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個人研究

依頼に対する断りの談話展開に見られる
配慮言語行動に関する一考察
―日本語と中国語の対照研究の観点から―

高　揚

要 　 旨

「察し合い」は、日本語の配慮言語行動の基盤にあるものであり、日本の曖昧
な文化の一部分である。これまでに、「察し合い」の談話展開に見られる日本語
の配慮言語行動にはすでに言及されているが、本研究においてロールプレイの
データを比較した結果、日本語母語話者間と中国語母語話者間で聞き手側の期待
する配慮言語行動が異なることが分かった。さらに、日本語と中国語の依頼に対
する断りの談話展開に見られる配慮言語行動の特徴、および、文化コンテクスト
との関係性が明らかとなった。日本語の配慮言語行動は、多くの言葉に頼らず、
定型的な表現によって相手に結論を推察してもらおうとする「察し合い」が特徴
であり、それは高コンテクスト文化に属する「察しの文化」を反映している。そ
れに対して、中国語の配慮言語行動は、言葉に頼る情報提供や論理的説明によっ
て相手に結論を納得させようとする「話し合い」が特徴であり、それは低コンテ
クスト文化に属する「言葉の文化」を反映している。

キーワード：察し合い、高コンテクスト文化、話し合い、低コンテクスト文化

１．はじめに

日常生活の中で、我々は人間関係の維持に配慮し、円滑なコミュニケー

ションを図っている。しかし、文化的背景が違えば、行動規範にも違いがあ

る。行動規範の違いとして、本名・羅（2018）は、次の例を挙げている。「今

度の日曜日に遊びに行かない？」と誘われて日本人が断る場合、「日曜日は

ちょっと」と言葉を濁す言い方がよく使われる。それに対して、中国人は何

らかの理由をつけて断るのが普通である。日本人は相手が「日曜日はちょっ

と」と言ったら、「わかった。また今度ね」とすぐに納得し、それ以上、理

由を追求しないが、中国人の場合「どうしてだめなの？」と、理由を聞き返
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すことが多い。この例に見られるように、日本語はごく少ない言葉で断って

いることがわかる。しかし、中国語では断りの理由が求められ、理由を説明

しない限り、相手は納得しない場合が多い。

また、日高（2012：92）は、「『察し合い』（1）は、まさに日本語の配慮言語

行動の基盤にあるものと見てよい」と言い、「察し合い」の会話例として、

車で駅まで送るよう依頼された時の日本語の会話での「断り」を取り上げて

いる。依頼側の発話に見られる「あのさ」「あのねー」は、何らかの持ちか

けが行われることを予告的に暗示するものとして機能する。また、「ちょっ

と」「できればねー」のように、相手に生じる心理的負担を予想し、それを

事前に軽減化する表現も用いられる。一方、断る側は、「えっ、いつ？今？」

という驚きの反応を示すことにより、依頼に応じることができないことを予

告的に暗示する。また、断りを表す直接的な表現（「いやだ」「だめだ」など） 

ではなく、「今手離せない」という状況を説明することで、相手に察してもら 

えるように仕向けるものとなる。そして、断りの意向を察した依頼側は、断

る側の発話が終わらないうちに「だめ？」「あっ、そっかー」という発話を行 

い、相手との関係が壊れないようにする配慮言語行動を行う。断る側の関係

修復の配慮言語行動としては、「30分くらい待ってくれたらいいんだけどさ」 

のように、条件付での受け入れを表明することで、相手の意向にできるだけ

添いたいという誠意を伝える。日高（2012）は、日本語の会話では、話し手

側から、相手に自分の心理状態や知識状態を察してもらえるように仕向ける

ことが頻繁に行われるが、そうした「察しの仕向け」に対しては、それにい

ち早く応じようとする「察しの返し」が連鎖するという「察し合い」が配慮

言語行動として行われるとしている。それらの配慮言語行動は「できれば

ねー」の前置き表現や、「あっ、そっかー」のあいづち表現などによって実現 

される。しかし、従来の談話分析では、前置き、あいづちなどの研究は活発

であったが、談話全体での位置づけはされていなかったので、本稿では、そ

うしたアプローチを「察し合い」と位置づけて、包括的に扱うことを提案する。

また、異なる文化や言語間では、配慮言語行動に違いが見られる。中国語

の会話では、配慮言語行動がどのように行われ、日本語の配慮言語行動とし
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ての「察し合い」と比べてどのような特徴を持っているのかはまだ明らかに

