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论文开题报告 

 

一．论文题目：日本語の特徴から見る日本語の美しさ 

二．论文概要： 

１．擬音語•擬態語（音） 

２．省略表現（形） 

３．曖昧さ（意） 

日本語は世界中に一つ面白い言語だと言われる、その特徴が多くて、意味も極

めて豊富だ、そのため、日本語はとても美しい言語という評論家も多い。擬音語

擬態語は日本語の１つの難点である。その数量が多く、出現頻度が高く、新聞と

雑誌の中でどこでもあって、テレビ番組の中でもよく見られる。日本語の擬音音

語擬態語は日本人が日本語の音声の特徴によって創造したので、その発生の過程

の中で社会の心理習慣、文化の伝統の重大な影響を受ける。中国人にとって、擬

音語擬態語は確かに１つの把握しにくい問題である。擬音語、擬態語をうまく会

話の中で使うことが出来ると、会話がとても自然に。なる。擬音語、擬態語をよく

理解したら、文章を読むと、微妙なニュアンスまで理解できる。 

省略を極める日本語表現は日本の歴史的背景、日本人の国民性により、長い年月

をかけて、言葉に頼らない独特な意志伝達の手法を確立させてくる。日本語の簡略

表現を中国語に訳すのはおそらく難しいと思われるが、日本語の特性を理解したら、

このような日本語の表現を中国語に訳すのはそれほど難しくないと思う。日本語の

省略表現を通して日本人について考えてみると、日本人の感性の鋭さ、また感情の

豊かさがわかる。 

日本語を学習し始めるときからよく「日本語はとても曖昧である」という話を聞

かされる。『広辞苑（第５版）』に「曖昧」の意味を調べると、「確かでないこと。

まぎらわしく、はっきりしないこと。」とある。すなわち不明確、不明瞭なもの・

ことを指すと考えられる。日本語の学習では日本語の曖昧なところや、同じ単語で

もまったく正反対の意味になったりすることがよくある。 

つまり、本論ではこの三つの特徴から、日本語の魅力と美しさを発見してみたい。 

 

 1

http://www.riyulunwen.com/


本科生毕业论文 

参考文献 

１．浅野鶴子『擬音語·擬態語辞典』 角川書店 昭和 53 年 

２．天沼寧『擬音語擬態語辞典』 東京堂  1974 年 

３．佐々木陽子『日本語における省略表現の考察』 修士論文 1990 年 

４．尾上圭介『省略表現の理解』『月刊言語』 91 — 97  1993 年二月刊 

５．金田一春彦『日本人の言語表現』[M] 岩波書店 1988 

６．李兆忠『暧昧的日本人』[M] 金城出版社 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



本科生毕业论文 

 

 

要  旨 

本論の題目が「日本語の特徴からみる日本語の美しさ」といって、言語はある方面か

ら一つの国の国民性を反映できるために、日本語の特徴を通して日本人について考えて

みると、日本人の感性の鋭さ、また感情の豊かさがわかる。詳しく言えば、日本語の三

つの著しい特徴を選び、その中に、擬音語と擬態語は日本人が日本語の音声の特徴によ

って創造したので、その発生の過程の中で社会の心理習慣、文化の伝統の重大な影響

を受ける。省略を極める日本語表現も日本の歴史的背景、日本人の国民性により、長い

年月をかけて、言葉に頼らない独特な意志伝達の手法を確立させてきる。この他に、日

本語の曖昧さは中国人に理解おそらく難しいと思われるが、日本語の特徴を理解したら、

このような言語表現をそれほど難しくないと思う。 

 

キーワード 

 

擬音語・擬態語・省略・曖昧 

 

 

