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1. はじめに

｢ほめ｣は、それを言われる相手の機嫌をよくし、その相手との心理的距離を縮ませるこ

とで、コミュニケーションを順調に捗らせる機能を持っている。だた、｢ほめ｣には文化的

違いによる特殊性が存在し、異文化コミュニケーションでは不本意ながら余計な誤解や不

快感を与える恐れもあり得る。

近年行われている、韓国と日本の｢ほめ｣に関する研究は、母語場面での研究とそれに基

づく対照研究がほとんどであり、接触場面の研究はあまり見当たらない。全鐘美(2010)

等、従来の、韓国人日本語学習者の接触場面における談話スタイルを分析した研究による

と、接触場面では母語が多く影響しているということが報告されている。もし接触場面の

｢ほめ｣にも母語の影響があるとすれば、せっかくの｢ほめ｣がミス･コミュニケーションを

起こしかねない。

  * この論文は、2012年度のソウル女子大学校の校内学術特別研究費の支援によって作成されたものである。

 ** ソウル女子大学校 日語日文学科 教授、日本語学
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そこで、本研究では、韓国と日本のそれぞれの母語場面での｢ほめ｣の特徴を踏まえて韓

日の接触場面の初対面会話における｢ほめ｣1)行動を、<頻度><対象><表現><返答>に焦点を

当て、考察を進めていく。但し、韓国人の日本語学習者は初･中･上級のレベル別2)被験者

を対象にするが、それは、母語の影響のみならず、日本語の上達の程度が｢ほめ｣行動にど

れだけ影響を及ぼすのかを見るためである。このことにより、母語場面と接触場面におけ

る｢ほめ｣の違いを把握することができると思われる。

2. 先行研究

従来、｢ほめ｣の研究は、何(外見、能力、性格、所有物など)をほめるかといったほめの

対象や、どういう相手(上下･親疎関係、性別など)をほめやすいかといったほめの態度、ほ

めに対する反応(受け入れるか否定するかなど)に関するものの他にも、ほめの機能、ほめ

を表わす表現形式を取り扱っているものなど、実に多様である。

洪珉杓(2007)は、日本と韓国の男女大学生669人を対象にし、外見と能力に対するほめ行

動3)についてアンケート調査を行い、その分析結果として、(1)[外見]に対する言及が韓国で

は私的領域に属する話題ではないが、日本では私的領域に属する話題であること、(2)日韓

ともに[能力]に対するほめの頻度には差が見られないが、[外見]に対しては女性が男性より

よくほめる点で一致すること、(3)韓国の男性と日本の男女は相手の[外見]より[能力]をよく

ほめる点で一致しているが、韓国の女性だけは[能力]よりは[外見]に対するほめの頻度が目

立って高いこと、(4)男性は相手の性よりは上下関係を優先的に考慮する傾向があるのに対

して、女性は相手との上下関係よりは相手の性を優先的に考慮する傾向があること、を報

告している。

金庚芬(2010)は、日本と韓国の大学生で親しい同性･同年齢の母語話者のペア、男女各15

組、合計120名を対象にして、それぞれのペアの直接協力者4)には相手に対してほめられる

 1) 本研究では、｢ほめ｣を、小玉(1996)に倣い、話し手が聞き手あるいは聞き手の家族やそれに類するも

のに関して‘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明示的あるい

は暗示的に、肯定的な評価を与える行為としておく。

 2) ちなみに、従来の接触場面の研究では、その対象が上級レベルの学習者に限られている。

 3) 石田(2004)と金庚芬(2005)の結果によると、韓国人は[外見]、日本人は[能力･遂行]に関するほめの頻度

が一番高かった。

 4) 研究者が直接集めた協力者を指すもので、彼らに会話の相手として親しい同性･同年齢の友だちを連
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ところは不自然にならない程度でほめるように予め頼んだ上で約20分間日常会話のデータ

