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 はじめに
前号に引き続き，「日本語のゆれに関する調

査」の報告をおこなう。本稿では，「配慮表現」
にかかわる設問群を取り上げる。「配慮表現」
とは，「対人的コミュニケーションにおいて，相
手との対人関係をなるべく良好に保つことに配
慮して用いられる言語表現」（山岡政紀（2010）
p.143）である。ここでは，ある表現について

「感じがいいか・感じが悪いか」という観点か
らの回答を求めた調査の結果をもとに，配慮
のある表現・ない表現だと思われている言い方
の実例と評価を，具体的に見てゆく。

“この論文，わりにいいかもしれませんね”
～ 2016年「日本語のゆれに関する調査」から② 配慮表現～

メディア研究部  塩田雄大

「日本語のゆれに関する調査」のうち，「配慮表現」についての報告をおこなう。調査結果から，次のような
ことを指摘する。

▼全体の半数以上の人が「感じが悪い」と指摘したもの
【きちんと肯定していない例】「悪くないんですよ」「悪くないですね」「いいかもしれませんね」
【逆接での言いさし】「はい，そうですが」
【相手の願望・欲求を直接的に尋ねている例】「どこに行くつもりですか」
【直接的な依頼表現の例】「トイレはきれいにお使いください」
【相手を褒めるのに，無条件での賞賛をしていない例】

「〔割に／比較的／けっこう〕お上手ですね」「〔案外／意外と／意外に〕お上手ですね」

▼男性のほうが女性よりも「感じが悪い」の回答が多いもの
「いいかもしれませんね」「行けますか？」

▼女性のほうが男性よりも「感じが悪い」の回答が多いもの
「どこに行くつもりですか」「すごくよかったですね」「わざわざお越しくださり，ありがとうございます」
「〔比較的／なかなか／相当〕お上手ですね」

▼その他，複数の項目に「年層差」「学歴差」「地域差」が見られた。

 1. いくつかの表現をめぐる先行研究
本稿で取り上げる設問群の一部について，

先行研究での関連記述を，いくつか示す。

A　「つもり（だ）」
山田あき子（1993）では，日本語教育の立

場から，次の会話における「A2」の発話は「受
容的」とは言いがたく，「つもり」を使わずに「C
さんも国へ帰りますか」とすれば問題ないとさ
れている。
 A1 夏休みに国へ帰りますか。
 B1 はい，帰るつもりです。
 A2 Cさんも国へ帰るつもりですか。
 C …
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一方，次のような会話での「A2」における「つ
もり」の使用は，「受容的」であると判定している。

 A1 荷物を片付けてどうするんですか。
 B1 …
 A2 ここから出て行くつもりですか。
 B2 ええ，そのつもりです。

本稿の筆者（塩田）は，後者の例での「A2」
のような発話について，確かに現実によく使わ
れていることに同意はするものの，やや非難・
詰問めいたニュアンスが伴っているように感じ
る。「受容的」な文かもしれないが言い方がき
つい，という印象を覚えるのである。

守屋三千代（2003.10）では，「…聞き手に意
志を尋ねる場合も，「国に帰ったら，何をする
つもりですか」などと聞き手の本意をあらわにさ
せるような尋ね方ではなく，「国に帰ったら，ど
んなことがしたいですか／どんなことをなさるご
計画／ご予定ですか」などと，やはり希望の表
現や計画・予定の表現にかえて，聞き手の意志
をあらわにさせない配慮が必要です」と指摘さ
れている。このように，「「つもり」を用いて相手 
の意向を質問することは私的領域侵犯になる可
能性が高くなる」（守屋三千代（2003.3））のであ
る1）。あわせて守屋三千代（2003.10）では，日
本語「つもり」に相当する中国語「打算」は「個
人の確定的な意志・意図」ではなく「心づもり・
予定・希望」を表すものであるため，中国人日
本語学習者が直訳的に「これからどこに行く 
つもりですか」「映画は何を見るつもりですか」

「夕食はどこでするつもりですか」などのように
言うことがあるが，これらは中国語では特に配慮 
に欠けた表現ではないことが紹介されている2）。

B　「～かも（しれない）」
ワンプラディット（2008）では次のような例を

示し，「かも」を用いる効果の一つとして，強い

主張を避けることで対話がより和むということ
を説明している。

（文脈：Aは花柄シャツに縞
しましま

ス々カートを試着した）
A：この組み合わせどう？
B：変かも。

ここでは，評価を求めてきたAに対して，「変
だ」とはっきり返答するのが避けられている。
このように「かも」を用いることで，話し手Bが
ほんとうに思っていること・評価したこと〔＝そ
の組み合わせは変だ〕を，断定せずに伝える
ことができるのである。

この「変かも」のように，よくない（と思って
いる）ことを「かも（しれない）」を用いてやんわ
り伝えるのは，一定の配慮につながるものだろ
う。しかし，この「かも」の配慮的機能のみを
取り出して，よい意味を表したい場合に「いい
かもしれませんね」と言ったり，また明らかに
自分のものだとわかっているのに「その傘，わ
たしのかもしれません」などのように言ったりす
ることについては，人によって感じ方がさまざ
まであろう3）。

C　「いつもトイレをきれいにお使いくださり，
ありがとうございます」

梶原しげる（2012）は，「トイレの「いつも～
ありがとうございます」には，巧妙に意図され
た企みがある。すなわち「トイレを汚すな」とい
うメッセージをオブラートに包み込み「感謝」と
いう形で「お願い」あるいは「命令，指示」して
いるわけである。言葉巧みに大衆をコントロー
ルしようとの策略に乗せられているというのに
この寛容さは何だろう」と厳しく批判している。
こうした表現に関して山岡政紀（2004）では，
客を相手とするコンビニエンスストアやファミ
リーレストランなどのトイレの張り紙として「い
つもきれいにお使い頂き，ありがとうございま
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す」のような表現を目にすることがあるが，こ
れは「《謝意表明》に見せかけた《依頼》，また
は純粋な《謝意表明》」であり，「依頼行為を避
け，相手との協調性を維持しようとする配慮」
をねらったものであると分析されている。たと
えば「きれいにお使いください」のような依頼表
現は，なんらかの形で相手に（心理的）負担を
かけることを前提として成立するものであり，こ
うしたことを避けるために「《謝意表明》に見せ
かけた《依頼》」の形式が採用されるのではな
いかと考えられる。

Ｄ　「行きますか」「行けますか」
山岡政紀（2004）では，「懇親会に行きます

か」と尋ねられたときの答え方として「行きませ
ん」は不自然（「行けないんです」であれば自然）
であり，「行けないんです」は《断り》の責任を
状況に転嫁することで，相手との協調性に配慮
したものであると説明されている。

