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－日露ビジネス関係者の視点から－
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1 はじめに
現在、日露ビジネス・コミュニケーションに関する研究はほとんど行われていないが、隣

国である日本とロシア、両国の文化におけるビジネス・コミュニケーションの方法は歴史的
にも数多くの特色を持っていると考えられる。本論の目的は、日露ビジネス関係者のインタ
ビュー調査中に収集した意見 ･ 考え方や実際のコミュニケーション例などの分析を基に、日
本とロシアのビジネス場面で使用されるほめ言葉を対照し、日本のビジネス場面におけるほ
め言葉の特徴を明確にすることである。

日本とロシアでのほめ言葉の研究を見ると、日本では「ほめ」の研究が進んでいる。先行
研究では、「ほめ」の定義、分類、対象、方法などが深く検討されている。

川口義一、蒲谷宏、坂本恵（1996）は、「表現意図」の観点から日本語における「ほめ」
表現行為を分類し、待遇表現の中に位置付けて考察を行っている。筆者グループは「ほめ」
が〈自己の感情・認識、知識・情報などが「相手」に理解されることを意図した〉「理解要
請表現」に属しているとする。そして、話し手の表現意図によって「ほめ」を「実質ほめ」 
と「形式ほめ」に区別できることを明らかにしている。その他、川口他（1996）の研究では
日本語教育の現場で起こる「ほめ」に関する問題点と「ほめ」に対する対応の仕方という日
本語学習者にとって興味深いテーマについても論じられている。

日本語と英語（田辺洋二 1996）、ドイツ語（大滝敏夫 1996）、ポルトガル語（日向ノエミ
ア 1996）とのほめ言葉の比較研究が行われ、それぞれの言語の「ほめる」行為、ほめ言葉
が入る会話、人間関係による言葉遣い、感謝の気持ちとほめ言葉のかかわりなどが検討さ
れている。日本語と韓国語の会話に見られる「ほめ」の言語行動の分析も行われ、（金庚芬
2006）、実際の大学生同士の会話データの上、ほめる表現、ほめられる具体的な対象、ほめ
に対する反応などが検討されている。

大野敬代は多方面から「ほめ」について研究を行っている (2002、2003、2007、2009、
2010)。談話におけるポライトネス ･ ストラテジーの一つとしての「ほめ」に対するアプロー
チは意義深く、待遇からみた「ほめ」の対応の分析などが細かくされている。

その他、日本では『ほめ言葉のハンドプック』（2009）、『ほめ言葉のルール』（2011）とい
うような本もたくさん出版されている。日本人と欧米人との接触場面における「ほめ」の分
析に関する研究も行われているが（ミハイロヴァ・ユリア　2007）、ロシア人とのほめ言葉
に関する比較、対照研究はない。

ロシアではほめ言葉の研究が日本より少なく、『ほめ言葉とお世辞の特徴』（Petelina E.S., 
1985）、『「ほめ」と「酷評」という表現行為』（Diachkova I.G., 1998，2000）、『お世辞の構成
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と機能』（Kurilkina M.A., 2009）（以上書名の訳は筆者）などの研究が行われているが、他
の言語との、日本語とのほめ言葉との比較、ビジネス場面におけるほめ言葉の対照研究など
は行われていない。

先行研究のうち、「ほめ」について以下のような定義がある。
「ほめるという言語行為は、話し手が聞き手あるいは聞き手の家族やそれに類する者に関

して“よい”と認める様々なものあるいはことに対して、聞き手を心地よくさせることを前
提に、明示的にあるいは暗示的に、肯定的な評価を与える行為である」（小玉 1996：61）。
「相手自身、あるいは相手に関連する「よい」と認めうるものごとについて、明示的あ

るいは暗示的に肯定評価を与えることによって、相手への好感情を表す言語 行動」（大野
2010:337）。
「話し手が聞き手あるいは聞き手にかかわりのある人、物、ことに関して「良い」と認め

る様々なものに対して、聞き手を心地よくさせることを前提に、直接的あるいは間接的に、
肯定的な価値があると伝える言語行動である」（金 2006：8）。

ロシアの先行研究の中でほめは「話し相手、あるいは会話に参加しない第三者の行ったこ
と、行動や態度、達成した成果、持ち物などに対して名宛人の肯定的な感情反応を引き起こ
す、あるいは名宛人の自尊心を高める目的で使用される肯定的な評価である」と定義される

（Diachkova，2000:47）（訳は筆者）。
本研究中に「ほめ」は「お世辞」、「励まし」、「ねぎらい」、「応援」などのような様々な表

現行為と強く関わっていることが分かったが、先行研究ではその関わりについての検討が行
われていないようである。以上の表現行為の関連性を明確にする研究はほめの理解を高める
ために大変必要であると思われる。

日本のビジネス場面におけるほめ言葉の先行研究も管見の限り見つけられなかったため、
調査を行い、その結果に基づいて、できる限り具体的で、信用できる結論を得ようとしたも
のである。

インタビュー調査の「ビジネス場面のほめ言葉」というテーマに対し、ほぼほとんどの回答
者（日本人もロシア人も含めて）の最初の対応は「存在しない」、「余りない」、「聞いたことが
ない」という反応だったが、実際のビジネス場面を思い出してみると全ての回答者は少なくと
も 5 － 6 のビジネス場面におけるほめ言葉の例を見つけることができた。「ロシア人はほめない
･ お世辞を言わない」というステレオタイプを持っている日本人の回答者も、実際の日露ビジ
ネス ･ コミュニケーションを思い出した結果、ロシア人からほめ言葉 ･ お世辞を聞いたことが
あることに気づいている。ロシア人の回答者の中でも「日本人は「日本語がお上手ですね」以
外のほめ言葉を言わない」というステレオタイプが見られたが、インタビューの質問に答える
中で、ステレオタイプに合わない例を思い出していた。日本人もロシア人もビジネス場面でほ
め言葉を使用していることがわかったが、使用する場面が異なっていることがあり、日本人は
ほめ言葉を期待する場面でロシア人は何も言わず、逆に、ロシア人はほめ言葉を期待する場面
で日本人が普通、ほめ言葉を使わないという不一致がいくつか見られることもわかった。本研
究は回答者のステレオタイプ的な考え方ではなく、一人一人の日露ビジネス関係者のコミュニ
ケーション経験から取り出された実際の例の質的な分析に基づいている。
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2.　研究方法

2.1　質的研究方法、インタビュー調査とその内容
本研究では日本とロシアのビジネス場面におけるほめ言葉の特徴、類似点と相違点を

知るためにグラウンデッド・セオリー ･ アプローチ（Grounded Theory Approach: 以下、
GTA）という質的研究方法の一つによって、インタビュー調査から得たデータの分析を行っ
た。グラウンデッド ･ セオリー ･ アプローチの最終結果は、「データから創出された、ある
いはデータに「根ざした（grounded）理論構築」にあるため、GTA と呼ばれる」（中嶌、
2015:75）。