をとり、｢ほめ｣の頻度、対象、表現、返答を分析し、ほめが対人関係調整のためのストラ

テジーとして機能していることを述べている。分析結果は次のようにまとめられる。ほめ

の頻度は、韓国語が251回(男子107回、女子144回)で、日本語は172回(男子81回、女子91

回)5)であり、韓国の大学生が日本の大学生より、また女性の方が男性よりほめ行動が多い。

ほめの対象について見ると、韓国語は外見をほめる割合が高く、ほめがあいさつ機能を持っ

ていると言えるのに対して、日本語は遂行をほめる割合が高く、このことから評価機能が高

いと言える。ほめの表現としては、日韓両国語ともに肯定的評価語を多く使うが、金庚芬

(2009)や金英珠(2002)にあるように、韓国語は日本語に比べ、肯定的評価語の種類と頻度が高

く、日本語では儀礼的な機能が窺える。そして、ほめに対する返答としては、日韓両国語と

もに、回避または、肯定･否定･回避を二つ以上組み合わせた複合の反応を見せる6)が、親し

い友だちとの談話の中において、韓国語は同意と自慢の肯定反応を見せているのに対して、

日本語は自慢の肯定はたった１件しかないといった点は異なっている。

李恩美(2011a)は、初対面の、20代から40代の社会人の男女を組み合わせて約15分間の自

然会話をさせ、そこから得られた韓国語の会話36個と日本語の会話36個のデータを用い

て、ほめの対象を中心に分析を行った。ここからほめの頻度は、韓国人母語場面では120

回、日本人母語場面では63回であり7)、韓国人が日本人の２倍近く高い結果が出ている。

ほめの対象について見ると、韓国人は所有物、外見、能力、性格、関係者など様々な領域

に渡っているが、日本人はほめの対象が能力と関係者に限られており、外見、性格などは

あまりほめの対象としない。日韓ともに、年齢的に下の人が上の人に対してほめることは

れてきてもらい、録音データをとった。

 5) ほめの頻度から考えると、韓国語は、男女30組の会話に251回現れているので、約20分の会話に平均

8.36回(その内訳として15組の男子の会話で107回あるとは約20分の会話に平均7.13回、15組の女子の

会話で144回とは約20分の会話に平均9.6回)という割合になる。その一方で、日本語は、男女30組の

会話で172回なので、約20分の会話に平均5.73回(その内訳として15組の男子の会話で81回あるとは約

20分の会話に平均5.4回、15組の女子の会話で91回とは約20分の会話に平均6.06回)という割合であ

る。このデータは、ある程度ほめを設定した会話で、親しい友だち同士の発話だということを考え

ると、日韓両国語の対照として頻度数を使う分、無理はないであろうが、自然会話に比べてほめの

頻度数が多めに取れているということは言えそうである。

 6) これに対して、洪珉杓(2007)や金庚芬(2010)等は、ほめを簡単に受け入れることで生意気な人と見な

されることを避け、また否定することでほめ手を戸惑わせて好意を無視するようなことを避けるた

めの代表的な対人関係調整のストラテジーであるとしている。

 7) ほめの頻度は、約15分の韓国語会話一つに平均3.33回(36個の会話に120回出現)で、日本語会話一つに

平均1.75回(36個の会話に63回出現)である。この李恩美(2011a)のデータは、注5)の金庚芬(2010)のそ

れと比べ、会話の時間が短いことと、自然会話であり、なおかつ初対面の会話であることから、一

つの会話場面当たりのほめの頻度数が相対的に少なくなっていることなのであろう。
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少なく、女性の方が男性より相手のことをよくほめる。さらに、李恩美(2011b)は、李恩美

