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序章 はじめに 

 

0.1 研究背景と問題提起 

日本語では、円滑なコミュニケーションを図るために、人間

関係や談話場面などの要素に配慮し、発話の形式を調整するこ

とが多い。発話を柔らかくするための方略としては、様々なス

トラテジーが使用されている。例えば、比喩などの修辞的表現

を用いたり、直接的な言い方を間接的な言い方に変えたりする

ことがよく見られる。その中で、断定的な言い方を控え、意図

的に非断定的な表現で表すというような言語現象もある。今ま

で研究対象として取り上げられた非断定的な表現形式として

は、「ようだ」、「らしい」、「かもしれない」、「だろう」などの

モダリティ文末表現が代表的な例である1。例えば、次のよう

な言い方がある。 

 

 

                                                           
1
 黄（2006）では、待遇表現の観点から、｢ようだ｣、｢かもしれない｣、

｢だろう｣が婉曲表現として文章・談話に現れた用法について考察してきた。

用例分析を通して、婉曲表現には、「働きかけ」、「自己表明」、「擬似的同

意」、「反論・弁解」、「描写」、「評価」、「表明回避」という 7 種類の機能が

存在し、また、「前置き」、「返答」、「文末」の三種類の表現形式として現

れることが多いという結果を得た。本研究では、婉曲表現から｢非断定的

表現｣に広げ、より広い視野で文末の表現形式を捉える。 



2 非断定的表現「(し)そうだ」に関する語用論的考察 

 

（1）くどいようですが、商品代金以外に基本的には一切い

ただくことは、ございません。（ウェブサイトより）2
 

（2）聞き逃したのかもしれませんが、どういう項目を照会

すると言ったんでしょう。  （ウェブサイトより） 

（3）こういったケースの患者さんは、やはり定期的な医師

による往診や、看護婦による訪問看護が絶対に必要で

しょう。     （ウェブサイトより） 

 

実際の言語使用においては、上記の表現形式以外に、以下の

ような「(し)そうだ」を用いた非断定的な表現もある。 

 

（4）駐車場はたくさん用意されているので、車で行っても

問題はなさそうです。              （BCCWJ） 

（5）「クッキー生地」と「バター」を多めに用意しておいたほう

がよさそうです。     （ウェブサイトより） 

（6）海外のレースではすでに好成績を収めているビジョン

だが、今回の全日本選手権は国内のビッグレースのタ

イトルを狙う大きなチャンスと言えそうだ。   

                 （BCCWJ） 

                            

様態を表す「(し)そうだ」の基本的な用法としては、見かけ

から性質を推し量る「外見・様子」用法と、変化の兆候を予測

する「予想・推測」用法の二種類があり、両者とも命題に対す

る認識が不確かなものである。ところが、用例（1）～（3）は、

                                                           
2
 用例の出所は、用例出典を参照されたい。 
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「(し)そうだ」元来の意味・用法と異なり、命題に対する認識

が真であり、また、事態に対する判断を明確に表現できるにも

かかわらず、意図的に非断定的な言い方を使用している表現で

ある。以上の用例では、話者自身が下した判断により、「駐車

場はたくさん用意されているので、車で行っても問題はないで

す。」、「「クッキー生地」と「バター」を多めに用意しておいた

ほうがいいです。」、「今回の全日本選手権は国内のビッグレー

スのタイトルを狙う大きなチャンスと言える。」といった断言

の形で表しても意味上の違いはないが、何らかの要因により、

「(し)そうだ」という非断定的な表現形式（以下、「非断定的表

現」という）を選択したのである。 

実際の言語使用においては、以上のような断定を避けて遠ま

わしな言い方で表す表現が多く見られるが、従来の研究におい

ては、この言語現象について論じているものが少なく、特に、

人間関係や場面などを考慮した語用論の観点から分析を行っ

たものは殆どないと言える。また、日本語教育の現場でも、「(し)

そうだ」という文法項目を教える際に、「様態」としての外見・

様子や予想・推測を表す用法だけを提示し、文章や談話に現れ

る非断定的表現にはまったく触れていないという現状がある。

非断定的表現は、中・上級の段階では文章や談話の理解に大き

な役割を果たしているため、重要な学習項目として位置づける

べきである。すなわち、非断定的表現としての「(し)そうだ」

が、文脈においてどのような働きを持っているか、また、発話

の背景にはどのような人間関係が存在し、どのような心理によ

って用いられるかについて、日本語学習者に認識させる必要が

ある。 



4 非断定的表現「(し)そうだ」に関する語用論的考察 

 

そこで、本研究では、従来の先行研究においてあまり言及さ

れていない「(し)そうだ」を調査対象とし、元来「様態」を表

す用法から「非断定的表現」へと派生した言語現象に注目し、

上述の「何らかの要素」を解明したい。語用論の観点から、「(し)

そうだ」が実際の文章や談話においてどのように使用されてい

るか、また、どのような発話の心理によって用いられるかを考

察し、その場面や機能の分析を試みる。 

 

