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日本語と中国語における謝罪表現の対照研究
──家族と親友間の異なりに注目して──

文学研究科国文学専攻博士後期課程 3 年

趙　　　翻

要旨：本研究は、日中の謝罪言語行動の対照研究の一環として、家族内と親友という、従

来あまり調査が行われていない間柄で交わされる謝罪表現について、考察したものである。

謝罪言語行動のアンケート調査を行い、謝罪場面で現れる発話を「意味公式」で分類したう

えで、家族に対する謝罪と親友に対する謝罪における日中間の異なりを比較検討した。分析

の結果、日本語話者はいずれの場面においても謝罪の定型表現を 8 割～ 9 割程度使っており、

使用する意味公式の種類や数量も、相手が母親か親友かによって左右されることは少なかっ

た。いっぽう、中国語話者は、場面を問わず母親には謝罪の定型表現を 3 割程度しか使って

いない。親友に対しては 8 割程度使用しており、日本語話者とさほど変わらない。以上から、

中国語話者にとって、謝罪の定型表現の使い方は、親友と家族（母親）で大きく異なり、家

族（母親）にはあまり必要とされていないことが分かる。ただし、重い謝罪場面では、他の

場面では見られない意味公式が多く現れた。日本語では過失の軽重や相手の種類にかかわら

ず定型表現を発話することが重視されているのに対し、中国語では相手と過失の軽重によっ

て定型表現や言語表現の使い方が大きく変わることが特徴的である。このことは、日中の対

照研究においては、定型表現のみならず、非定型表現を含めた比較が必要であることを示し

ている。また、言語表現の比較とともに、相互の対人関係把握と言語行動規範の違いを詳細

に比較していく必要もある。

キーワード：謝罪言語行動　日中対照研究　家族　親友　定型表現　意味公式

1. はじめに

日本語と中国語の謝罪言語行動を比較すると、家族に対する行動とそれ以外に対する行動

では大きな相違が観察される。例えば、外出時に母親に頼まれた小さな買い物を忘れてしまっ

た時、日本語話者は、「あ、ごめん。忘れちゃった」などと気軽に謝ることが観察される。
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しかし中国語話者の場合、「忘れちゃった」とはいっても、「ごめん」や「ごめんなさい」に

匹敵する謝罪の定型表現を口にすることは、むしろ稀ではないかと思われる。筆者はこの謝

罪言語行動の違いに注目し、中国語話者の「家族観」や対人関係の構造の観点から、その要

因の解明を試みた（趙 ,2011）。

日本語と中国語の謝罪の対照研究には、謝罪方略・謝罪表現の相違に注目した研究が多く

見られるが、そのほとんどは相手が先生や友人の場合、どのような謝罪言語行動を取るかを

調べたものである。「家族」を視野に入れて、日中の謝罪言語行動を「家族」対「家族以外」

という人間関係のもとで論じた研究は、管見の限りない。「家族以外」の人間関係には多様

な種類があるが、親しいものの「家族」とは異なる関係にある「親友」にどのような謝罪言

語行動が現れるのかは、「家族」との対比において興味深い。

日中における「家族」に対する謝罪言語行動は、「親友」に対する謝罪言語行動とどのよ

うに異なるのか、さらに、日本語話者と中国話者とではどのように異なるのか、これらの点

を考察するのが本研究のねらいである。「家族」と「親友」への謝罪を考察することにより、

日中の謝罪言語行動の全体像がさらに鮮明になることが期待される。

言語行動を大きく分けると、言語表現と行動心理という二つの側面が存在する。筆者の日

本語と中国語の謝罪言語行動の比較対照研究は、この両者を包括するが、本論文においては、

紙幅の関係上、言語表現の部分のみを論じ、行動心理との関係についての考察は、紙面をあ

らためて論じることとする。

以下、先行研究の概観、調査内容と結果、分析、考察と論を進めていく。　　　　　

２. 先行研究

ここでは、謝罪言語行動の位置づけ、謝罪の定義および日中謝罪言語行動の先行研究の成

果を簡単に述べる。

2.1　言語行動としての謝罪

まず、「謝罪言語行動」とはどのよぅなことをさしているかについて考えていきたい。「謝

罪言語行動」は「言語行動」という分野の下位分類の一つである。したがって、最初に「言

語行動」について触れておく必要がある。ネウストプニー（2003）は、「言語行動」を以下

のように述べている。

言語行動は「コミュニケーション」とほぼ同じ使い方ができる。つまり、行動一般（二

人以上参加すると「インターアクション」になる）があり、それは非言語的行動（社会

文化行動）と言語行動（コミュニケーション）に分かれ、またコミュニケーションは、

文法外コミュニケーション行動（「社会言語行動」）と文法行動（狭い意味の「言語」）
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に分かれる。従来はそれぞれ、社会学 / 人類学、社会言語学 / 語用論など、そして伝統

的な「言語学」の対象になってきた。

　以上の分類を図で表すと、以下のようになる。

 2

日本語と中国語の謝罪言語行動の比較対照研究は、この両者を包括するが、本論文におい

ては、紙幅の関係上、言語表現の部分のみを論じ、行動心理との関係についての考察は、

紙面をあらためて論じることとする。 

以下、先行研究の概観、調査内容と結果、分析、考察と論を進めていく。      

 

２.先行研究 

 ここでは、謝罪言語行動の位置づけ、謝罪の定義および日中謝罪言語行動の先行研究の

成果を簡単に述べる。 

 

2.1 言語行動としての謝罪 

 まず、「謝罪言語行動」とはどのよぅなことをさしているかについて考えていきたい。

「謝罪言語行動」は「言語行動」という分野の下位分類の一つである。したがって、最初

に「言語行動」について触れておく必要がある。ネウストプニー（2003）は、「言語行動」

を以下のように述べている。 

言語行動は「コミュニケーション」とほぼ同じ使い方ができる。つまり、行動一般（二   

人以上参加すると「インターアクション」になる）があり、それは非言語的行動（社 

会文化行動）と言語行動（コミュニケーション）に分かれ、またコミュニケーション 

は、文法外コミュニケーション行動（「社会言語行動」）と文法行動（狭い意味の「言 

語」）に分かれる。従来はそれぞれ、社会学/人類学、社会言語学/語用論など、そし 

て伝統的な「言語学」の対象になってきた。 

以上の分類を図で表すと、以下のようになる。 

 

行動 

 

   社会文化行動                言語行動（コミュニケーション） 

    

                文法外コミュニケーション              文法行動 

                 （「社会言語行動」） 

 

 

     社会学                  社会言語学              言語学 

     文化人類学                言語生活 

                          語用論など 

                           (ネウストプニー 2005, 中の囲みは筆者による） 

すなわち、本論文でいう「言語行動」は図の中央にある文法外コミュニケーション（「社

会言語行動」）にあたるものである。「言語行動」は、杉戸（1992:30-44）において次の

3つの視点から考察できるとされている。  

 

①「言語行動の種類や機能への視点」 

②「言語行動の構成要素への視点」 

③「具体的な言語行動の動的な構造への視点」 

 

 

すなわち、本論文でいう「言語行動」は図の中央にある文法外コミュニケーション（「社

会言語行動」）にあたるものである。「言語行動」は、杉戸（1992:30-44）において次の 3 つ

の視点から考察できるとされている。　

①「言語行動の種類や機能への視点」

②「言語行動の構成要素への視点」

③「具体的な言語行動の動的な構造への視点」

①は、挨拶 ･ 討論 ･ 雑談などまとまりのある言語行動、およびその中に現れるあいづち、

呼びかけ、応答、拒否、承諾など個別的な言語行動が、どのような特徴や機能を持っている

かを分析する視点からの研究である。②は、言語形式の現れ方を、言語行動の主体や相手、

場面 ･ 目的 ･ 媒体・伝達内容など他の構成要素との相互関係の中で分析する視点からの研究

である。③は、ほめ・感謝・謝罪・勧誘・依頼などの言語行動を含む会話や談話の、動的な

展開や内部構造を詳細に記述分析する視点からの研究である。本論文は、②「言語行動の構

成要素への視点」に基づいたものである。

2.2　発話行為としての謝罪

いっぽう、「謝罪」という言語行動は、発話行為理論の主要なテーマの一つとしても研究

されてきた。Austin（1962）では、「謝罪」は発話行為のひとつとして捉えられている。
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Austin のいう発話行為（Speech  Act ）は以下の三つに分けられている。

（1）発語行為（locutionary acts）：何らかの言語形式を発話することを指す

（2）発語内行為（illocutionary acts）：発話をすることによってなされる行為を指す

（3）発語媒介行為（perlocutionary acts）：発話することによって聞き手が喜んだり、悲

しんだり、脅威を受けたり等々の効果をあげることを指す

さらに、Searle（1969）は、発話行為を記述する手段の一つとして、発語内行為を適切性

条件（felicity conditions）によって捉えることを提案した。適切性条件とは、発語内行為が

適切に成立するための条件であり、命題内容条件（問題の発話の命題内容が満たすべき条件）、

準備条件（発話の参与者、場面ないしは状況設定に関する条件）、誠実条件（発話者の意図

に関する条件）、および本質条件（問題の行為遂行の義務に関する条件）から成る。

山梨（1986）はこの考え方に基づいて、以下のように、ある行為が「謝罪」という発話行

為に認定されるための適切性条件を提示した。

Apologize（x, y, P）

ⅰ．命題：P は x による過去の行為。

ⅱ．準備：x は自分の行為がｙにマイナスであることと信じている。

ⅲ．誠実：x は自分の行為を悔いている。

ⅳ：本質：x は自分の行為に対するその気持ちの表出。

　　（x：話し手，ｙ：聞き手，P：その発話に内包される命題内容）（山梨 1986：49）

山梨（1986）によれば、「謝罪」という行為はこれらの条件にかなった時に成立するとい

うことになる。しかし、この適切性条件に関してはいくつかの問題点がある。

まず、「i. 命題：P は x による過去の行為」についてだが、謝罪の内容は必ずしも話し手

による過去の行為ではなく、これから起こる行為についても謝罪が成立することがある。ま

た、大谷（2008:28）が Thomas（1995）を引いて批判しているように、身内の行為に代わっ

て謝罪を行うことも、謝罪の対象となっている行為が必ずしも聴き手にマイナスにならない

ことも、少なからずある。さらに、「ⅱ．準備：x は自分の行為がｙにマイナスであること

と信じている」と「ⅲ．誠実：x は自分の行為を悔いている」の「信じている」や「悔いて

いる」気持ちについても留意する必要がある。これらは「謝罪」という発話行為が成立する

には欠かせない要素であるが、これらの心理的な側面が表面にそのまま表れるか否かは別問

題であり、さらに、謝罪表現を使って謝っていても、これらの気持ちをもっているかも別問

題である。すなわち、謝罪言語行動を研究するうえでは、これらの心理的側面の判定を言語
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表現の現れ方だけで見るわけにはいかないのである。