また牧原功（2012）では，次のように「行きま
せん」と答えるのは不自然だと指摘されている。

A： 来週，留学生でスキーに行こうってことになっ
たんですが，〔行きますか／行けますか〕？

B： ?? ごめんなさい，行きません。
 ごめんなさい，行けません。

答え方としては可能形〔＝「行けません」〕を
用いることで，自分のほんとうの意思は表明し
ないまま「状況が許さない」という形式をとるこ
とができるようになる。

これらは「答えるとき」の「行きません・行
けません」の問題である。一方，「尋ねるとき」
に「行けますか」と可能形を用いることについて
は，「ほんとうの意思はことばで表明しなくても
いいよ，もし行かない（行きたくない）場合に
は状況のせいにしてもかまわないよ」というメッ
セージ〔＝答えやすい場を用意してあげるとい

う，相手に対する配慮〕を伝えようとする試み
であるとも考えられるのではないだろうか。

Ｅ　「ついでに寄った」
山岡政紀（2004）では，「近くに来たからつい

でによってみたけど，なんだ元気そうじゃない。」
という発話を掲げ，ここに「与益にかかった自
分の負担が小さいことを述べ，相手に気を遣わ
せまいとする配慮」が見られると指摘している。

「与益」〔＝ここでは「見舞いに来たこと」〕は相
手のためにおこなうものだが，一方で相手に気
を遣わせてしまうこともある。そのため，その
与益にかかった自分の負担は小さいと述べるこ
とで，相手の気遣いを極力抑えようと試みてい
るのである。
「チケットが1枚あまっているから，一緒にど

うですか」などの発話も，わざわざ買ったもの
ではないと示すことで相手に気を遣わせないよ
うにしているものと考えられる。

Ｆ　「結婚することになりました」
「結婚することになりました」は非意志的表

現，「結婚することにしました」は意志的表現
である。実際には意志を伴っておこなわれる
行為なのに，非意志的表現を用いて表現され
ることが，日本語ではしばしばある。たとえば
塩田雄大（2012）での調査結果（調査有効数
1,338人）では，電車のアナウンスとしては自動
詞「閉まる」を用いた非意志的表現「ドアが閉
まります」のほうが，他動詞「閉める」を用いた
意志的表現「ドアを閉めます」よりも，圧倒的
に好まれていることが明らかになっている。

A夫人 ：ご結婚されるとか…
B男 ：①ええ，決まりました。

 ②ええ，決めました。

また，守屋三千代（2003.10）では上記のよう
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な例を掲げ，①のほうは「意志が明確ではない
ので，なにやら他

ひ と

人事
ごと

みたいで，無責任な印
象も与えかねませんが，その分，表現が穏やか
で，しかも本人同士はもとより両家とも合意し，
まずは無事に話が進んでいるという印象を与え
ます」と記している。一方②については「明確
な意志表明ですから，自己責任を負うという合
意も十分表現されているといえるでしょう。しか
し，それだけにB男の意志が前面に押し出さ
れてくるような印象があることは否定できません
し，聞き手によってはあまりの熱烈さにたじろ
いでしまうことでしょう」と記している。

Ｇ　「このあいだは，ありがとう」
相手から恩恵を受けたことに関して，後日あ

らためて感謝のことばを述べることが習慣化し
ているかどうかは文化圏によって異なるが，日
本語社会ではこの「後日の再感謝」（市原明日
香（2017））が常識的なものとして位置づけられ
ている。たとえば塩田雄大（2012）での調査
結果では，だれかに会ったときに「このあいだ
はありがとう」「先日はお世話になりました」な
どのお礼を言うことは「必要なことだと思う」と
いう回答の占める割合が，全体の79％と圧倒
的であった。

Ｈ　「なかなかお上手ですね」などの言い方
守屋三千代（2003.3）では，中国で出版され

た日本語教科書に「このおすしはなかなかいい
味がしますね。」という文があることを指摘し，
褒める場合には基本的に最大限に表現するべ
きで，このような「なかなか」は最大限の賛辞
とはなりえない点で問題であると記している。

こうしたことに関して小川誉子美・前田直子
（2003）には，次のような指摘がある。

 2. 全体の概況
今回の調査の単純集計表は，前号（滝島雅

子・山下洋子（2017））に掲載されている。ここ
では調査の結果を再整理し，全体として「どん
な表現が“感じが悪い”と思われているのか」
ということを中心に見てみる。

今回の調査のうち，ここで分析・報告するの
は「Q4 ～ Q23」についてである。まず，〈提示
した選択肢のパターン〉別にまとめてみる。選
択肢を6つ提示したもの（同趣旨の2文を比較
させたもの）を表1，選択肢4つのものを表2a, 
b，選択肢 2つのものを表3，そして10の選択
肢からの複数回答のものを表4として掲げた。
なお，調査時に示した選択肢の中からは回答
者がどうしても選べない場合，「その他」「わか
らない」などで処理したものもわずかにあるが，
それらの回答についてはここでは数値を示して
いない。そのため，ここで掲げた各設問での
数値のすべての合計が，100%に満たないこと
もある。

2.1 「ここのカレー，悪くないんですよ」
（なんだ，そこそこの店に連れてきたのか…）

選択肢を6つ提示した設問群を表1として整

程度を表す副詞のうち，次のものは，相対的に
よい，あるいは予想よりはよいという表現であ
るため，絶対的な高い評価とは言えない。使う
相手によっては注意が必要である。

例： だいぶ，割に，幾
いくぶん

分，比較的，相当，
 かなり （相対的によい）
例： なかなか，結構，案外 （予想よりはよい）

〔p.73〕
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ア．
（1）のほうが感
じ が い い（（2）
は感じが悪い）

イ．
（2）のほうが感
じ が い い（（1）
は感じが悪い） オ．

両方とも問題な
いし，どちらも
同じくらい感じ
がいい

カ．
両方とも感じが
悪い

ウ．
両方とも問題な
いが，どちらか
といえば（1）の
ほうがより感じ
がいい

エ．
両方とも問題な
いが，どちらか
といえば（2）の
ほうがより感じ
がいい

Q6

A さんと B さんは，会社の同僚です。一緒にお昼を食べに行って，A さんが…
（1）「ここのカレー，おいしいんですよ。」
（2）「ここのカレー，悪くないんですよ。」L

［感じが悪い〔＝ア＋カ〕 73％］

73 ＞ 3 
5 0 

17 ＞ 3 

Q7

A さんと B さんは，会社の同僚です。A さんが紹介した店で食べて，B さんが…
（1）「うん，ここのカレー，おいしいですね。」
（2）「うん，ここのカレー，悪くないですね。」L

