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日本語の人称代名詞

1. 代名詞とは

代名詞は、名詞の一種であって、事物を直接に指してその名の代わりに用いられるものをいう。

代名詞には、人を指すものと、事物・場所・方角をさすものとがある。前者を人称代名詞といい、後

者を指示代名詞という。日本語には、定型の人称代名詞がない。このことについて他言語と比較し

て検討する。

2. 日本語の系統

世界の主要な言語を分類してみると下記のようになる。

インド・ヨーロッパ語族 インド・イラン語派 ベンガル語、ヒンディー語等

スラブ語派 ロシア語、ポーランド語、チェコ語等

イタリック語派 フランス語、イタリア語、スペイン語等

ギリシア語派 ギリシア語

ゲルマン語派 英語、ドイツ語、オランダ語等

シナ・チベット語族 シナ語派 中国語、ベトナム語、チベット語、ビルマ語等

ウラル・アルタイ語族 ウラル語派 フィンランド語、ハンガリー語等

アルタイ語派 トルコ語、モンゴル語等、（朝鮮語）（日本語）

注：朝鮮語や日本語をアルタイ語派に分類するのを疑問視する学者も多い。

これらの言語のうち母語としての話者の人口の多いのは、中国語、英語、ヒンディー語、スペイ

ン語、アラビア語、（以下省略）の順となる。最近の情報技術の発達に伴い、我々日本人がもっとも

接する機会の多い外国語は英語である。日本語の代名詞の問題を考えるとき、インド・ヨーロッパ

語族、特に英語、ドイツ語、フランス語等および日本語が属するとされるウラル・アルタイ語族と比

較対照してみなければならない。

3. 人称代名詞

3.1 日本語の人称代名詞

日本語の人称代名詞の例を表にすると次のようになる。

表 1 日本語の人称代名詞 1)

自称 対称 他称 不定称

わたくし

わたし

おれ

ぼく

あなた

おまえ

きみ

かれ

かのじょ

あのひと

そのかた

だれ

どのかた

どなた

ここで日本語の人称代名詞には次のような特徴がある。

(1) 「ぼく（僕）」や「きみ（君）」は、普通名詞から転じたものである。
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(2) 「おまえ（お前）」は、場所に関係する言い方である。

(3) ｛あなた｝は、文語の方向を示す指示代名詞の遠称の一つ 2)で、口語の「あちら」と同じ意味

である。この語は現在、「かなた」とともに詩や短歌で使われる。

(4) 「あのひと」「そのかた」「どのかた」の「あの」「その」「どの」は、指示代名詞「あれ」「それ」「ど

れ」に対応する連体詞である。なお「かた（方）」は、「ひと（人）」の尊敬表現である。

(5) 上表には記載されていないが、話者の目の前に上司である部長や社長がいれば、「あなた」

ではなく、「部長」や「社長」で話しかける。また、教師、医師、弁護士等には「先生」を使う。こ

れらは、一種の人称代名詞と言える。

3.2 英語の人称代名詞

英語の人称代名詞の主格を表にすると次のようになる。

表 2 英語の人称代名詞（主格）

単数 複数

第一人称 I we

第二人称 you you

第三人称 he

she

it

they

英語には格というものがある。格とは、名詞および代名詞の同じ文中の他の語句に対する関係

のことである。例えば第一人称単数の主格は I であるが、所有格は my で、目的格は me である。

日本語には格は存在せず、第一人称単数が主語になる場合、たとえば「私が」または「私は」の

ように助詞を付ける。また第一人称単数の所有格および目的格は、それぞれ「私の」および「私

を」・「私に」のようにいう。

すなわち、英語では格が変わると人称代名詞全体が変わるが、日本語では代名詞である「私」

や「僕」は、変化せず、その後ろに付ける助詞が変わるだけである。

4. 文の構成

ここで注目しなければならないのは、日本語が、英語、ドイツ語、フランス語等とまったく系統の

異なる言語である点である。英語、ドイツ語、フランス語等の文は基本的に主語＋動詞＋目的語で

構成される。すなわち、これらの言語は主語がないと成立しない。一方、日本語では、特に会話で

は主語が登場しないことが多い。したがって、代名詞を主語とする表現も少ない。具体的な例とし

て、「何が食べたい？」と相手にたずねるとき、主語は省略されているが、英語の場合必ず主語とし

て you が登場する。また「パパにかしてごらん」というとき、英語では Give me となって必ず me とい

う人称代名詞が登場する。すなわち、日本語の「パパに」という名詞＋助詞の語句が、英語では第

一人称単数目的格の代名詞 me に相当しているわけである。

日本語の小説などで地の文には、たとえば「我々」「彼」「彼ら」などの代名詞が登場するが、会
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話文では代名詞がほとんど登場しない。上記の「何が食べたい？」や「パパにかしてごらん」は、会