されていない。しかし、言葉を伴って相手に配慮を示す行動は、社会や言語

が異なっても普遍的に存在する（三宅2011：9）と考えられるため、本稿で

は、日本語と中国語の依頼に対する断りの談話を分析対象とし、その談話展

開に見られる配慮言語行動の特徴を明らかにする。

２．断りに関する先行研究

Beebe, Takahashi, & Uliss-Weltz（1990）は、談話完成テスト（discourse 

completion test；以下、DCT）に基づき範疇化した意味公式を用いることで、

米国人英語話者・日本人英語話者・日本人日本語話者それぞれの断り行動を

比較・対照し、日本人英語話者に認められる語用論的転移の諸特徴を明らか

にした。それ以降、DCTをデータ収集の方法として用いた断りに関する文

レベルでの日中対照研究は盛んに行われている（馬場・禹1994、劉・小野

1996、加納・梅2003、蒙2010、李2013など）。しかし、DCTの場合、あくま

でも一発話というミクロ的な側面からの研究であるため、DCTは断りを談

話レベルの単位で分析するのに有効ではないという限界が多く指摘されてい

る（木下2006、ウォンサミン2016など）。そして、言語使用を談話レベルで

分析しようとする際には、ロールプレイ（2）の方がコミュニケーションの相

互作用的側面の分析に適している（Sasaki 1998）とされている。

近年、文レベルを超えて、談話レベルに位置づけた断りについての日本語

と外国語を比較分析した研究が進んでおり、その中で、依頼に対する断りの

対照研究ついては、施（2005、2007）が電話会話の録音データをもとに、日

台の言語行動を比較している。その結果、日本語は依頼側による「依頼可能

性の確認」や「前置き」から始まり、依頼側と被依頼側が詫び合っているや

りとりで終わる場合が多く、一方、台湾華語は依頼の要件が被依頼側によっ

て引き出され、最後に依頼側が感謝し、被依頼側が謝罪する例が多いという

ことが明らかにされている。また、ハヤティ（2017）は、ロールプレイのデー

タを用い、日本語とスンダ語の断りの展開パターンを明らかにした。それに

よると、日本語は「断り成立後の段階」の「詫び」の使用が顕著であった。
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それに対して、スンダ語は「断り成立までの段階」に「否定的な見解の表明」

を特徴的に使用している。両母語話者において断られる反応として、自分の

依頼を相手に受諾するように「断り成立までの段階」で「負担感の軽減」と

「情報要求・確認要求」のパターンが見られるのが共通であるが、「強要」の

パターンがスンダ語の方が顕著であるという。

上述したように、談話レベルの断りについてのこれまでの研究では、電話

会話やロールプレイのデータの分析により、日本語、台湾華語やスンダ語の

断る側と依頼側が使用する個々のストラテジーに相違があることが明らかに

なっている。しかし、個々のストラテジーだけではなく、談話全体における

対人配慮の示し方には違いが見られることもあり得る。言語によって異な

る、依頼に対する断りの談話展開に見られる配慮言語行動の特徴、および、

その特徴を生み出す文化的背景はまだ明らかにされていない。本稿では、日

本人と中国人がお互いを知り、より良い関係を築くために、日本語と中国語

の依頼に対する断りのロールプレイのデータを調査対象とし、その談話展開

に見られる日中の配慮言語行動の特徴を検証する。また、その特徴が形成さ

れる文化的背景を異文化間語用論の観点から考察する。

３．理論的枠組みと研究目的

目に見える言語面の差異だけではなく、水面下に存在する目に見えない社

会文化的側面においてもギャップが存在する（金原・春原2007）との指摘が

あるように、異文化間コミュニケーションを円滑に行うためには、目に見え

ない相手の文化を理解することが大事である。そこで本節では、まず考察の

ために用いる「高コンテクスト文化」と「低コンテクスト文化」の枠組みを

概観し、研究目的と研究方法を述べる。

３．１　「高コンテクスト文化」と「低コンテクスト文化」

文化コンテクストとは、Hall（1976）の理論に代表されるように、物理

的、社会的、心理的、人間関係上の具体的な状況や場の全てである。それは

コミュニケーションに大きな影響を与えている。コンテクスト化の度合の高
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い文化は「高コンテクスト文化（high-context cultures）」と呼ばれ、高コンテ

