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本論文中の例文の表記について 

 

 

 

１． 例文の‘?’は、その文が不自然な文であることを示す。 

 

   （例）?お願いしていないのに、手伝ってもらった。 

 

（例）?手伝ってくれて、すみません。 

 

 

２． 例文の‘*’は、その文が非文であることを示す。 

 

   （例）*皆さんが今日来ていただいた。 

 

 

３． 実例、作例、他の論文から引用した例文を問わず、例文はすべて分析対

象となる箇所に下線‘＿＿＿＿’を引く。 

 

   （例）荷物が重たかったので、少し持ってもらった。 

 

   （例）色やデザインは、自分で変えられるんです。 
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1 

 

序論 

 

1.  本論文の目的 

 

堀江・パルデシ (2009)によると、日本語の文末の位置というのは、聞き手とのコミュニ

ケーションを担う「談話」(語用論)的特徴と、話者が事態をどのように捉えるかという「認

知」的特徴の双方が表れる場である。堀江・パルデシ (2009)は、上記「談話」と「認知」

の 2 つを文法構造に働きかけ使用に影響を与える「言語外要因」と捉えている。そして、

日本語の文末形式は他言語に比べて意味が多様化する傾向があり、その背景には、聞き手

の語用論的・文脈的な解釈 (推論)が関わっていると捉えている。本論文では、堀江・パル

デシ (2009)の洞察を踏まえ、話者の「認知」と聞き手の「語用論的推論」という「言語外

要因」が日本語に特徴的な言語形式の意味にどのように関与するかに着目を行うものであ

る。その現象を、テクレル・テモラウ、そして、ノダ文・非ノダ文の母語話者の使い分け

から考察を行っていく。 

 授受補助動詞テクレルとテモラウは他者から恩恵を授かったことを表すものである。例

えば、英語で She helped my homework という場合、日本語に直訳すると、「彼女が私の宿題

を手伝った」となる。しかし、日本語の表現としては通常、「彼女が宿題を手伝ってくれた」

或いは「彼女に宿題を手伝ってもらった」等が自然に感じられる。 

また、文末形式のノダ文とは（１a）のように、文末にノダ (ンデス)が付加された形式

を指す。本研究では名詞化辞「ノ」に断定の「ダ」または丁寧形「デス」が付加された文

末形式をノダ文と呼ぶ。また、非ノダ文とは、（１b）のようにノを含む名詞化が行われな

い文末形式を指す。 

 

（１）a. 明日は会議があるんです。 

      b. 明日は会議があります。 

 

これらの言語形式は文末に表れる点が共通し、また、日本語に特徴的な表現であること

からこれまで多くの研究が存在し既に様々なことが明らかにされている。本論文は、これ

までのテクレルとテモラウ、そして、ノダ文と非ノダ文の知見を援用し、先ず、意味論的

意味と語用論的意味を区別して捉える。そして、対人的用法に表れる語用論的意味は、意
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味論的意味から聞き手の推論により導き出される点と、言語外の要因である「聞き手への

配慮 (ポライトネス)
1」が聞き手の推論の方向性に影響を与えることを示す。これが本論

文の目的である。テクレルとテモラウ、或いは、ノダ文と非ノダ文のどちらか一組だけで

なく、二組の言語形式を同時に扱うことは意味があると捉えている。そのことにより、言

語形式の語用論的意味に聞き手への配慮 (ポライトネス)がどのように関わるかを多面的

に示すことができる為である。 

本論文では、先ず、テクレルとテモラウに対する考察から始める。テクレルとテモラウ

は双方とも恩恵を受けたことを表すが、受け手からの依頼等、働きかけの有無が異なるこ

とと、受け手と与え手のどちらを主語として述べるかの違いが指摘されている。 

 

 （２）a. 田中さんは私を助けてくれました。 

    b. 私は田中さんに (頼んで)助けてもらいました。 

 

つまり、（２b）のようにテモラウで叙述された場合には、受け手から与え手に依頼や期

待などの働きかけが伴うとされている (庵ほか, 2001; 高見・久野, 2002 他)。また、（２a）

のテクレルの主語は与え手の「田中さん」となり、（２b）のテモラウの主語は受け手の話

者「私」となることから、構造に異なりがあることになる。本研究では、（２）の恩恵を叙

述する際の異なりは、堀江・パルデシ (2009)が述べる「言語外要因」の内、話者の事態に

対する「認知」から捉え直せることを最初に考察する。つまり、叙述文におけるテクレル

とテモラウは、恩恵行為に対する話者の「認知」(把握)に違いがあることを母語話者調査

から明確にする。 

更に、テクレルとテモラウは下の（３）のように、与え手の行為に直接言及し感謝を述

べる場合にも用いられる。 

 

（３）a. 田中さん、昨日は助けてくれて｛有難うございます／?すみません｝。 

       b. 田中さん、昨日は助けてもらって｛有難うございます／すみません｝。 

 

この場合、テモラウはテクレルと異なり、スミマセン等の謝罪表現と共起することが既

                                                   
1 「聞き手への配慮 (ポライトネス)」とは、Brown & Levinson (1987)のポライトネス理論の基となった

Goffman (1972)の社会学的理論と、デュルケーム (2014)の人類学的理論を参照し本論文では定義を行っ

ている。「聞き手への配慮」とは具体的にどのような話者の態度を示すかについては第 5 章に示す。 
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に先行研究で指摘されている (大江, 1975; 庵ほか, 2001; 山田, 2004)。また、（２）とは異

なり、（３）では聞き手の行為に言及し感謝を述べるという言語行動を伴うことから、聞き

手に対する配慮 (ポライトネス)が意味に含まれる可能性がある。（３）の後続表現の異な

りも聞き手への配慮と関連すると本論文では仮定を行う。 

授受動詞の対照方言学的研究を行った日高 (2007:32)は、聞き手を話題の人物とした場面

を対者場面と呼び、第三者を話題の人物にした場面を第三者場面と呼んでいる。テクレル

とテモラウの例で述べれば、上記（３）が対者場面となり、（２）が第三者場面となる。日

高 (2007)は授受動詞の考察に当たり、対者場面と第三者場面を区別している。その理由と

して、「対者場面での待遇表現の選択は、話し手と聞き手の対人的関係によって決定される」

ことを挙げている。本論文においても、与え手が第三者か聞き手かによって使い分けや意

味が異なると仮定を行う。理由は日高 (2007)が指摘している通り、聞き手との対人的関係

や配慮が絡むと捉える為である。 

従って、本論文では、先ず、（２）のように他者から受けた恩恵を聞き手に報告する際

の「叙述文」と、（３）のように聞き手の行為に対して直接感謝を述べる「感謝文」を区別

し、母語話者の使い分けからテクレルとテモラウの意味を考察する。その結果から、感謝

文における語用論的意味は、叙述文の意味を基にし文脈から含意を推論することにより引

き出されることを考察する。文脈から話者の含意を推論することで語用論的な意味が生じ

ることは真新しい理論や発見ではない。しかし、テクレルとテモラウの使用場面に基づく

語用論的意味と、形式 (構造)に基づく意味論的意味を区別し、語用論的な推論過程を基に

両者を結びつけたものは見当たらない。 

更に、本論文では、テクレルとテモラウの語用論的意味には聞き手への配慮 (ポライト

ネス)が関わることに着目する。「配慮」とは、日本国語大辞典 (2006)によれば、「心をく

ばること」であり、野田 (2014:3)による「配慮表現」の定義では、「聞き手や読み手に悪い

感情を持たれないようにするために使う表現」とある。本論文で用いる「聞き手への配慮」

とは野田 (2014)と類似するが、「聞き手と良好な関係性を築く為に話者が聞き手に示す態

度」を意味するものである。そして、聞き手との良好な関係性を築く為に、具体的にどの

ような態度が取られるかを、Brown & Levinson (1987)のポライトネス理論の基なったデュ

ルケーム (2014)の人類学的理論と Goffman (1972)の社会学の考察を参照する2。それらの理

                                                   
2 詳しくは第 5 章にて示すが、一つは「聞き手領域を尊重し侵害を回避する態度」であり、もう一つは「聞

き手に好意を示し近づく為に、聞き手領域に触れる (踏み込む)態度」と捉える。 
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論は、社会的関係性の中で個人が他者に対して取る態度を二つに大別し分類している。ま

た、聞き手への配慮 (ポライトネス)が語用論的意味に関わるのはテクレルとテモラウだけ

の現象でないことを示す為に、他の言語形式においても検討を行う必要性があると捉えた。

本論文ではその言語形式にノダ文と非ノダ文を選択した。ノダ文は語用論的意味が豊富で

あるが、聞き手への配慮 (ポライトネス)から捉え直した研究が見られない為である。 

ノダ文にも既に多くの研究があり、様々な機能と用法が記述されている。例えば、田野

村 (1990)は、ノダ文はある事態が先にあり、その事態の「背後の事情」を示すとし、野田 

(1997)においても、前提や状況が先ずあって、ノダ文はそれらに「関係づけ」を行うもの

と捉えている3。これらの研究からノダ文は先行文脈が前提とされる。例えば、庵ほか 

(2001)では、以下の（４）のように様々な用法があることが示されており、それぞれの意

味は文脈に関連付け捉えられている。 

 

（４）a. 昨日は学校を休みました。頭が痛かったんです。(理由・解釈) 

      b. 明日は入社式だ。明日からは社会人なのだ。(言い換え) 

      c. (掲示板を見て)明日会議があるんだ。(発見) 

      d. 先生、お話があるんです。お部屋に伺ってもよろしいでしょうか。(先触れ) 

      e. 駅前で個展を {?やってますが／○やってるんですが}、よかったら見にきてく

ださい。(前置き) 

   f. さっさと帰るんだ。(命令) 

(庵ほか, 2001:282-290) 

       

これらの意味は、文脈から話者の含意を推論することによって生じる点で語用論的意味

を捉えたものと考えられる。堀江・パルデシ (2009)は、名詞修飾節及び名詞化終止構文 (ノ

ダ・ことだ・ものだ)について他言語との対照研究を行っている。その結果から、日本語は

聞き手が文脈から推論 (語用論的推論)を行い意味を捉える傾向が高く、その為に、言語形

式の意味が富化する言語であることを指摘している。そして、堀江・パルデシ (2009)では、

意味の解釈において語用論的推論が志向される背景には、日本語話者の思想等、社会・文

化的要因が関わることを示唆している。このことから、特定の社会・文化的要因を取り上

                                                   
3 田野村 (1990)と野田 (1997)では先行文脈がないノダ文もあると捉え、その場合、田野村 (1990)では実

情を表すとし、野田 (1997)では非関係づけの用法として区別している。 
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げ、それが具体的にどのようにそれぞれの語用論的推論に関わるかを考察することは意義

があると思われる。ノダ文は上記（４）に見られるように、語用論的意味が多岐に渡る点

で特徴的であることから、社会・文化的要因からの検討に適すと判断した。また、本論文

で、先に、授受補助動詞テクレルとテモラウの語用論的意味を分析していることには意味

がある。授受補助動詞とは恩恵を表すものであり、町人の生活が向上した近世後期の都市

生活において、見知らぬ他者へ慎重な配慮を払う為に発達したものと考えられている (宮

地, 1975; 宮地, 1981)。従って、その意味には対人的配慮が含まれていると捉えられ、特に

聞き手目当てに用いられる用法においては聞き手への配慮 (ポライトネス)が具現化され

る。その為、日本語話者が他者と良好な関係性を築く為にどのような対人的方略を用いて

いるかを掴みやすいと捉えた。つまり、先ずは、授受補助動詞の考察から、日本語話者が

志向する聞き手への配慮 (ポライトネス)を捉えた上で、その考察が、他の語用論的意味が

豊富な言語形式に適応できるかを検証するという流れとなる。 

また、これまでのノダ文の研究では、聞き手への配慮 (ポライトネス)から多岐に渡る意

味を捉え直したものは見られない。非ノダ文と対照させた研究も多くはなく、非ノダ文と

聞き手への配慮 (ポライトネス)との関係性は考察されていない。その為、テクレルとテモ

ラウに対する考察から捉えられる「聞き手に対する配慮 (ポライトネス)」を基に、非ノダ

文と共にノダ文を捉え直すことは、ノダ文を新たな観点から捉えることにも繋がると捉え

た。 

更に、聞き手配慮とノダ文・非ノダ文との関係を捉えることは日本語教育への貢献とい

う観点からも重要であると捉えられる。なぜなら、学習者の誤用においては、待遇的配慮

から不適切になる場合が見受けられる為である。例えば、下の（５a）は、市川 (2010)に

より挙げられた学習者の誤用例である。 

 

 （５）a. 今の福建省は、台湾と中国の経済交流のチャンネルとして存在するんです。 

        b. 今の福建省は、台湾と中国の経済交流のチャンネルとして存在する。 

(市川, 2010:586) 

 

 市川 (2010:590)は、（５a）は「「そんなことも知らないのか」といった押し付けがましい

表現」となる為、（５b）の非ノダ文のほうが適切であるとしている。しかし、（５a）は文

法的には間違いではない。この例は、ノダ文の選択には文法的な適切性だけでなく、「待遇
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的」に適切か否かという「聞き手への配慮」が関与することを示唆している。従って、本

論文ではノダ文と非ノダ文双方の語用論的意味を考察し、聞き手への配慮との関係性を明

らかにする。 

 本論文では、最初にテクレルとテモラウにおいて、先ず、①叙述文における意味論的意

味と感謝文における語用論的意味が異なることを示した後、②語用論的意味への変化 (推

論)過程を考察し、その際に、③聞き手への配慮 (ポライトネス)が推論の方向性に影響を

与えることを明らかにする。更に、テモラウとテクレルで考察された③の聞き手への配慮 

(ポライトネス)と語用論的推論との関連性が、全く類似しない言語形式であるノダ文と非

ノダ文にも見られるかを明らかにする。テクレルとテモラウ、そして、ノダ文と非ノダ文

という二組の言語形式について考察した後、語用論的意味に関わる「聞き手配慮」とは、

聞き手と近づき親しみを示すという配慮と、聞き手と距離を置き聞き手の領域を尊重する

という配慮の二つに大別されることを論じる。類似しない一組の言語形式であるノダ文と

非ノダ文についても考察することは、テクレルとテモラウに対する上記①、②及び③の考

察が他の言語形式においても適応できる可能性を示すことになる。 

また、本論文は、日本語教育における文法教育及びコミュニケーションの為の文法教育

に貢献することも視野に入れている。言語形式の意味論的意味と語用論的意味の違いを示

し、同時に関連性に焦点を当てるのはその為である。市川 (1989)は、コミュニカティブ・

アプローチで「文法」をどう扱うかという点について以下を重視している。それは「文法

の説明が形態的、意味的説明だけに終わらず、意味的関係と機能的関係を結び付ける方向

へ向かうべきである」(市川, 1989:75)ことの重要性である。例えば、市川 (1989)は「～て

おく」を例にとり、「「～ておく」のように、使っても使わなくても文法的に間違いでない

とすれば、「～ておく」を使うことによって実際にはどういう働き・効果 (=機能)が生じる

のかを説明・指導できない限り、学習者は「～ておく」は使えないし、使わないことにな

る」としている。このことはテクレル・テモラウ、そして、ノダ文・非ノダ文においても

該当するであろう。本論文は「実際にはどういう働き・効果 (＝機能)があるか」について

を、聞き手への配慮という側面から明らかにするものである。また、鈴木 (2007:241)は、

学習者が目標としているのは、「具体的なコンテクスト (前後の文脈・状況・場面・人間関

係・社会的文化的背景)の中で適切で有意味なコミュニケーションを行うことのできる能力

を身につけること」であると捉えている。本論文では質問紙調査により母語話者の使い分

けを明らかにする方法を取っている。それは、状況・場面・聞き手との関係から使用を捉
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えるという目的もある為である。更に、庵 (2013)は、「日本語教育に役立つ文法記述」の

必要性を指摘している。その中では、「理解レベル」の言語知識ではなく、日本語母語話者

はどのような場合にある形式を使用するかという「産出レベル」の研究の必要性を強調し

ている。庵 (2013)はノダ文を例にし、理解レベルとしてノダ文は「説明」を行うものだが、

産出レベルの研究とは、母語話者はどのような場合に「説明」を行うかを明らかするもの

と捉えている。本論文は母語話者が談話内で頻繁に説明を行う動機付けを「聞き手への配

慮」という側面から考察を行う。このような日本語教育への貢献も視野に入れ、意味論的

意味と機能的意味の双方を明らかにすることを目指す。 

市川 (1989)の報告によれば、テクレルとテモラウ、そして、ノダ文と非ノダ文は、学習

者が難しいと捉える文法項目に含まれている。日本語教育を視野に入れれば、この二組の

言語形式の意味論的意味と語用論的意味との関係性を示すことは意義があると捉える。従

って、本論文では、テクレルとテモラウ、そして、ノダ文と非ノダ文を取り上げ、意味論

的意味と語用論的意味の関連性を示し、また、語用論的意味には二種類の聞き手配慮が関

わることを明らかにする。 

 

2. 本論文の研究課題 

  

本論文では下記に示す通り、二つの課題を設定する。 

 

課題 1 ：授受補助動詞テクレルとテモラウ4について、叙述文と感謝文における母語話者

の使い分けを明らかにする。 

課題 2 ：聞き手への二種類の配慮が語用論的意味に関与することと、意味論的意味と語用

論的意味の関連性について、二つの異なる言語形式 (テクレル・テモラウ及びノ

ダ文・非ノダ文)におき明らかにする。 

  

 課題 1 及び課題 2 を明らかにすることにより、以下のことが示唆できる。第一に、言語

形式の意味論的意味と語用論的意味には異なりがある。第二に、意味論的意味から語用論

的意味への変化には、文脈からの推論と共に聞き手への配慮が関与する。第三に、母語話

者の使い分けを明らかにすることにより、日本語教育における文法指導に応用可能な産出

                                                   
4 テクダサルとテイタダクについては、感謝文における使い分けのみ考察する。 
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レベルの言語知識を提供することができる。以上を目指し調査及び考察を行う。 

 

3. 本論文の概要 

 

3.1 調査方法及び参加者 

 

 本論文では主に質問紙調査により使い分けを考察する。表 1 に本論文で用いた質問紙と

その調査期間を示す。これらの質問紙は＜付録＞にて添付している。本論文の調査におけ

る参加者5は大学生或いは大学院生であり、社会人に対しては調査を行っていない。年代別

に客観的なデータを用いて示すには、より大規模な調査と長い期間が必要である。その為、

年代差を考察することができなかった。今後は、幅広い年齢層に調査を実施し、本研究の

結果と比較する必要性があるであろう。また、質問紙調査の手順を表した小塩・西口 

(2007:126)を参照し、参加者が答えたくない質問は強制しない配慮を行っている。各章の参

加者情報において、性別や居住地が不明となる場合があるのはその為であることを付記し

ておく。 

 

表 1 各質問紙の調査期間 

 調査期間 結果報告を行った章 

1. 質問紙 1 2012 年 3 月 第 1 章 4 節の調査 1 

2. 質問紙 2 2013 年 4 月から 6 月 第 1 章 4 節の調査 2 

3. 質問紙 3 2014 年 5 月から 7 月 第 1 章 5 節の調査／第 2 章の調査 1／第 3 章の

調査 1 

4. 質問紙 4 2013 年 10 月から 1 月 第 2 章の調査 2／第 3 章の調査 2 

5. 質問紙 5 2011 年 7 月から 8 月 第 6 章の予備調査 

6. 質問紙 6 2012 年 5 月から 10 月 第 6 章の本調査 

7. 質問紙 7 2013 年 10 月 第 7 章の調査 

 

3.2 授受補助動詞テクレルとテモラウ 

                                                   
5 小塩・西口 (2007:112)を参照し、本論文の調査が「実験」ではなく「質問紙調査」である為、「被験者」

ではなく「参加者」とし記述を統一した。 
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 先ず、授受補助動詞テクレルとテモラウについて行った調査について、それぞれの課題

とその概要を表 2 に示す。 

 

表 2 テクレルとテモラウに対する調査 

課題 概要 

第 1 章 4 節 

＜質問紙 1＞＜質問紙 2＞ 

①受け手の依頼とテクレル・テモラウ

との関係性 

 

質問紙 1：参加者がテクレルで叙述した場合 (例)田中さんが助

けてくれた)と、テモラウで恩恵を叙述した場合 (例)田中さん

に助けてもらった)、受け手からの依頼 (働きかけ)と関係性が見

られるか。 

質問紙 2：参加者はテモラウによる記述から受け手の働きかけ

を、テクレルによる記述から与え手の申し出を想起するか。 

第 1 章 5 節 ＜質問紙 3＞ 

②テクレルと働きかけがないテモラウ

との異なり 

与え手からの自発的な援助である場合、恩恵を叙述する際に用

いられるテクレルとテモラウは、恩恵に対する話者の認知が異

なるか。 

第 2 章 ＜質問紙 3＞＜質問紙 4＞ 

③与え手に感謝を述べる場合のテクレ

ルとテモラウは、どのように使い分け

られているか 

テクレルによるお礼 (例）助けてくれて有難う)と、テモラウに

よるお礼 (例)助けてもらって有難うございました)において、

テクレルとテモラウの選択条件は何か。また、叙述文の意味か

らどのように変化しているか。 

第 3 章 ＜質問紙 3＞＜質問紙 4＞ 

④与え手に感謝を述べる場合のテクダ

サルとテイタダクは、どのように使い

分けられているか 

テクダサルによるお礼 (例)教えて下さって有難うございまし

た)と、テイタダクによるお礼 (例)教えて頂いて有難うございま

した)は、話者の恩恵に対する「認知」と与え手への「配慮 (ポ

ライトネス)」に違いがあるか。 

 

 表 2 の①と②の調査は、「昨日、田中さんに助けてもらいました」のように、第三者か

ら受けた恩恵を聞き手に報告する場合 (=叙述文)における使用を分析する。①の調査では、

受け手からの依頼 (＝使役性)とテモラウ・テクレルの選択にどの程度の結びつきがあるか

を明らかにする。また、テモラウと使役性との関係性が指摘されているが、テクレルと使

役性とはどのような関係性があるかは十分に検討されていない。その為、①の調査ではテ

クレルと使役性の関係についても明確にする。 
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②の調査を行うのは以下の理由からである。①の調査結果から、テモラウは受け手から

依頼を行った場合だけでなく、与え手からの自発的行為であった場合も同程度に用いられ

ることが明らかになった。テモラウには使役性が伴うと考えられているが (高見・久野, 

2002 他)、受け手から依頼を行っていない場合のテモラウが何を示すかを明らかにする必

要性があると判断した。また、受け手からの依頼が伴わないテクレルとの差異も明確にす

る必要性がある。その為、②の調査を行う。 

③の調査では、「田中さん、助けてくれて有難う」のように、与え手の行為に対し感謝

を述べる場合の使用を調査する。そして、テモラウ或いはテクレルが用いられた場合、話

者は与え手にどのような配慮を示すかを明らかにする。また、④は、③で得られた敬語形

のテクダサルとテイタダクを抽出し考察するものである。テクダサルとテイタダクがそれ

ぞれどのような話者の認知と聞き手への配慮を示すかを明らかにする。 

 

3.3 対人的用法のノダ文と非ノダ文 

  

本論文では、テクレルとテモラウの語用論的意味には聞き手に対する配慮が関わってい

ると仮定し、その聞き手配慮とは何かを明らかにする。しかし、他の類似しない言語形式

においても同様に聞き手への配慮が関与することを考察する意義があると考える。テクレ

ルとテモラウの考察で明らかになった結果が、他の言語形式にも広く応用できる可能性を

示すことができる為である。本論文ではその為にノダ文と非ノダ文を選択した。理由は既

に述べた通りである。一つは、ノダ文の語用論的意味は多岐に渡るが、それらは聞き手配

慮という観点からは未だ考察されていない為である。二つ目に、ノダ文より非ノダ文のほ

うが待遇的に適切である場合の考察がないこと、そして、三つ目に、学習者にとっては授

受補助動詞と並び習得が困難な項目である為である。 

ノダ文と非ノダ文の使い分けについては、以下の二種類の調査を行った (表 3)。 

 

表 3 ノダ文と非ノダ文に対する調査 

課題 結果 

第 6 章 ＜質問紙 5＞＜質問紙 6＞ 

①ノダ文と非ノダ文が聞き手に与える印象はど

質問紙 1：和らげ或いは強調を示すノダ文に対し、母

語話者はどのような印象を持つか、非ノダ文の場合は
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のように異なるか どうかを調査する。 

質問紙 2：質問紙 1 の和らげと強調に加え、説明のノ

ダ文を加え、質問紙 1 で得られた印象 13 項目につい

て評定してもらう。非ノダ文とそれぞれの印象がどの

ように異なるかを示す。 

第 7 章 ＜質問紙 7＞ 

②聞き手の認識度によって、ノダ文と非ノダ文

が使い分けられているか 

提示情報について、聞き手が直接確認できるか否かと

いう「認知」的判断が、ノダ文と非ノダ文の選択に関

与しているかを調査する。 

 

先ず、表 3 の①の調査ではノダ文が聞き手にどのような印象を与えるかを調査する。こ

れは、聞き手にどのような配慮が伴うかを聞き手に与える印象から考察できると捉える為

である。ノダ文は、聞き手に親しさや距離の近さを示し、非ノダ文は聞き手と距離を保ち

正確な情報伝達に徹するという対照的な印象を与えることを示す。これらはノダ文と非ノ

ダ文が示す社会的な側面であり、聞き手への配慮と関連することを論じる。 

また、市川 (2010)は、上記（５a）でノダ文の誤用例として、「今の福建省は、台湾と中

国の経済交流のチャンネルとして存在するんです」を示している。これは「「そんなことも

知らないのか」といった押し付けがましい表現」となるとされていた。この現象から、ノ

ダ文の使用は、聞き手内に情報が無いということを明示してしまうと仮定できる。 

このことから、本論文では、聞き手内に情報があるか否かという「認知的判断」がノダ

文と非ノダ文の使い分けに関わっていると仮定し、表 3 の②の調査を行う。調査結果から、

非ノダ文は話者と聞き手の双方が直接確認できると判断された場合に自然であると認識さ

れることを示す。例えば、下の（６a）の実例にあるように、話者の内的状態等、話者しか

直接確認できない内容について、（６b）のように非ノダ文で提示すると不自然となる。こ

れに対して（６a’）のノダ文はより自然と認識される。また、（７）のように話者の行動を

示す場合、行動は外から観察可能である為、聞き手がその事実を知っている可能性もある。

その為、（７）では聞き手が直接確認できると判断されれば非ノダ文が自然であると認識さ

れることを示す。 

 

（６）a.「…皆さん、帰ってきていただいて、それが私はすごく嬉しいんですね」 

(http://blog.rnb.co.jp/gjmama/?p=311, 2015 年 3 月 26 日参照) 

http://blog.rnb.co.jp/gjmama/?p=311
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        a’. 皆さん、帰ってきていただいて、それが私はすごく嬉しいんですね⤴ 

    b. ?皆さん、帰ってきていただいて、それが私はすごく嬉しいですね⤴ 

（７）私は夏休みにハワイに行きましたね⤴ 

         

 表 3 の①と②の調査結果から、ノダ文は聞き手内に情報が存在しないことに対し話者が

配慮を示すものであり、非ノダ文はそのような配慮が伴わないことを論じる。その為、ノ

ダ文は聞き手との親和性を示すことになるが、聞き手内に情報がある場合には押しつけと

捉えられることも論じる。また、非ノダ文は、聞き手内に情報がある場合は、聞き手領域

を尊重することになるが、聞き手内に情報が無い場合には親和性を欠いた印象を与えるこ

とも示す。 

 

4. 本論文の構成 

 

 本論文の構成は図 1 の通りである。序章では、本論文の目的、研究課題、概要、そして、

構成を示す。第 1 章から第 4 章までが課題 1 に対する調査結果と考察である。第 1 章はテ

クレルとテモラウの叙述文における母語話者の使い分けを、第 2 章はテクレルとテモラウ

の感謝文における使い分けを、そして、第 3 章は敬語形のテクダサルとテイタダクの感謝

文の使い分けを調査し分析する。第 4 章は第 1 章から第 3 章の結果をまとめ、叙述文と感

謝文の意味がどのように異なるかを考察する。その上で、叙述文の意味論的意味から感謝

文の語用論的意味への変化過程を、Traugott & Dasher (2002)の「意味変化における誘引的推

論理論」を援用し考察する。その結果から、語用論的意味には聞き手に対する配慮が関わ

っているとの仮定を示す。この仮定が本論文の課題 2 となる。 

第 5 章から第 8 章までは課題 2 を明らかにするものである。第 5 章では、言語形式の意

味に影響を与える「聞き手に対する配慮」とは何かについて、Goffman (1972)、Brown & 

Levinson (1987)、滝浦 (2005)、そして、デュルケーム (2014)の人類学的・社会学的な枠組

みを援用し定義する。そして、テクレルとテモラウの語用論的意味には二種類の聞き手領

域に対する配慮が関与していることを示す。更に、この考察が他の異なる言語形式にも観

察されるかを検討する為に、第 6 章と第 7 章ではノダ文と非ノダ文について母語話者の使

い分けを調査する。第 8 章にてノダ文と非ノダ文の意味論的な意味を推定した後、第 6 章

と第 7 章で考察した語用論的意味との関係性を明らかにする。結果から、テクレルとテモ
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ラウと同様に、ノダ文と非ノダ文においても語用論的用法には同様の聞き手領域への二つ

の配慮が関与することを明らかにする。結論では課題 1 と課題 2 を概観し、本論文から捉

えられる言語と社会の関係性について述べる。また、日本語教育への示唆と今後の展望を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 本論文の構成 

序論 

課題 1 叙述文と感謝文の意味―テクレ

ル・テモラウ 

課題 2 聞き手領域に対する二つの配慮と

語用論的意味との関連性 

1 章 叙述文の意味 

2 章 感謝文の意味  

3 章 感謝文 (敬語形)の意味 

4 章 課題 1 考察 

1. 意味論的意味と語用論的意味 
2. 異なりと関連性 

5 章 理論的枠組み 

1. 聞き手領域に対する配慮とは 
2. テクレルとテモラウの場合 

 

6 章 ノダ文・非ノダ文 1 

7 章 ノダ文・非ノダ文 2  

8 章 課題 2 考察 

聞き手領域への二つの配慮と 

語用論的意味 

結論 

課題 1・課題 2／言語と社会との関係性／日本語教育への示唆及び今後の展望 
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第 1章 授受補助動詞テクレルとテモラウの使い分けー叙述文 

 

1.1 第 1 章の目的  

 

 この章では、話者が第三者から恩恵を受けたことを聞き手に報告する「叙述文」におけ

る授受補助動詞テクレルとテモラウの差異を明らかにする。日本語の授受動詞及び授受補

助動詞については、これまでに多くの通時的研究があり、その成立や発達過程が明らかに

されてきた (宮地, 1975; 宮地, 1981; 古川, 1995; 日高, 2007 他)。一方、代表的な共時的研

究においては、視点や共感の所在という観点から分析が行われている (久野, 1978; 澤田, 

2007 他)。また、山田 (2004)は、授受補助動詞のテアゲル・テクレル・テモラウに焦点を

当て考察を行っている。そのような研究では、通常 (テ)クレルは give という意が共通する

(テ)アゲルと対照させ比較されることが多い。しかし、恩恵の方向性と視点が受け手にあ

る点が共通するテモラウと比較した実証的研究は少なく、二つの言語形式の差異は十分に

解明されていない。テクレルとテモラウは恩恵を授かったことを示すが、例えば、「先生が

ほめてくれた」と「先生にほめてもらった」にどのような違いがあるかは説明が困難であ

る。 

この章では二つの形式を比較した研究を概観し調査を行う。先ず、テモラウの基本は使

役性であるとする見解と、使役性はテモラウの基本ではないとする見解があることを示す。

そして、テモラウは、テクレルと同様に働きかけ (使役性)が伴わない用法があるとする研

究を示し、その場合の二つの形式の差異が明確にされていないことを指摘する。第 1 章の

4 節では、働きかけとテクレル・テモラウの関係性を調査し、第 5 節では働きかけがない

場合のテモラウとテクレルの差異を調査する。尚、本論文では、「話者」と「聞き手」の間

の言語行動に着目する為、「受け手」が「話者」ではない「第三者」である場合のテクレル

とテモラウは分析を行わない。 

 

1.2 先行研究 

 

1.2.1 テクレルとテモラウの比較研究 

 

テクレルとテモラウを比較した研究においては、先ず、テモラウに「働きかけ (使役性)」
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が伴うことが指摘されている。テモラウに伴う「働きかけ」とは、高見・久野 (2002:295)

によると、話者 (受け手)から与え手に働きかけて、「ある行為や事象を引き起こさせたり、

あるいはある行為や事象が起こることを望んだり期待」するものと捉えている。この為、

本研究では、「働きかけ」を受け手から与え手への依頼と捉え使役的行為を意味するものと

して用いる。 

大江 (1975:180)は、テモラウは受け手が恩恵の実現を望み積極的にその実現を目指すこ

とを示すと捉えている。つまり、テモラウの方に受け手から与え手への「働きかけ (使役

性)」があることになる。同様の見解は、高見・久野 (2002)にも見られる。高見・久野 (2002)

は、（１）及び（２）を示し、「驚いたことに」と「頼みもしないのに」がテクレルとは共

起するのに対し、テモラウとは共起しないことを示している。そして、この現象から、テ

クレルは「与え手」が引き起こした事象を示すのに対し、テモラウは「話者」がニ格名詞

句指示物に期待したり望んだり等の働きかけを行った結果を表すと捉えている。 

 

 （１） a. 驚いたことに、太郎がアパートに来てくれた。 

     b. ?驚いたことに、太郎にアパートに来てもらった。 

 （２） a. 頼みもしないのに、太郎がアパートに来てくれた。 

      b. ?頼みもしないのに、太郎にアパートに来てもらった。 

                                                        (高見・久野，2002:295) 

 

更に、高見・加藤 (2003)は、（３）の例文を挙げ、（３a）の「期待していなかったが」

はテクレルと共起するのに対し、（３b）のテモラウとの共起は不自然としている。この理

由について、高見・加藤 (2003)は、テモラウは、受け手がニ格の名詞句「太郎」に対し期

待や働きかけを行ったことを示す為、「期待していなかった」という副詞句とは共起しない

と捉えている。そして、期待や働きかけを行い、その結果、利益的な事象が話者にもたら

されたからこそ、テモラウはニ格の名詞句に感謝が伴うとしている。 

 

（３）a. 期待していなかったが、太郎がケーキを買ってきてくれた。 

    b. ?期待していなかったが、太郎にケーキを買ってきてもらった。 

                             (高見・加藤,  2003:100) 
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上記は、テモラウに働きかけ (使役性)が伴うという見解に加え、「おかげ」や「感謝」

という心情が伴うこと、テクレルにはその二つが伴わないことを示唆している。従って、

テモラウは与え手に依頼等の働きかけが伴うことが基本であり、テクレルは働きかけが伴

わないと捉えられていることになる。 

以下は、高見・久野 (2002:297)によるテクレルとテモラウの基本的機能である。 

 

高見・久野 (2002:297)： 

・「～が V してくれる」構文の基本的機能：「～が V してくれる」構文の機能は、その埋

め込み文の主語 (＝主文主語)指示物が行なう行為や関与する事象を、話し手が、自分

(または非主語指示物)にとって好都合である (利益になる)と考えていることを示すこ

とである。 

・「～に V してもらう」構文の基本的機能：「～に V してもらう」構文の機能は、その埋

め込み文の主語 (＝「ニ」格名詞句)指示物が行なう行為や関与する事象を、話し手が、

主文主語指示物にとって好都合である (利益になる)と考え、その利益が「ニ」格名詞

句の指示物のおかげであると考えていることを示すことである。 

 

また、高見・加藤 (2003:101)では、テクレルとテモラウの基本的意味として以下を明記

している。 

 

高見・加藤 (2003:101)： 

・「～てくれる」表現の基本的意味：話し手が、ある事象を S
1に対して利益になると見

なしている。 

・「～てもらう」表現の基本的意味：話し手が、ある事象を S に対して利益になると見

なし、その利益が「ニ」格名詞句指示物のおかげであると考えている。 

 

 高見・久野 (2002)と高見・加藤 (2003)による基本的機能及び基本的意味を見ると、テク

レルとテモラウの双方が「受け手に対して利益になる」ことを示す点は共通するが、テモ

ラウのほうに与え手への「おかげ」という感謝が伴うとされている。しかし、「働きかけ」

の有無は明示的に記述が行われていない。テモラウは働きかけが伴い、テクレルは伴わな

                                                   
1  S とは、「話し手及び話し手にとって身近な人」を指す。 
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いことは前提とされている為と捉えられる。 

しかし、Masuoka (1981)と奥津・徐 (1982)は、テモラウは必ずしも使役性を伴うもので

はないと捉えている。Masuoka (1981)では、テモラウは恩恵を受けたことを示すものであ

り、テモラウの主語が動作主と捉えられるか否かには曖昧性があると捉えている。例えば、

（４b）のように、与え手に依頼などの働きかけを行ったと解釈できる場合は、主語は動作

主と捉えられ、（４a）の使役文と対応すると捉えている。そして、その場合のテモラウを

「使役型テモラウ」としている。 

 

 （４）a. Taroo wa otooto ni kawarini ikaseta.  

    b. Taroo wa otooto ni kawarini itte moratta.               (Masuoka, 1981; 69-70) 

 

また、（５b）のように、与え手から一方的に動作を受けたと解釈できる場合は、（５a）

の受動構文に対応すると捉え、「受動型テモラウ」としている。 

 

（５）a. Ziroo wa Kimura sensei ni homerareta.   

   b. Ziroo wa Kimura sensei ni homete moratta.                (Masuoka, 1981: 71) 

 

Masuoka (1981)及び益岡 (2001)では、テモラウは（５）のように使役性を伴わない場合

もあるとの捉え方を示している。 

また、奥津・徐 (1982)は、テモラウの基本的意味を以下のように捉えている。 

 

奥津・徐 (1982:97)： 

・身内である主文の主語が、よそものである補文の主語の行為を、利益として取得する。 

 

 身内とは話者または話者の側に立つ人であり、よそものとはそうではない人と述べられ

ている。奥津・徐 (1982)では、テモラウの基本的意味は要求して利益を受けることではな

く、単に利益的行為の取得であると主張している。奥津・徐 (1982)は下の（６）をその例

として挙げている。 

 

 （６）中学校ではぼくたちは伊藤先生に英語を教えてもらった。  (奥津・徐, 1982: 98) 



18 

 

 

 奥津・徐 (1982)は、（６）について、「中学校の生徒たちは、通常の場合、頼んで先生に

教えてもらうわけではない」と捉えている。しかし、「特別な場合に生徒の要望で先生が決

まることもある」ことから、要求する場合もあるし、しない場合もあると述べている。そ

して、どちらもあり得るということは、要求がテモラウの基本的意味でないことを示すと

捉えている。 

 また、古代語のモラウを考察した荻野 (2007:11)によれば、モラウの「原義は、相手の側

で様子を窺い、何かを乞い求める意味」とし、「十七世紀前半まで「私が乞い求めた結果、

相手から授受をうける」という意味があった」と捉えている。また、「モラウには相手から

の授受のみを指す例もある」とし、「求心的方向の授受を表すと、現代語モラウと同じ用法

になる」としている。荻野 (2007)の考察から受動型は使役型に遅れて出現した可能性も考

えられる。 

 上記をまとめると、Masuoka (1981)及び益岡 (2001)はテモラウに使役型と受動型の二つ

があるとしているのに対し、奥津・徐 (1981)は利益的行為の取得を中心的意味と捉えてい

る。また、大江 (1975)、高見・久野 (2002)及び高見・加藤 (2003)は、テモラウは基本的

に受け手からの働きかけ (使役性)を伴うと捉えていることが分かる。この為、第 1 章では

テモラウには二つの意味があるのか、或いは、使役性を示すことが基本であるのかを検討

する。本研究では、「働きかけ」を受け手から与え手への依頼と捉え、受け手から依頼した

場合、受け手はテモラウで恩恵を叙述するかを調査により明らかにする。これを第 1 章に

おける課題 1 とする。 

 一方、テクレルについては、高見・久野 (2002)及び高見・加藤 (2003)により、「驚いた

ことに」、「頼みもしないのに」、「期待していなかったが」等の副詞句と共起することが指

摘されていた。このような共起関係からは、テクレルには受け手からの働きかけが伴わな

いと捉えることができる。受け手からの働きかけについては、これまでテモラウとの関係

性が焦点化され議論されてきた。一方、テクレルはこれまでテアゲルとの比較から、与格

が話者或いは話者に身近な人に限定されることと (久野, 1978; 古川, 1995; Pardeshi et al., 

2007; 森, 2011)、恩恵の受益者を巡る議論が行われているが (山橋, 1999; 澤田, 2007)
2、働

きかけとの関係性については十分な検討が行われていない。従って、本研究の課題 1 では、

                                                   
2 澤田 (2007)では、恩恵の受益者は必ずしも与格に位置する人物とは限らず、認知主体 (話者)が受益者

であるとの議論を展開している。 
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テクレルと働きかけとの関係性についても調査を行い明らかにする。 

 

1.2.2 テクレルとテモラウの構造と視点 

 

1.2.1 では、Masuoka (1981)及び益岡 (2001)により、テモラウには使役性が伴わない受動

型の存在が指摘されていた。また、高見・久野 (2002)及び高見・加藤 (2003)ではテクレル

に使役性が伴わないことが前提とされている。このことは、テモラウが受動型である場合、

テクレルとの差異が不明瞭となることを意味する。従って、テクレルと受動型テモラウの

差異を明らかにする必要性がある。 

テモラウとテクレルは構造上においては明確な差異がある。例えば、（７a）に示すよう

に、テクレルの主格は「与え手」となるが、（７b）に示すように、テモラウの主格は「受

け手」となる。  

 

（７）a. 彼女が私に本を貸してくれた。 

    b. 私が彼女に本を貸してもらった。 

 

（８）は、阪倉 (1975)による例であり、同様の事態をテクレルとテモラウで表したもの

である。阪倉 (1975)は、テクレルもテモラウも同じく受益者の立場からの表現であること

は共通するが、テクレルは「甲が」という主格が動作主として捉えられているのに対し、

テモラウの場合、「甲ニ」という「奪格」として表現される点に着目している。この違いか

ら、テモラウによる表現は「受動者の立場からの表現」であるのに対し、テクレルによる

表現は「形態的には能動文的である」と捉えている。 

 

 （８）a. 甲ガ 乙ニ 丙ヲ 紹介シテクレタ。 

    b. 乙が 甲ニ 丙ヲ 紹介シテモラッタ。               (阪倉, 1975:21-22) 

 

 

つまり、阪倉 (1975)では、テクレルは「遣り手」の動作を言うものと捉えている。そし

て、「遣り手または受け手の立場に立っての表現でありながら、しかも、その何れの一方で

もなく、両者を併せたような立場からの表現」としている。これに対して、テモラウは受
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け手の立場のみから捉える表現としている。阪倉 (1975)の見解で注目すべきは、テクレル

はテモラウと異なり、与え手の行動を捉える表現であるとしている点である。 

しかし、テクレルはテアゲルと比較されることが多く、その立場からは主格よりも与格

の話者に視点が置かれることに焦点が当てられる。例えば、久野 (1978)はクレルには視点

の制約があると捉え以下を示している。 

 

久野 (1978:141)： 

・ 授与動詞の視点制約 「クレル」は話し手の視点が、主語 (与える人)よりも与格目的

語 (受け取る人)寄りの時にのみ用いられる。「ヤル」は、話し手の視点が主語寄りか、

中立の時にのみ用いられる。 

   クレル E (与格目的語)＞E (主語)
3
 

   ヤル E (主語)≥E (与格目的語) 

 

 このことは、古川 (1995)によるクレルとヤルの史的変遷を捉えた研究においても考察さ

れている。「与える」の意を持つヤルの台頭と共に棲み分けが生じ、クレルは受け手である

話者に視点を置く用法へと変遷したと捉えられている。更に、Pardeshi et al．(2007)では、

久野 (1978)と同様にクレルは与え手が主語であるが、受け手 (話者)に視点があることをヤ

ル (アゲル)と区別し特に示すものであると捉えている。このように、アゲル (ヤル)と比較

すれば、クレルの特徴としては与格に視点があることが考察される。 

また、久野 (1978)の「視点」とはカメラ・アングルのように、話者が何処にカメラを置

いて出来事を描写しているかを示すものである。そして、カメラ・アングルを一次元的に

表す概念として「共感 (Empathy)度」を示している。共感度とは、文中の特定の名詞句指

示物への話者の「自己同一視化」としている。話者は自己同一視化する対象の位置にカメ

ラを置く。また、視点にはハイアラーキーと呼ばれる階層があり、「発話当事者の視点ハイ

アラーキー」として久野 (1978:146)は以下を示している。 

 

久野 (1978:146)： 

・ 発話当事者の視点ハイアラーキー 話し手は、常に自分の視点をとらなければならず、

自分より他人寄りの視点をとることができない。 

                                                   
3 E とは後に述べる共感度 (empathy)の略である。 



21 

 

  1=E (一人称)＞E (二・三人称)  

  

例えば、上記（７a）のテクレルの与格は話者である。「発話当事者の視点ハイアラーキ

ー」を参照すると、テクレルは与格の話者に視点があり主格の他者に視点をとることがで

きないことになる。また、久野 (1978:160)は、モラウは主語寄りの視点を要求するとして

いる。（７b）のテモラウの主語は話者である為、この場合も話者に視点があることになる。

従って、話者が受け手である（７）のような場合、テクレルとテモラウの構造は異なるが、

受け手である話者に視点がある点は共通することになる。しかし、話者の視点、つまり、

共感を示す対象が共通するとすれば、テクレルとテモラウには構造を除いた差異が見つか

らないことになる。本研究では、阪倉 (1975)が捉えたテモラウとテクレルの差異は重要で

あると考える。テモラウは受け手から見た表現であるのに対し、テクレルは与え手と受け

手の双方に着目した表現であるという異なりが指摘されている為である。 

阪倉 (1975)の見解は、特に、受動型テモラウとテクレルの差異を検討する際に有効であ

る。受動型テモラウとテクレルは使役性がないという点で共通する為、使役型テモラウと

テクレルのように異なりが明確でなく、意味が類似する為である。例えば、山田 (2004:133)

は、（９）を示し、テクレルの「主格の動作主」と「斜格の受け手」の関係は、受動型テモ

ラウの「主格の受け手」と「斜格の動作主」との関係に等しいと述べている。（９）では、

斜格と主格が入れ替わるものの、テモラウはテクレルと置き換え可能であり、同様の事態

を示している。 

 

(９) 援助はあくまで対象国の｛人々に喜んでもらう／人々ガ喜ンデクレル｝ものでな

くて意味がない。                (山田, 2004:133, 原典：朝日社説) 

 

(９)の例文からは、受動型テモラウとテクレルでは何が異なっているかは明確にならな

い。しかし、阪倉 (1975)の見解を適応すれば、テクレルは「対象国の人々」を主体として

捉え主体が行う行動の方に着目し、それが受け手に利をもたらすことを意味するのに対し、

テモラウは受け手である話者の立場のみから捉えていると仮定できる。本研究では、テモ

ラウは必ずしも受け手からの依頼が伴わないのならば、その場合、テクレルとどのように

異なるかを明らかにする必要性があると捉える。その為、課題 2 を設定し、受動型テモラ

ウとテクレルの異なりを明らかにする。 
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1.2.3  受動型テモラウと受身文との類似性 

 

1.2.1 で示したように、テモラウに関しては、Masuoka (1981)により受動構文との類似性

が指摘されている。Masuoka (1981:71)は、以下の（５a）が受動構文で、（５b）は受動型テ

モラウ文であるとしている。そして、この二つに共通しているのは、主格の「次郎」から

与格の「木村先生」に働きかけが伴わないことであり、主格が「動作主」とはならないこ

とである。また、（５a）と（５b）の述部は置き換え可能であり叙述内容は変わらない。 

 

（５）a. Ziroo wa Kimura sensei ni homerareta． 

 b. Ziroo wa Kimura sensei ni homete moratta．            (Masuoka, 1981:71) 

 

益岡 (2001:28)は、（５a）と（５b）のような受動構文と受動型テモラウの差異は、事態

が好ましいかどうか、恩恵的か迷惑的かという対立であると捉えている。つまり、受動構

文は迷惑的な事態を、受動型テモラウは恩恵的な事態を表すとしている。しかし、（５）の

場合、両者は好ましい事態を表している。 

 受身文の特徴は、尾上 (1998:82)に詳しく、通言語的に受身文が持つ一般的構造から見れ

ば、「動作主を主語の位置からはずす文」であり、「動作主以外のものを主語にとる文」と

なる。これは言い換えれば、「動作対象の身に生じた変化として事態を語る文」と捉えてい

る。そして、そのことは下の(10)に示す三種の受身文に共通すると捉えている4。 

 

 (10) a. 太郎は母親に早く死なれた。(迷惑の受身・間接受身) 

   b. 太郎は母親に叱られた。(直接受身) 

   c. 木の葉が風に吹かれている。(情景描写)            (尾上, 1998:80) 

 

                                                   
4 益岡 (2007)においては受動構文を主に「受影受動文」と「降格受動文」に大別している。受影受動文は

(10a)と(10b)に当たり、「先生に褒められた」等「受動の主体が相手から当該の事態を通じて影響を受け

るもの」を指し、降格受動文は「改革案が (新執行部によって)発表された」のように、「動作主を主

体の位置から降格させるもの」であり、主体は利害に関与しないとしている。つまり、受動型テモラウ

と受身文は利害性と主体の位置から降格するという二点が共通項となる。しかし、尾上 (1998)は三種

の受身文の全体像として、事の成り行き(結果)を示すという別の観点を示しており、Givón (1982)とも

共通することから、この節で取り上げる。 
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 この三つのタイプの受身文に共通する意味として尾上 (1998)は以下を示している。 

 

尾上 (1998:81) 

・ 受身文とは、動作主の動作として捉えることができる事態をあえてそうしないで、主

語を場としてある事態が全体として発生、生起するというような捉え方をする文であ

り、その特別な捉え方の印として述語動詞がラレル形をとるものである。 

 

例えば、(10a)と(10b)は「太郎」を場として生じ、(10c)は「木の葉」を場として起こって

いるという捉え方を反映しているとしている。つまり、「誰が何をしたか」という変化を捉

えた表現ではなく、主語の受け手の身に生じたことを示すのが受身文というように捉えら

れている。また、池上 (1981:233)は、「受動態」とは「＜動作主＞の概念を前面に押し出す

のでなく、それらを排除しつつ出来事のなり行き自体に重点をおく捉え方」としている。

これは、変化の過程ではなく変化の結果を捉えることと通じる。 

 上記特徴は、「動作主を主格としない構造」に起因して述べられている。Masuoka (1981)

にて示されているように、受動型テモラウの構造は動作主がニ格で示され主格にならない

点で受身文の構造と共通する。Givón (1982:119)は、受動化の機能は以下の三つの下位領域

があり、それらは受動態の構造と部分的な重なりがあると捉えている。 

 

(11) a. the topic-assignment domain: here a non-agent gets ‘promoted’ to the clausal 

subject/topic position. Other members of this domain are, e.g. anaphora, pronouns, 

definitization, right and left dislocation, etc.; 

        b. the impersonalization domain: here the identity of the agent is suppressed in various 

ways. Other members of this domain are various impersonal/neutral constructions; 

        c. the stative/detransitive domain: here an event is construed as a resulting state, its 

“active” properties thus suppressed. Other members of this domain are 

stative-adjectivals, reflexives, reciprocals, perfective-resultatives, etc. 

