はじめに

「英語が話せる」ことと「英語でコミュニケーションできる」ことは違う。
こう言ったら、あなたはびっくりしますか。でも、事実なんです。語彙や文法
を間違えずに聞き取れる発音で話せば、言いたいことを伝えることはできますよ
ね？ 例えば、相手の名前を知りたいときに What’s your name? と聞いたり、重た
い荷物を運ぶのを手伝ってほしいときに Help me carry the baggage, please. と言
ったりすれば、あなたの意図は十分通じるでしょう。これが「英語が話せる」レ
ベルです。しかし、コミュニケーションには、意図の伝達（自分が言いたいこと
を伝える）だけでなく、良好な人間関係の構築（相手とうまくやっていく）とい
う目的もあるのです。そして、相手とうまくやっていくためには、言いたいこと
が言えるだけではなく、言われた相手の気持ちに配慮していることも同時に伝え
られる必要があります。これが「英語でコミュニケーションできる」レベルです。
相 手 の 気 持 ち へ の 配 慮 を 言 葉 に よ っ て 伝 え る こ と を、「 ポ ラ イ ト ネ ス
（politeness）」と言います。コミュニケーションの伴となるのは、このポライト
ネスです。会話をしている状況や相手との関係に応じたふさわしい言い方をする
ことによって、相手への配慮を示しながら自分の言いたいことを伝える。これこ
そが、コミュニケーションを成功させる秘訣なのです。
会話の状況や相手との関係にふさわしい言い方を選ぶには、「いつ」「どこで」
「誰に」「何を」
「どのように」話すかという「言葉の使い方のルール」を知って
いる必要があります。丁寧に話すべき相手に対して、日本語では「お名前をお伺
いしてもよろしいでしょうか」
「すみません。この荷物、重くて一人では運べない
ので、ちょっと運ぶのを手伝ってくださいませんか」ときちんと言える人が、英
語になった途端に What’s your name?、Help me carry the baggage, please. と言っ
て平然としていられるのは、英語の「言葉の使い方のルール」を知らないことが
原因です。
「英語が話せる」
（言いたいことが伝えられる）レベルから、「英語で
コミュニケーションできる」
（状況や相手との関係を考え、相手の気持ちに配慮
しながら、言いたいことが伝えられる）レベルに進むためには、学校で学んだ発
音・語彙・文法などの「言葉の形のルール」に加えて、
「言葉の使い方のルール」
も習得する必要があるのです。
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本書は、英語の「言葉の使い方のルール」を学ぶための本です。読者のみなさ
んが英語の「言葉の使い方のルール」を効果的に学べるように、次のような工夫
がしてあります。（詳しくは、p. vi「本書の構成と使い方」をご覧ください。）
①本書は、言語学の 2 つの分野 ― 語用論（言葉の使い方のルールに関する
研究）と第二言語習得（外国語を習得するプロセスに関する研究）― の理
論に基づいて書かれています。そして、英語の「言葉の使い方のルール」を
効率的に学べるように、実践的な知識に加えて、こうした理論的な背景知識
も簡単に紹介しています。
②依頼、誘い、提案、申し出、謝罪、訂正、断り、苦情など、ポライトネスに
気をつけて話さないと「不適切な英語」「失礼な英語」になってしまう可能
性が高い意図の伝達行為（言いたいことを伝えること）を取り上げ、「会議
の席で上司に反対意見を述べる」
「部下に急な仕事を依頼する」
「レストラン
で注文した料理が運ばれてこないとウェイターに苦情を言う」など、現実に
起こり得る具体的な場面での適切なコミュニケーションの仕方を学びます。
③50 人のネイティブ・スピーカーのデータを分析して明らかになった、ネイ
ティブ・スピーカーが従っている英語の「言葉の使い方のルール」と、彼ら
が実際に使う「本物の英語表現」を紹介しています。また、同じコミュニケ
ーション場面における自分の話し方とネイティブ・スピーカーの話し方を比
べることによって、自分の話し方の問題点がわかるようになっています。
書名の「心を動かす」には、2 つの意味が込められています。一つは、あなた
の意図がしっかり伝わり、相手が心から納得したり、同意したりしてくれること。
もう一つは、あなたが相手を思いやる気持ちが通じて、相手の気分がよくなった
り、あなたに好感を持ったりすることです。つまり、
「心を動かす英会話」とは、
相手を思いやりながら自分の言いたいことを伝える英会話のことなのです。
読者のみなさんが、「心を動かす英会話のスキル」を身につけることで、
「英語
が話せる」日本人から「英語でコミュニケーションできる」日本人に変身する。
本書がその一助となれば、著者としてこれほど嬉しいことはありません。