このほか、謝罪言語行動の研究で考慮すべきは、この謝罪の適切性条件には文化の異なり

による謝罪の認識や成立の違いに関する視点が含まれていないということであろう。異なる

文化間では、ある行為が同様に謝罪すべき対象とみなされるとは限らない。また、ある謝罪

の言葉が、ほかの文化でも常に謝罪の言葉として機能するかについても疑う必要がある。異

なる文化間では、謝罪する相手との関係や、謝罪の対象に関する認識の違いや、過失の軽重

など、さまざまな要因が異なる意味を持って、謝罪言語行動に絡み合ってくる。このことは、

日本語と中国語のように同じアジアの儒教文化圏にある言語においてさえ、同様な謝罪言語

行動が見られるかという保証はないということであり、留意すべき重要な点である。

本論文では、これらの点を踏まえながら、謝罪の相手と過失の軽重を変えた場面を設定し、

謝罪表現を使うかどうか、どのような謝罪表現を使うかを詳しく尋ねた。

2.3　日中の謝罪言語行動の対照研究

日中における謝罪を対照的に分析した研究には、謝罪意識の調査、謝罪方略・謝罪表現の

異同といったものが多く見られる。例えば、彭（1992）は、語用論の一般原理である「協調

の原理」の下位原則としての「質の原則」（H.P.Grice, 1975）と、「丁寧さの原理」（Leech,1983）

の下位原則としての「合意の原則」注１）の枠組みで、日中の謝罪行為の遂行とその社会的

相関性について比較した。研究の着目点は、「異なる相手」「自分に間違いがある / ない」「二

人だけで / 大勢の前で」というような状況のもとで、「謝る」、「黙る」、「自分が間違ってい

ないと主張する」、「怒って抗議する」、「その他」から、どのような行動を取るかにある。た

だし、実際にどのような謝罪表現を使うかに関しては考察を行っていない。また鄭（2005）

は中日台（中国、日本、台湾）における謝る意識、罪意識（自己に対する罪意識と他人に対

する罪意識）および罪意識が謝る意識に与える影響について考察した。そして鄭（2006）で

は、日中の謝罪言語行動の差異を具体的な事例を通して分析した。謝罪の適切性条件は文化

によって重みが違うという点を浮き彫りにしたが、個別的な事例分析であるため、結果が一

般化できるかどうかには疑問が残る。さらに、佐竹（2005）、王（2009）は、人間関係の社

会変数を先生と友人に設定し、それぞれの相手に対してどのような謝罪の言語表現が見られ

るかを考察した。その結果、（1）日本語話者が「すみません」を繰り返して使うのに対し、

中国語話者はあまり使わないこと（王 2009）、（2）中国語話者が主に理由を述べるのに対し、

日本語話者は定型化した謝罪表現を主に述べること（佐竹 2005）を明らかにしている。

これらの先行文献を踏まえ、本論文では主に（1）と（2）に注目し、家族と親友という異

なる対人関係において、謝罪方略、謝罪表現がどのような異なりを見せるかを検証する。
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３. 調査

ここでは、アンケートの調査用紙の構成を説明する。まず、家族（母親）と親友という 2

つの親しい間柄の相手カテゴリーを設定した。今回の調査で家族の中で母親を選定した理由

は、母親との会話は父親より多く、回答者が場面を想定しやすいと考えたからである。もち

ろん、父親と母親では、言語行動にかなりの異なりが見られるだろう。しかし、今回の調査

では、日中間で想定されやすい場面設定という考え方を優先し、母親に限定した。

日常生活で誰でも遭遇しそうな場面での謝罪で、過失の程度を「軽度」、「中度」、「重度」

という 3 レベルのものに設定した。具体的な場面は以下の通りである。

場面 [A]：母親に頼まれたジュースを買い忘れた

場面 [B]：親友に頼まれたジュースを買い忘れた

場面 [C]：母親に熱いスープをこぼしてしまった

場面 [D]：親友に熱いスープをこぼしてしまった

場面 [E]：母親に借りた高価なビデオカメラを壊してしまった

場面 [F]：親友に借りた高価なビデオカメラを壊してしまった

場面 [A] と場面 [B] が「ジュースの買い忘れ」場面で「軽度」、場面 [C] と場面 [D] が「スー

プこぼし」場面で「中度」、場面 [E] と場面 [F] が「ビデオカメラ壊し」場面で「重度」のも

のとした。これらの場面で回答者がどのように感じ、どのように表現するかを尋ねているが、

本論文では、この調査のうちの言語表現の部分について考察する。以下に具体的なアンケー

ト内容として、場面［A］の言語表現を尋ねる部分のみを示す。

日本語

場面［A］　あなたは出かける時、ついでにジュースを買ってくるようにお母さんに頼まれ

たが、うっかり忘れてしまった。そのお母さんに、

あなた

中国語　　　

［Ａ ] 你要出门买东西、你妈让你顺便买瓶果汁回来、但是你给忘买了。

你会对妈妈说：“ ”

調査は 2011 年 7 月から 9 月にかけて、日本語と中国語の母語話者の大学生を対象に行った。

日本語のデータは 2011 年 7 月に、東京の私立大学で 1、2 年生を対象とした日本語関係の授

業を受講する大学生から収集したものである。回答の中に留学生 3 名、30 ～ 40 代 2 名が含

まれていた。日本語の母語話者の若年層を対象とするという目的から、これらを分析データ
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から除外した。いっぽう、中国語のデータは、2011 年 9 月下旬に中国北部の外国語大学日

本語科１年生から収集したものである。中国の大学は 9 月から新学期を迎えるため、日本語

科の学生ではあるが、その言語行動に日本語の影響はほぼないと判断し、調査対象者とした。

日中ともに場面ごとに有効回答数が多少異なる。各場面の有効回答数を表１にまとめた。

表１　各場面の有効回答数

 5

度」という 3レベルのものに設定した。具体的な場面は以下の通りである。  

場面[A]：母親に頼まれたジュースを買い忘れた 

場面[B]：親友に頼まれたジュースを買い忘れた 

場面[C]：母親に熱いスープをこぼしてしまった 

場面[D]：親友に熱いスープをこぼしてしまった 

場面[E]：母親に借りた高価なビデオカメラを壊してしまった 

場面[F]：親友に借りた高価なビデオカメラを壊してしまった 

 

 場面[A]と場面[B]が「ジュースの買い忘れ」場面で「軽度」、場面[C]と場面[D]が「ス

ープこぼし」場面で「中度」、場面[E]と場面[F]が「ビデオカメラ壊し」場面で「重度」

のものとした。これらの場面で回答者がどのように感じ、どのように表現するかを尋ねて

いるが、本論文では、この調査のうちの言語表現の部分について考察する。以下に具体的

なアンケート内容として、場面［A］の言語表現を尋ねる部分のみを示す（アンケート用

紙は巻末に掲載）。 

 

日本語 

場面［A］ あなたは出かける時、ついでにジュースを買ってくるようにお母さんに頼まれたが、うっか

り忘れてしまった。そのお母さんに、 

あなた                                              

中国語    

［Ａ] 你要出门买东西、你妈让你顺便买瓶果汁回来、但是你给忘买了。 

你会对妈妈说：“                                                       ” 

  

 調査は 2011 年 7 月から 9月にかけて、日本語と中国語の母語話者の大学生を対象に行

った。日本語のデータは 2011 年 7 月に、東京の私立大学で 1、2年生を対象とした日本語

関係の授業を受講する大学生から収集したものである。回答の中に留学生 3名、30～40

代 2 名が含まれていた。日本語の母語話者の若年層を対象とするという目的から、これら

を分析データから除外した。いっぽう、中国語のデータは、2011 年 9 月下旬に中国北部

の外国語大学日本語科１年生から収集したものである。中国の大学は 9月から新学期を迎

えるため、日本語科の学生ではあるが、その言語行動に日本語の影響はほぼないと判断し、

調査対象者とした。日中ともに場面ごとに有効回答数が多少異なる。各場面の有効回答数

を表１にまとめた。 

表１ 各場面の有効回答数 

 

４．分析 

4.1 意味公式の分類 

 ここでは、「意味公式」という考え方について触れておく。意味公式とは、発話をまと

まりのある意味内容に区切った最小単位をいう。例えば、｢すみません、大丈夫ですか｣

は「謝罪の定型表現＋相手への気遣い」の 2つの意味公式に分けられる。謝罪の意味公式

に関する先行研究は多く見られるが、今回は主に Blum-Kulka(1989)、王（2009）の研究

  場面 ［A］ ［B］ ［C］ ［D］ ［E］ ［F］ 

日本語 144 144 143 143 139 139 

中国語 188 189 188 189 187 181 

４．分析

4.1　意味公式の分類

ここでは、「意味公式」という考え方について触れておく。意味公式とは、発話をまとま

りのある意味内容に区切った最小単位をいう。例えば、｢すみません、大丈夫ですか｣ は「謝

罪の定型表現＋相手への気遣い」の 2 つの意味公式に分けられる。謝罪の意味公式に関する

先行研究は多く見られるが、今回は主に Blum-Kulka（1989）、王（2009）の研究を参考にし、

本研究の分析に必要と考えたものを独自に作成し整えた。

本論文ではまず、＜謝罪の定型表現＞と＜謝罪の非定型表現＞に大きく分けた。定型表現

は慣用的に使われる表現のことを指す。＜謝罪の定型表現＞とは、慣用的に使われる「すみ

ません」、「ごめんね」といった表現である。それ以外で謝罪の場面で使われる表現を＜謝罪

の非定型表現＞と呼ぶことにした。

なお、中国語の＜謝罪の定型表現＞としてあげた【対不起】、【不好意思】、【抱歉】の意味

･ 機能の違いに関してここで言及しておく。これらの意味・機能の違いに関して深く考察し

ている研究は管見の限りほとんどないが、彭（2003、2005）の知見は本研究を進めるうえで

有益である。

まず彭（2003:8）は、【対不起】、【不好意思】、【抱歉】について語源的な考察を行っている。

【対不起】は、人に対して「心理的または経済的に借りを作ったことによって生じた人間関

係上のアンバランス状態を意味する。このような状態に対する心理的不安を表すことによっ

て謝罪の発話行為として機能する。」としている。

次に【不好意思】は、「語源的には恥ずかしいという意味に由来する表現だが、近年謝罪

の直接表現として広く使われるようになった。謝罪表現として使われる場合には、一般的に

深刻でない事態に対して多く使われる」としている。そして【抱歉】については、「相手に

借りを持ち、このままでは満足できない一種の不安心理を表す表現に由来し、「対不起」と

の間に共通の心理基盤が見られる」としている。

さらに、中国語の定型表現の使用傾向について、彭（2005:205）では、いくつかの場面を
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設定して、アンケート調査をした結果、以下のようなことを明らかにしている。まず、【対

