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中間言語語用論（interlanguage pragmatics）で扱うテーマ、特に言語と文化の
結びつきは国際的にも広く扱われており、少なくとも過去 30年間において、語

学教育の分野で注目を集めてきた。｢語用論｣ が書名に入っている応用言語学の本は
格段に増えており、語用論を専門に扱う Journal of Pragmaticsや Intercultural 
Pragmaticsなどの国際査読ジャーナルも散見されるようになった。語用論的視点は、
語学指導や語学学習においてますます重要な存在になりつつあるといえよう。
　本書執筆のきっかけは、語用論の領域の研究と、今日の語学指導との間の乖離、つ
まり、これまでの研究が語学指導に十分に反映されていないという認識である。語用
論では、人間のインタラクションにおいて、状況に埋め込まれたことばの使い方がいか
に社会文化的事象と関わっているのかを明らかにしてきた。これまで中間言語語用論
や異文化間語用論（cross-cultural pragmatics）の研究は、語学指導に直接的に関
連のある多くのテーマを扱っている。たとえば、さまざまな言語の発話行為（speech 
act）、特に日常的に用いられる依頼（requesting）、謝罪（apologizing）、ほめ
（complimenting）、苦情（complaining）などを扱った研究は数多くある。さまざ
まな母語を持つ学習者が、母語と学習言語における語用論的ことばの使い方をどのよう
に理解し産出するかについても多くの研究がある。また、学習言語を授業外でも日常的
に使うことの多い第二言語の環境、たとえば英語圏で英語を学ぶ ESL（English as a 
second language）の環境と、学習言語を日常的に使う機会が少ない外国語の環境、
たとえば英語圏以外や英語が公用語でない国や地域で英語を学ぶ EFL（English as a 
foreign language）の環境での語用論的能力の習得の比較検討も取り組まれている。
その一方で、このような実証研究の結果から導き出された多くの知見が、語学指導に体
系的に組み入れられていない現状がある。市販されている語学のテキストには、このよ
うな研究結果を反映した指導法が用いられていないものが多い。また、教職課程や語
学教員養成プログラムでも、語用論の理論を応用した指導法についてはほとんど扱われ
ていないようだ。本書は、このような研究・理論と実践との乖離を少しでも縮める試み
である。語用論の実証研究で扱われた題材が、語学教員養成プログラムにおける中心
的なテーマの1つとなり、語学カリキュラムの中で語用論的指導がさらに重要な地位を
占めるようになるべく、本書には多くの実践例がちりばめられている。理論と実践の橋
渡しを試みる本書では、語用論の教室指導への応用（instructional pragmatics 指
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導的語用論）がその中核を担っているのである。
　本書は、さまざまな体験型アクティビティーを取り入れた語学教員のためのガイドブッ
クであり、これから教員となる学部生や、大学院生、すでに語学教育に携わっている
語学教員、語学教材の執筆者、カリキュラム編成者、および教員志望者を養成したり
教員の資質向上を奨励したりする立場の教員指導者を主な読者として想定している。本
書では、語用論の実証研究の紹介にとどまらず、それを応用した教室内での指導に焦
点をあてているが、この実践的試みは、比較的新しい視点であるといえよう。主に扱う
テーマは、語用論的能力を向上させるための指導法、指導のさまざまなプロセスで問題
になりうる事項、語用論的指導の場での評価活動などだが、語用論的指導を取り入れ
たカリキュラムや、テクノロジーを利用した語用論的学習などにも言及する。同時に、談
話やインタラクションの観点からの語用論的能力の発達や指導についても考える。
　語用論にはさまざまな観点があり、指示（reference）、直示（dexis）、推論
（inference）、前提（presupposition）、含意（entailment）、関連性（relevance）、
発話行為、会話の運び（conversation management）、談話の構造（discourse 
structure）、（会話の）推意（[conversational] implicature）、ポライトネス・インポ
ライトネス（[im-]politeness）、語用論的定型表現（pragmatic formula）、さらに、
異文化間語用論、 中間言語語用論、語用論的バリエーション（pragmatic variation）
など、多様なテーマを包摂し、隣接分野ともつながりが深い。本書では、発話行為の
概念や語学教育における発話行為の指導を多く扱っているが、発話行為イコール語用
論ではないことも明記しておきたい。また、発話行為が語用論的指導のカリキュラムの
中心であるべきだと主張するつもりもない。発話行為は語用論で扱われるテーマの1つ
にすぎず、本書の議論は、話しことばの談話のみならず書きことばに見られる語用論的
ことばの使い方にも応用できる。発話行為は、語用論の分野で研究がもっとも盛んであ
り、その研究結果はすぐに指導に生かせると考えられるため、本書でも大きく取り上げ
ている。なお、英語版の原著に対してこの増補・改訂版では、発話行為以外の語用論
的ことばの使い方についても紙面が許す限り加えた。そして、教員の語用論的知識をよ
り明確なものとして意識化し、語用論的指導の実践面をさらに充実させることを目的と
して、語用論的ことばの使い方を紹介する第 4章と語用論的指導例を扱う第 7章を大
幅に増補した。自然な言語の談話やコーパスの利用について扱った原著第 9章は、こ
れらの分野の近年の躍進を反映すべく内容を更新して本書全体に取り入れ、学習者の
自律的学びが共通のテーマであった原著第 12・13章は統合して本書第 10章とした。
そして、多文化理解を進めるため、主流と見なされがちなアメリカ英語やイギリス英語の
みならず、その他の国や地域で使われる英語や、英語以外の言語の語用論的ことばの
使い方も、本書全体で紙面が許す限り紹介したつもりである。今後、多言語・多文化
の語用論研究が一層発展し、より幅広い研究結果を語学指導に取り込んでいくことが
望ましい。また原著では、成人の学習者を想定した指導案が大半だったが、この増補・
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改訂版では、小学生など年少の学習者の指導についてもできる限り考慮した。
　語用論的学習は、認知的なプロセスであるばかりでなく、社会的な現象であると考え
られる。語用論的ことばの使い方を習得することは、学習者が第二言語のコミュニティ
に入り、徐々に社会化していく中で、自身のアイデンティティをどのように構築し、交渉
していくかにも関わっているからである。コミュニティの社会文化的規範は、その言語
の母語話者だけによって構築されるのではなく、語用論的ことばの使い方に熟達したさ