摘要 

本文以《从日语的特征来看美丽的日本语》为题，因为语言从某些方面反映了一个国家

的国民性，通过日语的特征来思考日本人的话就会发现日本人具备敏锐的感性意识和丰富

的感情。若说得具体一点，本文选择了日语中三个显著的特征，其中拟声词和拟态词是日

本人从日语的声音特征中创造的，在其产生的过程中受到了社会心理习惯以及文化传统的

重要影响；极其省略的日语表现也是根据日本的历史与国民性，在漫长的岁月中确立了其

不依赖于一般语言的独特的意思传达方式；此外，虽然中国人觉得对于日语的暧昧表现很

难理解，但要是理解了日语的特征的话，这种表达方式也就变得不那么难了。 

      

关键词 

 

拟声词  拟态词  省略  暧昧   
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日本語の特徴からみる日本語の美しさ 

 

はじめに 

日本語の擬音語擬態語は日本語の１つの難点である。それの数量が多く、出現頻

度が高く、新聞と雑誌の中でどこでもあって、テレビ番組の中でもいつも見ること

がある。擬音語、擬態語をうまく会話の中で使うことが出来ると、会話がとても自

然になる。擬音語、擬態語をよく理解したら、文章を読むと、微妙なニュアンスま

で理解できる。 

省略を極める日本語表現は日本の歴史的背景、日本人の国民性により、長い年月

をかけて、言葉に頼らない独特な意志伝達の手法を確立させてきる。日本語の省略

表現を通して日本人について考えてみると、日本人の感性の鋭さ、また感情の豊か

さがわかる。 

広辞苑（第５版）』に「曖昧」の意味を調べると、「確かでないこと。まぎらわし

く、はっきりしないこと。」とある。すなわち不明確、不明瞭なもの・ことを指す

と考えられる。日本語の学習では日本語の曖昧なところや、同じ単語でもまったく

正反対の意味になったりすることがよくある。 

つまり、本論はこの三つの特徴から、日本語の魅力と美しさを発見してみたいこ

とである。 

 

第一章 先行研究 

 

日本語は一つ独特な言語と言われる、その原因は日本語の複雑な表現と関係があ

る、これまでの研究者の研究によると、日本語はいくつ著しい特徴が持つ。たとえ

ば、歴史からの厳しい階級観念の影響で、世界中に敬語の使うのは一番多い言語で

ある。また、女性語と男性語は区別して話す。 

先行研究から、漢日敬语システムに共通性と差異性があることが明らかになって

いる。しかし、それぞれの特徴、翻訳の方法、これら具体的な問題に対する研究は

まだ不十分である。そのため、日本语について系統的、全面的な分析が必要である。
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日本語の擬音語、擬態語の発源する根元を捜すために、その複雑さを必ず了解する。

また、日本語の省略表現と曖昧さも本論の探究したみたいことである、日本と日本

人のことをよく理解するために、言語は一つ重要な方面として、身に着けなければ

ならない。これも本論の目的であり、これから、詳しく言う。 

第二章 複雑な擬音語と擬態語 

 