(2011a)のデータを用い、ほめに対する返答の様相を対話者間の年齢と性別という要因と絡め

て調べた。その結果として、韓国語は肯定、否定、回避、ほめ返し、複合が使われるのに対

し、日本語は肯定、否定、回避が使われるなど違っているが、よく使われる反応の様相は日

韓共通して回避の割合が高く、その次が肯定、否定の順であった。ほめの対象による反応の

特徴的な結果として、日韓ともに、大部分の項目で回避の反応の割合がもっとも高いが、関

係者に関するほめに対しては肯定の反応の割合がもっとも高いことが挙げられる。

3. 研究方法

3.1 分析資料 

本研究で使うデータは、初対面の日本語母語話者と韓国人の日本語学習者の７組に約15

分間自由会話をさせ、それを録音･録画(2012年５月、ソウル)したものである。日本語母語

話者は正規過程または、交換留学で韓国のソウルの大学に在学している20代の男性であ

り、韓国人の日本語学習者はOPI初級~上級のソウル在住の20代の男子大学生である。但

し、日本語母語話者に、韓国人の日本語学習者の日本語のレベルは知らせておらず自分で

判断して話を進めていくようにまかせておいた。取り分け、日本語学習者の場合、日本語

が不安定で相手の日本語母語話者の言葉遣い等によって日本語の現れ方が異なってくる可

能性もあるため、同一人物の学習者と、異なる二人の母語話者と話をしてもらい、ここか

ら初･中･上級のレベルごとに２組ずつ、計６組のデータを収集した。そして、一人の被験

者は初級上~中級下ぐらいでそのどちらなのか判定が曖昧であったため、母語話者とのやり

取りも１回に済ませ、２回目の録画はとらなかったが、積極的な態度の割りには文法的な

間違い等が多く、とりあえず初級に入れて傾向を見ることにした8)。これらの７組を対象

とするが、各組別の組み合わせは以下の通りである。

 8) 各レベルごとの韓国人一人に対して日本人二人という形の６組と違って、この１組は韓国人一人に日

本人一人といった形になってはいるが、｢ほめ｣行動の考察をする上でデータとして特に問題はない

と思われるため、対象とすることにした。
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韓国人学習者 日本語母語話者 分類

初級

K-JW J-NG 初１

K-JW J-TS 初２

K-HS J-HN 初３

中級
K-IH J-TS 中１

K-IH J-SY 中２

上級
K-KJ J-KB 上１

K-KJ J-HN 上２

<表１> 韓国人学習者及び日本語母語話者の分類

            

以上のように、今回取り扱うデータは男性のみで、さらにそのデータ量も多いわけでは

ないが、これらの資料から、まがりなりにも接触場面での｢ほめ｣行動の傾向は見ることが

できると思われる。今回の結果が将来、性別、年齢別、レベル別などによる｢ほめ｣行動の

調査の元にできれば幸いである。

3.2 分析項目

本研究では、｢ほめ｣行動を、<頻度><対象><表現><返答>の四項目を中心に分析してい

く。｢ほめ｣の<頻度>については、大きいデータ資料ではないにしてもアウトラインは見え

てくるはずであり、日韓対照研究から出された、それぞれの母語場面における頻度との比

較を行うことにする。｢ほめ｣の<対象>は、大きく三つに分けることにするが、先行研究に

おいて日韓の男性話者に一番多いと報告されている、[能力](外国語の実力、いい成績、遂

行力など)と[外見](背丈、顔立ち、印象など)に、[その他](関係者、性格、旅行経験など)を

加えて、これら三つを中心に考察していく。｢ほめ｣に用いられる<表現>は、金庚芬(2010)

に倣い、[肯定的評価語(いい、すごいなど)のみ]、[肯定的評価語＋付加情報(肯定的評価を

裏付けられる、理由などの説明)]、[肯定的評価語無し(評価語ではないものの、前後文脈か

ら肯定的に評価していると解釈できる表現)]の三つにしておく。｢ほめ｣に対する、言葉を

使った反応としての<返答>は、石田(2008)に倣い、[肯定]、[否定]、[回避]、[ほめ返し]、

[複合]の五つに分ける。このうち、[肯定]とは、相手のほめを受け入れ、感謝や同意を表わ

す反応、ただの笑い9)のことであり、[否定]は、ほめられた内容を否定したり軽減させるこ
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とを言ったりして謙遜などを表わす反応、そして[回避]は、相手からのほめに対して肯定

も否定もしないで、｢ほんとうに？｣というなど、ほめを避ける‘冗談、話題転換、反問、無

視’のような反応を見せる場合のことである。さらに、[ほめ返し]は、ほめられた側が相手

からのほめに対してほめを以て反応する場合のことであり、[複合]は、以上の反応が二つ

以上続けて現れる場合の反応である。以下には本研究で、｢ほめ｣の<頻度><対象><表現>

<返答>をどのように処理しているのか、いくつか例を挙げておく10)。

(1)【中２】 

    J-SY：S大学のマラソン大会に出ます。

    K-IH：あ、そうですか。

(2)【初２】 

    K-JW：うん、一人で、一人で勉強しました。

    J-TS：うん、すごいですね。大変ですよね。

まず、(1)のやり取りにおいて、Kは｢あ、そうですか｣と相づちを打っているが、ここは

｢すごい｣を使い、ほめても良さそうな場面である。逆に、(2)で、Jは｢すごいですね｣とK

をほめているが、｢あ、そうですか｣のような相づちを打ってもいい場面である。このよう

に、｢ほめ｣と相づちは入れ換えても特に差し支えのない場合があるが、本研究では、どの

ような形でも実際｢ほめ｣が使われているものだけを｢ほめ｣としてカウントした。

(3)【初１】 

    J-NG：あのー、一個だけしか、あの、日本では使わないんです。では、韓国の方が他の国

の言葉、よく勉強するんですね。[その他(関係者)]、[肯定的評価語のみ]

