
Title 中国語における呼びかけ表現と待遇意識の変化 : ''你好 !'' の
用法を中心に

Author(s) 橋本, 永貢子

Citation [岐阜大学地域科学部研究報告] vol.[48]  p.[31]-[43]

Issue Date 2021

Rights

Version 岐阜大学地域科学部地域文化学科

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/79912

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



31 
 岐阜大学地域科学部研究報告第 48 号： 31 – 43 （2021） 

中国語における呼びかけ表現と待遇意識の変化 
――“你好！”の用法を中心に―― 

 
橋 本 永 貢 子 

 
（2020 年 11 月 30 日受理） 

 

Vocative Phrases in Chinese and the Change of Politeness 
Consciousness 

 
――Focusing on the Usage of“Nihao(你好)！”―― 

 
Ekuko HASHIMOTO 

 
 

１．はじめに 
 

本稿は、20 世紀後半から 21 世紀初頭現在における中国語の呼びかけ表現について記

述し、とりわけ呼びかけ表現として“你好！”1が用いられる意義について考察する。 
“你好！”は、おそらく最もよく知られた中国語の一つであろう。辞書には次のよう

に記載されている。 
 

(1) 「（人［単数］に会った時や人［単数］を訪れたとき、朝・昼・晩ともに用い）

「おはよう、こんにちは、こんばんは」 

（伊地知善継編 2002『中国語辞典』白水社） 

(2) “hi; hello; how do you do; how are you” 

（吴景荣・程镇球主编 2000《新时代汉英大词典》商务印书馆） 

 
これらの記述にもあるように、“你好！”は、出会いの際のあいさつ語と言ってよい。

ところが、近年では、必ずしも＜あいさつ＞とは言えないような用法が広まっている。

筆者が最初に気が付いたのは、2010 年前後だったかと思うが、飛行機の機内でのこと

である。フライトアテンダントが、乗客に “你好！”と声をかけて毛布を手渡してい

                                                   
1 “你好！”の他に、敬称の二人称“您”を用いた“您好！”も用いられるが、本稿では、“您

好！”も含めた形式を代表するものとして“你好！”と記す。 
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たのである。また、2019 年には北京の老舗薬店で、次のような場面に遭遇した。ある客

が漢方薬について、細かく店員に相談した後、購入する薬を決定し、店員が在庫を探し

に奥へ下がったのだが、その店員に対し、客がさらに何かを尋ねようとして、“你好！”

