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An Analysis of “Shikashi” as Seen in Opinion Essays
by Intermediate Learners of Japanese Using

The JLC 1-Year Course Composition Database

SHIMIZU Yukiko, FUJIMURA Tomoko, IJUIN Ikuko

In opinion essays written by intermediate-level Japanese-language learners, the 

usage frequency of shikashi (“but”, “however”) is particularly high among contradictory 

conjunctions. Shikashi is used correctly in these essays when it simply connects two 

sentences; however, there are also instances where while technically correct, the 

conjunction is hardly used effectively and in an appropriate location when viewed in the 

context of the complete text.

Therefore, with the objective of revealing the actual usage of shikashi appearing in 

opinion essays by intermediate learners of Japanese, we analyzed the usage of shikashi 
using The JLC 1-Year Course Composition Database. We specifically analyzed the 

locations of shikashi	within	opinion	essays,	 the	sentence-final	expressions	of	sentences	
containing shikashi, and the relationship between shikashi’s location in the text and its 

stylistic	function,	and	revealed	the	findings	below.

①	In terms of location, shikashi was used most often in the opening paragraph, next 

most often in body paragraphs, and least often in the concluding paragraph. 

②	Expressions that expressed the subjective attitudes and value judgments of the 

author were common at the ends of sentences containing shikashi.

③	In terms of its locations and stylistic functions, shikashi often took an “Assertion” 

function in the opening paragraph, and a “Contradiction” function in the body 

paragraphs. Overall, these shikashi were indeed instances of effective use in 

appropriate locations. In the concluding paragraph, on the other hand, shikashi 
took a “Contradiction” or otherwise a “Concession” function. Learners must be 

careful when using shikashi in this location though, because it tends to weaken 

their argument.
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文脈と敬語表現の表すもの
坂本　惠

【キーワード】･ 文脈、敬語表現、言語化、表現意図、挨拶

1.	 はじめに　問題の提起
　日本語は曖昧だと言われることがある。一つの表現が状況によっていろいろな
意味にとれる、あるいは、言いたいことについて明示せず、暗示や含意で示そう
とすることなどが理由であろう。また、日本語は文脈に依存する傾向が強い言語
だと言われる。客観的に示すのではなく、主観的に、話し手の立場からの見方を
示す言語であるとも言われる。
　一つの表現が状況によっていろいろな意味を持つことについては語用論の立場
から研究されており、日本語だけの現象ではないと考えられるが、日本語が明示
より暗示、含意を好む言語であることは否定できない。例えば、「寒いですね」と
いう表現が、状況によっては「窓を閉めてください」あるいは「エアコンをつけて
ください」の含意を持つこともあれば、居合わせた人たちの共感を表すものとし
て使われることもあり、また、主人側のもてなしの悪さを非難する含意を持つこ
ともある。単に、エレベーターに乗り合わせた人たちのあいさつとして特に深い
意味を持たないこともあるだろう。「窓を閉めてください」など直接依頼する、「こ
の店の客への対応には問題があります」といった非難の言葉で表現するより、こ
のようないわば曖昧な表現を好んで使うこと、そして、あいさつ言葉や共感を表
す言葉で人間関係を円滑に保つことが多いことは事実だと思われる。「寒いです
ね」という事実、話し手の感じたことをただ表現する、つまり言語として表され
た表現に、その場の状況によっていろいろな意味を持たせることが日本語で多く
見られると言える。
　話し手の感覚を述べたものではなく、さらに客観的な事実を表す表現「今3時
ですよ」という表現が何を表すかを考えると、これが「今何時ですか」の答えであ
るなら、特別な意味は持たないにしても、2時からの約束に遅れてきた人に向け
られればそれは非難を表すし、4時からの約束のはずの人に向けられれば意外、
驚き、あるいは確認の意図があるだろう。さらに、3時に何かを始めることになっ
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ていた人に対しては、開始の合図、行動への促しにもなる。単なる事実を述べる、
ということが実際にはいろいろな意味を持ちうるし、非難や驚きや促しを直接表
現するより場合によっては好まれると言えるであろう。それでは、日本語が文脈
に依存するというのが、その場の状況によって表現意図が異なることがあること
だと考えると、その場の状況とは何を指すのであろうか。話し手の立場、聞き手
との関係、話し手の個性など、そして、実際の状況、季節、温度、話し手聞き手
の実際の位置関係、あるいは「3時」の表すもの（命題）の意味―ここでは、3時と
いう時間の意味することが話し手と聞き手で了解されていることなどが加わるで
あろう。
　しかし、「寒いですね」「今3時ですよ」は単なる事実を述べるだけの表現なので
あろうか。「寒いですね」について言えば、同様の表現「寒いです」「寒いね」「寒い」

