど、そこまではちょっとできないな。うん、わるい

けど、他の人に頼んでくれないかな。 
JM34 ちょっとその日は用事があって、うん、引っ越し手伝うのは無理かな。ごめんね。 
JM35 うーーん、ちょっと無理だと思う。それは、えーと、なんか最近ちょっと忙しいし。 
JM36 や、久しぶり。今度の引っ越しの手伝いは、と、僕の勘弁していい、と、今はいろいろ都合があっ

て、ま、また今度の機会に。 
JM37 あ、ちょっとわるいんだけど、その日都合つかないわ。まじでごめん。 
JM38 あ、ごめん。ちょっとその日は無理だ。ごめんね。 
JM39 えーと、申し訳ないけど、ちょっとその日無理ですね。 
JM40 あ、わるいけど、今日用事あるから、だめだね。ごめん。行けたら行くわ。 
JM41 はーー、ごめんなさい。手伝えない。ごめんなさい。 
JM42 えーー、ごめん。僕は手伝えないわ。 
JM43 あ、ちょっと忙しいから、わるいね。うん、ちょっとできないわ。 
JF1 えーごめんなさい。その日はちょっと都合が悪いので、お手伝いできません。 
JF2 悪いんだけど、その日ちょっと用事があるから手伝えない。うん、ごめんね。 
JF3 ごめん。ちょっと手伝えない。 
JF4 ちょっと他に予定があるから、ごめんね。 
JF5 ごめん、今日はもうすぐ帰らなきゃいけないから、手伝えないんだけど、いい？ 
JF6 ごめん。ちょっとその日無理だから、手伝えないよ。ごめんね。 
JF7 ごめんなさい。ちょっとその日用事があって、手伝えません。本当にごめんなさい。 
JF8 ごめんなさ、ごめんなさい。その日はちょっと忙しくて、手伝うことができないーんだけどーー、う
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ん、うん。 
JF9 あ、ちょっとだめかもしれないな。ごめんね。 
JF10 あ、あの、ごめんなさいなんだけど、うんと、ちょっと引っ越しはてつだい頼まれてすごい申し訳

ないと思うんだけどさ、うーーん、その日はちょっとなんか都合つかないから、わるいんだけど、つ、次

のときに手伝うから、今回はごめんっていうことで許して。 
JF11 あ、ごめんね。その日はちょっと用事入りそうなんだ。 
JF12  は、私その日だめなんだ。他の人にお願いします。 
JF13  あ、確かその日はたし、用事があったから、多分手伝えないと思うんだよね。ごめんなさい。 
JF14  ごめん。ちょっと無理だから。他の人に頼んでみて。 
JF15  ごめんね。ちょっとその日は用事があるんで。 
JF16  あ、今度引っ越されるんですか。あ、えーと、あのーー、今度の日曜日とかですよね。ちょっと私

都合がわるいので、本当すいません。また何かあったら、えーと、声かけて下さい。 
JF17  ごめん。バイトがあるので、今日はちょっと／1 秒／ 多分無理だと思う。申し訳ないです。 
JF18  あ、ごめんね。ちょっとその日はね、いつもバイト入ってるの。多分 K ならね車あると思うから。

／1 秒／うん、ちょっとそっちに電話してみたら。 
JF19  えーと、その日は先生の手伝いがあるので、ちょっと手伝いができないけど。ごめんね。 
JF20  今日は用事があるから、引越しの手伝いはできないーけど、頑張ってね。 
JF21  えーと、ごめんね。その日は用事があって、引越し手伝えないんだ。 
JF22  うん、ちょっとなんか分かんないんだけど、もし行けたら、行くよ。 
JF23  えー、私？ えー、ちょっと私はパスかな。ごめんね。 
JF24  あの、手伝いのことなんだけどー、ちょっと手伝えそうにもないんで、ちょっとその日は用事があ

るんで、ちょっ、できないと思う。すみません。ごめんね。 
JF25  あ、ごめん。ちょっと今日用事があるから、あんまり時間がないんだけど。ごめんなさい。 
JF26  あ、えーと、その時間はごめん。ちょっと別の予定が入ってて。うーん、行けないんだけど。うん、

申し訳ないけど、ごめんなさい。またなんか手伝うことがあったら、ゆって下さい。 
JF27  ごめんね。その日はちょっと都合がわるいんだ。引越しやさんに頼んでみたらどう？ 
JF28  あ、えーと、その日はちょっと都合がわるいんやけど、他の日やったら、あいているんやけど。ど

うかな。 
JF29  その日は用事があって、うん、できないから、他の人に頼んでみてね。ごめんなさい。 
JF30  と、引越しの手伝いなんですけれど、その日は都合がわるいので、あの、お手伝いしに行けません。

すいません。 
JF31  えーと、本当ごめんなさい。話はちょっと今回はお手伝いをすることができないんですよ。もしよ

ろしければ、私の方で研究科とか友達とか紹介させてもらうんですけど、うーーーーーん、ていう感じで

すかね。私はちょっと手伝うのは無理かなっていう感じです。 
JF32  あ、その日はちょっと用が入っちゃっててね、あのーー、多分行けないと思うわ。ごめんね。 
JF33  え、ごめん。えっ、ほかんすでに用事入ってるから、手伝えないや。ごめん。 
JF34 あ、／４秒／今日はちょっと用事があるから、できないんだけど。ごめんね。うん、また今度。 
JF35 えーと、今日はどうしてもできないんで、あの、誰か別の人にお願いしてちょうだい。ごめんね。 
JF36 ごめん。ちょっと S 先生のレポートの準備まだ全然やってないから、今週中にちょっとやりたいか

ら、また何かあったら言って。  
JF37 ごめん。その日は用事があるから、行けないです。ごめんなさい。 
JF38 あ、ごめんね。その日用事があるんだ。ちょっとできないな。ごめんなさい。 
JF39 あ、本当なんかごめんなさい。でもね、その日―はちょっと私は都合つかない、くて、あの、申し

訳ないんだけど、ちょっと手伝いできないかも。本当ごめんなさい。 
JF40 あ、引っ越すんだ。そっか。うーん、手伝いたいけど、確かその日用事があったと思うから、あの、

できそうもないんだ。ごめんね。あ、他になんか手伝ってくれそうな人がいるかもしれないから、その人

にあたってみるよ。ごめん、その日は。 
JF41 と、申し訳ないんですけれども、と、先約がありまして、この時間、と、お手伝いできないと思い

ます。と、またのときにはできる限り手伝いますので、また声をかけて下さい。 
JF42 あ、そうなんだ。ごめん。今日ちょっと都合がつかなくて。 
JF43 あ、ごめん。その日は忙しいから、無理。 
JF44 ごめんなさい。その日はちょっと用事があるから、ちょっと手伝えない。  
JF45 へ、ちょっとその日は無理。ごめん。あの、バイトがあるんだ。ごめんね。 
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JF46 と、ちょっとこの日は都合ーーわるいんだよね。ごめんなさい。はい。 
JF47 と、ごめんね。その日はちょっと忙しいから、行けない、行けないや。  
JF48 ごめんね。その日ちょっと用事が入ってて、多分行けないと思うんだ。他の子に頼んでみた方がい

いと思う。ごめんね。 
JF49 あ、えー、引っ越しのことだけど、ちょっと／2 秒／、うーん、用事があるので、できない、でき

ないんで、うん、ごめん。ごめんなさい。 
JF50 ごめん。ちょっとその日は用事があるーから、手伝えないや。 
JF51 えーと、その日は他の子の手伝い、引っ越しの手伝いが入ってて行けないから、うん、他の人に頼

