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中途終了型発話文「～けど」「～ので」の
要求・断り行為場面における待遇的談話機能

楠本　徹也

【キーワード】･ 中途終了型発話文　ケド　ノデ　待遇性　談話機能

1.	 はじめに
　本稿は、「お願いがあるんですけど…」「ちょっと急いでいるので…」のように接
続助詞ケドとノデを含む複文において主節が表れず従属節で終了する発話文（以
下それぞれ「ケド文」「ノデ文」と呼ぶ）を取り上げ、それらが注意・要求や断りの
行為場面において使われた場合、待遇上相互に異なる表現効果が見られることに
注目し、その要因を談話機能の面から考察する。分析の対象となる文は以下のよ
うな発話文である。

（1）（アパートで夜遅く騒がしくしている隣室の人に注意する）
　　a．「うるさくて眠れないんですけど」
　　b．「うるさくて眠れないので」

（2）（レジでもたもたしている店員を急かす）
　　a．「ちょっと急いでいるんですけど」
　　b．「ちょっと急いでいるので」

（3）（会社で仕事中同僚に用事を頼まれるが、忙しいので断る）
　　a．「今ちょっと手が離せないんですけど」
　　b．「今ちょっと手が離せないので」

（4）（先輩に飲み会の後に二次会に誘われるが、断る）
　　a．「明日朝はやいんですけど」
　　b．「明日朝はやいので」

　（1）（2）は主節における注意・要求の表現が省略されている。（3）（4）では要求や
誘いに対し直接的な断りの表現を避けている。それぞれにおいてケド文とノデ文
が使われているのだが、ケド文のほうは話し手の不満や聞き手への非難が感じ取
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られ、依頼や断りの理由を表しているノデ文と比べて異なる待遇的効果を生じて
いる。その違いは何かということをケドとノデの機能分析とともに探っていく。
　主節が表れず従属節で終了し言い切りになっている構文は、これまで研究
者によって終助詞用法（国立国語研究所 1951）、unfinished･sentence（Alfonso･
1966）、条件句止め（大石 1971）、incomplete･sentence（Aoki・Okamoto･1988）、
minor･sentence（Jorden･1988）、言いさし文（白川 1991）、中途終了文（生駒・志
村 1993）、中断文（佐藤 1994）、suspended･clause（中断節）（Ohori･1995）、中途終
了型発話文（宇佐美 1995）などとさまざまな呼び方がされてきた。本稿では文形
式を的確に表すものとして「中途終了型発話文」という用語を用いる 1。そして、
構文的には主節が言語化されていない、つまり省略されている文と考える（益岡・
田窪 1992）。これに対し、白川（1996、2009）は、例えば会議が始まることを相手
に知らせる場面で「会議がもう始まるそうですけど…」と言った場合、このよう
な文は主節の存在が想定できず「言い尽く」していることから、主節の省略や接
続助詞の終助詞化ではなく「言い終わり」の文であると主張する。しかし、本研
究におけるケド文とノデ文は明らかに言語化されない主節部分が想定できそれが
分析の要となるゆえ、構文上は主節の省略という立場をとる。但し、語用論的
には、省略文であっても「文であるかぎり」、「一定ののべかた（陳述性：のべたて

（declarative）、たずね（interrogative）、はたらきかけ（imperative）など）のかたち」
即ち「のべかけかた」をもつという高橋（1993：18-20）の主張を支持し、ケド文と
ノデ文の「のべかけかた」とその表現効果を探っていく。
　ケドはケレド、ケドモ、ケレドモ、ガと、ノデ 2 はンデのように、語彙的バリエー
ションがありフォーマリティの面で使い方に違いが見られるが、本質的な意味の
違いとはならないので、本研究ではケドとノデに包括する。
　なお、ケド文において準体助詞ノ（縮約形でン）を含むノダがケドに前接し「～
ノダケド」（口語では「～ンダケド」）となることが多い。準体助詞ノの有無はケド
文のニュアンスを変える。例えば、「失礼ですけど…」と「失礼なんですけど…」

