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（2020 年 11 月 28 日受付、2021 年 2 月 25 日受理）
抄録：本稿は、街中で目にする「注意喚起の言葉」にどういった表現が使用されているのかを調べ、日本語教育に活かすため
にその結果と考察をまとめたものである。日本語学習者は、その地域に住む生活者の一人としてルールやマナーを守り、
生活に必要な情報を得ていかなければならない。そういった情報を示すものに、看板や掲示物、ポスターなどに書かれた
注意喚起の言葉がある。来日した学習者がその地域で暮らしていけるように、学習者が目にする注意喚起の言葉の実態を
把握しておく必要がある。本研究では研究方法として、道路や駅、公園、商業施設などといった場所で見られる注意喚起の
言葉を集め、Excel データの表にまとめた。その結果として日本語教育に重要な項目を挙げ、加えて、注意喚起の言葉の分類
を考察し、
「命令・禁止」
「丁寧・非丁寧」による指標を提案した。本研究を通して、学習者にとって教室内での学習と実生活
との結びつきがより深められると考える。
（別刷請求先：津坂朋宏）
キーワード：注意喚起、言語景観、文型、留学生への日本語教育、命令、禁止

緒言

「やさしい日本語」のように、日本人側からの歩み寄りは進
められているが、学習者側からも「習っていない言葉で書か

はじめに本稿の研究背景、先行研究、そして問題と目的

れているから理解できない」とするのではなく、すでに設

を述べる。

置されている注意喚起の言葉が理解できるように努めなけ
ればならない。筆者のような日本語教育機関で働く中堅日

1．研究背景

本語教師も、その役割として学習者に授業を行なうだけで

昨今、東京オリンピックを例にして海外旅行者への観光

なく、学習者と社会を繋ぐことが求められている（文化審議

促進や、台風による洪水、地震といった災害被害、そして日

会国語分科会，2018）
。教科書の日本語をただ教えるだけで

本に住む日本語非母語話者の増加といったことを受けて、

はなく、学習者が国内地域で生活するのに障害となる問題

「言語景観」や「やさしい日本語」といったテーマの研究や

を見つけ、それを解決しなければならない。

地域活動が広まっている。特に
「やさしい日本語」
の目的は、

2．先行研究

外国人観光客や、日本に住む日本語非母語話者である「生活
者としての外国人」
（文化審議会国語分科会，2018）に対し

磯野（2020）は、街中で見られる看板や掲示物、ポスター

て、日本人側から伝わりやすい日本語とは何かを考えるこ

など、公的な物も商用の物も含めて書かれた文字言語を

とである。日本語非母語話者との対話や情報伝達が重要な

「言語景観」と定義し、一言語としての日本語や異文化

場面として、観光、国内地域での生活、災害時などが挙げら

コミュニケーションを学ぶための教材として用いている。

れるが、それぞれ日本語非母語話者の母語の違いや日本語

音声と表記の関係、ひらがなやカタカナ、漢字、アルファベッ

能力といった要素、コミュニケーションの場面などは大き

トなどの使用文字、フォントといった表記の仕方や、語彙の

く異なっている。

多様性、海外にある日本語の標識に見られる正用と誤用、

筆者は、留学生として日本に来ている日本語学習者（以

読み手に書き手が意図するところを考えさせる例 1）などを

下、学習者）が学んでいる日本語で街中にある注意喚起の言

その項目として挙げている。今回の筆者の調査が、注 意

葉が理解できるものなのか、現在彼らの身の周りにある

喚起の言葉に使われている文型や語彙を対象としているの

注意喚起の言葉の把握と考察が必要だと考えている。また

に対して、磯野（2020）はより標識全体を対象としている。
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また磯野（2013）は、その地域の社会的特徴や意識、問題