まざまな話者によって形作られるものであって、母語話者であるか否かは問題ではない
と私たち著者は考えている。非母語話者であっても、母語話者と同様（時にはそれ以
上に）語用論的ことばの使い方に優れた話者もいるため、母語話者対非母語話者とい
う誤解を生みやすい二分法に陥ることはできる限り避けたい。
　しかし、本書ではアメリカ英語の語用論的規範が多く紹介されていることも事実で
あるため、このような著者のスタンスは伝わりにくいかもしれない。本書でアメリカ英語
に言及することが多いのは、次の 2点に起因する。1つは、今日の語用論の研究では、
英米の英語の母語話者の語用論的ことばの使い方をベースラインとして、ほかの地域の
英語や学習者の言語と比較対照する慣習が依然として強く残っていることである。もち
ろん英米の英語も学習者のモデルとなりうるので、このような言語データやその分析も
本書では多く紹介している。2点目は、著者のコーエンがアメリカ出身であり、また石
原も10年近いアメリカでの生活体験があるため、著者にとってはアメリカ英語の規範が
もっともなじみがあるという背景がある。アメリカ英語が学習者のモデルとしてもっとも
ふさわしいと考えているわけではなく、たまたま著者になじみのある英語のバラエティが
一例として使われているにすぎないと解釈していただきたい。
　実際、国際語としての英語が広く普及するにつれ、母語話者と非母語話者との境界線
はますます不明瞭になってきている。このような疑わしい分類にこだわり、母語話者の
ことばを唯一のモデルとするよりも、語用論的能力とはインタラクションの過程で社会文
化的状況に基づいて対話を構築する能力であると考えたい。本書では、話し手と聞き
手が母語話者か否かというステータスにかかわらず、話し手の目的や意図、それが聞き
手によって解釈されていく過程、そしてそのインタラクションのもたらす結末を重要視し
ている。たとえば、第 4・7章では、さまざまな文化背景を持つ学習者が国際語として
の英語を話す際のことばの使い方を検証した研究も一部紹介しているが、今後は、多
様な言語のバラエティの語用論的ことばの使い方もなんらかの形でより一層指導に取り
入れられ、学習者の語用論的モデルが多様化していくだろう。読者である教員の方々に
も、私たちとともに、語用論的学習の一環である社会的な側面に注目し、学習者の社
会的アイデンティティが教員の指導や評価活動とどのように関連してくるのか、といった
問題についても、一緒に考えていただきたい。
　そして、実証研究を取り入れた語用論的指導を、語学教員が自信を持って体系的に
進めていくためには、語用論的指導に特化した教員養成が必要なのではないだろうか。
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本書ではそのためのガイドラインや実践的なアイディアに加え、実際の授業での指導例
を提供し、体験型アクティビティーをとおして教員の、そして学習者の語用論的意識を
高め、リフレクティブ・ティーチングの実践を奨励することを意図している。教員である
読者の方々が厳密な意味での研究活動に携わることはないかもしれないが、教員や学
習者が言語データを集めて語用論的な分析を行なう活動は教室指導に応用できるだろ
う。指導の一環として行なうデータ分析は、学習者の語学習得と、教員のプロフェッショ
ナル・ディベロップメントの両者に貢献するものである。教員であれば、指導をすると同
時に、学習者の教室での学びを探究し、教室内外でのことばの使い方を分析している
ものである。その意味で、語学教育に直接携わっている教員は、研究者にはアクセス
することができない指導現場に関する知見を持っているといえる。本書を読み、語用論
的指導を実践した教員の方々から、その指導や評価に関する知見が寄せられ、今後の
語学指導に生かされることを望む。まさにそのような活動がこの分野の理論や研究の推
進力になると私たちは考えている。たとえば、本書にある例の多くは成人や青年期の学
習者を対象にしたものなので、今後読者の中から年少者を対象にした語用論的指導に
関するすばらしいアイディアが生まれることを期待したい。
　本書は以下のように構成されている。第Ⅰ部では主に語用論的指導や学習に関する基
礎知識を紹介する。第 1章では、語用論や隣接領域の用語を概説し、文化の本質や、
文化と言語との関連、そしてその接点がまさに語用論で扱うテーマであることについて
解説する。第 2章では、語学学習や言語指導についての教員の省察、特に、教員自身
が語用論的学習をどのように経験したかに関する省察を奨励し、その経験が教員の知
識や信条、指導現場での実践にいかに影響しているかを、教員のプロフェッショナル・
ディベロップメントとともに考える。第 3章では、語用論的指導に用いる言語サンプルを
収集するためのさまざまな手段を検証し、語用論的ことばの使い方を引き出す手法や自
然な言語データの長所と短所も確認する。第 4章では、インターネット上で公開されて
いる語用論のデータベースを紹介するとともに、教室内指導に役立つと思われる実証研
究に基づいた情報を提供し、研究と実践との橋渡しを試みる。第 5章では、学習者が
意図せずに学習言語の規範から逸脱してしまう語用論的誤りや誤解の原因、また、語
用論的規範であると認識している言動に故意に抵抗する理由を明らかにし、そのような
逸脱の例を見ながら、原因を推察する。
　第Ⅱ部では、語用論的指導の本質的な事項を扱う。語用論的な観点から標準と見な
される規範は、言語や文化のほか、さまざまな社会的文脈、さらに個人によっても異な
るという考えが第Ⅱ部を織りなす共通項である。そのため、語用論的ことばの使い方は、
（時には想像上の）社会的インタラクションの文脈の中で指導されるのが最適だと考えら
れる。第 6章では、現在主流となっている語用論的指導の理論的枠組みを紹介する。
語用論的学習を、認知的観点のみならず、文化的・社会的・心理的・情緒的観点から
も解析する。第 7章では、語用論的指導を見学する際のガイドラインを提示し、発話
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行為やそのほかの語用論的ことばの使い方を扱う指導例を示す。また語用論的指導案
の作成のためのガイドラインや、指導案の評価案も提示する。第 8章は、語学の教科
書を語用論の観点から評価し、教材に加筆する方法や、教科書を補う趣旨での語用論
的指導の考案について触れる。最後に、第 9章では、語用論的指導を取り入れたカリキュ
ラム編成のための方針や、その方針を生かした教材例を示す。
　続いて第Ⅲ部では、語用論的学習や指導の応用編、そして評価に関する諸問題を扱う。
第 10章では、発話行為の習得や遂行に効果的と思われるストラテジーや、語用論的
指導と習得のための教育テクノロジーの利用をとおして、学習者の自律と語用論的学び
との関連を探る。第 11章は、学習者の語用論的能力の評価にいかに取り組むかを扱い、
評価に関するストラテジーを提案する。第 12章では、語用論的能力の教室内評価につ
いて、さらに詳しく検証し、実際の学習者の言語例、評価例、教員のフィードバック例
などを示す。そして「結論」では、本書で扱った重要事項をまとめ、それらに関する省
察を読者に促し、語用論的指導に関する今後の目標設定を奨励する。

