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第１章  
本論文の目的と意義  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1．1 本論文の目的・意義 

本研究の目的は、日本語学という領域に、分析手法の一つであるテキストマ

イニングを取り入れることである。テキストマイニングの詳細については次章

に譲ることとするが、ここでは端的に「種々のテキストデータを計量的に加

工・分析するための手法」とする。主観的になりがちなテキストデータの分析

に対して、計量化による客観的視点の導入することを目的の一つとする。  
日本語学には日本語史、音声、文法、方言など、多くの研究分野が存在する

が、基本的には文献調査や面接調査に基づく収集資料の分析が主となる。その

手段は、膨大な資料から語の新旧を把握、特定したり、音声データであれば波

長による音響分析を実施したりといったものが基本的なものとなる。統計的手

法を用いる機会が比較的多いと思われる社会言語学でも、用いる言語形式と属

性を対象に統計処理をおこなうということが大半である。社会言語学の分野に

おける統計的手法の利用については、待遇表現という表現法に対して数量化を

おこなった荻野（1983）や、方言区画の手段に数量化をはかった井上（2001）
などに詳しい。他に数理的処理と親和性の高いものにコーパス研究があるが、

これはあくまでも言語形式とその実際の用例に主眼を置いた研究であるため、

テキストマイニングのように自由回答記述データの分析をおこなうものとは
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また異なる。  
このような現状の中でも、一般的なアンケート調査と同じように「●●につ

いてどう思いますか。自由にお答えください。」といった意識調査や、あるい

はロールプレイングとして「■■の場面ではどのように言いますか。自由にお

答えください。」というかたちの、いわゆる自由回答形式の調査も同時におこ

なわれていた。しかしながら調査はされるものの、敬語の有無や特定の言語形

式の多寡などが採用されるばかりで、回答全体の分析はなされずにいた。無論、

多変量解析をアンケート調査に用いることを示した木下（2011）や、質問調

査全体に対する統計的手法の適用についてまとめた荻野・田野村編（2012）
のように、近年では分析方法も確立されつつある。この流れは、村上（2006）
や、金（2009）が統計学の立場から、日本語のテキストデータを分析すると

いうことをおこなったことから本格的に始動したと言えるだろう。  
繰り返しになるが、テキストマイニングは「種々のテキストデータを計量的

に加工・分析するための手法」である。選択式のアンケート項目では調査者側

が設定したものでしか回答者の意識や認識をとらえられず、また、方言調査の

ように「この物体を何と呼びますか」といった基本的に一対一対応するような

呼称・表現法を問うものでは、当該地域で用いられると予想される方言形式、

または共通語形式しか得られない。テキストマイニングは、そうした個々の項

目では測ることのできないものを見出そうとするものである。本研究では、

様々な種類のテキストデータの分析事例を挙げることで、日本語学にテキスト

マイニングを適用することの意義を示したい。  
 
1．2 本論文の対象 

本研究では、扱う対象を前川（2013）で言うところのコーパス、つまり「あ

る言語の研究のために、その言語で実際に用いられた用例を大量に偏りなく収

集して電子化し、検索用情報を付加したもの」のみならず、特定の場面設定に

対するアンケート結果、つまり自由回答形式の集合なども含めたテキストデー

タの集積を研究対象としたい。  
主に、日本語学研究において未だ十分とは言い難い、自由回答形式のテキス

トデータを中心とする。それは、インターネット上で、また刊行という形で公

開されているような文章や自由回答形式のテキストデータ、その他日本語研究

において未だ十分とは言い難い、実施したアンケート調査で得られた自由回答

形式のテキストデータを指す。各章でそれぞれ扱うデータの性格を異にしてお

り、バリエーションに富んだものとなっている。  
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1．3 本論文の構成 

本研究は全１２章から成る。  
全体の序論として、第１章「本論文の目的と意義」において、日本語学分野

で扱われるテキストデータに対して、テキストマイニングをおこなう目的と意

義について述べ、第２章「テキストマイニングとは」では、テキストマイニン

グそのものについて、詳述する。  
本論の第１部とした第３章～第６章では広く一般的なテキストデータを対

象とした分析を主におこない、本論第２部とした第７章～第１１章では、「飲

み会に誘われましたが、断らなければなりません。どのように言って断ります

か。」といった、「断りの場面」を設定し、調査側が提示した場面に対する反応

としての自由回答の分析を中心に進める。  
第３章、第４章では、討論や演説という、公の場での談話を対象にその傾向

を探る。第３章「国会議事録を分析する」では国会議事録のテキスト化された

ものを一つのコーパスと見做し、検索・分析をおこなう。第４章「就任時所信

表明演説から社会情勢を知る」では複数名の内閣総理大臣の就任時所信表明演

説のテキストデータを分析することで、各時期の社会情勢の特色についてふれ

る。第５章、第６章では、主に患者の医療機関に対する意識・関心をみるため

に、患者の自由回答形式のコメントの集合を分析する。第５章「人々の口コミ

から病院に対する意識を探る」では口コミサイトに公開されている各コメント

から、病院に対するニーズや、注目されている点を明らかにする。本論文の主

論文である第６章「患者の歯科医院に対するフリー・コメントのテキストマイ

ニングによる分析」では、徳島県で実施された歯科医院に対する意識のアンケ

ート調査の中から自由回答を集計し、患者の関心の対象を探る。アンケート調

査から収集した大量の自由回答を、日本語学を基盤としていかに分析するかを

示している。  
また、既に刊行・公開されているデータを扱うものとして、第７章「『敬語

と敬語意識』を分析する」で、過去に愛知県岡崎市にて調査された言語資料を

対象に、各場面について回答者の待遇的ストラテジー（方略）の示し方をみる。

第８章、第９章では、日本語母語話者を対象に、断り方に関する表現方法など

を分析する。第８章「誘いに対する断り表現」では誘われた場面における断り

方、第９章「依頼に対する断り表現」では依頼される場面における断り方を、

それぞれ性別の差や相手の立場の上下の観点から、回答者の特徴を見出す。ま

た、それを発展させ、第１０章「日本・韓国・中国における依頼に対する断り

表現」では、日本以外に韓国、中国のデータも加え、三国間の特徴とその差異
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を明らかにする。  
第１１章「結論」にて本研究全体の結論を述べる。自由回答形式のテキスト

データや、方言資料へのテキストマイニングという手法の適用とその可能性に

関して言及する。  
最後に補論「方言の中の表現法」にて、実際にフィールドワークをおこなっ

て得られた方言資料をもとに、テキストマイニングも利用した分析を試みる。

既に報告書として刊行されたデータの再考であり、方言形式を含む資料に対す

る試験的な分析である。  

 
図 1-1 本論文の構成（フローチャート） 
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第２章  
テキストマイニングとは  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．1 テキストマイニング 

本章では、本研究のテーマたるテキストマイニングと、本論で用いるソフト

ウェアについて紹介する。  
前章で簡単にふれたが、まずテキストマイニングとは何かという点について

改めて述べたい。テキストマイニングは、まず対象となるテキストを形態素に

分解し、それを数量化する。その出力されたものに統計処理を加えることで、

テキストに隠れた、テキストには直接あらわれないものを見出そうとすること

がテキストマイニングのプロセスでありまた目的でもある。では、このテキス

トマイニングは、一体どのような経緯で世の中に求められるに至ったのか。続

けて述べていこう。  
顧客に対して行われる、商品や企業そのものに対するアンケートで得られた

もの、またコールセンターに寄せられる顧客の問い合わせなどを「顧客の声」

と便宜的に称するが、その中にみられる顧客の要望や不満はたいへん貴重な情

報源である。要望や不満は、裏を返せば消費者の需要や企業側が改善すべき問

題点と言えるからである。そしてそれを詳らかにすることで、企業は業績の向

上を図ることもできる。ただし、アンケートに対する自由記述形式の回答や、

コールセンターのオペレーターと顧客のやり取りなど、定型化されていないも
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のの場合、個々人の意見を商品等に直接反映するのは難しい。そこで、種々の

データから有益な知見を掘り出す（mining）技術であるデータマイニングの

うち、特にテキストを対象としたテキストマイニングが求められることとなっ

た。「顧客の声」を分析しコンサルティングのためにテキストマイニングは活

用されることが多く、またそれに関する著書も少なくない（石井 2002、黒岩

2005 など）。  
マーケティング分野以外にも、たとえば社会学や医学など、研究の分野でも

需要の高まりがあった。インタビューの談話資料の質的分析や、新聞や雑誌と

いった関連資料の分析から問題点を見出すことなどが必要とされた。フェルド

マン・サンガー（2010）によると生命医学の分野ではテキストマイニングと

いう術語が定着する以前からこれに類する研究がなされているとし、「生命医

学分野はその性質上、多くの個別的な知識の集積とその体系化が新たな知見の

発見には不可欠であり、文献のテキストベースとそれに対する検索システムが

発展していた。」としている。こういったテキストデータの分析に関しては常

に、「自由回答形式のものは読む手間がかかり、かつ解釈が難解である」とい

う「（データの）量と（解釈・分析の）質」の問題がある。それを解消するも

のとして、テキストマイニングという手法は発展を望まれたのである。これは、

1990 年代後半以降のパーソナルコンピューターの能力向上（一般市民のマイ

コンピューターの普及など）も相俟って、研究者グループのみならず研究者個

人でも膨大なデータを扱えるようになるまでに至る。  
さて、冒頭にてテキストマイニングが具体的におこなうプロセスとして、「テ

キストを形態素に分解、集計し、統計処理をする」という第一段階と、そこか

らその「テキストに潜む傾向・特性を見出す」という次の段階を提示した。実

際におこなうこととしては間違っていないが、各分野、また研究者はどのよう

に定義しているだろうか。先行研究の定義をいくつか挙げてみる。  
 

・石井（2002）：  
大量の文書情報の中から、質問の主旨に合致する文書を素早く発見する

とともに、文書間の関連性を分析してさまざまにグルーピングし、それら

の内容と数量およびその推移を把握することで、新たな知見を得るもの  
・黒岩（2005）：  

「意味論」や「語用論」、そして「認知言語学」といった、言葉につい

ての理論的な仮説と、高度な統計解析手法を組み込んだ、多様な分析手法

の集積  
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・松村・三浦（2009）：  
テキストデータを計算機で定量的に解析して有用な情報を抽出するた

めのさまざまな方法の総称  
・内田（2010）：  

定型化されていない文章（テキスト）から有益な情報を発掘（マイニン

グ）するための方法論および分析行為  
・フェルドマン・サンガー（2010）：  

ユーザが一連のツールを利用して文書集合を対話的に分析するという

非常に高度な知識を要求する作業  
・田野村（2011）：  

大量のデータから解析によって有用な情報を抽出する“データマイニン

グ（data mining）”の一種  
・石田（2013）：  

テキストを対象としたデータマイニングの理論や技術の総称  
・那須川（2014）：  

検索および分類集計の範囲を超えた知識発見の実現を志向するもので、

個々のテキストを読んだだけでは得られない知見を獲得する技術  
 

このように、定義は利用する人物の専門分野や立場によって様々である。本

研究では言語研究で利用する点から、前章でも述べたように「種々のテキスト

データを計量的に加工・分析するための手法」とする。上に挙げたものの中で

は、松村・三浦（2009）に近いだろうか。これは文字化された談話資料に限

らず、アンケートで得られた回答や文学作品など、テキストとして文字化され

たものを広く加工・分析可能なものととらえた上での定義である。  
次節では、テキストマイニング、またテキストマイニングソフトに欠かせな

い解析器について述べる。  
 
2．2 解析器 

テキストマイニングには解析器が不可欠となる。テキストマイニングをおこ

なう際、まず形態素に分解するという手順が存在するが、それに用いるものが

解析器である。解析器には大きく形態素に分解する形態素解析器と文構造を解

析する構文解析器があり、これらを必要に応じて使い分ける。  
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2．2．1 形態素解析器 

まず形態素とは何か。『日本語学研究事典』によると、一般的に「「意味を有

する最小の単位」（minimum meaningful unit）と規定されることが多い」も

のとされ、これを形態素（Morpheme）と呼ぶという。たとえば島（シマ）や

国（クニ）のように形態素一つで構成されるものと、島国（シマグニ）のよう

に二つ以上の形態素で構成されるものとがある。  
テキストマイニング自体は多くの言語について行われているが、日本語を扱

う場合にはまず形態素に分解することが必須である。日本語は英語などとは異

なり、単語が連続したかたちで文や文章にあらわされるため、そのままではど

こからどこまでが一つの語なのかが判別できないのである。そのため分析する

際にはツールを用いて“分かち書き”をする必要がある。形態素に分割し、そ

れぞれに品 詞 情 報 な ど を 与えていく作業を形態素解析（ Morphological 
Analysis）と言い、その役割を担うのがこれから紹介する形態素解析器なので

ある。次項のテキストマイニングソフトの説明の前に、その処理に不可欠な形

態素解析器について簡単にふれておく。  
形態素解析器は自然言語の文法知識のほか、それぞれの専用辞書によるルー

ルに則って分割および品詞情報の付与を行うため、出力結果は異なる。以下で

は「極楽の蓮池のふちを、独りでぶらぶら御歩きになっていらっしゃいました。」

という例文を解析したものを載せているが、たとえば「蓮池」という単語は

ChaSen や MeCab では固有名詞（人名‐姓）として分割・品詞分類されてい

るが、JUMAN では「蓮」「池」（ともに普通名詞）として分割されている。  
辞書に関する補足として、本節に挙げる解析器はいずれも分析者の手によっ

て自由に定義できるものであることを付記しておく。一般に商用の解析器では

辞書や他の規則などは固定されている場合が多く、それらと比較すれば使い勝

手の良いものと言える。  
また各テキストマイニングソフトに実装されている辞書はほとんどが日本

語の共通語をベースとしたものになっているが、方言資料の分析であっても、

方言の言語形式をそれぞれ登録することで分析が可能となる。たとえば資料の

中に「なもし」が含まれているものをそのまま分析にかけても普通は形態素と

して認められることはないが、これを単独の形態素として登録することで「な

もし」が一つの形態素として認識され、分析対象とすることも可能となる。  
 
 
 



9 
 

 
図 2-1 JUMAN の起動ウィンドウ 

 

 
図 2-2 ChaSen の起動ウィンドウ 

 
・JUMAN1：元京都大学総長、長尾真氏の研究室を中心に開発されたもので、

1992 年に公開された。今もなおバージョンアップが行われており、Ver.7.0 に

おいては Wikipedia から抽出した辞書の追加や自動辞書 (Web テキストから自

動獲得した辞書 )の改良 2など機能は拡張され続けている。  
 
                                                   
1 http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.php?JUMAN（最終閲覧日：2015.1.15）  
2 これらの改良は、インターネットにあらわれるいわゆる普通の単語ではないも

のをも解析対象にするということである。ホームページ上で例示しているものの

一つに「ありがとー」がある。現在、JUMAN にこれをかけると、「ありがとー  あ
りがとう  ありがとう  感動詞  12 * 0 * 0 * 0 "代表表記 :ありがとう /ありがとう  
非標準表記 "」という結果を返す。  
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図 2-3 MeCab の起動ウィンドウ 

 
・ChaSen3（茶筌）：奈良先端科学技術大学院大学松本研究室で開発されたも

ので、JUMAN をもとにつくられている。利用する辞書は別配布となっており、

このホームページで紹介されている日本語の辞書として IPAdic legacy 4や

UniDic5がある。詳細については、ChaSen、または各々の専用ページを参考

にされたい。  
・MeCab6（和布蕪）：奈良先端科学技術大学院大学出身の工藤拓氏の開発し

た日本語の形態素解析器であり、ChaSen の流れを汲む。「京都大学情報学研

究科−日本電信電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究所共同研究ユ

ニットプロジェクトを通じて開発されたオープンソース形態素解析エンジン」

（ホームページより抜粋。）であり、ChaSen に比べ動作が高速である。  
上に挙げた三つはいずれも形態素解析器であることは間違いないが、形態素

の切り方に差異がある。これは形態素を切る際に利用している辞書が異なるゆ

えである。辞書に関しては、解析器をダウンロードすると同時に専用のものが

付いてくる。  
 
2．2．2 構文解析器 

形態素に切ったあとは、必要に応じて構文解析も行う必要がある。構文解析

とは文章の構造を解析するプロセスで、係り受け（単語間の関係）を把握する。  
                                                   
3 http://chasen-legacy.sourceforge.jp/（最終閲覧日：2015.1.15）  
4 http://sourceforge.jp/projects/ipadic/（最終閲覧日：2015.1.15）  
5 http://sourceforge.jp/projects/unidic/（最終閲覧日：2015.1.15）  
6 http://mecab.googlecode.com/svn/trunk/mecab/doc/index.html（最終閲覧日：

2015.1.15）  
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図 2-4 CaboCha の起動ウィンドウ 

 
たとえば「日本の首都は東京だが、アメリカの首都はワシントン D.C.だ。」と

いう文があったとき、「日本の首都‐東京」「アメリカの首都‐ワシントン D.C.」
という関係をそれぞれ識別する。これが正しく行われない場合、「日本の首都

‐ワシントン D.C.」という不適切な解釈をしてしまうおそれもある。  
ただし、構文解析そのものは難しく、文法以外にも文脈などにも大きく影響

されるため、現状、不完全な部分が多い。たとえば「歩きながらものを食べる

人を見た」という文が単体であったとして、歩いている主語は歩いている人な

のか食べている人なのかは、この一文のみでは判別しがたい。これ以前の文中

に自身が散歩をしているような描写があれば前者とも考えられるし、どこかに

座っている状態で街を眺めている場面であれば後者と考えて間違いないだろ

う。そうした意味では、判断材料を要求する一文と言えよう。  
このように文脈や背景の存在は各文の下地に影響を与えるものであるが、構

文解析における係り受け判別は文単位であることがほとんどである。ましてや

より離れた関係性を見出すところまでは至らない。構文解析は未だ発展途上の

ものである。  
 
・CaboCha7：ChaSen や MeCab と同様に、奈良先端大松本研究室で開発され

た日本語係り受け解析システムである。形態素解析には ChaSen または

MeCab を利用しており、その上で係り受け解析を行う。  
 
2．3 テキストマイニングソフト 

テキストマイニングを行うためのソフトウェアは決して少なくない。ただ、

前述した通りこの手法は商業の場で用いられているケースが多く、たとえば

                                                   
7 https://code.google.com/p/cabocha/（最終閲覧日：2015.1.15）  



12 
 

「TRUE TELLER8」（野村総合研究所）や「TrueText9」（Jetrun テクノロジ）

といった企業向けの有料のソフトが一般的である。  
これらを個人で研究に用いるには個人で有するコンピュータの性能、金銭的

な面などから少々難があるため、ここでは主に無料で利用可能なソフトウェア

を中心に紹介する。各節ではそれぞれのソフトウェアの特徴的な機能に主眼を

置いている。  
テキストマイニングの前処理に特化した TTM、単独でビジュアル化から統

計処理まで行える多機能な KHCoder、高機能なネットワーク分析を行うこと

の可能なトレンドサーチ 200810と、それぞれの特徴的なものを挙げている。  
各ソフトの詳細な使用方法やダウンロードの方法などは、それぞれのホーム

ページ、関連書籍等に詳しいため、ここでは割愛することとし、主にどのよう

な機能を持つのか、どのようなことができるのかなどを主に述べる。  
本章で紹介するテキストマイニングソフトはいずれも GUI11性の高いもの

で、前節の解析器などとは異なり、コマンドプロンプトで自らコマンド入力し

て操作するなどといった煩雑さはなく、ソフトウェアの操作自体は比較的簡明

であるため、必ずしも自然言語処理などの方面に明るい必要はない。目的に応

じたソフトウェアの使い分けこそ重要であるため、各ソフトウェアの性格など

を把握することが必要となる。  
 
○TTM12（TinyTextMiner）  

大阪大学大学院経済学研究科准教授、松村真宏氏の開発・公開しているフリ

ーのテキストマイニングツール。使用テキストは CSV 形式とする。  
松村・三浦（2009）に「TTM はテキストマイニングの「前処理」に特化し

たソフトウェアであるため、本格的なテキストマイニングを行うためには他の

ソフトウェアを組み合わせる必要がある」とあるように、基本的にはテキスト

マイニングの前処理を行うことを目的としているため、実際に分析を行うとい

うよりは TTM で集計したクロス表を利用して分析するものとして考えた方が

                                                   
8 http://www.trueteller.net/（最終閲覧日：2015.1.15）  
9 http://www.textmining.jp/（最終閲覧日：2015.1.15）  
10 有料のソフトウェアであるが、比較的安価で利用しやすいものであったこと、

分析において十分に有用であることなどから、それぞれ本研究でも紹介するもの

とする。  
11 Graphical User Interface の略。ウィンドウ上のボタン等をマウスでダブルク

リックすることで搭載されている機能を使用できるなど、操作性に優れ、直感的

な操作が可能となる。  
12 http://mtmr.jp/ttm/（最終閲覧日：2015.1.15）  
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良い。また、TTM をダウンロードする際には MeCab や CaboCha といった解

析器も同時にインストールする必要があるので、注意されたい。  
TTM の特徴としては、形態素解析に MeCab を利用し、タグ 13で分けたセク

ションごとの集計およびクロス集計を行うことのできる点や、専用のテキスト

ファイルを作成することで、詳細設定時に任意のキーワード（専門用語や特別

な複合語など）を指定してカウント、表記の異なる同義の語（面白い、おもし

ろい、など）を同義語として見做す、不要な語をカウントしないことの設定が

可能な点である。また係り受け解析用に CaboCha も搭載しており、共起性の

高い組み合わせもカウントすることが可能で、さらに出現頻度／出現件数の下

限も設定することができる。非常に多機能で、比較的汎用性の高いソフトウェ

アだと言える。  
集計を行う機能に特化しているため、入力ファイル（使用テキスト）も出力

ファイルも CSV 形式 14のものであるが、キーワードファイル、同義語ファイ

ル、不要語ファイルをそれぞれ別個で分析対象ファイル専用に TXT 形式のフ

ァイルで作成しなければならないため、一つのテキストを分析する際には必要

なファイルが増えがちになるという難点はある。  
同義語ファイルはデータ内の表記の統一のみならず、応用的な使用方法も可

能である。たとえば同一種の語を一つのカテゴリにまとめてしまうことができ

る。仮に日本文学の作家五名をテーマとした談話を分析するとして、作品名に

かかわらずその作家名のみに着目する場合、各作品は作家名に置換してしまえ

ば良い。テキストエディタの TXT 形式として、作家名を各行のはじめに、半

角スペースを挟んで作品名をそれぞれ並べる。こうして TTM に読み込ませて

分析する際に同義語ファイルにこれを参照すれば、作品名はすべて各々の作家

名として認識されカウントされる。単純に表記を統一するだけでなく、一度に

複数の置換的な動作が可能となるということを意味する。分析対象となるテキ

スト自体の量が膨大であった場合、手間を省くという点においては非常に有用

であると言える。単純な置換の場合、一つひとつ置換していかなければならな

いが、これは同義語ファイルを一つ作るだけであとは事足りるからである。置  

                                                   
13 テキストデータに付与される情報。カテゴリに分けるときや、単にテキストデ

ータであることを示したいときなど、目的や場合によって分析者が自由に付けて

良い。  
14 CSV 形式とは「カンマ区切り（Comma Separated Values）」された形式を指

すものである。カンマで区切って作成すればテキストエディタなどのアプリケー

ションソフトで作成することが可能だが、本論文で用いる CSV 形式のファイル

はすべて Excel（Microsoft Office Excel）で作成したものとする。  
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図 2-5  ttm3:語×タグのクロス集計（出現頻度）の出力結果例 

 
換対象の数の多寡については、分析対象となるテキストの性格によるところが

大きいため、留意されたい。たとえば、インターネット上の書き込みなどの集

積などは、不特定多数の書き込みである場合、表記の統一についてはほとんど

期待できない、といった特徴がある。  
上に例として挙げているクロス表は、TTM のサンプルファイルである、夏

目漱石の『坊っちゃん』のテキストファイルを使用したものである（図 2-5）。
これは出現頻度の高い語と、タグとして設定されている章番号とをクロス集計

したもので、語別に、品詞、また品詞細分類も同時に行われている。  
なお、同氏は現在「ExcelTTM15」も公開している。こちらは Excel 上で動

く TTM で、出力結果は普通の TTM を起動させたものと変わらない。しかし、

Excel のワークシートに分析用テキストを置いて起動するだけで基本的な処

理は完結するため、Excel の使用に慣れている場合は、TTM よりもこちらを

利用する方が使い勝手が良いと思われる。  
 
○KH Coder16 

樋口耕一氏（立命館大学産業社会学部現代社会学科）の開発したテキストマ  
                                                   
15 http://mtmr.jp/excelttm/（最終閲覧日：2015.1.15）  
16 http://khc.sourceforge.net/（最終閲覧日：2015.1.15）  
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図 2-6 KWIC コンコーダンス（KH Coder） 

 

 
図 2-7  KWIC コンコーダンスの文書表示（KH Coder） 

 
イニング用のフリーソフトである。 OS が Microsoft Windows の場合、

Microsoft Office Excel があれば他のソフトウェアはダウンロードをする必要

はない。使用テキストは TXT 形式とする。  
KH Coder の特徴としては、KWIC17コンコーダンスが可能であり、特定の

語を検索し、かつその語の前後の文も表示することができる。これを行うこと

で、分析者の注目する語の前後に現れる別の語や文などを知ることが可能とな

る。また、検索する語が動詞などのような活用形を有するものであった場合、

すべての活用形をその語と認識し、同様に拾い上げる。たとえば図 2-6 に示す

ように、抽出語「言う」は、終止形あるいは連体形の「言う」だけではなく、 

                                                   
17 文章データの索引を作成する方法の一つ（keyword in context の略）。検索効

率を高めるために、文章中から指定したキーワードに加えその前後の文脈も取り

出して索引を作る。  
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図 2-8  KWIC コンコーダンスの文書表示（KH Coder） 

 
未然形「言わ」や連用形「言い」なども同時に検出され、結果として一覧表示

される。インターネット上では、KWIC コンコーダンス単体のプログラムも

見つけることができるが、ソフトの一機能として存在する方がよほど使い勝手

が良いと思われる。  
KWIC コンコーダンスからだけでも多くのことがみえてくる。たとえば検

索した語の含まれる前後の文章を検索することができる（文脈付き索引とも呼

ばれる）。図 2-7 に示すように段落単位で表示することも、またその直前、直

後の文章も検索することが可能となる。これを行うことで前後の文脈を読み取

ることも容易となる。  
さらにコロケーション統計を行うことで、コンコーダンスのみでは煩雑であ

った、元データの一行一行を確認するという手間を省くことができる。コロケ

ーション統計とは、検索した語の前後にどのような語が出現していたかを集計

する機能であり、またその前後の位置関係も併せて表示されるものである。図

2-8 の右側にあるように、形態素単位で、対象語の左右 1-5 に別の抽出語が何

件あるかを表示する。また、それぞれ元の文にあたることもできるため、より

具体的な前後関係の把握も可能となる。  
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○トレンドサーチ 200818 
トレンドサーチは SSRI19（株式会社  社会情報サービス）が開発、販売して

いるテキストマイニングソフトであり、主に FA（Free Answer：自由回答）

の分析を目的としている。先に紹介したソフトはどちらもフリーソフトである

が、これは有料のソフトとなる。ホームページの情報によれば、一般企業など

では市場調査や医療情報研究、大学機関では医療福祉や地域環境科学などの分

野で利用されているとのことである。  
基本的に Microsoft Excel にアドオンして動作するものであるが、関連商品

でも利用することの可能なソフトウェアである。本研究では Microsoft Excel
で実行したもののみを利用する。使用テキストは特に CSV 形式とする必要は

ない。  
ホームページには主要な機能として、①キーワード抽出、②解析、③ビジュ

アル化の三つが挙げられており、①②に関しては他のソフトと機能的に大きな

相違点はない。TTM は①に特化したものと言えるし、KH Coder は②が得意

である。一番の特徴として挙げるとすれば、やはり③のビジュアル化であろう。 
トレンドサーチで主に行うビジュアル化は共起ネットワーク図の作成であ

る。共起ネットワーク図とは、語同士を線で結んで形成する図で、選択された

語同士の共起関係（つながり）を表すものである（図 2-9）。このソフトウェ

アでは、形態素に切った語（複合語などを含む）のことをノード、ノードを結

ぶ線をエッジと呼ぶ。このソフトウェアでは、ノード同士の繋がりや関連度の

強さのみならず、ノード間の距離まで計算し布置する。ただし、正確な距離を

図示した場合、ノードの多くは互いに重なりあって見えなくなってしまうため

便宜的にずらす事は多い。例として挙げている図 2-8 も可視化の都合上、最初

に布置された位置からはずらしている。  
図 2-9 はトレンドサーチ 2008 購入時に添付されているサンプルデータ（「A

社」「B 社」「C 社」「D 社」四つのメーカーのプリンターに対する意識調査事

例）を用いた共起ネットワーク図である。  
ここでは、「A 社」「B 社」「C 社」「D 社」を四隅に配置することで、それぞ

れの会社のプリンターに対するイメージ、評価をとらえることが可能となる。

本節の初めに述べていることではあるが、この図はノード間の距離も含めて布

置しているため、たとえば「A 社」と「コストパフォーマンス」が近いことか

ら、「A 社の製品はコストパフォーマンスに関する評価を受けている」という  
                                                   
18 http://software.ssri.co.jp/fuji/index.html（最終閲覧日：2015.1.15）  
19 http://www.ssri.com/（最終閲覧日：2015.1.15）  
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図 2-9 共起ネットワーク図の作成（加工後） 