    K-JW：うん。[肯定]

(3)は、韓国と違って、日本では大学の入試で外国語を一つしか選択できないという話を

している場面である。Jは、下線部にあるように、K本人ではなくKの属している集団(国の

 9) 現に、‘ただの笑い’は、非言語行動であって、言葉を使った反応としての<返答>とは考えにくい節が

ある。さらに、‘ただの笑い’は必ずしも[肯定]とは限らず、文脈によっては[否定]とも、または[回避]

とも考えられるはずである。先取っていえば、本研究に‘ただの笑い’はたった一回現れており、[肯

定]と認められるものである。そこで、本研究では、石田(2008)に倣い、‘ただの笑い’を<返答>として

の[肯定](無言の頷き)にすることを予め断っておく。

10) 以下、｢ほめ｣と認めるべきか否かといった、｢ほめ｣の認定とも関わりを持つ<頻度>を始め、<対象>

<表現><返答>に関する判定は、二人の協力者と意見を合わせて下したものである。
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人たち)をほめているので｢ほめ｣の<対象>は[その他(関係者)]になる。また、下線部のよう

な[肯定的評価語のみ]を<表現>にして相手のKをほめている。これに対して、Kは、[肯定]

の<返答>として反応している。

(4)【初３】11) 

   K-HS：うーん、私は、H大学で、あ、専攻は国際経営です。

   J-HN：あ、国際経営、ほー(はい)、難しそうだな a。[能力]、[肯定的評価語無し]

   K-HS：あ、ただ、けいけい、けいえいの前に国際があること…。[否定]

   J-HN：じゃ、英語も„

   K-HS：あ、英語、もちろんしています。

   J-HN：あ、すごい b。[能力]、[肯定的評価語のみ]

   K-HS：英語が韓国ではほんとに(あ)大事なこと、だから…。[否定]

   J-HN：あ、そうですね。

(4)は、Kが先に自己紹介をしている場面である。ここにはJによる２回の｢ほめ｣が用いら

れている。初めの下線部のaで、JはKが実力のある人だと直接的にほめる代りに難しそうな

勉強をしていると言って評価しているので、[能力]を[肯定的評価語無し]を使ってほめてい

るのである。それに対する<返答>は、ほめられた内容をたいしたことないというような形

で軽減させることで謙遜を表わしており、[否定]になっている。また、二番目の下線部のb

では、相手の[能力]を直接的な<表現>、つまり[肯定的評価語のみ]を使ってほめており、そ

の<返答>も上のaのそれと同じく[否定]になっている。この(4)は、難しそうな専攻と英語の

ことをそれぞれほめていることと考えられる。

(5)【上１】 

    K-KJ：日本の、友だちはあまり(うんうん)、友だちはいないんですけど(うんうん)、なん

か、こんな機会があったときだけ(はい)、日本語を(うんうん)使います(うんうん)。

    J-KB：うまいですね a。[能力]、[肯定的評価語(＋後ろの付加情報)]

    K-KJ：ありがとうございます。[肯定(＋後ろの回避)]

    J-KB：すごく聞き取りやすい b。[能力]、[(前の肯定的評価語＋)付加情報]

    K-KJ：あーそうですか。[(前の肯定＋)回避]

11) 例文中の｢(   )｣は当の発話と重なっている相手の短い発話、大体相づちを表わしたものであり、｢„｣は

発話がまだ終了していないことを表わしている。
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K J

初１ ０ １

初２ ０ ３

初３ １ ７

中１ １ ０

中２ ３ １

上１ ０ １

上２ ０ １

(5)の場合は、相手にかける｢ほめ｣とそれに対する<返答>が立て続けに２回現れてはいる

ものの、後ろのbは前のaを補う形として連続しているものなので、これらは１回の｢ほめ｣

と数えることにする。Kの話を聞いていたJは、Kの日本語力を、直接的に肯定的評価語で

ほめ、続けてそれに対する付加情報を加えて具体的に説明している。つまり、JはKの[能

力]に対して[肯定的評価語＋付加情報]を以てほめているのである。そして、これに対する

Kの返答は[複合(肯定＋回避)]になっている。

4. 考察

　　　