［感じが悪い 69％］

69 ＞ 4 
4 0 

18 ＞ 3 

Q11

（電話で）
あなた：山田さんのお宅ですか。
相　手：（1）「はい，そうです。」
　　　　（2）「はい，そうですが。」L

［感じが悪い 60％］

60 ＞ 9 
7 0 

19 ＞ 5 

Q13
（変換後）

（1）「夏休みは，どこに行く予定ですか。」
（2）「夏休みは，どこに行くつもりですか。」L

［感じが悪い 58％］
※調査実施時に示した選択肢の順序を，逆転させて示したもの

58 ＞ 5 
9 0 

23 ＞ 4 

Q13
（調査結果）

（1）「夏休みは，どこに行くつもりですか。」L
（2）「夏休みは，どこに行く予定ですか。」

※調査実施時の提示順

5 ＜ 58 
9 0 

4 ＜ 23 

Q4

A さんと B さんは，会社の同僚です。会議で，A さんの発言に対して，B さんが…
（1）「そのアイデア，いいですね。」
（2）「そのアイデア，いいかもしれませんね。」L

［感じが悪い 51％］

51 ＞ 15 
6 0 

21 ＞ 7 

Q10
（変換後）

トイレに掲示された張り紙としてお考えください。
（1）「いつもトイレをきれいにお使いくださり，ありがとうございます」
（2）「トイレはきれいにお使いください」L

［感じが悪い 50％］
※調査実施時に示した選択肢の順序を，逆転させて示したもの

50 ＞ 13 
7 0 

25 ＞ 6 

Q10
（調査結果）

トイレに掲示された張り紙としてお考えください。
（1）「トイレはきれいにお使いください」L
（2）「いつもトイレをきれいにお使いくださり，ありがとうございます」

※調査実施時の提示順

13 ＜ 50 
7 0 

6 ＜ 25 

Q5

A さんと B さんは，会社の同僚です。A さんが，傘立てからまちがって B さんの傘
を取ろうとしたときに，B さんが…

（1）「あ，その傘，わたしのです。」
（2）「あ，その傘，わたしのかもしれません。」L

［感じが悪い 45％］

45 ＞ 21 
5 0 

15 ＞ 13 

Q8

仕事で外出中の「B さん」が，上司に出したメール文としてお考えください。
（1）「申し訳ございませんが，ミーティングには遅刻してしまうかもしれません。」
（2）「ミーティングには遅刻してしまうかもしれません。申し訳ございません。」L

［感じが悪い 37％］

36 ＞ 27 
7 1 

17 ＞ 10 

Q12
（1）「みんなでお昼に行くんですが，行きますか？」
（2）「みんなでお昼に行くんですが，行けますか？」L

［感じが悪い 36％］

35 ＞ 27 
8 1 

14 ＝ 14 

Q9

仕事で外出中の「B さん」が，上司に出したメール文としてお考えください。
（1）「お手数をおかけしますが，印鑑を押しておいていただけますでしょうか。」
（2）「お手数をおかけしますが，印鑑を押しておいていただけませんでしょうか。」L

［感じが悪い 34％］

33 ＞ 28 
10 1 

15 ＞ 12 

（Lは，「感じが悪い」の多かったもの）

表１　選択肢 6 つのもの（Q4 ～ Q13）

（網かけは，6 つの選択肢の中でいちばん数値の大きいもの）

（％）
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理するのにあたり，調査時に提示した2文のう
ちいずれか1文に関する「感じが悪い」〔＝ア＋
カ〕の割合の大きい順（降順）に配列した。具
体的には，Q10とQ13については，調査時に
はそれぞれ「トイレはきれいにお使いください」

「夏休みは，どこに行くつもりですか」のほうを
先に提示したが，こちらはいずれも「感じが悪
い」と判定された割合が結果として高かったた
め，表1では「変換後」として順序を調整した
ものも掲げた。

それぞれ，「アとイ」「ウとエ」の数値のどち
らが多いのかを，不等号で示した。全体とし
て言えることの一つに，「ア＞イ」であれば必ず

「ウ＞エ」であることが指摘できる（例外はQ12
のみ）。また，（不等号で示してはいないが）「ア
とウ」「イとエ」の数値の関係を見てみると，い
ずれも「ア」「イ」のほうが大きい。つまり，この
設問群では，排他的な回答選択肢〔＝どちら
かの1文を「感じが悪い」とするもの〕である

「アとイ」の結果を考えることで，全体の傾向を
ある程度見ることができそうである。

おおむね，次のようにまとめることができる。
ここで示した「感じが悪い」の数値は，「ア」と

「カ」を足し合わせたものである。

まず，「いいものは，いい」というストレート
な言い方とは反対の例〔＝きちんと肯定してい
ない例〕は，「感じが悪い」と受け止められて
いる割合が大きいことがうかがえる。上掲の
Q6「悪くないんですよ」，Q7「悪くないですね」，
Q4「いいかもしれませんね」が，この「きちん
と肯定していない例」に該当する。Q5 「わたし
のかもしれません」もこれに当たるが，Q6・7・
4のように「褒める」ような場面ではなく，相手
の誤った行動をやんわりと（「私のです」のよう
にはっきりとは言わない形で）伝える場合に用
いられるものであるためか，「感じが悪い」の割
合はそれほど大きくはなっていない。

またQ11 「はい，そうですが」のような「逆接
での言いさしの例」は，この発話の後に「で，
なにか？」といったような軽い悪意を感じてしま
う人もいるだろう。

Q13 「どこに行くつもりですか」は，「相手
の願望・欲求を直接的に尋ねている例」だか
ら「感じが悪い」の割合が高くなっていると推
定することができる。たとえば，「私は夏休み

▼「感じが悪い」として指摘されている数値が，
50％を超えているもの

Q6 「ここのカレー，悪くないんですよ。」
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥73％
Q7 「うん，ここのカレー，悪くないですね。」
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥69％
Q11 「はい，そうですが。」 ‥‥‥‥‥‥60％
Q13 「夏休みは，どこに行くつもりですか。」
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥58％
Q4 「そのアイデア，いいかもしれませんね。」
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥51％

Q10 「トイレはきれいにお使いください」
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50％

▼「感じが悪い」として比較的多く指摘されて
いるが，数値は50％には満たないもの

Q5 「あ，その傘，わたしのかもしれません。」
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥45％
Q8 「ミーティングには遅刻してしまうかも