「寒いよ」「寒っ !」なども考えられるし、「今3時ですよ」では「今3時」「今3時だよ」
「今3時です」「今3時ですね」「今3時ですよね」など類似の表現がいくつも思い浮
かぶ。これらの中から上記の表現が選ばれているとすると、単に事実を述べてい
るだけでなく、たくさんの類似表現の中から何らかの意味を持つものとして選ば
れていることから、これらの表現は他の表現とは違った意味が含まれていると言
える。つまり、同じ事実を表すのにこのように多くの表現が考えられるというこ
とは、それぞれに異なった意味合いがあることを表している。
　日本語の表現は何を表しているのか、実際の表現はある状況の中で話されたも
のだと考えると、その状況を広い意味での文脈と呼ぶことができ、日本語の表現
は文脈に依存している、あるいは、文脈を含んだものであるということが言える。
逆に、その表現そのものにも、表している事実以外の意味、事実以外に表してい
るものが多いということも言える。そしてそれが逆に文脈を規定しているという
こともできる。日本語が曖昧であるとか、「空気を読むもの」だといわれるその背
景について、話し言葉の表現を規定する文脈と、表面上に見える事実以外に隠さ
れたものを考えることから明らかにしていきたいと思う。

2.	 事実を述べることの意味、文脈の中での表現
　「寒いですね」「今3時ですよ」がいろいろな状況で使われ、異なった含意を持
つということは何を表していると言えるのか。「寒いですね」が表しているのは

「今、ここが、あるいは私は寒いと感じる」という命題である。「ここが寒い」とい
う命題以外に表されるもの、言ってみれば、類似の表現と分けるものは、ここでは、
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敬語や終助詞などで表されているものである。まず、「です」はあなたと私は親し
い友人、家族といったものではなく、ある程度距離を持った関係であるというこ
とを表している。終助詞「ね」が表しているのは、私の持っている感覚をあなた
も共有する、同様に感じていることを確認するということであろう。ある程度の
距離を持った関係の相手に対して、「寒い」ことを自分だけで感じているのでは不
十分で、それを相手に伝えたいから口に出して表現している、それも、共感を得
たいと思っている。ここまでが言語表現からわかることである。それ以上はその
場の状況による。また、例えば相手が開いたままの窓の近くにいて、表現者がそ
の窓を見ながら言ったとすると、「あなたも寒さを共有しているのなら、あなた
にはそれを解消する手段がある」ことを暗示し、それが「窓を閉めてもらえないか」
という含意に発展すると言える。例えば、単なる顔を知っている、あいさつする
だけの関係である両者が冬の朝のエレベーターで乗り合わせたとしたら、そこで
発せられる「寒いですね」はあなたには悪意を持っていない、この場を無言でや
り過ごすのはつらい、あなたと良好な関係を保っていたいという気持ちからのあ
いさつであると言える。もし、これが夏の暑い日に発せられたとしても、相手は
何を間違えたのだろうといぶかしみつつ「そうですね」以上の反応はない可能性
がある。「何言ってるんですか、この暑い日に」などと反論することは考えにくい。
以前、日本語学習者が自国で思わず日本の習慣を思い出して「寒いですね」とそ
の国の言葉で言ったら、「私は寒くありません」と言われたそうである。日本語の
あいさつである「寒いですね」には実質的な意味、つまり寒いかどうかについて
伝えるという意味は少なく、寒いという状況を共有していることを確認すること
が目的であると言える。それがあいさつというものであろう。これは中国語など
の「ご飯食べましたか」や英語などの「お元気ですか」に相当するほとんど実質的
な意味のないあいさつの一つであると言える。その意味では、述べられている事
実より、その状況が意味することの方が大きいと言える。
　「今3時ですよ」が非難になったり、驚きになったり、促しになったりするのは、
そのような状況がある中での表現だからである。つまり、あることを表現する際
にはそこに込められている命題だけでなく、自分と相手との関係性の中で示され
るということに大きな意味があることが多いということである。そのため、ただ
事実を述べているように見える場合でも、特別な意味を持つことも少なくない。
例えば、約束に遅れた友人に対し、「約束の時間は3時だったよね」と言えば、そ
れは事実の指摘でありながら、その時間に遅れたことを咎めるという含意が生ま
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れている。見知らぬ人に対してでも、「ここ禁煙ですよ」と言えば、禁煙の場所で
喫煙していることを咎めていることになる。事実の指摘が非難の手段となりうる
のは、このように、すべての言動が自分と相手との関係性の中で行われているこ
とがお互いに意識されているからである。日本語が文脈依存度の高い言語である
ということは、そこには、発話する前に二者の関係性や状況が文脈として存在し、
それを意識した発言となっていることを表していると言える。
　「事実の指摘」は反対にほめる場合にも使われる。この場合、「事実の指摘」とい
うより、「事実の言及」といった方がいいかもしれない。例えば、「髪切ったの？／
髪型が変わったね」というのはその事実について言及あるいは確認しているだけ
であるが、「ほめ」と受け取られることがある。特に、「よくなったね、すてきね」
などのプラスの形容詞を添えるまでもなく、その事実に触れるということが、そ
のまま「ほめ」となるのである。それは、相手のことをいつもよく観察、注意し
ているため、変化をめざとく見つけた、そしてそれを相手に告げることにより、
自分はあなたに関心を持っていて、変化を捉えているのだという事実を知らせて
いるのである。受け手はそれが自分に対する関心と受け取られ、その事実を好意
的に捉えているからこそ言及があると認めるため、「ほめ」と感じられるのである。
それは場合によっては「ほめ」ではなく、「励まし」になったり、「慰め」になったり
することもある。あるいは、「ほめ」が「励まし」や「慰め」の意図を持って使われ
ることもある。例えば、「その服、明るくてきれいな色だね」と言うことが落ち込
んでいる相手の気持ちを引き立てることもある。相手が落ち込んでいるという状
況を認識して、むしろ関係のない、相手に関係することをプラスの意味づけをし
た上で相手に渡す、という意味で相手に伝えることはある状況の中で、たくさん
の言葉をかける材料がある中で、それを選んで言語化したという事実が、相手に
何らかのメッセージを送る材料となっていると言える。何を言うかについては、
言葉の内容だけでなく、状況、相手と自分の人間関係、そのときの状態などすべ
てが文脈となり、相手に伝えたいこととなるのである。
　つまり、今、ここで、自分と相手の関係の中で、この事実を伝える、というこ
とに意味がある。「寒いですね」はその表現だけで単独で存在するのではなく、ど
のような自分と相手との関係の中で、このことを言語化して相手に伝えるかとい
うことに意味があるわけで、ただ単に寒いことを伝えているわけではない。それ
ではその伝えたい意味が何であるのか、相手と自分の関係や状況から推測するの
が日本語の表現であると言えよう。例えば、時々一緒にどこかに出かける、何か
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の行事について誘ってくれるような知人が「今度の日曜日暇ですか」と聞いてき
たら、それは単なる質問ではない。何らかの関係がある人が何の含意もなくその
ような質問をただ興味本位にするとは考えられないので、それは、日曜日に何か
ある、そのことについてこれから言及する、という前置きであることを多くの日
本語母語話者は知っている。質問ではないので、正直に答える必要はなく、「何
かあるのですか」と質問で返すことが可能である。日曜日にあるイベントについ
てこれから話したいという前置きとして「暇ですか」と聞いたことを理解してい
るからである。日本語で「日曜日、暇ですか」と問いかけられた日本語非母語話者、
あるいは、日本語母語話者が相手の言語で尋ねた「日曜日は暇ですか」に対して、
質問の意味だけに注目して、プライベートなことを聞かれたとか、正直に答える
必要があるかと困惑したという事例がある。日本語の場合、人間関係と状況、広
い意味での文脈の中で事実を述べる、あるいは質問するなどが別の意味を持つ場
合が多いのである。