4.1 頻度

被験者それぞれの｢ほめ｣の頻度数を表わしたのが≪表２≫12)である。金庚芬(2010)、李恩

美(2011)は、母語場面で韓国人が日本人より｢ほめ｣の頻度が高いとしているが、<表２>から

分かるように、接触場面では母語場面とは異なる結果が出ている。つまり、全般的に韓国

人学習者からは｢ほめ｣行動がほとんど見られないのに対し、日本語母語話者は適当に｢ほめ｣

行動を取っているのである。特に、初級の学習者からほとんど｢ほめ｣行動が観察されない

のとは裏腹に、その相手の母語話者からは｢ほめ｣の頻度が高いのが印象的である。

<表２> ほめの頻度13)

12) 但し、Kは韓国人の日本語学習者、Jは日本語母語話者を示すものであり、また、表の中の数字は回数

を表わしている。以下同様。

13) 全体的な｢ほめ｣の<頻度>の割合を見てみると、母語場面と今回の接触場面とでは、韓国人の｢ほめ｣行
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接触場面で韓国人学習者の｢ほめ｣の頻度が母語場面より低いのは、会話で非母語話者が

誤用の文を作ってしまう理由として迫田(2012)が｢会話場面におけるコミュニケーションで

は、多くの場合、じっくり考える余裕がなく、すぐに言語を産出しなければならないとい

う時間的な制約があることが挙げられる｣と言っていることとも無関係ではないと思われ

る。特に初級の学習者は話に付いていくことだけでも精一杯であり、相手のことをほめた

りする心の余裕はないはずである。となると、<表２>に出された初級のKの結果が、接触

場面において韓国人学習者に｢ほめ｣に対する意識そのものがないことを必ずしも意味して

はいないと思われる。さらには、相手をほめようとした意識が働いていても、何を、どう

ように、言っていいのか分からず、失敗するようなこともあるようである。次の【初３】

がそのような例であり、Kの発話は多少唐突な感じさえ与えている。

(6)【初３】

    J-HN：今、そのー、語学堂に通っているんですけど(ふーん)、に出て、語学堂に中国人の

人がいっぱいいて、８割くらいが中国人で(はあ)、だから中国語がいっぱい(は

あ)、飛び交っているんですけど、やっぱりそすると、興味が出てきて、中国語を

ちょっと教えてもらったんですけど(うん)、もう、全然、言ってるつもりだけど、

通じなくて…。

    K-HS：中国語はも韓国で必要ないんですけど(はあ)、なんか面白い。

Jは中国語に関する自分の能力、少なくとも努力、興味といったものを遠慮がちに取り出

しており、それを受けるKの発話として、例えば｢中国語ってほんとうに難しいですね｣の

ような同調か｢(韓国語だけでなく)中国語もやっているなんてすごいですね｣のような｢ほめ｣

が現れてもよさそうなところへ、(6)では突拍子もない受けになっている。Kは、｢中国語は

難しくてうまく行かない｣と言っているJを慰めるつもりだったろうが、これではミス･コ

ミュニケーションを起こしかねない。このように、特に初級の学習者は相手をほめる場面

や表現方法がうまく掴めないようであり、<表２>の結果とも関わっていると思われる。そ

動に目立った差が現れている。注7)にも出したように、約15分間の初対面会話を取った李恩美(2011a)

