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中国国内の日本語教科書におけるスピーチレベルと 

スピーチレベル・シフトの指導 

―『総合日本語』『標準日本語』『新編日本語』の 3種の教科書を中心に― 

 

馮 荷菁1 

 

【要旨】本研究では、中国国内の日本語専攻の大学生に広く使用されている 3種の日本語

教科書を分析することによって、中国語を母語とする日本語学習者のスピーチレベルとス

ピーチレベル・シフトに関する指導上の問題点を分析した。その結果、教科書全体の方針と

しては、スピーチレベルとスピーチレベル・シフトに関する記述が観察されなかった。また、

初級教科書においては丁寧体と普通体の導入とダウンシフトとアップシフトの導入で、明

示的な説明が見られず、中級以上の教科書においては、相手との親疎・上下関係からスピー

チレベルを考える運用練習が欠けていることなどが明らかになった。今後の日本語教育で

は、スピーチレベルとスピーチレベル・シフトに関する明示的な知識を提示するとともに、

人間関係や場面などを考慮する運用練習が必要不可欠であると考えられる。 

【キーワード】丁寧体、普通体、スピーチレベル、スピーチレベル・シフト 

 

1．はじめに 

日本語の文体を相手や場面に応じて使い分けることは日本語学習者にとって大きな課題

であり、日本語教育の中でも習得が困難な課題の一つとされている（三牧 2007）。特に上級・

超級話者であっても、日本語のスピーチレベル2の運用能力に不安を感じている学習者が少

なくない（宮武 2009）。敬語体系とスピーチレベル体系を有していない中国語を母語とする

日本語学習者にとっては更に困難な課題である。 

中国語を母語とする日本語学習者は、例えば日本語の会話における丁寧体と普通体の使

い分け、さらにその切り替えをうまく行えず、日本語母語話者とのミス・コミュニケーショ

ンが起き、円滑なコミュニケーションができなくなる恐れがある3。さらに、対人関係の構

                                                        
1 九州大学大学院地球社会統合科学府大学院生。 

2 研究者によって使用する用語が異なるが、本研究では「スピーチレベル」に統一する。「スピ

ーチレベル」を、日本語の談話において、文末／発話末に現れる明示的な文末標識のある丁寧体

（です・ます体）と普通体（だ・である体）の使用・不使用、および文末／発話末が明示されて

いない中途終了型の使用・不使用による「丁寧さ」のレベルであると定義する。なお、先行研究

を言及する際には元の文献の用語を用いる。 

3 日本語学習者が丁寧体と普通体、さらにスピーチレベル・シフトをうまく使用できないという

ことは、命題内容の情報には影響しないが、日本語母語話者は違和感を覚え、人間関係の構築に

影響を及ぼし得るため、円滑なコミュニケーションができなくなる。 
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築・維持の面に影響され、「社会文化能力」と「社会言語能力」（ネウストプニー1995）の習

得に支障を来す可能性もある。中国語を母語とする日本語学習者のスピーチレベルとスピ

ーチレベル・シフト4の使用上の困難点と問題点を見出すことは極めて重要である。 

本研究では、中国国内の日本語専攻の大学生が使用している日本語教科書を分析するこ

とによって、中国語と母語とする日本語学習者のスピーチレベルとスピーチレベル・シフト

に関する指導状況を把握し、指導上の問題点を明らかにする。 

 

2．先行研究および研究課題 

2.1 日本語教科書の分析に関する先行研究 

 ピッツィコーニ（1997）は、欧米圏向けと日本国内学習者向けの初級日本語教科書5にお

ける待遇表現6の扱いを考察した。その結果、教科書の場面で行われたやりとりは非現実的

で、実際の日本語による生活の場で現われる可能性が非常に低いと述べている。また、待遇

表現はあくまでも語彙的・文法的レベルの敬語7でしか把握されていないため、言葉の指示

的な機能については豊富に提示されているものの、インターアクショナルな機能8は軽視さ

れているという問題点を指摘している。 

                                                        
4 「スピーチレベル・シフト」の表記方法（中黒の有無）は文献によって異なる。本研究では「ス

ピーチレベル・シフト」と表記し、先行研究に言及する際は元の文献の表記に従う。「スピーチ

レベル・シフト」は、文末のスピーチレベルが丁寧体から普通体へ変わり、あるいは普通体から

丁寧体へ変わることを指す。 

5  ピッツィコーニ（1997）は、『初級日本語』、『Introduction to Modern Japanese』、『Japanese: the 

Spoken Language』、『Communicating in Japanese』、『Situational Functional Japanese』の 5冊の日本

語教科書を分析した。 

6 「敬語」は「日本語における、形態的、統語的、語彙的レベルの言語的装置として、『尊敬語』、

『謙譲語』、『丁寧語』等の伝統的カテゴリー」（ピッツィコーニ, 1997: 9）を指す一方、「待遇表

現」は「ディスコース機構のストラテジーの深層レベル」（ピッツィコーニ, 1997: 9）を指す。 

本研究では、発話末スピーチレベルは基本的に「です・ます体」と「だ・である体」という語

彙的レベルの要素を指すが、日常会話では常に対話相手や場面などに応じる待遇度を考慮しな

ければならない。すなわち、発話末スピーチレベルとスピーチレベル・シフトは、待遇表現とあ

る程度関連していると考えられる。 

7 ピッツィコーニ（1997）によると、日本語教科書で、名詞の入れ替えによる敬語的な要素、呼

称、決まり言葉を指す「語彙的レベルの敬語」と、授受表現などを中心とする「文法的レベルの

敬語」は導入されたが、待遇行動に関する表現の含意と制限については触れられていない。 

8 例えば、授受表現の練習では、「窓を開けましょうか」→「窓を開けてくださいませんか」の

ように指示的な機能のみが示され、対話相手との人間関係や文脈などを考慮する相互作用的な

機能は重視されていない。 
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 谷口（2004）は、日本国内学習者向けの初級・中級段階で、会話を中心に扱っている日本

