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要旨：コミュニケーションにおいては、日本人は独特な特徴を有すると思わ

れている。それを明らかにし理解することは日本語の勉強だけではなく、日本

人との付き合いにとってももちろん有益であり、お互いに理解を促し、両国民

の往来と友情を深めるためにも必要不可欠のことだといえる。本音と建前はそ

の特徴の一つである。 日本人は日常生活で、率直より遠慮を、他人に迎合する

ために相手のよいことを言うという傾向がある。 商売の場でも、日本人は独特

な交渉術をもって、よく外国人に頭を悩ませる。こういう話し方はまったく日

本の言葉に染み込んで、日本語も芸術化している。何も言わなくても、ただの

一言二言でも、相手の伝えたいことをよく理解できる。 もちろん、本音と建前

は、結局、豊富多彩な日本文化によって生まれてきたものである。 島国農耕文

化は日本文化の根源であり、「和」文化は日本文化の核心であり、「集団意識」

は日本の文化の真髄である。 日本人と付き合うときは、私たちは「本音」と「建

前」をはっきりと見分けるだけでなく、さらにこの芸術的な日本語を身につけ

るように努力しなければならない。 

 

キーワード：日本語、日本文化、本音、建前、芸術 

 

摘要：深入了解日本人特有的交际方式无疑有助于语言学习，对外交往，增进

友谊。真心话与场面话就是其中的一个代表。它在日本人的日常交流中，主要表

现在用冠冕堂皇的话来代替内心真实想法，为迎合别人而说对方好话。在生意场

上，日本人也有独特的谈判技巧，经常让外国人伤透脑筋。这种表达方式已完完

全全渗透进了日本的语言，使日本人说话也变得艺术起来。即使没有语言也可以

用心交流，即使只字片语也可以用心品味。当然，真心话与场面话归根结底，都

源自于丰富多样的日本文化。岛国农耕文化是日本文化的根，以和为贵是日本文

化的核心，集团主义则是日本文化的精髓。在与日本人的交流中，我们不但要分

清他们所说的真心话与场面话，更要掌握这一艺术表达，说一口更加地道的日语。 
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本音と建前について 

 

はじめに 
 
 言うまでもなく、文化は民族の文化であり、言葉も民族の言葉である。そして、

言葉は文化のもっとも重要な担い手の一つである。 

コミュニケーションにおいて、言語と文化はお互いに依存し影響しあう統一体

であり、文化は言語表現の基本的な内容であるのに対して、言語は文化の表現

形式である。そこで、言語体系の知識や言語そのものの能力はもちろん重要で

あるが、言語の知識と能力だけではコミュニケーションの不足を補うことはで

きない。特に、異文化間における言語のコミュニケーションは、お互いの文化、

習慣を理解し、お互いに相手側の文化に溶け込むことを要求する。  

「本音」と「建前」は、大和民族特有の表現文化である。「建前」は「原則と

して」とか、「表向きには」という意味である。公的な立場からの見解について

述べる時などに使われる。それに対して、「本音」というのは、その人の本当の

気持ちである。両者の間のギャップは、時には天と地の差があると言っても決

して過言ではない。 

日本人の日常生活に、率直より遠慮を好み、人の長所、美点を言う傾向があり、

ビジネスの場合も特有な交渉術を持っている。以心伝心、「縮小」文化と情緒文

化は日本語を芸術化して、「本音」と「建前」もその中に溶け合って、芸術にな

ってきた。日本の国語学者森田良行氏は次のように指摘している。言葉はそれ

を生み出した社会的文化であり、文化的視点を離れて言葉を考えることは生き

た本当の言葉を眺めることにはならないであろう(日本語の視点）と。では、ど

のような日本文化を日本特有の本音と建前を作り出したのか。ここでは、島国

農耕文化、「和」文化、集団主義(ウチとソトに関する意識)の三つにまとめてみ

る。こういうような独特な文化があるこそ、日本語の独特な魅力が孕み出され

たと思う。 

 

本音と建前の表現 

 

率直より遠慮を  
 日本人の社会では、積極性や率直さはあまり好ましくないとされる一方、遠

慮がちに振舞うことが上品だと思われる。遠慮というのは丁寧さの表れの一つ

で、よく知らない人や目上の人との間に適当な距離を作る行動を言う。例えば、

食事などを勧められた時、自分の丁寧さを表すために、まず一度はそれでは、

ご迷惑でしょうからなどと言い添えて、(相手の勧めの真意を確かめると同時に)