不起】が圧倒的に多く使われ、謝罪定型表現で最も代表的なものであるという結果であった。

そして、【対不起】は自分に責任がない場面（同じ試験を受けて、友達が落選し、自分は合

格した場面と抽選で自分一人が当たった場面）においては、まったく使われないのに対し、【不

好意思】はこのような場面や人の名前を間違えた場合に多く現れ、【対不起】と比べて心情

的に気まずい状況が生じたことに対する配慮的意味が相対的に強いという。また、【抱歉】

は身内以外の目上の人に多く使用される傾向が見られるとしている。

以上を総合すると、以下のようにまとめることができよう。中国語の主要な謝罪表現は【対

不起】、【不好意思】、【抱歉】の 3 種類であるが、【対不起】が最も多く使われ、最も汎用性

がある表現だと考えられる。

【対不起】と【抱歉】は「借り」の気持ちと人間関係のアンバランス状態に由来するとい

う共通点があるが、【抱歉】の使用相手はかなり限定的であり、丁重で改まったニュアンス

がある。【不好意思】は心情的に気まずい状況に配慮する意味合いが強い。

＜謝罪の非定型表現＞に関しては、さらに下位分類の意味公式を設けた。以下にそれぞれ

具体的な用例を示す。

＜謝罪の定型表現＞

日本語 　

【ごめん系】　ごめん、ごめんね、ごめんなさい

【申し訳ない系】　申し訳ない

【すまない系】　すまん、すまない

中国語

【対不起】【不好意思】【抱歉】【sorry】

＜謝罪の非定型表現＞（日中の各場面に共通する意味公式。当該の意味公式に波線を入れる）

【事実認め】

例：ごめん、ジュース買ってくるの忘れてた！

　　我忘了。（忘れた。） 

【対策 / 提案】　

例： ごめんなさい、大丈夫？すぐに冷やすものをとってくるね。

　　要不我再去买回来？（もう一回買ってこようか？）

【理由 / 言い訳】　

例：ほかのことを考えていたら、ジュースを買ってくるのを忘れてしまった。

　　老妈、太着急回来见你、忘买果汁了、嘿嘿。
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　　（お母さん、早く帰りたくて、ジュース買うのを忘れちゃった。へへ）

【気遣い】　

例：大丈夫？ごめんね。

　　要不要紧？（大丈夫？）

【再発防止の約束】　

例：ごめん！大丈夫？ ･･･ これからは気をつけるよ。

　　下次我一定记住。（今度絶対忘れない。）

【自責】

例：けがはありませんか、ごめんなさい。私の不注意です。

　　妈、你看我这脑子、一会儿的、我再去一趟马上就回。

　　（お母さん、私なんて頭が悪いんだろう、すぐ買ってくるから。）

【程度副詞】　

例：本当にごめん。大丈夫？

　　真对不起。（本当に申し訳ない。）

【呼びかけ】　

例：お母さんごめん。ジュース買ってくるの忘れちゃった。

　　妈妈、忘买果汁了。（お母さん、ジュース買ってくるの忘れちゃった。）

【感動詞】　

例：わあ、ごめんなさい！

　　啊、不要紧吧 ?（あ、大丈夫？）

【無言】

【不適】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※ なお、【程度副詞】【感動詞】は他の「意味公式」とは同列には扱えない文法的カテゴリー

であるが、回答に多く現れているため、分析対象として、ここに含めた。

4.2　各場面における意味公式の使用状況

各場面の回答を意味公式に分類したうえで、使用度に注目して比較を行った。表 2 は場面

［A］の意味公式使用をまとめたものである。日本語でよく使用されたのは、謝罪の定型表

現（89.7％）と【事実認め】（83.3％）であり、8 割以上の回答者が使っている。中国語では

謝罪の定型表現はわずか 35.6％であった。最も多いのは【事実認め】（87.2％）で、それ以

外は【呼びかけ】（45.2％）、【対策 / 提案】（38.8％）、【感動詞】（30.3％）の順であった。こ

のことは、「ジュースを買い忘れる」という軽い謝罪場面において、日本語話者は母親に対

して、謝罪の定型表現を使うことが何よりも多く、それに【事実認め】を加えることで謝罪

を完成させる傾向が強いことを示している。いっぽう中国語では、日本語で最も重要な要素
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である謝罪の定型表現がわずかしか使われておらず、この場面での主要な役割を担っていな

い。【事実認め】は 9 割近くの回答者が使用していることから、「ジュースを買い忘れた｣ 場

面において、母親に対しては、謝罪の定型表現はさほど必要とされていないと考えられる。

日本語にはあまりない、母親への呼びかけ表現や感動詞の使用が（場面［B］の対友人と比

較しても）多いことも特徴的である。日本語話者が軽い過失場面でもとりあえず謝罪の定型

表現を使うのに対して、中国語話者はそれをあまり使わないという違いが浮き彫りにされて

いるといえよう。

なお、場面［A］において【事実認め】が日中ともに多いのは、これが当該場面に必須の

要素であるというより、日本語においては、その過失を認めることを前置きとして謝罪の定

型表現が使われるためと考えられる。中国語においては、【事実認め】がほぼ義務的なレベ

ルで使用されるのに対して、謝罪の定型表現が少ないことから、【事実認め】のみで、この

場の人間関係が保たれる（すなわち日本語の謝罪と同様の効果がある）と把握されているこ

とが示唆される。
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表2　場面［A］における意味公式の日中比較　

 8

ュースを買い忘れた｣場面において、母親に対しては、謝罪の定型表現はさほど必要とさ

れていないと考えられる。日本語にはあまりない、母親への呼びかけ表現や感動詞の使用

が(場面［B］の対友人と比較しても）多いことも特徴的である。日本語話者が軽い過失場

面でもとりあえず謝罪の定型表現を使うのに対して、中国語話者はそれをあまり使わない

という違いが浮き彫りにされているといえよう。 

なお、場面［A］において【事実認め】が日中ともに多いのは、これが当該場面に必須

の要素であるというより、日本語においては、その過失を認めることを前置きとして謝罪

の定型表現が使われるためと考えられる。中国語においては、【事実認め】がほぼ義務的

なレベルで使用されるのに対して、謝罪の定型表現が少ないことから、【事実認め】のみ

で、この場の人間関係が保たれる(すなわち日本語の謝罪と同様の効果がある)と把握され

ていることが示唆される。 

表 2 場面［A］における意味公式の日中比較  

 

意味公式 

人数（割合） 

日本語(有効数 144) 中国語(有効数 188) 

定
型
表
現 

日
本
語 

【
ご
め
ん
系
】

ごめん  93(68.8％)  

 

 ごめんね   9(6.3％)

ごめんなさい  14(9.7％)

【申し訳ない系】   5(3.5％)

【すまない系】   2(1.4％)

【悪い系】   0(0.0％)

中
国
語 

【对不起】  29(15.4％) 

【不好意思】  21(11.2％) 

【抱歉】  11(5.9％) 

【sorry】   6(3.2％) 

合       計 123(89.7％)∗∗∗  67(35.7％) 

非
定
型
表
現 

【事実認め】 120(83.3％) 164(87.2％) 

【対策/提案】  16(11.1％)  73(38.8％)∗∗∗ 

【呼びかけ】   4(2.8％)  85(45.2％)∗∗∗ 

【再発防止の約束】   0(0.0％)   2(1.1％) 

【理由/言い訳】   1(0.7％)   9(4.8％) 

【気遣い】   1(0.7％)  11(5.6％) 

【自責】   0(0.0％)   2(1.1％) 

【感動詞】  20(13.9％)  57(30.3％)∗∗∗ 

【程度副詞】   0(0.0％)   5(2.7％) 

【無言】   7(4.9％)   2(1.1％) 

【不適】   1(0.7％)   2(1.1％) 

合       計 118.1％注２) 219.0％ 

(網かけは日中を比較していずれかが有意に多いものに付した。∗=ｐ<0.05、∗∗=ｐ<0.01、∗∗∗=ｐ<0.001 注３) 以下同様) 

 

  

表現数（割合）
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表3　場面［B］における意味公式の日中比較

 9

表 3 場面［B］における意味公式の日中比較 

意味公式 
人数（割合） 

日本語(有効数 144) 中国語(有効数 189) 

定
型
表
現 

日
本
語 

【
ご
め
ん
系
】

 

ごめん 91(63.2％)  

 

 
ごめんね 21(14.6％)

ごめんなさい 1(0.7％)

【申し訳ない系】 2(1.4％)

【すまない系】 4(2.8％)

【悪い系】 9(6.3％)

中
国
語 

【对不起】 50(26.5％) 

【不好意思】 63(33.3％) 

【抱歉】 22(11.6％) 

【sorry】 13(6.9％) 

合       計 128(89.0％) 148(78.3％) 

非
定
型
表
現 

【事実認め】 115(79.9％) 144(76.2％) 

【対策/提案】 23(16.0％) 81(56.3％)∗∗∗ 

【呼びかけ】 0(0.0％) 21(14.5％)∗∗∗ 

【再発防止の約束】 0(0.0％) 9(4.8％) 

【理由/言い訳】 1(0.7％) 9(4.8％) 

【気遣い】 0(0.0％) 4(2.1％) 

【自責】 0(0.0％) 4(2.1％) 

【感動詞】 14(9.7％) 36(19.5％)∗∗∗ 

【程度副詞】 10(6.9％) 44(23.3％)∗∗∗ 

【無言】 1(0.7％) 1(0.5％) 

【不適】 3(2.1％) 0(0.0％) 

合       計 116.0％ 204.1％ 

 続いて、場面［B］の意味公式の使用状況を詳しくみる。「親友に頼まれたジュースを

買い忘れた」場面［B］においては、日本語で使用された主な意味公式は謝罪の定型表現

(89.0％)と【事実認め】(79.9％)であり、約 8割の回答者が使用している。いっぽう、中

国語でも、謝罪の定型表現(78.3％)と【事実認め】(76.2％)が最も多く使用され、8割近

くにのぼるが、加えて【対策/提案】(56.3％)の使用も半数以上を占めている。母親に対

する場面［A］と比較検討すると、日本語では、数字的に多少の違いは見られるものの、

謝罪の定型表現と【事実認め】が［A］、［B］場面での謝罪の基本要素であることが明ら

かになる。これに対して中国語では、謝罪の定型表現の使用が親友に対しては、母親の場

合の約 3 倍に増加し、過失を補償し、いい関係を保とうする【対策/提案】も大幅に増え

ることが特徴的である。日本語話者は母親であろうが、親友であろうがほぼ変わらない謝

罪言語行動を取るのに対して、中国語話者は、母親と親友に対しての謝罪言語行動に著し

い違いが見られることが明らかになった。 

 