GTA のような質的研究方法の特性は、（1）量的方法と違って、場面の文脈がはっきりし
ていること、（2）「一つの正しい答えは存在しない」ということで、得られたデータから研
究対象に関して（a）共通した一般的 ･ 典型的な考え方 ･ 例と、（b）例外である個別的 ･ 特
殊的な考え方 ･ 例が見つけ出される、（3）数字より内容が大切だと考えられるということで
ある。

まず、インタビュー調査のテーマを「日本とロシアのビジネス場面におけるほめ言葉」と
し、分析焦点者を日露ビジネス関係者と設定し、実際の異文化間ビジネス ･ コミュニケーショ
ンの経験を持つ日本人とロシア人にインタビューを行った。

インタビュー調査は 2015 年 5 月から 8 月にかけて行われ、各インフォーマントに 12 程度
の日本とロシアのビジネス場面におけるほめ言葉に関する同じ質問をして、インタビュー
の録音を文字化し、GTA の代表的な『グラウンデッド・セオリー』（Strauss, Corbin, 1998）
に基づきデータの分析を行った。

日本とロシアのビジネス場面におけるほめ言葉の使用の特性を明確にするために、各イン
フォーマントに相手側のビジネス場面のほめ言葉や記憶に残った言い方などについて質問を
行った。なぜならば、母語でのコミュニケーションは自然なものであり、特徴は気づきにく
いものであるが、異文化の代表者として相手のビジネス習慣を見ると、珍しく、すぐには受
け入れがたいところがたくさん見えてくるため、様々な特徴を見つけられる可能性が高い。

インタビューの中では以下のような質問を行った。

１ 日本 / ロシアのビジネス場面でどういう風に言われたらほめられたと思いますか。

２ ビジネス場面で日本人 / ロシア人にほめ言葉を言われたことがありますか。

３ 日本人 / ロシア人にビジネス場面で言われたほめ言葉の中では何が一番記憶に残り
ましたか。

４ 日本人 / ロシア人にビジネス場面で言われたほめ言葉の中では何が一番理解が難し
く、珍しかったですか。

５ 日本 / ロシアのビジネス場面で挨拶としてほめ言葉を聞いたことがありますか。
どんな言い方ですか。

６ 日本 / ロシアのビジネス場面で会話のつなぎとしてほめ言葉を聞いたことがありま
すか。どんな言い方ですか。
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７ 日本 / ロシアのビジネス場面でお祝いの言葉に付け加えるほめ言葉を聞いたことが
ありますか。どんな言い方ですか。

８ 日本 / ロシアのビジネス場面で感謝の言葉に付け加えるほめ言葉を聞いたことがあ
りますか。どんな言い方ですか。

９ 日本 / ロシアのビジネス場面で慰める言葉に付け加えるほめ言葉を聞いたことがあ
りますか。どんな言い方ですか。

10 日本 / ロシアのビジネス場面で批判の言葉に付け加えるほめ言葉を聞いたことがあ
りますか。どんな言い方ですか。

11 日本 / ロシアのビジネス場面で依頼の言葉に付け加えるほめ言葉を聞いたことがあ
りますか。どんな言い方ですか。

12 ビジネス場面で会話をする時に、意識して相手をほめますか。会話中に相手の何を
ほめたらいいかと考えていますか。

2.2　インフォーマント
インタビュー調査では 36 人が参加し、インフォーマントは全員日露ビジネス経験者で、

日本人 19 人、ロシア人 17 人がインタビューに応じた。
日本人のインフォーマントはほぼ全員（一人の女性を除き）30 歳以上、男性 13 人、女性

6 人で、ロシア人のインフォーマントは 25 － 30 歳の 3 人の女性と、30 歳以上の男性 6 人と
女性 8 人からなっている。

日本人のインフォーマントのうち 10 人は中上級のレベルでロシア語が話せる。日本人の
インフォーマントは、ロシアとビジネス関係を持っている会社に勤めている人、ビジネス上
でロシアへ出張に行ったりする人、ロシアで日本企業の代表者として、あるいはロシアの代
理店で勤めてきた人、ロシアの会社、あるいは教育機関で働いた経験のある人である。ガス
･ 石油、交通、自動車、観光、教育、デザイン、IT、セキュリティ技術、国際貿易などの分
野で働いている国際コミュニケーションの豊富なインフォーマントである。

ロシア人のインフォーマントは日本で、あるいは日本と関係のある仕事をし、全員日本語
が中上級レベルで話せる。仕事の分野は教育、通訳、IT、日本のスポーツ機関、貿易会社、メー
カーなどである。

個人情報を守るため、分析の中では各インフォーマントを記号で表す、日本人のインフォー
マントは「N」、ロシア人は「R」とし、それに続き、インタビューの順番に従って、N-1、
N-2、R-1、R-2 のように表す。

2.3　データ収集
調査を行うため、各インフォーマントに直接会って、日本人にもロシア人にもビジネス場

面におけるほめ言葉に関する同じ内容の質問をし、各インフォーマントの承諾の上、回答を
録音した。平均的なインタビューの長さは 30-40 分ほどで、インフォーマントの話す内容や
挙げる例文によって時間も違っていた。日本人のインフォーマントに日本語で、ロシア人に
ロシア語で質問を行った。本論に例として挙げられる日本人の回答は全て直接の引用であり、
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ロシア語の回答の訳は全て筆者によってできている。
インタビューの後、データの逐語記録の作成を行った。全ての文字化した回答は質問ごと

に表に揃え、インフォーマントの記号を付した。

2.4　分析方法
本研究では帰納的なスタンスの基にインタビュー調査に得られたデータから意味を取り出

そうとする GTA を使って、以下のように分析を行った。
まず、インタビューの逐語記録を作成し、回答の複数回の読み込みの上、主なアイディア

を見つけ出した。次回の他の回答者とのインタビューの中では前のインタビューのアイディ
アとの関わりを探し、比較を行った。最も重要と思われるところを明らかにするために質問
を多少変更し、調査内容を深めていた。各インタビューから得たデータと前回 ･ 次回の回答
との比較を行っていたから、分析過程はデータ収集段階とともに始まったと言える。

次に、インタビューの中から取り出した意見や考え方、実際のビジネス ･ コミュニケーショ
ンの例などのようなデータの切片化を行うために、インタビューの質問を場面ごとに分け、
ビジネス場面におけるほめ言葉を以下のように分類した。