「やさしい日本語」の取り組みは、1995 年の阪神・淡路大

点が表れている言語景観を日本語教育に取り入れる意義を

震災をきっかけに、2004 年の新潟県中越地震、2011 年の

述べている。筆者は主に名古屋市内で注意喚起の言葉を集

東日本大震災での日本語非母語話者への情報伝達が困難で

めているが、そのなかでも地域的な特徴と見られるものが

あったという経緯から進められたものである。「やさしい

二点あった。一つは、公的な交通機関の注意喚起の言葉のな

日本語」を、災害発生から 72 時間以内に命を守る情報を確

かにも方言の使用例（
「いる」の尊敬表現としての「みえる」
）

実に伝える「カテゴリーⅠ」と、日ごろからの生活情報を伝

があったことである。これはおそらく意図的なものではな

える「カテゴリーⅡ」に分けて、日本人側がどのような点に

いが、ポスターなどでは名古屋弁が意図的に使用されている

留意して情報発信をすべきかをまとめている。

のを見かけることがある。もう一つは、2020 年度日本語

外国人観光客から日本への留学生、労働者などの日本の

教育学会秋季大会交流ひろばで、筆者が本調査で集めた資料

生活者まで、母語の違いや、日本語のレベル、話すことはで

とクイズの紹介をした際、名古屋市内で見られる痴漢に対す

きても読むことはできないなど、日本語非母語話者の状況

る注意喚起は東京では見られないものだという意見を頂い

は多様で一つに絞ることはできない。しかし、先行研究や

たことである。筆者の調査は、異なった地域ごとに見られる

調査からも、日本語非母語話者に対してどういった日本語

注意喚起の言葉の比較には至っていないが、磯野（2013）は、

を使うべきなのか、発信する日本人側からの歩み寄りに関

この地域ごとの社会的特徴を考察する必要性を述べている。

心が高まっていることが分かる 2）。

ほかに磯野（2015）は、海外にある日本語の言語景観と比

3．問題と目的

較して、日本国内の言語景観には「字義通りの意味には解釈
できない語用論的な特徴（p.36）
」があることを述べている。

筆者が所属する東京福祉大学名古屋キャンパス留学生

この「語用論的な特徴」については、言語景観のうち「注意

日本語別科へ学びに来る学習者のほとんどが、彼らの母国

喚起の言葉」に焦点を当てている本稿でも「間接的に命令

の日本語教育機関で『みんなの日本語

するもの」
「間接的に禁止を伝えるもの」として考察する。

エーネットワーク，2012。本稿では第 2 版を資料とする）

本田ら（2017）は、外国人の目から日本国内の公共サイン

初級Ⅰ』
（スリー

を学習して来日している。この『みんなの日本語

初級Ⅰ』

がどのように見えるのかを述べており、特に日本では注意

は日本語能力試験（以下、JLPT）の N5 レベル相当の教科書

喚起の標識が多すぎること、内容と伝え方が難しすぎるこ

である。筆者が所属する別科のクラスは、卒業までに N5

となどを指摘している。また、観光客も日本の生活者も、

レベルから N2 ないし N3 レベルまでの範囲を扱って授業

ともに英語話者の割合が少なく、地域性もあるが、英語や

を行なっており、特別進学クラスでは日本留学試験（以下、

中国語といった特定の言語に翻訳するよりも「伝達効率とい

EJU）対策や N1 レベルも学習範囲に含まれていく。この

う点では日本語が有効（p.31）
」だと述べている。注意喚起

ように、筆者が授業を行なっている学習者が学ぶ日本語は、

の言葉が多すぎることで、逆に読み手が注意を払わなくなる

『みんなの日本語

初級Ⅰ』
『みんなの日本語

初級Ⅱ』と

懸念があることは筆者も同意するところである。しかし、

いったものに当たる基礎学習と、JLPT や EJU の試験対策

書き手としては注意喚起の言葉を設置しているため、目にす

が主なものとなっている。

る標識が多くても、読み手はそれらを理解して、ルールを

しかし、学習者は学校生活だけでなく、地域の生活者と

守らなければならない。日本語学習者にとってそれはさら

して住居施設や商業施設、アルバイト先のルールを知って

に困難なことになるが、日本人と同様に地域の生活者として

いかなければならないが、注意喚起に使われている表現が、

求められることである。筆者は日本語教師として、日本語学

学習者が学んでいる日本語で網羅されているとは限らな

習者に注意喚起の言葉を理解するための、何かストラテジー

い。日本語教師は学習者が目にする注意喚起の言葉を理解

となるものを提案したいと考えている。
「命令」と「禁止」と

しておくべきであり、教室の学習と実生活を結びつけるた

いう二つの指標を立てることで、日本語学習者に「すること

めに実際の注意喚起の言葉も授業内で活用すべきである。

が求められているのか」
「しないことが求められているのか」

先行研究に対する位置づけとして、本稿は日本語教師が

をまず判断することができるように指導することが有意義

教えている文型・語彙の視点から、実際に目にした注意喚

ではないかと考え、
「注意喚起の文型の分類」の章で学習者

起の言葉を一つずつ分析し、そして実際の教育現場で活用

に示す指標を提案する。

できるように、その分析したデータを公開するものである。

情報を発信する側の日本人に働きかける「やさしい日本語」

学習者にとって注意喚起の言葉が、ただ街中にある風景と

についてまとめたものに、弘前大学人文社会科学部社会言

してではなく、理解できる言葉として興味が持てるものに

語学研究所（2017、2019．代表：佐藤和之）がある。この

なれば、注意喚起の言葉がよい教材になると考えている。
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研究対象と分析項目