 (Givón, 1982:119) 

 

先ず、(11a)は、非動作主が主語または主題の位置に昇格した場合 (例えば、前方照応、

代名詞化等により)、(11b)は、動作主の身分が抑制された場合 (例えば、非人称構文等)、(11c)
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は、事態が結果の状態であると解釈され、動作性が抑制された場合 (例えば、状態性形容

詞、再帰動詞等)である。これらは典型的な受動態ではないが、Givón (1982:119)は、(11)の

いずれかの特性を含む構造に対し経時的に(12)の帰納的推論が働くと、他の二つの特性も

含むようになる場合があると捉えている。 

 

(12) a. If the identity of the agent is to be suppressed, the next most likely participant in the 

clause will be likely to become the topic of the clause. 

    b. If the stative/resultative aspect of the action is to be focused upon, then it is likely that 

the status/identity of the agent is less important.   

     c．If the clause-topic is a non-agent, then it is most likely that the patient-related properties 

of the event, such as its being a resulting state, are focused upon.  

  (Givón, 1982:119-120) 

 

 (12a)は、動作主の特定が抑制されれば、その結果、次に重要な参与者が主題と同一化さ

れる変化であり、(12b)は、行動の状態または結果が着目されると、動作主の特定が重要で

なくなるという変化、そして、(12c)は、主題が動作主でないならば、被動作主に関係する

事態の特徴、つまり、結果の状態であることが焦点化されるという変化である。 

 例えば、荻野 (2007)により、仮に使役型テモラウが先にあり、その後、受動型テモラウ

が発生したと仮定してみる。そして、その変化過程として、上記 Givón (1982)の(12)を

Masuoka (1981:69-70)の例から捉えてみると5、以下のようになる。 

 

 （４）a. Taroo wa otooto ni kawarini ikaseta.  

    b. Taroo wa otooto ni kawarini itte moratta.               (Masuoka, 1981; 69-70) 

    c. 太郎は弟に行ってもらった。 

 

 （４b）は、「代わりに」を伴う為、使役型テモラウであることが明示化され、主語の太

郎が弟にお願いしたと解釈できる。そして、「主語」の「太郎」は依頼を行った主体である

と同時に、「行く」の動作を受ける人物でもある。この為、主語の「太郎」は動作主と受け

                                                   
5 テモラウは主語が働きかけの主体である場合 (使役型)と、恩恵の受け手である (使役性を伴わない)と

いう二つの解釈ができると仮定する。荻野 (2007)の分析から使役型が先に表れ、後に受動型となった

と仮定し、その変化過程を Givón (1982)の(11)と(12)を参照し捉えている。 
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手の二重の役割を担うことになる。しかし、置かれた文脈に依ってどちらかに重点が置か

れる可能性もある。例えば、（４c）のように「代わりに」を伴わず、使役性が明示化され

ない場合、「受け手」が太郎であることが話題であると解釈される場合もあると考えられる。

そのような解釈は、上記(12c)の推論により得られる。(12c)は、「主題が動作主でないなら、

被動作主に属する事態、つまり、「結果の状態」が焦点化される」となっている。このこと

から、（４c）は、被動作主、つまり、受け手である「太郎」の身に生じた変化を語る文、

つまり、変化の結果を捉えた表現と解釈されることになる。つまり、太郎が頼んだので次

郎が行ったという動作 (過程)を表現するというより、受け手である太郎にもたらされた結

果の方に着目した表現となる。 

非動作主、つまり、受け手に属する「結果の状態」とは、尾上 (1998)及び池上 (1981)

が述べた「受け手の身に生じた変化」或いは「出来事の成り行き」である。尾上 (1998)

及び池上 (1981)は受身文の特徴を示したものであり、受動型テモラウには恩恵性が加わる

という違いはある6。しかし、上記の Givón (1982)を参照した分析からは、受動型テモラウ

は、受身文と同様の特徴を持つに至った可能性が考えられる。この為、本研究では、受動

型テモラウの意味が「受け手の身に起こった変化」、つまり、変化の「結果」を示すものか

を考察する意義があると捉え、課題 2 として考察を行う。 

 

1.3 研究課題 

 

 第 1 章では以下に示す課題を設定し、叙述文におけるテクレルとテモラウの差異を明ら

かにする。 

 

課題 1：テモラウの基本は働きかけ7であるか否か、また、テクレルは働きかけとどのよ

うな関係があるか。 

課題 2：使役性が伴わない受動型テモラウとテクレルの異なりを明らかにする。 

 

                                                   
6 許 (2000:7-8)は、「間接受身文は第三者が行った動作に対して積極的には関与していないが、その動作

の結果として間接的に影響を受けたことを表す消極的な表現である。他方、テモラウ文は第三者が行っ

た動作があたかも自分に向けられたかのように表現することによって、話し手が直接的な影響を受けた

ことを表す積極的な表現である」としている。つまり、受動型テモラウは受身文と類似するが、テモラ

ウ文のほうが直接的に強い影響を受けたことを表すと捉えている。 
7 第 1 章では「働きかけ (使役性)」を受け手から与え手への依頼と捉え分析を行う。 
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 課題 1 は 4 節で、課題 2 は 5 節で調査を行い明らかにする。4 節では母語話者に 2 種類

の質問紙調査を行う。調査 1 では、最近他者から援助を受けた時の状況と、その際、与え

手と交わした会話を思い出し記述してもらう。その結果から、与え手とのやり取りにおけ

る依頼と申し出のそれぞれが、状況を叙述する際のテモラウ及びテクレルに結びつくかを

分析する。調査 2 では、テモラウとテクレルは、依頼と申し出のそれぞれとどの程度の結

びつきがあるかを明らかにする。具体的には、母語話者がテモラウ或いはテクレルで記述

された叙述文を読んだ時、受け手からの依頼と与え手からの申し出のどちらをどの程度認

識するかについて考察する。   

 5 節は課題 2 について明らかにする為、新たな調査を行う。参加者には最近他者から援

助を受けた場面を記述してもらい、受け手から依頼したか、与え手からの自発的援助であ

ったかに回答してもらう。その後、働きかけがない場合のテモラウとテクレルを抽出しそ

の異なりを分析する。 

 

1.4 課題 1 使役性とテクレル及びテモラウの関係性 

  

4 節では、「働きかけ (使役性)の有無」を「受け手からの依頼」(働きかけ有)と「与え手

からの申し出」(働きかけ無)と捉え分析を行う。そして、受け手からの依頼により恩恵を

享受した場合にはテモラウで状況が叙述され、与え手からの申し出により恩恵を授かった

場合にはテクレルで状況が叙述されるかを調査する。その結果から、働きかけがテモラウ

とテクレルの選択にどの程度関与しているかを明らかにする。 

この節では二つの質問紙調査を行う。先ず、1.4.1 の調査 1 では、母語話者に他者から援

助を受けた経験を記述してもらう。その際、受け手からの依頼或いは与え手からの申し出

により、テクレルとテモラウが使い分けられているかを分析する。次に、1.4.2 では調査 2

を行い、テクレルとテモラウは与え手からの申し出と受け手からの依頼のそれぞれとどの

程度の結びつきを持つかを明確にする8。 

 

1.4.1 調査 1 依頼と申し出との関係性 1 

 

1.4.1.1 参加者及び調査方法 

                                                   
8 4 節の内容は京野・内田・吉成 (2015)を基にし修正加筆を行っている。 
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 関西在住の日本人大学生 21 名 (男性 11 名、女性 10 名、平均年齢 21 歳)を対象に、質問

紙による調査を行った。先ず、最近他者から援助を受けた状況について 20 分間でできるだ

け多く想起し、状況毎に具体的に記述してもらった9。これらを以下では叙述文と呼ぶ。続

いて、記述した叙述文毎に、向かい合う人物 (片方が与え手、片方が受け手であることを

示したもの)から出ている吹き出しに援助時の会話を思い出し書き込んでもらった10。尚、

2 人の人物は左側が与え手で右側が受け手であるものと、左側が受け手で右側が与え手で

あるものと 2 通り準備し参加者にランダムに与えた。 

 

1.4.1.2 分析手順 

 

質問紙回収後、記入してもらった叙述文に対しては、①テモラウの数、②テクレルの数、

そして、③文節数を数えた。例えば。下の例文(13)は、調査で得られた叙述文の一つであ

るが、テモラウの数は 0、テクレルの数は 4、文節数は 39
11となる。 

 

(13) 部活の試合の行き帰りで、下級生は部の道具等を運ばなければならないが、ケガを

していたときに、同級生が自分 (私)の分を分担して持ってくれた。分担して持って

くれたのは数人、向こうから提案してくれた。ケガを気にかけてくれて嬉しかった

気持ちもあるが、同時に相手の荷物を増やしてしまい申しわけなくも思った。 

 

次に、参加者が思い出し記述した与え手との会話について、表 1 を基に受け手からの依

頼表現と与え手からの申し出表現の数を数えた。下の例文(14)及び(15)は、参加者が記述し

た援助時の会話例である。 

 

(14) 受け手：ノートとか見せてもらってもいいですか。 

与え手：いいよ。 

                                                   
9 上記調査法は、状況サンプリング法と呼ばれ、手続きは Morling et al. (2002)に基づいて実施している。 
10 ここでの「会話」とは、参加者が援助時を「思い出して」記述したものである。本研究では、テモラ

ウとテクレルに対し、受け手からの依頼と与え手からの申し出のどちらを伴うと「認識」するかを調査

する。本研究の焦点は母語話者の主観的な捉え (認知)にあることから、実際の会話文でなく想起した

会話であっても問題はないと捉えている。 
11 1 文節は名詞や動詞等の自立語に助詞が接続された発音上の単位として数えた。  
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受け手：助かります。ありがとう。 

(15) 与え手：ケガしてるし、部の荷物は俺らで持つわ。自分の分だけでええよ。 

   受け手：ほんま？でも、そっちの荷物増えるし大変やろ。 

   与え手：分けるし大丈夫。無理すんなって。 

   受け手：ごめんな。ありがとう。 

 

表 1 依頼表現と申し出表現 

依頼表現：受け手(話者)からの援助の依頼 

①援助求め：例)「貸してください」、「貸していただけませんか」、②許可求め：例)「借りてもいいです

か」、「借りられますか」、③直接宣言：例)「借ります」 

申し出表現：与え手からの援助の申し出 

①提案：例)「貸しましょうか」、②意図確認：例)「使いますか」、「ペンいりますか」、③勧め：例)「使

って (ください)」、「使っていいですよ」、④直接宣言：例)「貸します」、「貸してあげます」 

 

先ず、依頼表現とは、(14)の「見せてもらってもいいですか」のように、与え手に援助

を求める表現を指す12。依頼表現については、柏崎 (1993:58)による依頼・要求表現の分類

を参照した。表 1 に示すように、①の「貸してください」等は与え手に援助行動を求める

もの、②の「借りてもいいですか」等は受け手が行為許可を求めるもの、そして、③の「借

ります」は直接宣言とした。 

一方、申し出表現とは、(15)の「部の荷物は俺らで持つわ」のように、与え手の援助意

図を聞き手に伝える表現を指す。申し出表現については、吉成 (2007:112)による分類を参

照した。「貸しましょうか」等は①援助の「提案」、「使いますか」等は②「受け手の意図

確認」、「使ってください」等は③「受け手に行為を勧める (結果的に援助を与える)」、

そして、「貸します」等は④援助の直接宣言とした13。  

 

1.4.1.3 結果 

 

                                                   
12 「～てもいいですか」は「許可求め」でもあるが、依頼行為に含まれると判断し依頼表現の分類の中

に含めている。 
13 依頼表現と申し出表現の分類は 2 名の調査者 (京野・吉成)が行い、一致しないところは表 1 を基に調

査者 3 名 (京野・吉成・内田)で協議し決定した。 
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1.4.1.3.1 叙述文におけるテクレルとテモラウの分布 

 

参加者から得られた叙述文は 75 件に上り、平均 3.57 件／1 人となった。先ず、援助状

況を記述した「叙述文」を分析する。図 1 は、テモラウとテクレルの使用件数を示したも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1  叙述文における授受補助動詞の使用分布 

 

記述がテモラウのみで行われたもの (テモラウのみ)、テクレルのみのもの (テクレルの

み)、両方用いられていたもの (両方)、どちらも使用されなかったもの (無)に分類した。

その結果、テクレルは全体の約 5 割を占め、また、テモラウの約 3 倍の出現回数であった

ことから、本研究の叙述文においては、テモラウよりテクレルが用いられやすい傾向があ

ると言える。 

 

1.4.1.3.2 依頼表現と申し出表現との関係 

 

次に、会話内で受け手からの依頼表現があればテモラウで恩恵が叙述されるか、また、

与え手からの申し出表現があればテクレルで恩恵が叙述されるかについて分析を行う。本

研究では参加者 21 名から 75 件の叙述文を得ているが、この分析ではデータの独立性を考

慮し14、各参加者の第一記述のみ分析を行う。 

                                                   
14 調査 1 では各参加者から複数の状況とその時の会話を書いてもらったが、参加者によってその数にば

らつきがあり統一されていない。その為、参加者の第 1 記述のみの結果に対し相関分析を行った。尚、

75 件の叙述文に対し同様の分析を行ったが結果に変わりはなく、テクレルと申し出の間には相関関係

が認められ、テモラウと依頼の間には認められなかった。なお、この調査で得られた 75 件の叙述文は

調査 2 の刺激文を作成する際に参照している。 
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また、叙述文におけるテモラウとテクレルの数は参加者の記述が長くなる程、増加する

傾向が見られた。例えば、上記(13)の例は文節数が 39 となりテクレルの使用数も多い。こ

のように記述が長い程テクレルとテモラウの使用回数が増えることが予測される。そこで、

記述の長さによる影響を除去する為に、テモラウとテクレルの数を各叙述文の文節数で除

算した。これらを、それぞれ「テモラウ出現数」と「テクレル出現数」とする (テモラウ

出現数,  M=.01, SD=.02; テクレル出現数,  M=.03, SD=.04)。 

表 2 は、叙述文におけるテモラウとテクレルの出現数と、会話内の依頼と申し出表現数

の相関係数を示している。例えば、(16)と(17)は同じ参加者が記述したものであり、(16)は

叙述文、(17)は想起して書かれた与え手との会話である。表 2 は、(16)の叙述文のテモラウ  

(或いはテクレル)と(17)の会話内の受け手からの依頼表現 (或いは与え手の申し出表現)の

出現数が相関関係にあるかを示している。 

 

(16) 母に、友人宅に持っていく料理を作る手助けをしてもらった。頼んだのは数日前メ

ールで、実際にサポートを受け取ったのは実家で、そこにいたのは私と母の二人。

自分は人に出せるような料理があまりつくれないので助かった。 

(17) 受け手：日曜に友達んちに行くのに何かおかずを持っていきたいんだけど一緒に作

って。 

  与え手：いいよ。何作る？ 

  

表 2 テモラウ・テクレル出現数と会話内の依頼・申し出表現数のピアソン相関係数 

 テモラウ出現数 テクレル出現数 

申し出表現数 -.145 .643** 

依頼表現数 .360 -.132 

**p<.01 

 

表 2 を見ると、「申し出表現数」と「テクレル出現数」とは 1%水準で有意な正の相関が

り、「テモラウ出現数」とは有意な相関が見られない。このことは、会話に与え手からの申

し出がある場合は、テクレルで恩恵を叙述する傾向があることを示している。例えば、上

記 21 件の中に含まれる例として、(18)のように叙述文では与え手からの援助がテクレルで

記述されているのに対し (「交換してくれると言ってくれた」)、(19)の会話では与え手か
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らの申し出が記述されている (「交換してあげるよ」)。 

 

 (18) サークルで化粧をする必要があった際化粧品を一式買ったが、チークの色を間違え

て買ってしまった。友人と 2 人で化粧道具を並べて買ったものを見せていたのだが、

チークの色のまちがいに気づいた時、友人が自分が持っているものと交換してくれ

ると言ってくれた。 

 (19) 受け手：え、うそ、ピンクのチークを買ったはずなのに肌色だ。 

   与え手：うちのと交換してあげるよ。 

 

また、1.4.1.2 の冒頭で示した(13)の叙述文では「同級生が自分の分を分担して持ってく

れた」とあり、それに対する会話である上記(15)では、「部の荷物は俺らで持つわ」と、与

え手からの申し出が書かれている。このように、会話に与え手からの申し出表現が記述さ

れていると、その与え手の行動をテクレルにより叙述するという傾向が見られたことにな

る。 

しかし、表 2 の結果では、依頼表現数は「テモラウ出現数」と「テクレル出現数」共に

有意な相関を示していない。例えば、(20)は叙述文、(21)はその時の会話を示す。(20)の叙

述文はテモラウで記述されているが、(21)の会話からは受け手が依頼を行っていないこと

が分かる。 

 

(20) アルバイトを紹介してもらいました。バレンタインの短期バイトでしたが、もとも

と採用されていた人がドタキャンしたとのことで、勤務日前日に友人から電話がか

かってきました。ちょうど私もアルバイトを探していたし、条件がよかったので助

かりました。 

(21) 与え手：もしもし、急なんだけど明日から 4 日間って暇じゃない？ドタキャンした

人がいて、代わりにバイトの子を探しているの。 

  受け手：暇だよ。ちょうど、アルバイト探していたから助かるよ。ありがと！！ 

  与え手：こちらこそ有り難う。人が足りなくて困ってたから助かるよ。 

  受け手：よかったよかった。また何か良いアルバイトがあったら紹介してね！ 

  与え手：うん。有り難う。今度遊ぼうね。 
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つまり、表 2 の結果は、会話に受け手からの依頼があってもテモラウで恩恵が叙述され

るとは限らず、また、テクレルによる叙述とも結びつかないことを表す。 

上記から、課題 1 の結果として、働きかけ (受け手からの依頼)はテモラウの使用に結び

つかないと捉えることができる。また、与え手からの援助の申し出とテクレルの使用とは

関係性があることが伺える。 

 

1.4.2 調査 2 依頼と申し出との関係性 2 

  

調査 1 の結果においては、テモラウによる叙述と受け手からの依頼表現とは相関関係が

見られなかった。これに対し、会話に与え手からの申し出表現が書かれていると、テクレ

ルでその時の状況を叙述するという傾向が見られた。 

調査 1 では、会話での依頼表現と叙述文でのテモラウに関係性が認められなかったこと

になる。しかし、調査方法を変え、テモラウで記述された叙述文を参加者が読んだ場合、

働きかけ (受け手からの依頼)があったことを想定する可能性も考えられる。そこで、調査

2 を行うことにした。調査 2 では参加者に、テクレル或いはテモラウで記述された叙述文、

例えば、「A さんが B さんを助けてくれた」或いは「B さんが A さんに助けてもらった」

を呈示し読んでもらう。そして、受け手と与え手との間でどのような会話が行われたかを

想像し記述してもらうことにした。  

 

1.4.2.1 参加者及び調査方法 

  

調査 2 には、関西在住の日本人大学生 67 名 (男性 41 名、女性 26 名、平均年齢 21 歳)

が参加し、ランダムに 2 条件 (テモラウによる叙述文を読む群と、テクレルによる叙述文

を読む群)に振り分けた。テモラウ群は 29 名 (男性 19 名、女性 10 名、平均年齢 21 歳)、

テクレル群は 38 名 (男性 22 名、女性 16 名、平均年齢 21 歳)となった。 

参加者は質問紙に記述された叙述文を読んだ後、向かい合う 2 人の人物 (与え手と受け

手)から吹き出しが出ている絵を見ながら、2 人の間で交わされた会話を自由に想像し記述

してもらった。尚、2 人の人物の位置は、与え手と受け手の位置が左右異なるものを二種

準備しランダムに配布した。 

また、援助場面は、調査 1 で得られた叙述文を参照し選定した。調査 1 で参加者から得
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られた援助状況は、主に「時間的労力の提供 (例えば、コンビニで買い物をしてくる)」、「肉

体的労力の提供 (例えば、荷物を持つ)」、「物品の提供或いは貸与 (例えば、傘の貸し出し)」、

そして、「情報の提供 (例えば、機械の使い方の伝授)」の四つに分けられると判断した。

その為、これらの四つの場面について質問紙を作成した。回答時間短縮の為、各参加者に

は四つの場面の中からランダムに二つの場面を与え回答してもらった。場面と叙述文の詳

細を表 3 に示す。尚、表中の叙述文は下線でテモラウとテクレルを示したが、質問紙にお

いては、イタリック、下線、太字、その他一切の強調を施していない。 

 

表 3 参加者に提示した 4場面の叙述文 

場面及び叙述文 

1. 荷物  

刺激文：荷物をたくさん持っている A さんが、荷物を持っていない B さんに助けてもらいました(テモラウ群)。 

荷物を持っていない B さんが、荷物をたくさん持っている A さんを助けてくれました(テクレル群)。 

2. 傘 

刺激文：雨が降っているとき傘を持っていない A さんが、傘を 2 本持っている B さんに助けてもらいました。 

雨が降っているとき、傘を 2 本持っている B さんが、傘を持っていない A さんを助けてくれました。 

3. コンビニ 

刺激文：お昼ご飯を買いに行く時間がない A さんが、これからコンビニに行く B さんに助けてもらいました。 

これからコンビニに行く B さんが、お昼ご飯を買いに行く時間がない A さんを助けてくれました。 

4. 機械 

刺激文：機械の使い方がわからない A さんが、使い方をよく知っている B さんに助けてもらいました。 

機械の使い方をよく知っている B さんが、使い方がわからない A さんを助けてくれました。 

 

1.4.2.2 結果 

 

参加者が記述した会話内の依頼表現と申し出表現の 2 項目について、著者を含む調査者

2 名が集計を行った15。 

下の(22)と(23)に参加者が記述した例と、申し出表現及び依頼表現の例を示す。(22)では、

                                                   
15 依頼表現と申し出表現の分類については、調査 1 の表 1 を基に行っている。2 名で分類を行うことによ

り客観性を向上させている。一致しなかった点は調査 1 の表 1 の分類を基に協議し決定した。 
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与え手の申し出と受け手の依頼がそれぞれ 1 件、(23)では、受け手の依頼と与え手の申し

出がそれぞれ 1 件見られる。 

 

(22) 与え手：久しぶり。すごい荷物ですね。何か持つよ (申し出)。 

    受け手：ありがとう。元気だった？ 

    与え手：うん、どこまで行く？ 

    受け手：そこのバス停までいいかな (依頼)。 

(23) 受け手: 傘忘れたから一緒にいれてくれない？ (依頼) 

    与え手：1 本貸すよ (申し出)。また今度持ってきてくれたらいいから。    

 

1.4.2.2.1 依頼表現と申し出表現の数 

  

上記で得られた母語話者の会話記述について、1 件の会話の中に依頼表現と申し出表現

がいくつ用いられたかを数えた。例えば、上記(22)では、申し出が 1 件、依頼が 1 件とな

り、(23)は、依頼が 1 件、申し出が 1 件となる。その後、場面全体で依頼表現と申し出表

現の数を集計し16、1 人当たりの平均値を求めた。  

図 2 は、依頼表現と申し出表現数の平均値を示している。テモラウ群はテモラウで記述

された叙述文を読んだ群、テクレル群はテクレルで記述された叙述文を読んだ群である。 

二つの群 (テモラウ群、テクレル群)×表現 (依頼表現、申し出表現)の 2 要因分散分析を

行ったところ、表現の主効果 (F(1,65)=4.907, p<.05) と交互作用 (F(1,65)=7.244, p<.01)が有

意であった。各要因の単純主効果の検定を行ったところ、テクレル群で申し出表現の出現

数の平均値 (M=1.13, SD=.84)が 5%水準でテモラウ群 (M=.66, SD=.67)より有意に高いこと

が明らかになった。また、依頼表現の出現数平均値はテモラウ群 (M=.72, SD=.80)とテクレ

ル群 (M=.42, SD=.55)の間に有意差が見られなかった( p=.07)。  

また、群内の差は、テモラウ群で依頼表現 (M=.72, SD=.80)と申し出表現 (M=.66, SD=.67)

には差が見られなかったが、テクレル群では申し出表現 (M=1.13, SD=.84)が 0.1%水準で依

頼表現 (M=.42, SD=.55)より出現数の平均値が高いことが明らかになった。 

                                                   
16

 場面別に集計・分析を実施しなかった背景を述べる。場面毎にクロス集計すると人数が減少し、依頼と

申し出表現数の実測値がゼロになるマス目が生じる。本研究の調査では、場面毎の実測値が十分でない

為、場面による差の有無と影響については結論を出すことができない。従って、4 場面を集計した結果

を一貫して示すこととした。 
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この結果から、テモラウによる叙述文を読んだ時、参加者は受け手が依頼した或いは与

え手から申し出があったと想定するのに対し、テクレルによる叙述文を読んだ時には与え

手の申し出を想起する傾向が強いことが明らかになった。従って、テクレルと与え手から

の申し出には結びつきがあるのに対し、テモラウと受け手からの依頼 (働きかけ)は必ずし

も結びつかないと述べることができる。 

 

 

図 2 依頼表現と申し出表現出現数の平均値 (全場面) 

  

1.4.2.2.2  依頼表現と申し出表現の順序 

 

図 2 では、(22)と(23)に示したように、一つの会話内に申し出と依頼が含まれる場合、そ

の両方を数え分析を行っている。これに対し、与え手の申し出と受け手の依頼のどちらが

先に会話に出現したかによる分析も行った。与え手の申し出と受け手の依頼のどちらがテ

クレルとテモラウの使用と関連しているかをより厳密に捉えることができると考えた為で

ある。 

例えば、(22)では申し出表現と依頼表現が見られるが、「荷物を持つ」という援助は与え

手からの申し出により行われており、受け手の依頼は援助が成立した後の具体的な指示と

なっている。また、(23)の与え手の申し出は受け手の依頼を受けた後、与え手が具体的な

援助内容を提案するものである。従って、より厳密には、上記援助の成立は最初に行われ

た言語行動が契機になっていると捉えることができる。つまり、依頼と申し出が一つの会

話の中に含まれる場合には、先に行われた言語行為がより直接的に援助行動に繋がると捉

えられる。その為、「依頼と申し出のどちらが先に行われたか」による分析を行う必要性が

あると判断した。 
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先ず、集計を以下の通り行った。例えば、(22)の場合、与え手からの申し出が先に行わ

れている為、「申し出が先」が 1 件で、「依頼が先」を 0 件とした。また、(23)の場合は、

受け手からの依頼が先に行われている為、「依頼が先」が 1 件で、「申し出が先」を 0 件と

した。表 4 に、「依頼が先」の件数と「申し出が先」の件数を、場面全体で集計した結果を

示す。 

表 4 のクロス集計表に対し χ 二乗検定を行ったところ、二つの群と表現の順序に 5%水

準で有意な差が見られた (χ
2
(1)=5.295, p<.05)。この結果は、テモラウ群では「依頼が先」

の割合が、テクレル群では「申し出が先」の割合が高い方向へ偏りがあることを示す。し

かし、テモラウの群内における分布を見ると、申し出が先の場合も全体の 5 割出現してお

り、「依頼が先」の場合と同程度に見られる。この結果は、図 2 におけるテモラウ群の結果

と同様である。一方、テクレル群内の分布においては、「申し出が先」は全体の約 8 割と見

なすことができ、テクレルと申し出との関係は強いと言える。このように、どちらが先か

で分類を行った場合においても、図 2 の結果と同様の解釈が成り立つことが明らかになっ

た。 

 

表 4 依頼と申し出の順序による集計 

 依頼が先 申し出が先 合計 

テモラウ群 17(49%) 18(51%) 35(100%) 

テクレル群 12(23%) 41(77%) 53(100%) 

 

表 4 の結果は以下の通り捉えられる。テクレルで叙述された文 (「荷物を持っていない

B さんが荷物をたくさん持っている A さんを助けてくれました」)を読んだ参加者は、上に

示した(22)の会話に示すように、与え手 B からの申し出を最初に想起する傾向がある。し

かし、テモラウで叙述された文 (「雨が降っているとき傘を持っていない A さんが傘を 2

本持っている B さんに助けてもらいました」)を読んだ参加者は、(23)の会話のように受け

手 A からの依頼を最初に想起する場合もあれば、与え手からの申し出を最初に想起する場

合もあり、その割合は同程度であると言うことになる。 

 

(22) 与え手 B：久しぶり。すごい荷物ですね。何か持つよ (申し出)。 

    受け手 A：ありがとう。元気だった？ 
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    与え手 B：うん、どこまで行く？ 

    受け手 A：そこのバス停までいいかな (依頼)。 

(23) 受け手 A: 傘忘れたから一緒にいれてくれない？ (依頼) 

   与え手 B：1 本貸すよ (申し出)。また今度持ってきてくれたらいいから。 

 

調査 2 では、テモラウ或いはテクレルで記述された叙述文を読んだ際に、母語話者は、

申し出表現と依頼表現のどちらを想起し会話に含めるかを考察した。その結果、調査 1 で

傾向として示されたテクレルと申し出との関係性について、どの程度の結びつきがあるか

が明らかになった。更に、テモラウは依頼と申し出の双方が同程度に伴うことが示された。 

 

1.4.3 課題 1 考察 

 

第 1 章の課題 1 は、働きかけを受け手からの依頼と捉え、働きかけとテモラウとテクレ

ルとの関係を明らかにすることであった。課題 1 の結果としては、テモラウは働きかけが

前提であるとは言えず、働きかけがない場合も同程度にあると捉えることができる。また、

テクレルは働きかけが伴わない傾向が強く、与え手からの申し出が伴う傾向があることが

明らかになった。 

また、表 4 に対する χ 二乗検定の結果から、テクレルと比較すればテモラウは依頼表現

を伴う割合が高い。しかし、テモラウだけを見ると、働きかけが伴わない場合と働きかけ

が伴う場合は同程度に出現することが分かる。この結果は、使役性が基本ではないとする

Masuoka (1981)及び益岡 (2001)の主張に合致する。また、テモラウは働きかけがある場合

もない場合も同程度であるという結果は、今後のテモラウ研究において、受動型に着目す

ることの重要性を示している。使役型テモラウが重視されてきた結果、受動型テモラウが

何を示すかが十分に明らかにされていない為である。 

一方、テクレルについては、これまでアゲル (ヤル)との対照研究から「視点 (共感度)」

または恩恵の受益者を巡る議論を中心として検証されてきた (久野, 1978; 山橋, 1999; 澤

田, 2007)。しかし、テモラウと比較し働きかけとの関係を中心とした詳細な検討は行われ

ていない。本研究の結果から、テクレルは与え手の援助の申し出と強い結びつきがあるこ

とが明らかになった。テモラウと働きかけとの結びつきより、むしろ、テクレルと与え手

の申し出に強い特徴があることを示す結果となった。 
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テクレルは「ようやく晴れてくれた」のように、自然現象等の無情名詞が与え手となり

得、また、「生まれてきてくれた」等、有情名詞の無意志的な動作を示す。しかし、テモラ

ウは無意志的な動作と共起する傾向が弱いことが指摘されている (阪倉, 1975; 堀口, 1987)。

これらの現象は、テクレルに働きかけが伴わないという側面から新たに捉え直すことも可

能である。 

また、テクレルは与え手の自発性と関連性があることは、テクレルが持つ構造が関与し

ている可能性がある。テクレルの主格 (動作主)は「与え手」である。このことは、与え手

が行為の主体であることを意味し、与え手自らが行った行為であるという理解に繋がる。

一方、テモラウは話者が主格 (動作主)という構造を持つ。その為、話者自身が行為の主体

者となり、与え手に働きかけを行うものとなる。しかし、これはテモラウに働きかけが伴

う際に当てはまる。 働きかけが伴わない受動型テモラウが何を示すかは定かでない。また、

働きかけが伴わないテクレルとどのように異なるかも明らかになっていない。 

従って、5 節では、受動型テモラウに着目し、テクレルとの異なりを明らかにする17。 

 

1.5 課題 2 受動型テモラウとテクレルの異なり 

 

 この節では、課題 2 を明らかにする。課題 2 は、働きかけがない場合のテモラウとテク

レルの差異を明らかにし、受動型テモラウの意味を明確にすることである。4 節の結果か

ら、テクレルは与え手からの申し出が伴い、テモラウは受け手から依頼がある場合と与え

手からの申し出がある場合の双方と結びつくことが分かった。つまり、テモラウは受動型

も使役型と同様に見られると想定できる。しかし、働きかけが伴わないテモラウは、テク

レルとどのように異なるかは十分に明らかになっていない。この節では、受動型テモラウ

に着目し、同様に働きかけが伴わないテクレルとの異なりを明らかにする。更に、その結

果について、テクレルとテモラウの構造との関連性を論じる。   

  

1.5.1 参加者及び調査方法 

 

参加者は関西と中部の日本人大学生と大学院生を対象に行い、合計 145 名 (男性 36 名、

                                                   
17 4 節の分析には、主に IBM SPSS Statistics version 21 を使用した。但し、表 4 の結果に対しては、

jp-STAR2012 (http://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/)を用いている。 
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女性 104 名、不明 5 名、平均年齢 22 歳)となった。この内、関西の大学生は 52 名 (男性 8

名、女性 42 名、不明 2 名、平均年齢 20 歳)、そして、中部の大学生と大学院生は 93 名 (男

性 28 名、女性 62 名、不明 3 名、平均年齢 24 歳)であった。 

調査 2 では参加者に最近他者から援助を受けた経験を記述してもらい、その中で用いら

れたテクレルとテモラウに対し分析を行う。表 5 は質問紙における指示文を示している 

(付録の質問紙 3 の I 及び III)。 

 

表 5 質問紙の指示文 

I. 最近どのような援助を受けましたか。①ごく親しい人 (親友、恋人、家族など)からの援助、②先生や

上司など目上からの援助、そして③その他の人からの援助を思い出し、どのような援助を受けたかを、

前後の状況も含め、できるだけ詳しく書いてください。 

①ごく親しい人から受けた援助について 

②目上の人 (先生、上司など)からの援助 

③上記①②以外の人からの援助 

III. 状況①ごく親しい人からの援助について (上記②と③についても下記と同様の質問を行った) 

2) Q1. ①の状況では、あなたから援助を依頼しましたか、それとも相手から自発的に援助が行われまし

たか？最も当てはまる番号に○をしてください。 

 1. 自分から依頼した   2. 相手からの自発的な援助だった   3. その他 (書いてください) 

 

参加者は上記の指示文を読み、①ごく親しい人から受けた援助、②目上の人からの援助、

そして、③その他の人からの援助について、それぞれの状況を記述した。その後、①～③

の各状況について Q1 の受け手からの依頼の有り無しに答えてもらった。この質問は、記

述を分析する際、テモラウとテクレルの使用が働きかけを伴ったものか否かを区別する為

のものである。荻野 (2007:11)はテモラウの意味判別に際し、「表面では相手からの授受と

解釈できるものの、裏で相手に圧力をかけたのではないかと思われる場合、「私」を出発点

にすべきなのか迷う例もある」と述べており、働きかけの判断が容易でないことを示唆し

ている。その為、本研究では依頼の有無を参加者に直接問うことにした。 

 

1.5.2  調査結果 
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1.5.2.1 母語話者記述例とテモラウ・テクレルの分布 

 

 表 5 の I で示したように各参加者には三件の状況を書くように指示した為、参加者 145

名から合計で 387 の記述を得た。これらを表 6 のように分類を行った。 

 

表 6 授受補助動詞 使用分布 

 テモラウ文 テクレル文 テイタダク文 テクダサル文 混合 複数 なし 合計 

件数  102  97  27  17 21 31 92  387 

 

 表 6 の「テモラウ文」とは、下の(24)のようにテモラウで恩恵が叙述された場合であり、

「テクレル文」とは(25)のようにテクレルで恩恵が叙述された場合である。 

 

(24) リスニングでクラスで席がとなりだった女の子に、教科書を忘れてしまったときに

見せてもらった。 

(25) アルバイトが夜遅くまであるので、夜道を一人で歩くのは危険という理由で車で迎

えに来てくれた。 

 

また、表 6 の「混合」とは下の(26)のように、1 件の記述の中にテモラウとテクレルの双

方が用いられた場合を指す。 

 

(26) 大学の先輩。就職活動中に、エントリーシートの添削をしてもらったこと。親しく

して頂いていた先輩にメールで送ったところ、仕事で忙しいにも関わらず、電話

でアドバイスをしてくれた。 

 

 また、表 6 の「複数」とは、下の(27)のように、テクレルが二回以上用いられていた場

合を指す。テモラウが二回以上用いられていた場合も「複数」に分類している。 

 

(27) 英語の先生から  TOEFL の教材をまよっていたことを伝えると、後日、おすすめ

のテキストを教室までもってきてくれて、一つ一つの特徴を教えてくれた。 
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 尚、(28)のようにテイタダクで記述された場合は「テイタダク文」、(29)のようにテクダ

サルで記述された場合は「テクダサル文」に分類している18。 

 

   (28) 将来の就職のために何をすべきか、色々とアドバイスしていただいた。 

(29) 発表で使用したい史料を教授に借りに行った際に、様々な史料を貸してくださっ

た。 

 

 課題 2 の考察に当たっては、主に表 6 の「テモラウ文」と「テクレル文」を比較し分析

を行う。敬語形のテイタダク文とテクダサル文は、テモラウ文とテクレル文とは使い分け

や意味が異なると捉え、5 節では分析に含めない。 

 

1.5.2.2 働きかけの有無と言語形式の選択 

 

 参加者には各状況について、Q1 で自分から依頼したか、相手からの自発的な援助であっ

たかを選択してもらった。その結果を表 7 に示す。 

 

表 7  依頼の有無と語形式の選択 

 受け手から依頼した 与え手からの自発的な援助  合計 

テモラウ文 53(53%) 47(47%)   100(100%) 

テクレル文 30(31%) 67(69%)   97(100%) 

  

表 7 から、テモラウ文19は、受け手から依頼した場合も与え手からの自発的援助であっ

た場合も同程度に出現しているが、テクレル文は与え手からの自発的援助であった場合が

約 7 割となっている。表 7 に対し χ 二乗検定を行うと 1%水準で有意となり (χ
2
(1)=8.95, 

p<.01)、テモラウ文と比較するとテクレル文は与え手からの自発的な援助が多く受け手か

らの依頼が少ないという結果となる。この結果から、テクレル文は与え手からの自発的な

援助である場合に選択される傾向があると捉えることができる。また、表 7 の結果は、4

節の図 2 及び表 4 の結果と一致し、テモラウは依頼が伴う場合も伴わない場合も選択され

                                                   
18 敬語形のテイタダク文は 27 件、テクダサル文は 17 件と件数が十分ではない為、分析は行わない。 
19

 テモラウ文には、「その他」が選択され、どちらにも分類できないものが 2 件あった。その為、表 7 の

テモラウ文の合計は表 6 より 2 件減少している。 
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るのに対し、テクレルは依頼が伴わない場合に選択される傾向があると捉えることができ

る。 

5 節では、「働きかけが伴わない」場合のテモラウとテクレルの異なりを明らかにする。

その為、表 7 の「与え手からの自発的な援助」であった場合のテモラウ文 47 件とテクレル

文 67 件、そして、表 6 の「混合」におき「与え手からの自発的な援助」であった例を分析

の対象とする。 

 

1.5.2.3  テモラウ文とテクレル文の異なり 

  

ここからは、与え手からの自発的援助であった場合に、テモラウで叙述された場合とテ

クレルで叙述された場合の記述に対し比較を行う。 

下の(30)と(31)は与え手からの自発的援助であった場合に記述された例である。(30)と

(31)は与え手が「親」であることと、与え手の動作「連れて行く」が共通している。 

 

(30) 受験票を提出しに行く時、提出先が遠方で駅から遠いなど、アクセスが悪い所であ

ることを知り困っていたところに、忙しいにも関わらず父が車で連れて行ってくれ

た。 

(31) 疲れている時に母親にランチに連れて行ってもらった。 

 

(30)及び(31)は双方とも与え手からの自発的援助である。受け手からの働きかけが伴わな

いとなると、(30)のテクレルと(31)のテモラウの選択が何に基づいているかを文脈から読み

取ることは困難である。その為、両形式が一つの記述内に現れる例を分析することにした。 

表 6 の「混合」記述、つまり、1 件の記述の中に異なる授受補助動詞 (敬語形も含む)

が使用された場合は 21 件であった。その内、「与え手からの自発的援助」であったケース

は 10 件、そして、その 10 件中、非敬語形のテモラウとテクレルで記述されていたのは 3

件となった。それら 3 件について以下に分析を行う。 

下の(32)、(33)及び(34)は、その 3 件の母語話者記述である。どれも一つの行為に対し、

テモラウとテクレルの双方で記述が行われている。例えば、(32)は「手伝う」、(33)は「楽

しませる」、(34)は「援助する (費用を出す)」という一つの行動に対し、テクレルとテモラ

ウで叙述されている。 
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(32) 友人から、研究室内の片付けを手伝ってもらった。アルバイト後の遅い時間に、帰

りかけていた所にも関わらず手伝ってくれた。 

(33) 部活の大会で大阪に行ってきた時、行の電車の中ではわりと暇だった。しかし、隣

に座っていたそれほど親しくないだけの後輩の T 君が現れ「先輩、将棋でもやりま

すか」とスマフォの将棋ゲームを貸して楽しませてくれた。結局向こうに到着する

までのほとんどの時間楽しませてもらった。 

(34) 海外の語学研修に行くことになり、金銭面で援助をしてもらった。遊びに行くので

はなく、勉強のためでもあるから、とのことだった。航空費と参加費は自費で出し

たが、旅行のために必要な物などを集めるための費用を出してくれた。 

 

先ず、(32)から考察する。(32)では、「友人が手伝う」という行為について、最初に「手

伝ってもらった」とあり、二番目の文では「手伝ってくれた」と記述されている。テモラ

ウ文とテクレル文を比べると、テクレル文には、恩恵が発生した時間と状況の詳細な記述

が伴っていることが分かる。例えば、援助が発生した時間として、「アルバイト後の遅い時

間に」とあり、援助時の与え手の状況として、「帰りかけていた所にも関わらず」という記

述を含んでいる。しかし、「手伝ってもらった」にはそれらに当たる記述がなく、簡潔に後

に続く文の内容がまとめられている。 

次に、(33)においては、「与え手が楽しませた」という行為について、テクレルとテモラ

ウで記述が行われている。(33)では、テクレル文に先行し、「部活の大会で大阪に行ってき

た時」、そして、「暇だった」という援助時の受け手の状況を示す文があり、続くテクレル

文では、「隣に座っていたそれほど親しくないだけの後輩の T 君が現れ」という与え手に

関する詳しい記述と援助前の状況記述がある。そして、記述の最後に、「結局向こうに到着

するまでのほとんどの時間楽しませてもらった」とあり、「結局」という副詞とその前後の

文脈から、出来事の成り行きや結果をテモラウ文で述べていると捉えることができる。 

また、(34)では、「金銭面で援助をした (費用を出した)」という行動に対し、テモラウと

テクレルが用いられている。この例においても、テクレル文は「航空費と参加費ではなく、

旅行の準備のための費用」という援助内容の詳細が伴うのに対し、テモラウ文は後述の内

容を要約するものとなっている。 

上記から、テクレル文は援助が生じるまでの状況を具体的に示す情報が伴うのに対し、
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テモラウ文にはそのような情報がなく、出来事を簡潔にまとめ結果だけを捉えていること

が分かる。冒頭では、テクレル文の(30)とテモラウ文の(31)を挙げた。(30)と(31)を比較す

ると、(30)のテクレル文では、「受験票を提出しに行く時」、「アクセスが悪い所であること

を知り困っていたところに」、そして、「忙しいにも関わらず」とあり、「いつ、どのような

状況で」を示す記述が伴っている。これに対し、(31)のテモラウ文には同様の詳細な情報

がなく、記述が簡潔で短いことが分かる。 

課題 2 は、テクレルと受動型テモラウの異なりを明らかにし、受動型テモラウの意味を

明確に捉えることであった。状況記述が伴うか否かという違いから、テクレルは援助時の

状況を具体的に捉えるものであり、受動型テモラウは出来事の成り行きや結果を捉えたも

のである可能性が考えられる。しかし、この観察は混合文を分析したものである為、1.5.2.4

では、混合文でない場合、つまり、表 6 の「テクレル文」、そして、「テモラウ文」におい

て同様の傾向が見られるかを分析する。 

 

1.5.2.4 記述の具体性における差異 

 

 1.5.2.3 における「混合文」に対する考察では、テクレル文には援助に至るまでの詳細な

状況記述が伴い、テモラウ文にはそのような情報が伴わないと捉えた。これは、受動型テ

モラウが「結果の状態」に着目することと関連し、テクレルは「誰が何をしたか」という

行動 (過程)を捉えることと関連している可能性がある。そこで、援助時の状況記述の有無

について、表 6 の「テモラウ文」と「テクレル文」を比較することにした。 

先ず、援助に至るまでの状況記述をどのように捉えるかを示す。例えば、1.5.2.3 の(30)

を例にして考えると、以下の①、②及び③に当たる部分が援助に至るまでの状況を示す部

分と捉えることができる。 

 

(30) ①受験票を提出しに行く時、②提出先が遠方で駅から遠いなど、アクセスが悪い所

であることを知り困っていたところに、③忙しいにも関わらず父が車で連れて行っ

てくれた。 

 

上記の①は「時」を表す従属節であり、②の「～ところに」と③の「～にも関わらず」

は援助時の「状況」を表す従属節と捉えられる。また、1.5.2.3 の混合記述(33)の例では、
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下の④に示すように、テクレル文に「先行する文」において援助時の状況が示されている。 

 

(33) ④部活の大会で大阪に行ってきた時、行の電車の中ではわりと暇だった。しかし、

隣に座っていたそれほど親しくないだけの後輩の T 君が現れ「先輩、将棋でもや

りますか」とスマフォの将棋ゲームを貸して楽しませてくれた。結局向こうに到着

するまでのほとんどの時間楽しませてもらった。 

 

従って、(30)の①、②及び③に準じた従属節と(33)の④に準じた先行文について、表 6 の

「テモラウ文」と「テクレル文」に対し集計を行うことにした。尚、集計は状況記述または

先行文が 1 つでも認められれば 1 件と数え、無ければ 0 件と数えた。つまり、(30)のよう

に複数の状況記述がある場合でも「1」となる。結果を表 8 に示す。 

 

表 8  テモラウ文とテクレル文 援助時の状況記述の有無 

  状況記述無し 状況記述有り 合計 

1. 与え手からの自

発的な援助 

テモラウ文 30(64%) 17(36%) 47(100%) 

テクレル文 18(27%) 49(73%) 67(100%) 

2. 受け手から依頼

した  

テモラウ文 28(53%) 25(47%) 53(100%) 

テクレル文 7(23%) 23(77%) 30(100%) 

 

先ず、表 8 の「1. 与え手からの自発的な援助」であった場合、テモラウ文は状況無しが

64%、テクレル文は状況有りが 73%となっている。この結果から、テモラウ文は状況記述

を伴わない傾向があるのに対し、テクレル文は状況記述が伴う傾向があると言える。 

次に、表 8 の「2. 受け手から依頼した」場合、テモラウ文では状況記述がある場合もな

い場合も約 5 割と同程度であり、どちらかに偏りが見られない。これはどちらも同じ割合

で起こり得ることを示すものであり、状況記述の有無が使役型テモラウの特徴とはなって

いないことを示している。しかし、テクレル文を見ると状況記述がある場合が 77%となっ

ており、テクレルと状況記述とは強い結びつきがあることが分かる。 

 

1.5.3 課題 2 考察 
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表 8 の結果から、テクレル文は依頼の有無に関わらず援助に至るまでの状況記述が伴う

傾向が高いのに対し、テモラウ文は依頼が無い場合、つまり、受動型テモラウである場合

に援助時の状況記述が伴わない傾向があることが分かった。 

従って、課題 2 の結果として、テクレルは援助に至るまでの状況を捉えるものであるの

に対し、受動型テモラウはその傾向が低いという異なりがあると言える。また、1.2.3 の先

行研究から、受動型テモラウは受動態と類似した特徴を示し、「結果の状態」を捉えると仮

定した。1.5.2.3 において、テモラウとテクレルが同一の行為に用いられた例を分析した。

その結果、テモラウ文はテクレル文と比較すると結果や事の成り行きを示すことが伺えた。

更に、表 8 の量的分析においては、受動型テモラウ文は援助時の具体的記述が伴わない傾

向があることが明らかになった。援助時の具体的状況が伴いにくいのは、受動型テモラウ

は「誰が何をしたか」という過程ではなく、その結果どうなったかという「結果の状態」

を捉える為である可能性がある。 

受動型テモラウとテクレルは、受け手に視点があり、働きかけが伴わず、恩恵を受けた

ことを示す点が共通する。しかし、上記調査から、働きかけが伴わないテモラウは援助に

至るまでの状況記述を伴わない傾向があった。その為、援助行動の結果の状態に焦点を当

てた表現であると考えられる。また、テクレルは援助に至るまでの状況記述が伴う傾向が

あることから、誰が何をしたかという援助に至る過程を捉える表現と考えられる。つまり、

誰が何をしたかを捉えるのがテクレルであり、その結果どうなったかに焦点を置くのがテ

モラウであると言える。言い換えれば、誰が恩恵の与え主であるかにテクレルは着目し、

テモラウは誰が受け手であるかに着目するものだとも言える。このことはそれぞれの構造

(どちらを主語とするか)から容易に捉えられるように思われる。しかし、テクレルと働き

かけ性との関係と同様に、前提とされていたが故に、実証的な検証の対象として取り上げ

られることがなかった。例えば、テクレルの特徴はテアゲルとの比較により捉えられてい

た為、テクレルは与格に視点が固定されるとの印象が強く、主格も認知的に重要である点

は追求されてこなかった。また、テモラウの主格は動作主と受け手という二重性を持つこ

とは指摘されていたが、主格が受け手である場合にテクレルとどう異なるかについては明

確にされていない。既に示した（９）の例文で見たように、構造は異なるものの意味上は

変わりがない。本研究では、受動型テモラウとテクレルは事態に対する「話者の認知」に

異なりがあると捉える。 

このことは、DeLancey (1981)が述べる「言語的認知の順序」(linguistic attention flow)から
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捉え直すことができる。言語的認知の順序とは以下(35)により示されている。 

 

 (35) Like motion events, dative and transitive events define space/time vectors; they 

prototypically are events which begin at one point in space, and subsequently terminate at 

another. Just as unmarked linguistic AF in a sentence describing a motion event is iconic, 

following natural AF from Source to Goal, so unmarked linguistic AF in a dative sentence 

is from giver to receiver, and in a transitive sentence is from agent to patient.   

