
 

 1 

版权声明: 

本论文来源于日语论文网:http://www.riyulunwen.com/ ,转载请注明出处！ 

 

论文题目 

从日语敬语看日本人的思维方式 

 

中文摘要 

敬语是日语的独特现象，是日语区别于世界其他语言的显著特征。因此，日

本人在他们的言语生活中经常使用敬语、敬语表达。本论文把现代日语的敬语表

达作为研究对象，对日语的敬语表达、日本人的敬语意识进行了初步的探索与研

究，从而揭示日本人产生敬语意识的社会、文化及心理的根源。 

本论文的结构如下： 

首先，论文的第一部分提出了本文研究的课题。其次，在第二部分，介绍了

日本关于日语敬语表达的相关研究，阐述了本文的研究立场。第三部分叙述了本

文的研究方法，明确了本文的研究目的及意义。本文首先简单地介绍了敬语表达

的基本构成要素。分析日本人使用敬语表达时，要表达的敬语意识。该部分主要

是从“说话人的心情”、“人际关系的顾虑”、“场面及话题的顾虑”、“礼貌原则”

四方面进行分析。 

 本论文把说话人对“人际关系的顾虑”、“场面及话题的顾虑”、“对听者及话

题人的敬意”等，在敬语表现的行为表现上总称为“礼貌”。即用“礼貌”一词

概括了说话人对听者的尊敬、尊重、郑重等。 
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論文のタイトル 

                    敬語から見る日本人の思惟方式 

   

主旨 

敬語は日本語の独特のものであり、日本語は世界の他の言語から区別する著

しい特徴だと言われる。それで、日本人の言語生活においては、敬語、敬語表

現がよく用いられる。本稿は、現代日本語における敬語表現を研究対象として、

敬語意識はどういう社会的、文化的、心理的などの条件に、どのように支配さ

れているものかを探究しようとしている。すなわち、日本人が敬語表現をしよ

うとする敬語意識を探究したいと思う。さらに、その敬語意識を形成した社会

的、文化的、心理的な要因を掲示してみる。 

本稿の構成は次の通りである。 

まず、本稿の第一部分においては、問題の提起を書いた。つづいて第二部分

では、日本における日本語の敬語表現に関する先行研究と立場を紹介した。次

の第三部分では、研究方法、目的及び意義を述べていた。 

まずは、敬語表現というものを明らかにするために、敬語表現の基本的な枠

組みについて簡単に紹介する。そして、表現主体が敬語表現をしたときの意識

を探求する。この部分では、主に表現主体が敬語表現をしようとする気持ち、

人間関係への配慮、表現の場や話題への配慮などについて分析する。日本人が

この敬語表現を行う原則はなんだか、ということを述べる。表現主体は、人間

関係に対する配慮、場及び話題に対する顧慮、あるいは相手及び話題の人物に

対する敬意といったものを、敬語表現の表現行為において、「丁寧さ」という

用語で括るようになる。つまり、相手を尊重すること、相手に対して丁寧であ

ること、また丁重であることをまとめて「丁寧さ」と呼ぶことにする。 

キーワード 
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1.はじめに 

敬語というのは、「話し手、聞き手、第三者の間の関係（社会的地位、年齢その他の上

下関係や、身うちかそうでないかといった親疎関係など）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こと」と

いうことである。敬語というと、日本語の独特のものも、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が、待遇的な配慮や人を敬う気持ちはどの言語にも存

在するものだと思われる。 

敬語は大きく二つに分ければ、表現の素材（人物、事物、事柄）に関する敬語、つまり

素材敬語と、対者（聞き手）への直接的な敬意を表す敬語、つまり対者敬語となる。 

 

2.先行研究について 

  日本語の敬語が長い歴史をもっている。その敬語についての研究が昔から今日にいたる

までいろいろある。まず、敬語の歴史については、さまざまな研究があるが、金田一京助

が唱えた敬語発達の段階説が絶対敬語から相対敬語へという大筋がみな認められている。

第一期タブーの時代、第二期絶対敬語の時代、第三期相対敬語の時代と称した。 

現代においては、敬語の研究がさまざまな様子を呈している。国立国語研究は、地域社

会における敬語の実態調査として、昭和 27、28 年の二年度にわたって三重県上野市愛知

県岡崎市で、考えるいろいろな包括的な調査をした。敬語行動、敬語意識の実態について

の社会的調査を中心に、全国各地で行った調査を加えて、この調査についての調査の報告

書としては、『敬語と敬語意識』が出ている。昭和 38年度に、国立国語研究は島根県松江
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市で「国民各層の言語生活の実態調査」を実施した。『待遇表現の実態』を発表した。 