と声をかけていたのである。 
いずれの場面でも、フライトアテンダントと乗客、購買客と店員はすでに言葉を交わ

しているため、改めて出会いの＜あいさつ＞をしたとは考えにくい。あいさつ以外の意

図を持って“你好！”を使用したと考えるのが妥当であろう。では、それはどんな意図

であったのだろうか。言い換えれば、“你好！”にはどのような機能があるのだろうか。 
結論から言えば、本稿では、こうした“你好！”の用法に、儀礼的な意味でのあいさ

つ言葉を超えた「呼びかけ」表現としての機能を主張したい。以下では、具体的な用例

について記述し、“你好！”がこうした新しい用法を獲得するに至った状況について考

察していく。まず次節では、一般的な呼びかけ表現のタイプについて概観し、次に 20 世

紀後半以降の呼びかけ表現の変化について、教科書に記載された例を見ていく。そして、

21 世紀初頭における“你好！”の用法を記述し、最後にその意義を考察する。 
 

２．中国語の呼びかけ表現 

 
まず、本稿で言う「呼びかけ表現」について、確認しておく。 
誰かに話しかけようとする時、私たちは何らかの形で自分が話しかけようとするサイ

ンを送り、相手の注意を引こうとする。そのサインは、手を振ったり、肩を叩いたりと

いった非言語的な手段を用いる場合もあれば、何らかのあいさつ言葉を用いたり、名前

を読んだりという言語的な手段に拠ることもある。本稿では、こうした相手の注意を引

くために発する言葉を「呼びかけ表現」とする2。「呼びかけ表現」の中には、以下にも

示すように、「呼びかけ語」あるいは「呼称語」と称されるタイプが含まれる。「呼びか

け語」は、「呼びかけるときに話し手が聞き手を表すのに使用する名詞または名詞句」

と定義される3。本稿では、こうした一般的な「呼びかけ語」に加えて、あいさつ言葉や

（呼びかけるために用いる）感動詞もまた、聞き手の注意を引く際に用いられるものと

して扱い、「呼びかけ語」とは区別し、「呼びかけ表現」という用語を用いる4。 
さて、中国語の「呼びかけ表現」には、大きく分けて、呼びかけ語を用いる呼称型、

                                                   
2 中国語では、“招呼语”という用語があるが、“招呼语”は本稿で言う「呼びかけ表現」のみ

ならず、広くあいさつ言葉も含まれる。 
3 小田 2010：7 参照。 
4 林炫情 2003 では、「あのう」「もしもし」「すみません」などを「喚起語句」としているが、

これには、呼称語が含まれていない。また本稿でいう「呼びかけ表現」は、相手の注意がすで

に向いている場合にも使用されることがある。 
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あいさつ型、感動詞型の三つのタイプがある5。呼称型には、名前や親族名称、職階・身

分、一般名詞（先生、美女、小伙子）、そしてそれらを併用した形式など、様々なバリ

エーションがある。あいさつ型には、“劳驾”“请问”“不好意思”“打扰一下”などがあ

る。感動詞型というのは、“欸！”や“喂！”“嗨！”など、それ自体具体的な意味を持

たず、まさに呼びかけるために発する、あるいは、“那个…”のように言いよどむ際に

用いられるものがある。 

知り合いであれば、基本的には名前、あるいは職階・身分、親族名称またはそれらを

併用した形式を用いる。名前を知らない、あるいは初めて会った人に対しては、あいさ

つ型や感動詞型を用いる以外に、呼称型も用いる。例えば店舗内であれば、“服务员”

や“老板”などの職業・身分を表す言葉を用いたり、“阿姨”や“小哥哥”など親族呼称

に準じた言葉や褒義を含む“美女”“帅哥”などを用いたりする。そのほか、道で何か

を尋ねたりする場合には、汎用的な“先生”や“师傅”“同志”なども、地方や年齢によ

って使用状況に相違はあるものの、呼びかけ表現として使われる。 

  相手をどう呼ぶかというのは、話し手の聞き手への態度や立場を直接的に示すもので

あり、どの言語においても、場面に応じて適切に使用することが求められるものであろ

う。とりわけ中国語では、日本語のような狭義の敬語がないため、呼びかけ表現が相手

への親疎意識や上下意識を示すものとなり、それ自体がポライトネスに関わるものとし

てセンシティブにとらえられている6。そのような言語において、呼びかけ表現に用い

られる語に変化があるとすれば、それは待遇意識自体が変化している可能性が考えられ

る。本稿では、未知の人に対して用いる呼びかけ表現に着目し、待遇意識の変化につい

て考察する。次節では、規範的な意識を反映している教科書の用例やアンケート調査、

さらには筆者自身が遭遇した用例を挙げ、呼びかけ表現の変遷について見ていく。 

 

３．未知の人に対する呼びかけ表現――教科書ではどう呼びかけているか 

 
3.1 “同志” 
 まず、1983 年に出版された『中级口语 Intermediate Spoken Chinese』（北京语言学
院）における、呼びかけ表現を話題にしている会話文を見てみよう。 

 

(3) （知り合いへの呼びかけ語について話したあと） 

哈雷：那不熟悉的呢？有时我真不知道该怎么称呼。 
安娜：有什么难的，就叫“同志”好了。对生人，如果问路，打听什么事，什么也

                                                   
5 陈松岑 1988、祝畹瑾 1992、张喜文 2015 など参照。なお、日本語では二人称代名詞が呼びか

けに用いられるが、中国語では呼びかけ表現としては用いない。 
6 陈松岑 1988、祝畹瑾 1992、橋本 2000 等参照。 
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不用叫，说一声“劳驾”、“请问”或“打扰您一下”，接着就说你要说的事儿。 