(DeLancey, 1981:633) 

 

DeLancey (1981:633)は、動き (motion)とは空間或いは時間のある地点で始まり別の地点

で終わるものであることを指摘し、それが言語順序にも反映されていると捉えている。つ

まり、動きに対する人の自然な認知順序 AF (=attention flow)とは始点 (source)から着点 

(goal)であり、その認識順序は言語で表す際に語順に反映されると捉えている。つまり、与

格を持つ動詞の場合は与え手から受け手へ、他動性を持つ文であれば動作主から被動作主

の順序に認識され記述されるとしている。そして、その際、最初に認識される始点が話者

の視点となると捉えている (DeLancey, 1981:638)。 

一方、自然な認知順序に逆行し、「着点」が先に述べられる場合もある。DeLancey (1981)

は、語順が逆行する場合、視点の操作が関与しているとしている。 

 

 (36) a. She kicked me. (cf. She gave me a kick.) 

b. I was/got kicked by her.                                 (DeLancey, 1981:638) 

 

(36)は、語順は異なるものの同様の事態を示すものである。(36a)は she が動作主、つま

り、動作の始点が主語となり、(36b)は動作の対象、つまり、動作の着点である (蹴られた)

話者、I が主語となり最初に言及されている。このように同様の事態を表す時、動作の始

点から言及するか、着点から言及を行うかという異なりには意味があると DeLancey (1981)

は捉えている。つまり、(36b)のように着点から言及されるのは、話者の視点が動作主では

なく、受け手にあることを明示する為であると捉えられている。DeLancey (1981)によれば、

通常は最初に言及される名詞句に話者の視点があると認識される為、(36b)のように受動態

にすることによって着点を最初に言及することができ、話者の視点が受け手にあることを



48 

 

明示することが可能となると捉えている。 

受動型テモラウは、上記(36b)のように行為の受け手が主格となる。行為の動きとして

捉えれば、受け手はその行為の着点 (goal)である為、「着点に視点」が当てられることにな

る。この為、テモラウは結果を捉えることになる。これは、Givón (1982)が、動作主を主格

としない構造においては、非動作主に属する事態、つまり、結果の状態を示すとしたこと

とも通じる (尾上, 1998; 池上, 1981)。 

一方、テクレルは、1.2.2 で示した通り、与格の受け手に話者の「視点 (共感)」がある (久

野, 1978)。従って、主格の与え手は視点にはなり得ない。しかし、DeLancey (1981)の認知

の流れ (attention flow)の捉え方に基づけば、テクレルの主格は話者の認知の始点、つまり、

行為の始点を示すと捉えることができる。表 7 では、テクレル文は、与え手からの自発的

な援助を示す傾向が強かったが、これは与え手が行為の「始点」と捉えられている為と分

析できる。1.2.2 で取り上げた阪倉 (1975)では、テモラウが「受動者」の立場のみを示すの

に対し、テクレルは「遣り手または受け手の立場に立っての表現でありながら、しかも、

その何れの一方でもなく、両者を併せたような立場からの表現」としていた。本研究は、

テクレルは与格の話者 (受け手)に視点を置くという特徴に加え、「行為の始点」も同様に

認知することを、母語話者の使い分けから明らかにしたと捉えることができる。従って、

阪倉 (1975)の見解を支持する結果となった。 

DeLancey (1981)の認知の流れ (attention flow)が言語順序に反映しているとの捉え方に基

づきまとめると以下のようになる。受動型テモラウは恩恵の受け手 (=着点)に焦点があり、

結果の状態を捉えるのに対し、テクレルは受け手に視点を据えながら、与え手が行為の始

点であることを認識し着点までの流れを捉える表現となる。始点から着点 (視点)までの流

れを捉えるものであるからこそ、テクレル文は、援助に至るまでの状況記述が伴う傾向が

あると解釈することができる。 

 

1.6 第 1 章 総合考察 

 

 4 節及び 5 節では、第三者から受けた恩恵を聞き手に報告する場合 (=叙述文)におけるテ

モラウとテクレルの使い分けを調査した。その結果、下の表 9 に示すように、テクレルと

テモラウに複数の意味が認められた。テクレルとテモラウは恩恵を受けたことと受け手に

視点があることが共通している。これまでこの二つの言語形式の異なりは主に使役性であ
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るとされてきた。しかし、第 1 章では、Masuoka (1981)が指摘したようにテモラウは使役

性の伴わない用法もある。また、阪倉 (1975)が指摘したようにテクレルは与え手と受け手

の双方を認知する表現であると捉えられた。 

2 節では、この二つの言語形式の明瞭な差異は構造であることを指摘した。6 節では、4

節及び 5 節の結果が文構造 (文の線的順序)からどのように捉えられるかを論じる。 

 

表 9 叙述文におけるテクレルとテモラウの意味 

テクレル テモラウ 

1.  与え手からの自発的行為を表す 

2.  恩恵の過程 (誰が何をしたか)を捉える 

1.  受け手からの依頼が伴う(使役型) 

2.  恩恵の結果を捉える (受動型) 

 

 1.5.3 で示した DeLancey (1981)の捉え方は、Givón (1991)にも見られる。Givón (1991)は、

統語構造は恣意的なものではなく、人間の思考や認知を反映する点で、「類像的 (写像的)」

なものと捉えている。その捉え方を支える一つの原理として、(37)を挙げている。(37)は、

談話における言語の線的順序が、出来事の生起順序と対応するという「線的順序の意味論

的原理」を示している。 

 

(37) Semantic principle of linear order: 

      “The order of clauses in coherent discourse will tend to correspond to the temporal order of 

the occurrence of the depicted events.”  

                                          (Givón, 1991:92) 

   

例えば、Givón (1991)は、一連の行動は、(38a)のように、生起した順序通りに述べられ

るのが自然であり理解が容易となるのに対し、(38b)のように、出来事の生起順序に従わな

い述べ方は理解が困難であるとしている。 

 

(38) a. He opened the door, came in, sat and ate． 

     b. *He sat, came in, ate and opened the door．                      (Givón, 1991:92) 

 

文の線的順序が示す意味論的な働きは、DeLancey (1981)によっても述べられていた。
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DeLancey (1981)は、最初に言及される名詞句が出来事の始点及び話者の認知始点を示すと

捉えている。名詞句の順序は、出来事の生起順序及び話者の認知順序を写像する。そのこ

とは、表 9 のテクレルの 1 の意味に関連している。つまり、テクレル文は与え手が主語位

置にあり、与え手から受け手の順に言及される構造を持つ。その為、自然な認知順序を写

像し、与え手 (主語)が話者の認知の始点及び出来事の始点となる。その結果、与え手から

始められた行為であるとの解釈に繋がる。4 節と 5 節の調査において、テクレルは、「与え

手からの自発的な援助」であった場合に使用率が高まることが分かった。このことは、テ

クレルが持つ文構造が話者の認知順序を写像していることを示すと捉えられる。 

また、表 9 では、テクレルの二つ目の意味として、恩恵の過程 (誰が何をしたか)を捉え

ることを挙げている。これは 5 節の調査において、テクレル文には援助に至るまでの状況

を示す記述が伴う傾向があったことと関連している。この現象は、テクレルが与え手 

(source)から受け手 (goal)までの流れを捉える構造であることが関与すると考えられる。行

為の始点から着点までを認知する為に、結果的に、援助に至るまでの状況記述が伴いやす

いと捉えることができる。従って、表 9 のテクレルの二つの意味は、テクレル文の構造と

関係していると言える。 

また、テモラウに関しては、使役性を示す用法と結果を捉える用法の二つを提示してい

る。テモラウは使役の意を持つが、その場合は主語の受け手が動作主と理解される。例え

ば、(39)の例であれば「私」が田中さんに働きかけて恩恵を得たという意味になる。留意

すべきは、主語である「私」はニ格の与え手から動作を受ける対象ともなる点である。つ

まり、「私」は動作主でもあり、恩恵の受け手ともなる。 

 

 (39) 私は田中さんに助けてもらった。 

 

主語の「私」が動作主と受け手という二重性を持つ為に、文脈によってはどちらかに重

点が置かれる可能性がある。2 節では Givón (1982:119-120)の捉え方を示し、典型的には受

動構文ではなくとも文脈からの帰納的な推論によって、受動構文と類似した意味を持つに

至る過程を示した。その過程では、一旦主語を受益者として話題にしていると解釈されれ

ば、その構文はその受益者に属する「結果の状態」を表すことになると捉えられていた。

(39)を例にすると、主語の「私」は動作主と受益者という二重性を持つが、仮に、受益者

としての「私」の方に着目されると、「私」に属する「結果の状態」を捉えた表現であると
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解釈される。 

 5 節の結果から、受動型テモラウは「誰が何をしたか」という「過程」ではなく、「その

結果どうなったか」という「結果の状態」を表すと解釈した。それを裏付ける現象として、

依頼が伴わない場合にテモラウで記述されると、援助に至るまでの記述が伴いにくいとい

う傾向が見られた。この傾向は、受動型テモラウは着点に視点が固定され結果の状態のみ

を認知し焦点化する為である可能性がある。 

また、これまで、テクレルは、与格や受け手 (話者)に視点や共感の所在があるという点

を中心に議論が行われてきた。しかし、そのような議論が活発になる以前に阪倉 (1975)

が既に指摘していたように、テクレルは行為の「視点」と共に「始点」も認知的に重要で

あることを示した。テクレルは「始点」と「視点」の両者を認知することを示したことに

より、受動型テモラウとの差異をより明確にできたと捉えている。 
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第 2章 授受補助動詞テクレルとテモラウの使い分け―感謝文 

 

2.1 第 2 章の目的 

 

 本論文では、与え手が第三者である場合と聞き手と与え手が同一である場合とでは、テ

クレルとテモラウの意味が異なると仮定している。授受動詞の対照方言学的研究を行った

日高 (2007:32)は以下のように述べている。 

 

（１）直接の会話の相手 (聞き手、対者)を話題の人物とした場合の待遇表現の使用場面を

「対者場面」、発話現場に居合わせない第三者を話題の人物とした場合の待遇表現

の使用場面を「第三者場面」」と呼ぶ。 

                                 (日高, 2007:32) 

 

日高 (2007)は授受動詞の考察に当たって、対者場面と第三者場面を区別している。その

理由として、「対者場面での待遇表現の選択は、話し手と聞き手の対人的関係によって決定

される」ことを挙げている。本論文においても、与え手が第三者か聞き手かによって使い

分けや意味が異なると仮定している。理由は日高 (2007)が指摘している通り、聞き手との

対人的関係や配慮が絡むと捉える為である。 

第 1 章では第三者が与え手である場合の叙述文について考察した。第 2 章では、聞き手

(=与え手)の行為に対し感謝を述べる場合のテモラウとテクレルの使い分けを考察する。そ

の結果から、第 1 章の叙述文における意味とは異なりがあることを示し、また、叙述文の

意味と感謝文の意味がどのように関連性を持つかについても明らかにする。 

 

2.2  問題提起 

 

授受補助動詞のテモラウとテクレルが用いられるのは、授かった恩恵を第三者に報告・

叙述する場合と、与え手に対し直接依頼を行ったり、感謝を述べる場合等がある。しかし、

与え手を第三者として報告・叙述する場合と、与え手が聞き手であり聞き手の行為に直接

言及する依頼や感謝とでは、テモラウとテクレルの使い分けや用法が異なる可能性がある。 

（２）は第三者への報告文であり、庵ほか (2001)では、（２a）でテモラウが適切であり、
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（２b）でテクレルが適切である理由として「使役性」を挙げている。（２a）では話者がタ

クシー会社に電話をし来てくれるよう頼んだことが読み取れる。つまり、話者からの働き

かけ (使役性)が伴う為にテモラウが適切となる。しかし、庵ほか (2001)によると（２b）

は事実的用法のタラ節を含み、その場合後件がある状態の認識や発見という意味を持つ。

その為、出来事を引き起こす表現であるテモラウは使えないとしている。つまり、テモラ

ウは使役性を、テクレルは使役性のない場合に用いられると捉えられている。これが叙述

文における主な異なりとなる。 

 

 （２）a. タクシーを呼んですぐに来て{×くれた／○もらった}。 

      b. タクシーを呼んだらすぐに来て{○くれた／×もらった}。 

(庵ほか, 2001:165) 

  

しかし、（３）に示すように聞き手の行為に言及し直接感謝を述べる場合には、使役性

の他に聞き手に対する心的態度や聞き手への配慮 (ポライトネス)における差異が生じて

いる可能性がある。なぜなら、（３a）に示すようにテモラウの後件は感謝表現或いは謝罪

表現との共起が自然であるのに対し、テクレルの後件にはスミマセンやゴメン等の謝罪表

現が共起しないことが指摘されている為である (大江, 1975; 庵ほか, 2001; 山田, 2004)。 

 

 （３）a. わざわざ来てもらって{有難うございます／すみません／ごめん}。 

    b. わざわざ来てくれて{有難うございます／？すみません／？ごめん}。 

 

 日高 (2007)が指摘するように、授受補助動詞の使い分けは（２）のような第三者場面と

（３）のような対者場面では異なるのかを明確にする為に、第 2 章では恩恵を受けた与え

手にお礼のメールを書くという課題を母語話者に与え、テモラウとテクレルがどのように

使い分けられているかを明らかにする。 

 

2.3  先行研究 

 

2.3.1 働きかけ（使役性）の有無 
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テモラウとテクレルの異なりは、主に働きかけ性であるとされる (庵ほか, 2001; 高見・

久野, 2002 他)。その為、第 1 章では叙述文のテモラウとテクレルについて、働きかけとの

関係性を調査した。その結果、テクレルは働きかけが伴わない傾向があるのに対し、テモ

ラウは働きかけが伴う場合も、伴わない場合も同程度見られた。従って、働きかけ性にお

いては、両者は異なりがあると捉えることができる。 

一方、感謝を述べる際のテモラウとテクレルについては、主に後続表現に特徴があるこ

とが指摘されている。庵ほか (2001:164-165)は以下を示し、（４）に示すように、テクレル

はアリガトウと、（５）のテモラウはスミマセンとの共起が自然であるとしている。 

 

（４）この本を買って｛○くれて／×もらって｝どうもありがとう。(庵ほか, 2001:164) 

  （５）家までわざわざ送って｛×くれて／○もらって｝すみません。 (庵ほか, 2001:165) 

 

また、スミマセンとアリガトウに対しては、以下のような特徴が指摘されている。金田

一 (1987:77)によると、「「スミマセン」は、よく言われるように、感謝の表現としても、詫

びの表現としても使われる。特に、感謝として使われる時に、問題が多いようだ。その条

件は、基本的に「ゴメンナサイ」と同様であり、自分のした行為 (或いはしなかった行為)

によって相手に不利益を与えた、ということであろうが、感謝として使われる時、そして

依頼に使われる時、原行為が、相手に不利益を与えたと同時に、自分にとっては利益をも

たらすものであった、ということも意味してしまうように思われる」とある。つまり、ス

ミマセンによって感謝を述べる場合には、自分のした行為によって相手に不利益を与えた

という心情が伴うことになる。更に、佐久間 (1983:63)は、スミマセンは相手に対する「恐

縮の念」を表す為、他者志向的であるとし、アリガトウゴザイマスは自己の「喜び」の表

現であり、自己志向的であると捉えている。 

つまり、テモラウがスミマセンと共起するのは、テモラウに働きかけが伴う為、「自分

のした行為 (依頼)によって相手に不利益をかけた」という認識や「恐縮の念」が伴う為と

捉えられる。一方、テクレルは与え手への働きかけが伴わない為、受け手にとって好都合

であることのみを示す。テクレルは自己にとり好都合であることを、アリガトウは自己の

喜びを表す。従って、両者は自己志向性を示す点で共通し、その為、共起関係にあると捉

えることができる。 

 上記から、（４）及び（５）のように、与え手に感謝を述べる場合であっても、テモラウ
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とテクレルの選択には働きかけの有無が関与していると考えることができる。 

 

2.3.2 与え手の負担に対する認知 

 

橋元 (2001:48)は、テクレル及びテモラウの使用は「「受けた恩恵への返礼義務」をも含

意するような表現」とし、授受表現の使用によって、相手から恩恵が施されたことと話者

に義理が発生したことの二つが含意されると捉えている。 

山田 (2004:306)は、上記（５）或いは下の（６）のように、後件にスミマセンが来る場

合、与え手への「待遇的配慮」から、テモラウのほうが適切となると捉えている。 

 

（６）わざわざ来て｛a. ?くれて／b. もらって｝すみません。         (山田, 2004:306) 

 

山田 (2004:306)は、（６）について、「たとえ「来る」の動作主が自らの意志で来たとし

ても、話者がそのような行為を強いた表現として使役の意味を持つテモラウを用いた方が、

待遇的に「すみません」の意味に合致する」と捉えている。つまり、実際には話者が依頼

を行わず、与え手自らの行為であったとしても、あたかも受け手が働きかけ負担を強いた

ように述べることが、与え手への配慮を示すことになると捉えている。山田 (2004)の考察

が正しければ、感謝文におけるテモラウの使用は受け手から「実際に依頼した」ことを示

すとは限らないことになる。 

Coulmas (1981:83)は、日本語話者が謝罪表現を頻繁に用いる現象について、「日本語話者

は、贈り物や恩恵を受け取った時、自己の喜びよりも、与え手にかけた迷惑や負担に注視

する傾向がある」1と指摘している。例えば、夕食に招待され帰宅する際に、英語話者であ

れば、Thank you so much for the wonderful evening 等のように、与え手への感謝を表すのに

対し、日本語話者の場合、「お邪魔致しました (I have intruded on you／Disturbance have 

done to you)」等のように、「与え手へかけた迷惑」を言語化する (Coulmas, 1981:83)。この

ような現象は、日本語話者が与え手の負担に常に注意を払う傾向を示していると言えるで

あろう。Coulmas (1981:88)は、また、日本語話者が謝罪を示す表現を多用するのは、社会

的な関係性において「道徳的負債感 (moral indebtedness)」が重視される為と捉えている。

                                                   
1 “The Japanese conception of gifts and favors focusses on the trouble they have caused the benefactor rather than 

the aspects which are pleasing to the recipient.” (Coulmas, 1981:83) 
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つまり、日本語話者にとり、互いの責任と負債に常に注意を払うことが好ましい規範とし

て存在することを指摘している2。Coulmas (1981)の謝罪表現に対する考察と山田 (2004)の

（６）に対する考察を考慮すれば、スミマセンとテモラウが共起するのは、実際に働きか

けたか否かに依らず、テモラウもスミマセンと同様に与え手の負担に配慮を示す表現であ

ることが考えられる。 

また、Long (2010)では、感謝を表す場合の日本語のアリガトウとスミマセンの使い分け

について、母語話者へ質問紙調査を行い量的な分析を行っている。Long (2010)は、例えば、

コーヒーを注いでもらう、食事中にソースを取ってもらう等の物理的な負担が軽い援助か

ら、車が故障したので近くのガソリンスタンドまで車を押すのを手伝ってもらう等の物理

的負担が大きい状況を 11 種類用意した。そして、それぞれの状況について、相手が同年代

の親しい友、同年代の知り合い、年上の親しい友、先生、知らない人、そして店員である

場合、感謝表現と謝罪表現のどちらを使うかを母語話者に尋ねた。更に、それぞれの相手

に対し、申し訳なさ (regret)、期待 (expectedness)、嬉しさ (happiness)及び親切さ (kindness)

を 4 件法で尋ねている。 

その結果、明らかに物理的負担が大きい「車を押してもらう」状況では、聞き手との関

係性に関わらず謝罪表現が多かったのに対し、他の状況では相手との関係性によって謝罪

表現の使用傾向が顕著に異なることが明らかになった。Long (2010)はこの結果から、物理

的な負担の大きさは、車を押してもらう等の明らかに負担が大きい場合を除いては、謝罪

表現に必ずしも結びつかないと捉えている。そして、申し訳なさ (regret)の数値が上がる

程、謝罪表現の使用が増し、期待 (援助が期待できる相手か)の数値が上がるほど謝罪表現

の使用が減少することを示している。この結果から Long (2010)は、援助が期待できない関

係性である場合には申し訳なさが上昇し謝罪表現の使用が増え、援助が期待できる関係性

では申し訳なさが下降し謝罪表現の減少につながると分析している。例えば、「コーヒーを

注いでもらう」状況では、親しい友達と店員 (ウェイター・ウェイトレス)に対し謝罪表現

が少なく、先生及び知らない人に対しては謝罪表現が多かった。これは、親しい友達と店

員は「コーヒーを注いでもらう」ことを期待できる関係性であるのに対し、先生や知らな

い人に対してはそのような援助を期待できる関係性にない為である3。 

                                                   
2 “Apologies, used in innumerable circumstances, and serving a variety of functions beyond the imagination of an 

Occidental, are not merely degenerate clichés with no substantial message associated with them. Rather they 

serve to balance debt and credit between parties, and, at the same time, they convey a sense of the ominipresent 

moral indebtedness so characteristic of social relationships in Japan.” (Coulmas, 1981:88) 
3 Long (2010:1074)の指摘は以下の通りである。“…more apology will used with non-intimates and superiors (as 
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このような捉え方は Long (2010)だけではなく、同様にスミマセンとアリガトウの使用条

件を考察した Kumatoridani (1999:636)にも見られる。Kumatoridani (1999)は作例である（７）

で店員と客との対話を示している。 

 

 （７）(At a bookstore) 

        Customer: Chizu wa doko ni arimasu ka? 

        Clerk:    Asoko desu. 

        Customer: Arigatoo. 

        Customer: Anoo, todokanai node ano hon totte moraemasen ka? 

        (Clerk takes out the book from the shelf and hands it to customer) 

     → Customer: Doomo sumimasen.             (Kumatoridani, 1999: 636) 

 

 （７）では、本屋の店員に地図がある場所を聞いた場合には感謝表現が用いられている

が、届かない所にある本を取ってもらった後には謝罪表現が使われている。この例から

Kumatoridani (1999)は決まりきった職務であれば感謝表現が使われるが、業務中であっても

それが通常期待できない援助である場合には謝罪表現が用いられると考察している4。この

ように、スミマセンが与え手の役割を超えた援助であると話者が認識した場合に用いられ

るならば、スミマセンと共起関係にあるテモラウにもそのような認知が伴っている可能性

がある。 

従って、テクレルとテモラウの選択においては実際に働きかけたか否かよりも、与え手

との関係性と与え手の負担に対する認識が関与している可能性がある。これを第 2 章にお

ける課題 2 とし明らかにする。 

 

2.3.3 与え手との距離（普通体使用と丁寧体使用） 

 

 滝浦 (2008b)は、感謝を述べる際のテクレルとテモラウについて、丁寧体の会話か普通

体の会話かにより適切さが異なると捉えている。 

                                                                                                                                                     
 is pointed out in deference politeness accounts) because the expectation boundaries of these relationships are 

naturally narrower.” 
4 Kumatoridani (1999:636)は以下のように述べている。“In other words, when the hearer is seen as doing more 

than what is required for his role, sumimasen may be used.”  
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（８）a.「～誘ってくれてありがとう。」 

    b.「??～誘ってもらってありがとう。」              (滝浦, 2008b:45) 

 

普通体のやり取りでは（８a）に示すように、テクレルとアリガトウとの結びつきは全く

問題がないのに対し、（８b)のテモラウと普通体のアリガトウは「落着きが悪くなる」と捉

えている。滝浦 (2008b:45)は、テクレルは与え手を主語とする為、与え手に言及し触れる

ものと捉えている。そして、普通体を用いる間柄では、「相手の行為として述べる ― 相手

の領域に (きちんと)触れる ― 方が (コードとまでは言えないにしても)共感的」と述べて

いる。 

滝浦 (2008b)の上記（８）の例文を丁寧形にすると以下のようになる。滝浦 (2008b)の分

析を考慮すると、テモラウの適切さは（８b）の普通体より（９b）の丁寧体のほうが自然

となり、テクレルは（９a）の丁寧体より（８a）の普通体のほうが自然と言うことになる。 

 

（９）a. 誘ってくれてありがとうございました。 

        b. 誘ってもらってありがとうございました。 

 

 （８）及び（９）の自然さを検討する為、第 2 章では、後件が丁寧体か普通体かによっ

てテモラウとテクレルが使い分けられているか否かを明らかにする。 

また、鈴木 (1997)は、丁寧体と普通体では日本語話者の聞き手配慮における規範が異な

ることを指摘している。例えば、鈴木 (1997:50)は、普通体を用いる間柄では(10)のように

アゲルの使用は問題がないのに対し、(11)のように丁寧体を用いる間柄では不適切になる

ことを指摘している。 

 

(10) 妹: お姉さん、誕生日おめでとう。これ、あげる。 

   姉: ありがとう。          

(11) (留学生のジルさんと大家の田中さんの会話) 

   ジル：田中さん、先週博多に行きましたので、このおみやげをあげます。 

   田中：いつもすみませんねえ。どうもありがとう。         (鈴木, 1997:50) 
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この理由について、鈴木 (1997:51)は、「普通体世界では、話し手は聞き手への好意を表

わすために、自分自身の意向を自由に表現できるのに対し、丁寧体世界では、贈り物を受

けるか受けないかを決定する権利は、聞き手に所属しており、たとえ好意の表明であって

も、「このおみやげをあげます／さしあげます」という例のように、話し手が一方的に贈答

することを宣言することは丁寧さに欠ける発話となる」としている。 

鈴木 (1997)の考察は「対者場面」における使用に着目している。第 2 章の始めに触れた

ように、日高 (2007:32)は、対者場面とは直接の会話の相手 (聞き手)を話題の人物とした

場合であるとし、発話現場に居合わせない第三者を話題の人物とした場合を「第三者場面」

として区別している。そして、「授受動詞の使用場面を考えると、対人的配慮の必要性とい

う点からは、対者場面と第三者場面とでは大きく状況が異なる」と捉えている (日高, 

2007:33)。例えば、日高 (2007: 34-35)では、対者場面として、親しい学校の先生に「自宅

でできた野菜をあげる」という場合と、第三者場面として「さっき先生に野菜をあげた」

ことを家に帰って家の人に話す場合、母語話者はどのように言うかを尋ねている。その結

果、対者場面では、例えば(12a)の「野菜をあげます」のようにアゲルを使用したのは約 2

割であったのに対し、第三者場面では、(12b)の「先生に野菜をあげた」のようにアゲルを

用いたのは約 7 割という結果となった。 

 

  (12) a. この野菜をあげます。 

      b. 先生に野菜をあげた。 

 

この結果は、上記鈴木 (1997)と一致し、対者場面では与え手が目上の人物であればアゲ

ルの使用が控えられることを示している。このように、対者場面では与え手との関係性を

考慮し言語形式が選択され、第三者場面とは使用傾向が異なることが分かる。このことか

ら、本論文においても叙述文と感謝文の使い分けを区別する必要性があると捉える。 

鈴木 (1997)及び日高 (2007)の分析はアゲルを対象としたものであり、テモラウとテクレ

ルについて対者場面と第三者場面での使用傾向が異なることは示されていない。また、普

通体の会話と丁寧体の会話による使い分けがあるかも考察されていない。その為、第 2 章

では感謝を述べる際の使用を分析し、第 1 章の叙述文における使用とどのように異なるか

を明らかにする。 
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2.4  研究課題 

 

 先行研究を概観した結果、授受補助動詞のテモラウとテクレルの使い分けに関し、以下

の二点が関与していると考えられる。第 2 章ではこれらを課題とし、日本語話者が与え手

に感謝を述べる際にテモラウとテクレルをどのように使い分けているかを明らかにする。 

 

課題 1：受け手からの依頼 (働きかけ)の有無により使い分けられているか。 

課題 2：与え手との関係性及び負担への配慮により使い分けられているか。 

 

2.5  調査 1 お礼メールにおける使い分け 

 

2.5.1  参加者及び調査方法 

 

 調査 1 は関西と中部地方の大学で質問紙を配布し、日本人大学生及び大学院生の 145 名 

(男性 36 名、女性 104 名、不明 5 名、平均年齢 22 歳)から回答を得た5。調査 1 では、最近

援助を受けた①ごく親しい人、②目上の人 (先生等)、そして、③その他の人を思い出して

もらい、その時の状況を記述してもらった後、それぞれについてお礼のメールを書くとい

う課題を与えた。状況記述は第 1 章 5 節で分析を行った。第 2 章ではその後にそれぞれの

与え手に書かれたお礼メールを分析の対象とする。参加者には、お礼メールを書いた後、

「1. 自分から依頼を行ったか、 2. 相手からの自発的な援助であったか、3. その他」の中

から当てはまる番号に○をしてもらった。更に、相手との関係性について九つの選択肢を

与え (1. 家族、2. 親友、3. 以前からよく知っている年上、4. 以前からよく知っている同

年輩、5. 以前からよく知っている年下、6. 最近知り合ったばかりの年上、7. 最近知り合

ったばかりの同年輩、8. 最近知り合ったばかりの年下、9. 見知らぬ人)、一つに○をして

もらった。 

 

2.5.2  結果 

                                                   
5 この参加者は第 1 章 5 節で行った調査 1 と同じ参加者である。第 1 章 5 節では最近他者から援助を受け

た状況を記述してもらった後、その時の与え手に対しお礼のメールを書いてもらうという課題を与えて

いた (付録の質問紙 3 を参照)。第 2 章の調査 1 はそのお礼メールの結果を示すものである。 
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2.5.2.1 授受補助動詞の使用分布 

 

表 1 は、母語話者が記述したお礼メールを対象にし、前件で使用された授受補助動詞を

分類したものである。 

 

表 1 お礼メールにおける授受補助動詞の分布 

 テモラウ テクレル テイタダク テクダサル 混合 なし 合計 

件数 12 91 80 40 8 152 383 

 

調査 1 では、授受補助動詞テモラウ或いはテクレルが前件で用いられ、後件にスミマセ

ンやアリガトウ等の感謝を表す表現6が用いられているものを「感謝文」とし分析の対象と

する。調査 1 ではアリガトウ等の感謝を表す表現だけではなく、下の(13)及び(14)のように

スミマセン等の謝罪を表す表現が用いられた場合も感謝を表すものと捉え分析の対象とし

ている。しかし、謝罪表現は少なく下記 2 件のみであった。参加者には「お礼メール」を

書くという指示を与えている為、結果的に感謝表現が多くなったと考えられる。 

 

(13) 準備やってもらってごめんなさい。ありがとう。 

(14) この間はお店を選んでもらってしまい、すみません。私はあまり得意ではないので

助かりました。 

 

スミマセンは金田一 (1987)及び佐久間 (1983)により、感謝を述べる場合にも用いられる

ことが指摘されている為、本研究では上記のように後件にスミマセンが用いられている場

合も「感謝文」として捉える。また、後件が謝罪表現か感謝表現かによりテモラウとテク

レルの出現傾向が異なるかについては、調査 2 において詳細な考察を行う。しかし、調査

1 では謝罪表現の件数が 2 件と少ないことから行わない。尚、上記 2 件を除き分析を行っ

たが、表 2、表 3 及び表 4 の結果に差は生じなかった。 

調査 1 では下記の(15)のように、前件にテモラウが使用された感謝文を表 1 の「テモラ

                                                   
6 後件の表現として、他に、「助かった」2 件、「すっきりした」1 件、「お世話になった」1 件、「（おかげ

で）～できた」2 件も、与え手への感謝を表すものとして含めている。 
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ウ」に分類し、(16)のようにテクレルが用いられた感謝文を「テクレル」に分類した。 

 

(15) ○○です。こないだは、ジュース奢ってもらってありがとうございました。また

今度シフトが同じ時はよろしくお願いします。 

(16) いつもできない私に勉強おしえてくれてありがとう。  

 

  また、1 件のお礼メールの中に 2 種以上の異なる授受補助動詞が用いられていた場合は

「混合」に分類し分析の対象外としている。しかし、下の(17)のように同じ授受補助動詞

が 2 回使用されている場合は分析に含める。その場合、テクレルが 1 件と数え、2 件とは

数えていない7。 

 

(17) ご飯を作ってくれて、用意してくれてありがとう。 

 

表 1 から、敬語形のテイタダクとテクダサルも顕著であることが分かるが、第 2 章では

非敬語形のテモラウとテクレルを分析し、敬語形は分析に含めない。敬語形と非敬語形で

は語源や用法が異なると本論文では捉える為である。しかし、第 1 章での叙述文の場合と

異なり、敬語形の出現件数が十分であることから、第 3 章にて感謝文におけるテイタダク

とテクダサルの分析を行う。 

 

2.5.2.2 依頼の有無 

 

次に、依頼の有無により、テモラウとテクレルの使い分けが行われているかを検討する。

母語話者にはお礼のメールを書いてもらった後、自分から依頼したか、相手からの自発的

援助だったかに答えてもらった。表 2 はその結果を示している。 

 

表 2 依頼の有無による区別 

                                                   
7 第 1 章 5 節の叙述文の分析では、このようなケースは、「複数」に分類し分析の対象外としていた。第

1 章では、「1 つの動詞 (動作)」に対する授受補助動詞の使用を分析する目的があった。しかし、第 2

章では、「1 件の恩恵活動」に対し分析を行っている。例えば、(17)では、同時に 2 種の行動が行われて

いるが、それらは、同じ 1 件の恩恵活動にて行われている。(17)のように、テクレルまたはテモラウの

繰り返しが見られたのは、テクレルで 9 件、テモラウで 2 件であった。これらを除いて分析しても、表

2、表 3 及び表 4 の結果に差は見られない。 
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 自分から依頼 相手からの自発的援助 合計 

テモラウ感謝文 5(42%) 7(58%) 12(100%) 

テクレル感謝文 47(53%) 42(47%) 89(100%)8 

 

表 2 に対し χ二乗検定を行っても有意な差は生じなかった (χ
2
(1)=.0174, n.s.)。従って、

依頼 (働きかけ)の有無によってテモラウとテクレルが使い分けられているとは言えない

ことになる。 

従って、課題 1 の結果として、第 2 章の調査 1 においては実際の働きかけがテモラウと

テクレルの使い分けに影響を与えていないと言うことになる。 

 

2.5.2.3 普通体と丁寧体による分類 

 

次に、後件が普通体か丁寧体かによる分類を行った (表 3)。 

 

表 3 普通体と丁寧体による分類 

 普通体 丁寧体 合計 

テモラウ感謝文 2(17%) 10(83%) 12(100%) 

テクレル感謝文 81 (89%) 10(11%) 91(100%) 

 

表 3 から、テモラウ感謝文は約 8 割が丁寧体、テクレル感謝文は約 9 割が普通体を伴っ

ている。この結果から、お礼を述べる際のテモラウとテクレルの使い分けは丁寧体を用い

る間柄か普通体を用いる間柄かという与え手との距離 (親しさ)により行われていると捉

えられる。従って、課題 2 の与え手との関係性においては、距離 (親しさ)が使い分けに関

与し、普通体を用いる親しい間柄ではテクレルが、丁寧体を用いる距離がある間柄ではテ

モラウが用いられると捉えることができる9。 

 

2.5.2.4 与え手との関係性 

                                                   
8 テクレル感謝文 91 件の内、2 件は「3.その他」を選び、依頼を行ったか、与え手からの自発的援助であ

ったかが不明であった為、合計が 2 件減少している。 
9 調査 1 では、テモラウで記述された感謝文が 12 件と少数であった。この為、表 3 の普通体と丁寧体と

の結びつきについては、調査 2 にて改めて検討を行う。 
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次に、与え手との関係性によって分類した結果を表 4 に示す。調査 1 では、与え手との

関係性について九つの選択肢を与え一つを選択してもらった。 

 

表 4 相手との関係性とテモラウ・テクレル 

 1 

家族 

2 

親友 

3 

既知 

年上 

4 

既知 

同年 

5 

既知

年下 

6 

近知 

年上 

7 

近知

同年 

8 

近知

年下 

9 

他人 

 

合計 

 

 テモラウ感謝文 5 0 2 0 0 2 0 1 1 1110 

   % 45% 0% 18% 0% 0% 18% 0% 9% 9%  

テクレル感謝文 36 18 3 14 8 1 5 5 1 91 

     % 40% 20% 3% 15% 9% 1% 5% 5% 1%  

 

表 4 では、テクレルは「1. 家族」をはじめ、「2. 親友」、そして、「4. 以前からよく知っ

ている同年輩」に多く使用されているのに対し、テモラウは「1. 家族」、「3. 以前から知

っている年上」と「6. 最近知り合ったばかりの年上」に使用が見られる。表 4 に対し、フ

ィッシャーの正確検定を行うと 1%水準で有意となり (p=.007)、テモラウ感謝文とテクレ

ル感謝文の分布傾向が等しくないことが示された。更に、残差分析の結果、テモラウ感謝

文はテクレル感謝文と比較し、「3. 以前から知っている年上」と「6. 最近知り合ったばか

りの年上」に使用が多いことが明らかになった。従って、テモラウはテクレルと比較する

と、目上の人物に用いられる傾向があることになる。 

しかし、表 4 のテモラウ感謝文を見ると約 5 割は家族に使用されており、テクレルと同

様に使用が多い。従って、表 4 の結果からは必ずしも目上の人物だけに用いられるとは言

い切れないことになる。 

そこで、家族に対しテモラウが用いられた場合を考察する。下の例文(18)から(22)は、家

族に対して書かれた 5 件である。(18)、(19)及び(20)に示すように、5 件中 3 件は、経済的

援助に対する感謝文である。特に、(18)の記述から、学費だけでなく、予備校や下宿代等、

過度な経済的負担をかけたことが分かる。(19)は留学費用、(20)は何がしかの経済的援助に

対する感謝文である。このように経済的負担に対する感謝が過半数を占めていることが明

                                                   
10 テモラウ感謝文の 12 件の内 1 件は、与え手との関係性について記入がなかった。 
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らかになった。 

 

(18) うちはそんなにお金に余裕もないのに、浪人の際に予備校の費用を出してもらい、

結果一人暮らしをはじめ、学費まで出してもらってありがとう。 

(19) 留学の時は金銭的にかなり助けてもらってありがとうございました。留学行きたい

とかれこれ大学に入る前から言っていたのですが、私一人ではかなり金額が厳しか

ったので本当に助かりました。おかげでいい経験ができました。ありがとうござい

ました。 

(20) お金を振り込んでもらいありがとうございます。 

 

 残りの 2 件を、(21)と(22)に示す。調査 1 では、参加者に援助時の状況も記述してもらっ

た。(22)の「状況記述」には、実家に自分の部屋がないことが記述されており、両親への

気遣いが伴っていると判断できた。 

 

(21) 今日はわざわざ京都まで来て色々と助けてもらってありがとうございました。 

これからも一人ぐらしがんばるのでどうぞよろしくおねがいしますー。 

(22) 昨日はありがとう。泊めてもらえて、送ってもらえて助かりました。また今度はゆ

っくり遊びに帰るね。 

 

上記例文から、「親」というごく親しい間柄であっても、過度な負担を認識する場合或

いは気遣いが伴う場合にはテモラウが用いられると捉えることができる。 3 節で示した

Long (2010)では、車を押してもらうという明らかに物理的負担が大きい場合には、どのよ

うな関係性であっても謝罪表現が多く選択されていた。このことは上の(18)をはじめとし

た経済的負担の大きさにも当てはまると考えられ、そのことがテモラウの選択に繋がった

と考えられる。 

また、Long (2010)では、物理的負担が小さい場合であっても、目上や見知らぬ人等、援

助を気軽に期待できる関係でない場合には謝罪表現が選択されることが分かった。テモラ

ウは表 3 にて丁寧体と結びつき、表 4 では目上の人物に用いられる傾向が見られた。目上

の人物や知らない人は、例え負担は小さくとも通常は気軽に援助を期待できる関係性にな

い。その為、テモラウが選択されやすいと解釈できる。 
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課題 2 は与え手との関係性と負担への配慮がテモラウとテクレルの選択に関与している

かを明らかにすることであった。上記から、テモラウは目上の人物や見知らぬ人に用いら

れる傾向があるが、親しい間柄でも与え手の負担が大きいと話者が認識した場合に用いら

れると言える。与え手との関係性と負担への配慮との関係性は調査 2 において再び考察を

行う。 

 

2.6  調査 2 距離と負担の認識との関係性 

 

  調査 1 の結果から、課題 1 の実際の働きかけは使い分けに関与しないが、課題 2 の与え

手との関係性と負担への配慮がテモラウの選択に関与していると捉えられた。この節では

異なる調査を行い、与え手との距離と負担の認識がテモラウとテクレルの選択に与える影

響を明らかにする。 

 

2.6.1  参加者及び調査方法 

 

関西と中部地方の大学で質問紙を配布し、日本人大学生及び大学院生の合計 76 名 (男性

30 名、女性 43 名、不明 3 名、平均年齢 21 歳)から回答を得た11。 

調査 2 では以下の三つの条件を設定した。先ず、（ア）は与え手の負担に着目させた条

件、(イ)は親しさだけに着目させた条件、そして、(ウ)は与え手と距離があり気遣いが伴

う条件である (付録の質問紙 4)。 

 

（ア）困っていたところ、A に助けられましたが、そのことで、A に無理をさせてしま

ったという負い目を感じています。 

（イ）困っていたところ、B に助けられました。B とはごく親しい間柄です。 

（ウ）困っていたところ、D に助けられました。D とは出会ったばかりで、まだ気を使

います。 

 

参加者は、（ア）～（ウ）のそれぞれの記述を読んだ後、下の(23)を読み、テモラウとテ

                                                   
11

 この内、関西の参加者は 40 名 (男性 9 名、女性 31 名、平均年齢 20 歳)、中部の参加者は 33 名 (男性

21 名、女性 12 名、平均年齢 21 歳)、不明 3 名であった。 
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クレルのどちらか適切と感じられる方に○をした。そして、下線部に適切な表現を自由に

書いてもらった。 

 

(23) この間は、助けて｛くれて／もらって｝、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

2.6.2  結果 

 

2.6.2.1 テクレルとテモラウの選択 

 

(ア)、(イ)、そして、(ウ)の条件別に、テモラウとテクレルのどちらが選択されたかを

表 5 に示す。 

 

表 5 負担、親しさ、気遣いとテモラウ・テクレルの選択 

 

表 5 では、（ア）の与え手に無理をさせてしまったという負い目を感じる場合、約 6 割

の参加者がテモラウを選択し、（ウ）の親しくなく気遣いが伴う相手である場合、約 7 割が

テモラウを選択している。また、（イ）の与え手とごく親しい間柄である場合には、参加者

全員がテクレルを選択した。このことから、親しさとテクレルの結びつきは非常に強いと

述べることができる。 

この結果から、課題 2 の与え手との関係性と負担への認識はテクレルとテモラウの使い

分けに関与していると捉えることができる。つまり、与え手との距離が近ければテクレル

が選択されるのに対し、距離があり気遣いが伴う場合にはテモラウが選択される傾向があ

る。また、関係性に関わらず、与え手に負担をかけたという認識はテモラウの選択に繋が

る傾向が見られる。 

 

 （ア） 

負担 

(イ) 

親しい 

(ウ) 

距離・気遣い 

テクレル選択 32(42.1%) 76(100%) 26(34.2%) 

テモラウ選択 44(57.9%) 0(0%) 50(65.8%) 

合計 76(100%) 76(100%) 76(100%) 
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2.6.2.2 後続表現 

 

また、調査 2 では、上記(23)にてテモラウ或いはテクレルを選択してもらった後に、後

件に適切な表現を書き入れてもらった。 

 

表 6 後件の感謝・謝罪表現の分布 

 (ア)負担 (イ)ごく親しい (ウ)距離・気遣い 合計 

 テクレ

ル 

テモラ

ウ 

テクレ

ル 

テモラ

ウ 

テクレ

ル 

テモラ

ウ 

テクレ

ル 

テモラ

ウ 

①普通体感謝表現 15 3 74 0 8 5 97 8 

②丁寧体感謝表現 15 24 0 0 18 40 33 64 

③普通体謝罪表現 0 5 0 0 0 0 0 5 

④丁寧体謝罪表現 1 10 0 0 0 4 1 14 

その他12       1 2 2 0 0 1 3 3 

合計 32 44 76 0 26 50 134 94 

 

表 6 は、（ア）、（イ）、そして（ウ）のそれぞれの条件で、テクレルが選択された場合と

テモラウが選択された場合の結果を示している。 

先ず、①の「普通体感謝表現」とは、「どうも有難う」、「本当に有難う」、そして、「有

難うね」等、普通体で感謝が述べられたものを指す。そして、②の「丁寧体感謝表現」と

は、「有難うございます」、「有難うございました」、「どうも (大変、本当に)有難うござい

ます」、そして、「感謝します」等、丁寧体で感謝が述べられているものを示す。また、③

の「普通体謝罪表現」は、「ごめん（ね）」、「申し訳ない」等、普通体で謝罪が行われた場

合、そして、④の「丁寧体謝罪表現」は、「申し訳ありませんでした」、「申し訳ないです」、

「ご迷惑をおかけしました」、そして、「すみませんでした」等、丁寧体により謝罪が行わ

れた場合を指す13。 

                                                   
12 「その他」には、（ア）では、テクレルで「本当にうれしかったです (1 件)」、テモラウで「お世話に

なりました (1 件)」と「助かりました (1 件)」、（イ）では、テクレルで「助かった (よ) (2 件)」、（ウ）

では、テモラウで「嬉しかったです (1 件)」が記述されていた。 
13 「申し訳ありません＋感謝しています」或いは「大変有難うございます＋ご迷惑をおかけして申し訳

ありませんでした」等のように、感謝と謝罪の双方が記述されていたのは、（ア）のテモラウで 2 件、
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表 6 の右欄の「合計」に対し χ 二乗検定を行った。その結果、テクレル選択とテモラウ

選択では 1%水準で有意な差があり分布傾向が等しくないことが分かった (χ
2
(4)=97.598, 

p<.01)。更に、残差分析の結果、テクレルは①の「普通体感謝表現」が多いのに対し、テ

モラウは②の「丁寧体感謝表現」、③の「普通体謝罪表現」、そして、④の「丁寧体謝罪表

現」が多いことが明らかになった。この結果は、調査 1 の表 3 の結果と合致する。つまり、

テクレルの後件は普通体、テモラウの後件は丁寧体が多いことを示している。 

更に、普通体の「ごめん」または「申し訳ない」、そして、丁寧体の「すみません」或

いは「申し訳ありませんでした」等、謝罪を表す表現がテモラウで多いことも明らかにな

った。この結果は、先行研究において、テモラウは謝罪表現と共起するとの見解と一致し

ている (庵ほか, 2001; 山田, 2004 他)。 

また、テクレルは（ア）の条件で、(24a)に示すように謝罪表現を記述した回答が 1 件の

み見られた。 

 

(24) a. ?助けてくれて、すみません。 

      b. ?助けてくれて、ごめん。 

 

(24a)は実際に参加者が記述した例であるが不自然であると感じられる。(24a)を(24b)のよ

うに、普通体の謝罪表現「ごめん」としても不自然さは変わらない。このことは、既に先

行研究にてテクレルは感謝表現と結びつき、謝罪表現とは結びつかないとされていること

を裏付ける (庵ほか, 2001)。また、高見・久野 (2002)は、テクレルは話者にとって好都合

であることを示すとしたが、上記の例からも、テクレルは他者への配慮より話者の喜びに

焦点を置いた表現と捉えることができる。 

また、表 6 の結果から、（ア）の負担条件と（ウ）の距離・気遣い条件でテクレルを選

択した参加者はそれぞれ約 4 割と約 3 割に上っている。そして、その内、（ア）では 5 割、

（ウ）では 7 割の参加者が後件を丁寧体で記述している。このことから、後件で丁寧体を

選択することによっても、与え手の負担に対する配慮を示すと捉えることができる。 

 

2.7  第 2 章 総合考察 

                                                                                                                                                     
（イ）のテクレルで 1 件、（ウ）のテモラウで 1 件となった。この場合、先に記述された表現により分

類を行った。尚、これらを除外し分析を行ったが、結果に変わりはなかった (χ2(3)= 96.273, p<.01)。 
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 課題 1 の実際の働きかけの有無は、本研究の調査 1 においては感謝文のテモラウとテク

レルの使い分けに関与していなかった。しかし、課題 2 の与え手との関係性と負担への認

識がテクレルとテモラウの選択に関与することが分かった。また、負担の認識が関係性に

よって異なるという Long (2010)の指摘はテモラウの選択にも関わると捉えられる。つまり、

関係性が疎であれば負担の認識が伴いやすく、関係性が密であれば伴いにくい。この現象

は、Brown & Levinson (1987:76-84)のフェイス侵害度を見積もる式 (Wx=D (S,H)+P 

(H,S)+Rx)からも捉えることもできる。与え手との距離 (D)と上下関係 (P)の値が高ければ、

与え手への負担 (R)の認識も高まる。その結果、総合値が高まり、テモラウが選択される。

また、距離と上下関係の値が小さくても負担の認識が高ければ、総合値が高まりテモラウ

の選択に繋がる。テクレルは、これら三つの値が小さい場合に選択されると捉えることが

できる。このように、テモラウとテクレルの選択には、与え手との距離、そして、負担の

認識が関わっていると言うことができる。 

 また、表 3 及び表 6 の結果から、テクレルの後件は普通体、テモラウの後件は丁寧体に

なる傾向が見られた。しかし、母語話者の記述には、テクレルと「丁寧体」、そして、テモ

ラウと「普通体」の組み合わせも見受けられる。例えば、(18)は、調査 1 にて見られた記

述であり、前件にテモラウ、後件に普通体のアリガトウが記述されている。更に、(25)と

(26)も調査 1 にて母語話者が記述した例であり、前件はテクレル、後件は丁寧体となって

いる。 

 

(18) うちはそんなにお金に余裕もないのに、浪人の際に予備校の費用を出してもらい、

結果一人暮らしをはじめ、学費まで出してもらってありがとう。 

(25) この前は、授業中に教室をまとめてくれてありがとうございました。これからも、

よろしくお願いします。        (最近知り合ったばかりの同年輩) 

(26) 毎度大会に応援してくれてありがとうございます。しっかりと結果を残せるよう

に頑張ります。次の大会も応援お願いします。是非合宿にも参加してください。 

                                          (先輩) 

  

上記の組み合わせは、前件と後件でそれぞれ異なることを示していると捉えることがで

きる。例えば、(18)では、前件で与え手の負担を認識していることをテモラウで示し、後
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件では普段の親しさや距離の近さが普通体によって表される。一方、(25)と(26)は、それぞ

れ前件で普段の関係性の近さがテクレルにより示されていると考えられる。しかし、(25)

