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「あいさつ」言語行動に関する日中比較研究
一一日本語のあいさつに対する中国人留学生の違和感について一一

施 睡

A Comparative Study of Japanese and Chinese Verbal Greeting: 

Focusing on Feelings of Strangeness among Chinese Leamers of J apanese 

Hui SHI 

This study aims to investigate Japanese verbal greeting behavior focusing on feelings of 

strangeness among Chinese leamers of Japanese， and to reveal the most difficult points to 

understand for the Chinese leamers; The study also supplies data to solve problems in 

intercultural communication that result from the differ巴ncesof language and culture between 

Japanese and Chines巴. The r巴sultsof this study can be useful for improving intercultural 

communication both in Japanese and in Chin巴seand also for teaching Japanes巴 orChinese as 

a for巴ignlanguage. 
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はじめに

「あいさつ」という言語行動には、時代、社会と

ともに変化する一面もあれば、一定の構造、法則性

を持つものとして人々に習得される、いわゆる習慣

的な内的恒常性もある。それ故に、あいさつ言語行

動を異文化聞で行うことは難しく、困難なことであ

ると言ってよい。単にその言葉を習得し、使ったと

してもその言語社会に内在している文化、特に生活

様式、習慣、対人関係などを合わせて身に付けてい

なければ、正しく理解し合えるような「あいさつ」

というコミュニケーションができるとは考えられな

3.事例分析

(1) 1すみませんjと「対不起」

(2) 1どうも」
おわりに

いためである。本論は、広島市立大学に提出した博

士論文の一節として日本語のあいさつ言語行動に関

する中国人留学生の違和感の分析を通して、博士論

文において判明した日中両国語のあいさつ言語行動

に見られている異同の検証及びその産出要因、背景

の究明に主眼を置くと同時に、違和感の中で特に分

りにくく、理解し難い点を明らかにした上、異文化

問コミュニケーションにおいては、異なる言語、文

化による誤解、摩擦が大きな問題となっているが故

に、様々な問題解決への資料を提供することをも、

本論のもう一つの目的とする。これらの解明によっ

て日中両国語における異文化問コミュニケーション

の改善とともに、日本語教育、中国語教育への応用
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属性 男性 女性 iロ』 きロt

留 A十Lι 生 50名 50名 100名

日本人(広島)
社会人 75名 85名

320名
大学生 78名 82名

中国人(蘇州)
社会人 73名 87名

320名
大学生 65名 95名

表インフォーマントの内訳

にも役立つものと考えられる。

1.調査の目的と概要

日常生活の中で中国人留学生の眼に写る日本語の

あいさつ言語行動lが如何なるものかを知ることに

よって、日本語のあいさつ言語行動の特質をより明

確に浮き彫りにすることができる。それは、日本人

同士としては、当然なことのように見逃されてしま

う行動の中にも、留学生から見れば意外な行動様式

と目される部分が少なくなかろうと考えるからであ

る。また、日本語で日本という言語社会において、

円滑なコミュニケーションを図るために、留学生に

とっては日本語のあいさつ言語行動の特質を知るこ

とが欠かせないものである。

本調査は2002年10月から2003年12月にかけて、広

島市に 1年以上滞在し、ある程度日本語が理解でき

る(日本語を600時間程度学習し、中級日本語コース

を終了した)中国人留学生100名を対象に調査を行っ

た。インフォーマントの内訳は、表 1の通りである O

留学生は主に広島YMCA日本語学校、広島女学院大

学、修道大学、比治山大学、広島国際学院大学、広

島市立大学、広島大学などに在学中の留学生を任意

に選出したものである。調査方法は主にアンケート

用紙に記述させることの他、データの確認と面接調

査を補助手段として行った。更に比較、分析をより

客観的に可能ならしめるために、日中両国人それぞ

れ320名を対象として意識調査と補充調査を追加し

た(調査票は本論文末部に掲載)。

1I.日本語のあいさつ言語行動に関する中国人

留学生の違和感とは何か

1.違和感の内容と種類

日本人が何気なく、また当然のこととして行って

いるあいさつ言語行動の中には、中国人留学生から

見ると不可解、奇異に思われるものが少なからず見

られる。また、中国人留学生と日本人との聞に言葉

による摩擦、それぞれの言語文化、価値観、対人志

向等の相違による違和感、日本語のあいさつを実践

する際に、もたらされる心理的抵抗感等のネガテイ

ブな感覚があるために、日本人や日本文化について

の誤解が生じてしまうことがよくあると思われる O

更に、日本の社会で勉強、生活をするために、日本

語が適切にできるかどうかは、日本人とのコミュニ

ケーションがスムーズに行えるかどうかに関わるこ

とである。多くの留学生は日本語のあいさつ言語行

動にまつわる違和感や失敗、誤解などの苦い経験を

持っている。例えば、「留学生:先生の教え方がお上

手ですねJI日本人教師:あ一、ありがとうJI留学

生:いいえ、どういたしまして」、などのような不自

然で気になる例は枚挙に逗なしと言ってよい。これ

は単なる習得不完全の問題だけではなく、日本語の

使用に当たる対人選択の使用規則、社会文化的知識

などに基づく言語行動についての理解や認識不足に

よるところも多いと考えられる。以下に中国人留学

生が日本語のあいさつ言語行動において発生する違

和感や車L瞭、商E騒など、マイナス的感覚はどのよう

なものか、それを解明すると同時に改善することに

も努める。そのために、アンケート調査を実施し、

データの分析に基づきながら、それぞれ違和感の内

容、種類及びそれらの生成に関わる社会的、文化的

要因を探究するとともに、日本語らしい発想の特

徴、法則性、また、日本語教育現場でどんなことに

注意すべきかなどを合わせて考察を試みる。調査内

容は熊井(1993)、小宮修ほか(1998)などの先行研

究を参考に作成したのである2。

ア:日本人と話している時、母国のあいさつの仕

方との違いを感じたことがありますか。

①よくある ②時々ある ③たまにある

④あまりない ⑤ない ⑥その他

図Iの結果によれば、①「よくある」と答えた留
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④0% 
③6% 

⑤0% 
ロ①よくある

因②時々ある
①48% 

日③たまにある

臼④余りない

・⑤ない

図留学生の違和感の有無について

学生は48%、②「時々あるJは46%、①と②の合計

で9割以上のかなり高い数値に達している。③「た

まにあるjは僅か 6%に過ぎず、④と⑤と回答した

留学生は一人もいなかった。ここから、日本語のあ

いさつに関しては、ほとんどの留学生が母国との差

異を感じていることが分かる。

イ:上記の違いを感じた留学生には、先行研究と

筆者の体験を踏まえて設定した以下のような選択項

目の中で、どの点が異なるかについて質問した(複

数回答が可能で、%の合計は100を超すこともあ

る)。

①「すみません」の過剰使用

②謙遜の言葉をよく言う(例えば、~させてくだ

さい、~させていただく、などの表現)

③あいさつに関する「暖昧さ」、腕曲な表現(例え

ば「この前どうもj、「すみませんが、急に仕事

を頼まれたのだけど~J など)