 
解釈が成り立つ。また、線の太さも関連度の強さをあらわしているので、「A
社に関しては、女性の回答が多く、またプリンターで印刷されるものは奇麗に

見える」と解釈ができる。ちなみにこの図におけるノードの大きさや形、位置

などは分析者自身で変えることができる。ただしノード同士の位置関係を重視

するのであれば、これらの変形は図の見やすさを優先させる程度に留めておく

ことが重要である。  
テキストマイニングは分析元がテキストである分、結果の示し方として如何

に図示するかといった点が重要である。上に挙げたような共起ネットワーク図

には一目で複数の情報を得られるという点で、テキストの分析において非常に

有益なものと考えて問題はない。また、こういった大量のデータを一度に図示

することは、棒グラフや円グラフには不可能である。一つの図に同時に多くの

情報を有することだけでも、この図の有用性の高さが分かる。  
 

以上、テキストマイニングがどういったものか、どのようなソフトウェアを

使用するか等についてふれた。以降、実践例を示していく。  
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第３章  
国会議事録を分析する  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．1 はじめに：コーパスの検索と集計 

本章から本論第１部になる。第１部では、人々の自由記述のテキストデータ

から何が見出せるのかに主眼を置き、実際の発話やフリー・コメントの集積を

対象として分析を進める。  
本章、次章では、討論や演説という、公の場での談話を対象にその傾向を探

る。ここでは国会議事録（本会議）のテキスト化されたものを一つのコーパス

と見做し、検索・分析をおこなう。本章ではテキストマイニングを用いないが、

題名に「コーパス」を有する本論文の導入的な章となる。  
コーパスという言語資料の集積を利用する場合、何らかの目的や意図を持っ

て、特定の単語（ないしは文字列）を検索し、その用例を収集する。そしてそ

れを集計し、対象となるコーパスにみられる傾向を見出す。ここでは、それに

従い、先に検索対象となる語を決めてから検索をおこなう。これは分析者が検

索対象の語の用いられ方を知りたいという目的が先に立つものである。順序を

逆にした、つまり形態素解析をおこなったのちに、頻出語または特徴的な語に

注目するといった方法は次章以降に譲ることとする。  
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3．2 国会議事録のテキストデータ 

前川（2013）によると、「上代日本語のように資料の量が限られていて全体

を電子化できる」ものを「全文コーパス」、「現代日本語のように膨大な言語資

料から構成されている対象の場合は、全体を有限のサンプルで代表させざるを

えない」ものを「サンプルコーパス」であるという。国会議事録をコーパスと

して扱う場合は、国会で交わされることばを一つのサンプルとしたサンプルコ

ーパスという位置づけになるだろう。国会会議録を対象とした研究には、総合

的なものとして松田編（2008）や、使用されるオノマトペに注目した平田・

中村・小松・秋田（2013）、また形容詞に注目した中島・吉田・岸江（2014）
などがある。なお、地方議会の会議録に関する研究も進められており、木村・

渋木・高丸・乙武・森（2012）や乙武・渋木・高丸・木村・森（2013）、高丸・

乙武・渋木・木村・森（2013）など、このグループを中心に総合的に研究が

おこなわれている。  
さて、国会議事録は、随時インターネット上で公開されるテキストデータの

一つという側面を持っている。「国会会議録検索システム 1」で公開され、「選

択閲覧」で実際の文章の形式を閲覧でき、「簡単検索」ないしは「詳細検索」

で利用者の必要とする文字列を検索することができる。しかしながら、これに

はいくつかの問題点がある。基本的には発言のまま電子化されたものであるが、

記録に残っている第 1 回（1947 年）より半世紀分のデータは OCR（Optical 
Character Reader、光学式文字読取装置）で読み取ったものが電子化されて

いる。しかしその際の文字の認識率は 100%ではなく、誤字や脱字も少なくな

い。データ上の誤りの多さなどのデータの信頼性に対する疑問は、松田編

（2008）や中島・吉田・岸江（2014）で指摘されており、「国会会議録検索シ

ステム」を主軸にして、そのまま研究目的に利用するには多少の難点がある。

この問題に対して松田編（2008）では OCR で取り込んだ画像に立ち返ること

を推奨している。  
 
3．3  Sudachi KWIC Search (SKWICS) - Diet 

先に述べたように「国会会議録検索システム」をそのまま研究利用するには

多少の難があると判断した。そこで、本章では中島・吉田・岸江（2014）で

用いられた Sudachi KWIC Search (SKWICS) - Diet2（以下、SKWICS-Diet

                                                   
1 http://kokkai.ndl.go.jp/KENSAKU/swk_startup.html（最終閲覧日：2015.1.15） 
2 http://uzu.ias.tokushima-u.ac.jp/staff/nakasima/skwics-diet/index.html（最

終閲覧日：2015.1.15）  
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とする）を主に利用する。こちらでは可能な限り国会会議録のテキストデータ

はほぼ修正されているという。  
SKWICS-Diet は、中島浩二氏の作成した検索システムである。国会本会議

のテキストデータが第 1 回 1 号から第 180 回 16 号まで収められている。検索

効率を高めるために、文章中から指定したキーワードに加えその前後の文脈も

取り出して索引を作るという KWIC コンコーダンスを用いて、国会議事録中

にみられる用語の意味と用法の傾向を見出す。  
 
3．4 国会にみられる「対話」 

国会議事録に記録されていることばの中で、本章で焦点を当てるのは「対話」

とした。『日本国語大辞典 第二版』には対話の意味に「直接に向かい合って

互いに話をすること。また、その話。多くは二人の場合にいう。対談。」が挙

げられている。国際社会の中にある政治においてはコミュニケーション、つま

り「対話」が重要視されて然るべきかと判断したため、本章で焦点を当てる語

を「対話」とした。  
ここで便宜的に対比させる語として、似通った意味の「話し合い」も同様に

検索対象とした 3。  
ここで検索ボックスに入力したのは、それぞれ  

対話：   対話 (?!し|す|せ ) 
話し合い：  話し合い (?!、 )|話合い (?!、 )|はなし合い (?!、 ) 

|はなしあい (?!、 ) 
とした。正規表現では、「Ａ (?!Ｂ )」が「後続する文字列がＢではない場合のＡ

にマッチ」、「Ａ|Ｂ」が「ＡまたはＢ」をあらわす。「対話」「話し合い」のい

ずれも名詞的用法のみ抽出することを目的としている。なお、「話し合い」に

ついては漢字仮名交じりの表記の多様さが存在するため、複数の表記を検索対

象としている。  
SKWICS-Diet は国会の第 1 回から第 180 回（1947 年～2012 年）のテキス

トデータを、衆参 30 回ずつに分けて検索できるようにしている 4。これは検索  

                                                   
3 対比させるのであれば類義語である「対談」が適当かと思われるが、ヒット数

が「対話」2,960 件に対し、「対談」92 件と著しく差がみられたため、本章では

「話し合い」を採用することとした（ヒット件数：4,971 件）。  
4 30 回ごとの開始年（召集年）を以下に記載する。第 1 回：1947 年（昭和 22 年）、

第 31 回：1958 年（昭和 33 年）、第 61 回：1968 年（昭和 43 年）、第 91 回：1979
年（昭和 54 年）、第 121 回：1991 年（平成 3 年）、第 151 回：2001 年（平成 13
年）  
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図 3-1 「対話」「話し合い」の出現件数  

 
にかかる処理時間との関係によるものであるため、分析者は検索結果を自身で

集計する必要がある。次に示す図 3-1 についても、たとえば「1-30 回」には

衆参それぞれで検索されたものを足し合わせている（「対話」については衆議

院 1 件、参議院 1 件となっている）。以下、すべて同様の作業をおこなった。 
図 3-1 を見ると、「対話」は「1-30 回」「31-60 回」にはほとんどみられなか

った語であることが確認できる。それまでは「話し合い」がよく用いられてい

たようである。少なくとも初期の国会という場においては、「対話」というこ

とばはさほど用いられるものではなかったということが分かる。  
以下に「1-30 回」の「対話」の含まれる文の 2 例を挙げる。  

●衆議院、第 1 回（1947 年）  
現にゲーテとエツケルマンの対話を訳した、すぐれたドイツ文学者龜尾英

四郎氏も死にました。  
●参議院、第 22 回（1955 年）  
日程第二十四は、国鉄の駅の出札口は、現在各種各様で、乗車券購入の際、

乗客と駅員との対話も十分できないような装置が多いから、音声がよく聞

えるような装置に改善してほしいという趣旨であります。  
 

ここで「61-90 回」から急に「対話」の件数が伸び、「話し合い」との立場
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を逆転させたような動きがみえるが、これは如何なる理由によるものであろう

か。ここで「対話」との共起性の高い語に注目したい。「61-90 回」の 527 件

中、「対話と協調」という文字列が 223 件抽出された（約 42.3%）。これは、

第 66 代総理大臣の三木武夫（在任期間：1974 年 12 月 9 日 -1976 年 12 月 24
日）の政治方針によるものであろう。三木武夫氏は在任中の 5 回の所信表明

演説・施政方針演説の中で、11 回「対話と協調」を用いた。特に 1976 年 1
月 23 日の施政方針演説では、7 回用いている。総理大臣の政治方針について

は、本人が述べることもさることながら、質問の中で他の議員から発せられる

ことも多い。先の「国会会議録検索システム」を援用して、第 61 回～第 90
回（1968 年 12 月 27 日～1979 年 12 月 11 日）の間に三木氏から発せられた

「対話と協調」は 42 件しか見られない（先の所信表明演説・施政方針演説含

む）。このことを鑑みるに、三木氏以外の人物がよく発言したものと判断でき

る。  
以上の事実から、三木氏が総理大臣に就任し、「対話と協調」という政治方

針を提示したことが、国会内で「対話」がさかんに用いられる契機になったも

のと考えられる。それまでよくおこなわれていた「話し合い」は、その流れに

押されて使用頻度を低くしていったものと思われる。  
 
3．5 おわりに 

本章では「対話」を対象に、国会会議録をサンプルコーパスとして検索・集

計をおこなった。三木元総理は、「対話」と「協調」の二つが特に求められる

社会背景を背負っていたのではないかと推測される。  
単語一つに限っても、国会の中での流行、そしてよく用いられる語というも

のを追うことができる。どこかの時点で急激に出現頻度を変化させている語が

あれば、何かしらの要因がある。総理大臣といった、注目を浴びざるを得ない

人物がその要因になることは少なくない。その人物が有するキャッチフレーズ

やよく発することばは、国会議員も国民もよく耳にすることとなるために流行

するのである。  
次章は、特定の単語から当時を窺うのではなく、反対に特定の人物の発言か

ら、各時代の社会情勢を探ることとしたい。  
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第４章  
就任時所信表明演説から社会情勢を知る  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4．1 はじめに 

本章では、典型的なテキストマイニングの事例の一つとして、日本の内閣総

理大臣の就任時所信表明演説のテキストデータを取り上げる。国会議事録を対

象に、総合的におこなわれた研究としては松田編（2008）に詳しく、前章 2
節に挙げた以外にも、鈴木（2012）のように政治テキストに対する計量分析

についてまとめた研究もみられるなど、政治に関わるテキストデータは、分析

対象として非常に注目されるものである。  
ここでは、長らく崩れることのなかった自由民主党政権が民主党へと移った

2009 年前後の、四名の総理大臣の所信表明演説のテキストデータを扱う。こ

れらをテキストマイニングすることで、政権交代期当時の日本の社会情勢、ま

た世界との関連について見出そうとする試みの一つである。金（2009）では

同様に総理大臣の所信表明演説を対象とした分析をおこなっているが、本章で

は、自由民主党・民主党の政権交代時期という点に主眼をおいて、この四名の

テキストを扱っている。  
なお、本章では最初のテキストマイニング的分析の一例として、2 節、3 節

で改めてここで使用するソフトや手法について簡単にまとめている。  
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4．2 テキストマイニングを行う 

テキストマイニングを行うためには、専用のソフトが必要となる。テキスト

の「形態素解析」、それによって得られた数量化されたデータに対する「統計

処理」、そしてそこから分析や考察を行うことまでがテキストマイニングの一

連の流れであるが、そこに不可欠なソフトを簡単に以下に挙げる。  
 
4．2．1 解析器 

英語などのように分かち書きでない日本語のテキストを扱う場合には、形態

素に分解することが必須であり、それゆえにテキストマイニングソフトにはど

れも解析器が積まれている。フリーで公開されている形態素解析器には

JUMAN、ChaSen（茶筌）、MeCab（和布蕪）などが、構文解析器には CaboCha
や KNP1などがある。これらはインターネットでダウンロードするなどして利

用が可能だが、有料のテキストマイニングソフトの解析器はどのようなものを

用いているかは公開されていないことが多い。  
 
4．2．2 テキストマイニングソフト 

テキストマイニングソフトには上に挙げたような解析器を利用することで

形態素解析を行う。しかし形態素に分解しただけでは不十分で、そのままでは

単なる自然言語処理に留まる。そこから統計処理を行うことではじめてテキス

トマイニングと言える。統計処理に関してはソフトウェア自身の機能で、また

他の統計ソフトと連携することで成る。  
インターネット上で公開されているテキストマイニングソフトには TTM 

や KH Coder などがあり、これらは MeCab や ChaSen などの形態素解析器、

CaboCha などの構文解析器と連携して作動する。統計処理として TTM は語

やタグ、またテキストの各組み合わせでクロス表を作成する、KH Coder は語

の集計から散布図の作成、また対応分析なども行うことが、それぞれ可能であ

る。必要に応じてそれぞれのソフトを使い分けることが望ましい。  
 
4．3 分析方法 

4．3．1 使用ソフトウェア 

分析に使用するフリーのテキストマイニングソフトは語の集計を主眼に置

き TTM を、統計処理に関してはエクセル統計 2008（株式会社 社会情報サ

                                                   
1 http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.php?KNP（最終閲覧日：2015.1.15）  
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ービス）を用いて対応分析を行うこととする。加えてネットワーク図作成のた

めにトレンドサーチ 2008 も利用する。  
 
4．3．2 対応分析 

1960 年代にフランスのベンゼクリによって提案されたもので、数理的には

数量化Ⅲ類と同様の手法で、またコレスポンデンス分析ともいう。名義変数や

順序変数など質的な変数を集計したクロス集計表をもとにして次元縮約を行

う手法で、多変量解析の一つである。結果として、類似した項目（表側）同士

の距離と、類似した変数（表頭）同士の距離を同時に算出することができる。

これら得られた座標データからマップを作成することで視覚化される。  
分析に際して散布図を作成するが、軸それぞれについて語同士の相関関係を

最大にするということで、図の見方としては「似た傾向のものが近くに布置さ

れる」ことを念頭に置いて見ることが基本となる。ここで言う「似る」とは“回

答の傾向（パターン）”であって“語の意味の傾向”ではない。辞書的意味が

よく似た二つの語があったとして、それらの意味がどれだけ似ていようとも回

答のされ方がまったく異なるのであれば、離れて布置される。またそのことか

ら、「特徴的なものは他の語から離れて布置される」こと、「全体的に同じよう

な回答傾向にあるもの（回答数の多いもの）は原点付近に布置される」ことが

言える。ただしこれらはあくまでも基本的な前提であって、常に適用されるも

のではないことを注意されたい。  
 
4．4 分析 

4．4．1 分析対象 

例として日本の過去四代の内閣総理大臣の就任時の所信演説表明の分析を

行う。対象とするのは、  
・第 91 代内閣総理大臣：  福田康夫 2 （自由民主党総裁）  
・第 92 代内閣総理大臣：  麻生太郎 3 （自由民主党総裁）  
・第 93 代内閣総理大臣：  鳩山由紀夫 4 （民主党代表）  
・第 94 代内閣総理大臣：  菅直人 5  （民主党代表）  

以上四名の所信演説表明の原文である。首相官邸のホームページ 6に公開され

                                                   
2 在任期間：2007 年 9 月 26 日 -2008 年 9 月 24 日  
3 在任期間：2008 年 9 月 24 日 -2009 年 9 月 16 日  
4 在任期間：2009 年 9 月 16 日 -2010 年 6 月 8 日  
5 在任期間：2010 年 6 月 8 日 -2011 年 9 月 2 日  
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ているものを利用した。ゆえに、実際の所信表明時にみられたであろうフィラ

ーや言い淀みなどはここに含まれず、また分析対象ともしないため、ここでは

問題としない。  
1955 年より続いていた（一部の例外を除く）自由民主党政権が崩れたのは

2009 年であった。就任時の所信表明演説とは前任の総理大臣から引き継いだ

政権、世論を受けた上での意思表明であるため、施政方針のみならず政治に対

する態度、国民への呼びかけ、各々が重視しているものなど多くの情報を含む

ものとなる。  
この政権交代前後の二名ずつの内閣総理大臣の就任時所信表明演説を扱う

ことで、政権交代という社会的に大きな事象に係る時期の、日本の社会情勢を

みるものとする。  
 
4．4．2 テキスト（所信表明演説）の加工と図示 

 
表 4-1 整形後のクロス表（出現件数） 

 
 

                                                                                                                                                     
6 http://www.kantei.go.jp/（最終閲覧日：2015.1.15）  

語 福田 菅 鳩山 麻生 計 語 福田 菅 鳩山 麻生 計
国民 16 21 42 22 101 問題 8 3 9 1 21
私 8 28 41 24 101 今 3 5 9 4 21
日本 5 5 37 9 56 不安 4 4 3 9 20
政治 5 14 25 4 48 政策 6 6 6 2 20
実現 9 20 11 5 45 成長 5 6 5 3 19
皆さま 12 10 20 2 44 社会|保障 1 16 0 2 19
新しい 2 10 28 2 42 信頼 6 3 7 3 19
必要 7 13 8 5 33 解決 5 3 7 3 18
地域 3 8 15 7 33 支援 2 8 6 1 17
我が国 9 14 2 6 31 地方 10 1 5 1 17
経済 3 14 11 2 30 すべて 6 1 9 1 17
国 4 5 16 4 29 民主党 0 3 1 12 16
改革 8 9 4 6 27 社会 3 4 9 0 16
行政 9 7 7 4 27 内閣 1 11 2 2 16
強い 0 16 5 6 27 将来 8 4 4 0 16
安心 12 5 5 2 24 今後 6 3 6 0 15
人 1 6 15 1 23 取組 5 7 3 0 15
世界 4 3 12 4 23 強化 6 4 4 1 15
課題 2 9 5 5 21 推進 6 6 3 0 15
責任 4 4 5 8 21 雇用 1 8 3 3 15
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図 4-1 対応分析による散布図 

 
本節では、元になるテキストを数量化し、図表化をおこなう。TTM を用い

て形態素解析と同時にクロス表を作成したものが表 4-1 である。ここで同時に

単語の表記の統一などを含むデータの整理をおこなっている。  
TTM で形態素解析してクロス表を作成し、整形したあとはエクセル統計

2008 を利用して対応分析を実行する。  
対応分析にかける語の数は任意で選択する。ここで重要なのは散布図にする

ことを念頭に置くことである。図上に表示させる語の数は、ソフトによって上

限はあるものの基本的にはいくらでも選択可能ではあるが、散布図にしたとき

に語が多すぎては図が見づらく、少なすぎても分析に足る結果にはなりがたい。

今回はそれらを勘案して、便宜的に 40 語とした。その結果が図 4-1 である。

第 1 軸の寄与率は 0.3968、第 2 軸は 0.3554 であり、累積寄与率は 0.7522 で

ある。第 1 軸と第 2 軸それぞれの寄与率の差が大きくないことから、図の見

方としてどちらかの軸に拠ることもなく、また累積寄与率が高いことからも図  
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図 4-2 トレンドサーチ 2008 によるネットワーク図 

 
全体を俯瞰するのが適当であると考えられる。なお、分析のために各語の大き

さについては恣意的に変えている。  
簡単に図 4-1 に関して述べておくと、四つの象限に四名がそれぞれ布置され

ており極端に近くなるようなことがないため、各人の特徴がよく示されている

図だといえよう。ただしこれらの位置関係はあくまでも全体からの相対的な関

係によるものであるため、たとえば“福田”と“責任”が離れて布置されてい

るからといって“責任”を軽視しているとは言えず、また“責任”に関して言

えば“福田”と“菅”は同じ出現頻度を示しているが（表 4-1）、これも相対

的な関係が示されているためである。  
また同時にトレンドサーチ 2008 というテキストマイニングソフトを利用し

てネットワーク図を描く。このソフトウェアは有料のものだが、自由回答など

の分析にたいへん有用であるため、本発表でも用いることとする。形態素解析

など、他のテキストマイニングソフトと基本的な動作は変わらないがビジュア

ル化におけるレベルは高い。  
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この図にあらわれる情報は多く、ノード 7同士の繋がりや関連度の強さのみ

ならず、ノード間の距離まで計算し布置する。つまり関連度の高いものは近く

に、低いものは遠くにそれぞれ布置されるということを意味する。この辺りは

対応分析に似たものがある。ただし、正確な距離を図示した場合、ノードの多

くは互いに重なりあって見えなくなってしまうため便宜的にずらす事は多い。 
図 4-2 は、トレンドサーチ 2008 でキーワードとなった語 50 語を採用して

いる。対応分析の散布図以上に配置の自由度が高いため、採用語数は少々多く

した。  
 
4．4．3 分析 

以上二つの図から、内閣総理大臣四名の傾向を探る。両図ともに、四名の名

前に近い語が相対的ながらそれぞれ重要視されたものと判断できよう。この結

果を説明するには、福田氏以前の内閣総理大臣の存在が不可欠である。  
まず第 87～89 代内閣総理大臣として、2001 年 4 月 26 日から 2006 年 9 月

26 日までの通算 1980 日もの長期の在任期間を誇った小泉純一郎氏の存在が

ある。氏に対する政治的社会的評価はさておくとして、第 71～73 代内閣総理

大臣中曾根康弘 8氏以来の 1000 日を超える在任期間であったことは間違いな

く、構造改革や靖国神社への参拝など数々のインパクトを世間に与え任期満了

とともに辞任した。  
後継の安倍晋三氏はそれを受けて内閣総理大臣の職に就いている。就任して

のち、年金記録問題の浮上、閣僚の諸問題などが重なったことで内閣支持率は

下がっていき、また自身が体調を崩すなどしたことからわずか一年の任期で辞

任するに至った。在任中の行動、辞任への経緯など、小泉氏と安倍氏の社会的

印象に関する明暗がはっきりと分かれる形となった。  
以上の流れを経た上で福田康夫氏が次の内閣総理大臣に就任した。小泉氏の

長期政権から安倍氏の突然の辞任までの落差を目にしたことによって、国内の、

自民党政権に対する不安、不信感が高まっていたことは想像に難くない。だか

らこそ図 4-1 より、福田氏は“安心”や“信頼”といったことばを演説の中で

多用することで、国民の現政権に対するネガティブな印象を払拭するとともに

信頼を得ようとしたのではないかと推察できる。また図 4-2 からは“問題”－

“解決”や“取り組む”といった積極的な姿勢も見受けられる。  
続いての麻生氏は図 4-1 から“課題”や“不安”などが近くに布置されてお

                                                   
7 ここでは各語や総理大臣の名前を指す。  
8 在任期間：1982 年 11 月 27 日 - 1987 年 11 月 6 日（第一次から第三次まで）  
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り、安倍氏と同様にわずか一年で任期を終えてしまった福田氏によるものであ

ろう。国民の不安感が反映された可能性も考えられる。図 4-2 からは“日米同

盟”や“アジア”などがみられることから、自身の外務大臣の経験 9からなの

か外交に対する関心もうかがえる。しかし麻生氏もマスコミのネガティブ・キ

ャンペーンとも言えるものもあり、世論の批判を受ける形で一年と満たずに政

権を交代することとなった。  
鳩山氏は自民党との政権交代時により、55 年体制以来初の民主党の内閣総

理大臣となった。しかし突如野党から与党になったからか、図 4-1 をみる限り

他の総理大臣と比べて具体的な語が付近に布置されておらず、方針が不明瞭で

ある。表 4-1 と併せてみても“国民”や“皆さま”など呼びかけるような語が

多いこと程度しか特徴はあらわれない。図 4-2 も同様で、あまり特徴的な語が

多いとは言いがたい。“地方”との距離から、地方に対する関心があっただろ

うことは言えようか。鳩山氏は四名の中でも最短の在任期間で菅氏にその座を

譲っている。  
前総理大臣の菅氏は、前任の鳩山氏と対比される形で図 4-1 には“社会保障”

や“雇用”など具体的な語が近くに布置されている。“改革”や“実現”など

も同様で、前政権で急落した支持率を回復するため、積極的な姿勢を見せてい

る。図 4-2 もまた同様に、時勢に合わせたことばを使用している印象がある。

ここで興味深いのは、“菅”と“麻生”に関連性があることである。両ノード

間にあるものをみると“信頼”や“取り戻す”があり、前任者の任期が短く、

また突然の辞任であったことなどに共通点が存在する。このような面も反映さ

れた図になったといえる。  
 
4．5 おわりに 

就任時の所信表明演説は政権の発足時になされるものであり、前任者が世に

与えた政権のイメージ、その時代時代の風潮を受けて、内閣総理大臣としての

意思、姿勢をあらわすものである。そのテキストのみでも各総理大臣の就任す

る時期がどういう情勢の中にあったかなど、少なからず特徴を読み取ることが

できた。  
文系の領域では未だ多くない統計分析を加えることで、曖昧な印象に留まる

ことなく客観性の高い分析・考察を行うことができる。本章では例としてはじ

めからテキスト化されたものを扱ったが、今後は方言談話資料など、みずから

                                                   
9 第三次小泉内閣、安倍内閣において外務大臣を歴任している。  
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テキスト化する必要のあるもの、また標準的な日本語の辞書にない方言形式の

扱いなども含めて、テキストマイニングの適用範囲の拡大を試みる必要がある。 
前章、本章と、インターネット上に公開されており、且つ実際に発言された

もののテキスト化された文章を対象に分析をおこなった。次章では、公の場に

おける実際の発言とは異なり、投稿者の意見・感想をインターネットという匿

名性の高い場での発言を対象に、投稿者のコメントに潜む関心の方向を探る。 
 
  



33 
 

第５章  
人々の口コミから病院に対する意識を探る  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5．1 はじめに：インターネット上のコメントを分析すること 

前章までは討論や演説などの談話資料を対象としたが、本章、および次章で

は回答者の個々のコメントを集約したものを一つのコーパスと見做し、分析対

象とする。  
インターネット上には、実に大量のテキストデータが存在している。第３章、

第４章で用いたホームページのデータのように国が管理・公開しているものも

あれば、個人ブログ（ウェブログ）や SNS（Social Networking Service、ソ

ーシャルネットワーキングサービス）への投稿コメントなど、個人の考えを世

に発信しているものもある。これらの多くには写真や動画といった画像データ、

音声データを伴ったものも少なくないが、やはり文字情報を主体としているも

のが大半であろう。これら各種テキストは、コピー・ペーストをおこなうこと

で利用可能なデータとすることが容易である。当然ながらデータ量に比例して

手間と時間はかかるが、それさえ惜しまなければコピーガードされているもの

以外のテキストデータは誰でも得ることができる 1。  

                                                   
1 Web ページのコピーガードについては、たとえば著作権のある楽曲の歌詞など

にかけられていることが多い。文字を文字として直接取られることを回避するた

めの措置である。  
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これらのテキストデータを分析することの利点は何か。大きく 2 点、挙げ

ることができる。一つは「投稿者の匿名性の高さ」である。匿名性が高いとい

うことは忌憚のない意見も投稿できるということである。発言元が特定される

ような場では、ある程度本心を制限して発言することが多いと思われるが、イ

ンターネット上での匿名性の高さは、その制限を取り払う。大規模掲示板や動

画投稿サイトなどの発言は実に率直なものが多い。このことから、インターネ

ット上で意見を寄せる場合には歯に衣着せぬコメントが少なくないことが期

待でき、同時にそれはコメントの正確性にも繋がり、情報の価値も上げること

にもなる。二つ目は「分析するデータ収集の容易さ」である。どの研究分野で

も問題になるのではないかと思われるのが、分析対象（データ）を如何に収集

するか、という点である。日本語学の分野においてもそれは変わらない。日本

語史であれば過去の言語資料を収集せねばならず、方言研究では各地の方言資

料を録音しに現地に赴くことが多く、音声研究ではもちろん実際の発音・発話

を録音している。これらは、分析対象を集める際に多くの時間と労力を必要と

するという点において共通している。それを考えれば、インターネット上に公

開されているデータを利用することは非常に容易である。特に、椅子に座って

パソコンを使用するだけでデータを収集できるところが大きい。この点におい

て、データの宝庫たるインターネット上のコメントを分析することの意義が大

いにあると言える。村田（2014）では、読んだ本の感想を投稿するサイトに

投稿されたコメントを元に、特に読者のライトノベルに期待するものを浮かび

上がらせている。  
 
5．2 分析対象 

5．2．1 病院口コミ検索サイト「Caloo（カルー）」 

 前節に述べた利点を活かすべく、本章で

は病院口コミ検索サイト「Caloo2」に投稿

された、日本全国の病院に対する種々のコ

メントを分析対象とする。なお、サイトに

投稿されたコメントの利用については、

2014 年 9 月 16 日付で Caloo 株式会社より

許諾を得ている。  
この「Caloo」では、病院の患者からの投

                                                   
2 http://caloo.jp/（最終閲覧日：2015.1.15）  
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稿（サイト内で言うところの、口コミ情報）を集約し、診療科や都道府県、ま