ビジネス場面におけるほめ言葉の分類

１ 挨拶としてのほめ言葉

２ 会話のつなぎとしてのほめ言葉

３ 祝い言葉に付け加えるほめ言葉

４ 感謝の言葉に付け加えるほめ言葉

５ 応援、慰めに付け加えるほめ言葉

６ 批判に付け加えるほめ言葉

その後、各分類に関わるデータの切片化をし、インフォーマントの回答から取り出した（a）
共通した一般的 ･ 典型的な考え方 ･ 例と、(b) 例外である個別的 ･ 特殊的な考え方 ･ 例を「普
遍な事柄」と「特殊的な事柄」という二つのグループにまとめた。

以上の分類の他、１）ビジネス場面で意識してほめているかどうか、２）日本のビジネス
場面ではほめ言葉が使用されるかどうか、３）ロシアのビジネス場面ではほめ言葉が使用さ
れるかどうか、というような質問の答えを得て、切片化し、「普遍な事柄」と「特殊的な事柄」
のグループに分けることができた。
「普遍な事柄」と「特殊な事柄」の双方から一般法則を見つけ出し、信頼できる結論を得

ようとした。さらに、調査中に得たデータからインタビューの前に想像できなかった考え方
や例をいくつか見つけた。

簡略に言うと、本研究の分析過程は三つの段階からなっている。初期段階ではビジネス場
面のほめ言葉の分類に関し、回答から主なアイデアを取り出した。その後、ふさわしいと思
われるコンセプトのラベルを貼り付けて、中期段階ではコンセプト同士の比較から共通点や
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相違点を見出し、考え方や例の特徴やつながりを探求し、データの切片化を行った。最終段
階ではコンセプトの関連性が深まり、その結果データを「普遍な事柄」と「特殊的な事柄」
というグループにまとめ、データに基づいたビジネス場面におけるほめ言葉の使用に関する
理論を形成した。

3.　考察と結果
インタビュー調査のインフォーマントであるロシア人も日本人も同様にビジネス・コミュ

ニケーションの場面を 2 つの大きなグループに区別していることが分かった。それは（1）
会社、組織などの内部（以下「1( 社内 )」）の上司、同僚、部下などとのビジネス場面、（2）
自分の会社、組織などと以外の顧客、パートナーなどのような人との（以下「2( 社外 )」）ビ
ジネス・コミュニケーション場面である。その他、改まりによって、ビジネス場面は「A( 公
式 )」なコミュニケーション場面（交渉、顧客の歓迎会、面談など）と「B( 非公式 )」なコミュ
ニケーション場面に分けられ、外食、飲み会、社員旅行のような非公式のコミュニケーショ
ンが「B( 非公式 )」な場面にあたる。

両国のインフォーマントによると、日本では社内の公式的な場面である 1A のコミュニ
ケーション場面ではほめ言葉はあまり使われていないが、社外の公式的場面、特に顧客やパー
トナーと同席するような 2A のコミュニケーションではほめ言葉が多く使用される。また、
社内の非公式な場面である 1B でも多用されるが、2A とは様相が異なる。社外の非公式な
場面である 2B は実際には存在しない。

本研究で収集した両側の回答に応じて、日本のビジネス場面ではほめ対象によって以下の
ようなほめ言葉の区別ができる。

日本のビジネス場面でのほめ対象

１ 外見
• もともとの外見特徴（目の色、髪の色、背など）
• 服装、髪型、持ち物（時計・ネクタイ、など）
（「素敵なネクタイですね」）

２ 性格や能力　（「頭がいい」、「鋭い」、「よくできる」）

３ 仕事のやり方（「仕事が早い」）

４ 完成した仕事、達成した目標、出来上がったもの
（「〜おかげで、うまく行きましたね」、「出来がいいね」）

５ 名前の名声、タイトル、所属組織、扱っている商品、故郷など
（「あ、三菱ですか？すばらしいですね」

3.1　社内でのほめ言葉

3.1.1 社内の公式的な場面（1A）
ロシア人のインフォーマントのほぼ全員が認めるコンセプトは「日本では 100% の完成度

で仕事をすることは当たり前だ」から、「日本人は職場でよくほめているとは言えない」、「自
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分の仕事ができたということだけではほめてもらえない」ということである。日本の社内
の公式な場面（1A）、特に普通のやらなければならない仕事に対してほめ言葉は「少ない」、
あるいは「聞いたことがあまりない」という答えが典型的であり、「日本の職場では完成し
た仕事に対してほめ言葉があまり使われていない」というコンセプトに当てはまる。自分が
行った仕事を上司にほめてもらうためには 100% 以上の力を出し切って頑張らないといけな
いと思われている。日本人にとって仕事を完了することは当然で、「私の仕事だから、ほめ
言葉はいらない。私の義務だ」というような態度が普通であるとロシア人のインフォーマン
トは言う。「日本人の若い新入社員は会社に入る時、ほめ言葉をとてももらいたがっている
ように見える。だが、怒られる場合の方が多い」（R-1）というような意見もあるが、それも

「日本の社内ではほめられない」というコンセプトの一つの証拠のであると考えられる。
その他、ほめ言葉は評価の類であり、評価的な態度を示していると指摘する回答者もいる

が、日本では評価的な態度は普及しておらず、評価的な表現（ほめ言葉を含めて）もあまり
使われていないという考え方も回答の中にある。日本人はよくやった仕事に対して評価する
より感謝を表す方が多いという意見も見られる。そのような意見も「日本の職場では行った
仕事に対してほめ言葉があまり使われていない」というコンセプトのもう一つの証拠である
と考えられる。

アメリカ、ヨーロッパ、日本の会社で働いた経験のある回答者も、「欧米では小さいこと
でも「That’s great! You did a great job!」などのようにほめているのをたくさん聞くが、
日本では「頑張ってください」とはよく言われるが、完了した仕事に対してあまりほめられ
ない」と言う（R-11）。

日本の社内のコミュニケーションで最も多くほめられる場面として、以下のような 3 つが
挙げられる。

①　1 年に 2 回ほど行われる「面談」という 1A の（社内の公式な）場面；
② 　上司に注意、あるいは批判される 1A の（社内の公式な）場面、あるいは 1B の（社

内の非公式な）場面；
③ 　個人的なコミュニケーションの多い、非公式な「飲み会」などの1Bの（社内の非公式な）

場面。

3.1.2　社内の非公式な場面（1B）
日本の社内の非公式のコミュニケーション場面ではそれぞれの特徴が見られ、明らかな上

下関係によるコミュニケーションでない場合は、個人的な関係が影響を与えることになり、
ほめ言葉が言われる場面（非公式の祝い、飲み会、社員旅行など）が多い。

その他、業務に関わる依頼、感謝、あるいは非公式な場面での応援としてのねぎらいや励
ましなどでも、ほめ言葉が職場の周りの人とのいい関係を維持するため、一般的に「日本の
狭い職場で毎日を過ごしている同僚に対して常識として使用されている」（R-9）と言う。
「飲み会」という個人的な関係がよく表れる場面では「日本人はたくさんほめる。性格だ