語教科書 10種と、中級・上級段階の日本語聴解教科書 10種におけるスピーチ・レベル・シ

フトの扱いを分析した。その結果、スピーチ・レベル・シフトが扱われている教科書はわず

か 6種（初・中級：3 種、中・上級：3種）であることが示された。主にスピーチ・レベル・

シフト9の出現している会話断片を列挙し分析したが、シフトの原因に関する説明は教科書

に書かれていないことも指摘している。しかし、谷口（2004）はスピーチ・レベル・シフト

のみを分析し、スピーチレベルに関する扱いは考察していない。 

今村（2014）は、『みんなの日本語初級Ⅰ』、『げんきⅠ』、『できる日本語初級』、『Japanese 

for Busy PeopleⅠ、Ⅱ』の 4 種の初級日本語教科書を資料とし、日本語学習者が必要なスピ

ーチスタイルの運用を身に付ける上で弊害となりうる点と、普通調と丁寧調を使い分ける

点を中心に分析した。その結果、4種の教科書に共通した問題として、対話者同士の関係性

と文体選択の関係の不提示が挙げられている。また、母語話者の会話では、現実場面で起こ

りえないスピーチスタイルの使用が対話の中に見られることも提示している。それによっ

て、日本語学習者はスピーチスタイルの社会言語学的な規範が身に付かないという弊害が

起こると指摘している。さらに、丁寧調使用の時に文末を省略する対話が多く見られ（例え

ば、「田中は？」）、そのような丁寧調におけるくだけた表現の使用について理由や説明が書

かれていないため学習者はそのまま覚えて問題になると述べている。 

上記の先行研究では、欧米圏向けの日本語教科書と日本国内学習者向けの日本語教科書

は分析されているが、中国国内の日本語教科書はまだ分析されていない。また、待遇表現や

スピーチスタイルを分析した研究が多く、発話末のスピーチレベルとスピーチレベル・シフ

トを同時に考察しているものが少ない。 

 

2.2 研究課題 

 本研究では、中国国内で出版された日本語教科書を分析することによって、中国語を母語

とする日本語学習者のスピーチレベルとスピーチレベル・シフトの指導状況を把握し、指導

上の問題点を見出すとともに、今後の日本語教育への示唆を提示することを課題とする。 

 

3．調査方法 

3.1 データ 

 本研究では、中国国内の日本語専攻の大学生（4年制）に広く使用されている日本語教科

書である『総合日本語』（北京大学出版）、『標準日本語』（人民教育出版）、『新編日本語』（上

海外語教育出版）の 3種・全 14冊を分析資料とする。『総合日本語』と『新編日本語』は第

1 冊～第 4 冊（第 1、2 冊：初級、第 3、4 冊：中級）からなり、『標準日本語』は初級・中

                                                        
9 谷口（2004）は、「ですます体」を基調とする会話の中で「非ですます体」が混用された箇所

と、スピーチ・レベル・シフトについての解説の有無を中心に分析した。 
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級・上級（それぞれ上下の 2冊）からなる。 

 

3.2 調査内容 

まず、それぞれの教科書における全体の方針や構成を紹介し、スピーチレベルとスピーチ

レベル・シフトに関する方針を概観する。次に、ピッツィコーニ（1997）を参考にし、教科

書に現れているスピーチレベルとスピーチレベル・シフトの 2要素を抽出してチェック・リ

ストとして集め検討する。データ収集と表示には様々なやり方があるが、本研究ではチェッ

ク・リストという表の形で表すことにした。それは、教科書が目前になくてもスピーチレベ

ルとスピーチレベル・シフトの扱いを簡便に調べられると考えるためである。 

チェック・リストの内容項目に関して、ピッツィコーニ（1997）と異なる点について説明

する。ピッツィコーニ（1997）はチェック・リストを「提出課番号」、「形式」、「テキスト」、

「場面」、「記述」、「カテゴリー」の 6種に分類している。本研究では、「カテゴリー」につ

いてスピーチレベルとスピーチレベル・シフトの 2要素に限定したため、「カテゴリー」で

はなく、具体的な文法項目を示す「項目」という表現を使用することとした。また、ピッツ

ィコーニ（1997）は「形式」として文の形で提示したが、本研究はスピーチレベル・シフト

という、一文では提示できない特徴を考慮し、複数の会話文を並べる対話形式で提示するた

め、「形式」ではなく「例文」という表現を用いることとした。 

チェック・リストの内容項目と説明を表 1に示す。 

 

表 1 チェック・リストの内容項目 

内容項目 説明 

提出課10 
ある形式が初めて提出される課を示す。その後、既習事項として取り上げ

られているかどうかには関わらない。 

テキスト 

スピーチレベルとスピーチレベル・シフトの 2要素が提出されたテキスト

を示す。教科書ごとに異なるが、基本的に会話文、読解文、文法説明、練

習問題などが含まれる。ただし、具体的な用語は各教科書に準じる。 

記述 教科書による解説を引用する。記述がない場合、特記しない。 

例文 教科書に挙げられている例文を引用する。例文がない場合、特記しない。 

項目 

スピーチレベルとスピーチレベル・シフトが出現した文法項目の名称であ

る。教科書ごとに異なるので、各教科書に準じる。ただし、項目が提示さ

れない場合、筆者による提示を行う。 

 

 

                                                        
10 本研究では、数字のみを表す「提出課番号」ではなく、「第～課」という「提出課」を用いる。 
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4．『総合日本語』におけるスピーチレベルとスピーチレベル・シフト 

4.1 『総合日本語』の概要 

『総合日本語』は、日中の日本語教育関係者や研究者が協力し合って作られた最初の日本

語教科書である。全 4 冊からなり、中国国内の日本語を専攻とする大学生向けの基礎段階

（1、2 年生）の主要教材である。2004年 8月に第一版が出版されて以来、中国の多くの大

学の日本語専攻の教科書に選ばれている。2006 年に、『総合日本語』は「普通高等教育『十

一五』国家級企画教材」として指定され、第二版の修正作業が開始された。 

第二版の『総合日本語』は第一版と同様に、「（1）言語の機能と意味を重視、（2）言語の

真実性を重視、（3）文化的要因を重視、（4）ストーリーを重視、（5）人物の個性を重視、（6）

中国人学習者の特徴を重視、（7）学習過程を重視、（8）日本語学科の専門性を重視」11（筆

者訳、全 4冊の序言にある。ページ表記なし）といった特徴を有する。第 1、2冊では、解

説の部分を分かりやすく修正し、練習の部分を文法項目に対応させ、加えて、会話練習の場

面を明確にすることによって会話の実用性を重視した。第 3、4冊では、会話文と読解文を

ある程度修正し、練習と解説の部分を補完した。 

しかし、教科書全体の方針12で、スピーチレベルとスピーチレベル・シフトに関する記述

は見られなかった。 

 