た疾病ごとに検索可能なかたちにして公開している。それぞれのタグによって

サイト内で絞り込み検索ができるようになっており、各病院に対する好悪両方

の口コミを閲覧できるため、サイト利用者それぞれにとって最適な病院を提供

できるようになっている。  
当然、投稿されるものには病院の診療科や都道府県などの偏りがあるため、

すべてにおいて平等に情報が共有されるということではない。たとえば 2014
年現在、診療科であれば内科に関する投稿が多く新生児科は少なく、都道府県

別では東京都に属するものが多く鳥取県は少ない、といった様子である。これ

は病院の絶対数を必ずしも反映しているものではなく、コメントを投稿したサ

イト利用者が関わった病院に限ったものと認識されたい 3。  
投稿コメントには文章になっているもの、箇条書きになっているものと長短

あるが、投稿者は基本的にはタグとして、来院した病院名や病名、症状などを

選択し、5 段階評価をした上でコメントを書き込む。投稿されたコメントに対

して直接コメントを書き込んだり、参考になったかどうかの評価をしたりする

ことで、サイト利用者同士の交流を促している。  
以下に投稿されたコメント（本文）の一例を示す。実際のコメントは改行な

どがさかんに入れられているが、ここでは除外している。下線部はすべて執筆

者による。  
● [症状・来院理由 ]近所の内科でこじんまりとした静かな病院なのですが、

対応はすごく柔軟で、予防接種もしてくれ診察しなくてもいつも処方され

ているお薬をいただけるのがとてもうれしいです。  
● [症状・来院理由 ]子供が咳と鼻水と熱が少し高かったから、近くの小児

科を受診した。[医師の診断・治療法 ]先生の診断は、風邪でした。[感想・

費用・待ち時間・看護師などスタッフの対応 ]先生と看護師さん達は優し

く、院内の雰囲気も良かったです。  
● [症状・来院理由 ]子供が発熱した際、迅速に対応してくださいました。

[医師の診断・治療法 ]投薬 [感想・費用・待ち時間・看護師などスタッフ

の対応 ]お薬だけでなく、家に帰ってからの処置から風邪の予防法まで丁

寧に教えていただきました。  
                                                   
3 なお、厚生労働省が公開している情報（http://www.mhlw.go.jp/（最終閲覧日：

2015.1.15））によれば、平成 24 年の都道府県別の病院および一般診療所、歯科

診療所の数はいずれも首位が東京都、最下位が鳥取県となっており、診療施設の

絶対数も多分に関与すると言える。しかし、細かな序列がそのまま反映すること

ではないということを述べておく。  
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以上のように、投稿者によって書き方も様々である。なお、2015 年 1 月現

在、例の下線部にあるような見出しはなく、全角半角にかかわらず 300 字以

上の記入が必要とされている。  
 
5．2．2 投稿コメント収集と加工 

「Caloo」に投稿されたコメントを分析するにあたって、コメントの収集を

おこなう必要があった。手動でコメントを収集しなければならない以上、サイ

トに存在するコメントのすべてを扱うことは現実的ではない。これはインター

ネット上にあるデータという性格上、コメントが常に増減するということも含

まれる。よって、収集には条件を絞ることとした。  
まず、無作為にコメントを抽出するよりも、病院利用者が多く意見を寄せる

ものに限定することで広くコメントを収集することができるということを期

待し、一般的な疾病と思われる「かぜ」というタグを含むコメントであること

を条件の一つとした。次にコメントの増減の影響を極力抑えることを目的とし

て、収集期間である 2014 年 9 月 16 日～20 日の間に表示されていることを条

件の二つ目とした 4。分析対象は、以上の条件を満たす 1,329 件に限定した。

収集期間以降に新たに投稿されたコメント、または削除されたものについては

言及しないこととする。  
そしてコメントを分析可能なかたちに加工するという段階も存在する。改行

を削除することなどはもちろん、先に挙げた例の下線部のような本文中に含ま

れる「 [症状・来院理由 ]」や「 [感想・費用・待ち時間・看護師などスタッフ

の対応 ]」なども削除対象とした。2013 年までに投稿されたコメントには、投

稿内容に関してこうした見出しが利用されており、単語を拾い上げる際のノイ

ズとなるためである。また、可能な限り投稿されたコメントの本文をそのまま

利用することを優先し、表記の統一や顔文字（ (^_^;)など）の削除はおこなっ

ていない。なお、医療機関に関する自由記述データの分析については、次章の

元である清水・石田・岡（2011）があり、こちらは歯科医院に対するアンケ

ート結果の分析となっている。  
 
 

                                                   
4 ここで「表示されている」としたのは、限定公開されているコメントがあるた

めである。厳密には 3 件以上投稿したユーザのみ閲覧可能だが、一般利用者が閲

覧できるコメントを対象とすることを理由に、今回はこれらを分析から除外して

いる。  
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5．3 結果 

分析に入る前に、コメントを可視化するかたちで結果を示す。本章では、テ

キストマイニング用ソフトウェアの KH Coder を用いて形態素解析、図表の

作成をおこなった。まず、語の出現回数を算出し、形態素解析をおこなった。

その中から、頻出語 100 語を一覧として、表 5-1 に示す。  
 

表 5-1 頻出語 100 語 

 
 

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
病院 1779 鼻水 437 治る 206
先生 1670 少し 431 来院 206
風邪 1477 聞く 424 駐車 202
薬 1444 多い 410 痛み 200
診察 1414 発熱 403 スタッフ 198
思う 1132 見る 396 薬局 198
行く 1000 出す 369 院内 195
子供 984 診る 368 結果 194
熱 814 安心 362 来る 194
待ち時間 755 飲む 356 話 194
看護 709 待合室 345 子ども 187
症状 703 小児科 311 電話 187
処方 680 診療 284 様子 180
咳 652 親切 275 医院 177
言う 649 お世話 271 出来る 174
予約 586 内科 270 少ない 173
時間 546 混む 269 点滴 171
待つ 545 悪い 268 痛い 170
受診 527 長い 265 早い 169
受付 523 人 257 体調 167
出る 513 通院 249 腫れ 164
良い 499 受ける 246 医師 157
説明 492 鼻 245 下がる 157
感じ 479 近く 242 印象 155
喉 475 助かる 242 病気 154
インフルエンザ 472 クリニック 234 夜 152
対応 455 予防 229 朝 151
丁寧 450 近所 224 気 150
優しい 442 他 222 抗生 150
患者 439 感じる 211 心配 149
検査 438 行う 209 特に 147
前 438 通る 208 確認 144
診断 437 接種 207 雰囲気 144

広い 143



38 
 

KH Coder 上で「動詞 B」とされる仮名表記の動詞、つまり「する」や「あ

る」に類するものはサ変動詞などを形成するため、非常に多く出現することか

ら、ここに挙げる頻出語からは除外している 5。同様の理由で、否定助動詞「な

い」もここには含まれていない。  
サイトの性格上、「病院」や「先生」、「薬」などが、また検索条件として「風

邪」が頻出語としてあらわれたのは自然なことかと思われる。動詞では、「思

う」は感想や意見を投稿するものとして当然多く出現し、「行く」も病院に行

くという点で、頻出するのはこれも至極真っ当なことである。これら頻出語を

中心に、投稿されたコメントに寄せられた意見の裡にあるものを見出したい。 
 
5．4 分析 

5．4．1 患者のニーズ 

まず、語同士の関係性、相関を知るために、暫定的に最少出現回数を 195
とした 73 語による階層的クラスター分析をおこない、図表化した（表 5-2、
図 5-1）。なお、先の章とは異なり、必ずしも投稿者の世代などの属性が特定

できた訳ではないため、タグ付けをおこなうことができない。これもまた匿名

性の高さ故の特徴の一つである。  
クラスターの数は、はじめ 73 の平方根 8.5 に近い 9 としたが、一クラスタ

ーに含まれる語数が最大 16 のものがあり、解釈のしやすさなどを考慮し、結

果としてクラスター数を便宜的に 14 とした。以下、各クラスターの解釈を進

める。  
クラスター1 には、「薬」「病院」「先生」など、患者視点から見たおよそ基

本的に病院に関わるものと思われる語が集中した。前述した頻出動詞「思う」

「行く」もここにあらわれている。  
クラスター2 からは、「少し」「前」から「熱」が「出る」ので、「診断」を

受けに病院に行く、といった病院「受診」までのプロセスが感じられる。  
クラスター3 は単純に「鼻水」や「咳」といったかぜの諸症状が固まってい

ることが分かる。  
クラスター4 は「受付」のスタッフや医師などの患者に対する「説明」の仕

方や「対応」そのものに対する評価に関する語が集中している。「良い」「安心」

「優しい」などがあらわれており、評価については概ね前向きなものが多いと

推測される。  
                                                   
5 例として、「する」は 6846 件、「ある」は 2588 件、「なる」は 1642 件、否定助

動詞「ない」は 2172 件、それぞれ出現している。  
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表 5-2 頻出語のクラスター分析（表） 

 
 

クラスター5 では特に「子供」「小児科」があることから、投稿者が親の視

点から「予約」の体制や「待合室」の様子などに気を配ることが窺えるクラス

ターとなっている。  
クラスター6 およびクラスター7 は、それぞれ「予防」「接種」、「インフル

エンザ」の「検査」と、そのまま語の共起性の高い、かつ病気になる前におこ

なう事柄が集まった。  
クラスター8 はクラスター3 同様、かぜの症状である「喉」の「痛み」があ

らわれている。  
 
 
 

思う 1132 鼻 245 予防 229 悪い 268

薬 1444 鼻水 437 接種 207 人 257

病院 1779 咳 652 クリニック 234

先生 1670 近所 224

風邪 1477 インフルエンザ 472 行う 209

診察 1414 感じ 479 検査 438 他 222

行く 1000 受付 523

待ち時間 755 聞く 424

看護 709 対応 455 痛み 200 薬局 198

症状 703 良い 499 喉 475 駐車 202

処方 680 説明 492 院内 195

丁寧 450 助かる 242

安心 362 飲む 356

受診 527 優しい 442 治る 206

診断 437 通る 208 スタッフ 198

出す 369 近く 242 来院 206

言う 649 待合室 345 感じる 211

出る 513 予約 586

熱 814 時間 546 診療 284

見る 396 待つ 545 内科 270 お世話 271

前 438 診る 368 患者 439 混む 269

少し 431 子供 984 多い 410 通院 249

小児科 311 受ける 246

長い 265

発熱 403

親切 275

クラスター6

クラスター5

クラスター4

クラスター3

クラスター2

クラスター1

クラスター14

クラスター13

クラスター12

クラスター11

クラスター10

クラスター9

クラスター8

クラスター7

数値は各語の出現回数
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図 5-1 頻出語のクラスター分析（デンドログラム） 
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クラスター96は主に動詞がかたまったが、薬を「飲む」ことで病気が「治る」

ことと、病院を「近い」と「感じる」ことが患者にとって無視できないことだ

ろうと思われる。  
クラスター10 には病院にいる、もしくは通っている「患者」が「多い」と

感じているだろうことが見て取れる。「内科」は、かぜの「患者」が一般的に

行くであろう診療科ということか。  
クラスター11 では、「他」の「クリニック」を引き合いに出して比較してい

ることが考えられる。「悪い」と「人」の解釈が難しいが、この 2 語について

共起性は決して高くなく、「人の悪さ」といったものととらえるのは相応しく

ないと思われる 7。あくまでも相対的な類似度と判断すべきか。  
クラスター12 は病院で処方される薬を受け取る「薬局」に関するものと思

われ、「院内」にあるかどうか、「駐車」スペースがあるかどうかが、患者が「助

かる」と感じるか否かにかかわっていると考えられる。  
クラスター13 の「スタッフ」と「来院」も、クラスター11 の「悪い」と「人」

同様、共起性の高いものではなく、明確な関連性は感ぜられない。  
クラスター14 では、病院またはスタッフを含む医師に対して「お世話」に

なっていると感じていることや対応の「親切」さなどの感想に類するもの、ま

た「診療」や「通院」に関して病院の「混む」という状況などの訴えに係る語

が集中するかたちとなった。  
以上、便宜的に 14 のクラスターを形成することで、サイトに投稿されたコ

メントの全体的な傾向を掴むことができた。  
ここで、「かぜ」や「病院」という語から直接連想されないであろう「子供」

が含まれるクラスター5 に着目するかたちで、患者のニーズについて深めたい。

「Caloo」に限らず、こうした意見交流の場においてコメントを投稿するのは、

必ずしも病院で診察を受けた本人ではないことを留意しておきたい。たとえば、

幼児の代理として父母がコメントを投稿することなどは十分に考えられるの

である。  

                                                   
6 動詞「通る」があらわれているが、これは「通 (かよ )う」の「通 (かよ )って」が

誤って「通 (とお )って」と集計されているためである。ここにおける「通る」の

ほとんどは「通 (かよ )って」である（「通 (とお )る」「通 (とお )り」などの用法は 208
件中 14 件であった）。クラスター11 にある「行う」にも同様に、「行く」の「行 (い )
って」が多分に含まれる。  
7 念のため、同一文中に両語があらわれる 2 文を以下に示す。「看護師さんもお医

者さんも悪い人ではないのですが、どことなく親しみを持てない感じがしました。」

「しかし会計時に受付の人の対応の悪さ（冷たさ）には愕然とした。」  
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KH Coder のコロケーション統計 8の機能を用い、まず「子供」について共

起性の高い語から 20 語ずつ挙げる。  
「子供」  

［先生］［風邪］［優しい］［病院］［思う］［熱］［発熱］［スペース］  
［診察］［咳］［行く］［小さい］［多い］［悪い］［待合室］［看護］［出す］ 
［絵本］［症状］［待つ］  

「子供」について、最も高頻出なのが［先生］であった。「子供が風邪をひ

いたので…」などの文脈を除くと、診療の的確さは当然のことながら、やはり

［先生］が［優しい］ことが子供の患者には重要な点であろうことが窺える。

加えて、［待合室］や［絵本］などから、子供が診察を［待つ］間のことも重

要視していると判断できる。以下にコメントの一部を示すが、小児科に限らず、

子供が多く来院するような病院は、子供を待たせることに病院側がどれだけ配

慮しているか、という点も親から求められていると言って良いだろう。  
●待合室は大人用と子供用のスペースが分かれていて、少し離れています。

最近、壁紙が変わって明るくきれいになりました。子供用スペースにはお

もちゃがたくさんあり、遊びながら待てるので子供は喜びますし、大人の

患者さんに気をつかわずにいられますので、親もほっとできます。  
また、「予約」もクラスター5 に含まれる語の中で特徴的なものである。先

と同様に共起性の高い語から 20 語ずつ挙げる。  
「予約」  

［電話］［待ち時間］［ネット］［時間］［携帯］［出来る］［システム］  
［行く］［インターネット］［予約］［接種］［診察］［予防］［取れる］  
［病院］［順番］［思う］［当日］［完全］［受付］  

ここで［電話］や［携帯］、また［ネット］［インターネット］など、予約の

手段・方法に関すると思われるものが頻出している。診察の予約が煩雑なこと

だと考えれば、［インターネット］も用いた予約［システム］の便利さに言及

していると判断できる。現在［インターネット］を介した予約方法を持たない

病院でも、今後は導入が望まれると考えて良い。肯定的な意見の例を示す。  
●以前は混んでる時など結構な待ち時間があったのですが、待ち時間を無

くすために予約システムを導入してくれたおかげで殆ど待ち時間も無く、

熱のある子にも安心です。  
さらに［診察］以外にも、［予防］［接種］があらわれていることから、予防

                                                   
8 コロケーション統計の詳細は、第２章を参照のこと。  
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接種などの予約の必要性についても患者の関心事であると思われる。  
 
5．4．2 患者の関心 

病院に通う患者の関心の方向は、畢竟、診療の確かさに収束するだろう。正

確な診察、的確な薬の処方、快癒までの早さ、医師に求められるのは究極的に

はこれらが達成されれば良い筈である。しかしながら表 5-1 からでも、医師と

しての技術にのみ関心がある訳ではないということが分かる。  
患者のニーズの例として前項では「子供」「予約」を例に取り上げた。これ

らは同時に関心事ともなろうが、患者の関心としては病院を選択する要因が他

にもあるだろう。たとえば病院での待ち時間の長短や病院までの距離である。

そこで表 5-1 から「待ち時間」と「近く」を選び、それぞれの共起性の高い語

をみる。  
「待ち時間」  

［長い］［少ない］［短い］［診察］［予約］［思う］［病院］［行く］［時間］ 
［少し］［多い］［感じる］［良い］［患者］［混む］［先生］［多少］［待つ］ 
［結構］［気］  

待ち時間については［長い］［短い］があらわれ、当然この長短は重要視さ

れて然るべきだろう。［患者］の［多い］［少ない］が待ち時間に影響を与える

ことが感じられるようである。  
●私が行ったときは、患者さんが少なく待ち時間は短かったのですが、イ

ンフルエンザや風邪が流行ってる時期は混んでいて待ち時間がとても長

くなることがあります。  
「近く」  

［病院］［行く］［薬局］［家］［内科］［駅］［自宅］［クリニック］［通る］ 
［思う］［小児科］［医院］［会社］［診察］［便利］［熱］［以前］［子供］  
［耳鼻科］［実家］  

体調の不調を感じるときには往々にして緊急を要することが多いため、［家］

または［自宅］に近いことが望まれる。また通院などでも［駅］や［会社］と

近い方が［便利］であろうことは間違いない。患者のいる場所から近いという

ことは、選択肢が少ない場合にも重要であるようだ。  
●体がだるく、同じ職場の人がインフルエンザにかかったこともあり、大

事を取って病院で見てもらおうと思いました。土曜の午後にやっている病

院が近くでここしかなかったので行きました。  
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5．5 おわりに 

以上、病院口コミ検索サイト「Caloo」に投稿されたコメントを元に、患者

の医療機関に対する意識・関心をみた。形態素解析により集計された語のうち、

頻出語を対象としたが、コメントの全体的な傾向は掴めたと言って良いだろう。

特定の語が頻出するということは、そこに興味関心が集まっていることの証左

である。患者が診療や薬の処方に関心を持つのは当然であるが、直接的な医療

行為以外にも、説明や対応の丁寧さやスタッフから感じる安心感といったもの

も多分に重要視していることが分かった。  
また、サイト利用者の多くが大人であろうことも鑑みると「子供」への対応

の仕方も注目されることのようである。子供に対する診療の方法以上に、子供

が落ち着いていられる態度の示し方や環境を整えることが患者のニーズとし

て浮かび上がってきた。  
条件を限定したとはいえ、インターネット上に存在する自由記述のかたちの

コメントをまとめて分析することができた。ここに限って言えば、医療機関に

対して更なる改善の方策を提示できる可能性を秘めている。分析対象となり得

るものが豊富に公開されているという事実を考えれば、やはりインターネット

上に存在するテキストデータを研究対象とすることは非常に有意義と言える

だろう。課題は、不特定多数の書き込みには誤字脱字が少なくない範囲で含ま

れること、表記の統一があまりなされないことなどがある。分析者がどの水準

まで整形するかを示すことが重要であろう。  
本章ではインターネット上でのデータ収集という、日本語という条件を除け

ばほぼ完全な不特定多数から得られたものであったが、それに対して次章では

実際にアンケート用紙を用いておこなった調査結果によるデータを対象とす

る。  
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第６章  
患者の歯科医院に対するフリー・コメントの  

テキストマイニングによる分析  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6．1 はじめに 

近年、歯科に対する人々の意識や関心を明らかにするような研究が増えてい

る。それらの多くはアンケート調査の結果を統計的に分析し、歯科医療や歯科

医院に対する患者の意識などを明らかにするものである。  
平成 22 年 10 月、徳島県歯科医師会は県民の歯科医療に対する関心を高め

ることなどを目的にして、県内歯科医院を通じて患者に対するアンケート調査

を実施した。石田ら（2011）は、このアンケート調査における患者満足度に

関する回答の分析を試み、「主成分分析を用いた歯科医院に対する患者満足度

の要因分析」として、患者の満足度の約 56%は歯科医院が提供するサービス

に関連することを示唆した。  
患者の意識や関心を分析する手法には、これらのように統計的な分析を行う

以外にも、フリー・コメントを用いたテキストマイニングがある。フリー・コ

メントをテキストマイニングすることの利点は、選択式のアンケート調査によ

っては明らかにすることのできないような患者の潜在的な意識を顕在化させ

て把握することが可能なことにある。  
本章は、前述のアンケート調査のフリー・コメントをテキストマイニングに

よって分析し、患者の歯科医院に対する関心を明らかにするものである。  
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6．2 対象および方法 

6．2．1 アンケート調査の概要 

本章が利用するデータは、前述のアンケート調査の一部として含まれるフリ

ー・コメントである。そこで、利用データの説明の一環として、まずはアンケ

ート調査の概要を説明する。  
本アンケート調査では、平成 22 年 10 月 1 日から同年 10 月 31 日までの間

に、徳島県内の 41 歯科医院を通じて、調査用紙、返信用封筒、謝礼としての

歯ブラシを配布した。配布件数は 4,931 件である。アンケートの回答は匿名と

し、回答者には徳島県歯科医師会宛返信用封筒に入れて平成 22 年 10 月 31 日

までの返送を依頼した。回答者の匿名性を確保するために、返送された封筒は

開封せずにそのまま徳島県歯科医師会から徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア

ンド・サイエンス研究部財政学研究室に送り、同研究室において開封し、集計・

分析した。その他、アンケート調査の目的などは表 6-1 のとおりである。  
 

表 6-1 徳島県歯科医師会による患者受療行動アンケート調査の概要 

1．対  象 調査実施時期における外来患者 

2．実施時期 平成 22 年 10 月 1 日～10 月 31 日 

3．目  的 ①患者の評価・満足度を明確にし、サービスの向上を図り、 

要治療者の受療率の向上を図る 

②地域や患者層・歯科医院の個性を踏まえたニーズを把握し、 

正しいデンタルケアを提案する 

③地域での訪問治療や予防などの潜在的ニーズを探り、対応する 

④サービス向上に取り組むことで、歯科医院ならびに 

徳島県歯科医師会のブランディング向上を図るとともに、 

口腔健康のための普及啓発活動に対する県民の関心を高める 

4 ． 配 布 ・ 回 収

方法 

徳島県内の 41 歯科医院を通じてアンケート用紙を配布 

記入者が徳島県歯科医師会に郵送することにより回収 

5．配布件数 4,931 件 

6．回収件数 3,543 件（回収率：71.9％） 

7．有 効 回 答 件

数 
3,456 件（有効回答率：70.1％） 
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アンケート調査では性別、年齢などに加え、歯科医院の選択理由、歯科医院

の印象、歯科医院に対する自由記述、歯科医療に関する認知度・関心度などの

項目をたずねた。フリー・コメントでは、「その他、お気付きの点やご希望が

ございましたらお聞かせください。よろしければ医師やスタッフの励みになり

ますので、当院の良かった点を一言でもご記入ください。」というようにして

コメントを求めた。本章は、このフリー・コメントによる回答を分析すること

により、選択式の回答にはあらわれない患者の関心を明らかにするものである。 
 
6．2．2 分析の手法 

テキストマイニングを用いて、歯科医院に対する患者の自由な意見を分析し

た。本章では、とくにネットワーク分析を行い、フリー・コメントにおいて登

場するキーワードの関連性を解析し、歯科医院に対する関心の実際を明らかに

することを試みた。  
分析に際しては、性別や年代の項目にひとつでも無回答や不明なものが含ま

れる場合は欠損値として扱い、ネットワーク分析の対象から除いた。  
形態素解析および共起ネットワーク図（図 6-1～6-7）の作成にはトレンド

サーチ 2008（社会情報サービス、東京）を用いた。  
 
6．3 結果 

6．3．1 回答者の属性 

41 の歯科医院を通じて配布された 4,931 件の調査用紙は、3,543 件が回収

された。アンケートとしての有効回答件数は 3,456 件であった。そのうちフリ

ー・コメントが記入された件数は 1,174 であった。有効回答件数のうちフリ

ー・コメントを回答していたものは 34.0%である。また、欠損値は 22 件であ

り、その結果、1,152 件の回答を採用した。  
10 代と 20 代、70 代と 80 代の回答数が少なかったため、それぞれ“20 代

以下”、“70 代以上”として統合した。回答者の属性は、表 6-2 のとおりであ

る。なお、回答者の属性に関して人数の偏りがみられるが、今回採った調査方

法はランダムサンプリングではないため、この点には言及しない。  
本章では前章と似た患者のコメントを分析対象として扱うものであるが、属

性の判別ができたもののみを採用しているため、性別と世代の両者をタグとし

て分析の一助とする。  
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表 6-2 回答者の属性 

 
男性 女性 無回答 合計 

20 歳代以下 22 70 1 93 

30 歳代 38 169 6 213 

40 歳代 60 138 1 199 

50 歳代 57 167 3 227 

60 歳代 74 183 6 263 

70 歳代以上 73 101 2 176 

無回答 1 2 0 3 

合計 325 830 19 1,174 

（人） 

 
6．3．2 分析の結果 

フリー・コメントの記述を形態素解析し、集計した結果の上位 30 のキーワ

ードは表 6-3 のとおりである。  
 

表 6-3 出現頻度上位 30 のキーワード（件数） 

 

 
集計された形態素のうち代表的な語を任意に取り出し、共起ネットワーク図

を作成するというやり方でテキストマイニングをおこなった。その結果のうち、

代表的なものとして、全体、男性、女性、男性 40 代、男性 70 代以上、女性

全体 男性 女性 全体 男性 女性
1. 治療 457 121 336 16. くれる 128 27 101
2. ドクター 441 87 354 17. 歯 127 37 90
3. 良い 430 123 307 18. 出来る 126 18 108
4. スタッフ 417 92 325 19. 通院 115 23 92
5. 説明 287 74 213 20. 応対 109 31 78
6. 思う 284 57 227 21. 行く 100 16 84

7. する 263 58 205 22. 分かり易い 99 25 74

8. 安心 197 39 158 23. 子供 99 5 94
9. 丁寧 191 42 149 24. 無い 89 26 63

10. 対応 182 48 134 25. 歯科 82 15 67
11. 親切 178 43 135 26. お世話 76 16 60
12. 優しい 175 22 153 27. 歯医者 74 13 61
13. なる 173 42 131 28. 受ける 68 18 50
14. 感じる 146 27 119 29. 通う 67 11 56
15. ある 138 28 110 30. お願いします 66 15 51
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30 代、女性 70 代以上を採用することにした。その結果は、図 6-1 から図 6-7
のようになる。  
 
6．4 考察 

6．4．1 出現頻度 

このアンケート調査では、フリー・コメント欄において、「良かった点」を

記入するように求めている。したがって、回答者は歯科医院の良いと思うこと

を記入すると予想することができる。  
表 6-3 で示すように、出現頻度の高さから男女ともに「治療」、「ドクター」、

「スタッフ」などを「良い」ところとして、認識していることが分かる。  
また、男性と女性を比較すると、たとえば上位 10 ワードに含まれる語は概

ね同じであるが、順位に若干の相違がある。女性において「優しい」が上位に

出現していることは、男性との違いのひとつとして指摘できる。  
 
6．4．2 ネットワーク分析 

図 6-1 から図 6-7 で、各語はノード、ノードから伸びる線はエッジと呼ばれ

る。ノード同士の距離の近さ、エッジの太さは、各語の共起性の高さを示す。

本章では、エッジが 4 本以上伸びており、かつ中心性を持つノードを核とし、

回答者の関心を代表させるキーワードとして解釈した。  
図 6-1 から図 6-7 のすべてにおいて「良い」が核としてあらわれている。こ

れは、既述のように、質問文で「良かった点」を求めたことが影響していると

考えられる。したがって、ネットワーク分析の結果の解釈においては、「良い」

は評価語としての役割を持たない語として扱い、「良い」からエッジが伸びる

語に着目し、「良い」の対象が何であるかという視点で解釈するのが望ましい。  
図 6-1 から図 6-7 をみると、「良い」以外にも、多くのノードが核になって

いることがわかる。「良い」以外に登場する核としてのノードは、患者の歯科

医院に対する関心を示すものとして解釈できる。  
ここでは、「良い」以外に登場する核になるノードが性・年代別にどのよう

に相違するのかを確認することによって、患者の歯科医院に対する関心がどの

ようになっているのか、これらに性・年代別の相違があるのかどうかを考察す

る。  
図 6-1 は全回答をネットワーク分析した結果を示している。ここでは「治療」、

「説明」、「スタッフ」、「対応」が核になっている。「説明」には「丁寧」や「分

かりやすい」、「スタッフ」には「明るい」や「親切」、「対応」には「受付」や  
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図 6-1 共起ネットワーク図（全体） 