2016 年 7 月 14 日 London, Russell Square のカフェにて

清水 崇文
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本書の構成と使い方

本書は、
「Part 1 理論編」と「Part 2 実践編」からなっています。「Part 1 理
論編」では、英語のコミュニケーション能力を向上させるために知っておくと役
に立つ理論的なお話をします。
「そんな小難しい話なんていらないよ。英語が上
手に話せるようになりたいだけなんだから」と思った方も、どうか飛ばさないで
読んでください。言語習得や学習に関する理論的な知識は、学校の授業では先生
さえ知っていればよいことですが、先生がいない独学の場合には、学習者自身が
こうした知識を持っているかどうかで学習効果に大きな差が出ます。
「Part 1 理
論編」に書かれている内容を常に意識しながら英語を学んでいけば、あなたの英
語のコミュニケーション能力が向上するスピードはきっと飛躍的に速くなること
でしょう。
「Part 2 実践編」は、発話行為（言葉による意図の伝達行為）ごとに 12 のユ
ニットに分かれています。本書で取り上げた発話行為は、日常生活やビジネスの
場面で行う機会が多く、かつポライトネスに気をつけて話さないと「不適切な英
語」「失礼な英語」になってしまう可能性が高いものばかりです。各ユニットで
学習できる発話行為は以下の通りですが、この順番で学習しなければいけないわ
けではありませんので、興味を持ったユニットから始めてみてください。

Unit 1: Request 依頼
Unit 2: Asking for permission 許可求め
Unit 3: Invitation 誘い
Unit 4: Advice 助言
Unit 5: Proposal 提案
Unit 6: Offer 申し出
Unit 7: Apology 謝罪
Unit 8: Gratitude 感謝
Unit 9: Compliment ほめ
Unit 10: Disagreement / Correction 不同意／訂正
Unit 11: Refusal 断り
Unit 12: Complaint 苦情
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ユニットの構成
各ユニットは、以下のような構成になっています。

「発話行為」のルール

Situation 1
Let’s try!
ネイティブはこう話す
ネイティブ・データからの結論

Situation 2
Let’s try!
ネイティブはこう話す
ネイティブ・データからの結論
アメリカ英語 vs. イギリス英語

◆「発話行為」のルール
各ユニットで取り上げる発話行為の特徴をポライトネスの観点から解説し、そ
の発話行為をするときに気をつけるべきポイントを紹介しています。私たち日本
人は「相手との関係によって言い方を変える」という意識は強く持っていますが、
それ以外の文脈的要因については普段それほど意識していないかもしれません。
発話行為によって注意が必要な要因が少しずつ異なるので、ここでしっかり確認
してください。確認ができたら、
「Let’s try!」に進みます。
◆ Let’s try!
各ユニットには、社会的文脈（状況や相手）が異なる 2 つの場面（Situation 1
と Situation 2）が用意されています。まずは、Situation 1 の場面の説明を読んで、
自分なら何と言うか考えて、空欄部分に（本を汚すのが嫌ならノートに）書いて
ください。この「まず自分で考えてみる」というプロセスがとても大切なので、
ページをめくって英語のネイティブ・スピーカー（本書では「ネイティブ」と略
します）の実例や解説を読む前に、必ず自分の答えを書くようにしてください。
そのあとで、自分の答えとネイティブの実例とを比較すれば、自分の言い方のど
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こがいけないのか、何が足りないのかをクリアにすることができます。その際、
自分の答えに「英語に対する誤解」や「日本語の影響」がないかもチェックして
みてください。（詳しくは、
「Part 1 理論編」の p. 7「英語のコミュニケーション
に失敗する原因」をお読みください。
）
◆ネイティブはこう話す
ここでは、まず「Let’s try!」の場面においてポイントとなる文脈的要因を詳し
く分析してから、同じ場面でネイティブはどのように話すのかを、多くの実例を
紹介しながら解説しています。
紹介されている実例はすべて、50 人のネイティブが実際に答えてくれたアン
ケート・データから選ばれた「生の英語」です。それとともに、この 50 人のネ
イティブが使った表現や話し方を分析することによってわかったネイティブのコ
ミュニケーションの仕方（意図の伝え方、配慮の示し方）の特徴を、わかりやす
く解説しました。実例や解説を読みながら、
「Let’s try!」で書いた自分の答えで
よかったところ、直したほうがよいところを見つけてください。
なお、英文中で使われる記号のうち、
（