3.	 日本語表現の含意するもの
　それでは、文脈は何によって示されるのか、何も手がかりはないのだろうか。
もともと日本語の会話は話し手が男性か女性かがわかることが多く、小説などで
も話し手を表示する必要がないことが多い。
　夏目漱石は･“I･ love･you.”･の日本語訳として「私はあなたを愛する」ではなく、

「月がきれいだね」くらいが適当だと言ったという 1。これは事実であるかどうか
は確認できないもののようであるが、少なくともそれが信じられていることは事
実である。それでは、なぜ「月がきれいだね」が「私はあなたを愛する」の意味と
なるのだろうか。実は「月がきれいだね」には、「月がきれいである」という命題の
他に表しているものが多くあり、それが成立する状況を考えるとその意味になる
と考えられるからである。それは、「きれいだ」という文末表現から話し手は男性
であり、聞き手は親しい関係であることがわかる。「ね」という共感を示す終助詞
を使っているということは気持ちの共有があることを示している。以上が言語か
ら得られる情報であるが、その上にこの言葉の表す内容が状況として存在してい
る。「月がきれいである」というようなある意味ロマンチックと言えるような内容
を男性が話すとしたら、その相手は女性で、それも二人きりの状況であろうとい

1･『定年時代』読者のひろば平成27年 11月下旬号小池俊夫「『言葉の感性』大切に」
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うことが推測される。月を見ている以上それは夜である。この当時、夜二人きり
の男女が気持ちの共有をしている状況で男性の発する表現はすなわち「私はあな
たを愛する」を示しているということになる、ということであろう。「月がきれい
である」ということがロマンチックであるかどうかはまた別の問題であるが、少
なくとも、「きれいだね」という表現からは話し手と聞き手の気持ちと話し手の関
係を知ることができる。言語化された表現からうかがうことができるのは話し手
の気持ちと人間関係である。
　
3.	1	 気持ちの言語化
　「寒いです」と「寒いですね」、「3時ですよ」と「3時です」の違いは何か。相手に
向けて語られている以上、相手に何かを伝えたいと思っていることは確かである。