4.2 『総合日本語』におけるスピーチレベル 

 表 2は『総合日本語』におけるスピーチレベルの指導に関するチェック・リストである。 

 

表 2 『総合日本語』におけるスピーチレベル 

提出課 テキスト 記述 例文 項目 

第

1

冊 

第 5課13 

会話  高橋：すみません14！ 

丁寧体の導

入 解説・文法 

「判断詞『です』は異なる文法

的意味を表すには、語形的変化

が生じる。これは『活用』とい

う。『ではありません/じゃあり

ません』はその否定形である」

こちらは高橋美穂さんで

す。 

王さんは日本語学科の方

です。 

                                                        
11 原文の中国語は、“（1）关注语言的功能和意义；（2）关注语言的真实性；（3）关注文化因素；

（4）关注故事情节；（5）关注人物的个性；（6）关注中国人的学习特点；（7）关注学习过程；（8）

关注日语学科的专业性”である。 

12 3 種の教科書の序言で、教科書全体の方針または目標が書かれている。 

13 第 1 課～第 4 課は入門期の音声に関する内容であるため、スピーチレベルおよびスピーチレ

ベル・シフトに関する例文や説明などは見られない。 

14 チェック・リストに現れる例文は、文末のスピーチレベルを下線によって示す。以下同様。 
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（p. 41） 

練習 

B 基礎練習 
 

高橋さんは語学研修生で

す。 

第 7課 

読解文  
最初の 1 週間は大変だっ

た。 

普通体の導

入 

解説・文法 
形容詞（Ⅰ類とⅡ類）と名詞句

の普通体に関する解説 

引越し、いろいろな手続

き、買い物、履修登録…。

忙しかった！ 

練習 

B 基礎練習 
 

高いです→高い→高くな

い→高かった→高くなか

った 

練習 

C 発展練習 

自分の日本語学習について日

記を書いてください。普通体を

使ってください。 

 

第

2

冊 

第 19課 

解説・文法 

「親しい者同士の会話、非公的

場面では一般的に普通体を用

いる」（p. 88） 

N では→Nじゃ（例：スモ

ッグじゃないの？） 

日本語普通

体会話の特

徴（1） 

解説・文法 
「助詞を省き、文末の判断詞を

省略する」（p. 99） 

どうしたの？みんな元

気？ 

日本語普通

体会話の特

徴（2） 

第 27課 解説・文法 

「動詞と補助動詞の縮略形、助

詞の省略が普通体会話でよく

現れる。これらの表現は公的場

面では一般的に使えず、年上・

上司にも使えない」（p. 277） 

じゃあ、欠席って返事書

いて出しとこうか？ 

お客さんが来るから、ビ

ール冷やしといてね。 

日本語普通

体会話の特

徴（3） 

第

3

冊 

第 1課 

学習目標 

（ユニット

1会話） 

「（1）場面や聞き手との関係に

応じて丁寧な文体に切り替え

て話すことができる」（p. 1） 

  

解説・会話 

「親しい者同士は普通体を用

い、親しくない場合は丁寧体を

用いる」（p. 7） 

あー、よかった。 

あの、失礼します。吉田先

生のゼミはこちらでしょ

うか。 

相手との親

疎関係から

みるスピー

チレベル 

「公的場面では親しい相手が

いても互いに丁寧体を使用す

る。非公的場面では見知らぬ人

木村あゆみです。年少者

を対象とした日本語教育

に関心があります。 

場面の性質

からみるス

ピーチレベ
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がいても、話し手が感情表出す

るとき普通体を使用する」（pp. 

7-8） 

じゃあ、きょうのゼミは

王さんの歓迎会だ！ 

ル 

「原則的に目下に対して丁寧

体を使わないが、実際に学校で

先生は学生に対して丁寧体を

使うこともある。」（p. 8） 

三好さん、発表だからは

りきってますね。 

王さん、きょうからです

ね。 

相手との上

下関係から

みるスピー

チレベル 

第

4

冊 

第 15課 

学習目標 

（ユニット

1会話） 

「（1）聞き手との関係に応じて

文体や発話行為を選ぶことが

できる」（p. 121） 

  

解説・会話 

「同一人物の発話は聞き手に

よってスピーチレベルを変え

ることがある。」（p. 127） 

伊藤：こら、潤、あぶない

からやめなさい。この子

にも将来京華大学に行っ

てもらいたいんですけ

ど、5年生にもなってこれ

でしょう…頭が痛いわ。 

（会話の前半は息子の潤

に向って発話し、後半は

他者に向って発話する。） 

聞き手によ

るスピーチ

レベルの変

化 

第 20課 

解説・会話 

「演説中と後はスピーチレベ

ルが異なる。同一会話では、話

し手が先生である場合、先生は

普通体を用いる。」（p. 307） 

A：～楽しみにお待ちして

おります。それではどう

もありがとうございまし

た。 

B：そう言われるとぼくも

寂しくなっちゃうよ。 

（A：演説の途中、B：演

説の後） 

場面、会話

相手による

スピーチレ

ベルの変化 

練習 

C 会話練習 

4．ポイント：場面や相手に応じ

たことばのシフト 

モデル会話に関する理解

練習、変換練習（✤言って

みよう！）（pp. 313-314） 

 

 表 2 によると、第 1 冊の第 5 課と第 7 課で丁寧体と普通体を導入するが、それらに関す

る明示的な説明は見られなかった。また、第 2冊で普通体会話の特徴が 3点示され、第 3冊

では、場面の性質、相手との上下・親疎関係による丁寧体・普通体の区別について、例文を

用いた説明が観察された。第 4冊では、会話文を列挙し、場面・会話相手によるスピーチレ

ベルの変化に関する解説が見られた。以上から、初級前半（第 1冊）でスピーチレベルを導
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入するが明示的な説明は見られず、初級後半（第 2冊）と中級（第 3、4冊）では丁寧体と