）は省略、
［

］は言い換えを表しま

す。
《ネイティブのデータを重視した理由》
本書が 50 人のネイティブのデータを使用したのには、いくつか理由があります。
まず、本書のテーマである言葉の使い方（言語運用）のルールは、文法とは違っ
て「正解」が一つではないことです。ある特定の場面でどの表現が最も適切なの
か、2 つの表現のうちどちらがより間接的なのかといった判断は、ネイティブで
も完全に一致するわけではありません。そのため、一人のネイティブ（たとえそ
れが英語の先生であっても）の「この場面ではこの言い方が最も適切だ」という
直感よりも、性別や年齢の異なるたくさんのネイティブの実例から抽出された
「最大公約数的な傾向」のほうが、実態を正確に反映した、より信頼できる情報
になると考えたのです。
次に、実際にネイティブに使われる表現や言い回しの様々なバリエーションを
提示できることです。これまでの英会話の教材では、
「こういう表現を用いると
失礼（丁寧）になる」といった説明をして、特定の表現だけを勧めていることが
多いのですが、実際には同じ場面でもかなり直接的な言い方をする人から間接的
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な表現を好む人まで、話し方には幅広いバリエーションが存在します。50 人の
ネイティブの話し方を調査することによって、ある場面で使うことが可能な直接
的な表現から間接的な表現までを一堂に紹介することができる。また、そうすれ
ば読者のみなさんが自分の判断でその中から使いたい表現や言い回しを選ぶこと
ができると考えたのです。
加えて、英会話の教材として、ネイティブが実際に使う語彙や表現を「生の」
言語素材から学ぶことができることも重要であると考えました。本書で取り上げ
た語彙や表現、構文などは、すべて実際に 50 人のネイティブによって使われた
もので、著者である私（応用言語学者ではありますが、英語のネイティブではあ
りません）が頭で考え出したものは一つもありません。つまり、ネイティブが使
う「本物の（authentic）
」英語表現が学べるということです。
《コアセンテンスと補助ストラテジー》
従来の英会話の教材や書籍には、ある表現（例えば、＜依頼＞の Could you