「ね」「よ」といった終助詞は相手に対する話し手の気持ちを表すということはよ
く言われるものだが、その他に、「は」「も」などの係助詞、「やっぱり」「さすが」「ど
うせ」などの副詞が話し手の気持ちを表すものとしてよくあげられる。豊富なモ
ダリティを表す文末表現もその役割を担っている。このほかにも隠れた小さな表
現が話し手の気持ち、評価を示すことは多く見られる。今この状況で、あなたと
私の人間関係の中で、私はこのように考えて、このような気持ちでこのことを伝
えようとしている、ということが、限られた言語表現で伝えられているのである。
　
3.	2	 相手との人間関係の表示
　次に人間関係については主に敬語が担っている。「敬語」をより広い意味で捉え
た「敬語表現」2は実際には多くのことを表現している。「寒いね」と「寒いですね」
あるいは、「3時だよ」と「3時ですよ」で示される人間関係の違いは敬語の有無に
よって表わされている。ここに敬語の大きな働き、意味があると考えられる。敬
語は実際には人間関係だけでなく、相手や状況の認識も含め、非常に多くの情報
を表していると言える。敬語を含む敬語表現が言語として表現している、つまり
言語化しているものを、以下に考えて見たい。
　敬語は、通常語とは別の語形を持ち目立つ存在ではあるが、実際には敬語と敬
語ではない語との対照、その使い分けを考えなければ実態はわからないことから、

2･ 坂本惠（2013）「敬語コミュニケーションの基本的な考え方」『待遇コミュニケーション研
究』第10号･待遇コミュニケーション学会2013.1
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「待遇表現」と広くとらえることが一般的である。人間関係や場の違いによる言
葉の使い分けである「待遇表現」という観点で捉えた場合、日本語の表現は、全
てが待遇表現だと考えることもできる。特に口頭表現の場合、相手と場によって
全ての表現は規定されると言っても過言ではない。客観的な時刻を相手に告げる
場合であっても、「3時だ（よ）」か「3時です」かのどちらかを選ばなければならな
いように、相手をまったく意識しない言語表現はない。独り言や日記など自分に
対して表現する場合であっても、それは自分自身が「相手」であるような言語行
動であると言える。書き言葉の場合、メモやレポート、論文など、相手を想定し
ない、客観的な記述はあり得る。しかし、それも、相手を意識しない特殊な「場」
のものであり、いわば「脱待遇」であると考えれば、それも一つの「待遇表現」で
あると言えるのである。
　こうした観点から考えると、日本語は「待遇」という考え方に支配されている
言語であると言うこともできる。認知言語学では、言語によって好まれる言い方
があり、何を言語化して表現するかはその言語によって異なるとされる 3。その
中で、日本語は主観的な表現が好まれるという指摘はよくなされている 4。「主観
的」であるということは日本語では、物事を客観的に見て表現するのではなく、
物事を表現者の立場から見て表現しているということを表している。日本語では
人称表示があまりされず、多くの言語であるような、決まった一人称詞がないこ
ともその現れであろう。全ては一人称者の目から見た表現であり、その立場から
語られるため、わざわざ一人称を示す必要がないのである。特に別の要件がない
場合には、何も示されていなければ、それは一人称者についての言動であるとい
うことができる。日本語が「待遇」意識に支配されているということをこの観点
から考えると、日本語で言語化が必要なものの一つは人間関係の表示であるとい
うことになる。
　「3時だよ」か「3時ですよ」かのどちらかを選ばなければならない、他の中立的
な言い方はないということは、「3時である」という事実を表現する場合にも、同
時に相手との関係についても表現していることを表している。そして、これは日
本語の表現において避けることのできないものである。「だ」を使う場合、「です」

3･ 池上嘉彦2013.7.6国際日本研究センター講演会「〈事態把握〉（construal）のの相対性―言
語の構造の比較・対照から言語の話者の〈好まれる言回し〉（fashions･of･speaking）の比較・
対照へ」などによる

4･ 池上嘉彦前掲講演、趙華敏2013.8.1国際日本研究センター夏季セミナー講演「認知と言語
の使用について」など
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を使う場合で、相手との距離感の違いを表している。「だ」を使う相手と比べると
「です」を使う相手は距離のある関係であると言える。
　初対面は当然距離のある関係で、最初は誰でも「ですます」の丁寧語を使う関
係から始まるが、親しくなるに従って「ですます」がとれてくる。年齢差がある
場合にはなかなか下から上へは「ですます」のないレベルの話はしにくいが、同
年代の場合、徐々に相互に駆け引きをしながら親しい関係になっていくと言える。
例えば、親しくなりたい気持がある同年代の女性による次のような会話がある。
　
「あの、敬語もう止めませんか」
そこで突然、笹山は提案してみた。