話文であるが、日本語の場合、名詞または代名詞を省略すると文の意味が不明確になる場合を除

いてそれらが省略される。その理由として次のことが考えられる。

(1) 音節数

英語、ドイツ語、フランス語の第一人称単数主格は、それぞれ I、ich、je ですべて 1 音節の

語であるが、日本語の「わたし」は 3 音節であり、ふつうこれに助詞が付くと「わたしが」のよう

に 4 音節になる（音節とは、連続する言語音を区切る単位の一種で、典型的には、1 個の母

音を中心に、その母音単独で、あるいはその母音の前後に 1 個または複数個の子音を伴っ

て構成する音声（群）で、音声の聞こえの一種のまとまりを言う）。どこの国や地方の言語でも、

特に会話では音節数を減らそうという傾向があり、日本語の単語は他言語と比較しても音節

数が多い方なので、不都合がないかぎり語を省いた言い方になる。

(2) 敬語

敬語が発達している言語は、日本語、朝鮮語およびチベット語である。日本語では「来た」に

相当する敬語として「来られました」「お越しになりました」「いらっしゃいました」などがある。こ

れに対して「彼が来た」は会話文で使われることがあるが、地の文および会話文を含めた前

後関係から、単に「来た」としても不都合がない場合がある。ところが「彼が来られました」「彼

がお越しになりました」「彼がいらっしゃいました」という言い方は、用いられない。あえて主語

を入れるとすると、「部長」「社長」「院長」など発言者より身分の高い者になるが、これも前後

関係から省略しても差し支えない場合が多々ある。

(3) 女性語

たとえば、「いやだわ」とか「行くわよ」のように助詞「わ」の入った言い方が女性語と呼ばれる

表現である。この場合「『・・・・・』と彼女は言った」のような発話者を明らかにする語句は不要

になる。もっとも、たとえば不良少女の「てめー、何すんだよ」のような言い方は、これだけで

は発話者が男性か女性かが不明なので、前後関係から判断できない場合は、発話者を明ら

かにする語句が必要になる。

(4) 役割語

上記の女性語も役割語の一種であるが、これ以外に「こりゃ何じゃ」「よく見えんでのう」のよ

うな老人語や、「・・・するだ」「わがらねえだ」のような方言も、発話者が誰かを特定するのに

役立っている。

日本語では上記の(2)～(4)のような理由で会話文の人称代名詞がほとんどの場合省略される。

一方、欧米語、特に英語、ドイツ語、フランス語では、人称代名詞を入れないと文が成立しない。こ

のことが、これらの言語に各人称代名詞の定型がある理由となっている。逆の見方をすれば、日本

語では特に会話文で人称代名詞がなくても文が成立することがしばしばあり、定型の人称代名詞

の必要性が少なかったのであろう。これについて、朝鮮語では敬語が発達している点と、方言があ

り、人称代名詞を省略した会話文が成立する点で日本語に似ているが、女性語はないそうである。
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なお方言は、多かれ少なかれどの言語にもあるので、日本語や朝鮮語だけの特性とは言えない。