（4） 補助情報
日本語の注意喚起の言葉以外に表示されている情報

「緒言」で述べた通り、本研究では学習者が国外・国内の

のこと。イラスト、ピクトグラム、ふりがな、翻訳語

日本語教育機関で学習する日本語と照らし合わせながら、

（英語、中国語、韓国語など。JR ではタイ語、愛知県

国内の地域で見られる注意喚起の言葉を調査した。本研究

ではポルトガル語がある）
、マーク、矢印、など

では、国内の地域で目にする文字言語「言語景観」のうち、

（5） 危険度

読み手に行動を促す「命令」や、行動を制限する「禁止」を

1（案内）、2（説明・手順）、3（お願い）、4（注意）、

呼び掛けているもの、そして情報を提示する「案内」を含め

5（禁止等）

て「注意喚起の言葉」としている。研究方法として、注意喚

（6） 分類

起の言葉の写真を撮って集め、Excel データ「注意喚起の文

その例文が
「案内」
「間接禁止」
「間接命令」
「直接禁止」

型データ」に入力して情報をまとめた。集めた注意喚起の

「直接命令」のどれにあてはまるか入力した。改め

言葉の写真や作成した「注意喚起の文型データ」は公開し

て本稿「注意喚起の文型の分類」の章で考察する。

ており、本稿の「結論」でその URL を記載している。また、

（7） 写真資料

同じく「結論」で紹介する「注意のクイズ」も、これらの写

例文の写真資料ごとに付けた番号を入力した。資料内

真を用いて作成したものである。

ではGoogleドライブに保存した写真のリンクを付けて、

本 研 究 で 集 め た 注 意 喚 起 の 言 葉 の 例 文 は、主 に 次 の

例文が使われている写真が確認できるようにした。

（1）
「場所・物」
（2）
「管轄」におけるものである。そして、
集めた例文をそれぞれ場所や物、
管轄のほかに「禁止・厳禁」
「禁煙」など近いもので分けていった結果、
「ポケット」と名

（8） 文記号
同じ写真資料内で例文を識別するもの。
（9） 中心の文型

付けた（3）の項目が出来上がった。

述部で注意喚起の機能を持つ文型を入力した。

（1）場所・物

（10）述語（相当）
・目的語

駅、駅 の ホーム、エ ス カ レーター、エ レ ベーター、

その例文で述語となっている語彙か、
「〜をお願い

温泉・銭湯、改札機、階段、看板、商業施設、精算機、

します」などで目的語となっている語彙を入力した。

通路、電車内、トイレ、非常停止ボタン、防犯ブザー、
ポスター、など

（11）JLPT・みん日
その例文で注意喚起の機能を持つ「中心の文型」も

（2）管轄

しくは「述語（相当）
・目的語」のレベルを入力した。

警察署、国土交通省、JR 東海、東海道新幹線、名古屋

「みん日」は「みんなの日本語」の略である。

市交通局、名古屋鉄道、日本エレベーター協会、防犯

（12）文の種類

協会、など

一語文、述語文（平叙文、命令文、疑問文）

（3）ポケット

（13）語彙

1.1 駅のお願い、1.2 駅（ホーム）の注意、1.3 駅の案内・

その例文で使われている語彙をすべて入力した。

情報、1.4 駅構内の注意・禁止、2.1 電車内の注意、

（14）脇の文型

2.2 電車のマナー、3.1 エスカレーター・エレベー

述部の「中心の文型」以外で、その例文に使われて

ター、3.2 階 段、3.3 改 札 機、3.4 券 売 機・精 算 機、

いる文型をすべて入力した。

3.5 取扱説明、3.6 ボタン・ブザー、4.1 禁止・厳禁、
4.2 禁煙、5.1 警察・防犯、5.2 公園、5.3 施設注意、
5.4 商用施設、5.5 トイレ、6. その他