 

続いて、場面［B］の意味公式の使用状況を詳しくみる。「親友に頼まれたジュースを買

い忘れた」場面［B］においては、日本語で使用された主な意味公式は謝罪の定型表現（89.0％）

と【事実認め】（79.9％）であり、約 8 割の回答者が使用している。いっぽう、中国語でも、

謝罪の定型表現（78.3％）と【事実認め】（76.2％）が最も多く使用され、8 割近くにのぼるが、

加えて【対策 / 提案】（56.3％）の使用も半数以上を占めている。母親に対する場面［A］と

比較検討すると、日本語では、数字的に多少の違いは見られるものの、謝罪の定型表現と【事

実認め】が［A］、［B］場面での謝罪の基本要素であることが明らかになる。これに対して

中国語では、謝罪の定型表現の使用が親友に対しては、母親の場合の約 3 倍に増加し、過失

を補償し、いい関係を保とうする【対策 / 提案】も大幅に増えることが特徴的である。日本

語話者は母親であろうが、親友であろうがほぼ変わらない謝罪言語行動を取るのに対して、

中国語話者は、母親と親友に対しての謝罪言語行動に著しい違いが見られることが明らかに

表現数（割合）
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なった。

表4　場面［C］における意味公式の日中比較　　

 10

表 4 場面［C］における意味公式の日中比較   

意味公式 
人数（割合） 

日本語（有効数 143） 中国語（有効数 188）

定
型
表
現 

日
本
語 

【
ご
め
ん
系
】 

ごめん  95（66.4％）  

 

 ごめんね 7（4.9％）

ごめんなさい 27（18.9％）

【申し訳ない系】 2（1.4％）

【すまない系】 0(0.0％)

【悪い系】 0(0.0％)

中
国
語 

【对不起】 49(26.1％)

【不好意思】 5(2.7％)

【抱歉】 1(0.5％)

【sorry】 6(3.2％)

合       計 131(91.6％)∗∗∗ 61(32.5％)

非
定
型
表
現 

【事実認め】 1(0.7％) 0(0.0％)

【対策/提案】 13(9.1％) 52(27.7％)∗∗∗

【呼びかけ】 0(0.0％) 84(44.7％)∗∗∗

【再発防止の約束】 0(0.0％) 1(0.5％)

【理由/言い訳】 2(1.4％) 12(6.4％)

【気遣い】 10(7.0％) 152(80.9％)∗∗∗

【自責】 0(0.0％) 9(4.8％)

【感動詞】 17(11.9％) 42(22.3％)

【程度副詞】 6(4.2％) 1(0.5％)

【無言】 1(0.7％) 1(0.5％)

【不適】 2(1.4％) 3(1.6％)

合       計 36.4％ 189.9％

 続いて、「母親に熱いスープをこぼした」場面［C］においては、日本語で 9 割以上の

回答者が謝罪の定型表現(91.6％)を使用している。これに対して、中国語では、謝罪の定

型表現は 32.5％である。非定型表現の【気遣い】(80.9％)が最も多く、それ以外は【呼

びかけ】が 44.7％、【対策/提案】が 27.7％の順であった。すなわち、「熱いスープをこ

ぼした」という中程度の謝罪場面において、日本語話者は母親に対して謝罪の定型表現を

使うことが最も多く、しかもそれのみで謝罪を完成させる傾向が強いことを示している。

いっぽう中国語話者は、謝罪の定型表現の使用がわずか 3割程度で、その代わりに【気遣

い】を使うことが最も多く、この謝罪場面での主な役割を担っている。これに加えて、【呼

びかけ】を約 4割が使用している。この場面では、日本語話者が何よりも謝罪の定型表現

を使うことを重視するのに対して、中国語話者は心配を表す【気遣い】を示すことを重視

すると解釈することができよう。 

 いっぽう、同じ「熱いスープをこぼした」場面でも、相手が親友である場合［D］では

どうであろう。日本語ではここでも謝罪の定型表現が圧倒的に多く使われており、9割以

上の使用率である。これに対して中国語では、謝罪の定型表現(81.5％)の使用が 8割以上

あり、それ以外では約 7 割以上の回答者が【気遣い】(72.0％)も使用している。その他、

続いて、「母親に熱いスープをこぼした」場面［C］においては、日本語で 9 割以上の回

答者が謝罪の定型表現（91.6％）を使用している。これに対して、中国語では、謝罪の定型

表現は 32.5％である。非定型表現の【気遣い】（80.9％）が最も多く、それ以外は【呼びかけ】

が 44.7％、【対策 / 提案】が 27.7％の順であった。すなわち、「熱いスープをこぼした」とい

う中程度の謝罪場面において、日本語話者は母親に対して謝罪の定型表現を使うことが最も

多く、しかもそれのみで謝罪を完成させる傾向が強いことを示している。いっぽう中国語話

者は、謝罪の定型表現の使用がわずか 3 割程度で、その代わりに【気遣い】を使うことが最

も多く、この謝罪場面での主な役割を担っている。これに加えて、【呼びかけ】を約 4 割が

使用している。この場面では、日本語話者が何よりも謝罪の定型表現を使うことを重視する

のに対して、中国語話者は心配を表す【気遣い】を示すことを重視すると解釈することがで

表現数（割合）
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きよう。

いっぽう、同じ「熱いスープをこぼした」場面でも、相手が親友である場合［D］ではど

うであろう。日本語ではここでも謝罪の定型表現が圧倒的に多く使われており、9 割以上の

使用率である。これに対して中国語では、謝罪の定型表現（81.5％）の使用が 8 割以上あり、

それ以外では約 7 割以上の回答者が【気遣い】（72.0％）も使用している。その他、【対策 /

提案】、【理由 / 言い訳】、【自責】などの使用も、日本語より多いことがわかった。相手が母

親である場面［C］を含めて比較検討すると、日本語話者は母親に対しても、親友に対しても、

「スープをこぼした」場面ではほぼ変わらない言語行動を取り、謝罪の定型表現のみを使う

という傾向が指摘できる。いっぽう中国語話者は、母親に対しては謝罪の定型表現を用いず、

【気遣い】を示すという特徴があるのに対して、親友に対しては、まず謝罪の定型表現を多

く使うが、【気遣い】もそれに準じるほど多く使っている。

表5　場面［D］における意味公式の日中比較

 11

【対策/提案】、【理由/言い訳】、【自責】などの使用も、日本語より多いことがわかっ

た。相手が母親である場面［C］を含めて比較検討すると、日本語話者は母親に対しても、

親友に対しても、「スープをこぼした」場面ではほぼ変わらない言語行動を取り、謝罪の

定型表現のみを使うという傾向が指摘できる。いっぽう中国語話者は、母親に対しては謝

罪の定型表現を用いず、【気遣い】を示すという特徴があるのに対して、親友に対しては、

まず謝罪の定型表現を多く使うが、【気遣い】もそれに準じるほど多く使っている。 

表 5 場面［D］における意味公式の日中比較 

意味公式 
人数（割合） 

日本語（有効数 143） 中国語（有効数 189） 

定
型
表
現 

日
本
語 

【
ご
め
ん
系
】

ごめん          91(63.6％)  

 

 ごめんね 21(14.7％)

ごめんなさい 8(5.6％)

【申し訳ない系】 4(2.8％)

【すまない系】 4(2.8％)

【悪い系】 1(0.7％)

中
国
語 

【对不起】  

 

 

105(55.6％) 

【不好意思】 27(14.3％) 

【抱歉】 12(6.3％) 

【sorry】 10(5.3％) 

合       計 129(90.2％) 154(81.5％) 

非
定
型
表
現 

【事実認め】    1(0.7％) 18(9.5％) 

【対策/提案】  16(11.2％) 40(21.2％)∗∗∗ 

【呼びかけ】    0(0.0％) 4(2.1％) 

【再発防止の約束】    0(0.0％) 0(0.0％) 

【理由/言い訳】    2(1.4％) 23(12.2％)∗∗∗ 

【気遣い】  16(11.2％) 136(72.0％)∗∗∗ 

【自責】    0(0.0％) 17(9.0％)∗∗∗ 

【感動詞】  18(12.6％) 36(19.0％) 

【程度副詞】  26(18.2％) 23(12.2％) 

【無言】    0(0.0％) 0(0.0％) 

【不適】    2(1.4％) 1(0.5％) 

合       計     56.7％ 157.7％ 

 「高価なビデオカメラを壊した」場面［E］においては、日本語で最も多く使われた意

味公式は謝罪の定型表現(79.9％)であった。非定型表現を見ると、約半数の回答者が【事

実認め】(46.0％)を使用している。しかし、中国語では定型表現(31.0％)が少なく、逆に

非定型表現は非常に多く使用されている。多い順からあげると、【事実認め】(49.2％)、

【呼びかけ】(45.5％)、【理由/言い訳】(31.6％)であった。さらに、ここでは 4割近く

の中国語話者が、母親に対してほかの場面に現れなかった意味公式を使用している。表 6

の最下部に示した【その他】の具体例を表７に示す。【当惑の表明】と【過ちの認定】が

最も多く、それぞれ全体の 12.8％、12.3％で、【その他】の中の 35.8％、34.3％を占め

表現数（割合）
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「高価なビデオカメラを壊した」場面［E］においては、日本語で最も多く使われた意味

公式は謝罪の定型表現（79.9％）であった。非定型表現を見ると、約半数の回答者が【事実

認め】（46.0％）を使用している。しかし、中国語では定型表現（31.0％）が少なく、逆に非

定型表現は非常に多く使用されている。多い順からあげると、【事実認め】（49.2％）、【呼び

かけ】（45.5％）、【理由 / 言い訳】（31.6％）であった。さらに、ここでは 4 割近くの中国語

話者が、母親に対してほかの場面に現れなかった意味公式を使用している。表 6 の最下部に

示した【その他】の具体例を表７に示す。【当惑の表明】と【過ちの認定】が最も多く、そ

れぞれ全体の 12.8％、12.3％で、【その他】の中の 35.8％、34.3％を占めた。それ以外では、【前

置き】や【叱責要求】、【非叱責要求】なども見られた。

表6　場面［E］における意味公式の日中比較

 12

た。それ以外では、【前置き】や【叱責要求】、【非叱責要求】なども見られた。 

表 6 場面［E］における意味公式の日中比較 

表 7場面［E］における独自な意味公式 

 意味公式 用例 人数(割合) 