... ? と I would appreciate it if you could ...）を取り上げて、社会的文脈（状況や相
手）にかかわらず、その表現の丁寧度が固定されたものであるかのように「この
言い方は失礼（丁寧）だ」と説明しているだけのものが多いように思います。し
かし、そのようなやり方で覚えた表現や用例は、実際の会話では応用が利きませ
ん。なぜなら、そうした提示の仕方はコミュニケーションの実態を反映していな
いからです。
私たちが普段発話行為を行うときには、その行為（意図）だけを言葉にして伝
えることはあまりありません。例えば、＜依頼＞をするときには、
「依頼の文」
に加えて、文脈に応じてその前後に「前置き」
「説明」
「謝罪」などを伝える文も
言うのが普通です。
（詳しくは、
「Part 1 理論編」の p. 6「話し方の丁寧度を上
） つまり、依頼という発話行為は一つの文
げる 2 つの方法」をお読みください。
で行われるのではなく、複数の文の連続（
「談話」と呼ばれます）で行われるわ
けです。ということは、ネイティブのように英語で適切に依頼ができるようにな
るためには、「依頼の文」だけでなく、依頼を実現する英語の談話の構造（
「依頼
の文」とその他の文との組み合わせ方）も学ばなければいけないということにな
ります。本書では、この「依頼の文」
（発話行為の中心となる文）を「コアセン
テンス」、「前置き」
「説明」
「謝罪」などを伝える補助的な文を「補助ストラテジ
ー」と名付け、それぞれを詳しく解説しています。
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このように細かく分けて学ぶのには、理由があります。私たちがコミュニケー
ションを行うときには、意図する発話行為を成功させること（例えば、相手に依
頼を引き受けてもらうこと）と、相手の気持ちを損なわないようにすること（例
えば、相手が依頼を負担に感じて嫌だなと思わないようにすること）のバランス
をとりながら話しています。そして、そのやり方には、
「コアセンテンスの文法
や語彙を変更する方法」
（単文を複文にする、現在形を過去形にする、緩和表現
を加えるなど）と、「コアセンテンスの前後に様々な補助ストラテジーを追加す
る方法」の 2 種類があるのです。そこで本書では、この 2 種類のやり方を駆使
して社会的文脈に応じて意図の伝達と相手への配慮のバランスをとりながら上手
にコミュニケーションできるような応用力の習得を目指して、
「コアセンテンス
で使われる表現」のバリエーションと、よく使われる「補助ストラテジー」の組
み合わせのパターンを学習できるようにしました。
（注：本書の「コアセンテン
スで使われる表現」のグループ分け（直接的〜間接的）は絶対的なものではなく、
ネイティブでも判断に個人差があります。一つの目安としてお考えください。
）
◆ネイティブ・データからの結論
「ネイティブはこう話す」の最後に、50 人のネイティブのデータを分析した結
果から導かれた英語の言葉の使い方のルールや、多くのネイティブに受け入れら
れやすいコアセンテンスの表現と補助ストラテジーの組み合わせパターンをまと
めています。
「ネイティブはこう話す」の解説をじっくり読む時間がない方も、
ここで紹介されている表現や補助ストラテジーだけは覚えるようにしてください。
そうすれば、ネイティブとの会話でそれぞれの発話行為をする際に、
「不適切な
英語」
「失礼な英語」にならないための最低限の知識は身につけることができます。
◆アメリカ英語 vs. イギリス英語
各ユニットの最後に、アメリカ人とイギリス人（
「アメリカ英語母語話者」と
「イギリス英語母語話者」を簡略化して、本書ではこう呼びます）のデータを比
較してわかった両英語の違いを挙げてみました。あくまで 50 人のネイティブ・
データの中での「傾向」ですが、アメリカ英語とイギリス英語では、発音や語彙
だけでなく、言葉の使い方のルールについても違いがあるかもしれないというこ
とに気づいていただければと思います。
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ネイティブの属性
アンケートに回答してくれたネイティブは、総勢 50 人。属性は、以下の通り
です。
国籍：アメリカ 25 人、イギリス 25 人
性別：男性 29 人、女性 21 人
年齢：20 代 25 人、30 代 9 人、40 代 9 人、50 代 7 人

国籍

イギリス
50％

アメリカ
50％

性別

女性

男性

42％

58％

年齢
50 代
14％
40 代
18％

20 代
50％

30 代
18％
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内訳は、以下の通りです。
アメリカ人

20 代

30 代

40 代

50 代

合計

男性

9人

1人

4人

1人

15 人

女性

4人

2人

1人

3人

10 人

合計

13 人

3人

5人

4人

25 人

20 代

30 代

40 代

50 代

合計

男性

8人

2人

2人

2人

14 人

女性

4人

4人

2人

1人

11 人

合計

12 人

6人

4人

3人

25 人

イギリス人
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Part

1

理 論 編

「Part 1 理論編」
では、コミュニケーション能力の習得について、
少しだけ専門的なお話をしたいと思います。英語に限らず、何
かを効率よく習得するには、ただやみくもに勉強をしているだ
けではいけません。現在の自分の位置と目標地点を把握し、目
標に到達するために「何を」
「なぜ」
「どのように」学ぶかを常に意
識しながら学習を進めていくことが大切です。そのために役立
つ理論的な背景知識を学ぶことは、一見遠回りのようで、実は
断然近道なのです。「Part 1 理論編」
の内容をよく理解してから
「Part 2 実践編」
の各ユニットの学習を進めていけば、実践的な
英語のコミュニケーション能力をより効率的に身につけること
ができるはずです。

英語のコミュニケーションに必要な能力
下の写真は、ある英会話学校の車内広告です。ビジネスの場面で会社員が外国
人の訪問客に英語で対応しているところですが、彼女の英語が「部長の山本はま
もなく戻りますので、そこに座ってろ」と聞こえているかもしれないと指摘され
ています。