哈雷：对年纪大的怎么称呼好呢？ 

安娜：一般称大爷、大娘、老人家；对有学问的人，称先生，老先生。 

哈雷：对小孩就好办了，叫声“小朋友”。 （p.143） 

 

親しくない人への呼びかけとしては、とにかく“同志”と呼べばよく、道を聞く時な

どには、“劳驾”（恐れ入ります）、“请问”（お尋ねします）“打扰您一下”（ちょっとすみませ

ん）と声をかけて用件を述べるとしている。また、年配の人であれば、“大爷、大娘、老

人家”（おじいさん、おばあさん、ご老人）と呼び、学問のある人には“先生，老先生”、子

供には“小朋友”（お友だち）を用いると示している。当該テキストでは、実際におおむ

ね(3)のように用いられている。 

 

(4) （銀行で） 

安娜：同志，我要换人民币。 

营业员：好。您带的什么外币？ 

安娜：法国法郎。              （同上、p.11） 

(5) （病院の受付の窓口で） 

安娜：同志，挂个号。 

护士：看什么科？ 

安娜：内科。                （同上、p.114） 

(6) （バスの中で） 

哈雷：劳驾，去百货大楼在哪儿下车？ 

售票员：灯市西口。 

（中略） 

乘客：你们好！你们是哪国人？ 

哈雷：法国人。               （同上、p.19） 

      

 (4)では銀行員に対して、(5)では病院の受付の職員に“同志”と呼びかけている。両場

面とも、あるいはこれまでにも来たことがあり、顔見知りの可能性もあるが、少なくと

も、素性、立場が分かっているため、“生人”＝「知らない人」ではなく、“不熟悉的”

＝「親しくない人」として呼びかけているということであろう。(6)では、バスの車掌に

“劳驾”と呼びかけているが、本来は“同志”と呼びかけても全く問題はない。ここで

は、駅の場所を教えてもらうために、少し丁寧に話しかけていると考えられる。一方、

外国人である哈雷たちに、中国人乗客は“同志”ではなく“你们好！”と話しかけてい

る。“同志”は、汎用的な呼びかけ語であるとはいえ、原義は「志を同じくする者」で
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あるため、外国人には使いにくいようである。邱质朴 1990 では、次のように記述して

いる。 

 

“同志” 

中国人の間で普通に用いられるよびかけ。男女いずれに対しても用いうる。外国

人に対してはほとんど使わない。外国人のほうは、見知らぬ中国人に対して“同

志”と呼びかけてもよい（とりわけ何か手助けしてほしいとき）。ただし、知り

合いになった場合やよく知った間柄の場合には“先生”“女士”と呼びかけたり、

ただ姓名・肩書でよぶ。 
 
 ところが、この“同志”という呼びかけ表現は、20 世紀後半以降、その使用頻度を大

幅に低下させている。呉世平 1999 の調査では、道を尋ねる際に“同志”と呼びかける

学生が、1994 年では 100 人中 16 人であったものが、1999 年では 0 人であったという。

また、1993 年に発布された（旧）汉语水平考试（HSK）の常用語彙一覧表では、“同志”

を最も低いレベルの甲級に配しているが、2009 年に発布された新 HSK では、最も高い

レベルである 6 級に配している。同じく旧 HSK では甲級に配されていた“先生”が新

HSK では 3 級に、“女士”が乙級から５級に配されていることを見ても、“同志”が著し

く使用頻度を低下させていることがうかがわれる。 

 