２．１擬音語擬態語と言葉の源 

昔、日本人は今の韓国の西部に建国した百済の国から漢字を学び、初めて書籍に

接した。1文字というものを始めて見る日本人の驚きは大きかった。漢字を習うこ

とは中国語を習うことであった。日本語が中国から受けた影響の大きいのは文字に

次いでは語彙の面で、多くの人体の部分、整理、病気の名、鉱物の名、社会制度の

名、抽象的思考対象の名などを輸入した。また、明治維新の際、欧米の文物名を輸

入する時に、漢字を組み合わせて新しい漢語を作ったが。これも中国語の間接的影

響である。中国語からは日本語は音韻の面でも、文法の面でもいろいろ影響を受け

ている、音韻の面で、音の拍が生まれたのは、まったく中国の物を取り入れた物で

ある。しかし、両国が近代化するにつれて、違う政治、文化の背景のしたで、違う

地理、気候の影響を受けて、『日本語の中国語から受けた影響は、まことに表面的

である。』2極東では、中国語、朝鮮語など、母音どめ、子音どめが相半ばしており、

東南アジアも大体そんなもので、日本語のような母音どめの拍だけからなる言語が

少ない。『日本語には南方系の要素が入っているのだろう。』3以上から見れば、孤

立語のシステムに属する中国語の中で、日本語の擬音語、擬態語の発源する根元を

捜す得る可能性はないと思う。日本語の擬音語、擬態語をよく理解するように、日

本語そのもので、擬音語、擬態語の意味と運用の規律を捜すべきだと思う。 

でも数年から、日本で擬音語擬態語を日本語の根源に見なして、その語義と形態

のシステムに対して比較を研究して盛んに行われる。言語がなくて、人々は主に体

の姿勢、手振りによって、外部の音をまねて出す叫び声が交流に来た。人類の言語

はつまりこのような叫ぶ性の『言語』から進化して豊かにして来た。 

つなわち、日本語の言葉の源と擬音擬態語の関係はいくつ種類の言い方がある。

                                                        
1 曹秀梅 蔡全胜 张波 《日本地理》大连出版社 2003-08-01 
2 金田一春彦 岩波书店『日本語』1988 年版（1994 年第 18 次印刷本） 
3 金田一春彦 岩波书店『日本語』1988 年版（1994 年第 18 次印刷本） 
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自身の発生の原因はまたその多くの変性を運命付けた。 

 

２．２擬音語擬態語の表現 

『擬声語というのは、外界の音、例えば雨の音を「ザーザーと降る」と形容する、

あるいは雷を「ゴロゴロと鳴る」と形容するものである。擬態語というのは、音を

しない物を音がするように表した言葉である。例えば、星が「キラキラ光る」とか、

あるいは、新しい金貨が「ピカピカ光る」とか言うような物である』（金田一春彦

『日本語』）。日本語の中で、多くの擬声語、擬態語は日本語の固有な「和語」であ

る。日本語は動物の鳴き声を形容する擬声語は本当に豊富である。次に、日本語の

中で、触れる感覚についての擬態語も多い。例えば：ザラザラ、ツルツル、ネバネ

バ、べとべと等、それから、日本語では心理状態や人間の各種類の顔色を示す擬態

語も豊富である。例えば、うろうろ、おろおろ、はらはら、ひやひや、まごまご、

この五つの擬態語は皆どうしようの気持ちを表すが、意味は微妙な区別がある。 

○駅で出口がわからなくてうろうろしていたら、親切な駅員が教えてくれた。/

どうしたらよいかわからず、行ったり来たりする目的もなく歩き回る。 

○出産の時、夫はおろおろするばかりだった/どうしたらよいかわからなくて、

何もできないでいる様子。 

○サーカスの網度りをはらはらしながら見た/危ないものを心配している様子。 

○友達が店員とけんかを始めるのではないかとひやひやした/冷たいや汗をかく

ほど危ないと思うこと。 

○授業中、急にあたられてまごまごしてしまった。/どうしてよいかわからず、

速くできない。 

そうすると、私達中国人は日本語の擬声語、擬態語を翻訳する時、深刻に原文を

理解しなければならない。其の言語の雰囲気から其の言葉の本当の意味を理解して、

相応できる中国語で表す。字面だけ見て当て推量の解釈をすることは駄目である。 

 

２．３擬音語擬態語の複雑性 

（１）民族性 

日本語の擬音語、擬態語の数量は数えないほど多い。それと比べて、中国語の擬

音語、擬態語はとても少ない。『現代漢語辞典』、『新華辞典』は擬音語、擬態語ほ

とんど収録しない。それはまた、中国語の擬音語、擬態語の一部分は日本語の擬音
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語、擬態語に対応できるが、大部分は対応できない。翻訳不能の日本語として知ら