（15）助詞の類 , 品詞変化 , 副詞句等
お（動詞語幹）、および、からの、形容詞連用形、
（場所）にて、
（場所）には、
（状況）は、
（時）は、
（ヲ格）

例文を分析するうえで、文型と語彙は、安藤ら（2014）、

は、
（人）まで、など

ス リーエーネット ワーク（2012、2013）、友 松 ら（2010）を

（9）
「中心の文型」と（14）
「脇の文型」は、本研究で筆者

参考にしている。「注意喚起の文型データ」内で、例えば

が名付けたもので、一般的に使われているものではない。

「JLPT の N3 レベルに相当する文型・語彙」は「N3」と記し、

そのほかに主語の省略など気になったことや、同じ例文が

「『みんなの日本語』の第 14 課で学ぶ文型・語彙」は「M14」

使われているものは「備考」に入力した。例文はすべて筆

と記している。

者が主に愛知県名古屋市内で集めたものであり、数は 2020

本研究では、次の（4）から（15）の分析項目を立てている。
以下にその項目について説明する。

年 11 月 27 日時点で 406 である。次の「写真 1. 注意喚起の
文型データ」はその一部である。
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写真 1．注意喚起の文型データ

調査によって生じた留意事項

例えば、通し番号 1 の例文「危険を感じたら迷わず押して
ください。
」は次のように入力している。
ポケット：1

本章では、調査を通して日本語教育の視点から重要だと考

項目：駅のおねがい

える、指導上で注意すべき点について述べる。
「1. 補助情報の

場所・物：駅，
ホーム

留意点」では、注意喚起が言葉だけでなく、どういった情報が

管轄：名古屋鉄道

加えられているのかを見て、その留意 点について述べる。

補助情報：ピクトグラム

「2.「てください」と
「お〜ください」」では、この意味が同じ

危険度：3（お願い）

二つの文型について、その頻出さと学習するレベル、活用形の

分類：直接命令

難しさについて私見を述べる。
「3. 様々な取り立て助詞「は」

写真資料：1.1.1（写真リンク付）

の例」では、主語だけでなく様々な語を取り立てる助詞「は」

文記号：A

について、学習者にとって注意喚起の言葉がその例を示すの

注意喚起の言葉：危険を感じたら迷わず押してください。

に活用できることを述べる。
「4. 省略された述部の例」では、

JLPT：N5

日本語教育機関では積極的に学習しない述部の省略について

みん日：M14

述べる。
「5. 副詞句の重要性」では、注意喚起の言葉では述部

中心の文型：てください

の内容だけでなく、方法・手段・様態や条件・状況を示す副詞

述語（相当）
・目的語：押す

句の理解が重要であることを述べる。なお、本稿で使用する例

文の種類：命令文

文と写真資料はすべて「注意喚起の文型データ」のものである。

語彙：危険な（N3）
，
感じる（N3）
，
迷う（N3）
，
押す（M16）

1．補助情報の留意点

脇の文型：たら
〈条件〉
（N4M25）
，
ずに（N4）
助詞の類，
品詞変化，
副詞句等：
（なし）

注意喚起の言葉に加えられている補助情報のうち、ピクト

備考：
（なし）

グラムのなかで、斜線で禁止を示すいわゆる「NO マーク」に

次章「調査によって生じた留意事項」では、分析を通し

不統一が見られた。また翻訳には、直訳というより意訳され

て得られた知見から、学習者への日本語の指導上で重要だ

ているものがあり、日本語、翻訳、ピクトグラムの間で、命令

と思われる点について述べていく。

と禁止の意味が異なるものがあった。また、直接的な言葉を
使わずに注意喚起をしているものなど、以下にその例を紹介
する 3）。
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写真 2．「路上禁煙地区」と「自転車等放置禁止区域」