「あはは。……そんなこと、きちんと言うんですね」
「え？」
「普通は、ちょっとずつタメ語を織り交ぜていって、相手の反応がよさそうだっ
たら、そのまま徐々に移行していく……、ってものじゃない？」

「そういうもの？」
「これまでも私はタメ語を少し入れながら喋ってきたのに、森村さんが頑とし
て敬語で返してくるから、適度な距離を保ちたいんだと思ってたわ」

「ごめんなさい、うまく喋れなくて。でも、友達になりたいって、思ってた
……」（山崎ナオコーラ「女友だちはなんのために」5）

この場合の「敬語」は「ですます」を指しており、「ですます」のないレベルは「タメ
語」と表されている。ここでわかるように、言語上で距離を測りながら、相手の
反応を見ながら距離を縮めていくのである。言語上に距離が現れ、その反応によっ
てお互いの距離を維持していくという作業を、日本語母語話者は常にしていると
言える。逆に、この小説の会話が示すように、これをうまく操作できない人もい
るのも事実であろう。このような相互の距離感を示す言葉遣いが「社会的規範」
であり「わきまえ」6などと表されるものであるとも言える。

5･ 朝日新聞（東京）2013年 9月 21日 13版 32ページ全面広告
6･「社会的規範」については三牧陽子（2002）「待遇レベル管理からみた日本語母語話者間の

ポライトネス表示―初対面会話における「社会的規範」と「個人のストラテジー」を中心に
―」『社会言語科学』、「わきまえ」については井出祥子（2006）『わきまえの誤用論』大修館
書店
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　これは相手に対する直接的な距離の表示であるが、その他にも距離を表す様々
な手段があり、さらに細かく分類された距離の表示が可能である。この働きを担
うものが「ですます」以外の「敬語」の一部であると言える。直接尊重語、間接尊
重語（敬語の分類については蒲谷・坂本・川口（1998）『敬語表現』7に従う。直接
尊重語はいわゆる尊敬語、間接尊重語は文化審議会答申（2007）『敬語の指針』8の
謙譲語Ⅰである）を用いて、相手との距離感を細かく分けて表示することができ
る。例えば、「いらっしゃる」などの直接尊重語を用いて、その動作や状態の主体
となる人物を直接的に上位のものとして表したり、「お知らせする」などの間接尊
重語を用いて、その動作が及ぶ人物を間接的に上位のものとして表すことができ
る。この、「上位のものとして表す」ことを『敬語の指針』では「立てる」としてい
るが、他にも「上げる」「高める」などと表現されている。ただし、現在の状況に
おいては、これは「距離のあることの表示」とするほうが適当ではないだろうか。

「距離」については、上下関係の縦方向と、遠い・近いの横方向とがある。従来、
敬語は「上下尊卑」を表すものとして使われていたため、上下関係が強く意識さ
れるが、現在の使い方としては、上下関係に加え、初対面、親しくない、或いは
立場の違いなどから来る「遠い」感覚を表す横方向の距離感をも示すことが多い
と言える。これは、「親疎」関係とは少し異なり、かりに親しくなったとしても、
立場の違いなどから「遠い」関係であり続ける場合もあり得る。遠い関係でも親
しい、あるいは、近くても疎遠な関係ということも想定できるため、「遠近」と「親
疎」は別物と考えられる。縦方向、横方向に距離があったとしても、親しい関係
になることは可能で、年齢差や立場の違いがあってどうしても「ですます」を外
せない関係であっても、言葉を崩すとか、終助詞を多用するなどの手段を使うこ
とによって言語上で親しさを表すことは可能である。縦方向と言っても、尊重語
で表される「上げる」「立てる」働きは上向きの縦方向である。下向きの縦方向に
ついては、下向きを意識するのか、距離を意識するかで「ですます」を使わない
文体、「ですます」を使う文体が選ばれると言える。尊重語で表されるものについ
ては、縦・上方向、横方向の距離であると考えたい。