んでみたら、誰か行けるかもしれないよ。 
JF52 ごめんね。その日は引っ越しの手伝いできないんだ。本当ごめんね。 
 
 
親しい指導教官の依頼を断わる場面① 
 
KM1  아, 교수님 죄송하지만 제가 한달전부터 약속한 일이 있어가지고,  그것 때문에 {한숨} 교수님 
이사하시는 것 못 도와드릴 것 같네요. 죄송합니다. 담에 그, 일이 있으시면 그때 꼭 달려가서 열심히 
일하겠습니다. 
KM2  아이, 교수님, 저, 이사하는 게, 이그, 지금 집안에 급한 일이 있어가지고, 도와드리고 싶은데, 
이그, 좀 힘들 것 같습니다. 예, 죄송하고요, 담에 또 다른 일이 있으시면 그때는 제가 꼭 힘닿는 로 
도와드리겠습니다. 죄송합니다.   
KM3  저, 교수님, 죄송한데요, 제가 그, 그--- 말씀드리기 힘든, 그, 일이 좀 있어가지고, 제가 못 
도와드리겠네요. 죄송합니다. 
KM4  에, 교수, {헛기침} 교수님, 오늘 죄송합니다. 오늘 제가 중요한 약속이 있어 가지고요. 안될 것 
같거든요. 그, 담에 제가 이사하시나 뭐 중요한 일 있으면 제가 꼭 돕도록 하겠습니다. 죄송합니다. 
KM5  예, 저, 죄송한데요, 교수님, 지금 집에 급한 일이 생겨 지금 가야되거든요. 그래서 이사 못 
도와드릴 것 같은데, 죄송합니다. 
KM6  아이, 교수님, 지금 바쁜 일이 있어 가지고요. 어이, 못 도와드리겠네요. 어, 죄송합니다. 예 
KM7  아이, 교수님, 죄송한데예, 그, 으--, 제가 좀 바쁜 일 있어서 도저히 시간을 못 낼 것 같습니다. 
예, 다음에 뭐 또 일이 추가되는 거 있으면 제가 좀 도와드릴께요. 지금은 도저히 안되겠네예. 
죄송합니다. 
KM8  교수님, 죄송합니다. 지--, 사전에 약속한게 있어서 지금 도와드릴 수가 없습니다. 
KM9  저, 교수님, 저, 어, 그날, 어, 이사를 도와드려야 되는데, 사실 제가 별로 그날 도와드리는 게 
마음이 내키지 않습니다. {웃음} ××응--, 못 도와드릴 것 같은데, 정말 죄송하게 생각하고요. 다음번에 
이런 일 있으면 꼭 도와드리도록 하겠습니다. 죄송합니다. 교수님. 
KM10  예,  교수님, 죄송한데요. 지금, 저, 얼마전에 친구하고 인제 선약이 있어 가지고 에, 못가볼 
것 같은데요. 그, 만약에 만나고 조금 빨리 만나고, 뭐 가보는 방향으로 할께요. 나, 나중에 전화 
드리겠습니다.       
KM11  예, 선생님, 지금, 그, 아르바이트 하는 가게에 일이 많아 가지고 지금 빨리 가봐야 되거든요. 
죄송합니다. 교수님.      
KM12  예, 교수님, 죄송합니다. 그, 제가 그날 제사도 있고, 그, 일이 좀 바빠가지고예, 그, 못가서, 
못도와드려서 상당히 죄송합니다. 예        
KM13  예, 교수님, 죄송합니다. 오늘 집에 제사가 있어 가지고 저,  가봐야 되겠습니다. 
KM14  예, 교수님, 오늘 선약이, 중요한 선약이 있어서, 먼저 좀 가봐야 될 것 같습니다. 죄송합니다. 
이사하는데 도와드리지 못해서. 
KM15  아, 교수님, 저, 원래는 교수님한테 지금 이사를 도와드리러 가야, 가야되는데, 그날 먼저 
선약이 있어 가지고/3 秒/, 못 갈 것 같은데, 죄송합니다.     
KM16  예, 친구와 그, 선약이 있어 가지고, 오늘 저녁에는 좀 시간이 없을 것 같은데. 어, 그래서 
오늘은 죄송한데, 저, 그, 죄송한데, 이사를 못 도와드릴 것 같습니다. 예.   
KM17  예, 저, 교수님, 저, 죄송한데요, 오늘 집에 좀 안좋은 일이 있어 가지고요. 좀 일찍 
들어가봐야 될 것 같습니다. 그래가지고 조금 죄송한데, 다음번에 같은 경우에 오랜만에 교수님이 
어렵게 저한테 부탁하시는 거 아는데요. 조금 지금 하는게 좀 곤란할 것 같습니다. 그래가지고 다음에, 
오늘은 일찍 좀 들어가봐야 되겠고요. 진짜 죄송합니다. 죄송한데, 뭐라고 말씀은 못 드릴 것 
같습니다. 그래, 그냥 일이 좀 어떻게 하다보니까 꼬였는데, 오랫만에 교수님께서 저에, 저에게 하시는 
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건데, 다음에 기회가 되면 꼭 잘 도와드리도록 하겠습니다. 이상입니다. 
KM18  아이, 교수님, 죄송한데, 오늘 아버지 생신이라서, 어, 집에 가족들끼리 다 모여가지고, 어, 
외식하기로 했는데, 그것 때문에 도와드릴 수 없을 것 같습니다. 죄송합니다. 
KM19  어, 교수님, 저, 죄송합니다. 제가 지금 중요한 개인적인 약속이 있어서, 교수님을 지금 
도와드리기가 곤란한 것 같습, 곤란, 곤란한 것 같은데요. 어, 정말 죄송한데, 저, 다음에 이런 일이 
있으면은, 꼭 도와드리겠습니다.  
KM20  예, 어, 교수님, 제가 오늘 중요한 약속이 있어가지고, 어,  이 이사 도와주고 싶은데, 제가 
오늘, 오늘 안될 것 같습니다. 예, 정말 죄송합니다. 어, 다음에. 
KM21  저, 오늘 큰집 할아버지 제사라서 곤란할 것 같습니다. 죄송합니다. 
KM22  예, 교수님, 저, 죄송한데요, 내일 뭐 연구실 이사가는 거 도와드리는 거 있지 않습니까. 그거 
내일 뭐 좀 사정이 있어서요. 그, 못 갈 것 같거든요. 신 뭐 누구누구 내일 시간이 난다, 난다고 
하거든요. 신 그 친구한테 말을 해서요, 내일 그, 일단 보내드릴테니까요. 어, 교수님, 그, 
죄송합니다. 
KM23  네, 저, 교수님, 죄송한데요. 제가 오늘 급한 일이 있어 가지고, 전에부터 약속했던 일이 있어 
가지고, 오늘은 좀 급히 가봐야 될 것 같애서, 이거 못 도와드리겠습니다. 죄송합니다.      
KM24  아, 지금 집에 일이 있어 가지고, 지금 집에 가봐야 되거든요. 그래가 다음에 
도와드리겠습니다. 
KM25  아, 예, 저, 교수님, 저, 죄송하지만, 저, 꼭 도와드리고 싶은데, 저, 집안에 갑자기 급한 일이 
생겨 가지고, 예, 죄송합니다. 저, 다음에 제가 좀 꼭 도움이 되, 되도록 노력하겠습니다. 
죄송합니다.교수님. 
KM26  아, 교수님, 그, 제 아시는 분이 요번에 상을 당하셔 가꼬, 그기 그, 가봐야 되기 때문에 제 
이사를 못 도와드릴 것 같습니다. 예, 단히 죄송합니다. 
KM27  아, 교수님, 지금 집에 지금 빨리 오라 해가지고, 좀 가봐야 될 것 같습니다. 그래서 뭐 
오늘은 안될 것 같습니다. 다음에 뭐 ×× 그, 일 있으시면, ×× 하시면, 제가 해드리겠습니다. 
KM28  예, 교수님, 죄송하지만 그날 저, 일이 있어 가지고, 못 도와줄 것 같습니다. 아, 죄송합니다. 
KM29  어, 오늘 집에 일이 있어 가지고, 오늘 집에 일찍 가야될 것 같습니다.어, 죄송합니다. 이사를 
도와주지 못해서, 정말 죄송합니다. 
KM30  교수님, 오늘 저, 그, 군  고참들 만나기로 해가지고, 그, 서, 부산서 아이, 구에서 내려오고, 
많이 내려오는데, 안가면 안될 것 같은데. 오늘은 좀 그런데요. 
KM31  예, 아, 저, 교수님, 무슨 말씀인지 알겠는데, 저, 오늘 집에 제사가 있어 가지고요. 그것 
때문에 지금 누나도 시집가고 해서, 같이 준비를 도와야 될 것 같거든요. 그래서 저, 안되겠습니다. 
죄송합니다. 
KM32  아, 예, 교수님, 저, 그런 일 있었는지 몰랐는데, 사실은 오늘 저, 죄송스럽게도 아르바이트가 
있어 가지고, 여기 못 하겠는데. 나중에 아르바이트가 끝나고, 예, 저녁때라도 가능하면, 도와줄 제가 
할 일이 있으면, 가겠습니다. 어, 죄송합니다.   
KM33  그때 약속 있어 가지고, 안되겠습니다. 
KM34  아이, 교수님, 저 몸이 너무 안좋아지고, 일을 못 하, 못 도와드릴 것 같은데. 다음에 몸이 좀 
나아지면 도와드릴께요. 죄송합니다. 
KM35  교수님, 죄송합니다. 저, 오늘 저희 집에 제사가 있어 가지고, 오늘은 안될 것 같은데요. 
KM36  교수님, 그, 날짜가 언제쯤 되십니까? 그, 아, 그날은 좀 집에 일이 있어 가지고, 안될 것, 좀 
힘들 것 같은데. 
KM37  예. 죄송합니다. 제가 몸이 좀 아파가꼬, 못 도와드리겠네요. 
KM38  예, 저, 교수님, 저, 죄송합니다. 그, 이사문제 때문에 지금 드릴 말씀이 있는데, 어, 그, 저번에 
이사 때문에 저, 도와달라고 했는데, 저, 제가 급한 사정 때문에 어, 좀 그게 안될 것 같습니다. 뭐 
교수님이랑 저랑 뭐 그렇게 뭐 먼 사이도 아닌데 도와드려야 되는데, 그걸 못 도와드려서 죄송, 
죄송하고, 다음에 뭐 집들이 할때 한번 찾아뵙겠습니다. 예. 
KM39  예, 교수님, 이날 제가 어, 자격증 시험이 있어 가지고요, 어, 이사하는 거는 제가 못 
도와드리고요,  다음에 이사한 후에 제가 한번 찾아가 보겠습니다. 
KM40  예, 저, 교수님, 저, 몸이 별로 안좋아가지고는 못하겠습니다. 예, 죄송합니다. 
KM41  교수님, 아, 지금, 이, 이사 오늘 이거, 저기 뭐야, 정말 도와드리고 싶은데, 오늘 제가 너무 
바쁜 일이 있어 가지고, 집에 좀 일이 있어 가지고, 못하게 될 것 같거든요. 
KM42  아, 그, 연구실 이사 도와드려야 되는데, 오늘 학원에 수업하러 가야 되기 때문에 시간이 
안되가지고, 못 도와드릴 것 같습니다. 예. 
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KM43  아, 교수님, 그, 그, 뭐, 뭐, 지주하는 부탁도 아닌데, 게, 교수님이 뭐, 연, 연구실 이사 
도와달라는 부탁을 하셨는데, 게, 이번주에는 제가 저기, 할머니 제사, 할아버지 제사 때문에 저기, 
시골에 가 있어야 될 것 같습니다. 뭐, 저말고래도 다른 사람이 갈수도 있겠지만, 제가 게, 그, 음, 음, 
집안에서 저 말고는 뭐 다른 사람외에 갈만한 사람이 딱히 없어가지고, 제가 갈 수 밖에 없는 
상황인데, 죄송합니다. 그, 뭐, 어떻게, 어떻게 제가 만약에 응, 어떻게 할 수만 있다면은 도와드리고 
싶은데, 도로, 도와드릴 수 없어 가지고, 죄송합니다. 
KM44  어, 교수님, 죄송한데요. 그, 그날 집에 일이 있어가지고, 못할 것 같내요. 
KM45  아, 예, 교수님, 해드리고 싶은데, 오늘 개인적으로 사정이 있어 가지고, 조금 안될 것 
같습니다. 게, 뭐, 다른--제 친구-- 같이 과 수업 듣는 사람한테 말해가지고 신하면 안되겠습니까. 
오늘 제가 좀 저녁에 영 안될 것 같내요. 
KM46  예, 지금 딴일 바쁜 일 있어 가지고, 지금은 안될 것 같고 말입니다. 그리고 그, 다른 
애들한테 한번 연락해보겠습니다. 다른 애들 시간없는 애들한테 이사 도와줄 수 있는지 연락 한번 
해보겠습니다. 
KM47  저, 죄송한데요.교수님 저--, 오늘 일이 있어 가지고, 못할 것 같거든요.죄송합니다. 다음에--, 
시간되면 꼭 가겠습니다. 
KM48  교수님, 지금 아이, 지금 부모님한테 본가에 좀 갖다와야 되겠어요. 아이, 지금은 좀 어려울 
것 같내요. 
KM49  예, 교수님, 죄송한데요. 어, 이번 1 월 제 친척 결혼식이 있거든요. 그래 제가 구에 있는 
것도 아니고, 고향에 내려가야 되니까, 어쩔 수 없겠습니다. 죄송합니다.교수님. 
KM50  아, 예, 교수님, 저, 아, 정말 죄송합니다. 저, 지금 아, 컨디션이 좀 안 좋아서요. 제가 그, 못 
도와드릴 것 같습니다. 