クスト文化では、話されることばよりも場面、状況に情報が内在しているた

め、「飛び石的スタイル」で十分話が通じる。それに対して、コンテクスト

化の度合の低い文化は「低コンテクスト文化（low-context cultures）」と呼ば

れ、低コンテクスト文化では、場面、状況よりも話されることばに情報が内

在しているため、「石畳的なスタイル」が用いられる（3）。Hall（1976）は、

文化によってコンテクストの高低が異なり、日本を含む多くのアジア文化は

高コンテクスト文化、北欧・ドイツ・アメリカ文化は低コンテクスト文化で

あるとし、その中で、日本は高コンテクストの最も強い文化圏であり、中国

はそれに次ぐコンテクスト度の強い文化圏であると主張している。

その後、高コンテクスト文化と低コンテクスト文化について、西田・グ

ディカンスト（2002）は、言葉が使われる割合が低いことを高コンテクスト

文化、使われる割合が高いことを低コンテクスト文化と区別し、低コンテク

スト文化では、言語によりコミュニケーションを図ろうとするため、言語に

対して高い価値と積極的な姿勢を示し、コミュニケーションに関する諸能力

（論理的思考力、表現力、説明能力、交渉能力）が重視されると指摘してい

る。また、石井・北山（2004）によれば、低コンテクスト文化のコミュニケー

ションでは、情報は基本的に個人が所有しているものとして位置付けられる

ため、話し合わないと意図が伝わらない。一方、高コンテクスト文化のコ

ミュニケーションでは、情報は基本的に他者と共有されるものとして位置づ

けられるため、話し合わなくても意図が伝わる。同じように、八島・久保田

（2012：96）は、高コンテクスト文化または言語とは、「状況に埋められた情

報や、人々が前提として共有している知識への依存度が高い」ものであるの

に対して、低コンテクスト文化または言語は「明示的なシンボルによるメッ

セージへの依存度が高い」と指摘している。さらに、バーグランド（2004）

は高コンテクスト文化を「受信者責任型文化」、低コンテクスト文化を「発

信者責任型文化」と呼んでいる。コミュニケーションにおいて「察し」を重

んじる文化ではその受信者に、言葉に頼らず、状況から意図や意味を汲み取

ることが要求され、一方「言葉によるコミュニケーション」を重んじる文化
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では、その発信者が言葉で意図や意思を明確に伝えることが要求される。

しかし、本稿の「はじめに」で引用した本名・羅（2018）の例で、「今度

の日曜日に遊びに行かない？」と誘われて、中国人の場合、何らかの理由

をつけて断るのが普通であり、理由説明がなかった場合、「どうしてだめな

の？」と理由を聞き返すことが少なくないという現象は、Hall（1976）の「日

本を含む多くのアジア文化は高コンテクスト文化」「中国は日本に次ぐコン

テクスト度の強い文化圏」という指摘に反しているのではないだろうか。な

ぜなら、中国はアジア文化に属しているが、会話例は上述した諸先行研究で

指摘された高コンテクスト文化の特徴を反映していないからである。した

がって、本稿では Hallの理論に対して批判的な立場をとり、仮説として、

日本語の配慮言語行動は、高コンテクスト文化に属する「察しの文化」の反

映であり、「察し合い」が特徴であるのに対し、中国語の配慮言語行動は、

低コンテクスト文化に属する「言葉の文化」の反映であり、「話し合い」が

特徴であることを提出し、検証していく。

３．２　研究目的と課題

本稿は、日本語と中国語の依頼に対する断りの談話展開に見られる配慮言

語行動の特徴を明らかにすることを目的とした研究である。また、上述した

仮説を検証するために、以下の２つの課題を設ける。

課題１： 日中両言語の特徴を、依頼に対する断りの談話が展開していくプ

ロセスの中で、人間関係の維持のための配慮言語行動がそれぞれ

どのような言語表現あるいは、言語的ストラテジー（4）によって

表現されるか。

課題２： こうした配慮言語行動は、どのようなコンテクスト文化を反映す

るか。

３．３　研究方法

本稿では、同一の条件の下での日中それぞれ20組のロールプレイのデータ

を調査対象とする。日本語の会話データは、I-JAS（5）（国立国語研究所 日本
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語教育研究・情報センター）の20代から30代までの「断り」の場面（アルバ