7･ 蒲谷宏・坂本惠・川口義一（1998）『敬語表現』大修館書店
8･ 文化審議会答申2007.2『敬語の指針』
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3.	3	 行動の関係性の表示
　日本語で言語化が必要とされる「人間関係」と同様に言語化が必要になるのは、
自分と相手の行動についての関係性の認識である。特に、他者の行為を自分に関
わるものとして認識していることを言語で示すことが重要である。そのために使
われるのが「～してくれる」などの恩恵のやりもらいを表す表現である。「（あなた
が私に）プレゼントをくれました」という表現はたいていの言語でも表すことが
できるが、「（あなたが私を）食事に招待してくれました」と同様の内容は表現しに
くい。「（あなたが私）を食事に招待しました」という表現は、日本語としては不自
然であり、「招待してくれました」と表現することのほうが多いだろう。「てくれ」
の部分は事実としてはなくてもすむところであり、他の言語に翻訳しにくい部分
であるが、この部分がないと、日本語としてはその招待をありがたいものとして
受け取っていることが伝わらず、場合によっては迷惑だったという含意が生まれ
てしまう。「あなたが私を招待する」という事実を自分は恩恵として受け取ってい
ると認識し、それを言語化することが日本語では求められているのである。「（私
はあなたに）食事に招待されました」は同じことを自分の観点から述べたもので
あるが、これも招待がうれしくなかった、迷惑だったという気持ちが含まれるこ
とがある。この事実を歓迎すべきことと捉えていることを表すためには「招待し
てもらいました」としたほうがよい。つまり、自分と他者の関わる行動の場合、
それをどのように認識しているかを言語化することが必要なのである。
　これは、その他の手段を使って表すこともできる。例えば、何かを頼む時に「お
忙しいところ、すみません」と前置きするようなことである。私はあなたが忙し
いことを認識している、だから負担をかけることを大変申し訳なく思っている、
相手がその依頼を引き受けてくれることを評価する、といった気持ちを表してい
るのである。これは隔てのある関係、遠くに置きたい、つまり配慮の対象となる
相手だけにとどまらず、親しい、近い関係の人に対しても「忙しいのに、悪いね」
というように同様の配慮が必要である。
　親疎に限らず、相手と自分の関係する行動について、それをどのように認識し
ているかを言語上で示すことが日本語の場合重要なのである。そのような、当然
あってしかるべき表現を欠く場合、失礼だと見なされることもある。したがって、

「お忙しいときにこんな面倒なことをしていただいて」という表現には種々の配
慮が詰め込まれている。感謝を表す場合、感謝の言葉だけでは不十分で、このよ
うな認識、配慮を示す必要があるのである。
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わるものとして認識していることを言語で示すことが重要である。そのために使
われるのが「～してくれる」などの恩恵のやりもらいを表す表現である。「（あなた
が私に）プレゼントをくれました」という表現はたいていの言語でも表すことが
できるが、「（あなたが私を）食事に招待してくれました」と同様の内容は表現しに
くい。「（あなたが私）を食事に招待しました」という表現は、日本語としては不自
然であり、「招待してくれました」と表現することのほうが多いだろう。「てくれ」
の部分は事実としてはなくてもすむところであり、他の言語に翻訳しにくい部分
であるが、この部分がないと、日本語としてはその招待をありがたいものとして
受け取っていることが伝わらず、場合によっては迷惑だったという含意が生まれ
てしまう。「あなたが私を招待する」という事実を自分は恩恵として受け取ってい
ると認識し、それを言語化することが日本語では求められているのである。「（私
はあなたに）食事に招待されました」は同じことを自分の観点から述べたもので
あるが、これも招待がうれしくなかった、迷惑だったという気持ちが含まれるこ
とがある。この事実を歓迎すべきことと捉えていることを表すためには「招待し
てもらいました」としたほうがよい。つまり、自分と他者の関わる行動の場合、
それをどのように認識しているかを言語化することが必要なのである。
　これは、その他の手段を使って表すこともできる。例えば、何かを頼む時に「お
忙しいところ、すみません」と前置きするようなことである。私はあなたが忙し
いことを認識している、だから負担をかけることを大変申し訳なく思っている、
相手がその依頼を引き受けてくれることを評価する、といった気持ちを表してい
るのである。これは隔てのある関係、遠くに置きたい、つまり配慮の対象となる
相手だけにとどまらず、親しい、近い関係の人に対しても「忙しいのに、悪いね」
というように同様の配慮が必要である。
　親疎に限らず、相手と自分の関係する行動について、それをどのように認識し
ているかを言語上で示すことが日本語の場合重要なのである。そのような、当然
あってしかるべき表現を欠く場合、失礼だと見なされることもある。したがって、

「お忙しいときにこんな面倒なことをしていただいて」という表現には種々の配
慮が詰め込まれている。感謝を表す場合、感謝の言葉だけでは不十分で、このよ
うな認識、配慮を示す必要があるのである。
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3.	4	「場」の認識の表示
　その他に、「場」の認識も言語化される。日本語の敬語を考えるとき、「改まり」
というのは一つのキーワードである。改まった場で多用される丁重語などの改ま
り度の強い言葉はその場の認識の言語化であるとも言える。改まりは服装、態度、
口調などに表れるが、言語面でもそれを表現することが求められている。その反
対の「くだけ」についても同様である。これは多くの言語で共通であるかもしれ
ないが、改まり専用の語彙を多く持っている点は、日本語の一つの特徴であると
言えるだろう。これもあくまでも話し手の認識の中でのことである。その場をど
のような場であると認識しているかが、服装や態度、同様言葉の面でも表されて
いると言える。
　以上のように、表現されたものから例えば「3時である」などの命題の他にさま
ざまなことを読み取ることができる。敬語表現の表すものについては別項で述べ
たように多岐にわたる。受け取る側もそれらの多くの事実を文脈の中で話し手の
表現意図を理解する材料としているのだと言える。