【当惑の表明】 怎么办？（どうしよう？） 24(12.8％)

【過ちの認定】 我错了。（私過ちを犯した） 23(12.3％)

【非叱責要求】 别生气。（怒らないで） 7(3.7％)

【前置き】 我想跟你说件事。（ちょっとお話があるけど） 4(2.1％)

【言いよどみ】 那个…相机…（あのう…カメラ…） 3(1.6％)

【叱責要求】 您骂我吧（私を叱って） 2(1.1％)

【ことわざ】 旧的不去新的不来（古いのが去らなければ、新しいのが来ない） 2(1.1％)

【慰め】 别担心。（心配しないで） 2(1.1％)

   合      計 67(35.8％)

意味公式 
人数（割合） 

日本語(有効数 139) 中国語(有効数 187)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定
型
表
現 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
語 

【
ご
め
ん
系
】 

ごめん 29(20.9％)  

 

 

 

ごめんね 5(3.6％)

ごめんなさい 64(46.0％)

【申し訳ない系】 5(3.6％)

【すまない系】 8(5.8％)

【悪い系】 0(0.0％) 
 
 
 

中
国
語 

【对不起】 43(23.0％) 

【不好意思】 8(4.3％) 

【抱歉】 3(1.6％) 

【sorry】  4(2.1％) 

合       計 111(79.9％)∗∗∗ 58(31.0％)  
 
 
 
 
 
 
 
 

非
定
型
表
現 

【事実認め】 64(46.0％) 49(49.2％) 

【対策/提案】 11(7.9％) 15(8.0％) 

【呼びかけ】 4(2.9％) 85(45.5％)∗∗∗ 

【再発防止の約束】 0(0.0％) 9(4.8％) 

【理由/言い訳】 1(0.7％) 59(31.6％)∗∗∗ 

【気遣い】 0(0.0％) 0(0.0％) 

【自責】 0(0.0％) 14(7.5％) 

【感動詞】 2(1.4％) 13(7.0％) 

【程度副詞】 22(15.8％) 11(5.9％) 

【無言】 2(1.4％) 1(0.5％) 

【不適】 11(7.9％) 18(9.6％) 

［その他〕 0(0.0％) 67(35.8％)∗∗∗ 

合       計 84.2％ 205.4％ 

表現数（割合）
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表7場面［E］における独自な意味公式

 12

た。それ以外では、【前置き】や【叱責要求】、【非叱責要求】なども見られた。 

表 6 場面［E］における意味公式の日中比較 

表 7場面［E］における独自な意味公式 

 意味公式 用例 人数(割合) 

【当惑の表明】 怎么办？（どうしよう？） 24(12.8％)

【過ちの認定】 我错了。（私過ちを犯した） 23(12.3％)

【非叱責要求】 别生气。（怒らないで） 7(3.7％)

【前置き】 我想跟你说件事。（ちょっとお話があるけど） 4(2.1％)

【言いよどみ】 那个…相机…（あのう…カメラ…） 3(1.6％)

【叱責要求】 您骂我吧（私を叱って） 2(1.1％)

【ことわざ】 旧的不去新的不来（古いのが去らなければ、新しいのが来ない） 2(1.1％)

【慰め】 别担心。（心配しないで） 2(1.1％)

   合      計 67(35.8％)

意味公式 
人数（割合） 

日本語(有効数 139) 中国語(有効数 187)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定
型
表
現 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
語 

【
ご
め
ん
系
】 

ごめん 29(20.9％)  

 

 

 

ごめんね 5(3.6％)

ごめんなさい 64(46.0％)

【申し訳ない系】 5(3.6％)

【すまない系】 8(5.8％)

【悪い系】 0(0.0％) 
 
 
 

中
国
語 

【对不起】 43(23.0％) 

【不好意思】 8(4.3％) 

【抱歉】 3(1.6％) 

【sorry】  4(2.1％) 

合       計 111(79.9％)∗∗∗ 58(31.0％)  
 
 
 
 
 
 
 
 

非
定
型
表
現 

【事実認め】 64(46.0％) 49(49.2％) 

【対策/提案】 11(7.9％) 15(8.0％) 

【呼びかけ】 4(2.9％) 85(45.5％)∗∗∗ 

【再発防止の約束】 0(0.0％) 9(4.8％) 

【理由/言い訳】 1(0.7％) 59(31.6％)∗∗∗ 

【気遣い】 0(0.0％) 0(0.0％) 

【自責】 0(0.0％) 14(7.5％) 

【感動詞】 2(1.4％) 13(7.0％) 

【程度副詞】 22(15.8％) 11(5.9％) 

【無言】 2(1.4％) 1(0.5％) 

【不適】 11(7.9％) 18(9.6％) 

［その他〕 0(0.0％) 67(35.8％)∗∗∗ 

合       計 84.2％ 205.4％ 

こうした傾向から、母親に対する重い謝罪場面においては、日本語話者が他の場面と同様

に謝罪の定型表現を使うことで謝罪を成立させるのに対し、中国語話者の場合は定型表現で

はなく、多様な表現を使用して謝罪を成立させる傾向が強いということが分かる。

表現数（割合）
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表8　場面［F］における意味公式の日中比較

 13

 こうした傾向から、母親に対する重い謝罪場面においては、日本語話者が他の場面と同

様に謝罪の定型表現を使うことで謝罪を成立させるのに対し、中国語話者の場合は定型表

現ではなく、多様な表現を使用して謝罪を成立させる傾向が強いということが分かる。 

表 8 場面［F］における意味公式の日中比較 

 

 続いて、場面［F］の使用状況を見る（表 8）。場面［F］においても、日本語では 8割

以上の回答者が謝罪の定型表現を使用している(85.6％)。定型表現以外では、4割以上の

回答者が【対策/提案】(42.4％)、3 割以上の回答者が【事実認め】(32.5％)を使ってい

る。中国語でも謝罪の定型表現(75.2％)が最も多く使用されている。さらに、ほぼ同じぐ

らいの回答者が【対策/提案】(73.5％)を併用していることは注目に値する。【事実認め】

(35.4％)は日本語と同じ程度が使用している。日本語で現れていなかった【理由/言い訳】

の使用が中国語では 18.8％に及んでいる。 

 この結果は、同じ重い謝罪場面であっても、中国語においては、対母親と対親友の間で

対応が大きく異なることを示している。すなわち、対母親には定型表現が少なく(31.0％)、

意味公式 
人数（割合） 

日本語(有効数 139) 中国語(有効数 181) 

定
型
表
現 

日
本
語 

【
ご
め
ん
系
】 

ごめん 55(39.6％)  

ごめんね 9(6.5％)

ごめんなさい 43(30.9％)

【申し訳ない系】 7(5.0％)

【すまない系】 4(2.9％)

【悪い系】 1(0.7％)

中
国
語 

【対不起】 87(48.1％) 

【不好意思】 28(15.5％) 

【抱歉】 18(9.9％) 

【sorry】 3(1.7％) 

合       計 119(85.6％)∗∗∗ 136(75.2％) 

非
定
型
表
現 

【事実認め】 45(32.5％) 64(35.4％) 

【対策/提案】 59(42.4％) 133(73.5％)∗∗∗ 

【呼びかけ】 0(0.0％) 4(2.2％) 

【再発防止の約束】 0(0.0％) 1(0.6％) 

【理由/言い訳】 0(0.0％) 34(18.8％)∗∗∗ 

【気遣い】 0(0.0％) 6(3.3％) 

【自責】 0(0.0％) 10(5.5％) 

【感動詞】 0(0.0％) 8(4.4％) 

【程度副詞】 38(27.3％) 50(27.6％) 

【無言】 0(0.0％) 1(0.6％) 

【不適】 12(8.6％) 16(8.8％) 

［その他］ 0(0.0％ 9(5.0％) 

合       計 110.8％ 185.7％ 

続いて、場面［F］の使用状況を見る（表 8）。場面［F］においても、日本語では 8 割以

上の回答者が謝罪の定型表現を使用している（85.6％）。定型表現以外では、4 割以上の回答

者が【対策 / 提案】（42.4％）、3 割以上の回答者が【事実認め】（32.5％）を使っている。中

国語でも謝罪の定型表現（75.2％）が最も多く使用されている。さらに、ほぼ同じぐらいの

回答者が【対策 / 提案】（73.5％）を併用していることは注目に値する。【事実認め】（35.4％）

は日本語と同じ程度が使用している。日本語で現れていなかった【理由 / 言い訳】の使用が

中国語では 18.8％に及んでいる。

この結果は、同じ重い謝罪場面であっても、中国語においては、対母親と対親友の間で対

応が大きく異なることを示している。すなわち、対母親には定型表現が少なく（31.0％）、

表現数（割合）
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非定型表現が多い（205.4％）。【その他】も非常に多く見られた（35.8％）。いっぽう、対親

友では、定型表現（75.2％）、非定型表現（185.7％）も多いが、【その他】は非常に少なかっ

た（5.0％）。なお、非定型表現の中では、【対策 / 提案】は対親友が対母親より圧倒的に多

く（73.5 ％ vs.8.0 ％）、 逆 に【 呼 び か け 】（2.2 ％ vs.45.5 ％） や【 理 由 / 言 い 訳 】（18.8 ％

vs.31.6％）は大幅に少ない。これと比較すると、日本語においては、定型表現がどちらにも

非常に多い（対母親と対親友はそれぞれ 79.9％と 85.6％）。しかし、非定型表現では【事実

認め】が母親に多く使われ（46.0％ vs.32.5％）、【対策 / 提案】は親友に多く使われている （7.9％

vs.42.4％）。

５．考察

以上、場面 [A] ～ [F] の日本語と中国語の謝罪場面に使われる言語表現を分析した結果を

俯瞰的に考察する。日本語話者はいずれの場面においても、謝罪の定型表現を 8 割～ 9 割程

度使っていた。これに対して中国語話者は、過失度の軽重にかかわらず、[A]、[C]、[E] の母

親には謝罪の定型表現を 3 割程度しか使っていなかった。ところが親友に対しては、[B]、[D]、

[F] のいずれの場面においても 8 割程度使用しており、日本語話者とさして変わらない。こ

のことから、中国語話者にとって、家族（母親）には謝罪の定型表現がさほど必要とされて

いないことが分かる。中国語話者が謝罪の定型表現を用いないのは、自分の家族に対しての

みであり、親友に対しては使うのである。これは従来の研究において、「中国語話者は謝罪

の定型表現をあまり使わない」とする主張（例えば王 2009） とは異なる結果である。

次に、定型表現の種類の異同を過失の軽重に焦点を当てて日中比較を行ってみよう（表 9）。

まず、過失の度合いによって、使われる定型表現の種類に異なりが見られるだろうか。日本

語では、対母親でも対親友でも、「ごめん」が最も多く使われているが、過失度によって使

われ方に差がある。過失度が軽度、中度の場合は、対母親、対親友ともに 60％を超える割

合で「ごめん」が使われているが、重度の場合は、使用率が対母親で 20.9％、対親友で

39.6％と、ともに減っている。ただし、対母親は 3 分の 1 に減っており、対親友では 3 分の

2 に減っている。いっぽう「ごめんなさい」は、対母親で 9.7％、18.9％、46.0％と過失の度

合いが高くなると増えている。とくに重度の過失では「ごめん」ではなく、「ごめんなさい」

が主要な謝罪表現になることがわかる。対親友では、過失が軽度、中度の場合は 0.7％、5.6％

と使用率が低いが、重度になると 30.9％と急増し、「ごめん」の 39.6％と拮抗するほどの使

用率となる。場面 A ～ F のいずれにおいても【ごめん系】が 7 割から 9 割使われており、

親しい相手に対する謝罪の主要な定型表現であることがわかる。このほかの定型表現として

は【申し訳ない系】【すまない系】【悪い系】があるが、いずれも使用率が低い。このことか

ら、対母親、対親友いずれにおいても、軽度、中度の過失に関しての謝罪では「ごめん」が

最も一般的な謝罪表現であり、重度になると「ごめんなさい」が多く使われるが、対親友は
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対母親ほど使用されない、とまとめることができる。