イト先でホール担当から調理担当に変わるように依頼され断る）のロールプ

レイのデータを用いた。中国語の会話データは I-JASにはないため、I-JAS

における日本語母語話者同士のロールプレイと同じ設定で、筆者が中国語版

のロールプレイカード（6）を作成し、2019年３月に、中国の教育機関（O大

学）で、日本語学習経験のない母語が中国語の20代の学生を対象として、

データを収集した。I-JASでは、「断り」という機能を見るために、調査実

施研究者はロールプレイの依頼側として、調査協力者（断る側）の日本語母

語話者と二人組で「依頼―断り」のロールプレイを行って録音している。し

かし、筆者はすでにこのロールプレイのデータを読んでいたし、また何年も

日本語を勉強した経験から、中国語で話す際であっても日本語の影響を受け

る恐れがあるため、依頼側としてロールプレイを行うことは不適切であると

判断した。そのため、ロールプレイは中国語母語話者の調査協力者の間で実

施することにした。調査協力者に中国語版のロールプレイカードを与えた

後、具体的な会話の展開を調査協力者自身の判断に委ね、筆者が録音をする

という形で調査を行った。この２種類のデータの談話展開における言語表現

や言語的ストラテジーに注目し、質的分析を通してそこに見られる配慮言語

行動を記述し、コンテクスト文化との関連性について論じていく。以下、会

話例を取り上げて分析する（7）。

４．結果と考察

４．１　日本語母語話者同士による日本語の会話

会話（１）は日本語母語話者同士による依頼に対する断りの会話である。

Aは依頼側で日本料理店の店長の役を演じる調査者（女）であり、Bは断る

側でホール担当の役を演じる調査協力者（男）である。

会話（１）
03A はい、えーとー、JJさんすいません、ちょっと今日はお願いがあって

〈はい〉、来てもらったんですけど、えと今、ホールの仕事、をや〈は
い〉接客の方（ほう）をやってもらってますよね、でーえっとー実は、
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えーキッチンの人が、一人辞めてしまったのでー〈あー〉、あのー、
そっちのヘルプをお願いしたいんですが、できますか？

04B えーとそうですね、僕はー料理ーの方（ほう）が、苦手なん、でー
〈えーえーえー〉、できればちょっとー｛笑｝

05A そうですかー
06B お断りしたい、＊＊んですけど
07A まあでもあのー料理の方（ほう）は、あのーマニュアルもあるしー、

少しずつ覚えていってもらえれば、それでいいんですけどねー
08B えー、そうですねでも、まあ元々ー〈んー〉、その接客の仕事ー、や

りたいなーと思って、あのー、ここのアルバイトも〈えー〉、応募し
てー、で今、その（連体詞）仕事にー、大分慣れてきて〈えー〉、結
構常連さんお客さんと｛笑｝〈あーあー〉、ちょっと｛笑｝

09A そっかそっか
10B お話したりとか〈はい〉、することもあって〈あー〉、できたら、そっ

ちの方（ほう）で、続けていきたいなーっていうふうに｛笑｝
11A そうかー｛笑｝
12B 思ってるんですよねー
13A そうかー、んーそうですねーでもまあ、ねえ料理できるとー人生これ

から得ですけど｛笑｝、どうですか
14B ｛笑｝そうですねー、んー、そう
15A やっぱりでも
16B でもやっぱり今ー〈んー〉、料理の方（ほう）にっていうとちょっとー

｛笑｝
17A  そっかー気が乗らない？
18B す、できればー｛笑｝、接客の方（ほう）続けてー、いきたいなーっ

ていう
19A  あーそーかー、わかったじゃあ他（ほか）の人を当たってみることに

しますね
20B  すいません、お願いします
21A はい｛笑｝、わかりました、はいありがとうございます

依頼側である Aは、「まあでもあのー料理の方（ほう）は、あのーマニュ

アルもあるしー、少しずつ覚えていってもらえれば、それでいいんですけど

ねー」（07A）、「でもまあ、ねえ料理できるとー人生これから得ですけど」

（13A）のような文末を断定的に言い切らない「～けど」の言いさし表現を

用いている。こうした表現は、断定を回避することによって相手への遠慮を

示しつつ、相手にこちらの依頼の意向を察してもらえるように仕向ける機能
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を果たす（日高2012：93）。一方、断る側である Bは、「できれば」（04B、