の、母語場面の１会話別の｢ほめ｣の平均(男女の平均)は、韓国人が3.33回、日本人が1.75回となって

いるが、今回の接触場面の１会話別の｢ほめ｣の平均は、韓国人学習者が0.71回、日本人母語話者が２

回となっている。女性のほうが｢ほめ｣の頻度が高いということを考えると、母語場面の男性の平均

は先の李恩美(2011a)の数値よりは低くなるはずであるが、このことを考慮に入れても、母語場面と

接触場面それぞれの韓国人による｢ほめ｣の頻度にはかなりのズレが認められ、それぞれの場面にお

いてそれほど差がない、日本人による｢ほめ｣とは対照的である。



60  日本近代學硏究……第 39 輯

れにしても、上級の学習者に｢ほめ｣が見られないのは、迫田(2012)の理由とは思いにく

く、初級の場合の訳とは逆に、学習の産物ではないかと思われる。現に、男性の日本人の

母語場面ではあまりほめないからである。

一方で、<表２>を見ると、日本語母語話者は、取り分け初級の学習者との接触場面で普

通以上に｢ほめ｣行動を取っている。これは、母語話者が接触場面という状況、つまり相手

が日本人でないことを意識していて、相手に対する一種の気配りの現れではないかと思わ

れる。ところが、中級や上級学習者との接触場面では母語場面とほとんど変わらない結果

となっていることから、母語話者は相手の日本語のレベルが高いと接触場面という状況を

特に意識しないようである。

4.2 対象

被験者それぞれの｢ほめ｣の<対象>をまとめると、<表3>のようになる。但し、数字は回

数を表わす。先行研究にあるように、洪珉杓(2007)は日韓の男性はともに[能力]をよくほめ

ると言っているが、金庚芬(2010)は日本人は[能力]、韓国人は[外見]をほめる割合が高いと

しており、李恩美(2011)は韓国人は[所有物、外見、能力、性格、関係者]など様々な領域に

渡っているのに対して、日本人は｢ほめ｣の<対象>が[能力]と[関係者]に限られているとす

る。つまり、日本人は[能力]をよくほめ、韓国人は[能力]の他、[外見]や[所有物]などをほ

める、ということである。ところが、<表３>を見て分かるように、接触場面における｢ほ

め｣の<対象>は、日本語母語話者と韓国人学習者の違いがほとんどなく、どちらも[能力]か

[その他]になっている。このことは、日本人の母語場面における｢ほめ｣の<対象>とは変わ

らないが、韓国人の母語場面の結果とはややズレがあるのであり、特に[外見]を<対象>に

した｢ほめ｣は１件もなかった。その代わりに、接触場面という特徴から、お互いの国のこ

とに触れることが多く、韓国人学習者、日本語母語話者ともに[関係者]を<対象>にするこ

とが目立っている。
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K J

初１ ０ その他１(関係者)

初２ ０
能力１

その他２(関係者、旅行経験)

初３ その他１(関係者)
能力６

その他１(関係者)

中１ その他１(関係者) ０

中２
能力２

その他１(関係者)
能力１

上１ ０ その他１(旅行経験)

上２ ０ 能力１

K J

初１ ０ 肯定的評価語のみ１

初２ ０
肯定的評価語のみ２

肯定的評価語＋付加情報１

初３ 肯定的評価語のみ１

肯定的評価語のみ３

肯定的評価語＋付加情報１

肯定的評価語無し３

中１ 肯定的評価語のみ１ ０

中２
肯定的評価語のみ２

肯定的評価語無し１
肯定的評価語無し１

上１ ０ 肯定的評価語＋付加情報１

上２ ０ 肯定的評価語＋付加情報１

<表３> ほめの対象

4.3 表現

被験者が｢ほめ｣に使っている<表現>は<表４>のようにまとめられる。但し、数字はそれ

ぞれの表現が用いられた回数である。金庚芬(2010)は、｢ほめ｣の<表現>は、母語場面で日

韓両国語ともに[肯定的評価語]を多く使うとしているが、接触場面では異なっており、韓

国人学習者はほとんど[肯定的評価語のみ]になっている反面、日本語母語話者は様々な<表

現>のパターンを駆使している。

<表４> ほめに使われる表現
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このような結果になったのは、韓国人学習者の場合、母語の影響も然る事ながら、日本

語の上達上の理由もあると見られる。また、日本語母語話者も接触場面だということを意

識して、母語場面とは異なる結果になったと思われる。

ちなみに、今回の調査では学習者が｢すごい｣｢おいしい｣のような型通りの｢ほめ｣の<表

現>を使っているが、学習者の場合、実際｢ほめ｣の<表現>に誤用が起こることもあり得

る。学習者の誤用と関連して奥野(2012)は、｢誤解をまねく表現形式の使用｣による問題点

としてほめる場面に触れ、｢日本語教科書では｢ほめる｣｢ほめられる｣に焦点をあてて取り上

げられることは少なく、非母語話者は自分の知り得る表現を使いコミュニケーションの中

でほめようとする｣として次の例を挙げ、

(7) [校内を移動中、教師に会ったときの発話]　