次に、日本語の非定型表現の使用状況を、過失の軽重で比較してみる（表 10）。大きな違

いが現れたのは【事実認め】、【対策 / 提案】、【気遣い】と【程度副詞】である。　　

まず【事実認め】は、対母親でも対親友でも、過失が軽度の場合は 80％前後と最も多く

使われている。その次は重度の場合で、対母親は 46.0％、対親友は 32.5％であるが、中度の

場合はともにわずか 0.7％しかない。この使用度の差は、過失の軽重によるというよりも、

場面の性格の違いによるところが大きいと考えられる。すなわち、軽度の場面 [A]、[B]「ジュー

スを買い忘れた」も、重度の場面 [E]、[F]「ビデオカメラを壊した」も、その過失を報告し

てから謝罪の定型表現が使われるというパターンが非常に多いことから、場面 [C]、[D] の「熱

いスープをこぼした」のような、目の前で過失が直接相手にもたらされる場面とは異なり、【事

実認め】が、謝罪をする理由を明らかにする役割を果たし、定型表現の前に多く表れている

と見るべきであろう。

次に【対策 / 提案】に関しては、対母親の場合、過失の軽重にかかわららず 10％前後だが、

対親友の場合は、16.0％、11.2％、42.4％と重度の場合に使用率が跳ね上がる。これは回答

者が両親に経済的に依存している大学生であることから、「ビデオカメラを壊した」ことで

母親に弁償などの対策を講じる事態になりにくいのに対し、親友にはそれが必要となること

の表れと考えられる。

【気遣い】の使用は、対母親と対親友ともに中度の場面 [C]、[D] でのみ現れる。これは、

場面 [C]、[D] が「熱いスープをこぼした」という相手に直接被害が及ぶ場面であることから、

謝罪の定型表現以外に相手へのいたわりをみせることが重視されている結果と考えられる。

表9　日本語における定型表現の使用状況

 14

非定型表現が多い(205.4％)。【その他】も非常に多く見られた(35.8％)。いっぽう、対

親友では、定型表現(75.2％)、非定型表現(185.7％)も多いが、【その他】は非常に少な

かった(5.0％)。なお、非定型表現の中では、【対策/提案】は対親友が対母親より圧倒的

に多く(73.5％vs.8.0％)、逆に【呼びかけ】(2.2％vs.45.5％)や【理由/言い訳】(18.8％

vs.31.6％)は大幅に少ない。これと比較すると、日本語においては、定型表現がどちらに

も非常に多い(対母親と対親友はそれぞれ 79.9％と 85.6％)。しかし、非定型表現では【事

実認め】が母親に多く使われ(46.0％vs.32.5％)、【対策/提案】は親友に多く使われてい

る (7.9％vs.42.4％)。 

 

５．考察 

 以上、場面[A]～[F]の日本語と中国語の謝罪場面に使われる言語表現を分析した結果を

俯瞰的に考察する。日本語話者はいずれの場面においても、謝罪の定型表現を 8割～9割

程度使っていた。これに対して中国語話者は、過失度の軽重にかかわらず、[A]、[C]、[E]

の母親には謝罪の定型表現を 3 割程度しか使っていなかった。ところが親友に対しては、

[B]、[D]、[F]のいずれの場面においても 8 割程度使用しており、日本語話者とさして変

わらない。このことから、中国語話者にとって、家族(母親)には謝罪の定型表現がさほど

必要とされていないことが分かる。中国語話者が謝罪の定型表現を用いないのは、自分の

家族に対してのみであり、親友に対しては使うのである。これは従来の研究において、「中

国語話者は謝罪の定型表現をあまり使わない」とする主張(例えば王 2009) とは異なる結

果である。 

 次に、定型表現の種類の異同を過失の軽重に焦点を当てて日中比較を行ってみよう（表

9）。まず、過失の度合いによって、使われる定型表現の種類に異なりが見られるだろう

か。日本語では、対母親でも対親友でも、「ごめん」が最も多く使われているが、過失度

によって使われ方に差がある。過失度が軽度、中度の場合は、対母親、対親友ともに 60％

を超える割合で「ごめん」が使われているが、重度の場合は、使用率が対母親で 20.9％、

対親友で 39.6％と、ともに減っている。ただし、対母親は 3 分の 1 に減っており、対親

友では 3 分の 2 に減っている。いっぽう「ごめんなさい」は、対母親で 9.7％、18.9％、

46.0％と過失の度合いが高くなると増えている。とくに重度の過失では「ごめん」ではな

く、「ごめんなさい」が主要な謝罪表現になることがわかる。対親友では、過失が軽度、

中度の場合は 0.7％、5.6％と使用率が低いが、重度になると 30.9％と急増し、「ごめん」

の 39.6％と拮抗するほどの使用率となる。場面 A～Fのいずれにおいても【ごめん系】が 

表 9 日本語における定型表現の使用状況 

 

 

 

母親 親友 

軽度 中度 重度 軽度 中度 重度 

[A] [C] [E] [B] [D] [F] 

【
ご
め
ん
系
】

ごめん 68.8％ 66.4％ 20.9％ 63.2％ 63.6％ 39.6％

ごめんね   6.3％ 4.9％ 3.6％ 14.6％ 14.7％ 6.5％

ごめんなさい 9.7％ 18.9％ 46.0％ 0.7％ 5.6％ 30.9％

【申し訳ない系】  3.5％ 1.4％ 3.6％ 1.4％ 2.8％ 5.0％

【すまない系】  1.4％ 0.0％ 5.8％ 2.8％ 2.8％ 2.9％

【悪い系】   0.0％ 0.0％ 0.0％ 6.3％ 0.7％ 0.7％

   計 89.7％ 91.6％ 79.9％ 89.0％ 90.2％ 85.6％
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表10　日本語における非定型表現の使用状況

 15

7 割から 9割使われており、親しい相手に対する謝罪の主要な定型表現であることがわか

る。このほかの定型表現としては【申し訳ない系】【すまない系】【悪い系】があるが、

いずれも使用率が低い。このことから、対母親、対親友いずれにおいても、軽度、中度の

過失に関しての謝罪では「ごめん」が最も一般的な謝罪表現であり、重度になると「ごめ

んなさい」が多く使われるが、対親友は対母親ほど使用されない、とまとめることができ

る。 

次に、日本語の非定型表現の使用状況を、過失の軽重で比較してみる（表 10）。大き

な違いが現れたのは【事実認め】、【対策/提案】、【気遣い】と【程度副詞】である。   

まず【事実認め】は、対母親でも対親友でも、過失が軽度の場合は 80％前後と最も多

く使われている。その次は重度の場合で、対母親は 46.0％、対親友は 32.5％であるが、

中度の場合はともにわずか 0.7％しかない。この使用度の差は、過失の軽重によるという

よりも、場面の性格の違いによるところが大きいと考えられる。すなわち、軽度の場面[A]、

[B]「ジュースを買い忘れた」も、重度の場面[E]、[F]「ビデオカメラを壊した」も、そ

の過失を報告してから謝罪の定型表現が使われるというパターンが非常に多いことから、

場面[C]、[D]の「熱いスープをこぼした」のような、目の前で過失が直接相手にもたらさ

れる場面とは異なり、【事実認め】が、謝罪をする理由を明らかにする役割を果たし、定

型表現の前に多く表れていると見るべきであろう。 

次に【対策/提案】に関しては、対母親の場合、過失の軽重にかかわららず 10％前後だ

が、対親友の場合は、16.0％、11.2％、42.4％と重度の場合に使用率が跳ね上がる。これ

は回答者が両親に経済的に依存している大学生であることから、「ビデオカメラを壊した」

ことで母親に弁償などの対策を講じる事態になりにくいのに対し、親友にはそれが必要と

なることの表れと考えられる。 

 【気遣い】の使用は、対母親と対親友ともに中度の場面[C]、[D]でのみ現れる。これは、

場面[C]、[D]が「熱いスープをこぼした」という相手に直接被害が及ぶ場面であることか

ら、謝罪の定型表現以外に相手へのいたわりをみせることが重視されている結果と考えら

れる。 

表 10 日本語における非定型表現の使用状況 

 母親 親友 

軽度 中度 重度 軽度 中度 重度 

[A] [C] [E] [B] [D] [F] 

【事実認め】 83.3％ 0.7％ 46.0％ 79.9％   0.7％ 32.5％

【対策/提案】  11.1％ 9.1％ 7.9％ 16.0％  11.2％ 42.4％

【呼びかけ】   2.8％ 0.0％ 2.9％ 0.0％    0.0％ 0.0％

【再発防止の約束】   0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％  0.0％ 0.0％

【理由/言い訳】   0.7％ 1.4％ 0.7％ 0.7％   1.4％ 0.0％

【気遣い】   0.7％ 7.0％ 0.0％ 0.0％  11.2％ 0.0％

【自責】   0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％   0.0％ 0.0％

【感動詞】  13.9％ 11.9％ 1.4％ 9.7％ 12.6％ 0.0％

【程度副詞】   0.0％ 4.2％ 15.8％ 6.9％ 18.2％ 27.3％

【無言】   4.9％ 0.7％ 1.4％ 0.7％    0.0％ 0.0％

【不適】   0.7％ 1.4％ 7.9％ 2.1％  1.4％ 8.6％

計 118.1％ 36.4％ 84.2％ 116.0％     56.7％ 110.8％

 