しれません。申し訳ございません。」
   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37％
Q12 「みんなでお昼に行くんですが，行けま
 すか？」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36％
Q9 「お手数をおかけしますが，印鑑を押し
 ておいていただけませんでしょうか。」
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34％
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に沖縄に行くつもりです」や「私も打ち合わせ
に参加したい」という発話は，ふつうは問題に
ならない。自分〔＝「私」〕の心中にある願望・
欲求を，自主的に相手に公表することは，別
に差し支えないのである。ところが日本語社会
においては，「夏休みに沖縄に行くつもりです
か」「打ち合わせに参加したいですか」のよう
に，相手（特に目上の人）の心中にある願望・
欲求を直接的に尋ねるのは，失礼だとする習
慣が強い。もしこのような言い方をしてしまう
と，「沖縄に行こうと思っていること」「打ち合
わせに参加しようと思っていること」が，あた
かも「悪いこと」「やってはいけないこと」として
とがめられているような印象が生まれてしまう。
そのため，相手の心中に入り込まない客観的
な形で「夏休みに沖縄に行く予定ですか」「打
ち合わせに参加しますか（or参加できますか）」
といったような言い方が好まれるのである。

Q10 「トイレはきれいにお使いください」につ
いては，調査実施前には，近年よく用いられ
るようになってきている「いつもトイレをきれい
にお使いくださり，ありがとうございます」とい
う言い方〔＝前もっての感謝表現による実質的
な命令の例〕のほうが，「感じが悪い」という評
価が高くなるのではないかと予想していた。し
かしこの推定は，外れた。この新興の表現は，
プラスのイメージを伴って，急速に広まりつつ
あるようである。直接的な依頼表現である「ト
イレはきれいにお使いください」は，現代では
相対的に感じが悪い表現であるという位置づ
けになっている。

2.2 「部長，ご覧になりましたでしょうか」
（君の企画書を見てやるのに，なんかひっかかるな）

Q14とQ15は，選択肢を4つ示したもので
ある（表2a）。「感じが悪い」〔＝イ＋エ〕の割

ア．
自分でもこのように言うこと
がありそうだし，この言い
方は別に問題ない

イ．
自分でもこのように言うこと
がありそうだが，この言い
方は感じが悪い

ウ．
自分ではこのように言うこと
はなさそうだが，この言い
方は別に問題ない

エ．
自分ではこのように言うこと
はなさそうだし，この言い
方は感じが悪い

Ｑ 15

「部長」は，「Bさん」の上司だとしてお考えください。
（Bさん）「部長，先日企画書を書いてお机に置いておきましたが，ご覧になりまし
たでしょうか。」

　［感じが悪い 〔＝イ＋エ〕 47％］

34 17 

15 30 

Ｑ 14

知り合いの A さんの家に行ったときの会話としてお考えください。
（A さん）「お飲みものは，コーヒーでいいですか。」
（Bさん）「はい，コーヒーでいいです。」

［感じが悪い 32％］

51 19 

15 13 

ア．
「すみません」な
ど，一声かけて
から買いたい本
を取る

イ．
なにも言わずに，
手を伸ばして買
いたい本を取る

ウ．
その人が移動す
るのを，待つ

エ．
本 を買うの を，
やめる

Ｑ 22
本屋さんで，買いたいと思っている本の置いてあるところの前
に，立ち読みをしている人がいたとします。あなただったら，
どうしますか。

76 9 10 2 

表 2a　選択肢 4 つのもの（Q14・Q15）

表 2b　選択肢 4 つのもの（Q22）

（％）

（％）
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合の大きいQ15を先に掲げた。
前節（2.1）と異なり，こちらは「代替文」と

でも呼ぶべきものを示さずに，1文で「感じが
いいかどうか」を尋ねている。あえて「代替文」
を掲げるとするならば，それぞれ，Q15「ご覧
いただけたでしょうか」，Q14「はい，コーヒー
をお願いします」とでもなるだろうか。おそら
く，これらの「代替文」を示した上で，比較と
して尋ねた場合には，「ご覧になりましたでしょ
うか」「コーヒーでいいです」の「感じが悪い」
の割合は，もっと大きくなるものと予想される。
2つの文が明示的に与えられた場合には，一方
を「正・美・感じがいい」と感じ，その結果と
してもう一方を「誤・醜・感じが悪い」と判断す
るのは，言語感覚として必ずしもおかしなもの
ではない。こうした質問形式上の違いがあるた
め，2.1と2.2の結果は，同一条件のものとし
ては比較できないことに注意しておく必要があ
る。

相手（特に目上の人）が「見る」ことによって
話者に利益がもたらされる場合には，「ご覧い
ただけたでしょうか」のように受益文の形にす
るのが望ましいとされているであろう。今回の
Q15「ご覧になりましたでしょうか」では，単一
の選択肢として最も多い回答は「ア. 自分でも
このように言うことがありそうだし，この言い
方は別に問題ない」（34％）であった。しかし，

「問題ない」〔＝ア＋ウ〕と「感じが悪い」〔＝イ＋
エ〕を算出してみると，「問題ない」が49%であ
るのに対して，「感じが悪い」は47％と，両者
はほぼ同率である。代替文を提示せずに1文
のみを提示した形式でも「感じが悪い」と感じ
る人が半数いたわけだが，もし2文を提示して
比較させたとすると，「ご覧になりましたでしょ
うか」に対する「感じが悪い」の回答率はさら

に大きくなるだろう。
Q14「コーヒーでいいです」については，た

とえば喫茶店などでどうしても紅茶が飲みたい
のに紅茶がなくなってしまっている場面などで
は，「では，コーヒーでいいです」と言うことも
許容されるであろう。「でいいです」を用いるこ
とで，何らかの「不満」や「（要求水準に達して
いないことに対する）あきらめ」をにじませてし
まうことになるのである。しかし今回の調査で
示したような条件下では，「はい，コーヒーで
いいです」に対する「感じが悪い」は，32%と
さほど大きな割合にはならなかった。

またQ22も選択肢を4つ示したものではある
が，上記の2問とは異なる形式のものである（表

2b）。これについては，このような場面では「一
声かける」という言語行動を伴う人が4分の3
程度となった。その一方で，これ以外の行動，
つまり「無言」を通すという人〔＝イ＋ウ＋エ〕
が4分の1程度いるような現状になっている。

2.3 「近くまで来たから，ついでに寄った
んですよ」

（あそう，あたしは「ついで」扱いなのね）

Q16 ～ Q21は，「感じがいい／感じが悪い」
という形で選択肢を2つ示したものである（表

3）。この設問群で掲げた文は，いずれも同趣
旨の「代替文」を作ることが難しく，仮に作っ
たとしても意味自体が少々変わってしまうか，
あるいはそのような言語行動をとることがそも
そも適切なのかどうかという問題をはらんだも
のであるため，このような選択肢の形式を採用
したものである。