写真 4．中警察署長が見ています

（16）路上禁煙地区

ないように注意を示すものであるが、ここでの「まき込み」

（17）自動車等放置禁止区域

は、ピクトグラムの手に限らず「衣類や鞄」のまき込みも意
味するのではないだろうか。また、これら日本語、英語訳、

写真 2 の右にある（16）
「路上禁煙地区」の斜線は「たばこ」

ピクトグラムは、みな「動くドアに注意しろ」という意味で

の上に描かれており、向きは左上右下である。それに対し

はあるが、日本語と英語訳は命令であるのに対して、ピクト

て、左の（17）
「自動車等放置禁止区域」の斜線は「自転車」

グラムは禁止である。

の下にあり、向きは右上左下である。
（16）と（17）では斜線
の方向が異なっている。また「たばこ」は斜線の下にある

（19）中警察署長が見ています （写真 4）

のに対して、
「自転車」は斜線の上にある。筆者の知人で日
本語非母語話者であるオーストラリア人の英会話講師から

（19）
「中警察署長が見ています」は、間接的に注意を促

は、斜線の上にあると「自転車のみ可」という意味に読める

す注意喚起の例である。直接的には命令や禁止が述べられ

と意見を聞いたことがある。また「放置」の漢字が読めな

ていないが、間接的に注意を促している。読み手は、言葉

いと、読み手は自転車の放置が禁止なのか、乗って通行する

とイラストから、どういったことが注意喚起されているの

ことが禁止なのかがわからないが、
「放置」の語彙は、例え

かを想像しなければならない。直接的な注意喚起と間接的

ば安藤ら（2014）に含まれていない。

な注意喚起については、改めて「注意喚起の文型の分類」の
章で、注意喚起の言葉の指標を考えるなかで考察する。

（18）まき込み注意 （写真 3）

2．「てください」と「お〜ください」
（18）は、注意喚起の言葉、翻訳、ピクトグラムの意味に違

文型「てください」は JLPT の N5 レベルであり、
『みんな

いのある例である。
「まき込み注意」は、
「注意」を述語相当

の日本語

第2版

初級Ⅰ』の第 14 課で学ぶものである。

の語として持つ一語文である。英語訳「Watch the door」は、

それに対して、
「お〜ください」は JLPT の N4 レベルであり、

ドアに注意を払うことを命令している。ピクトグラムは、

『みんなの日本語 第 2 版 初級Ⅱ』の第 49 課で学ぶ文型で

手でドアを触れることを禁止するものである。日本語の

ある。学習項目としては「てください」のほうが先行してい

注意喚起の言葉「まき込み注意」は、ドアに物が巻き込まれ

るが、収集した 406 の例文のうちこれらの文型を用いている
「てください」が 35 例に対して「お〜く
89 例を見てみると、
ださい」は 54 例であった。今回の調査内の結果であるが、
「お〜ください」のほうが、注意喚起の言葉として使用され
る頻度が高かった。また、文型を作るための動詞の活用と
しても、
「てください」はテ形を使用し、
「お〜ください」は
マス形を用いるが、テ形よりも「ます」を取るだけのマス形
のほうが、活用が容易である。話し言葉と書き言葉、丁寧と
非丁寧といった違いはあるが、目にする頻度や活用が容易
であることから、
来日すぐの学習者にとって「お〜ください」

写真 3．まき込み注意

は有用性の高い文型だと言える。
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3．様々な取り立て助詞「は」の例