は最近知り合ったばかりの相手であり、また、(26)は「先輩」であることから、「親しき仲

にも礼儀あり」というように、改まった態度を後件で丁寧体により示していると捉えられ

る。表 3 及び表 6 におき、「普通体とテクレル」、そして、「丁寧体とテモラウ」の結びつき

が強かったのは、それぞれに伴う与え手への配慮が共通する為と考えられる。しかし、上

記のように二つの配慮を表すこともあり得、その場合はテクレルと丁寧体、そして、テモ

ラウと普通体の組み合わせも存在する。 

 本研究では、与え手が第三者である叙述文と聞き手が与え手である感謝文とでは、テモ

ラウとテクレルの意味に異なりがあると仮定し調査を行った。その結果、叙述文で使い分

けの基本となっていた働きかけの有無は感謝文の使い分けとなっていないことが分かった。

それに代わり、与え手の負担に対する認識と与え手との関係性 (距離)が使い分けに関与す

ることが明らかになった。この結果から、叙述文の意味と感謝文の意味は異なると言うこ

とができる。 

また、感謝文におけるテモラウの選択には Coulmas (1981)が指摘したように、「与え手の

負担や迷惑に着目することは好ましい」という社会的規範が根底にあると考えられる。こ

のことは、最近、テモラウを用いた「許可求め」が若年層で目立ち始めている現象とも関

連している可能性がある。例えば、北原 (編) (2005)によれば、最近の若年層ではテモラウ

を用いた「～てもらってもいい (ですか)？」(例えば、「アンケートに答えてもらってもい

い？」等 (山岡・牧原・小野, 2010: 155)が顕著であるとされている。北原 (編) (2005:89)で

は、テモラウを用いることで、若者は依頼の「押しつけがましさを軽減」し、「堅苦しい敬

語抜きで親しみを込めた丁寧さを表す」意図があると分析している。この分析は、本研究

で捉えたテモラウの用法とも共通している。この現象から伺えることは、敬語を使う間柄

でなくとも、聞き手の負担に配慮を示すことが好ましいとの規範があり、それが言語形式

の用法にも影響を与えていることである。 

他者配慮の規範が言語形式の使用に関与する現象はテモラウに留まらず、アリガトウと

スミマセンの使い分けにおいても報告されている。馬瀬 (1988)の調査によれば、与え手に

感謝を述べる際、老年層では目上や疎の相手にスミマセンとアリガトウゴザイマシタの両

方が使用されるのに対し、若年層ではアリガトウゴザイマシタが失われ、スミマセンのみ

を用いる傾向があることが指摘されている。そして、若年層は老年層と異なり、「相手の手
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数を詫びる」スミマセンのほうが丁寧と認識することも指摘されている。このような現象

から、聞き手の負担を認識し言語化することが現代の日本語話者の間では好ましい規範と

して存在し、また、拡大傾向にあることが、テモラウの感謝文における用法からも観察す

ることができる14。 

 

 

                                                   
14 第 2 章の IBM SPSS Statistics version 22 及び jp-STAR2012 (http://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/)を用 

いた。 

http://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/)を用
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第 3章 授受補助動詞テクダサルとテイタダクの使い分け―感謝文 

 

3.1 第 3 章の目的 

 

 第 2 章では、感謝文のテクレルとテモラウを考察した。その際、調査 1 では敬語形のテ

イタダクとテクダサルの使用も見られた。その為、第 3 章ではそれらの敬語形について分

析を行う。非敬語形のテクレルとテモラウとの異なりを明らかにすることにより、授受補

助動詞において、敬語形と非敬語形を区別して考察することの重要性も示唆する。 

 

3.2 問題提起 

 

 日本語教育においては、初級レベルでテイタダクが依頼表現として導入される。例えば、

スリーエーネットワーク (1998:2)では、下記の（１）が初級で導入されている。 

 

（１）日本語で手紙を書いたんですが、ちょっと見ていただけませんか。 

(スリーエーネットワーク, 1998:2) 

 

また、中級向けの「会話教材」では、依頼を扱う場面で（２）及び（３）のようにテイ

タダクによる依頼表現が導入されている。 

 

（２）すみませんが、ちょっと手伝っていただけませんか。 

                                (金子, 2006:52) 

（３）今年度のパンフレットと留学生用の入試要項を送っていただけませんか。 

                               (中居ほか, 2005:88) 

 

しかし、（４）に示すように、テクダサルを用いた依頼表現が示されることは少なく、

通常テイタダクを用いた表現が会話練習の中で導入される。 

 

（４）書き方が分からないんですが、教えてくださいませんか。 
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 また、菊地 (1997)の母語話者への意識調査では、テクダサルよりテイタダクのほうが丁

寧度が高いと認識されており、また、金澤 (2007)の調査ではテイタダクのほうが使用頻度

が高いという結果が示されている。しかし、菊地 (1997:217)は両者は敬語形であり丁寧度

に差を認める根拠は存在しないという見方をしている。一方、滝浦 (2008b)は、テイタダ

クは受け手が主語となる為、動作主である与え手への言及を回避することができ、その結

果、より「丁重」となると捉えている。 

この章では、「先日は助けていただき有難うございました／助けてくださり有難うござ

いました」のように、与え手に感謝を述べる場面を取り上げ、母語話者は二つの言語形式

をどのように使い分けているかを考察する。また、その結果から、二つの言語形式の構造

の異なりが意味の異なりに繋がっていることを明らかにする。 

 

3.3  先行研究1 

 

3.3.1  テクダサルとテイタダクの語源 

 

 テクダサルとテイタダクとでは、テイタダクのほうが丁寧度が高いと認識される。しか

し、その他の違いは明らかになっていない。本研究では、丁寧度の他に二つの言語形式が

どのように異なるかを明らかにする。その為、先ず語源を概観する。 

 宮地 (1975, 1981)によれば、テクダサルが用いられるようになったのは 17 世紀に入って

からであり、テイタダクは 19 世紀の後半と二世紀以上の後れがある。非敬語形のテクレル

は 15 世紀半ば、テモラウは 17 世紀半ばであったことから、それぞれ二世紀程後に敬語形

が出現したことになる。 

また、1603 年に刊行された日葡辞書の邦訳版 (土井・森田・長南, 1980)によれば2、クダ

サルは①「身分の高い人が低い者に与える」という意と、②「話し相手に敬意を払って、

話し手自身のことを言うのに、食う、飲むという意味を示す」とある。つまり、クダサル

は、①の尊敬用法と②の謙譲用法 (食べる・飲む)の二つがあったことになる。更に、中田・

                                                   
1 本論文では敬語形のテクダサルとテイタダクは、非敬語形のテクレルとテモラウとは語源が異なり同じ

意味を示すとは捉えていない。従って、テクダサルとテイタダクの先行研究は第 1 章または第 2 章に含

めず第 3 章で提示している。 
2 Traugott & Dasher (2002)、中古語のクレルとモラウの研究を行った荻野 (2007)、そして、中古語のクレ

ルを分析した森 (2011)が、中古語の意味の確認に当たり日葡辞書の邦訳版を参照していることから、

本論文においても参照を行う。 
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和田・北原 (1983:501)によれば、クダサルは上位者が下位者に与える意の「下す」に、助

動詞「る」が付いたもので、上記①の助動詞ルは尊敬を、②は受身を示すものとも考えら

れるとしている。しかし、Traugott and Dasher (2002:250)によれば、上記②の意は次第に衰

退し、①の尊敬語としての用法が現在の用法となったとされる。 

一方、イタダクは、中田ほか (1983:120)によれば、江戸前期にはまだ「頭上にささげ持

つ」という具体的な動作を示すもので、謙譲の意を表す用例は江戸後期になってから見ら

れる。更に、「お～頂く」の形式は明治時代以降とされ、テイタダクは新しい形式であるこ

とが分かる。 

金澤 (2011)は、近世後期の江戸語 (18 世紀後半から 19 世紀)の「滑稽本」、「洒落本」及

び「人情本」を資料とし授受補助動詞の出現数を調査している。金澤 (2011:26)がまとめた

表に基づくと、テクダサルの合計出現数が 1755 となるのに対し、テイタダクは 21 件のみ

となっており、この時代にはまだテイタダクが少なく圧倒的にテクダサルの使用が上回っ

ている。金澤 (2011:29)は、この 21 件について、前接された動詞、後続表現、使用者の属

性 (性別・職業)、そして、敬意を示す相手について分析を行った。しかし、あらゆる点で

「特に際立った特色が見られないというそのこと自体が、一種の特徴である」との結論を

出している。また、金澤 (2011)は、現代ではテイタダクの発展が著しいことを指摘し、そ

れはテイタダクが「受け手」に視点を置く形式であることが関与すると示唆している。 

 上記から、テクダサルは本来与え手の動作 (「下す」)を示し、テイタダクは受け手の動

作 (「頭上に持つ」)を示す意があったことが分かる。しかし、これらの本来の意味から現

在の丁寧度の異なりを予測することは難しい。テクダサルとテイタダクの異なりは、その

構造であり、誰を動作主とするか、また、どちらの行為として述べるかが異なっている。

本研究では、このような構造の違いが現在の意味の異なりに影響を与えているかに着目し

考察を行う。 

 

3.3.2  テクダサルとテイタダクの母語話者の使用状況 

  

塩田 (2011)は何かを教えてもらった時の返事のメール文として、「お教えくださりあり

がとうございます」と「お教えいただきありがとうございます」のどちらを使うかについ

て、母語話者に調査を行った。その結果、20 代と 30 代では、テイタダクを使いテクダサ

ルは使わないと答えた人が両方使うと答えた人を上回った。これに対し、60 代以上では、
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50%の人が両方使うとし、また、テイタダクのほうが感謝の度合が高いと答えた。この結

果から、60 代以上ではテイタダクとテクダサルの双方を使い分けていると考えられるが、

若年層ではテイタダクの使用率が高いことが伺える。 

また、金澤 (2007)では、数種のコーパスにおいてテイタダクとテクダサルの出現数を調

査している。その中では、テイタダクの出現数はテクダサルを上回っており、総出現数と

しては 6 対 4 でテイタダクのほうが高い。この現象は、金澤 (2011)が調査した近世後期の

出現傾向と逆転しており、テイタダクの増加は著しいと言える。 

また、金澤 (2007)は、「多くの方に来ていただき・・・」となるところを、「多くの方が

来ていただき・・・」のように、「(与え手) が～ていただく」という表現が最近口語で用

いられる現象に着目している。この背景について、金澤 (2007:50-51)は、テクダサルは「相

手」が何をするかを示し直接相手と関わる表現であるのに対し、テイタダクは相手に直接

言及しない表現であるとしている。そして、その為、直接相手側と関わる意識を持つこと

なく自己の有難さだけに焦点を当てることができ、最近このように人と関わらない述べ方

が好まれる傾向があるとも述べている。 

また、井上ほか (2012)では、愛知県岡崎市において長期にわたる調査結果に対し分析を

行っている。その調査は国立国語研究所による「岡崎敬語調査」と称されるもので、12 の

場面を描いた絵を見せその時にどのように言うかを母語話者に尋ねている。例えば、（５a）

は「荷物預け」の場面であり、（５b）は「医者」の場面での提示文を示している。 

 

 （５）a. これはあなたの買いつけの店です。この店で買物をしましたが、ちょっとよそ

へ廻るので，この荷物をあずかっておいてもらう場合、店のこの人に、何と言

って頼みますか。 

        b. あなたの家の近所の人が急病になりました。あなたが頼まれて、近所のお医者

さんの家に行くと、お医者さんが玄関へ出て来ました。この近所のお医者さん

に、すぐ来てもらうのには何と言って頼みますか。 

(http://www2.ninjal.ac.jp/keinen/okazaki/outline_scene12.html, 2015 年 5 月 16 日) 

 

 上記の他に、例えば、郵便局で振込用紙をもらう場面、バスを降りる人に傘を忘れたこ

とを注意する場面、おつりが足りないことを店員に告げる場面、道を尋ねる場面等の 12

場面がある。井上ほか (2012)では、この中の依頼場面においてテモラウとテイタダクの使

http://www2.ninjal.ac.jp/keinen/okazaki/outline_scene12.html,%202015
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用が増加している現象を示している。例えば、（５b）の「医者」に往診を依頼する場面と

（５a）の「店員」に荷物をあずかってもらう場面ではテイタダクの使用率が高い。例えば、

荷物の場合であれば、「荷物をあずかっていただけませんか」のような依頼表現が考えられ、

医者の場面であれば「来ていただけませんか」等の使用が考えられる。特に、荷物をあず

かってもらう場合のテイタダクの使用率は 1970 年代と比べ急激に増加し、2008 年度の調

査では医者に往診を依頼する場面の出現数に近づいたことが示されている。医者に対する

テイタダクの使用率が 1970年代と比較し減少気味であったことについて、井上ほか (2012)

は、往診を頼む機会が昨今ないこと、また、医者と患者との社会的位置関係が変化したこ

とを挙げている。更に、店員に荷物をあずかってもらう等の依頼場面でテイタダクの使用

が増えていることについて、井上 (2012:9)は、高い社会的地位に対する使用より、個人の

負い目の気持ちや心理的負担が敬語使用に強く働いている可能性があると捉えている。 

従って、テイタダクに関しては、相手と距離を置くまたは直接的な接触を避ける用法で

あるという見解と、相手の地位ではなく個人の負い目の気持ちを表す用法へと変化してい

るという二つの見解が存在することになる。本研究は、テイタダクが示す意味をテクダサ

ルとの比較の上で捉える。上記研究は主にテイタダクに着目しているが、もう一つの選択

肢であるテクダサルと比較することにより、テイタダクが示す意味がより明瞭になると捉

える為である。 

しかし、テクダサルに焦点を当てた研究はテイタダクと比較し少ない。その為、本研究

では非敬語形のテクレルに対する知見を参照し、それがテクダサルにも応用可能かを考察

する。テクレルについては既に第 1 章及び第 2 章にて考察している。その際、高見・久野 

(2002)の以下の例（６）及び（７）を参照した。テクレルは、「驚いたことに」と「頼みも

しないのに」という副詞句と共起することを示している。 

 

（６）a. 驚いたことに、太郎がアパートに来てくれた。 

     b. ?驚いたことに、太郎にアパートに来てもらった。 

（７）a. 頼みもしないのに、太郎がアパートに来てくれた。 

     b. ?頼みもしないのに、太郎にアパートに来てもらった。  

                    (高見・久野, 2002:295) 

  

第 1 章では、叙述文のテクレルは与え手からの自発的行為を示すものと分析した。上記
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例文の「驚いたことに」と「頼みもしないのに」との共起関係は、テクレルが与え手から

の自発的行為を示すことと関連していると捉えられる。しかし、この特徴が敬語形のテク

ダサルにも見受けられるかは検討されていない。従って、第 3 章では、敬語形のテクダサ

ルにおいても「与え手の自発的行為」との結びつきが見られるかを調査 1 にて考察する。 

  

3.3.3 テクダサルとテイタダクの丁寧度 

 

 菊地 (1997:216-217)は、「A さんがお書きくださった」と「A さんにお書きいただいた」

とではどちらが敬意が高いと感じるかというアンケートをとっている。その結果、「くださ

った」のほうが敬意が高いと答えた人は 28.1%、「いただいた」のほうが敬意が高いと答え

た人は 44.8%と、イタダクのほうが多いことが分かった。この結果は、「A さんが書いてく

ださった」と「A さんに書いていただいた」という形式でも同様であり、テクダサルのほ

うが敬意が高いと答えた人は 30.5％、テイタダクのほうが敬意が高いと答えたのは 41.1％

という結果を示している。菊地 (1997)は、テイタダクのほうが人数が多かったのは、動作

主 A さんが主語ではない為、より間接的な表現と捉えられた為と分析している。しかし、

菊地 (1997)はテクダサルのほうが敬意が高いと答えた人も少なからず存在することに着

目しており、両者の敬度に差を認める根拠は特にないとしている。 

なぜ、テイタダクのほうが丁寧と捉えられるかについて、滝浦 (2008b)は、聞き手の領

域に触れる述べ方と触れない述べ方という観点から分析している。滝浦 (2008b:45)は、下

の（８a）と（８b）を挙げ、両言語形式は共に敬語であることから、聞き手の領域に踏み

込まず距離を置く「敬避的ポライトネス3」を表すが、（８b）のテイタダクのほうがよりポ

ライトネスの度合が高いとしている。 

 

（８）a.「～お招きくださり、ありがとうございました。」 

    b.「～お招きいただき、ありがとうございました。」      (滝浦, 2008b:45) 

 

その理由として、滝浦 (2008b)は、テイタダクは話者 (受け手)が主語であり、テイタダ

クを用いて自分の行為として述べることは、相手への言及を避け領域に触れないことにな

る為と捉えている。この分析は、金澤 (2007)がテイタダクは与え手と直接関わらないで済

                                                   
3 滝浦 (2008b)では、「敬避的ポライトネス」をネガティブポライトネスの意として用いている。 
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む表現としたことと共通している。本研究では、母語話者が与え手に感謝を述べる場合に

着目し、テイタダクと与え手との距離との関係性について、調査 2 を行い明らかにする。 

 

3.4  研究課題 

 

 第 3 章の研究課題は以下の通りである。課題 1 及び課題 2 を考察することにより、感謝

を述べる際のテクダサルとテイタダクの母語話者の使い分けを明らかにする。また、構造

の異なりが意味に与える影響についても明らかにする。 

 

課題 1：感謝を述べる際、テクダサルとテイタダクの選択にはどのような基準があるか。

与え手との距離、与え手からの自発的行為、援助に対する驚き、そして、負い

目感情との関連性を明らかにする。  

 課題 2：テクダサルとテイタダクの構造の異なりが、課題 1 の結果とどのように関連す

るかを明らかにする。 

  

3.5  調査１ お礼メールにおける使い分け 

 

3.5.1  参加者及び調査方法 

 

関西と中部地方の大学で質問紙を配布し、日本人大学生及び大学院生の 145 名 (男性 36

名、女性 104 名、不明 5 名、平均年齢 22 歳)
4から回答を得た。 

 調査 1 では、最近援助を受けた①ごく親しい間柄、②目上の人 (先生等)、そして、③そ

の他の人を思い出してもらい、それぞれの人に対してお礼のメールを書くという課題を与

えた。その後、「与え手への負い目」と「援助に対する意外性」について、7 件法 (1: 全

くない～7: 非常に強く)で尋ねた5。与え手への負い目は、井上 (2012)において、テイタダ

                                                   
4 第 3 章の「調査 1」は第 2 章の調査 1 で得られた敬語形のテイタダクとテクダサルに対して分析を行う。

その為、参加者及び調査方法は共通している (付録の質問紙 3 を使用)。第 1 章 5 節、第 2 章そして第 3

章の「調査 1」は同じ参加者に行っている。つまり、その際の質問紙に含まれていた内容を 3 章に分け

て報告していることになる。 
5「与え手への負い目」と「援助に対する意外性」は、第 1 章 5 節と第 2 章の調査 1 においても尋ねてい

る。しかし、第 2 章では、感謝文におけるテモラウの件数が分散分析を行うには不十分であると判断し

分析に含めていない。また、第 1 章 5 節の叙述文の分析においては、その課題と議論に直接関係しない

為分析には含めなかった。 
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クは相手の地位より個人の負い目を示す用法として捉えられる可能性が示されていた為で

ある。また、援助に対する意外性は、高見・久野 (2002)が非敬語形のテクレルの特徴とし

て「驚いたことに」と共起することを示しており質問項目に加えた。そして、「1. 自分か

ら依頼を行ったか、2. 相手からの自発的な援助であったか、3.その他」の中から当てはま

る番号に○をしてもらった。更に、相手との関係性について、九つの選択肢を与え (1. 家

族、2. 親友、3. 以前からよく知っている年上、4. 以前からよく知っている同年輩、5. 以

前からよく知っている年下、6. 最近知り合ったばかりの年上、7. 最近知り合ったばかり

の同年輩、8. 最近知り合ったばかりの年下、9. 見知らぬ人)、一つに○をしてもらった。 

   

3.5.2  結果 

 

3.5.2.1  授受補助動詞の使用分布 

 

お礼メールにおいて母語話者が記述した例を以下に示す。本研究では、(９)の「てくだ

さり」或いは「ていただき」のような連用形接続と、(10)の「ていただいて」或いは「て

くださって」のテ形接続を含め分析を行う。第 2 章と同様、前件にテクダサルまたはテイ

タダクが用いられ、後件に感謝表現が用いられた文を「感謝文」と呼ぶ。 

 

(９) この間は、研究に役立つワークショップを教えてくださりありがとうございまし

た。まだまだ専門知識が備わっていないので、ついていくのに大変でしたが、みな

さんの意識レベルの高さに驚かされました。いつか一緒に参加できるといいですね。 

(10) わざわざコピーまで取っていただいて、本当にありがとうございます。よりよい修

論が書けるよう励みます。これからもご指導のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 表 1 は、調査 1 で得られた母語話者記述における授受補助動詞の使用分布を示したもの

である。本研究では、テクダサルとテイタダクの双方が一つの記述の中に含まれるものは

「混合」として分類し分析の対象外としている。つまり、(９)或いは(10)のように、感謝

文の中にテイタダクのみが現れるものを「テイタダク」1 件、テクダサルのみが用いられ
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るものを「テクダサル」1 件とし、それらを分析の対象とする6。 

 

表 1 授受補助動詞の使用分布 

 テモラウ テクレル テイタダク テクダサル 混合 なし 合計 

件数 12 91 80 40 8 152 383 

 

3.5.2.2  与え手との関係性 

  

与え手との関係性について、九つの選択肢の中から一つを選択してもらった (表 2)。 

 

表 2  与え手との関係性による分類 

 1 

家族 

2 

親友 

3 

既知 

年上 

4 

既知 

同年 

5 

既知 

年下 

6 

近知 

年上 

7 

近知 

同年 

8 

近知 

年下 

9 

他人 

 

合計 

テイタダク 0 0 28 1 0 27 0 2 21 797 

      % 0% 0% 35% 1% 0% 34% 0% 3% 27%  

テクダサル 1 0 10 0 1 14 1 1 12 40 

            % 3% 0% 25% 0% 3% 35% 3% 3% 30%  

 

表 2 に対しフィッシャーの正確検定を行ったところ、テイタダクとテクダサルの分布の

割合に有意差がないことが分かった (p=.351)。表 2 の詳細を見ると、双方とも主に「3. 以

前から知っている年上」、「6. 最近知り合った年上」、そして、「9. 見知らぬ人」に対し同

程度に用いられていることが分かる。従って、与え手との関係性によって使い分けが行わ

れているとは言えず、両形式は目上の人物と知らない相手に用いられると捉えることがで

きる。 

表 2 の結果から、与え手との関係性によっては使い分けが行われていないと捉えること

                                                   
6 「社員の方に助けていただいて、保健室も使わせていただき、ありがとうございました」或いは「先日

は推薦状を書いていただきありがとうございました。無事、留学先の大学に申請できました。お忙しい

中お時間をさいていただきありがとうございます。」のように、1 つのメールの中に、同じ言語形式が

繰り返し用いられている場合はテイタダクで 7 件あった。この内、別件の恩恵行動に対する感謝文が含

まれている場合は分析の対象外としたが、それ以外は、「テイタダク」感謝文 1 件と数え、分析の対象

としている。 
7 1 件に欠損値があった為、合計が 1 件減少している。 
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ができる。しかし、表 2 の結果は、以前から知っているか、最近知り合ったかによる分類

である。その為、調査 2 では、親しみを感じる等の主観的に感じられる距離、そして、目

上で距離を感じる等の社会的な距離を意識させた場合にどちらが選択されるかを検討する。 

 

3.5.2.3  依頼の有無 

 

 次に、依頼の有無によって使い分けが行われているかを考察する。表 3 は、受け手から

依頼した場合と与え手からの自発的援助であった場合について集計を行ったものである。 

 

表 3 依頼の有無による区別 

 受け手から依頼した 与え手からの自発的援助 合計 

テイタダク 41(53%) 37(47%) 78(100%)8 

テクダサル 11(28%) 29(73%) 40(100%) 

 

表 3 を見ると、テイタダクの場合、自分から依頼した場合も相手からの自発的援助であ

った場合も約 5 割であり、どちらも同程度の確率で起こり得ることを示している。テイタ

ダクはどちらとも強い関係性が見られない。一方、テクダサルは相手からの自発的援助で

あった場合が 7 割に上っている。この結果から、テクダサルは与え手からの自発的援助で

あった場合に用いられる傾向があると言える。この結果は、第 1 章 5 節にて、叙述文のテ

クレルは約 7 割が与え手からの自発的援助であったという結果とも共通している。従って、

「感謝文」におけるテクダサルと「叙述文」における非敬語形の「テクレル」は、与え手

からの自発的な行為を示すという点では共通することになる。 

 

3.5.2.4  恩恵に対する話者の心的態度 

 

 表 4 は、「与え手への負い目」と「援助に対する意外性」について、7 件法 (1: 全くない、

2: 殆どない、3: あまりない、4: まあまあ、5: 少し強く、6: かなり強く、7: 非常に強く)

で答えてもらった結果を示している。 

 

                                                   
8 2 件は、「どちらでもない」が選択されていた為、合計が 2 件減少している。 
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表 4 与え手への負い目と援助に対する意外性 平均値及び標準偏差 

 負い目 

   テイタダク           テクダサル     

 意外性 

テイタダク          テクダサル 

1. 依頼有 3.76(1.55) 4.64(1.86) 2.98(1.17)   4.36(1.12)** 

2. 依頼無 3.78(1.58) 4.41(1.64) 4.24(1.85) 4.41(1.72) 

括弧内は標準偏差, **p<．01 

 

この結果について、自分から依頼した場合 (「1. 依頼有」)と与え手からの自発的援助で

あった場合 (2.「依頼無」)に分け、テイタダクとテクダサルの比較 (分散分析)を行った。

その結果、意外性の値に関しては、自分から依頼した場合、テクダサルのほうが (M=4.36, 

SD=1.12) テイタダクより (M=2.98, SD=1.17) 1%水準で有意に高いことが明らかになった

(F(1,50)=12.37, p=001)。しかし、与え手からの自発的援助であった場合には、テクダサル

(M=4.41, SD=1.72) とテイタダク (M=4.24, SD=1.85) に差が見られなかった (F(1,64)=.15, 

n.s.)。この分散分析による結果は、以下のことを表す。 

与え手からの自発的援助であった場合は、「テイタダク」においても援助に対する意外

性の値は高い。このことは、「与え手からの自発的な援助」であった場合には、テイタダク

及びテクダサル共に援助に対する意外性が伴うことを意味している。例えば、下の(11)の

例は与え手からの自発的な援助だったが、(11a)はテクダサル、(11b)はテイタダクが使用さ

れている。両者は見知らぬ人からの予期せぬ援助であり驚きや感激が伴っていることが分

かる。 

 

 (11) a. 街中で派手に自転車で転んだ私を視界の隅でとらえながらもとおりすぎてゆく

人が多い中で、手をさしのべてくださって、本当にありがとうございました。都

会の喧騒の中にこんなにも優しい心があるのかと、ただただ感動いたしました。 

      b. 先日は、助けて頂き本当にありがとうございました！わざわざ立ち止まって、道

具まで使って助けて頂き、感激しました！！ 

 

一方、自分から依頼した場合を見ると、テイタダクでは意外性の値が低くなっているの

に対し、テクダサルでは値が高いまま維持されている。この結果は、意外性という心的態

度がテクダサルの意味として定着していることを示すと捉えることができる。例えば、(12)



84 

 

の例は両者とも受け手から依頼しているが、(12a)はテクダサル、(12b)はテイタダクで感謝

が述べられている。援助に対する意外性は (12a)のほうが高く (6: かなり強い)、(12b)の方

が低い (3: あまりない)。 

 

 (12) a. 本日は講義時間外にも関わらず長時間付き合って下さりありがとうございまし

た。来週からの授業も楽しみにしています。 

      b. 先日はお忙しい中、私のためにお時間を割いて頂き誠にありがとうございまし

た。おかげ様で順調に卒業論文に向けて学習を行うことができております。本

当にありがとうございました。 

 

一方、「与え手への負い目」は、依頼を伴う場合も (F(1,50)=2.58, n.s.)、与え手からの自

発的援助であった場合もテイタダクとテクダサルで有意な差が生じなかった 

(F(1,64)=2.50, n.s.)。このことは、テクダサルと比較した場合には、テイタダクが特に個人

的な負い目を示すとは捉えられないことを表している。感謝文におけるテモラウは、与え

手の負担を気遣う表現であった。しかし、敬語形のテイタダクに関しては、そのような心

情は少なくともテクダサルと比較した場合、顕著であるとは言えないことになる。 

上記から、課題 1 の結果として、テクダサルは与え手の自発的行為である場合と、援助

に対する意外性 (驚き)が伴う場合に選択されることが明らかになった。 

 

3.6  調査 2 与え手との距離との関係 

 

 調査 1 から、課題 1 の結果として、与え手からの自発的行為と恩恵に対する驚きがテク

ダサルの選択に繋がっていることが明らかになった。しかし、テイタダクが何を示すのか、

また、与え手との距離との関係については明らかになっていない。そこで、調査 2 を行い、

与え手との距離との関係性を検討する。 

 

3.6.1 参加者及び調査方法 

 

関西と中部の大学で質問紙を配布し、日本人大学生と大学院生 76 名 (男性 30 名、女性
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43 名、不明 3 名、平均年齢 21 歳)から質問紙を回収した9。質問紙の内容は以下の通りであ

る。 

 下の(ア)は、与え手に親しみを感じるという主観的な距離の近さに着目させた条件、(イ)

は、与え手との上下関係を設定しかつ社会的な距離に着目させた条件、(ウ)は、年齢を一

つの社会的距離と見なし、下方向の社会的距離 (目下)に着目させた条件、そして、（エ）

は、恩恵に対し謙虚さを感じるという条件である。 

参加者は、（ア）、(イ)、（ウ）及び（エ）のそれぞれを読んだ後、(13)に示すようにテク

ダサルとテイタダクから適切と感じられるほうに○をした。その後、(13)の下線部に適切

な表現を記述してもらった。 

 

(ア) 困っていたところ10、目上の G さんに助けられました。G さんには親しみを感じま

す。 

(イ) 困っていたところ、目上の J さんに助けられました。J さんは非常に偉い先生で距

離を感じます。 

(ウ) 困っていたところ、社会人の L さんに助けられました。あなたも社会人で、L さん

は年下です。 

(エ) 困っていたところ、目上の I さんに助けられました。今謙虚な気持ちを持っていま

す11。 

 

(13) この間は、助けて｛くださって、ていただいて｝、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

3.6.2  結果 

 

 上記の各質問について、テイタダク及びテクダサルが選択された数を集計した (表 5)。 

                                                   
9 参加者は、第 2 章の調査 2 の参加者である。質問紙には第 2 章の調査 2 の内容と第 3 章の調査 2 の内容

が含まれていた (付録の質問紙 4 参照)。 
10 第 2 章の調査 2 と同様、何に対して困っていたかは敢えて含めていない。理由は、その記述によって

援助内容が決まり、引いては与え手への負担度が決定されてしまう為である。そうなると、後に続く

要因の他に負担度が新たな要因として加わってしまい、本来測定したいものが測定できない可能性が

ある。記述を単純にすることで判断要因を統制するようにしている。 
11 「謙虚さ」とテイタダクの結びつきは先行研究で述べられていない。しかし、イタダクが何を示すか

を探る為に、試験的に質問紙に含めた。イタダクはクダサルと異なり「謙譲語」に分類されることから

この項目を投入した。この項目については更に検討する必要性があるだろう。 
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表 5 与え手との距離との関係12
 

 （ア） 

親しみ 

（イ） 

社会的距離 

（ウ） 

年下 

（エ） 

謙虚さ 

テイタダク 34(45%) 53(70%) 27(36%) 57(76%) 

テクダサル 41(55%) 23(30%) 48(64%) 18(24%) 

合計 75(100%) 76(100%) 75(100%) 75(100%) 

 

表 5 の割合 (%)を見ると、（イ）の社会的距離 (非常に偉い先生で距離を感じる条件)に

対しては 7 割の参加者がテイタダクを選択し、（ウ）の年下の社会人ではテクダサルが 6

割を超えている。また、（エ）の謙虚さを感じる条件では 76%と最も高い割合でテイタダ

クが選択されている。この結果から、テイタダクは上方向の社会的距離を意識した場合に

選択され、また、謙虚さという心的態度との結びつきが非常に強いことが分かる。しかし、

（ア）の親しみを感じる条件では、テクダサルを選択した人が 55%となるものの、テイタ

ダクを選択した人も 45%に上り両者に大差はなく拮抗している。従って、親しみという主

観的な距離の近さによって、テクダサルとテイタダクが明確に使い分けられているとは言

えないと捉えられる。 

 調査 2 から、課題 1 の結果として、テイタダクは目上の人物等、社会的な距離を意識し

た場合、そして、恩恵の後に謙虚さを感じた場合に選択されることが明らかになった。 

 

3.7  第 3 章 総合考察 

 

課題 1 は、与え手に感謝を述べる際のテクダサルとテイタダクの使い分けを明確にする

ことであった。調査 1 から、テクダサルは、①与え手自らの行為であることと、②援助に

対する驚きや意外性を示すものと分析できた。更に、調査 2 では、テイタダクの特徴が明

らかになり、上下関係等の社会的な距離を意識した場合と謙虚さを感じる場合に選択され

ることが分かった。「謙虚さ」とは、日本国語大辞典 (2006)によると、「ひかえめでつつま

しやかなこと」とある。「控える」そして「慎む」行為とは、出過ぎないことであり、自分

                                                   
12 表 5 の（ア）、（ウ）及び（エ）の条件で、それぞれ 1 件の欠損値があった為、合計が 1 件ずつ減少し

ている。 
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の領域に留まることである。そして、その目的は他者の領域に近づかないことと捉えるこ

とができる。従って、テイタダクは、自己の領域に留まることによって他者領域に近づか

ない態度を示すものと捉えられる。また、そのような態度は社会的距離のある与え手に対

し伴いやすく年下には伴いにくいと考えることができる。 

しかし、調査 1 の表 2 の結果から、テイタダクとテクダサルは共に目上の人物と見知ら

ぬ他者に用いられることが明らかになっている。この結果から、与え手との関係性に関し

ては、テクダサルとテイタダクでは異なりがあると結論付けることができない。 

下の(14)のテクダサルによる感謝文と、(15)のテイタダクによる感謝文は、学生が与え手

(教員)から同様の恩恵 (書籍や史料を借りる)を受けた場合であり、受け手から依頼を行っ

たことも共通している。 

 

(14) 先日は多くの史料を貸してくださり、ありがとうございます。おかげで発表を無

事終えることができました。これからも御指導のほど宜しくお願いいたします。 

(15) ○○先生 『・・・』貸していただき、ありがとうございました。おかげで無事演

習発表を終わらせることができました。今後もよろしくお願いします。 

 

 (14)も(15)もメールの構成及び内容共に非常に類似している。これらの例文の分析に課題

1 の結果を適応するならば、(14)のテクダサルは恩恵を授かったことに対する驚きや意外性

という話者の心的態度を示すことになる。或いは、受け手から依頼したものの、敢えてテ

クダサルを選択することで、「意外性や驚き」という本来なら自発的援助に伴う心的態度を

話者が含意しているとも言い換えることができる。一方、(15)のテイタダクは目上の与え

手との距離を意識し謙虚さを表すことになる。しかし、上記二つの例文は教員と学生とい

う関係性が共通し、受け手と与え手との社会的な関係性は (14)と(15)で変わりがない。ま

た、(14)の敬意や丁寧度が(15)より劣るとは捉え難い。このことから、テイタダクは、金澤 

(2011)が指摘するように、「特に特徴がなく」、距離、つまり、与え手から遠ざかる態度を

明示するものである可能性が考えられる。 

テイタダクが与え手から遠ざかることを明示するものかを検討する為に、テイタダクと

テクダサルの構造に着目し考察を行う。第 3 章の課題 2 は、課題 1 の結果がテイタダクと

テクダサルの構造の異なりに起因するかを明らかにすることであった。テクダサルは与え

手を主語とする構造を持つ。通言語的分析を行った DeLancey (1981)によると、文の線的順
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序は話者が出来事を認知する順序と写像性がある。その為、自然な言語的認知順序すなわ

ち語の順序は、動作主から被動作主、与え手から受け手、そして、始点から着点となる。

このことから、与え手である動作主を主語とするテクダサルは、与え手を恩恵の「始点」

と捉えることになる。その結果、与え手自らの行為であるという認識と結びつく。また、

その為、援助に対する驚きや意外性が伴うと捉えられる。しかし、表 4 の結果では、与え

手からの自発的援助であった場合、「テイタダク」も意外性の値が高かった。このことは、

意外性や驚きという感情は「与え手自らの行為であること」に喚起されるものであること

を示している。また、依頼が伴う場合にはテイタダクの意外性の値は下がるのに対し、テ

クダサルの値は高いまま維持されていた。このことは、 恩恵に対する意外性や驚きという

心的態度がテクダサルの意味として定着していることを示すと捉えられる。この現象は、

話者が意図的にテクダサルを選択することで、本来自発的援助に伴う意外性を含意したと

捉えることも可能である。 

一方、テイタダクは受け手を主語とする構造を持つ。例えば、(16a)のテクダサルの主語

と「貸す」の主語は与え手であるのに対し、(16b)のテイタダクの主語は受け手であり、「貸

す」の主語は与え手である。テクダサルと比較し、与え手の行動への言及回数は減少する。 

 

 (16) a. 貸してくださり有難うございました。 

     b. 貸していただき有難うございました。 

 

その結果、テクダサルよりも更に距離を置くことが可能と解釈できる。また、テイタダ

クが謙虚さという心的態度と強く結びついたことも、与え手と距離を置く (遠ざかる)態度

と関係すると捉えられる。謙虚さを「控えめで慎ましやか」な態度とするならば、それは

自らの領域に留まり出過ぎない態度を示す。自らの領域に留まりそこから出ない態度を示

すことにより、聞き手領域へ近づくことを回避する態度に繋がる。このような態度は目上

の人物に抱きやすいことが考えられ、また、年下や親しい相手であっても「改まった態度」

を表す場合には伴うことも考えられる。 

滝浦 (2008a:54)は、「人間であれ神仏であれ畏敬すべき存在を敬して避けることは、見知

らぬ他者を恐れて避けることと区別することができない」とし、また、「それらすべてに通

底するのは、対象との間に＜距離＞を置くこと、つまり相手の領域に踏み込まないように

し、相手との不意の接触を回避することである」と述べている。テイタダクとテクダサル



89 

 

は共に敬語であることから、敬意を表すという点は共通する。しかし、テイタダクのほう

が相手を敬して (恐れて)避ける程度がより強く、一層遠ざかる態度を示す可能性も考えら

れる。 

テイタダクのほうが母語話者に丁寧であると認識されるのは、与え手から出来る限り遠

ざかる態度を「丁寧」と見なす志向性がある為と考えられる。テイタダク使用の拡大傾向

は、目上だけではなく見知らぬ他者に対しても、「敬して遠ざかる」態度を志向する現象で

ある可能性がある。つまり、個人の領域に触れないという聞き手に対する規範が、目上の

人物から見知らぬ他者へも拡大していることになる。テイタダクの急激な使用増加は、単

に敬語使用が上下関係によらない傾向を示すだけでなく、「個人の領域に触れない」ことが

他者に対する規範として拡大していることを示している可能性がある。  

しかし、留意すべきは、母語話者が下した丁寧度の判断とは異なり、本研究ではテクダ

サルの「丁寧度」が低いとは捉えていない。テクダサルとテイタダクの異なりは「丁寧さ

の度合」ではなく「配慮の異なり」であると捉えている。テクダサルに伴う配慮とは、与

え手自らの行為であることを称えるものと考えられる。このような配慮のほうがむしろ待

遇的に適切になり、相手との良好な関係性に繋がる場合もある。例えば、援助が困難な状

況で期待していなかったにも関わらず、与え手から進んで援助が行われた場合、そのこと

を特に取り上げ感謝や感激を表したい場合である。 

テクダサルのもう一つの特徴として、驚きや意外性の値が高いことが明らかになり、話

者の主観的感情はテクダサルの方に伴うことが分かった。Coulmas (1981)の指摘が正しけれ

ば、日本語話者は自己の喜び (感情)よりも、他者にかけた迷惑を言語化することを志向す

る。このことを考慮すると、与え手との距離を意識し恐縮の念が伴えば伴うほど、話者の

肯定的な感情を表すテクダサルより、ひたすら距離を置くテイタダクが志向される原因が

理解できる。この件については、今後の課題としたい13。 

 

 

 

 

 

 
                                                   
13 第 3 章の分析には、IBM SPSS Statistics version 22 を用いた。 
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第 4章 課題 1 叙述文と感謝文における意味の異なりと関連性 

 

第 1 章ではテクレルとテモラウの叙述文における使い分けを、第 2 章では感謝文におけ

る使い分けを考察した。また、第 3 章では敬語形のテクダサルとテイタダクについて感謝

文における使い分けを考察した。これらの結果から、本論文の課題 1 についてまとめる。

課題 1 はテクレルとテモラウについて叙述文と感謝文の意味が異なることを示すことであ

った。日高 (2007)は授受補助動詞アゲルの考察に際し、与え手を話題の人物とする対者場

面と、与え手を第三者として話題にする第三者場面を分けている。対者場面では与え手へ

の配慮が意味に影響を与える為、第三者場面とは使用傾向が異なる為である。この為、本

論文においても第三者場面である叙述文での使用と、対者場面である感謝文における使用

を区別して分析した。 

  

4.1 意味の異なり 

 

先ず、第 1 章で明らかにした叙述文の意味と、第 2 章で明らかにした感謝文の意味を表

1 に示す。また、第 3 章で明らかにした敬語形のテクダサルとテイタダクの結果も示す。 

 

表 1 叙述文と感謝文におけるテクレル・テモラウの意味 

叙述文 テクレル 叙述文 テモラウ 

1.  与え手からの自発的行為を示す 

2.  恩恵の過程 (誰が何をしたか)を捉える 

1.  受け手が依頼をした (使役型) 

2.  恩恵の結果を捉える (受動型) 

感謝文 テクレル 感謝文 テモラウ 

1.  与え手との親しさを示す 1.  与え手の負担に対する認識を示す 

感謝文 テクダサル 感謝文 テイタダク 

1.  与え手自らの行為であることを示す 

2.  受け手の感情 (驚き・意外性)を示す 

1.  与え手との距離 (社会的距離・謙虚さ)を示す 

 

 表 1 から、テクレルとテモラウの叙述文の意味と感謝文の意味は明らかに異なることが

分かる。叙述文のテクレルは与え手からの自発的行為を示し、誰が何をしたかという過程

を捉えたものと考えられた。しかし、感謝文のテクレルは与え手に親しさを示すものとな
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る。また、叙述文のテモラウは、受け手が働きかけることを示す場合と、受け手の身に生

じた結果を示す場合がある。しかし、感謝文のテモラウは与え手の負担に対する認識を示

すものと解釈を行った。このように、テクレルとテモラウの意味は叙述文と感謝文とで異

なっていることが分かる。従って、課題 1 の結果として、叙述文の意味と感謝文の意味は

異なると捉えることができる。 

 

4.2 意味の関連性 

 

4.2.1 語用論的推論による意味変化 

 

本論文の課題 1 は、叙述文の意味と感謝文の意味を明らかにすることであったが、課題

2 はそれらの異なりには関連性があることを考察することであった。第 1 章では叙述文の

意味を考察した。結果から、テクレルとテモラウの文構造 (線的順序)が叙述文の意味と関

連性を持つと捉えた。テクレルは与え手を主語とする構造を持つ為に、与え手が話者の認

知始点或いは行為の始点となる。その為、与え手からの自発的行為である場合に用いられ

ると分析した。また、テモラウは本動詞と補助動詞の動作主が異なるという構造を持つ。

例えば、「私は田中さんに助けてもらった」の場合、本動詞「助ける」の動作主は「田中さ

ん」であり、補助動詞モラウの主語は「受け手 (話者)」となる。モラウの主語が「動作主」

と解釈されればテモラウは使役性を持つものとして解釈され、モラウの主語が恩恵の受け

手であると解釈されれば受動型テモラウと解釈され使役性が無くなると分析した。このよ

うな考察から、叙述文の意味は文構造と関係性があると捉えられる。そこで、本論文にお

いては構造に基づく意味を「意味論的意味」と呼ぶことにする。また、感謝文における意

味は、日高 (2007)が指摘するように聞き手への配慮が影響すると考えられる。本論文では

感謝文における意味を、使用場面に基づいた意味と捉え「語用論的意味」と呼ぶ。 

本論文では、意味論的意味から語用論的意味への変化には、文脈に即した聞き手の推論

が働いていると仮定し考察する。その為、以下では語用論的推論による意味変化を捉えた

理論を概観する。 

Givón (1982)は、語の意味が変化する過程には語用論的推論が関与すると捉えている。例

えば、英語の know と can は元々は同一の語 (インド・ヨーロッパ祖語の形態素、ĝen-/ĝne-)

であったが、know の意味のほうが古く、“being able to” という意味は文脈からの推論によ
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り引き出されたものであったとしている。 

例えば、know は下の（１）のような推論により、“being able to”という意と理解される

場合があった。しかし、know の核の意味は知識を有することであることから、“being able 

to”の意味は、ある文脈に置かれた場合にのみ読み取れる特別な意味であった。 

 

（１）If one knows how to do something, then the probability is higher that one can do it.                                                     

(Givón,1982:114)      

                                                                                                              

 Know が“being able to”の意であるとの解釈は、（１）のように「帰納的」に推論された場

合であると Givón (1982)は捉えている。そして、この段階では know の中心的意味と、ある

文脈におかれた場合の意味である“being able to が”共存することになる。そして、（２）に

示すように、一般化を行う推論、つまり、「仕方を知っている」ということが「できる」の

意になるならば、それは、「(i) 実行する力を持っている」或いは「(ii) 実行が妨げられな

い状態である」場合にも「できる」という意になるというように、「家族的類似性」から意

味が連想されるようになると述べている。 

 

（２）If one can do something because one knows how to do it, perhaps one can do it for other 

reasons as well, such as (i) physical/mental power, or (ii) being unrestrained．    

                                                     (Givón,1982:114)                                

 

 Givón (1982)は上記(１)のように、関係性或いは確率性の推論から新たな意味が加わった

り、(２）のように、一般化或いは家族的類似性により、新たな意味の解釈が行われる過程

を「演繹的」とは捉えず、「帰納的・語用論的」であるとしている。そして、そのような語

用論的な推論こそが意味変化に影響を与えると主張している。 

 意味変化には語用論的な推論が関わるとの捉え方は、Traugott & Dasher (2002)にも共通し

て見られる。Traugott & Dasher (2002:24)は、(３)のように、意味変化に最も影響を与える

のは語用論的な影響であり、抽象的意味は文脈に依存するものであるが故、意味の変化は

使用場面において生じ、特に話者がそのように動的な意味を戦略的に用いる役割が大きい

と捉えている。また、意味変化は所与の慣習的な意味から対話の中で意味の交渉が続けら

れ、話者と聞き手が共同で参加した結果、生じるものとも捉えている (Traugott & Dasher, 
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2002:25)。 

 

（３） ．．．the chief driving force in processes of regular semantic change is pragmatic: the 

context-dependency of abstract structural meaning allows for change in the situations of 

use, most particularly the speaker’s role in strategizing this dynamic use． 

                    (Traugott & Dasher, 2002:24) 

  

 意味変化には推論、特に近接的な意味を推論する換喩的推論が主要であると捉えた上で、

Traugott & Dasher (2002:38)は「意味変化の誘引的推論理論 (筆者訳)」(Invited Inferencing 

Theory of Semantic Change)を示している。その理論は、語用論的な意味が慣習化されてい

く過程を意味変化の過程と捉え説明するものである。 

 Traugott & Dasher (2002:19)では、Grice (1975)の協調の原理に属する四つの格率と

Levinson (1995)が捉え直した三つの規則 (heuristic)を基に、語用論的推論を以下のように捉

えている。一つは (i) 量の規則であり (The Quantity-Heuristic)、Grice (1975)の「量の格率 1」

に当たる。つまり、「述べられていないことは該当しない (What is not said/written is not the 

case)」を意味する。二つ目は (ii) 関係性の規則 (The Relevance-Heuristic)であり、Grice 

(1975)の「量の格率 2」と「関係性の格率」に相当する。これは、「必要以上のことを述べ

ず、また、それ以上のことを意味せよ (Say/write no more than you must, and mean more 

thereby)」を意味する。そして、(iii) 様態の規則 (The Manner-Heuristic)は、Grice (1975)の

「様態の格率」に当たり、「冗長さを回避せよ (Avoid prolixity)」としている。しかし、Traugott 

& Dasher (2002:19)では、この規則は二つの語彙 (或いは、言語形式)を選択する場合にのみ

関与すると捉えている。つまり、二つの選択肢の内、複雑なもの或いは特別なものは有標

であることを示すとしている。 

 Traugott & Dasher (2002:19)は、この内、誘引的推論に関連するのが (ii)の関係性の規則と

(iii)の様態の規則であると捉えている。つまり、Traugott & Dasher (2002:19)によれば、「誘

引的推論 (Invited Inference)」とは、「関係性の規則」(＝必要以上述べず、それ以上を含意

する)と「様態の規則」(＝同意語の内、有標のものを選択している)を働かせ、当該の言語

的資料から一般的に連想される含意を推論することと捉えている (以下（４）を参照)。つ

まり、話者はある意図をもってある語を選択し、その選択には含意があることを文脈から

聞き手に推論させようとする過程である。 
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 （４）Invited inferencing arises out of implicatures that are regularly associated with linguistic 

material in syntagmatic space, together with the operation of the R- and M-heurisitics on 

underspecified linguistic material that give saliency to specific aspects of reasoning and 

rhetorical strategizing in particular contexts.      (Traugott & Dasher, 2002:29) 

 

 Traugott & Dasher (2002:38)が示す「意味変化の誘引的推論理論」の「モデル」は、「段階

1」のコード化された「意味 1」と「段階 2」の新たにコード化された「意味 2」の間に、

三つの過程がある。先ず、第一段階として、「語彙 L」の意味を「意味 1」としてではなく

「意味 2」を持つものとしてある話者が使い始める。その際、話者が「意味 2」を文脈から

聞き手が推論できるよう誘引するという過程がある。第二段階として、「意味 2」と「語彙

L」の結びつきについて、話者と聞き手の双方が、好ましさ、重要性、関連性、主観性等

による重みづけを制限する過程がある。この過程は、「意味 2」と「語彙 L」の結びつきに

ついて、その言語が用いられる社会 (コミュニティー)で受容されるに適切な重要度 (社会

的価値等)を測る段階である。そして、最終段階として、重要度が高いと判断されれば誘引

的推論が「一般化」され、「意味 2」が「語彙 L」にコード化されるというものである。こ

のモデルの内、本論文で参照する「語用論的推論」が働くのは、上記の第一段階というこ

とになる。 

  

4.2.2 叙述文と感謝文の意味－関連性 

 

この節では、授受補助動詞テクレルとテモラウに関し、叙述文の意味と感謝文の意味に

は関連性が見られることを、上記の Traugott & Dasher (2002)を参照し考察を行う。 

Traugott & Dasher (2002)の意味変化における誘引的推論理論は、ある語彙が複数或いは新

たな意味を持つに至る「通時的」な変化過程を捉えたものである。その際、話者と聞き手

とのやり取りの中で語用論的に意味が推論され、それが通時的に繰り返された上で新たな

意味としてコード化する (＝形式が持つ意味として定着する)との理論である。本論文は、

通時的な意味変化を捉えるものではないが、Traugott & Dasher (2002)が示す話者と聞き手の

やり取りにおき、新たな (そして、近接的な)意味が推論される「仕組み」自体は共時的に

存在する (コード化する前の)語用論的意味を解釈するに当たり有益であると捉える。 
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また、Brown & Levinson (1987:260)では、構造に基づいた用法から使用場面における用法

への変化は共時的にも見受けられると捉えている。例えば、（５）のように間接的発話行為

の場合には、構造に基づいた用法と使用場面における用法が「共時的に存在」し、その用

法間の意味は「含意」を推論することにより結び付けられるとしている。例えば、（５）の

場合、文字通りの意味は「あなたは塩を取る能力がありますか」となるが、この発話によ

って聞き手は「塩を取ってほしい」という話者の含意を推論することができる。能力を問

うという意味論的意味と依頼を行うという語用論的意味は共時的に存在している。 

 

 （５）Can you pass me the salt? 