けでなく、仕事に関連することなどもほめる」（R-4）という指摘が典型的なものである。
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3.2　社外でのほめ言葉
3.2.1　社外の公式の場面（2A）

日本のビジネス場面で挨拶として、あるいは会話のつなぎにとして使われるほめ言葉はほ
とんど社外のコミュニケーションでのみ使用されている。

同じ職場で働いている人から挨拶としての外見に関するほめ言葉は「ほとんどない」、あ
るいは「少ない」と指摘される。一方、「素敵なネクタイですね」、「〜がいつもと違ってい
ますね」というような言い方は顧客に対して「上手なお世辞」として見なされる。

ほめ言葉からなる会話のつなぎも多いようである。ほめ言葉はつなぎとして 2A の（社外の
公式な）場面で使用され、顧客、あるいは顧客候補、パートナーとの会話中によく使われる。
しかも、顧客とのコミュニケーションでは必須なものであるという回答者からのコメントが
ある。日本のビジネス場面でほめ言葉が会話のつなぎとして使用される主な理由は「この話
し相手を顧客として自分の会社にもらいたいから」である。なぜならば、他の会社と同じ条
件でサービスを提案する場合、顧客は扱いによってサービス会社を選択するから、できる限
り顧客によい印象を与えるために会話中のほめ言葉が多く使われるようである。そのような
場面に関して R-4 は「ほめ言葉はコミュニケーションの基になっている場面である」とコメ
ントし、R-7 は「可能性のあるお客さんに対して、日本人は何でも言えるよ。相手に「あなた
は素晴らしい、あなたはこうだ、あなたはそうだ」と若くもないビジネスマンが言っている
場面を何回も見たことがある。それは「会社のために頑張っている」と考えられる」と言う。

社外のビジネス・コミュニケーションでは顧客、パートナーに対して感謝を表す技術も重
要であり、相手に直接感謝の言葉も言えるし、動いてくれるパートナー会社の人をそのボス
の前で感謝してほめるなどの様々なほめ方が存在する。ほとんどの回答者が感謝の言い方を
ほめ言葉として受け取られているようである。

更に、「ビジネスのためのご飯を食べている時とか、ざっくばらんの話をする時にほめ言
葉がいっぱい出てくる」（N-1）ということが普通である。日本の社外ビジネス場面では「気
持ちがよくなる、心地よくなるようなやり取りが期待されている」（N-9）と思われ、社外の
ビジネス場面ではほめ言葉が常識としてよく付け加え、期待もされるようである。

3.2.2　社外の非公式の場面（2B）
日本のビジネス社会では社外コミュニケーションの非公式なビジネス場面は理論的には考

えられるが、実際には存在しない。定期的に食事やゴルフといった顧客接待を行う習慣が日
本の企業で存在するが、非公式な場面でもなく、顧客を喜ばせる、満足させる公式な場面で、
あるビジネス関係者にとっては義務であるように思われる。

日本の同業者の世界は狭く、会社間の競争も厳しい。他の会社の人とビジネス上の関係が
あり、あるいは顧客としての関係があるから、自由に話せないことが多い。個人的には親し
くなれないから、非公式なコミュニケーションもできなくなる。つまり、社外の非公式のビ
ジネス場面ではほめ言葉が使われるか否かということより、社外の非公式なビジネス・コミュ
ニケーションが珍しいものであるということがインフォーマントの典型的な考え方である。

以上で述べたようなビジネス場面のほめ言葉の使用を以下に具体的に見てみる。
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3.3 具体的な場面での実際のほめ言葉
3.3.1　挨拶
「素敵なネクタイですね」、「髪型、格好いいですね」、「きれいなドレスですね」などのよ

うな言い方がビジネス場面で多く使われているかどうかと日本人、ロシア人のビジネス関係
者に聞いてみた。

回答によると、日本人もロシア人も初対面の人に対して、あるいは改まった場面（１A、
2A）では外見や服装に関するほめ言葉の挨拶をほとんどしない。が、ロシアでは以前会っ
た人に対して（1A、1B、2A、2B の場面で）は遠慮せず挨拶としてほめ言葉は言えるよう
である。ロシアのビジネス場面では相手の外見に注目を払うことが多く、「今日はいい外見
をしていますね」、「この色・シャツ・服装はお似合いですね」というような言い方が広く使
われる。特に、ロシアの女性たちは職場へ新しいドレスやきれいなアクセサリーをつけていっ
た場合、髪型を変えた場合、それに関してほめ言葉を期待し、言ってもらうことが普通であ
る。男性の服装（スーツ、ネクタイなど）に関してほめ言葉を聞くことも珍しくない。ロシ
ア人のインフォーマントの多くが疑いもせず、「もちろん、ロシアでは挨拶としてほめ言葉
はよく使われている」と言う。

R-3 の意見では「日本で挨拶のほめ言葉は顧客に対してよく使われる。あるいは会話の導
入部分としても使われる。ビジネスの話にいきなり入れないので、最初は少しのほめ言葉の
交換や、共同の雰囲気を作るための話をする」。そのコンセプトをもう少し広げると、日本
のビジネス社会ではほめ言葉は挨拶としてだけでなく、顧客、パートナーとの対話の導入部
分として使用されることがあるということが分かる。社外のビジネス対話をする前に必ず社
交的で、儀礼的な話をすることになっているということである。

その時、相手に関連するものをほめることが普通であるが、ロシアと違って、日本のビジ
ネス場面では相手の外面や持ち物をほめるのではなく、所属組織や相手の故郷（例えば、「秋
田県は美人が多い」（N-13））などをほめたりする。ロシア人の回答者の意見では「きれいな
ネクタイですね」というような相手の外見、持ち物に関する言い方より、日本では「きれい
なオフィスですね。駅から近いですね」などのようなほめ言葉の方が多い。

日本のビジネス場面では男性から女性に対しての外見 ･ 服装に関するほめ言葉は特に珍し
いと両国のインフォーマントが指摘する。ロシアでは女性にドアを開けてやったり、席を譲っ
たり、外見に対するほめ言葉などを言うことなどがエチケットの欠かせない部分として認識
されている。日本と違って、ロシアでは男性から女性に対するほめ言葉は普通で、期待される。
日本では女性同士のほめ言葉がよくあるとロシア人のインフォーマントが語り、それを聞く
と何らかの不快感を持つロシア人のインフォーマントが多い。が、日本では「セクハラ」、「パ
ワハラ」の危険があるとして、男性から女性に対するほめ言葉が聞けないと両国のインフォー
マントは言う。R-4 が説明しているように、「日本人は挨拶としてほめ言葉を余り使わない。
例えば、うちの会社の１階にある受付の女性の方はいつもきれいな外見をしているが、ほめ
言葉をするかしないか、１０回考えないとだめ。なぜならば、セクハラに思われるかもしれ
ないから。みんながそういう挨拶をしたら私も言って大丈夫だろうが、私が一人だけ言うと、
余りよくないね。ほめ言葉でなく、何かの裏があると思われてしまうから」と指摘している。