1･ 近年「言いさし文」という言い方が定着してきている。しかし、本研究は文の形をもとに
その意味や表現効果を調べるもので、分析前の段階で「言いさし」という意味解釈が生じ
るような言い方は避ける。

2･ ノデはカラと比較されやすいが、ノデはノダのテ形であると捉えられカラとは本質的に
違うものなので、カラをノデのバリエーションと考えることはしない。
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では発話態度が微妙に異なる 3。当然、ノダとケドそれぞれの機能が問題となり
双方がどのように共起し意味を生じさせているのかの分析が必要とされる（横森
2006：74）。しかし、本研究はケド文全体がどのような待遇的効果を表している
かを優先的に調べるものであり、ここで問題となるノダとケド各々の機能分析は
今後の課題とする。
　以上のもとで、注意・要求や断りの行為場面におけるケド文とノデ文の談話機
能を待遇的視点より見ていく。

2.	 ケド文とノデ文における待遇的表現効果
　前節の（1）～（4）において a のケド文と b のノデ文では聞き手への待遇的表現
効果が違ってくる。

2.	1	 注意・要求場面におけるケド文とノデ文
　まず、（1a）（2a）のケド文は、それぞれ「うるさくて眠れない」「急いでいる」と
いう不満を表明し「苦情の陳述」（佐藤 1993）を行っている。主節には「静かにしろ」

「はやくしろ」といった非難を伴う要求が来る。話し手の怒りが表れやすく、そ
うなると聞き手のほうも気を悪くする。一方、（1b）（2b）のノデ文では、話し手の
不満が表明されてはいるものの、（1a）（2a）と比べて「静かにしてくれ」「はやくし
てくれ」というような主節における懇願的要素のほうがより感じやすいのではな
いか。それは、「こういう事情なので」というように接続助詞ノデによって表され
る事情説明が主節の懇願的要求を行う理由付けになっていることと関係があると
考えられる。以上のことから、（1）（2）とも現状に対する話し手の不満が表されて
いるが、（1a）（2a）のケド文では聞き手への非難が、（1b）（2b）のノデ文では聞き手
への懇願がより強く感じやすいと言える。これは、省略されている主節にどのよ
うな表現が入るか見てみるとよりはっきりする。但し、これらの表現は実際には
声に発せられることはないので、話し手の気持ちを表すものと捉える。

（1’）（アパートで夜遅く騒がしくしている隣室の人に注意する）
　　a．「うるさくて眠れないんですけど、今何時だと思ってるの」
　　b．「うるさくて眠れないので、＊今何時だと思ってるの」
3･ 従属節のノダに関しては、野田（1997:145-194）に詳しく述べられている。また、李・吉

田（2002）は「～ンダケド」を「んだ＋けど」の組み合わせとして共起関係を分析している。
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（2’）（レジでもたもたしている店員を急かす）
　　a．「ちょっと急いでいるんですけど、なんでそんなにのろいの」
　　b．「ちょっと急いでいるので、＊なんでそんなにのろいの」

（1’a）（2’a）では主節に「今何時だと思ってるの」「なんでそんなにのろいの」といっ
た非難の表現がすっきりと入るが、（1’b）（2’b）では文として意味をなさない。ケ
ド文では想起される主節内容が非難であることから、聞き手に対して直接的に話
し手の不満や怒りが伝わりやすいと言える。
　（1）（2）のノデ文のほうでは主節において話し手の願望が表されやすい。

（1”）（アパートで夜遅く騒がしくしている隣室の人に注意する）
　　a．「うるさくて眠れないんですけど、（?）静かにしてもらいたい」
　　b．「うるさくて眠れないので、静かにしてもらいたい」

（2”）（レジでもたもたしている店員を急かす）
　　a．「ちょっと急いでいるんですけど、（?）早くしてもらいたい」
　　b．「ちょっと急いでいるので、早くしてもらいたい」

