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本科生毕业设计（论文）开题报告 

题   目：        从敬语看日本人的人际关系                 
一、选题的依据及意义（500 字） 

任何社会都存在使用敬语的现象，只是表示敬意的方式因文化不同而呈现差别。在日本社

会中，敬语在人际交往中起到了极其重要的作用，敬语也反映了日本社会和日本人的独有特点。 
敬语是日语的一大重要特色，根据不同的场景和人际关系，要使用不同的敬语。目前广为

统一的分类有四种，即：尊敬语、谦让语、郑重语、美化语。日本社会存在着严格的上下等级

关系，它体现在社会生活的各个领域，其中在人们的言语生活中表现得最为明显，日语中所特

有的敬语体系、复杂的称呼语、人称代词的使用以及职场用语都表现出了日本社会的上下关系。

搞清人际交往中的敬语表达，如何正确使用敬语，是日本人正确交往的前提和基础。但是根据

不同的商务场合,不同的人际关系选择得体且具有文化性的职场敬语是很困难的，所以在工作

实践中不断地探索和研究职场敬语是很有必要的。 

日本人相互交际时不仅注重外表和行为，更注重语言的表现形式--敬语的使用。日本民族

在长期的社会生活中逐渐养成了一种非常重视礼仪教育的社会风气和习惯，花大量的精力教

育和培养敬语的正确使用方法和技巧，以达到搞好人际关系的目的。因此，在我们的语言学习

过程中，了解日本的社会特点，准确地加以使用，才能够更好地达到交流的目的。 

 

二、国内外研究现状及发展趋势（含文献综述） 
注：该部分不得少于 800 字，即对所定题目相关的已有研究（论文、论著）作出概述 
国内外研究现状述评： 

姚莉萍的<日本人的敬语意识和敬语的变迁>的文章，指出日本人在对古典的研究中发现

了敬语，在接触外国和翻译外国文献过程中认识了日语敬语的特殊性，日本人敬语意识的变

化带来了敬语使用范围、表达形式方面的变化，而来自葡萄牙的基督教传教±IcaoRdriguez

的一本“日本大文典”对日本敬语进行的系统研究，促进了日本人对自己的语言的重新审

视，从明治二十五年（1882年）王桥要也写的第一篇对敬语进行全面分析的论文后，日本的

敬语研究在各历史阶段出现了几次高潮，对日本人客观地认识敬语起到了推动作用。而我们

中国人对日语的敬语研究多数是从学习和研究日语的目的出发，对敬语的待遇意义和形态进

行的研究。本文参考中日学者的研究成果，就日本人的敬语意识和敬语表达的变迁作一探

讨。 

刘金才的著作《现代日语敬语用法》，讲到从事日语教学的人，经常深有体会对初学日

语的学生讲：“学英语是哭着进来笑着出去，而学日语则是笑着进来哭着出去。”这意思是

说，日语对于我们以汉语为母语的人来说，初学时虽感到比较容易，但越学越难。即使掌握

了日语的基础语法和相当数量的常词汇，也很难把日语讲得非常地道。日语对于我们之所以

非常之难，一个重要原因就是因为它有着比汉语复杂得多的敬语。敬语作为日语的最主要的

特征之一，不仅具有十分庞杂的语法体系和繁多的表达形式，而且在使用时往往需要根据时

间、地点、场合、对象以及人际关系的不同而变化，颇难正确把握和运用得当。 
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郑肖论的<日本社会文化对敬语使用的影响>的文章中指出敬语是日语中所特有的表现形