れている。これは日中両国擬音語、擬態語の数量方面の区別である。その区別につ

いての理由はもう一つがある。第一言えることは、日本人は観念的でなく直観的に

表現しようとする気持ちの強いことで、代表的なものが、擬音語、擬態語と言われ

る物である。次には日本語で新しい擬音語、擬態語をどんどん発明できるというこ

とが面白いことだと思う。日本語の擬態語というのは実に細かい配慮の基に作られ

ている。たとえば、同じ転がることの形容でも、いろいろな言い方がある。コロコ

ロ――転がり続けること。コロリ――一回転がって止まる様子。コロッ――転がり

続ける様子。コロリコロリ――転がっては止まり、転がっては止まる様子。コロン

コロン――はずみを付けて転がって行く様子。コロリンコ――一回転がってはずみ

を持って止まり、後は動きそうもない様子を表す。複雑で堪らないであろう。形容

詞に慣れる中国人にとって、とても困った問題に違いない。それで、私達は日本語

の擬音語、擬態語の規律性があることと確信するだけでなく、其の規律を掌握しな

ければいけない。 

以上から見ると、日本は特別な国である。特別な擬音語、擬態語がある。擬音擬

態語を使う時、日本の特徴な民族性に注意しなければならない。 

（２）独特な位置を占める 

擬音語、擬態語を含め音象徴と呼ぶことにして、これが日本語の中で独特な位置

を占めることは、『大辞林』の「特別ページ」の一項目となっていることからもわ

かる。この「特別ページ」は全部で十九項目あり、「敬語」や「百人一首」と並ん

でそれが取り上げられているのである。 

私たちの日常会話にもこのように多くのオノマトベが入っていることは疑いが

ないである。 

擬音語は、日本語の中で文法的にも語彙的にも重要なパートを占めているという

ことになるわけだが、さらに音声上も重要な問題を含んでいることもよく知られた

ことである。では、擬音語、擬態語は、日本語教育の現場でどんなふうに学習者や

教授者に認識され、取り上げられているだろうか。 

例えば、次のような報告がある。 

「それでも難しいのは擬音語、擬態語ですね」というのは西尾さんだ。「スズメ

はチュンチュン、カラスはカーカーと教えると、生徒は『どうしてもそうは聞こえ

ない』とがんばる。カンカン照りの晴天、といってもピンと来ない。まして、日本
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の雨の降り方に幾通りあると思います？」 

シトシト、ポツリポツリ、パラパラ、ザーザー殻始まって驟雨、霖雨、氷雨から

五月雨。覚えさせるどころか、こちらが説明してやる方が大変だ。 

          （新年特集「日本語」『朝日新聞』、８９―１―１朝刊） 

日本語として学習する必要はあるが、学習上いろいろと難しい点があり、しかし

ながら、また学習者の興味をひくのも、擬音語、擬態語ということになる。 

 

第三章 簡略な日本語 

 

３．１日本語の省略表現 

（１）習慣性の省略 

  山下秀雄の『日本のことばとこころ』におもしろい話が出ている。アメリカ人の学生

に日本語を教える教室へ出て、この前の授業でちょっと触れた敬語の話をしようとする。 

 復習の意味で、あなたがには敬語というものを知っていますか、と尋ねとする。彼ら

は何と答えるか。 

 先生はそれを先週私たちに教えましたから、私たちはそれを知っていますという答え

がかえってくるそうだ。 

これは文法の面から言うと、間違いはなにもない。題目語と述語はちゃんと整ってい

るし、助詞の使い方も完全だ。しかし「先週教えましたから」は日本人なら決して言わ

ない言い方である。そう言ったらそのあとに「お蔭で私たちは迷惑しました」とでも続

きそうだ。また「知っています」と言うと、いばっているような印象を与え、「だから

教わらなくてもいい」と言っている感じになりかねない。では、日本人だったらどう言

うか。 

 先週、教わりました。これでいいのだ。あるいはもっと丁寧に言うならば、「先週、

教えていただきました」。これが日本式だ。しかし、このような言い方が日本語では標

準的な言い方だ、ということを教えることは、きわめて難しいそうだ。 

 

（２）特殊な場所の省略 

日本人は、初対面の人へのあいさつで「はじめてお目にかかります」と言って、それ

でおしまいにする。外国の人は、それはあたり前じゃないか、それでほんとうにあいさ

つになるかと言う。たしかに、その次に、「どうぞよろしく」というのがなければあい
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さつになりそうもない。しかし、日本人の間では、次にはそう言うものだということが、