18B）、「できたら」（10B）のように、断ることによって相手に生じる心理的

負担を予想し、その押し付けを弱める（清水2018：124）前置き表現を用い

ている。これらの表現は前置きとなると同時に、依頼に応じることができな

いという予告的な暗示にもなり、相手にこちらの受け入れの難しさを察して

もらうよう仕向ける働きを持つ。最後に、「でもやっぱり今ー、料理の方（ほ

う）にっていうとちょっとー」（16B）における「ちょっと」は、断りの機

能を表す程度副詞で、日本人同士であれば、相手の断りの意図がすぐに理解

できる。それは言いにくい述部を聞き手に察してもらう方法をとることで、

話し手の意思決定に聞き手を参加させ、共同作業の会話に引き込みながら断

りの了解を得ることができる（岡本・斎藤2004：70）からである。

一方、Bの断りの意図を察した依頼側である Aは、Bの発話が終わらな

いうちに、「そうですかー」（05A）、「そっかそっか」（09A）、「そうかー」

（11A）という相手に対する理解・同意を示すあいづちを打つことで、相手

との関係が壊れないように配慮言語行動を行っている。また、「そうかー、

んーそうですねー」（13A）、「そっかー」（17A）が、相手の状況を察知した

ことを示し、いち早く相手の理由説明を受け入れようとする察しとなってい

る。さらに、04から16に続く Bの断りの意思を示す発話に対し、依頼側で

ある Aの「やっぱりでも」（15A）、「気が乗らない？」（17A）という「気配

り発話」（8）が行われる。これらは、Bの断りの意思を察していち早く理解を

示す察しの返しでありながら、何回ものやりとりを経た結果、Bの断りの意

思を変える見通しがないと判断した Aが、最後に、Bが断りやすくなるよ

う仕向けたものである。それを受け継ぐことで、Bにとっては「でもやっぱ

り今ー、料理の方（ほう）にっていうとちょっとー」（16B）と断りやすく

なっている。一方、断る側である Bの関係修復の察しの返しの配慮言語行

動としては、矢継ぎ早に断りの意思を示さず、「えーとそうですね」（04B）、

「えー、そうですね」（08B）、「そうですねー」（14B）というひとまず相手が

言っていることに対する容認を表す緩衝材を置いてから断りの理由説明など

を行っていることが挙げられる。
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上述した例のように、日本語の断る際の会話では、話し手が聞き手に理解

を期待することが前提としてあり、話し手は言いさし表現や前置き表現など

を用いて、聞き手が話し手の意図を察しやすいように配慮している。一方、

あいづち表現で察しの返しが頻繁に行われている。さらに、気配り発話や、

断る前に一時的に容認を表す緩衝材の使用により相手を傷つけない配慮を示

し、察しの仕向けと察しの返しを兼ねた「察し合い」の配慮言語行動が行わ

れていることが分かった。こうした僅かに発せられた定型的な言葉だけで、

相手が結論を推察してくれることを期待するということは、相手を思いやる

気持ちと控えめな態度を良しとする日本語の「察し合い」の配慮言語行動の

特徴であり、高コンテクスト文化に属する「察しの文化」「受信者責任型文

化」を反映していると言えるだろう。

４．２　中国語母語話者同士による中国語の会話

会話（２）は中国語母語話者同士による依頼に対する断りの会話である。

Cは依頼側で日本料理店の店長の役を演じる調査協力者（女）であり、Dは

断る側でホール担当の役を演じる調査協力者（男）である。

会話（２）（9）

日本語訳
01C 小李，最近咱们后厨有点缺人

手，你看要不要去帮帮忙？
李さん、最近料理の方でちょっと人
手が足りないので、そっちを手伝っ
てもらえませんか。

02D 店长，没有别的人选了吗？ 店長、他に適当な人はいないんで
しょうか。

03C 我看咱们店里你挺好的。 あなたが適当だと思いますよ。
04D 是这样的，因为我不太擅长做菜

嘛，可以说就没人敢吃我做的
菜。你也知道的，如果要是作为
一个餐馆的话，做菜这个环节如
果出了一点差池的话，可能对于
整个餐厅的收入都会有一些影
响。你看这样行不行，我继续做
我现在这份工作，你可以去找一

実は、料理はあんまりできなくて、
誰も私の作った料理を食べてさえく
れないんですよ。店長も知っている
はずだと思いますが、料理店として
料理の方に何かがあったら、店全体
の売上にも影響が出てくるかもしれ
ません。よろしければ、ホールの仕
事を続けさせてもらって、キッチン
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下别的人选，或者重新招聘新的
员工。

の仕事に関しては他の人を探すか、
または新しい人を雇ってはどうで
しょうか。

05C 现在时间比较紧，你就先去后厨
帮着他们切切菜，打杂什么的。
你看咱们店之前生意都挺好的，
最近因为缺人手，顾客都不太满
意。

今、時間的にちょっときついので、
キッチンに行って野菜を切るとか、
下ごしらえとかやっては。今まで
ずっと店の景気はいいのですが、最
近は人手が足りなくて、お客様から
ちょっとクレームが出ているんです。