式。不仅在展现日本人恭敬谦让的美德时使用，在待遇的分配和表示对他人的尊敬的场景也

常常使用。日语中的敬语在词汇和语法之中被系统的整理出来。使用敬语时根据人和社会因

素的不同,应用起来非常复杂。也就是说，固定的社会关系，人际关系，由于临时的心理状态

所产生的人际关系等因素，都在敬语使用时起了重要作用。本文为了说明敬语表现,首先先简

单介绍一下敬语的基本组成部分。接下来探索一下日本人使用敬语的社会因素。重要的是本

文在分析日本人敬语行为的同时，也可以很好的清楚日本人如何使用敬语，说地道的敬语，

对于日语学习者很有帮助,更能提高用日语交流的效率与效果。 
叶霞的<敬语的交际功能>，此论文讲述任何的语言都是社会的产物，它的产生和发展是人

类文化的历史相辅相成的。其存在的意义在于作为交流工具可以促进人际交流完成人际交往。

语言的交际功能决定语言表达结构的模式。并指出敬语也是完成这种语言交流功能的一种结

构模式。敬语在语言活动中是一个受社会制度、风俗习惯以及人际关系变化影响的领域。敬语

作为日语的重要特点之一，敬语是说话人对别人(听话人或第三者)表示敬意的一种语言手段。

敬语在语言交流中除了在社交场合中表达敬意,同时也是作为一种社会礼仪和社会常识来使用

的。在社交活动中这样的敬语也是人际交往的润滑油。敬语的这种语言形式需要顾及听话人的

立场及相关的一切，具有避免在会话中给听话者带来不快的功能。敬语甚至被认为是一个社会

人应具备的社会常识。敬语的使用是说话人与听话人,作者与读者以及与话题有关的第三者之

间的关系以不同的语言表达形式来体现的。同时敬语也是依据人与人的亲疏关系使用语言的

现象。最后点出人与人的亲疏关系是使用敬语的关键。 
李钟善等的<日语敬语的正确使用对人际关系的影响>的论文，讲到日语是世界语言中敬

语最多的一种。日本人言谈举止非常客气,特别注意避免使用他人忌讳的语言。在日本有一种

说法,不会讲敬语就等于不会讲话。由此可见敬语在语言交际当中的影响。在现实生活中日本

人使用敬语和称谓来表达“上下”、“长幼”、“贵贱”等一系列人际关系,因此敬语是日本语言文化

中的一个重要组成部分。 
并举了个例子来分析敬语究竟在起着怎样的作用。一位年轻的学生在问路,对方是中年家

庭主妇，这位中年主妇系着围裙，手里拿着菜篮子。从这些可以看出她是当地人。于是那位学

生走过跟前便问「おう、おばちゃん××へ行くのはどう行くんだい、教えろよ。」中年主妇对

这样问法答不出话来，总觉得心里不痛快，但是她又很快地打起精神告诉对方「あっちへ行っ

て右に曲がって。」事后,这位中年家庭主妇也许有许多不愉快的感受,这也可以说也是普通日

本人的感受。当然并不是说「おばちゃん」这种称呼对她不合适。她本来也知道这种称呼对自

己绝对没有贬低的评价，可是就会令人心情不愉快。假如年轻学生换这种说法去问「すみませ

んが、××へ行くのはどう行けば宜しいでしょうか。」那么可能这位主妇的心情会截然不同。 

 

三、本课题研究内容 
日语的复杂首先表现在敬语的使用上。日语的敬语已经形成一个比较完整的体系，在日

本人的社会生活中发挥着非常重要的作用。敬语某种程度上反映出说话者内心的敬意程度，

日语的敬语随着社会的发展在发生着巨大的变化。日语敬语的使用直接体现着日本人的语言

行为特点和人际关系。研究内容如下： 

开篇 

一、日语敬语 

1.1 敬语的由来 

1.2 日语的性质 

二、敬语的分类和使用 

2.1 敬语的分类 

2.2 敬语的使用 

三、现代日本人的敬语意识 

3.1 基于内外、亲疏关系的敬语意识 
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3.2 基于利益关系的敬语意识 

3.3 基于公私场面关系的敬语意识 

四、敬语体现的日本人的人际关系 

4.1 日本武士道中“礼”的观念 

4.2 日本“纵式社会”的人际关系 

结语 

四、本课题研究方案 
本文首先介绍了敬语的发种类及特点，接着指出了日语敬语在日本人际关系到了极其重

要的作用，敬语也反映了日本社会和日本人的独有特点。从“内外不同，上下有别，亲疏有距”