4.	 その理由－領域の厳守
　なぜ明言を避け、ある状況を文脈として使いつつ敬語表現などで話し手の世界
観を示すのみで意図を通じさせようとするのか。一つには、日本語では表現され
たものはすべて話し手の立場から見た世界観であり、話し手の意図を表現したも
のであると言えるため、否定や批判はその事柄についてではなく、相手を直接否
定、非難するように見えることがあげられる。誘いを断ることは、そして断りの
言葉を明言することは相手を否定する、あるいは「メンツをつぶす」ことになり
かねない。そのため、直接の断りの言葉、批判の言葉は避けられる傾向にあるの
であろう。そのため、直接的ではない、間接的な表現が選ばれて、意図を推測さ
せるという方法が選ばれるのであろう。
　もう一つの可能性もある。それは日本語の敬語を説明する際に必要な考え方と
しての、「自己の領域の厳守」である。これは裏返せば「相手の領域に踏み込まない」
ことに通じる。
　「自己の領域の厳守」は言語だけの問題ではない。また、どの社会にも見られ
る現象ではあろうが、誰もが自分自身の領域の意識を持っているという点につい
て、日本語の場合、その意識が強いのではないかと考えられる。「失礼します」と
いう挨拶はいろいろな場面で使われるが、例えば、部屋に入る時、出る時の両方
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に、また、話しかける時、別れる時の両方に用いられる。入る時の「お邪魔しま
す」、出る時の「お邪魔しました」という表現とは認識の仕方が異なる。「失礼しま
す」は、相手の持つ領域に入る時、出る時双方でその均衡を破るという意味で用
いられるのである。前を通る時に腰をかがめて手を前に出すような仕草は、相手
の領域を侵していることに対する謝罪、断りの仕草であると言えよう。このよう
な場合の領域は実質的なものに近いが、いろいろな場面で相手の領域に踏み込ま
ないことが暗黙の了解になっている。相手の個人的なことを聞かないことや、相
手の意向を聞かない方が丁寧だとされるのはそのためである。例えば、「コーヒー、
飲みたいですか」より「コーヒー、いかがですか」がよいとされるのは、相手の意
向を直接に聞くことは相手に踏み込みすぎると感じられるからである。親しくな
る場合は、相手に踏み込みすぎの印象を与えないように、自己開示をすることな
どで少しずつ相手との距離を縮めていくことが多いと言える。しかし、親しくなっ
たからといって、何でも許されるわけではない。日本の場合「親しき仲にも礼儀
あり」ということわざがあるように、親しい関係でもしてはいけないことがたく
さんあると言える。消しゴムやペンといった小さいものを借りる場合にも一言断
るのが普通で、黙って使うことは憚られる。その場を離れる時や、トイレに行く
だけの時などでも、「失礼」とか、ちょっと会釈するなど、やはりその場にいる人
に伝える、断る必要がある。それはその人と共有している領域に変化をもたらす
ため、そのことに言及する必要があるからである。
　つまり、日本語の世界では自分の領域を厳守し、相手の領域を尊重するため、
言語表現も相手の領域に踏み込むことなく、暗示することで相手に気づいてもら
うという方略をとっている可能性がある。自分の領域、相手の領域は常に意識さ
れているため、それを織り込んだ文脈が意識されていると言うこともできる。そ
のため、表現行為は意識されている文脈の中で、相手の位置、相手との関係性を
言語化し、自分の気持ちを示すことで表現意図を明示せずに伝えるものとなるこ
とが多いと言える。
　
5．	「挨拶」の持つ意味
　ここで述べた文脈、敬語の示すもの、そして領域の厳守を体現している一つの
例は挨拶である。日本語は挨拶が多用されると言われることがある。事実、外国
語で吹き替えられた日本のドラマを見ていたとき、「ただいま」「いただきます」な
どその外国語では余り使われない、特別な意味を持たない挨拶を無理矢理翻訳、
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多用されていることを奇異に感じたことがある。
　常に相手を認識していること、相手との関係を意識していることを言語化しな
ければならない、しかし同時に相手に踏み込みすぎないことに配慮しなければな
らないという制約の中で多用されるのが挨拶言葉である。朝、相手の存在を認め
た時に「おはよう」あるいは「おはようございます」と言うことで、相手を認識し
たことを示し、相手との関係を明示することができる。それは相手に対する配慮
となる。「おはようございます、いい天気ですね」と定型化された挨拶をすること
で、相手の領域に踏み込みすぎずに相手に配慮を示せるのである。しかも、「お
はよう」と言うか、「おはようございます」と言うかによって、相手との距離を表
すことができるのである。日本語の世界ではその場に即した表現をする、例えば、