④本当の気持ちと違ったことをよく言う、「本音j

①すみませんを言い過ぎる

②謙遜の言葉をよく言う

③あいさつに関する暖昧さ

④本音と建前が遣う

と「建前Jが違う

⑤その他

図2を見ると、圧倒的に多数の留学生が③「あい

さつに関する暖味さjを選択し、 67.8%の高い率を

占めている。それに続いて①は52%、②は32%、④

28. 9%となっている。つまり、日本語の「暖昧さJ
と「すみません」の多用に対する違和感を持つ中国

人留学生が最も多く見られる。この結果は先行研究

の指摘していることと一致しておりにまた、中国人

の「物事をはっきりする」といった傾向性も裏付け

ている o

なお、日本語のあいさつ言語行動に関する違和感

については、具体的に自由記述してもらったものを

高い順から分類、整理して見ると、次の 4種類にま

とめることができる O

ア:はっきり言わないことに対する遣和感

① r~けど、~てj 等の文型、即ち中途切れの文

が多く、相手の真意が分からなくて困る。

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

図2:留学生の違和感の分布比率(，その他」は極めて低いため、表示は略す)
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例えば断わる時のあいさつ表現について、rA
さん:よかったら、一緒に上海へ遊びに行きま

せんか Bさん:ああ、ちょっと、都合があり

まして~、」のような文は分かり難い。

②相手の気持ち、考え方等を推測しながら聞くの

で疲れるし、実に面倒くさい。

③日本人は暖昧な返事をよくし、自分の意見をス

トレートに出さないでいる。例えば、何か頼む

時のあいさつには、「宜しければ、論文の添削を

していただきたいですが」とお願いしたら、「い

やいやまあねJと返事されて、更に「どうです

か」と追って尋ねると、また「どうかな、まあJ
という答え方は肯定か否定か正確に判断できず

に苦労している。

④「いつで、も構いませんよ」、「何時でもいいよ」

と言っても、「月曜日は~あるので、金曜日は

ちょっと ~J というように、簡単なことを長た

らしく言って、効率が悪くて、苛立ち、最初か

らはっきりと結論を出してほしい。

イ:あいさつ言語行動における決まり文句等に対す

る違和感

①感謝の場面なのに、「すみませんJをよく言う。

②「すみません」を言い過ぎる。例えば物をもらっ

た時に、過剰に感謝をしたり、「すみません」を

連発したりする。また、謝る意味で使うとして

も、口先だけで本当の心ではないような気がす

る。

③特に間違いがなくても、何故日本人はいつも謝

るのか、不自然に感じる O

④「この前、どうも」、「どうも、どうも」、「お疲

れ様j、「頑張って(下さい)J等のあいさつ表現

に戸惑う

⑤「御蔭様で」の使い方は、別にお世話になった

わけでもないのに、それを言われた後、不誠実

さを感じて、不自然である。

⑤夜の仕事先で「おはよう(ございます)Jと言う

のはおかしい。

ウ:あいさつの丁寧度に関する違和感

①あいさつでは、謙遜語、丁寧語等を使い過ぎる。

例えば、学校ではどこへ行っても、「失礼しま

すj、rcご迷惑/お手数)をかけて、すみませ

ん」、「申し訳ございません」、「お邪魔致しまし

たJrどうぞよろしくお願いします」等を頻繁に

口にしたり耳にしたりする。また、先生にお願

いする時、頭を下げたりして、丁寧な態度をと

る等、フォーマル過ぎて、却って親しさが欠け

たりする感じがする。

②先輩・後輩の聞には敬語の使用は不自然な気が

する。

③「聞かせていただきますJ、「電話させていただ

きますjなどの「いただきますjの部分は、へり

くだりすぎて、嫌な感じがする O

ェ:ある種の行動、非言語行動に対する遣和感

①あいさつをする時に、相手の目を見ないことが

不愉快に思われる。

②日本人はこちらが単に礼儀上断るつもりにすぎ

ないのに、そのまま捉えてしまって、もう一度

積極的に誘ってくれないのである。これは、本

気で誘う気がないのではないかと思われがちで

ある。

2.違和感の社会的、文化的要因

日本語のあいさつ言語行動に関する多様な違和感

を産出させる要因は、日中両国語のあいさつ言語行

動様式の相違、母語の干渉、更に日本語に関する知

識不足などと考えられる。また、中国人留学生にとっ

て日本語とのコミュニケーションの難しさは、とり

わけ言語の運用面にある O それはあいさつ言語表現

に関する暖昧さ、省略・腕曲的な表現には話者の意

図が上手くつかめなかったり、言葉が最後まで完全

な形で述べられず、結局何を言っているのかさっぱ

り分らなかったりすることから察知される。例え

ば、日本語では約束を守らず遅刻して相手に迷惑を

かけてしまった時に、「すみませんJr申し訳ござい

ませんj と謝ったところで、 r~ てJ C遅れてしまっ

て~)のように相手の判断に委ねる、へりくだ、って

乞う気持ちを表すといった妙な効果が生まれる。更

に r~て」の後に言わないことは、単に言わなくて

も分かるというだけでなく、待遇上では相手への配

慮という積極的な意味を持っており、こちらの恐縮

した心情を示すだけで相手の反応を待つという姿勢

をとる、いわゆる「察してもらうjということは、

日本語のコミュニケーションの特徴である。これと

同じように辞去する時に使う「これからまわるとこ

ろがありまして~J は、「もう帰ります」と言わなく

ても、相手がそれを察して理解できる。また、「いつ

でもいいよ」という暖昧な応答について、水谷

(1999)は、以下のように指摘している。「相手に対

する遠慮、相手を受け入れなくてはいけないという

一種の強迫観念にとらわれて、反射的に『いつでも

いいですJと言ってしまう場面がないとは言えない

でしょう。(中略)自分の意思や希望を率直に言って



はいけないことを叩き込まれて育った日本人にとっ

ては、はっきり最初から自分の言いたいことを明確

に表現できないJ50 このような省略・暖昧表現は中

国人日本語学習者にとっては分かりにくく、悩まさ

れる厄介なものである。しかし、暖味表現は日本語

のコミュニケーションにおける一つの特色だと言わ

れている。外山(1994)には「日本人は人から何か

に誘われた場合、歯に衣を着せぬ言い方には慣れて

いない。着物をなるべくたくさん着せて角が立たな

いように言わなくてはならないと感じる人が圧倒的

に多い。それは又、以心伝心、腹芸の如きものに到

達するということである」とある6。言い換えれば、

日本では明確で限定的表現は言葉としての含蓄性に

欠け、行動の余地が狭められ、相手の気持ちを配慮

する姿勢も不充分となるので、敬遠されるのであ

る。そこで、それを和らげるために、「ぼかし」表現

を入れ、言い切らない形で聞を作って、含みを持た

せる表現となり、奥ゆかしさと丁寧さを感じさせら

れるのである。また、このような暖昧な表現が使用

される理由は、句の切れ目ごとに、相手の反応を待

つという点では、「相槌Jと表裏を成すものであり、

後半は言わなくても分かると期待する点では、「察し

の文化H思いやり」という心的態度に通じている o

更に、相手を誘って断わられた時には、日本人は普

通相手が遠慮した以上、それなりの理由があると察

し、あまり押し付けがましく、強く勧めないようで