（26）は、
「
（ 呼 び か け を ）し て く だ さ い 」が、
（27）は、

注意喚起の文の主語は「読み手」であるものが多く、主語

「
（あみだなに）置いてください」や「移してください」が省

を限定する場合を除くと文には現れない。主語を限定して

略されていると考えることができる。読み手には、
（26）に

いるものの例としては「以外」に付いた（20）がある。下線と

「する（してください）
」を連想する材料として、名詞「呼び

4）

括弧内の説明は、筆者によるものである 。

かけ」と格助詞「を」がある。
（27）は、
名詞「荷物」
「あみだな」
と格助詞「に」から、
「置く」
「移す」といった語を補うことに

（20）係員以外は入らないでください。

なる。

（20）の下線部「は」は、主語の「係員以外」を取り立てた

（28）整列乗車で気持ちよく。

ものである。主語以外を取り立てた「は」の例には、次のも

（29）あやしい人や車をみたら

110 番

のがある。
（28）の述部は、
「
（整列乗車で、気持ちよく）乗車してくだ
（21）駆け込み乗車はおやめください。

さい」
「利用してください」または「乗車しましょう」
「利用

（22）この中のハンドルを手前に引けばドアは手で開け

しましょう」などであると想像できる。こちらは、名詞と

られます。

格助詞ではなく、連用修飾語（形容詞の連用形による副詞的

（23）鶴舞線は、エスカレーターを降りて直進して下さい。

用法）から読み手は想像して、補うことになる。しかし、

（24）キャリーバッグをご利用の際は周囲のお客様にご注

意味的に「してください」は末尾の「気持ちよく」に付くの

意ください。

ではなく、手段を表す格助詞「で」が付いた名詞「整列乗車」

（25）
（当駅構内で居座りや飲酒行為は、他のお客さまの

で、
「整列乗車をしてください」となることがほかの例文と

迷惑となります。）このような場合は直ちに退去し

異なっており、注意喚起の言葉のなかで述部よりほかの語

ていただきます。

が指示の重要な語となっている。述部よりほかの語が重要
になることについては、次節「5. 副詞句の重要性」で改めて

（21）の下線部「は」は、目的語の「駆け込み乗車」を取り

取り上げる。

立てたものである。
（22）の下線部「は」は、対象の「ドア」を

（29）は、
「（110 番）をしてください」
「（110 番）に電話を

取り立てたものである。
（23）の下線部「は」は、方向の

かけてください」と考えられる。名詞「110 番」が電話番号

「鶴舞線」を取り立てたものである。
（24）の下線部「は」は、

であることから、
「110 番」に電話をかけることを読み手は

時・状況の「キャリーバッグをご利用の際」を取り立てたも

想像して、補うことになる。また、
（29）は条件の連用修飾

のである。
（25）の下線部「は」も、時・状況の「このような

節「あやしい人や車をみたら」が付いた一語文のようにも

場合」を取り立てたものである。

見える。

このように、助詞「は」は、目的語、対象、方向、時・状況

（26）と（27）は格助詞まで述べられていたが、
（29）から

などといった語を取り立てて、文の主題とするのに使われ

述部を連想するのに格助詞が必ずあるわけではないことが

ている。注意喚起の言葉は、その性質から主語が現れない

わかる。学習者は、格助詞の有無にかかわらず、述部を連想

ことが多いため、主語以外の「は」の例が見つけやすい。

して補える練習が必要となる。

注意喚起の言葉の例文を学習に取り入れることで、様々な

5．副詞句の重要性

助詞「は」の使い方を学習者に示すことができる。

注意喚起の機能を持つのは述部であるが、連用修飾語や

4．省略された述部の例

連用修飾節といった副詞句によって、方法・手段・様態や、

本研究での述部とは、述語文における述語と、それに付随

条件・状況といった情報が、述部と同様に重要になること

する文型や表現を合わせたもののことである。注意喚起の言

がある。次の（30）は実際に、副詞句に下線が引かれていた

葉には、命令する「てください」といった述部が省略されてい

ものであり、その下線部の文字の色も赤に変えてあった。

るものがある。こういったものは、学習者が日本語教育機関で

書き手の注意してほしいことが、述部よりも下線部である

の基礎学習や JLPT 対策で積極的に学習しないものである。

ことが見て取れる。

（26）危険を感じたら、迷わず呼びかけを !

