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毕业设计（论文）开题报告 

 

题目：日本語の授受表現について  

一、论文选题的意义 

 日本語を勉強する学生にとって、正確に授受動詞の用法を理解するは、対話

で、簡単な間違いが現われることができない。本研究を通して、学習者に授受

動詞の使い方と日本人の独特の心理意識（内外意識や恩恵意識など）をきちん

と理解させようと思う。授受動詞は、何の人間関係を表すか。授受動詞の使い

方は日本人の人間関係とのかかわりを明らかにしたい。 

 

二、国内外研究现状 
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 授受表現を使用するのは時代の変遷につれてますます複雑だ。古代のただ単

独の授受動詞から授受関係を言い表すことができて、今まで動詞と補助動詞に

進んでいっしょに使用する。授受動詞は日本語の中に独特な文法として、各国

言語学者は全てそれに研究することがある。原田登美は「恩恵·利益を表す＜

授受表現＞と＜敬意表現＞の関わり」の中に「てくれる」の中心とすることは

それぞれ文法と社会言語学の側面から研究する。彼女は授受表現が文法方面か

ら話すことが来ることと考えて、常に話者を中心として、話者の見えた行為の

動きの指向性を表して、その上、話者は素直者または参与者の主観に連絡する

ことを表現する。しかも、社会の言語学的に、それは話者の人関係の社会とメ

ンタルの待遇を表現して把握する。 

 党淑蘭は「日本語では、『私はおばさんから時計をもらった』という文で、積

極的な行为者が分からなくても、情報として不足な感じがないが、積極的な行

为者がどちらであるかに注意を向ける中国人にとっては、これは暖味な表現で

ある。」と示している。つまり、日本語の授受動詞構文では、与え手、受け手

のいずれかの行为者が積極的であるのか暖昧である 

 国内は中日の授受の関係の表達を研究すると中日の考えの意識が比較的多い

だ。「授受表現と日本人の考えの意識」（张亚敏，2010）は（上司と部下、年長

者と目下）を上下することから、内外（家庭内外、グループ内外）および恩恵

意識（恩恵を施すと恩を受ける）は日本人の授受表現の現象を明らかに述べに

きる。    

 
 

三、论文研究的基本思路及欲解决的主要问题 

中国における授受動詞の研究について、長期にわたて国内外の専門家と学者

に注目されている。しかし、中国の研究者は授受動詞の使用方法紹介に偏って

いる。授受動詞と文化の関係に対する研究が無視されるのはその一例である。

したがって、本稿は授受動詞の使い方と日本人の独特の心理意識を対象にし、

授受動詞の使い方から内外意識や恩恵意識や上下関係などの人間関係を考察

してみたい。 

具体的には、まず、研究対象とした授受動詞を詳しく考察した。次に、授受

動詞の使い方から話し手や与え手や受け者などの人間関係を分析することに

よって、その特徴をまとめ、原因を分析する。さらに、授受動詞についてのよ

くある誤用現象も考察する。最後に、今度の考察から出た結論から今後の展望

を試みる。 

 

四、作者已进行的前期准备及资料搜集情况 



 私は図書館とネットワークに通って授受動詞に関連して文献と定期刊行を探

索して、その上、分類して論文に使うことができる資料を探し出す。 

五、阶段性工作计划 
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日本語の授受動詞について 

要旨 

本文は授受動詞の使い方と日本人の独特の心理意識を対象とし、授受動詞の

使い方から内外意識や恩恵意識などの日本文化を考察してみたい。具体的には、

まず、研究対象とした物の授受を紹介する。次に、行為の授受を検討してみる。

それから、授受動詞の使い方から日本人の内外意識や恩恵意識などの心理構造

を分析してみよう。最後に、今度の考察から結論を出す。最後、今後の展望を

試みる。 

本文を通して、学習者に授受動詞の使い方と日本人の独特の心理意識（内外

意識と恩恵意識）をきちんと理解させようと思う。そして授受動詞と日本人の

独有の心理意識（内外意識と恩恵意識）とのかかわりを明らかにしたいのであ

る。 

キーワード：授受動詞、物の授受、行為の授受、内外意識、恩恵意識 

 