KM51  어, 집에 어머니가 몸이 안좋으셔 가지고, 지금 집안에 어디 조카 돌잔치가 있어 가지고, 
그기에 잠깐 심부름을 가야 됩니다. 그래서 교수님을 제가 도와드리고 싶지만은 제가 일단 집안 일이 
우선이니까, 제가 그쪽에 가봐야 안되겠습니까? 죄송합니다만은 저, 다음에 일이 있으시면 저를 좀 
불러주십시오. 
KM52 아, 교수님, 정말 죄송합니다. 응, 제가 오늘 집안에 제사가 있어 가지고, 오늘은 좀 못 
도와드릴 것 같네요. 정말 죄송하고요, 응, 다음에 제가 또 도와드릴 일 있으면, 그때는 제가 꼭 
도와드리겠습니다. 예, 정말 죄송하고요. 
KM53 예, 교수님, 정말 죄송합니다. 저--, 원래 도와드리고, 당연히 해야되는 건데, 제가 지금 다리가 
좀 많이 안좋거든요. 그래가지고 집에 가가 치료를 받든지 쉬야될 입장이가지고요. 하여튼 아무튼 
요번에 못 도와드리게 된 건 정말 죄송하고요. 다음에--- 뭐 이사나르고 난 뒤에 정리하더라도 할때 
제가 반드시 가가지고, 아니면 다른 일이 계시면, 제가 반드시 그때는 반드시 제가 도와드리러 
가겠습니다. 오, 오번에 못 도와주신거는, 못 도와드리게 된 것은 정말 죄송하게 생각합니다. 
죄송합니다.   
KM54 예, 교수님, 어, 정말 죄송한데요. 지금 제가 다른 선약이 있거든요. 아이, 정말 죄송합니다. 
KM55  교수님, 그, 죄송합니다만, 도와드리고 싶은데, 제가 지금 급한 일이 좀 있어가지고 그런데요. 
이해 좀 해주시고요. 다음에는 뭐 일 있으면 꼭 도와드리겠습니다. 
KM56  아, 예, 교수님, 저-, 그, 당연히 연구실 이사하실 것 을 도와드려야 되는데, 집에 급한 일이 
생겨서, 제가 못, 못 도와드릴 것 같습니다. 정말 죄송하고요. 다음에 이런 일 있을 때는 꼭 
도와드리도록 하겠습니다. 죄송합니다. 
KF1  어, 교수님, 제가 시간이 없어서요. 그, 갑자기 집에 일이 생겨가지고, 못 도와드릴 것 같거든요. 
어, 죄송합니다.  
KF2  교수님, 저기, 급한 일이 생겨서요. 지금 못 도와드릴 것 같은데. 죄송해요. 
KF3  아이, 저, 교수님, 저, 그날 집에 일이 있어가지고, 못 도와드릴 것 같은데,  어떻하죠. 다른 
친구한테 부탁하는게 더 괜찮을 것 같은데. 
KF4  어, 교수님, 개 죄송한데요. 그날 제가 중요한 일이 있어서 안될 것 같거든요. 정말 
도와드리고 싶은데. 죄송합니다. 
KF5  아, 교수님, 그--, 제가요, 동아리 그거 일 있는 거 아시쟎아요. 그 일 때문에 오늘 가야 
되거든요. 그니까 다음번에 제가 다른 거 도와드리고 할께요. 오늘은 안되거든요. 아, 괜찮죠? 
KF6  교수님, 그날 일이 있어서요. 죄송합니다. 못 도와드리겠는데요. 
KF7  어, 교수님, 죄송한데요. 집에 급한 일이 있어서, 게, 다음에 그런 일이 있을때는 
도와드리겠습니다. 죄송합니다.  
KF8  아, 아, 교수님, 죄송해요. 제가 그때 부산에 없거든요. 아, 어떡하지. 음--, 다음에 이사하시면 
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안될까요? 아, 음--, 교수님, 그러면 일단 가구만 옮겨 놓으세요. 제가 정리는 다음에 할께요. 
KF9  예, 교수님, 저기요, 그, 제가 시간이 게, 그날 약속이 미리 되 있어서요. 음, 그 이사를 못 
도와드리겠거든요. 예, 죄송합니다. 
KF10  교수님, 어떡하죠? 친구랑 선약이 있는데, 어, 다음에 금 연구실 이사 끝나면 제가 맛있는 거 
사들고 갈께요.  
KF11  아이, 뭐 교수님, 저도 개 도와드리고 싶은데요. 뭐 아쉽게도 뭐 다른 약속이 있어서, 못 
도와드릴 것 같습니다. 
KF12  음, 교수님, 요즘 제가 몸이 안좋으니까, 음, 다른 친구를 소개해드릴께요. 그리고 그, 만약에 
다른 친구 못 구하면, 그때 제가 다시 올께요. 
KF13  에, 교수님, 저, 그날 집에 일이 있어서요. 못 도와드릴 것 같은데요. 예. 죄송합니다.  
KF14  에, 교수님, 죄송합니다. 그때 집에 일 있어 가지고, 조금 힘들 것 같거든요. 연구실 그, 이사 
다 끝나고, 나중에 청소하는 거 도와드릴테니까, 아, 어짜지. 딴 사람 없어, 없으면, 하, 도와드리고 
진짜 도와드리고 싶은데, 근데 진짜 시간이 안될 것 같거든요. 게, 연구실 이사 다 끝나고, 늦게 가도 
시간되면 ××× 한번 찾아가 뵙던지 그, 좀 제가 다시 저--, 연락을 한번 드릴께요, 그날. 죄송합니다. 
KF15  어, 교수님, 하, 진짜 도와드리고 싶은데, 바쁜 일이 있어가지고요, 저, 꼭 빠지면 안되는 
일이라서, 제가 다음에 진짜 시간, 시간 내서라도 꼭 그, 이사 다하고 나서 정리하는 거 그런거 
도와드릴테니까, 다음에 꼭 불러 주세요. 
KF16  아, 교수님, 오늘은 개인적으로 일이 있어서 안되겠네요. 다음에 꼭 해드릴께요. 
KF17  예, 제가 지금 저기 집에 급한 일 있어서, 지금 급히 가봐야 되거든요. 그래서 어, 뭐 이사를 
못 도와드릴 것 같네. 저, 다음에 이런 일 있으면 꼭 도와드릴께요. 죄송합니다. 
KF18  교수님, 죄송한데요. 제가 그날 시간이 안될 것 같거든요. 죄송하지만 다음에 한번더 부탁하실 
일 있으면 부탁해주십시오. 
KF19  아, 교수님, 아, 제가 정말 도와드리고 싶은데, 그날 제가 약속이 있거든요. 먼저 이렇게 빨리 
말씀해주셨으면, 어, 제가 약속을 어떻게 취소해보겠는데, 좀 중요한 약속이라서, 어, 안될 것 같애요. 
선, 교수님, 죄송합니다. 제가 다음에 한번더 찾아뵐께요. 
KF20  음, 교수님, 몸이 좀 불편해서 집에 가서 좀 쉬어야 될 것 같은데요. 몸상태가 많이 안좋거든요. 
죄송합니다. 
KF21  예, 죄송합니다.교수님. 저도 정말 도와드리고 싶은데. 게, 시골에서 어머니가 올라와 
계셔가지고, 게, 집에 가야될 것 같거든요. 게, 다음에 또 부탁할 일 있으면 그때는 꼭 해드리도록 
하겠습니다. 죄송합니다. 
KF22  예, 죄송한데요. 지금 급한 약속이 있어가지고요. 지금 가야되거든요. 그래서 못 
도와드리겠는데. 죄송합니다. 
KF23  어, 교수님, 저기, 바빠서 오늘은 안되겠는데요. 정말 죄송합니다. 
KF24  죄송한데요. 지금 마치고 바로 친구랑 약속 있어서요. 오늘 정말 도와드리고 싶은데, 
못하겠거든요. 진짜 죄송합니다. 
KF25  아, 교수님, 진짜 정말 도와드리고 싶은데요. 저희집에 동생이 나이가 억수로 어린 동생이 
있는데.어, 엄마도 집에서 게 같이 안살고 그래서, 항상 제가 동생 밥도 챙겨주고 해야되거든요. 
그래서 오늘은 좀 일찍 가봐야 될 것 같은데. 교수님, 진짜 죄송해요. 다음에 이런 일 있으면 꼭 
도와드릴께요. 교수님. 
KF26  아, 교수님, 죄송합니다. 도와드리고 싶은데요. 오늘 과외가 있네요. 죄송합니다. 다음에 이런 
기회가 있으면, 도와드리겠습니다. 
KF27  에, 교수님, 저, 그날 약속 있거든요. 에, 많이 바쁘세요? 이사하시는 거. 다른 애들한테 
말하면은 다 도와주러 갈거은데. 에, 죄송해요. 그날 약속 미리 잡아놔서, 오래전에 약속한 거라서, 
먼저 나가봐야 해요. 죄송합니다. 
KF28  아, 예, 제가 좀, 어, 힘들 것 같거든요. 아, 교수님, 다음에 일 있으면 꼭 도와드릴께요. 
KF29  아이, 죄송한데요, 교수님. 그날에요, 집에요, 제사가 있어서요, 그날 엄마가 좀 빨리 
들어오라고 해, 하셨거든요. 게가지고 그날 좀 못 도와드릴 것 같은데요. 그, 이사 끝나고, 정리할때는 
꼭 도와드릴께요. 죄송합니다. 
KF30  아, 아빠가 너무 아프셔서 지금 병원에 가야되는데, 저녁에 늦게 병원이 안하니까, 일찍 가봐야 
되거든요. 게 수업마치고, 바로 가봐야 되는데. 교수님, 죄송합니다. 
KF31  네, 어, 교수님, 죄송하지만, 어, 다른 급한 일이 생겨서, 음, 못 할 것 같습니다. 
KF32  에, 교수님, 있쟎아요. 어, 연구실 이사 도와달라고 하시는데, 오늘 집에 일이 있어서 못 해드릴 
것 같은데. 어떡하죠? 아-, 좀 도와드리고는 싶은데, 집에 엄마가 빨리 오라고 해서요. 오늘 안될 것 
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같은데. 다음에 연구실 이사 그때 하시게 되면 도와드릴께요. 맛있는 거 사드릴테니까, 한번만 
봐주세요. 
KF33  교수님, 저, 오늘 친구랑 약속이 있어서, 어--, 이사가는 거 도와주지 못 할 것 같거든요. 어--, 
너무 죄송한 것 같은데, 그 약속 아주 중요한 거라서, 어, 취소할 수가 없어요. 어떡해요? 
KF34  어, 샘, 과제가 많아서요. 저, 시간이 안나거든요. 그래서, 저. 
KF35  예, 죄송한데요. 저, 지금 급한 일 있거든요. 예, 다음에 꼭 부탁하시면, 도와드릴께요. 
KF36  에, 교수님, 죄송한데요. 저--, 오늘은 못 도와드릴 것 같습니다. 제가 마음적으로나 다 
원치않는 일을 하는 건 잘 못하는 거 아시죠? 죄송하고요, 다음엔 꼭 도와드리도록 하겠습니다. 
KF37  교수님, 바빠서 못 하겠는데요. 
KF38  어, 교수님, 정말 죄송한데요. 오늘 저녁에 친구랑 약속이 있거든요. 친구가 가방 사러 간다고 
해서 같이 가방 사러 가기로 
했는데, 응, 교수님, 정말 죄송해요. 다음에 꼭 도와드릴께요. 
KF39  교수님, 오늘중으로 하는 리포트가 있어서요. 지금 안되겠는데요. 
KF40  아, 교수님, 진짜 죄송한데요. 아, 오늘 일이 있어서, 오늘 도와주, 드리지 못 할 것 같은데. 아, 
정말 죄송합니다. 다음에, 어, 부, 어, 부탁하실 일 있으면은, 어, 도와드릴께요. 오늘은 정말 
죄송합니다. 
KF41  예, 교수님, 저, 도와드리고 싶은데, 그날, 저기, 집에 손님이 오거든요. 그래서 못 도와드릴 거, 
못 도와드리겠습니다. 죄송합니다. 
KF42  아, 예, 교수님 뭐 그때 좀 일이 있을 것 같아가지고요. 도와드리면 좋겠는데, 뭐, 예 ×× 선약 
있어가지고, 좀 그렇습니다. 
KF43  어, 저, 교수님, 죄송한데, 급한 일 있어서, 지금 도저히 못 할 것 같은데요. 죄송합니다. 
KF44  아, 저도 좀 도와드리고 싶은데요. 집에 갑자기 일이 생겨서, 내일은 좀 곤란할 것 같은데. 
다음번에 만약에 그런 일 있으면 제가 꼭 도와드릴께요. 교수님. 
KF45  어, 교수님, 저기, 집에 제사가 있어서, 오늘 안될 것 같은데요. 
KF46  저기, 죄송한데요. 제가 일이 좀 있거든요. 어, 죄송한데, 못 도와드릴 것 같애요. 죄송합니다. 
KF47  교수님, 진짜 죄송한데요. 제가 오늘, 그, 그, 아르바이트가 있어서, 과외하는데, 으, 그게 걔가 
시험을 쳐서, 꼭 가봐야 되거든요. 제가 시간이 되면 진짜 도와주고, 드리고 싶은데. 죄송합니다. 
다음에는 꼭, 어, 교수님 말씀하시면 꼭 도와드리겠습니다. 죄송합니다. 
KF48  교수님, 저, 그날 일 있어가지고, 못 도와드릴 것 같은데요. 다른 다음에 다른 뭐 타이핑이나 
다른 일거리는 꼭 도와드리겠습니다. 죄송합니다. 
KF49  어, 지금 시간이 안되는데. 필요할때 도움 못 드려서, 죄송합니다. 다음에 함 도와드릴께요. 
KF50  교수님, 죄송한데요. 급한 사정이 생겨서요. ×× 교수님, 죄송합니다. 
 