 

このことから、Traugott & Dasher (2002)が示す語用論的推論過程を参照し、共時的に存在

する叙述文と感謝文の意味の関連性を捉えることとする。 

先ず、テクレルについて Traugott & Dasher (2002)の誘引的推論から捉えると、以下のよ

うになる。与え手に感謝を述べる際、テモラウとテクレルの選択肢の中で、話者がテクレ

ルを意図的に選択し含意があると推論される。そして、その選択に含意された意味とは、

文脈から聞き手が推論できるものとなる。「感謝を述べる」という文脈におき、与え手を主

語とする形式を選択することは与え手 (の行動)に触れることになり、そこから、与え手と

の親しさを表していることが推論される。 

一方、感謝文のテモラウを Traugott & Dasher (2002)の誘引的推論から捉えると、以下の

ようになる。与え手に感謝を述べる際、テクレルとテモラウの選択肢がある中で、話者は

テモラウを意図的に選択し、その選択には含意があることが推論される。そして、その選

択に含意された意味は文脈から聞き手が推論できるものとなる。「感謝を述べる」という文

脈で「受け手から依頼した」という意を持つ形式を選択することにより、依頼に付随する

「負債感」を含意することができる。その結果、与え手の負担に対する認識を示している

と推論される。 

このように、授受補助動詞のテクレルとテモラウに関し、課題 2 の叙述文と感謝文の意

味は、語用論的推論により結びつきを持つと捉えられる。テクレル及びテモラウの双方に

おいて、叙述文の意味を出発点とし、文脈との関わりからその形式を選択した意図や含意

が推論され、感謝を述べるという使用場面における意味 (語用論的意味)となる。従って、

叙述文の意味論的意味と感謝文の語用論的意味は関連性を持つことになる。 
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テクレルとテモラウの叙述文と感謝文の考察を通して明らかになったことは、更に以下

のことを示唆する。叙述文の意味は話者が事態をどのように把握したかを示し、文構造と

話者の認知は写像性を持っている。つまり、叙述文の意味は話者の事態に対する「認知」

を表していることになる。これに対し、感謝文の意味は「聞き手への配慮」、つまり、「良

好な関係性を維持する為の態度」を示すものに変化している。感謝文では、与え手との親

しさや与え手の負担に対する認識を示す用法となる。この結果から、語用論的意味への変

化過程には、聞き手に対する配慮 (＝聞き手との良好な関係性を築く為の配慮)が働くと仮

定できる。つまり、聞き手との関係性に対する配慮が、語用論的意味を生じさせる動機付

けであると考えられる。しかし、この傾向は、授受補助動詞だけに見られる可能性もあり、

他の言語形式にも見受けられる現象であるかを検証する必要性がある。そこで、第 6 章か

らは他の異なる言語形式を取り上げ、語用論的意味と「聞き手への配慮 (＝聞き手との良

好な関係性を築く為の配慮)」との関係を考察する。そして、語用論的意味に影響を与える

日本語話者の聞き手配慮とはどのようなものかを明らかにする。 
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第 5章 意味論的意味と語用論的意味との関連性 1 

 

5.1 理論的枠組み 

 

本論文の課題 2 は、意味論的意味と語用論的意味がどのように関連するか、そして、語

用論的意味への変化過程に「聞き手への配慮 (ポライトネス)」がどのように関わるかを考

察することであった。その為、この章では、「聞き手への配慮 (ポライトネス)」とは、ど

のような話者の態度を表すかについて、人類学・社会学の理論を援用し定義を行う。 

序論で触れたように、本論文では「聞き手への配慮」を「聞き手との良好な関係性を築

く為に話者が取る態度」と捉える。テクレルとテモラウの調査から、感謝文における意味

は、聞き手との親しみを示す、或いは、与え手の負担に対する認識を示すと捉えられた。

親しさを示すこと、そして、与え手の負担を気に掛ける態度は、聞き手との良好な関係性

を保つ為に話者が取る態度と捉えることができる。従って、感謝文におけるテクレルとテ

モラウは、叙述文の場合と異なり、「聞き手に対する配慮」(聞き手との良好な関係性を維

持する方略)を示す機能的な意味に変化していると捉えられる。 

言語形式の機能的な意味には、聞き手のフェイスに配慮を示すか、聞き手との親しさを

示すかのどちらかが観察されるとの理論に、Brown & Levinson (1987)がある。日本語の考

察には滝浦 (2005, 2008a)があり、滝浦 (2005)では日本語の敬語を捉え直すに当たり、

Brown & Levinson (1987)の基盤となった人類学的・社会的枠組みを詳細に検討している。

第 5 章では、テクレルとテモラウの感謝文における意味と聞き手に対する配慮、つまり、

聞き手との良好な関係性を維持する方略との関係性を考察する為に、先ず、上記理論を概

観する。 

滝浦 (2005:106)は、日本語の敬語を捉え直すに当たり、日本語の「忌み名」の習慣を取

り上げ、人類学的理論と言語使用の関連性を捉えている。滝浦 (2005)によると、日本語で

は古来、身分が高い人の実名を呼ぶことを避ける「忌み名」の慣習があった (穂積, 1992)。

そして、この慣習は、身分の高い人に対するタブー (不可侵性)を重んじる捉え方が基にあ

り、名前を呼ぶことは相手に触れることと同一視され、よって回避されたと解説している。

滝浦 (2005:114)では、このような忌み名の習慣から、直接的な言及を避けることが相手と

の間に距離を置くことになり、対照的に、直接的な言及を行うことが距離を縮めることに

なると捉えている。 
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忌み名に代表される禁忌 (タブー)と敬語使用の根底にある話者の態度を結びつけてい

るのは滝浦 (2005)に限らず、キム (2014)にも見られる。キム (2014:46)は、日本語の敬語

使用において上位者と見なされる対象は、「王様」や「神様」等の隠喩的存在 (メタファー)

となり得ると指摘している。そして、その為に、接触や名指しなどが禁じられる対象とな

り、そのような態度が、敬語の使用等、言語形式の選択に反映されると捉えている。 

滝浦 (2005:115)では、忌み名の習慣が聖なるものへのタブーに起因しているとすれば、

それはデュルケーム (2014)の儀礼論と平行すると指摘している。 

デュルケーム (2014)
1は、オーストラリアの先住民族の宗教であるトーテミムスを研究

した。トーテミムスの祭祀を調査することは、宗教、引いては、社会を支える信念を理解

することに役立つと捉えた為である。その中で、デュルケーム (2014)は、トーテミムスの

祭祀に、消極的祭祀と積極的祭祀があることを観察している。前者は聖なるものと俗なる

ものを分離し、「不当な混淆
こんこう

や接近を防止し、これら二つの領域の一方が他方を侵害するの

を妨げることを役割とする」儀礼を指し (デュルケーム, 2014:141)、後者は聖なる世界に近

づき、「宗教的力と積極的かつ双務的な関係を維持」する儀礼と捉えている (デュルケーム, 

2014:198)。 

消極的祭祀の代表的な例として、デュルケーム (2014)は、俗なるものは聖なるものに触

れてはならないとする「接触のタブー」を挙げている。例えば、聖なる動物や植物は食し

てはならないこと等である。更に、「言語に関するタブー」として、デュルケーム (2014:149)

は以下のように述べている。 

 

(１) あらゆる固有名詞は、これをもつ人格の本質的要素と考えられている。固有名詞

は、人びとの精神のなかで人格の観念に緊密に結びつけられているので、人格が生

じさせる感情と同じ性質を帯びる。それゆえ人格が聖であるなら、固有名詞自体も

聖なのである。したがってそれは、俗なる生活においては発音することができない。   

                                    (デュルケーム, 2014:149) 

 

 上記は、日本語の忌み名の慣習を思い起こさせると同時に、聖なるものに触れることを

回避する態度は人類学的普遍に基づくものであることを示唆している。 

                                                   
1 デュルケーム (2014)は、原著である Durkheim (1912)の日本語訳である。本論文では日本語に訳された

デュルケーム (2014)を参照し引用を行う。 
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一方、トーテミムスにおける積極的祭祀には、代表的なものに「供犠」がある。これは、

自分たちの祖先であると崇める動物或いは植物 (トーテム)を食する祭祀である。自分たち

のトーテムは聖なるものであるが故に、通常は食することはおろか、接触が禁じられてい

る。従って、供犠の祭祀の前には、彼らを聖なるものに近づける儀式がある。供犠が意味

するところは、デュルケーム (2014:216)によれば、「儀礼上の食事において摂取する食物が

聖なる特質をもっているがゆえに、神聖化される」ことであり、自分たちの中に定期的に

トーテムの原理をよみがえらせ、更新し活性化する為のものであるとしている。滝浦 

(2005)が詳細に示しているように、デュルケーム (2014)が示した消極的祭祀と積極的祭祀

は Goffman (1972)と Brown & Levinson (1987)に引き継がれていく。しかし、留意すべき点

としては、デュルケーム (2014)が示す「供犠」に代表される「積極的祭祀」と、後に述べ

る Goffman (1972)の呈示的儀礼、そして、Brown & Levinson (1987)のポジティブポライトネ

スとの間に直接的な関連性が「表面的には」見られないことである。 

表 1 はデュルケーム (2014)、Goffman (1972)及び Brown & Levinson (1987)の分類を示し

たものである。左欄の消極的祭祀においては共通性が見られるが、右欄のデュルケームの

積極的祭祀と比較し、Brown & Levinson (1987)のポジティブポライトネスは範囲が広い2。

本論文では、デュルケームの積極的祭祀の具体的な行為そのものではなく、その目的であ

る「聖なるものと近づく為に接触のタブーを破る」という原理が、Goffman (1972)そして

Brown & Levinson (1987)のポジティブポライトネスに引き継がれたと捉え、本論文の「聞

き手領域に対する配慮」を定義する際重視する。 

 

表 1 デュルケーム (2014)・Goffman (1972)・Brown & Levinson (1987) まとめ 

デュルケーム (2014) 消極的祭祀 

聖なるものを畏怖し、接触を厳しく回避する 

デュルケーム (2014) 積極的祭祀 

聖なるものを取り込み、再生する 

Goffman (1972) 回避的儀礼 

 聞き手と距離をとり、権利の侵害を避ける 

Goffman (1972) 呈示的儀礼 

聞き手が好ましい存在であることを表す 

Brown & Levinson (1987:129)  Brown & Levinson (1987:101,129)  

                                                   
2 Brown & Levinson (1987:129)では、“Negative politeness corresponds to Durkheim’s ‘negative rites’, rituals of 

avoidance.”とし、ネガティブポライトネスはデュルケームの消極的祭祀と同様のものと述べている。ま

た、続けて、“Where positive politeness is free-raging, negative politeness is specific and focused; it performs the 

function of minimizing the particular imposition that the FTA unavoidably effects.”とあり、Brown & Levinson 

(1987)の意味するポジティブポライトネスはネガティブポライトネスと比べて特定的ではなく範囲が

広いことが指摘されている。 
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ネガティブポライトネス 

 聞き手の領域を侵害しない態度を示す。聞き手を

尊重 (respect)する行為である。 

ポジティブポライトネス 

聞き手の欲求 (行動、所有物、価値)が好ましいこ

とを伝える。聞き手との親しさを表す。 

 

上記のようにデュルケーム (2014)が示した消極的祭祀と積極的祭祀の概念は、滝浦 

(2005:126-127)が既に詳細に解説しているように、Goffman (1972)に引き継がれている。そ

の際、滝浦 (2005:128)が指摘するように、Goffman (1972)では聖性を個人に備わるものとし

て捉えている3。Goffman (1972)は、現代社会では、個人が、あたかも神のごとき、聖なる

存在として扱われていることを指摘している。それは、以下のような、儀礼とも呼べる行

為が人々の相互行為の中に見られる為である。 

Goffman (1972:73)は、（２）のように、他者への敬意 (deference)を示す儀礼として、呈示

的儀礼 (presentational rituals)と回避的儀礼 (avoidance rituals)があるとしている。呈示的儀

礼とは、聞き手を好ましく思うことを呈示する儀礼であるのに対し (挨拶や褒め等)、回避

的儀礼とは、聞き手の権利を侵すような行動を慎み、距離を置くという形をとると捉えて

いる。 

 

(２) Two main types of deference have been illustrated: presentational rituals through which the 

actor concretely depicts his appreciation of the recipient; and avoidance rituals, taking the 

form of proscriptions, interdictions, and taboos, which imply acts the actor must refrain 

from doing lest he violate the right of the recipient to keep him at a distance. We are 

familiar with this distinction from Durkheim’s classification of ritual into positive and 

negative rites．                                           (Goffman, 1972:73) 

 

 また、Goffman (1972:63)は、（３）のように記し、他者の名を回避するという儀礼が、人

類学或いは社会学的考察において共通して見られる現象であることに触れている。そして、

どのような社会においても他者に敬意を示す為に領域を回避する行為の体系 (stand-off 

                                                   
3
 Goffman (1972:47, 95)では、以下のように、現代社会に生きる個人が神のごとき聖性を持つものとして扱

われていることが指摘されている。“In this paper I want to explore some of the senses in which the person in 

our urban secular world is allotted a kind of sacredness that is displayed and confirmed by symbolic 

acts.(Goffman, 1972:47)” “The implication is that in one sense this secular world is not so irreligious as we 

might think. Many gods have been done away with, but the individual himself stubbornly remains as a deity of 

considerable importance. (Goffman, 1972:95)” 
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arrangements)として把握できる可能性があることを指摘している。つまり、他者の名を呼

ぶことを回避する態度に代表されるように、回避的な配慮が他者配慮における基本と捉え

られていることが分かる。 

 

(３) Any society could be profitably studied as a system of deferential stand-off arrangements, 

and most studies give us some evidence of this. Avoidance of other’s personal name is 

perhaps the most common example from anthropology, and should be as common in 

sociology．                                               (Goffman, 1972:63) 

 

 Goffman (1972)は、デュルケーム (2014)が考察した宗教的に聖なるものへの態度を現代

社会に生きる個人の中に見出している。そして、他者の名を呼ぶことを回避するという配

慮に象徴されるように、他者に触れず領域を尊重し侵害しないというタブー意識が現代社

会の個人にも根付いていることを示唆している。 

このことは、日本語における言語行動においても見受けられる。例えば、鈴木 (1989)

は、日本語では「私的領域」に踏み込まないことが丁寧さに繋がることを指摘している。

鈴木 (1989)は、聞き手の「私的領域」に属するものとして、「聞き手の欲求・願望・意志・

感情・感覚等」を挙げ、「個人のアイデンティティーに深く関わる領域」と捉えている。そ

して、この領域に抵触する言語行動は聞き手の私的領域への侵害となり回避されるとして

いる。 

例えば、(４a)～(４d)は、鈴木 (1989)により示されている例文である。これらが、特に

目上の人物に対し述べられた場合、直截的で失礼となることが分かる。 

 

(４) a. 先生、アイスクリームが食べたいですか。(願望) 

b. うれしいですか。(感情) 

c. 夏休みは何をするつもりですか。(意志)          

d. 塩が取れますか。(能力) 

 

上記は、目上の人物に向けられた場合、丁寧さに欠けた印象を与える。しかし、(５)に

示すように、普通体を用いる親しい間柄であれば問題がないことが分かる。 
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 (５) a. アイスクリーム食べたい？ 

b. うれしい？ 

c. 夏休みは何をするつもり？ 

    d. 塩、取れる？ 

 

この現象から、聖なるもの、この場合は目上の聞き手に対し、私的領域に踏み込むこと

は日本語の言語行動において回避されると捉えることができる。また、親しい間柄では、

私的領域に踏み込んだ発話が許容され問題が生じないという(５)の現象は積極的祭祀を思

わせる。つまり、他者に触れるというタブーを破る態度が、相手を好ましく思い近づく態

度と結びつくものであることが分かる。 

 本論文では、聞き手との良好な関係性を維持する為に二つの配慮が働くと捉える。一つ

は、(４)のように、聞き手を尊重する為に聞き手の領域に踏み込まない配慮であり、二つ

目は、(５)のように、聞き手に好意を示し近づく為に聞き手の領域に触れる (踏み込む)

態度である。 

しかし、留意すべきは、滝浦 (2005:203)が指摘しているように、他者に近づく或いは領

域に踏み込むことは「無礼」となる危険性が常に伴うことである。デュルケーム (2014:219)

は積極的祭祀にて行われる「供犠」について、自分たちの祖先と崇める聖なる動物や植物

を摂取することが「冒瀆」ともなり得ることにつき、(６)のように述べている。 

 

(６) 結局のところ、真の瀆聖とならないような積極的儀礼は存在しない。というのも

人間は、通常、自分を聖なる諸存在から分離しているはずの障壁を乗り越えること

なしには、これと交流することはできないからである。 

(デュルケーム, 2014:219) 

 

 このことは、第 6 章と第 7 章にて、ノダ文の用法や意味を考察する際、重要となる。ノ

ダ文は、名嶋 (2007:100)により聞き手にこの「『解釈』を受け入れさせよう」という伝達態

度ともなり得、一方的な「親密感」或いは押しつけとも解釈されかねないという現象があ

る。このような現象は、他者と近づく態度や配慮が、時に領域への侵害となってしまう危

険性を示すものと捉えられる。 

 本論文では、テモラウとテクレルそしてノダ文と非ノダ文の語用論的な用法には、「聞き
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手領域に対する二つの配慮」の内どちらかが伴うと捉え、課題 2 を考察する。本論文で意

味する「聞き手領域に対する配慮」とは、上記のデュルケーム (2014)を基盤とし、(７)の

ように定義を行う。 

 

(７) 本論文における「聞き手領域に対する配慮」とは、「聞き手を尊重する為に聞き手

領域への侵害を回避する配慮」と、「聞き手に好意を示し近づく為に聞き手の領域

に触れる (踏み込む)配慮」を指す。 

  

本論文ではデュルケーム  (2014)を基に聞き手配慮を捉える理由がもう一つある。

Goffman (1972)と Brown & Levinson (1987)では、人々が自己のフェイス或いは自己イメージ

を守りたいとの欲求があることを前提とし、聞き手のフェイスや自己イメージを維持する

為の方略としてポライトネスや儀礼を捉えている。一方、デュルケーム (2014)の原理は自

己イメージやフェイスを守ることは前提とされていない。本論文の「聞き手領域への配慮」

においても、聞き手の自己イメージやフェイスを守ることを配慮の前提とはしていない。

しかし、結果的に、（７）のような配慮を行えば、聞き手のイメージやフェイスが保たれる

ことにもなるであろう。 

 

5,2 授受補助動詞テクレル・テモラウとテクダサル・テイタダクの場合 

 

前節では、聞き手領域への配慮を人類学・社会学的理論を参照し定義を行った。その定

義を基にし、この節では、感謝文におけるテクレルとテモラウ、そして、テクダサルとテ

イタダクについて、本論文の課題 2 である「聞き手領域に対する二つの配慮」との関連性

を論じる。 

先ず、表 2 に第 2 章及び第 3 章のまとめを示す。 

 

表 2 感謝文における授受補助動詞の意味 まとめ 

与え手が主語 受け手 (話者)が主語 

感謝文におけるテクレル 

与え手との親しさを示す 

感謝文におけるテモラウ 

与え手の負担を認識していることを示す 
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感謝文におけるテクダサル 

与え手からの自発的行為を示す 

恩恵に対する意外性を表す 

感謝文におけるテイタダク 

与え手領域から遠ざかる態度を示す  (距離を置

く・謙虚さを示す) 

 

 表 2 に記したように、テクレルとテモラウ、そして、テクダサルとテイタダクの異なり

は、「与え手」と「受け手」のどちらを主語とし、どちらの行為として述べるかという構造

である。このような構造は叙述文における意味に影響を与えていた。以下では、感謝文に

おける語用論的意味と「聞き手への配慮」との関係性を考察する。 

先ず、テクレルから考察を行う。滝浦 (2008b:45)は、テクレルは与え手を主語とする為、

与え手に言及し触れるものと捉えている。そして、普通体を用いる間柄では「相手の行為

として述べる ― 相手の領域に (きちんと)触れる ― 方が (コードとまでは言えないにし

ても)共感的」と述べている。親しい間柄の規範を「聞き手に触れることは好ましいこと」

と捉えると、感謝文での意味はその規範を介し推論されたものと考えられる。つまり、テ

クレルの構造は与え手を主語とする為、与え手 (の行為)に触れることになる。与え手に触

れることは親しい間柄では好ましいという規範が存在する為に、テクレルの選択は親しさ

を示すと推論される。言い換えると、そのような規範を話者と聞き手が持つからこそ、テ

クレルの語用論的意味が成立すると捉えることができる。 

 また、感謝を述べる際のテモラウは、与え手の負担を話者が認識していることを示す。

働きかけを示すテモラウを選択することで、例え実際には話者から働きかけていなくとも、

あたかも働きかけたように述べることにより、その場合に伴う負債感を含意することがで

きる。このような含意を正確に推論することができるのは、話者と聞き手の間に、他者の

負担を気にかけることは好ましいという規範が存在する為と考えられる。 

上記から、テモラウとテクレルの語用論的意味には「聞き手領域に対する二つの配慮」

が関与していると捉えられる。与え手の負担を認識するテモラウは与え手領域への侵害を

回避する配慮が伴うのに対し、与え手を主語とするテクレルは聞き手 (の行為)に触れ近づ

く態度を表す。従って、課題 2 の聞き手領域に対する二種類の配慮のどちらかがテクレル

とテモラウの語用論的意味に関わっていると捉えることができる。 

次に、敬語形について考察する。テクダサルはテクレルと異なり尊敬語に分類される。

表 2 に示すように、テクダサルは与え手からの自発的な行為であることと、恩恵に対する

心的態度 (意外性・驚き)を表す用法があった。この二つの意味は、「与え手を主語とし、
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与え手の行為として述べる」という構造に起因している。つまり、与え手を主語とするこ

とは、与え手を行為の始点と捉えることであり、その為、与え手の自発的行為を示すこと

になる。これは叙述文のテクレルと共通している。テクダサルは敬語形である為、感謝文

のテクレルのように、与え手の領域に触れ好意や親しさを示すことができない。その為、

テクダサルの場合、その構造に基づいた意味が感謝文においても維持されていると考える

ことができる。更に、テクダサルは恩恵に対する意外性を示すものである。これは、テク

ダサルが与え手からの自発的行為を示すことに付随する心的態度であると捉えることがで

きる。 

 一方、感謝文におけるテイタダクは、第 3 章の調査 2 の結果において、与え手との距離

を意識させた場合に選択率が高まった。金澤 (2007)及び滝浦 (2008b)によって指摘されて

いるように、テイタダクは受け手を主語とし受け手の行為として言及することになる。こ

のことにより、与え手に直接触れることを回避でき、結果的に与え手との距離をテクダサ

ルより更に置くことが可能になる。留意すべきは、テクダサルも同様に敬語形である為、

与え手との距離を示すことは変わらない点である。つまり、両言語形式は共に「聞き手を

尊重し、聞き手領域への侵害を回避する」という配慮を示す点では共通するが、テイタダ

クはそのような配慮が更に行われていると見なすこともできる。例えば、（８）に示すよう

に、（８b）のテクダサルは「手伝う」とクダサルの主語が「田中さん」と共通し、与え手

の行為に二度触れることになる。これに対して（８a）のテイタダクは、「手伝う」の動作

主だけが「田中さん」でありイタダクの主語は受け手となる。与え手の行為への言及はテ

イタダクのほうが少ない。 

 

 （８）a. 田中さんに引っ越しを手伝っていただいた。 

        b. 田中さんが引っ越しを手伝ってくださった。 

 

ここで、非敬語形テモラウと敬語形テイタダクの違いを捉える。テモラウが与え手の負

担を認識する表現であることから、聞き手領域への侵害を回避する配慮を示すと捉えた。

しかし、第 3 章で、テイタダクはテクダサルと比べ負債感が強いとの結果が得られなかっ

た。このことから、負債感はテイタダクの特徴として捉えられないことになる。テイタダ

クは、金澤 (2007)及び滝浦 (2008b)が捉えているように、「距離」を殊更に意識した述べ方

であると考えられる。従って、テモラウは与え手の負担の認識を、テイタダクは与え手か
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ら遠ざかる (距離を置く)という点で異なることになる。しかし、「与え手の負担を認識す

ること」と「与え手から遠ざかる」という二つの態度は、どちらも、「聞き手領域を侵害す

ることは好ましくない」という規範に基づいている。つまり、方略は異なるものの、どち

らも聞き手領域の侵害を回避する配慮を示す点では共通することになる。 

 上記から、課題 2 に関し、テクレルとテモラウについては「聞き手領域に対する二つの

配慮」によって使い分けられていると捉えることができる。しかし、敬語形のテクダサル

とテイタダクに関しては、聞き手領域への配慮は共通し、二つの異なる配慮により使い分

けられているとは言えない。また、「負債感」に関しても、非敬語形のテモラウと敬語形の

テイタダクは同様には捉えられないことが分かった。このことから、テイタダクを単にテ

モラウの敬語形として捉えるのではなく、語源・意味・用法が異なるものとして区別して

分析する必要性がある。加えて、テクレルとテモラウに関し、感謝文と叙述文ではそれぞ

れの意味が異なっていた。このことは、他の言語形式の使い分けを分析する際、敬語形か

非敬語形に加え、意味論的意味の分析か語用論的意味の分析かを区別し調査を行う必要性

を示唆している。 

 最後に、テイタダクの使用が拡大している現象について触れる。金澤 (2007)は、「多く

の方が来ていただき・・・」(下の（９a）)のように、「(主語) が～ていただく」という誤

用例を挙げ、近年このような用例が少なからず出現していると指摘していた。正しくは（９

b）のように、「(主語) に～ていただく」或いは（９b’）のように「(主語)が～てくださる」

となる。 

 

 （９）a. ?多くの方が来ていただき・・・             (金澤, 2007: 47) 

    b. 多くの方に来ていただき・・・ 

    b’. 多くの方が来てくださり・・・ 

 

北原 (2005:34-38)も同様に、「会員はこのサービスをご利用いただけます」という宣伝等

に見られる表現を取り上げ、以下のように捉えている。イタダクの主語は話者であるにも

関わらず、聞き手を「話題の中心に置く」ことで「受け手がしゃしゃり出る」ことを抑え、

それが (誤って)より丁寧とされたとして分析している。デュルケーム (2014)及び Goffman 

(1972)から、聖なるものの名を呼ぶことは領域に触れることであり回避されると捉えられ

たが、上記の誤用例からは、「他者の行為」に直接言及することに対するタブーのほうが日
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本語においては強い可能性も考えられる。例えば、上位者 (目上の人等)は王様や神様の隠

喩的存在 (メタファー)として扱われるとするキム (2014)では、尊敬形の「お～なる」(例)

「お帰りになる」等）を自発性を表すとし、自発性が示すこと (メタファー)とは、動作を

状態化し、上位者の動きが自ずから顕われるように表現することとしている。つまり、敬

意を払う対照人物の動作に対し動作性を無くすことが敬意の表明に繋がると捉えられてい

る。今後は、このような観点からも検討する必要性があるであろう。 

 

5.3 Brown & Levinson (1987)の構造と機能的用法の関係性モデルからの検討 

  

前節では、課題 2 に関し、テクレルとテモラウの語用論的意味が聞き手領域への二種類

の配慮と関連していることを示した。この節では、更に、Brown & Levinson (1987)の構造

と機能的用法との関係性を捉えたモデルから検討を行う。 

Brown & Levinson (1987)は、(10)に示すように、フェイスの補正は言語体系に対し強力な

機能的圧力を与えるものであり、そのような圧力がどのように言語形式の構造 (形式及び

意味)に影響を与えるかという仕組みを捉えることは可能であると主張している。 

 

(10) We propose (a) that face redress is a powerful functional pressure on any linguistic system, 

and (b) that a particular mechanism is discernible whereby such pressures leave their 

imprint on language structure．                     (Brown & Levinson, 1987:255) 

 

 Brown & Levinson (1987:256-257)は、文法の機能面には従来から関心が持たれているもの

の、社会的圧力、つまり、聞き手のフェイスを補償しなければならないという規範が形式

と意味に与える影響については十分な関心が寄せられていないと指摘している。その理由

として、言語研究においては言語が持つ普遍的特徴を示す理論に関心が持たれ、結果的に

極めて抽象的なものに集約されていく。その中では、社会的動機付けは社会が多様性を持

つが故に、検討されることがないとしている。しかし、Brown & Levinson (1987:257)は、普

遍性を持つ社会学的な原理が見つかれば、それは、機能面における普遍的な言語学的原理

と関連性を持つはずであると捉えている。言語行動は人間が行う社会的行動の一つである

為、人類が行う社会的行動形態に普遍性が備わるとすれば、それは言語行動にも反映され

るはずだという捉え方である。Brown & Levinson (1987)が捉える普遍的な社会学的原理と
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は、人は他者から認められたいという欲求と自己の領域を侵害されたくないという欲求が

あり、この二つの欲求を他者が持つことを認めるような言語行動を行わなければならない

という規範である。 

 Brown & Levinson (1987:259)は、そのような規範の存在を前提とし、構造 (形式と意味)

に基づいた用法が、使用場面に基づく用法 (機能的用法)に発展していくモデルを提示して

いる (図 1 参照)。 

 

  

 form  meaning              usage1 ⇒ usage2    

 

          

 図 1 Brown & Levinson (1987:259)の構造と用法の関係性 III (原著ではモデル I と II は別々の図とし

ても示されているが、I と II を統合した III の図のみを参照している) 

 

例えば、古代タミル語において、三人称複数形は avaar という語で表されていたが、後

に「三人称単数に対する敬称」としても用いられるようになった (Brown & Levinson, 1987: 

293)。この変化を、Brown & Levison (1987:259)が示した上記モデル III から捉えると、以下

のようになる。先ず、avaar という言語形式が「三人称複数形」を表す「用法 1 (usage 1)」

とすると、「三人称単数の敬称」が「用法 2 (usage 2)」となる。そして、「用法 1」と「用法

2」の間には「⇒」の矢印があり、この矢印は、Brown & Levinson (1987)によれば、含意に

よる関連性 (“related by implicature”)を持つ。つまり、1 人の人物を呼ぶのに複数形を用い

ることで相手を直接呼ばず、よって、敬意を表すという含意が推論され用法 2 となると捉

えられる。また、用法 2 から form へと引かれた点線の矢印は「部分的に決定する (“partially 

determines”)」ことを示す。つまり、「三人称単数の敬称」という用法が avaar という形式と

結びつくのは、文脈や状況により決定され、全ての場合ではないことを意味すると考えら

れる。この現象は、相手を直接呼ぶことを避けることによって、相手の領域に触れないと

いう配慮を示し、用法 2 の発生にはこのようなネガティブポライトネスの存在が動機付け

となっていると捉えることができる。 

このモデルから、テモラウとテクレルの語用論的意味と意味論的意味の関連性を捉える

と以下のようになる。先ず、図 1の Iとは「構造が決定する用法 (structure-determined usage)」

II 

I 

→ =determines 

点線矢印= partially determines 

⇒ = related by implicature 
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である。つまり、用法 1 は言語構造 (形式と意味)に基づくものとなる為、これを叙述文の

意味と仮定する。次に、図 1 の II は「使用場面により決定する構造 (usage-determined 

structure)」とされている。II は使用場面における意味を呈すると解釈できることから、用

法 2 を感謝文における用法とする。 

テクレルの場合、用法 1 は与え手からの行為として述べること、用法 2 は与え手との親

しさを示すものとなる。この用法 2 の意味は、使用場面に即し用法 1 を選択した話者の含

意を推論することにより導かれる。つまり、既に分析したように、「与え手の行為に直接触

れる」という形式の選択には話者の意図と含意があり、感謝を述べるという文脈から、与

え手の行為に直接言及できる程親しいことが推論される。このような推論過程は Traugott 

& Dasher (2002)による意味変化における誘引的推論理論と共通している。 

しかし、Brown & Levinson (1987:259)の図 1 のモデルに特徴的であるのは、フェイスを補

償しなければならないという社会的な規範が機能的用法の動機付けであることが前提とさ

れている点である4。この主張は本論文の課題 2 と関連している。課題 2 は、聞き手領域へ

の配慮 (＝聞き手との良好な関係性を築く配慮)が語用論的意味に関与することを仮定し

設定したものである。本論文では、感謝文のテクレルに関わる聞き手配慮として、鈴木 

(1997)及び滝浦 (2008b)が捉えた「普通体世界」の規範を検討した。普通体世界の規範とは、

「親しい間柄では、与え手の行為に触れることが好ましい」というものである。そして、

この規範が、親しい与え手にテクレルを用いる動機づけとなっており、テクレルの語用論

的意味に関与していることになる。 

一方、テモラウの用法 1 は受け手からの働きかけを示し、用法 2 は与え手の負担を認識

する態度を示す。用法 2 の意味は、用法 1 を選択した話者の含意が推論された結果である。

つまり、「受け手から依頼した」意を持つ形式を選択したことは、話者の意図と含意がある

と推論される。そして、あたかも受け手から働きかけたように述べることで、聞き手の負

担を認識していることを含意することができる。つまり、用法 2 の発生は、他者の負担を

常に気にかけることが好ましいという社会的な規範が動機づけとなっている。従って、テ

モラウにおいても聞き手への配慮、つまり、聞き手との良好な関係性を築く態度が、用法

2 の意味に関わると捉えることができる。 

上記は、以下のことをも示唆している。例えば、テクレルやテモラウに相当する言語形

                                                   
4  Brown & Levinson (1987:257)では、以下のように述べている。“…face redress as a motive for derivational 

machinery on a par with other promising candidates for functional explanation in linguistic” 
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式が他言語に見られるとしても、当該言語話者の他者配慮の規範の如何によって含意及び

推論の方向性が異なってくるということである。 

Brown & Levinson (1987)の図 1 のモデルは、語用論的用法の発生は聞き手に対する配慮

(ポライトネス)が動機づけとなることを前提としている。本論文ではテクレルとテモラウ

の叙述文と感謝文の意味を明らかにした。そして、叙述文の意味から感謝文の意味への変

化は、話者の含意を文脈に即して推論することにより得られることを、Traugott & Dasher 

(2002)の理論から考察を行った。更に、含意を推論する過程では文脈と共に社会的動機づ

け、つまり、聞き手配慮に対する規範が関わることも上記で考察した。Brown & Levinson 

(1987)が指摘する通り、機能的用法への変化には、社会的圧力 (本論文では聞き手領域に

対する規範と捉える)が関わると捉えることができる。従って、テモラウとテクレルについ

ては、本論文で設定した課題 2 が明らかになったと言える。 

しかし、聞き手領域に対する配慮、つまり、聞き手との良好な関係性を築く態度が語用

論的意味に関与することは、テクレルとテモラウだけに見受けられる現象である可能性も

ある。そこで、第 6 章と第 7 章では授受補助動詞と類似性が無い一組の言語形式を取り上

げ更に検討を続ける。本論文では、日本語教育への貢献も視野に入れている為、学習者に

とって難しいとされる文法項目の中から特に語用論的用法の多いものを取り上げる。市川 

(1989)によれば、学習者にとって難しい項目とは、敬語ややりもらい等の待遇表現と、「～

ておく／～てある／～てしまう／～てほしい／～ていない／～ん（の）だ」等の文末表現、

そして、自動詞と他動詞である。本論文では、この中から、語用論的用法が豊富で多岐に

渡る点で特徴的と言えるノダ文を取り上げる。ノダ文と非ノダ文の選択に際し、母語話者

は聞き手にどのような配慮を行っているかを明らかにする。その結果から、課題 2 の聞き

手領域に対する二つの配慮が、ノダ文と非ノダ文それぞれの語用論的意味にも関与してい

るか否かを分析する。 
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第 6章 対人的用法のノダ文と非ノダ文の使い分け 1 

 

6.1  第 6 章の目的 

 

6.1.1 対人的用法と聞き手への二つの配慮 

 

 前章では、テクレルとテモラウについて「聞き手領域に対する二つの配慮」がそれぞれ

の語用論的意味に関与していることを示した。テクレルは聞き手と近づき親しみを示すと

いう態度を、テモラウは聞き手領域を尊重し侵害を回避する態度を示すと捉えた。この二

つの態度は、「聞き手との良好な関係性を維持する」為であり、そのような社会的な要因が、

対者場面 (感謝文)における意味に影響を与えることを考察した。 

つまり、叙述文では、話者が事態をどのように捉えるかという「認知」(事態把握)を示

すものであったのに対し、感謝文では社会的関係性を維持する配慮を示すものに変化して

いることになる。このような変化は、「与え手の行動に言及し感謝を述べる」という文脈に

即し意味論的意味から語用論的な推論を行うことによって生じると分析した。 

本論文では、その語用論的推論過程に「聞き手との良好な関係性を維持する」という社

会的な要因が加わり、推論の方向性に影響を与えていると仮定する。つまり、第 5 章で示

した Brown & Levinson (1987:259)が捉えたように、機能的用法への変化過程には、文脈か

ら含意を読み取るという語用論的推論だけではなく、「聞き手との良好な関係性を築く」と

いう社会的な要因 (動機づけ)が関わることに着目するものである。これは本論文の課題 2

に含まれている。そして、そのことを一組の言語形式を分析し結論を出すのでなく、もう

一組の類似しない言語形式においても考察し、複眼的に捉えたいと考えた。 

テクレルとテモラウが聞き手目当てに用いられた場合、叙述文とは異なる機能的な意味

となり、そこには二種類の関係性を維持するための配慮が見られる。この現象は、テクレ

ルとテモラウだけに見られるものである可能性もある。授受補助動詞は、橋元 (2001)及び

宮地 (1975, 1981)が指摘するように、聞き手への配慮を表すものとして発達した形式であ

る為である。しかし、Brown & Levinson (1987)では、一つの言語形式だけでなく、様々な

言語形式を取り上げて、二種類の聞き手に対する方略が機能的用法に見られることを考察

している。その為、テクレルとテモラウの感謝文に見られる二種類の聞き手に対する配慮

は、他の言語形式においても対人的用法に関わっている可能性がある。その為、第 6 章で
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は授受補助動詞を離れ、他の言語形式の対人的用法を対象にし考察を行う。 

 

6.1.2 対人的ノダ文と非ノダ文を考察する理由 

 

本論文では、特に「対人的用法」のノダ文と非ノダ文を考察し、テクレルとテモラウの

感謝文に見られる二種類の聞き手への配慮が見受けられるかを明らかにする。対人的ノダ

文と非ノダ文に着目する理由は以下の通りである。 

第一に挙げられるのは、ノダ文には多様な意味があるという点である。例えば、庵ほか 

(2001)では、「理由、解釈」、「言い換え」、「発見」、「再認識」、「先触れ」、「前置き」、「命令、

認識強要」が挙げられ、吉田 (1988)では、他に、「告白」、「教示」、「強調」、「決意」、「確

認」等があり、また、「やわらげ」や「説明」等もある。堀江・パルデシ (2009)では、「ノ

ダ・ことだ・ものだ」等の名詞化終止構文について他言語と対照させている。その結果、

日本語の文末形式は他言語と比較し意味が拡張 (富化)する特徴があるとし、その原因は、

文脈から語用論的推論を働かせ意味を捉える傾向が日本語話者におき顕著であることを挙

げている。日本語の文末表現の中でもノダ文の意味の多様さは顕著であり、その為に中心

的機能を捉えようとする研究が多く存在する。 

文脈からの語用論的推論によって意味に変化が生じることは、テクレルとテモラウの叙

述文と感謝文の意味を比較することによっても捉えられた。ノダ文の意味が多岐に渡るの

も文脈からの語用論的推論による結果である可能性がある。一方、テクレルとテモラウの

語用論的推論過程には、聞き手との良好な関係性を築く配慮が加わることも考察した。こ

のことから、ノダ文の意味が文脈から語用論的に推論される際にも、聞き手との良好な関

係性を維持する配慮や方略が関わっているかを検討する意義はある。それは、聞き手に対

して用いられる対人的用法で顕著になると予測できる。従って、第 6 章ではノダ文を取り

上げ、対人的用法と聞き手に対する配慮との関係性を、非ノダ文との比較から考察を行う。 

 

6.2  問題提起1 

 

日本語の文末は名詞化されることが多く、名詞化終止構文の一つであるノダ文2が英語や

                                                   
1

  第 6 章の内容は、京野 (2014)の内容に修正・加筆を加えたものである。 
2 本研究はノによる名詞化に「だ」の丁寧形「です」が付加された文末形式をノダ文とし、ノを含む名詞
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韓国語等に比べ使用頻度が高いことが指摘されてきた (Maynard, 1996; 堀江・金, 2008 他)。

例えば、堀江・金 (2008)では日韓語の小説を対象に、日本語のノダ文と韓国語の kes-ita (前

接する述部が連体形になる点で日本語のノダ文に類似する)の生起頻度を調査している。そ

の結果、聞き手に対して用いられる「対人的用法」が日本語のノダ文では約 6 割となるの

に対し、韓国語の kes-ita は約 3 割となっていることを示している。対人的用法とは、野田 

(1997)の分類に基づき、聞き手を必要とする用法である。例えば、「遅刻してすみません。

バスが遅れてしまったんです。」等のような用法である。これに対して、対事的用法とは、

「そうだ、今日は日曜日だったんだ。」等のように、話者自身に向けられた用法を指す。日

本語においては少なくとも韓国語との比較において、前者の対人的用法のノダ文が多いこ

とが指摘されている。 

しかし、なぜ日本語において対人的用法のノダ文の使用が多いかは未だ明らかにされて

いない。その原因として、ノダ文の意味が多岐に渡り、中心的意味や機能を捉えることが

困難なことが挙げられる。本研究は、名詞化されない終止文 (非ノダ文)にも着目し、待遇

的に非ノダ文のほうが適切となる場合があることを示す。非ノダ文の語用論的用法を明ら

かにすることは、ノダ文が多用される背景を明確にすることにも繋がると考える為である。 

本研究では、母語話者を対象とした質問紙調査を行い、ノダ文と非ノダ文のそれぞれが

聞き手に与える印象を調査する。その結果から、ノダ文と非ノダ文が聞き手領域への二種

類の配慮を示すものであることを明らかにする。ノダ文はこれまで多岐に渡る用法が考察

されている。第 6 章では、用法に関わらずノダ文には共通した印象が伴うことを明らかに

し、非ノダ文との比較の上で、それぞれが示す聞き手配慮の異なりを考察する。 

 

6.3  先行研究  

 

6.3.1  聞き手の認識を補うノダ文 

 

ノダ文は様々な用法を持ち、庵ほか (2001)によれば、「理由」、「解釈」、「言い換え」、「発

見」、「再認識」、「先触れ」、「前置き」、「命令」及び「認識強要」がある。また、強調及び

和らげという相反的な用法も見られる。このようにノダ文は意味・用法が多岐に渡ること

から、ノダ文の中心的機能を捉える研究が行われている。この節ではノダ文の対人的機能

                                                                                                                                                     
化が行われない文末形式を非ノダ文と呼ぶ。 
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を考察した研究を示す。 

先ず、ノダ文がポライトネスを示すという点に着目した研究として McGloin (1983)を挙

げる。ノダ文が聞き手との関係性構築に関わるという観点から考察した研究は多くない。

McGloin (1983)では、聞き手と友好的な関係を築くというポジティブポライトネス (Brown 

& Levinson, 1987)がノダ文の使用に見られると主張している。例えば、McGloin 

(1983:131-132)では（１）の例文を示している3。 

 

（１）私はこういう経験があるんですよ。イタリアへ行くでしょう。イタリアのどこへ

行ってもいろんな方言をしゃべってるんですよ。で、それを私はやっぱりイタリ

ア語の一種だというふうに思っていたんですね。アブルッツォの方言だとか、ト

スカーナの方言だとか、いろいろあります。みんなイタリア語に違いないと思っ

ていました。が、彼らは意識が違うんですね。これはアブルッツォの方言である、

或いはこれはトスカーナの言葉である。しかし、その他に私はイタリア語がしゃ

べれますと、こう言うんです。 

(McGloin, 1983: 131-132, 出典: Nihongo no Shoorai, 293) 

 

（１）では文末にノダが多く用いられている。McGloin (1983)は、これらは語用論的な

理由で用いられており、聞き手と情報を共有し談話に参加させるねらいがあると捉えてい

る。更に、McGloin (1983)は、日本語では話者と聞き手のどちらに情報が属しているかを

明確に区別するという特徴があるが、その境界をなくすのがノダ文であると捉えている。

そして、以下に示すように「ノダ文は話者領域にしかない情報をあたかも聞き手の情報領

域に属するかのように伝達する機能を持つ」としている。 

 

（２）“…it presents information which is held exclusively in the speaker’s territory of 

information as if it also belongs to the hearer’s territory of information at a particular 

moment of speech.”                                     (McGloin, 1983:135) 

 

その結果、話者領域と聞き手領域の境界が曖昧になり一体感が生じるとしている。しか

                                                   
3 McGloin (1983)では（１）の例文が全てローマ字で記述されているが、本研究ではそれらを日本語表記

に変えて記載していることに留意されたい。 
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し、McGloin (1983)は、このような機能は聞き手の受け取り方の如何によって、押しつけ

がましさや領域侵害と解釈される恐れがあることも指摘している4。本研究では聞き手への

配慮という観点からノダ文と非ノダ文を捉える為、McGloin (1983)のこの指摘を重視する。

そして、どのような場合に聞き手領域への侵害となり、どのような場合に友好的となるか

を明らかにする。 

ノダ文は共有する為に用いられるとの見方は、菊地 (2000)にも見受けられる。菊地 

(2000)はノダ文の中心的機能を「①話手と聞手とが、ある知識・状況を共有し、②それに

関連することで話手・聞手のうち一方だけが知っている付加的な情報がある―という場合

に、その一方だけが知っている部分を提示するときの言い方」と捉えている。 

 

 （３）A「おもしろいデザインの靴ですね。どこで買ったんですか」 

    B「エドヤストアで買いました。スペインの靴です」 

(菊地, 2000:32, 出典: スリーエーネットワーク, 1998:2) 

 

例えば、（３）では、B が珍しい靴を履いている状況が共有されており、それに関して付

加的な情報を提示してほしいことを示すのが A のンデスカであるとしている。そして、仮

に B が「エドヤストアで買ったんです」とンデスで応答した場合、「私が知っていてあな

たが知らない付加的な情報を提示します」ということを示すとしている。 

このように、聞き手に欠けている部分的情報を提供するのがノダ文であるという捉え方

は石黒 (2003)にも引き継がれている。石黒 (2003)は、ノダ文の中核的機能を「話し手、聞

き手のいずれか一方の、既有の不充分な認識が発話時に充足されることを示す」としてい

る。石黒 (2003)は（４）を示し、A は「どこで」という認識が不充分と捉えた為、その認

識を充分なものにする為にンデスカを用いているとしている。そして、B は「近所の質屋

で」をノダ文で発話することで、A の認識が充分になることを意図すると捉えている。 

 

（４）A: すてきなかばんですね。どこで買ったんですか。 

   B: これですか。近所の質屋で買ったんです。                    (石黒, 2003: 5) 

 

                                                   
4 例えば、McGloin (1983:144)では、「んですから」に触れ、「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 (筆者によりローマ字表記から日

本語表記に変更)」のように、ンデスの使用は丁寧でない場合もあることに触れている。 
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 石黒 (2003)は（４）のようにノダ文が認識の一部 (石黒 (2003)は「すき間」と呼ぶ)を

埋める場合だけではなく、思い込み等の既有の認識を修正し新たな認識に代える用法もあ

るとしている。例えば、（５）では B の既有の認識は「A とその彼女は結婚しないだろう」

という漠然とした思い込みであり、B のノダ文により「結婚する」という新たな認識に代

わったことを示すと捉えている。また、A がノダ文を用いたのは、聞き手の思い込みを訂

正するだけでなく、話者だけが知っている大切な情報を提示しているとし、その点でノダ

文は共有機能も持つと捉えている。 

 

 （５）A:  (彼女を連れている A が唐突に) おれたち、今度結婚するんだ。 

    B: そうか。結婚するんだ。おめでとう！           (石黒, 2003: 17) 

 

また、名嶋 (2007:83)では、ノダ文は「ある命題を聞き手側から見た解釈として、意図的

に、かつ、意図明示的に、聞き手に対して提示する」としている。つまり、話者が先回り

して聞き手が解釈すべき情報であることを意図明示的に提示するものと捉えている。例え

ば、名嶋 (2007)は、菊地 (2000)で示された（３）の例文を一部変更した（６）を示してい

る。 

 

 （６）A: おもしろいデザインの靴ですね。 

        B: エドヤストアで買ったんです。         

(名嶋, 2007: 80, 原典:スリーエーネットワーク, 1998:2
5
) 

 

（６）では、先ず B が A の発話から「どうやって入手したのか」、「どこで買ったのか」

等を A の思考であると解釈する過程があり、その A の思考に最も関連性のある情報をノダ

文で提示すると捉えている。名嶋 (2007)では、発話者は聞き手の思考を解釈し、その解釈

に対して最も関連する情報を先回りし提示するのがノダ文であるとしている。 

また、藤城 (2007:175)では、ノダ文は聞き手との認識のギャップを意識し表明するもの

と捉え、「＜話者自身の事実認識＞と、＜それとは異なった事実認識や現実＞との間にある

ギャップを、話者が意識していることを明示する」と捉えている。これは、石黒 (2003)

                                                   
5 原典では「a: おもしろいデザインの靴ですね。どこで買ったんですか, b: エドやストアで買いました。

スペインの靴です」となっている。名嶋 (2007:80)では原典を基に一部変更して分析を行っている。 
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の捉え方と類似するが、異なる認識を修正し入れ替えるのではなく、「ずれ」があることの

みを表示する点が異なっている。例えば、藤城 (2007)では（７）を示し、B の「いないん

です」では、「山下さんがいる」という聞き手の認識とのギャップを話者が表明するものと

捉え、聞き手の認識を修正するものとは捉えていない。また、B’の「いるんです」が不自

然なのは聞き手の認識とずれがなく、ギャップを表明する必要性がない為と解釈できる。 

 

 （７）A: (事務室を訪ねて)すみません。山下さんいらっしゃいますか。 

    B: あ、今、いないんです。すみません。 

    B’: ?あ、今、いるんです。呼んできますね。                    (藤城, 2007: 173) 

 

 上記研究に共通する見解としては、ノダ文が聞き手の情報領域に関わりを示すものだと

いう点である。情報が聞き手領域に存在しないと判断した場合と、聞き手と話者領域の情

報が一致していないと捉えた場合に使用されるということになる。そして、その結果、聞

き手側から見れば話者は友好的で親切であると捉えられる可能性も、また、一方的で押し

つけがましいと捉えられる場合もあると推測できる。第 6 章では、ノダ文と非ノダ文で情

報を提示した時に、聞き手は情報の内容によってどのような印象を持つかを明らかにする。

好感度を測定することによって、どのような場合にノダ文が好ましく、また、非ノダ文の

ほうが好まれるかを明らかにする。 

 

6.3.2  ノダ文の基本的意味・機能を捉えた研究 

 

ノダ文の「ノ」は前接する命題を名詞化する機能があることから、名詞化がもたらす機

能からも考察されてきた。以下に寺村 (1984)を引用し「ノ」による名詞化の特徴を示す。 

 