三个社交原则分析日本人的敬语观念在日语敬语使用的具体表现。从而进一步指出日语敬语

和“距离感”的相互联系。最后从日本武士道中“礼”的观念和日本“纵式社会”的人际关

系，来总结归纳日本人在社会交际时基本心理和理念。 

具体章节安排如下： 
开端：介绍了敬语存在及发挥的重要作用这个前提，点出本稿的论述方向。 

第一章：总体概括敬语的特点，包括敬语的由来和特点。 

第二章：从日语敬语的使用来具体论述日语敬语对日本人生活的影响。 

第三章：从三个方面论述日本人渗透在生活当中的敬语意识。 

第四章：从日本武士道中“礼”的观念和日本“纵式社会”的人际关系，来总结归纳日

本人在社会交际时基本心理和理念。 

结语：概括性地总结全篇，指出不足，展望未来。 

 

五、研究目标、主要特色及工作进度 
研究目标：日语的复杂首先表现在敬语的使用上。日语的敬语已经形成一个比较完整的

体系，在日本人的社会生活中发挥着非常重要的作用。敬语某种程度上反映出说话者内心的

敬意程度，日语的敬语随着社会的发展在发生着巨大的变化。日语敬语的使用直接体现着日

本人的语言行为特点和人际关系。本文试图通过研究敬语的应用来分析日本人的心理和交往

准则。 

主要特色：把日语中的敬语应用同日本人的人际关系联系在一起分析研究，也就是从语言

的角度来看文化是本文的创新之处。 

研究步骤： 

 

六、参考文献（需填 10 本、篇） 
1.姚莉萍.日语学习与研究1998,(2).日本人的敬语意识和敬语的变迁. 

2.刘金才. 1990.8. 现代日语敬语用法.北京大学出版社. 

3.郑肖论.《青年文学家》2010 年第 07 期.日本社会文化对敬语使用的影响. 

4.叶霞.2011 年第 03 期 《华章》.敬语的交际功能. 

5.李钟善;孙丽华;张研.《长春师范学院学报》2006 年第 03 期.日语敬语的正确使用对人际关

系的影响. 

6.蔡全胜. 2006.6. 敬语通.大连出版社.  

7.江新兴. 2006.6. 商务基础日语.中国商务出版社.  
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从敬语看日本人的人际关系 

摘 要 

 

日本人相互交际时不仅注重外表和行为，更注重语言的表现形式--敬语的使

用。日本民族在长期的社会生活中逐渐养成了一种非常重视礼仪教育的社会风气

和习惯，花大量的精力教育和培养敬语的正确使用方法和技巧，以达到搞好人际

关系的目的。因此，在我们的语言学习过程中，了解日本的社会特点，准确地加

以使用，才能够更好地达到交流的目的。 

本文首先介绍了敬语的历史和由来，接着指出了日语敬语在日本人际关系中

起到了极其重要的作用，而且敬语也反映了日本社会和日本人的独有特点。然后

试着从“内外，上下，亲疏”三个社交原则分析了日本人的敬语观念在日语敬语

使用的具体表现。从而进一步指出日语敬语和“距离感”的相互联系。 

 

关键词：敬语；人际关系；重要性；敬语意识；影响 
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敬語から見る日本人の人間関係 

要 旨 

 

日本人が交際する時、うわべと行為を重視するだけでなく、更に言語の表現

方式――敬語の使用を重視する。日本民族は長期の社会生活の中で次第に儀礼

と教育を非常に重視する気風と習慣を養う。大量の精力を使って敬語の正しい

使用方法と技巧を教育して育成して、人間関係を仲良くする目的に達していく。

そのため、言語を学んた過程中、日本社会の特徴を調べて、そして正確に使う

のは、もっと良く交流することができるだろうと思う。 

本稿はまず敬語の歴史と由来を紹介し、引き続いて日本語の敬語が日本の人

間関係できわめて重要な効果を果たすことを掲示する。そして、敬語は日本社

会と日本人の特徴を反映した。それから、「内外、上下、親疎」という 3 つの

社交原則から日本語の敬語観念が敬語の使用の中で具体的な振る舞いを分析

してみる。それによって更に日本語の敬語と「距離感」との相互関係を掲示す

る。 

 

キーワード：敬語；人間関係；重要性；敬語意識；影響
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1  はじめに 

 