06D 哦。那可不可以这样呢？就是今
天我可以先去试一下，但是试的
话可能效果会不太好，如果今天
你要是觉得不太好的话，到时候
我们再调整一下人选，你觉得可
以吗？

そうですか。それでもいいんでした
ら、とりあえず今日はキッチンに
行ってやってみます。でもあんまり
効果が出てこないと思います。もし
店長もあんまりよくないと思った
ら、その時また調整していただけま
すか。

07C 嗯也行，那你今天先去试试吧。 うん、とりあえず今日は試しにやっ
てもらえますか。

08D 嗯好吧。 うん、はい。
09C 效果好的话那你之后就一直在后

厨跟着学然后在后厨继续做吧。
もしうまく行ったら、これからも継
続して料理担当をしてください。

10D 店长｛笑｝，我觉得我不能胜任。
其实我想做这份工作主要是想锻
炼我的日语口语，这是一方面。
而且我实在是没有做菜的天赋，
所以我可能只能短时间的帮你解
决职位上缺人手的问题。但是长
时间来看还是需要再去选另外一
个人选。而且我知道我有一些朋
友可能比较擅长做菜，要不我把
他介绍给您。

店長｛笑｝、できないと思います。
実は日本語の会話能力を高めたいと
考えてこのバイトに応募しました。
また、本当に料理をする才能はない
ので、短い間しか人手不足の問題の
解決を助けることはできません。で
も、長い目で見れば、他の人を探す
ことが必要です。また、私の友達で
料理ができる人を知っているので、
紹介するのはどうでしょうか。

11C 嗯行。那你先顶上这个职位，然
后把你的朋友先介绍给我看看吧。

うん、いいですよ。とりあえずあな
たはキッチンの仕事をやってから友
達を紹介してみて。

12D 好的。 はい。

依頼側である Cの依頼に対して、Dは直接的な断りではなく、「他に適当

な人はいないんでしょうか」（02D）という代案を提示し、それを断りの手
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がかりとして相手に断りの意図を察してもらえるように仕向けている。Dの