 （８）名詞性 (形式体言)というけれども、モノやコトやトコロのように、限られた範囲

にせよ独立の名詞としての用法も見られるものと異なり、独立性は全くもってい

ない。先行する語、特に用言を承けて、全体を名詞化するのがその基本的な役割

であり、それゆえ「準体助詞」とか「吸着語」とか呼ばれてきた。 

(寺村, 1984: 305-306) 
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このようにノダのノは特に意味を担うものではなく、名詞化という機能を持つのみであ

ることが指摘されている。ノが名詞化の機能を持つことから、佐治 (1981)は「ノ」の前の

述語は連体形と捉え、述語の連体形によって表されるのは、「話し手 (の主観)が責任を持

ち、主張するものとしての判断ではなく、一応、話し手 (の主観)の責任から切り離された

ところで、いわば客体的に成り立つ判断である (佐治, 1981:7-8)」としている。述語の連体

形とは、例えば（９b）の「白い花」のように後続名詞 (この場合は「花」)を修飾する場

合を指す。 

 

 （９）a. この花は白い。 

    b. 白い花が咲いている。                    (佐治, 1981:8) 

 

 そして、佐治 (1981)は（９a）の述部の「白い」は「話し手がそう判断し、主張してい

るもの」であるのに対し、（９b）の「白い花」の「白い」は「当然そういうべきもの、聞

き手をも含めて誰が見てもそう言うはずのもの」として述べられるとしている。事態の成

立が前提となるという点で固定化した情報となり、その為に、否定の対象となり得ないと

している6。これに対して、（９a）の「白い」は「白いか白くないか」を話者の判断として

述べるものである為、否定の対象となる。そして、「“～のだ”の“の”は、その前の述語

の連体形によって表わされる判断をいったん固定化し、“だ”はそれをもう一度主観的に断

定するものである (佐治, 1981:8)」と主張している。つまり、話者の主体的な判断を超えた

ところで決まっているということを話者が断定するものとなる。同様の見解は、吉田 

(1988)と渡辺 (1991)にも見られる。吉田 (1988:46)は、「ノダ形式とは<準体助詞「の」＋述

語化要素＞」と捉え、「叙述の体言化とその再述語化」としている。そして、ノダ形式のこ

のような構造から様々な表現効果が生じていると捉えている。つまり、吉田 (1988:54)は、

「＜内容の体言化＞ということ自体に様々な伝達上の効果を期待することが可能であるた

めに、結果としてノダ形式の表現効果はかなり多様なものになってしまう」と結論付けて

いる。また、渡辺 (1991:13)では、「ノ」は対象化 (「ひとごと化」)するものと捉え、ノダ

                                                   
6 佐治 (1981)が連体形の機能として捉えた「固定化」或いは否定の対象とならないという特徴は、Givón 

(1982:100-101)では関係節の特徴として捉えられている。連体形と関係節は名詞を修飾する点で共通す

る。Givón (1982:100-101)は、The man I saw yesterday left の下線部は前接の名詞を修飾する関係節であり、

関係節の情報は共有された後景情報となり前提となる為に、聞き手がその情報を否定する対象とはなら

ないと捉えている。 
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は「一旦話手の手の及ばぬ世界のこと、と話手から離した上で、それを話手の判断とする」

と捉えている。本研究では、佐治 (1981)、吉田 (1988)及び渡辺 (1991)の見解は、文脈に

依らないノダ文の機能を示すと捉える。なぜなら、ノダ文を文脈に置きそこから意味を捉

えるのではなく、ノとダが本来持つ機能からノダの機能を捉えている為である。文脈に置

かれた時の意味を語用論的意味とするならば、構造から捉えた意味は意味論的意味を示す

と本論文では捉える。 

ノダ文の意味・機能を文脈から捉えているのは、田野村 (1990)である。田野村 (1990:5)

は、ノダ文の基本的な意味・機能として「あることがらの背後の事情」を表すとしている。

つまり、「あることがらαを受けて、αとはこういうことだ、αの内実はこういうことだ、

αの背後にある事情はこういうことだ、といった気持ち」で命題を提示するものと捉えて

いる。しかし、(10)のように、あることがら (先行文脈)が必ずしも伴わない場合も挙げら

れている。田野村 (1990:7-8)は、これらは「個人的な事情」であり、「すべての者には容易

には知り得ない種類の事情」である為、「背後の事情」とも捉えられるが、(10)のように具

体的な事柄を受けないノダ文を「実情」と呼んでいる7。 

 

(10) a. 血液型は何型ですか？ ― わたしは AB 型なんです。       (田野村, 1990:6) 

b. ぼく、大きくなったらパイロットになるんだ。                (田野村, 1990:7) 

 

田野村 (1990:8-13)は、また、「背後の事情」や「実情」には四つの意味特性があり、そ

れらをノダ文の使用条件とも捉えている。具体的には、①文脈や状況を受けた上で用いら

れる「承前性」であり、例えば、「きょうは休みます。体調が悪いんです。」(田野村, 1990: 

9)のような場合である。そして、②既に定まった事柄を示す「既定性」とは背後の事情や

実情には必ず伴うものとしている。例えば、(11)でノダ文が不自然であるのは、試験の合

否が事前に定まっていない為としている。 

 

(11) 太郎は合格すると思う？―きっと｛合格する／？合格するんだ｝。 

(田野村, 1990:10) 

 

                                                   
7 しかし実際には具体的なことがらを受けているとすべきか決め難い中間的な性格のものも多いとして

おり (田野村, 1991: 8)、ノダ文は必ずしも先行文脈を必要とするとは捉えていない。 



120 

 

また、③「披瀝性」とは、「一般に、すべての者には容易には知り得ない種類のことが

ら (田野村, 1990:11)」を示す上記(10)のノダ文であり告白等が含まれる。そして、④「特

立性」とは、「一つの可能性をほかの可能性から区別して問題とする」用法としている。例

えば、「こどもがどうしてもピアノを習わせてくれと言ったんです」(田野村, 1990:12)のよ

うに、ピアノを習わせているのは本人の希望であって、親の強制ではないといった含みを

持つものとしている。 

田野村  (1990)の後、ノダ文の中心的機能を捉えた研究に野田  (1997)がある。野田 

(1997:20)はノダ文の考察に当たって、「ノ」が持つ名詞化の機能を重視し、名詞化するとは

どういうことかという点からノダ文の機能を解明するとの立場を示している。野田 (1997)

はノダ文をスコープ8のノダとムードのノダに分けている。そして、ムードのノダには、(12a)

のように聞き手を必要としない対事的用法と、(12b)のように聞き手を必要とする対人的用

法があるとしている。 

 

(12) a. 南が来ない。たぶん用事があるんだ。 

      b. 行きません。用事があるんです。                           (野田, 1997:247) 

 

これらのムードのノダに共通しているのは、「前接する部分で示される内容を、話し手

が既定の事態として捉えること」と解釈している (野田, 1997:64)。更に、野田 (1997)は、

対事的用法にも対人的用法にも、前後の文脈や状況に「関係づけ」を行う用法と、「非関係

づけ」の用法があるとしている。関係づけとは、ある事態が先にあって、その事態の事情・

意味として提示する場合であり、非関係づけとは単に既定の事態として提示するものであ

る。例えば、上記(12b)のノダ文は先行文「行きません」の事情を示している為、関係づけ

の用法であり、下の(13)は単に既定の事態として述べるものである為、非関係づけの用法

としている9。 

                                                   
8 野田 (1997)のスコープのノダとは、対比や名詞化した中の一部をフォーカスにする等、文を名詞文と

同じような形にすることが主な機能と見なされる場合である。例えば、「彼は[文学部を卒業した]んじ

ゃない。[法学部を卒業した]んだ。」 (野田, 1997:247)のように、ノダが関与する範囲を限定する場合等

が挙げられる。これに対してムードのノダは「説明」や「関連づけ」等、様々な用法を持つもので、そ

れらに共通するのは「前接する部分で示される内容を、話し手が既定の事態として捉える」ことだとし

ている。 
9 野田 (1997:73)は「使用頻度としては関係づけの「のだ」のほうが多いように思われるが、だからとい

って、それが基本の型だとは言えない」とし、佐治 (1986)と吉田 (1988)では先行文脈が存在する型が

基本とはされていないとしている。佐治 (1981, 1986)と吉田 (1988)ではノダ文の語用論的意味ではなく、

構造に基づいた意味論的意味を捉えている為と本研究では解釈を行う。 
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  (13) a. そうか、このスイッチを押すんだ。 

b. このスイッチを押すんだ！ 

                                   (野田, 1997:78) 

 

 また、対人的用法のノダ文に関しては、野田 (1997)においても聞き手の認識との関わり

が述べられている。野田 (1997:93)では、聞き手の認識していないことを聞き手に伝えると

いう捉えでは不十分であり、対人的用法のノダ文は「聞き手が認識していないことを認識

させようという話し手の心的態度が表される」としている。 

上記では、佐治 (1981)、吉田 (1988)及び渡辺 (1991)のようにノダの構造から意味を捉

えた研究と、田野村 (1990)及び野田 (1997)のように文脈に関連付けてノダ文の意味を捉え

た研究を示した。本研究では構造から意味を捉えるという点で前者は意味論的意味を、後

者は聞き手の認識や文脈との関係性から意味を捉えている点で語用論的意味を捉えている

と考える。本論文の第 6 章と第 7 章では語用論的意味と聞き手配慮との関係性を捉える。

その際、佐治 (1981)、吉田 (1988)及び渡辺 (1991)が示した構造に基づいた意味と語用論

的意味がどのように結びつくかについて第 8 章にて考察を行う。 

 

6.3.3 韓国語との比較研究 

 

 ノダ文に関する研究は、韓国語との比較においても行われている。日本語のノダ文は、

韓国語の文末形式 kes-ita に相当する。金 (2007)によると、kes-ita  (것이다)は形式名詞「kes 

(것)」(日本語の「もの」「の」「こと」に相当)に、指定詞「-(i)ta (이다)」が付加されたもの

である。kes-ita はノダ文と形態的に類似し連体形をとることから、「名詞化」という機能に

おいて共通している。金 (2007)は韓国語に訳された日本の小説を分析の対象とし、日本語

のノダ文と韓国語の kes-ita との対応関係を調査している。その結果から、日本語のノダ文

と韓国語の kes-ita との最も顕著な違いは、下の(14)及び(15)に見られるように「聞き手の

知らない話者の私的領域に関する情報」であるとしている。そして、その場合に日本語で

はノダ文が用いられるのに対し、韓国語では kes-ita が非常に不自然になり言い切り形とな

るとしている。 
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(14) 私、この学校に入りたいの！ 

  Na    i  hakkyo-ey tuleo-ko    sip-eyo. 

    私 この  学校-に 入ってくる たい-聞き手尊敬 

    「私この学校に入りたいです」 

 

(15) 「僕、大阪から来たんだ」 

   Na-n  osakha-eyse  wa-ss-e. 

     私-は 大阪-から  来る-過去-終結語尾 (半言体) 

   「私、大阪から来た」 

       (金, 2007:130, 原典：黒柳徹子『窓ぎわのトットちゃん』) 

 

(14)及び(15)の用法は、田野村 (1990)の「披瀝性」、そして、野田 (1997)の対人的ノダ文

の非関係づけ用法となる。田野村 (1990:12)は、「話し手の内心や体験、個人的な事情とい

った、聞き手には容易に知り得ない種類のことがらを告白するような気持ちで表明する」

時、ノダ文は披瀝性を表すと捉えている。私的領域情報の告白、つまり、披瀝性を表す用

法は、金 (2007)の分析によれば、韓国語の kes-ita には見られず、この用法が韓国語と日本

語で最も異なる点となる。 

また、印 (2006)は日本語の小説とその韓国語訳との比較を行い kes-ita とノダ文が対応す

る時としない時を分析している。結論として印 (2006)は(16)のように述べている。 

 

 (16) 全体的に「－ㄴ것이다」が用いられる場合は、強調のニュアンスが現れるが、「の

だ」は、強調に限らない。つまり、両形式は、話し手自身と強く関わるコトガラ (特

に「反意」的なコトガラ)や、確実性の高いコトガラを強調的に述べる場合は、対応

の度合が高く、話し手自身とあまり関わらないコトガラや確実性の低いコトガラを

淡々と述べる場合は、対応にズレが現れ、対応しない場合が出て来るのである。 

(印, 2006: 87) 

 

印 (2006:84-85)では更に韓国語母語話者にアンケート調査を行っており、日本語のノダ

文の 17 の用法を取り上げてそれらを韓国語訳にし、kes-ita を用いた文と使用しない文を

幾つか提示して適切な文を選択させている。その結果、殆どの用法で kes-ita を用いた文が
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選択されず、(17)の「強い決意・強調」の用法のみ、kes-ita を用いた文が選択されるとい

う結果が示されている。このことから、韓国語の kes-ita とノダ文が対応するのは強調的に

述べる場合のみと捉えている。 

 

(17) 俺は行くぞ。行くと言ったら行くんだ。                     (印, 2006: 85) 

 

更に、Kim & Horie (2009)によれば、ノダ文には(18)のように聞き手指向の丁寧さを表す

用法がある。しかし、(18)を直訳した韓国語の(19)では kes-ita の使用が不自然であること

を指摘している。このことから、丁寧さを示す用法はノダ文にはあるが、kes-ita には認め

られないと指摘している。 

 

(18) Onegai-ga   aru-ndesu-ga… 

    favor-NOM  exist-NODA-but 

    ‘Can I ask a favor of you?  (lit.) (It’s that) I have a favor.’ 

 

(19) *Pwuthak-i  iss-nun        kes-i-ntey-yo… 

       favor-NOM exist-REL:PRES KES-ITA-but-SE
10

 

      ‘Can I ask a favor of you?  (lit.) I have an asking…’ 

 (Kim & Horie, 2009:284) 

 

(18)のノダ文は「丁寧さ (politeness)」を示すと捉えられているが、この用法は庵ほか

(2001:289)を参照すると「前置き」となり、「前置き」とは「聞き手／読み手に話し手／書

き手の意図をスムーズに伝える」ものとある。また、藤城 (2007:183)がまとめたノダ文の

効果の中では、「発話を理由づけ、唐突さを和らげる」ものに該当すると捉えられる。 

上記韓国語との比較研究から、日本語のノダ文に特徴的であるのは(14)及び(15)のように

①特に認識を強要する必要のない話者の私的領域情報と、(18)のように②丁寧さの効果を

持つ和らげであることが考えられる。また、韓国語の kes-ita との共通点は、(17)のように

③強調的に述べる場合であると考えられる。ノダ文にはこの他にも様々な用法がある。し

かし、この 3 点の用法だけを見ても共通項を見つけるのが非常に困難であり、特に、強調

                                                   
10 REL は relative、PRES は present、SE は sentence ender を指す。 
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と和らげは正反対の意味を持っている。第 6 章では日本語に特徴的とされた①の私的領域

情報の説明と②の和らげのノダ文、そして、韓国語の kes-ita と共通する③強調的に述べる

場合の三つの用法を取り上げ、聞き手に与える印象を調査する。そして、それらの用法に

おいて非ノダ文が用いられた場合に、どのように印象が異なるかを明らかにする。聞き手

に与える印象を捉えることは、聞き手にどのような配慮を行っているかを探ることになる

と捉える。その為、印象調査の結果から、ノダ文と非ノダ文に伴う聞き手配慮について考

察を行う。 

 

6.4 研究課題 

 

本研究では以下のように二つの課題を設ける。第 6 章では母語話者に印象評定を課し、

聞き手に与える印象から、どのような聞き手への配慮が伴っているかを考察する。尚、金 

(2007)の考察から、特に強調する必要性のない話者の私的領域情報についての説明が日本

語のノダ文に特徴的である為、この用法については韓国語訳を作成し韓国語母語話者にも

印象評定を実施し日本語母語話者と比較を行う。 

 

課題 1：ノダ文の「説明」、「和らげ」及び「強調」の用法が聞き手に与える印象を明ら

かにし、どのような聞き手への配慮が伴うかを示す。 

課題 2：非ノダ文が与える聞き手への印象を明らかにし、どのような聞き手への配慮が

伴うかを示す。 

 

6.5  ノダ文と非ノダ文の印象 

 

先行研究における、韓国語の kes-ita との対照研究から、日本語に特徴的なノダ文は、①

話者の私的領域情報の説明及び②丁寧さに繋がる和らげであり、韓国語と共通するのは、

③強調であると分析した。従って、ノダ文が上記の用法を呈する会話を作成し母語話者に

印象調査を行うことにした。 

 

6.5.1  予備調査 
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本調査の前に関西の大学に在籍中の日本人大学生 74 名11を対象に予備調査を行った。下

の①は、藤城 (2007:173)において「やわらげ」のノダ文として示された例文を参照したも

のであり (例えば、上記例文（７B）の「いないんです」等)、②は、国際交流基金関西国

際センター (編) (2005:123)によるスピーチの例を基に本研究の調査目的に応じ修正したも

のを用いた。予備調査では①和らげの効果を持つノダ文と②強調的に述べるノダ文の二つ

を取り上げた。和らげと強調は正反対の効果である為、この二つについて母語話者はどの

ように捉えるかを探る為である。 

 

①和らげの効果を持つノダ文 

A さんの面接 

面接官：こちらの研究室としましては、このような条件でお願いしたいんですが。  

Ａ：   週 4 日ということなんでしょうか。 

面接官：ええ、出来たらなんですけど・・・。  

Ａ：  火曜と水曜でお願いできればと思うんですが。 

    他の日は授業が詰まっていて、4 日全部は難しいんです。 

面接官：それでは、他の曜日に来られるお友達はいらっしゃいますか。 

Ａ：  いないんです。 

B さんの面接 

上司12：こちらの研究室としましては、このような条件でお願いしたいんですが。 

Ｂ：  週 4 日ということでしょうか？ 

上司： ええ、出来たらなんですけど・・・。  

Ｂ：  月曜と木曜でお願いできればと思いますが。 

    他の日は家の手伝いがあって、4 日全部は難しいです。  

上司：  それでは、他の曜日に来られるお友達はいらっしゃいますか。 

Ｂ：  いません。 

 

②強調的に述べるノダ文 

A さんの会話 

                                                   
11 予備調査では性別及び年齢は尋ねていない。 
12 A さんの面接と異なることを示すために対話者を「上司」と記述していた。 
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Ａ：日本には「出る杭は打たれる」ということわざがあるんです。それは、一人だけ違うことをするのは

良くないと言う意味なんです。例えば、日本人はみんなと同じ流行の服や物をよく買うんですが、み

んなと同じだと安心できるからなんです。 

B さんの会話 

Ｂ：日本には「出る杭は打たれる」ということわざがあります。それは、一人だけ違うことをするのは良

くないと言う意味です。例えば、学校や職場で多数決をよく使いますが、個人の意見より、全体の同

意を大切にするからです。つまり、日本では協調性が大切です。 

 

①と②の会話について、上記 A さんの会話 (文末がノダ文)と上記 B さんの会話 (文末が

非ノダ文)を各参加者に読んでもらった。そして、それぞれが与える印象について自由記述

による回答を求めた。その結果、上記①のノダ文は、柔らかい及び謙虚という記述が、上

記②のノダ文は、説得及び言い聞かせという記述が顕著であった。この結果から、想定し

た文末ノダ文の用法 (「和らげ」と「強調」)を呈していることが確認できた。 

また、①は対話形式になっているのに対し、②はスピーチの例文であり対話形式ではな

い。しかし、スピーチは聞き手が存在する為、対事的ノダ文ではない。野田 (1997:104)で

は、対事的ノダ文とは「話し手が、認識していなかった既定の事態 Q を把握したときに用

いられる」とし、対人的ノダ文とは「聞き手は認識していないが話し手は認識している既

定の事態Qを提示し、それを聞き手に認識させようという話し手の心的態度を示す。告白、

教示、強調というニュアンスを帯びることもある」とされている。また、野田 (1997:68)

は、「対事的「のだ」は、「の」「んです」といった形はとりにくい。「の」や「んです」は、

聞き手が存在するときに、その聞き手を意識して選ばれる形である。」としている。この為、

①及び②は双方とも丁寧体の「んです」を用いている。実際、母語話者の②に対する印象

では、「言い聞かせ」や「説得」との記述が見られ、「聞き手に認識させようという話し手

の心的態度」が示されていることが確認できた。また、参加者に「だれに話しているか」

について尋ねたところ、「自分自身に対して話している」との回答はなく、「どのような状

況か」については、日常会話、発表等で話しているとの記述が見られた (付録の質問紙 5

の質問事項)。このように、②のスピーチを基にした会話は聞き手に対して話しかけている

と母語話者が捉えており、対事的ノダ文ではなく対人的ノダ文であると判断できる13。 

予備調査の目的は印象を自由に記述してもらうことであった。ノダ文及び非ノダ文につ

                                                   
13 丁寧体 (マス形)が用いられていることから、自分自身でなく聞き手が想定されやすいと考えられる。 
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いて書かれた母語話者の記述を収集し似た概念をまとめていき、最終的に 13 項目にまとめ

た。これを本調査における印象評定尺度として使用する。 

 

6.5.2  本調査 

 

予備調査は二つの用法のみを扱ったが、本調査では、話者の私的領域情報の説明を追加

した。会話 3 は、石黒 (編) (2011:103)のノダ文を用いた会話例を基に本研究の調査目的に

応じて修正したものである。会話 1 のノダ文は和らげ、会話 2 のノダ文は強調であるが14、

会話 3 は話者の私的領域情報を説明するノダ文である。また、会話 3 では「あなたの知人

であるＡさんとＢさんがあなたに話しかけています」という指示文を付加し、聞き手目当

てに用いられた対人的ノダ文であることを明示している (付録の質問紙 6 参照)。参加者は

会話 1、2 及び 3 について、ノダ文の会話と非ノダ文の会話を読んだ後、印象評定を行った。 

 

会話 1  

面接者: このような条件でお願いしたいのですが。 

A:   週三日ということなんでしょうか／ことでしょうか。 

面接者: ええ、できればなんですが。 

A:     月曜日と火曜日でお願いできればと思うんですが／思いますが。授業が詰まっていて週三日

は無理なんです／無理です。 

面接者: それではお友達でアルバイトをしたい方いらっしゃいませんか。 

A:     いないんです／いません。 

 

会話 2  

A:  日本には「出る杭は打たれる」ということわざがあるんです／あります。それは、一人だけ違う

ことをするのは良くないと言う意味なんです／意味です。例えば、学校や職場で多数決をよく使

うんですが／使いますが、個人の意見より、全体の同意を大切にするからなんです／からです。

つまり、日本では協調性が大切なんです／大切です。 

 

                                                   
14 本調査では予備調査で用いた会話を基にし、文末にノダ文及び非ノダ文を付加したものを使用した。

予備調査のノダ文と非ノダ文の会話は一部異なっている。出来るだけたくさんの印象を得る為、内容

を一部変えて印象を求めている。 
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会話 3   

A:  ちょっと聞いてください。昨日一人でデパートに行ったんです／行きました。そのデパートの七

階に見たいお店があったので、エレベーターに乗ったんです／乗りました。それで、七階に着い

てドアが開いたら、そこに昔の恋人が立っていたんです／立っていました。 

 

上記の会話 1、2 及び 3 について、表 1 にノダ文が示す用法、用法の定義及び提示情報

の分類を示す。本研究では、丁寧さに繋がる「和らげ」の用法を藤城 (2007)による聞き手

との認識差 (ギャップ)に対する配慮を示すものとする15。従って、情報の種類は、話者が

既知かつ聞き手未知となる。次に、「強調」とは吉田 (1988)及び庵ほか (2001)に従い、聞

き手が既知である内容について改めて認識させる用法とする。従って、情報の種類は、話

者及び聞き手の双方にとり既知情報となる。最後に、「説明」の用法とは、寺村 (1984)に

ならい、特に因果関係を示すものではない広範な説明を指す。しかし、金 (2007)を参照し、

認識強要を伴わない話者の私的領域情報についての説明を取り上げる。情報の種類は、聞

き手が未知であることを想定する16。 

 

表 1 会話毎のノダ文の用法及び情報分類 

 用法 定義 情報の種類 

会話 1 和らげ 認識差への配慮 (藤城, 2007:179,183) 話者既知かつ聞き手未知 

会話 2 強調 認識を強要 (庵ほか, 2001:290; 吉田

1988 他)17 

話者既知かつ聞き手既知 

会話 3 説明 

 

広範な説明 (寺村, 1984) 話者既知かつ聞き手未知 

私的領域情報 

 

6.5.3  参加者及び調査方法 

 

                                                   
15 藤城 (2007:179, 183)では、ノダ文は「認識のギャップへの意識を明示する」ものと捉えており、「和ら

げ」の用法となるのは「配慮」が動機付けとして存在する場合であるとしている。このことから、本

研究では、和らげを「認識差への配慮を示すもの」と定義している。 
16 「聞き手に情報を提示するノダ文」について 3 分類を行ったものに、吉田 (1988)がある。吉田は、「話

者しか判らない事柄の提示」を「告白」、「聞き手が信じていない事柄の提示」を「強調」、「聞き手が

知らない事柄の提示」を「教示」としている。本研究の表 1 と共通性が有ると捉えられる。 
17 名嶋 (2007:223)は、庵ほか (2001)が挙げたノダの用法「認識強要」について、「強調」に含まれるとし

ている。 
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関西在住の日本人大学生 128 名 (男性 29 名、女性 93 名、不明 6 名、平均年齢 20 歳)に

調査を行った。調査は質問紙によるもので、対話文の文末をノダ文で統一したもの (対話

A)と、非ノダ文で統一したもの (対話 B)を作成した。質問紙は、会話 1、2 及び 3 と 3 種

類準備し、参加者は 3 群に分かれた。会話 1 に答えた参加者は 49 名 (男性 13 名、女性 32

名、不明 4 名、平均年齢 20 歳)、会話 2 は 34 名 (男性 6 名、女性 27 名、不明 1 名、平均

年齢 20 歳)、会話 3 は 45 名 (男性 10 名、女性 34 名、不明 1 名、平均年齢 21 歳)であった。 

参加者は、対話 A 及び対話 B を読んだ後、それぞれについて印象を評定した。印象評定

は、SD 法で 13 項目 (1. 印象がいい―印象が悪い18、2. 感情なし―感情あり、3. 好ましい

―好ましくない、4. 距離感がある―近い距離感、5. 客観的―主観的、6. 親しみがない―

親しみがある、7. 馴れ馴れしい－礼儀正しい、8. 気持ち重視―正確さ重視、9. 相手に分

かってほしい―相手が分からずともよい、10. 冷静―熱心、11. 砕けている―砕けていない、

12. 絆を示す―絆を示さない、13. 強い伝達意欲―弱い伝達意欲19
)で構成され、7 件法 (1: 

(左側に)とても(当てはまる)、4: どちらでもない、7:  (右側に)とても(当てはまる)で測定

を行った。 

 

6.6  結果   

 

6.6.1  ノダ文と非ノダ文の印象―13 項目の比較 

 

下の表 2 は、会話別に項目毎の平均値と標準偏差値を示したものである。また、図 1 は、

会話 1、2 及び 3 の印象評定の結果を表している。 

 

表 2 会話別項目毎の平均値及び標準偏差 

 会話 1 会話 2 会話 3 

 ノダ 非ノダ ノダ 非ノダ ノダ 非ノダ 

1.印象がいい-印象が悪い 3.52 4.78
*** 

4.09 2.56
***

 3.71 3.79 

                                                   
18 質問紙への記載は「印象が良い―悪い」とするのが適切であった。しかしながら、「印象がいい」とい

う表現も使用されることから、結果に影響はなかったと捉えている。 
19「伝達意欲が強い―伝達意欲が弱い」と形容詞対にするのが適切であった。評定項目の品詞は統一する

ほうが望ましかったが、母語話者による自由記述を参照した。結果に与えた影響については、各項目

の平均値の差及び因子分析の負荷量に品詞による偏りが特に見受けられないことから、重大な影響は

なかったと捉えている。 
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(1.04) (1.08) (1.28) (1.13) (.81) (.93) 

2.感情なし―感情あり 4.86
 

(1.06) 

3.20
*** 

(1.31) 

4.88 

(1.58) 

3.25
***

 

(1.32) 

5.43 

(1.42) 

3.05
***

 

(1.19) 

3.好ましい-好ましくない 3.82 

(1.25) 

4.67
** 

(1.30) 

4.38 

(1.26) 

2.97
***

 

(1.06) 

3.93 

(.97) 

4.10 

(.85) 

4.距離感がある-近い距離感 4.50
 

(1.11) 

3.16
*** 

(1.23) 

5.13 

(1.31) 

3.03
***

 

(1.00) 

5.21 

(1.16) 

2.93
*** 

 

(1.30) 

5.客観的-主観的 4.60
 

(1.10) 

3.93
* 

(1.47) 

5.13 

(1.34) 

2.63
***

 

(1.04) 

5.12 

(1.15) 

2.86
***

 

(1.22) 

6.親しみがない-親しみがある 4.71
 

(1.23) 

2.76
***

 

(1.09) 

5.00 

(1.16) 

3.25
***

 

(1.02) 

5.40 

(1.19) 

3.00
***

 

(1.01) 

7.馴れ馴れしい-礼儀正しい 4.05 

(1.42) 

4.52 

(1.21) 

3.41 

(1.43) 

5.47
***

 

(1.39) 

3.52 

(1.38) 

5.26
***

 

(1.33) 

8.気持ち重視-正確さ重視 3.35 

(1.12) 

4.97
*** 

(1.17) 

3.16 

(1.27) 

5.41
***

 

(1.34) 

3.19 

(1.29) 

5.36
***

 

(1.08) 

9.相手に分かってほしい-相手

が分からずともよい 

3.31 

(1.15) 

4.27
*** 

(1.24) 

3.66 

(1.34) 

3.53 

(1.30) 

3.21 

(1.62) 

4.10
**

 

(1.01) 

10.冷静-熱心 3.93
 

(1.08) 

3.18
**

 

(1.20) 

5.09 

(1.15) 

2.75
***

 

(1.41) 

5.29 

(1.47) 

2.57
***

 

(1.06) 

11.砕けている-砕けていない 3.52 

(1.18) 

4.95
*** 

(1.12) 

3.38 

(1.56) 

5.47
***

 

(1.24) 

3.31 

(1.41) 

5.62
***

 

(1.21) 

12.絆を示す-絆を示さない 3.97 

(.84) 

4.99
*** 

(1.07) 

3.81 

(.86) 

4.41*
 

(.98) 

3.33 

(1.05) 

4.79
***

 

(1.14) 

13.強い伝達意欲-弱い伝達意

欲 

3.84 

(1.21) 

3.65 

(1.28) 

3.75 

(1.39) 

3.81 

(1.18) 

2.90 

(1.23) 

4.38
***

 

(1.10) 

括弧内は標準偏差 *p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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図 1 会話 1、2 及び 3 における 13項目印象評定結果 

 

それぞれの会話で、ノダ文と非ノダ文にどのような印象の異なりがあるかを検討する為、

先ず項目毎に t 検定を行った。  

項目ごとに t 検定を行った結果は、以下の通りである20。3 つの会話を通し、5%水準以

下で、非ノダ文とノダ文の間に有意差が認められた項目は、「2. 感情なし―感情あり」、「4. 

距離感がある―近い距離感」、「5. 客観的－主観的」、「6. 親しみがない―親しみがある」、

「8. 気持ち重視―正確さ重視」、「10. 冷静―熱心」、「11. 砕けている―砕けていない」及

び「12. 絆を示す―絆を示さない」の 8 項目であった。この内、ノダ文のほうが平均値が

高かったのは、「2. 感情あり」、「4. 近い距離感」、「5. 主観的」、「6. 親しみがある」、そし

て、「10. 熱心」であった。また、非ノダ文のほうが平均値が高かったのは、「8. 正確さ重

視」、「11. 砕けていない」、そして、「12. 絆を示さない」であった。 

これまでノダ文は多様な用法が記述され、その中心的意味を捉えるのが非常に困難であ

った。しかし、印象評定の結果に関しては、類似しない 3 種のノダ文に共通した傾向が認

められる。ノダ文は、聞き手との距離の近さや親しみ、また、熱心さや感情を示すもので

あることが伺える。 

 

                                                   
20 13 項目について、t 検定を繰り返すことは望ましいことではない。しかし、ここでは会話別にどの項目

で差が生じているかを概観する目的で使用している。 
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6.6.2  ノダ文の用法による印象の異なり 

 

6.6.2.1 因子分析による印象のまとまり 

 

会話別にノダ文と非ノダ文の特徴をより詳細に検討する為、下位尺度の作成を行うこと

にした。その為、先ずノダ文の印象 13 項目に対し因子分析を行う。因子の抽出には最尤法、

回転方法にはプロマックス法21を用いた。因子数の決定には固有値 1 以上を基準として、3

因子を仮定した。パターン行列を検証した上で、第 1 因子と第 3 因子の両方に高い負荷量

を示した「13. 弱い伝達意欲」と、十分な因子負荷量を示さなかった「9. 相手が分からず

ともよい」及び「12. 絆を示さない」を分析から除外し再分析した。その結果、適合度が

得られた為22、3 因子が妥当であると判断した (表 3)。 

 

表 3 ノダ文の因子分析結果（プロマックス回転後の因子パターン） 

  I II III 

4.  近い距離感 .74 -.12 -.04 

2.  感情あり .70 .31 -.01 

10. 熱心 .60 -.08 -.03 

6.  親しみがある .59 -.21 -.04 

5.  主観的 .56 -.19 .22 

7.  礼儀正しい .19 .83 -.13 

11. 砕けていない -.10 .63 .03 

8.  正確さ重視 -.03 .61 .16 

3.  好ましくない -.11 -.01 .82 

1.  印象が悪い .10 .10 .73 

因子相関行列 I II III 

I － -.54 .13 

II 
 

－ -.48 

III 
  

－ 

 

 先ず、第 1 因子には、「近い距離感」、「感情あり」、「熱心」、「親しみがある」、そして、

「主観的」の 5 項目が十分な因子負荷量を示した。これらは、聞き手との距離を近づけ、

親しみを示し、熱心に伝達を行う態度を示すと捉えられる。この為、第 1 因子を「親しみ・

                                                   
21 意味的に類似した項目が多く、項目間の相関が容易に想定された為、直交回転ではなく斜交回転を選

択した。 
22 適合度検定の結果 (χ2(18)=27.20, p=.08)、有意確率が 5%以上となり適合度が得られたと解釈した。 
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熱心さ」と名付けた (α=.80)
23。第 2 因子には、「礼儀正しさ」、「砕けていない」、及び、「正

確さ重視」の 3 項目がまとまった。これらは、相手と距離を保ち、正確さを優先する伝達

態度と解釈される為、「距離・正確さ」と名付けた (α=.70)。最後に、第 3 因子には、「好

ましくない」及び「印象が悪い」という 2 項目がまとまった。これらを、「非好感度」と名

付けた (α=.71)。各因子の α 係数も十分高いことから、内的整合性が確認された24。尚、回

転前の 3 因子で 10 項目の全分散を説明する割合は 50.97％であった。 

 

6.6.2.2  会話別ノダ文と非ノダ文の印象の差異 

 

因子分析により、ノダ文が示す印象は三つの因子にまとまることが確認された。ここか

らは、この 3 因子を下位尺度として25分析を行う。各下位尺度の平均値が各会話でどのよ

うに異なるか、また、非ノダ文は 3 因子に対しどのような傾向を持つかにつき分析を行う。 

下の表 4 及び図 2 は、各下位尺度に相当する項目の平均値を示している。 

 

表 4 会話別 下位尺度平均値  

  会話 1 会話 2 会話 3 

a.  親しみ・熱心さ ノダ文 

非ノダ文 

4.50(.72) 

3.23(.67) 

5.04(1.00) 

2.98(.80) 

5.25(.99) 

2.91(.84) 

b.  距離・正確さ ノダ文 

非ノダ文 

3.64(.98) 

4.80(.91) 

3.30(1.09) 

5.48(1.08) 

3.34(1.08) 

5.41(1.06) 

c.  非好感度 ノダ文 

非ノダ文 

3.71(1.02) 

4.70(1.13) 

4.25(1.14) 

2.75(.94) 

3.78(.71) 

3.99(.76) 

括弧内は標準偏差を示す 

                                                   
23 α は、クロンバックの信頼性係数を指す。 
24 内的整合性とは下位尺度内の項目が同じものを測定しているかを表し内部一貫性の意で用いた。尺度

の信頼性検証に関しては、内部一貫性を示すクロンバックの α 信頼性係数を測定し検証した。 
25 尺度の妥当性については以下の通り捉える。本研究で使用した尺度項目は予備調査により母語話者か

ら収集した自由記述を参照している。収集に際しては印象を幅広く収集することを目的とし、全く類似

しない相反する用法を取り上げた。その結果、肯定的及び否定的印象の双方がノダ文及び非ノダ文にお

いて同様に確認でき多角的な印象を引き出すことができた。また、質的研究においてノダ文の伝達態度

が「親密感」や「一体感」(名嶋, 2007:97-100)、そして、「共感を示す」(McGloin, 1983:133)とされてお

りノダ文の第 1 因子と共通する。従って、尺度の内容的妥当性は認められると捉えている。 
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図 2a                図 2b           図 2ｃ 

図 2 ノダ文・非ノダ文の会話別 下位尺度 平均値 

 

図 2a は「親しみ・熱心さ」下位尺度得点に対するノダ文と非ノダ文の平均値を会話別に

示したものである。図 2a の結果について、言語形式 (ノダ文、非ノダ文)×会話 (1、2、3)

の 2 要因分散分析の結果、言語形式の主効果 (F(1,121)=220.88, p<.001)が有意であり、会話

の主効果 (F(2,121)=2.55, n.s.)は有意でなく、交互作用 (F(2,121)=7.11, p=.001)が有意であっ

た。交互作用が有意であったことから、単純主効果の検定を行ったところ、ノダ文に関し、

会話 1 の「親しみ・熱心さ」が会話 2 と会話 3 よりそれぞれ 5%水準、0.1%水準で有意に

低いという結果が得られた。会話 1 で値が最も低かったのは、アルバイトの面接場面であ

ることが考えられる。そのような状況では、話者と聞き手の間柄は最初から疎であると捉

えられたと考えられる。しかし、会話 1 を含め、会話 2 及び会話 3 におき「親しみ・熱心

さ」の値はノダ文が 0.1%水準で非ノダ文より有意に高いという結果を示した。この結果か

ら、ノダ文と非ノダ文の印象は、三つの用法を通し「親しみ・熱心さ」において有意に異

なると述べることができる。 

次に、図 2b は、「距離・正確さ」下位尺度得点について、会話毎のノダ文と非ノダ文の

平均値を示している。言語形式 (ノダ文、非ノダ文)×会話 (1、2、3)の 2 要因分散分析の

結果、言語形式の主効果 (F(1,120)=138.56, p<.001)が有意であり、会話の主効果

(F(2,120)=1.21, n.s.)は有意でなく、交互作用 (F(2,120)=4.82, p=.010)が有意であった。交互

作用が有意であったことから、単純主効果の検定を行った。その結果、非ノダ文に関し、

会話 1 の値が会話 2 と会話 3 より、それぞれ 1%水準、5%水準で有意に低いことが明らか

になった。この背景についても、図 2a と同様に、面接場面であることが影響を与えた可能

性がある。そのような場面では、非ノダ文で回答してもそれ程「距離・正確さ」という印

2

3

4

5

6

会話１ 会話２ 会話３ 

ノダ文 

非ノダ文 

2

3

4

5

6

会話１ 会話２ 会話３ 

ノダ文 

非ノダ文 

2

3

4

5

6

会話１ 会話２ 会話３ 

ノダ文 

非ノダ文 
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象に際立ちがない。しかし、会話 1 を含め会話 2 及び会話 3 において、非ノダ文の値の方

がノダ文より 0.1%水準で有意に高いという結果が得られた。このことは、「距離・正確さ」

においても、非ノダ文とノダ文では印象が顕著に異なることを示している。  

図 2a 及び図 2b の結果から、ノダ文と非ノダ文では聞き手に与える印象が明らかに異な

ることが分かった。また、図 2c は、「非好感度」下位尺度得点について、会話毎のノダ文

と非ノダ文の平均値を示している。言語形式 (ノダ文、非ノダ文)×会話 (1、2、3)の 2 要

因分散分析の結果、言語形式の主効果 (F(1,124)=.56, n.s.)が有意ではなく、会話の主効果

(F(2,124)=14.24, p<.001)が有意であり、交互作用 (F(2,124)=27.62, p<.001)が有意であった。

交互作用が有意であったことから、単純主効果の検定を行った。その結果、会話 1 で非ノ

ダ文の値が 0.1%水準で有意に高く、会話 2 ではノダ文の値が 0.1%水準で有意に高いこと

が分かった。尚、会話 3 はノダ文と非ノダ文に有意な差が生じなかった。この結果は、会

話 1 では非ノダ文が好まれず、会話 2 ではノダ文が好まれないが、会話 3 ではどちらも変

わらないことを示している。また、会話間の比較においても、ノダ文の値は会話 2 が会話

1 より 5%水準で有意に高く、非ノダ文の値は会話 1 が会話 2 と会話 3 より、それぞれ 0.1%

水準、1%水準で有意に高いことが分かった。この結果からも、会話 1 では非ノダ文が好ま

れず、会話 2 ではノダ文が好まれないことが分かる。 

 

6.6.3  結果考察 

 

本研究の課題 1 は、ノダ文の「和らげ」、「強調」、そして、「説明」の用法について聞き

手に与える印象を明らかにし、それがどのような聞き手への配慮と関係しているかを明ら

かにすることであった。また、課題 2 は非ノダ文が与える印象から、非ノダ文に伴う聞き

手配慮を明らかにすることであった。上の図 2a 及び図 2b の結果から、会話 (用法)を通し

て、ノダ文は聞き手と距離を近づけ親しみや熱心さを示す傾向が強く、非ノダ文は聞き手

と距離を保ち正確な情報伝達に徹する態度を示すと言うことができる。一方、好感度につ

いては、ノダ文の用法によって傾向が大きく異なることが分かった。会話 1 及び会話 2 に

おいて、ノダ文が「親しみ・熱心さ」を、非ノダ文が「距離・正確さ」を示すことには変

わりがない。にも関わらず、会話 1 では非ノダ文が好まれず、会話 2 ではノダ文が好まれ

ない。この理由は以下のように捉えられる。会話 1 は、話者が聞き手の要望に応えられず、

聞き手にとって不都合な情報を与えている。そのような状況で非ノダ文を用いると、正確
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さ優先の態度が示され、認識差への配慮が示されず聞き手配慮に欠けた印象を与えると考

えられる。 

一方、会話 2 ではノダ文が好まれないという結果となった。会話 2 のノダ文は「強調」

に当たる。会話 2 の内容は聞き手が日本語話者であれば既知であると想定できる。そのよ

うな場合、聞き手と距離を保ち正確な情報伝達に徹する非ノダ文の印象が良い26。この背

景については以下のように捉えられる。ノダ文は、田野村 (1990:41)が指摘するように、説

法や説教場面で多用されると信用を強制し権威的な姿勢を伝え得る。会話 2 の内容は、聞

き手内に既に存在する可能性が高く、予備調査においても説教や説得及び言い聞かせとす

る記述が見られた。聞き手側に既に存在する情報である場合或いは聞き手と認識差がない

場合にノダ文を使用すると、聞き手領域への侵害と解釈され得ることが考えられる。 

鈴木 (1989)は、言語形式上は文法的に可能であっても、「聞き手の私的領域を侵害して

はならない」という語用論的な丁寧さの条件を満たしていない場合には、聞き手に不快感

を与え、丁寧さに欠ける印象を与えるとしている。鈴木 (1989)は、代表的には、聞き手の

「欲求・願望・意志・感情・感覚」等が聞き手領域に属するとしている。しかし、自己の

領域を侵害されたと感じるのはこれらに限らず、聞き手である自己が周知の内容である場

合或いは話者と認識差がないと感知する事柄について、話者側から認識を強要される場合

にも感じられるであろう。従って、会話 2 において非ノダ文が好まれる理由は、「聞き手の

領域を侵害しない」という語用論的な丁寧さの条件が関与していると考えられる。非ノダ

文は、情報を正確に伝えることに徹し、聞き手と距離を保つ態度が伴う。その為、会話 2 の

ような状況においては好ましいと捉えられたと考えられる。 

また、会話 3 では、好感度に差が見られなかった。会話 3 は、会話 1 と同様に聞き手が

未知である情報を示すが、聞き手に不都合な情報とは捉えられない。従って、認識差への

配慮を示す必要性がなく、非ノダ文によって配慮のなさを表すことにならない。また、聞

き手領域に既に存在する情報とは捉えられない為、ノダ文により聞き手領域への侵害とは

ならない。その結果、両者の「非好感度」に差が生じなかったと考えられる。会話 3 は、

「親しみ・熱心さ」の得点が最も高いという特徴を持つが、非好感度においては、ノダ文

と非ノダ文の間に有意な差は認められないという結果となった。また、上記から、情報の

                                                   
26 ノダ文が示す「親しみ・熱心さ」は、必ずしも好感度に繋がらないことが分かる。ノダ文は用法を通

じて「親しみ・熱心さ」を一貫して示すもので、会話 2 も例外ではない。しかし、それが好ましくない

と捉えられたのが会話 2 であり、その為に、ノダ文の非好感度が高くなったと捉えられよう。 
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種類によりノダ文と非ノダ文の好感度に差が生じることが分かる。この点に関しては 8 節

の総合考察にて改めて論じる。 

 

6.7  韓国語話者との比較 

 

 会話 3 は、認識を強要しない説明であり内容は私的領域情報となっている。印 (2006)

及び金 (2007)の考察では、特に取り立てて強調することのない話者の私的領域情報を淡々

と述べる場合に日本語のノダ文は用いられる傾向があるとされていた。この用法がなぜ日

本語に多いのかを考察する為に、韓国語母語話者に対しても印象調査を実施することにし

た。日本語の原文について日韓語 2 か国語話者 1 名が直訳を行った結果、最初のノダ文は

表 5 の②、残り二つのノダ文は①として訳された。更に、他 1 名の日韓語 2 か国語話者が

原文との一致を確認する作業を行った。 

 

表 5 会話 3 韓国語訳の文末形式及び意味と用法 

韓国語 直訳 意味・用法 

① 거예요 keyeyyo 連体形＋の・もの・こと＋です 것이다(kes-ita)の口語体27 

② 거든요 ketunyo 連体形＋わけ（もの）＋です 理由説明を表す 

 

上記韓国語版を韓国語母語話者 38 名 (ソウル市内の大学に通う大学生 34 名及び関西の

大学に留学中の 4 名28
: 男性 20 名、女性 17 名、不明 1 名、平均年齢 23 歳)に実施し、韓国

語の kes-ita による名詞化文末及び非名詞化文末に対する印象評定を求めた。下の表 6 と図

3 に結果を示す。 

 

表 6 会話 3 言語別下位尺度平均値及び標準偏差 

 韓国語 日本語 

a.  親しみ・熱心さ   ノダ文 

                      非ノダ文 

4.67(.61) 

3.63(.66) 

5.25(.99) 

2.91(.84) 

                                                   
27 「kes-ita の口語体」とは日本語の丁寧体 (です・ます形)に当たる。kes-ita は日本語の普通体に当たる。 
28 女性 17 名の内 4 名が関西の大学に留学中の韓国語母語話者であった。上記 4 名を除き同様の分析を行

ったが結果は変わらなかった。 
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b.  距離・正確さ    ノダ文 

                      非ノダ文 

3.26(.95) 

4.56(.74) 

 3.34(1.08) 

 5.41(1.06) 

括弧内は標準偏差 

            

図 3a．親しみ・熱心さ            図 3b．距離・正確さ 

                 図 3 会話 3 言語別 下位尺度平均値 

 

先ず、「親しみ・熱心さ」の平均値について比較を行った。言語形式 (ノダ文、非ノダ文)

×言語 (韓国語、日本語)の 2 要因分散分析を行った結果、言語形式の主効果 

(F(1,79)=128.67, p<.001)が有意で、言語の主効果 (F(1,79)=.49, n.s.)は有意でなく、交互作用 

(F(1,79)=18.76, p<.001)が有意であった。交互作用が有意であったことから、単純主効果の

検定を行ったところ、ノダ文の「親しみ・熱心さ」の平均値は、日本語のほうが 1%水準

で有意に高く、対照的に、非ノダ文の「親しみ・熱心さ」の平均値は、韓国語のほうが 0.1%

水準で有意に高いことが明らかになった。この結果から、日本語では名詞化された終止文 

(ノダ文)が「聞き手との距離を近づけ親しみを示し、熱心に伝達を行う態度」が強いのに

対し、韓国語ではそのような傾向は日本語程、顕著でないことが伺える。また、韓国語の

非名詞化終止文の「親しみ・熱心さ」は日本語と比較すると顕著に高い。 

次に、「距離・正確さ」について、言語形式 (ノダ文、非ノダ文)×言語 (韓国語、日本

語)の 2 要因分散分析を行った。その結果、言語形式の主効果 (F(1,75)=75.41, p<.001)及び

言語の主効果 (F(1,75)=18.26, p<.001)が有意、そして、交互作用 (F(1,75)=3.89, p=.052)が有

意傾向を示した。単純主効果の検定では、日本語の非ノダ文が示す「距離・正確さ」の平

均値が韓国語より 0.1%水準で有意に高いことが明らかになった。この結果から、名詞化さ

れない終止文 (非ノダ文)は、日本語では「聞き手と距離を保ち、正確な情報伝達に徹した

2
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態度」が強いのに対し、韓国語ではそのような態度が日本語程、伴わないと言える。 

上記結果は以下のことを示す。日本語教育においてノダ文は「説明」と解説され、また、

金 (2007)によれば「説明」は日本語のノダ文に特徴的な機能である。しかし、なぜノダ文

が説明という機能を持つかは明らかではない。会話 3 では、特に認識を強要するとは捉え

られない説明にノダ文が用いられている。 韓国語に比べると、日本語の非ノダ文に強い特

徴が見られ、聞き手と距離を保ち正確さに徹した態度が強い。つまり、日本語では非ノダ

文とノダ文に対する印象の差が大きいことを表している。この為、良好な関係性を維持し

たい他者との談話においては非ノダ文が回避され、近さや親しみを示す為にノダ文が選択

されている可能性も一つには考えられる。この点は更に検討する必要性があるだろう。 

 

6.8  第 6 章 総合考察 

 

6.8.1  課題 1 と課題 2 の結果 

 

 第 6 章の課題 1 は「和らげ」、「強調」、「私的領域情報の説明」のノダ文に共通する印象

及び聞き手配慮を明らかにすることであった。また、課題 2 は非ノダ文が聞き手に与える

印象からどのような聞き手への配慮を伴うかを明らかにすることであった。調査の結果、

ノダ文は「聞き手と近づき、親しみを表し、熱心に伝達を行う」ものであるのに対し、非

ノダ文は「聞き手と距離を保ち、正確な情報伝達に徹した態度」を示すことが明確になっ

た。このような二つの態度は、本論文で定義した以下(20)の「聞き手領域に対する二つの

配慮」に対応するものと考えられる。 

 

(20) 本論文における「聞き手領域に対する配慮」とは、「聞き手を尊重する為に、聞き

手の領域への侵害を回避する配慮」と、「聞き手に好意を示し近づく為に、聞き手

の領域に触れる (踏み込む)配慮」を指す。 

 

 つまり、ノダ文は、聞き手との距離を近づけるものであることから、(20)の「聞き手に

好意を示し近づく為に、聞き手領域に触れる (踏み込む)」配慮に該当する。一方、非ノダ

文は、聞き手領域に情報が存在する会話 2 において好感度が高まった。これは、聞き手と

距離を保つことで聞き手領域を尊重する態度を示す為と分析した。この結果から、非ノダ
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文は(20)の「聞き手を尊重する為に、聞き手の領域への侵害を回避する」配慮を示すと捉

えることができる。 

 

6.8.2 非ノダ文の適切さと構造に基づく意味 

 

非ノダ文は会話 1 では聞き手への配慮に欠け、会話 2 では聞き手への配慮を表すと捉え

られた。ここでは、非ノダ文の適切性の判断について、非ノダ文の意味から考察を行う。  

非ノダ文は、聞き手と距離を保ち正確な情報伝達に徹しているという印象を与える。こ

のような態度は、言い換えると、話者個人の判断や認知をそのままに提示することに徹し

た態度とも言える。このことは、3 節で示した佐治 (1981)の終止形が示す意味に繋がる。

佐治 (1981)は、ノダ文に前接する述部は連体形であるとし、述部が連体形ではなく終止形

である場合 (つまり、非ノダ文である場合)、「話し手がそう判断し、主張しているもの」

としている29。つまり、非ノダ文を話者が選択した場合、それは話者独自の主体的な判断

となり、話者自身の責任で主張するものとなる。このように非ノダ文の意味を捉えるなら

ば、なぜ会話 1 の断りの場面で非ノダ文の好感度が下がったかが理解できる。 

会話 1 はアルバイトの面接場面で、話者が面接者の要望に反することを述べている。 

 

会話 1： 

   面接者: このような条件でお願いしたいのですが。 

A: 週三日ということでしょうか。 

面接者: ええ、できればなんですが。 

A: 月曜日と火曜日でお願いできればと思いますが。授業が詰まっていて週三

日は無理です。 

面接者: それではお友達でアルバイトをしたい方いらっしゃいませんか。 

      A: いません。 

 

 このように聞き手の期待や想定に反する情報を提示する場合、非ノダ文による応答は配

慮のなさや冷たさを感じさせる。これは、非ノダ文が話者個人の判断や主張として情報を

                                                   
29 Iwasaki (2000)は、平安時代の「連体形終止」の特徴を考察している。その中で連体形終止文は“suppressed 

assertion” (抑えられた主張)とし、「終止形」は「主張」としている。終止形の考察は佐治 (1981)の主

張と合致する。 
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提示し、聞き手の情報領域に関わらない述べ方になる為と考えられる。しかし、非ノダ文

は聞き手との関わりの欠如を示す反面、会話 2 では好感度が最も高いという結果が得られ

た。会話 2 の情報は既に聞き手領域に存在すると捉えられる。非ノダ文は、単に話者個人

の判断や主張であり、聞き手の情報領域への関与は示さない。その為、会話 1 のような場

面では冷たさに繋がるの対し、会話 2 の場合には聞き手の情報領域を尊重するという配慮

に繋がったと捉えられる。この結果から、聞き手領域に情報が存在するか否かという条件

が非ノダ文の待遇的な適切さに関わると捉えられる。従って、第 7 章では、聞き手領域に

情報があるか否かによって、ノダ文と非ノダ文が使い分けられているかについて新たな調

査を行い検討する。 

 

6.8.3 ノダ文の適切さと構造に基づく意味 

 

 次に、ノダ文の待遇的な適切さを、佐治 (1981)が示したノダの構造に基づいた意味から

考察を行う。3 節で示したようにノダ文のノは名詞化するものである。佐治 (1981)による

と「事柄を客体的に固定化」するものとなり、そのことによって「話し手の主観からはな

れたところで成立していることがらとして提出する」としている。更に、ノダ文のダによ

り、「話し手の判断」を示すと述べている。吉田 (1988)及び渡辺 (1991:13)においても同様

の見解が示されている。名詞化するノと判断を示すダを組み合わせることによって、「事柄

が固定的であること」を話者が断定することになる。このことは、事態成立の確実性を強

調するという用法になり得る。これが会話 2 の用法であると捉えられる。この為、聞き手

が既によく認識している情報である場合には、押しつけがましい印象を与え、待遇的に不

適切になると捉えられる。 

また、「事柄が客体的に固定化している」ことは、佐治 (1981)が指摘したように、「話者

の「責任」から離れたところで成立している」ことにもなる。非ノダ文が「話者の責任で

下した主体的な判断・主張」を提示するのに対し、ノダ文は、「判断が話者以外のところで

も成立している」ことを示唆する30。話者自身の判断としてでなく、どこかで既に決めら

                                                   
30「名詞」が持つ特性については、社会心理学においても研究されている。Carnaghi, Maass and Gresta, 

Bianchi, Cadinu and Arcuri (2008)によるイタリア語とドイツ語に対する実験によれば、人を叙述する際、

名詞を用いたほうが (例) He is a hero/an athlete) 形容詞を用いた時より (例) He is heroic/athletic)、その

性質が変わらず、固定した本質的なものと認知される。また、池上 (1978:174)では、名詞は属性や行為

ではなく、「内容が既知のもの、すでに諒承ずみのもの」という意味合いがあると指摘している。更に、

国広 (2002)は、連用形転用名詞(「窓を拭く」に対する、「窓拭き」等)を考察し、名詞化することによ
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れているという含みをノダ文が示す為に、会話 1 の断りの場面では個人の主張を和らげた

柔らかい印象を与えたと考えられる。 

しかし、会話 3 の「説明」の用法は、佐治 (1981)のノダ文の構造に基づいた意味とどの

ように関連するかは明らかでない。仮に、構造に基づく意味が「説明」の意味にも繋がっ

ているならば、その結びつきは以下のように考えられる。例えば、情報を客体化すること

が、話者から離れ話者以外のところでも成立していることを意味するならば、そのことに

より、話者だけではなく聞き手もアクセス可能な情報として提示することができる。その

ように捉えると、説明の用法においてノダ文が親和的な共有態度を示すことが理解できる。 

3 節では McGloin (1983:135)が、ノダ文は話者の領域にしかない情報をあたかも聞き手領

域に属する情報として述べ、その為、聞き手との一体感を表すと捉えていた。名詞化辞ノ

の機能が、説明の用法と結びつくものであるならば、それは、情報を客体化することで、

話者個人の中にある情報としてではなく、他者も捉えられるものに変換し提示していると

も考えることができる。 

McGloin (1983)が示した捉え方は、英語の actually の用法を分析した Aijmer (1986)にも見

られる。Aijmer (1986)は、談話をつなぐ形式として、well や you know 等の用法を研究した 

Schourup (1985)の「話者の三つの世界 (three worlds of the speaker)」という概念を参照して

いる。それは、話者の心の中の内容を示す「話者世界」、他者の心の中にある内容を示す「他

者世界」、そして、話者と聞き手の双方がアクセス可能な「共有世界」の 3 部世界があると

いう捉え方である。Schourup (1985)は、話者と聞き手が対話にどのように参加しているか

を記述する為には、この 3 部世界の存在を前提とすることが必須であると捉えている。

Aijmer (1986)はこの概念に基づき、(21)に示すように文末に用いられる actually は、「話者

世界」と「共有世界」が同じであることを伝達するものと捉えている。つまり、話者の世

界に存在していた情報を発話時点で開示し、共有世界に移動させたとも言い換えられる。

更に、Aijmer (1986)は、その為に、親密感や一体感を示すことになると述べており、その

点で、McGloin (1983)と非常に類似した見解を示している。 

 

 (21) The function of actually in end position can be characterized in a model in which the 

participants in conversation are oriented to different ‘mental’ worlds (cf Shourup, 1982). 