　　先生、帽子をかぶったら、きれいですね　　  (ウズベク語話者, 上級)

(8) [友だちにお土産にTシャツをあげ、それを友だちが着たのを見て言った発話]

　　細く見えますね　　　　　　　　　　　 　 (英語話者, 上級)

本人はほめているつもりであるが、言われた方はまったくほめられているようには思えな

いと述べている。ここで奥野(2012)は、｢お似合いですね｣を使うべきところを、裏の意味

をも含意している表現を使ったための、いわば表現上の問題を指摘しているのである。日

本語にはこのような[外見]に関する｢ほめ｣は少ないが、[外見]をよくほめる韓国人学習者な

ら韓国語を直訳して(7)、(8)と同じように言いかねない。学習者は[肯定的評価語]で相手を

ほめたつもりでも、これだと、せっかくの｢ほめ｣が台無しになるかも知れない。これは、

コミュニケーションを行うに当たって文法･意味の知識もいっしょに整っていなければなら

ないことへの裏付けになっている。

4.4 返答

｢ほめ｣に対する、言葉による反応を<表５>にまとめておく。ここでも数字は回数を表わ

している。金庚芬(2010)や李恩美(2011b)の、母語場面で日韓両国語ともに[回避]または、

[複合]の<返答>を見せるということ、また、李恩美(2011b)の、日韓ともに[関係者]に関する

｢ほめ｣に対しては[肯定]の反応の割合がもっとも高いということと、今回の接触場面での

結果とが大体一致している。つまり、接触場面では、[回避]と[複合]の他に[肯定]の<返答>
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K J

初１ 肯定１ ０

初２ 肯定３ ０

初３
肯定２、否定２

回避２、複合１
否定１

中１ ０ 肯定１

中２ 肯定１ 回避３

上１ 複合１ ０

上２ 回避１ ０

も多く、これは、接触場面で｢ほめ｣の<対象>に[関係者]が多いことと関係があるのであろ

う。母語場面では、<対象>として[関係者]がそれほど多くなかった分、[肯定]の返答もあま

り多くなかったが、接触場面ではその他の[関係者]をほめることが多くて、その結果とし

て[肯定]の返答もかなり見られるようになったと思われる。

<表５> ほめに対する返答

5. おわりに

本研究では、先行研究による、韓日それぞれの母語場面の｢ほめ｣行動の特徴を踏まえ

て、初･中･上級の韓国人日本語学習者と日本語母語話者との接触場面の初対面会話におけ

る｢ほめ｣行動を、<頻度><対象><表現><返答>を中心に調べてみた。その結果として、母語

場面と接触場面での｢ほめ｣行動はかなり異なっていることが分かった。接触場面では、韓

国人学習者より日本語母語話者による｢ほめ｣の<頻度>が高い。ただ、相手の日本語のレベ

ルが高いと判断されると、日本語母語話者による｢ほめ｣の回数は減っていく傾向が見られ

た。｢ほめ｣の<対象>も接触場面では、韓日ともにほとんど[能力]と[その他(関係者)]であ

り、[外見]などは１件もなかった。そして、｢ほめ｣に用いる<表現>も母語場面と違って、

日本語母語話者は[肯定的評価語＋付加情報]を多く使っている。最後に、｢ほめ｣に対する

<返答>は、｢ほめ｣の<対象>が[能力]と[その他(関係者)]が多い分、[回避]と[肯定]が目立つ傾

向があり、このうち[肯定]の<返答>が多いのは母語場面と異なっている。このようなこと

は、初対面の接触場面における｢ほめ｣行動は、お互い母語の影響があると言うより、日本

語母語話者の話相手に対する心遣い、つまり接触場面を意識していることと、韓国人学習



64  日本近代學硏究……第 39 輯

者の言葉の上達上の問題等が絡み合って起こった結果だと思われる。もちろん、この結果

は初対面といったこととも関わりがあるのであろう。但し、上級レベルの学習者と日本語

母語話者の接触場面における｢ほめ｣は、韓日ともに母語場面でのそれの特徴と似ていると

ころが多い。それは、母語話者の相手への認識、つまり相手がノン･ネイティブスピーカだ

という認識が薄まり、韓国人学習者のほうも目標言語の日本語の文化的特徴に慣れている

ことの裏付けなのであろう。

今回の研究は男性を対象にしたものであるが、男性と比べて｢ほめ｣行動がより多く見ら

れるとされる女性を対象にして、以上の男性の結果を補えるような研究は、今後の課題と

したい。このような研究のためには、何よりもデータの量も増やしていかなければならな

い。なお、｢ほめ｣の<対象>と<表現>による<返答>の形を調べることや、親しい間柄の自然

会話における｢ほめ｣行動なども、｢ほめ｣の研究を深めるために必要であると思われる。
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<要旨>
　