（30）人と人が接触しないように距離をあけて並んで下

（27）独占はダメ、荷物はあみだなに。

さい。
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注意喚起の文型の分類

ほかにも方法・手段・様態といった副詞句を持つもの
に、次のような例文が挙げられる。以下、
（31）から（43）ま
での下線は筆者によるものである。

ここでは注意喚起の言葉に使われる文型を学習者に示す
のにどのような分類指標がよいか考える。注意喚起の例文

（31）荷物の管理は、お客様の責任でお願いします。

をどう分類するか、本研究の調査段階では危険や重要と

（32）2 列に並び立ち止まりご利用ください。

いった指標から、
（5）
「危険度」の項目を立てて分類した。

（33）早朝の散歩は静かにお願いします。

しかし、
（5）の分類では、例文をどの分類に振り分けるか

（34）公園内は自転車を降りて通行いただくようご協力

判断に悩むことが度々あった。注意喚起が守られないこと

お願いします。

で誰が被害を受けるのかを分類基準にしてみると、
「本人に

（35）構内は自転車を降りて押してください。

被害が及ぶもの」
「他人に被害が及ぶもの」
「本人と他人に被
害が及ぶもの」
、そして被害と関係ない「案内」に分けるこ

このような方法・手段・様態といった副詞句は、その重要

とができた。しかし、
意味や状況から
「誰に被害が及ぶのか」

性は述部よりも高いのではないだろうか。筆者は、述部で

が変わるため、文型や語彙によって被害対象が決まってい

注意喚起の機能を持つ文型を「中心の文型」と呼び、それ自

るわけではない。本研究では、文型と対応した分類を立て

体には注意喚起の機能がない文型を「脇の文型」と呼んでい

ることを目的にして、注意喚起の言葉をどう分類するか、

るが、注意喚起の言葉を理解するうえで、注意喚起の機能を

改めて（6）
「分類」の「案内」
「間接禁止」
「間接命令」
「直接

持つ「中心の文型」だけでなく、注意喚起の機能を持たない

禁止」
「直接命令」という項目を立てることにした。

「脇の文型」も重要である。

注意喚起の言葉は、読み手に動作を促す「命令」と、その

このほかに、注意喚起には条件・状況を特定しているもの

動作を禁ずる「禁止」
、そして情報を伝える「案内」に分ける

がある。この場合、その条件や状況でない時に要求されて

ことができる。動作を促すという目的から見れば、読み手

いる行為をすると、かえって注意を受けてしまうことがあ

の「助け」や「協力」を促すものも、読み手への働きかけと

る。条件や状況が述べられているものは、副詞句と述部の

いう視点から「命令」に分類できる。
「命令」
「禁止」には、

情報をどちらも理解しなくては、要求されている行動がで

注意喚起の機能を持つ文型を用いて直接的な言葉で伝える

きない。

ものと、注意喚起の機能を持つ文型を用いずに間接的な言
葉で伝えるものがあり、
「丁寧か非丁寧か」によっても表現

（36）危険を感じたら迷わず押してください。

が変わる。

（37）手すりを必要とされている方がみえましたら、通行

そこで本章では、
「命令・禁止・案内」のうち、行動を要求

区分に拘らずに、通路をお開け下さい。

しない「案内」を指標の外に置き、
「命令」と「禁止」におけ

（38）線路内にみだりに立ち入ると法律により罰せられ

る「直接的に命令するもの」
「直接的に禁止を伝えるもの」

ます。

と「間接的に命令するもの」
「間接的に禁止を伝えるもの」

（39）こちらに荷物を置かれた場合には、乗務員が通り

の例を示す。そして
「丁寧か非丁寧か」
という指標によって、

ました際にお知らせください。

注意喚起の言葉を分類することを提案する。この考察から、

（40）危険を感じたらすぐ呼びかけを。

目にした注意喚起の言葉が指標のどの位置にあるものなの

（41）緊急の場合、このスイッチを押してください。

か、学習者がイメージできるようにすることを目指す。

（42）防犯ブザー

緊急時は迷わず押して被害防止 !

（43）似ていると思ったら

1．案内

すぐに 110 番通報を !

「命令」と「禁止」については、直接的なものか間接的な
方法・手段・様態といったものを示す場合は、動詞の

ものかという指標で、次節で詳しく見る。ここでは先に

連用形接続、テ形接続（順次・前段階、方法・状態）が重要と

「案内」の例と、案内から「間接的に命令するもの」
「間接的

なる。条件・状況を示す場合は、
「場合」
「とき」を修飾する

に禁止を伝えるもの」となる例を見ていく。

ものや、
「たら〈条件〉」
「ば〈条件〉」
「と〈条件〉」といった文
型が使われている。このように、述部の「中心の文型」だけ

（44）この駅のホーム上には非常通報ボタンがあります。

でなく、述部以外の「脇の文型」や語も理解していないと、

（45）以下のエリアから IC カードでご乗車のお客様はこ

読み手は注意喚起の内容に沿って行動することができない。

ちらの自動精算機でもお取り扱いができます。
（46）火災が発生したときの避難経路を掲出しています。
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（47）IC カードで熱海以東から乗車の場合、改札機をご

直接命令

利用いただけません。

（52）危険を感じたら迷わず押してください。（36 の
再掲）

（44）は、
「（場所）に（物）があります」という文型のもの

（53）防犯ブザー

である。（45）の中心の文型は可能形である。（46）の中心

緊急時は迷わず押して被害防止 !

（54）お互いに清潔にしましょう !