断る意図を察した Cは、「あなたが適当だと思いますよ」（03C）という発話

で、Dのことを肯定しながら再依頼をしている。その再依頼を受けた Dは、

会話（１）の「僕はー料理ーの方（ほう）が、苦手なん、でー」（04B）と

同じように、まず「料理はあんまりできなくて」（04D）と理由を述べるが、

その後さらに「誰も私の作った料理を食べてさえくれないんですよ」（04D）

という新たな情報を付け加えて、どの程度料理ができないかを相手の推論に

委ねるのではなく、自己開示によって客観的な事実を相手と共有する。その

後、「料理店として料理の方に何かがあったら、店全体の売上にも影響が出

てくるかもしれません」（04D）のように、料理の質が店に対して重要であ

るという世間一般の考え方に訴えるが、特にその前に使われる「店長も知っ

ているはずだと思いますが」（04D）という表現は、一般的な認識として相

手も知っていると期待される事柄への同意を促す共感要求となり、相手との

共通基盤を示すことによって、個人対個人の対立を回避するポジティブ・ポ

ライトネス・ストラテジー（10）である。その後、「よろしければ、ホールの

仕事を続けさせてもらって、キッチンの仕事に関しては他の人を探すか、ま

たは新しい人を雇ってはどうでしょうか」（04D）と述べ、相手に選択権が

あることを示しながら自分の意図をはっきりと表明し、さらに問題解決に有

益だと考えている代案を提示した。

幾度も断ったにも関わらず再依頼された場合、（１）の日本語の会話例で

は、断る側である Bは、最後に「でもやっぱり今ー、料理の方（ほう）にっ

ていうとちょっとー」（16B）と相手と分かり合うための必要最低限の言葉

「ちょっと」で、相手に自分の断る意図を察してもらう形で終わる。それに

対して、（２）の中国語の会話例では、断る側である Dは、最後に「できな

いと思います」（10D）と明言し、断る意思を明確にしている。その後、そ

の結論の FTAを軽減するために、結論を裏付ける理由として「本当に料理

をする才能はない」（10D）ともう一度説明し、さらに 「日本語の会話能力を

高めたい」（10D）、「短い間しか人手不足の問題の解決を助けることはでき

ません。でも、長い目で見れば、他の人を探すことが必要です」（10D）と



- 172 -

いう理由の積み重ねで自分の断りを正当化することで、相手を説得してい

る。そして、最後に、補償ストラテジーとして、自分はできないが「私の

友達で料理ができる人を知っているので、紹介するのはどうでしょうか」

（10D）と具体的な代案を提示している。

こうした例のように、中国語の断る際の会話では、聞き手が話し手に具体

的な理由説明を求めることが前提としてあり、話し手が積極的な自己開示や

論理的な説明をするのが一般的である。上述の例からは、理由説明を一回の

みでなく、異なる理由を重ねて行うことや、話し手と聞き手の両方が納得で

きる一般常識の説明で誤解されることがないようにすることによって、相手

を不愉快にさせないような配慮言語行動が行われていることがわかった。こ

のように、結論を明言し、情報提供や論理的説得により相手に結論を納得さ

せることを期待するということは、相手を思いやる気持ちと積極的な態度を

良しとする中国語の「話し合い」の配慮言語行動の特徴であり、低コンテク

スト文化に属する「言葉の文化」「発信者責任型文化」を反映している。

５．おわりに

日本語と中国語の依頼に対する断りの談話展開に見られる配慮言語行動の

特徴を分析した結果、日本語の配慮言語行動は高コンテクスト文化を反映し

たものであり、中国語の配慮言語行動は低コンテクスト文化を反映したもの

であるという仮説を検証することができた。

同じ状況で比較した場合、日本語の断りでは、言わなくても分かってもら

えることがコミュニケーションの前提となっているため、察し合うことが重

要視される。聞き手に、状況から意図や意味を汲み取ることが要求されるた

め、話し手は多くの言葉に頼らず「察し合い」に基づいて言語表現を工夫す

ることを通して、聞き手へのポライトネスを示し、対人関係への配慮を示す

ことが特徴である。察し合いを重ねれば、相互理解は可能になり、問題を解

決することができる。それに対して、中国語の断りでは、言わなければ伝わ

らないことがコミュニケーションの前提となっているため、話し合うことが

重要視される。話し手に、言葉を明確に表現することが要求されるため、話
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し手は言葉に頼る「話し合い」に基づいて論理的説得を工夫することを通し

て、聞き手への配慮を示すことが特徴である。話し合いを重ねれば、相互調

整は可能であり、問題を解決することができる。したがって、日本人と中国

人がより良い付き合いをするためには、文化における語用論的規範の違いに

より母語話者の配慮言語行動の特徴が異なり、配慮言語行動が異なれば、言

語コミュニケーションの違いがあることをまず互いに理解することが重要で

あると言える。

紙幅のため、今回扱ったデータはごく限られたものであるが、日本語と中

国語の依頼に対する断りの談話展開に見られる配慮言語行動の典型の一つで

あろうと思われる。その分析を踏まえ、筆者は、中国語はこれまでに言われ

ている説とは異なり、低コンテクスト文化に属すると考える。しかしながら、

個別の事例に拘りすぎると、「特殊な事例の一般化」という落とし穴もある

（佐藤2008：71–72）。筆者の指摘に説得力を持たせるには、さらに多くのデー

タとより詳細で正確な分析が必要である。また、本稿では依頼に対する断り

を例に用いたが、他の談話内容でも同じ傾向が見られるか、ということも追

究していきたい。

注
（1） 「察し」とは、人々が多くの了解事項を共有していると認識するところに成立す

るコミュニケーションの様式である（本名・羅2018）。
（2） ロールプレイによって得られたデータは自然談話と全く同じものではないもの

の、シナリオを準備したわけではないため、会話参加者が即興で自然に話せるの
ではないか（中井2017：112）と考えられる。よって、本研究はロールプレイの
データを調査対象とする。

（3） 八代・町・小池・吉田（2009：86–87）によると、コミュニケーション様式は、
「飛び石的スタイル」と「石畳的なスタイル」に分けることができる。「飛び石的
スタイル」では、伝達される情報の内でことばにしなければならない部分だけが
ことばで表明され、状況で理解される部分は言語化されない。それに対して、「石
畳的なスタイル」では、ことばを端折らないで、むしろことばを尽くして正確に
情報を伝達する。

（4） 配慮言語行動には、対人配慮に関わる言語的要素の他に、非言語的要素、音声的
要素も含まれるが、それらについての分析は今回は行わず、今後の課題にする。

（5） I-JASは、「多言語母語の日本語学習者横断コーパス（International Corpus of Japanese 
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as a Second Language）」の略で、12 言語の異なる母語を持つ日本語学習者の発話
データと作文データを横断的に収集し、収録したコーパスである。また、学習者
のデータと比較するために、日本語教育に関与したことのない日本語母語話者50
名のデータもある。詳しくは、https://chunagon.ninjal.ac.jp/static/ijas/about.htmlを参
照されたい。