0.2 本研究の目的と意義 

従来の研究においては、モダリティの文末表現について論じ

ているものが数多くあるが、文法的な性質や意味上の類義性な

ど、統語論や意味論に焦点を当てたものが殆どであり、語用論

的な観点から分析を行ったものは少ない。本研究で取り上げる

「(し)そうだ」も、そのモダリティの性質について、多くの研

究成果が挙げられている。しかし、語用論的観点から捉えた非

断定的表現「(し)そうだ」は、日本語教育への具体的な提案は

おろか、日本語学の分野における本格的な研究さえも、殆ど行

われていないのが現状である。 

前述の通り、本来、様態の意味を持つ表現形式「(し)そうだ」

は、実際の言語使用において非断定的表現として現れることが

多いのにもかかわらず、それに対する認識や非断定的表現の位

置付けはまだ明確に定まっていないようである。そのため、本

研究は、「(し)そうだ」が非断定的表現として使用されるという

言語現象に焦点を当て、語用論の概念を分析に導入することで

非断定的表現の性質や枠組みを解明し、更に、非断定的表現が
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用いられた場面や機能について検証する。 

本研究は、「(し)そうだ」という表現形式が、話者の判断から

発話・伝達へ移行する過程において、様態という用法が断言を

控えた非断定的な表現として用いられる現象を分析し、その背

景にある語用論的要素を明らかにすることを目的とする。主に

語用論的レベルで論じているものであり、従来の統語論と意味

論の視点から行われた研究とは、関心や趣旨が異なるものとし

て位置づけられる。研究手法としては、情報のなわ張りおよび

ポライトネスの概念に基づき、非断定的表現「(し)そうだ」の

使用に関与する語用論的要素を解析した上で、コーパスの用例

分析を通して、非断定的表現「(し)そうだ」がどのような状況

で使用され、また、文章や談話においてどのような働きを持ち、

どのような役割を果たすのかといった使用実態を明らかにす

る。更に、非断定的表現「(し)そうだ」の分類モデルを立ち上

げ、この機能分類により教材分析を行い、教科書の不足点に対

して、日本語教育の立場から有効な提示方法を提案する。 

本研究は、統語論や意味論という従来の範疇を超え、語用論

の視点から、本来の「様態」という基本義と異なる「(し)そう

だ」の仕組みを解釈し、非断定的表現としての語用論的性質お

よび機能を明らかにしようとするものである。 

 

0.3 本研究の構成と概要 

本章は七章で構成されている。 

序章では、本研究の研究背景と問題提起、および研究の目的

と意義について述べる。 



6 非断定的表現「(し)そうだ」に関する語用論的考察 

 

第 1 章では、先行研究を概観し、モダリティ表現における

「(し)そうだ」の分析視点を整理し、従来の捉え方と異なる本

研究の立場について述べる。断定と非断定の発話形式を示す情

報のなわ張りや私的領域の理論を踏まえたうえで、語用論の概

念を援用しつつ、非断定という性質および非断定的表現の定義

を提示する。 

第 2 章では、分析の枠組みである語用論の概念およびポライ

トネス理論について説明し、非断定的表現「(し)そうだ」を考

察するに当たって中心となる概念を取り上げる。特に、非断定

的表現の使用に関わるフェイスの概念やポライトネス・ストラ

テジーについて詳しく述べる。 

第 3 章では、非断定的表現「(し)そうだ」の用例分析を通し

て、発話の仕組みを解析する。そして、非断定的表現の選択に

関与する諸要素のうち、人間関係、発話場面、事柄のなわ張り、

表現意図、発話機能、および話者の心理などの語用論的要素を

分析基準として取り上げる。 

第 4 章では、コーパスとウェブ検索を行い、非断定的表現

「(し)そうだ」に該当する用例を抽出し、使用頻度、共起語彙、

ジャンル分布などの量的データを示す。更に、出現頻度の高い

項目を対象に、典型的な共起表現や代表例をリストアップする。 

第 5 章では、第 4 章の用例データについて、第 3 章で取り上

げた語用論的要素をもとに質的分析を行う。①命題の属性と話

者の発言権、②表現意図と発話機能、③構文という三つの側面

から考察し、非断定的表現「(し)そうだ」の使用は、語用論的

要素にいかに関与し、また、どのような発話効果を引き出すの

かを考察する。  
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第 6 章では、教材分析を通して、非断定的表現「(し)そうだ」

がどのように教材に反映されているかを考察する。調査結果お

よび問題点に対して、本研究で取り上げた非断定的表現の機能

分類に基づき、「(し)そうだ」の指導上の提示方法や会話例を提

案する。 

第 7 章では、本書全体の考察内容をまとめ、今後の課題を述

べる。 

本研究は「(し)そうだ」を対象に、元来「様態」を表す用法

から「非断定的表現」へと派生した言語現象に注目し、語用論

的な観点から実際の文章や談話における使用状況を考察する。

情報のなわ張りおよびポライトネスのフェイスの概念を援用

することで、非断定的表現のしくみを解明し、また、語用論的

要素を分析基準として取り上げ、「(し)そうだ」の用例分析を行

う。①命題の属性と話者の発言権、②表現意図と発話機能、③

構文という三つの側面から考察すると同時に、文構造について

も分析し、「(し)そうだ」が非断定的表現として使用される際に

共起しやすい表現や典型的な用法を整理する。更に、非断定的

表現の機能分類に基づき、日本語教育への提案を試みる。
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