日本では社内での挨拶としてほめ言葉が使用される場合（1B）もあるが、それが会社の
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活動分野、仕事の内容に関わる。化粧品メーカー会社で働いているロシア人のインフォーマ
ントの職場では挨拶として外面に関するほめ言葉は珍しくはない。一方、空手道連盟に勤め
ているロシア人のインフォーマントによると、職場の場面でほめ言葉はほとんど使われてお
らず、特に相手の外見に関して「完全に何も気づかない」と言う。

日本ではほめ言葉の使用が相手との関係と強く関わるようである。つまり、親しくない人
に対して外面的なほめ言葉は話のきっかけとして使われる。可能性のある顧客、あるいは実
際の顧客の外見や全ての動作に対して「激しい」、浴びせかけるようなお世辞（得られた回
答では「お世辞」は①同僚や下位者にほめられること、②大げさにほめられること、③自分
の納得できない仕事に関してほめられること、④場面に関係なくほめられることである」）
がよく使用されるが、相手がビジネス場面で仲のいい人、あるいは会社の同僚であれば、外
面的なほめ言葉は言わないようである。

初対面の相手に対して、ロシアでも日本でも、「お名前はかねがね」、「お名前をよく聞い
ています」という明らかなお世辞を使うことが普通である。日本人のインフォーマントによ
ると、初対面でほめることは外面や持ち物より、（１）名前の名声、（２）タイトル、（３）
所属組織、（４）扱っている商品、（５）故郷などが多い。つまり、日本人は直接に相手をほ
めるのでなく、相手に関係しているものをほめていると考えられる。例えば、「あ、岩手、
素晴らしいですね。いいことがたくさんあって、美しいものがたくさんありますね」（直接
の引用）（N-13）というようなほめ言葉が初対面で使われる。

3.3.2　会話のつなぎ
社外のビジネス場面で会話のつなぎとして何かを言う必要がよく現れる。その目的でほめ

言葉が使われる場合がある。日本のビジネス場面では会話のつなぎとして相手に対するほめ
言葉が「よく」、あるいは「時々」使われるとほとんどのロシア人インフォーマントが指摘
するが、ロシアのビジネス場面に関しては「時々使われる」、あるいは「あまり使われない」
という両国のインフォーマントの答えが典型的である。ロシアのビジネス場面でほめ言葉が
会話のつなぎとしてあまり使われない理由は（１）よく知らない相手に対して何について話
せばいいか、何をほめたらいいか分からない場合がある、（２）同じ性別の人にはほめ言葉
を言えないという考え方がある、（３）会話のつなぎとして相手をほめることがおかしく、
へつらいに見える振る舞いである、ということが回答から挙げられる。

以上の理由で、ロシアでは会話中に中断が現れたら、そのまま黙り続ける人もいるし、あ
るいは自分のことや物などについての話しを始め、自慢することが珍しくない。日本人のイ
ンフォーマントも同様なことを指摘し、「日本人は相手を持ち上げる性格であり、相手をほ
めているが、ロシア人は相手をほめるより、自分の自慢を言う方が多い」（N-15）と言う。

更に、ロシア人のビジネス関係者は日本の社外のビジネス場面におけるほめ言葉（2A）
に慣れていないようであるから、対話中に多くほめられると、どういう風に対応すればいい
かと混乱してしまうことが多い。R-7 は「ロシア人は日本のほめ言葉になれていない。交渉
の時に、日本側からほめ言葉が言われ、それを返そうとしている。言われたことを全部信じ
ている。それは第三者の立場から見るとおかしい。ロシア人、外国人とよく働いている日本
人はその特徴をうまく使っている。外人に何かいいことを言ってあげると、なんでもできる
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ようになると分かっているから」という日本の企業で勤めるロシア人の意見もある。

3.3.3　依頼
日本人のインフォーマントにはロシア人について「余りほめない、お世辞を言わない」と

いうステレオタイプが存在するが、実際のビジネス場面を思い出してみると、ほとんどの日
本人がロシア人からほめ言葉を聞いた経験がある。ロシア人のインフォーマントによると、
両国のビジネス場面では依頼をする時にほめ言葉がよく使われていると言う。

両国の回答者によると、日本では依頼の時に以下のようなほめ言葉が一般的であると考え
られる。
 （１）  依頼内容に当てはまる相手の能力に対するほめ言葉（「字がきれいだから、これに

記入できますか」、「Excel プログラムがよく分かっているので、少し手伝ってもら
えませんか」、「〜のものすごい専門家なので、〜の会議に参加・〜を説明していた
だけますか」、「〜が得意だから、〜をしてほしい」などのような言い方）；

 （２）  相手の仕事のやり方をほめる（「あなたはすごく早く・きれいに・細かく・丁寧に
〜をしていますので、〜をお願いできますか」、「責任を持っているから、〜をして
もらえますか」、「あなたは簡単に何でもできるでしょう」など）；

  （３）  相手の特異性（ユニーク性）を強調する言い方（「余人をもって代え難し」という
ことわざまで存在している日本の社会では「あなた以外にお願いできる人がいない
から」、「あなたでなければ、無理です」などがよく使われるようである。ところで、
ロシアでは同様の依頼も使われるが、「代えられない人がいない」（«Незаменимых 
людей нет»）、「いい所は空いたまま残らず」（« Свято место пусто не бывает»）
という言い方が普及している）;

 （４）  相手に対する自分の肯定的な評価を表してほめる言い方（「あなたの会社の仕事を
評価しているから、〜お願いしている」、「あなたを信用しているから、〜この仕事
を頼む」など）

ほめ言葉の他、日本のビジネス場面で依頼をする時にお詫び（「お忙しい所、申し訳あり
ませんが、〜お願いできますか」など）と話し手を巻き込む言い方（「それをしないと、大
変困ります」、「〜ていただければ、大変助かります」など）が広く使われるようである。

3.3.4　批判の和らげ
　両国のインフォーマントの回答から、日本とロシアのビジネス場面での批判の仕方は極

めて違っているということが分かった。
日本人は、ビジネス場面でいきなり批判を言うことは珍しく、普通は批判を和らげること

にしていると考えられる。日本の上司はロシア風に「これは何だ？あなたは何をしていたの？
どこを見たの？」（R-3）のように言わないようである。「あなたはいつも丁寧に仕事をして
いて、素晴らしいですが、ここはちょっと注意してほしい」のような言い方をすることになっ
ているようである。日本の上司がどれほど怒っていても、部下に対して丁寧に批判を言うこ
との方が多い。もちろん、例外もあり、物を投げたり、大きな声で叫んだりする日本人の上
司について話したインフォーマントもいるが、最近日本で「パワハラ」と言う概念がだんだ
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ん浸透し、ほとんどの会社では上司の言い方に注意が払われていると考えられる。その他、
現在は仕事を変えることが比較的に容易になったから、上司の丁寧でない言い方を我慢して
受け入れる人も少なくなったと答えるインフォーマントもいる。