What the speaker has in mind when he engages in conversation can be referred to as his 

                                                                                                                                                     
り、「制度的に決まっていること」という含みを表すと捉えている。 
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private world. This is distinct from the ‘other world’ belonging to another speaker. The 

information which is available to both the speaker and the hearer represents the shared 

world. In this model actually conveys that the speaker’s world and the shared world are the 

same. It establishes contact or intimacy, signals group solidarity etc.  

                                                                (Aijmer, 1986:125) 

 

英語の actuallyは名詞化が伴うものではなく、日本語のノダ文に相当するわけではない。

しかし、「話者世界」と「他者世界」、そして、「共有世界」に分け、どの世界の情報かによ

って、談話を繋ぐ形式が選択されるとの捉え方は、対人的用法のノダ文と非ノダ文を捉え

る際、有益である可能性がある。上記の三つの世界に基づけば、ノダ文は「話者世界」の

情報を「共有世界」の情報として提示するものとなり、非ノダ文は「話者世界」の情報を

そのままに示すものと捉えることができる。そして、その為にノダ文は聞き手との近さや

親しみを、非ノダ文は距離感や正確さを重視した態度を伴うと捉えることができる。 

次章では、非ノダ文は聞き手の情報領域に関わりを示さないこと、そして、ノダ文は聞

き手の情報領域に関わるものであると仮定し更に検討を行う31。 

 

                                                   
31 第 6 章の分析は、IBM SPSS Statistics version 21 を用いた。 
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第 7章 対人的用法のノダ文と非ノダ文の使い分け 2  

  

7.1 第 7 章の目的 

 

 第 6 章のノダ文と非ノダ文の印象調査から本論文の課題 2 が考察でき、ノダ文は聞き手

と距離を近づけ親しさを表すものであり、非ノダ文は聞き手と距離を置き聞き手領域を尊

重するものと捉えた。これらは「聞き手との良好な関係性を構築する為の態度」であり、

本研究で捉える「聞き手領域に対する配慮」に含まれる。 

また、第 6 章の結果では、聞き手領域に情報が存在すると考えられる場合、ノダ文で提

示すると押し付けがましくなり、非ノダ文による提示が好まれた。また、聞き手に情報が

ない時には、非ノダ文で提示すると聞き手への配慮が感じられず、ノダ文による提示が好

まれるという結果となった。この結果から、非ノダ文とノダ文は「聞き手領域に情報が存

在するか否か」により使い分けられている可能性がある。つまり、聞き手領域に情報が有

る場合には非ノダ文が、無い場合はノダ文が適切となると考えられる。 

金 (2007)によれば、日本語のノダ文に特徴的であるのは「話者の私的領域情報」を説明

する用法であった。話者の私的領域に属する情報は通常は他者が容易に知り得ない為、ノ

ダ文が用いられている可能性もある。 

そこで、第 7 章では「話者の私的領域情報」をノダ文と非ノダ文で提示した際の聞き手

の認知に着目を行う。そして、非ノダ文は「話者と聞き手の双方が直接確認できる」場合

に選択されることを明らかにする。そして、話者に属する情報は通常聞き手が直接確認で

きないものが多い為に非ノダ文が用いられず、その結果、ノダ文の使用が顕著となること

を論じる。 

第 6 章の結果から、非ノダ文は「聞き手の情報領域に関わりを示さず、話者の自己の判

断・主張を示す」と捉えた。第 7 章では、「話者と聞き手の双方が直接確認でき、聞き手の

情報領域に関わる必要性のない場合」にも用いられることを論じる。 

 

7.2 問題提起 

 

第 6 章 3 節ではノダ文の先行研究を概観した。6.3.1 で示した研究では聞き手の認識を補

うものとしてノダ文が捉えられていた。また、野田 (1997)では、聞き手に認識させようと
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いう話者の心的態度がノダ文使用の動機づけであると指摘されていた。このように、聞き

手の認識度がノダ文の使用に関係していることが既に先行研究によって示唆されているが、

その後、更に検討を加えたものは見当たらない。また、聞き手の認識度と「非ノダ文」の

関係性を捉えた考察も見られない。このことから、第 7 章では、「聞き手の認識度」を話者

がどのように捉えるかという観点から、ノダ文と非ノダ文の使い分けを捉えることにする。

より具体的には、「聞き手が直接確認できる情報か否かに対する話者の判断」により、ノダ

文と非ノダ文の自然さが異なることに焦点を当てる。 

 

7.3 先行研究  

 

7.3.1 聞き手の認識度とノダ文・非ノダ文 

 

 第 6章の 6.3.1 では聞き手の認識を補うという観点からノダ文を捉えた研究を概観した。

具体的には、聞き手の認識が不充分であると判断された場合、または、話者の認識とズレ

があると判断された場合にノダ文が用いられることが示されていた (菊地, 2000; 石黒; 

2003; 藤城, 2007)。また、野田 (1997)においては、聞き手に認識させようという強い心的

態度が伴うことが指摘されている。しかし、非ノダ文に対しては詳細な考察が見られない。

ノダ文と対照的な意味を持つとするならば、非ノダ文は「聞き手の認識が充分である場合、

聞き手と話者の情報にズレが無い場合、そして、聞き手に認識させる必要性がない場合」

に用いられると仮定することができる。しかし、非ノダ文に対しこのような観点から考察

した研究は見当たらない。従って、第 7 章では特に非ノダ文に着目し、聞き手目当てに用

いられた場合の意味を明らかにする。 

 吉田 (1988)は、佐治 (1981)が述べたようにノダ文は「ノ」と「ダ」の組み合わせで構成

され、ノは名詞化の機能を、ダはその内容を述語化するものと捉えている。その上で、吉

田 (1988)はノダ文の様々な用法に対し「聞き手」を想定した上位概念を設定している点が

特徴的である。つまり、聞き手と話者のどちらに向けられた情報であるか、そして、聞き

手に向けられた場合、どのような情報を提示するかにより分類を行っている。言い換える

と、対事的ノダ文と対人的ノダ文に分けた上で、後者の場合の分類を聞き手の認識度によ

り行っている。以下にその詳細を示す。 

下の表 1 は吉田 (1988)の分類を示すが、吉田 (1988)では枝分かれ図で表示していること



146 

 

に留意されたい。 

 

表 1 吉田 (1988:52)によるノダ文の表現効果 

二句一文  換言：「～のは～のだ」 

一句一文 聞手に伝える 聞手に情報を提

示する 

 

告白：「話手にしか判らないことがらを」 

教示：「聞手が知らないことがらを」 

強調：「聞手が信じていないことがらを」 

実現すべきこと

を聞手に示す 

決意：「話手のなすべきことがらを」 

命令：「聞手のなすべきことがらを」 

話手が受けとめる  発見：「初めて知ったことがらを」 

再認識：「忘れていたことがらを」 

確認：「相手の発言したことがらを」 

その他の特殊なもの  整調：「文章の調子を整える」 

客体化：「主語の人称制限を中和する」 

 

先ず、吉田 (1988)の分類の内、対人的ノダ文は上記表 1 の「聞手に伝える」用法となる。

その用法には五つの下位項目がある (告白、教示、強調、決意、命令)。それらは二つにま

とめられ、「聞手に情報を提示する」のが「告白」、「教示」そして「強調」となり、「実現

すべきことを聞手に示す」のが「決意」と「命令」である。 

井島 (2012)は、吉田 (1988)の上記分類を参照し複数の小説をコーパスとした上でどの用

法が最も多いかを調査している。その結果、会話文では九割以上が「聞手に情報を提示す

る」(告白、教示、強調)用法であり、他の用法はわずかであったとしている。 例えば、井

島 (2012)は（１）を示し、（１）のノダ文は「聞手に情報を提示する」ものであり、聞き

手が知らないこと、信じていないことについて、話者が事実や自分の考えを伝えていると

している。 

 

 （１）「そんなら僕にだって話して聞かせてくれ給えな」「話せとは？」「何もそう君のよ

うに蔵
つつ

んでいる必要は有るまいと思うんだ。言わないから、それで君は余計苦し

いんだ。・・・」 

(井島, 2012:106, 原典: 島崎藤村『破戒』:585) 
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吉田 (1988:48)は「聞手に情報を提示する」三つの用法について、以下のように捉えてい

る。先ず、告白とは、①「話手だけが知っているはずの情報」であり、教示とは、②「聞

手が知らないことが確実であると思われる情報」、そして、強調とは、③「聞手が (一度は

聞いていながら)まだ納得していない情報」と記している。 

①、②及び③を見ると、①と②は聞き手が知り得ない情報であり、③は聞き手が十分認

識していない情報となる。ノダ文には様々な用法があるが、「聞き手に情報を提示する場合

の対人的ノダ文」を取り出せば、「聞き手が認識していないことを明示するもの」と大きく

括ることが可能である。また、第 6 章で取り上げた用法は、会話 1 は②の聞き手が知らな

いことが確実である情報 (教示)、会話 2 は「言い聞かせ」や「説得している」という母語

話者の記述から、③の聞き手が納得していない情報 (強調)、会話 3 は話者だけが知ってい

る情報 (告白)に対応するとも捉えられる。つまり、吉田 (1988)の「聞手に情報を提示する」

ノダ文の用法について印象を調査したことになる。 

ノダ文は聞き手が認識していない事柄を示すことは新しい見解ではなく、野田 (1997)、

菊地 (2000)、石黒 (2003)及び藤城 (2007)他とも一致している。しかし、前提とされてい

るが故に、聞き手の認識度とノダ文と非ノダ文との対応を確かめた実証的研究は見当たら

ない。本研究では非ノダ文を中心とし、聞き手の認識度との関係性を検討する余地がある

と捉えている。井島 (2012)の考察により、使用頻度においては「聞き手に情報を提示する

ノダ文」が多いと想定される。このことから、第 7 章では「聞き手に情報を提示する場合

の対人的ノダ文と非ノダ文」について考察を行う。そして、聞き手が知り得ない情報であ

る場合にノダ文が用いられるならば、非ノダ文は「聞き手と話者の情報にズレが無い場合、

つまり、話者と聞き手の情報が一致している」場合に用いられると仮定する。第 7 章では

非ノダ文の対人的用法に焦点を当て調査を行うこととする。 

 

7.3.2 対人的用法のノダ文・非ノダ文と間主観性 

 

情報が聞き手の領域にあるか否かによって、非ノダ文とノダ文が使い分けられているな

らば、話者は常に聞き手の認識を意識し言語形式を選択していることになる。 

そのような認知過程は間主観的であると言える。間主観性  (intersubjectivity)とは、
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Traugott (2003:128)
 1によれば、「話者が聞き手の認識、つまり、命題内容に対する聞き手の

態度を想定し注意を払う態度と、より社会的配慮として聞き手の社会的地位やアイデンテ

ィティー等、聞き手が保持したいフェイスやイメージに注意を払う態度」を意味する。つ

まり、間主観性とは認知的な側面と社会的な側面があると言える。前者は聞き手の認識に

注意を向ける態度、後者は聞き手の社会的な立場 (フェイス)に注意を向ける態度である。 

例えば、Traugott (2003:129)は（２）を挙げ、（２a）では、聞き手の認識に特に注意が向

けられていないのに対し、（２b）では、actually という語によって、話者が聞き手の認識を

意識していることを示すとしている。 

 

（２）a. I will drive you to the dentist． 

       b. Actually, I will drive you to the dentist．           (Traugott, 2003:129) 

 

つまり、「話者が聞き手を歯医者まで乗せていく」という命題内容について、聞き手は

それを必要としていないかもしれない、或いは、聞き手は他の誰かに乗せて行ってもらう

ことを期待している可能性がある等の聞き手内の認識を話者が想定した上での発話である

ことを actually が示すと述べている。従って、（２b）は（２a）より間主観的であると Traugott 

(2003)は捉えている2。 

 本研究では、聞き手の認識度を話者がどう捉えるかによってノダ文と非ノダ文が使い分

けられていると仮定を行う。その背景には、聞き手の認知に常に注意を払うという間主観

的な態度が関わっていると捉える。つまり、聞き手の認識の程度を測るという認知面にお

ける間主観性がノダ文と非ノダ文の選択に関わっていると仮定する。また、社会的な間主

観性である、聞き手の社会的な立場への配慮も使い分けに関わっていることを 7 節にて論

じる。 

 

7.3.3  聞き手の認識と言語形式の選択 

                                                   
1 Traugott (2003:128)の原著における定義を以下に記す。“…, intersubjectivity is the explicit expression of the 

SP/W’s attention to the ‘self’ of addressee/reader in both an epistemic sense (paying attention to their presumed 

attitudes to the content of what is said), and in a more social sense (paying attention to their ‘face’ or ‘image 

needs’ associated with social stance and identity).” 
2 第 6 章で参照した Aijmer (1986)は「文末」の actually に対する考察であった。Schourup (1985)の 3 部世

界から捉えると、（２b）の「文頭の actually」は、「他者世界」を意識し想定した上で、「話者世界」の

情報を「共有世界」と同期するとも考えられる。Traugott (2003)が捉える間主観性とは、「他者世界」を

意識し想定を行うという過程を重視したものと捉えられる。 
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聞き手の認識に対する話者の認知が日本語において言語形式の選択に関与する現象は、

ノダ文の他にも確認されている。例えば、田窪・金水 (1996:63)は、下の例文（３）を示し、

対話において聞き手の知らない対象を導入する際、（３a）のように固有名詞である「山田」

を用いるのは不自然で、（３b）の「～という」のように「メタ表示」を行うと自然になる

としている。 

 

（３）a. ?山田はこんど来たドイツ語の先生です。 

     b. 山田というのは、こんど来たドイツ語の先生です。   (田窪・金水, 1996:63) 

 

田窪・金水 (1996)は、（３）の状況で話者が（３b）の「メタ表示」を選択するのは、「聞

き手への運用上の配慮3」という語用論的な理由と捉えている。田窪・金水 (1996:63-66)は、

更に、メタ表示を用いるか否かの選択は、単なる共有知識の有無ではなく、長期記憶とリ

ンクされ直接的に経験できる事柄か或いは談話の場等で間接的に得られた一時的情報かが

関与すると捉えている。例えば、（３b）で、「山田という人」について情報を提示した後 (つ

まり、聞き手と情報を共有した後であっても)、聞き手はその後のやり取りで、話題の人に

ついて、「山田さんはまだ独身かい？」と固有名詞では言及できず、「その人」或いは「山

田という人」のほうが自然となる。この現象は共有知識の有無によっては説明できない。

田窪・金水 (1996:64)は、談話内で他者から間接的に得られた一時的な情報である為、上記

の場合、直接的な指示 (言及)ができないと捉えている。しかし、聞き手が当該人物を紹介

される等して、その人物に関し「直接的な経験」をしていれば、メタ表示は必要ではなく

なるとしている。 

田窪・金水 (1996)の把握は、本研究が捉えるノダ文の「間主観性」、つまり、「聞き手の

認識に対する話者の意識と配慮」を考える際に示唆を与えてくれる。つまり、単に、聞き

手が知っているか否かではなく、聞き手の中で「直接確認が可能」な程に情報が内在化さ

れているか否かが重要ということになる。このことから、本研究では「聞き手の中で内在

化され」「聞き手が直接確認できるか否か」について、話者が想定し、その想定のもとに、

ノダ文と非ノダ文を使い分けていると仮定を行う。 

                                                   
3 田窪・金水 (1996)が述べる、この場合の「配慮」とは、話者が提示した情報について聞き手がどの程度

認識しているかを測る認知的な間主観性を示すと本研究では捉える。 
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第 6 章 3 節にて、金 (2007)が指摘していたように、話者の私的領域情報に日本語のノダ

文が顕著である背景も、上記から捉えることができる。つまり、聞き手の中で内在化され

ず直接確認することが最も困難な情報とは「話者の私的領域に属する情報」であり、その

為、ノダ文が用いられやすいと仮定することができる。 

ノダ文が「聞き手が知り得ない話者の私的領域情報」を示すという分析は、平安時代の

連体形終止文にも見られる。土岐 (2005:17)は、連体形終止文 (前接する内容を名詞化する

点で現在のノダ文と共通する)は、「平叙文」では、「詠嘆」や「解説」、また「余情」や「強

調」を示すとされるのに対し、「会話文」では、「聞き手が把握できない発話者の感情や思

考の表出が典型的なケースである」としている (土岐, 2005:28)。このことから土岐 (2005)

は、連体形終止文は話者に情報の絶対的優位性が有ることを示すと捉えている4。 

鈴木 (1989)によれば、私的領域に属するのは、「欲求・願望・意志・感情・感覚等」で

ある。鈴木 (1997)は、私的領域の中でも「行動」は私的領域の範囲の外側に属すると捉え

ている。例えば、鈴木 (1997:60)は（４）に準じた例を挙げ、（４a）の「～たい」を用いた

発話は目上の人物には待遇的に不適切となるとしている。鈴木 (1997)は、その理由として、

「願望」は私的領域の中心に属し、その領域に踏み込むことになる為と捉えている。しか

し、（４b）が適切となるのは、他者の「行動」は私的領域の中でも外側に位置する為とし

ている。 

 

（４）a. 社長、コーヒーを飲みたいですか。 

    b. 社長、コーヒーをお飲みになりますか。 

 

鈴木 (1989,1997)を参照し、本研究では、私的領域情報の中でも中心に位置する「欲求・

願望・意志・感情・感覚」と、外側に属する「行動」の二種類を取り上げ、それぞれにつ

いてノダ文と非ノダ文で提示した場合、母語話者は各情報に対しどのように認識するかを

調査する。その際、話者の「欲求・願望・意志・感情・感覚」を示す情報を、鈴木 (1997)

を参照し「私的領域性が高い情報」、話者の「行動」を示す情報を「私的領域性が低い情報」

とする。そして、私的領域性が高い場合は、聞き手が知り得ない情報である為に非ノダ文

が不自然と認識され、私的領域性が低い場合には、聞き手が確認できると判断されれば、

非ノダ文が自然となることを示す。 

                                                   
4 Iwasaki (2000)は連体形終止文は現在のノダ文に当たると捉えている。 
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7.4 研究課題 

 

 本研究では以下の通り二つの課題を設定する。これらの課題を日本語母語話者に質問紙

調査を実施し明らかにする。第 7 章の調査では聞き手に反応を求める終助詞ネを用い、話

者の私的領域情報を提示して以下を考察する。 

  

 課題 1 非ノダ文は、聞き手が直接確認できる場合に自然となる。 

課題 2 非ノダ文は、聞き手が直接確認できない場合に不自然となり、ノダ文のほうが

自然となる。 

 

課題 1 と課題 2 では上昇調の終助詞ネを用い考察を行う。理由は以下の通りである。第

6 章の結果から、非ノダ文による情報提示は、聞き手の情報領域に関わりを示さず、話者

内の認知をそのままに提示するものと捉えた。このことは（５）のように終助詞ネを付加

するとより明確となる。文末の矢印はネが上昇調か下降調かを示している。 

 

（５）a. ?私はそう思いますね⤴ 

       a’. 私はそう思いますね⤵ 

       b. 私はそう思うんですね⤴ 

 

杉藤 (2004)によれば、ネが下降調である場合は自己確認のネを示し、上昇調である場合

には確認等の聞き手に反応を求める意となる。提示する情報が話者の私的領域情報である

（５）の場合、非ノダ文の（５a）は聞き手に反応を求める上昇調のネとの共起が不自然と

なるが、（５a’）の自己確認を示すネとの共起は自然となる。この現象は、非ノダ文が話者

内の認知をそのままに示すものである為に、自己確認のネとは共起することを示している。

しかし、上記は話者の私的領域情報である為、聞き手が直接確認することができない。非

ノダ文による提示は話者内の認識をそのままに表すものである為に、（５）のように聞き手

が知り得ない情報である場合、確認を求める文脈では用いることができない。この場合は、

（５b）のように、聞き手が知り得ない情報として提示するノダ文がより自然となる。 

 しかし、下の（６）のように終助詞ネを付加しない場合には、上記の特徴が表れず、（６
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a）の非ノダ文であっても自然となる。その原因は、非ノダ文には二つの語用論的 (対人的)

用法がある為と本研究では捉えている。 

 

（６）a. 私はそう思います。 

     b. 私はそう思うんです。 

 

つまり、（６a）の非ノダ文は既に第 6 章で考察した「聞き手領域に関わりを示さず、自

己の主張や判断を述べる」非ノダ文である。これを非ノダ文の一つ目の用法と捉える。そ

して、（６）の言い切り型では、「聞き手の認識に関わる」必要性がない為、非ノダ文の使

用は自然となる。しかし、（５a）のように上昇調ネが付加された場合には聞き手の反応を

求めるものとなる為に、必然的に「聞き手の認識に関わる」態度が要求される。つまり、

話者の間主観性が明示化される。その文脈においては、非ノダ文のもう一つの語用論的意

味が表れると本研究では仮定するものである。つまり、第 6 章の「聞き手の情報領域に関

わりを示さず、話者の自己の判断と主張を示す」という用法に加え、第 7 章では「話者と

聞き手の双方が直接確認できることを示す」という語用論的な用法もあることを明らかに

するものである。後者の用法は、聞き手の認識を意識する態度 (間主観性)が伴わない（６）

では現れない。従って、（５a）の上昇調の終助詞ネを用い非ノダ文とノダ文の自然さにつ

いて調査を行う。 

 

7.5 調査方法 

 

7.5.1  質問紙の内容 

 

表 2 は、調査で使用した「話者の私的領域情報」を分類したものである。鈴木 (1989)

の「欲求・願望・意志・感情・感覚」の内、本研究では「欲求」と「願望」を一つにまと

め、「～たい」という表現を用いて表すことにした。また、鈴木 (1997:59)では、「意志決定

に関するもの」として、「つもりだ」と「思う」を挙げている。本研究では「思う」を取り

上げ「思考」と分類し、話者の「感情」、「感覚」、「思考」及び「願望 (欲求)」を表す記述

を作成した。更に、話者の私的領域の外側に属する情報として、5～7 に示すように、話者

の行動を示す記述を加えた。行動を示すものに関しては過去形とテイル形を用い、未実現
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の事態を表すル形は用いなかった。 

 

表 2 私的領域情報の種類 

1. 感情 

2. 感覚 

3. 思考 

4. 願望・欲求 

5. 動作文過去形 

6. 動作文テイル形状態 

7. 動作文テイル形動作 

私はうれしいですね／うれしいんですね 

私は頭が痛いですね／頭が痛いんですね 

私は親は厳しいほうがいいと思いますね／思うんですね 

私は面白い映画が見たいですね／見たいんですね 

私は夏休みにハワイに行きましたね／行ったんですね 

私は銀行に勤めていますね／勤めているんですね 

私は今あなたと話していますね／話しているんですね 

 

表 2 の 1～7 の各文には、文末が「ノダ文＋ね」及び「非ノダ文＋ね」となる 2 種を準

備し、合計で 14 の文を作成した。終助詞ネは上昇調であれば、確認求め等の「聞き手に反

応を求める」という機能を持つ (杉藤, 2004)。文末のネが上昇調であることを確実に理解

してもらう為に、本研究では録音を聞かせ回答を求めることにした。表 2 の 14 の文につい

て、著者が目前の聞き手に話しかけるように発音し IC レコーダーに録音した後、

SoundEngine ver. 5.10 を用いて各文末が 200Hz 前後から 400Hz 以上に上昇していることを

確認した。杉藤 (2004:286)によれば、ネの終端が 200Hz から 400Hz 前後に上昇する場合に

「聞き手の反応を求める」意味となる。 

本研究では、話者の私的領域情報を 1 文で示したものを使用している。その理由は上昇

調の終助詞ネを付加することによって、話者が聞き手の情報領域を意識する過程が伴い、

課題 1 及び 2 を検討する条件が十分となる為である。また、文脈を追加すればする程、判

断要因が増えてしまい、どの要因によって参加者が回答を選んだかが不明瞭となる。従っ

て、本研究では、終助詞ネを付加した 1 文のみを示し調査を行うことにした。 

 

7.5.2  参加者及び手順 

 

 本研究の調査には、中部地方の日本人大学生 89 名 (男性 59 名、女性 30 名、平均年齢

19 歳)が参加した。参加者は 2 群に分かれ、2 種類の質問紙を準備した。第 1 群は 48 名 (男

性 33 名、女性 15 名、平均年齢 19 歳)、第 2 群は 41 名 (男性 26 名、女性 15 名、平均年齢
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19 歳)であった。表 3 は群別に質問紙の構成を示したものである (付録の質問紙 7)。質問

紙はそれぞれ 7 問から成り、文頭の番号は質問紙に記述された質問番号を示している。第

1 群と第 2 群はそれぞれ 7 つの同じ文を聞くが、どちらかがノダ文或いは非ノダ文になっ

ている。つまり、第 1 群及び第 2 群とも、同じ文に対して非ノダ文とノダ文の両方を聞か

せないようにした。 

これらの 7 つの文に対し、設問 1「自然か、不自然か (1. 不自然、2. どちらかといえば

不自然、3. どちらかといえば自然、4. 自然)」と、設問 2「相手が確認できることか、相

手が確認できないことか (1. 相手が確認できること、2. どちらかといえば相手が確認でき

る、3. どちらかといえば相手が確認できない、4. 相手が確認できないこと)」を設け、そ

れぞれについて 1 から 4 の内、最も適切な番号に○をしてもらった。また、第 1 群には表

2 の 7 番で示した「私は今あなたと話しているんですね」について、どのような状況であ

れば自然と感じられるかを自由記述で回答してもらった。 

 

表 3 群別の質問紙の構成  

 第 1 群 48 名 第 2 群 41 名 

① 私的領域高  

ノダ文 

1.  私はうれしいんですね。 

6.  私は頭が痛いんですね。 

3.  私は面白い映画が見たいんですね。 

5.  私は親は厳しいほうがいいと思うん

ですね。 

② 私的領域高  

非ノダ文 

3.  私は親は厳しいほうがいいと思いま

すね。 

4.  私は面白い映画が見たいですね。 

2.  私はうれしいですね。 

6.  私は頭が痛いですね。 

③ 私的領域低 

ノダ文 

2.  私は銀行に勤めているんですね。 

7.  私は今あなたと話しているんですね。 

1.  私は夏休みにハワイに行ったんです

ね。 

④私的領域低 

非ノダ文 

5.  私は夏休みにハワイに行きましたね。 

 

4.  私は銀行に勤めていますね。 

7.  私は今あなたと話していますね。 

⑤ 自由回答 7.「私は今あなたと話しているんですね」

について、どんな状況であれば自然に感じ

られますか。自由にお書きください。 

 

 

7.6 結果 
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7.6.1 母語話者評定結果 

 

 下の表 4 は、私的領域性が高い 4 項目 (嬉しい、痛い、見たい、思う)と、私的領域性の

低い項目 (行った、勤めている、話している)について、非ノダ文とノダ文の平均値と標準

偏差を示したものである5。 

 

表 4 質問別 平均値及び標準偏差 

 嬉しい 痛い 見たい 思う 

自然さ 

ノダ文 

1.48(.71) 

N=48 

1.75(.91) 

N=48 

1.78(.91) 

N=41 

3.07(.88) 

N=41 

自然さ 

非ノダ文 

1.32(.47) 

N=41 

1.42(.71) 

N=41 

1.73(.89) 

N=48 

1.83(.97) 

N=48 

確認不可 

ノダ文 

2.98(1.00) 

N=48 

3.29(1.01) 

N=48 

3.00(.81) 

N=41 

2.46(1.00) 

N=41 

確認不可 

非ノダ文 

3.20(.84) 

N=41 

3.34(.73) 

N=41 

3.15(.92) 

N=48 

3.29(.87) 

N=48 

 行った 勤めている 話している  

自然さ 

ノダ文 

2.31(.96) 

N=41 

1.75(.76) 

N=48 

1.85(.88) 

N=47 

 

自然さ 

非ノダ文 

2.02(1.02) 

N=48 

2.20(1.01) 

N=41 

3.00(.98) 

N=41 

 

 

確認不可 

ノダ文 

2.61(.97) 

N=41 

2.02(1.12) 

N=48 

1.32(.59) 

N=47 

 

確認不可 

非ノダ文 

2.23(1.10) 

N=48 

2.12(1.00) 

N=41 

1.27(.45) 

N=41 

 

N は参加者数、括弧内は標準偏差を示す。 

                                                   
5 私的領域性が高い 4 項目、私的領域性が低い 3 項目について、項目により平均値に違いは見られるが、

これらの中から恣意的にある項目を取り出し分析することも適切とは言えない。従って、本研究では 4

項目及び 3 項目の平均値を用い分析を行っている。 
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また、下の表 5 及び図 1 と図 2 は、各質問について、私的領域性が高い項目 (4 項目)と

私的領域性が低い項目 (3 項目)にまとめた結果を示している。本研究の参加者は 2 群に分

かれたが、表 5 では二つの群の参加者を合計した結果を示している。例えば、①の「「高」

ノダ文＋ネ」(「高」は私的領域性が高い情報を示す)では、第 1 群が答えた 2 問 (「私は

うれしいんですね」、「私は頭が痛いんですね」)と、第 2 群が答えた 2 問 (「私は親は厳し

いほうがいいと思うんですね」、「私は面白い映画が見たいんですね」)の四つの文に対する

平均値を示している。 

 

表 5 評定結果 平均値及び標準偏差 

 ①「高」ノダ文

＋ネ 

②「高」非ノダ

文＋ネ 

③「低」ノダ文 

＋ネ 

④「低」非ノダ

文＋ネ 

1.  不自然―自然 1.99 (.78) 1.59 (.73) 2.03 (.85) 2.29 (.96) 

2.  聞き手確認可―不可 2.95 (.78) 3.24 (.70) 2.10 (.97) 1.98 (.94) 

「高」とは私的領域性の高い情報を、「低」とは低い情報（話者の行動）を示す。  

 

       

図 1 不自然―自然            図 2 聞き手確認可―不可 

**p<．01 

 

図 1 は、設問 1 の不自然－自然 (1. 不自然～4. 自然)の結果を示している6。図 1 の結果

                                                   
6 自然さの値が伸びなかったのは、文脈を与えず「単文」を聞かせたことが原因であるが、これは予測の

範囲内の結果である。この調査で重要なことは、同一の条件下で平均値に有意差が生じるか否かである。

条件を揃えた上で、尚、母語話者の捉え方が有意に異なるという図 1 の結果は、ノダ文と非ノダ文では

母語話者の認識に有意な差があることを示している。 
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について 1 要因の分散分析を行ったところ 0.1% 水準で有意差が見られた

(F(2.72,239.44)=12.70, p<.001)
7。平均値間の差の検定 (Bonferroni)を行ったところ、私的領

域性が高い②の非ノダ文＋ネは、①のノダ文＋ネより、1%水準で「自然さ」の平均値が有

意に低いことが明らかになった。更に、②の平均値は、私的領域性が低い③ノダ文＋ネと

④非ノダ文＋ネよりも、それぞれ、1%水準、0.1%水準で有意に低いことが分かった。しか

し、③と④の間には有意な差が見られなかった (p=.12)。 

上記は以下のことを示す。上昇調ネの使用によって、話者は聞き手の認識を測り意識す

ることになる。そのような文脈で、話者の心的状態を非ノダ文で提示することは最も不自

然であると判断されたことになる。 

図 2 は、設問 2 の聞き手が確認可－不可 (1. 聞き手確認可～4. 聞き手確認不可)に対す

る結果である。図 2 の結果に対し 1 要因分散分析を行ったところ、0.1%水準で有意な差が

生じた (F(2.54,223.29)=50.08, p<.001)。平均値間の差の検定 (Bonferroni)を行ったところ、

私的領域性が高い②の非ノダ文の平均値は、①のノダ文より 1%水準で有意に高いことが

明らかになった。つまり、上昇調ネの存在によって、話者は聞き手の認識を意識する過程

が伴う。その場合に、話者の心的状態を非ノダ文で提示すると、聞き手が確認できないと

認識され、その値はノダ文で提示した場合よりも有意に高い。 

しかし、③と④の私的領域性が低い情報の場合、ノダ文と非ノダ文の間で差が見られな

かった (p=1.00)。また、図 2 を見ると、私的領域性が高い①のノダ文と②の非ノダ文は、

私的領域性が低い③のノダ文と④の非ノダ文より値が高くなっている。平均値間の差の検

定 (Bonferroni)結果からも、①と②の双方が、③と④より 0.1%水準で有意に高いという結

果となった。これは、私的領域性が高い情報は、ノダ文でも非ノダ文であっても聞き手が

直接確認できないと捉えられる傾向が強いことを示している。従って、日本語話者は、他

者の心的状態というものは直接確認できないものと認識する傾向が強いことが分かる。こ

のことは、第三者の心的状態を非ノダ文で示すことができないという日本語の制約と関連

している。 

例えば、Kuroda (1973)は、他者の感情を報告する場合には非ノダ文が不自然となること

を示している。下の（７a）の「メアリーはさびしい」8は、話者がメアリーに感情移入し

ている場合を除き不自然であり、通常報告する場合には（７b）のようにノダ文が用いられ

                                                   
7
 図 1及び図 2の 1要因分散分析の結果において、モークリーの球面性検定が有意となった為、平井 (2012)

及び石井 (2005)を参照し Greenhouse-Geisser の F 値を参照し記述している。 
8 Kuroda (1973)の例文はローマ字表記であるが、本論文では日本語表記に直し示す。 



158 

 

るとしている (大江, 1975; 金水, 1989; 神尾, 1990 他)。 

 

 （７）a.?メアリーはさびしい。 

    b. メアリーはさびしいのだ。                              (Kuroda, 1973:381) 

 

金水 (1989)は、他者の内的状態を非ノダ文で示すと不自然になる現象について以下のよ

うに述べている。日常的対話で聞き手にある状況を知らせる「報告」の場合、話し手が「直

接知ったこと、または話し手が直接決定できることと、そうでないことを文の形式の上で

区別しなければならない」としている。つまり、非ノダ文は話者が直接確認できる場合し

か用いることはできず、他者の感情等、話者が直接知り得ない場合にはノダ文が選択され

ることになる。このことは、聞き手の認識を意識する際には、聞き手に対して適応される

と考えられる。つまり、非ノダ文は聞き手が直接確認できることでなければ不自然となり、

直接確認できれば自然となる。図 1 で②の非ノダ文の値が最も低くなったのはその為と言

える。 

例えば、（８a）の実例について、（８a’）のように文末が上昇調であるとすれば自然とな

る。この（８a’）を（８b）のように非ノダ文に置き換えると、話者にしか分からないこと

を聞き手に確認しているように聞こえ不自然となる。上昇調ネの使用によって話者は聞き

手の認識を意識し測る過程が伴う。（８）は聞き手が直接確認できない話者の心的状態を示

す為、（８b）の非ノダ文による提示は、不自然となると説明できる。これに対して、（８a’）

のノダ文は非ノダ文と比較するとより自然と判断されたことになる。 

 

（８）a.「…皆さん、帰ってきていただいて、それが私はすごく嬉しいんですね」 

(http://blog.rnb.co.jp/gjmama/?p=311, 2015 年 3 月 26 日参照) 

        a’. 皆さん、帰ってきていただいて、それが私はすごく嬉しいんですね⤴ 

    b. ?皆さん、帰ってきていただいて、それが私はすごく嬉しいですね⤴ 

 

 この結果から、聞き手の認識を意識し測る必要性がある文脈では、聞き手が直接確認で

きるか否かによって非ノダ文とノダ文が使い分けられていると言える。しかし、話者の行

動を表す私的領域性が低い情報 (③と④)については、二つの設問において差が生じておら

ず異なりが確認できなかった。従って、7.6.2 では、③と④に対し異なる分析方法を用い考

http://blog.rnb.co.jp/gjmama/?p=311
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察を行う。 

 

7.6.2 私的領域性が低い情報に対するノダ文と非ノダ文 

 

7.6.2 では、話者の行動を示す情報について、相関分析を行い考察する。表 6 は、設問 1

の「不自然―自然」と設問 2 の「聞き手確認可―不可」との相関係数を示している。 

 

表 6 「自然さ」と「聞き手確認不可」との相関係数(ピアソンの相関係数) 

  ③私的領域低 ノダ文＋ネ 

１. 自然さ 

④私的領域低 非ノダ文＋ネ  

１. 自然さ 

2.  聞き手確認可―不可 .264* -.597** 

*p<．05,  **p<．01 

 

表 6 から、④の「非ノダ文＋ネ」は、「聞き手確認不可」と「自然さ」の間に 1%水準で

有意な負の中程度の相関があることが分かる (r=-.597, p<.01)。この結果は、「聞き手が確

認可能」と判断される程、非ノダ文の自然さの値が高まることを示している。 

一方、③の「ノダ文＋ネ」は、「聞き手が確認できない」ことと「自然さ」との間に 5%

水準で有意な正の弱い相関が認められた (r=.264, p<.05)。相関係数が低いことに留意すべ

きであるが、この結果は、聞き手が確認できないと判断される程、ノダ文の自然さが高ま

る傾向を示している9。しかし、ノダ文より非ノダ文の特徴のほうが強いことは留意すべき

である。 

 行動は、話者の内的状態と異なり、外から観察可能である。従って、聞き手が確認でき

ると認識される可能性も、また、参加者によっては確認できないと判断される可能性もあ

る。上記から、「聞き手が確認できる」と捉えられる程、非ノダ文の使用が自然と認識され、

反対に聞き手が確認不可と捉えられる程、非ノダ文が不自然と判断されることが明らかに

なった。 

 例えば、（９）は話者の行動を示すものであるが、（９a）のように、聞き手もその事実を

                                                   
9 石井 (2005:174)による「相関係数の 95％信頼区間の限界値」を参照すると、参加者 90 名で相関係数が.25

の場合、その信頼区間は[.05, .43]となっている。これは、およそ 95%の確率で母集団における相関係数

は.05 から.43 の間になることを意味する。いずれにしても、非ノダ文に対する結果のほうが強いと言え

る。 
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知っており直接確認できると判断した参加者は非ノダ文が自然であると認識し、反対に、

（９b）のように、聞き手はその事実を知らないと判断した参加者は非ノダ文が不自然であ

ると判断したことになる。 

 

 （９）a. 私は夏休みにハワイに行きましたね⤴  (聞き手もその事実を知っている) 

       b. ?私は夏休みにハワイに行きましたね⤴   (聞き手はその事実を知らない) 

 

上記結果は、課題 1 の「非ノダ文は、聞き手が直接確認できれば自然となる」ことを示

している。 

 

7.6.3  聞き手が確認できる情報とノダ文 

 

 本研究の調査では、(10)のように、文中に「あなたと (聞き手と)」が含まれ、聞き手も

参与者となる話者の行動を含めた。 

 

(10) 私は今あなたと話しているんですね⤴． 

 

(10)のノダ文について、どのような状況であれば自然と感じられるかを、第 1 群の参加

者 48 名に自由記述で回答してもらった。その結果、40 名から回答を得ることができた。

それらの回答について、内容に類似性があるものをまとめていったところ、四つに分類す

ることができた (表 7)。尚、表 7 で IV に分類したものは、I、 II 及び III のどの分類にも

当てはまらない為、分析の対象外とした。 

 

表 7 ノダ文が自然に感じられる状況 母語話者自由回答 

分類 母語話者 回答例 件数 

I. 誰と話してい

るか確認してい

る 

・大勢でしゃべっていて誰が誰としゃべっているかわからない状況 

・大勢の人(友達)が話し合っている中、自分と特定の一人が話しているかを

確認する状況 

・電話等で顔が見えない時 

15 
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II. 自分が実際に

話をしているこ

とを確認してい

る 

・病気等で今まで話せなかった人が話せるようになったとき 

・実際に会えると思っていなかった人と会って話をしていて夢じゃないのか

と確認した時 

・ずっと話してみたかった憧れの人と話すことができて興奮している時 

10 

III. 相手に分か

らせようとして

いる 

・会話を拒否して無視している人に話しかけている状況(教師と反抗する生徒

等) 

・相手がうわの空で話を聞いているかどうかわからない時=相手に自分と話し

ていることを認識させたい時 

・相手が自分と会話している状況を理解していない時 

9 

IV. その他 最後のネをなくす／スカイプ／話し方が不自然でよく分からない／疑問系 6 

 

表 7 の I と II は、話者の行動 (＝話者が話していること)を聞き手に確認している状況、

III は聞き手が十分に認識していない事柄を聞き手に認識させる状況が記述されている。

(10)の内容は、聞き手も確認できることが前提となる為、I と II のように、話者自身の行動

について聞き手に確認を求めることができる。この結果から、ノダ文は「聞き手、または、

話者」内で内在化されていない情報を示すと捉えることができる。このことは既に菊地 

(2000)により指摘されている。菊地 (2000)はノダ文の中心的機能を「①話手と聞手とが、

ある知識・状況を共有し、②それに関連することで話手・聞手のうち一方だけが知ってい

る付加的な情報がある―という場合に、その一方だけが知っている部分を提示するときの

言い方」と捉えている。更に、石黒 (2003)においても、ノダ文の中核的機能は「話し手、

聞き手のいずれか一方の、既有の不充分な認識が発話時に充分になることを示す」として

いる。その為、I と II の状況が記述されたと捉えられる。しかし、第 7 章では「聞き手に

情報を提示する場合の対人的ノダ文と非ノダ文」を対象としている為、I 及び II の検討は

行わない。 

表 7 の結果の内、注目すべきは III の「相手に分からせようとしている」場合であり、

聞き手も参与する話者の行動であるにも関わらず、聞き手の中で十分な「内在化が行われ

ておらず」、「直接確認ができていない」との話者の想定が伴っている。この結果は、既に

先行研究で示されているように、ノダ文は聞き手の中で内在化されず確認できないとの話

者の判断が伴うことを示している。 

しかし、(10)を下の(11)のように非ノダ文にしてみると、聞き手が直接確認できるという
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想定の上で発話されたと解釈できる。 

 

(11) 私は今あなたと話していますね（⤴） 

 

この例からも、聞き手の認識を意識し測るという間主観性が求められる場合には、非ノ

ダ文は話者と聞き手の双方が直接確認できる情報に用いられることが分かる。その為に、

図 1 に示すように、話者の内面など聞き手が直接確認できない情報である場合、非ノダ文

での提示が不自然となると捉えることができる。 

  

7.7 課題 1 及び課題 2 と間主観性 

 

本研究の調査から、課題 1 及び課題 2 を明らかにすることができた。つまり、「聞き手

に反応を求める」という聞き手の認識を意識し測る過程 (間主観性)が伴う場合には、話者

と聞き手の双方が直接確認できる場合に非ノダ文が自然となる。しかし、話者の心的状態

等、聞き手が直接確認できない情報は非ノダ文が不自然となりノダ文がより自然となる。 

この結果は二つのことを示す。先ず、対人的用法のノダ文と非ノダ文には、Traugott (2003)

による認知的な間主観性が関与していることである。つまり、話者は聞き手がどのぐらい

認識しているかを意識し、その結果によって、ノダ文或いは非ノダ文を選択することを示

している。もう一つは、図 2 の結果から明らかなように、日本語話者は他者の内的状態は

知り得ないものとして認識する傾向が強いことである。金水 (1989)は、日本語では話者が

「直接知ったこと、または話し手が直接決定できることと、そうでないことを文の形式の

上で区別しなければならない」という制限があることを指摘している。この制限は、聞き

手に反応を求める場合には、「聞き手」の認識にも当てはまると考えられる。ノダ文は、菊

地 (2000)及び石黒 (2003)により「話者か聞き手の一方」に欠けている情報を提示するとさ

れるのに対し、非ノダ文は「話者と聞き手の双方」が直接確認できることに用いられるこ

とになる。 

野田 (1997)をはじめとした先行研究では、聞き手と話者の間に認識のズレがある場合に

ノダ文が用いられるとされている。しかし、非ノダ文に対しては詳細な検討が行われてい

ない。本研究の調査からは、非ノダ文の方に強い傾向が伴い、話者と聞き手の双方が確認

できる、つまり、認識が一致していることを示すことを明らかにした。これは、非ノダ文
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のもう一つの対人的用法と捉えることができる。 