 
親しくない教官の依頼を断わる場面② 
 
KM1 교수님, 죄송합니다. 제가 그날 일이 있어가지고 이사를 못 도와드릴 것 같습니다. 죄송합니다. 
KM2  아이, 저, 교수님, 저는 어, 개인적인 그, 급한 일 때문에 이사하시는 거 도와드릴 수 없을 것 
같내요. 에, 뭐 힘들게 부탁하신 것 같은데, 다음에는 꼭 도와드리겠습니다. 에, 죄송합니다.  
KM3  아이, 죄송합니다. 저, 제가 좀 일이 있어가지고요. 아이고, 담에 일이 있으면 제가 
도와드릴께요.죄송합니다. 
KM4  예, 저, 교수님, 제가 오늘 시간이 안되거든요. 담에 제가 시간되면,  그때 중요한 일 있으면 
그때 돕도록 하겠습니다. 죄송합니다. 
KM5  예, 교수님, 저 개인적인 사정으로 바쁜 일이 있어서 이사 못 도와드리겠습니다. 죄송합니다. 
KM6  아이, 교수님, 아이,  죄송, 죄송합니다. 제가 일이 좀 바쁜 일이 있어가지고요. 아이, 좀 못 
도와드려서 죄송합니다. 
KM7 안되겠는데예,  오늘 그, 급한 약속이 있어서, 이, 저, 안될 것 같습니다.요, 요즘에 저, 지금 연, 
연구도 해야 되고, 좀 힘들 것 같습니다.예, 죄송합니다. 
KM8  교수님, 죄송합니다. 사전에 약, 약 친구하고 약속한게 있어가지고 지금 도와드릴 수 
없겠습니다. 죄송합니다. 
KM9  예, 교수님, 응, 그날 이사하는 거 도와드려야 되는데,  그날 사실은 저희집에 일이 좀 
있어가지고 음, 못 도와드릴 것 같습니다. 죄송합니다. 다음번에 이런일 있으면 꼭 도와드리도록 
하겠습니다. 
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KM10  저, 교수님 저, 오늘 시간이 없어 갔고 안되겠습니다. 죄송합니다. 
KM11  아, 교수님, 죄송합니다. 저, 지금 일하고 있는 가게에서 지금 일이 있어 가지고 저, 
연락받아가 빨리 가봐야 되거든요. 죄송합니다. 교수님. 
KM12  예, 죄송합니다. 그때 제가 좀 바쁜 일이 있어가지고 그때 도와드리지 못 할 것 같습니다. 
죄송합니다. 
KM13  교수님, 죄송합니다. 오늘 저희 실험실에 그, 실험할 게 많아가지고 시간내기가 어렵습니다. 
예, 죄송합니다. 다음에 도와드리겠습니다. 
KM14  아, 예, 교수님, 저, 오늘 다른 선약이 있어서. 죄송합니다. 뭐 도와드리지 못 할 것 같습니다. 
KM15  아, 교수님, 저, 지금 급하게 지금 실험을 하고 있는데 ×× 두시간, 세시간정도 돌려야 되기 
때문에 지금 못 갈 것 같습니다. 죄송합니다. 
KM16  아, 오늘 그, 중요한 일이 있어서, 미리 약속한 게 있어서, 잘 안될 것 같습, 안, 안, 안될 것 
같은데. 못 도와드려서 죄송합니다. 
KM17  예, 저, 교수님, 지금 저한테 뭘 부탁하려는 건지 좀 잘 모르겠습니다. 근데 보니까 제가 조금 
하기에는 좀 많이 부족한 것 같은데요. 조금 바라보니까 제가 좀 능력이 안되는 것 같습니다. 
그래가지고 시간으로, 시간상으로 이런거는 교수님 도와드리고 싶은데요. 보니까 좀 내용을 제가 아직 
좀 부족해서 그런지 모르겠는데. 이해가 잘 안되가지고요. 최 한 노력은 해보겠는데, 어떻게 
해드린다고 말은 못, 못 드리겠습니다. 그래가지고 조금 어려, 죄송하지만, 좀 다른 아이에게 
말해보던지 다른, 제가 다른 친구 좀 알아봐서 이 일을 부탁하도록 하겠습니다. 예, 
죄송합니다.교수님. 
KM18  예, 교수님, 오늘 아버지 생신이라서 오늘 가족들끼리 외식을 하기로 했는데, 집, 집에 일찍 
들어가봐야 될 것 같습니다.게 다음에 있으면 또 도와드리겠습니다. 죄송합니다. 
KM19  어, 교수님, 죄송합니다. 저, 제가 지금 개인적으로 상당히 좀 중요한 일이 있어서요. 지금 
바로 가봐야 되거든요. 그래서 지금 교수님을 돕기가 좀 곤란한데요. 어, 다음에 또 이런 일이 있으면 
그때는 제가 꼭 도와드리겠습니다. 죄송합니다. 
KM20  예, 오늘은 도저히, 어,  시간이 안나올 것 같습니다. 다른 사람들이 있는 것 같습니다. 그 
사람들 오늘 시간이 될 것 같습니다. 
KM21  저, 내일 시험 때문에 공부해야 될 것 같아서, 오늘 못 할 것 같습니다. 죄송합니다.  
KM22  교수님, 저-, 내일 연구실 이사 간다는 것 못 도와드릴 것 같거든요.집에 일이 있어서요.그냥, 
어, 정말 죄송합니다. 
KM23  네, 교수님, 죄송한데요, 제가 오늘 동아리 일로 중요한 행사 준비한 관계로 오늘은 좀 시간이 
없을 것 같은데. 그래서 부득이 하게 오늘은 못 도와드리겠습니다. 죄송합니다. 
KM24  아, 오늘 선약이 있어 가지고, 그, 교수님, 오늘 도와드리지 못 하겠습니다. 
KM25  예, 저, 교수님, 저, 그, 도와달라고 하신 부탁, 저, 죄송한데, 좀 일 있어서, 못 할 것 같습니다. 
그, 죄송합니다. 다음에 꼭 도와드리겠습니다. 죄송합니다. 
KM26  아, 교수님, 그날에 지금 친구랑 같이 아르바이트 하는 게 있어서. 게, 시간이 안되, 안되, 
안되겠습니다. 예, 단히 죄송합니다. 다음 기회에 그런 일 있으면 꼭 저를 불러 주십시오. 
KM27  교수님, 지금 약속 있어 가지고, 지금 오늘은 좀 무리겠습니다. 예. 
KM28  예, 교수님, 그, 그날 약속 있어서 못 도라두리, 못 도와드릴 것 같습니다. 아--, 
죄송합니다.교수님. 
KM29  오늘 친구랑 중요한 약속이 있어 가지고, 그, 이사를 못 도와드릴 것 같습니다. 
KM30  아, 교수님, 오늘 저, 약속 있어가 안될 것 같은데요. 
KM31  아, 교수님, 오늘, 저, 고등학교 친구들하고 중요한 모임이 있어 가지고, 제가 그기 회장을 
맡고 있거든요. 죄송합니다. 
KM32  아, 예, 교수님, 저, 재료공학과의 누구누굽니다. 그, 교수님 말씀 들었는데, 사실 오늘 저녁에 
아르바이트가 있기 때문에 제가 꼭 가고 싶긴 한데, 어, 아르바이트 뺀다는 게 좀 힘들어서 제가 
나중에 저녁때라도 시간이 되고, 할 일이 있다면, 제가 찾아가겠습니다. 교수님, 오늘 죄송합니다. 
KM33  예, 친구하고 약속 있어 가지고 안되겠습니다. 
KM34  아, 저, 선약이 있어서 안되겠는데요. 죄송합니다. 
KM35  교수님, 죄송합니다. 오늘 집에 밤에 시골에 저, 큰집에 가야 되기 때문에 오늘 이사 못 
도와드릴 것 같습니다. 
KM36  교수님, 그, 죄송하지만 오늘 다른 일이 있어서 그, 못 도와드리겠습니다. 죄송합니다. 
KM37  예, 저, 집에 일이 좀 있어 가꼬, 집에 가봐야 되는데, 지금 시간이 안 될 것 같내요. 
KM38  예, 그, 교수님, 그, 이사 그, 못, 못, 그니깐, 이사 부탁 못 도와드리겠습니다. 제가 음, 그렇게 
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제가 좀 바쁘고 그래서, 저, 못 도와드릴 것 같습니다. 
KM39  예, 교수님, 이날 제가 아버지하고 같이 시골에 가야 되거든요. 그래, 죄송합니다. 
KM40  예, 교수님, 죄송합니다. 저, 몸이 아파서 못하겠거든요. 죄송합니다. 
KM41  예, 교수님, 지금 다른 교수님이 먼저 ××× 다른 일을 좀 부탁하셔 가지고, 지금 가봐야 
되겠거든요. 
KM42  지금 바빠가지고예, 시간이 안되 가지고, 못 도와드리겠습니다. 
KM43  아, 교수님, 이번주에는 제가 필드를 가야 되기 때문에 교수님, 뭐 이사하시는데 도움을 줄 수, 
줄 수, 줄 수 있는 상황이 아닌 것 같습니다.그래서 제가 못 갈 것 같고, 게, 만약에 다른 사람이 
시간이 되면은 다른 사람 한번 알아보겠습니다. 아, 죄송합니다. 
KM44  어, 집에 일이 있어 가지고, 안될 것 같습니다. 
KM45 예, 교수님, 죄송합니다. 저, 오늘 사정이 있어 가지고, 안되겠네요. 음, 다음에 시간되면 그, 
다음에는 다른 거 도와드리겠습니다. 
KM46  에, 지금 다른 바쁜 일 있어 가지고, 안될 것 같습니다. 
KM47  예, 교수님, 죄송한데요, 저--, 오늘 일이 있어 가지고, 못 갈 것 같습니다. 다음에 시간되면 
가도록 하겠습니다. 
KM48  교수님, 지금 전자계산소에서 다른 수업이 있어서, 지금은 좀 곤란할 것 같습니다. 다음에 또 
언제든지 제가 도와드리겠습니다. 
KM49  아, 교수님, 죄송합니다. 내일 우리 지도교수님 논문 부탁핸 거 내일까지 정리해가 올리야 
되는데요. 시간이 안될 것 같습니다. 죄송합니다. 
KM50  어, 저, 제가 지금 컨디션이 안좋아서, 못 도와드릴 것 같습니다. 죄송합니다. 
KM51  어--, 교수님, 제가 지금 굉장히 좀 급한 일이 있어서. 지금은 좀 곤란하겠습니다. 제가 다음에 
기회가 되면은 음, 교수님 급한일 있으면 그때 도와드리겠습니다. 제가 지금은 말씀드릴 순 없지만, 
좀--복잡한 사정이 있어서, 오늘은 곤란합니다. 저, 죄송합니다. 
KM52  아, 교수님, 죄송한데, 오늘 제가 선약이 있어 가지고, 오늘은 좀 못 도와드릴 것 같네요. 
죄송합니다. 
KM53 예, 교수님, 그--, 죄송합니다. 저--, 요번에 제가 4 학년이라 가지고요, 좀 원서도 내야되고 
해가지고, 좀 공부할게 많아서, 오늘은 좀 안되겠습니다. 예, 죄송합니다. 
KM54 예, 교수님, 정말 죄송한데요. 지금 제가 다른 강의실 다, 다른 수업이 있거든요. 그래서 가봐야 
되는데. 죄송합니다. 
KM55  교수님, 죄송한데, 제가 지금 시간이 안되거든요. 게, 제가 지금 못 도와드리니까, 다른 사람 
뭐 한분 소개해드릴까요? 
KM56  아, 교수님, 그, 연구실 이사하시는데, 제가 뭐 당연히 도와드려야, 드려야겠지만, 지금, 그, 
오늘 오전엔 도저히 어떻게 시간을 낼 수가 없고요. 어떻게 내일쯤 하시면 모르겠는데, ×××지금은, 
아우, 너무 시간이 없습니다. 죄송하고요. 다음에 꼭 도와드리도록 하겠습니다. 죄송합니다. 
KF1  음, 죄송한데, 제가 그, 부산에 사는게 아니고, 양산에 살고 있어서, 그, 교통편이 글케 좋지 
않아서, 지금 시간이 정확하게 별로 없거든요. 그래서 음, 지금 못 도와드릴 것 같습니다. 죄송합니다. 
KF2  교수님, 지금 친구하고 약속 있어서요. 급한 약속이라서 지금 가봐야 될 것 같은데. 죄송합니다. 
KF3  교수님, 제가요, 그날 다른 급한 일이 있어서, 못 도와드릴 것 같은데. 죄송합니다. 
KF4  아, 교수님, 죄송한데요. 그날 안될 것 같은데요. 죄송합니다. 
KF5  아, 교수님, 제 그, 다른 일이 맡은 게 있어 가지고요, 제가 빠지면 그 일을 못하거든요. 그래서 
오늘은 도저히 안되겠고요. 게가꼬 다른 친구들한테 부탁하던지 그케하고, 제가 오늘 안되서, 정말 
죄송합니다. 
KF6  그날 일이 있거든요. 죄송합니다. 
KF7  교수님, 죄송합니다. 다음에 도와드리면 안될까요? 집에 급한 일이 있어서, 요번엔 안될 것 
같은데요. 죄송합니다. 
KF8  아, 교수님, 있쟎아요, 아, 그날은 하, 제가 회의가 있어 가지고, 음---, 하, 회의가 한개라면 
빠지겠는데, 아이 세개나 잡혀 있어 가지고, 그기 못 갈 것 같거든요. 음----, 어, 너무 죄송해요. 예, 못 
갈 것 같애요. 
KF9  교수님, 저기요, 그, 미리 선약이 되 있어서요. 못 도와드리겠거든요. 죄송합니다.  
KF10  교수님, 죄송합니다. 저, 지금 시간이 없거든요. 다음에 딴일 있으면 제가 적극적으로 
도와드릴께요. 
KF11  아, 교수님, 제가 오늘 중요한 일이 있어 가지고, 못 도와드릴 것 같거든요. 개 죄송하지만. 
KF12  음, 음, 교수님, 집에 일이 있으니까, 이번에는 못 도와드리겠고, 다음에 일 있으면 제가 
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도와드릴께요. 
KF13  예, 어, 그날 일이, 집에 일이 있어서요. 어, 그날도 못 도와드릴 것 같은데요. 죄송합니다. 
KF14  예, 그때 시간이 안될 것 같거든요. 음--, 그 수업 끝나고, 집에 일이 있어 가지고, 그날 일찍 
가야 되는데, 혹시 게 연구실 이사하고, 나중에 혹시 필요하시면 그때 제가 같이 좀 해드리면 
안될까요? 그날은 진짜 시간이 안될 것 같거든요.  
KF15  어, 저, 죄송한데요. 시간이 안될 것 같은데요. 다음에 꼭 그, 이런 일 있으면 도와드릴께요. 
죄송합니다.  
KF16  교수님, 죄송하지만 오늘은 일이 있어서, 안되겠습니다. 죄송합니다. 
KF17  예, 제가 지금 집에 급한 일이 있어서, 가봐야 되거든요. 그래서 못 도와드릴 것 같은데. 
다음에 도와드리겠습니다. 죄송합니다. 
KF18  교수님, 죄송합니다. 제가요, 시간이 안될 것 같애요. 죄송합니다. 
KF19  아, 교수님, 죄송한데요. 제가 그날 시간이 없거든요. 약속이 있어서요. 음--, 그래서 시간이 좀 
안날 것 같애서, 못 도와드릴 것 같애요. 교수님, 죄송합니다. 
KF20  음, 급히 해야될 리포트가 있어가지고, 못 도와드릴 것 같거든요. 어, 교수님, 죄송합니다. 이사 
잘하시기, 잘 하셨으면 좋겠네요. 
KF21  예, 저도 도와드리고 싶은데, 오늘 제가 과외가 있거든요. 게 지금 가봐야 될 것 같습니다. 게 
다음에 부탁하시면, 그때 도와드리도록 하겠습니다. 
KF22  아, 죄송한데요. 지금 급한 약속 있어서, 잘 못 도와드릴 것 같거든요. 예, 죄송합니다. 
KF23  예, 교수님, 오늘 좀 일이 있어서, 안되겠는데요. 죄송합니다. 
KF24  예, 죄송한데요. 어, 제가 오늘 다른 일이 있거든요. 그래서 오늘 못 도와드릴 것 같은데. 
죄송합니다. 
KF25  예, 교수님, 저--, 오늘 몸이 너무 안좋아가지고, 못 도와드릴 것 같거든요. 저, 이사같은 것도 
잘, 이삿짐 옮기는 그런거 잘 못하거든요. 게 다른 사람한테 좀 도와달라 하면 안되겠어요? 교수님, 어, 
죄송해요. 교수님. 
KF26  아, 죄송합니다. 저, 오늘 과외가 있어서요. 도와드리지 못해서 죄송합니다. 
KF27  에, 그날 바쁜 일 있거든요. 교수님, 죄송합니다. 
KF28  예, 어--, 힘들 것 같은데요. 
KF29  죄송한데요. 제가 그날 좀 바쁜 일이 있어가지고요. 그날은 좀 시간이 안되거든요. 게가지고 
그냥 다음에, 그, 정리하실때도 일손 필요하시면 그때는 꼭 갈께요. 죄송합니다. 
KF30  예, 교수님, 저희 교수님께서 오늘 시키신 일이 있으셔가지고, 오늘까지 해놓으라고 하셨거든요. 
게서 지금 제가 다 안해서 지금 해야되는데. 시간이 안될 것 같은데. 죄송합니다. 
KF31  네, 어, 저, 죄송한데요. 지금, 음, 몸이 별로 안좋아서, 어, 불가능할 것 같습니다. 
KF32  에, 교수님, 있쟎아요. 어, 오늘 부탁하신 일 못 해드릴 것 같은데. 다음에 도와달라고 하시면, 
그땐 도와드릴께요. 오늘은 좀 일이 있어서 안될 것 같거든요. 게 죄송합니다. 
KF33  교수님, 오늘 약속 있어서, 어, 못 할 것 같은데. 다른 친구한테 제가 부탁 한번 해볼께요. 어, 
그래도 괜찮아요? 
KF34  집에 일이 좀 있어서요. 빨리 가봐야 되거든요. 
KF35  예, 죄송합니다. 제가 지금 급한 일 있어서. 예. 도와드리지 못해서 죄송하거든요. 예. 
KF36  교수님, 죄송한데요. 약속이 있어서 안되거든요. 다음에 꼭 해드릴께요. 
KF37  싫은데요. 
KF38  어, 교수님, 오늘 저녁에 약속 있거든요. 친구랑 같이 놀러가기로 했는데. 저, 죄송해요. 다음에 
도와드릴께요. 
KF39  지금 하는 일이 있어서, 있어서요. 지금은 안되겠는데요. 
KF40  아, 교수님, 죄송한데요. 오늘은, 어, 일이 있어서, 못 할 것 같은데요. 어, 다음에 부탁하시면, 
꼭 열심히 도와드리겠습니다. 어, 죄송합니다. 
KF41  예, 교수님, 저--, 그, 요즘에 논문준비로 개 많이 바빠가지고, 그날 하루 빼면은 참, 그--, 
힘들거든요. 게서 죄송하지만 게 못 도와드릴 것 같습니다. 
KF42  아이, 교수님, 그때는 제가 선약이 있어가지고, 그, 시간이 안될 것 같습니다. 일이 겹치니까는 
그 일로 먼저 가야될 것 같습니다. 
KF43  어, 교수님, 저, 급한 일 있어서, 지금 도저히 못 할 것 같은데요. 죄송합니다. 
KF44  어, 저, 그때, 어, 마침 저도 좀 도와드리고 싶은데요. 그때 그시간에 제가 좀 다른 선약이 
있어서, 저는 못 갈 것 같고요. 아마 그전에 제가 그 약속이 끝나면 가도록 노력은 하겠습니다. 
KF45  음, 집에 좀 급한 일이 있어서, 빨리 가야 되기 때문에 조금 시간이 안될 것 같습니다. 
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KF46  제가 바쁜 일이 좀 있어서, 그 시간에 안될 것 같거든요. 죄송합니다. 
KF47  교수님, 죄송한데요. 오늘 /2 초/ 과외 아르바이트가 있어서, 에, 못 도와드릴 것 같거든요. 에, 
죄송한데요. 다음, 다음에 
교수님이 말씀하실 때는 꼭 도와드릴께요. 죄송합니다. 
KF48  교수님, 저, 요즘에 너무 바빠서, 이 그럴 시간이 없는데요. 일년차 좀 제가 시간 많은 애들 좀 
물색해볼까요? 
KF49  어, 좀 지금 시간이 안될 것 같은데. 교수님, 죄송합니다. 
KF50  교수님, 죄송한데요. 안되겠는데요. 
 