日本人のインフォーマントが指摘するように、20 年以上前には、日本のビジネス場面で
批判を言う時に肯定的な表現が余り使われておらず、いきなり言うことが多かったが、アメ
リカのコーチング・テクニックやデール ･ カーネギーの著作の影響で批判の表し方が少しず
つ変わってきたと言う。

日本の会社ではビジネス・コミュニケーションの方法に関する教育が行われ、上司や同僚
との上手なコミュニケーションについてのゼミもあり、ビジネス学校ではカーネギー理論に
基づいたコミュニケーション技術講座が一般的である。そこでは「批判する前に、相手の長
所、業績などを言って、その後、どこを注意してほしい、あるいはどんなミスをしているか
と言ったほうがいい」（R-3）と説明される。そのような批判の言い方によって、上司に対し
て個人的な反感は現れず、部下が批判の言葉をポジティブに受け取り、怒るのではなく、ミ
スなどをどういう風に直せば良いかと考え始めると、ロシア人のインフォーマントは語って
いる。

日露ビジネス関係者によると、ロシアの上司は普通、相手のことを考えず、直接、厳しく
批判の言葉を言うことが多く、それはロシアの文化的、言語的な習慣であるかもしれないと
思う人もいる。どうしてかと言うとロシアでは、「自分が思っていることを正直に言った方
がいい」、「へつらっているように見えるより、自分が思っていることをストレートに言った
方がいい」という考え方が強く、「ロシアで育てられたから、日本の職場でロシア風に言い
すぎる、あるいは思っていることをストレートに言うから、時々私自身が困ってしまう場面
がある」というインフォーマントもいる。

• 回答者によると、ロシアのビジネス場面の批判の特徴は次のようである。
（１） ポジティブな導入部分、あるいはポジティブなフォローはほとんどなく、逆に「以

前よくできたことが全て忘れられてしまったような感じがする」（R-14）；
（２） 導入部分があるとしても、ほめ言葉でなく、「あなたは大人でしょう」、あるいは「責

任もって仕事ができる人」、「それなのに、どうしてこんなことをしているんだ」）と
いう言い方が多い；

（３） 率直な批判の言い方は相手に対する配慮、尊敬として見られる時もある。
• 日本のビジネス場面の批判の特徴は以下の通りである。

（１） ポジティブな導入部分、あるいは批判後の、ポジティブなフォローがよくあること；
（２） 批判の言葉の前に、普通は「ですが」が使用される；
（３） 「あなたは素晴らしい」のような導入部分が長ければ長いほど、批判の内容が深刻に

なる；
（４）日本人は批判の必要な難しい、困った場面でほめ言葉を使用している。
日本の企業で勤めているロシア人には、上司からほめ言葉の後に「ですが」を聞くと怖く

なると言う人が多い。その他、上司から長くほめられると不安を感じて、ほめ言葉の後で深
刻な批判があるはずだと感じられるということが典型的である。

日本人は率直に批判を言えない場合、批判の言葉の代わりにたくさんのほめ言葉を言うこ
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とがある。例えば、社内の場面で「あなたは素晴らしい専門家で、素晴らしい経験、業績な
どを持っています。現在、こんな時になっているのは大変ですね」のように、その場面では
何かがおかしいと伝えるためにあいまいで、ほめ言葉の多い言い方をしている。「あなたは
すごくいいけど、この状況はあまりよくないというコントラストを見せて、相手に対してネ
ガティブなことを言わず、場面自体がおかしいと示している」と言うインフォーマント（R-9）
がいる。

このような日本の批判の仕方はロシアと大きく異なり、ロシアのビジネス場面の批判が相
手に対する配慮、あるいは尊敬として見られている場面もある（例えば、「私以外に（批判
の言葉を）言う人がいないから」、「あなたを尊敬しているから、遠回りの言い方をせず、ス
トレートに言う」など）。

日本人のインフォーマントの中でもロシアの批判は「ストレートで、きつい」という考え
方が典型的である。「上司から一方的に『お前はこうだ、ああだ』と、ほめ言葉なく、ずっと怒っ
て、顔が真っ赤になり、終わる」（N-10）と思うのが普通である。
「ロシア文化では真心、率直さ、正直な言動はエチケットと礼儀正しさより高く評価され

ている。他文化では中立的なこととして思われる言動がロシア文化では丁寧すぎる言動に
なってしまう場合もある」とオーストリアのロシア学者は指摘する（Rathmayr, 2003: 31）（翻
訳は筆者）。

逆に、日本の批判では遠回りの言い方が多く、ほめ言葉からなっている言い方は批判の目
的で用いられる場面があると、両国のインフォーマントが言う。形式がほめ言葉になってい
る批判に対してロシア人は違和感を持ち、批判されているということが完全に理解できない
時もある。「批判よりほめ言葉が多いから混乱してしまう」と言う。

R-3 は自分の経験を思い出している場面で日本人の教授は R-3 から受け取った手書きの論
文について「字はとてもきれいですね。それほど時間をかけて漢字をものすごくきれいに書
けるようになった方はもう少し時間をかけて論文の内容について考えられるでしょう」とい
うようにコメントし、R-3 はそれを日本語の丁寧さの代表的な例として覚えておいたと説明
している。「ロシア風に「ナンセンスなことを書いているよ」と言われたわけではなく、「そ
れほど字のきれいな人は、内容について考えられるでしょう」のように言われて、強い印象
を受け、記憶に残ったと言う。

調査に参加したロシア人の答えを見ると、ロシアの職場の場面で上司から批判されると「感
情的に言われる」、「いきなり言われる」、「言葉を選ばず言われる」とほとんどのインフォー
マントが語っている。日本のビジネス場面に対しては「ネガティブなことを言う前にポジティ
ブなことを入れる」、「ロシア人より丁寧に批判を言う」、「言いたいことを考えてから、批判
をしている」、「上司が怒っていると理解している時でも、悪いことは一つも言われずに批判
される」のように説明している。
「経験のある人、人生の様々な場面に会った人、頭がいい人は、普通、直接に批判を言わない。

民族や国籍などと関係がない」（R-9、R-13、N-13）と考える人もいる。

3.3.5．ねぎらい、はげましとしてのほめ言葉
何かのミスの場合
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ミスの時に励ましをする場面は批判の和らげに近いと考えられる時もあるかもしれない
が、批判と違って、励ましは上司からも同僚からも言われ、目的は注意する、ある行為をや
めさせることではなく、応援する、あるいは進行させることである。