その後、敬語を敬語表現の中に位置付けて、言語表現以外のものも含めて、いわば敬語

行動全体の中で敬語を把握することもある。例えば、『日本語４敬語』（1977 年）、『敬語

表現』（1998 年）、『朝倉日本語講座８敬語』（2003 年）などの本でそれを触れている。 

 

3.敬語の使い分け 

3.1.研究方法と研究範囲 

  以前は敬語分類にだけ集中し、単なる敬語の語彙についての研究から文法的体系の構築

への研究が多い。本稿は従来の敬語に関する研究とはやや異なった観点から論じたいと思

う。本稿では、現在の共通日本語の敬語表現を考えていくことを目標として、先学の研究

に導かれつつ、敬語表現に関する体系的な知識を整理しておくとともに、表現主体が人間

関係や場の状況や話題などに対する配慮に基づく表現として、その表現しようとする敬語

意識を探究しようとする。 

 

3.2.素材敬語 

素材敬語については通説を参照して下の三つに分ける。 

⑴尊敬語――表現主体が上位者として遇する人物の事物 動作 状態などについて言う敬

語。そこで話題になる人物そのもの、またはその人物に属する物事、あるいはその人物の

動作 状態 性質などを高めて表現するものである。 

⑵謙譲語――表現主体が上位者として遇する人物に対する者（表現主体自身をも含む）の

事物 動作 状態などについて言う敬語。一般的に言うと、そこで話題になる人物そのもの、

またその人物に属する人やものごと、あるいはその人物の動作 状態などを低めて表現し

て、その結果、その相手方が話題の人物より上に位置するものとして扱われるものである。 

⑶美化語――上下 尊卑といった捉え方ではなく、いずれももの言いを美化して、話題の

人、あるいは相手への敬意の表現というより自分自身の言葉の飾りとして用いられるもの。

聞き手や話題の人物に対する、話し手の尊敬の気持ち、へりくだりの気持ち、あるいは丁

重な態度の表現ということより、主として表現主体の上品さ 美しさについての水準をあ

げるために用いられる要素である。美化語はうやまいの度とは関係が薄くて、ていねいさ

の度に関与するところが多い。美化語は女性の間で多く使われる、話し手自身の上品さを

保持するための言い方と言えるのであろう。ところが、「オ～」の「～」の事物を美化す

るという敬語的性質を持っている。でも、「お花」という敬語的な語（句）は、具体的に

どのような機能を果たすかは、その文脈によって決まらなければならないと言えよう。 

 

3.3.対者敬語 

上述の素材敬語が、聞き手への指向性を持つと否とに関わらず、いずれも人物、事物、

事柄などについて述べる敬語に対して、対者敬語はもっぱら聞き手への指向性を持つもの

である。 

丁寧語は相手に対する配慮に基づいて特別の言葉づかいをし、直接に相手への敬意的配

慮を表わす敬語である。つまり、話し手は、聞き手に対する改まった気持ちを表現し丁寧

に言っているだけである。丁寧に言うことによって、話し手が聞き手を尊重していること

を示しているのである。丁寧語は丁重語ともいう。丁寧さの向けられる対象が、聞き手で

ある相手に直接に向けらて、相手に対して用いられる形式だと言える。それに「デス」「マ

ス」「ゴザイマス」のようなものは典型的な丁寧語である。 
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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。 

 

 

4．敬語の役割 

  敬語使用は敬譲についての表現だとしても、実地使用における具体的な効果は一様では

なく、さまざまの場合がある。また、さまざまの効果をねらった使用がある。 

4.1 崇め·敬い  
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  社会的地位にある人とか、優れた能力を持つ人とか、自分より優位にある人とか、自分