普通体に関する説明が観察された。 

 一方、スピーチレベルに関する練習をみると、第 1冊の第 5課と第 7課では、B 基礎練習

と C発展練習（日記）によって、丁寧体・普通体の導入と使用を学習者に理解させる練習が

見られた。第 2、3冊では、日本語普通体会話の特徴、相手との上下・親疎関係、場面の性

質からスピーチレベルを「解説・文法」と「解説・会話」で記述しているが、それらに対応

する練習は見られなかった。さらに、第 4冊では、場面・会話相手によるスピーチレベルの

変化を、C 会話練習によって学習者に理解させることが観察された。C会話練習では、モデ

ル会話に関する内容理解の練習も見られる。そして、話し手と聞き手の関係をよく考えてか

ら適切な言い方を記入させる練習も見られる。そのいずれも、会話の前提となっている場面

や人間関係などに着目させるように設計されている。 

上記から、初級前半ではスピーチレベルを導入するが明示的な説明は見られず、B 基礎練

習と C 発展練習（日記）を通してスピーチレベルを練習していることがわかった。また、初

級後半から中級前半になると、丁寧体と普通体に関する解説がなされるが、それらに関する

練習問題は見られなかった。中級後半では、場面や相手に応じたシフトの練習が見られた。

したがって、今後の日本語教育では、初級後半と中級におけるスピーチレベルの運用練習が

必要不可欠であると思われる。 

 

4.3 『総合日本語』におけるスピーチレベル・シフト 

 表 3は、『総合日本語』におけるスピーチレベル・シフトの指導に関するチェック・リス

トである。 

 

表 3 『総合日本語』におけるスピーチレベル・シフト 

提出課 テキスト 記述 例文 項目 

第

1

冊 

第 10課 会話  

（昼ご飯の後） 

母：ああ、おいしかった。

おなかがいっぱいになり

ました。 

高橋：わたしはスカート

がきつくなりました。 

父：お母さん、肌がきれい

になったよ。 

アップシフト

ダウンシフト15

の導入 

                                                        
15 アップシフトとは、発話末のスピーチレベルを普通体から丁寧体へ変わることを指す。また、

ダウンシフトとは、発話末のスピーチレベルを丁寧体から普通体へ変わることを指す。なお、本

研究では、同一人物によるシフトか異なる話者間によるシフトかを区別しない。 
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（笑い、会話が終了） 

第

3

冊 

第 1課 

解説・会話 

「会話中のスピーチレベル

は聞き手、場面によって変

わる。これはスピーチレベ

ル・シフトと言う。普通体か

ら丁寧体へとその逆のシフ

トは聞き手、場面と話題に

よって変わる」（p. 8） 

 

スピーチレベ

ル・シフトの

解説 

練習 

C 会話練習 

1．ポイント：聞き手、状況

に応じたアップシフト 

モデル会話に関する理解

練習、変換練習（✤言って

みよう！）、選択練習（ ✤

正しいのはどっち？）（pp. 

12-13） 

アップシフト

の練習 

第 4課 

学習目標

（ユニット

1会話） 

「（1）場面や聞き手に応じ

て文体のダウンシフトをす

ることにより、相手に親し

さを伝えることができる」

（p. 93） 

  

解説・会話 

「これは王さんが初めてダ

ウンシフトした場面であ

る。同級生は普通体で話し

たが、王さんだけが丁寧体

を使用した。これは来日時

間が短いからである。（後

略）」（p. 99） 

高橋：ええ、みんな元気

よ。李さんも来日を楽し

みにしてるし…。ね、王さ

ん、実際に東京に来てみ

て、どう？ 

王：うーん、そうだなあ、

町が清潔だっていうこと

と、地下鉄が発達してる

ってことに、… 

高橋：驚いた。 

王：うん。 

ダウンシフト

の解説 

練習 

C 会話練習 

1．ポイント：聞き手、状況

に応じたアップシフト 

モデル会話に関する理解

練習、変換練習（✤言って

みよう！）、選択練習（ ✤

正しいのはどっち？）、発

展練習（✤発展練習：会話

しよう！）（pp. 103-106） 

アップシフト

の練習 
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 表 3によると、第 1冊の第 10課では、ダウンシフトとアップシフトの両方が同時に導入

されたが、それらに関する明示的な説明は観察されなかった。また、第 3冊の第 4課では、

会話文を通じてダウンシフトの機能を解説するが、アップシフトに関する明示的な説明は

見られなかった。 

スピーチレベル・シフトに関する練習をみると、第 1冊では、ダウンシフトとアップシフ

トの両方を導入したにもかかわらず、それらに関する練習は見当たらなかった。また、第 3

冊の第 1 課と第 4 課では、アップシフトに関する練習のみ観察できたが、ダウンシフトに

関する運用練習が欠けていることがわかった。アップシフトに関する練習では、具体的に話

し手と聞き手の関係を変化させたうえで、適切な言い方を記入させる練習が見られた16。そ

れも、会話の前提となっている場面や人間関係などに着目させるように設計されている。 

上記から、初級前半ではスピーチレベル・シフトに関する練習が不足していることと、中

級前半ではダウンシフトの練習が欠けていることがわかった。中級前半では、ダウンシフト

の機能を説明したが、アップシフトに関する明示的な説明は見られなかったことがわかっ

た。これらの点は、中国語を母語とする日本語学習者のスピーチレベル・シフト習得に困難

をもたらすと考えられる。今後は日本語教科書の改訂と教師からの解説が必要となろう。 

 