　（1”b）（2”b）ではノデで表す内容が理由として直接的に話し手の願望につなが
る。話し手のこうしてほしいという願望が暗示されることから懇願的態度となり、
ケド文におけるような強い不満表明は感じられない。

2.	2	 依頼・要求・誘いを断る場面におけるケド文とノデ文
　（3）（4）は依頼・要求・誘いを断る場面である。（3a）（4a）のようにケド文で断ると、
場合によっては聞き手は「人の頼み / 好意を無下にして、なんて失礼なんだ」とい
うように気を悪くするのではないか。これも前節と同じように主節に聞き手への
非難の言葉を入れてみると、ケド文とノデ文で待遇的効果が違うことが分かる。
　

（3’）（会社で仕事中同僚に用事を頼まれるが、忙しいので断る）
　　a．「今ちょっと手が離せないんですけど、なんでこんなときに用事を頼むの」
　　b．「今ちょっと手が離せないので、＊なんでこんなときに用事を頼むの」

（4’）（先輩に飲み会の後に二次会に誘われるが、断る）
　　a．「明日朝はやいんですけど、まだ飲みに行くの」
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　　b．「明日朝はやいので、＊まだ飲みに行くの」
　
　（3’a）（4’a）のようなケド文においては聞き手の行為への非難が主節に入る余地
があることから、話し手の不満が暗示されやすい。一方、ノデ文には非難の言葉
は構文上入りづらい。その代わり、以下のように聞き手に対し何かをお願いする
表現が主節に来やすい。
　

（3”）（会社で仕事中同僚に用事を頼まれるが、忙しいので断る）
　　a．「今ちょっと手が離せないんですけど、（?）後にしてもらいたい」
　　b．「今ちょっと手が離せないので、後にしてもらいたい」

（4”）（先輩に飲み会の後に二次会に誘われるが、断る）
　　a．「明日朝はやいんですけど、＊今日はこれで失礼させていただきます」
　　b．「明日朝はやいので、今日はこれで失礼させていただきます」
　
　以上、談話上非言語化され暗示される主節において、ケド文では聞き手への非
難、ノデ文では聞き手への懇願が表されやすいことで、ケド文とノデ文における
待遇的効果が異なることが検証された。では、その待遇的効果とはどのようなも
のなのか、次節で検討する。

2.	3	 ケド文とノデ文の待遇性
　前節においてケド文とノデ文の待遇的表現効果の違いを検証したが、両者にお
ける待遇性は、聞き手の気分を損なうかどうか、つまり聞き手を不快にさせるか
否かというネガティブな基準で捉えている 4。聞き手を心地良くさせる、または
聞き手との関係性を深めるといったポジティブな丁寧さは本研究の待遇性には含
んでいない。聞き手の不快感を誘発するマイナス待遇とそうでない非マイナス待
遇の対立で考える。よって、本研究において言う「待遇性が高い」とは非マイナ
ス待遇レベルのことである。
　また、待遇性の表れは受け手側の主観に大きく依存する。話し手の表情や態度、

4･ Brown&Levinson（1987）に お け る 相 手 の フ ェ イ ス を 侵 害 し な い と い う negative･
politeness･に当たる。永田・大浜（2001:68）はケド文の丁寧さとの関わりに関して「その
ような効果は、自らイニシアティブをとらず、相手のネガティブフェイスを尊重するこ
とによって生じると考えられる」と述べている。
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話し方、そして聞き手自身の受け取り方によって待遇性が変わってくる。例えば、
語気を荒げた発話は文構造に関らず待遇性が低くなる。このような非言語的要素
は談話において無視できない存在であるが、本研究では文構造に注目しその表現
効果を優先して調べるので、非言語的要素は今の段階では扱わない。
　従来、ケドは直接的な言明を避け語調を和らげる（畠 1988、河村 1991、熊井
1992、高橋 1993）ことで話し手の謙虚さが表れる（水谷 1985）とされ、それが丁
寧さと結びついている（Mizutani･&Mizutani･1987）と考えられてきた。例えば、
以下のように、ケドをつけないことで態度が尊大であるような誤解を受けること
もある。
　