書籍では引用された図版が入ります

きっとこの女性は、Mr. Yamamoto will be back soon. Sit down there.（あるい
はもっときつく You sit there.）とでも言ったのでしょう。この広告では最後に「ち
ゃんとした英語を。仕事ですから。
」と締めくくられていますが、ここでいう「ち
ゃんとした英語」とは、発音や語彙、文法に間違いがない「正確な（accurate）」
英語という意味ではありません。なぜなら、Sit down there. は、語彙も文法も正
しい英文だからです。
「ちゃんとした英語」でない理由は、ほかにあります。そ
れは、ビジネスの場面で訪問客に対して使う表現として、Sit down there. は「適
（ちなみに、命令形だから不適切
切な（appropriate）」英語ではないことです。
というわけではありません。例えば、Have a seat please. は命令形ですが、この
場面では適切な表現です。
）
このように、コミュニケーションが成り立つためには、発音、語彙、文法の知
識を活用して Sit down there. という正しい文を正確な発音で言える能力のほかに、
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「いつ」
「どこで」
「誰に」
「何を」
「どのように」話すかについての知識を活用して、
ビジネスの場面で訪問客に席を勧めるときには、Sit down there. は適切ではない
と判断できる能力も必要です。前者は英語を「正確に」使うために必要な言葉の
4

「言語構造の知識」と呼ばれます）で、後者は英語を
形のルールに関する知識（
4

4

4

「適切に」使うために必要な言葉の使い方のルールに関する知識（
「言語運用の知
識」と呼ばれます）です。言語構造の知識と言語運用の知識は、言語能力という
「車の両輪」なので、どちらかに不足があれば真っすぐ進むことができず、コミ
ュニケーションは頓挫してしまいます。しかし、残念ながら、私たちが英語の授
業で学んできたことの大半は、言語構造（発音、語彙、文法）の知識です。その
ため、実践的な英語のコミュニケーション能力を身につけるためには、これまで
あまり学んでこなかった言語運用の知識を積極的に学習する必要があるわけです。
英語を話すときに「きれいな発音で話すこと」や「文法を間違えないこと」ばか
り気にしている方は、特にこの点を意識して学習することが大切です。
＜英語のコミュニケーションに必要な能力＞
①言語構造（発音、語彙、文法）の知識を活用して「正確に」話す能力
②言語運用（言葉の使い方）の知識を活用して「適切に」話す能力

適切に話すための知識
言語運用の知識は、2 種類の知識から成り立っています。一つは、「言語形式
と機能の関係の知識」です。この知識によって、私たちは言語を使って自分の意
図を伝えることができます。あなたは英語では依頼をするときに Can you ... ? と
いう表現が使えることを知っていますよね？ 言語形式（Can you ... ?）と機能（依
頼）の対応関係についての知識があるから、テーブルの端にある塩を取ってほし
いときに Can you pass me the salt? と言って意図を伝える（依頼をする）ことが
できるわけです。
（このように言葉を使って＜依頼＞などの意図を伝える行為は
「発話行為（speech act）
」と呼ばれます。
）
もう一つは、「言語形式と社会的文脈の関係の知識」です。この知識によって、
私たちは文脈（会話をしている状況や会話の相手）に照らして適切に話すことが
できます。例えば、あなたが学生だと仮定して、先生に奨学金のための推薦状を
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お願いするときに Can you write a recommendation letter? と言うでしょうか。
「失
礼になるからほかの表現を使う」と答えた方は、社会的文脈（目上の相手に対し
て負担を与える依頼をする状況）に照らして言語形式（Can you ... ?）が適切で
はないと判断できている、つまり言語形式と社会的文脈の関係の知識があると言
えます。一方、「Can you ... ? を使う」と答えた方は、依頼の意図を伝えるため
の言語形式と機能の関係の知識はあるけれども、適切に伝えるための言語形式と
社会的文脈の関係の知識は足りないということになるわけです。
このように、「Can you ... ? は依頼に使える」という知識（言語形式と機能の
関係の知識）と「Can you ... ? は目上の人に大きな負担をかけるときには使わな
いほうがよい」という知識（言語形式と社会的文脈の関係の知識）の両方を持っ
ていて、はじめて「社会的文脈（状況や相手との関係）に照らして適切に、自分
の意図を伝える」ことができるのです。
＜適切に話すための知識＞
①言語形式と機能の関係の知識
②言語形式と社会的文脈の関係の知識