まず，Q18「近くまで来たから，ついでに寄っ
たんですよ」については，「ついでに」というこ
とばを使うことで，相手に対して「重い心的負
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担」を感じさせないようにしようという意図を
持って発せられるものと考えられる。Q19「1枚
あまっているから，一緒にどうですか」も同様
の意図〔＝相手に「重い心的負担」を感じさせ
ないようにする〕に基づくものである。しかし
調査結果では，「感じがいい」という回答は多
いものの必ずしも絶対的多数ではない（Q18で
50％，Q19で59％）。相手に対する「気持ち」
が足りない，つまり「ほんとうにあなたに会い
たくて来た」「ぜひあなたと一緒に行きたくてチ
ケットを入手した」という気持ち・真剣さが前
面に出てきていないために，「感じが悪い」と
思う人も一定数存在する（Q18で45％，Q19で
38％）。相手に「重い負担」をかけまいとする
もともとの気配りが，意図に反して，マイナスの
方向にはたらいてしまう余地が小さくないので
ある。

Q16「部長のスピーチ，すごくよかったです
ね」にも，感じの悪さを覚える人が相当いる

（41%）。これは，日本語社会ではそもそも，「目
下が目上の『評価』をしてはならない」という
大前提があることに起因する。目上に対して，
マイナスの評価をおおっぴらにしてはいけない
のはもちろん，プラスの評価，つまり「褒める」
という行為も，軽々しくおこなってはならない
のである。相手の「評価」を下すという行為
は，「それなりのレベル」の人間にのみ許されて
いるものだという考えが，社会の根本にあると
言えるだろう。

Q20「わざわざ」には，文脈によっては「そん
なことしなくてもいいのに，わざわざ（余計な
ことをして）」というような嫌味なニュアンスが
生まれてしまうこともある。しかし今回示したよ
うな場面では，「感じが悪い」という答えはさほ
ど多くはなかった（13%）。

日本語を母語としない日本語学習者の中に，
「自分たちの意志で結婚を決めたのに“なりま
した”と言うのはおかしい」と考える人がしば

表 3　選択肢 2 つのもの（Q16 ～ Q21）

Q18 「Aさん」の家を訪問した「Bさん」のことばとして，お考えください。
（Bさん）「近くまで来たから，ついでに寄ったんですよ。」

［感じが悪い  45％］

ア．相手に気を遣わせない配慮が
あって，感じがいい

イ．「会いに来たかった」という気
持ちが薄くて，感じが悪い

50 45 
Q16 「部長」は，「Bさん」の上司だとしてお考えください。

（Bさんが部長に対して）「さきほどの部長のスピーチ，すごくよかっ
たですね。」

［感じが悪い  41％］

ア．自分の気持ちを素直に言い表し
ていて，感じがいい

イ．えらそうな態度で，感じが悪い

55 41 
Q19 （Bさん）「Aさん，コンサートのチケットが 1 枚あまっているから，

一緒にどうですか。」
［感じが悪い  38％］

ア．相手に気を遣わせない配慮が
あって，感じがいい

イ．「一緒に行きたい」という気持
ちが薄くて，感じが悪い

59 38 
Q20 （Bさん）「本日は，わざわざお越しくださり，ありがとうござい

ます。」
［感じが悪い 13％］

ア．丁寧な印象があって，感じがい
い

イ．迷惑そうな印象があって，感じ
が悪い

83 13 
Q17 自分たちが結婚することを知らせる手紙での文としてお考えくだ

さい。
（Bさん）「私たちこのたび，結婚することになりました。」

［感じが悪い  11％］

ア．謙虚な気持ちがあって，感じが
いい

イ．自分たちで決めたことなのに，な
りゆきでそうなったかのような
言い方をしていて，感じが悪い

84 11 
Q21 「Aさん」と「Bさん」は，仲のいい友人どうしです。先日一緒に

食事をしたときに，「Bさん」は「Aさん」におごってもらい，そ
の場でお礼を言いました。何日かたってまた会ったときに，「Bさん」
の発言として…

（Bさん）「このあいだは，ありがとう。」
［感じが悪い  6％］

ア．「親しき仲にも礼儀あり」で，
感じがいい

イ．その場で一度お礼を言ったのに，
別の日にまたお礼を言うのはし
つこくて，感じが悪い

92 6 

（％）
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しばいる。しかし今回の調査では，Q17「結
婚することになりました」に対して「感じが悪
い」と答えた人は少なかった（11%）。謙虚な言
い回しとして確立した表現であると言える。

Q21「このあいだは，ありがとう」では，「感
じが悪い」という回答はほとんどない（6%）。
これは，日本以外の文化圏には，すでに終わっ
たことに対して後日に再度感謝するという行為
は水臭いととらえるところもあるため，今回取
り上げたものである。その結果，日本語社会
ではこの「後日の再感謝」はかなり肯定的に受
け止められていることがはっきりとわかった。
むしろ，この「後日の再感謝」をしないほうが

「失礼」であると感じられることが多いであろ
う。

2.4 「割にお上手ですね」
（あなたほど上手じゃなくてすみませんでしたね）

Q23「～お上手ですね」は，目上の人に対す
る言い方として感じが悪いと思うものを，いくつ
でも選ぶ「複数回答（Multiple Answers）」形
式のものである（表4）。
「割に（79％）」・「比較的（73％）」・「けっこう

（51％）」は，「お上手ですね」と褒めてはいるも
のの，それが「完璧なレベル」ではなく「どちら
かと言えば」といったような限定を示してしまっ
ており，それが感じの悪さにつながっている。
「案外（74％）」・「意外と（68％）」・「意外に

（66％）」は，こちらも「お上手ですね」と述べ
てはいるものの，「当初の自分の予想に反して」
というようなことを表明してしまっており，つま
り「もともと，あなたが上手だとは思っていな
かった」ということを聞き手に悟らせることに
つながっている。これが「感じの悪さ」の原
因である。

 3. 属性による違い
まず，男女別・年層別（18−29歳，30−49

歳，50歳以上）・学歴別（中学卒・高校卒・大
学卒）に，表にまとめた。前章と同じく，調査
時に提示した選択肢の形式別に作成した。

質問文は，ここでは適宜省略して記した。
また表中では，男女別・年層別・学歴別での
ある回答比率が，全体での当該比率に比べて
有意（信頼度95％以上）に大きいもの（太字お
よび濃い網かけ）と，有意に小さいもの（下線）
を，明示した。有意差の判定にあたっては，
本稿では「一部従属なパーセントの差の検定」