ある。これに対して、中国では更に「二三回ぐらい

勧めるjのが妥当だと思われ、主人はともかく自分

の好意を積極的に相手に示すことを基本的な方策と

している(筆者の博士論文のp174-178に明らかにさ

れている)。それをそのまま、必要以上に勧めない方

が良しとされる日本語に転移すれば、中国人は日本

人が遠慮なんか分らず、一回だけ勧め、誠意の有無

まで疑われるといった誤解や違和感を持たせること

になる。

また、日本人は人と出会った時に「この前、あり

がとう」などの再感謝表現を交わす。このような決

まり文句は、日本人にとって単に謝意、詫び表現を

好んだり尊んだりするばかりでなく、その表現自体

も社会的に類型化されている。日本人は互いにそれ

までの人間関係(感謝や謝罪)について、繰り返し

言及し、経験の共有に対する志向度が強く、連帯感

を強める働きをここに認めることができるとされる8。

しかし、これらの表現を中国語に直訳すれば、中国

人にとっては不自然でいくらか態敷無礼な念を抱か

ざるを得ない。というのは、中国では思を受けたら、
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その場で札を言って済まされ、常に感謝の言葉を口

にするよりは、心に刻んでおいて、いつか必ず返礼

するという方が重んじられるからである。更に言え

ば、日本語のように、いつも前のことに遡って何回

もお礼の言葉を連発すれば、却って不誠実でミ誠意が

足りないと思われるから、感謝を具体的行動で示す

ことが重視される O また、思を受けてすぐその場で

返すことも好ましくないようである。もしそうすれ

ば、その返札行為は他人行儀或いはよそよそしい振

舞いと理解されかねないのである。言い換えれば、

中国語では恩を受けた時点で一度だけ心を込めて深

く感謝すれば、それで十分でAあり、次に会った時一

切そのことに言及しないのが一般的である。これに

対して日本語ではその時点のみならず、再会の度に

何度も感謝の気持ちを述べるのが好まれる。それ故

に、再会の時に前回の感謝を繰り返さない中国語と

それを求める日本語という両者の相違によって誤

解、摩擦が生じかねないであろう。また、日本語で

は「ありがとうJのようなあいさつ表現は定型的で

慣習的に使われているため、外国人から見れば、よ

く「感謝」という言語行為が行われて、礼儀正しく、

義理堅い民族、文化との高評を得ている。一方、中

国語では確かに「謝謝jという定型的感謝表現はあ

るが、感謝すべき場面では「謝謝jと直接に謝意を

述べるよりは、具体的で心を込めた間接的な感謝表

現の方が好まれているように見える。従って、一見

して日本語のように「謝謝Jを連発していないので、

感謝も知らない、無礼で思慮の欠けた粗野なもので

あると思われがちである。実際は中国語ではバリ

エーションに富んだ感謝の方策で中国人なりの感謝

という言語行為を営んでいる O 更に、異文化コミュ

ニケーションを行う際に、中国人の目からすれば日

本人がせせこましく、付き合いづらいと映ることも

ある。逆に思恵にあまり固執しない中国人は、日本

人にとって相手への配慮を欠いて無神経な人として

捉えられることもある。言うまでもなく、こうした

あいさつ言語行動上の違いは頭痛の種、違和感の原

因となる。また、言語の背景を異にする人とのコミュ

ニケーションにおいては、自分の物差しで人を図ろ

うとすることは意思疎通の障碍、車L醸の原因ともな

るため、禁物である。

更に、日本語の上達したことを褒められて、 f-の
御蔭様ですj、また「お元気ですか」と聞かれて「御

蔭様で、元気ですj、「お蔭様で合格しました」等の

「お陰様で」という表現に対しては強い抵抗感があ

ると回答した留学生の使用率が高くて目立ってい
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る。この結果は一見して矛盾するようであるが、中

国人留学生が日本語のあいさつ言語行動を真似て、

はやく日本の社会に溶け込もうという心情の現れで

あろう O この種の表現は、単なるあいさつとして相

手との依存関係、すなわち共存意識、親愛の情を示

す言葉である。この場合は[幸いにも」、「有り難い

ことには」とでも言い換えられるものである。「御蔭

様です」という決まり文句は社交辞令的なあいさつ

言葉として機能し、良き人間関係の樹立と維持の役

割を果している。一方、それの中国語「托~福」と

いう対訳語は日本語と異なり、実質的意味内容を

f半って気軽に決まり文句のように用いられずに、心

を込めて丁重に扱う表現である。それ故に、たいし

たことでもないあるいは自分とあまり関係ないの

に、「お陰様で」と言われると、中国人として大袈裟

とか仰々しいとか名状し難い気持ちになってしま

う。つまり、あいさつとしての「お陰様で」は中国

人にとって過剰表現である。他方、中国語にも日本

人にとって多少誇張した念がもたれるあいさつがあ

る。例えば、たいしたものではないのに、よく「破

財J(散財)と言って相手の心遣いに感謝する。この

「破財jはその一例として挙げられよう。このよう

な表現を使わなくても、場を白けさせたり、誤解を

招いたりということはないが、使えば、人間関係の

結びつきと維持、強化に潤滑油のように役立つ。こ

れらの表現はそれぞれの文化、習慣的要素が強く現

れている。水谷修&水谷信子(1988)には、 rrおか

げさまで』というあいさつの底には、自分が気づか

ずに思恵を受けているものに対して感謝すべきとい

う考えが流れている。自分の成功は明らかに自己の

努力のたまものだと思われる時にも、人のおかげと

言うことが高く評価されているjとある日。

3聞事例分析

筆者の博士論文作成のためにアンケート調査した

七つの場面において「すみません」と「どうもJは

頻用されて中国語と異なった様相を見せているし、

また前文に触れたように、中国人留学生にとって違

和感を強く持ち、理解し難いものも「すみません」、

「どうもjとなっている。従って、以下はその二つ

の表現とその対訳語としての中国語を取り上げ、そ

れぞれの使用実態を分析する。また、各場面に応じ

てどのようlなあいさつ表現を使うか、各々の文化や

社会的価値観、対人関係、行動規範などを加えて検

討する。

すみません 用例 相当する中国語

何かをお願いする時の前置き

断りの前置き

①依頼された時

②申し出、好意に対する

感謝表現として

呼びかける或いは注意を引く時

陳謝する時

エチケット

(遅れた/忘れた/約束を守れな

かった等)

談話の切り出し(接触の開始)

談話の切り上げ

接触の終了

会話の流れを円滑に進める機能を

持つ

r~J、大学へ行きたいですが、ど
う行ったらいいですか

① r~J、私にはちょっと難しい
②A:飲みに行きませんか

B r~J、今日はちょっと

r~J 

① r~J 
② r~J 財布、落ちたよ

省略

r~J は日本語の社会的エチケッ

トとして理由の有無、又、良いか

悪いかは別としてとりあえず謝る

という時に使われる o

この前、どうもすみませんでした

「 ~J、食事の邪魔をして、

今日は本当に r~でしたj

打撹一下/清向/芳賀/先生等の

社会、親族名称

①復抱歌/不好意思

②不好意思

不好意思+捨体添麻煩など

①有人時/xx在日司
②映(銭包捧了)