了承されている。つまり言外に含まれているのだ。 

選挙があると、候補者たちはトラックに乗って「○山○夫です」「○山○夫です」と

自分の名を連呼してまわっている。あれも外国の人は不思議がるが、「どうぞよろしく」

が言外に含まれているつもりなのだろう。 

「私は夜一人で音楽堂へいってみた。そこには誰もいなかった」――日本人はこれで

ちっとも不完全な文とは思わない。ところが、中国語ではこれでは不十分だそうだ。「私

以外には誰も」と言わなければ論理的ではない、間違って聞こえる、とは、さても理屈

っぽいことだ。 

本屋に行く。山下秀雄の『日本のことばとこころ』はないか、と尋ねられて、本がな

い場合に店員はどう言うか。「ございませんでした」と言うことが多い。「ございません」

で十分なはずであるが、「ございませんでした」と「でした」をつける。理屈を言う人

は、現在のことを言っているのだから「ございません」と言えばいいのではないか、な

ぜ「でした」をつけるか、と言うが、これはやはり、言外に言葉が省かれているのだ。

つまり「私どもとしては、当然、その本を用意しておくべきでしたけれども、不注意で

用意しておりませんでした」という意味で「ございませんでした」と言うのである。 

３．２文法から見る簡略の日本語 

（１）主語や修飾語の省略 

よく言われることは＜主語の省略＞である。が、日本語では、主語を省略したという

のは不適当で、実は＜主格補語なしの表現＞をするのである。 

―暖かになりましたね 

―ほんとうですね 

こんな場合、日本人は何かが省かれたとは感じない。はじめからこういう表現をめざ

しているのである。理屈では、（１）は「気温が」が省かれていると言える。が、実際

には「気温が暖かになりましたね」などとはほとんど言わね。（２）も、「あなたの言う

ことは」と言う題目が省かれたわけではない。「暖かになりました」全体がこの場合「ほ

んとうだ」に相当するのである。 

では、主語が省かれたと言える例はないか。ないわけでもない。次のようなのは主語

の省略と言えないまでも、主語の節約である。 

何もございませんが、どうぞ召上って下さい 

これは、「召上っていただくようなものは」という主語が言われなかったといってい
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い。 