 
「患者」がそれぞれ結ばれており、患者の多くは治療そのもの以外にも、治療

に関する説明の仕方やスタッフの人柄、また受付の対応などに注目しているこ

とが分かる。  
図 6-2、図 6-3 は、それぞれ回答者を男性と女性に分けた場合の共起ネット

ワーク図である。図 6-2 では「ドクター」、「スタッフ」、「説明」、「丁寧」、「応

対」、図 6-3 では「ドクター」、「スタッフ」、「説明」、「治療」、「子供」が核と

なっている。男性はスタッフの応対や説明の丁寧さに関心を持ち、女性は子供

に関心を持つ傾向があると判断できる。また共起性の高い組み合わせから見る

と、男性は「応対の良さ」、女性は「ドクターの優しさ」や「スタッフの親切

さ」、「説明の分かりやすさ」に関心があると言える。  
男女での相違として特徴的なのは、「子供」である。女性（図 6-3）におい

てのみ、「子供」を核としたノードのつながりがみられ、子供がお世話になっ

ている、子供に対して優しいというようなことがらに女性の関心が高いことが

示されている。  
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図 6-2 共起ネットワーク図（男性） 

 

 
図 6-3 共起ネットワーク図（女性） 
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図 6-4 共起ネットワーク図（男性 40 代） 

 
図 6-4 から図 6-7 は性・年代別に解析した結果を示している。今回得られた

データの中で、とりわけ特徴的な結果を示すものを取り上げることとした。  
図 6-4 は男性 40 代の共起ネットワーク図であり、「応対」と「感じる」が

核である。ドクターや電話の応対に関心が高いことが分かる。「応対」とのつ

ながりからみるに、患者の信頼が得られるかどうかについては、応対の出来不

出来によって左右される可能性も示唆される。  
図 6-5 は男性 70 代以上の共起ネットワーク図であり、「スタッフ」、「治療」、

「患者」、「親切」、「思う」が核である。スタッフの応対が親切（丁寧）である

こと、治療内容の説明、患者への対応などに関心が高いと判断される。男性

70 代以上でのみ「インプラント」が出現していることは、特徴のひとつかも

しれない。インプラント治療に関しては元になった調査票の質問項目にあった

ため、回答する際に思い出されても何ら不思議ではないが、若年世代では具体

的なこととして思われなかったのだろうと思われる。年齢の高い層では身近な

ものとして感じられたのではないかと推察される。  
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図 6-5 共起ネットワーク図（男性 70 代以上） 

 
図 6-6 は女性 30 代の共起ネットワーク図であり、「対応」、「子供」、「行く」

が核である。スタッフや受付の対応が子供の通院の一助となっていると判断で

きる。子供が安心して通院できるか否かが、おそらく母親世代の重要な関心事

であると思われる。また、最も太いエッジで結ばれたのは「説明」と「分かり

やすい」であり、図 6-3 にもみられた女性的特徴が顕著に出てきていることが

分かる。分かりやすい説明は、自身の治療にも、また子供の治療にも不可欠な

ものだと感じているであろうと考えられる。  
図 6-7 は女性 70 代以上の共起ネットワーク図であり、「ドクター」、「スタ

ッフ」、「説明」、「親切」、「優しい」が核である。ドクターの優しさ、スタッフ

の親切さに関心が高いと言える。「説明」などはたとえば図 6-5 では核とはな

らなかったため、ドクターの説明に対して重きを置くか否かについては同世代

であっても男女において差がみられたと言えよう。このことからも、淡々と事

務的に治療を施されるよりも丁寧な対応を伴ったものが望まれていると判断

することもできる。  
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図 6-6 共起ネットワーク図（女性 30 代） 

 

 
図 6-7 共起ネットワーク図（女性 70 代以上） 
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図 6-4 から図 6-7 により、性・年代別の比較を行うと次のような特徴を指摘

することができる。  
男性 40 代（図 6-4）と女性 30 代（図 6-6）を比較すると、「女の子」（スタ

ッフ）や美人といったキーワードに中年男性の特徴が見られるが、中年男性の

関心が「応対」といった接遇面の全体にあるのに対して、中年女性の関心は「子

供」を中心にあるという違いを見出すことができる。  
男性 70 代以上（図 6-5）と女性 70 代以上（図 6-7）からは、高年男性はス

タッフの応対がどのようであるのかといったようにあたかもスタッフを客観

的に評価するかのような意識で歯科医院を見ているのに対して、高年女性はド

クターやスタッフが自分に優しく親切に接してくれるのかどうかといったよ

うにどちらかといえば主観的な視点で歯科医院を見ているという違いを示唆

することができる。  
歯科医院の良かったところとして何を挙げるかは、患者が歯科医院のどこに

価値をおいているかを反映している。図に登場するノードの違いは、この意味

において、患者が歯科医院のどこに関心を有しているかの違いを表すものと解

釈できる。ネットワーク分析の結果、とくに性・年代別の共起ネットワーク図

は、性・年代別に異なる関心をもって患者は歯科医院を評価していることを示

唆しているといえる。  
 
6．5 おわりに 

本章は、フリー・コメントをテキストマイニングし、選択式調査では見出せ

ない患者の歯科医院に対する関心を明らかにしたものである。  
その結果、患者は「治療」、「説明」、「スタッフ」、「対応」を歯科医院の良い

点として評価していることが分かった。性・年代別には、中年男性は「応対」、

中年女性は「子供」、高年男性は「治療」、高年女性は「優しい」などが、歯科

医院に対する関心として特徴的であることが明らかになった。  
前章と合わせて、ほぼ完全な自由回答形式のアンケートのコメントを分析す

ることができた。次章以降は、質問に場面設定などの指向性を持たせた、特定

の目的を持った回答群を分析対象とする。  
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第７章  
『敬語と敬語意識』を分析する  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7．1 はじめに 

本章から本論第２部に移る。ほぼ完全な自由な状態で発話されたテキストを

扱った第１部とは異なり、第２部では場面設定をおこなった上で、その場面に

おいて発話された回答を分析対象としている。特定の場面における回答を対象

とすることで、分析の焦点化をはかる。  
本章では、既に刊行・公開されたデータを扱うものという位置づけで、愛知

県岡崎市にて調査・報告された『敬語と敬語意識』の付表として巻末に付けら

れている「反応文一覧」を対象とする。これらの自由回答文の分析はなされて

おらず、自由回答分析の手法が確立しない時代、大量の自由回答を科学的に分

析することは不可能であったことを物語る。年月を経て、実践レベルで当時実

施できなかった項目について分析をおこなうことに本章の意義がある。  
またここで刊行されたテキストデータの正確について簡単にふれる。刊行と

いうことはつまり書籍になっているもので、テキストデータがあったとて、そ

れを利用しようと思えば分析者自身がその手で電子化しなければならない。手

作業でおこなう電子化は非常に時間と労力を要するものではある。その手間は

あるものの、データ総数との兼ね合いも含め電子化に成功すれば、これもまた

有益な分析対象と言えるだろう。事実、インターネット上の電子図書館とも言
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われる「青空文庫 1」なども、ボランティアによって各書籍はテキストファイ

ル化されているのである。そしてそのデータは国立国語研究所が公開している

「全文検索システム『ひまわり』 2」には、研究利用を目的として青空文庫の

パッケージ、また形態素解析結果追加パッケージまで置かれている。これらは

利用規則を破らない限り自由にダウンロード、利用ができる。  
このように、書籍化されたものの分析対象としての価値は、研究目的に利用

することにおいていくらも減ぜられることはない。  
 
7．2 国立国語研究所編『敬語と敬語意識』 

『敬語と敬語意識』は、人々の用いる敬語そのものと、その敬語に対する意

識に関する調査研究をし、まとめたものである。三重県上野市調査、愛知県岡

崎市調査、全国調査Ⅰ、全国調査Ⅱの大きく四つに分けられた調査について、

敬語を含む言語生活全般について統計的手法も用いながら、分析、報告がなさ

れている。また、これ以外にも国立国語研究所（2010c、2010d）などで数々

の分析事例の報告がなされているが、言語形式に注目した研究が多く、テキス

トマイニング的分析がなされているものは管見においては見られない。ここに

おいて、テキストマイニングというアプローチで『敬語と敬語意識』のデータ

にふれることは非常に意義深いものだと言える。  
本章では、このうち付表として巻末に付された「反応文一覧」から、岡崎調

査にて得られた回答文を対象として採用する。  
 
7．2．1 分析項目 

先に本章で扱う項目についてふれておく。調査の際には場面を描いた絵を回

答者に提示した上で、この場面でどのように発話するか、といったかたちで質

問している。本章で扱うのは、「荷物あずけ」「おつり」の 2 場面である。便

宜的に、前者を依頼場面、後者を非難・注意場面として扱う。以下にそれぞれ

の質問文を示す。  
「荷物あずけ」場面 

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、

                                                   
1 http://www.aozora.gr.jp/（最終閲覧日：2015.1.15）  
2 
http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/index.php?%C1%B4%CA%B8%B8%A1%BA%F7%
A5%B7%A5%B9%A5%C6%A5%E0%A1%D8%A4%D2%A4%DE%A4%EF%A4%E
A%A1%D9（最終閲覧日：2015.1.15）  
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何と言って頼みますか。  
「おつり」場面 

この店はあなたの買いつけの店です。この店で買いものをして、おつりを

もらったら、おつりが足りません。あなたは何と言いますか。  
 
7．2．2 公開データを分析する 

分析対象である回答文は依頼や感謝など複数の場面に分けられており、ここ

から、各場面について回答者の待遇的ストラテジー（方略）の示し方をみる。

前置きや直接的な依頼表現から、回答者がどのような手段、方法で相手への気

の遣い方を表にあらわしているのかを探る。  
なお、これら反応文は、仮名表記かつ分かち書きがなされているため、分析

用に、筆者が漢字仮名交じり文に直す（漢字変換、句読点の挿入など）という

加工をおこなっている。  
ちなみに原文の表記は音声に忠実に表記されているため、たとえば「でしょ

う」を「でしょお」などといった連母音は、前の音と同じものとして表記され

ている。  
 
例：「おつり」場面  
（原文）005 これ ちょっと おつりが たらない よおですけれど もお 

いちど けいさん しなおして かんじょお して おつりお 

ください  
（加工）005 これ、ちょっとお釣りが足らない様ですけれど、もう一度計算し

直して、勘定してお釣りをください。  
 
7．3 結果 

回答者は総数 246 名で、男女比はほぼ一対一となっている（性別不明が 1
名）。世代別でも、20 代を除いてはほぼ均等である。  
 

表 7-1 回答者の内訳 

 
 

10代 20代 30代 40代 50代以上 総計

男 22 34 21 19 24 120
女 27 28 24 21 25 125
他 1 1

総計 49 62 45 41 49 246
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図 7-1 「荷物あずけ」場面（共起ネットワーク図） 

 

 
図 7-2 「おつり」場面（共起ネットワーク図） 
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本章では分析に際してテキストマイニング用ソフトウェアのトレンドサー

チ 2008 による共起ネットワーク図を利用する。「（～して）くれないか」とい

う依頼の意味を持つ「（～して）くれんか」などの現代日本語（共通語）から

外れる言語形式を含む回答を単語登録して、可能な範囲で回答をそのまま結果

に反映できるようにした。なお、表現法について特に注目するために、図 7-1、
図 7-2 の共起ネットワーク図にはそれぞれ形態素より大きな単位のノードも

多く含まれている。その点については留意されたい。  
 
7．4 分析 

7．4．1 依頼のストラテジー 

日本語記述文法研究会編（2009）では依頼という言語行動を、「持ちかけ系」

の行動と分類している。これらは「話し手の行為を伴わず、聞き手の行為を要

求するもの」として、聞き手の利益の有無にかかわらず話し手の利益を要求す

るものである。これは命令とは異なり、行為の決定権はあくまでも聞き手にあ

るのだが、一方的に話し手の利益を要求するという点では変わりないので、発

話の際にはいくらかの配慮が必要となる。  
この場面で配慮無しの表現を用いるとすれば、「荷物を預かれ」という直接

的表現となるが、実際の回答にはこうしたものはあらわれなかった。ここで図

7-1 のノードについて、話しかける導入としての「前置き表現」と直接的な「依

頼表現」を中心にみよう。  
まず、前置き表現である「すみませんが」「恐れ入りますが」など、これに

類するものに注目したい。前置き表現を挟むことで、発話の冒頭から自身の要

求を聞き手に向けるものではない、という配慮を込めた行為となる。謝罪表現

の形式を取ることで、話し手の申し訳なさも示すという機能もある。  
ノード同士を結ぶエッジは太ければ太いほど共起性の高さを示すものであ

るが、男女ともに分かりやすく太いエッジで結ばれているものはあまり無い。

目を向けるとすれば、「すみません」や「すいません」に続く逆接の接続助詞

について、「が」は男性、「けど」は女性にそれぞれよくみられる。「けど」は

「けれども」の省略形であり、比較的口語的な表現である。ここにおいて、女

性は男性より聞き手に親しみを込めていると考えられる。また「すまん」を用

いるのは男性に限られており、丁寧な度合いとしては「すみません」「すいま

せん」に劣るものの、日本語記述文法研究会編（2009）に謝罪表現の中では

「「すまない」「すまなかった」は男性語的である。」とされるように、男性特

有の表現としてみるべきだろう。  
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次に直接的な依頼表現をみる。柳（2005）の依頼表現の分類を参考に、こ

こにあらわれた表現を大きく三つに分けて挙げる。直接型は要求の表明でしか

ないが、授受型、回避型（婉曲型）については、聞き手に選択肢がある。  
 

直接型：文末が命令形をとる  
例：「預かっといてください」「預かってください」など  

授受型：相手に恩恵を求める  
例：「預かってくれんか」「預かっといていただけないでしょうか」  

回避型（婉曲型）：発話以外からの情報の比重が大きい  
例：「お願いします」「お願いいたします」 3 

 
場面は異なるものの、通りがかった相手に写真の撮影を依頼する場面につい

て同様の文末形式の分類をおこなった岸江（2014）では直接型、授受型以外

に、許可型（相手に許可を問う：「～してもらっていい」など）、可能型（依頼

者の行動の可能性を相手に問う：「お願いできる」など）、願望型（願望を示す

形で発話を終える：「～してほしいんですけど」など）を加えた五つの型が挙

がっている 4。バリエーションの多寡については、少なければ少ないほど配慮

の示し方に関してパターンを必要としないということを意味する。  
場面設定として「買いつけの店の人」が聞き手であるため、顔なじみである

ことから比較的心やすい相手と想定されたと思われる。このことから直接型の

表現が頻出しているものと判断できる。本来配慮の度合いが低い直接型を用い

ることはぞんざいな態度の明示ともなり得るが、敢えて直接型を用いることで

気を遣い過ぎないことをあらわしているものと考えて問題ないだろう。回避型

（婉曲型）も同様で、「預かってほしい」という依頼内容を明言しないことか

ら、聞き手に行動の判断をさせるという意味で負担をかけやすい言語行動とな

る。しかし、明言せずとも意図が通じるという期待の上でおこなうことでもあ

り、こちらも聞き手への親しみを込めたものと判断できる。これら積極的に聞

き手へ親しみの態度を示すことを、ポジティブ・ポライトネス 5という。自分

と相手との距離を縮めることを目的とした、積極的な配慮態度である。ここで

授受型は「預かってくれる」という擬似的な恩恵を与える、行動の判断を聞き

                                                   
3 本来「お願いします」という表現は、何かを依頼するという点で本来直接的な

表現であるが、ここでは動詞「預かる」に注目しているため、単独で「お願いし

ます」となった場合として、ここでは回避型（婉曲型）とした。  
4 なお、岸江（2014）では「回避型（婉曲型）」はみられなかった。  
5 ポライトネスについては、第８章に詳しい。  
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手に委ねるなど、相対的に聞き手への配慮の度合いが高くなるが、これらは相

手への接触を避ける、回避的に相手との距離を置こうとするネガティブ・ポラ

イトネスである。先に述べた「荷物を預かれ」というような命令（配慮皆無の

行動）と比すれば、どちらも聞き手への配慮の示し方の一形態と見做せる。  
 
7．4．2 非難・注意のストラテジー 

こちらは、受け取ったつり銭が不足していることに対する非難・注意をおこ

なう場面である。日本語記述文法研究会編（2009）ではこうした対人行動の

特徴について「話し手と聞き手の間に見解や立場の相違があり、話し手はその

相違を埋めることを意図して発言するという点にある。そうした話し手の意図

は、言語表現の選択の上でも、より説得的で、聞き手にとって受け入れやすい

表現を工夫する必要が生じる。」として、配慮の必要性に言及している。  
配慮無しの表現を挙げるとすれば、「正しいつり銭をくれ」といったところ

だろうか。前項と同じく、これに類する表現は得られなかった。結果から述べ

れば、「聞き手の間違いを指摘する」ことで「正しいつり銭を得る」という目

的を達成しようとする表現が多くみられた。  
聞き手を非難する、聞き手に指摘するというのは、聞き手への負担が大きい。

このため、図 7-2 には前項と同様に謝罪表現のかたちで前置き表現があらわれ

た。しかしそれ以上に、図中で最も太いエッジ、つまり高い共起性を示したの

は「おばさん」という聞き手への呼びかけ表現である。特に男性との共起性が

高いと判断できるが、これはミスや誤りという責任の所在が誰にあるかを明確

にする意図を感じることができる。前項ではあらわれなかった「もしもし」と

いった呼びかけ表現も、聞き手に話しかけていることを明示する一つのマーカ

ーである。  
つり銭の確認を要求する直接的な表現には大きく二つのパターンがみられ

た。「お釣りが足りませんよ」「お釣りが足らないですけど」としっかりとつり

銭の不足を指摘するもの、「もう一度調べていただけませんか」「計算してくだ

さい」「間違っていませんか」という計算の確認を促すものである。前者はつ

り銭の不足を指摘することで比較的直接的に補填を求める態度、後者は計算の

確認を促すことでつり銭の不足に気づいてもらいたいという婉曲的な態度が

それぞれ感ぜられる。「正しいつり銭をくれ」といった直接的な表現はみられ

なかったものの、最終的には不足した分のつり銭を受け取るということ、つま

り話し手と聞き手の間にある「相違を埋めること」が目的であるため、「お釣

りが足りませんよ」「もう一度調べていただけませんか」などといずれの場合



63 
 

も丁寧な表現を用いてはいるが、目的を達成させることに問題はない方法を採

っていると考えて良いだろう。  
 
7．5 おわりに 

以上、これまでふれられてこなかった、自由回答形式の項目を用いて、依頼、

非難・注意の両場面における回答者の待遇的ストラテジー（方略）の示し方を

みた。  
依頼場面では話し手の要求が、非難・注意場面では話し手と聞き手の間に生

じた見解の齟齬を修正することが、それぞれ話し手が持つ大きな目的となる。

岸江（2014）にあるように、古代～近代のような「対人配慮未発達段階」の

時代においては、それらの目的を達成するのに直接的な表現を用いることがふ

つうであった。しかし、自身の要求や意図を相手に理解・承認してもらいつつ、

同時に相手の気分を害さないことが、「対人配慮成熟段階」に達した現代社会

のコミュニケーションには要求される。4 節 1 項でみたように、依頼を受けて

もらうために時に積極的に聞き手に心理的距離を近づける表現を用いたり、2
項でみたように、聞き手の行動を促すために時に婉曲的な表現を用いたりする

ことが求められるのである。  
『敬語と敬語意識』刊行当時におこなわれた調査では、自由回答を求める調

査項目で、聞き手との関係性にバリエーションを持たせることはなかった。今

後は、これらを参考にそうした聞き手との関係性のバリエーションや類似した

場面間における比較研究もおこなわれて然るべきである。  
次章からは、聞き手の属性を設定しておこなった調査の結果を元に、表現方

法の違いから配慮の示し方をみていく。  
 
  



64 
 

第８章  
誘いに対する断り表現  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8．1 はじめに 

他人とコミュニケーションをとる上では相手からの依頼や誘いを断る際に、

人間関係を円滑に保つため様々な工夫を凝らす必要がある。尾崎（2006）に

「関係維持と意図の伝達の両方に配慮が求められる言語行動のひとつ」とある

ように、関係維持はもちろんのこと、それを踏まえた上で明確にこちらの意図

を伝えなければ、相手に「断り」とみなされないおそれもある。その点が「断

り」表現の難点である。  
相手にふれないようにするなど、回避的に相手との距離を置こうとするもの

をネガティブ・ポライトネスという。反対に、相手に共感しようとするなど、

自分と相手との距離を縮めようとするのが目的であるものをポジティブ・ポラ

イトネスと呼ぶ。断り表現は、自身の領域に踏み込まれる点においてはネガテ

ィブ・フェイス 1を侵害されるものであるが、同時に、相手の好意や誘い、ま

た依頼を拒否・拒絶するという点において相手のポジティブ・フェイスを侵害

してしまうために、心的負担の大きなものとなる。加えて上に述べたような難

                                                   
1 他者に押しつけられたくない・踏み込まれたくないという欲求。反意語はネガ

ティブ・フェイスで、他者に認められたい・よく思われたいという欲求。それぞ

れネガティブ・ポライトネス、ポジティブ・ポライトネスと対応する。  
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しさもあるために、どのような方略を用いて「断り」を表現するのかを知るこ

とは多分に有意味であると言える。  
例えば仕事を依頼されたときに「無理だ」と一言で済ますか「申し訳ありま

せんが、今は立て込んでおりまして」や「私にはもったいない話です」などと

婉曲的に表現するかでは、相手に与える印象が大きく変わってくる。単に一言

ではただの拒否の表明でしかないが、謝罪を一言入れたり婉曲的表現をとるこ

とによって今後の人間関係をも維持させようという意思があらわれるのであ

る。  
「断り」に関する研究自体は散見されるが、依頼に対する断りに関するもの

であることが多く、誘いに対する断り表現は管見の限り多くない。無論、文の

適切性と長さの関連性から、日本人が断り表現において丁寧さの判断基準をど

うとらえているかについて検証した伊藤（2006）や断る理由に焦点を当てた

劉・肖（2008）などはあるものの、本章のように自由回答形式を総合的に分

析したものは見受けられない。  
本研究では大学生を調査対象とし、誘いに対してどのような断り表現を用い

るか、またその表現は相手の属性・自分との関係性によってどの程度の差がみ

られるのかを中心に考察を進める。  
 
8．2 調査方法 

大学生を対象として依頼場面を設定したアンケート調査を行い、提示した状

況の中でどのような表現をするかを想定して回答してもらった。調査は 2008
年 10 月から 11 月の 2 ヶ月にかけて実施した。  
 
8．2．1 調査場面 

断り場面の状況設定においては、表現方法の選択に影響を与えると思われる

「親疎関係」を中心に、日常で起こり得る場面を設けた。以下に挙げるのが調

査に使用した質問文である。  
 

テスト期間も明けて、ある人から突然飲み会に誘われました。しかし今日は

どうしても外せない用事があります。  
 

この場面において、“仲の良い同性の友人”“仲の良い異性の友人”“同性の

先輩”“異性の先輩”“同性の後輩”“異性の後輩”の 6 種の相手を設定し、ま

ず誘いを断るかどうか、そして断る場合はどのように言って断るか、またその
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際にどの程度気を遣うかについて質問した。どの程度気を遣うかという評価の

方法は、「1.非常に気をつかう 2.わりと気をつかう 3.少しは気をつかう 4.
あまり気をつかわない 5.まったく気をつかわない」からの選択式とした。  

相手の設定において、友人にのみ“仲の良い”を付け加えているのは、先輩

や後輩といった一般的に親疎関係の疎である相手との、心理的距離における差

別化を意識したためである。  
 
8．2．2 調査対象 

調査対象は、全員 20 歳前後の徳島県の大学に通う日本語母語話者の大学

生・大学院生とした。有効回答数は 281 で、以下に被調査者の出身を示す。

被調査者の出身地に偏りが見られたため、且つ相手との上下関係というかかわ

りを中心に分析を進めるため、今回は地域差については言及しない。表 8-1
に被調査者の属性を示す。  
 

表 8-1 被調査者の出身地 

 
 
8．3 分析結果 

8．3．1 自由回答記述 

8．3．1．1 分析方法 

データの分析方法に関しては蒙（2010）の意味公式の分類を参考にした。

回答をそれぞれの意味機能に分解・分類することで、断りに際してどのような

表現を用いているかをより細かく分析するためである。ただし今回、分析の際

に「言いさし」に分類されるものを、内容によって他の意味公式として扱った。

「言いさし」の出現頻度の少なさと、それで十分にそれぞれ他の意味公式に分

類可能な意味を有しているとの判断による。また、蒙（2010）では「詫び」

が繰り返された場合すべて数えているが、本章ではそれ自体あまりみられなか

ったため、繰り返しがあった場合にも配慮度の高い表現を採用して 1 とカウ  

地          域
回答者数
（男性）

回答者数
（女性）

合計

北海道・東北（北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島） 1 1 2

関東（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・山梨・東京・神奈川） 4 2 6
信越・北陸（新潟・富山・石川・福井・長野） 1 1 2
東海（静岡・愛知・岐阜・三重） 5 2 7
近畿（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山） 51 38 89
中国（鳥取・島根・岡山・広島・山口） 27 13 40
四国（徳島・香川・愛媛・高知） 63 58 121
九州・沖縄（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 ） 9 5 14

合          計 161 120 281
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表 8-2 意味公式の分類（蒙 2010、抜粋） 

 
 
ントしている。山岡ほか（2010）では「断り」について「典型的な FTA2の一

つ」としている。  
本章では分類した意味公式のうち、特に出現頻度の高かった「共感」「詫び」

「理由」「結論」「関係維持」の五つに焦点を当てて考察を行うこととする。さ

らに蒙（2010）では、相手のポジティブ・フェイスとネガティブ・フェイス

のどちらに配慮するかにより「共感」「理由」「関係維持」をポジティブ・フェ

イスに配慮したポジティブ・ポライトネス・ストラテジー、「詫び」をネガテ

ィブ・フェイスに配慮したネガティブ・ポライトネス・ストラテジー、「結論」

を配慮ゼロとした。本章ではこれに従って考察するものとする。これらを表

8-2 に示す。  
本節では作図における簡略化のために、断る相手の性別については言及しな

い。  
 
8．3．1．2 丁寧表現 

日本語記述文法研究会編（2009）では敬語を、「同じ事態を述べるのに、述

べ方を変えることによって、話題の人物への敬意やへりくだり、聞き手や発話

の場面への配慮といった、上向きの待遇意図を表す専用の表現」としている。 
ここではそのうち対者敬語である丁寧語の使用に焦点を当てる。  
【友人】と【後輩】からの誘いを断る際には「用事があるから行けないわ」

「無理なんだ」等の表現が多く、回答のほとんどに丁寧語はあらわれなかった。

それに対して、【先輩】の誘いを断る際には「用事が出来たのでいけないんで

すよ」「用事があるので参加できません」等の表現が多くあらわれ、丁寧語を

用いた割合が 90%以上と、【友人】【後輩】とは明らかな差が見られる。丁寧

語使用に関してのみ言えば、【友人】と【後輩】の間に差はみられず、またそ

の両属性と【先輩】では、丁寧語を使用することで差別化をはかっていると考  
                                                   
2 Face Threatening Act（フェイス脅かし行為）の略で、1 節で述べたフェイス

を侵害する行為全般を指す。  

意味公式 意味機能
共感 相手の意向に添いたい心情の表明
理由 相手の意向に添えない旨の表明
詫び 相手の意向に添えないことを負担に感じている旨の表明
結論 直接的な表現の断り
関係維持 相手との関係を維持したい旨の消極的な働きかけ
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図 8-1 回答中の丁寧語の有無 

 
えられる。  

滝浦（2008）は敬語について「対象の他者性を標しづけることで“あちら

側”と“こちら側”の間に一線を引く点は、「尊敬語」も「謙譲語」も変わら

ない。このいみで、敬語とは“他者の標し”なのである」と述べている。さら

に丁寧語は分離して発達したとあるが、この断りの場面での丁寧語も他者と距

離を置くために使われているのではないかととらえると、先輩に丁寧語が使わ

れたのは社会的・心理的距離が大きいために、お互いの距離をとるための配慮

がなされたからだと考えられる。この丁寧語での断り表現は、敬避的配慮と思

われる。  
 
8．3．1．3 「共感」 

蒙（2010）では「共感」を「相手の意向に添いたい心情の表明」としてい

る。表現の中に「共感」を加えることで「断りはするものの、本当は自分（話

し手）はあなた（聞き手）の依頼・勧誘を素直に受けたい」ということを示す

ことができ、同時に配慮の態度も示すことができる。  
ここでは配慮表現としての「共感」がどのように使い分けられているかを相

手別に比較する。  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

友人

先輩

後輩

丁寧語あり 丁寧語なし
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図 8-2 「共感」の有無 

 