非常抱歎

今天会合体添了但多麻煩、

/不好意思

表 2: rすみません」の意味用法([-~ Jは「すみません」を指す)



(1) rすみません」と「対不起J
まず、「すみません」と「対不起」の意味用法につ

いては筆者の博士論文の調査分析及び先行研究を踏

まえて表2のように記述されるが、対訳語の「対不

起jはそれに対応しきれない部分が見られる。これ

は違和感を生じさせる原因のーっとも考えられる。

また、両者のずれについては日本語学習者に教える

時も留意すべきことである。

表2から分かるように、そもそも詫びの意味を示

す「すみません」は多種多様な意味として使われ、

元の意味と随分離れて詫びの意味が形骸化し、しか

も日本文化による言語的規範に厳しく制約され、社

会構造的「しきたり」に深く関わるものと考えられ

る。

一般的に「すみませんjの中国語の対訳語は「対

不起」となる。しかし、表2を見ると、両者は用法、

使用範囲などにおいて幾つもの差異があることが分

る。エチケットとしての「すみません」が中国語に

訳せない場合もある。中国語では「対不起」を使う

場合、一般としてそれなりの暇庇があるから謝罪す

る。多くの場合はそれと同時に自分の過失をも弁解

(或いは言い訳)する。日本語のように無条件で取

り敢えず謝りはしないのである。つまり、中国語の

「対不起」は事実に基づいて謝罪すべき時に用いら

れ、決して無条件ではなかろう。従って、相手に「財

布、落ちたよ」と教える場合は、寧ろ相手にとって

良いことであるので、「対不起Jの使用は不可能とな

るわけである。同様に「すみません、ご結婚なさっ

ていますか」という日本語は、中国では結婚を聞く

ぐらいはちっとも失礼に当たらないので、ここでの

「すみませんjを「対不起」と訳したら、不自然な

中国語になる。また「この前、どうもすみませんでし

たJは、感謝表現の「この前、ありがとうございま

した」と同じく一種の過去への言及表現であるが、

中国語の「対不起」にはこのような用法はないと言っ

てよい。しかしながら、中国語では接触の開始に際

して「最近好明?/最近忙叫?Jなどのあいさつ表現

が用いられ、話し手と聞き手が会うまでの時間的空

白を f(近頃/最近)調子どう?変りはないか」で埋

め合わせて心理的距離を短縮させ、両者の友好関係

の確認、強化に繋がるという機能が「この前、どうも

すみませんでした」、「この前、ありがとうございま

した」と一脈通じる類似するものもある。

日本語では呼びかけ、注目喚起などに「すみませ

んjがよく使われるが、中国語では杜会名称、や親族

語棄が多用される。その場合における「すみませんJ
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の使い方には、一つは英語の‘Excuse me' と同じ

用法である。つまり、相手が今していることを遮っ

て自分に注意を向けてもらうことに対する、軽い謝

罪の表現である。もう一つは日本語では未知の人へ

の自然な呼びかけ語がないからである。中国語で

は、未知の人に男性を「先生/姉停/大爺」、女性を

「小姐/阿旗/大畑」などと呼びかけるのに対して、

日本語では若い女性に「お嬢さん」と呼びかけると、

気障りで不自然である。子供なら年上の若い女性に

「お姉ちゃん」と呼ぶのも自然であるが、大人はそ

う呼ぶと少し下品でなれなれしすぎる印象を与えが

ちである。また、ある程度の年輩の女性に対して「奥

さん」と呼ぶことはできるが、男性への呼びかけは

なかなか難しいと思われ、そこで「すみません」よ

り、丁寧な表現には「恐れ入りますjが無難な呼び

かけ語として多用されるのではないかと考えられ

る。

中国語の詫び表現は「対不起Jf実在/真対不起j

「清原涼J等がある。「対不起」は自分が相手に対し

て悪いこと、不利益を及ばすようなことをしてし

まった時に謝罪し、許しを乞う表現であり、断りの

前置きとしても機能する。「対不起」は「すみませ

んjより使用される範囲は狭く、ほとんど陳謝の意

味として働いている。また、中国人は正しくなくて

も、なかなか謝らないということをよく耳にする。

この疑問を解決するために、「すみません・対不起」

の使い方について、更に各々320名を対象に意識調査

を加えてみた。その具体的調査内容は、次の通りで

ある。 (fその他」については、分析に耐えられない

低い数値であるため、その表示と分析を省略する。

以下同様)

ア:友達と約束した。遅刻して到着した場合、あな

たは友達にすぐ謝りますか

①直ぐに謝る

②友達だから謝る必要がない

③遅刻したことが恥ずかしいから、とぼけて知ら

ん顔をする

④本当に悪いと思い、謝る気持ちはあるが上手く

謝れない

⑤その他

イ:あなたの自転車が他の自転車とぶつかった場

合、自転車を降りて相手に会った時、すぐ謝りま

すか

①謝らない ②謝る

③状況を見た上で謝らない ④その他
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100.0% 

80.0% 

60.0% 

40.0% 

20.0% 

0.0% 
① ② ③ ④ 

図3::友達との約束に遅刻した場合の謝罪比率

80.0% 

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 
日本人

固謝らない

国謝る

白状況を見た上で謝らない

図4:他人の自転車とぶつかった場合の謝罪比率

以下は中国人および留学生のみに対象としてアン

ケート調査を施した。

ゥ:普段「陳謝」の言葉をどの程度使っていますか

①大変少ない ②少ない ③普通

④多い ⑤その他

エ:日本人の謝る言葉についてどう思いますか

①必要以上に多く使う

②本心から悪いと思って、謝る言葉を使う

③状況に応じて、必要な時に適切に使う

③18.3% ④0.8% 

②67.5% 

④自分が悪いと認めるのではなく、口先だけで謝

る言葉を使う

⑤その他

オ:日本人があなたに謝る時にどう思いますか

①堅苦しくて、どう反応すればよいのか分らない

②日本人の不誠実さは不快である

③日本人の習慣だから、特に何も感じがない

④日本人の誠実さや自らの落ち度を認める潔さに

好感を抱く

①13.2% 

因①大変少ない

口②少ない

臼③普通

園④多い

図5:陳謝表現の使用比率(本土の中国人)



⑤日本人の時や場所をわきまえた適切性とマナー

を心得ていることに好感を抱く

⑤その他

項目(ア)は、相手との約束の時間に遅れた時、

図3によれば、日本人のほとんどは①「すぐ謝る」

と回答した。中国人は②「友達だから謝る必要がな

いjを選んだ比率が一番高く、その次に③「遅刻した

ことが恥かしいから、とぼけて知らん顔をするJと

④「本当に悪いと思い、謝る気持ちはあるが上手く

③8.7% 

②55.6% 
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謝れない」は同じくらいの数値を示した。つまり、