（5）（アパートを探しているある韓国人留学生が街中の小さな不動産屋に入る）
　　　学生「あのう、アパートをさがしています」
　　　不動産屋店主「（冷たい視線を投げかけて）……」

（某テレビのドキュメンタリー番組より）

　（5）において、もし韓国人留学生が一言ケドを加え「あのう、アパートをさが
しているんですけど」と言ったならば、不動産屋店主の態度も違っていただろう 5。･
または、多少不自然であれ、「あのう、アパートをさがしていますけど」（この場
合「あのう、アパートをさがしていますが」とするとより自然になる）として主節
を暗示し相手が応答する余韻を残すほうが、「アパートをさがしているんです」と
断定的に説明するより相手との繋がりが求められ丁寧さが感じられるのではない
だろうか。このようにケドは談話機能として待遇的関わりが見られる。
　しかし、ケドは常に丁寧さを伴う談話機能を有しているというわけではない。
佐藤（1994：24）が指摘するようにケド文は「場合によっては、かなりきつい調子
を帯びた発言になること」もある。そのようなマイナス待遇が本研究のケド文に
見られる現象である。
　ノデ文に関しては、構文的要素としての待遇性は存在しない。構文上は主節に
対する理由付けとして働くのみである。しかし、注意・要求や断りの場面におい
てはそれらの行為の理由となる事情を述べることで聞き手の理解が求められ、そ

5･ 柏崎（1993:60）も日本人学生と留学生を対象とした調査において、留学生の発話には「母
語話者の発話で特徴的だった『～（ん）ですけど／ですが』という言い切らない表現があま
りなかった」と指摘している。
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れが聞き手への懇願へと結びつく。結果として待遇的に高められた発話となるの
である。
　では、以上見てきたケド文とノデ文の待遇的表現効果は、ケドとノデの本来的
機能とどう関わっているのだろうか。次節で考えてみたい。

3.	 ケドとノデの本来的機能と待遇性
　ケドとノデの談話における待遇的効果は両者の本来的機能とどのような関わり
があるのか考察する。

3.	1	 ケドの機能と談話的効果
　ケドの機能に関しては様々な論考がなされている。そのうち、本研究に関係が
あるものを見てみる。
　まず、永田・大浜（2001：62）は国立国語研究所（1951）や森田（1980）などをも
とにケドの用法を①逆説（「雨が降ったけど運動会は行われた」）②対比（「兄は背
が高いけど弟は脊が低い」）③前置き（「悪いけどお金貸してくれない？」）④提題

（「明日の天気ですが、明日は全国的に晴れるでしょう」）⑤挿入（「この前貸した
本を明日、もし無理だったら明後日でもいいんだけど、返してくれる？」）⑥終
助詞（「すみません、道をうかがいたいんですけど」）の 6 つにまとめている。本
研究に関係するのは⑥終助詞用法である。永田・大浜（Ibid.：65-70）は、これら
の用法間に共通する機能として、ケドは「発話を解釈することによって聞き手に
顕在化すると思われる想定を『否定』し」、その「否定」は前述した用法の①と②で
は「棄却」、③～⑥では「抑制」というかたちで行われると主張する。⑥のケド文
に関しては、「後件」（つまり主節）において「『何も発話しない』という行為を行っ
た場合に聞き手に顕在化するであろう『質問』を抑制する働き」があるということ
である。概念的抽象性の高い論考で理解し難い面もあるが、聞き手のいだく想定
が予定調和的にいかなく棄却されたり抑制されたりするという点は納得できる。
　佐藤（1993：40）は言いさし文の機能として以下のように整理・分類している。