 
親しい友人の依頼を断わる場面③ 
 
KM1  아, 그냥 혼자 이사해라. 뭐 이삿짐 많나. 얼마 없다이가. 그냥, 에, 좀 몸이 안좋아가지고 그냥 
그, 별로 일을 못할 것 같거든. 담에 술 사줄께. 그냥 혼자 이사해라. 
KM2  야, 어, 이번에 이사하는 거는 못 도와주겠다. 어, 내가 좀 일이 좀 있어갔고,  바쁘니까 담에는 
뭔 일이 있으면 미리 좀 연락해주면 그때는 꼭 도와줄께. 미안하다. 괜찮겠제. 
KM3  아이쿠야, 미안하다야. 나 그, 일이 좀이 있어가지고 그, 다른 사람한테 가봐야 되거든. 담에 내 
기회되면 뭐 담에 한번 더 이사하면 내가 도와줄께. 아이, 미안하다. 
KM4  어, 진짜 미안하다. 오늘 내가 보통같으면 니 무조건 니가 하는 거 도와주겠는데 오늘 내가 좀 
기분도 그렇고 좀 해야할 일이 있거든. 진짜 미안하다. 다음에 이사할때 내가 또 도와주고 급한 일 
있을때 꼭 도와줄께. 다음에 술 한잔 사줄께. 미안. 
KM5  미안한데 오늘 집에 중요한 일이 있어서 지금 가야되거든. 그래서 이사 못 도와주겠다. 미안. 
KM6  어, 지금 바쁜 일 있어서 어이, 미안한데 어쩌지. 그래 그, 하고 나 일이 좀 있으니깐은 다음에 
도와주, 도와주던가 할께. 어,  미안하다. 
KM7  내 안된다. 내 바쁘거든. 도저히 안되, 그,  다음에 할께. 내 조금 뭐 너무 일이 밀리가지고 
힘들 것 같다. 어, 다음에 놀러갈께. 
KM8  엇, 미안한데 지금 내 약속한 게 있어서 그런데.나중에 집들이할때 내가 좋은 거 사들고 갈께. 
KM9  어, 친구야,  내, 음, 이번에 이사하는 거 음, 솔직히 별로, 음, 내키지가 않네. 그래서 음,  
도와주기가 좀 그럴 것 같다. 
이번에 정말 미안하게 생각하고 다음번에 이런 일 있으면 꼭 도와줄께. 정말 미안하다. 
KM10  어, 오늘 좀 시간이 좀 그렇다.어, 좀 바쁜 일이 좀 많거든. 그러니까 뭐 정 안되면 다른 
애라도 보내는 방향으로 해볼께. 그리고 나중에 또 연락줄께. 
KM11  그, 있쟎아. 내 미안하거든. 내 오늘 진짜 집에 급한 일이 있어 가지고, 지금 엄마한테 연락이 
와가 빨리 가봐야 되거든. 게, 진짜 미안하다. 
KM12  아, 친구야, 미안하다. 그때 사실은 진짜 중요한 약속이 있거든. 그, 다음에 도와달라면 
도와줄께. 그땐 진짜 안된다. 미안. 
KM13  아, 미안하다. 친구야. 오늘 집에 급한 일이 생겨가지고 먼저 가봐야겠다. 게,  힘들지만은 
다음에 시간나면은 그때 도와줄께. 
KM14  아, 미안. 미안. 오늘 좀 다른 일이 있어가꼬, 아 못 도와주겠다. 미안하다. 미안하다. 다음에, 
다음에 해줄께. 
KM15  아이고, 그, ×× 집에 일이 좀 있어가꼬 ×× 이사를 도와줘야 되는데 지금 그날은 못가겠네. 
다음날 하면 안될까. 
KM16  아, 진짜 미안한데, 오, 오늘 시간, 시간은 되는데, 오늘 내가 좀 안될 것 같거든. 그냥 되, 
되긴 되는데, 그냥 오늘 좀 그냥 기분도 안좋고. 그러니까 오늘은 안되고, 오늘은 미안하다. 진짜 
오늘은, 오늘은 안, 안되겠다. 그냥, 오늘은 그냥 오늘은 혼자, 혼자만의 시간을 가지고 싶다. 그래서 
미안한데, 진짜 어, 안되, 안될 것 같다. 
KM17  어, 미안하다. 진짜 미안한데, 오늘 먼저 선약이 있어 가지고, 니 좀 못 도와줄 것 같다. 좀 
며칠전에 얘기하던지 그러면 내가 좀 알아보고 좀 빼겠는데, 오늘 같은 일 같은 경우에는 조금 먼저 
선약도 되있고, 미안한데, 내한테 중요한 일이라서 니한테 좀 많이 못 도와, 못 도와줄 것 같다. 
그래가지고 니가 항상 내한테 도와줬는데, 이번에 좀 기회 아닌 기회로 니가 어렵게 부탁한 것 
같은데, 조금 많이 미안하네. 그래가지고 다음에 좀 일이 있으면 도와주도록 할께. 미안. 게, 조금 
지금 빨리 가봐야 되겠거든. 그래 미안. 먼저 갈께. 
KM18  어, 저, 근데 오늘 갑자기 집에 일이 생겨가지고, 일찍 가봐야 될 것 같은데. 미안하다. 다음에 
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다음에 도와줄께. 게, 친구들 많으니까, 같이 하고, 내가 다음에 술 한잔 사줄께. 
KM19  어, 미안하다. 내가 지금 억수로 좀 급한 일이 있어 가지고, 좀 못 도와줄 것 같은데. 그, 이사 
끝나고 난 다음에 나머지 잔정리나 이런거는 내가 내일이나 꼭 도와줄께. 지금 좀 가봐야 되거든. 
진짜 미안하다. 
KM20  어, 내가 도와주고 싶은데, 어, 도저히 시간이 안나겠네. 그러고 오늘 집에 가서 할 일도 좀 
많고, 그러니까 야, 도와주지 못 할 것 같다. 미안하다. 
KM21  아, 지금 바쁜 일 있어 가지고 그러는데, 조금 있다 다시 연락해줄께. 
KM22  어, 어, 낸데, 어, 내일 이사간다면서? 어, 근데 못 도와줄 것 같다. 어, 좀 개인적인 사정이 
있어서. 나중에 만나서 얘기해줄께. 내가, 어, 그래.미안하다. 
KM23  미안하다, 임마. 내가 왠만하면 해줄껀데, 진짜 급한 일이 있어 가지고, 며칠전부터 약속한 
그런 일이 있어 가지고, 오늘 도저히 안되겠거든. 하, 그러니까 다른 아들 불러가 하던가 진짜 
미안하긴 미안한데, 그래 미안하다.음. 
KM24  아, 오늘 컨디션이 너무 안좋아가지고. 다음에 도와줄께. 
KM25  어, 그래.미안한데, 그-, 그, 오늘 좀 가게에 좀 급한 일이 있네. 그, 좀, 그, 가봐야 겠다. 그래, 
내 저녁에 그냥 좀 보자. 안되겠다. 미안하다이. 
KM26  어, 지금 실험실에, 실험실에 요즘 바빠가꼬, 지금 그기 갈 시간이 없거든. 게, 다음에 꼭 
도와줄께. 미안. 
KM27  어, 지금은 안되겠고, 지금 내 약속 있어 가지고 지금 빨리 가봐야 된다. 담에 해줄께. 
KM28  아, 그날 그, 꼭 만나야 될 사람 있어 가지고, 못 갈 것 같네. 나중에 끝나고라도, 아니, 
만남이 끝나고나서라도 갈테니깐/1 초/ 미안하다. 
KM29  어, 오늘 집에 일찍 가야 될 것 같은데. 그냥 게, 이사 못 도와줘서 정말 미안하고, 다음에 
진짜 부탁하면 정말 도와줄께. 오늘은 정말 집에 일이 있어서, 먼저 가야될 것 같다. 
KM30  어, 오늘 집이 일이 있어 가지고, 안될 것 같은데. 어, 내 늦게라도 갈께. 니 먼저하고 있어라. 
기다리진 말고 하고 있으면 빨리 끝내고 갈께. 
KM31  어, 미안한데, 내 오늘 일 있거든. 게까 지금 못 도와주겠고, 이사 끝나면, 내 밥이나 한끼 
사줄께. 
KM32  아, 그, 이사를 하는데, 사실은 내가 지금 생각할 일이 조금 있고, 니가 도와, 내가 도와주기 
싫고, 이런거는 절  아니지만, 내가 지금 잠시 저, 니한테 니한테까지도 말 못할 사정으로 이렇게 
생각할 일이 있기 때문에, 내가 조금 있다가 다시 연락하고 내가 나중에 시간이 되면 연락할테니까, 
지금 못 도와줘서 정말 미안하다. 
KM33  나 오늘 피곤해서 안되겠고, 다른 친구 불러줄께 해라. 
KM34  어, 내 안되겠는데. 아이, 어저께 술을 너무 많이 먹어 가지고, 도저히 못 가겠다. 미안. 
KM35  어, 미안하다. 오늘 집에 어머니가 너무 아프셔 가지고, 병원에 가봐야 될 것 같은데. 
KM36  아, 오늘 저녁에 그, 약속 있어 가지고, 아, 좀 힘들 것 같은데. 음, 어떡하노. 그, 미안하다. 
KM37  내가 선약이 있어가꼬, 먼저 어디 가봐야 되걸랑. 그래서 미안하다. 
KM38  아-, 내 니 다--, 이사 도와줘야 되는데, 아, 내 아, 집에 좀 일 있다. 아, 니가 이해해라. 아, 
그래. 담에 내가 도와줄께. 
KM39  어, 야, 니 언제 이사하는데. 아, 그래, 아, 그날 참 못가겠다. 아, 시×× 시간이 어째 안나내. 
어, 아가씨하고 같이 데이트도 있어가지고, 좀 미안하다. 다음에 이사하면 함 찾아가볼께. 
KM40  어, 친구야, 저--, 오늘 레포트 때문에 못하겠거든. 미안하다. 
KM41  어, 야, 지금 내가 학교에 일이 있어 가지고, 가봐야 되거든. 나중에 저녁때 와가지고, 뭐 남은 
일이라도 좀 도와줄께. 
KM42  아, 이사, 이사 가는데 도와줘야 되는데, 하, 참 미안하다. 하, 학교에 일이 많아 가지고, 
바빠가지고, 니 이사 갈때는 못 도와주겠고, 나중에, 나중에라도 가 가지고, 작은 일이라도 있으면, 
도와줄께. 하, 참 미안하다. 
KM43  아, 친구야, 미안한데, 이번주에는 수업이 엄청 많아가지고, 준비해야 될 것도 많고, 그리고 
이번에 발표를 하거든. 글까 수업, 수업 발표를 하기 때문에 그 준, 자료준비를 하고, 그리고 
발표연습도 하고 하는데, 너무 바빠가지고, 바빠가지고, 아마 게, 도움을 못 줄 것 같다. 어쩌지? 음, 
다음에 연락해라. 그러면은 집들이 갈때, 선물이라도 사갈께. 미안하다. 
KM44  싫어. 안할래. 
KM45  진짜 미안하다. 어짜노. ×× 사정이 있어 가꼬, 안될 것 같은데. 응, 그믄 그냥 담에 오늘은 
내 못 도와주고, 담에 이사다하고, 어, 내일이나 모레 짐 정리할때 가서 도와주면 안되겠나. 오늘 진짜 
안되겠다. 
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KM46  오늘은 바쁜 일 있어가지고, 안되겠 것 같고, 그, 다른 애들한테 내가 연락해가지고 
도와주던가 할께. 
KM47  미안. 오늘 집에, 어, 데이트 약속 있어서, 안되겠다. 
KM48  아, 내, 내가 지금 어, 내일 수업을 거의 준비 못 했어. 그래서 지금 이사 도우는 건 좀 
어려울 것 같애. 내가 좀 수업 준비를 좀 해야겠거든. 
KM49  아, 미안하다. 내일 그, 우리 교수하고 그, 산행가기로 했거든. 지도교수한테 잘못보이면, 
안된다아이가. 니 이해를 해라. 신 딴 애들 내가 불러줄께. 미안. 
KM50  어--, 정말 미안한데, 나 하, 어이쿠, 못 , 못 도와줄 것 같다. 지금 몸이 좀 안좋네. 어, 담에 
도와줄께. 미안해. 