3.2 親族名称       
 HSK、言い換えれば、中国語学習における語彙レベルという側面から言えば、新旧HSK

でほぼ同等のレベルに配されている語彙として“阿姨”“叔叔”がある。旧 HSK では、

乙級に配されていたが、新 HSK では 3 級に配されている。旧 HSK では、レベルを甲乙

丙丁の四段階に分け、新 HSK では 1 級から 6 級まで 6 段階に分けていること、新 HSK

では語彙数が減少していることを考えると、ほぼ同等に扱われているとみてよいであろ

う7。教科書には、“阿姨”“叔叔”のみならず、新 HSK の語彙大綱には記載されていな

い“大爷”や“大妈”などで呼びかける用例も現れている。 
  

(7) 主持人：看来这位女士很不赞成孩子多看电视；那么我们听听小朋友的意见。 

哪位小朋友愿意说一说？ 

小学生：（站起来大声地）叔叔，我来说一说。我觉得这个奶奶说得有道理，我们

                                                   
7 旧 HSK においては加算的に語彙数が示されており、甲級の語彙数は 1033 語、乙級は 2018 語

である。一方新 HSK では、下位級の語彙を含めて語彙数を示しており、一級が 150 語、二級で

300 語（つまり、＋150 語）、三級で 600 語、四級で 1200 語、五級で 2500 語と示されている。

ただし、新 HSK では既出語彙における漢字同士の組み合わせで成立する語を黙認詞（“默认

词”）として、提示された語彙と合わせて修得することを求めている。 
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学生不应该因为看电视而耽误学习。可要说电视对我们一点儿好处都没

有，完全不让我们看电视，那我可不同意。 

（1997年《高级汉语口语》上册 北京大学 p.146） 

(8) （湖边小树林里，几位老人在聊天儿，身边的树枝上挂着几个鸟笼子） 

玛丽：（对老人甲）大爷！您早哇。您每天都起这么早吗？ 

（1997年《中级汉语口语》下册 北京大学 p.8） 

(9) 玛丽：（对老人乙）大妈！您是在练气功吧？ 

老人乙：这哪是气功啊！我们只是几个老姐妹凑在一起，活动活动身子。姑娘，

你是不是也想跟我们练练哪？（同上 P.9） 

 

(7)は、あるテレビ番組で、小学生が司会者である男性に“叔叔”と呼びかけているも

のである。(8)では、外国人である“玛丽”が、湖のそばでおしゃべりをしている初めて

会う老人に“大爷”と呼びかけ、また(9)では体を動かしている年配の女性に“大妈”と

呼びかけている。“同志”の使用が減少する一方で、親族呼称は 2000 年前後の教科書で

も散見される。親族呼称を、親族以外の見知らぬ人に用いるのは、心理的距離を縮めよ

うとするからに8他ならない。もちろんこれらの親族呼称は、日本語の「おじいさん、お

ばあさん、おじさん、おばさん」がそうであるように、すでに親族以外の人に用いる一

般的な呼称語になってはいる。しかし、“先生”や“女士”と呼びかけるのに比べ、や

はり親しげな気分が表れる。 

 ところが教科書での使用にもかかわらず、実際の親族呼称の使用も減少傾向にあると

いう。薛鳴 2000 では、1998 年 6 月から 1999 年 1 月に行った調査結果として、道を聞

く場合「約半数」が親族呼称を使用していると報告している。一方、劉寧 2016 は、2015

年 10 月～11 月の調査結果として、自分の親と同世代の女性に呼びかける場合は 12％

が、男性の場合には 23％が親族呼称を用いるにすぎないと報告している。また、呉世

平 1999 の調査結果では、道を尋ねる際に親族呼称などを用いるものが、1994 年の調査

時では 49％であったのに対し、1999 年ではわずか 12％であったことを報告している。

この割合には、“同志”“师傅”を除く汎用的呼称、すなわち“先生”や“小姐”“同学”

なども含まれているものの、少なくとも、親族呼称を用いているものが 1999 年の調査

では 12％以下であったことが分かる。陈松岑 1988 の調査を受け、管延增・丁帅 2009 は、

同じく、北京における呼びかけ語の調査を行っているが、やはり、親族呼称使用の減少を指

摘している。 

ただ、筆者が 2019 年 8 月および 2020 年 12 月に行った調査9では、落とし物をした人

                                                   
8 陈松岑 1989（p.23）、齐会杰 2020（p.115）等参照。 
9 本調査は、アンケート用紙を配布しそれに記入してもらう形式で実施した。回答者の年齢は
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を呼び止める際に親族呼称を用いたものは、相手が同年代の男性の場合が 12.9％ではあ