 
図 8-3 相手別の「共感」 

 
図 8-2 を見ると、全体の「共感」の使用頻度は決して高くはないが、【後輩】

【友人】【先輩】の順に使用頻度が高くなっている。独立性の検定 3をおこなっ

た結果、回答全体の“共感あり”のうち【先輩】に対するものが 51.9%、【後

輩】に対するものが 17.7%（いずれも p<0.01）で、比重を考えると、「共感」

の使用傾向として【先輩】にはよく用い、【後輩】にはあまり用いないという

                                                   
3 表側と表頭の間には何らかの関係がないとは言えない（つまり関係がありそう

と言えるだろう）とする検定。  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

先輩

友人

後輩

共感あり 共感なし



70 
 

ことが言える。本来直接的に「行けない」などと断れば目的は達成されるにも

かかわらず他の意味機能を用いるということは、他の相手よりも【先輩】に配

慮する必要があるという証左ではなかろうか。その点で【後輩】よりも社会的・

心理的距離を【先輩】に対して感じていると言える。  
次に、「共感」として用いられた表現のバリエーションに注目する。  
断る際の【先輩】に対する表現のバリエーションが【後輩】【友人】より明

らかに多様である。そして、【友人】【後輩】に対して「行きたい (んや )けど」

「せっかく誘ってくれたのに」のような表現が多かったのに対して、【先輩】

には「私も行きたいんですけど」「誘ってくださったのに」といった表現が多

い。前節で丁寧語の使用をみたが、ここでも【先輩】に対して丁寧語の表現が

多いことが分かる。  
またここにおける「共感」には大きく分けて「誘ってもらったのに」などの

“相手に誘われた事実”と「行きたい (んや )けど」などの“行きたいという願

望”の二つの表明がある。これらの表明の裡には、前者に相手、後者に自身の

存在が隠れている。配慮の度合いとしてどちらが高いかは、当然ながら前者で

あろう。図をみると、【先輩】には「せっかく誘っていただいたのに」「せっか

く誘ってもらったのに」といった“相手に誘われた事実”をあらわすものが多

い。このように表現形式の性格からも配慮の度合いの差をみることができる。 
 
8．3．1．4 「理由」 

蒙（2010）では「理由」を「相手の意向に添えない旨の表明」としている。

「理由」は「理由があるために自分（話し手）があなた（聞き手）の依頼・勧

誘を断らなければならない」ということを示すものであり、説明を加えること

で聞き手のポジティブ・フェイスを保とうとする意識のあらわれである。  
ここでは配慮表現としての「理由」がどのように使い分けられているかを相

手別に比較する。  
「理由」の使用頻度に関してはほとんど差がみられなかったため、各表現を

分類することで考察を行う。各表現を以下のとおり分類した（表 8-3）。  
発話中に「理由」のなかったものに関しては特に相手による差はみられない

が、それ以外の、分類した表現には明確な差がみられた。「弁明なし」以外の

分類は、「 (理由 )が～」に続く部分である。  
 「あるから」類、「あるけん」類、「あるので」類の三つは、原因・理由をあ

らわす接続助詞を有するものであり、使用状況に違いがみられる。特筆すべき

は「あるので」類のみ【先輩】に対する使用が目立つことである。永野（1988）
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表 8-3 「理由」の類型 

「あります」類  用事があります、用事がありまして、など  
「ある」類  用事がある、用事あるんよ、用事があって、など  
「あるけん」類  用事があるけん、用事があるきん、など  
「あるから」類  用事があるから、など  
「あるので」類  用事があるので、用事があるんで、など  

 

 
図 8-4 「理由」 

 
の調査結果によると、接続助詞「から」と「ので」どちらを用いるかというア

ンケートにおいて「ので」の使用頻度が高かったのは丁寧表現の例文に入れる

ものであった 4。これより接続助詞「ので」には単純に原因・理由をあらわす

もの以外にも待遇的用法が考えられ、故に【先輩】に対する使用頻度が高くな

ったものと思われる。  
「ある」類と「あります」類も、丁寧表現たる後者が【先輩】に多く用いら

れるのはもちろん、前者の【先輩】に対する使用頻度が低くないのも「用事が

あって」などの説明的表現がそのほとんどを占めている所以である。この両分

類において特別【先輩】に常体が多いということにはならない。  
 
                                                   
4 丁寧表現の例文の一つを挙げる（例文中の括弧に「から」「ので」のいずれかを

入れるものである）。「そのことは伺っておりません（ ）私にはわかりかねます」  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

弁明なし

「あるから」類

「あるけん」類

「あるので」類

「ある」類

「あります」類

先輩 友人 後輩
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8．3．1．5 「詫び」 

蒙（2010）では「詫び」を「相手の意向に添えないことを負担に感じてい

る旨の表明」としている。いわゆる謝罪表現である。山岡（2010）では謝罪

表現の語用論的条件として「話者Ｓが聴者Ｈに不利益を与えている」を挙げて

おり、相手の誘いに乗らないことが不利益と考えられるためここで「詫び」を

謝罪表現と見做しても問題はないと思われる。同書では謝罪表現を四つの系に

分類している。表 8-4 に引用する。  
 

表 8-4 日本語の謝罪表現の類型 

〈遂行〉系  
（直接型）  

謝る、謝罪する、詫びる、陳謝する  

〈命令〉系  
（許しを求める型）  

ごめんなさい、お許しください、  
勘忍して、あしからず  

〈描写〉系  
（過ちを認める型）  

すみません、私が悪い、  
迷惑をかけた、失礼しました  

〈表出〉系  
（心情を告白する型）  

申し訳ない、恐縮だ、遺憾だ  

 

 
図 8-5 「詫び」 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

詫びなし

〈命令〉系

〈描写〉系

〈表出〉系

先輩 友人 後輩
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図 8-6 相手別の「詫び」 

 
山岡ほか（2010）の分類に従い、調査結果にみられた「詫び」表現を〈命

令〉系、〈描写〉系、〈表出〉系に分けて考察することにした。  
まず、「詫び」を用いるか否かは相手の別によるものではないらしいことが

分かる。形式に関して言えば、「ごめんなさい」などの〈命令〉系が【友人】

【後輩】に、「すみません」などの〈描写〉系、「申し訳ない」などの〈表出〉

系が【先輩】に対してそれぞれ多く用いられている。  
【友人】【後輩】に〈命令〉系が多かった理由として考えられるのは、【先輩】

と比して配慮の必要性が低いために、また変異形たる「ごめん」の使用頻度の

高さ（図 8-6 参照）故だと考えられる。  
 
8．3．1．6 「結論」 

蒙（2010）では「結論」を「直接的な表現の断り」としている。つまり拒

否の意思の表明である。コミュニケーションの基本には話し手の意図を伝える、

話し手の目的を達成するというものがあり、話し手はそのために様々な手法を

採るものである。「言いさし」やその他の婉曲表現でない限り、この意味機能

を有するものを加えなければ“断る”という目的が達せられないおそれがある。 
回答中の「無理」や「パス」といった語はそれ単体で「断り」をあらわすこ

とが可能だが、「行けない」よりは間接的表現と言える。そういった間接的表

現を用いることは相手に対する信頼のあらわれともとることができ、親疎関係

で言えば親しい相手にこそ用いられるものである。その点において【友人】に

対する回答として「今日は無理や」などの表現が多くみられることは妥当なこ

とであろう。  
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図 8-7 相手別の「結論」 

 
逆に「行けません」といった直接的な表現は【先輩】【後輩】に多く、相対

的に【友人】よりは親しさが低いととれる。自身の「相手の申し出を断る」と

いう目的を優先させたものと考えられる。はっきりと述べることで、相手の更

なる交渉を回避する行動とみることもできる。  
 
8．3．1．7 「関係維持」 

蒙（2010）では「関係維持」を「相手との関係を維持したい旨の積極的な

働きかけ」としている。単純に断るのではなく、次の機会を思わせることによ

って相手に「条件が異なれば（別の機会など）可能であるから、今後も依頼・

誘いを行っても構わない」という態度を見せるものである。  
図 8-8 を見ると、【先輩】に対して「また（今度）誘って下さい」が、【友人】

【後輩】に対して「また今度誘って」がよく回答されていることから、丁寧語

使用の有無以外に特に差はないものとも思われるが、その他の形式から傾向を

みることができる。【友人】や【後輩】への回答には「また今度行こう」など、

「ともに参加すること」に主眼を置いた回答が散見されるが、【先輩】に対し

ては「またぜひ誘って下さい」など「自身が誘われること」を前提とした回答

が多く、誘った相手の面子を立てることを意識している。断った相手に対して

もう一度誘う機会を与えることはつまりポジティブ・フェイスに配慮した行動

と言えよう。ただし【友人】【後輩】に配慮がないという訳ではなく、こちら

から近づいていくという点において相手のポジティブ・フェイスに配慮してお

り、あくまで単なる手段の相違である。  
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図 8-8 相手別の「関係維持」 

 
8．3．2 回答者の性、相手の性 

男性と女性の使うことばは異なる。例えば、自分のことを「俺」や「僕」と

いう女性はほとんどいない。一人称の例からでも、ことばにはジェンダーが存

在している、ということがわかる。日本の歴史に目を向けると、日本は古くか

らことばとジェンダーを結びつけてきた。万葉集は男性的な「ますらをぶり」、

古今和歌集は女性的な「たをやめぶり」と言われ、表現にも「男性らしさ」「女

性らしさ」を見出している。女流文学の先駆けといわれる紀貫之も「男もすな

る日記といふものを、女もしてみむとてするなり」と男性ながら女性として土

佐日記を記している。中村（2001）では、ジェンダーを基盤に、男性の用い

ることばと女性の違いと、そこに潜在するアイデンティティーとに注目して言

及している。  
このように日本語に限定したとしても、男女の用いることばというものは古

来より異なる面もあるということが分かる。本節では、先行研究のように男女

で回答に差がみられるかを探る。  
 
8．3．2．1 配慮評価 

配慮評価については、断る相手の違いによる気の遣い方を数値で評価しても

らった。今回は断る場合のみの数値を考察に採用する。よって、本章の“気を

遣う”というのは、「断り」においてどれだけ気を遣うかということである。

以下、会話相手の同性の友人を【同友】、異性の友人を【異友】、同性の先輩を
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【同先】、異性の先輩を【異先】、同性の後輩を【同後】、異性の後輩を【異後】

と呼称する。  
冒頭にも述べているが、相手からの誘い（行為要求）を断る（拒否する）の

は、多分に配慮の必要があり同時に気を遣うことが多い。その観点から、断る

ときの発話とともにどの程度気を遣うかを調査した。ここでは主に相手の性別

によるもの、相手との上下関係によるものという二つの視点から比較をおこな

った。  
設定した選択肢を「1.非常に気をつかう 2.わりと気をつかう 3.少しは気

をつかう 4.あまり気をつかわない 5.まったく気をつかわない」としている

ため、選択した数値が小さければ小さいほど相手に対してより気を遣っている

と言える。図 8-9 を見ると、【同先】【異先】で他の属性ではあまり回答の多く

ない 1 が突出しており、同時に 5 がほとんど出現していないことが分かる。

これのみでも、先輩に対して気を遣う傾向にあると判断することができる。ま

た、【同友】・【異友】、【同先】・【異先】、【同後】・【異後】がそれぞれ類似して

いることから、全体的な傾向として相手が同性であるか異性であるかはあまり

関わりがないと考えられる。  
併せて表 8-5 を見る。配慮評価の値の平均を男女別に算出した。もちろん気

を遣う度合いの 5 段階評価はあくまでも順序尺度の数値であり、数字そのも

のに絶対的な意味はない。しかし相対的な比較という面では有効ではあると考

える。  
男女を比較すると、【異友】以外ではほぼ女性の方が相手に気を遣う傾向に

あると言えそうだ。ただし、【異後】においては数値的な差が僅少であるため、

明確な男女差があるとは言い難い。「依頼」表現に焦点を当てて同様の調査を

おこなった清水（2010） 5においては、配慮評価の側面においては相手との上

下関係に左右されることなく女性の方が気を遣い、また表現形式においては相

手の性別、上下関係にかかわらず女性がより丁寧な表現を用いるという報告が

なされており、配慮評価の結果が本テーマとは若干異なっている。場面として

は「飲み会の誘いを断る」ものであるが、一般的に女性が男性を誘うよりは、

その逆の方が想像しやすい。その点において女性は男性よりもその場面を想定

しやすかった可能性がある。そこに【同友】【異友】における男女差が生じた

のではないかと考えられる。  
 

                                                   
5 この調査における相手の設定は【同友】、【異友】、【同先】、【異先】のみである。  
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図 8-9 配慮評価の数値 

 
表 8-5 配慮評価の平均 

 

 
参考として「依頼」場面の配慮評価の平均を表 8-6 に挙げている。フェイス

理論において、相手のネガティブ・フェイスを侵害する「依頼」と、相手のポ

ジティブ・フェイスへの補償を必要とする「断り」では、要求されるものの質

が異なる。前者は自身の要求する行為を遂行してもらうために配慮を必要とす

るが、後者は明確な拒否・拒絶の表明をするために、相手への面子を潰すこと

にもなりかねない。ゆえに相手視点に立った配慮を必要とする。しかし全体的

な比較をおこなった場合、本調査においては場面ごとに配慮評価に大きく差を

つけるといったことはないようだ。  
 

表 8-6 「依頼」場面の配慮評価の平均（参考、清水(2009)より抜粋） 

 

0

40
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120

同友 異友 同先 異先 同後 異後

1 2 3 4 5

同友 異友 同先 異先 同後 異後

全体 2.58 2.39 1.58 1.54 2.86 2.64

男性 2.69 2.38 1.66 1.62 3.03 2.64

女性 2.48 2.45 1.51 1.48 2.72 2.67

同友 異友 同先 異先
全体 2.59 2.43 1.58 1.54
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表 8-7 配慮評価の標準分散 

 

 
配慮評価そのままの数値を羅列するのみでは不十分と考え、回答の傾向をよ

り多角的に見るために相手別にそれぞれ標準分散 6を算出した。  
表 8-7 を見ると、同性、異性にかかわらず先輩への値が小さく、回答のばら

つきが少ないことが分かる。つまり、回答が集中しているのである。特に女性

はその傾向が強い。回答が集中するということは「回答者の性格によって気の

遣い方に差が出る」といった可能性が小さいことを意味している。  
反対に標準分散の値が最も高いのは男性の【同後】、次いで男性の【同友】

であった。あくまでも相対的にではあるが回答にばらつきがあると言え、どの

程度気を遣うかの判断は人それぞれであると判断することができる。  
配慮評価の分散の値の大小から察するに、少なくとも先輩に対しては配慮評

価の基準に相手の性別が大きく関わるといったことはないようだ。“上下関係

で上に位置される相手”という要素が、同性、異性にかかわらず画一的な回答

を促すものになっていると言えよう。  
また、回答者の性別に注目して見た場合、男性は女性よりも回答のばらつき

が大きい。女性が、相手がどの属性であれ同じような回答をしている（と判断

できる）ことに加え、高くとも 0.9 を超えないことからすれば、ここにおいて

男性は相手の性別、相手との上下関係によって気の遣い方を大きく変えると言

うことができる。反対に女性は相手の属性に左右されることが少ないとも言え

る。ただし女性でも先輩に対する場合と、友人、後輩に対する場合とでは差別

化をはかっていると思われる。  
 
8．3．2．2 “断らない” 

本章のテーマは「断り」であるが、各設問の場面を想定した場合、回答とし

て“断らない”という行動を選択することも十分に考えられるし、またより現

実に即した状況を想定してもらうときには、この選択肢は不可欠なものである。 
では、「断らなければならない理由があるにもかかわらず、相手からの誘い

                                                   
6 いわゆるサンプルの散らばり具合。0 を最小とし、数値が大きければ大きいほ

ど回答の多様性がみられる。標準分散が 0 の場合は、その集団（回答群）にすべ

て同じものであることを意味する。  

同友 異友 同先 異先 同後 異後

1.1 0.96 0.61 0.54 1.15 0.99
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を“断らない”」という選択にはどのような意図が隠れているか。状況として

は断るのが一般的であろうし、実際に“断る”との回答が圧倒的多数である。

前述したように、“断る”という言語行動は相手からの行為要求を拒否するた

めに相手への配慮を必要とする。それゆえその際の表現形式やまた非言語行為

にまで種々の工夫を加えなければならない。それらをまとめて回避する手段と

して、要求を受け入れる、すなわち“断らない”という選択を行うのである。

自身の現状を行動の選択に踏まえずに相手の行為要求を受容するという点に

おいて、選択肢“断らない”は、最も配慮の度合いが高いと判断しても過言で

はない。ただし“断らない”という回答自体は全体から比べれば少ない。「断

らなければならない理由」を優先させるのが一般的と言えるかもしれない。  
図 8-10 は相手別に“断らない”を選択した人数をグラフ化したものである。

最も配慮を必要とするだろうとされる先輩に対しては、“断らない”とする回

答がやはり多い。男女別に見ると、女性の“断らない”回答そのものが少ない

ことも相俟って、男性がよく相手の誘いを受け入れると言えそうである。  
しかし統計的に見た場合はどうであろうか。  
図 8-10 に関して、男女別に分けて独立性の検定にかけたものが表 8-8 であ

る。統計学的観点から言えば、p 値（p-value）が 0.05 未満（または 0.01 未

満）のときに有意に差があるという。この表にある p 値は 0.05 よりははるか

に大きいために、有意差はない、つまり“断らない”という選択は性別による

ものではないと言える。  
また、相手の性別（男女）、属性（友人か先輩か後輩か）を一まとめにした

ものも同様に独立性の検定にかけた（表 8-9）。p 値を見ると、上下関係はもち

ろんのこと、相手の性別によるものも統計的に有意に差があるとは言えない。

つまり、どの属性であれ、男女差を生じさせる要因たりえないということであ

る。もちろん回答数としては男性が過半数を占めているため、男女差が全くな

いとは言い難いため、男性は女性よりも“断らない”とする傾向があるようだ

と述べるに留めておく。  
本項では断る際の配慮評価と、“断らない”とする回答に焦点を当てた。  

相手の誘いを断る場合、回答者の性別にかかわらず、まず相手が先輩かどうか

といった点が気の遣い方に影響を与える要因になる。男女ともに、先輩に対し

ては友人や後輩とは差をつけて気を遣う傾向がみられた。また、男女差として

は、女性がどの相手に対しても同じような回答をするのに比べ、男性は特に友  
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図 8-10 相手別“断らない”を選択した人数（男女別） 

 
表 8-8 相手別“断らない”を選択した人数 

 
 

表 8-9 相手別“断らない”を選択した人数（性別、属性） 

 

 
人、後輩に対して、相手の性別によって気の遣い方にばらつきが生じた。女性

と比較した場合、男性がどの程度気を遣うかは相手の性別に左右されやすいと

言えよう。  
また相手の誘いを受け入れ、配慮の度合いが高いとされる“断らない”とす

る回答に関しては、男性の回答が多かったが、統計的に有意な差があるとは言

えなかった。  

9
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同友 異友 同先 異先 同後 異後
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同友 異友 同先 異先 同後 異後

男性 9(75.0%) 24(85.7%) 24(75.0%) 35(81.4%) 12(80.0%) 22(84.6%)
女性 3(25.0%) 4(14.3%) 8(25.0%) 8(18.6%) 3(20.0%) 4(15.4%)
計 12(100.0%) 28(100.0%) 32(100.0%) 43(100.0%) 15(100.0%) 26(100.0%)

()内は列のパーセント。（chi-square = 1.6479, df = 5, p-value = 0.8954）

性別 同性 異性 属性 友人 先輩 後輩

男性 45(76.3%) 81(83.5%) 男性 33(82.5%) 59(78.7%) 34(82.9%)
女性 14(23.7%) 16(16.5%) 女性 7(17.5%) 16(21.3%) 7(17.1%)
計 59(100.0%) 97(100.0%) 計 40(100.0%) 75(100.0%) 41(100.0%)

()内は列のパーセント。

性別：（chi-square = 1.2360, df = 1, p-value = 0.2662）
属性：（chi-square = 0.4135, df = 2, p-value = 0.8132）
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8．3．2．3 謝罪表現  
最後に、より性差が顕著であった「ごめん」などの謝罪表現について記す。

また 3 節 1 項 5 条の「詫び」とは意を異とするものである。  
相手を【先輩】【友人】【後輩】と別個にみていく。また、作図のために謝罪

表現のそれぞれを類にまとめた。  
ごめん類：   ごめん／本当にごめん 等  
ごめんなさい類：  ごめんなさい 等  
すまん類：   すまん 等  
すみません類：  すいません／すみません 等  
申し訳ない類：  申し訳ない／申し訳ありません 等  
悪い類：   悪い／悪いけど／わりけど 等  

また、謝罪表現が使われていない場合は「無し」で示される。  
 
8．3．2．3．1 【友人】 

謝罪表現を用いることで断ることに関して相手に「自分は負担に感じている」

という意思をあらわすことができる。「無し」の占める割合から、女性に比し

て男性はそういった配慮を発話の中で行わないととれる。  
 

 

図 8-11 【友人】への謝罪表現 

 
また形式面で言えば、「すまん類」「悪い類」は男性でよくおこなわれている

が、女性の回答からはほとんどみられない。同時に男性から【異友】に対する

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性⇒異友

女性⇒同友

男性⇒異友

男性⇒同友

ごめん類 すまん類 悪い類 無し



82 
 

回答でもその出現頻度が低くなっていることから、これら二つの形式は女性と

相性が良くないという点においていわゆる「男ことば」とすることができよう。

女性は回答のほとんどが「ごめん類」であり相手の性別に特に左右されている

様子はないが、反対に男性は明らかに相手の性別で表現に差をつけている。  
 
8．3．2．3．2 【先輩】 

男女ともに、相手の性別による差がみられる、といったことはない。ただし、

男性は【同友】と比して【同先】にも謝罪表現の使用頻度を上げており、ここ

に明確な配慮の態度がみられる。  
 

 

図 8-12 【先輩】への謝罪表現 

 
女性は男性よりも「ごめんなさい類」を用いており、男性の「すみません類」

の使用頻度が高いことも相俟って、相対的に女性は【先輩】に対して親しみを

示していると言えよう。つまり男性は「遠隔化」を、女性は「近接化」をそれ

ぞれはかっているとも言える。  
 
8．3．2．3．3 【後輩】 

図の形としては図 8-11 とあまり変わらないが、男女ともに「無し」の割合

が減少している。この点において言えば、配慮の必要性を感じているとして【友

人】が最も社会的・心理的距離が小さいと判断できる。  
形式面に関して言えば、女性はその回答のほとんどを一般的な「ごめん類」 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性⇒異先

女性⇒同先

男性⇒異先

男性⇒同先

すみません類 ごめんなさい類 申し訳ない類 悪い類 無し
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図 8-13 【後輩】への謝罪表現 

 
で済ませている。反対に男性はここでも相手の性別による差別化をおこなって

いる。また他のどの相手よりも丁寧な表現とは言い難い「悪い類」「すまん類」

を多用している。  
以上の結果から、男性は特に上向きの上下関係を重視し、女性は相手の性別

にかかわらず画一的な表現を用いる傾向があると言える。  
 
8．4 おわりに 

本章では主に形式、配慮評価の両面から、相手の属性による差をみた。どち

らの面からも、特に【先輩】に対する回答に【友人】【後輩】とは異なる傾向

がみられ、【先輩】に最も配慮しまた社会的・心理的距離を感じていることが

見出せた。また、男女差がみられたのは、回答者の性別であった。形式、配慮

評価ともに、男性は相手の性別による差別化をはかり、反対に女性は相手の性

別が回答に大きな差を与えるということはなかった。つまり男性は相対的に異

性を特別視し、女性はどの相手に対してもなるべく差をつけない態度を示して

いることが分かった。  
更なる課題として、今後は「誘い」の内容の違いによる差が生じるのか、ま

たどのようにあらわれるのかという観点も含めて調査・考察を行いたい。次章

は断る内容を、話し手の行為を伴う「誘い」から話し手の行為を伴わない「依

頼」としたものを扱う。  
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性⇒異後

女性⇒同後

男性⇒異後

男性⇒同後

ごめん類 すまん類 悪い類 申し訳ない類 無し
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第９章  
依頼に対する断り表現  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9．1 はじめに 

人は他人とコミュニケーションをとるとき、何らかの目的をもっておこなう。

他人に何らかの行為を要求する依頼や禁止、他人に高い評価を下す賞賛など、

目的となる言語行動の種類は無数にある。これらは話し手から主体的にはたら

きかける言語行動だが、相手からの依頼や誘い、また勧めなどを受けてはじめ

て「断り」が現出するという点において、受動的な言語行動の一つに含まれる

1。蒲谷ほか（2009）は依頼を断ることの丁寧さの構造を、相手に要求された

行動をおこなわないという決定権は自分にあり、結果として期待された利益・

恩恵を受ける筈の相手にはそれが与えられないという形でまとめている。「断

り」とはつまり相手からの行為要求に対して、拒否・拒絶を表明することに他

ならない。相手が要求する行為を自分が実行することによって得られる筈だっ

た利益・恩恵を奪うという点で、断る主体としての話し手に心的負担を与える

ものである。  
 

                                                   
1 日本語記述文法研究会編（2009）では依頼や禁止を持ちかけ系の対人行動とし、

それに対する「承諾・許可もしくは断り・不許可の行動で反応」するものを応答

系の対人行動としている。  
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しかし依頼内容の軽重によって、また相手との上下・親疎関係によって心的

負担の度合いは異なる。たとえばペンを貸すのを断る場面ではさほど気を遣う

必要はないが、仕事の依頼を断るといった場面ではたいへん気を遣うであろう

し、同じ内容の依頼でも、上司に断る場合と親しい友人に断る場合とではやは

り心的負担は同程度だとは言えないだろう。このように一口に「断り」と言っ

ても場面や状況の違いによって心的負担の度合いは大きく異なり、またそれに

伴って表現の形式やそのパターンも異なっていくものと推測できる。  
前章では「誘い」に対する断り表現について述べたが、「誘い」と「依頼」

は明確に異なる。日本語記述文法研究会編（2009）には、この両者について

同じ「持ちかけ系」の対人行動、且つ聞き手に何らかの行為を要求するものと

しているが、「誘い」は話し手自身がその行為をともにおこなう行為であるこ

とに対して、「依頼」はその限りではない。要求する行為をともにおこなわな

いこともある「依頼」は、一方的に聞き手に行為を要求する点で、聞き手の負

担が大きくなることが十分に考えられる。  
前章でも述べたが、依頼に対する断り表現に関する研究は多い。尾崎（2006）

や吉井（2009）など日本語における断り表現に関するもののみならず、肖・

陳（2008）や蒙（2010）のように、日中、日韓における対照研究もさかんに

おこなわれている。それでもやはり文法的な視点や特定の言語形式の使用の有

無などに終始しているものが多く、対人コミュニケーションの領域でテキスト

マイニングを実施しているものは岸江（2012）などのほか、ほとんど見られ

ない。  
「断り」という言語行為をとる際に、自身の心的負担を軽減させるため、ま

た相手への配慮をあらわすために、あるいはそうした負担や配慮を無視して、

人はどのような方略を用いるのか。本章では「断り」表現にみられる特徴を、

地域差および性差の視点をもって明らかにしていく。  
 
9．2 調査概要 

全国の大学生を対象に、依頼・禁止・感謝・謝罪・注意喚起・断りなどの場

面を設定し、自由記述での回答を求める形式のアンケート調査を実施した。調

査は 2007 年 6 月から 2010 年 1 月にかけて行い、2011 年 9 月現在の有効回答

数は 743 名である。ただし、本章においては断り表現の回答が得られたもの

を対象としたため、「断り」の質問項目に対してすべて無回答であったものを

除外しており、分析に用いるデータ件数は 704 名分である。分析に関わる回

答者情報と、断り表現に関する質問項目の内容を以下に要約して掲げる。  
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表 9-1 アンケート有効回答者数（「断り」限定・出身地域別） 

 
 

表 9-2 断り表現に関する質問項目 

 

 
本章では以下、東西差をみるために、東北、関東、中部地方を東日本として

E、それ以外の地方を西日本として W、また男性を M、女性を F として表記

する 2。  
 

表 9-3 アンケート有効回答者数（「断り」限定・回答者属性まとめ） 

 

                                                   
2 東日本出身男性を EM、東日本出身女性を EF、西日本出身男性を WM、西日本

出身女性を WF と表記する。また、EM の先輩への断りの回答に関しては「先輩

(EM)」として表記するものとし、以下同様である。  

東北 関東 中部 北陸 近畿 中国 四国 九州 計
男性 16 48 7 10 64 16 35 6 202
女性 71 132 13 27 152 44 48 15 502