　各章は、読者にわかりやすい構成を心がけ、比較的短くまとめられている。原著では、
どの章にもアクティビティーがあり、その章の内容を体験的に関連づけられるようになっ
ているが、この増補・改訂版では紙面の都合上、特に重要なアクティビティーのみにし
ぼって掲載しているため、余裕のある読者は原著も参照していただきたい。教員の学び
は教員間のインタラクションによって向上しうるので、体験的アクティビティーはグルー
プで取り組むのが理想的である。ミネソタ大学に置かれた第二言語習得研究機関であ
るCARLA（Center for Advanced Research on Language Acquisition）では、
語用論的指導に関する語学教員対象の夏期講座を 2006年から開講しており、本書の
アクティビティーの大半は、同講座で試用され、改訂を重ねてきたものである。そもそも、
その講座のために用意したガイドブックを、より広い読者を想定して編集したものが原著
であり、サウジアラビアでのアラビア語翻訳版を経て、今回の日本語抄訳の出版に思い
いたった。しかし、原著が 2010年に出版されてからすでに 5年が経過しているため、
この間に発表された語用論的指導の知識や指導案もできる限り紹介すべく、増補・改訂
をすることになった。本書が語学指導の実践的アイディアの源泉となり、語用論的指導
が語学カリキュラムにおいて重要な存在となることを願ってやまない。