（杉山明子（1984）p.176）を用いた。

表 4　複数回答のもの（Q23）

Q23 目上の人に対する言い方として感じが悪いと思うもの
（M.A.）

「割にお上手ですね。」 79 
「案外お上手ですね。」 74 
「比較的お上手ですね。」 73 
「意外とお上手ですね。」 68 
「意外にお上手ですね。」 66 
「けっこうお上手ですね。」 51 
「なかなかお上手ですね。」 44 
「相当お上手ですね。」 33 
「かなりお上手ですね。」 32 
「すごくお上手ですね。」 16 

表5： 表1での「感じが悪い」の数値
〔＝ア＋カ〕

表6： 表2aでの「感じが悪い」の数値
〔＝イ＋エ〕

表7： 表3での「感じが悪い」の数値
〔＝イ〕

表8： 表4で「感じが悪い」として取り上げら
  れている選択肢のそれぞれの数値

（％）
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3.1 「どこに行くつもりですか」
（ずいぶん失礼ね）～男女別～

表5 ～ 8から，次のようなことが言える。

Q4での「感じが悪い」は，男性55％：女性
47％である。全般的に男性は，「～かもしれま
せんね」というような形の婉曲的な言い回しを，
女性にくらべると好まないことが予想される。
有意な水準ではないものの，Q5「…わたしの
かもしれません」においても「感じが悪い」の数
値に関して男性のほうが女性よりも大きいのは，

こうしたことによるのかもしれない。
また，行ける状況にあるかどうかを質問す

ることで間接的に相手の意向を聞く「行けます
か？」のような言い方（Q12）には，男性には相
対的に「感じが悪い」という回答が多く見られ
た（男性40％：女性33％）。

Q4とQ12の結果を，調査時に提示した選択
肢を基準として円グラフに示す。図1から，女
性では「イ．（2）〔＝いいかもしれませんね〕の
ほうが感じがいい（（1）〔＝いいですね〕は感じ
が悪い）」が男性よりも多く選ばれていることが
見て取れる（男性11％：女性18％）。また図2

では，女性では「ア．（1）〔＝行きますか〕のほ
うが感じがいい（（2）〔＝行けますか〕は感じが
悪い）」（女性31％）と「イ．（2）〔＝行けますか〕
のほうが感じがいい（（1）〔＝行きますか〕は感
じが悪い）」（女性31％）が，それぞれ同値であ
るのが特徴的である。

表 5　「感じが悪い」に関する属性差の概観（Q4 ～ Q13）

全体 男 女 50歳以上 30−49歳 18−29歳 中学卒 高校卒 大学卒
〔1,238人〕 〔569人〕 〔669人〕 〔693人〕 〔403人〕 〔142人〕 〔100人〕 〔642人〕 〔495人〕

Q6 「ここのカレー，悪くないんですよ。」は感じが悪い
〔「…おいしいんですよ。」と比べて〕 73 71 74 78 66 68 88 74 68

Q7 「うん，ここのカレー，悪くないですね。」は感じが悪い
〔「…おいしいですね。」と比べて〕 69 67 71 75 62 65 85 69 67

Q11 （あなた：山田さんのお宅ですか。）「はい，そうですが。」は感じが悪い 
〔「はい，そうです。」と比べて〕 60 61 58 66 55 44 72 61 55

Q13
（変換後）

「夏休みは，どこに行くつもりですか。」は感じが悪い
〔「…予定ですか。」と比べて〕 58 55 62 60 57 56 66 58 57

Q4 「そのアイデア，いいかもしれませんね。」は感じが悪い
〔「…いいですね。」と比べて〕 51 55 47 52 50 49 46 52 49

Q10
（変換後）

「トイレはきれいにお使いください」は感じが悪い
〔「いつもトイレをきれいにお使いくださり，ありがとうございます」と比べて〕 50 47 52 54 44 46 65 50 46

Q5 「あ，その傘，わたしのかもしれません。」は感じが悪い
〔「…わたしのです。」と比べて〕 45 47 44 55 32 36 64 48 39

Q8

「ミーティングには遅刻してしまうかもしれません。申し訳ご
ざいません。」は感じが悪い

〔「申し訳ございませんが，ミーティングには
遅刻してしまうかもしれません。」と比べて〕

37 36 38 42 31 30 42 39 33

Q12 「みんなでお昼に行くんですが，行けますか？」は感じが悪い
〔「…行きますか？」と比べて〕 36 40 33 44 27 25 52 37 33

Q9
「お手数をおかけしますが，印鑑を押しておいていただけませ
んでしょうか。」は感じが悪い

〔…「押しておいていただけますでしょうか。」と比べて〕
34 34 34 38 32 23 45 32 35

〔網かけ太字は有意に大，下線は有意に小（ともに信頼度95％以上）〕

▼男性のほうが女性よりも「感じが悪い」の回答
が多いもの

Q4 「そのアイデア，いいかもしれませんね。」
 〔「…いいですね。」と比べて〕

Q12 「みんなでお昼に行くんですが，行けま
すか？」

〔「…行きますか？」と比べて〕

（％）
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表 7　「感じが悪い」に関する属性差の概観（Q16 ～ Q21）

表 8　「感じが悪い」に関する属性差の概観（Q23）

表 6　「感じが悪い」に関する属性差の概観（Q14・Q15）

全体 男 女 50歳以上 30−49歳 18−29歳 中学卒 高校卒 大学卒
〔1,238人〕 〔569人〕 〔669人〕 〔693人〕 〔403人〕 〔142人〕 〔100人〕 〔642人〕 〔495人〕

Q18 「近くまで来たから，ついでに寄ったんですよ。」は感じが悪い 45 46 45 48 44 39 36 45 48

Q16 「さきほどの部長のスピーチ，すごくよかったですね。」は感じ
が悪い 41 38 44 39 45 41 27 39 47

Q19 「Aさん，コンサートのチケットが1枚あまっているから，一緒
にどうですか。」は感じが悪い 38 38 38 40 35 31 32 38 38

Q20 「本日は，わざわざお越しくださり，ありがとうございます。」
は感じが悪い 13 11 16 12 15 14 10 14 13

Q17 「私たちこのたび，結婚することになりました。」は感じが悪い 11 12 10 12 11 10 10 10 12

Q21 何日かたってまた会ったときに，「Bさん」の発言として…
（Bさん）「このあいだは，ありがとう。」は感じが悪い 6 6 5 6 5 4 6 7 3

全体 男 女 50歳以上 30−49歳 18−29歳 中学卒 高校卒 大学卒
〔1,238人〕 〔569人〕 〔669人〕 〔693人〕 〔403人〕 〔142人〕 〔100人〕 〔642人〕 〔495人〕