断りをすることが礼儀に適っている。また、人に何か頼まれた時、直ちにだめ
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だとか、それはできないとかと断ることもできない。その代わりにちょっと考

えさせてもらいますとか、この間はちょっと忙しいですがというように、率直

にではなく、柔らかくて遠まわしに応対するのが日本人らしい答え方だと思わ

れる。公園などへ行くという誘いなどに応じられない場合も、やはり難色を示

すというやり方で対処する。これは日本語のことわざわが身を抓って人の痛さ

を知れ、以心伝心の精神にも深く根ざしているようである  

 日本人も日本語も曖昧だとよく批判されるが、こういう曖昧さにこそ日本人

と日本語の特有の美が見えるのではないか思う。 

 

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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人の長所、美点を 
 一方、タテ社会の構造を持つ日本では、人を巧妙に誉め、特に目上の人によ

くお世辞を使うことも、社会の付き合いにおける一つのコツと見なされている

ようである。相手の家族のことや相手の人柄、業績や相手の勤め先など、何で

もお世辞の対象となれる。 

日本語を勉強する学生はよく○○さんの日本語はお上手ですねとか、どこで

日本語を勉強なさったんですか。日本人よりも正しい日本語ですねとかと日本

人の友人にほめられる。もちろん、このような言葉は普通真顔で述べられるが、

誉められた人は内心うれしく思っても、これを額面どおりに受け取るようなこ

とはめったにない。日本で進学なり、就職なりで面接を経験した外国人の多く

が実際に経験したが、もし、面接官に目の前で褒めつくされたら、ほぼ結果は

はずれに違いない。 

いずれにせよ、お世辞の交換は、言葉交わしと呼んだように、人間関係を維

持しお互いに確かめるのにかなり有効な手段の一つだと言える。 

 

交渉術 
 対外貿易は、日本にとってなくてはならないことであるが、日本人と交渉す

る外国のビジネスマンがよく戸惑うのは日本人の沈黙と意思表示の曖昧さであ

る。何も言わなかったり、言ったとしても曖昧だったりすることである。答え

がノーの時には、検討してみましょうとか、また考えてみましょうなどと言い、

具体的な手立てがない時には、できるだけやってみましょうとかと言う。また

その場で返答ができない時には、できるだけ早くお返事いたしますと言う。こ

のような曖昧な答えをするのは、相手の名誉を傷つけないようにするためであ

り、相手との直接的な対決を避けるためであると、日本人にして見れば、相手

に配慮しているが、外国人の立場から考えれば、不明瞭な答えなので、安心で

きないのも当たり前なのである。 

交渉に勝つためには、相手の声の調子とか言葉以外の手がかりなどからその

真意を汲み取り、相手の関心事、やりたいこと、経験などのバックグラウンド

をすばやく理解し、またその場にふさわしいパフォーマンスで相手の信用と尊

敬を得ることが必要である。一般的には、改まった交渉の場では対決を避けて

ただ建前だけ語られるが、飲み物や食事などの私的な雑談の場で本音が聞こえ

るそれで、上手な交渉者は本番前に交渉の相手と会い、それを最大限に利用す

るのである。 

 

本音と建前から見る日本語の芸術 

以心伝心と沈黙 
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日本民族は、古くから定住する農耕民がその大部分を占めていたこと、さら

に地形上、比較的狭い範囲の小さな集落に分かれて住みついたことから、集団

性、協調性に富むと同時に、閉鎖的で濃密な特有の人間関係が生み出された。

同じ考え方、生活習慣と風俗のおかげで、日本人は周囲の物事をよく知ってい

る。それゆえ、日本人は周りの人と事また外部世界に鋭い洞察力を持っている。

自分の意見を言う前にまず、その意見に対する相手の反応やまわりの人の反応

を推測しがちである。それは他人の感情を傷つけないように非常に気を遣うか

らである。この「村人心理」の支配で、皆は「お互いによく分かってる」、「何

も言わないでもよく知ってる」と思う。コミュニケーション中は言葉を交わさ

なくても、「以心伝心」の独特な方式で気持ちが伝えられる。日本の国語学者大

野晋氏はかつて「言葉なんていうのは、日本じゃいらないんですよ」と言った

(大野晋の日本語相談）。日本人の考えでは、会話中の沈黙は、時には雄弁より

も遥かに深い意味を伝えるものである。言葉によらないコミュニケーションの

効果と知恵についての諺や言い方が日本語には、「以心伝心」と「不立文字」の

ほかに、「目は口ほどものを言う」とか「沈黙は金、雄弁は銀」、「言わぬが花」、

「口は災いの門」、「腹芸」などたくさんある。 

 