るものの、年配の女性の場合は 56.5％であった。年配の女性について言えば、「半数以

上」ということになるが、相手の属性にも関係している可能性がある。劉寧 2016 の調

査のうち、知り合いの呼びかけ語のうち、大学の職員や職場の年上の人に対して親族呼

称を用いると回答した人はいずれも 50％以下である一方、父親の同僚では 78％、近所

のおばあさんでは 86％であったと報告している。つまり、相手や場面によって、親族呼

称の使用比率は異なり、年配の女性に対しては、比較的多用されるというわけである。 

このように、呼びかける相手、調査地域、場面設定あるいは方法の相違により、親族

呼称の使用にはばらつきがあるものの、総じて 20 世紀に比較し、21 世紀初頭における

呼びかけ語は減少傾向にあることが指摘できよう。 
 
3.3 “你好！” 

 さて、“同志”や親族呼称が使用頻度を下げているとすれば、それらの語に代わって、

どんな語あるいは表現が用いられているのだろうか。 

 まず、前述の筆者が行った調査で得られた回答を示したい。 

 

(10) a) 阿姨，您的东西掉了。 

b)  你好, 你的东西掉了 

(11) a)  服务员, 点单。 

b)  你好，点单。 

 

(10)(11)の a)b)はともに一人の回答者のものである。(10)は前述の落とし物をした人

を呼び止める際の表現であり、a)は年配の女性を、b)は同世代の男性を想定している。

(11)は、レストランで注文をしようと店員に声をかける際の表現であり、a)は若い男性

を、b)は中年の女性を想定している。興味深いのは、(10)では、年配の女性に“阿姨”

と呼びかけているところを、同世代の男性では“你好”と呼びかけ、(11)では、若い男

性には“服务员”と呼びかけているところを、中年の女性には“你好”と呼びかけてい

ることである。さらに落とし物のケースでは、年配の女性に“你好”と呼びかけ、同世

代の男性には“同学”と呼びかけているもの、レストランでのケースでは、若い男性に

“你好”と呼びかけ、中年の女性には“阿姨”または“老板”と呼びかけている回答も

あった。つまり、人によってどのようなタイプの人に対し、親族呼称や身分名を用いや

すいかは異なるものの、これらの呼びかけ語に代替あるいは相当するものとして“你好”

が用いられているのである。 こうした状況は、すでに教科書においても見られる。 

                                                   
18 歳～76 歳。平均年齢は 28.3 歳。現在在住している地域の内訳は、四川省 32 名、広東省 20
名、北京市 3 名、江蘇省 1 名、遼寧省 1 名、甘粛省 1 名、日本 4 名である。 



38 
橋本 永貢子 

 

(12) （空港で） 

李建明：您好！请问您是美国国际贸易公司的史密斯先生吗？ 

史密斯：是的。请问您是…… 

（李晓琪主编 崔华山编著 2017《新丝路 中级速成商务汉语Ⅰ》北京大学出版社 p.1） 

 

 (12)では、相手が誰だか分からない状況で“您好！”と声をかけており、あいさつ語

というよりは、やはり、注意を引くための呼びかけ表現としての機能がうかがわれる。

筆者の調査結果でも、店員に売り場を尋ねる際、“请问”の前に“你好”と呼びかけて

いる回答を得ている。 

 

(13)  你好，请问＊＊在哪儿？ 

(14)  美女，请问…在哪里呢？ 

 

 (14)の“美女”が呼びかけ表現であるなら、(13)の“你好”もまた呼びかけ表現と見る

べきであるし、(13)と同等の構造を持つ(12)の“你好”もやはり、呼びかけ表現の機能を

有すると考えるべきであろう。 

 

(15) （售货员给顾客开小票以后） 

售货员：您拿着这张小票去交钱，收银台在那边。 

（在收银台） 

收银员：您好，一共是 710元。 （《新丝路 中级速成商务汉语Ⅰ》 p.64） 

(16) （玛丽早就想做一件旗袍了。这一天，她来到一家有名的服装店……） 

    店员：小姐，您想做件什么？ 

（1997年《中级汉语口语》下册 北京大学 p.137） 

 