友達だから相手の体面を配慮する必要がないと考え

る傾向性が強い。また、自分の面子を守るために、

何もなかったように知らん顔をしている人或いは謝

ることは照れくさく、うまく謝れない人がかなりい

る。⑤「その他」の中に、「道がひどく渋滞であるか

らと遅れた理由を説明したり、相手が長く待ってい

たのかを尋ねたり、冗談を言ったりする人が多く、

目上の人に「対不起、我来晩了J(遅れて、すみませ

んでした)などを言う人もいる。

①35.2% 

回①大変少ない

国②少ない

囚③普通

園④多い

図 6:陳謝表現の使用比率(中国人留学生)

③4.3% 

巴①必要以上に使う
⑤6.7% 

陸②本心から使う

国③状況に応じて使う

口④口先だけで使う

回⑤その他

図 7:日本人の陳謝表現についての留学生の受け止め方

①10% 

③59.6% 

図 8:日本人に陳謝された時の留学生の評価

囚①堅苦しい

白②不誠実さ

口③習慣

団④誠実さ等の好感

圃@:弁えた等の好感
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項目(イ)は相手の自転車とぶつかった場合、図

4の結果を見ると、どちらか悪いかは別として日本

人は②「すぐ謝るjのが66. 9%の率でトップとなっ

た。これに対して中国人は③「状況を見たうえで、

謝らない」という回答は64.4%の高い数値と正反対

である。このように、日本の社会では「すみません」

の使用率が高いことが分かる。しかし「すみませんJ
で済むと思うかと謝っている人に追い打ちを掛ける

ように責め立てる人もいないとは断言できないが、

一般的には、誠実に謝罪する人に対しでしょうがな

いと諦め、更に追及したり弁償を要求したりはしな

い。日本人はともかく謝罪することによって相手と

の関係をよりよく調和を保つための方策として「す

みません」を言うことが多い。特に、相手が目上の

場合には説明、弁解などをあまり使わず、たとえ自

分に責任がない場合であっても、責任を認めるケー

スもよくある。この点に関して、橋元(1992)は、

授業等に遅れたという状況を設定し、アンケート調

査を行った結果、「何だかんだと言い訳をして謝らな

い留学生が多い。少なくとも日本語では謝ることが

奨励され、言い訳をすることはみっともないことで

あると考えられる。いくら仕方がないとは言え、と

りあえずその事態の深刻さ、重さに応じた詫びをし

てしまう jと述べている 10。一方、そういった場合中

国人は「対不起」を言ってしまったら、言った人に

全ての責任がかかってくるので、関係者はとりあえ

ず状況を見て相手の出方を探る。その結果、自分が

悪いと思わなければ決して謝らないし、どちらに責

任があるのかはっきりしない場合にも謝らない。ま

た、もし自分に責任があると思った場合には、その

後の賠償の交渉を有利に進めるために自分から謝る

事はしない。要するに、中国人は謝罪が下手で、「面

子」を重んずるため、謝ると「面子Jを潰されはし

ないかと気に掛ける。たとえ友達であっても、「面

子Jを失ってはならない。従って、日常生活の中で

細やかでソトさな、話しにもならないほと苧のつまらな

いことを巡って、真剣に突っ張ったり言い争ったり

することが頻繁に起きる。いずれも気軽に「ごめん

なさい」、「すみません」など、一言言えば荒だてず

に忽ちまるく 4又まるはずである。

日本語の「すみませんjは形式的で、かっ礼儀的な

「あいさつ」表現である。一方、中国語の「対不起」

は文字通りにお詫び、をする時に用いられる「あいさ

つJと理解される。つまり、このような場合、日本

人はエチケット、マナー、儀礼的振る舞いとして謝

ることが多いということである。もちろん、別に謝

る言葉を発しでも、自分に非があった、罪を犯した

という認識を認めるわけではなく、ともかくエチ

ケット、マナーの現れとして或いは無意識のうちに

単なるあいさつ言葉に過ぎないが、日常生活の中で

は人間関係を良くするための潤滑油の如く機能し、

多用されることは確かである。堀江(1993) には、

「このすみませんは、深刻な状況下でその緊張した

雰囲気を少しでも和らげて、次の段階へ円滑に移行

する為の一つの潤滑剤としてのあいさつことばでは

ないかと考えられる」と論じられている 110

項目(ウ)中国人の陳謝の言葉における使用頻度

については、図 5を見れば、②「少ない」が67. 5% 

という高い率を示し、②「少ないJと①「大変少な

い」を併せて 8割に達しており、中国人があまり謝

らないことを裏付けている。更に、図 6の留学生の

場合は①と②を併せて9割を超えた。①「大変少な

い」の回答率が55. 6%となり、本国にいる中国人よ

り目立った結果となる。この差違は日本で生活して

いるため、日本人のよく謝ることとの対比から感じ

たものであろう O

なお、中国人にとって遅刻はたいしたことではな

い、または相手にとってあまり迷惑ではないという

認識が強いようである。歴史的に見れば、中国人は

何でもゆっくりとやれば良しとされていた。また、

時間という意識も薄い、緩やかでおおざっぱなもの

と見なしているなどに一因が求められよう。一方、

現代風の生活においても日本人と比べると、中国人

はのんびりして時間に追われる生活を嫌うように思

える。例えば、友達同士が喫茶庖、レストランで待

ち合わせる場合は、先に着いた人は暫く相手を待

つ、それでもなかなか来ない時に電話をして催促し

たり、先に飲み物や食べ物などを注文したりして遅

れている人が来るまで、あまりいらいらせず、に待っ

ている。遅れた人も相手に大変迷惑をかけたという

気持ちをあまり持たない。一般的に時間通りに来る

人が少ないという現状である。陳謝することは、中

国人にとって一々謝るのは態敷無礼となり、おかし

くて、よそよそしいといった冷たい感じがする。ま

た、些細なことに拘ると気が小さい人間に思われが

ちになるから、「対不起jをあまり使わないのであろ

つ。
図7の結果によれば、項目(エ)は圧倒的に留学

生が①「必要以上に多く使う」と回答しており、 6

割弱の高い率を占めている。④「自分が悪いと認め

るのではなく、口先だけで謝る言葉を使うJは13%、

⑤「その他Jの中には形式に拘り過ぎる、表面では



頻繁に謝罪の言葉を使うが、中身は分らないといっ

た答えは6.7%、両者を合わせて 2割に達しており、

否定的意見を持っていることが分る。一方、図 8を

見ると、項目(オ)の中には③「習慣だから特に何

も感じない」では59.7%と、④「日本人の誠実さや

自らの落ち度を認める潔さに好感を抱く」では10.3 

%、合計で7割の数値を示し、日本文化、習慣の一

部である謝りのあいさつ言葉について、知識として

はかなり理解しているのではないかと考えられる。

このように、日本語のあいさつの仕方に関して中

国人留学生の回答には特に「すみません」の多用が

際立つて多いことが分かる。これは上述したように