接触場面に見られる韓日の｢ほめ｣行動

―初対面会話におけるやり取りを通して―

｢ほめ｣は、それを言われる相手の機嫌をよくし、その相手との心理的距離を縮ませることで、コミュニケーションを

順調に捗らせる機能を持っている。だた、｢ほめ｣には文化的違いによる特殊性が存在し、異文化コミュニケーションで

は不本意ながら余計な誤解や不快感を与える恐れもあり得る。

近年行われている、韓国と日本の｢ほめ｣に関する研究は、母語場面での研究とそれに基づく対照研究がほとんどであ

り、接触場面の研究はあまり見当たらない。よって、本研究では、先行研究による、韓日それぞれの母語場面での｢ほ

め｣行動の特徴を踏まえて、初･中･上級の韓国人日本語学習者と日本語母語話者との接触場面の初対面会話における｢ほ

め｣行動を、<頻度><対象><表現><返答>を中心に調べた。

その結果として、母語場面と接触場面における｢ほめ｣行動はかなり異なっていることが分かった。接触場面では、韓

国人学習者より日本語母語話者による｢ほめ｣の<頻度>が高く、｢ほめ｣の<対象>も韓日ともにほとんど[能力]と[その他

(関係者)]であった。そして、｢ほめ｣に用いる<表現>も母語場面と違って、日本語母語話者は[肯定的評価語＋付加情報]

を多く使っており、｢ほめ｣に対する<返答>は、｢ほめ｣の<対象>が[能力]と[その他(関係者)]が多い分、[回避]とともに

[肯定]が目立つ傾向がある。

このようなことは、接触場面における｢ほめ｣行動は、お互い母語の影響があると言うより、日本語母語話者が接触場

面を意識していることと、韓国人学習者の言葉の上達上の問題等が絡み合って起こった結果だと思われる。さらに、こ

の結果は確かに初対面といった状況とも関わりがあるのであろう。但し、上級レベルの学習者との接触場面では、母語

話者の相手への認識、つまり相手がネイティブスピーカではないという認識は薄まり、韓国人学習者のほうも目標言語

の日本語の文化的特徴に慣れているようなところが窺える。  

Compliments of Korean/Japanese Shown in the Contact Scene

―through the first meeting conversations―

Compliments have the function of smoothening the communication between people, by pleasing the one who gets praised 

and allowing them to feel psychologically closer. However the understanding of compliments can differ by cultural aspects, 

and this could possibly result in causing displeasure or misunderstanding in situations of intercultural communication.

The majority of recent research on ‘the compliments of Japanese and Korean’, focuses on the occasion of two native speakers 

communicating in their language, however doesn’t focus on the contact scene, when one of the speakers is not a native speaker. 

In this study, which is based on the previous studies, it investigates compliments focused on frequency, objects, expression 

and responding, in the first meeting conversation between a native Japanese speaker and Japanese learners.

The results showed that the conversation between two native speakers, and the contact scene(in which one of the speakers 

is not the native speaker) are different in terms of compliments. In the contact scene, it seemed that the native Japanese speaker 

was more likely to praise and give compliments to the learner. Both the native speaker and the learner tended to give compliments 

mostly about the ‘ability’ and ‘people related to it’. As the ‘expression’, the native Japanese speaker used ‘positive appraisal’ 

and other information, and as the ‘responding’, it was shown that the one who was praised, denied the compliments, or acknowledged.

Like this, it is hard to assume that compliments in the contact scene are relevant to the speakers’ native language. It is 

indicated that ‘giving compliments’ depended on the ability of the learners to speak Japanese, and the fact that the native Japanese 

speaker was conscious of the contact scene. Furthermore, it is important to note that the speakers have met for the first time. 

The learner who spoke Japanese fluently seemed to be familiar with the cultural aspects of Japanese language, and the native 

speaker as well, didn’t seem to be aware of the fact that the learner is not a native speaker.