　2015年 1月 9日
石原　紀子（Noriko Ishihara）

アンドリュー・D・コーエン（Andrew D. Cohen）
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本書で主に取り扱う語用論的ことばの使い方

語用論的ことばの使い方 語用論的構造・
特徴を扱う主な章

指導例・評価例を扱う
主な章

挨拶 greeting 第 4章 第 2・7・8・9章
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第 (3)・4・12章 第 3・5・6・7・8・(9)・12
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依頼 requesting 第 (3)・4・5章 第 5・7・8・9・(10・11)・
12章

断り refusing 第 4・5・9章 第 7・12章
謝罪 apologizing 第 1・3・4章 第 7・10・11・12章
忠告・提案 advice-giving/ 
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第 4章 第 7・8章
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第 (3)・4章 第 7・8章

スモール・トーク small talk （第 7章） 第 7章
会話の終結 closing the 
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第 4章 第 8章
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preferred/dispreferred response

第 (3)・4章 第 7・(9)章
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第 4章 第 7・(9)章

談話標識・対話標識 discourse 
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第 4章 第 7・(9)章

語用論的定型表現 pragmatic 
formula

第 4章 （第 7・8章）
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▶語用論的能力
プラグマティックス（pragmatics）という概念は、文脈によりさまざまな意味を持つ。

日常生活の中で、｢プラグマティックな手法を使っている」と言えば、実用的であること
を示唆する。しかし、（応用）言語学で「プラグマティックス（語用論）」という時には、
専門的な意味になる。本書では、「語用論的能力（pragmatic ability, pragmatic 
competence）」とは、社会文化的規範についての知識や理解、そしてそうしたものを
応用し、他者とのコミュニケーションにおいて運用できる能力を指す。序章で述べたよう
に、語用論的能力は、社会文化的状況の中で他者と意味を共同構築するスキルであり、
母語話者に特有の属性ではない。
語学学習者の語用論的能力は、コミュニケーションにおける 4つの主領域、つまり受

動的な「聞く・読む」、そして産出的な ｢話す・書く｣ 全般に関連する。受動的・産出的
両側面での語用論的能力には、（1）学習言語やそのほかの言語の習熟度、（2）年齢、
性別、職業、社会的立場、（3）優れた語用論的能力を持つ相手との交流経験や学習
言語のコミュニティ1における経験、一般的な多言語・多文化経験など、さまざまな要
因が関連する。まずは 4つの主領域から見てみよう。

1.　聞き手として：言われたこと、言われていないこと、また非言語の要素によって
伝えられることを解釈する。言語または非言語で伝えられるヒントは、そのやり
取りがどの程度丁寧か丁寧でないか（丁寧度）、どの程度直接的か間接的か（直接・
間接度）、どのくらいかしこまっているかくだけているか（フォーマリティー）、そし
てその意図は何か（たとえば親切に、愛情を持って、注意深く、遠回しに、挑戦
的に、敵対的に、など）を解く鍵になる。インプットには言語（語彙、フレーズ、
イントネーション、または長い談話など）に加え、ジェスチャーや沈黙などの非
言語の要素も含まれる。

2.　読み手として：書かれているメッセージや、その修辞的構造を理解し、トーン（語

1 ここでのコミュニティとは、学習者を取り巻く地域社会や、所属するさまざまなグループなど、学習者のアイ
デンティティと深く関わる談話コミュニティ (discourse community）を指す。

第1章
語用論の基礎概念
アンドリュー・D・コーエン
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用論的トーンについての詳細は第 3章を参照）によって伝えられる、時に微妙な
ニュアンスや態度を読み取る。（たとえばユーモラスな、誠実な、同情的な、協力
的な、などから、ふざけた、皮肉の、怒りのこもった、脅迫的な、恩着せがましい、
性差別的な、などまで）

3.　話し手として：さまざまな社会的役割をはたしつつ（たとえば解雇を部下に伝える
上司、学生の成績が望ましくないことを伝える教員など）、言いたいことを適切な
丁寧度、直接・間接度、フォーマリティーをもって伝える。また、何を言うべきで
はないか、何を非言語で伝えるべきかについてもわきまえる。ことばの使い方が
招きうる結末について知り、コミュニティの規範に適応するために必要なことを理
解する。