Q23 「割にお上手ですね。」は感じが悪い 79 79 78 75 86 76 60 76 86
「案外お上手ですね。」は感じが悪い 74 74 74 72 78 71 58 73 78 
「比較的お上手ですね。」は感じが悪い 73 71 76 71 77 74 52 71 81
「意外とお上手ですね。」は感じが悪い 68 68 69 68 69 68 49 66 76
「意外にお上手ですね。」は感じが悪い 66 65 67 65 69 66 50 67 69
「けっこうお上手ですね。」は感じが悪い 51 51 52 52 49 52 36 50 55
「なかなかお上手ですね。」は感じが悪い 44 40 48 44 46 43 36 44 47
「相当お上手ですね。」は感じが悪い 33 28 36 38 27 22 33 33 33
「かなりお上手ですね。」は感じが悪い 32 30 33 39 23 21 34 31 32
「すごくお上手ですね。」は感じが悪い 16 15 16 20 11 9 17 17 13

全体 男 女 50歳以上 30−49歳 18−29歳 中学卒 高校卒 大学卒
〔1,238人〕 〔569人〕 〔669人〕 〔693人〕 〔403人〕 〔142人〕 〔100人〕 〔642人〕 〔495人〕

Q15 「部長，先日企画書を書いてお机に置いておきましたが，ご覧
になりましたでしょうか。」は感じが悪い 47 44 49 46 52 37 27 45 53

Q14 「はい，コーヒーでいいです。」は感じが悪い 32 32 32 28 38 33 24 29 38

女性は，「つもり」を使って相手の領域にあ
からさまに踏み込んでいくような表現や，目上
に対して「すごくよかった」のような「上から目
線」的な言い方をすることを，男性よりも避け
る傾向が強いようである（図3・4）。

▼ 女性のほうが男性よりも「感じが悪い」の回
答が多いもの

Q13 「夏休みは，どこに行くつもりですか。」
 〔「…予定ですか。」と比べて〕

Q16 「さきほどの部長のスピーチ，すごくよ
かったですね。」

Q20 「本日は，わざわざお越しくださり，あり
がとうございます。」

Q23 「比較的」「なかなか」「相当」

（％）

（％）

（％）
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3.2 「はい，そうですが」
（いや，別にあやしい者ではないぞ）～年層別～

表5 ～ 8から，次のようなことが言える。

図 1　Q4 「（1）いいですね」
 「（2）いいかもしれませんね」 （男女別）

図 3　Q13 「（1）予定ですか」
 「（2）つもりですか」 （男女別）

図 2　Q12 「（1）行きますか」
 「（2）行けますか」 （男女別）

図 4　Q16「すごくよかったですね」 （男女別）

▼「50歳以上」で「感じが悪い」の回答が多
いもの

Q6 「ここのカレー，悪くないんですよ。」
 〔「…おいしいんですよ。」と比べて〕
Q7 「うん，ここのカレー，悪くないですね。」
 〔「…おいしいですね。」と比べて〕
Q11 「はい，そうですが。」
 〔「はい，そうです。」と比べて〕
Q10 「トイレはきれいにお使いください」
 〔「いつもトイレをきれいにお使いくださり，

ありがとうございます」と比べて〕
Q5 「あ，その傘，わたしのかもしれません。」
 〔「…わたしのです。」と比べて〕
Q8 「ミーティングには遅刻してしまうかも

しれません。申し訳ございません。」
〔「申し訳ございませんが，ミーティングに
は遅刻してしまうかもしれません。」と比べ
て〕

Q12 「みんなでお昼に行くんですが，行けま
すか？」

〔「…行きますか？」と比べて〕
Q9 「お手数をおかけしますが，印鑑を押し

ておいていただけませんでしょうか。」
〔「…押しておいていただけますでしょう
か。」と比べて〕

Q19 「コンサートのチケットが1枚あまってい
るから，一緒にどうですか。」

Q23 「相当」「かなり」「すごく」

▼「30−49歳」で「感じが悪い」の回答が多
いもの

Q15 「部長，…ご覧になりましたでしょうか。」
Q14 「はい，コーヒーでいいです。」
Q16 「さきほどの部長のスピーチ，すごくよ

かったですね。」
Q23 「割に」「案外」

ア．（１）のほうが感じがいい（（２）は感じが悪い）
イ．（２）のほうが感じがいい（（１）は感じが悪い）
ウ．どちらかといえば（１）のほうがより感じがいい
エ．どちらかといえば（２）のほうがより感じがいい
オ．両方とも問題ないし，どちらも同じくらい感じがいい
カ．両方とも感じが悪い

※凡例は図 1～3共通
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図 5　Q11 「（1）そうです」
 「（2）そうですが」 （年代別）

図 7　Q8 「（1）申し訳ございませんが，…」 
 「（2）…。申し訳ございません」（年代別）

図 6　Q5 「（1）わたしのです」 
 「（2）わたしのかもしれません」 （年代別）

図 8　Q12 「（1）行きますか？」 
 「（2）行けますか？」（年代別）

年層差として全体的に見えてくることの一つ
に，「50歳以上」では「感じが悪い」の回答率
が特に高い項目が非常に多いのに対して，「18
−29歳」ではそのような項目が一つもない点が
ある。つまり，全般的に，今回提示した質問
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60 歳以上
〔504人〕

50歳代
〔189人〕

40歳代
〔225人〕

30歳代
〔178人〕

20歳代
〔105人〕

18，19歳
〔37人〕

ア．（１）のほうが感じがいい（（２）は感じが悪い）
イ．（２）のほうが感じがいい（（１）は感じが悪い）
ウ．どちらかといえば（１）のほうがより感じがいい
エ．どちらかといえば（２）のほうがより感じがいい

※凡例は図 5～8共通
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に関して，高年層の人たちは感じの悪さを覚え
るものが多く，その反対に若年層ではそのよう
なものがあまりないのだと推定できる。

年層差の特に大きいQ11・Q5・Q8・Q12を，
10歳刻みで細かく見てみる（図5 ～ 8）。特徴
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的な点を述べると，図6では，全回答者（1,238
人）の40％程度を占める60歳以上（504人）
において「ア」の回答が突出しており（60％），
このことが全体平均での「ア」の数値を押し上
げる形になっていることが見て取れる。また図

8では，20歳代・30歳代・40歳代においては
いずれも「ア」と「イ」の数値がそれぞれほぼ
同一になっている。全体平均の「ア」の数値を
押し上げているのは，ここでもやはり60歳以
上の年齢集団の影響（46％）が大きい。