5. ウラル・アルタイ語族

上記 2.項で述べたインド・ヨーロッパ語族は、定型の代名詞をもっていることがはっきりしている。

日本語および朝鮮語は、ウラル・アルタイ語族に分類することについて異論を唱える学者も多いが、

あえて分類するならどうしてもウラル・アルタイ語族に入れざるをえない。したがって、ここでウラル・

アルタイ語族に属する主要言語であるハンガリー語 3)、トルコ語 4)およびモンゴル語 5)について、代

名詞がどんな形態になっているか調べてみよう。

5.1 ハンガリー語の人称代名詞

ハンガリー語は、上記 2.項から分かるように、ウラル・アルタイ語族のウラル語派に属する。ハン

ガリー語は、定型の人称代名詞をもっており、英語の be 動詞に相当する動詞がその直後にくる場

合と文の最後にくる場合とがある。一般の動詞は、人称変化をするので、主語となる代名詞を省略

して文を作る。本書の目的は、日本語と外国語のとの代名詞の比較であるので、ハンガリー語の文

法の詳細については省略する。

5.2 トルコ語の人称代名詞

トルコ語は、ウラル・アルタイ語族のアルタイ語派に属する。トルコ語は、第一人称および第二人

称のみ定型の人称代名詞をもっており、第三人称は、「あの人」のように指示代名詞＋普通名詞の

形をとる。この第三人称は日本語と同じ形態をとる。トルコ語の文法の詳細についても省略する。

5.3 モンゴル語の人称代名詞

モンゴル語は、ウラル・アルタイ語族のアルタイ語派に属する。モンゴル語は、トルコ語と同じく

第一人称および第二人称のみ定型の人称代名詞をもっており、第三人称は、「あの人」のように指

示代名詞＋普通名詞の形をとる。この第三人称は日本語と同じ形態をとる。モンゴル語の文法の

詳細についても省略する。

これら 3 言語の人称代名詞を表にすると次のようになる。

表 3 ハンガリー語、トルコ語およびモンゴル語の人称代名詞

ハンガリー語 トルコ語 モンゴル語 1

単数 複数 単数 複数 単数 複数

第一人称 én mi ben biz bi bid

第二人称 te ti Ön sen siz chi ta

第三人称 ő ők o2 o2 ter2 ted2

1 モンゴル語は、現在キリル文字（ロシヤ語で使われている文字）で表記されるが、ここでは便宜上ローマ字を用い

た。
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2 これらは人称代名詞ではなく、指示代名詞である。

6. 中国語

2.項で述べたように、世界で話者のもっとも多い言語は中国語なので、中国語についてもふれ

ておく。中国語は、シナ・チベット語族に属し、インド・ヨーロッパ語族およびウラル・アルタイ語族と

は異なる。この言語も、下記の表のように定型の人称代名詞をもつ。

表 4 中国語の人称代名詞

単数 複数

第一人称 我（wǒ）3 <I>4 我们（wǒmen） <we>

第二人称 你（nǐ）5 <you>

您（nín）

你们（nǐmen） <you>

第三人称 他（tā） <he>

她（tā） <she>

它（tā） <it>

他们（tāmen）

她们（tāmen） <they>

它们（tāmen）

3（    ）内はすべて拼音（ローマ字綴り）である。

4 <  >内は相当する英語である。

5「您」は「你」の親称であるが、ほとんどの場合「你」が使われる。

7. まとめ

以上のことをまとめると次のようになる。

(1) 世界の主要言語はほとんど、定型の人称代名詞をもつ。もたないのは、日本語および朝鮮

語のみである。

(2) 日本語の会話文では、特に必要性がないかぎり、人称代名詞およびそれに類する語（たと

えば、「あの人」）を用いない。これには、敬語や役割語（女性語を含む）の存在が関係して

いる。英語、ドイツ語、フランス語等では、人称代名詞を省略することはない。

(3) 日本語の人称代名詞は、普通名詞、場所を示す名詞または方向を示す指示代名詞に由

来している。

8. 補足

日本語には「下」の付く敬称がある。これは高貴な人に直接話しかけることは失礼に当たるとさ

れたことから、高貴な人のいる一定の場所のそばにいる取次ぎの人に間接的に呼びかけることで

敬意を表す敬称が発生した。この敬称には建物やその一部を示す漢字に「下」を付けるものが多

い。その例を下記の表に示す。これらはいわゆる第二人称に用いられる（例：「陛下、侍従長が参り

ました」）。第三人称の場合、初回は役職名の一種として用いられ、二回目からは人称代名詞（英

語の he に相当）として用いられる。この使い方は「部長」や「社長」等と同じである。
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表 5 「下」の付く敬称

敬称 使用対象例 一番目の文字の意味 6)

陛下 天皇、皇后、皇太后、皇帝、王 きざはし。本殿の前に設けた台座をかためた石積

み。宮殿の階段。

殿下 皇太子以下の皇族、王族 ずっしりと土台を構えた建物。

閣下 首相、大統領、大使、軍の高官 台脚で支えた建物。宝物や書物をしまっておく高

いくら。台脚で支えた御殿、役所、見はらし台など。

猊下 首座の聖職者、法王、僧正、教

皇

仏の座るべき座。獅子座。転じて高僧の座る座。
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