4.　書き手として：困難な状況でも（たとえば、上司に昇格と昇給、あるいは有給休
暇を要求する従業員として）、丁寧度、直接・間接度、フォーマリティーの程度に
配慮し、また文章の修辞的構造を考慮して、読み手がその意図を理解できるよう
なメッセージを書く。

これまで、語用論、中でも中間言語語用論は、主に話しことばに注目する傾向が強かっ
た。しかし、語用論で扱う諸問題は、書きことばにも大いに関連があるため、本書で
は書きことばの談話も視野に入れる。さらに、電子メールのメッセージなど、書きことば
と話しことば両者の要素を備えたハイブリッドの言語形態も対象とする。
語用論的能力があるということは、言われたり書かれたりする文字どおりの意味を超
えて、話し手や書き手の意図する意味、想定、目的、さまざまな言動などを理解できる
ことを意味する 2。話し手や書き手は必ずしも意味を直接的に伝えるわけではなく、また
聞き手や読み手も、意図された意味をつねに正確に解釈できるわけではない。語用論
的意味を解釈することは、母語話者同士でもむずかしい場合もある。そのため、やり
取りに携わる者同士が協力して、誠意あるコミュニケーションを図ることが求められる。
実際、語用論では、その文化的コンテクストや社会的制約の中で、コミュニケーション
に携わる者がたがいに協力し、言語的手段と非言語的手段の両者を駆使しながら「共
同構築」する意味を扱う 3。学習者は、自身の母語やもっとも優勢な第一言語（L1)（多
言語環境にいる場合はその他の言語）のことばの使い方を、学習言語（L2）にも関連
付けて考えることが多い。学習言語の語用論の理解には、すでに所持している潜在的
知識が一部役立つ場合もあるが、新しい知識の習得も必要となる。
ところで、なぜ意味は時に直接的に伝えられないのだろうか。コミュニティによっては、

「なぜまだ結婚していないのですか」などとストレートに聞くのは不適切で失礼にあたる

2 Yule, 1996, pp. 3-4.  
3 LoCastro, 2003, p. 15, 2012; Th omas, 1995.

｜　語用論の基礎概念　｜
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場合もある。そのような個人的問題は、間接的に探りを入れるにとどめ、相手が自発的
に話してくれるのを期待するのが常識的だとするコミュニティもある。一方で、直接的に
質問してもまったく問題ないコミュニティもあるだろう。たとえば、1960年台半ばのボリ
ビアでは、地域開発の平和部隊ボランティアとして滞在していた著者のコーエンが、ア
ユタヤ・インディアンの人びとに、まだ結婚していない理由をこのように率直に聞かれる
ことがあった。
直接的なことばが避けられる理由には、明確にするよりほのめかすだけのほうがより
適切であると判断されるコミュニティの存在がある。たとえば、「時間厳守」が不文律と
なっているコミュニティがあるとする。予定より早く、あるいは遅く到着した相手に、そ
れを指摘するにはほのめかす程度が好ましく（パーティーに早く来すぎた人に「前菜の準
備を手伝いに来てくれたんだね」と遠回しに早すぎることを伝えるなど）、本来意図され
た意味を解釈するには、多少の直観や想像力が必要となるかもしれない。
上級の学習者であっても、ほのめかされた意味を理解するのはむずかしいかもしれな
いが、中級以下の学習者が、暗示的なことばの意図に気づき、意味を適切に解釈する
のは、より困難であるといえよう。たとえばアメリカ英語では、We must get together.（ぜ
ひお会いしましょう）は友好的に会話を終結させるための丁寧な表現にすぎないことが
多い 4ため、OK, let’s make a fi rm date.（そうですね、では日程を決めましょう）など
とこたえると、相手を驚かせてしまうだろう。
語用論の分野は広く、たとえば指示、前提、談話の構造、そして推意や言いよどみ（口
ごもったり、ためらってことばを濁したりする表現）を含む会話の法則などにおよぶ 5。
本書では、発話行為を数多く紹介しているが、それは発話行為がコミュニケーションに
おいて重要な役割をはたしており、指導と学習が可能であることが実証されているから
である。また、発話行為は、語用論研究の中でもっとも綿密な研究が進んでいる領域の
1つである。ただし、序章で述べたように、この増補・改訂版では、発話行為以外の
語用論的ことばの使い方も、できる限り紹介する。本書は、そうした研究から得られた
言語データに基づく知見を、語学指導に生かすことをめざしている。