摘要： 

本文以授受动词的用法和日本人独特的心理意识为对象，想从授受动词的用

法来考察内外意识和恩惠意识等日本文化。具体来讲，首先介绍作为研究对象的

物的授受。其次，试着研究行为的授受。然后，从授受动词的用法试着分析日本

人内外意识和恩惠意识等的心理结构。最后，从这次的考察中得出结论，并对今

后进行展望。 

通过本文，我想可以让学习者很好地理解授受动词的用法和日本人独特的心

理意识（内外意识和恩惠意识）。而且弄清楚授受动词和日本人独有的心理意识

（内外意识和恩惠意识）之间的关系。 

 

 

 

关键词：授受动词；物的授受；行为的授受；内外意识；恩惠意识 
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はじめに 

日本語を勉強する学生にとって、正確に授受動詞の用法を理解すれば、対話

で、簡単な間違いが発生しない。本文を通して、学習者に授受動詞の使い方と

日本人の独特の心理意識（内外意識や恩恵意識など）をきちんと理解させよう

と思う。それに、日本文化もよく理解できると思う。この研究を通して、中日

の交流もますます順調になれると思う。 

授受動詞は日本語の中に独特な文法として、各国言語学者はそれについて研

究したことがある。党淑蘭は「私はおばさんから時計をもらった』の文で、積

極的な行为者は分からなくても、情報として不足な感じがないということを指

した。積極的な行為者がどちらであるかに注意を向ける中国人にとっては、そ

れは暖味な表現だと思った1。つまり、日本語の授受動詞構文では、与え手、

受け手のどちらが行為者であるか暖昧である。国内では、中国語と日本語の授

受表現から見た中日両国の考えの違いを比較することが多い。例えば、张亚敏

の「授受表現と日本人の考えの意識」という文の中で、内と外および恩恵意識

から日本人の授受表現の現象を明らかに分析した2。 

本文は授受動詞の使い方と日本人の独特の心理意識を対象とし、授受動詞の

使い方から内外意識や恩恵意識などの人間関係を考察してみたい。具体的には、

まず、研究対象とした物の授受を詳しく考察する。次に、行為の授受を検討し

てみる。それから、授受動詞の使い方から日本人の内外意識や恩恵意識などの

心理構造を分析してみよう。最後に、今度の考察から出た結論から今後の展望

を試みる。本文を通して、学習者に授受動詞の使い方と日本人の独有の心理意

識（内外意識と恩恵意識）をきちんと理解させようと思う。そして授受動詞と

日本人の独特の心理意識（内外意識と恩恵意識）とのかかわりを明らかにした

いのである。 

 
1 党淑兰.日本新奇所见[M].陕西科学技术，1996:28. 
2张亚敏.授受表现与日本人的思维意识[J].科技信息，2010（5）：44-45. 



 