に恩恵を与える人などのような人に対して話す（またそのような人のことについて話す）

とき、崇めの表現のために敬語を使うと言えるのであろう。あるいは、なんらかの意味の

ひけ目 負い目を感ずる相手あるいは話題の人物に対する敬語の場合が多い。人間尊重の

気持ちで人をあがめるための敬語使用というような場合もある。 

4.2 改まり 

  会議室で会議を行うとき、ふだんぞんざいな口で話し合う社員どうしはある程度の敬語

を使って、いささか改まりの言い方をする。また、大勢の人の前で発表や報告などをする

場合には、敬語を用いたことばづかいになる。つまり、公的な性質を帯びた場会には、敬

語を用いて改まりのことばづかいがよく使われるのがふつうである。 

4.3へだて  

初対面の人や行きずりの人と話すとき、親しい友達と話すときのような敬語抜きのくだけ

た言葉づかいを使わない。敬語を使って、ある距離を置いた言い方をする。品格という効

果が生じるのは、敬譲の表現という基本的なはたらきによるものである。敬語使用は一般

的に人々に品格のあるものと感じられる。それと同時に、敬語使用が人間としての教養の

著しいもので、人々に品格を感じさせるのでもある。 

4.4 軽蔑と皮肉 

  敬譲表現という本来の機能を逆にして、軽蔑 皮肉という表現を成り立たせることもあ

る。話し手が相手に対する敬語使用の意識を広く観察すれば、「冗談 皮肉 いやがらせ こ

っけいさ ひやかし 悪口」などの意図が関連することもできる。 

要するに、ある相手に親しさを持ち、心理的距離が近ければ、くだけの表現の方向に進

み、反対に相手に親しさを持たなく、心理的距離が遠ければ、改まりの表現の方向に進む。

つまり、表現主体と相手（及び話題の人物）との間に心理的距離があって、相手や話題の

人物及びその場の状況などによって、表現主体の気持ちが異なる。相手になれなれしい感

情を持って近付けたいとか、または相手になれなれしい感情を持たなく遠ざかりたいと

か、という心理的距離の変化によって、敬語表現に影響を与えるのである。したがって、

敬語表現の選択も異なっている。 

 

5.敬語から見た日本人の思惟方式 

5.1.人間関係への配慮 

5.1.1.上下関係への配慮 

一口に上下関係といってもいろいろあるし、時代によって様相を異にする。現代社会に

おいてはそれは敬語を左右する最も強いものだと言ってもよいであろう。 

社会階層的地位の上下関係 こういう上下関係は、同一組織内の役割的上下関係に近い

性格を持っている。同一組織内の役割的上下関係は、その役割の存在する場所（職場とか

大学とか）が前提となってはじめてそういう関係が生じるのである。でも、こちらのほう

がもう少し固定である。 

年齢的上下関係 年齢は過去から現代に至るまで、敬語を左右する重要な条件になって

いる。しかし、いつもほかのいくつかの条件といっしょに使う場合には、選択を決定する

条件となることが多いかもしれない。 

経歴の長短 同じ一つの（組織や組合）世界では、その中に少しでも先に入った者に対

して、あとで入った者は敬語を使う必要があると思われる。つまり、新参者は古参者に敬

語を用いることによって敬意を示す。 

要するに、その敬語表現は日本の歴史伝統文化やタテ社会の構造と深い関係がある。過
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去においては、日本の社会は階級の違いがはっきりされていた社会であった。社会的階層

の序列や身分などが重視されていた。社会地位の低い人は地位の高い人に対して尊敬し、

適当な敬語を使わなければならなかった。だから、昔から日本人の上下関係の意識が強い。 

 