上記から、聞き手の認識を意識した上で言語形式の使用を決めるという認知面における

間主観性がノダ文及び非ノダ文の双方で見られることになる。しかし、Traugott (2003)の間

主観性には、聞き手のフェイスやイメージに配慮を示すという社会的な間主観性も含まれ

ていた。後者の社会的な間主観性、つまり、待遇面における適切さは、第 6 章で考察を行

った。ノダ文と非ノダ文が認知的な間主観性と社会的な間主観性を伴っていることは、以

下の学習者の誤用分析から明らかになる。(12)は、市川 (2010:586)が学習者の誤用例とし

て挙げたものである。(12a)のノダ文は、市川 (2010:590)によると、「「そんなことも知らな

いのか」といった押し付けがましい表現」となるとされている。 

 

(12) a. 今の福建省は、台湾と中国の経済交流のチャンネルとして存在するんです。                 

(市川, 2010:586) 

b. 今の福建省は、台湾と中国の経済交流のチャンネルとして存在します。 

 

(12a)のノダ文の印象が好ましくないのは、以下の理由があると考えられる。ノダ文は「聞

き手内で内在化されておらず、直接確認できない情報である」という話者の判断を表して

しまう。これは話者の認知的な間主観性を表している。しかし、社会的な間主観性は伴っ

ていないと捉えられる。なぜなら、聞き手が当該情報を熟知し、話者より知識量が多い場

合には、聞き手の社会的立場等、聞き手が保持したいフェイスを侵害することになり得る

為である。従って、(12a)のノダ文は社会的な間主観性を欠くと判断され不適切となる。 

これに対し、非ノダ文は「話者と聞き手の双方で内在化され直接確認できる情報である」

という話者の判断が伴う。聞き手の情報量が話者と同程度かそれ以上である場合には、

(12b)のほうが聞き手の認識を正確に想定することになり、また、聞き手のフェイスやイメ

ージに配慮を示すこともできる。この現象は、聞き手の認識度を話者が正確に把握すると

いう認知面における間主観性と、聞き手の社会的なイメージやフェイスに適切に対応する

という社会的な間主観性が、ノダ文と非ノダ文の適切さの判断に関わっていることを示す。

特に、後者の社会的な間主観性との関わりはノダ文と非ノダ文において指摘されていない。

学習者が対人的用法のノダ文と非ノダ文を適切に使用できるようになる為には、認知面と

社会面の双方の間主観性が必要ということになる。 
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7.8  第 7 章 総合考察 

 

聞き手の認識が充分でない場合にノダ文が用いられるとする研究は見られるが、非ノダ

文に対しては対人的用法や意味に焦点が当てられていなかった。第 7 章では非ノダ文に焦

点を当て、対人的用法を明らかにすることができた。 

表 8 は、第 6 章と第 7 章で明らかになった非ノダ文とノダ文について、認知的な間主観

性と社会的な間主観性をまとめたものである。 

 

表 8 対人的用法の非ノダ文とノダ文の使い分け(聞き手に情報を提示する場合) 

 認知的な間主観性の有無 社会的な間主観性 

非ノダ文 1. 聞き手の情報領域に関わらず、話者内の

認知をそのまま提示する (非間主観的) 

 

 

2. 聞き手領域に情報が存在し、話者と聞き

手の認識が一致している (間主観的) 

→聞き手の情報領域に関与せず、非親和的

な態度 (第 6 章の会話 1) 

→聞き手の情報領域に関わらないことで、

聞き手の領域を尊重する (第 6 章の会話 2) 

 

ノダ文 聞き手領域に情報が存在せず、話者と聞き

手の認識が一致していない (間主観的) 

→親和的な共有態度を示す 

→押し付け／聞き手のフェイスを尊重しな 

い (第 6 章の会話 2) 

 

先ず、第 6 章では、非ノダ文は聞き手の情報領域に関わる態度を示さず、話者個人の主

張や判断を正確に伝えると分析した。これは、聞き手の認識に関与しない点で、非間主観

的な用法であると言える。このような態度は、会話 1 のように聞き手の意向に沿えない情

報を伝達する際には聞き手配慮に欠けた印象を与える。しかし、会話 2 のように聞き手領

域に情報が存在する場合には、聞き手の領域に関わらないという態度が、聞き手の情報領

域を尊重するという社会的な間主観性になり得ることを論じた。そして、第 7 章では、上

昇調のネを付加することで、聞き手の認識を意識する過程を伴う場合の非ノダ文を検討し

た。その結果、非ノダ文は話者と聞き手の双方が直接確認できる情報である場合に自然と

なることが分かった。この用法には認知的な間主観性が伴うと共に、聞き手の情報領域を

尊重するという社会的な間主観性にも繋がると捉えられる。 
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また、ノダ文は先行研究から、聞き手が認識していないことを示すものと捉えられ、第

7 章にてそのような認知的な間主観性が伴うことを検証した。また、その為に、第 6 章の

会話 3 のような話者の私的領域情報の提示においては親和的な共有態度が生じると捉えら

れる。しかし、このような態度は、会話 2 の聞き手もよく知る内容である場合には、聞き

手のフェイスを侵害する等、社会的な間主観性を欠いた用法ともなり得る。 

日本語では、対人的用法のノダ文が多く、認識を強要する必要性のない広範な「説明」

に用いられるとされている。そして、その場合、庵 (2013)が指摘するように、なぜ対話内

で頻繁に説明を行う必要性があるかは明らかになっていない。本研究はその背景には日本

語話者の間主観性の顕著さがあると捉えている。それは、聞き手の認識を常に意識し、聞

き手が直接確認できないと判断すればノダ文を選択する志向性である。つまり、聞き手に

情報がないことを察して補うという配慮が重視されていると捉えている。 

また、本研究で得られた結果は、日本語教育における学習者の誤用への対処或いは良好

なコミュニケーションに必要な情報提示のあり方として応用できる。ノダ文には多くの用

法が考察されているが、それらを全て習得することは学習者の負担となる。その為に、誤

用の多い文法項目となっている可能性もある。本研究で捉えた、「話者も聞き手も直接確認

できる」と判断すれば非ノダ文が用いられ、「話者と聞き手のどちらかが十分認識していな

い」と判断すればノダ文が用いられるという「聞き手 (と話者)の認識度」による使い分け

は比較的容易に理解できると捉えられる。しかし、この区別は聞き手の認識面だけを捉え

たものであり、より社会的な配慮としては、ノダ文の使用によって聞き手のフェイスを侵

害する可能性があるかを見極める必要性がある。従って、ノダ文と非ノダ文の選択には認

知的配慮と社会的配慮の双方が必要ということになる 。 

聞き手の認識を常に意識し、「聞き手が直接確認できるか否か」により言語形式を選択

するという態度は、間主観的であり日本語にて顕著である可能性がある。しかし、Heritage 

& Raymond (2005)によれば、英語話者においても類似した認識が存在する。例えば、聞き

手に属する情報について話者が評定等を行う場合、断定形を避け付加疑問文を用いる。そ

のことにより、聞き手が情報の所有者であることに配慮を示す。これは、(12b)と類似し、

聞き手のフェイスやイメージに配慮を行っていることを表す。しかしながら、日本語のよ

うに、聞き手が十分認識していないことを明示する言語形式が存在し多用されるかは定か

でない。 

 第 7 章では、常に聞き手の認識を意識し言語形式を選択するという認知面における間主



166 

 

性がノダ文だけでなく、非ノダ文の選択にも関与していることを明らかにした10。 

 

                                                   
10 第 7 章の分析は、IBM SPSS Statistics version 22 を用いた。 
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第 8章 意味論的意味と語用論的意味との関連性 2 

 

8.1  聞き手領域に対する配慮との関連性―対人的用法のノダ文と非ノダ文 

 

 第 5 章では、テクレルとテモラウの語用論的意味について、本論文の課題 2 である「聞

き手領域に対する二つの配慮」との関係性を考察した。この章ではもう一組の言語形式で

あるノダ文と非ノダ文を調査した第 6 章と第 7 章の結果を総括し、「聞き手領域への二つの

配慮」との関わりを考察する。 

 第 6 章の印象調査から、ノダ文は聞き手に近づき親しさを示す配慮を、非ノダ文は聞き

手を尊重し領域への侵害を回避する配慮が伴うと分析した。また、第 7 章の結果から、聞

き手が情報を内在化しているかという「情報領域」への意識と配慮がノダ文と非ノダ文の

選択に関与していると捉えられた。つまり、第 6 章ではより社会的な聞き手の領域への配

慮との関わりを、第 7 章では聞き手の認知に対する配慮との関わりを示したとも言える。 

聞き手に属する「情報」、つまり、聞き手のほうがよく知っている情報は、聞き手領域

に属するものとして配慮の対象となることは、Heritage (2011, 2013)、Heritage & Raymond 

(2005)、Raymond & Heritage (2006)及び神尾 (1990)において指摘されている。例えば、

Heritage (2013:381)は、Raymond & Heritage (2006:688)の例文（１）を示し1、話者であるジ

ェニーが聞き手であるヴェラの家族について言及を行う場面を取り上げている。（１）に示

した下線部のジェニーの発話はヴェラの家族について評価を行うものである。Heritage 

(2013)は、この部分でジェニーが断定形を用いず、付加疑問文を用いている点に着目して

いる。 

 

（１）Jen: I bet they proud of the family． 

        Ver: Yes．   

        Jen: They’re a lovely family now, aren’t they．  

        Ver: They are, yes．  

        Jen: Yes．   

        Ver: Yes 

                                                   
1 Raymond & Heritage (2006)では、発話の書き起こしが発話者の発音を忠実に反映する記述法となってい

るが (例えば、lovely は luvly というように)、本論文では通常の綴りに書き直し、また、“Mm” 等のヘッ

ジは省略していることに留意されたい。 
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        Jen: All they need now is a little girl to complete it．  

 (Raymond & Heritage, 2006:688) 

 

Heritage (2013)は、断定形を避け付加疑問文を選択することにより、話者は聞き手の情報

領域を尊重し踏み込まない態度を示すと捉えている。この現象から、Heritage (2013)はどち

らが情報の権限を持つかは、相互行為におき厳しく管理されていると捉えている。また、

Heritage & Raymond (2005:34)は Goffman (1971)の「情報領域」という概念に触れ、Goffman 

(1971)の情報領域2には「知識や専門」は含まれないが、「情報の権利に対する管理 (control 

over right to information)」は言語的な相互行為においても観測されると指摘している。「聞

き手領域」とは「聞き手が持つ情報」にも適応され、その領域への侵入が厳しく管理され

るということになる。これは非ノダ文の選択と関連する。 

Heritage (2011)は、また、聞き手の経験に共感し応答するような場合にも話者と聞き手の

どちらに認知的権利 (epistemic right)があるかが認識され、それによって言語形式や言語行

動が選択されると捉えている (Heritage & Raymond, 2005; Raymond & Heritage, 2006)。例え

ば、Heritage (2011:168)では、聞き手の経験に反応する場合として、以下の（２）の会話例

を挙げている。 

 

  （２）Dia: Jeff made an asparagus pie. 

             It was so good. 

        Cla: I love it. Yeah I love that. 

                    (Heritage, 2011:168, 出典: Goodwin and Goodwin, 1987:24,37) 

 

 Heritage (2011)は（２）におき、下線部の聞き手 (Cla)の I love it と Yeah I love that の時制

が現在形になり、また、it から that に言い換えられていることに着目している。時制を現

在形にすること、そして、that にすることにより、「一般的な事柄に対する」聞き手の反応

                                                   
2 Goffman (1971)は、“The Territory of the Self”と題された 2 章において、8 つの保護領域 (preserve)、つま

り、個人の領域として守られるべき領域を挙げている。それらは、①空間 (他者との距離等)、②一時

的所有空間 (例えば、公園のベンチ等)、③作業をする際に必要な空間、④順序 (先着順等)、⑤体を覆

うもの (皮膚やコート等)、⑥所有物、⑦情報、そして、⑧会話 (話の主導権を握る権利等)である。こ

の中の、「⑦情報 (information preserve)」とは、Goffman (1971)によると、以下に示すように、個人だけ

がアクセスできる権利を持つものとされている。“Information Preserve: The set of facts about himself to 

which an individual expects to control access while in the presence of others (Goffman, 1971:38-39).” 
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(この場合は、嗜好性)を示していると捉えている。（２）の場合、聞き手は話者が語る経験

を共有していない為、自らの一般的な好みを提示することで話者の世界に立ち入らず、か

つ、話者への反応を友好的なものにしていると捉えている。このように、聞き手と話者の

どちらに情報や経験が属するかを認識する過程が対話において働いており、それに応じて

言語形式が選択されることが指摘されている。 

上記は、第 6 章及び第 7 章で考察した非ノダ文とノダ文の使い分けに関連している。非

ノダ文は、第 7 章の分析から、聞き手が直接確認できると判断されれば自然となった。そ

して、第 6 章の会話 2 で考察したように、そのような場合に、ノダ文を選択すれば、「聞き

手領域に存在しない」或いは「聞き手領域に属していない」との話者の想定を明示するこ

とになり、待遇的に不適切となり得る。そして、結果的に、聞き手のフェイスやイメージ

を侵害する可能性も生じる。このように、非ノダ文とノダ文の使い分けに際しても、情報

の「認知的権利」が意識され、それに応じて言語形式が選択されていると考えることがで

きる。 

ノダ文は McGloin (1983)が捉えるように親和性を表すものであると考えられ、第 6 章の

印象調査における結果も McGloin (1983)の見解を裏付けている。しかし、聞き手領域に情

報がある場合には押しつけとなり好感度が下がる。このことは、Goffman (1972:63)が指摘

していたように、回避的な配慮が他者配慮における基本であり、どのような社会において

も基本的には領域を回避する行為の体系 (stand-off arrangements)として把握できるとした

こととも合致する。  

第 6 章の会話 2 と第 7 章で考察した学習者の誤用例に見られたように、ノダ文の聞き手

と近づく態度は時に聞き手領域への侵害となる。また、第 6 章の会話 1 で観察したように、

非ノダ文の聞き手領域に関与しない態度は非友好的な態度となり得る。このことは、聞き

手と近づく配慮と聞き手を回避する配慮に関し、どちらが適切になるかの判断が必ずしも

容易でないことを示唆している。 

関わる態度 (involvement)と関わらない態度 (detachment)との間にはジレンマが存在し、

それぞれにリスクが伴うことは、Heritage & Raymond (2005)らによっても指摘されている。

例えば、Raymond & Heritage (2006:701)は下の（３）を示し、友好的な行為においては、他

者に関心を示さないリスク、そして、他者と関わり過ぎる (時に、占領してしまう)リスク

の二つのリスクを上手く管理することが必要であるとしている。 
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（３）In acts of affiliation, person must manage the twin risks of appearing disengaged from the 

affairs of the other, or appearing over-involved with and even appropriating them.   

                         (Raymond & Heritage, 2006:701) 

 

同様に、Heritage (2013:383)では、「話者が聞き手の領域に属する情報 (経験や意見)につ

いて応答する場合、関わる態度 (involvement)と関わらない態度 (detachment)のジレンマを

上手く操作しなければならない。他者を支持するのに十分に親和的態度は必要であるもの

の、それが聞き手の経験や意見を飲み込んでしまう程とならぬよう行き過ぎないことが必

要なのである」としている。 

対話でのノダ文と非ノダ文の選択においても、友好的であろうとする為に関わりを示す

態度と、聞き手と距離を置くことで侵害を回避する態度の相反する配慮との間を行き来し、

それに応じて言語形式が選択されていると捉えることができる。Heritage (2013)らの考察を

参照するならば、本論文の課題 2 である「聞き手領域に対する二つの配慮」とは、関わる

ことが配慮となる場合と、関わらないことが配慮となる場合とも言い換えられる。そして、

第 2 章で考察したように、感謝を述べる際のテクレルとテモラウにもその二つの配慮によ

る区別があり、聞き手に情報を提示する際の「対人的用法」のノダ文と非ノダ文において

もその二つの配慮が関わっていると捉えることができる。 

また、第 7 章では、なぜ日本語では対人的用法のノダ文が多いかについて触れた。ノダ

文が日本語で顕著な理由として、聞き手領域への意識と配慮 (＝間主観性)の度合が高いこ

とを示唆した。Heritage (2013)他によれば、英語話者においても対話において情報領域は厳

しく管理されている。その為、聞き手領域への意識と配慮は英語話者においても顕著であ

ると考えられる。だとすれば、ノダ文或いは非ノダ文に備わる語用論的意味は、他言語で

は一つの文法形式ではなく、様々な形式により示されている可能性もある。それらを調査

した上で、尚ノダ文に備わる用法が日本語で顕著であるとなれば、それは日本語話者の聞

き手配慮における規範が関与していると結論付けることができる。Heritage (2013)らを参照

すれば、聞き手領域への侵害を回避することが望ましいという規範は少なくとも英語話者

とは共通すると仮定できる。一方、聞き手の情報領域に「関わる」或いは自己と聞き手の

情報を一致させるという同一化の志向性が日本語話者におき顕著である可能性が考えられ

るであろう。 
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8.2  Brown & Levinson (1987)の構造と機能的用法の関係性モデルからの検討 

 

第 5 章では、テモラウとテクレルについて、本論文の課題 2 を Brown & Levinson (1987)

のモデルから捉えた。 この章ではノダ文と非ノダ文について同様に考察を行う。 

 

  

 form  meaning              usage1 ⇒ usage2    

 

          

 図 1 Brown & Levinson (1987:259)の構造と用法の関係性 III (原著ではモデル I と II は別々の図とし

ても示されているが、I と II を統合した III の図のみを参照している) 

 

第 6 章と第 7 章では、聞き手に対する対人的用法のノダ文と非ノダ文の使用を捉えた。

従って、上記図 1 の用法 2 である機能的用法を考察したことになる。しかし、図 1 の用法

1 は「構造が決定する用法」である為、用法 1 の想定から始めなければならない。 

 ノダ文には多くの研究がある。しかし、代表的な研究の多くは語用論的な意味や用法を

扱っていると捉えられる。例えば、田野村 (1990)の「背後の事情」、そして、野田 (1997)

の「関係づけ」においては、文脈を想定し文脈との関連性から「帰納的に」意味や用法を

捉えている。従って、語用論的な意味を捉えたことになり、その為に、ノダ文は様々な用

法が記述されてきたとも述べることができる。なぜなら、Givón (1982)が指摘したように、

意味は文脈から帰納的に推論され、その過程では、家族的類似性や確率的推論、そして、

類推等を経て様々な意味が想像され得るからである。 

第 6 章の 3 節では、佐治 (1981)、吉田 (1988)及び渡辺 (1991)のノダ文に対する考察を

示した。それらの研究においては、ノダ文の意味を「名詞化ノ＋断定ダ」という構造から

捉えている。そして、その構造に伴う意味を佐治 (1981)を基に以下の通り捉えた。ノによ

る「名詞化」は、「ある事柄が、話者以外のところで成立している」ことを示し、ダはその

ことを断定する。非ノダ文はこれと反対の認識を示すとするならば、「話者個人の判断・主

張として述べる」となる。これらを、それぞれの用法 1 と捉え、図 1 のモデルを基に考察

を行う。 

 先ず、非ノダ文を図 1 から捉える。先ず、第 6 章の非ノダ文の用法について考察する。

II 

I 

→ =determines 

点線矢印= partially determines 

⇒ = related by implicature 
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用法 1 から第 6 章の用法 2 への変化過程は以下の通りと想定される。先ず、「話者個人の判

断・主張として述べる」を示す形式を選択したことは、話者の意図と含意があると聞き手

に推論される。それは、話者が聞き手と友好的な関係性を保とうとする意図と仮定する。

そのような文脈において、単なる話者個人の判断・主張として示すことにより、聞き手の

情報領域に関わらない述べ方となる。このような態度は、会話 1 のように「断り」等、聞

き手との情報差に配慮を示す場合には、個人の都合を優先した冷たい態度と捉えられる。

その為、非ノダ文が「配慮」を示すのは会話 2 で考察したように、「聞き手領域に情報があ

る場合」という条件が付随する。そして、その場合に「話者個人の判断・主張」として述

べることにより、聞き手の情報領域を尊重した述べ方となる。このように捉えると、非ノ

ダ文の用法 1 と用法 2 は繋がりを持つ。 

また、上記は第 7 章の用法とも繋がっている。非ノダ文の選択が待遇的に適切となるの

は第 6 章の会話 2 のように、聞き手領域にも情報がある場合である。そして、第 7 章では

聞き手も直接確認できると判断された場合に、非ノダ文が自然と認識された。このことか

ら、用法 1 の「話者個人の判断・主張として述べる」という意味から、第 6 章の用法 2「聞

き手の領域に関与しない態度」が推論され、更には、「聞き手領域に関与する必要性がない

場合」として、第 7 章の用法 2「話者と聞き手の認識にズレが無い (＝聞き手も同様に直

接確認できる)」が導かれる。第 6 章と第 7 章の非ノダ文の用法は対人的・語用論的なもの

であるが為に、Givón (1982)が示していたように、上記の換喩的な推論による結びつきはあ

り得ると本研究では捉える。 

 次に、ノダ文を図 1 から捉える。用法 1 は「話者領域以外でも成立している」ことを示

し、その意を持つ形式を選択した意図と含意が聞き手に推論される。ノダ文は文脈によっ

て含意が様々に推論される。例えば、断りの場面では、話者の主体的判断としてでなく話

者領域以外でも成立しているとすることで、主張を抑え、断りを和らげるという含意が推

論される。また、聞き手が知り得ない情報である場合には、「話者領域以外でも成立してい

る」ことを示すことによって、聞き手も共有できる情報として提示する。このような態度

は聞き手の情報領域への「関わり」を志向する規範が基盤となっていると捉えることがで

きる。従って、ノダ文の場合も用法 2 は用法 1 と関連性を持つと捉えることができる。 

 このように、ノダ文と非ノダ文においても、構造に基づく意味論的な意味と聞き手と対

峙した時の語用論的意味は関連性を持ち、また、それぞれの語用論的意味には「聞き手領

域に対する配慮」が関わっていると捉えることができる。非ノダ文は聞き手の情報領域に
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関わらないことが配慮となる場合に待遇的に適切となり、ノダ文は聞き手の情報領域に積

極的な関わりを示すことが配慮となる場合に適切となる。従って、本論文の課題 2 である

「聞き手領域に対する二つの配慮」は、テクレルとテモラウだけではなく、ノダ文と非ノ

ダ文の語用論的意味においても関与していると捉えることができる。 

 以下に、本論文で考察したノダ文と非ノダ文についてまとめる。 

 

表 1 ノダ文と非ノダ文の構造に基づく意味と対人的用法における意味  

 意味論的意味 (構造に基づいた意味) 語用論的意味 (対人的用法) 

非ノダ文 終止形→話者個人の責任で判断し主張す

る 

聞き手の情報領域に関わりを示さない (第 6 章) 

  聞き手領域への無関心或いは尊重 

聞き手の情報領域に関わる必要性がない 

話者と聞き手の双方が直接確認できる (第 7 章) 

ノダ文 名詞化辞ノ＋ダ→話者個人の責任から離

れたところで成立している事柄として提

示 

聞き手の情報領域に関わりを示す 

親和的或いは押しつけがましさ(第 6 章) 

聞き手が直接確認できない事柄 (第 7 章) 

話者の私的領域情報・説明の用法が多い理由 

先 行 文 献

と の 関 わ

り 

佐治(1981)、吉田 (1988)、渡辺 (1991)に

よる、「名詞化辞ノ＋断定ダ」による機能 

→非ノダ文の意味はノダ文と対照を成す

と仮定 (本研究) 

対人的用法の内、吉田 (1988)の「聞手に情報を

提示する」(告白、教示、強調)について考察。 

→第 6 章の会話 1 は教示、会話 2 は強調、会話

3 は告白に対応する 

→第 7 章の調査で用いた刺激文は話者の私的領

域情報の告白 (披瀝性)に該当する。 
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結論 

 

1. 課題 1 テクレルとテモラウの叙述文と感謝文の意味 

 

 第 1 章では、叙述文におけるテクレルとテモラウの異なりと、それぞれの意味を明らか

にした。その結果、テクレルとテモラウの構造が意味に影響を与えることが明らかになっ

た。テクレルは与え手を主語とする構造を持つ為に、与え手を行為の「始点」と認識し、

その為、与え手からの自発的な援助であった場合に選択される割合が高いことを考察した。

また、テクレルは、久野 (1978)他により与格の受け手に「視点」があることが指摘され議

論されてきた。しかし、本論文では、テクレルは与格の受け手に視点を据えながら、出来

事の「始点から着点までの流れ」を捉えるものと分析した。その為に、母語話者の記述に

おいては、援助に至るまでの経緯や援助時の状況記述が伴う傾向が高いと分析した。この

結果から、テクレルに関し、視点や共感の所在という観点のほかに、行為の「始点」も同

様に考慮することが重要であると指摘した。 

 一方、テモラウは、受け手を主語とする構造を持つ。受け手から依頼を行った場合、受

け手が動作主である為、行為の「始点」と認識され使役型テモラウとなる。しかし、テモ

ラウは必ずしも受け手の依頼を伴わないという結果が得られた。与え手からの自発的援助

であった場合にもテモラウの使用率が高いことが明らかになった。この場合、受け手 (主

語)は動作主ではなく非動作主と解釈され、受動構文の構造と類似する。そして、受動型テ

モラウは、「視点」が受け手にあり、働きかけを伴わない点で、テクレルと非常に類似した

ものとなる。しかし、上記で述べたように、テクレルは出来事の始点から着点を捉えるの

に対し、受動型テモラウは受け手、つまり、着点のみに視点を据えたものと捉えた。また、

母語話者の記述においては、受動型テモラウは援助時の状況や援助に至る経緯を示す記述

が伴わない傾向があった。この現象は、受動型テモラウが受け手に属する状態、つまり、

結果を捉える表現である為と分析した。 

 一方、感謝文における使い分けは全く異なるものとなった。第 2 章では、テクレルは与

え手との親しさを示すものであるのに対し、テモラウは与え手の負担に対する認識を示す

ことが明らかになった。従って、課題 1 の結果としては、感謝文の意味と叙述文の意味は

同じとは言えないということが明らかになった。 
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2.  課題 2 聞き手領域に対する配慮と言語形式の選択 

 

課題 2 は、「聞き手領域に対する二つの配慮」が対者場面における言語形式の選択に影

響を与え、また、意味論的意味と語用論的意味には関連性があることを明らかにすること

であった。その為に、本論文では、感謝文のテクレルとテモラウ、感謝文のテクダサルと

テイタダク、そして、対人的用法のノダ文と非ノダ文を考察した。 

この内、敬語形のテクダサルとテイタダクに関しては、敬語形であるが為に、聞き手領

域に対する配慮は両言語形式で共通していた。双方とも聞き手を尊重する為、聞き手領域

への侵害を回避する配慮を伴うものと捉えた。従って、下記では感謝文のテクレルとテモ

ラウ、そして、対人的用法のノダ文と非ノダの結果についてまとめを行う。 

感謝文におけるテクレルと対人的用法のノダ文は、聞き手と関わり、聞き手と近づくこ

とが配慮となる場合に選択されるのに対し、感謝文におけるテモラウと対人的用法の非ノ

ダ文は、聞き手の領域を尊重し侵害を回避することが配慮となる場合に選択されると分析

した。更に、これらの言語形式の語用論的な意味は、それぞれの構造に基づく意味から含

意を推論することにより関連性を持つことを確認した。 

課題 2 の結果として、言語形式の語用論的意味には聞き手領域に対する二つの配慮、つ

まり、聞き手との良好な関係性を構築する為の配慮が関わっていると捉えた。感謝文にお

いては、テクレルは与え手と近づくことが好ましく、テモラウは与え手の負担を認識し与

え手領域に配慮を示すものになる。また、対人的用法のノダ文は、聞き手との良好な関係

性を築く為に聞き手の情報領域に関わりを示す態度を、非ノダ文は関わらないことが好ま

しい場合に用いられると分析できた。テクレルとテモラウだけではなく、対人的ノダ文と

非ノダ文の使い分けにも同様の二種類の聞き手への配慮 (＝聞き手との良好な関係性を築

く態度)が見受けられたことは意義がある。本論文では二組の言語形式のみを扱ったが、二

種類の聞き手領域への配慮が語用論的意味に影響を与えるという現象は、他の言語形式を

考察する際にも応用できる可能性がある。 

本論文では、Traugott & Dasher (2002)の意味変化における誘引的推論理論を参照し、構造

に基づいた意味論的意味が文脈からの帰納的な推論を経て、語用論的意味に変化する過程

を考察した。この過程で重要なことは、聞き手にどのような配慮を行うことが望ましいか

という規範が推論の方向性に関わることである。このことは、話者と聞き手が共有してい

る社会的規範の如何によって、推論の方向付けが変わることも示唆している。その為、他
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言語に同様の言語形式が存在するとしても、その語用論的意味は社会や文化により異なる

と考えられる。Brown & Levinson (1987:257)では、下の（１）に示すように、「ある文化に

おける、フェイスを補償する行為の水準や種類と、それらの補償行為を表す文法項目の精

緻化は相関関係がある」と捉えている。 

 

（１）…we would expect there to be correlations between overall levels and kinds of face 

redress in a culture and the special elaboration of grammatical devices for achieving that 

redress.                    (Brown & Levinson, 1987:257) 

 

このことは、例えば、負債感に敏感な社会であれば、聞き手への負債感を表す言語形式

の精緻化が進み多様化することを意味している。構造が決定する意味から、文脈からの推

論を経て機能的用法に変化するという過程はどのような言語にも見受けられ、新しい理論

や発見ではない。しかし、社会や文化によって聞き手への配慮の規範 (の程度)が異なる為

に、機能的用法や意味が異なることを検証した研究は多くは見られない。今後は、構造と

その構造に基づいた意味が共通する他言語の言語形式を見つけ、それぞれの語用論的意味

を比較する研究が望まれる。そのことによって、二つの社会におけるそれぞれの聞き手配

慮の規範、つまり、聞き手との良好な関係性を築く為の規範がそれぞれの語用論的意味に

どのように関与し変化するかを考察することができる。 

言語形式の語用論的意味を解釈する上では、社会的要因、特に聞き手配慮における規範

を考慮することが重要であることを、本論文の課題 2 の結果は示すと捉えている。 

 

3. 言語と社会の関係性 

 

本論文で参照した Brown & Levinson (1987)の言語構造と機能的用法のモデルは、特定の

言語や社会によらず、機能的用法への変化には文脈から話者の含意を推論する過程が介在

することを示すものである。しかし、同時に、社会や文化によってその含意と推論の方向

性が変化することが前提とされている。つまり、同様の構造を有する言語形式が複数の社

会で存在していても、それぞれの社会における聞き手配慮の規範 (の程度)によって、語用

論的な意味が異なることを前提としている。 

本論文は、主にデュルケーム (2014)の理論を参照し、「聞き手領域に対する二つの配慮」
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を捉えた。その上で、学習者が特に難しいとする授受補助動詞のテクレルとテモラウ、そ

して、対人的用法のノダ文と非ノダ文の使い分けを考察した。その結果、感謝文における

テクレルには聞き手と近づくことが好ましいという配慮が、そして、テモラウには聞き手

に負担をかけることは好ましいことではないという配慮が関与していることを示した。感

謝文のテモラウに伴う規範とは、常に自己の責任と他者への負債を気に掛けることが好ま

しいという「道徳的負債感」であると捉えられる。Coulmas (1981)及び Brown & Levinson 

(1987:247)
1が指摘しているように、日本語話者が「負債」に敏感であるとすれば、対者場

面でのテモラウの使用拡大は、現代の日本語話者がそのような規範を重視する傾向を示し

ていると捉えられる。 

一方、敬語形テイタダクについても使用が拡大傾向にある。この傾向は現代の日本語話

者が他者に関わらない風潮を示すとの見解もある (金澤, 2007 他)。テイタダクに関しては、

他者から遠ざかる (距離を置く)ことを志向する傾向を示すと本研究では捉えた。しかし、

テモラウも含めテイタダクは聞き手を個として或いは Goffman (1972)に従えば、神のごと

き存在として扱うことを志向する傾向とも捉えることができる。つまり、テモラウは聞き

手領域への侵害を避ける態度、テイタダクは自己領域に留まり聞き手領域から遠ざかる態

度を示すことによって、どちらも聞き手の領域を尊重する態度を示していると捉えること

ができる。 

また、対人的用法のノダ文は聞き手の情報領域に話者が関心を持った上で、関わること

が好ましい場合に選択されるのに対し、非ノダ文は聞き手の情報領域を尊重し関わらない

ことが好ましい場合に選択されると捉えた。社会学の立場から、会話を相互行為と捉え分

析を行っている Heritage (2013)他の研究によれば、他者と「関わる配慮 (involvement)」と

「関わらない配慮 (detachment)」のジレンマが相互行為において観察されるとしている。

そして、他者との良好な関係性を維持する為にはこの二つの配慮を上手く操縦する必要性

があるとしている。本論文では、ノダ文と非ノダ文の選択にはこの二つの配慮が関わると

捉えた。対人的用法のノダ文は日本語に多く見られる。その背景には、聞き手の情報領域

に関わりを示す配慮があると捉えられる。対人的用法のノダ文に関しては、話者と聞き手

の情報領域を一致させるという同一化の志向が関わっている可能性がある。テモラウとテ

イタダクの使用拡大には、聞き手領域に関わらないことを志向する傾向を見たが、その一

                                                   
1 Brown & Levinson (1987:247)は、「負債に敏感な文化 (debt-sensitive culture)」として、日本社会を挙げて

いる。 
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方で、聞き手の情報領域 (認知面)に対しては関わりを示すことが志向されていることにな

る。認知的な間主観性においては、話者と聞き手の認識を同一化するという志向性が強い

可能性もある。 

このように、機能的用法を聞き手領域への二種類の配慮から考察することも意義がある

と捉えられる。そのような過程では、普遍的な社会性の本質からの影響と日本語話者に特

徴的な社会的・認知的志向性の双方をより具体的に捉えることが可能となる。特に、他言

語との比較において、聞き手領域への二種類の配慮から語用論的意味を捉えることは、言

語と社会の関係性をより鮮明に捉えることに繋がるであろう。 

本論文では課題 2 に関し、授受補助動詞テクレル・テモラウ及びノダ文・非ノダ文の二

組の言語形式を取り上げた。しかし、これ以外の言語形式においても課題 1 及び課題 2 が

観察できる可能性がある。例えば、学習者が難しいと捉える「～ておく」「～てある」「～

てしまう」等の文末形式 、そして、自動詞 (なる)と他動詞 (する)の使い分けは (市川, 

1989)、構造から捉えられる意味と語用論的な意味が異なっている可能性がある。対人的用

法における機能は十分に明らかになっていないが、それらが明確になれば学習者の習得が

進むと考えられる。 

語用論的意味と構造に基づいた意味とを区別し、その二つの意味の関連性を考察し始め

ると聞き手への配慮が見えてくる。このような段階では他言語との比較も有益であると思

われる。今後は、課題 2 の考察を他の言語形式、そして、他言語との比較において行うこ

とも可能であろう。 

 

4. 日本語教育への示唆と今後の展望 

 

 最後に、日本語教育への示唆と今後の展望を述べる。庵 (2011,2013)は「日本語教育のた

めの文法」の必要性を強調している。その為には、文法の規則や意味を知らせる「理解レ

ベル」の知識と、意味を理解した上で実際に使えるようになる「産出レベル」の知識を区

別する必要性があるとする。そして、現在の文法研究においては、後者の産出レベルにお

ける研究が十分ではないことを指摘している。また、序章で触れたように、市川 (1989)

は、コミュニカティブ・アプローチ、つまり、産出を重視する日本語教育では、文法の説

明が形態と意味に留まらず、意味と機能との関係性を捉えることが重要としている。本研

究では、叙述する場合と与え手に感謝を述べる場合を区別し、テモラウとテクレルの使い
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分けを分析した。また、対人的用法のノダ文と非ノダ文に対しては、聞き手に与える印象

と聞き手の認知や社会的立場への意識 (配慮)という側面から分析を行った。意味論的意味

と語用論的意味を区別することは、産出レベルを明らかにすることに繋がる。庵 (2011)が

指摘するように、産出レベルの研究は日本語教育において必要とされ、その立場からの文

法研究は可能性が広がっていると捉えられる。 

また、第二言語習得研究の立場から、Thomas (1983)は、学習者の語用論的誤りには言語

語用論的誤りと社会語用論的誤りがあると捉えている。そして、この二つを区別すること

が重要としている。言語語用論的誤りとは、ある発話行為がどのような表現で達成できる

かという言語的知識であり、社会語用論的誤りとは、社会的にどのような言語行動が好ま

しいかという目標言語社会の世界観に関わる知識である。 

本論文では言語形式が持つ語用論的意味を捉えるだけではなく、その背景にある他者配

慮に関する規範にも触れた。その知識は Thomas (1983)が述べる社会語用論的知識に分類さ

れると考えられる。本論文では語用論的意味に影響を与えている社会的規範を社会学・人

類学的枠組みを援用し捉えた。日本語話者に特徴的と見られる社会的規範をデュルケーム 

(2014)、Goffman (1972)及び Brown & Levinson (1987)に基づいて、普遍的な社会性の本質の

中に捉えたことになる。異文化理解には様々な姿勢が存在すると考えられる。目標言語社

会の文化を自分達とは異なるものとして切り離し異質のものとして位置付けることも、根

源的な人間の営みの中に位置付けることも可能である。しかし、学習者の共感を伴った理

解に繋がるのは、普遍的な枠組みの中で社会や文化を捉える姿勢である可能性がある。今

後は、語用論の中でも社会語用論的な知識が日本語教育においてどのように応用できるか

を考えていく必要性があるだろう。 

産出レベルを明らかにする研究においては、意味論的意味と語用論的意味との異なりだ

けでなく、機能的用法に影響を与える社会的文化的要因も関連してくる。言語形式の語用

論的意味を捉える研究は、コミュニケーションを重視した日本語教育及び文法指導、異文

化理解、ポライトネス、社会的相互行為等、様々な分野に関連していくことが予想される。

今後の発展に期待したい。
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＜付録＞ 

質問紙 1 

 

この調査では、あなたが他の人から受け取った援助についてたずねています。最近誰かがあなたに何かを

した状況を思い浮かべてください。その相手はあなたの家族や友人などの親しい人でも、見ず知らずの人

でも構いません。状況をいくつか思い出して、別に配付されている解答用紙１ページにつき１つの状況に

ついて記入してください。 

その際、①サポートを受け取った時の状況と、相手が行ったこと②サポートの受け取り前後に話した会話

（もしあった場合）についてそれぞれ記述してください、 

 

サポート状況解答用紙 

はじめに、状況番号を記入してください。一つ目に思いうかべて回答した状況を１、その次の状況を２

としてください。 

状況番号 （     ） 

下のボックスの中にサポートを受け取った状況を書き込んでください。ある程度詳しく状況を説明してく

ださい。たとえば、どういった種類の状況だったか、誰がそこにいたか、どのようなサポートを受け取っ

たか、そしてそのときどのように感じたか、などです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのサポートを受け取った時の前後の、二人の会話をできるだけ正確に思い出して、吹き出しの中に記載

してください。どちらが先に発言したかどうかがわかるように、①②など数字を記入して回答するように

して下さい。また、二人の会話が続いていった場合には吹き出しを下に作成して続けて書いて下さい。
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              相手        あなた 
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質問紙 2 

 

荷物をたくさん持っている A さんが、荷物を持っていない B さんに助けてもらいました。この状況で想

像される二人の会話をできるだけ詳しく考え、吹き出しの中に記載してください。発言の順番がわかるよ

うに、①②など数字を記入して回答するようにして下さい。また、二人の会話が続いていった場合には吹

き出しを下に作成して続けて書いて下さい。 

 

  荷物をたくさん持っているＡさん       荷物を持っていないＢさん
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質問紙 3 

I. あなたが最近他の人から受けた援助についてお尋ねいたします。 

最近どのような援助を受けましたか。①ごく親しい人（親友、恋人、家族など）からの援助、②先生や上

司など目上からの援助、そして③その他の人からの援助を思い出し、どのような援助を受けたかを、前後

の状況も含め、できるだけ詳しく書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ごく親しい人から受けた援助について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 目上の人（先生、上司など）からの援助 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 上記①②以外の人からの援助 
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II. 上記で思い出した①～③のそれぞれの人にお礼のメールを書くとします。どのように書きますか？

下の四角の中に自由に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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III．ここからは上記①～③で思い出した援助について伺います1。 

状況①ごく親しい人からの援助について 

１）①の援助後に、どのような感情をもちましたか。下のそれぞれについて最も当てはまる番号に○をし

てください。 

①の援助後の感想 

 1 

全くな

い 

2 

殆どな

い 

3 

あまり

ない 

4 

まあま

あ 

5 

少し強

く 

６ 

かなり

強く 

７ 

非常に

強く 

1. 相手への負い目 1 2 3 4 5 6 ７ 

2. 援助に対する意外性 1 2 3 4 5 6 7 

 

２）引き続き、①で書いた状況についてお尋ねします。 

Q１. ①の状況では、あなたから援助を依頼しましたか、それとも相手から自発的に援助が行われました

か？最も当てはまる番号に○をしてください。 

１． 自分から依頼した   ２．相手からの自発的な援助だった  ３．その他（書いてください）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

Q2. あなたと相手との関係として最も適切な番号に○をしてください。 

１．家族   ２．親友   ３．以前からよく知っている年上  ４．以前からよく知っている同年輩 

５．以前からよく知っている年下   ６．最近知り合ったばかりの年上   ７．最近知り合ったばか 

りの同年輩   ８．最近知り合ったばかりの年下   ９．見知らぬ人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 状況①の場合を載せたが、②と③の状況についても同じ質問を行っている。また、この質問紙には他に

複数の質問を付加していたが、本論文の課題と議論に関連する質問事項のみを載せている。 
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質問紙 4 

I. 下のア）～コ）の各状況に置かれた場合、どのような表現が適切と感じますか。｛ ｝の中

から適切と感じられる方に○を付け、下線部に言葉を入れて、文を完成させて下さい2。 

(ア) 困っていたところ、Ａに助けられましたが、そのことで、Ａに無理をさせてしまったという負い目

を感じています。Ａに礼を述べてください。 

 

この間は、助けて        、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

(イ) 困っていたところ、Ｂに助けられました。Ｂとはごく親しい間柄です。 

 

この間は、助けて        、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

(ウ) 困っていたところ、Ｄに助けられました。Ｄとは出会ったばかりで、まだ気を使います。 

 

この間は、助けて        、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

(エ) 困っていたところ、目上の G さんに助けられました。G さんには親しみを感じます。 

  

この間は、助けて         、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

(オ) 困っていたところ、目上の I さんに助けられました。今、謙虚な気持ちを持っています。 

 

この間は、助けて         、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

(カ) 困っていたところ、目上の J さんに助けられました。J さんは非常に偉い先生で距離を感じます。 

 

この間は、助けて         、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

 

                                                   
2 その他の状況も質問紙には含めていたが、本論文の課題と議論に関連する項目のみを載せている。 

くれて 

もらって 

くれて 

もらって 

くれて 

もらって 

くださって 

いただいて 

くださって 

いただいて 

くださって 

いただいて 
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(キ) 困っていたところ、社会人の L さんに助けられました。あなたも社会人で、Ｌさんは年下です。 

 

この間は、助けて         、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くださって 

いただいて 
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質問紙 5 

予備調査 

I-1: ＡさんとＢさんは研究室でアルバイトをしようと思っています。二人の面接を読んで、下の質問に

答えてください。 

A さんの面接 

面接官：こちらの研究室としましては、このような条件でお願いしたいんですが。  

Ａ：  週 4 日ということなんでしょうか。 

面接官：ええ、出来たらなんですけど・・・。  

Ａ：  火曜と水曜でお願いできればと思うんですが。 

    他の日は授業が詰まっていて、4 日全部は難しいんです。 

面接官：それでは、他の曜日に来られるお友達はいらっしゃいますか。 

Ａ：  いないんです。 

B さんの面接 

上司： こちらの研究室としましては、このような条件でお願いしたいんですが。 

Ｂ：  週 4 日ということでしょうか？ 

上司： ええ、出来たらなんですけど・・・。  

Ｂ：  月曜と木曜でお願いできればと思いますが。 

    他の日は家の手伝いがあって、4 日全部は難しいです。  

上司：それでは、他の曜日に来られるお友達はいらっしゃいますか。 

Ｂ：  いません。 

１．ＡさんとＢさんの印象について、当てはまるものに○をつけてください。 

（    ）上のＡさんとＢさんから受ける印象は変わらない。全く同じだ。 

（    ）多少異なる。 

（    ）異なる。 

２．１の質問で「多少異なる」「異なる」とした人に聞きます。ＡさんとＢさんからどのような印象を受

けましたか。自由に書いてください。 

Ａさんの印象： 

 

Ｂさんの印象： 
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I-2:ＡさんとＢさんは自分の意見を述べています。ＡさんとＢさんは、だれに話していると思いますか。 

Ａ：日本には「出る杭は打たれる」ということわざがあるんです。それは、一人だけ違うことをするのは

良くないと言う意味なんです。例えば、日本人はみんなと同じ流行の服や物をよく買うんですが、み

んなと同じだと安心できるからなんです。 

Ｂ：日本には「出る杭は打たれる」ということわざがあります。それは、一人だけ違うことをするのは良

くないと言う意味です。例えば、学校や職場で多数決をよく使いますが、個人の意見より、全体の同

意を大切にするからです。 

 

質問１：Ａさんは誰に、どのような状況で、話していると思いますか。自由に書いてください。 

 Ａさんはだれに話していますか。 

 

 どんな状況ですか。 

 

質問２：その他、Ａさんについて気がついたことを自由に書いてください。 

 

 

質問３：Ｂさんについて聞きます。Ｂさんはだれに、どんな状況で話していると思いますか。 

 Ｂさんはだれに話していますか。 

 

 どのような状況だと思いますか 

 

質問４：その他、Ｂさんについて気がついたことを自由に書いてください。 
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質問紙 6 

本調査 

会話 1の質問紙における指示文 

I.大学生のＡさんとＢさんがアルバイトの面接を受けています。ＡさんとＢさんの会話文を読み、それ

ぞれに対しどのような印象を持ちますか。文面からご判断ください。二つの会話文をよく読み比べた後、

下の１と２の質問にお答えください3。 

A さんの面接 

面接者: このような条件でお願いしたいのですが。 

A:    週三日ということでなんでしょうか。 

面接者: ええ、できればなんですが。 

A:      月曜日と火曜日でお願いできればと思うんですが。授業が詰まっていて週三日は 

       無理なんです。 

面接者： それではお友達でアルバイトをしたい方いらっしゃいませんか。 

A:      いないんです。 

B さんの面接 

面接者: このような条件でお願いしたいのですが。 

B:      週三日ということでしょうか。 

面接者: ええ、できればなんですが。 

B:    月曜日と火曜日でお願いできればと思いますが。授業が詰まっていて週三日は  

       無理です。 

面接者: それではお友達でアルバイトをしたい方いらっしゃいませんか。 

B:    いません。 

 

会話 2の質問紙における指示文 

I. あなたは A さんのように話す人と、B さんのように話す人に対し、どのような印象を持ちますか。文

面から判断してお答えください。それぞれの発話文を読み比べた後、下の１と２の質問にお答え下さい。 

A さんの会話 

Ａ：日本には「出る杭は打たれる」ということわざがあるんです。それは、一人だけ違うことをするのは

良くないと言う意味なんです。例えば、学校や職場で多数決をよく使うんですが、個人の意見より、

                                                   
3 質問 1 と 2 は会話 3 に示しているが、会話 1 と会話 2 においても同様の質問を付加した。 
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全体の同意を大切にするからなんです。つまり、日本では協調性が大切なんです。 

B さんの会話 

Ｂ：日本には「出る杭は打たれる」ということわざがあります。それは、一人だけ違うことをするのは良

くないと言う意味です。例えば、学校や職場で多数決をよく使いますが、個人の意見より、全体の同

意を大切にするからです。つまり、日本では協調性が大切です。 

 

会話 3の質問紙における指示文 

I.あなたの知人であるＡさんとＢさんがあなたに話しかけています。ＡさんとＢさんの会話文を読み、

それぞれに対しどのような印象を持ちますか。文面から判断してお答えください。A と B の話をよく読み

比べた後、下の１と２の質問にお答えください。 

A さんの話 

A さん：ちょっと聞いてください。昨日一人でデパートに行ったんです。そのデパートの 7 階に見たいお

店があったので、エレベーターに乗ったんです。それで、７階に着いてドアが開いたら、そこに

昔の恋人が立っていたんです。 

B さんの話 

B さん：ちょっと聞いてください。昨日一人でデパートに行きました。そのデパートの 7 階に見たいお店

があったので、エレベーターに乗りました。それで、７階に着いてドアが開いたら、そこに昔の

恋人が立っていました。 
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1. A さんと B さんのそれぞれの印象についてお答えください。 

1. A さんの印象 

 

 

2. B さんの印象 
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質問紙 7 

第 1 群に用いた質問紙 

I. 録音を聞いて質問に答えてください4。 

 

 

 

1. 「私はうれしいんですね」 

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

2. 「私は銀行に勤めているんですね」 

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

3. 「私は親は厳しいほうがいいと思いますね」 

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

4. 「私は面白い映画が見たいですね」 

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

5. 「私は夏休みにハワイに行きましたね」  

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

                                                   
4 二番目の質問「相手に確認をしていますか、相手と共有をしようとしていますか」の結果は本論文の課

題と議論に関連しない為、含めていないが、京野・堀江 (2014)にて報告を行っている。 

各例文の音声を聞いた後、次の点について、感じたままに（直感で）お答えください。 

  （１）自然ですか、不自然ですか 

  （２）相手に確認をしていますか、相手と共有をしようとしていますか 

  （３）相手が確認できることですか、相手が確認できないことですか 
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 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

6. 「私は頭が痛いんですね」 

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

7. 「私は今あなたと話しているんですね」 

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

最後の例文７番は、どんな状況であれば自然に感じられますか？自由にお書きください。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

第 2 群に用いた質問紙 

I. 録音を聞いて質問に答えてください。  

 

 

 

1. 「私は夏休みにハワイに行ったんですね」 

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

2. 「私はうれしいですね」 

各例文の音声を聞いた後、次の点について、感じたままに（直感で）お答えください。 

  （１）自然ですか、不自然ですか 

  （２）相手に確認をしていますか、相手と共有をしようとしていますか 

  （３）相手が確認できることですか、相手が確認できないことですか 
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１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

3. 「私は面白い映画が見たいんですね」        

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

4. 「私は銀行に勤めていますね」 

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

5. 「私は親は厳しいほうがいいと思うんですね」 

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

6. 「私は頭が痛いですね」 

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 

7. 「私は今あなたと話していますね」 

１             ２             ３             ４ 

  不自然       どちらかといえば不自然    どちらかといえば自然       自然 

１             ２             ３             ４ 

 確認している     どちらかといえば確認     どちらかといえば共有      共有している                     

１             ２             ３             ４ 

相手が確認できること    どちらかといえば      どちらかといえ      相手が確認できないこと 

              相手が確認できる      相手が確認できない 