KM51  음, 미안한데, 내 지금 좀---집에 일이 있어서, 좀 곤란하다. 아--, 친구지간에 뭐 또 내가 
안도와주면 미안하지만 니도 또 친구니까 내 입장을 좀 이해해도, 함. 집에 일단 어머니 심부름 
가야되기 때문에 오늘은 곤란하고, 내, 나중에 시간나면 마무리 뭐 할 것 있으면 내가 그때 도와줄께. 
어--, 지금은 좀 곤란하다. 미안하다. 
KM52  어, 친구야, 미안하다. 내가 오늘은 몸도 좀 안좋고, 어, 일도 좀 있고 그래가지고 오늘은 못 
도와줄 것 같내. 그래, 다음엔 꼭 도와줄께. 삐지지 마라. 알겠제? 
KM53  야, 미안하다. 내 진짜, 진짜 해야되고, 진짜 내가 안한다는 자체가 내 마음이 더 불편하다, 
내가 진짜.  그런데 오늘 진짜 내 기분이 진짜 안좋고, 몸도 진짜 안좋고, 내 지금 친구아이가. 내가 
왜 왠만큼 내 안할 정도면 내, 내가 어느 상황인지, 어느 정도 상황인지 니 알겠제? 진짜 미안하고, 
내가 정리 집, 집에 가서 이사 뭐 큰거 정리할 때나 다음에 내 반드시 할께. 내 약속한다. 내 진, 
장담할테니까, 오늘 진짜 좀 이해 좀 해도. 내 친구아이가. 미안하다이. 진짜 미안하다. 
KM54  어, 미안한데, 내가 내일 다른 교양수업, 어, 교양시험 있거든. 그래서 그 시험공부 때문에 못 
도와주겠다. 미안. 
KM55  T 야, 미안한데, 내 지금 시간이 안되거든. 어디 좀 일 있어가지고 가봐야되니까, 니 J, G 하고 
오늘 요래만 좀 해라. 같이 하면서. 미안하다. 
KM56  어, 그래.어, 니 이사하는데, 그, 좀 도와줘야 되는데, 정말 미안하다. 내 요새, 그, 논문도 쓰고, 
좀 바쁜 일이 많아가지고 그렇다. 다음에, 그, 이사 끝나거든 내하고 같이 밥이나 한끼 살께. 그라제이. 
미안하다. 
KF1  응, 오늘--, 하, 미리 말해줬으면은 내가 도와주는데, 응, 일이 원래 약속이 있어 가지고, 응, 
도저히 못 도와줄 것 같다. 미안하다. 
KF2  나 못 도와줄 것 같다. 지금 몸도 아프고, 못 도와줄 것 같다. 다음에 도와줄께. 
KF3  미안. 어떡하노? 내 그날 다른 급한 일 있어서, 못 도와줄 것 같은데. 미안하다, 정말. 
KF4  미안한데, 내 그날 안될 것 같다. 진짜 미안. 내가 다음에는 꼭 도와줄께. 
KF5  있쟎아, 내 오늘 어디 가야 되거든. 게가꼬 딴 일도 있고, 있쟎아, 게가꼬 오늘은 못하겠다. 게, 
다른 애들 아마 도울거고, 안 어떻게 안되겠나. 다음번에 내가 다른 거 맛있는 거 사갖고 가던지 
그렇게 할께. 오늘 못 하겠다야. 
KF6  하, 진짜 미안. 그날 집에 일 있거든. 진짜 진짜 미안. 담에 하, 담에 와, 진짜 필요할때 
도와줄께. 미안. 
KF7  허(놀라는 소리), 친구야, 어떡해. 진짜 미안하다. 다음에는 꼭 도와줄께. 다음에 집들이 갈때 
맛있는 거 사가면 안되나? 이사는 지금 못 도와주겠다. 미안하다. 
KF8  아, 우짜꼬. 이 녀석아. 미리 얘기를 해야지. 아--, 딱 일주일전에 얘기만 했어도 내가 딱 가는데, 
어이구, 이래 갑자기 얘기하니까, 내가 아이고, 약속을 어마어마하게 찢어야 된다아이가. 게, 하--, 일단 
내일은 안되거든. 그니까 음---, 우리 이사날짜를 바꾸자. 까짓것 응? 다음주하면 내가 꼭 갈께. 하, 
그런데 내일은 너무 무리다. 음, 아니면 이사끝나고 술이나 한잔 하던지, 알겠제? 내일은 못간데이.음. 
KF9  저기, 미안한데, 미리 응-, 약속이 있어서, 못 도와줄 것 같다. 진짜 미안한데. 미안. 
KF10  아, 내 진짜 지금 하기 싫은데. 나중에 내 하고 싶을때 같이 하자. 어? 그러면 내가 맛있는 
거도 사주고 그라께. 어, 우리 다음에 미루면 안돼? 그때하지. 
KF11  아, 미안한데, 진짜 미안한데, 내가 뭐 다른 일 니가 부탁한다고 하면 진짜 더 어려운 일도 
해줄 수 있지만, 오늘은 정말 할, 할, 하고, 할 수 있을 것 같지 않아서, 미안하지만 못 할 것 같거든. 
다음에 진, 무슨 부탁 있으면 신에 그 신에 꼭 들어줄께. 
KF12  음, 요즘 컨디션이 안좋아서 그런데, 이번에는 못 도와주겠다. 그, 미안. 
KF13  어, 그날 약속 있어서, 내 못 간다. 아, 미안하고, 어, 그냥 늦더라도 갈께.이사잘해래이. 
KF14  어, 그때? 왜 하필 그날인데. 아, 진짜 내 그날은 진짜 안되는데. 있쟎아, 너무 미안하고, 아니, 
그때 집에 일이 있을 수도 있, 아--, 그때 좀 그런데. 우짜노? 마치고 내가 다시 아, 니한테 전화할께. 
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마치고 전화해가지고, 그때 더 남았으면은 좀 도와주고, 아니면 그 다음날 청소하는 거라도 도와주면 
안되나? 응, 그때는 진짜 안될 것 같거든. 미안. 한번만 봐데. 어, 집들이 할때 내가 선물 진짜 좋은 것 
해줄께. 음, 그래, 미안. 
KF15  어, 어짜노? 하, 진짜 도와줄라고 했는데 시간도 다 비와놨는데, 갑자기 급한 일이 생겨가지고, 
다음에 꼭 아이, 다음도 아이고, 이사 늦게라도 전화, 전화하면 내가 꼭 달려와서 도와줄께. 알았제? 
KF16  어, 시간도 되고, 가능한데 오늘은 이상하게 하기 싫네. 다음에 도와줄께. 
KF17  엇, 어, 진짜 미안한데, 내가 지금 학원가야 되거든. 그래서 못 도와줄 것 같다. 응, 미안. 
다음에 도와줄께. 다음에 맛있는 것 사줄께. 끊자. 
KF18  어떡하지? 그날 시간 조금밖에 안되서, 앞, 잠깐만 도와주고 가면 되겠나? 내 그래도 미안한데. 
아무튼 다음에 또 있으면 도와주께. 미안.   
KF19  어, 우짜노. 내 진작 말해줬으면 내가 어떻게 했을텐데. 내 그날 약속 있거든. 우짜노. 내가 
도와줘야 되는데. 응--, 가고 싶은데, 나도 가서 해주고 싶은데, 내가 이사 다, 이사하고 나서, 큰 짐 
옮기고 작은 짐 옮길때 내가 일 도와줄께. 진짜 미안. 
KF20  아, 나 오늘 못 도와주겠다. 그냥 오늘 기분도 안좋고, 내가 다른 애한테 부탁해줄까? 아니면 
아무튼 나는 오늘 못 할 것 같거든. 응, 나중에 연락할께. 
KF21  있쟎아, 정말 미안한데, 우리 내일 실습시험이 있거든. 그래서 게 같이 해야 되는데. 나혼자 
빠질 수가 없어가지고. 게 미안하다. 나중에 다, 다음에 있으면 같이 도와줄꺼니까, 요번엔 나혼자 
빠질 수 없는 상황이라서 같이 할 수 밖에 없겠다. 미안해.   
KF22  어, 지금 바쁜 상황이라 빨리 내 가야되거든. 그냥 니 혼자 해라. 미안. 
KF23  내가 오늘 좀 내가 몸이 안좋아서 집에 가야되겠다. 미안. 이사하는데 못가서. 
KF24  어, 미리 말하지. 내 오늘 무슨 약속 있었는데이. 미리 말했으면 도와줬을건데. 미안하다. 
KF25  어, 진짜 진짜 미안한데, 내 오늘 억수로 급한 일이 있거든. 그래서, 아, 정말 도와주고 싶어. 
근데 어떡하지. 내 다른 친구한테 전화를 해서라도 도와주도록 해볼께. 근데, 아, 잘 안될 것 같거든. 
진짜 미안. 내 다음에 밥사줄께. 미안하데이.  
KF26  아, 야, 니 오늘 이사하나? 남자친구 휴가 나왔다. 
KF27  에? 있쟎아, 그날, 그날 못 나가겠다. 몸도 안좋고, 그냥 다음번에 하지. 그럼 그때 도와줄 수 
있는데. 이번에 하지말고, 다음번에 하던지, 아니면은, 그, 누구누구 다른 애 같이 하던지, 그쪽 시간 
많이 날꺼야. 미안하다. 
KF28  어-, 지금, 음, 그러니까 별로 좀 하고 싶지 않거든. 미안하지만 좀 내 좀 이해해줬으면 좋겠고, 
어, 다음엔 꼭 도와줄께. 미안해. 
KF29  어, 그날있다아이가, 시간이 좀 안되거든. 게가지고 그때 하루종일 그날 좀 집에서 엄마일 좀 
도와야 되거든. 그날, 그, 우리집에 아빠가 독자시라서 도와줄 사람 없어서, 그날 제사준비 한다고 좀 
바빠서, 엄마한테 너무 눈치보여서 못 갈 것 같은데. 나중에 정리할때는 꼭 도와줄께. 미안. 
KF30  어, 우리아빠 알쟎아. 우리아빠 진짜 엄한, 엄하쟎아. 게 내가 간다고 하니까, 아빠가 
가지말라고 하는데, 진짜 미안하다. 내가 나중에 밥사줄께. 진짜 미안. 
KF31  음, 음, 내일은 급한, 음, 레포트가 있어서 도와주지 못 할 것 같고, 어, 이사를 다하고 나서 
가서 같이 정리해줄께.  
KF32  어, 아, 오늘 이사한다고? 아-, 오늘 그래. 어, 미리 말해줬으면 어떻게 알아서 했을 건데. 오늘 
일 있는데. 어떡하노? 아-, 미안. 어, 친한데 도와달라면 도와줘야 되는데, 오늘 일 있어서 진짜, 아, 
나도 좀 그렇네. 어, 진짜 미안. 
KF33  나 나중에 엄마랑, 어, 약속있거든. 어, 거기 갔다가, 어, 저녁에 가던가 할께. 니가 맛있는 거 
사주면, 가서 도와주던가 생각해볼께. 그때 다시 연락할께. 
KF34  내 과제가 많아서-, 지금 잇, 한, 학교에서 과제하거든. 그래서 다음에 거들어줄께. 
KF35  아, 진짜 미안. 어--, 다음에 집들이 할때 맛있는 거 사줄께. 미안. 
KF36  음-, 미안한데, 내가 지금 안하고 싶거든. 그래, 다음에는 꼭 하도록 할께. 내 맘 알제? 
KF37  진짜 도와주고 싶은데. 미안. 바쁜 일이 생깄다. 
KF38  아, 정말 미안한데, 오늘 저녁에 우리 남자친구 만나기로 했거든. 걔랑 만나가지고, 조금 
있으면 기념일이라 선물 사기로 했단말이야. 정말 미안. 그때 기념일날에 꼭 부를께. 
KF39  어떡하노. 지금 못 하겠다. 지금 하는 거 있거든. 미안. 
KF40  어, 미안. 오늘 집에 좀 일찍 가야할 일이 있어가지고. 미안하다. 어, 오늘 니 혼자, 아, 니가 
이사간다는데 도와줘야 하는데. 어, 진짜 미안하구, 음, 내 다음에 밥 사줄께. 
KF41  아, 요즘에 내가 좀 바쁘거든. 아, 그래서, 그래가지고 그날 시간이 될런지 잘 모르겠다. 혹시 
시간이 나게 되면, 내가 그날 연락을 할께. 음, 근데 지금은 지금으로서는 게 못 도와줄 것 같다. 