（6） 日本語版のロールプレイカードは資料１、中国語版のロールプレイカードは資料
２を参照されたい。中国語版のロールプレイカードについては、断る側のロール
カードは迫田他（2016：221）におけるロールプレイ翻訳版― “角色扮演（２）”
をそのまま使用した。しかし、日本語のロールプレイにおいては、依頼側は調査
実施研究者が演じるため、依頼側のロールカードはない。そのため、依頼側のロー
ルカードは、筆者が断る側のロールカードを参考に “角色扮演（１）” として作成
した。

（7） 日本語のコーパスの最初のデータに合わせたため、できるだけ同質なデータを比
較することを考えると、性別を統一する必要性があった。したがって、日中とも
に依頼側が女、断る側が男の各一組の会話例を選択した。

（8） ザトラウスキー（1993：76）では、勧誘者の発話に見られる「断わる理由や『勧
誘』に不利な情報、否定的な評価を含む発話」を「気配り発話」と呼ぶ。被勧誘
者が話にあまり乗ってこない時に用いて断りをやすくさせるストラテジーである。

（9） 会話例における下線部は、分析に注目してほしいところである。また、中国語会
話の日本語訳は筆者による。原文理解の目安として、直訳した。

（10）Brown & Levinson（1987：117）は、“Presuppose/raise/assert common ground（「共
通基盤を想定せよ /喚起せよ /述べよ」）” をポジティブ・ポライトネス・ストラ
テジーの１つとして挙げる。
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資料１：日本語版のロールプレイカード

断る側のロールプレイカード（迫田他2016：68より）

あなたは、日
にほ ん

本料
りょうりてん

理店でアルバイトをしています。接
せっきゃく

客スタッフとし

て注
ちゅうもん

文を取
と

ったり、料
りょうり

理を運
はこ

んだりしています。

店
てんちょう

長さんから、「料
りょうり

理を作
つく

る人
ひと

が一
ひと り

人やめたので、来
らいげつ

月から料
りょうり

理を作
つく

る

仕
しご と

事を担
たんとう

当してほしい」と言
い

われました。しかし、あなたは料
りょうり

理は苦
にがて

手だ

し、日
にほんじん

本人と話
はな

せる仕
しごと

事がしたいので、この話
はなし

を断
ことわ

りたいと思
おも

いました。

店
てんちょう

長に、料
りょうり

理の仕
しご と

事の話
はなし

をじょうずに断
ことわ

って、今
いま

の仕
しご と

事を続
つづ

けられ

るように話
はな

してください。

 （準
じゅんび

備ができたら始
はじ

めますから、準
じゅんび

備ができたら教
おし

えてください。）
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資料２：中国語版のロールプレイカード

依頼側のロールプレイカード（筆者作成）

角色扮演（１）

　你是日本料理店的店长。作为店长，主要负责料理店的运营及人事调动

安排等工作。

　店里生意一直都很好，可是最近负责做菜的王师傅突然辞职了。一时间

厨房里缺了人手，有些怠慢了给客人上菜的时间。因此你想调在大厅负责接

待客人的小李从下个月起到后厨担任做菜的工作。

　请你巧妙地向小李提议，并尽可能地让小李答应你的提议。

� （等你准备完毕后我们开始，所以请你准备完毕后告诉我。）

依頼側のロールプレイカード（日本語訳は筆者による）

あなたは、日本料理店の店長です。店の運営及び人事異動の手配などを
しています。
今までずっと店の景気はいいですが、料理を作る王さんが突然やめたの
で、手が回らなくなり、料理を提供する時間が長くなってしまいました。
そのため、あなたはホールを担当している李さんに来月から調理担当を頼
みたいと思います。
李さんに依頼して、応諾を得られるように話してください。
 （準備ができたら始めますから、準備ができたら教えてください。）

断る側のロールプレイカード（迫田他2016：221より）

角色扮演（２）

　你在日本料理店打工。作为接待客人的服务员，平时的工作内容是接受

客人的点菜，并把菜端到客人桌上等。

　店长和你说，“做菜的有一个人辞职了，所以我希望你从下个月起担任

做菜的工作。”但是，你不擅长做菜，并且你想做能练习日语会话的工作。

因此你想拒绝店长的提议。

　请你巧妙地拒绝店长，并继续你现在的工作内容。

� （等你准备完毕后我们开始，所以请你准备完毕后告诉我。）

（こう　よう：筑波大学大学院）

（2019.11.10　受理）