5．『標準日本語』におけるスピーチレベルとスピーチレベル・シフト 

5.1 『標準日本語』の概要 

 『標準日本語』は、1988年に出版された『中日交流標準日本語』の改訂版であり、中国側

の人民教育出版社と日本側の光村図書出版株式会社が協力して編集した日本語教科書であ

る。『標準日本語』は初級（上・下）、中級（上・下）、上級（上・下）の全 6 冊からなる。 

改訂された『標準日本語』は、初級では入門部分（音声、文字、アクセント、イントネー

ションに関する記述）、中級では「日本語の基礎知識」という項目を設置し、中国語との比

較対照に重点が置かれる。なお、改訂版の序言で、「修訂版は中国人学習者に系統的かつ容

易に標準・自然な日本語を習得できることを目標として、日本語の実際の運用とコミュニケ

ーションを重視し、豊富な文化背景知識を取り入れて中日両国の社会的状況などを加え学

習者の視野を広げると同時に学習の興味も引き起こす」17（筆者訳、全 6 冊の序言にある。

ページ表記なし）という『標準日本語』の特徴が書かれている。 

 しかし、教科書全体の方針で、スピーチレベルとスピーチレベル・シフトに関する記述は

見当たらなかった。 

                                                        
16 例えば、初対面場面で、対話相手が目上の人だとわかったときに、どのようなスピーチレベル

を選択するかという練習が見られる。 

17 原文の中国語は、“新版从中国人学习日语的角度出发，帮助读者系统而不困难地学到标准、纯

正、自然的日语；特别注重沟通和交流的需要，致力于日语的实际应用；编入丰富的文化背景知识，

并涉及中日交流及中日两国的社会现状など，以期扩大视野，增加学习兴趣。”である。 
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5.2 『標準日本語』におけるスピーチレベル 

 表 4は『標準日本語』におけるスピーチレベルの指導に関するチェック・リストである。 

 

表 4 『標準日本語』におけるスピーチレベル 

提出課 テキスト 記述 例文 項目 

初

級

上 

第 1単元 

第 1課 
基本会話 

 甲：わたしは李です。小野さ

んですか。 

丁寧体の導

入 

第 6単元 

第 22課 

基本会話 
 甲：明日ボーリングに行か

ない？ 

普通体の導

入 

文法解釈 

「これまでに勉強した『～ま

す』『～です』は目上やあま

り親しくない人に対して使

用する形式である。この形式

は丁寧形という。それに対し

て、同等、目下あるいは親し

い人に対しては普通形を使

用する。」（p. 263） 

森さんは毎晩テレビを見

る。 

コーヒー、飲む？ 

―ううん、飲まない。 

丁寧形と普

通形の説明 

表現と言

葉の解説 

「丁寧形を使用した文体は

丁寧体であり、普通形を使用

した文体は普通体である。し

かし、家族と友達に対して普

通体を使うのみではなく、法

律関係の文章、新聞、ビジネ

ス文書なども普通体の使用

が見られる。」（p. 265） 

（子供と母親の会話） 

お母さん、あのおもちゃが

欲しい。 

（日記） 

昨日駅前で大きい火事があ

った。 

丁寧体と普

通体の説明 

練習Ⅰ 
 食べます→食べる /食べな

い 

普通体の練

習 

中

級

上 

第 2単元 

第 6課 

文法と表

現 

「日本語では、親しい友達、

目下、後輩と話すとき、『～

だ』『～する』のような普通

体を用い、親近感を出すこと

ができる。一方、『～です』

 

文体①18の

説明 

                                                        
18 「文体①」では、対話相手との人間関係によって丁寧体と普通体を区別すること、不適切な使

用について説明している。 
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『～ます』というポライトな

文体は丁寧体という。ここで

注意したいのは、親しくない

人に普通体を使ったら、馴れ

馴れしく傲慢な印象を与え

てしまう。また、親しい人に

丁寧体を使ったら、よそよそ

しい感じがする。」（p. 121） 

第 2単元 

第 7課 

文法と表

現 

「本課では、上司の李秀麗は

部下に対して『～です』『～

ます』を使わず普通体を使っ

た。部下は上司の李秀麗に対

して丁寧体を使用した。一般

的に、話し言葉では、同じ相

手に対して文体の混用をし

てはいけない。しかし、本課

では、李秀麗は『それぞれの

案をできるだけ具体的にま

とめてください』のように丁

寧体を使用した。このよう

に、会話をまとめる時に丁寧

体を使い、丁寧体と普通体の

混用は可能である。」（p. 142） 

（上司は部下に対して） 

そのアイデア、すばらしい

よ。じゃ、その方向でお願い

します。 

文体②19の

説明 

基本練習 

テープを聞きながら、乙とい

う話者の設定を変えてから、

会話を練習してください。 

（1）同僚同士の対話 

甲：田中さん、いないけど、

研修だっけ？ 

乙：研修？ああ、そういえば

新人研修があるって言って

いたよ。（p. 146） 

相手との上

下関係から

考える丁寧

体と普通体

の練習 

上

級

下 

第 5単元 

第 20課 
解説 

「会話で、皆は丁寧体を使用

しているが、高島だけ普通体

を使用することがある。例え

ば、『あーっ、ひんやりして

A：食事に誘おうとしたの

に、電話をしても誰も出な

い。どうして？ 

B：田中さん、週末はお嫁さ

丁寧体基調

の会話にお

ける普通体

の出現 

                                                        
19 「文体②」では、会話文に現れる登場人物の人間関係（具体的に、上司の李秀麗と部下との会

話）を通して、丁寧体と普通体の切り替えを説明している。 
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る。』のような普通体は独り

言のときに用い、聞き手目当

て20ではない。このように丁

寧体基調の会話における普

通体の使用は失礼にはなら

ない。」（p. 127） 

んの実家に帰るって言って

ましたよ。 

 