1.物の授受動詞の使い方 

授受動詞は物の授受と行為の授受とを表すことができる。まずは、物の授受

について説明してみよう。授受動詞は物の授受として使われる時、実はその授

受動詞は本動詞として使われるともいえる。 

1.1「アゲル」組 

「アゲル」組が本動詞として使われると、Aが Bに物を与えるという意味を

表すことになる。B は A より地位が高いなら、「差し上げる」を使う。それに

対して、Bは Aより地位が低い時、特に動物を飼う或いは植物に水を与えるな

どの場合で、「やる」を使用する。物を与える方は、主語であり、「は」で表示

する。受ける方は補語であり、「に」で表示する。物は目的語なので、「を」を

表示する。数量があると、その数量は動詞の前に置いて、どんな助詞も使わな

い。公式で表すと、「A は B に何をあげる／差し上げる／やる」となる。次は

例を挙げて説明してみよう。 

まず、「あげる」の例文を見てみよう。 

例文 1 私は友達に鉛筆を 2本あげます。 

この中で、私は主語である。友達は補語である。物は鉛筆で、数量は 2本で

ある。私は友達に鉛筆を与えるという意を表したのである。 

「あげる」の例文を見た後で、続いて、「差し上げる」の例文を見てみよう。 

例文 2 私は上司に手紙を 3通差し上げます。 

この例文で、私は主語であり、上司は補語である。物は手紙で、数量は 3

通である。上司は自分より、地位が高い人なので、「差し上げる」を使うこと

になっている。 

最後、「やる」の例文を見てみよう。 

例文 3 私は妹に本をやりました。 

この例文の中で、私は主語であり、妹は補語である。物事は本である。でも、

自分より、妹の地位が少し低いので、「やる」を使うことにしたのである。 

1.2「モラウ」組 

次に、｢もらう｣について考えてみよう。例文（4）a、bを比較してみてくだ

さい。 

例 4  a.私が、柳さんに、プレゼントをもらいました3。 

b.柳さんが、私に、プレゼントをあげました。（☓） 

この二つの文にも「私」という話し手が、登場している。話し手が文中にあ

る時、話し手が文の中心になる。つまり、「私」が文の中心になるのである。

 

3原田登美.恩恵·利益を表す＜授受表現＞と＜敬意表現＞の関わり[J].日语学习与研究，2005（１）：

39-40.  



ところで、上に述べたように、「もらう」という動詞には、主語を文の中心に

する働きがある。例文（4a）では、話し手の「私」が主語なので、文の中心は

一つである。ところが、例文（4b）では文の中心が、話し手の「私」と、文の

主語の「柳さん」の二つになってしまう。だから、この例文（4b）は日本語と

して、不自然で正しくない文になってしまう。 

このような性質は、「もらう」と「あげる」しか持っていない。例えば、「渡

す」という動詞は、「物」の移動を表すという点で授受動詞に似ているが、主

語を文の中心にする働きはない。だから、次に挙げる例文（5）a、bは、どち

らも正しい文である。 

例 5 a.私が、安さんに、プレゼントを渡しました。 

b.安さんが、私に、プレゼントを渡しました。 

1.3「クレル」組 

日本語では、例文（4b）のような場合、「あげる」が使えない。それでは、

ほかの人を主語にして、その人から私への、物の移動を表したい時、どの動詞

を使ったらいいかが問題になった。この時、「あげる」の代わりに使う授受動

詞がある。それが、「くれる」である。 

b’ 柳さんが、私に、プレゼントをくれました。 

「くれる」は、助詞「に」の前の言葉が「私」或いは「私」に近い関係の人

（子供や兄弟など）である時にだけ使える動詞である。本動詞が「に格の相手

対象」の補語をとらないときでも、授受文にすると、動作・行為の結果、相手

に物を授受することになったり、ものが移動する場合がある。動作・行為を向

ける相手（受益者）は移動するものの着点であるので、このときは受益者を「に

格」で示す。移動するものは、具体的な物の場合もあるし、抽象的なもの（情

報・知識など）や、感覚的なもの（声・匂い）などの場合もある。 

もう一つの例を見よう。 

例文 6 A.あなたの誕生日に、ご両親はあなたに何をくださいましたか。  

B.父はスイス製の腕時計を、母は自分で編んだ黄色のセ－タ－をくれ

ました。  

Aと B は二つともご両親のことを話しているが、話し手が違うことで、あと

に付く授受動詞もそれぞれ違う。Aの話し手にとって、「ご両親」は Bの主語

の家族で、自分の家族だから敬語を使わない。



 