（6）言いさし文の機能
　　注目の喚起･ あのう、すみませんが
　　言語行動の予示･ ちょっとお願いしたいんですが
　　話題の提示･ 明日の試験のことなんですけど
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　　依頼・要請･ カギ貸していただきたいんですが／これ、見せてほしいん･
･ ですけど
　　誘い･ こんど説明会があるんですが
　　勧め･ お茶が入りましたけど
　　断り・制止･ ちょっと都合がわるくて／おなかいっぱいですから／自分･
･ でやりますから
　　苦情の陳述･ これ、こわれているんですけど
　　意見の表明･ いいと思うんですけど

　佐藤（Ibid.：45-46）は、「日本語の会話において…（中略）…聞き手は話し手に何
らかの情報…（中略）…を与えることが期待されているという大前提」のもとに、
ケド文は「聞き手にそうした情報の提供を暗に求めるサインとなって」おり、そ
のような「情報要求」の背景には「明示的な情報要求に伴うタブー侵犯の回避ない
しはそのわきまえ表示への願望がある」と主張する。
　三原（1995：80-82、87）は福田（現・三原）（1994）の「相手に対して何らかの働
きかけを表す」という「相手伺い用法」をケド文の基本的用法とし、ケド文は「聞
き手に対し、話し手の意見や願望、また聞き手にとって行動を起こすきっかけと
なるような情報を提示し、“どうですか”“いかがですか”“どうしましょうか”等の
ニュアンスを相手に与える」とし、「依頼、要望や断り、また自分の意見を述べる
こと等、表された内容が、聞き手に対して何らかの負担（実際的あるいは心理的
負担）をかけてしまう…（中略）…と推測するような場合に使われることが多い」
と述べている。まさに本研究のケド文の用法と合致する。
　福田（Ibid.）三原（Ibid.）の「相手伺い用法」に対し、白川（1996：15）は「『終助詞
的』に使われた『ケド』節は、必ずしも『相手伺い』ではない」と例を挙げて反論し
ている。白川（Ibid.：18）はケドの本来的な機能を「聞き手に条件（聞き手が何か
をするための情報）を提示すること」（白川（2009：34）では「聞き手に参照情報を
提示すること」となっている）とし、それが派生して「倒置的」・「挿入的」な用法
での「前言の補足（補正）」や「終助詞的」な用法での「相手伺い」という意味合いが
生じると主張する。また、ケドを伴わない文と比較してケド文は「聞き手の認識
状態を変えて結果的に何らかの行動を促そうという態度を明示的に示している」

（白川 Ibid.：33）と考えられ、ケド文においては「ケド節それ自体に聞き手の認識
状態の改変を促すような参照情報を提示する機能があることを示唆する」（白川
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Ibid.：21）とまとめている。
　ケドの本来的機能を考える場合、白川（Ibid.）の「聞き手の認識状態を変えて結
果的に何らかの行動を促」すという主張は示唆的でありかつ説得力がある。これ
を援用してケド文の待遇的表現効果を説明すると以下のようになる。
　ケドは聞き手に現状に対する認識を変えることを求める働きがある。認識の改
変を求めるということは話し手の能動的要求である。そして、その改変すべき認
識が聞き手の意向に反する行動や判断を促すものであれば、現状を改めてもらい
たいという話し手の伝達意図の表れとなり聞き手の感情的反応を誘発する。よっ
て、ケド文は表現効果として待遇性が低くなるのである。