 表 4によると、初級上で、丁寧体と普通体の導入と定義に関する説明が行われたことが見

られた。中級上の第 2単元の第 6、7課では、文体に関して親疎関係と上下関係などの面か

ら説明されている。上級下では、丁寧体基調の会話における普通体の出現について、会話に

ある例文を引用しながら、普通体の使用が聞き手目当て性のないことが提示された。つまり、

全体的に、学習レベルに従ってスピーチレベルに関する指導がなされている。しかし、中級

上に見られる文体①の説明だけがあり、それに関する例文は不足している。 

各項目における練習問題をみると、初級上の第 6単元の第 22課で、丁寧体から普通体へ

の変換に関する練習のみ観察できた。また、中級上の第 2単元の第 6、7課では、文体①②

に関する説明（親疎と上下）が観察され、第 7課では相手との上下関係から考える丁寧体と

普通体の使用練習も見られる。しかし、2つの対話断片を提示したに過ぎず、会話練習が不

十分である。さらに、上級下の第 5単元の第 20課では、丁寧体基調の会話における普通体

の出現について解説するが、それに関する練習が見当たらなかった。このことから、文法項

目の説明と練習は必ずしも一致しているとは言えない。今後の日本語教育では、日本語教科

書の改訂とともに、日本語指導者からの説明と注意も十分重要であると考えられる。 

 以上から、初級上では、スピーチレベルに関する基本的知識が記述されるが、それらに関

する練習がまだ十分ではないことがわかった。また、中級上になると、親疎関係と上下関係

の面から丁寧体と普通体の使用に関する説明が観察されたが、上下関係に関する練習のみ

観察されたため、親疎関係から考えるスピーチレベルの運用練習が欠けていることがわか

った。さらに、上級下では丁寧体基調の会話における普通体の出現を説明しているが、それ

に関する練習問題が見られなかった。以上のことから、今後の日本語教育では、初級、中級、

上級におけるスピーチレベルの運用練習が必要であると思われる。このように文法記述と

ともに、場面と人間関係の設定のある会話練習を行うことによって、学習者のスピーチレベ

ルの使用に関する理解が深まると言える。 

 

                                                        
20 李（2003）は、聞き手目当て性の有無を「聞き手志向的なもの」と「聞き手志向的でないもの」 

とに分けた。「聞き手志向的なもの」は「話し手が聞き手に向け、意図的に非デスマス形式を用

いること」（p. 88）、「聞き手志向的でないもの」は「話し手が背景情報提供を目指す過程で非デ

スマス形式が用いられるなど、聞き手に向けられていないこと」（p. 88）と定義した。 
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5.3 『標準日本語』におけるスピーチレベル・シフト 

 表 5は、『標準日本語』におけるスピーチレベル・シフトの指導に関するチェック・リス

トである。 

 

表 5 『標準日本語』におけるスピーチレベル・シフト 

提出課 テキスト 記述 例文 項目 

初

級

上 

第 6単元 

第 22課 
応用会話 

 （小野は友達の清水と通

話中） 

小野：ええと、火曜日は予

定があるけど、それ以外

は大丈夫よ。 

清水：分かった。じゃあ、

また連絡するよ。 

（通話終了） 

李：お友達からですか、小

野さん？ 

アップシフト

の導入 

初

級

下 

第 7単元 

第 28課 
応用会話 

 （森は上司の加藤に引越

しのことを報告してい

る） 

森：支社長、引っ越し先が

決まりました。 

加藤：それはよかった。ど

の辺？ 

ダウンシフト

の導入 

上

級

上 

第 1単元 

第 2課 

ワンポイ

ント 

「緑と秀麗は「初級編」で登

場し、「小野さん」「李さん」

と呼び合い、丁寧な表現を

使って互いに距離を置いて

いる。緑が「秀麗」と名前を

呼ぶようになったのは、そ

の後、2人の関係が密接にな

り、互いを友人として認め

合うに至っている証であ

る。関係の深まりとともに、

スピーチレベルを丁寧体か

ら普通体へとシフトしてい

る。ただし、いつ、どんなタ

 

シフトの説明 
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イミングでシフトするかは

日本人にとっても難しい。

あまり早くシフトしてしま

うと馴れ馴れしい感じを与

えてしまうので、注意が必

要である。」（p. 23） 

 

 表 5 によると、初級上の第 6 単元の第 22 課、初級下の第 7 単元の第 28 課で、それぞれ

アップシフトとダウンシフトが導入されたが、それらに関する明示的な説明は観察されな

かった。上級上の第 1 単元の第 2課では、会話文におけるダウンシフトの理由に関して、登

場人物の対話を引用しながら説明するが、アップシフトに関する明示的な説明は見られな

かった。しかし、スピーチレベル・シフトに関する練習をみると、全 6冊でダウンシフトと

アップシフトに関する運用練習は見られなかった。 

以上から、学習段階を問わず、『標準日本語』でスピーチレベル・シフトに関する練習は

不足していることがわかった。中級では、ダウンシフトとアップシフトに関する明示的な説

明が見られず、上級ではダウンシフトの機能について解説を加えたがまだ不十分である。 

 

6．『新編日本語』におけるスピーチレベルとスピーチレベル・シフト 

6.1 『新編日本語』の概要 

 『新編日本語』は、90年代に初版が、2009年に改訂版が出版され、中国教育部に指定さ

れた普通高等教育「十五」企画教材に属す教科書である。『新編日本語』は上海外国語教育

出版社の出版物であり、上海外国語大学日本語専攻の教師をはじめ、日本国内の数多くの研

究者から編成の支援を頂いた。 

改訂版の第 1冊では、教育指導要綱に従い、日本語の音声、文字、語彙、文法、文型、機

能などの内容が編入され、学校、家庭と社会をはじめ、日本文化、習慣などを題材として付

け加えた。また、原則的に「聴く」・「話す」を中心とし、実物や絵、場面設定のあるシラバ

スを採用することによって、学生の外国語の思考力を培う21という特徴を記述している。 

 しかし、教科書全体の方針で、スピーチレベルとスピーチレベル・シフトに関する記述は

見当たらなかった。 

                                                        
21 中国語の原文は次の通りである。“一、本书是高等院校日语专业基础阶段教材第一册，供一年

级上学期使用。本书参照教学大纲的要求，编入日语语音、文字、词汇、语法、句型、功能意念な

ど方面的内容。题材以学校、家庭、社会为主，同时兼顾日本文化、风俗习惯等方面的内容。体裁

除会话和短文之外，还有少量书信、日记等。二、本书的编写原则以听说为主，读写为辅。教学中

宜采用情景教学法，尽可能利用实物、图画等直观教具或设定动作和场面，使学生通过情景和形象

逐步培养直接用外语思维的能力。”（p. 2） 
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6.2 『新編日本語』におけるスピーチレベル 