 271



                                                                          付録Ⅱ 

미안하다. 
KF42  어, 야, 뭐, 아이씨, 그때 좀 그렇는데, 그, 하는 거. 다른 애 없냐? 뭐, 어? 꼭 내가 가야되나? 
다른 친구들 많쟎아.응. 
KF43  어, 이사 왜 오늘 하, 하필 오늘 같은 날 하는데. 다음 날 하지. 오늘 도저히 안될 것 같은데. 
어떡하니. 혼자서 수고해야 되겠다. 미안하다. 
KF44  어, /3 초/ 이사를 좀 딴 날 좀 하면 안되나? 그때 우리집에 일 있는데. /1 초/ 낼, 내일 말고 
모레정도하면은 내가 도와줄 수 있는데. 니가 뭐 이사날짜를 바꾸던지, 아니면 그수밖에 없는데. 
내일은 진짜 미안한데, 안되겠다. 우리집에 일이 좀 있어서. 미안하데이. 
KF45  좀 몸이 안좋아서, 빨, 빨리 집에 가야되는데. 내일은 괜찮을 것 같은데. 
KF46  음-, 이사하나? 미안. 근데 일이 있어서, 못 도와줄 것 같다. 잘해래이. 미안. 
KF47  있쟎아, 미안한데, 진짜 진짜 미안. 오늘 구에서 진짜 친한 친구가 와서, 너무 오랫만에 
만나는 거라서, ×× 꼭 봐야될 것 같거든. 다음에, 다음에 놀러갈께. 미안. 
KF48  미안. 그날 일 있어가지고. 니 이사하는 데 못 도와줄 것 같다. 다음에 이사 정리하는 거 내가 
도와줄께. 
KF49  어, 미리 좀 얘기하지. 지금 시간이 안되는데. 집들이 갈때 내가 휴지 사갈께. 
KF50  야, 있쟎아, 진짜 급한 일 생겼거든. 진짜 급한 일 생겨가꼬, 어, 내 진짜 다음에 꼭 도와줄께. 
어, 미안. 
 