▶発話行為
語用論では、ことばによって遂行される社会的機能、たとえば謝罪する、苦情を言う、
依頼する、断る、招待する、ほめる、感謝するなどを発話行為（speech acts）と呼ぶ。
発話行為は、文字どおりの意味 （locutionary meaning）と、話し手・書き手が意図
した発語内の意味（illocutionary meaning）が関連する。たとえば、Do you have 
a watch? の文字どおりの意味は Do you own a watch? （時計を所有しているか）だ
が、意図しているのはTell me what time it is.（何時か教えてほしい）という意味かも
しれない。そして、この発話は、聞き手や読み手におよぼすアップテイク（発語媒介行為、

4 Eslami, 2005; Hinkel, 2014.
5 Mey, 2001.

｜　第１章　｜
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perlocutionary act）もともなう。たとえば、
時間を教えてほしいという依頼には、「10時
半ですよ」などのこたえが返ってくる。子供
や悪ふざけをする人は、「はい、持っています
よ」とこたえるかもしれず、アップテイクが意
図したものと異なるため、「では何時ですか」
と聞き直す羽目になる。発話行為は、感謝す
る時の thanksのように一語で遂行されるこ
ともあるが、より複雑で間接的な言語を使い、
双方向のやり取りを重ねた末に、ようやく遂
行できることもある。

 発話行為の多くには、コミュニティの構成
員が共有する、規則的で予想可能なパター
ンが見られることが多い。たとえば、アメ
リカ英語の「挨拶」の場合、職場で同僚に
How’re ya’ doing?と聞かれた時は、Good, 
thanks.やOK, thanks.などとこたえるのが普通であって、膝が悪くて近々手術をする
ことや、家族が失業したことなどを長 と々嘆いて聞かせ、実際の体調や状況を詳しく話
すことはあまりない。How are you?とたずねた人は実はじっくりと会話に付き合うつも
りはなく、立ち止まらずに過ぎ去ってしまうこともある。優れた語用論的能力を持つ人で
あれば、このような挨拶を適切に解釈し、自らも遂行することができる。
だが、容易と思われがちな挨拶や会話の終結なども、学習者にとっては、むずかし
い場合がある。慣れない学習言語のパターンにしたがうより、なじみのある母語や優勢
な言語の語用論的規範を、学習言語に直訳して持ち込んでしまうことも多い。そのため、
学習者が教授に別れの挨拶をするときにくだけすぎた表現になってしまったり、Let's get 
together sometime.（そのうちに会いましょう）が儀礼的な会話の終結であることに気
づかず、So, when will we do it?（いつにしましょうか）などとこたえて、押しが強く失
礼だと思われたりすることになる。

▶発話行為セット
発話行為は、一連のストラテジー群から適当なものを選んで遂行されるが、そのス
トラテジー群の中には、まったく別の発話行為と見なされうるものが含まれることもあ
る。そこで、ここでは発話行為セット（speech act set）という概念を紹介する 6。ある
状況で発話行為を遂行するには、発話行為セットから1つ以上、時には数個のストラテ
ジーが選ばれる。たとえば、謝罪の発話行為は、謝罪表現（I’m sorry，Excuse me，I 
apologize.など）や、修復の申し出（Here, let me pick these up.など）のように、1

文字どおりの意味と意図した意味

6 Olshtain & Cohen, 1983.

｜　語用論の基礎概念　｜
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つのストラテジーのみで遂行されることもあるが、そのほかのストラテジーが組み合わさ
れることもある。謝罪にはさまざまな言語に共通の発話行為セットがあり、少なくとも、
次の 5つの発話行為ストラテジー 7が含まれている。

1.　謝罪表現：be (sorry)，excuse，forgive，apologizeなどの動詞を用いた表現で、
謝罪のもっとも中心的なストラテジーである。really, so, very, awfully, terribly
などの語句やその組み合わせによって強調することができる。

2.　責任の認知：謝罪する人が受け入れる過ちの責任であるが、その認知の程度はさ
まざまである。It's my fault.（私の責任です）のように、責任を全面的に受け入
れることもあれば、I didn't mean to.（わざとじゃなかったんだ）のように意図し
た過ちでないと伝えたり、It wasn't my fault.（私のせいではありません）と責任
を回避したり、また It's your own fault.（君の落ち度だ）と逆に相手を責める
場合もある。

3.　理由の説明：過ちを犯すにいたった状況を説明し、間接的な謝罪とする。事態を
収拾するために理由を説明し、その詳細が重要だと見なされる文化や状況もある
が、逆に言いわけと受け取られることもある。

4.　修復の申し出：過ちによってもたらされた被害を修復するための行動や弁償を申
し出る（例：ほかの人のものを落としてしまった時の Let me pick those up for 
you.［私が拾います］, I’ll be there in half an hour.［30分で行きます］など）。
このストラテジーは、通常、なんらかの実害が生じた場合に使われる。