3.3 「意外とお上手ですね」
（ってことは，下手だと思ってたわけね）～学歴別～

学歴による差が見られる項は数多くあるが，
データの読み取りには注意すべき点がある。
それは，中学卒・高校卒のグループでは50歳
以上の人たちの占める割合が大きく，反対に
大学卒のグループでは49歳以下の人たちが多
いという事実である（表9）。つまり，たとえば
中学卒のグループで，ある数値が相対的に大
きかった場合，それは単なる「年齢差」の反映
であるおそれがある（塩田雄大ほか（2015））。
今回は紙幅の関係でこの問題を詳しく取り上げ

る余裕がないため，学歴差の反映がある程度
存在するものと判断できる余地のある項〔＝年
齢差があまり観察されないのに，学歴差が明
確に表れているもの〕のグラフをいくつか示す
にとどめておく（図9・10）。

3.4 「ここのカレー，悪くないですね」
（うまいかまずいか，どっちやねん）～地域別～

特徴的な傾向の見られた項に関して紹介す
る。

Q6「悪くないんですよ」とQ7「悪くないです
ね」では，おおむね，関西をはじめとする西日
本では「感じが悪い」の回答率が全国平均に比
べて高い（図11・12）。特に関西では，言語

表 9　学歴別年層分布

図 9　Q23「…お上手ですね」（学歴別）

図 10　Q15「…ご覧になりましたでしょうか」
（学歴別）

中学卒
〔100人〕

50歳以上 〔88人 〕 （88%）

30−49歳 〔 7人 〕 （7%）

18−29歳 〔 5人 〕 （5%）

高校卒
〔642人〕

50歳以上 〔401人 〕 （62%）

30−49歳 〔179人 〕 （28%）

18−29歳 〔 62人 〕 （10%）

大学卒
〔495人〕

50歳以上 〔203人 〕 （41%）

30−49歳 〔217人 〕 （44%）

18−29歳 〔 75人 〕 （15%）

（不明） 〔 1人 〕

52%「比較的～」は
感じが悪い 71% 81%

中学卒
〔100人〕

高校卒
〔642人〕

大学卒
〔495人〕

49%「意外と～」は
感じが悪い 66% 76%

36%「けっこう～」は
感じが悪い

50% 55%

27%「ご覧になりました
でしょうか」は
感じが悪い

45% 53%

中学卒
〔100人〕

高校卒
〔642人〕

大学卒
〔495人〕
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図 11　Q6 「悪くないんですよ」は…
	 （「おいしいんですよ」と比べて）（地域別）

図 13　Q11 「そうですが」は…
	 （「そうです」と比べて）（地域別）

図 12　Q7 「悪くないですね」は…
	 （「おいしいですね」と比べて）（地域別）

図 14　Q13 「どこに行くつもりですか」は…
	 （「どこに行く予定ですか」と比べて）（地域別）
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※北海道は小数点以下で全国平均より大

※四国は小数点以下で全国平均より小

（％）
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（％）

（％）
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習慣として，「悪くない」という言い回しを「プラ
スの評価」に結びつけることはあまりなされな
いようである。

Q11「そうですが」およびQ13「どこに行くつ
もりですか」も，同様に西日本で「感じが悪い」
が多い（図13・14）。このような言い回しは，
西日本では特にきつく響いてしまうのかもしれ
ない。

Q15「部長，先日企画書を書いてお机に置い
ておきましたが，ご覧になりましたでしょうか」
は，関西を中心とした地域で「感じが悪い」の
回答率が高い（図15）。今回の調査で示した文
脈では，発話者である部下にとっては一定の恩
恵が与えられるものと考えられるので，「ご覧い
ただけたでしょうか」あるいは「ご覧くださいま
したでしょうか」などのように，なんらかの「授
受表現〔＝「いただく」「くださる」など〕」が伴

うのが一般的である。特に関西では，このよう
な文脈での授受表現の使用はかなり必須的・
義務的なものであると思われる。これと並行的
な現象として，使役を伴う授受表現「…させて
いただきます」の使用が関西を中心とした地域
で特に顕著であること（塩田雄大（2016））を指
摘することができる。

Q12「行けますか？」も，これと同様に関西
を中心とした地域では「感じが悪い」が多く
なっている（図16）。相手の意思を直接的に尋
ねる「行きますか？」のほうが好まれているよう
である。

 4.さいごに
調査結果の簡単なまとめは，本稿の冒頭の

記述をご覧いただきたい。

図 16　Q12 「行けますか ?」は…
	 （「行きますか？」と比べて）（地域別）

図 15　Q15 「ご覧になりましたでしょうか」は…
	 　　　　（地域別）
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本稿は，塩田雄大（2012）と同様，配慮表
現にかかわる調査研究の一端をなすものとして
考えている。特定の仮説を証明するといったよ
うな目的を持ったものではなく，複数の発話例
に関する感じ方の調査結果を提示する段階にと
どまってしまっているが，事例研究を積み重ね
て帰納的に一定の到達点に近づいていこうとす
るのも一つの方法なのではないかと信じて，ひ
とまずこの稿を終える。

（しおだ	たけひろ）

注：
 1） また市川保子編（2010）『日本語誤用辞典』（ス

リーエーネットワーク）の「つもりだ」の項では，
外国人向けの日本語教育における指導のポイン
トとして「相手の予定を聞くときに「～つもり
ですか」と聞くのは失礼になる場合が多いので
注意させる（p.389）」と明記されている。また，
庵功雄ほか編（2001）『中上級を教える人のた
めの日本語文法ハンドブック』（スリーエーネッ
トワーク）の「つもりだ」の項では「目上の人
の意志（気持ち）を尋ねるのは直接的すぎて失
礼になることがあります（p.236）」と記されて
いる。日本語教育研究の成果が提起するものと
して，相手の「予定」を尋ねるときに「つもり」
を用いるのは全般的に気をつけるべきで，加え
て目上に対しては「意志」を尋ねるときであっ
ても「つもり」の使用は控えたほうがよい（つ
まり目上に何かを尋ねるときには「つもり」は
使わないほうがよい），といったようなことが
言えるかもしれない。

 2） ただし孫楊（2004）では，次のような例を挙げ
て，中国語「打算」も日本語の「つもり」と同
じく，目上の人の意志を尋ねるときに用いるの
は不適切だと指摘している。

　　 ＊您打算品尝点儿什么日本风味？（どんな日
本料理を召し上がるつもりでしょうか？）

 3） なお國澤里美（2013）では，「これ，おいしい
かも（かもしれない）」という発話（レストラ
ンで実際に料理を食べて「おいしい」と思った
という前提）に関して 180 人にアンケートをお
こなったところ，若い人ほど許容度が高いとい
う傾向が見られたことが示されている。
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