相手を思いやる
「ポライトネス」
では、どうして私たちは社会的文脈（状況や相手との関係）に照らして適切に
話さなければいけないのでしょうか。この疑問に答えてくれるのが、「ポライト
ネス（politeness）」という概念です。ポライトネスとは、円滑な対人関係を構築・
維持するために相手に対する配慮を示す言語行動のことを言います。先ほどの推
薦状の依頼のケースであれば、学生（目下）から先生（目上）に対して負担が大
きい頼みごとをすることになるので、頼まれる先生の気持ちへの配慮を「言葉に
して」示さなければいけないということです。この規範に照らすと、直接的で押
しつけが強い Can you ... ? という表現では十分な配慮を示すことができないため、
不適切だと考えられるわけです。
言語や文化にかかわらず、社会的な生き物である私たち人間は、対人関係上の
願望（
「フェイス（face）
」と呼ばれます）を持っています。そして、この願望に
は２つの相反する側面があります。一つは、他人から承認されたい、自分の考え
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や行動を好ましく思われたいという連帯（solidarity）の願望であり、もう一つは、
自分の行動を他人に邪魔されたくない、他人の意見や考えを押しつけられたくな
いという独立（independence）の願望です。前者は「ポジティブ・フェイス
、後者は「ネガティブ・フェイス（negative face）
」と呼ばれて
（positive face）」
います。
私たちが自分の意図を人に伝えるときには、こうしたフェイスを侵害してしま
うことがあります。例えば、提案を断られたり、自分の意見に反対されたり、苦
情を言われたりした相手は、自分の意見や行動が好ましく思われなかったことで
ポジティブ・フェイスを侵害されたと感じます。また、依頼や助言をされた相手
は、自分の行動の自由を制限されることになるためネガティブ・フェイスを侵害
されたと感じます。そのため、こうした発話行為（意図の伝達）を行うときには、
社会的文脈（会話の状況や相手との関係）から自分の話す内容がどの程度相手の
フェイスを侵害するかを判断して、良好な対人関係を維持するために侵害を和ら
げるような言い方をしているわけです。
ポジティブ・フェイスを満たそうとする配慮を「ポジティブ・ポライトネス
（positive politeness）
」
、ネガティブ・フェイスを守ろうとする配慮を「ネガティ
ブ・ポライトネス（negative politeness）
」と言います。例えば、提案を断るとき
に「ご提案ありがとうございます。とてもいい案だとは思うのですが…」と言う
のはポジティブ・ポライトネス、依頼をするときに「お忙しいときに申し訳ない
のですが…」と言うのはネガティブ・ポライトネスの例です。また、相手のこと
をほめたりして、積極的にポジティブ・フェイスを満たすこともあります。
＜相手を思いやる「ポライトネス」
＞
①ポジティブ・ポライトネス：ポジティブ・フェイス（他人から承認された
い、自分の考えや行動を好ましく思われたいという連帯の願望）を満たそ
うとする配慮
②ネガティブ・ポライトネス：ネガティブ・フェイス（自分の行動を他人か
ら邪魔されたくない、他人の意見や考えを押しつけられたくないという独
立の願望）を守ろうとする配慮
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〈中 略〉

Part

2

実 践 編

「Part 2 実践編」では、12種類の発話行為のやり方を学びます。
どの発話行為も、日常生活やビジネスの場面で行う機会が多い
だけでなく、ポライトネスに気をつけて話さないと「不適切な
英語」
「失礼な英語」なってしまう可能性が高いものばかりです。
それぞれのユニットには、社会的文脈が異なる2つの場面が用
意されています。まずは、その場面で自分なら何と言うか考え
てみてください。その後で、ネイティブの実例を見ながら、英
語の適切な話し方のルールを学んでいきましょう。

Unit

1

Request » 依頼

依頼のルール
〈依頼〉は、話し手が聞き手に対して、話し手の利益になる行為をしてほしいと
伝える発話行為です。しかし、特定の行為を要求することは、聞き手（相手）の
行動の自由を妨げることになるので、聞き手のネガティブ・フェイスを脅かす可
能性があります。そのため、依頼をするときには、聞き手のネガティブ・フェイ
スを守るために、相手との関係や要求する行為の負担の重さに応じて、より丁寧
な表現を選ぶことが大切です。ポイントとなるのは、主に以下の要因です。

(a) 相手との関係 » 親しい↔知り合い↔知らない、目上↔同等↔目下
(b) 相手が依頼を引き受ける義務 » あり／なし
(c) 相手の負担 » 大きい↔小さい
例えば…
Δ