敬語というのは、話し手、聞き手、第三者の間の人間関係や話題の性質、あ

るいはその場の状況などについての話し手の配慮に基づいてさまざまな言い

方を使い分けるということである。敬語は日本独特のものであり、日本人の謙

譲の美徳を表わす美しい表現などと言われることがある。そして、敬語は敬意

を表し、すなわち、敬意表現を体現するのである。敬意表現とは、 コミュニ

ケーションにおいて互いに尊重の精神に基づき、相手や場面に配慮して使い分

ける言葉遣いを意味する。しかし、日本語では、敬語詞の数が多いし、表現形

式がさまざまな対象に比較的固定した体系を持っているので、日本語の最も大

きな特色として広範的に使われている。それで、敬語の分類 は敬語の重要性

などの認識に最も必要である。 

日本語の複雑さはまず敬語の使用の上で表現する。日本語の敬語はすでに比

較的で完全な体系を形成した。日本人の社会生活の中でとても重要な効果を発

揮している。敬語はある程度で話者の内心の敬意程度を反映する。日本語の敬

語は社会の発展に従って、巨大な変化を発生している。日本語の敬語使いは直

接に日本人の言語や行為などの特徴と人間関係を体現している。 

国内では、敬語を研究している学者が大勢いる。例えば、姚莉萍の「日本人の

敬語意識と敬語変遷」の文章は、日本人が古典を研究している時、敬語を発見

したことを指摘した。外国に接触した過程と外国文献を訳した過程の中で日本

語の敬語の特殊性を知った。日本人の敬語意識の変化は敬語の使用範囲や表現

形式などの方面での変化を持ってきた(注1：姚莉萍.《日语学习与研究1998,(2)》

[J].日本人的敬语意识和敬语的变迁)。 

劉金才の著作『近代的な日本語の敬語の使い方』は、日本語の敬語が私たち

に対してなぜ非常に難しいかというと、重要な原因の一つはそれが中国語より

ずっと複雑な敬語を持っているためだということを指摘した。敬語は日本語の

最も主な特徴の中の一つとして、非常に乱雑な文法体系と非常に多い表現形式

を持つだけでなく、その上、使用の時、よく時間、場所、対象と人間関係の違

いによって変化しなければならないからである。正しくとらえて適切に運用し
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ていくのがすこぶる難しい（注 2：刘金才.《现代日语敬语用法》[M].北京大学

出版社.1990.8）。 

鄭肖論の「日本の社会文化が敬語使いに対する影響」の文章は敬語が日本語

の特有な表現様式だということを指摘した。敬語は日本人の恭しく遠慮する美

徳を表す時に使うだけでなく、待遇分配や他人への尊敬シーンなどでもいつも

使われる。敬語を使う時、人によって、社会の要素によって、とても複雑だそ

うである（注3：郑肖论.《青年文学家》2010年第07期[J].日本社会文化对敬语

使用的影响）。 

日本語の敬語は日本社会の人間関係にどんな重要性があるか。本稿は先行研

究に基づいて、以下の点に着目して日本語の敬語の人間関係に対する重要性を

もっと探究しようと思う。 

 

2 敬語の表現と役割 

2.1 日本語における敬語表現 

一般的には敬語を尊敬語・謙譲語・丁寧語の 3つに分類する。日本語学にお

いてはさらに丁重語・美化語を立てた 5分類が多く使われている。文化審議会

も、2007 年に尊敬語・謙譲語 I・謙譲語 II（丁重語）・丁寧語・美化語の 5分

類にするという敬語の指針を答申した（注 4：敬語の指針文化審議会，『敬語の

指針（答申）』[M]，2007）。 

敬語にはその性質上、話題中の人物を高めるもの（素材敬語）と話し手が対

面している聞き手を高めるもの（対者敬語）があるが 5分類は従来の 3分類を

元に両者を区別することで定義されたものである（注 5：国立国語研究所，『敬

語教育の基本問題（上）』[M]，大蔵省印刷局，1990）。また、本来丁寧語の一

部である美化語は「敬語」からは外されることが多い。中学校では 3分類で敬

語の学習をしているほか、常体・敬体についても学習している。 

 