 表 6は『新編日本語』におけるスピーチレベルの指導に関するチェック・リストである。 

 

表 6 『新編日本語』におけるスピーチレベル 

提出課 テキスト 記述 例文 項目 

第

1

冊 

第 2課 前文 

 はじめまして。わたしは

魯です。わたしはにほん

ごかのいちねんです。 

丁寧体の導入 

第 18課 解説 

「日本語のスピーチレベルに

は丁寧体と普通体の 2 種があ

る。「ます」「です」を発話末形

式とするのは丁寧体という。逆

に「ます」「です」を発話末形式

としないのは普通体という。丁

寧体は談話に用い、礼儀正しく

ポライトな感じがする。普通体

は文章、親友や家族などのよう

な親しい人同士、あるいは上司

が部下に対する会話に用い

る。」（p. 332） 

 

丁寧体と普通

体の説明 

第 20課 読解文 旅の日記 

今、ホテルにいる。午後

一時に日本を出て、四時

ごろ上海に着いた。 

普通体の導入 

 

表 6 によると、第 1 冊のみでスピーチレベルに関する記述が観察できた。第 2 課と第 20

課で丁寧体と普通体を導入し、第 18課で丁寧体と普通体に関する簡単な定義と説明のみ観

察されたことから、『新編日本語』はスピーチレベルに関する明示的な説明が不足している

と言える。また、明示的な説明の不足と同時に、スピーチレベルに関する練習も見当たらな

かった。 

 以上から、『新編日本語』はスピーチレベルに関する明示的な説明と実際の運用練習が不

足しており、スピーチレベルの使用に関する意識が欠けていると言える。 
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6.3 『新編日本語』におけるスピーチレベル・シフト 

 表 7は、『新編日本語』におけるスピーチレベル・シフトの指導に関するチェック・リス

トである。 

 

表 7 『新編日本語』におけるスピーチレベル・シフト 

提出課 テキスト 記述 例文 項目 

第

2

冊 

第 2課 会話 

 中島：このコートはちょうどよさそうですね。

試着してもいいですか。 

店員：はい、こちらでどうぞ。お客様、いかが

ですか。 

中島：ああ、ぴったりだ。軽くて着やすいです

ね。じゃ、これにします。いくらですか。 

ダウンシフト

の導入 

中島：ああ、ぴったりだ。軽くて着やすいです

ね。じゃ、これにします。いくらですか。 

アップシフト

の導入 

 

 表 7によると、第 2 冊でスピーチレベル・シフトを導入するが、ダウンシフトとアップシ

フトの両方に関する明示的な記述は見られなかった。一方、スピーチレベル・シフトに関す

る練習で、全 4冊において練習が観察できなかった。これらのことから、ダウンシフトとア

ップシフトに関する運用練習が欠けていると言える。 

 以上から、『新編日本語』はスピーチレベル・シフトの運用に関する意識が不足している

と言える。 

 

7．各日本語教科書の比較 

『総合日本語』、『標準日本語』、『新編日本語』の 3種の教科書の会話、解説、練習などの

部分に現れるスピーチレベル（丁寧体と普通体）とスピーチレベル・シフトの指導を比較す

ることを通して、各教科書の良い点と改善すべき点を分析する。さらに、3種の教科書にお

けるスピーチレベルとスピーチレベル・シフトの指導上の問題点を考察する。 

表 8 は 3 種の日本語教科書におけるスピーチレベルとスピーチレベル・シフトの指導の

比較に関するチェック・リストである。 
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表 8 3種の日本語教科書におけるスピーチレベルとスピーチレベル・シフト 

        教科書 

項目 
『総合日本語』 『標準日本語』 『新編日本語』 

ス
ピ
ー
チ
レ
ベ
ル 

丁寧体の導入 第 1冊 第 5課 初級上 第 1単元第 1課 第 1冊 第 2課 

普通体の導入 第 1冊 第 7課 初級上 第 6単元第 22課 第 1冊 第 20課 

普通体会話の特徴 第 2冊 第 19、27課   

丁寧形と普通形の説明  初級上 第 6単元第 22課  

スピーチレベルの説明  初級上 第 6単元第 22課 第 1冊 第 18課 

スピーチレベルの使用 

第 3冊 第 1課 

（親疎関係、上下関

係、場面の性質） 

中級上 第 2単元第 6課 

中級上 第 2単元第 7課 

（親疎関係、上下関係） 

 

スピーチレベルの変化 

第 4冊 第 15、20課 

（聞き手、場面、会

話相手による） 

  

丁寧体基調の会話にお

ける普通体 
 上級下 第 5単元第 20課  

丁寧体の練習 第 1冊 第 5課   

普通体の練習 第 1冊 第 7課 初級上 第 6単元第 22課  

スピーチレベルの使用

練習 
 

中級上 第 2単元第 7課 

（上下関係） 
 

スピーチレベルの変化

の練習 

第 4冊 第 20課 

（場面／相手に応じ

る） 

  

シ
フ
ト 

ダウンシフトの導入 第 1冊 第 10課 初級下 第 7単元第 28課 第 2冊 第 2課 

アップシフトの導入 第 1冊 第 10課 初級上 第 6単元第 22課 第 2冊 第 2課 

シフト22の解説 第 3冊 第 1課 上級上 第 1単元第 2課  

ダウンシフトの解説 第 3冊 第 4課   

アップシフトの練習 第 3冊 第 1、4課   

 

                                                        
22 ここの「シフト」は、ダウンシフトとアップシフトではなく、スピーチレベル・シフトに関す

る定義と説明である。 
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 丁寧体と普通体の導入、スピーチレベル・シフトの導入という 2点に関して、どの日本語