5.　再発防止の約束：謝罪する人が今後は同じ過ちを犯さないと約束する（例：I’ll 
never forget our anniversary again.［もう二度と結婚記念日を忘れたりしない
から］）。このストラテジーを使うのが適切な状況は限定されているため、ほかの
ストラテジーよりも使用頻度は低い。

このような発話行為セットの中から適切なストラテジーが選ばれて謝罪として機能する
が、どのストラテジーが選択されるかは文化や状況によって異なる。たとえば、「理由の
説明」だけで謝罪として十分通用する場合もある。公共交通機関の運行が不規則なイ
スラエルの都市部では、授業に遅刻した学生がひと言 ｢バスが遅れてしまって｣ と言え
ば、謝罪表現がなくても完全に許容されることがある。謝罪の発話行為のもっとも中心
的なストラテジーは「謝罪表現」だが、「（遅刻して）本当にすみません」と言う代わりに、

7 発話行為ストラテジーは意味公式（semantic formula）とも呼ばれ、単独またはほかのストラテジーと
の組み合わせによって発話行為を構成する。意味公式は、実際には型にはまった公式ではないことが多い
（Bardovi-Harlig, 2006: 4）ため、ここでは本書の目的に沿う「発話行為ストラテジー」の用語を用いる。

｜　第１章　｜
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ほかのストラテジーを組み合わせるほうがより一般的な場合もある。たとえば、責任の
認知「もっと時間に余裕をみるべきでした」や、修復の申し出「友達のノートを見せても
らいます」などと言うこともできる。また、ある発話行為セットに特有のストラテジーも
あれば、多くの発話行為セットに共通していて、よく利用されるストラテジーもある。た
とえば、修復の申し出は謝罪に特有のストラテジーだが、hiなどの挨拶は、会話の初め
に相手の注意をひく手段として、依頼や苦情など多様な発話行為セットのストラテジーと
して使用されることが多い。
ここでは「発話行為」と「発話行為セット」を区別して紹介したが、発話行為という

用語が実際は発話行為セットを意味して使われることも多いため、本書もその慣例にし
たがい、発話行為セットやその一部を指して「発話行為」と呼ぶ場合があることを付記
しておく。

▶さまざまな言語の発話行為
さまざまな言語の発話行為の比較で興味深いのは、中心的なストラテジーが多くの言
語に共通して存在している一方で、多様な状況に応じたストラテジーの用い方が言語や
文化によって異なる点である。そのため、それぞれの言語状況の中で、いつ誰に対して
どのように何を言い、それはなぜなのかを決定することは容易ではない。以下の例を見
てみよう。

上司との大事な会議で、重要書類の最終稿を確認することになっていましたが、
会議があることをすっかり忘れてしまいました。2時間後に気がついて、上司に謝
罪の電話をします。

このような状況では、イスラエルのヘブライ語話者であれば、謝罪の発話行為セット
から「謝罪表現」と「理由の説明」のストラテジーを選んで使うことが考えられる。以
下がその例である。

Ani mitsta-er bekesher lap'gisha, aval haiti tsarix lakaxat et haben sheli 
larofe, ve...（会議に出られなくてすみません。子供を医者に連れて行かなくては
ならなくて…）

この文化では「修復の申し出」のストラテジーを避ける話者が多いことが研究からわ
かっているのだが、その理由は、このような場合、イスラエルでは上司に次のステップ
を決める権限があるからである。部下である話者が、埋め合わせのために何かをすると
提示することは、会議を欠席した上に、さらに新たな過ちを犯すことにもなりかねない 8。
このようなイスラエルの状況は、日本のかしこまった職場での典型的な慣習と対照的

8 Cohen & Olshtain, 1981.

｜　語用論の基礎概念　｜
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といえる。日本では、聞かれてもいない過失の理由を上司に説明するのは不適切と認識
されることがあるため、次の例のように、謝罪表現を何度も繰り返して平に謝りながら
過失を認め、上司がたずねない限り、過ちを犯した理由は詳しく説明しない場合が多い。
理由の説明は言いわけのように聞こえ、許されるはずがないのに許しを乞うような厚顔
無恥な印象を与えてしまう恐れがあるからだ。