(15)では、茶道具を買い、代金を払おうとする際に店員が声をかけており、こちらはあ

いさつ語として理解することもできる。しかしかつての教科書であれば、(16)のように、

何らかの呼称語を用いているような場面でもある。 

 もちろん(12)や(15)の例は、本来の挨拶語としての機能も持っており、呼びかけ表現

というのは語用論レベルでの機能ということになる。しかし現実の世界では、その語用

論的機能がさらに拡張し、あいさつ語と見るのが困難な用例さえある。 

   

(17) （バスの中で） 

你好！你能往里坐吗？ 
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(18) （レストランで従業員が客に） 

您（你）好，您（你）的菜上齐了。 

(19) （レストランで客が従業員に） 

哎你好， 麻烦加点水。       （以上、黄辉 2016から引用） 

 
 (17)では奥へ詰めるよう依頼する際に、(18)では料理を運んできた際に、(19)では水を

注いでくれるよう依頼する際に“你好”を用いている。黄辉 2016 は、これらの用例を

挙げ、英語の“Excuse me”に相当する用法であると指摘している。筆者自身もこうした

用法にたびたび接していることは冒頭でも示したとおりである。さらに、くだんの老舗

薬店では、商品棚にある商品について他の客への接客中に割り込みながら店員の説明を

受けていた客が、他の客の対応が終わり、自分の番になった際に、改めて店員に対し“你

好！”と話しかけているケースもあった。この用例では、“Excuse me”という注意喚起

にとどまらず、それによって、自身の相手への改まった態度を示すという、呼びかけ表

現のもう一つの機能に言及しないわけにはいかない。この点については、次節で詳しく

考察するが、ここでは 21 世紀初頭の呼びかけ語として、新たに“你好！”が大きな役

割を果たしつつあることを指摘しておく。 

 

４．考察 

 

 前節では、未知の人に用いる呼びかけ表現として、“同志”と親族呼称を取り上げ、

それぞれ使用頻度を下げていることを示し、それに対し“你好！”が、単なるあいさつ

語としてのみならず呼びかけ表現として機能していることを見てきた。本節では、こう

した状況が現れた要因について考えてみたい。 

 まず、“同志”の衰退には、幾つかの社会的要因が指摘できる。一つは、この語が本

来持っている「（政治的）理念を共有し共に変革を推し進めていく仲間」という意識が

改革開放の進んだ現代にそぐわず、「古くさい、前世紀の遺物のような印象」10があるこ

とである。前世紀においても、“同志”と呼ぶことは、政治的に問題のないことが大前

提であり、仮にそうでなければ誤解を招く場合があり、実は注意の必要な語であった11。

現代では、そうした意味での危険性はないものの、ある映画祭での使用から「同性愛者」

という拡張義を持ったため、別の誤解を生む可能性のある語となってしまっている12。

また、李成军 2017は、人々が“某某长”や“某某书记”“某某总”“某某主任”などの役職

で呼ばれることを好むようになり、同じ身分であることを示す“同志”の使用を避けるよ

                                                   
10 水野 1998：59。 
11 陈松岑 1989：39。 
12 李成军 2017参照。 
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うになっていると指摘する。 