教科書も共通している点が観察された。一方、スピーチレベルの説明の仕方、スピーチレベ

ルに関する練習、スピーチレベル・シフトの説明、スピーチレベル・シフトに関する練習と

いった点に関して、数多くの相違点が見られた。以下、共通点と相違点について考察する。 

共通点に関して、全ての教科書において、初級では丁寧体・普通体の導入とスピーチレベ

ル・シフトの導入が提示されたが、それらに関する明示的な解説が見られなかったことが挙

げられる。この点について、メイナード（1991）は、日本語教材の中には文体の混用が見ら

れるが「その言語運用論的説明は、されていないのが現状である」（p. 80）と指摘しており、

本研究でも同様の結果が観察された。 

一方、相違点に関して、以下の 4 点が挙げられる。まず、最も大きな相違点として、スピ

ーチレベルに関する説明の仕方が挙げられる。『総合日本語』では、普通体の導入後、日本

語普通体会話の全体的な特徴に関する知識が記述されている。そして、中級前半で、スピー

チレベルの使用について、相手との親疎関係、上下関係と場面の性質という 3つの面から解

説している。さらに、中級後半で、聞き手、場面、会話相手などによってスピーチレベルの

変化の仕方も詳しく解説している。『標準日本語』では、初級前半で、丁寧体と普通体に関

する説明がされた後、丁寧形と普通形の説明が観察された。中級前半でスピーチレベルの使

用を相手との親疎関係・上下関係の 2面から説明している点は、『総合日本語』と同様であ

る。そして、上級後半で、丁寧体基調の会話における普通体の使用と機能について会話文を

引用し解説している。この点については他の教科書では見当たらなかった。『新編日本語』

では、丁寧体と普通体の定義と簡単な説明のみ観察された。スピーチレベルが場面、人間関

係、会話相手に応じてどのように変化していくかについては言及されなかった。さらに、会

話文を引用し普通体の機能に関する明示的な説明も見当たらなかった。したがって、『総合

日本語』と『標準日本語』は、『新編日本語』よりスピーチレベルに関する説明が豊富且つ

多角的に提示されていると言える。 

 2 番目の相違点として、スピーチレベルに関する練習が挙げられる。『総合日本語』では

丁寧体と普通体の練習が見られ、『標準日本語』で普通体の練習と相手との上下関係から考

えるスピーチレベルの使用練習が見られるのに対し、『新編日本語』ではスピーチレベルに

関する練習が不足していることがわかった。どの教科書も基礎練習または変換練習のよう

な、場面設定のない練習のみが見られたことから、今後の日本語教育では会話練習が必要不

可欠であると考えられる。メイナード（1991）は「文体を学ぶことによって従来『文』中心

であった日本語教育を、より大きな単位である談話に広げることが可能となる」（p. 80）と

述べている。また鈴木（1997）は、文型練習で扱われる言語行動と、具体的な場面を取り上

げた運用練習で扱われる言語行動は、はっきり区別しなければならないと指摘している。し

たがって、文レベルではなく、人間関係、場面設定のある談話レベルの運用練習が必要であ

ると考えられる。 

 さらに、3 番目の相違点として、スピーチレベル・シフトの説明が挙げられる。『総合日
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本語』では、スピーチレベル・シフトの定義とダウンシフトの機能を会話文の引用とともに

解説している。『標準日本語』では、会話中の登場人物の人間関係の変化を分析することを

通して、登場人物に使用されたスピーチレベルがいかにシフトしているのかを解説してい

る。『総合日本語』と『標準日本語』はそれぞれ中級と上級レベルでシフトの解説をする。

この点について、メイナード（1991）は、日本語教育では「学生に常に文末一貫の法則を強

いるのではなく、中・上級生には文末混用の意味を教えることも可能であろう」（p. 79）と

述べている。それに対し『新編日本語』では、スピーチレベル・シフトに関する明示的な説

明は見られなかった。この点から、『新編日本語』はスピーチレベル・シフトの解説が欠け

ていると言える。 

 最後に、スピーチレベル・シフトに関する練習が挙げられる。『総合日本語』ではダウン

シフトとアップシフトの両方の練習が観察されたのに対し、『標準日本語』と『新編日本語』

ではスピーチレベル・シフトに関する練習が見当たらなかった。これにより、中国国内で出

版された日本語教科書はスピーチレベル・シフトに関する練習がまだ不十分であると言え

る。 

 

8．日本語教育への示唆 

 本研究では、中国国内の日本語専攻の大学生が使用している 3 種の日本語教科書におけ

るスピーチレベルとスピーチレベル・シフトの指導を分析した。その結果について、今後の

日本語教育への示唆として以下にまとめる。 

 

 スピーチレベル： 

1） 初級：丁寧体と普通体の導入部分では明示的な知識が見られなかった。今後の日本語

教育では、スピーチレベルの導入とともにそれに関する説明を付け加える必要があ

ると考えられる。 

2） 中級：相手との親疎関係と上下関係の面から、丁寧体と普通体の使用に関する説明が

観察されたが、親疎・上下関係からスピーチレベルを考える運用練習が欠けている。

今後の日本語教育では、中上級での人間関係とスピーチレベルの運用練習が重要で

あると考えられる。 

3） 上級：丁寧体基調の会話における普通体の使用と機能について説明するが、それに関

する会話練習が見当たらなかった。今後の日本語教育では、上級での丁寧体基調の会

話における普通体の使用と機能を深く理解させるために、場面と人間関係設定のあ

る会話練習が必要不可欠である。 
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スピーチレベル・シフト： 

1） 初級：ダウンシフトとアップシフトの両方を導入するが、それらに関する明示的な知

識が見られなかった。今後の日本語教育では、初級でスピーチレベル・シフトの導入

とともに、それに相応する知識も提示することが必要である。 

2） 中級：ダウンシフトの機能を説明したのは『総合日本語』のみであった。また、全て

の教科書でアップシフトの機能に関して言及されていなかった。今後の日本語教育で

は、スピーチレベル・シフトの定義説明のほかに、ダウンシフトとアップシフトの両

方の機能も明示的に提示することが必要不可欠である。 

3） 上級：アップシフトの練習が観察されたのは『総合日本語』のみであった。それ以外

の教科書はダウンシフトとアップシフトの両方の練習が観察できなかった。今後の日

本語教育では、中上級でのスピーチレベル・シフトの運用練習が必要である。 

 

 以上のように日本語教科書による説明が不十分であるため、中国語を母語とする日本語

学習者のスピーチレベルとスピーチレベル・シフトの習得に困難をもたらすのではないか

と考える。今後は日本語教科書の改訂と日本語教師からの解説が必要となろう。 
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