3 分類 5 分類 特徴 

尊敬語 尊敬語 素材敬語 
話題中の動作の主体が話し手よりも上位であること

を表す語 
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謙譲語 
謙譲語

話題中の動作の客体が話題中の動作の主体よりも上

位であることを表す語 

丁重語

対者敬語 

聞き手が話し手よりも上位であることを表す語 

丁寧語 

 

丁寧語
聞き手が話し手よりも上位であることを表す語尾の

「です」「ます」「ございます」など 

美化語 - 上品とされる言い回し・言葉遣い 

 

2.2 日本語における敬語の役割 

言葉は人間のコミュニケーションの重要な道具である。敬語というのは、話

してと聞き手、および話題人物との間のさまざまな関係にもとづいて言葉の使

い分けとその人間関係を明らかにする表現形式のことである。日本語の中から

敬語を取り除くことは、まったく不可能である。人間関係が完全に崩壊してし

まうばかりでなく、社会生活は索漠として味気がなくなるからである。敬語は

日本人の日常生活中で潤滑剤として使われることが普通である。敬語は少なく

とも現在の日常生活で人間関係をスムーズにするために、欠くべからざるもの

である。 

敬語は一種の主な形態として日本語の勉強の中で欠くべからざるものであ

る。これも外国の学生にとって難しい問題である。 

敬語は普通、尊敬語、謙遜語、丁寧語の三つに分けられる。尊敬語というの

は聞き手や話題の人物を高めて話し手の敬意を直接表すことばづかいである。

謙遜語というのは、話し手側を低めることにより、間接的に聞き手や話題に人

物を高めることばづかいである。 

敬語が難しいのは、文法形式によるのではなくて、複雑な人間関係を考えた上

で一つの適切な表現形式を選ばなければならないからである。また、人間関係

が極めて複雑になった現代社会で、どんな場合に、どの相手に、どの尊敬度を

持った敬語を使えばいいか、また敬語をどの程度まで使用すればいいか、どう

すれば文の調和が保てるかと言った問題は日本人にも難しいと言えよう（注

6：叶霞.《华章》2011 年第 03 期 [J].敬语的交际功能）。 

もちろん、日本人とコミュニケーションするときは、正確に敬語を使うこと
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が重要である。また、敬語を用いる場合には社会的な背景、文化的な背景乃至

日本人の言語心理を正しく把握することがいちばん大切である。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已

经被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因

为这些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过

购买时间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯

一性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论

文。这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学

购买使用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作

的论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在

同一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②

买断版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上

的 600 元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就

不可以再买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购

买论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有

重复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作

服务。 
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3 敬語表現の裏にある規則 

3.1 「ウチとソト」の規則 

一言で概括すれば社会規則、文化規則は日本語敬語を生んだ裏の要素である

と言うことができるが、詳しく論じることはかなり難しい。おおざっぱにいえ

ば、価値観、思考様式、感情傾向、行動パターンなどによる言語マナー、言語

習慣、言語表現方式などがそれである。 

数多くの外国学生は日本語の習慣からその文化のルーツを探り、日本文化の

特徴についていろいろな見方をさしている。例えば「恥の文化」、「沈黙の文化」、

「ウチとソトの文化」、「煽ての文化」、「察しの文化」、「以心伝心の文化」、「集

団性の文化」などである。それぞれの見方がみなある程度理屈にあっているが、

全体から見れば日本人の思考、心理、言語方式および行動パターンを定めたの

はやはり「ウチとソトを区別する」という意識であるだろう。古来から、日本

人ははっきりした「ウチとソトを区別する」意識を持っており、自分を中心と

して周囲に輪を作って「内」と「外」を区別する。「社会学事典」の定義によ

れば、「内」と「外」とは、「日本文化において、自我を中心とした内集団と外

周団への態度の対比をとらえる通用語である」。さらに、「内」の人間（家族、

自分の会社の人、自分の属するグループの人など）が、「外」の人間（親しく

ない人、他人、他会社の人、他グループの人など）と話し合ったり、その人た

ちを話題にしたりするとき、自分を含む「内」の人間に対しては謙譲語、「外」

の人間に対しては尊敬語を使う。したがって、人間関係が明らかになる。日本

人は「内と外を区別する」意識をはっきり持っていて、輪の内にいる人を親し

く扱い、輪の外にいる人を疎く扱う。上述で分かるように、「内と外を区別す

る」規則は日本語敬語のたいていの言語現象を解釈することができるのである。 

 