相手がよく知らない人や目上の人の場合
→親しい友人に頼むときと比べて、より丁寧な表現が好まれる傾向がある。

Δ

負担の大きいことを頼む場合
→より丁寧な言い方や遠慮がちな表現を用いて、押しつけを弱めたり配慮を示
したりする必要がある（たとえ親しい相手や目下の相手に対してであっても
配慮が必要）。

Δ

ほとんど負担のかからないことや、相手側に応じる義務がある内容の場合
→それほど遠慮がちな言い方や間接的すぎる言い方でなく、簡潔な言い方で

OK（相手が目上やよく知らない人であっても同様）。
では、実際の会話の場面を想像して、英語で依頼をしてみましょう。
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Situation

Unit 1

1

Request 依頼

Let’s try
次のような会話の場面で、あなたなら何と言いますか？ 自分が実際にその状
況にいることを想像して、考えてみてください。
あなたは貿易会社の課長です。昨日（月曜日）、部下の Tom Baker に金
曜日までに報告書を書くように指示しました。しかし、今日（火曜日）にな
って、明日（水曜日）の午後の部長との打ち合わせにその報告書が必要なこ
とがわかりました。Tom はほかの業務に追われていますが、あなたは明日
の朝までに報告書を提出するように依頼します。

You :

では、ネイティブはどうやって依頼をするのか、見てみましょう。あなた自身
のやり方と比べてみてください。
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ネイティブはこう話す
Situation 1 は、業務に関して課長が部下に対して行う依頼ですので、部下であ
る相手は基本的に断ることはできません。しかし、急な変更であることや締切りま
でに時間がないことから、相手に押しつける負担はかなり大きいと言えるでしょう。

(a) 相手との関係 » 知り合い（社内）、目下
(b) 相手が依頼を引き受ける義務 » あり
(c) 相手の負担 » 大きい
それでは、ネイティブの依頼の仕方を見てみましょう。Situation 1 のコアセン
テンスで使われた主な表現は、以下の通りです。一般に、間接度が高くなるほど、
より控えめで丁寧な言い方になります。

依頼のコアセンテンスで使われる表現
①直接的〜やや直接的な表現

I would like [need] you to ...
Please ＋ 命令形
Would you ... ?
Can [Could] you (please) ... ?
Would you be able to ... ?
Would you mind ...ing?
②やや間接的な表現

Do you think you can [could] ... ?
Is there [Would there be] any chance [way] you can [could] ... ?
③非常に間接的な表現

If you could ..., thatʼd be great.
I would appreciate it [be grateful] if you can [could] ...
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Unit 1

Request 依頼

次は、補助ストラテジーです。Situation 1 で使われた主な補助ストラテジーに
は、以下のようなものがありました。

依頼の補助ストラテジー
前置き：

Do you remember that report I asked you to write up by Friday?

説明：

Somethingʼs come up and Iʼm going to need that report for
tomorrow morning.

先回り：

I understand that youʼre busy.

負担の軽減： Letʼs see if we can get you some help and rearrange some of your

other deadlines.

感謝：

Thanks.

謝罪：

Iʼm sorry for the short notice.

では、ネイティブの実際の回答をいくつか具体的に見ていきましょう。

（1）イギリス 40 代女性

Tom, Iʼm really sorry but that report I asked you for by Friday, Iʼm going
to need it by Wednesday as I have a meeting with the department director
and I know sheʼll want to see it. I know you are really busy, but could you
y
gget it to me for then? Iʼm sorry for the short notice.
トム、ほんと申し訳ないんだけど、金曜日までにお願いしていた報告書、
水曜日までに必要になったの。部長との打ち合わせが入っちゃって、彼女、
報告書を見たがると思うのよね。あなたが忙しいのはわかってるけど、そ
れまでに提出してもらうことはできる？ 急な話でごめんなさい。
呼びかけ ＋ 謝罪 ＋ 説明 ＋ 先回り ＋ コアセンテンス ＋ 謝罪

(1) は、コアセンテンスで Could you ... ? という「①やや直接的な表現」を使
って依頼している例です。Situation 1 で最もよく使われたのは「①直接的〜やや
直接的な表現」で、約 4 割のネイティブが使っていました。中でも、Can you