（２）補語の省略 

主語以外の補語では、「ある」という動詞の補語が、昔からよく言外におかれる。『平

家物語』の、我世にありし時は、娘どもを女御、后とこそ思ひしか……の「あり」は、

その前に「りっぱに」というような語が省かれている。          

『徒然草』の、あるにも過ぎて人は物を言ひなすに……の「ある」は、その前に「実

際に」が省かれている。「たくさんある」という語句も、ただ「ある」と言うことがで

きる。 

「こんな嬉しいことはめったにない」を略して、「こんな嬉しいことはない」という

表現は、よく西洋人を驚かす。「嬉しいと言ったらない」の「ない」は、「ほかに」と「こ

んな嬉しいことは」という二種類の語句が省かれている。「よい」は、「持ってやろうか？」

「いいわ。」というような時に補語の省略が見られる。「持ってくれなくても」という語

句が省かれているのだ。「いいわ」の意味で「たくさん」という時の「たくさん」も同

様な例だ。この「いいわ」「たくさん」の類いは、外国人泣かせの語句として定評があ

る。この「たくさん」は、文字どおりに解して、「たくさん持ってくれ」の意味にとる

方が、確かに自然だ。 

一般に昔の文では、今の人ならばはっきり言葉に出すようなところを言外におくこと

が多い。古典作品を読む場合、注意が必要なゆえんである。 

３．３日本人の習慣から見る日本語の省略表現 

（１）日本人の寡默好み 

昔、日本の中学校時代に読んだ漢文の教科書に、貝原益軒の逸事が出ていたが、どこ

かの渡し舟の中で、乗り合わせた一人の若造が滔々と経書を講義するのを益軒は默って

傾聴していたという話で、作者はその奥ゆかしさをほめたたえていた。 

テレビで野球と相撲を比較して見ていると、野球の方ではアンパイアの判定に不服の

場合、選手が色をなしてくってかかることがあるが、相撲では行司がどんなに自分に不

利な判定をしても、勝負をした当人は、默然として前を向いてすわったまま、一切の発

言を検査役に委任しているのが目につく。 

日本の女性は、レストランへ誘われて「何を食べる？」と聞かれた場合、「何でも」

と答えるのをよしと教育された。 

尾崎紅葉の『金色夜叉』の熱海の海岸の場面で、お宮は貫一に「きさまは心が変わっ

たな」と叱責されるが、お宮は「ひどいわ」とか「あんまりだわ」とかの一点ばりで、
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何も申し開きをしない。お宮の胸の中には千万言を費しても弁解したいことがあったで

あろうが、それを言わずに貫一に足蹴にされて別れる。これが多くの読者の同情を集め

たのだった。 

（２）論理的におかしい表現 

日本語の表現は略しすぎたために、論理的にはおかしいと思われるものもある。 

日本人の場合、反対に言って通じさせる場合がある。夏目漱石の『吾輩は猫である』

に、 

令嬢の方でも慥かに意があるんだよ。いえ全くだよ。――え？――細君が僕にそう言

ったよ。 

何でも時々は寒月君の悪口を言う事もあるそうだがね。 

というところがある。これは苦沙弥先生には通じなかったようだが、その人に対して

関心が深くなると、その人のことをつい話題にする。とくに明治ごろの女性は、その人

を好きとは言えなかった。わざと悪口を言ったり、嫌いと言ったりして、その人への愛

情を人に悟られたのである。あるいは悟らせる場合もあったかもしれない。 

日本の歌謠曲にも「松の木小唄」の、いやよいやよと首を振るとあって、ほんとうは

愛情をもっていることを歌っている。 

 

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
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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。 

 

 

第四章 曖昧な日本語 

 

４．１曖昧語の言語表現 

周知のように、民族性や文化面での影響で、日本語表現は「曖昧」であるという

ことがよく言われる。物事をはっきり言わないで、高度な婉曲表現が発達している

言語だと言えるでだろう。 

以下、日本語の「曖昧」特性と思われるものをいくつかピックアップしてみよう。 

 

●「かもしれない」 

「かもしれない」や「かも」は日本人が常用している言葉の一つである、西欧諸

国のビジネスマンの間では日本人のことを「maybe」民族と呼んでいるといわれて

いるほどだ。最近、そのような傾向がいっそう強まる気配を呈しており、話し手本

人の感触などをあらわすような場合でも使われるようになっている。例えば、何か

を食べたときに、「これ、おいしいかも」。好きだと思うものに対して、｢好きかも｣。

行きたいと思っていても「行きたいかも」と言っている。 

日本人の会話では相手と自分の意見が違う場合、たとえそれが正反対であっても、

あえて「そうじゃない」や「私はそう思わない」などと言わないで、「そうかもし
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れない」と、一応、相手を認める形で、「妥協的に」譲歩するような言い方をする

ことがある。 

●「何もございませんが」 

日本人はお客を招くときに、大変豪華な料理がたくさん用意されていて、よく「何

もございませんが、どうぞ召し上げってください」と言うことがある。もしその客

が外国人だったら、戸惑った表情になったのではないだろう。 

これは日本人の謙譲表現である。「何もございませんが」i文字通り「（食べ物が）

何もない」わけではなくて、「（あなたにとってごちそうと言えるような物は）何も

ない」という意味である。同様の発想により「お口に合うかどうか、分かりません

が」とか、「ほんのお口汚しですが」あるいは「粗茶ですが」などと言って食べ物

やお茶を客に勧めることもある。 

●「あの件、どうなりました」 

あれ、あの、それ、その、といった「こそあど」言葉もよく使われるのが日本語

である。「あの件」などと言われると、聞いているほうも「ああ、あの件ね」と、

とっさにどの件だったか推測する必要がある。たいていは、相手とのかかわりや状

況などで「どれ」とわかる場合が多いのだが、たまに、まったく違う話をしていた

ということもある。また、「大阪人のノリとかいうあれですか」とか、「何度も使え

てお得だというあれですね」という場合の「あれ」もある。こうなってくると、日

本人というのは本当にはっきり言いたくない国民なのか、それとも、ふと適切な言

葉が見つからなくなるのか、聞き手に推測してくれることを期待する「甘え」とい

うものが感じられるのである。 

 