計 87 180 20 37 216 60 83 21 704

EM EF WM WF 計
69 211 133 291 704

 
【場面設定】いつもたいへん世話になっている「先輩」／子供の時からずっ

と親しくしている「後輩」から来週の日曜日に引っ越しをすることになった

ので手伝いに来てほしいと頼まれました。しかし来週の日曜日はあいにく自

宅で法事があるため、自宅に親戚中が集まります。家族の者からも必ずこの

日は自宅にいてほしいと以前から頼まれていたとします。結局、この「先輩」

／「後輩」の依頼を断らなければならなくなりました。  
 
(1)この時、この後輩の依頼をどう言って断りますか。  
(2)この時、この先輩に対してどの程度「申し訳ない」と思いますか。  

下から適当なもの選び、回答欄に番号を記入してください。  
1.非常に申し訳なく思う 2.かなり申し訳なく思う 3.少しは申し訳なく

思う 4.あまり申し訳なく思わない 5.まったく申し訳なく思わない  
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9．3 意味公式にみられる特徴 

回答にあらわれた「断り」表現を構成するものについて、蒙（2010）を参

考に便宜的に五つの意味公式に分類した。以下に各意味公式、意味機能、例を

列挙する。  
「詫び」  ：相手の期待に添えない旨の表明  
   例：ごめんなさい、申し訳ないのですが、など  
「理由説明」  ：相手の期待に添えない理由の説明  
   例：家で用事があって、どうしても家を空けられないので、など  
「断りの明示」：断る意思の明示的表明  
   例：お手伝い出来ないんだけど、行けません、など  
「代案の提示」：代替手段の提示  
   例：その日以外なら手伝うよ、また何かあったら言ってください 3、な

ど  
「共感」  ：相手の期待に添いたい意思の表明  
   例：行ってあげたいけど、非常に残念ですが、など  
 

無論、これらのいずれにも分類されない「その他」も存在するが、その多く

はフィラーや対象への呼びかけであり、また数も少なかったために分析からは

除外した 4。  
表 9-4 意味公式の出現率 

 

                                                   
3 蒙（2010）ではこうした回答を｛関係維持｝として扱っているが、“別の形で

相手の期待に応える意思の表明”と判断し、本章では「代案の提示」とした。  
4 蒙（2010）ではフィラーに類するものを｛ためらい・相づち｝として扱ってい

るが、本章では上記の理由で意味公式を立てていない。  

詫び 理由説明 断りの明示 代案の提示 共感

先輩(EM) 93.9% 97.0% 59.1% 3.0% 7.6%

先輩(EF) 96.6% 99.0% 64.2% 12.7% 13.7%
先輩(WM) 90.8% 93.1% 69.2% 8.5% 5.4%
先輩(WF) 97.6% 98.6% 64.8% 8.6% 11.4%

平均 94.7% 96.9% 64.3% 8.2% 9.5%

詫び 理由説明 断りの明示 代案の提示 共感

後輩(EM) 92.4% 93.9% 72.7% 4.5% 0.0%

後輩(EF) 98.0% 98.0% 69.6% 7.4% 4.9%
後輩(WM) 83.2% 84.0% 84.7% 3.1% 0.8%
後輩(WF) 97.2% 94.8% 68.6% 6.6% 5.9%

平均 92.7% 92.7% 73.9% 5.4% 2.9%
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図 9-1 意味公式の地域差・性差（先輩） 

 

図 9-2 意味公式の地域差・性差（後輩） 
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表 9-4 には各回答者属性別に意味公式の出現率を百分率で示した。ただし、

これは出現頻度の集計であるため、一つの回答中にたとえば「詫び」が二度あ

らわれた場合でも 1 件として集計している 5。  
意味公式と回答者属性を変数として、対応分析を用いて散布図を描いた。本

章では回答者の出身を東西に分類したため、以下、地域差と東西差は同義とす

る。図 9-1 の第 1 軸の寄与率は 73.82%、第 2 軸の寄与率は 25.59%、累積寄

与率は 99.40%であった。図 9-2 の第 1 軸の寄与率は 90.24%、第 2 軸の寄与

率は 8.94%、累積寄与率は 99.18%であった。  
図 9-1、9-2 で共通しているのは「詫び」と「理由説明」の出現頻度が高い

ことである。相手が目上であれ目下であれ、依頼に対する断りにおいては「詫

び」と「理由説明」の機能を有する表現が不可欠であると感じている回答者が

多かったことがうかがえる。「断りの明示」に関しては先輩、後輩どちらも

WM と距離が小さく、特に後輩 (WM)では出現頻度が高いことから、後輩に対

して西日本男性ははっきりと断りを表現する傾向にあると考えられる。  
また EM、特に先輩 (EM)が他と比較的離れた位置にあるのは、「代案の提示」

や「断りの明示」の頻度が相対的に低かったためと思われる。  
図 9-1 において「代案の提示」「共感」が原点から離れた位置にあるのは、

前者が先輩 (EF)、後者は先輩 (EF)、先輩 (WF)の出現頻度が相対的に高かった

ことが理由として挙げられる。これらのことから、意味公式の組み合わせの面

で、女性は先輩に対する断り方のバリエーションが多彩であると言える。「理

由説明」は平均 96.9%と高い出現率を有しているために回答パターンに個性や

特徴を与える可能性は低いが、「代案の提示」は平均 8.2%、「共感」は 9.5%の

出現率しか有しておらず、それだけに使用の有無で回答に特徴を与えることと

なる。  
図 9-2 において最も特徴的なのは「共感」が独立していることであろう。こ

れも前述したように全体的に「共感」の出現率が低い中、後輩 (EF)、後輩 (WF)
での出現率が高かったことが理由となる。これは逆に言えば、男性は後輩に断

る際には「共感」に類する表現をほとんど用いない、ないしは用いる必要性を

高くは感じていないと言える。意味公式の中では特に配慮を示す役割を持つ

「共感」だが、この点において男性は後輩への配慮の度合いは低いとみなすこ

とができる。回答者属性に注目した場合、後輩 (EF)と後輩 (WF)の第 1 軸成分

に関する値が非常に近く、女性に限っては意味公式の組み合わせのパターンに

                                                   
5 表 9-4 では百分率表示にしているが、以降の対応分析による散布図に関しては

すべて実数を元に統計処理をおこなっている。  
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東西差がほとんどみられず、後輩への断り方はよく似たパターンを示した。ま

たこの図において明確な東西差が出ているとは言いがたいが、第 1 軸成分に

関して言えば正の側に F、負の側に M が布置されており、回答者の出身の東

西よりもその性別によるところが大きいと言え、東西差よりも性差が有意には

たらいていると判断できる。  
前述したことと多少重複するが、第 1 軸成分の絶対値が後輩 (WM)は最も大

きく特徴的である。これは「断りの明示」の出現頻度の高さもさることながら、

「詫び」「理由説明」の出現頻度の相対的な低さも起因している。「共感」の出

現頻度の低さにもよるが、その面は 0 件の後輩 (EM)の方が強い。  
五つの意味公式のうち、より特徴を示した「詫び」と「断りの明示」につい

て次節以降で述べる。  
 
9．4 「詫び」にみられる特徴 

意味公式「詫び」にあらわれた形式を、それぞれ「ごめん」「ごめんなさい」

「すみません」「申し訳ない」「悪い」に分類し、集計した。形式としていずれ

の類があらわれるかをみたものであるため、形式上の敬語使用の有無や文末詞

の違いなどは考慮に入れていない 6。また断り表現において「詫び」があらわ

れなかったものは「詫びなし」としている。  
「断り」表現における「詫び」の出現頻度は高く、平均 93.7%の出現率とな

った。断る際の「詫び」は不可欠なものであると考えられる。後述するが、「断

り」の意図伝達を担う「断りの明示」よりも「詫び」を優先的に用いるのは、

何よりも相手への配慮を意識した結果であろう。  
図 9-3 において、第 1 軸の寄与率は 64.16%、第 2 軸の寄与率は 29.01%、

累積寄与率は 93.16%であった。図 9-4 の第 1 軸の寄与率は 77.04%、第 2 軸

の寄与率は 12.24%、累積寄与率は 89.28%であった。  
まず図 9-3、図 9-4 それぞれの原点付近に布置された形式は「すみません」

と「ごめん」であり、これらが「詫び」表現のうち、先輩によく用いられるも

のとして「すみません」、後輩によく用いられるものとして「ごめん」という

ように、相手との上下関係に応じて「詫び」の表現形式が異なることが分かる。  
 

                                                   
6 たとえば「申し訳ない」には「申し訳ありません」や「申し訳ございません」

も含まれている。  
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図 9-3 「詫び」の地域差・性差（先輩） 

 

図 9-4 「詫び」の地域差・性差（後輩） 
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図 9-3 の第 1 軸成分に注目した場合、F のある正の側に「ごめんなさい」、

M のある負の側に「詫びなし」が特徴的なものとしてあらわれた。先輩に対

する「詫び」表現の性差は、その使用の有無と関連があると言えよう。第 2
軸成分に注目すると、W のある正の側に「悪い」、E のある負の側にある「申

し訳ない」が特徴的である。「詫び」表現として一般的に用いられるもののう

ち、どちらかと言えば「悪い」は西日本的、「申し訳ない」は東日本的な性格

を持つと言える 7。  
図 9-4 は図 9-3 と比較して布置に偏りのみられる結果となった。F が原点付

近にあることから、女性は他の形式よりも「ごめん」をさかんに用いる 8とい

うことは自明である故、着目すべきは男性の回答となる。後輩 (EM)は「申し

訳ない」や「悪い」との距離が小さく、「ごめん」などの一般的な形式を用い

るのではなく、より気持ちの表出を意識した形式に重きを置いていると考えら

れる。後輩 (WM)は「詫びなし」や「悪い」との距離が小さい。図 9-3、図 9-4
ともに言えることだが、WM に関しては「詫びなし」との共起性が高く、相

手が先輩であれ後輩であれあまり「詫び」表現を用いない傾向にあることが分

かる。また図 7-3 において「悪い」には西日本的性格があるとしたが、後輩に

対しては全体的に男性の回答が近くに集まっており、性差が効いている。ちな

みに「すみません」の位置に関しては、後輩 (EM)で出現件数 0 であったこと

が大きく影響しているものと思われる。  
以上より、両図の変数の布置のバランスから「詫び」において回答に差を生

じさせる要因としては相手との上下関係がもっとも有意にはたらいており、ま

た両図の第 1 軸成分にも注目すると、東西差よりもむしろ性差が少なからず

見出される。  
 
9．5 「断りの明示」にみられる特徴 

意味公式「断りの明示」にあらわれた形式を、それぞれ「行けない」「手伝

えない」「無理」「駄目」「難しい」「厳しい」「お断りする」に分類し、集計し

た。「詫び」同様、形式としていずれの類があらわれるかをみたものであるた

め、形式上の敬語使用の有無や文末詞の違いなどは考慮に入れていない  。ま

た断り表現において「断りの明示」があらわれなかったものは「断りの明示な

                                                   
7 ただし「悪い」の出現件数は EF に 1 件、WM に 2 件、WF に 1 件の計 4 件あ

らわれたのみで、実数的な意味では多く用いられる形式ではないことは付言して

おく。  
8 これは「女性は「ごめん」以外をほとんど用いない」ということを意味するの

では決してなく、あくまでも回答者属性内の割合によるものである。  
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し」としている。  
「断りの明示」自体の出現頻度は先輩で 64.3%、後輩で 73.9%と決して低く

はないが、「詫び」や「理由説明」と比較すると、優先的に用いられる形式で

はないと言える。「断りの明示」が無くとも「断り」表現が成立するのは、他  
の意味公式さえ発話内に存在していれば、婉曲的ではあるが「断り」の意図を

相手に伝達する役割を補うことが可能なためである。「断り」表現は「関係維

持と意図の伝達の両方に配慮が求められる言語行動のひとつ」（尾崎 2006）と

されるが、他の意味公式と比較して「断りの明示」が優先的に用いられないの

は、相手の期待の拒否・拒絶の意図を直接伝達するのを避けることで、相手へ

の配慮を優先させた結果であると判断できる。  
図 9-5 において、第 1 軸の寄与率は 72.70%、第 2 軸の寄与率は 21.91%、

累積寄与率は 94.61%であった。図 9-6 の第 1 軸の寄与率は 90.13%、第 2 軸

の寄与率は 8.57%、累積寄与率は 98.70%であった。各変数の位置関係は似た

ものとなった。  
図 9-5、図 9-6 に共通して原点付近に布置されている形式は「行けない」と

「断りの明示なし」である。この真逆とも言える両形式がともに原点付近に布

置されるという点に疑問が生じる。これは前述した「断りの明示なし」に対し

て、意図の伝達を優先させたものと思われる。ただし「行けない」と明言した

回答がまったく配慮を考えていないという訳ではなく、「詫び」や「理由説明」

を入れることで相手への配慮を示すのである。両図の共通点としては、WM と

それ以外の回答者属性との距離があるということである。先輩 (WM)では「無

理」と「お断りする」、後輩 (WM)では「無理」が近くに布置されており 9、「断

りの明示」の中でもより直接的な表現であるこれらをよく用いることが WM
の特徴と言える。WM は断る際に明言する傾向が強いとみることができる。  

また両図において EM、EF と「手伝えない」との距離が小さく、どちらか

と言えば「手伝えない」という形式は東日本的性格を持っていると判断できる。

「手伝えない」は手伝うことそのものの可能性を否定し、「行けない」は手伝

いに行くということの可能性を否定している。意味するところにさしたる差は

ないが、後者がより婉曲的表現である。「断りの明示」を用いる際に、より直

接的に表現するか、少しでも配慮して婉曲的な表現を選択するかという点にお

いて差がみられたものと言えよう。その意味において、東日本出身者の回答か  

                                                   
9 後輩 (WF)も「無理」の出現頻度自体は低くないが、他の形式の出現頻度も高か

ったために後輩 (WF)の特徴たりえなかった。  
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図 9-5 「断りの明示」の地域差・性差（先輩） 

 

図 9-6 「断りの明示」の地域差・性差（後輩） 
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らは「断り」を明示するならいっそ直接的におこなおうという意思が感じられ

る。  
形式面でみると、「お断りする」は先輩 (EM)以外の先輩への回答にのみあら

われたものであり、特徴的なものの一つである。相手の依頼に対してもっとも

直接的に断る意思を表明した形式ではあるが、相手への配慮がない訳ではなく、

敬語形式の表現であることもさることながら、曖昧な表現を避けることで相手

に下手な期待や勘違いを起こさせることを避けているのである。勘違いが生じ

ることで未来に起こり得る障害を排除するという点で相手へ配慮を示してい

ると見做すことができる。  
「詫びなし」以外の直接的表現形式に対して、「難しい」「厳しい」は婉曲的

表現形式である。手伝うことや手伝いに行くことが「難しい」ないしは「厳し

い」と表現することによって明言を避けている。婉曲的な表現は相手にこちら

の意図を汲み取ることを要求することでもあるため、曖昧さ、それによる勘違

いが生じる可能性を孕むという意味で出現頻度は低く、故に原点から離れて布

置されることとなった。  
両図から、「詫び」と異なり「断りの明示」における差は相手との上下関係

が大きな要因とはなっておらず、むしろ“WM とそれ以外の差”としてあら

われており、西日本出身、男性という属性の両方が大きな要因となった。  
 
9．6 配慮評価 

断ることによる心的負担がどの程度であるかを、相手への申し訳なさの度合

いとして問うたものが質問項目の二問目である。ここではその数値を、清水ほ

か（2011）と同様に配慮評価とする。図 9-7 に回答者属性別の集計結果を、

表 9-5 に配慮評価の平均値と標本分散の値を示す。  
平均値を単純に小さい順に列挙すれば、先輩 (EF)、先輩 (WF)、先輩 (EM)、

先輩 (WM)、後輩 (EF) 、後輩 (WF) 、後輩 (EM)、後輩 (WM)となっており、ま

ず大きく分けて後輩よりも先輩に申し訳なさを感じていることが分かる。断る

際の心的負担は目下よりも目上に対してより大きいものとなるということで

ある。東西差、性差でみた場合、W よりも E、M よりも F がそれぞれ心的負

担を感じていると判断することができ、また先輩 (EM)と先輩 (WM)との配慮評

価の開きよりも先輩 (EM)と先輩 (EF)との開きが大きいことなどから、配慮評

価に差を与える要因としては東西差よりも性差の方が優勢であることが考え  
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図 9-7 「詫び」の地域差・性差 

 
表 9-5 配慮評価の平均と標本分散 

 
 
られる。ただし、後輩 (WM)に関しては配慮評価の平均が最大 10であることや

後輩 (EM)との数値の開きが多少大きかったことなどから、地域差（東西差）、

性差の両方が利いている可能性がある。  
配慮評価の平均を列挙するのみでは不十分と考え、回答者属性別の配慮評価

の散らばりの程度をみるために、それぞれの標本分散を比較する。平均値と同

様に標本分散の値を単純に小さい順に列挙すれば、先輩 (EF)、先輩 (WF)、後

輩 (EF) 、先輩 (EM)、後輩 (WF) 、後輩 (EM)、後輩 (WM)、先輩 (WM)となる。

あくまでも相対的なものではあるが、先輩 (EF)がもっとも一様な回答パター

ンを、先輩 (WM)がもっとも多様なパターンを示す結果となった。つまり先輩

に対して F はほぼ同じような申し訳なさをおぼえ、WM は特に先輩に対して

申し訳なく感じる度合いは人それぞれであると言える。WM の想定する先輩

との親密さに個人差が生じた可能性があり、質問文の精度の問題も考えられる

が、ここにおいては WM という回答者属性の特徴とも取ることができよう。  

                                                   
10 この中では最大値を示しているが、無論外れ値ではない（有意水準：p<0.01）。  
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先輩(EM) 先輩(EF) 先輩(WM) 先輩(WF) 後輩(EM) 後輩(EF) 後輩(WM) 後輩(WF)

1 2 3 4 5

先輩(EM) 先輩(EF) 先輩(WM) 先輩(WF) 後輩(EM) 後輩(EF) 後輩(WM) 後輩(WF)

平均 1.853 1.750 1.992 1.770 2.529 2.290 2.797 2.357

標本分散 0.684 0.514 0.856 0.590 0.749 0.670 0.763 0.711
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9．7 おわりに 

本章は、大学生の用いる「断り」表現について地域差、性差の視点をもって、

意味公式のパターン、「詫び」の形式、「断りの明示」の形式、配慮評価の四つ

から分析をおこなったものである。  
依頼内容が同一の場合、相手が先輩であるか後輩であるかがまず表現に違い

を与える要因となること、次いで性別が要因となることが分かった。地域差（東

西差）に関しては、「断りの明示」の出現率が高いことや、後輩に対して「無

理」をよく用いること、また標本分散の値が高いことなど各項目で特徴を示し

た WM によくあらわれた。また EF は特に先輩に対する回答において、「代案

の提示」や「共感」の使用率が高かったこと、配慮評価の値が低かったことな

どの点に特徴がみられた。このように EF にも多分に特徴が認められ得たこと

から、出身の東西もまた表現に違いを与える要因の一つとして数えられよう。 
今後はより多くの、且つサンプル属性の偏らないデータの収集を目指し、さ

らに断る内容の軽重も踏まえた質問項目を取り入れた調査を実施することで、

「断り」表現に関する研究を深めたい。  
本章では日本語の回答を対象としたが、次章では同じ調査を韓国・中国でも

実施し、さらに三国間での断り方の相違点などをみる。  
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第１０章  
日本・韓国・中国における依頼に対する断り表現  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10．1 はじめに 

前章を承けて、日本語のみならず、韓国語、中国語母語話者のデータも加え、

3 国間の断り方を比較し、そこに生じうる相違点と類似点を見出すことを目的

とする。後述するが、これら 3 国を跨いで配慮表現に関して調査をおこない

分析した事例は管見の限り見られないものであり、この点において多分に意義

のある章だと言える。  
 
10．1．1 コミュニケーションの中の「断る」ということ 

コミュニケーションとは自身とそれ以外の人物との相互行為であり、そこに

は確実に何らかの目的が存在している。他人に行為を要求する依頼や禁止など

のように、話し手から能動的にはたらきかける言語行動もあれば、反対に受動

的な言語行動もある。日本語記述文法研究会編（2009）では依頼や禁止を持

ちかけ系の対人行動とし、これに対して「承諾・許可もしくは断り・不許可の

行動で反応」するものを応答系の対人行動としている。これに従えばここで扱

う「断り」は、相手から依頼を受けて初めてあらわれる応答系対人行動、つま

り受動的言語行動に当たる。  
「断り」は、相手からの行為要求に対する拒否・拒絶の表明であるため、相
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手の要求に応えないという点で聞き手への配慮が必要とされる。また、相手が

要求する行為を自分が実行することによって得られるはずだった利益・恩恵を

損なう可能性が高いという点で、断る主体としての話し手に心的負担を与える。

この心的負担を軽減するため、ひいては相手に配慮の態度をみせるために話し

手は様々な方略を駆使する。  
ただしこの心的負担の度合いは、依頼内容の軽重や相手との上下・親疎関係

に多分に依存する。たとえば、何かを頼まれて「無理だ」と一言で言える場面

や、「申し訳ありませんが、少々難しい状況でして」といった婉曲的表現を用

いなければならない場面などがあるだろう。このように様々な内的・外的要因

によって、状況に合わせた反応が選択される。  
そしてこの選択は、私たちがコミュニケーションをおこなう上で非常に大切

な役割を果たしている。それは国家、民族に関係なく、どの社会でも重要であ

ることに違いはないだろう。では、地理的に比較的近く位置する日本、韓国、

中国ではどのように選択されるのだろう。「断り」行動を起こす際に何らかの

相違点、類似点が生じるのだろうか。生じるとすればどのような点なのか。本

研究ではテキストマイニングを用いて、それを明らかにしたい。  
 
10．1．2 関連する先行研究 

3 国間に文化的、言語構造的差異が存在するのは周知の事実だが、これらの

国々の間で認められる配慮表現の差異について自由回答にもとづき比較した

研究は管見の限り見られない。無論、日韓、日中など、2 国間に関する研究は

活発におこなわれている。  
たとえば、日韓における考察では元（1999、2002）が挙げられる。断り表

現を分析する単位を Beebe 他（1990）で設定された意味公式に倣って、日韓

の「断り」のパターンや断り表現の構造を分析し、また、中途終了分 (言いさ

し文 )が使われた断り表現をポライトネスの視点から分析している。一方、日

中の考察では蒙（2009、2010）があるが、これも同じく意味公式のパターン

を中心に、発話の切り出し方や終結部などに注目して日中間の比較をおこなっ

ている。  
このように 2 国間の対照研究は上記以外にも多く見られる。しかし、日韓

中の 3 国を調査対象とする研究は見受けられない。そのような意味において

本研究は、これまでの研究とは一線を画している。  
この考察の目的は、3 国で実施したアンケート調査によって得られた回答を

テキストマイニングで分析し、3 国間に存在する共通点、類似点、相違点を明
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らかにすることである。自由回答を求めることでより自然な言語行動が得られ

ることを期待し、アンケートという調査方法を採った。  
 
10．2 アンケート調査 

10．2．1 調査対象・調査期間 

日本、韓国、中国各国の大学生を対象に、依頼・禁止・感謝・謝罪・注意喚

起・断りなどの場面を設定し、自由記述で回答を求める形式のアンケート調査

を実施した。調査対象は、日本人は日本語、韓国人は韓国語、中国人は中国語

をそれぞれ母語とする者で、各国内の出身地は言及しない。調査票は、日本語

版に基づき韓国では韓国語に、中国では中国語にそれぞれ翻訳協力者（瀧口、

米）が翻訳したものを用いた 1。  
調査は、日本では 2007 年 6 月から 2010 年 1 月にかけて、韓国では 2009

年、中国では 2010 年から 2011 年に実施した。本研究で扱う項目の有効回答

者数は日本が 705、韓国が 230、中国が 167 であった（表 10-1）。  
 

表 10-1 アンケート有効回答者数 

 

 
表 10-1 を見ると回答者の国籍に日本は J、韓国は K、中国は C、そしてそ

の性別に男性は M、女性は F の英文字が併記してあるが、以下図表などでは

これらを組み合わせて回答者の属性を表記する。たとえば日本人男性なら JM、

日本人女性なら JF のように示す。  

                                                   
1 本研究は清水・石田・岸江（2011）で用いた日本語の回答データに、韓国、中

国のデータを追加する形で分析をおこなったものである。また、基盤となった日

本語の配慮表現に関する調査票は、2005 年度～2008 年度科学研究費補助金「日本

語の対人配慮表現の多様性」（基盤研究（B）、課題番号：17320072、研究代表者：

野田尚史氏）で質問を考えて集めたもので、全国調査には多くの研究者が参加、

アンケート収集に協力いただいた。追ってこれと同じ内容の調査を韓国、中国で

実施したのだが、韓国語と中国語の回答は再び翻訳協力者が日本語に翻訳して自

由記述内容を整理し、データ利用および分析における統一化を図った。本研究は

これら 3 国のデータを、編者である岸江信介氏の許可の下に使用し、おこなって

いる。  

日本(J) 韓国(K) 中国(C)
男性(M) 202 70 78
女性(F) 503 160 89
合計 705 230 167
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10．2．2 断り表現の調査項目 

ここで扱う断り表現の場面設定と質問項目は、次の通りである。  
 
【場面設定】  

いつもたいへん世話になっている「先輩」／子供の時からずっと親しくして

いる「後輩」から来週の日曜日に引っ越しをすることになったので手伝いに

来てほしいと頼まれました。しかし来週の日曜日はあいにく自宅で法事があ

るため、自宅に親戚中が集まります。家族の者からも必ずこの日は自宅にい

てほしいと以前から頼まれていたとします。結局、この「先輩」／「後輩」

の依頼を断らなければならなくなりました。  
 
(1)この時、この「先輩」／「後輩」の依頼をどう言って断りますか。  
(2)この時、この「先輩」／「後輩」に対してどの程度「申し訳ない」と思い

ますか。下から適当なもの選び、回答欄に番号を記入してください。  
 

1.非常に申し訳なく思う 2.かなり申し訳なく思う  
3.少しは申し訳なく思う 4.あまり申し訳なく思わない  
5.まったく申し訳なく思わない  

 
10．2．3 分析に用いる図と方法 

上記の質問に対し、得られた回答の分析にはエクセル統計 2008 による対応

分析、およびトレンドサーチ 2008 による共起ネットワーク図を利用した。共

起ネットワーク図は、分析者が指定した複数のキーワードが、それぞれ太さの

異なる線で結ばれた図である。キーワード同士を結ぶ線の太さから、相互の関

連性の強弱を見ることができる。本章 3 節 3 項にて詳述する。  
集計されたクロス表、視覚化された各図を元に、回答者の出身国と性別、ま

た相手との上下関係によって回答のパターン 2に差異が見られるか、また回答

者の属性による表現そのものに差異が生じるのかを見る。  
分析には、前述した通り各母語の回答を日本語訳したものを用いているが、

回答例など必要に応じて韓国語、中国語の原文も併せて記す。  
 
 
                                                   
2 ここで言うパターンとは、構成要素の有無のみに着目したものであって、意味

公式のすべての順序や組み合わせに関して言及するものではない。  
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10．3 依頼に対する断り方 

10．3．1 本節で取り扱う意味公式 

回答に使われた「断り」表現の構成について、蒙（2010）を参考に便宜的

に６つの意味公式に分類した。意味公式とは、「断り」表現を構成する要素で

ある。以下に各意味公式とその意味機能、そしてそれらに属する具体例を挙げ

るが、例については韓国語、中国語の回答で得られたものも挙げておく。韓国

語と中国語の例は必ずしも日本語の訳語ではなく、指定された場面において概

ね対応関係にあると思われる表現が分類してある。  
 
「呼びかけ 3」：注意喚起のための呼びかけ  

J：先輩、○○ちゃん、など  
K：선배 (님 )、○○야、야、など  
C：学长、妹妹（弟弟）、など  

「詫び」：相手の期待に添えない旨の表明  
J：ごめんなさい、申し訳ないのですが、など  
K：미안해요、죄송해요、など  
C：对不起、不好意思、など  

「理由説明」：相手の期待に添えない理由の説明  
J：家で用事があって、どうしても家を空けられないので、など  
K：집에  제사가…、제사  때문에、など  
C：我下周家里有事、下周没有时间、など  

「断りの明示」：断る意思の明示的表明  
J：お手伝い出来ないんだけど、行けません、など  
K：도와주지  못하게  됐습니다、못  갈  것  같아요、など  
C：来不了、不能去你那帮忙了、など  

「代案の提示」：代替手段の提示  
J：その日以外なら手伝うよ、また何かあったら言ってください 4、など  

                                                   
3 蒙（2010）では「相手に対する呼びかけ」の意味機能を持つ｛呼称｝が意味公

式として採用されているが、本節では呼称（代名詞など）の他に「注意喚起を促

すもの」としての役割を与えているため、発話の冒頭に来ること、相手の注意を

促すものと明確に判断されるもの（「おい」や「あの」など）を条件とし「呼びか

け」の意味公式として扱っている。故に「あ」や「あー」などのフィラーは冒頭

にあってもカウントはしない。また同様に「先輩」などの呼称が発話の冒頭以外

に出現した場合にも「呼びかけ」として数えない。  
4 蒙（2010）ではこうした回答を｛関係維持｝として扱っているが、“別の形で相

手の期待に応える意思の表明”と判断し、本節では「代案の提示」とした。  
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K：다른  친구에게  부탁해볼게요、밥  사줄께、など  
C：不如我抽空晚些去吧、下次一定帮你、など  