「すみませんJの使用範瞬、意味用法等が多彩多様

で両国語の聞に大きなズレがあることに一つの要因

がある。また、それぞれの文化、習慣等によって「謝

るj言語行動に関する意識の違いにも深く関連する

ものである。

(2) rどうも」

(a) rどうもJの意味用法

「どうもjは、日本語では単独でも、あいさつ言

葉として様々な場面にEって幅広く使われている

が、それに相当する中国語はないように思われる。

時と場合に応じてその訳語を探さなければならな

い。このように多用している、便利な「どうもjは、

日本語学習者にとっては逆に掴み所のなく厄介な存

在となっている。中国人留学生の違和感の中には、

「どうも」の使い方に関して、暖味過ぎて感じが悪

い、言われるとむっとする、多義的な意味を持つて

なかなかわきまえず適切に使いこなせないなど、否

定的な意見が多い。例えば、大連から来日して 5年

以上滞在歴のある越氏の話によると、広島大学での

4年間、ある日本人の男子学生に会う度に、「どう

も」と言われて、何とも言えない奇異な思いを持ち、

時には不愉快に感じていた。「どうもjは「感謝jと

か「詫びjの言葉なのに、彼に何もした覚えは無い。

それにもかかわらず、いつも「どうも」と言って、

一体どういうつもりなのか。また、「どうもjの次に

何を言うのかと待ったら、それきりである。何だか

見下されるような気分、腹を立てずにはいられな

かったという。また、感謝、謝罪をすべきところで

は、「どうも」だけで言われるとぞんざいな感じがし

て、軽くあしらわれているように思われる留学生も

いる。「どうも」は中国人留学生にとっては評判が芳

しくないようである。

「どうも」は、「どうもありがとうございましたJ
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「どうもお疲れ様でしたJ(丁寧さを示す)、「どうも

具合が悪いJ(はっきり分からない時に)、「どうもお

かしいJ(全く)、「どうも賛成しかねるJ(否定の語

気を緩和する)等の如く、多義的である。また「ど

うもjの後に来る言葉の如何によって自在に意味が

変わるので、「どうもJだけではその後にどんな意味

が略されているのか、母語話者は見当をつけられる

が、留学生にとってはなかなか見当をつけにくいの

である。「どうも」の語源については、柳田(1963)

によれば、「とにもかくにも」から変化してきたもの

だという 12
0 rあいさつ語辞典j(1970)においては、

最初「どうも」は「いかにも、甚だ」という副調と

して使われていたが、徐々に、後に続く「ありがと

うjや「申し訳ない」等が略されて、「どうもjだけ

であいさつ語として通用するようになったとされる130

「どうも」は江戸中期以降に現れ、「あいさつ表現」

に用いられるのは明治以降、広く使用されるのは大

正以降であろうと推察できる 140 また、「どうも」の

使用範囲、使用率が次第に広がってきて、今日に至っ

ては多様な場面で頻繁に用いられているようであ

る。

(b) Iどうもjの暖昧さ

日本語の特徴と言えば、そのーっとして暖昧であ

ることが挙げられる。「どうも」はその暖昧表現の一

つに数えられよう。ここでは、「どうも」の「暖昧

さJのメリットを考えて行きたい。

佐久間(1983)は、以下のように指摘している。

「高速料金所で働く老人達が、二十歳そこそこの若

者がチケットを受け取る時に口にする『ありがと

うJがあまり嬉しくない、時には嫌な感じさえする」

という話を紹介されている。また「喫茶庖で、コップ

に水を注いでくれたウェイトレスに客が札を言うと

き、『ありがとう』は感謝の表現ながら相手に不遜な

印象を与えかねない。しかし、このような場合、た

とえ、『ありがとうございます(ました)jという丁

寧な形にしたとしても、やはり不適切である。恐ら

く普通は、軽く頭を下げて『どうもJと言うのだろ

うJ15。更に、「あ、すみません」と言っても感謝の

気持ちは十分表せると解釈されているように、場面

や相手などによって漠然として暖味な「どうも」の

方が却って妥当となっている。また、日本では買い

物や食事を終えて立ち去ろうとする際に、庖員から

「ありがとうございます(ました)Jと言われるが、

客は何も応答しないで、知らん顔をしている風景を

よく百にする。この場合は、客の返事を別に期待せ
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ずにあいさつの一方通行という特徴の現れである。

もし、この時、西洋人の「サンキュー」を真似して

「ありがとうJと言うと、丁寧すぎるので、「どうも

どうも」という場合もある 160 これは、上述したよう

に、「ありがとう」では不遜、不適切で、あるため、気

軽な「どうもJを使うと相応しいとも考えられる。

いずれにせよ、このような場合では「ありがとう」

というより、「どうもjは適切なものとして使われて

いる。

また、熊取谷(1988)は、「ありがとう」の使用要

因のーっとして自分側の「喜ぴ」に重点を置く際に

使われていると述べている 170 rありがとう」の後に

「ございます(ました)Jをつけなければ、不遜な印

象を与えかねない。もし「ございます(ました)Jを

つければ、丁寧さが増し、下から上へ対しでも使え

ることばにはなるが、やはり、自分側の「喜び」の

表明に過ぎないことに変わりがない。それに対し「ど

うもjは自分の「喜びjの他に、「手数を掛けてすま

ない」といった「すみませんjに近い、相手に配慮

をしていることの表明「恐縮の念」や、「労いjも込

められている。この「どうも」という言葉は「あり

がとう」をも、「すみませんJをも修飾する言葉とし

て用いられ、二重の意味合いを帯びているので、ま

さに暖昧であるゆえのメリットを持っていると考え

られよう。日本人が「暖昧表現」を好んで用いる理

由は、「自他の感情の動きへの過剰とも言える配慮か

ら」とされている 180 rどうも」は次に続き得る言葉

が多数考えられる。「どうもjとだけ言えば、後は相

手側が都合のいいように解釈できる。これは、日本

人の相手に気を配りながら察してもらおうとする心

ア.感謝表現としての「どうも」

理に適った表現の一種であると看取されよう。

(c) rどうもjの諸相

「どうも」は日常言語生活の中で、どのように使

用されているのか、その運用実態を把握するため

に、日本人320名のみを対象に次のような補充調査を

追加した。

項目(ア)感謝表現としての「どうもjについて

は、表3から見ると①「言う jι回答した人は、日

本人の社会人6.9%、大学生20.9%の低い数値に止

まっている。男女別では①「言う」が男性にやや多

い。つまり、このような場面では「どうも」のみは

丁寧度が低いためか、適切さが欠如し低い比率の回

答結果となったのであろう。一方、無回答は社会人

の使用率が高い。この結果は国立国語研究所(1999)