「縮小」文化 
                                                                                           

それに、日本民族はあまりパフォーマンスが好きではない民族である。言葉で

コミュニケーションをする時も、一番伝えたい部分を伝えられる限り、中味を

最小限に短縮する。日本語の曖昧さ、婉曲さもそこから生み出されたものであ

る。日本では「話半分」ということわざがあり、それは話を半分に割り引いて

聞き、本当の気持ちと話のポイントは言外にあるという意味である。つまり、

口に出たものはただの「建前」、本当の気持ち「本音」は言葉以外の余韻に残さ

れている。高木武夫氏の指摘によると（「日本文化の本質」）、「縮小」は日本文

化のもっともな特徴である。十七音を定型とする俳句と三十一音を原則として

作った和歌について言うと、この「縮小」は世界中一つしかないであろうか。

しかし、この短い俳句と和歌の中はただの言葉で表しきれない趣が含まれ、読

んだあとは次々の空想が頭に浮かんでくる。1972年1月27日の『朝日新聞』は一

つの面白いメッセージを登載した。内容は南極の昭和基地にいる隊員は日本の

妻から送ってくる電報を受け取った。電報全文は三つの仮名「あなた」しかな

く、基地の全体な隊員は見たあとみんな感動してやまなかった。外国人にとっ

て、「あなた」はただの人称代名詞だけである。しかし日本人の考えではそのな

かに無限な温情、言語で表わしにくい懐しさと心配さを含んでいて、満ちあふ

れている熱烈な愛情の火は十分に南極の氷と雪を溶解することができる。日本

の文学者の目から見れば、この「あなた」はまったく一番いいアイデアの三つ

文字の俳句である。もし外国人の習慣にしたがって電報を「 私はなんとあなた

を懐かしむ」、「なんとあなたを愛します 」に変えると、日本人にはきっときわ
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めて通俗的で軽薄で退屈な言い方だと思われる。 

 

情緒文化                                             
日本文化の本質は「情緒文化」とも言える。日本人の理性はいつも感情に支

配されて、日本人の決断はまず感情によって結論をつけて、それからその理由

を考える。「本音」は感情に基づいて、「建前」は理性に基づく。日本人は日常

生活でよく「気」という言葉を使い、たとえば「気がある」、「気が進む」、「気

心」、「気を揉む」、「気にする」、「気が向く」、「気が利く」などは、全部日本人

情緒主義の表現である。情緒主義は日本人のメンタルライフの中に重要な位置

を占めて，日本人の行為を支配する。 われわれのような日本語の学習者にとっ

て、日本文化をもっと理解できるために、必ず日本人の物事の考え方と気持ち

の表し方をマスターしなければならない。例えば、 日本人からよく聞こえる「じ

ゃ、考えます」、「よく善処します」などの話は婉曲な断りとして理解すべきで

ある。「今夜わたしのうちに遊びに来てね」というような誘いを聞いても、これ

はただ場面ごとの決まった言い方と考えられる。言葉だけから理解すると大変

な間違いになりかねない。 

 

 

 

 

本音と建前から見る日本文化 

 

島国農耕文化 
 日本は島国であり、古くから定住する農耕民がその大部分を占めている。島

国農耕文化は日本文化の根源だと言える。 

 農耕社会では、共同で農作業をしなければならないので、そのための協力体

制が必要とされる。共同体全体の調和と合意がもっとも大切で、自分の考えと

他人とのぶつかりあいは抑えられたわけである。共同体の長や幹部でさえ、何

か決定する時には自分勝手に決めるのではなく、関係者の意見を聞き、その合

意を取り付けなければならなかったのである。自分の主張を多く立てると不利

な印象を与えるのではないかと心配するから、本音を隠して、みんなの意見と

統一する。現在「ワンマン社長」という言葉があるが、自分の思うままに行動

する社長、独裁的な社長というような意味で、どちらかと言うと、マイナスの

イメージが強い言い方である。 

   