「共感」：相手の期待に添いたい意思の表明  
J：行ってあげたいけど、非常に残念ですが、など  
K：도와드리고  싶은데、가능한  한  가보도록  노력해보겠지만、など  
C：实在没办法、我很想帮你的、など  

 
ここでは、上に示した意味公式を単独でも複数でも有していれば「断り」表

現が成立するものとする（但し、「呼びかけ」を除く 5）。たとえば、回答が「行

ってあげたいけど」という一言であったとしても、「共感」が 1 件あるものと

して「断り」の意を表明するものとして扱う。また、「スミマセン。めっちゃ

手伝いに行きたいんですけど、法事があって行けないです。明日やったら行け

るんですけど？」の場合、「スミマセン（「詫び」）。めっちゃ手伝いに行きたい

んですけど（「共感」）、法事があって（「理由説明」）行けないです（「断りの明

示」）。明日やったら行けるんですけど（「代案の提示」）？」となり、「呼びか

け」以外の各意味公式を 1 件ずつ含んだ回答例となる。このように、回答者

によって用いる意味公式の数は異なる。  
また、回答の中には上のいずれにも分類されない「その他」も存在し、その

多くはフィラーなどであったが、これらは少なくとも単独では「断り」表現を

成立させない、ないしは成立させがたいものとして、分析の際には除外した。 
 
10．3．2 ６つの意味公式とその出現頻度 

前節に挙げた６つの意味公式に基づき、回答に出現した意味公式を数え上げ

てクロス表を作成した（表 10-2）。これは出現頻度の集計であるため、仮に 1
回答中に「詫び」が 2 度あらわれた場合でも 1 件として扱う。また、回答者

属性の後に付く漢字「先」「後」はそれぞれ先輩に対する回答、後輩に対する

回答を指している。  
 
 
 

                                                   
5 「呼びかけ」に限ってはあくまでも聞き手の注意を話し手に向けさせる行為で

あり、単独で「断り」を成立させない。故に清水・石田・岸江（2011）では分析

に利用することは無かったが、韓中 2 国のデータにおいては無視できない出現率

を示したため、有効な意味公式として採用した。  
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表 10-2 意味公式の出現率 

 
 

意味公式と回答者属性を変数として、対応分析を用いて描いた散布図が図

10-1、図 10-2 である 6。散布図にあらわれるもの同士が、近くに布置されるほ

ど共起性が高くなることを示している。つまり、それらがよく共に用いられた

り、よく似た傾向にあることを意味する。たとえば「JM 先」と「KM 先」が

近ければ、先輩に対する答えに関して日本人男性と韓国人男性は似ているとい

うことになる。また「JM 先」と「共感」が近ければ、他の回答者属性より相

対的に日本人男性は「共感」をよく用いると見ることができる。これとは反対

に、あらわれるもの同士が離れて布置されるほど、共起性は低くなることを示

す。  
図 10-1 の第 1 軸の寄与率は 89.73%、第 2 軸の寄与率は 7.47%、累積寄与

率は 97.20%であった。図 10-2 の第 1 軸の寄与率は 75.00%、第 2 軸の寄与率

は 19.09%、累積寄与率は 94.09%であった。全体的なバランスから言えば、

相手が先輩であれ後輩であれパターン自体を大きく変化させることはないと

判断できる。加えて、各回答パターンを特徴づける要因としては、性別以上に

母語（出身国）が優勢と見做すことができる。  

                                                   
6 表 10-2 では百分率表示にしているが、以降の対応分析による散布図に関して

はすべて実数を元に統計処理をおこなっている。  

呼びかけ 詫び 理由説明 断りの明示 代案の提示 共感

JM先 3.0% 89.1% 91.6% 63.9% 6.4% 5.9%

JF先 3.8% 95.6% 97.2% 63.6% 9.7% 12.3%
KM先 45.7% 77.1% 91.4% 64.3% 10.0% 5.7%
KF先 66.9% 86.3% 91.9% 65.6% 15.0% 9.4%
CM先 19.2% 92.3% 89.7% 50.0% 14.1% 5.1%
CF先 20.2% 88.8% 95.5% 51.7% 27.0% 6.7%

平均 26.5% 88.2% 92.9% 59.8% 13.7% 7.5%

呼びかけ 詫び 理由説明 断りの明示 代案の提示 共感

JM後 1.0% 84.2% 85.1% 78.7% 3.5% 0.5%

JF後 0.2% 96.0% 94.4% 68.2% 6.8% 5.4%
KM後 18.6% 75.7% 85.7% 67.1% 10.0% 2.9%
KF後 25.0% 85.6% 85.6% 65.6% 11.3% 3.8%
CM後 12.8% 79.5% 79.5% 46.2% 17.9% 2.6%
CF後 11.2% 82.0% 93.3% 47.2% 27.0% 2.2%

平均 11.5% 83.8% 87.3% 62.2% 12.7% 2.9%
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図 10-1 先輩に対する回答（対応分析・意味公式） 

 

図 10-2 後輩に対する回答（対応分析・意味公式） 
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では、散布図を見てみよう。まず、図 10-1、10-2 の両図で共通している点

は「詫び」と「理由説明」が原点付近に布置されていることである。これは全

体から見て出現頻度が高いことによるもので、表 10-2 でも確認できる。韓国

語、中国語のデータのみの散布図を描いてみたが、傾向として大きく異なるこ

とは無かったため、これは日本語のデータが多いというデータ件数の偏りによ

るものではないだろうと言える。出現率にのみ着目しても、断る際に「詫び」

や「理由説明」が欠かせないという点は、3 国に共通して見られる方略ととら

えることができる。  
また両図共に韓国回答者は「呼びかけ」、中国回答者は「代案の提示」との

距離が小さく、他の国よりも相対的にこれらの意味公式を用いる割合が高いこ

とが分かる。反対に日本の回答はそれらよりも「断りの明示」や「共感」の出

現頻度が高いため、これらが近くに布置されている。特に「断りの明示」に関

しては日韓ではさほど差が見られないが、この 2 国と比して中国回答者は「断

りの明示」を避ける傾向にあると言える。  
以上をまとめると、各国の断る際の発話は、日本では主に「詫び」「理由説

明」「断りの明示」の 3 要素でほぼ構成され、韓国はさらに「呼びかけ」を多

用する点で特徴的である。一方、中国は「代案の提示」をよりよく用い、さら

に他の 2 国よりも「断りの明示」を避ける傾向がある。これは断るという言

語行動を実現させる際の表現と配慮の方略の違いであると考えられる。  
つまり、敬語表現の比較的豊富な日本では、「すみません」と「申し訳あり

ません」などのように、同一の意味公式内で回答者ごとの表現上の違いや個性

が見られるものの意味公式の組み合わせとしては乏しく、相手との上下関係に

より厳しい韓国では、特に女性にその傾向が強いが、「呼びかけ」をすること

で自身と相手との関係性を明確化すると同時に、親しみを表現することに重き

を置いている。この傾向は中国にも多少見られる。また、元来近しい人たちと

の結び付きを重んじる中国では、最も直接的な表現である「断りの明示」を避

け、他の意味公式を用いることで断るという言語行動を成立させている。特に

「代案の提示」が 3 国の中で最も多く選択されているのは、相手の行為要求

に応えられない負い目から、別の形ででも実現させようとする代償行為だと思

われる。  
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10．3．3 呼びかけ 

ここで、特徴的な振る舞いを見せる意味公式の一例として、「呼びかけ」を

見てみたい。本来、受動的言語行動、応答系対人行動とされるものは相手に応

じるものであるため、「呼びかけ」は特に必要とされる要素ではない。その点

では日本の回答で出現頻度が低かったことも頷ける。しかし他の 2 国では異

なる位置づけとなるようである。  
「呼びかけ」が韓国の回答に特徴づける要素として役割を担っているのは前

述した通りだが、こうした場面で、韓国では相手が目下であっても目上であっ

ても呼びかけるという行為が一般的だということが分かる。「断り」場面で韓

国人が「呼びかけ」を多く用いるということに関しては、元（2002）でも指

摘されている。日本人が呼びかける場合はごく少数であるのに比べ、同一場面

でのこのような結果は、3 国間における表現の差異であると言えよう。  
続いて、図 10-3、10-4 を見てみよう。両図はトレンドサーチ 2008 で描い

たネットワーク図で、この図から回答者の属性と各回答の関係を見ることがで

きる。このネットワーク図は、各ノード（ここでは回答者属性と表現形式）間

の距離とそれぞれを繋ぐエッジ（線）の太さが関連性の強さを示している。近

いもの、また太い線で繋がれているものほど関連性が強く、離れていたり繋が

れた線が細いものは相対的に関連性が弱いことを意味する。  
まず日本について見てみると、JM、JF 共に図 10-3 では「先輩」のみに繋

がっており 7、図 10-4 に至っては完全に独立している。他の 2 国とは異なり、

日本の慣習では、先輩に対しては「先輩」や「○○さん」、後輩には名前やニ

ックネームで呼ぶのが一般的であり、目下を「名前＋肩書き」や直接「後輩」

と呼ぶことはない。後輩に対する回答に「呼びかけ」が少なかったのはこれに

起因すると思われるが、先輩に対する回答にも少なかったのは、当該場面が応

答系であり、あまり呼びかけるのにふさわしくないと判断されたのではないか

と思われる。  
韓国では「先輩」や「後輩」を、呼びかける際に多用し、特に後輩にも「後

輩 (후배 (야 ))」という呼称が用いられる点は注目される。この用法が日本と大

きく異なる点であり、図 10-3、図 10-4 でもそれが確認できる。このように韓

国で呼びかけがよくおこなわれるのは、今も守られている儒教思想から礼儀と

して自身と相手との上下関係を明確にすると同時に、呼びかけることによって

相手に対する親しみを表現するためであろう。また「先輩」「後輩」などの呼  
                                                   
7 無論、回答には「あの (ー )」などもあらわれているが、6 件と相対的に少数であ

ったため、エッジに反映されなかった。  
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図 10-3 先輩に対する「呼びかけ」（ネットワーク図） 

 

 

図 10-4 後輩に対する「呼びかけ」（ネットワーク図） 

 
称に限らず、後輩に呼びかける際には「なあ／ねえ（야）」がさかんに見られ

たことから、韓国語では後輩に対する当該場面を想定する場合、まず注意を向

けさせてから本題に入る、という方略も多くあらわれることが確認できる。  
回答例として、「야 , 진짜  미안한데  그날  제사라서  못  갈  것  같다 .（なあ、

ホント済まないけど、その日法事で行けそうにないや。）」などが見られた。  
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呼びかけについては、中国語でも言及しておくべき点がある。図 10-3 では

「 (お ) 兄さん」や「 (お )姉さん」が特に目立つが、これはそれぞれ「哥哥」「姐

姐」を翻訳したためである。中国語には性別を特定しない「先輩」という語が

無く、上のような表現や、特に親しい間柄であれば「名前＋兄さん（兄）／姉

さん（姐）」とするのが一般的なので、こうした表現があらわれたと考えられ

る。しかし質問文では性別を指定していなかったため、自然談話でさほど用い

られることのない「先輩（师兄／师姐）」がより多く回答される結果となった 8。

回答例として、「师姐，不好意思啊，下周日家里不巧有事，不能帮你搬家了，

抱歉！（先輩、すみません。来週の引越しは手伝えないかもしれません。すみ

ません。）」のようなものが見られた。  
 
10．3．4 発話の切り出し 

回答の先頭に来た意味公式を、ここでは「切り出し」と呼ぶことにする。切

り出しとして使われた意味公式に注目することで、回答者が相手に対してどの

機能を優先して聞き手に示すのかを見たい。表 10-3 に「切り出し」の出現率

を示す。  
先と同様に意味公式と回答者属性を変数として、対応分析を用いて散布図を

描いた。図 10-5 の第 1 軸の寄与率は 93.15%、第 2 軸の寄与率は 4.59%、累

積寄与率は 97.74%であった。図 10-6 の第 1 軸の寄与率は 85.13%、第 2 軸の

寄与率は 7.61%、累積寄与率は 92.74%であった。回答者属性に関しては、両

図間にあまり差は見られないが、意味公式については多少の異同がある。  
図 10-5、10-6 の両図で韓国を特徴付けるのは、やはり「呼びかけ」であろ

う。それも起因して図 10-5 では日中で共に出現率の高かった「詫び」が韓国

では低くなる結果となった。「詫び」は両図に共通して JF に近く布置されて

おり、相対的にではあるが、JF は他の回答者属性と比較して「詫び」を最初

に表明することが多いと判断できる。同じ日本の回答でも、JM の場合、特に

先輩に対する回答で「理由説明」など他の意味公式に分散しているという点で、

バリエーションが認められる。「理由説明」は KM でも比率は高く、特に出現

率に限って言えば後輩に対する回答で他の回答者属性と比して最も高い。中国

の場合、第 1 軸を基準に日本と韓国の中間的な性格を有しているように思わ

れる。  
 
                                                   
8 中国語として「师兄／师姐」と呼ぶのは間違いではないが、口語として自然談

話を想定した場合、自然な表現とは言いがたい。  
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表 10-3 意味公式の出現率（切り出し） 

 
 

切り出しの出現率の低いものとして「断りの明示」「代案の提示」「共感」が

挙げられるのは、3 国に共通している。  
そもそも「断り」表現は、相手からの行為要求に対する拒否・拒絶の表明で

あり、対人配慮を必要とする言語行動の 1 つである。よって、発話の切り出

しから断るという行為は多分に対人配慮を欠いており、不適切だと見做される

のだろう。そのため「断りの明示」の出現率が低くなったと考えられる。後輩

に対する回答において出現率がわずかながら先輩よりも上がっているのは、相

手との上下関係によるものと判断できる。  
「代案の提示」に関しては、図 10-6 で殊に離れて布置されているところに

その特異性を見ることができる。それに反し図 10-5 の先輩に対する回答に 1
件も見られないのは、目上からの依頼を断る際に初めから代案を提示すること

は不自然だという認識や、目上に対する礼儀という心的態度が作用したのでは

ないかと思われる。一方、後輩に対する回答に見られた KM と CM について

はそれぞれ「나중에  집들이  할때  좋은  것  사갈께 .（後で引っ越し祝いする時

良い物買って行くよ。）」と「看情况、克不到就给你打电话。（時間次第だ。行

かなければ電話をかける。）」というもので、これらは回答全体で「代案の提示」

を成している。よって特に切り出しに限ったものではない。  

呼びかけ 詫び 理由説明 断りの明示 代案の提示 共感

JM先 3.1% 71.9% 20.9% 1.5% 0.0% 2.6%

JF先 3.8% 81.6% 11.5% 0.2% 0.0% 2.8%
KM先 47.8% 35.8% 14.9% 0.0% 0.0% 1.5%
KF先 68.6% 21.8% 8.3% 0.6% 0.0% 0.6%
CM先 19.5% 71.4% 6.5% 2.6% 0.0% 0.0%
CF先 20.7% 70.1% 6.9% 0.0% 0.0% 2.3%

平均 27.2% 58.8% 11.5% 0.8% 0.0% 1.6%

呼びかけ 詫び 理由説明 断りの明示 代案の提示 共感

JM後 1.0% 75.6% 19.8% 3.0% 0.0% 0.5%

JF後 0.0% 85.5% 13.7% 0.6% 0.0% 0.2%
KM後 18.5% 56.9% 21.5% 1.5% 1.5% 0.0%
KF後 25.0% 56.4% 13.5% 4.5% 0.0% 0.6%
CM後 13.2% 61.8% 18.4% 5.3% 1.3% 0.0%
CF後 11.5% 65.5% 20.7% 1.1% 0.0% 1.1%

平均 11.5% 67.0% 17.9% 2.7% 0.5% 0.4%
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図 10-5 先輩に対する切り出し（対応分析・意味公式） 

 

 
図 10-6 後輩に対する切り出し（対応分析・意味公式） 
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最後に「共感」についてだが、後輩に対しては共感の意を示す必要性が低い

のか、全体的に出現率が低い。先輩に対しても出現率が高いとは言えないが、

これは「詫び」や「呼びかけ」などが優先された結果だと思われる。真っ先に

表明するものとしての優先性は低いと判断されたためであろう。回答例として

は日韓中の順に、「お手伝いに行きたいんですけど」「정말  도와드리고  싶은데
（本当、手伝って差し上げたいけど）」「我很乐意帮忙、但是（喜んでお手伝い

したいと思いますが）」などが見られた。  
 
10．3．5 配慮評価 

最後に配慮評価についてふれておきたい。配慮評価とは相手に対して感じる

配慮の度合いのことで、数値での回答を求めた。ここでは、9 章 2 節 2 項で挙

げた質問（2）についてどの程度申し訳なく思うかを、「1.非常に申し訳なく思

う～5.まったく申し訳なく思わない」の 5 段階で回答してもらった結果を集計

した。これによって、回答者の配慮の度合いを自由回答とは異なる別の角度か

ら探ることができる。同時に自由回答との関連についても言及することが可能

となろう。注記として、選択肢に番号が打ってあるが、連続量ではないため平

均値を取るなどの操作はおこなわない。その代わりに棒グラフとして示すこと

とする。  
まず図 10-7 から見ていこう。1 や 2 が多ければ相手により配慮していると

いうことになるが、一般的に上下関係に厳しいとされる日本と韓国では 1 と 2
が占める割合がとりわけ大きくなっている。相違点として日本は 1 と 2 がほ

ぼ同程度であらわれているのに対し、韓国では 2 が半数前後を占め、1 の割合

は小さくなっている。依頼内容のとらえ方の違いという可能性もあるが、そこ

まで過剰に申し訳なく思うことはないと判断したのだろう。いずれにしてもこ

れら 2 国に性差があまり見られないのに対し、中国は男女でグラフに違いが

あらわれた。女性は 1 と 2 で 80%を超えるが、男性の回答では 3 が特に多か

った。自由回答にどのようにあらわしているかはともかく、先輩に対して申し

訳なく思う気持ちとしては、他の回答者属性よりも小さく見積もる回答が多か

ったということであろう。  
次に、図 10-8 は全体的に 1 や 2 が減少し、3 が増加している。2 と 3 の数

値を合計すると、韓国では男女共に 80%超、日本では 70%超となっている。

図 10-8 と図 10-7 で 1 と 3 の割合を比較してみると、先輩と後輩に対する配

慮の度合いには明らかに差があることがわかる。中国の回答は先輩に対するも

のと異なり性差が見られず、男女共に 1～3 が 30%前後であった。しかし注目
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すべきは CM で、4 の割合は異なるものの、相手が先輩であれ後輩であれ配慮  

 
図 10-7 先輩に対する配慮評価  

 

 

図 10-8 後輩に対する配慮評価  
 
の度合いはほとんど変わっていない。つまり、中国人男性では、相手に感じる
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配慮の度合いに上下関係はさほど問題にならないと考えているととらえられ

る。先輩に対する回答と異なり性差が見られたのは日本の回答で、男性は 1
が大幅に減って 3 が突出したのに対し、女性は 2 はそのままで、1 と 3 の割合

がちょうど入れ替わるような格好になった。この結果から、日本では特に男女

で上下関係の感じ方、重点の置き方に相違があり、殊に男性は上下関係をより

強く意識していると判断できる。  
他に、4 や 5 については、後輩への JM と CM で 4 が 10%に近かった程度

で、いずれの回答者属性でも多く回答されることは無かった。やはり相手の依

頼を断るという言語行動は断り手に心的負担を強いるものであり、相手に対し

て申し訳なく思わないという意見はどの国でも少数派だということが分かる。 
 
10．4 おわりに 

以上、依頼に対する断り表現をテーマに、日本、韓国、中国の 3 国の比較

をおこなった。ここで明らかとなったことを以下にまとめると、以下のように

なる。  
 
・相手との上下関係に関わらず、断りの方略として「詫び」や「理由説明」が

多用されるのは 3 国に共通している。  
・日本の特徴：特に「詫び」や「理由説明」、また「断りの明示」に重点を置

いており、切り出し方も特に「詫び」から入ることが多い。これは、相手に

とって不快な状況を最小限に抑えるためであろう。また、比較的男性の方が

上下関係に敏感である。  
・韓国の特徴：相手との関係性を明確化すると同時に、親しみを表現すること

を目的として「呼びかけ」を特に多用しているため、他の 2 国と比して断

る際にも呼びかけることを自然な言語行動ととらえている。韓国では呼びか

ける行為が、聞き手を特定して自身の意見を発するための導入的な機能も果

たしていると思われる。  
・中国の特徴：断る際の方略として「代案の提示」を多用し、相手の行為要求

に応えられないことに対する補償をおこなっている。これは、近しい人に断

る負い目から、次の機会で何とか相手の気持ちを満足させたいと思う心理が

働いているためである。また、男性は配慮評価において上下関係は問題にな

らない。つまり、親疎関係を重視する可能性を示唆している。  
 

回答者の自由回答、また質問文についても、翻訳を経たものであるという性
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格上、語の個々のニュアンスも絡んでしまうため、たとえば「ごめんなさい」

と「申し訳ない」の違いのように、テキスト同士を対象にした分析にまでは至

ることができなかった。しかしながら、単に 2 国間の比較に留まらない比較

研究として意義深いものであると思われる。今後も、継続して同様の同一の調

査票を利用した調査研究を進めたい。なお、ここで挙げた特徴があらわれた要

因については、今後の研究が俟たれる。  
 
  



116 
 

第１１章  
結論  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11．1 言語研究への適用 

統計学の領域ではデータの尺度を大きく二つに分類している。量的データと

質的データである。簡潔に言えば量的データは温度や金額など数値を扱うもの

を指し、質的データは階級や血液型などの数値以外の、それぞれが意味を有す

るものを指す。  
量的データの場合を分析する際には、数値はあくまでも何かの数量をあらわ

すのみで数値自体は意味を持たないために客観的判断を下すことが可能では

ある。しかし質的データを扱う場合にはそうはいかない。データそのものが意

味を持つために、まずそこにどのような意味があるのか理解し、解釈を加えな

ければならない。この点において客観性が損なわれる危険性を孕む。  
日本語学で扱うデータの多くは質的データであり、分析する際に主観が入る。

特に文、文章の形のものには、発言するものの意図があり、文章のテーマがあ

り、そして文脈という全体の流れが存在する。そのために豊富な知識と経験が

なければ、その質的データの有効な分析、研究が難しいという側面があった。

その難点を解消するための手段の一つとして、質的データを量的データに変換

するということが考えられる。ではどのようにして数量化するのか。そこで利

用するのがテキストマイニングという手法である。これは未だ特定の分野での
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利用が目立つが、言語データを扱うものとして、日本語学の領域にも十分適用

であると考えた。  
しかし日本語学の諸領域においてテキストマイニングが用いられている研

究は未だ多いとは言えない。その普及が遅れている理由の一つとして、データ

処理の煩雑さや手法の難解さ、また専用のソフトウェアが高価であることが多

いことなどが挙げられるのではないか。広く普及するためには、技術的、予算

的問題の双方が解決されることが必要となるだろう。  
そこで本研究では、操作のしやすいもの、またフリーソフトを中心にいくつ

かテキストマイニングソフトを紹介することとした。  
 
11．2 今後の展望 

11．2．1 自由回答形式資料の可能性 

自由回答ということは回答の多様性を考慮しなければならず、各単語の出現

頻度を図表とするだけでは数値に対する解釈に留まり、分析としては物足りな

い。語の共起関係、またデータの内容によっては語用論的観点による語の運用

のされ方なども含めて考察することが不可欠である。たとえば「『今日は郵便

局に行かない。』という場合の、“行かない”をこちらの方言でどう言いますか」

というような方言調査をおこなった場合、従来の調査では近畿方言を対象とす

れば「イカヘン」「イカン」などを求めるのが普通で、ここで「ヤメトク」な

どというまったく別の形式が答えられれば、その回答はその他扱いされるか最

悪捨てられることが一般的である。しかしここで形式にとらわれずに、このよ

うな回答も漏れなく拾い統計処理を加えることで「この地域（世代）ではこの

場合にはヤメトクを使うことが多い」という事実も発掘できるかもしれない。

現実的に考えれば、「行かない」と表現する場合には「行く＋否定」の形でし

か表現しない訳はなく、日常会話における表現はもっと多様なのである。そこ

において、語の用い方までみる語用論的視点を取り入れて言語の研究を行うこ

とは非常に重要なことだと考えられる。  
本論文第３章から第６章ではインターネットから収集できるデータを中心

に、自由回答形式のデータを分析した。そこからだけでも多くの知見が得られ、

そういった意味では、新たな知見を得るための材料はそこかしこに落ちている

と言える。また第７章以降のように指向性を持たせた調査項目を分析すること

で、調査の目的、分析の方向性が予め明確になっていることで、仮説の検証も

自由回答から発掘することができる。  
インターネット上に存在する談話形式のもの、目的を持って調査した結果と、
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自由回答形式資料のかたちは様々であり、またそこから得られる情報も無限に

存在している。  
 
11．2．2 方言資料への適用 

統計処理を取り入れることに関して述べれば、方言を扱う場合でも、方言語

彙や自然談話の収集をおこなった上で分析を始める。地図化以外で一般的に多

いのは実数を列挙する、総数が多ければパーセンテージであらわすことである。

それ自体に問題はないが、「A が○%出現して過半数を取るので、この地域で

は A という表現が依然優勢である」といった考察に留まっていては、内容に

厚みが出ない。「A と B の表現の出現頻度にはこれだけの差があり、これは統

計的に有意差があると言えるため、真に差がある」と記述された方が、より説

得力が増す。使用率を示すことにはそれはそれで十分に意味のあることなので、

両者を併せて考察に役立てられたい。  
テキスト・マイニング研究会 1のホームページにも関連する文献リストが挙

げられており、また日本語学に関する文献もいくつか散見されるが、このよう

な研究方法はまだ歴史が浅い。しかし、パソコンおよび各種ソフトウェアの性

能の向上は目を瞠るものがあり、専用の大型コンピュータに頼らずとも個人レ

ベルで十分に有用な分析を行うことのできるものにまでなっている。今後も進

歩、発展の見込めるものであり、日本語学の諸領域で用いられることが期待さ

れる。より具体的に述べれば、音声情報も付与された方言形式も形態素解析が

十全におこなわれるような、方言辞書の存在である。しかしながら、同音異義

語や表記の問題、何より日本語の中に内包される無数の方言にすべて対応しな

ければならないという最も大きな問題など、解決すべき問題は山積している。 
 
  

                                                   
1 http://wordminer.org/（最終閲覧日：2015.1.15）  
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補論  
方言の中の表現法  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12．1 はじめに 

本章では、徳島県西部及び香川県西部においてみられる待遇表現について、

言語地図 1を基盤に、テキストマイニングを援用して考察を進める。  
待遇表現とは、『日本語学研究事典』には「言語表現を行うに当たって、表

現主体が、自分自身・表現の相手・話題の人物のそれぞれの間に、上下親疎な

ど、どのような関係があるかを認定し、それを表現形式の上に反映させること、

また、その表現。表現主体の、人的関係についての把握の仕方、つまり待遇意

識が言語表現に現れたものなので待遇表現という。」と定義付けられている。  
今回の調査（2008 年、徳島大学日本語学研究室調査）では、待遇表現の使

い分けを調べる項目として被依頼者などの設定に変化をもたせた依頼表現を、

徳島県西部及び香川県西部方言の中に見られる待遇表現の残存状況を見る項

目として、自分と相手との社会的距離によって待遇表現をどのように使用する

かをそれぞれ質問した。調査地点の数は、徳島県 20 地点、香川県 32 地点の

計 52 地点で、話者はいずれも生年昭和 33 年を下限とする老年層である。  

                                                   
1 言語形式や発音などを記号化し、様々な言語事象がどの地点であらわれるのか

を地図上に示したもの。変異の把握や分布の様子をとらえる、また経年変化を知

るための基礎的な資料である。  
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12．2 徳島・香川の待遇表現について 