等の先行研究において指摘されたこととの一致が見

られる凡なお、無回答の理由については色々と推測

されるが、明確な理由は現在のところは不明であ

る。

表4の示すように、項目(イ)rどうもJの評価に

ついては、日本人の社会人、大学生ともに②「きち

んとしたお礼になっていなくて、悪い感じがするj

が圧倒的に多く、それぞれ7割弱、 6割を占めてい

る。意識上では「どうもjは感謝表現として受け入

れられていない、あるいは感謝の場面では、あまり

好ましくないことを示している。残りは①③を合わ

せて 3割程度にすぎない。①「よい感じがするjと

いう積極的な評価は非常に少ないことが注目され

る。①の一割未満の比率は上記表3の「言わない」

という高い比率と正比例して相通じることである。

あなたが駅で切符を落としてしまったとする。知らない人がそれに気づいて後ろから追いかけてき

て、切符を届けてくれたとしたら、「どうもjと(だけ)言ってお礼を言いますか。

①言う ②言わない ③その他

調査結果は下表3の通りである。

どうも(感謝) ①言う ②言わない ③その他

社~ 王
全体 6.9 19.6 9.7 

男 9.8 15.7 5.6 
人

女 3.9 23.5 13.8 

大十旦ら

全体 20.9 44.8 34.3 

男 25.6 25.9 48.5 
生

女 18.2 50 31.8 

表 3:感謝表現としての「どうも」の使用率
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イE 感謝表現としての「どうも」についての評価

もし、上の場面で「どうも」とだけ言ってお礼を言うのは、どんな感じがしますか。

①簡潔なお礼であり、よい感じがする

②きちんとしたお礼になっていなくて、悪い感じがする

③普通のお札の言い方であり、特に良い感じも悪い感じもしない

④その他

調査結果は下表4の通りである。

①良い感じ ②悪い感じ @普通の百い方、特に良い悪い感じもしない

社
全体 1.9 69.7 28.4 

~ 、 男 3.9 70.6 25.5 
人

女 O 68.7 31.3 

大ナ且ム

全体 3.8 60 36.2 

男 5.1 59.1 33.4 
生

女 3 61.5 37.9 

(注その他jについては回答率が極めて低いため表示を省く。以下同様)

表 4:感謝表現としての「どうも」についての評価比率

ウ.謝罪表現としての「どうも」

あなたが階段を急いで歩いている時、知らない人に軽くぶつかってしまったとする。そんな時、あ

なただったらどんなふうに言葉をかけますか

①「どうもjくらいの簡単な言葉で謝る

②「すみませんJIごめんなさいjなど、少し丁寧な言葉で謝る

③「本当に申し訳ございませんjなど、より丁寧な言葉で謝る

④たいて何も言わない(頭を軽く下げるくらいをする)

調査結果は下表5の通りである

どうも(謝罪) ①どうもくらい ②少し丁寧な百い方

社~ 
全体 2.9 96.1 

男 5.9 94.1 
人

女 O 98 

ナ大企'4

全体 1.9 94.3 

男 5.1 84.7 
生

女 O 100 
」ー

(注:③と④を選択した回答率が極めて低いため、その表示は省略する。)

表 5:謝罪表現としての「どうも」の使用率

表5によれば、日本人の社会人、大学生ともに②

「少し丁寧な言葉で謝る」が圧倒的に多く、それぞ

れ96.1%、94.3%の高い率を占めている。この場合、

非は自分にあり、日本の社会ではモラルとして謝罪

が期待される場面であるので①「どうも」だけでは

謝罪の度合いが欠け、反対に③は謝罪度が過ぎて、

②「少し丁寧な言葉で謝るjの方は最も適度で当然

の結果となっている。

項目(エ)謝罪表現としての「どうも」の評価に

ついては、表6を見ると、②「悪い感じがするJは

日本人の社会人で46.1%、大学生で50.5%と多数を

占めるが、③「よい感じも悪い感じもしない」はそ

れに続く。この場面では、たとえ軽い謝罪行為であっ

ても、「どうも」だけでは丁寧度が不充分でぞんざい

な表現と思っている人が多いことが分かる。

このように、「どうも」は便利な言葉ではあるが、

場面や相手などによって使用の可否を制約されてい

る。特に、きちんと感謝をしたりお詫びをしたりす
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エ圃謝罪表現としての「どうも」についての評価

もし、項目ウで見知らぬ人にぶつかったような軽い事態で、謝罪表現としての「どうもJだけと言っ

て謝るのはどんな感じがしますか

①簡潔なお札であり、よい感じがする

②きちんとしたお札になっていなくて、悪い感じがする

③普通のお札の言い方であり、特に良い感じも悪い感じもしない

調査結呆は下表6のように示している。

①よい感じ ②悪い感じ ③よい感じ悪い感じもしない

社
全体 7.8 46.1 43.1 

~ 王 男 11. 8 50.9 35.3 
人

女 3.9 41.2 51 

大ナ=-
全体 3.8 50.5 38.2 

男 1.2 35.9 51.4 
生

女 7.3 59.1 30.2 

表 6:謝罪表現としての「どうもjについての評価比率

る場合には、「どうもJだけではほとんど使われない

し、使うとしても、その評価は好ましくない。同様

の結果は今回 (2002)にも見られる200 従って、日本

語教育現場において「どうも」は便利な言葉として

提示すると同時に、教師側の適切な注意、配慮が必

要となろう。つまり、単独で「どうも」を使う場合

は、様々なコンテクストを見極める必要があり、「万

能jではないと教える方が望ましいのである。

m.おわりに

以上、日本語のあいさつ言語行動に関する中国人

留学生の違和感を巡って、幾つかの事例を通じ、様々

な違和感の内容、種類、背景要因及び日本語のあい

さつ言語行動の特質性、法則性などの究明に努めた

と同時に、解決するための方法も提起してみた。し

かし、日本語のあいさつ言語行動の特徴をよりよく

把握するために、両国及び他国聞の対照研究は急務

となると痛感している O 今後、中国に滞在する日本

人留学生が、中国語のあいさつ言語行動に関してど

のように受け取るのかについても、調査比較研究を

積極的に行っていきたい。

注:

l 本論では「あいさつ」を「人間関係・社会関係を

円滑にする、または円滑な状態を維持・強化する

ために行う社交・儀礼的な行動様式の一つj とす

る。「あいさつ言語行動」とは、「あいさつ言葉と

音声、身振り、手振り、表情、態度といった人間

の行動様式に関わる伝達行動の全体である」とす

る。
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16 奥山益郎「あいさつと言葉の座談会」文化庁「こ

とばjシリーズ14rあいさつと言葉.11981年p30

17 熊取谷哲夫「発話行為理論と談話行動から見た

日本語の「詫びj と「感謝j広島大学教育学部紀

要Vo12 No37、1988年 p230

18 中山治 rrぼかしjの構造一一日本語の表現心

理Jr言語』大修館書庖1985年pp66-67

19 国立国語研究所『日本語における言語行動の多

様性.11999年p50

20 今田滋子「日本人の感謝表現J広島大学教育学

部修士論文2002年pp4四 19、感謝の場合における

「どうもJ(単独)の使い方については、大学生を

中心に男女56名を対象にアンケート調査を行った

結果、「どうもjの使用率は僅か回答全体の 2%に

過ぎない。また、日本人に比べて学習期間や滞在

期間に関係なく、日本語学習者は単独で使う「ど

うもjの数が多く、日本人から見ると違和感、不

適切な使い方が見られるとされている。

付記:本稿は平成16年度広島市立大学に提出した博

士学位論文の一部をもとに加筆したものである。論

文を執筆するに当ってご指導下さった先生方とアン

ケート調査にご協力頂いた皆様に対して心より御礼

申し上げる。
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アンケート調査票抜粋(中国人用 略す)