2.行為の授受動詞の使い方 

「動詞テ形（連用形）＋あげる/もらう/くれる」という表現は、会話の中で

よく使われている。それは、授受動詞は行為の授受として使われるのである。

主語 Aさんと動詞「読む」との関係に注意しながら、まず、下の「てあげる」

組の例文を見てみよう。 

2.1「てあげる」組 

「動詞テ形（連用形）＋あげる」が Aは Bのために何かをするという意味であ

る。文型で表すと「A は B に～てあげる／さしあげる／やる」。B は A と比べ

ると、地位がより高い場合、「A は B に～を～てさしあげる」という文型を使

って、地位がより低い場合、「A は B に～を～てやる」という文型を使う。下

の例を通して分析しよう。 

まず、「あげる」の例文を見てみよう。 

例 7 私は友達に手紙を書いてあげる。 

この例文の中で、主語の私が「書く」の動作をする。但し、私は自分のため

ではなく、友達のために書く。 

「あげる」の例文を見てから、「さしあげる」の例文を見てみよう。 

例 8 弟が先生に手紙を書いてさしあげる。 

この例文の中で、弟の前で「お」を付けないので、この弟は私の弟である。

先生は弟より地位が高いので、「さしあげる」を使う。 

最後、「やる」の例文を見てみよう。 

例 9 私が妹に手紙を書いてやる。 

この例文の中で、私は妹より地位が高いので、「やる」を使う。 

2.2「てもらう」組 

例 10 Bさんが Aさんに本を読んでもらう。 

「あげる」と反対に、「もらう」は「対象語」から「主語」への物の移動を

表している。これと同じように、「～てもらう」を使う文では、動作をする人

が正反対になる。つまり、「～てもらう」は主語が動作をするのではなく、「主

語が他人を頼んで、他人は主語のために動作をする」という意味になる。 

それから、「～てもらう」を使った｢依頼｣表現を見てみよう。 

例 11 a.この本を借りたいです。 

b.この本を貸してもらえますか。 

例文（11a～b）はいずれも、主語が「本を借りたい」と思っている。しかし、

例文（11a）の「～たいです」は、自分の要求を伝えているだけである。また、

例文（11b）の「～てもらえますか」は自分の要求を伝えると同時に、質問の

形で相手の意向を聞いている。例文（11b）は、本を貸すかどうかの判断を相

手に委ねているので、丁寧な依頼になる。 



 

2.3「てくれる」組 

例 12 Aさんが Bさんに本を読んでくれる。 

例文（12）でも「読む」という動作をするのは Aさんである。同じように「B

さん」のために「読む」という動作をしている。ところが、例文(11)では、本

を「読む」のは主語の Bさんではなく、補語の Aさんである。「Aさん」が「B

さん」のために本を読んでいるのである。 

それに、「～てくれる」を使って、｢依頼｣を表すことができる。下の例を見

てみる。 

例文 13 a.この本を貸してください。 

b.この本を貸してくれますか。 

例文（13a）の「～てください」は直接な依頼である。例文（10）は質問の

形で相手の意向を聞いている。この時、「～てもらう」は、「～てもらえる」と

いう可能の形になったことに注意してください。 

以上の説明を通して、授受動詞が単に「物の移動」を表すだけではなく、敬

語を含んだ依頼の表現としてもよく使われている重要な動詞であることがわ

かる。 



 