「お元気そうですね」とか「買い物ですか」などと、相手のことを言及することは
相手の領域に踏み込むことになりかねない。だから日本語の挨拶は「お出かけで
すか」と質問のように見えても、実際は、「お出かけのようなすてきな格好をして
いますね」という内容をはっきり言わずに示し、あなたのことは見ていますよと
いうことを示すのみで実質的には意味のない挨拶なのである。だから、答えは「え
え、ちょっと」で済み、実際にどこに行くかなどを答える必要はない。自分と相
手という関係性の中、そして特定の状況の中で、その状況を織り込んだ上で言葉
を発することが重要であり、その言葉は定型で、つまり、特定の意味を持たない
定型表現であることが重要なのである。その他に、「いただきます」「ただいま」な
どほとんど意味のない、自分の行動を相手に知らせるだけの挨拶も多い。「よろ
しくお願いいたします。」はある意味では距離の遠い相手に対してよく用いる使
用頻度の高い挨拶言葉であるとも言えるが、実質的な意味はあまりないと言える。
これを他の言語に翻訳することは難しい。しかし、「お願いします」と言うか、「お
願い致します」と言うか、あるいは「お願い申し上げます」と言うか，場合によっ
ては「お願いね」と言うことによって、相手との距離や場の意識を示すことがで
きる便利な表現であると言える。このように特に意味のない挨拶言葉で自分と相
手との関係を明示しつつ、相手への配慮を示すことが重要であるということが日
本語の一つの特徴なのである。

6.	 おわりに
　日本語が曖昧だ、文脈依存の程度が大きいと言われるのは、日本語が主に話し
手の見た世界を言語で表現したものであり、その表現には伝えたい事実、命題の
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他に、話し手から見た相手との人間関係や行動、場の評価、さらには話し手の相
手への種々の気持ち、思いが表されており、話し手はその場の状況を勘案し、そ
の状況の中で、ある一つの表現を選んでいるからである。聞き手は話し手の伝え
たい命題そのものだけでなく、敬語表現や終助詞、モダリティなどで表された話
し手の認識を理解した上で、その場の状況についても勘案し、話し手の意図を受
け取らなければならない。敬語表現は人間関係や行動の意味づけなど多くの意味
を表しており、これなくしては日本語の表現は成り立たない。曖昧に表現し、文
脈と敬語表現などで表れるものから意図をくみ取らせる日本語は、一つには「自
己の領域の厳守」であり、裏返せば、「相手の領域を侵さない」ことを念頭に置き、
相手の領域に踏み込まないことに留意しているからであるとも言える。曖昧であ
ると同時に、意味のない挨拶言葉が多いことはこのようなことが理由であるとも
言えるのである。
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Context	and	the	Communication	of	Honorific	Expressions

SAKAMOTO Megumi

It is sometimes said that the Japanese is vague, or dependent upon context. Since 

Japanese language communicates the subjective way the speaker interprets the world, 

expressions go beyond a narrow definition. In Japanese, factors such as the speaker’s 

position, the other party’s interpretation, awareness of the situation, and the concrete 

circumstances of that situation, as well as how the speaker sees the world, make up 

what we call “context” in this paper. Accordingly, when we try to understand a Japanese 

expression,	we	need	to	consider	not	only	its	specific,	narrowly	defined	meaning,	but	also	

its context. This is why the language is said to be vague.

However, in actual situations, context is often expressed linguistically using post 

positional	particles,	honorific	words,	sentence-ending	expressions,	and	so	forth.	Among	

these, honorific expressions communicate a good deal of information, not only about 

interpersonal relationship factors such as hierarchy of status and degree of intimacy, but 

they also signify understanding of the other party’s situation, as well as privilege and 

humility. Furthermore, when we look at a wide-range interpretation of the concept of 

honorific expressions, honorifics can express much more information including how a 

speaker recognizes and takes care of the other party in a conversational situation, etc. 

Therefore,	the	speaker	chooses	specific	expressions	based	on	that	individual’s	view	of	the	

world	and	how	it	fits	the	actual	circumstances.	

To put it the other way around, it is hard to gauge the meaning of Japanese language 

simply	by	looking	at	a	narrow	definition.	Japanese	expressions	convey	language-centered	

interpersonal relationships while taking into consideration the actual situation at hand. 

One point is that in the Japanese language world, there is much value on “staying on one’s 

own turf,” or, in other words, “not stepping on someone else’s turf.” This also explains 

why the language is called vague and why there are so many meaningless expressions 

used for greetings.
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