 次に、親族名称についても価値観の変化が指摘できる。中国の伝統的価値観では、本

来該当するであろう世代より高い親族呼称を使うことで敬意を示すとされてきた。つま

り、20 代であっても“叔叔（おじさん）”“阿姨（おばさん）”、40 代であっても“爷爷（お

じいさん）”“奶奶（おばあさん）”と呼ぶのが礼儀正しいとされていた。しかし現在では、

「若く見られたい」と思う人が増え、一世代、あるいは二世代上の親族呼称を用いて呼

ぶことが、必ずしも相手を心地よくさせるとは限らなくなった。そして、どのように呼

ぶべきかとまどい、呼びかけ語を用いないという現象も現れるようになっている13。ま

た、陈松岑 1989（51-52）は、一種のプライドから、呼びにくさを感じていることを指

摘している。すなわち、それほど親しくもない人に、親族名称を使うことは、取り入ろ

うとしているように思え抵抗があるというのである。実のところ、何か便宜を図っても

らおうとする際に、それまでの呼び方を変えて、敢えて“大哥”や“大姐”のように呼

びかける場合があることを考えれば、親族呼称を用いることは意図を持った行動と誤解

される側面もあるのだろう。 
このほか、“先生（知識人に用いる）”や“师傅（特殊な技能を持つ人に用いる）”、あるい

は“帅哥（かっこいいお兄さん）”“美女（美女）”といった呼称も，本来の意味にふさわ

しい人以上の対象に広く用いられているが、これらはそのように呼びかけることで相手

を持ち上げる表現である。 

  

(20) （ある青年が劇場のチケット確認係の若い女性に） 

青年人：师傅，让我们进去吧！ 

女青年：不行，没有票，不让去。 

青年人：叫你“师傅”，还不行吗？     （祝畹瑾 1992 から引用） 

 

“师傅”と呼ぶことで、便宜を図ってもらおうとする会話である。同時に、祝畹瑾 1992

が挙げるこの用例は、中国社会で呼びかけ語がいかに重要かを物語ってもいる。 

 “同志”と親族呼称は、相手を自分と同じ仲間とみなす、あるいは自分の身内と見立

てることにより、Brown＆Levinson1987 のいうポジティブ・フェイスを満たすものであ

る。そして、“先生”や“师傅”、あるいは“帅哥”“美女”もまた、相手を高く評価する呼

称を用いることにより、相手のポジティブ・フェイスを満たそうとするものである。名付

けるなら、前者は親近型であり、後者は世辞型である。これらに対し、“你好！”はど

のようなタイプといえるだろうか。 

 

                                                   
13 陈松岑 1988、呉世平 1999 等参照。 
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(21) 玛丽：（走进对面的办公室）请问，您是王老师吗？ 

（《中级汉语口语》上册  p.5） 

(22) （=(12)） 

李建明：您好！请问您是美国国际贸易公司的史密斯先生吗？ 

(23) 甲：喂，是春城饭店吗？我要 506房间 

乙：请您稍等。                           （《中级汉语口语》上册  p.36） 

(24) （电话铃声） 

女：喂，你好！北京饭店前台。 

男：你好！我们公司有位重要的客户 6月 10号到达北京，我想给他预定一个房

间。                       （（《新丝路 中级速成商务汉语Ⅰ》p.13） 

 

(21)(23)は、1997年発行の教科書から引用したものであり、(22)(24)は 2017 年発行

の教科書から引用したものである。(21)と(22)、(23)と(24)が、ほぼ同等の状況であり

ながら、1997 年教科書には用いられていなかった“你/您好！”が、2017年教科書にお

いては用いられている。発話の目的は、相手が誰であるかを確認する、あるいは、自分

が何者であるかを伝えることである。それらが主要部分であるなら、それに先立つ“你

/您好！”は、コミュニケーションを円滑に進めるための補足部分となる。かつては必

要とされなかった成分が、現在モデルとして示されるということは、現在そのような成

分が好ましい表現として求められているということであろう。(22)(24)の“你/您好！”