４．２曖昧語から見る日本人の習慣 

言語と言うものは、一定の社会集団の中に通じる習慣的体系の一つである。人間

の伝達行動において、言語行動と非言語行動との境界線はなかなか決めがたいとこ

ろがある。 

日本人は「うそ」つきだと言うのを聞くことがある。例えば、奥さんのことを、

「若くておきれいですね」と言った友人などに対して、いや、お婆さんで、ブスで

してなどと言わないとおかしいのが日本の社会である。いくら自慢の奥さんでも、

英語のようには、「そうですか」「どうもありがとう」などと言ってはいけないので

ある。そんなことを言ったら、あいつは鼻の下が長いというような評判が立ってし
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まうのである。当の奥さん自身がご主人が自分のことをブスだと言っているのを聞

いたとしても、客の帰った後でご主人を取っちめるようなことはしない。ご主人が

挨拶としてそう言っているだけで、本当はそう思っていないことを知っているから

である。つまり、この言葉はうそであるということは、その場にいる人々すべてが

知っていることなのである。それでも、そう言うことになっているというのが、こ

ういう社交的うそである。このように、「うそつき」といえば、やはり日本人のあ

る習慣といってもいいであろう。 

日本人は会話をしている時に「はい」「えー」「へー」「ふーん」「そ

うですね」「なるほど」などの表現をよく使うのである。日本人にとって

相槌は非常に大事なものといわれる。会話の途中に相槌を打つことで、ち

ゃんと話を聞いている、と相手に伝える事ができる。相槌を打つと同時に、

このように頭を上下に振るという頷きをするのは日本人の一大特色である。これは

賛成のときにすろだけでなく、もっと多くは、聞いていますよ、ということの表示

だから、これまた時には外国人の誤解の種となるかもしれない。 

顔を見ただけで、中国人と日本人をうまく見分けられる人がほんとにいるだろう

か。男も女も同じような服装になって、とりわけ若い人になると男も女も背が高く

大根足どころか女でも外股で歩くこの時代に、中国人と日本人の区別がはっきりつ

く人は少ないであろう。日本人の中には、誰が見てもこれは日本人だという風貌の

人もいるが、中国人と全く区別のつかない顔立ちの人もたくさんいる。見るからに

日本的な風貌の中国人もいれば、いかにも中国的な顔立ちの日本人も山ほどいる。

だが、それは顔を見た限りのことである。その人に二言、三言、何か喋らせたら、

表情や動作を見たら、たちまち何国人かはすぐにわかってしてしまうのであろう。 
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おわりに 

上述のように、日本語はいろいろな特徴を持って、一つ美しい言語である。日本

人は一般的に相手との調和を考えながら話をする。あまり端的で極端な表現を避け、

会話の中に短い言葉を挟むことで、相手との心理的な距離を測りながら話を進める。

その際よく使われるのは「なるほど」「はい」「そうですか」など、いわゆる相槌で

ある。またできるだけ断定的な言い回しは避け、やや曖昧かつ婉曲な表現を使って

話をする。 

日本人は、長い間、こういった世界に住んでいたのではないかと思われる。しか

し、日本もだんだんと海外との交流が増え、日本人のなかでも文化的背景、歴史的

背景、教育的背景、生育環境、ものの考え方が多様化してきている。一般的な外国

人は日本語の特徴を「何を考えているのかわからない」という。しかし、これは日

本文化の面白いところと思う人もいる。これは、日本文化の良い悪いの問題ではな

い。民族の特性だとも言える。 

 社会の発展に従って、日本語の現状についての了解は激しく討論されていくと

思われる。これから、拙論をきっかけに日本語研究してみたい。 
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