日本のビジネス場面では、何かのミスをした時に、ほめ言葉を言わず、典型的に「今度、
気を付けてください」と注意され、「今度 / これからも頑張ってください」と応援すること
になっているとロシア人のインフォーマントが語っている。ミスをした時にほめないことで
ある。その他、周りの人がミスに注目をせず振る舞うことが多い。ミスをした人や関係者が
問題を解決し、周りの人がミスに気づいていないようなふりをする。なぜならば、気づいて
いることを見せると、ミスの重要性や規模を強調してしまうと思われるからである。「日本
人はミスの状況を分かっていることを見せない。相手がより落ち込まないように、問題に気
づいていないようなふりをして、問題（ミス）と関係していない話をかけてくれる。日本人
は相手の気持ちに傷をつけないようにすごく配慮している」と言うロシア人がいる。

上司、あるいは顧客に怒られた時の励まし
ロシア人の意見では日本で上司や顧客などに怒られた場合、同僚から励ましとしてのほめ

言葉は聞かれない。通常、「あなたのせいではないとみんな理解しているよ」、「大変なこと
になってしまったね。頑張ってね」、「日本の相変わらずの『頑張れ』」（R-1）などのような
言い方が応援として使われると言う。日本人はこんな場面で応援しているが、ほめ言葉は言
わないと考えられる。

他の場面で応援を表す場合
「あなたはすごいから、大丈夫よ」、「〜さんだから、大丈夫よ」、「あなた / 〜さんなら、

できる」という言い方は社内の場面で応援の時によく聞けるとロシア人のインフォーマント
が言う。その他に、「みんな見ているから、評価している」というような第三者から、ある
いは団体からのほめ言葉は相手にうれしく受け入られるようであり、普通、上司からめった
にしか聞けない貴重なほめ言葉であると思われる。

外国人に対して「日本語がお上手ですね」、「発音がきれいですね」というほめ言葉、ある
いはお世辞がよく使われると全てのインフォーマントが指摘する。ところで、話し手の応援
的な態度に対して肯定的に「ありがとうございます」と言って受け入れるロシア人が多く、「ほ
めの内容に納得しているわけでなく、相手が配慮して、私にいいことを言ってくれてありが
たいから、感謝の言葉を言う」のようにコメントするロシア人がいる。

その他、日本の社内の場面について「日本人は能力のある人をほめない。できない人だけ
を励ましとしてほめる」という個別的な意見もあり、日本の会社では仕事がよくできる人を
言葉でほめるより、昇進させると言うロシア人がいる。
3.3.6　感謝
「ありがとう。あなたがいないと困ります」というような言い方はロシアのビジネス場面

でよく見られる。ロシアのビジネス関係者は「感謝＋ほめ言葉」を方略として言ったり、受
け取ったりしている。対話参加者はお互いにその言い方は方略であると理解していても、素
直に肯定的に受け取り、積極的に使用し続ける。R-11 は「ロシア人のパートナーは感謝の
時にほめ言葉をよく言いますよ。例えば、「あなたのカリスマ性は何にも比べ物にならない
よ」、「あなたがいないと困るよ」と言ってくれる」と語っている。ロシアではそのような言
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い方ははっきりしたお世辞であると理解されていても、エチケット、あるいは大切な相手を
喜ばせるための決まり文句として使われることが多い。

ロシア人同士ではこのような言い方はよく使用されているが、ビジネス場面で接触する日
本人に対して意識して方略として使うロシア人は少ない。どうしてかと言うと、日本人の相
手は「感謝＋あなたがいないと困ります」のような言い方を聞いて喜ぶかどうか予想できな
いからである。例えば、「恥ずかしがって、あるいは対応せず受け取る可能性がある」から、「あ
なたがいないと、この仕事はできない」というようなはっきりしたお世辞は言いにくいと考
えられ、日本人に対しては言えないようである。

ロシア人のインフォーマントの考えでは、日本人は「感謝＋ほめ言葉」のような言い方を
方略として使わず、使う場合でも、事実として使うことが普通である。日本のビジネス場面
でも感謝に付け加えるほめ言葉を聞いているが、それは「実際に、何かがよくできた時など
しかに言わない」と考えられる。

日本人の回答を見てみると、ロシア人は感謝の時にほめ言葉をほとんど言わないという意
見が強く、日本で一般的に使われる「とても役に立ちました」、「〜おかげで、とてもうまく
行きました」、「迅速な対応で、ありがとうございました」などに比べて、ロシア人から感謝
に関連するほめ言葉を聞かないようで、ロシア人は無愛想であると思われている。

その他、両国のインフォーマントによると、ビジネス場面で言われる感謝をほとんどほめ
言葉として受け取る現象はよくある。簡単な「ありがとう」、「サンキュー」から始めて「美
味しい肉屋さんに連れて行ってくれて、ありがとう」、「あなたがいろいろ動いてくれて、あ
りがとう」という言い方を全てほめ言葉として受け取ることが普通であるから、感謝の言葉
とほめ言葉は意味的に非常に近いと思われる。
「感謝 + ほめ言葉」を受け取る時に、日本人はよく「いいえ、とんでもありません」のよ

うに否定をすることになっているが、ロシア人は素直に、「ありがとうございます」と受け
入れることが多い。
3.3.7　祝い、飲み会

ロシアの社内ビジネス場面（1A、1B）で何かの祝いをする時にほめ言葉を使うのが一般
的である。全てのロシア人は「よく」、あるいは「時々」、職場の何かのお祝いに参加し、祝
いの言葉に関連するほめ言葉を聞いたことがある。日本の事情に関し、1A の（社内の公式の）
場面でのお祝いの言葉を言う時に「おめでとうございます」がほとんどで、ロシアと同様に
お花やカードなどを渡すことがある。日本人は社内ビジネス場面で、長いお祝いのスピーチ
をしないことになっているとロシア人のインフォーマントが語っている。

日本人はお祝いの時、何かいいことを言いたいなら、職場から離れたパーティーや飲み会
の 1B の（社内の非公の）場面で言える。仕事中は、時間を大切に考え、祝いの原因は何で
あっても、短く「〜おめでとうございます」と言うだけである。ロシアでは仕事中の「お誕
生日のお茶飲み会」などが存在し、平日でもお昼ごろ、あるいは休憩の時に行われることが
あるが、祝いの原因は大きければ大きいほど、祝い場面も、祝いに関連するほめ言葉も多く
なる。R-2 の意見では「ロシアではお祝いの言葉にほめ言葉を付け加えることが日本より 10
倍多い」。日本人でも「ロシア人は祝いの場面で日本人よりもっとたくさんほめる」という
意見もある。
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だが、日本では「オフ」の時間、例えば、パーティーや飲み会、社員旅行など、職場から
離れた個人的なコミュニケーション、1B の（社内の非公式な）場面になると祝いの言葉に
ほめ言葉を付け加えることも珍しくない。飲み会のような社内の非公式の場面で日本人はロ
シア人よりほめ言葉も、悪口もたくさん言えると思われ、「日本人はロシア人よりビジネス・
スーツから解放する程度も、その後、ビジネス ･ スーツに戻って閉じこもる程度も高い」と
ロシア人が言う。