が果たしているのは、挨拶が持つ機能、すなわち相手を認め、相手を尊重する気持ちを

伝えることである。一方で、“你好！”が、親しい間柄では用いない、よそ行きの、あ

るいはあらたまった表現であると14いう点では、過度に親しげにふるまわず、節度を保

ちながら、尊重の気持ちを示す表現であると言える。そしてこうした機能が、3.3 で見

たように挨拶の範疇を超えて使用されているということは、前世紀とは異なる接し方を

するべき対象が、一つのカテゴリーとして顕在的になっているということに他ならない。 

木村 1996：216 は、かつての中国で電話をかけてきた相手が、いきなり“喂，你是谁？

（もしもし、君、誰）”と話したことに驚きを以って紹介している。現在ではさすがに失

礼な表現と見なされ、言うとしても“您是哪位（どちら様ですか）”あるいは“请问您是

……（すみません、あなたは……）”のように、より丁寧な言い方が一般的である。しかし、

まだ固定電話がそれほど普及しておらず、電話を受けた相手が家人かあるいは隣人かも

分からない状況にあった当時は、唐突に“喂，你是谁？”と言うことも、さほど失礼な

言い方とはみなされていなかったのである。電話の向こうの見ず知らずの人間に、わざ

わざ敬意を示すまでもないというのが当時の感覚であり、社会的にも容認されていたの

                                                   
14 大河内 1991：19、木村 1996：211 等参照。 
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である15。もちろん、21 世紀の現在では、そのようなぞんざいな話し方は容認されず、

見ず知らずの人間にも、あるいは見ず知らずの人間だからこそ、一定の距離を保ちつつ、

しかし丁重に応対するようになっている。そのための表現の一つが“你好！”であり、

近すぎず、また媚びずに敬意を示すタイプとしての呼びかけ表現である。その意味にお

いて、“你好！”を用いた呼びかけは「儀礼型」といってもよいであろう16。 

 “同志”と親族呼称を使用することへのためらいはすでに述べた通りであるが、“先

生”や“师傅”もまた、万能ではない。“先生”と呼ぶと上品すぎて、かえって馬鹿にし

ているように思われないかと心配になったり、“师傅”と呼ぶのも俗っぽく、相手を教

養がない人間とみなしていると誤解されないか心配になったりするという17。“帅哥”“美

女”についても、若い人の中には親は使っているが自分は使わないという人もあり、世慣れ

しているようで、使いづらいという。その点、“你好！”であれば、相手に取り入るよう

なニュアンスはなく、自分を卑下することもない。より敬意を表したければ、“您好！”

と言えばよく、それも同世代や自分より下の世代に用いてもかまわず、忌避するべき要

素の少ない、極めて使い勝手の良い表現なのである。誰かを呼び止める際に、“不好意

思（すみません）”を用いる場合もあるが、しかし、相手の利益になることで呼び止めよ

うとする際には、そもそも謝る必要がないわけであるから、行動と言葉にずれが生じて

しまう。しかし“你好！”であれば、そうした矛盾もなく、“你好！”が“你好吗？”―

―日本語で言うなら「ちょっとよろしいですか」のような意味合い――につながること

から言っても、多くの場面で容認できる表現だといえよう。こうした語彙的意味と社会

的必要が相まって、“你好！”が急速な広まりを見せていると考えられる。 

 

  ５．おわりに 

 以上、呼びかけ表現としての“你好！”の用法とその他の幾つかの呼びかけ語を比較

対照し考察を行った。新たな呼びかけ表現“你好！”の台頭は、中国社会全体として、

近づきすぎず、また媚びる必要もなく、しかし丁重に対応すべき対象カテゴリーが確立

したことを背景としている。現在においては、“欢迎光临！（いらっしゃいませ）”“欢迎

再来！（またのお越しを）”あるいは“请问您需要点什么？（すみませんが、何をお求めにな

りますか）”“请慢用。（どうぞごゆっくり）”のような接客用語がごく当たり前に用いられ、

さらには何も購入していないにも関わらず、“谢谢光临！（お越しいただきありがとうござ

います）”と挨拶されることすらある。かつて目の前に商品があるにも関わらず“没有”

と言われてしまう経験をしている身には、まさに隔世の感がある。こうした社会の変化

                                                   
15 木村 1996：216 参照。 
16 一定の距離を保つとはいえ、必ずしもネガティブ・フェイスのみに配慮しているとは言えな

い。“你好！”と声をかける以上、ポジティブ・フェイスにも配慮していると考えるべきであろ

う。 
17 李成军 2017：60参照。 



43 
中国語における呼びかけ表現と待遇意識の変化 

があるからこそ言葉も変化し、“你好！”のような新しいタイプの呼びかけ表現が成立

することで、新たな対人意識が強化され、社会全体もまた変化していくのであろう。急

速な発展を遂げる中国が、今後どのような表現を生み、それが社会へどのように影響を

与えていくのか、今後も関心を持って見ていきたい。 
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