【程度副詞】の使用は、対母親でも対親友でも、過失度が大きいほど増える傾向が見られる。

定型表現が「ごめん」から「ごめんなさい」へと使用率をあげて事態の深刻さへの認識を表

していることと呼応して、「ほんとうに」などが付け加えられてそれを強める機能を果たし

ていると考えられる。

続いて中国語の定型表現間で比較する（表 11）。3 種類の定型表現のうち、最も多く使わ

れているのは「対不起」である。しかも、対母親、対親友のいずれにおいても、過失度が軽

度の場合が最も少なく、中度や重度の場合になると 2 倍近く増える。「対不起」は重度で中

度より若干少なくなるが、これは非定型表現と ｢その他｣ の表現の使用でこの過失の深刻さ

に対処しているからだと思われる。いっぽう、「不好意思」の使用傾向は「対不起」と逆で

ある。「不好意思」は対母親でも対親友でも、軽度の場合が最も多く使われ、中度から重度

にかけてその使用率が大きく減っている。すでに 6 頁で言及したように、「対不起」は中国

語で最も一般的な謝罪定型表現で、しかも比較的に重い過失場面に使われるのに対し、「不

好意思」は一般的に深刻でない事態に対して多く使われる傾向がある。

「抱歉」は全体的に使用率が低い。これは「抱歉」が丁重な謝罪の言い方であるため、親

密関係の相手にはあまり使わないことと関係していると思われる。

また日本語の謝罪の定型表現には見られなかった【sorry】も多少使われている。母親や

親友のような親しい間柄では使われるが、友人に対してのほうが多く、過失が重くなると減

少することから、親しい若者間での気軽な謝罪表現として使用が増えていることが考えられ

る。従来からある中国語本来の謝罪の定型表現とは異なる表現効果をもって使われている可

能性がある。
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表11　中国語における定型表現の使用状況

 16

【程度副詞】の使用は、対母親でも対親友でも、過失度が大きいほど増える傾向が見ら

れる。定型表現が「ごめん」から「ごめんなさい」へと使用率をあげて事態の深刻さへの

認識を表していることと呼応して、「ほんとうに」などが付け加えられてそれを強める機

能を果たしていると考えられる。 

 続いて中国語の定型表現間で比較する（表 11）。3種類の定型表現のうち、最も多く使

われているのは「対不起」である。しかも、対母親、対親友のいずれにおいても、過失度

が軽度の場合が最も少なく、中度や重度の場合になると 2倍近く増える。「対不起」は重

度で中度より若干少なくなるが、これは非定型表現と｢その他｣の表現の使用でこの過失の

深刻さに対処しているからだと思われる。いっぽう、「不好意思」の使用傾向は「対不起」

と逆である。「不好意思」は対母親でも対親友でも、軽度の場合が最も多く使われ、中度

から重度にかけてその使用率が大きく減っている。すでに 6頁で言及したように、「対不

起」は中国語で最も一般的な謝罪定型表現で、しかも比較的に重い過失場面に使われるの

に対し、「不好意思」は一般的に深刻でない事態に対して多く使われる傾向がある。 

 「抱歉」は全体的に使用率が低い。これは「抱歉」が丁重な謝罪の言い方であるため、

親密関係の相手にはあまり使わないことと関係していると思われる。 

 また日本語の謝罪の定型表現には見られなかった【sorry】も多少使われている。母親

や親友のような親しい間柄では使われるが、友人に対してのほうが多く、過失が重くなると

減少することから、親しい若者間での気軽な謝罪表現として使用が増えていることが考えられ

る。従来からある中国語本来の謝罪の定型表現とは異なる表現効果をもって使われている可能

性がある。 

表 11 中国語における定型表現の使用状況 

 

 次に、中国語の非定型表現間で比較する（表 12）。大きな違いが現れたのは【事実認

め】、【対策/提案】、【呼びかけ】、【理由/言い訳】、【気遣い】、【感動詞】、【程

度副詞】である。このうち、過失の軽重により使用率の増減が対母親と対親友で同じパタ

ーンを示しているものと、そうでないものがある。場面の性格による違いと、そうではな

い違いの二つに分けられる。【事実認め】、【気遣い】、【感動詞】の使用は場面性と深

く関わっているものだと考えられる。 

詳しく見ていくと、まず【事実認め】は、対母親でも対親友でも軽度から重度にかけて

それぞれ 87.2％、0.0％、 49.2％と、76.2％、9.5％ 、35.4％である。いずれも軽度の「ジ

ュースを買い忘れた」場面が最も多く、その次は重度の「ビデオカメラを壊した」場面で

ある。ただし、対母親と対親友には異なりもみられる。表 11 の定型表現の使用状況を含

めて考えると、まず母親に対しては、「ジュースを買い忘れた」場合で定型表現が 35.7％、

【事実認め】が 87.2％である。このことは、多くの回答者が、この場面は過失を報告す

るだけでいいと考えていることを示している。これに対し、「ビデオカメラを壊した」場

 

 

 

母親 親友 

軽度 中度 重度 軽度 中度 重度 

[A] [C] [E] [B] [D] [F] 

【対不起】 15.4％ 26.1％ 23.0％ 26.5％   55.6％ 48.1％

【不好意思】 11.2％ 2.7％ 4.3％ 33.3％ 14.3％ 15.5％

【抱歉】 5.9％ 0.5％ 1.6％ 11.6％ 6.3％ 9.9％

【sorry】 3.2％ 3.2％  2.1％ 6.9％ 5.3％ 1.7％

  計 35.7％ 32.5％ 31.0％ 78.3％ 81.5％ 75.2％

次に、中国語の非定型表現間で比較する（表 12）。大きな違いが現れたのは【事実認め】、【対

策 / 提案】、【呼びかけ】、【理由 / 言い訳】、【気遣い】、【感動詞】、【程度副詞】である。この

うち、過失の軽重により使用率の増減が対母親と対親友で同じパターンを示しているものと、

そうでないものがある。場面の性格による違いと、そうではない違いの二つに分けられる。【事

実認め】、【気遣い】、【感動詞】の使用は場面性と深く関わっているものだと考えられる。

詳しく見ていくと、まず【事実認め】は、対母親でも対親友でも軽度から重度にかけてそ

れぞれ 87.2％、0.0％、 49.2％と、76.2％、9.5％、35.4％である。いずれも軽度の「ジュース

を買い忘れた」場面が最も多く、その次は重度の「ビデオカメラを壊した」場面である。た

だし、対母親と対親友には異なりもみられる。表 11 の定型表現の使用状況を含めて考えると、

まず母親に対しては、「ジュースを買い忘れた」場合で定型表現が 35.7％、【事実認め】が

87.2％である。このことは、多くの回答者が、この場面は過失を報告するだけでいいと考え

ていることを示している。これに対し、「ビデオカメラを壊した」場面では、定型表現が

31.0％、【事実認め】が 49.2％であり、これ以外に【その他】を含む他の意味公式を使って

謝罪を行うというスタンスが伺える。いっぽう親友に対しては、軽度の場面 [B]「ジュース

を買い忘れた」でも、重度の場面 [F]「ビデオカメラを壊した」でも、その過失を報告して

から謝罪の定型表現が使われるというパターンが非常に多く、これは日本語とほぼ変わらな

い。

次に【気遣い】は、対母親と対親友ともに中度の場面 [C]、[D] で圧倒的に多く現れた。「熱

いスープをこぼした」ことの結果として被害を受けた相手へのいたわりを見せることが重視

され、この場面の謝罪が成り立つ必須な要素となっているといえよう。

また日本語にはそれほど見られなかった【感動詞】に関しては、対母親と対親友ともに、

いま気づいたという性格を持つ「ジュースを買い忘れた」場面 [A]、[B] と、目の前に起きた

アクシデントという性質を持つ「熱いスープをこぼした」場面 [C]、[D] には多く現れたが、

過失状況が起きた後の報告という性質を持っている「ビデオカメラを壊した」場面 [E]、[F]

には少ない。

続いて、場面性による違いとは考えにくい【対策 / 提案】、【呼びかけ】、【理由 / 言い訳】、
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【程度副詞】について詳細に見ていく。

【対策 / 提案】に関しては、対母親の場合、過失度が大きいほど減少し、特に重度の場合

にはわずか 8.0％しかない。対親友の場合は重度の場合に 73.5％で最も多く、その次は軽度

の場合で、中度の場合は最も少ない。回答者は学生で両親に経済的に依存している。「ジュー

スを買い忘れた」場面のように軽くて自分で簡単に修復可能な事態の場合は、積極的に修復

に取り組もうとする。しかし、事態が深刻になり自力では修復が不可能な場合は、両親の力

に頼るという選択をする。これに対して、親友の場合は、軽い場面でも対策を熱心に講じ、「ビ

デオカメラを壊した」場面のような深刻な事態は、さらに対策の表明を行う必要性を強く感

じるのだろうと考えられる。このような中国語話者の対策に対する熱意は日本語には見られ

ない。

【呼びかけ】は過失の軽重にも関わらず、対母親ではいずれも 50％近く使われているが、

対親友では全体的に少なく、多くても軽度の場合の 14.5％に止まる。ここには中国語社会に

おける親子関係特有の親密性が【呼びかけ】によって表現されている可能性が伺える。

【理由 / 言い訳】の使用は 母親に対して軽度と中度ではわずかだが、重度になると 31.6％

にのぼる。親友に対して最も多いのは重度の 18.8％であった。この結果から、重い場面にお

いて【理由 / 言い訳】を使う傾向があり、特に母親に対して使われやすいことがわかる。し

かし【対策・提案】や【気遣い】の使用頻度と比較するとかなり低い。したがって【理由 /

言い訳】は、必ずしも謝罪場面で最も頻繁に使われる表現ではなく、誰に対しても使われや

すい表現だとも言い難い。これは先行研究 （佐竹 2005、鄭 2006））で「中国語話者が謝る時

には主に理由を述べる」とする主張とは異なる結果である。様々な場面における調査でその

使用条件をさらに明確にしていく必要性がある。

なお、日本語話者の【理由 / 言い訳】にも興味深い現象が見られる。この意味公式は、い

ずれの場面でも使用が少ないが、重い過失の場面［E］で１人（0.7％）、［F］では皆無であっ

た。日本語社会では、謝罪をするときに理由や説明を述べようとすると「言い訳するな」や

「潔く謝れ」などと言われがちである。言い訳をすることが好まれない社会なのであろう。

【程度副詞】は、対母親では過失の軽重に関係なく、使用がわずかしかない。対親友では、

軽度と重度の場合がほぼ同じで、中度の場合が最も少ない。日本語のような過失度が大きい

ほど増える傾向とは異なる。これは、【程度副詞】が基本的には定型表現を修飾して強調す

るために使われることが多いため、定型表現の使用が少ない対母親では現れにくく、対親友

でも【気遣い】の非定型表現が非常に多く使われる場面では現れにくいからだと考えられる。

最後に、【その他】について触れておきたい。「対母親 ･ 重い過失」の場面 [E] において、

中国語のデータでは謝罪の定型表現は増えないものの、他の場面では見られない意味公式が

多く現れた。これを【その他】としてまとめたが、日本語にはまったく現れないものであっ

た。その内容は、中国語における母親と子供の間に特有の人間関係があることを示唆してい
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ると考えられる。日本語における母親と子供の人間関係を研究した論文は多いが（例えば土