すみません、あの、先ほど欠席してしまいましたミーティングの件ですが、誠に申し
わけありませんでした。まったく私の不注意で、本当に申しわけありません。

では、ほかの文化の話者との交流経験の少ないイスラエル人と日本人が、仕事におい
て英語でやり取りをしていると仮定してみよう。夕食の席でビジネスについて話し合うこ
とになり、両者がそれぞれ自身の文化での典型的な言動を持ち込むとする。イスラエル
人は 30分遅れて来て、バスが遅れたというイスラエルであれば謝罪として通用する理
由を述べる。一方、日本人は時間どおりか、数分前に到着しており、おそらくより丁重
な謝罪を期待している。このような場面で、両者はたがいの文化に寛容になれるのだろ
うか、あるいは気分を害してしまうだろうか。データを収集し、分析してみるべき問題で
ある。
このような発話行為に関連するストラテジーの使い方のほかにも、優れた語用論的能
力を持つ話者は、状況に応じて以下の要素を考慮し、言語の使い方を調整している。

1.　話し手・書き手と聞き手・読み手の相対的な社会的立場（S)：双方の立場は同等か、
上下関係があるか。聞き手のほうが立場が上であれば、丁寧度を高めることばを
付加するなどして敬意を表する。

2.　社会的・心理的距離（親疎関係）(D)：話し手・書き手と聞き手・読み手にはどの
くらい社会的距離があり、どの程度親しく、あるいは疎遠に感じているか。よく知っ
ていて親密な相手か、知り合い程度か、あるいはまったく面識のない相手か。

3.　行為の強度（ことの重大さ）(I)：話の内容や状況はどの程度深刻で重大か（たと
えば過失の深刻さ、依頼の大きさなど）9（第 3章も参照）。

学習者は、学習言語のコミュニティの中で、やり取りする相手との親疎関係によって
ことばの使い方がどのように変わりうるのか、過失の深刻さや双方の社会的立場がどの
ように査定されるか、といったことなどを知る必要がある。ことばは、主にこうした要素
に基づいて取捨選択される。よって、さまざまな言語や文化におけることばの使い方は
一様ではない。状況や環境、発話行為の選択、使われる言語・非言語の言動、その

9 Brown & Levinson, 1987 に加筆。
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場の背景の知識など、さまざまな環境・言語要因がすべて語用論的能力に関連してい
るのである。

▶社会的・文化的・語用論的規範
言動の語用論的解釈は、社会的・文化的規範に依拠している。社会的規範とは、い
つ何が言及されるべきか、口にしてよいか、言ってはならないか、どのような表現を使
うべきか、などに関する明示的、あるいは暗示的傾向である。この規範は、通常はそ
れぞれのコミュニティの中である程度の合意に基づいており、人びとの社会的言動に影
響する。文化的規範は、伝統、習慣、信条、価値観、思考パターンなど、あらゆるこ
とが影響するため、定義がむずかしい 10。文化とは、「態度、信条、ふるまいの慣習、
基本的前提や価値観などの曖昧な総合体であり、そのコミュニティの人びとが共有し、
相互の言動や、相手のふるまいの「意味」の解釈に影響をおよぼす」ものである 11。
ある状況での語用論的ことばの使い方には、母語話者の間でも個人差があるため、
必ずしも「正しい」、または「間違っている」と言い切れる言語行動はない。むしろ、1
つのコミュニティにおける語用論的規範は、ある言動が用いられる状況において、どの
程度好ましく、典型的で、適切であると見なされるかを判断する指針であり、多様な傾
向や慣習や言動の許容範囲を示すものである。

▶客観的・主観的文化と説明的語用論
文化を、「客観的文化」と、「主観的文化」に区別する考え方がある 12。「客観的文化」は、

政治や経済システムなどの制度的側面や、そのコミュニティで生み出される芸術、音楽、
食など、主に実際に見て味わえるものを指す。「主観的文化」は、交流する人同士が習得し、
共有する信条、言動、価値観であり、コミュニティを定義づける哲学的、心理的そして
倫理的特徴など、通常は形のない側面を示す。説明的語用論（explanatory pragmatics）
13は、この主観的文化の概念に根ざしている。そのため、語用論におけることばの使い
方は、絶対的な規範としてのルールではなく、コミュニティの多様な語用論的規範や傾向
によって特徴づけられる。
説明的語用論がめざすのは、学習言語の話者がなぜそのようなことばを使うのか、
意味の伝え方にさまざまな違いがあるのはなぜか、言語の背景にある文化的価値観や
信条、想定などはどのように話者の語用論的言動に影響するか、などを学習者に気づ
かせることである。言語の文化的意味を分析する機会がなければ、その文化の構成員
の振舞い、役割、倫理観などを形作る考えに気づかかないまま、ことばのかたちだけを
学ぶことになりがちである 14。知見に基づいた説明は、文化の内部からの視点を学習者

10 Prosser, 1978.
11 Spencer-Oatey, 2000, p. 4.
12 Berger & Luckmann, 1967; Meier, 2003.
13 Richards & Schmidt, 1983.
14 Meier, 2003.
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