そのー 中国人留学生用調査票
年齢 性別 ①男 ②女 広島在住年数一一一一

1. 日本語のあいさつ言語行動についての違和感

1.日本人と話している時、自国のあいさつの仕方と違うと感じたことがありますか

しよくある I 2.時々ある I 3. たまにある

4.あまりない I 5. ない I 6. その他

2. どんな点に違いますか

①「すみませんjを言い過ぎる

③あいさつに関する暖昧さ

⑤その他

②謙遜の言葉をよく使う

④本当の気持ちと違うことをよく言う、本音と建前が違う

3. 日本人のあいさつの仕方に従って話す時に、何か「不自然な感じ」や「快適ではない感じJな

どが生じることがありますか

①ある ②無い ③その他

4.質問 3rあるJと答えた人は、その内容がどのようなものですか、具体的に例をあげて説明し

てください

l 1. 日本社会における言語行動について

1.日本人は一般にお世話になった人に会った時「先日は、大変お世話になりまして、有難うござ

いました」というように過ぎ去ったことを再提起する傾向があると思いますか。

①ある |②少しはある |③どちらとも言えない

④余りない l⑤ない l⑤その他

2.以下の場面を想定しながら、どのようなあいさつ言葉を使いますか

何かをお願いする時の前置き

断りの前置き
①依頼された時
②申し出、好意に対する時

感謝表現として

呼びかける或いは注意を引く時

陳謝する時

エチケット

(遅れた/忘れた/約束を守れな
かった等)

談話の切り出し(接触の開始)

談話の切り上げ



接触の終了

会話の流れを円滑に進める機能を
持つ

その他
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3.友達と約束した。遅刻して到着した場合、友達にあった瞬間、あなたは日本人のようにすぐに

謝りますか

①すぐに謝る

②友達だから謝る必要がない

③遅刻したことが恥ずかしいから、とぼけて知らん顔する

④本当に悪いと思い、謝る気持ちはあるが、うまく謝れない。というのは、中国の習慣にはない

ため、何となく抵抗があるから

⑤その他

4. もし、あなたの自転車が他の自転車とぶつかった場合、自転車を降りて相手に会った時、あな

たはすぐに謝りますか。(事実に基づいてお答えください)

1.謝らない 2.謝る

3.状況を見たうえで、謝らない 4.その他

5. もし、事態が深刻であったりして、賠償しなければならない場合、あなたは素直に謝りますか

ICD謝る ②謝らない ③その他

lその理由

6. 日本人の日常生活では、謝る言葉をどの程度頻繁に或いは少なく使うと感じますか

1.少ない I 2.大変少ない I 3.普通

4.多い I 5.大変多い I 6.その他

7. 日本人の謝る言葉についてどう思いますか

①必要以上に多く使う

②本心から悪いと思って謝る言葉を使う

③状況に応じて必要な時に適切に使う

④自分が悪いと認めるのではなく、口先だけで謝る言葉を使う

⑤その他

8. 日本人があなたに謝る時、あなたはどう感じますか

①堅苦しくて、どう反応すればよいのか分からない

②日本人の不誠実さに不快である。

③日本の習慣だから、特に何も感じない

④日本人の誠実さや、自らの落ち度を認める潔さに好感を抱く

⑤日本人の時と場所をわきまえた適切性とマナーを心得ていることに好感を抱く

⑥その他
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その二 日本人用調査票
年齢 性 別 l . 男 2.女 職業

1 日本社会における言語行動について

l 謙遜表現について

(ア)家に呼んだお客様に食事を勧める時に「何もありませんが……」と言って進めることがあり

ますか。
A.ある B. よくある C. ときどきある D.ない E.その{也

(イ)もし、あなたが言われたとすると、どんな感じがしますか。

l.良い感じがする(つつしみがある、遠慮がち、礼儀正しいなど)

2.良い感じがしない(そらぞらしい、へりくだりすぎなど)

3. きまり文句であって特に良い感じも悪い感じもしない

4.その他

2 再感謝表現について

(ア)2 -3日後、その人に再び出会った時、「先日はどうもありがとうございましたjなど、もう

一度お札を言うことがありますか。

A.ある B. よくある C. ときどきある D. ない E.その他

(イ)もし、あなたが言われたとすると、どんな感じがしますか。

l.良い感じがする(丁寧など)

2.良い感じがしない(くどくどしている、など)

3. きまり文句であって特に良い感じも悪い感じもしない

4.その他

3 感謝表現としての「どうもJ

あなたが駅で切符を落としてしまったとする。知らない人がそれに気づいて後ろから追いかけ

てきて、切符を届けてくれたとしたら、「どうも」と(だけ)言ってお札を言いますか。

①言う ②言わない ③その他

4 感謝表現としての「どうも」についての評価

もし、上の場面で「どうも」とだけ言ってお札を言うのは、どんな感じがしますか。

①簡単な謝り方であり、良い感じがする

②きちんとした謝り方になっていなくて、悪い感じがする

③普通の謝り方であり、特に良い感じも悪い感じもしない

④その他

5 謝罪表現としての「どうもj

あなたが階段を急いで歩いている時、知らない人に軽くぶつかってしまったとする。そんな時、

あなただったらどんなふうに言葉をかけますか。

①「どうも」くらいの簡単な言葉で謝る

②「すみませんJrごめんなさい」など、少し丁寧な言葉で謝る

③「本当に申し訳ございませんjなど、丁寧な言葉で謝る

④たいてい何も言わない(頭を軽く下げるくらいは? ア.する イ.しない)

6 謝罪表現としての「どうも」に対する評価

もし、項目 5の場合に「どうもJとだけ言って謝るのはどんな感じがしますか。

l.簡単な謝り方であり、良い感じがする

2. きちんとした謝り方になっていなくて、悪い感じがする

3.普通の謝り方であり、特に良い感じも悪い感じもしない

4.その他
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7 以下の場面を想定しながら、どのようなあいさつ言葉を使いますか

何かをお願いする時の前置き

断りの前置き
①依頼された時
②申し出、好意に対する時

感謝表現として

呼びかける或いは注意を引く時

陳謝する時

エチケット
(遅れた/忘れた/約束を守れな

かった等)

談話の切り出し(接触の開始)

談話の切り上げ

接触の終了

会話の流れを円滑に進める機能を
持つ

その他

8 友達と約束した。遅刻して到着した場合、友達にあった瞬間、あなたはすぐに謝りますか

①すぐに謝る
②友達だから謝る必要がない
③遅刻したことが恥ずかしいから、とぼけて知らん顔する
④本当に悪いと思い、謝る気持ちはあるが、うまく謝れない。

⑤その他

9 もし、あなたの自転車が他の自転車とぶつかった場合、自転車を降りて相手に会った時、あな

たはすぐに謝りますか。(事実に基づいてお答えください)

1.謝らない I 2.謝る

3.状況を見たうえで、謝らない I 4.その他

10 もし、事態が深刻であったりして、賠償しなければならない場合、あなたは素直に謝りますか

ICD謝る ②謝らない ③その他

lその理由