居 1971）、中国語の母親と子供の人間関係とは、どのように違い、それが言語行動にどのよ

うに反映するのだろうか。さらなる調査と考察が必要であろう。

表12　中国語における非定型表現の使用状況

 18

て強調するために使われることが多いため、定型表現の使用が少ない対母親では現れにく

く、対親友でも【気遣い】の非定型表現が非常に多く使われる場面では現れにくいからだ

と考えられる。 

 最後に、【その他】について触れておきたい。「対母親･重い過失」の場面[E]において、

中国語のデータでは謝罪の定型表現は増えないものの、他の場面では見られない意味公式

が多く現れた。これを【その他】としてまとめたが、日本語にはまったく現れないもので

あった。その内容は、中国語における母親と子供の間に特有の人間関係があることを示唆

していると考えられる。日本語における母親と子供の人間関係を研究した論文は多いが

（例えば土居 1971)、中国語の母親と子供の人間関係とは、どのように違い、それが言語

行動にどのように反映するのだろうか。さらなる調査と考察が必要であろう。 

表 12 中国語における非定型表現の使用状況 

 母親 親友 

軽度 中度 重度 軽度 中度 重度 

[A] [C] [E] [B] [D] [F] 

【事実認め】 87.2％ 0.0％ 49.2％ 76.2％ 9.5％ 35.4％

【対策/提案】  38.8％ 27.7％ 8.0％ 56.3％ 21.2％ 73.5％

【呼びかけ】  45.2％ 44.7％ 45.5％ 14.5％ 2.1％ 2.2％

【再発防止の約束】   1.1％ 0.5％ 4.8％ 4.8％ 0.0％ 0.6％

【理由/言い訳】   4.8％ 6.4％ 31.6％ 4.8％ 12.2％ 18.8％

【気遣い】  5.6％ 80.9％ 0.0％ 2.1％ 72.0％ 3.3％

【自責】   1.1％ 4.8％ 7.5％ 2.1％ 9.0％ 5.5％

【感動詞】  30.3％ 22.3％ 7.0％ 19.5％ 19.0％ 4.4％

【程度副詞】   2.7％ 0.5％ 5.9％ 23.3％ 12.2％ 27.6％

【無言】   1.1％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.0％ 0.6％

【不適】   1.1％ 1.6％ 9.6％ 0.0％ 0.5％ 8.8％

【その他】 0.0％ 0.0％ 35.8％ 0.0％ 0.0％ 5.0％

計 219.0％ 189.9％ 205.4％ 204.1％ 157.7％ 185.7％

 

６．おわりに 

 本論文では、日本語と中国語の親しい間柄における謝罪言語行動の相違を、母親と親友

の枠組みで検討し、以下のようなことを明らかにした。 

 

定型表現の使用 

1)日本語では母親に対しても親友に対しても、謝罪の定型表現が非常に多く使用されてい

る。いっぽう中国語では、親友に対しては謝罪の定型表現を頻繁に使うが、母親に対して

はあまり用いない。先行研究（王 2009 など）では、中国語話者は謝罪の定型表現をあま

り使わないとされててきたが、今回の結果からは、誰にでも使わないのではなく、相手に

よって使い方が異なることがわかった。 
 

2)日本語では謝罪場面の軽重と関係なく、どの場面にも謝罪の定型表現が多く使用されて

いる。そのうち、「ごめん」の使用が最も多いが、過失度が重度になると、母親に対して

も親友に対しても使用が低下し、「ごめんなさい」が多くなる。いっぽう、中国語では謝

罪場面の軽重と関係なく、対母親では 3 割程度、対親友では 8 割程度使われている。[対

６．おわりに

本論文では、日本語と中国語の親しい間柄における謝罪言語行動の相違を、母親と親友の

枠組みで検討し、以下のようなことを明らかにした。

定型表現の使用

1）日本語では母親に対しても親友に対しても、謝罪の定型表現が非常に多く使用されている。

いっぽう中国語では、親友に対しては謝罪の定型表現を頻繁に使うが、母親に対してはあま

り用いない。先行研究（王 2009 など）では、中国語話者は謝罪の定型表現をあまり使わな

いとされててきたが、今回の結果からは、誰にでも使わないのではなく、相手によって使い

方が異なることがわかった。

2）日本語では謝罪場面の軽重と関係なく、どの場面にも謝罪の定型表現が多く使用されて

いる。そのうち、「ごめん」の使用が最も多いが、過失度が重度になると、母親に対しても

親友に対しても使用が低下し、「ごめんなさい」が多くなる。いっぽう、中国語では謝罪場

面の軽重と関係なく、対母親では 3 割程度、対親友では 8 割程度使われている。[ 対不起 ]

の使用が最も多く、特に中度や重度の場合に多く現れる。これとは逆に、[ 不好意思 ] は軽
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度の場合に多く使われる傾向が見られる。「抱歉」は全体的に使用率が低く、今回のデータ

では結論的なことは言えない。

非定型表現の使用

1）【対策 / 提案】に関しては、全体的に見れば、中国語における使用が圧倒的に多い。日本

語では対母親の場合、いずれも 1 割前後の使用量だが、対親友の場合は重度の場合に使用

率が跳ね上がる。いっぽう、中国語では対母親の場合、過失度が大きいほど減少するのに

対し、対親友の場合は重度の場合が最も多い。対親友の重度の場合のみ対策を講じる日本

語回答者と比べて、中国語話者は自分で修復可能な事態の場合は、相手が母親であろうが

親友であろうが積極的に修復に取り組もうとし、事態が深刻になり自力では修復が不可能

な場合は、経済的に依存している両親に頼るか、相手が親友だとさらに対策をを講じる表

明をする。中国語話者の対策に対する熱意は日本語には見られない。

2）【気遣い】に関しては、日中ともに「スープをこぼした」場面に使われるが、全体的な使

用率は中国語のほうが非常に高い。身体的な被害を及ぼした場合には、謝罪の定型表現を

使うより、相手を配慮する表現を使うことが重視され、このような場面での謝罪の成立に

不可欠な要素となっている。

3）【理由 / 言い訳】は日本語ではいずれの場面でも少ないが、重い場面ではほぼ皆無である。

重い過失ほど言い訳無用で、ひたすら謝ることが好まれるからだと考えられる。中国語で

は、過失が重くなった時、すなわち深刻な事態に増える傾向が見られる。相手が母親の場

合に特に多くなる。しかし、【対策・提案】や【気遣い】が多く使われる場面の頻度と比

較するとかなり低い。これは中国語話者が謝る時には「主に理由を述べる」とする先行研

究 （佐竹 2005、鄭 2006））とは異なる結果である。

4）中国語では、対母親の重度の場面 [E] において、一定の分類が難しい様々な【その他】

が多く現れる。これは日本語にはない現象であり、中国語における母親と子供の間の特有

の人間関係の表象であると考えられる。

以上の結果から言えることは、日中における「謝罪」の言語行動の解明には、謝罪の定型

表現のみではなく、非定型表現をも含めた、謝罪場面で使われる言語行動の全体を見る必要

があるということであろう。それらを含んだ表現を日本語と中国語で比較することによって

はじめて、両言語における「謝罪」の姿が浮かび上がってくると考えられる。これに加え、

日中の［謝罪］という行為に関する認識の違い、対人関係の枠組みの違いが影響し合って謝
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罪言語行動が行われていることが見える。今後は、これらの場面における日中の場面の捉え

方、謝罪心理に関しても分析を進め、謝罪の言語表現と心理の関係を探求する。さらに、謝

罪言語行動の形成を歴史的にたどることを含め、社会文化的な背景を考察に取り入れていく

必要があろう。

注

1）彭（1992:64）によると、グライス（H．P．Grice）によって提示された「協調の原理」およびリー

チ（G.N.Leech）が主張している「丁寧さの原理」は以下のように定義づけられている。

　協調の原理：

　　　会話の目的ないしは方向づけに矛盾しない形で伝達行為を行え。

　　質の原則：

　　　真と思うことを言え、偽りと考えること、十分な証拠を欠くことを言うな。

　丁寧さの原理：

　　　礼儀に適うような形で伝達行為を行え。

　　合意の原則：

　　　相手との意見の対立を最小限にし、一致を最大限にせよ。

2） 1 回答に現れた非定型表現の割合を調べたため、100％を超えている。182.4％という数字は 1 回

答に二つ近くの非定型表現が現れたことを示している。

3）日中の定型表現の使用の差はχ2 検定、非定型表現の使用の差はｔ検定で検証した。さらに、

非定型表現の小項目ごとの差をχ2 検定で検証した。
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道歉行 的中日 照研究
─以比 家人和好朋友的道歉行 中心─

赵　翻

要旨：作为日中道歉行为对照研究的一环，本论文将围绕“家人”和“好友”这一先行研究中

被忽略的对象，就对其的道歉行为进行考察。具体的研究方法是开展问卷调查收集道歉场景中

出现的话语，将其用“意思公式”分类，然后进行中日对比。分析的结果，日语中每个场景中

出现“道歉定型表现”的比例高达 80% ～ 90%，使用的“意思公式”的种类和数量也没有因

对方（母亲和好朋友）的不同而有明显的变化。而汉语里无论哪个场景对母亲使用“道歉定型

表现”的比例只有 30% 左右，但是对好朋友的话使用比例高达 80%，与日语几乎无差。由此

可以看到，对以汉语为母语的受调查者而言，“道歉定型表现”因对是母亲还是好朋友而呈现

很大差异，对家人（母亲）不是必要的。还有一点要特别说明，在对严重的事态进行道歉的场

景中，出现了很多其他场景里没有的“意思公式”。从这一点可以表明，日语重视“道歉定型

表现”的表达，与对方和事态的严重性无关；汉语会因对方、过失的严重性而变化“意思公式”

的使用。

关键词：道歉语言行为  日中对照研究  家族  亲友  定型表现  意思公式
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