3.	2	 ノデの機能と談話的効果
　ノデ文にフォーカスした論考は非常に少ない。管見の限りでは菱川（2005）の

「『ノデ』で言いさす文について」がある。菱川は、ノデは「反応・行動をうながす、
承諾を請う、といった」「〈相手に何らかの反応や行動を期待するもの〉」と、「聞き
手に忠告をする、情報を告知する、といった」「〈（相手に何らかの反応や行動を）
期待しないもの〉」の 2 種類に分けられると考察する。本研究での注意・要求のノ
デ文は前者に、断りのノデ文は後者に当たる。
　また、ノデは理由・原因を表すカラとの比較で議論されることが多いが、本研
究ではノデはノダ（準体助詞ノ＋断定詞ダ）がテ形に活用されたものである（三上
1953：296-298）と捉える。ノデの機能を考えるとき、ノダの機能とテ形の機能が
どのように共起しているかが問題となる。ノダに関しては、野田（1995：232）は「事
態を改めて十分認識させる」つまり「相手が十分認識していない（と話し手がみな
している）事態を相手に認識させる際に『のだ』が用いられている」との考察をし
ている。テ形のほうに関しては、白川（1991、2009）が終助詞的な「て」の用法と
して「事情の説明」が多いことを指摘している。しかし、この「事情の説明」はノ
ダの機能と重なる。ノダとテ形の個別的機能およびその共起関係を明確にするに
はまだまだ議論の余地があるが、現段階では両者に共通する「事情の説明」とい
う機能から以下のような考察がなされるのではないか。
　ノデ文はノデによって「これこれこういう事情である」と強調されることで、
その事情を分かってほしいと懇願する態度が含意される。つまり、事情説明によ
り話し手のおかれている状況を訴えることが、懇願的行為につながっているので
ある。これは一種の心情吐露であり、ケド文における認識改変というような聞き
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手への強要はない。よって、待遇性の高い（といっても非マイナス待遇レベルでの）
表現効果となる。

4.	 おわりに
　これまでの考察を以下のようにまとめる。
　注意・要求、断りの場面において中途終了型発話文であるケド文とノデ文が使
われる場合、両者には待遇的に異なる表現効果が表れることが認められる。ケド
文においては聞き手に対し認識の改変を求めるというケド本来の機能により、聞
き手への能動的要求が含意される。その改変すべき認識が聞き手の意向に反する
行動や判断を促すものであれば、ときとして聞き手の気分を損なうことになるな
ど、聞き手の感情的反応を誘発し待遇性が低められた表現効果をもたらす。一方、
ノデ文は事情説明を表すというノデの機能により、「こういう事情である」と話し
手のおかれている状況を訴えることで聞き手の理解を求めるという懇願的行為が
暗示され、聞き手の認識改変を求めるケド文と比べ談話効果として待遇的に高め
られたものとなる。
　以上のことから、注意・要求や断りの場面ではノデ文を使ったほうが丁寧に聞
こえ、円滑なコミュニケーションに資すると考えられる。日本語教育への応用と
して考慮すべきところである。
　今後の課題として前述した 2 点、即ち非言語的要素の関わりと、「～ノダケド」
におけるノダとケドの共起関係の分析がある。また、コーパスを使った検証も必
要となる。研究のさらなる深化を目指していきたい。
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This paper analyzes the pragmatic functions of Japanese suspended clauses using 

conjunctive particles kedo and node (hereafter referred to as “kedo suspended-clause” 

and “node suspended-clause” respectively), focusing on the case of demand and refusal 

with respect to politeness. A kedo suspended-clause is used as an act of demand such as 

“Urusakute nemurenai-n-desu kedo. (I can’t sleep because you’re noisy.),” leaving a main 

part of the clause “Shizuka ni siro. (Be quiet.)” unsaid. It is also used as an act of refusal 

in the same way, such as “Youji ga aru-n-desu kedo. (I have things to do.),” without 

saying “Sasou na. (Don’t invite me.).” The main part of a kedo suspended clause can 

contain the meaning of complaint or accusation and therefore, although it is left unsaid, 

a kedo suspended-clause itself sounds rude to the listener. This is related to the basic 

function of kedo; kedo functions to alter the listener’s assumption irrespective of his/her 

intention.

A node suspended-clause, on the other hand, sounds rather polite when it is used 

in the case of both demand and refusal as in “Urusakute nemurenai node. (I can’t sleep 

because you’re noisy, so…)” “Youji ga aru node. (I have things to do, so…).” This 

is because node functions to explain the situation the speaker is faced with and by 

expressing the speaker’s situation the speaker requires the listener’s understanding and 

hence acts as if the speaker asks a favor of the listener. Therefore, a node suspended-

clause raises the level of politeness.
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