3.2 「親愛関係と疎遠関係」の規則 

日本語の敬語は話し手の、その相手に対する、あるいは話題人物に対する敬

意の表現である。人間関係を反映した表現が用いられる。例えば、身分、地位、
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年齢などによる上下関係、利害関係をはじめとする相互の力関係、親愛、疎遠

といった親疎関係などの人間関係によって、表現が変化する。上下関係にして

も、力関係にしても、親疎関係にしても、いずれも「内」と「外」の枠から抜

け出すことができない。日本人の尊敬の意識は相手をよく理解し、その理解を

深め、成熟させて尊敬にまで高めてゆくというよりも、むしろ本来には、相手

を敬し遠ざけして扱いするということを基本にしてきている。次の例を見てみ

よう。 

「家庭で」他人に対して親が不在であることをいうとき 

「会社で」社外の人に対して上司が不在であることをいうとき 

（1）今おりません（いません） 

（2）今いらっしゃいません 

この場合、日本の家庭では自分の親のことを他人に話すとき、また会社でも

社内の上司を社外の人に話すときに、親や上司を（2）のような尊敬語で待遇

することは差し控えられる傾向にある。 

したがって、外国学生の角度から見れば、いわゆる敬語表現は背後の規則は

即ち心理因素と社会背景の問題であり、聞き手のどの感じとどの思いを考慮す

べきである。もしそうすれば、外国学生の日本語の表現の仕方はもっと完璧と、

正確になると思う。 

 

4 現代日本人の敬語意識 

4.1 内外と親疎関係に基づいた敬語意識 

親疎関係は広義上で、内外関係を含む。周知のように、日本人のグループ意

識と内外意識は非常に強い。日本人の敬語観を決定する諸原因の中で、身分や

地位などおｎ高低より、更に相手が血縁関係や身内の人であるのかを重視する。

話し手は他人と話すとき、身内の人あるいは自分を言うの時、たとえ話題人は

自分の上司や年長者などとしても、敬意を含まない表現や謙虚な表現の形式を

表す。これに反して、もし話題人は相手の人だならば、たとえそれは自分の身

分より低くあるいは幼いとしても、よく一定の尊敬言葉を使う。例えば、他人

に家族の人のことを言う時、自分の両親さえ、謙遜語の「ちち」、「はは」を
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語る。普通な職員は外の顧客に自分の上司のことを言うとき、よく「社長は京

都に出張しにおります」、「うちの課長はそう申しております」という謙譲語

の表現の形式を持つ。 

上述の情況は総括して言うと、日本人の敬語意識が人との親疎、内外関係と

は反比例の増減になったのである。すなわち、親しくする者は、敬語を使う意

識がそれに応じて減らし、疎い者は、敬語を使う意識がそれに応じて増加する。 

 

4.2 利益関係に基づいた敬語意識 

今の日本は、文化や科学技術、交通などが高速に発達していて、米国以外に世

界の第 2大国である。この経済大国は、ある程度で商品社会、金銭社会だと言

える。このような社会の中で、人々の間の関係は必ず利益関係あるいは恩恵授

受関係の支配を受けるに違いない。それは日本人の敬語使用意識に対して重要

な影響と効果を持っている（注 7：李钟善;孙丽华;张研.《长春师范学院学报》

2006 年第 03 期[J].日语敬语的正确使用对人际关系的影响）。例えば、日本の

経営者、商人はあるいは店員は、彼らは自分の店の中の顧客に対して、相手は

何の身分であろうと、いつも雅やかで礼儀正しくて、ぺこぺこして「いらっし

ゃいませ」、「ありがとうございます」といつも言って、きりがなく敬語を使

う。 

このような利益関係に基づいて敬語使用意識は、日本人の社交活動の各方面

に表現すると言うことができる。最も代表性のあるのが、商業のイベントとサ

ービス業の中である。商業広告、業務での面談に関わらず、また銀行、旅館、

お店、ホテルに関わらず、全部過度に敬語を使う。これは、発達した商品社会

と金銭社会の日本社会で、顧客は経営者が利潤をあげて生計をはかる前提で、

それで経営者はその商売のため、百方手を尽くして買い手にお世辞を言って、

顧客の恵みをねらう。このような意味から言うと、敬語は顧客を招き寄せ、売

買を興隆させる宝物でもある。それは利益関係にに基づいた恩恵意識がすでに

近代的な敬語使用を支配する重要な要素になったためである。 

 