 
親しくない友人の依頼を断わる場面④ 
 
KM1  어, 그날, 아이, 일이 좀 있을 것 같은데 어찌될지 잘 모르겠는데 아마 좀 그럴 것 같네. 담에 
일 있으면 도와줄께. 미안하다. 
KM2  아, 이사하는 거 못 도와줄 것 같거든. 어, 내가 요번에 일이 좀 많아가지고 바빠서 못 
도와주니까 참 미안하고, 담에 꼭 도와줄께. 
KM3  야, 뭐 다르게 뭐 너한테 도와줄 사람없냐. 나좀 그런데,  몰라, 지금 내가 일이 좀 있긴 하다. 
미안하다. 그래, 그래. 
KM4  이사하나. 니 친구 많아아이가. 별로 내하고 안친하면서 말라고 이런거 시키노. 딴 놈한테 
부탁해봐라. 난 그냥 갈란다. 미안하데이. 다음에 가자,  다음에 보자. 
KM5  오늘 지금 별로 몸도 안좋고 별로 그렇게 도와줄 그게 형편이 안되네. 미안하다. 
KM6  어, 일이 좀 바쁘네. 미안하고 내 오늘 못 갈 것 같은데 그래, 그, 다음에도 연락하자. 
KM7  아이, 안되겠다. 내 요즘 바쁜데. 안되겠거든. 다른 사람한테 부탁해봐봐. 여기 저, 지금 뭐 
일이 많이 밀리가지고 힘들 것 같다. 미안해이. 
KM8  어, 미안한데 내가 지금 약속이 있거든. 그래, 내 연락되는 다른 친구한테 내 한번 연락은 
해볼께. 
KM9  음, 아, 친구야, 니 이사한다는데 내가 못 도와주게되서 미안한데, 음, 집에 일이 조금 
있어가지고 조금 못 도와주게될 것 같다. 이해해주고 다음에 내가 이런 일 있으면 꼭 도와주도록 
할께. 미안하다. 
KM10  어, 오늘 안되겠다. 미안하다. 
KM11  내 고등학교 때 친한 친구랑 지금 억수로 급한 약속이 있어 가지고 빨리 가봐야 되거든. 지금 
늦어 가지고 내 미안하다. 내 빨리 가야 되거든. 미안하다. 
KM12 아, 낸데 그, 그때 시간이 좀 어중간해가꼬, 아마 못 갈 것 같다. 그, 다음에 도와줄께. 응, 
안녕.  
KM13 아, 친구야, 미안. 오늘 실험실에 실험할게 많아가지고 내가 그, 늦게까지 남아있어야 되겠다. 
어, 미안하다. 
KM14 어, 글나. 우짜노. 오늘 다른 일이 좀 있어가꼬, 미안하다. 못 도와주겠네. 다음에 그런 일 
있음 도와줄께. 
KM15 아,  나 바빠서 못가겠다. 다음에 뭐 밥이나 한끼하자. 
KM16  오늘, 어, 친, 친구하고 약속 있어서, 오늘은 안될 것 같은데. 어, 오늘은 안될 것 같거든. 
그래서 진짜 미안하다. 
KM17  저, 죄송합니다. 저, 어렵게, 저, 그냥 알고 지내는 사인데, 어렵게 저한테 부탁하신 것 
같은데요. 제가 먼저 선약이 있어가지고, 좀 못 도와드릴 것 같습니다. 게, 조금 먼저 좀 저에게는 
죄송한데, 미안한, 글까 제에게는 꼭 필요한 먼저 선약이 있어 가지고요. 못 도와드릴 것 같습니다. 
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그래가지고 지금 좀 급해서 그러는데, 먼저 가보겠습니다. 이상입니다. 
KM18  어, 오늘 집에 일이 생겨 가지고 집에 가, 가야 될 것 같은데. 다른 친구들한테 한번 물어보고, 
다음에 내가, 그, 이런 일 있으면, 또 도와주도록 할께. 
KM19  어, 진짜 미안한데, 내가 지금 급한 일이 있어가꼬, 니를 좀 못 도와줄 것 같거든. 그래 내가 
진짜 개인적으로 중요한 일이기 때문에 좀 미안한데, 하여튼 미안하다. 좀 못 도와주겠다. 
KM20  어, 미안하다. 오늘 도저히 못 도와줄 것 같다. 어, 다음에 보자. 
KM21  오늘 집에 일이 있어 가지고 빨리 가봐야 되거든. 미안하다. 
KM22  어, 내일 이사간다면서? 어, 근데, 어, 우짜노? 내 못 도와줄 것 같거든. 집에 뭐 집안일이 
있어 갔고. 진짜 미안하다. 그, 이사 잘하고, 그, 나중에 다시 보자. 
KM23  음---, 그렇나. 근데 오늘은 내가 시간이 안될 것 같다.음-그래.못 도와줘서 미안하네.못 도와줄 
것 같다.오늘은 그래, 가볼께. 
KM24  아, 지금 일이 바빠서, 도와줄 수가 없다. 
KM25  어, 어, 내가 지금 어디 급하게 가봐야 되거든. 그래가꼬, 아, 못 가겠네. 미안하다. 그래, 
다음에 연락할께. 
KM26  모레 기사시험이 있어서, 내일중에 그 이사를 하면 도와주질 못 하겠는데. 어떡하지? 다음에 
꼭 도와줄께.  
KM27  아, 내 지금 학교에 시험치러 가야 되거든. 그러니까 지금 안되겠다. 
KM28  아, 그, 그날 약속 있어서. 어, 미안하다. 다음에 도와줄께. 
KM29  어, 오늘 약속이 있어 가지고, 어, 이사 못 도와줄 것 같다. 어, 미안하다. 
KM30  어, 오늘 학교에 일이 있어가, 안될 것 같은데. 미안해서 어쩌지? 담에 도와줄께. 
KM31  어, 오늘 학교에 일이 있어 가지고, 잘 못 도와주겠다. 미안하다. 그, 이사잘해라. 
KM32  아, 그래. 이사를 한다고. 음, 그, 미안해서 어쩌지? 사실은 오늘 집에, 그, 일이 생겼기 때문에 
일찍 들어가봐야 되고, 그래서 니 이사를 못 도와주겠다. 정말 미안하다. 
KM33  오늘 약속 있는데. 좀 힘들 것 같다. 
KM34  어, 약속 있는데. 아, 안되겠는데. 다음에 도와줄께, 다음에. 이사 잘하고. 
KM35  오늘 어머님이 아프셔 가지고 집에 빨리 가봐야 될 것다. 미안하다. 
KM36  어, 오후에 약속 있어 가지고, 하, 힘들 것 같은데. 그, 다음에 내 도와줄께. 
KM37  내 어디 약속 있어가꼬 먼저 가봐야겠다. 
KM38  어, 친구야, 아, 미안하다. 아, 내 진짜 도와줘야 되는데, 저번에 뭐, 누가 g 가 이사 도와준 거 
나 그때도 못갔거든. 아, 미안하다. 응, 그래, 다음에, 다음에 함 보자. 
KM39  어, 미안. 시간이 안난다. 그때 어떡하니.  
KM40  어, 내 오늘 운동하는데, 지금 운동 땜에 못하겠거든. 알았제. 미안하다. 
KM41  어, 내 지금 아르바이트 하러가야 되거든. 미안하데이. 
KM42  아, 이사 도와주고 싶은데, 시간이 안되네. 미안하다. 
KM43  음, 언제 언제 이사하지. 근데 그때쯤 되가지고 제가 내가 시간이 어떻게 될지 잘 모르겠다. 
게 만약에 그 시간에 시간이 되면은 내가 가서 도와주고, 만약에 여건이 그렇게 안, 안된다면 어떻게 
할 수 없구나. 음--, 게 이사하는 그 기간 동안에 내가 어디 다른데를 가봐야 될 것 같거든. 
그래가지고 만약에 그때 니가 이사할때쯤 되가지고 내가 오게 되면은 다시 이곳에 오게 되면은 
도와줄께. 미안하다. 
KM44  미쳤냐. 내가 왜 도와줘. 
KM45  우짜노. 오늘 내가 약속 있는데. 아, 진작 말하지. 오늘 약속 있어가꼬, 진작 알았으면 내 뭐 
시간이나 비어 놨으면 해줄 수 있었을텐데, 오늘은 안되겠네.  
KM46  오늘 바빠서 안될 것 같, 같은데, 딴애들한테 연락 함 해봐라. 
KM47  미안한데, 오늘 약속 있어서, 안되겠는데. 
KM48  나 지금 바빠서 안되겠다. 다음에 하자. 
KM49  아, 미안한데, 내일 부모님 별로 몸이 안좋으시다 해가지고, 내일 내려간다. 그, 오늘 좀 
안되겠다. 미안하다. 다음에 이럴 기회가 되면 도와줄께. 
KM50  어, 지금 미안한데, 난 지금 별로 어, 시간도 없고, 안될 것 같거든. 미안해. 
KM51  뭐 미안한데, 내가 지금 바쁜 일이 있어서, 니 이사하는 거 못 도와주겠다. 뭐, 나중에 딴 거 
있으면 부탁들어줄께. 내 지금은 곤란하고. /3 초/ 친구지간이니까 이해해도. 
KM52  어, 미안하다. 내 오늘 약속 있거든. 다음에 꼭 도와줄께. 그래, 미안하데이. 
KM53  흠, 어, 미안하다. 내 가야 되는데. 오늘 좀 공부할게 좀 있어 가지고, 못 가겠다야. 미안하고, 
내 나중에 도와줄께. 오늘은 안되겠다야. 나중에 그--, 집 정리할때나 그때 다음에 이사할때나 그때 좀 
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도와줄께. 미안하다. 진짜 미안하데. 
KM54  어, 미안한데, 내가 잠시 바쁜 일이 있어서, 못 도와주겠다. 미안. 
KM55  미안하다야. 내가 요번에는 못 도와주겠다. 시간이 없어가지고. 나중에 뭐 기회 있으면, 
도와주도록 할께. 
KM56  어, 그래. 니 이사한다는 소리 들었는데, ××× 도와줘야 될 것 같은데, 야, 내 뭐 좀 그렇다. 
지금 뭐 일도 있고 해서. 하여튼 이사 잘하고. 다음에 보자. 
KF1  미안한데--, 좀 미안. 좀 못 도와줄 것 같거든. 응, 응, 급한 사정이 있어가지고, 응, 미안. 
KF2  야, 나 지금 급하게 써야 될 리포트 있으니까, 다음에 도와줄께.미안해. 
KF3  어, 그날 학교에 중요한 일 있어서, 가봐야 되는데. 못 도와줄 것 같다.미안해. 
KF4  어, 그날 안될 것 같은데. 미안. 
KF5  어, 미안한데, 내 오늘 그, 다른 일이 있어 가지고, 못 도와주겠다. 게가꼬 다른 애들 아마 
부탁하면 들어줄 것 같은데. ×× 나는 오늘 못 가겠고, 있쟎아, 게가꼬 이사 잘하고, 다음번에 내 
가던지 그렇게 할께. 
KF6  미안. 그날 일 있거든. 진짜 미안. 
KF7  허, 바빠서 그냥 다음에 이사하고, 난 다음에 뭐 도와줄 일 있으면 해주면 안될까?   
KF8  어, 어, 어떡하노? 응--, 야, 안된다. 음, 그날은 아이참, 아이, 진짜 내가 하, 바쁘다아이가. 아, 
그날 내가 부산에 없는거라. 서울에 가거든. 아-, 내가 다른 애를 탁 추천해줄께. 아이구, 니가 미리 딱 
얘기를 했으면, 내가 딱 서울을 안가는 건데. 아, 미안하다. 아, 진짜 미안. 응, 아, 근데 내가 그날은 
진짜 안되겠다. 
KF9  저기, 약속이 있어서, 못 도와줄 것 같거든. 미안하다. 
KF10  내가 지금 일이 있거든. 미안해. 
KF11  아----, 오늘, 오늘 무슨 일 있어서, 가야 되는데. 지금 시간이 없어 가지고, 못 할 것 같거든. 
그니까 미안. 
KF12  음, 그때는 선약이 있어서, 안될 것 같다. 게, 미안. 이사 잘하고. 
KF13  어, 그날 친구랑 약속 있어 가지고, 이사 못 도와주겠다. 그냥, 응, 그래. 이사잘해라. 
KF14  그날은 안될 것 같은데. 아니, 그때 수업마치고 집에 일이 있어가꼬, 일찍 가봐야 되거든. 응--, 
나중에 집들이하면 그때 놀러갈께. 응, 집들이할때 선물 사가지고 놀러갈테니까, 그때 ×× 꼭 
불러래이. 
KF15  응, 시간이 없는데. 우짜지. 다른 애들한테 부탁해보고, 정-할 사람 없으면 그때 한번 말해봐. 
그때 도와주, 응, 그때 시간내서 도와줄께. 다음에 꼭 도와줄께. 미안. 
KF16  응, 어떡하지. 오늘은 안되겠네. 정말 미안하다. 
KF17  어, 미안한데, 내가 지금 학원에 가봐야 되거든. 게, 못 도와줄 것 같다. 아, 다음에 이런 일 
있으면 꼭 도와줄께. 미안. 
KF18  니는 이럴때만 내 찾나. 다음에 더 좋은 일 있음 내 불러도. 알겠제? 내 근데 그날은 시간이 
안되서 안될 것 같다. 알겠제? 미안.   
KF19  어, 안될 것 같은데. 어, 미안하다. 내가 지금 약속 있거든. 음, 미안. 
KF20  응, 내가 좀 바빠서, 못 도와줄 것 같다. 미안. 
KF21  아, 오늘 게 친구하고 약속이 있거든. 그래서 이사는 못 도와줄 것 같다.  
KF22  미안한데, 내 지금 어디 가야되거든. 그러니까 다른 애한테 좀 부탁해봐. 내 그냥 가야겠다. 
미안하데이. 
KF23  오늘 일이 있어서 좀 못 갈 것 같다. 미안하다. 
KF24  아, 도와주고 싶은데, 오늘 다른 약속 있거든. 다른 애들한테 얘기 좀 해볼래? 
KF25  어, 이사 도와달라고? 니 친구 내말고 또 있다아이가? 왜 내한테 달라하는데? 어, 내 오늘 
바쁘거든. 미안하다. 다른 애한테 좀 부탁해봐. 미안. 갈께.  
KF26  아, 오늘 이사한다고? 도와주고 싶은데, 이번주내내 늦게 들어가가지고, 집에서 통금 걸렸다야. 
KF27  그날 동아리 일 있어가지고, 나가기로 약속 되있단말이야. 마치고 나면 늦을 것 같아서 못 
도와줄 것 같다. 미안하다. 
KF28  어, 약속 있는 것 같아서, 안될 것 같다. 
KF29  어, 있, 어, 그날, 그날 시간이 좀 없는데. 내 다른 애한테 부, 좀 부탁해볼께. 그날 아무튼 
시간이 좀 안될 것 같애서 안될 것 같다. 미안. 
KF30  요즘 기말고사 기간이고, 레포트도 많고, 학교에서 실험실도 다니니까, 할 일도 너무 너무 많고. 
미안하다. 못 가겠네. 
KF31  에, 어, 미안하지만, 어, 다른 급한 일이 있어서, 도와줄 수 없을 것 같습니다. 
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KF32  아, 오늘 이사하나? 어---, 오늘 이사하는 줄 몰랐는데. 어--, 이사하는지 알았으면 오늘 시간 
비워뒀을건데. 오늘 내 약속 있는데, 어떡하는데. 응---, 다른 애들한테 한번 도와달라고 해봐봐. 아, 
오늘 나 시간이 안되거든. 다음에, 그, 시간되면 다음에 부탁하면 그때 들어줄께. 그래 미안. 
KF33  오늘 오빠가, 어, 외박 나올 것 같아서, 우리집 식구 같이 다 마, 만나서, 저녁 먹기로 했거든. 
어, 그래서 못 도와줄 것 같다. 어, 어떡해? 어, 다음에 다시 어--, 또 부탁할 것 있으면, 어, 그때 
말해줘. 내가 그땐 도와줄께. 
KF34  내, 내 약속 있어서, 지금 빨리 가봐야 되거든. 미안. 
KF35  미안한데, 내 그때 약속 있거든. 미안. 다음에 보자. 미안. 
KF36  음--, 안되겠다. 어떡하노? 내--시간도 안되고 지금 바쁘거든. 다음에 만나면, 다음에 하면 
하던가 하자. 도와주던가 할께. 미안. 
KF37  은다. 
KF38  미안한데, 오늘 실험실에서 일이 있거든. 선배가 과제물 내줬단말이야. 그거 오늘밤까지 다 
해야되는데, 내가 시, 아직 못해서, 시작도 못했거든. 그거 다하고 할려면 시간 안될 것 같다. 미안해. 
KF39  지금은 안되거든. 어쩔 수 없겠다. 
KF40  어, 미안. 오늘 집에, 어, 일이 있어서 일찍 들어가봐야 되거든. 게서 오늘 못 도와줄 것 같다. 
어, 미안하구, 다음에 부탁할 게 있으면, 음, 부탁해. 그때 들어줄께. 
KF41  음--, 게 이사가나? 근데 요즘 내가 바빠서, 안되겠다. 미안. 
KF42  아, 그날 좀 그런데-. 응-, 그날 뭐 다른 일도 있을 것도 같고. /침묵 2 초/ 야, 안되겠다. 그렇다. 
KF43  어, 약속 있는데. 다음에 이사할때 도와줄께. 미안. 
KF44  어, 내일 내말고 또 누구지. 다른 애가 또 간다고 하지 않았나? 어, 내일은 지금 아직 뭐 
확실하게 정해진 건 아닌데, 일이 좀 있을 것 같애서, 좀 안되겠다. 그래, 다음번에 이사할때 내가 
도와줄께. 
KF45  어제 좀 다른 좀 급한 일이 있어가, 늦게까지 좀 일한다고 오늘 좀 피곤해서, 음, 좀 집에 가고 
싶은데. 미안하다. 
KF46  이사하나? 어, 근데 내가 일이 좀 있어서, 도움이 안될 것 같은데. 미안. 
KF47  있쟎아, 미안한데, 오늘 못 갈 것 같은데. 오늘 급한 약속이 생겨서, 음, 못 갈 것 같다. 미안. 
KF48  내 그날 바쁜데. 다른 사람한테 부탁할래? 
KF49  내 지금 약속 있어서, 가봐야 되는데. 미안하다야. 다음에 보자. 
KF50  어, 내 그거 못하겠는데. 미안. 
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