日本人と違って、ロシア人はお祝いの場面でほめ言葉だけでなく、自分の気持ちを言うこ
とが普通のようである。日本の場合は「〜を受けた人がどういう努力をしてきたかとみんな
知っているよ」（N-5）というスタイルのお祝いの言葉が多いが、ロシア人からは「私はそれ
を聞いて、どう思うか」という表現を聞くことが普通である。日本の「あなたの努力が素晴
らしい」に対し、ロシア人は「あなたの成長について聞いて、私が嬉しい」、「すごくそれを
聞いて嬉しい」のような、相手の努力を評価するのではなく、自分の気持ちが伝わる言い方
がロシア人にとって、お祝いの言葉に付け加える自然な言い方に聞こえる。

両国のインフォーマントによると、日本では公式の場面で「おめでとうございます」と言
うことは典型的で、勲章や感謝状を渡す時に「〜について頑張りました。ありがとうござい
ました」のようなほめ言葉というより感謝、応援の言葉の方が多く使われるようである。ロ
シアでは職場のお祝いの場面で人の性格や業績などをほめることが一般である。

4. まとめ
本研究のインタビュー調査に得たデータを GTA によって分析し、日本とロシアのビジネ

ス場面のほめ言葉の使用がいかに異なっているかについて考察した。日本人とロシア人のビ
ジネス場面のほめ言葉の類似点と相違点を明確にし記述した。その他に、日露ビジネス関係
者の視点からの日本のビジネス場面におけるほめ言葉に関して以下のような結論を得た。

①  日本のビジネス場面のコミュニケーションは「1( 社内 )」と「2( 社外 )」という 2 つのグルー
プに分けられる。その他、場面の改まりによって、コミュニケーションは「A（公式的）」
と「B（非公式）」な場面に分けられ、全てのビジネス場面は 1A、1B、2A、2B のよう
に区別できる。2B という非公式な社外のビジネス ･ コミュニケーションの理論的な想
像は可能であるが、実際に存在しないということが分かった。ロシアのビジネス場面
も 1A、1B、2A、2B のように区別できるが、日本のような厳重な制限が存在しておら
ず、2B の（非公式な社外）のビジネス ･ コミュニケーションもあり得る（例えば、同
じ産業のいくつかの企業の社員旅行やイベントなど）。

②  日本では、社内のビジネス ･ コミュニケーションでほめ言葉のある場面は制限されて
いる。1A の（社内の公式の）場面でほめ言葉があり得る場面として一年間に 2 回ほど
行われる面談が挙げられる。1B の（社内の非公式な）コミュニケーションの中でほめ
言葉の最も多く聞かれる場面は飲み会、社員旅行などであり、その時に事実と合って
いないほめ言葉でも珍しくない。その他、日本では批判の和らげとしてほめ言葉を使
うことが常識として認識され、1A の（社内の公式の）場面でも、1B の（社内の非公式な）
場面でも使うのが一般的である。ロシアの社内コミュニケーションではほめ言葉がほ
とんど使われておらず、日本と違って、批判の和らげとしてもあまり使われていないが、
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お祝い、イベントなどの 1B の（社内の非公式な）場面で用いられる。
③  ほめ言葉の最も多く、意識して使用される日本のビジネス場面は 2A の（社外の公式の）

コミュニケーションであり、話し手の所属会社の可能性のある顧客、あるいは現在の
顧客などに対する挨拶や会話のつなぎとしてのほめ言葉、全ての場面ではいわゆる「激
しい」、浴びせかけるようなお世辞が広く使われる。2B の（社外の非公式な）ビジネ
ス ･ コミュニケーション場面は実際に存在しないから、異なる会社の業務員、あるい
は顧客とのビジネス ･ コミュニケーションは全て公式的なもの、2A になる。ロシア人
のインフォーマントのほとんどが意識してほめ言葉を言わないと答えており、意識し
てほめることについて考えたことがない人もいる。

④  日本では社内と社外の依頼や感謝などのような個人的な関係が入るビジネス場面（1A、
1B、2A）、あるいは批判のような（1A、1B、2A）難しいビジネス場面などでは相手
との円滑なコミュニケーションを維持するためにほめ言葉を使うことが常識になって
いる。ロシア人は自分自身についてビジネス場面で感謝や依頼などにほめ言葉をよく
付け加えると回答しているにもかかわらず、ロシア人の感謝や依頼の仕方が日本人に
無愛想なイメージを与えることが多い。それはロシア文化でエチケットと礼儀正しさ
より率直さと正直な言動が評価されるという伝統的なコミュニケーション ･ スタイル
の影響であるかもしれない。

本研究で行われた考察、対照分析とその結果は日露ビジネス ･ コミュニケーション場面で
表れる相互不満を予防し、円滑なコミュニケーションを維持するために使用できると思われ
る。その他、日本語とロシア語の学習者、通訳者等に有益となり、日本語学習過程、日露通
訳練習過程、更に将来の日本語研究（特にビジネス日本語）、日露ビジネス・コミュニケーショ
ンの社会言語学などの研究に役立つと期待できる。
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 This research is based on the qualitative analysis of Japanese-Russian business participants’ 

interviews and is aimed to perform a comparison of compliments usage in Japanese and Russian 

business communication. In this paper, we try to reveal the main features of the compliments which 

are used in the Japanese business communication.

 During the research it became clear that Japanese business scenes can be divided in two 

groups: 1) In-company business communication and 2) Outside-company business communication. 

On the other hand, there also exist “A (Formal)” and “B (Informal)” types of communication which 

depend on the formality of the business scene. 

 As it was proved by the analysis, compliments in Japanese companies aren’t used in relation 

to usual routine work, but can be heard in 1A (In-company, formal) situations during achievement 

interviews, which are usually held two times a year; or in 1B (In-company, informal) situations 

such as company events, employees travel trips, celebrations, etc. Also, compliments can be used as 

softeners of criticism both in formal and informal in-company communication situations.

 Outside-company business communication theoretically can also be divided in 2A (Outside-

company, formal) and 2B (Outside-company, informal) situations, but the analysis showed that in 

fact, 2B (Outside-company, informal) business communication doesn’t exist in Japanese society. 

Compliments are widely used in greetings, introductions of conversations, for connecting conversation 

topics, etc. in 2A (Outside-company, formal) business scenes. 

 Besides the described above scenes, compliments are frequently used in many other business 

situations, such as making requests, expressions of gratitude, etc. to maintain successful relationships 

with the partners. 

 While performing the comparison between Japanese and Russian ways of making 

compliments in business situations, it became possible to find the main features of compliments in 

Japanese business communication scenes.  