日本文化の核心―和  
 人間関係において最も尊重されて来た価値は、人々の和ということであった。

大陸の文化を積極的に取れいれた聖徳太子の憲法十七条にも、和を以って貴し

となすという一文がある中国やインドの文化の伝来よりも前に、このような
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「和」を理想とする日本の伝統的な文化の土台がある。 

  和はコミュニケーション上の表現では格別に目立っている。日本人は知り合

いに会うとき、まず挨拶する、例えばいいお天気ですね。このような挨拶は、

友好的な雰囲気を作り出すため、お互いに共同の話題を探すと意味する。コミ

ュニケーションの中で、一貫して相手の気持ちと一致するために、重要で原則

的な問題に及ばない限り、論争や正面衝突が起こらないように我慢する。日本

人の会話中、センテンスの末ではよくだね、ですねを使う。ここのねえは大体

相手の確認をもらいたい気持ちを表している。また、聞き手はよくうなずきな

がら、そうですね＂なるほど＂やはり＂ごもっとも＂さすがになど、相手の話

を賛成する。たとえ違う意見があっても、まずはいにして、相手の観点を受け

入れることあるいは理解を表す。そして、十分に婉曲的な方式で自分の見方を

述べる。直接にいいえを言うことは大変失礼なことだと思われる。 

 日本社会では、人間関係を優先し、「和」を大切にする。この「和」を保つた

めには、私的な感情を表面に出さず、原則である「建前」でコミュニケーショ

ンすることが必要になるわけである。「和乿の文化はすでに日本人の心まで染み

込んだ。 

 

集団主義―ウチとソト 
 日本は昔から単一民族、単一言葉、単一文化の国であり、人々は相対的に静

かな定住農耕生活を過ごしている。国から言えば、四方を海に囲まれ孤立する。

各地方から言えば、山脈と島に隔てられて、孤立社会になっている。このよう

な社会は外部に対し排他的な傾向があり、内部に対し絶対の結束を要求する。集

団主義もそこから生まれてきたものである。一旦ある組織に入ったらその集団

の一員としてその決まりを守り、それによって自分の言動を律するようになる。

集団の和を優先し、時には本音を隠したり、自分を殺したり、他人から期待さ

れるような言動をする。冠婚葬祭などの時には、詳細に規定された作法に従う。

儀式が形式張ったものであれば、社会の慣行に逆らえないものと、日本人が考

えている。 

 よく言われているように、日本人のウチ丒ソト意識が強い。言語的なコミュ

ニケーションにも非言語的なコミュニケーションにも大きな影響を与えてい

る。日本語学習経験者なら誰でも知っているように、「…てくれる…くださる」、

「…てやる…あげる…差し上げる」や「…てもらう…いただく」などは日本語

らしい日本語表現であるが、ほんとうにこれを使いこなすためには、並並なら

ぬ努力が必要である。また、日本人の行動からは、次ぎのような傾向が見られ

る。日本人は馴染み深いウチと見慣れないソトとを、はっきり区別して付き合

っている。ウチの人とは、お天気から日常生活まで何でも語り合うが、ソトの

人々との付き合いになると、改まったお客さんのように丁重で礼儀正しく応対

する。礼儀正しいと言えば、それまでであるが、意識の底に敬遠というものが

幾分あるのではないか。もちろん、日本人の考えているウチもソトも固定不変

のものではなく、相対的で変動するものであるが。 
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終わりに 

周知のように、「地球村」と表現されているように、われわれ人類はすでにグ

ローバル化の時代を迎えている。異なる文化を持つ人間同士の間に行われるコ

ミュニケーションは、絶えず困惑を伴い、容易なことではない。それで、現代

人は立場を変え、お互いに相手の文化に関心を持ち、その違いを認識し理解し

あうように努力していくことが効であろう。こういう努力を通して文化的距離

を縮め、共存、共感が実現できるようなコミュニケーションの環境を養うべき

である。                                     

 「本音」と「建前」は日本人コミュニケーションの一部分として、おろそか

にしてはならない存在である。ビジネスにおいても、人間関係の円滑化のため

にも使い分けることが必要である。自分自身の「本音」を見せることが常にプ

ラスになるとは限らず、時に「建前」でその場を穏便に済ますという計らいも

必要だろうと思われる。「本音」と「建前」は日本言語芸術発展の産物で，さら

に日本千年文化の産物である。 わたしたちのような日本語の学習者は、日本人

の言った「本音」と「建前」をはっきりと見分ける同時に、もっともっと日本

語らしい日本語を身につけるべきである。 
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