3.授受表現から見た日本文化 

3.1 恩恵意識 

授受動詞の使用から日本文化に属する日本人の恩が見られる。この点がまず

三つの組の授受動詞の区別にはっきり体現している。ご周知のように、授受動

詞は三組に分けて、一つの意味を表すとき、どれを選んでいいか。以下の例を

見て、比べながら考えてみよう。 

例文 14 a.上司が宴に来てくれる。 

b.上司に宴に来てもらう。 

c.上司に宴に呼んであげる4。 

「てくれる、てもらう」は話し手にとって「受け取る」の意味である。例文

a と例文 b、上司がいらっしゃることは話し手であり、社員にとって恩恵であ

る。でも、例文 cで「てあげる」を使うと、上司は恩恵の受け手になってしま

う。この表現方はとても失礼である。一般的に、使用されていない。例文 a

と例文 bの表現方法は上司の地位をもっと上にするといえるかもしれない。そ

れに反して、「アゲル」組を使う時、相手に恩恵を与える意味があるので、相

手に負担を与えるのに近いので、一般的には使うことをできるだけ避けたほう

がいい。もしこの意味で上 1.2.3「モラウ」組にも書いたように「友達は私か

ら万年筆をもらいました。」としたら、不自然な感じがする。なぜならば、こ

のように言ったら、言い換えれば、友達は私からの恩恵をもらった。或いは、

私と近い関係を持っている人から恩恵をもらったという意味になってしまう。

友達にこの恩恵を忘れないように注意した意味がある。「返してくださいよ」

という意味もある。どういう失礼なことだろう。 

三つの組の授受動詞の使用上の選択のほかに、授受動詞からも恩が見られる。

次の例を見てみよう。 

例文 15 a.グラフさんの自転車のタイヤがパンクしたので、タイヤを直し

てあげました。 

b.せっかく迎えに来てくれたのに、すれ違いになってしまって、ご

めんなさい。     

以下の文は例文（15a、b）の授受動詞を取り消した後の文である。 

（15）a’グラフさんの自転車のタイヤがパンクしたので、タイヤを直した。 

b’せっかく迎えに来たのに、すれ違いになってしまって、ごめんなさ

い。 

授受動詞を取り消した例文（15a’、b’）は、わけの分からない文になって

しまった。例文（15a’）では、タイヤを直した人は誰かが明らかにされてい

 
4益岡隆志.日本語における授受動詞と恩恵性[J].言語.2004（4）：16. 