5.1.2.親疎関係への配慮 

日本の特殊な地理環境が日本人の国民性に深い影響を与えてしまう。特に、日本人の親

疎関係は日本の特殊な地理環境と深い関係がある。日本は四面海に囲まれた島国なので、

他国（ソトの世界）と厳密に区画する。だから、日本人の排外意識が強い。日本社会にお

いては、「ソト」の人に対して強い排外意識を持ち、親しくない待遇し、「ウチ」の人に対

して、親近感を持ち、親しく待遇する。 

親疎関係は、上下関係と共に、今日、敬語を左右されるのに最も大きな要素となってい

るものである。 

何をどれだけ親しい存在として見るか、親しくない（疎い）存在として見るかというこ

とであろう。これは、社会的 心理的距離の問題だと認められる。一般的に、親しくない

存在として見た（社会的、心理的な距離が遠い）場合には、改まりの丁寧な表現が使われ

るが、親しい存在として見た（社会的 心理的な距離が近い）場合には、くだけの非丁寧

な表現が行なわれる。 

心理的距離の問題と言えば、「4.1.表現主体の気持ち」という部分で述べたように、心

理的距離は相手に親しい感情を持って近付けたいとか、または相手に親しい感情を持たな

く遠ざかりたいとか、ということである。ある相手に親しさを持ち、心理的距離が近けれ

ば、くだけの表現の方向に進み、反対に相手に親しさを持たなく、心理的距離が遠ければ、

改まりの表現の方向に進む。例えば、見知らぬ人や初対面の人に対して、心理的距離が遠

いので、常にへだてを持って改まりの丁寧な表現を用いる。その反対に、一般的に、親友

や同級生、旧知などの人に対して、心理的距離が近いので、親しい感情を持って、けだけ

の表現が使われる。もちろん、その心理的距離は個人差がある。 

社会的距離については、具体的な内容にはいろいろなものがあるが、大きく分ければ、

血縁的なものと、社会的なものと区別されることにしてみよう。いわゆる「ウチ·ソト」

の区別である。血縁的なものとは、文字通りに身うちか（同じの家族や親戚など）そうで

ないかということである。後者は、職場や社会的所属したグループ、地域社会その他に関

係したものである。例えば、所属する労働組合、同業組合、団地のアパートあるいは同じ

階段で暮らす者どうし、町内会、組、自治会、学校のクラスなどである。 

自分側の人をソトの人に対して話すとき、低めて待遇するのが常識だと思われる。例え

ば、子が親のことを他人に話す場合や、社員が課長、部長、社長のことを会社以外の人に

話す場合には、尊敬語を抜いて低く待遇する表現を行なうのがたてまえとなっている。 

 

5.1.3.恩恵関係への配慮 

「恩恵を与える者」と「恩恵を受ける者」との関係も、敬語使用に密接な関わりを持っ

ている。これは本来臨時的な関係である。例えば、医者と患者、客と商人、頼まれる側と

頼む側、教える側と教えられる側などといった関係においては、常識的な見方から予想さ

れるように、いずれも、後者が恩恵を受ける側として、前者（恩恵を与える側）に敬語を

用いて接するのは普通である。また、借金のような個人的な関係における恩恵関係もある。

そういう場合には、お金を借りた人（恩恵を受ける者）は、お金を貸した人（恩恵を与え

る者）に対して、負い目を感じて敬語を用いるべきであると考えられる。「お書きになる」

といった表現と、「…書いてくださる（お…書きくださる）」といった表現では、同じの書
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く行為であっても敬語表現としては性質が異なる。前者（「お…になる」）は客観的、絶対

的に上位者の動作として把握して表現しているのに対して、後者は同一の上位者の動作と

して把握して表現するし、同時にて相違すると言えよう。 

日常生活の中で、話し手は相手の動作が自分に恩恵を与えてくれることのない客観的な

ものであっても、あたかも恩恵を与えてくれる動作であるかのように言いなし、それがよ

り敬語的な表現として認められる。例えば、人に対して「お書きになりませんか」と言っ

て勧誘するのと、「お書きくださいませんか」と言って勧めるのとは、同じな尊敬的表現

であっても、後者のほうがよりていねいな印象を与えることになると思われる。尊敬語に

ついて述べたように、謙譲語においても、「お…する（いたす）」といった表現と、「お…

いただく（…ていただく）」といった表現では、同じ行為であっても、敬語表現としては

性質が違っている。前者は客観的、絶対的に下位者の動作として把握して表現しているの

に対して、後者は同じく下位者の動作として把握して表現するのであるが、同時に話し手

が相手の動作を自己に恩恵的な関係を持つものとして表現していくのである。 

 

6.終わりに 

日本語の敬語は日本の歴史伝統文化、社会構造及びその特殊な地理環境などと深い関係

がある。過去においては、日本の社会は階級の違いがはっきりされていた社会であった。

社会的階層の序列や身分などが重視されていた。人々は自分の身分や家柄、地位、階層な

どにふさわしいことをするし、ふさわしいことばを用いた。社会地位の低い人は地位の高

い人に対して尊敬し、適当な敬語を使わなければならなかった。つまり、序列関係、身分

関係の意識が強く働いていると、直接の上下関係（主従関係など）や恩恵関係などがなく

とも、身分上の上位者に対して常に相応の敬語が用いられた。それで、社会的階層の秩序

関係や身分関係への配慮が、敬語使用上不可欠の要因となっていて、日本語の敬語表現の

使用に大きな影響を与えてしまった。だから、過去日本の厳しい社会階層が日本語の敬語

使用の前提となったと言えよう。 

日本社会は「家」を基盤として、いろいろな秩序関係によって作られた底辺のない∧型

のタテ社会である。このタテ会社においては、会社、学校、社会集団は、序列関係によっ

て、人と人、団体と団体の単一的で、明確な上下関係によって、タテの構造関係が結びつ

いている。日本のタテ社会では「場」で人間がつながっている。人々が「場」を強調する

し、「ウチ ソト」の意識が強い。もし場から離れると、大変な損失を破るようになる。日

本の会社や集団などの場合は、年功序列が根付いている。リーダーは年長者がなるのが一

般的であるが、若い人が大企業の社長になることもあるけど、大半は順送りである。だか

ら、年を取った人や経験のある人あるいは経歴のある人は尊敬されている。そして、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、適当な敬語表現を用いなければならない。 
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