徳島県の待遇表現については、上野（1997）によると尊敬・謙譲・丁寧の

表現の項で「～ナハル（なさる）、～テツカハル（てくださる）がよく聞かれ

るが、〈下郡〉の若年層では命令形のナハレがまれに使われる程度。～ナシテ

や～テツカ（イ）・カー（ください）も年配層には多用されている。地域によ

っては、高年層に～シャル・～サッシャル、～テタモレ・～テタモセなども用

いられる。また～テハイリョ（～てください）も固定した表現であったが、今

は使用されることも珍しくなった」と述べられている。今回の調査において、

「ツカ」や「ツカハレ」などを聞くことはできたが、上にあるように、「～テ

ハイリョ」という表現を使用する話者はいなかった。  
「ツカ（ー）」は、徳島・香川に限らず、四国・中国地方、また近畿や九州

の一部にもあらわれる表現である。これは「～してください」などの尊敬表現

として使用されることが知られている。  
これは「ツカワサル」からできたものと考えられ、『日本国語大辞典』には

「くれる」の尊敬語として紹介されている。また用法の頻度から「ツカワサレ」

と命令形となったものからできたと考えられる「ツカサレ」や「ツカハレ」な

ども徳島県に存在することばとする文献も多くある。これらのことから「ツカ

ワサル」>>「ツカワサレ」>>「ツカサレ（ツカハレ）」>>「ツカ」と変化し

てきたものであろう。  
この表現は、「ください」や「くれる」と同じように本動詞・補助動詞のど

ちらの使い方もできるものである。これは、今回の調査でも明確に出ている。 
 
12．3 待遇表現の使い分けについて 

3 節 1 項、3 節 2 項のどちらも相手への動作依頼を行う際の表現方法を問う

項目である。依頼行動とは、そもそもその性格からして相手に負担を与える行

為であるため、なるべく相手への負担を軽減する意をあらわす手段として様々

な待遇表現を行う。その最も簡便なものとして、本動詞に補助動詞を付帯する

ことで直接的表現である命令形を回避しようとしたり、また別の動詞に置き換

えるなどして依頼するのである。以下、補助動詞の使用状況を主にみていく。

図の直接型は、「取って（ー）」（3 節 1 項）や「（水）入れて」（3 節 2 項）と

いった本動詞のみの表現とした。  
また、分析に当たり、便宜的に各話者について、ID というかたちで番号を

付与した。調査時に得られたコメントなどを参考にする際に示す。  
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12．3．1 依頼「取ってくれ」 

①同年輩の親しい人 

 
図 12-1 「取ってくれ①」 

 
この項目は、同年輩の親しい人、例えば友人を想定して「帽子を取ってくれ」

と依頼する場合の表現方法を調査したものである。  
表現における待遇の度合いを決めるのは、話者本人と会話相手の関係の上下

親疎によるところが大きい。ここでは相手との社会的距離も心的距離もあまり

無いことから、全体的な待遇度は高くない。これは待遇度を高い表現をしない

ことで相手への親密さを表現しているものと思われる。半数近くの 22 名が「取

って」ないし「取ってくれ」と回答、またそれに近い表現が多くを占めている

のは地図を見ても明らかであろう。また、他の図よりも香川県善通寺市・仲多

度郡に直接型が集中しているのも特徴的である。  
タノム類が出現するのは、「取って」と直接依頼することを回避しているか

らである。もちろん依頼する内容を説明するのが直接的で分かりやすいのだが、

敢えて「ちょっと頼むわ」（ID49）というように間接的な表現をすることで、

わざわざ説明するまでもないということを暗に含ませ、依頼者・被依頼者間に

存在する心的距離は小さいのだと表明しているのだと思われる。  
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もちろん簡潔な表現ばかりでもなく、ID2 の女性のように「悪いけど、ちょ

っと帽子取ってくれるで」と「悪いけど」と申し訳ないことを表したり「ちょ

っと」と依頼にクッションを置いたりする回答もいくつか見られた。相手がど

のような立場であろうと、依頼するという行為の負担を抜きにして考えること

はできないのであろうか。  
 
②目上の人（会社の上司や学校の先輩） 

 
図 12-2 「取ってくれ②」 

 
この項目は、目上の人、例えば会社の上司や学校の先輩を想定して「帽子を

取ってくれ」と依頼する場合の表現方法を調査したものである。  
3 節 1 項の項目の中で、表現の種類が最多となった。やはり上下の関係から

配慮をしなければならないという意識が働くからか、表現のバリエーションは

豊富になるようである。待遇度の高いクレマス類の 15 例が最多の回答となっ

ている。  
ID13 の女性が補足した「まず目上には頼まない」というコメントにあるよ

うに、最も待遇度の高い行動としては依頼をしないことであるが、ここでは回

答された表現の仲で最も待遇度の高いものをみたい。ID50 の男性の「帽子取
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ってほしいんですけど、すまんけどお願いします」という回答である。まず「帽

子を取ってほしい」と説明的に意思表明をすることで依頼内容を明確にしてお

り、「すまんけど」で相手に申し訳ないという気持ちをあらわしている。最後

に「お願いします」と入れることで待遇度を上げ、同時に依頼を念押ししてい

る。  
一般に嫌味などを含ませない限り、表現は長い方が丁寧さを増す。もちろん

情報伝達という目的を帯びている場合には簡潔さも必要であるため、長すぎれ

ば逆に不明瞭・不親切となり待遇度が高いとは言えなくなるが、適度な長さで

あれば良い。③の目下に対する表現は全体的に短くなるが、本項目では上の

ID50 の男性の例のような長さの表現が多くなる。この事実からも、目上の相

手には待遇度を高くする傾向があると判断できる。  
 
③目下の人（会社や学校の後輩） 

 
図 12-3 「取ってくれ③」 

 
この項目は、目下の人、例えば会社や学校の後輩を想定して「帽子を取って

くれ」と依頼する場合の表現方法を調査したものである。  
②の目上相手とは違い、表現のバリエーションは少なめである。①の同年輩
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の親しい人と同様に配慮する必要性が高くない場合、表現方法は単純になりが

ちな傾向にあるようだ。また、「取って」という依頼表現ではなく、「取れ」と

いう命令形の回答が 6 名も出てきたことが特徴的なところである 2。表現の形

式が単純になりがちなのは、「取って」「取ってくれ」という待遇度が低く直接

的な回答がそれぞれ 13 ずつあり、半数を占めていることからも分かるであろ

う。  
表現全体でみると、「おい」や「お前」などの乱暴な印象を受ける呼びかけ

が出てきたのは相手が目下であった場合のみで、これは他の相手ではみられな

い点である。このような依頼表現以外の点でも、目下相手の場合の待遇度は全

体的に落ちてしまっている。ID36 の女性のように「すまんけど、取ってくれ

る」と申し訳なさの表現をし、且つクレ類よりは待遇度の高い「取ってくれる」

を選択する話者もいない訳ではないが、やはり多くはない。  
 
④病院の待合室で居合わせた老人 

 
図 11-4 「取ってくれ④」 

 

                                                   
2 ID9 の男性からは「目下の者には命令形で言う」と補足が入った。  
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項目：

凡例：

47.「陽ざしが強いので、
     帽子を取ってくれ」と
    次の人に頼むとき、
   「取ってくれ」の部分を
    どう言いますか。

１　同年輩の親しい人

ら　ツカ類
と　クレル類
た　クレマス類
だ　モラエマス類
ア　クダサイ類
ッ　オネガイシマス類
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ｓ　その他
！　無回答

項目：

「取ってくれ」

④　病院の待合室で
　　 居合わせた老人
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この項目は、全くの他人、例えば病院の待合室で居合わせた老人を想定して

「帽子を取ってくれ」と依頼する場合の表現方法を調査したものである。  
①～③と違い、「取れ」「取って」などの直接型や、「取ってくれ」などの表

現はみられなかったのが特徴的である。調査中、4 名の話者が「現実に老人（他

人）を使うことはない」ないしは「自分で取る」と回答した。他人で且つ自分

より明らかに年下でない相手に対して、このような依頼をするのには抵抗があ

るようである。他の話者もさらに深く質問すれば、同様の回答が得られたかも

しれない。  
待遇表現の使い分けに大きくかかわるものの一つとして話者間の上下親疎

が挙げられるが、本項目の設定では関係性は比較的“疎”でありまた相手の立

場が明らかに“下”だとも判断しにくいため、敬意を高くした表現を使用する

のが望ましいと思われる。最も多い回答は待遇度の高いクレマス類の 15 例で

ある。類別でもっとも敬意の高いイタダケマス類も 9 例とそれに次ぐ形とな

った。  
ここで〈敬意〉と〈待遇度〉の違いについて述べたい。〈敬意〉は恭しさを

表すものであり、基本的には敬語の形を取るのが普通である。一方〈待遇度〉

は〈敬意〉の意味も孕んではいるが、単純に敬語のみに留まるものではなく、

相手に遠慮したり申し訳なく思っていることを表すなど、配慮の気持ちを主眼

に置いている点で大きく違う。例えばクレル類は敬語ではないという点で〈敬

意〉を表しているとは言えないが、クレ類のような表現よりも幾分やわらかな

印象を与える形を取ることで相手への配慮が見られるため、（クレ類と比較し

て）〈待遇度〉が高いということができるのである。ただし待遇度は相対的な

評価を必要とするため、その人物の全体的な表現も同時に考えなければならな

い点を注意されたい。  
 
12．3．2 依頼「ください」 

本項目の図におけるクダサイ類は本動詞の「ください」とする。また、ツカ

類については、共通語「ください」と同様に、「ツカ」を本動詞・補助動詞の

どちらも含むものとした。これはあくまでも形式に注目したものであるためで、

たとえば「飲ましてつか」という回答に対して動詞「飲む」に注目しないとい

うことである。  
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①同年輩の親しい人 

 
図 12-5 「ください①」 

 
この項目は、同年輩の親しい人、例えば友人を想定して「水をください」と

依頼する場合の表現方法を調査したものである。  
前項の①と同様に、全体的な待遇度は高くない。最も多いのはクレル類で

22 例、次いでクレ類の 16 例と、この二種で回答の大半を占めている。前項と

違うのは、依頼表現が「それくれ」（ ID7）のように簡潔なものが多いという

点が特徴的だろうか。比較的どの相手にも長い表現をした ID29 の女性が「の

どが渇いたんやけどお水一杯飲まして」と回答した程度で、「のどが渇いたん

やけど」といった説明的な部分を含む依頼はほぼ見られなかった 3。  
また、単純に「ください」と依頼するのではなく、「飲ませて」や「汲んで」

といったより具体的な意味合いを含む動詞を選択する回答も多く見られた。不

明瞭な表現を回避し明確に意思・願望を表明することも待遇の一面でもあるの

で、配慮としての行為と見ても良いかもいしれない。  

                                                   
3 ID29 の女性の他の回答は以下の通りである。②「すみませんけど、お水を一杯

いただけますか」③「水くれるん」④「すみません、水をいただけますか」⑤「す

みません、お水を一杯くださいませ」  
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凡例：

47.「陽ざしが強いので、
     帽子を取ってくれ」と
    次の人に頼むとき、
   「取ってくれ」の部分を
    どう言いますか。

１　同年輩の親しい人

ジ　直接型

ら　ツカ類

ち　クレ類

と　クレル類

ヌ　タノム類

エ　チョーダイ

！　無回答

項目：

「ください」

①　同年輩の親しい人
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②目上の人（会社の上司や学校の先輩） 

 
図 12-6 「ください②」 

 
この項目は、目上の人、例えば会社の上司や学校の先輩を想定して「水をく

ださい」と依頼する場合の表現方法を調査したものである。  
前項の②と同様に、この項目でも回答は多種多様となった。クダサイ類が

16 例、イタダケマス類が 11 例で、残りの回答にはばらつきが見られる。前項

の④でも述べたことだが、話者間の関係性は友人などよりは比較的“疎”であ

りまた相手の立場が“上”であることから、敬意を高めた表現を使用するのが

一般的であると思われる。今回の調査地点ではそれに則り、待遇度の低い直接

型、モラエル類は回答例があるもその数は少ない 4。また、他の場面で頻出す

るクレ類の回答が一つも出なかったことも、相手が目上であることの特徴の一

つと考えられる。  
本項目で比較的待遇度の高い回答は、ID4 の男性の「ちょっと水入れてくれ

ませんか、すんませんけど」、ID29 の女性の「すみませんけど、お水を一杯い

ただけますか」というものである。両者の違いは「すんませんけど」「すみま

                                                   
4 ID32 の女性は直接型を取っているが、「ちょっと一杯お茶飲まして」と「ちょ

っと」などを入れることで待遇度を低くしないようにしている。  
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項目：

凡例：

47.「陽ざしが強いので、
     帽子を取ってくれ」と
    次の人に頼むとき、
   「取ってくれ」の部分を
    どう言いますか。

１　同年輩の親しい人

ジ　直接型
ら　ツカ類
と　クレル類
た　クレマス類
び　モラエル類
だ　モラエマス類類
ア　クダサイ類
ッ　オネガイシマス類
Ｚ　イタダケマス類
ｓ　その他
！　無回答

項目：

「ください」

②　目上の人
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せんけど」といった形式の違いであり、丁寧な表現であるという点で後者の方

が敬意は高い。前者の待遇度を高めているのは、「ちょっと」という断りの一

言と、「くれませんか」という否定形を選択している点にある。肯定形・否定

形については後述するが、自分の意思の表明のみに留まる肯定形と違い否定形

の方がより配慮をしていると判断することができる。  
またここでも前項の④と同様に「目上には頼まない」（ID15）という補足も

得られ、これもまた待遇する意思の表れである。  
 
③目下の人（会社や学校の後輩） 

 
図 12-7 「ください③」 

 
この項目は、目下の人、例えば会社や学校の後輩を想定して「水をください」

と依頼する場合の表現方法を調査したものである。  
この項目と④ファミリーレストランのウェートレスのみ、「水」「お水」とい

った目的語のみの回答が出てきた。これは目的語だけで要求を表現しており、

得られた回答の中で最も待遇度の低い表現である。これは対象（ここでは水）

をどうするという行動の部分を説明しないので、被依頼者は周囲の環境・現時

点での依頼者の状態・依頼者と被依頼者の位置関係等の様々なことを瞬時に判
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項目：

凡例：

47.「陽ざしが強いので、
     帽子を取ってくれ」と
    次の人に頼むとき、
   「取ってくれ」の部分を
    どう言いますか。

１　同年輩の親しい人

ザ　目的語のみ
ジ　直接型
ら　ツカ類
ち　クレ類
と　クレル類
た　クレマス類
び　モラエル類
ヌ　タノム類
エ　チョーダイ
ア　クダサイ類
ｓ　その他

項目：

「ください」

③　目下の人
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断し、行動に移さなければならない状況を強いるためである。  
またクレ類が 16 例もあり、比較的待遇度の高いクレマス類やクダサイ類が

合わせても 4 例しかないことなどから考えられるのは、前項の③と同様に本

項目の待遇度が高くないということである。クレマス類を回答した ID39 の女

性、ID43 の女性は共にどの相手にも待遇度が高い表現を選択している故では

ないだろうかと考えられる 5。  
中には ID31 の女性のように「水が欲しいんやけど」と願望の形で表現を終

わらせている回答もあり、このようなものは他の項目では見られない。願望の

形で且つ最後に「けど」を付ける、つまり直接的表現ではなく言いさし文にす

ることで間接的なニュアンスを出している。これは直接依頼内容を言わないの

で、できれば自分の願望を察してほしいという気持ちの表れである。このよう

な表現が出てくるのも、本項目の特徴的な点と言えるかもしれない。  
 
④ファミリーレストランのウェートレス 

⑤高級レストランのボーイ 

この項目は、店員に対して「水をください」と依頼する場合の表現方法を調

査したものである。ただし、一方はファミリーレストラン、もう一方は高級レ

ストランと、店の品位に多少の差がある。  
この両方に共通しているのは、依頼表現のバリエーションの豊富さである。

特にウェートレスに対する回答は、地図化のためにまとめたカテゴリーでも

13 種と最多となった。待遇度の低いとされる目的語のみの要求やクレ類と、

比較的待遇度の高いオネガイシマス類やイタダケマス類が混在しているのが

特徴的な点である。バリエーションが多いのは、②の目上の人の項目で述べた

ように待遇度の高いものが多い場合には表現の種類が多様になることが一つ、

もう一つの要因は待遇度の低いものと高いものがあることが考えられる。  
待遇度の高低は、目上には高く目下には低いというように、ふつう相手によ

って偏るものである。それが偏らず異なるものが混在するということは、話者

によって店員への態度にばらつきがあるということである。ID41 の男性から

得られた「昔は店員には命令形で言っていたが、現代の風潮もあって最近は丁

寧な頼み方になった」というコメントから、時代の変化とともに、客側の店員

に対する態度も変化してきているらしい。反対に、ウェートレスに「水」、ボ  

                                                   
5 ID43 の女性を例に挙げると、①「水をつかー」、②「水をいただけますか」③

「水くれますか」④「水ください」⑤「水いただけますか」と、全体的に丁寧な

表現が多い。  
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図 12-8 「ください④」 

 
図 12-9 「ください⑤」 
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     帽子を取ってくれ」と
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    どう言いますか。

１　同年輩の親しい人

ザ　目的語のみ
ジ　直接型
ら　ツカ類
ち　クレ類
と　クレル類
た　クレマス類
び　モラエル類
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項目：

凡例：

47.「陽ざしが強いので、
     帽子を取ってくれ」と
    次の人に頼むとき、
   「取ってくれ」の部分を
    どう言いますか。

１　同年輩の親しい人

ら　ツカ類
ち　クレ類
と　クレル類
た　クレマス類
び　モラエル類
ヌ　タノム類
エ　チョーダイ
ア　クダサイ類
ッ　オネガイシマス類
Ｚ　イタダケマス類
ｓ　その他

項目：

「ください」

⑤　高級レストランのボーイ
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ーイには「水頼む」と回答した ID20 の男性からは「店員には敬語を使う必要

はない」とのコメントも得られ、時代の流れに影響されない話者もいることが

分かる。以上のことから、昔ながらの態度を取る、時代の変化に合わせる、そ

れぞれの立場があるために待遇度の高低に偏りがみられないものと思われる。 
④のウェートレスと⑤のボーイそれぞれへの待遇度の差については、半数の

話者の回答はどちらに対しても同じ、ないしはほぼ同じ表現を用いた。これら

の話者は、店員は店の種類にかかわらず似たような態度をとるらしいことが分

かる。残る半数は、程度の差はあれ⑤のボーイに待遇度の高い表現を選択して

いる 6。これはそれぞれの状況、ここでは店の品位の違いに影響されたものと

考えられる。ファミリーレストランは街中によくあり比較的気軽に入ることの

できる場所であるが、高級レストランなどは一般に馴染み深いものとは言えな

い。よって高級レストランの方の品位が高くなるのである。  
ことば遣いは、その人物の品格を表すものでもある。故にあまり親しくない

相手と接するとき、または公の場では丁寧な表現を選択する場合が多いのであ

る。上に述べた時代の変化というのも、店という場を“品格を保たなければな

らない公の場”と認識しなければならないような風潮があるのではなかろうか。

ID45 の男性の「店では“よそいき”のことばを使う」というコメントは印象

的である。  
 
12．3．3 依頼「教えてくれ」 

①目上の人（会社の上司や学校の先輩） 

この項目は、目上の人、例えば会社の上司や学校の先輩を想定して「教えて

くれ」と依頼する場合の表現方法を調査したものである。地図の直接型は、「教

えて」や促音便化した「おっせて」などのような本動詞のみの表現とした。  
依頼表現には、大きく分けて二つの形式がある。一つは「教えてくれ」や「教

えていただけますか」などの肯定形、もう一つは「教えてくれない」や「教え

ていただけませんか」などの否定形である。一般に、肯定形よりも否定形の方

が、待遇度が高い。なぜなら、例えば「教えていただけますか」は単なる要求

でしかないが、「教えていただけませんか」になると、相手が「教えない」と

いう選択も予測の範囲内である、または教えてもらえなくても仕方がないとい

う意思を暗に含ませているからである。  
 
                                                   
6 ④のウェートレスには「水」、⑤のボーイには「いただけますか」と回答してい

る ID19 の男性の回答が顕著な例であろう。  



132 
 

 
図 12-10 「教えてくれ①」 

 
相手が目上の場合、目下の場合の二通りで「教えてくれ」の言い方に違いが

あるかどうかを調査した。相手がどちらの場合でも 20 を超える種類の表現が

出たが、肯定形か否定形かで分類すると、相手が目上の場合は肯定形 14 例に

対して否定形 8 例、相手が目下の場合は肯定形 23 例に対して否定形 3 例で、

否定形の出現を比率で表すと相手が目上で 36%、相手が目下で 12%となり、

相手が目下である場合には、否定形の出現率が減っていることが分かる。それ

だけ目下には配慮する必要がないということの現れに思われる。  
 
②目下の人（会社や学校の後輩）  

この項目は、目下の人、例えば会社や学校の後輩を想定して「教えてくれ」

と依頼する場合の表現方法を調査したものである。  
他の項目と同じく、全体的に待遇度は高くない。ここで唯一 ID34 の女性が

「教えてください」と回答しているが、「仲の良さによる」との補足が入った

ので、あまり親しくない相手を想定したと考えられる。また ID42 の男性は「も

う一回してみせてくれ」と回答し、さらに「『教えて』と直接的には言わない」

との補足を入れたため、目下には教えてもらうということはしたくないと、下  
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項目：
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図 12-11 「教えてくれ②」 

 
位の待遇をしていると思われる。これは教えるという行為自体に、必然的に教

える側が立場が上になってしまうという性格があるため、それを嫌ったのでは

ないだろうか。  
 

以上、複数の言語地図の一つひとつについてその分布をみてきたが、ここで

複数の項目を同時にみる、つまり複数項目を同時に視覚化する方法の一つを試

験的に示したい。ここでは本節の各場面にあらわれる授受表現（「つか」「くれ

る」「もらえる」「くださる」「いただける」の五つ 7）に注目して、使用状況を

把握することを目的とする。  
具体的には、各項目における回答を TTM で形態素解析し、エクセル統計

2008 で対応分析による散布図を描くという流れである。この際、一般的な辞

書に存在しない「つか」をキーワード登録することで、タグとして抽出する。 

                                                   
7 クレ類とクレマス類はいずれもここでは「くれる」に含まれるなど、基本的は

形式の常体・形体は関係なく原形にまとめられている。形態素解析によるもので

あることもさることながら、極力単純化して表示することを目的としたものであ

る。  
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図 12-12 授受表現の使用状況 

 
変数は上に挙げた授受表現 5 種と、本節の場面 11 種である。なお、散布図

に置かれる変数の文字数を短くするために、それぞれの場面の名前を省略して

いる。具体的には「取ってくれ」を「取れ」、「ください」を「くれ」、「教えて

くれ」を「教えて」とした。  
図 12-12 を見ると、「くださる」「もらえる」「いただける」はウェートレス

やボーイ、老人など、比較的心理的距離のある相手に用い、「くれる」は主に

「水をくれ」というときに同輩以下の相手のときによくみられ、「つか」につ

いては目上も目下も近い位置にあり、敬意の度合いが異なる場合がある、とい

ったことがここでは見出せる。このように、同形式が複数項目に跨って出現す

る場合には、こうして一度に図示することもできるということである。  
 
12．4 方言形式「ツカ」の使用について 

「教えてくれ」と依頼する際に、「教えてつか」「教えていた」を言うかどう

かを確認した。「ツカ」や「イタ」は近畿・中国・四国で特徴的な表現である

ため、現在でも使用されているか、またどのような意味で使用されているかを  
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表 12-1 「ツカ」の使用可能・不可能な相手（複数回答有り） 

 

 
図 12-13 「ツカ」（使用可能） 

 
調査した。ただし、今回の調査地点において、「イタ」はほとんど使用されな

かったため割愛する。よってここでは「ツカ」について述べたい。これは今回

の調査でも頻出した語であり、話者の何名かには「ツカ」についての認識など

も確認することができた。共通語のどの表現に対応するかは後述するとして、

この表現をする相手、もしくは表現が可能な相手を質問し、確認が得られた人

数を示す。図 12-13 と図 12-14 も合わせて見ると、「ツカ」の使用可能・不可

能に関して香川県の善通寺市と三豊市などで隣接する地域としては顕著に差

が生じているが、同じ形式についてここまで経緯に違いが出るのも多くあるこ

とではないだろう。  
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図 12-14 「ツカ」（使用不可能） 

 
文献などを見る限り、「ツカ」という依頼表現はしばしば尊敬表現として紹

介される。ふつう尊敬表現といえば、目上に使用するものであって目下には使

用しないものである。しかし、徳島・香川のどちらからも、目下に使用するこ

とができる、または目上に使用することはできないとの回答が多く得られた。

もちろん個人レベルの認識の話ではあるが、この調査結果は、「ツカ」の用法

の変化の様を表しているのではなかろうか。このことは、「ツカー（またはツ

カ）が、この語形相応に、『おくれ』『ちょうだい』の気持ちを、淡白にあらわ

している。」と藤原（1996）も指摘しているところであり、単純に尊敬表現と

は言えないもののようである。  
ただ、「『ツカ』は敬語がこもっているため、目下には使わないが、上司など

には使う」と明らかな尊敬語としての認識をしているコメントもあれば（ID8）、
「『ツカ』は目下に使うことばだ。」と断言する話者もおり（ID16）、依頼者を

基準とする目上目下の使用条件は個人個人の認識によるところが大きい。他の

用法と異なり、すべての図においてツカ類があらわれているのもその一端であ

ろう。  
対応する共通語を選ぶとすると、「ください」「ちょうだい」「（して）もらえ
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る」など敬意の程度も含め、依頼者によって多義になることが考えられる。こ

れは、「『ツカ』は『～ください』の意味で敬語だ。」とする話者（ ID38）や、

「『ツカ』は『～ください』よりも『～（して）もらえる』くらいのニュアン

スである。」とする話者（ID27）が混在していることからも明らかである。ま

た、目上・目下の両方に使用することができるという回答が得られ（ ID10・
14・33） 8、反対に ID12 の男性、ID26 の女性それぞれから「『ツカ』は目上

にも目下にも使わない」との補足をいただいたことからも使用の基準を自分と

の年齢差などにしていない話者もいると判断できる 9。加えて「ツカ」を使用

する条件として、親しい間柄の相手や家族に使うという回答もあり、親疎関係

で言えば近しい相手であることが、前提条件であるのかもしれない 10。  
また、「ください」「ちょうだい」「もらえる」のように、使い方によって本

動詞とも補助動詞ともなる語であることも今回の調査で確認することができ

た。ID8 の男性の回答を例に挙げると、3 節 2 項の①では「水をつか」、3 節 3
項の①では「教えてつか」と回答しており、前者は本動詞的用法、後者は補助

動詞的用法である。他の話者からも両方の用法での使用が見られたため、間違

いないと思われる。  
「ツカ」の認識等に明確な性差や世代差などはみられなかったため、今回の

調査地点では用法の変化の途上にあるとも考えられる。今後、どちらかの用法

に統一されるか、それとも統一されないまま失われてしまう表現なのかは興味

深いところである。  
 
12．5 おわりに 

人間の表現・伝達には、言語によるもののみならず表情や身振り手振りなど

の非言語行動も含まれる。待遇表現は本来非言語的なものも含まれ、そういっ

たものも同時に見ながら考察するべきではあるが、今回の調査では単純な面接

調査をおこなったため言語表現に現れるもののみを扱った。  
今回の調査に見えたのは、まず待遇度の差である。全体的に最も待遇度の高

いのは他人で、次いで目上、友人、目下といった順序だろうか。特に不自然な

ものではないように思われる。そして中国・四国地方、またその周辺地域で特

                                                   
8 「『ツカ』は目上に使うし、目下に使うときもある」との回答を ID14 の男性か

らいただいた。  
9 ID26 の女性からはさらに「『ツカ』は少々荒っぽい表現なのであまり使用しな

いが、主人や店でなら使用するかもしれない」との説明もいただいた。  
10 「負担の軽い依頼には『ツカ』を使うが、重く感じた場合は使わない」との回

答を ID24 の女性からいただいた。  
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徴的な表現の「ツカ」の使用状況である。「ツカ」は尊敬表現と紹介されるこ

とが多いが、今回の調査で単純にそうとは言い切れないという結論に至った。

今後はより細かい定義づけをするために、上下関係だけでなく、親疎関係にも

焦点を当てて調査をすることが不可欠である。  
一般に話者間の人間関係の上下親疎において、相手が“上”であればあるほ

ど、“疎”であればあるほど表現の敬意は高くなるとされる。しかし待遇度に

限ってはそうではなく、相手が“下”であろうと“親”であろうと、会話をす

る上で全く配慮がなされないということはない。対人関係を円滑にするために、

程度の差はあれどなるべく直接的で乱暴な表現を回避するのである。故に相対

的に待遇度の低かった目下相手であっても「すまんけど」などの断りの表現が

出現することになる。また自身の品格を保つために丁寧なことば遣いを選択す

ることもある。  
待遇表現の地域的傾向などを見ようとする場合、状況設定や会話の相手の設

定などより細かなものが要求されることだろう。  
ここでは実際の方言調査で得られたデータを、言語地図を基盤に、テキスト

マイニングを援用しながら分析をおこなった。現時点では個別に方言形式を抽

出しなければならないが、将来的には方言辞書が完成して、その一手間が解消

されるかもしれない。  
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国会会議録検索システム  
http://kokkai.ndl.go.jp/KENSAKU/swk_startup.html （ 最 終 閲 覧 日 ：

2015.1.15）  
全文検索システム『ひまわり』  

http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/index.php?%C1%B4%CA%B8%B8%A1%B
A%F7%A5%B7%A5%B9%A5%C6%A5%E0%A1%D8%A4%D2%A4%DE%
A4%EF%A4%EA%A1%D9（最終閲覧日：2015.1.15）  

トレンドサーチ 2008 
http://software.ssri.co.jp/fuji/index.html（最終閲覧日：2015.1.15）  

日本語形態素解析システム  JUMAN 
http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.php?JUMAN（最終閲覧日：2015.1.15） 

 
 