(please) ... ?（12%）、Could you (please) ... ?（10%）がよく使われていました。
また、(1) では「謝罪」
、
「説明」
、
「先回り」の 3 種類の補助ストラテジーが使
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われています。「謝罪」は、相手のネガティブ・フェイスを侵害することを直接
詫びる補助ストラテジーで、40% のネイティブに使われていました（ほかの例：

Iʼm sorry this is so last minute.（ぎりぎりでごめんなさい））。「説明」は、依頼の
理由や状況を示す補助ストラテジーで、ほぼ全員（96%）の回答で使われていま
した。Situation 1 では「報告書が明日の部長との打ち合わせで必要になった」と
いう内容ですが（ほかの例：I just found out that I need that report by tomorrow

morning for a meeting with the director.（あの報告書、部長との打ち合わせのた
めに明日の朝までに必要なことがわかったんだ））
、こうした説明をせずにただ提
出を早めるように言うのは、たとえ部下に対する業務上の依頼であっても失礼に
なります。「先回り」は、相手が依頼を断る理由を先回りして言ってしまう補助
ストラテジーで、約 7 割のネイティブが使っていました。I know you are really

busy. と言うことによって、Tom が「今忙しいんです」と不満を言えないように
すると同時に、相手の状況も理解したうえでお願いしているのだということも示
せるわけです（ほかの例：I know you are swamped.（仕事で手一杯なのはわかっ
てるけど））。
このように様々な補助ストラテジーを組み合わせて相手への配慮を示すことに
よって、Could you ... ? という「①やや直接的な表現」による押しつけの強さを
緩和しています。

（2）アメリカ 40 代男性

Tom. You know that report youʼre supposed to do this week? It turns out
there is a meeting with the department director tomorrow, and it would be
really good to have it for that meeting. Is there anyy wayy yyou can gget it to
me byy then?
トム、今週書いてもらうことになっている報告書なんだけど。明日部長と
打ち合わせすることになったから、そのときにあるとすごく助かるんだ。
それまでに仕上げてもらうことはできるかな？
呼びかけ ＋ 前置き ＋ 説明 ＋ コアセンテンス

(2) は、コアセンテンスで Is there any way you can ... ? という「②やや間接的な
表現」を使っている例です。
「②やや間接的な表現」を使ったネイティブは 20% で、
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Unit 1

Request 依頼

その中では Is there any chance you can [could] ... ?（8%）と Do you think you can

[could] ... ?（8%）がよく使われていました。
（3）アメリカ 50 代女性

Hi Tom. Can I speak to you a moment? I know you are busy, but I just
found out that the report I needed by Friday has now been requested
tomorrow afternoon for a meeting with the department director. I
it if you
apologize for the short notice, but would reallyy appreciate
pp
y can get
g
that to me byy tomorrow morning.
g
ねえトム。ちょっといい？ 忙しいとは思うんだけど、金曜までに必要だ
った報告書、明日の午後の部長との打ち合わせで必要になっちゃったの。
急なお願いでごめんなさい。でも、明日の朝までにもらえるととても助か
るんだけど。
呼びかけ ＋ 前置き ＋ 先回り ＋ 説明 ＋ 謝罪 ＋ コアセンテンス

(3) も、多くの補助ストラテジーを駆使している例です。この例では、
「前置き」
をしてから、「先回り」
、
「説明」
、
「謝罪」を行い、最後に依頼をしています。「前
置き」は本題に入る前に相手に心の準備をしてもらう補助ストラテジーで、24%
のネイティブが使っていました。また、(3) ではコアセンテンスにも I would

really appreciate it if you can ... という「③非常に間接的な表現」を使っていて、
とても丁寧な依頼になっています。
「③非常に間接的な表現」を使ったネイテイ
ィブは 14% で、ほとんどが I would appreciate it if you can [could] ... でした。

（4）アメリカ 20 代女性

Tom, Iʼm sorry to drop this on you with all you have going on, but I just
found out that I need that report by tomorrow morning for a meeting
with the director. Thanks for your help.
トム、いろいろな仕事を抱えているときにお願いすることになって悪いん
だけど、あの報告書、部長との打ち合わせのために、明日の朝までに必要
になっちゃったの。協力してもらえると助かるんだけど。
呼びかけ ＋ 謝罪 ＋ 説明 ＋ 感謝
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