ない。例文（15b’）では、「迎える人」の動作主は話し手の本人と見なせるが、

前件は愚痴をこぼすようで、後件は詫びを言うようである。文の意味が通じな

くなる。授受補助動詞を取り消した例文（15a、b’）では、文の意味がなお通

じる。ただ「恩恵の与え手」と「恩恵の受け手」がなくなった。 

上の文から、授受動詞は動作の授受関係が表せるだけではなく、多くの時に

恩恵意識も表せることがわかる。 

3.2 内外意識 

恩恵意識のほかに、授受動詞の使い方から日本人の内外意識もはっきり見ら

れる。内外意識は言い換えれば、「うち」と「そと」についての意識である。

「簡単に言ってしまえば、『ウチ』とは話し手を中心として、話し手に非常に

近い関係の人（子供、兄弟など）、或いは話し手に近い関係とされる人なので

ある。『ソト』とは、聞き手を中心に、聞き手に非常に近い関係の人、或いは

聞き手に近い関係とされた人なのである。」5。「しかし、人と人との親疎、遠

近、内外関係はいつも一定しているのではなくて、外国人にとって、とても判

断しにくい。だから、授受動詞を使う時は、間違えやすいのである。」6。 

以下の例文を通して、詳しく説明しよう。 

例 16 a.花子は太郎に花束をあげた。 

      b.花子は太郎に花束をくれた。 

二つの文の区別は、話し手と太郎との心理的な距離にある。｢内外意識｣から

分析すると、例文（14a）では、太郎は話し手の「ウチの者」とされていない。

太郎との関係はちょっと疎い。でも、例文（16b）は例文（16a）とは明らかに

違っている。例文（16b）では、太郎は話し手の「ウチの者」とされている。

話し手と太郎との心理的な距離が近いのである。 

もう一つ複雑な例文を見てみよう。 

例 17 a.あなたの誕生日に、ご両親はあなたに何をくださいましたか。 

b.父はスイス製の腕時計を、母は自分で編んだ黄色のセ－タ－をくれ

ました。 

例文（17）には、「話し手」、「あなた」、「あなたの父母」四人が登場した。｢私｣

は話し手として、授受動詞を使った時、ウチとソトを分けなければならない。

一般的には、「あなた」にとって、｢あなたの父母｣はウチの者で、｢私｣はソト

の者である（例えば：例文（17b）である）。でも、例文（17a）では「あなた」

をウチの者とし、「あなたの父母」をソトの者としている。「あなた」は私の友

達であり、「あなたの父母」より、「あなた」の方が「私」にもっと近いからで

ある。だから、｢あなた｣は｢私｣にとって、ウチのものである。 

以上の例文を見て分かるように、授受動詞を使うとき、日本人の内外意識を

反映しているのである。そして、授受動詞の中で、ウチとソトの分け方は固定

 
5林璋.日语授受关系试析[J]. 北京：日语学习与研究，1998(1) ｐ.18 

6姚莉萍. “ウチ”和“ソト”的语言文化特征[J].北京：日语学习与研究，2002(2)ｐ.78 



的ではなく、人や場面によって、ウチとソトの関係が変わる。だから、真剣に

判断しないと、間違えやすいのである。 

3.3「甘え」の文化 

私達は人間関係に関してのたくさんの日本語の表現から日本人の「甘え」心理が見られ

る。土居健郎は『「甘え」の構造』という本の中で、「「甘え」心理は日本人の精神構造を

を了解する肝心な概念だけでなく、日本社会を了解する肝心な概念でもある」とこう指摘

した。 

日本人の「甘え」心理について、「甘え」はもともと哺乳期、幼児期の子供が母に依存

する感情である。それは子供が母と一体になりたく、別れたくない感情である。このよう

な感情はいかなる民族の間で更に動物の乳は幼児期でもすべて存在している。しかし、日

本で、このような哺乳期、幼児期の母子関係の中で形成した「甘え」心理の原型が大人の

人間関係に延長して、日本の独特な社会組織の原理を形成した。土居健郎は以上のように

まとめた。 

日本語は日本人がそれによって交流する道具だけでなく、同時に日本人の文化心理も染

み込んでいる。日本語の授受表現が日本人の「甘え」心理の反射作用だと思う。もし分か

りやすく「甘え」心理の深層の原因を説明すれば、それは「他の人に自分を愛してもらい

たい、あるいは他の人が自分に対する好意を引き留めるように望む」ということである。

例えば、 

（3）お父さんの消息は誰も教えてくれません。 

（7）私はタイ人の友達にタイ料理を教えてもらった。 

（8）買い物のついでに郵便局によってもらえるかな。 

（9）彼は彼女に苦衷を訴えて、自分を慰めてもらいたがった。 

例文 3 の中で、「教えてくれません」が「教えてくれる」の否定用法である。この使い

方が「甘え」に「失望」、「どうしようがない」などの気持ちを含む。話し手が他の人に自

分に教えてもらいたいが、ほかの人が秘密を厳守するからである。この文が直接に「教え

ません」を使えば、「甘え」の感覚も全然ない。日本語の中で、「教えてくれません」と「教

えません」はこのようにのがけじめがはっきりしている。 



例文の 7、8、9 は「てもらう」を使った。動作の主体は変化したが、依然として話し手

が相手への期待と依存の「甘え」の心理を含んだ。アメリカ人のジョナサンライスは『日

本人のまっかなホント』という本の中で、日本人のこのような心理に対して類似の描写を

もした。「日本人は共通の期待がある。それはみんなが互いに関心し合い、依存し合うよ

うに望んでいる。言わば、日本人のよく使った授受表現はこの心理としっかり繋がると言

うことができる」。 

 

終わりに 

本文の研究で次のことが分かった。 

まず、物の授受についての使い方を紹介した。「あげる」組と「もらう」組、

「くれる」組という三組を簡単に紹介した。 

次は、行為の授受としての使い方を説明した。それぞれは「てあげる」、「て

もらう」、「てくれる」の形式である。「てあげる」組は文型で表すと「A は B

に～てあげる／さしあげる／やる」である。B は Aと比べると、地位がより高

い場合、「A は B に～を～てさしあげる」という文型を使って、地位がより低

い場合、「Aは Bに～を～てやる」という文型を使う。「てもらう」組は主語が

動作をするのではなく、「主語が他人を頼んで、他人は主語のために動作をす

る」という意味になる。「～てくれる」を使って、｢依頼｣を表すことができる。

依頼表現の一つである。 

最後、本文は授受動詞の使用から見た日本文化を説明した。その日本文化は

主に恩恵意識と内外意識である。 

社会は情報化され、国際化になってきて、言語や文化背景の違う人たちも頻

繁に接触するようになった。日本語の生まれた文化が分からないと日本人の考

え方も納得できない。そして文化摩擦や誤解が起こる恐れもある。本文では授

受動詞の基本的な使い方から、その使い方に密接に関わる内外意識と恩恵意識

まで、例を引いて詳しく説明した。日本語の学習者は内外意識と恩恵意識をち

ゃんと覚えて、授受動詞を使ったほうがいいと思う。 

この論は、中身は浅く触れており、成熟の見解とは言いかね、まだ不足であ

る。これから、もっと深くて難しい問題について研究したいと思っている。
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