4.3 公私の場面関係に基づいた敬語意識 
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近代の日本人が尊卑意識に基づいて敬語を使う現象は依然として存在して

いる。しかし、たくさんの場所では、敬語を使うかどうかはすでに単に他人を

尊敬するだけでなく、公共場面の社交礼儀作法を配慮していく、あるいは自分

に礼儀があるためである。日本人が家や気軽な場所などで普段着を着るし、丁

重な儀式に参加する時にドレスを着るのと同じように、主に公私の場面関係に

基づいて考慮するのである。すなわち、気軽な場所ではあまり敬語を使わない

で、丁重な場所では敬語を使う。これは日本人が敬語の応用の1つの重要な原

則である。例えば、教師は学生に話をする時や、会社全体が会議をする時、そ

の他の集団が演説をする時など、普通ひそかな場合でよく比較的に気軽で、敬

語を使う必要がない。しかし、教室やその他の正式の場所で話をしたら、すべ

て敬語を使うようになる。 

 

4.4 敬語の中の日本人の人間関係 

敬語は、最も簡単にいえば、人間関係をスムーズに保つための言語的手段、

すなわち、円滑なコミュニケーションのための言葉の使い分けといえる。話し

手と聞き手との社会的、心理的隔たりの度合いを軸にして、素材的内容や状況

に配慮しながら変える、話し手の言語行動と言語形式ということである。 

人間関係を角度として敬語を定義してみると、日本の社会が、身分や階層の

上下関係を重視する、いわゆるタテ型の社会から、各個人の人格を相互に尊重

する、いわゆるヨコ型の社会に移ろうとしているという指摘もあり、それも事

実だと思われる。そうすると、敬語の決まりも、現代は変動期にあると考える

ことができる。従って、我々は、適度の敬語を目指して、工夫し努力して行か

なければならないことになる。 

以上を通してみると、日本社会で言語コミュニケーションを円滑に行い、確

かな人間関係を築いていくために、敬語や敬意表現は大切である。そのため、

社会の流れによって敬語が変化したり、敬語が場面によって使い分けられるの

も、当然であると言える。 

 

5  おわりに 
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人々の人間関係の中に、さまざまな暗黙な秩序が付けられている。目上の人

や上司、先輩、経験のある人、恩恵を与える人などを尊敬し、それらの人やそ

の人に属するものなどについて話すとき、適切な敬語表現を用いなければなら

ない。敬語は言語現象の中で最も社会とかかわりの深い現象であり、 コミュ

ニケーション円滑に進める上で重要な役割を果たしている。敬語は日本人の日

常生活中で潤滑剤として使われることが普通である。敬語は少なくとも現在の

日常生活で人間関係をスムーズにするために、 欠くべからざるものである。 

敬語の失誤は社会的失誤に繋がる。敬語は日本語の特色のひとつである。し

かし、日本語科の学生にっとては、敬語が一番難しい点と思われる。尊敬語と

謙譲語の取り違えは、敬語の間違いの半分以上に占めている。敬語を使えば、

相手は尊敬された感じがするが、敬語を使い過ぎると却って人に迷惑する。そ

れで、ひとつのセンテンスが多くの敬語がある場合は省略できる敬語がある。

従って、日本人とコミュニケーションするときは、正確に敬語を使うことが重

要である。また、敬語を用いる場合には社会的な背景、文化的な背景乃至日本

人の言語心理を正しく把握することがいちばん大切である。 

敬語が難しいのは、文法形式によるのではなくて、人間関係が極めて複雑に

なった現代社会で、どんな場合に、どの相手に、どの尊敬度を持った敬語を使

えばいいか、また敬語をどの程度まで使用すればいいか、どうすれば文の調和

が保てるかと言った複雑な人間関係を考えた上で一つの適切な表現形式を選

ばなければならないからである。
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