の文型は「ている〈進行・継続〉」である。（47）の中心の文

直接禁止

型は可能形の否定である。（44）
（45）
（46）は、素直に「案内」

（55）線路内には絶対に立ち入らないでください。

と分類できるものではないだろうか。（47）も、改札機が利

（56）駅構内での物品の販売勧誘は固くお断りします。

用できないことについて読み手に注意を促しているが、何

（57）駅構内及び車内で次の行為をすることを禁止し

かを禁じているわけでない。

ます。

「案内」を示す文型には、主に次の（48）ものが使われて

（58）物を置いたりするのはやめましょう。

いた。
「直接命令」と「直接禁止」に使われる文型には、
主に（59）
（48）案内を示す文型の例

と（60）のものが挙げられる。

（場所）
に
（物）
があります、
（物）
は
（場所）
があります、
（場所）
に
（人）
がいます、
（人）
は
（場所）
にいます、
（物）

（59）
「直接命令」に使われる文型の例

は（場所）です、可能形、動詞述語文、ている
〈進行・

てください、お〜ください、お願いします、ご〜願い

継続〉
、など

ます、命令形、
（辞書形）こと、
（辞書形）ように、意向
形、注意、など

これらに対して、次の例は「命令」や「禁止」を示す文型

（60）
「直接禁止」に使われる文型の例

が使われていなくても、読み手に少なからず注意を促して

ないでください、ご遠慮ください、てはいけません、

いるものである。

な
〈禁止〉
、
（ない形）こと、
（ない形）ように、可能の
否定形、危険、禁止、厳禁、など

（49）持ち主が確認出来ない荷物は、途中駅で降ろす場
合もあります。

次は、間接的に命令する「間接命令」と、間接的に禁止を

（50）定期シール無の自転車は1回利用エリアに移動します!!
（51）注意

扉を開けると

伝える「間接禁止」の例である。

アラームが鳴ります。
間接命令

意味としては、
（49）は「持ち主が確認できない荷物は降

（61）あなたのひと声が目の見えない人の命を救います。

ろすこと」が、
（50）は「シールの無い自転車は移動される

（62）事故になる直前の緊急時のみ、腕をつかんでも

こと」が書かれており、読み手に「禁止」を提示している。

かまいません。

（51）も、最初に「注意」と書かれているように、
「むやみに

間接禁止

扉を開けること」を禁止している。このように注意喚起の

（63）線路内にみだりに立ち入ると法律により罰せら

機能を持つ文型が使われていなくても、単なる情報の明示

れます。

ではなく、読み手に注意を促すものがある。注意の意味を

（64）当駅構内で居座りや飲酒行為は、他のお客様の

持つものは「案内」から「間接命令」
「間接禁止」になる。

迷惑となります。
（65）当ショッピングセンターでは館内の一部の飲食

2．命令・禁止：直接的か間接的か

店舗以外は全館禁煙とさせて頂いております。

注意喚起には、直接的に「命令・禁止」を指示するものだ
けでなく、情報を提示することで間接的に「命令・禁止」を

「間接命令」の例を見ていくと、
（61）は「目の見えない人

指示するものがある。直接的に「すること」
「しないこと」

に声をかけること」
、
（62）は「てもかまわない
〈許可〉
」の

を言及するのではなく、読み手に書き手が意図することを

文型によって「緊急時のみ（目の見えない人の）腕をつかむ

想像させることで、間接的に「すること」
「しないこと」を述

こと」が、協力を求めるかたちで命令されている。
「間接禁

べている。その直接的に命令する「直接命令」と、直接的に

止」の述部にある（63）の受身や、
（64）の「となる」
、
（65）の

禁止を伝える「直接禁止」の例には、
次のようなものがある。

「させていただく」といった文型は、直接的には禁止を示す
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ものではない。しかし、
（63）は「線路内にみだりに立ち入
ること」が禁止されており、
（64）は「構内での居座りや飲
酒行為」が禁止されている。
（65）も「一部の飲食店舗以外、
全館禁煙であること」が述べられている。
間接的な表現を用いることで丁寧さが加えられている
が、学習者にとっては「命令」や「禁止」の文型として学ん
でいないもので注意喚起が示されていることになる。本稿
では、間接的な表現によく用いられる文型を示すまでには
至らなかったが、間接的な表現の伝え方を分類していく
ことで、その表現の仕方のパターンが見えてくるかもしれ
ない。
図 1．注意喚起の言葉の指標

3．丁寧か非丁寧か

結論

学習者が文型を一つ覚えたとしても、その文型の形が変
わって現れる要因に、丁寧さが加わることがある。直接的
な表現に使われる文型であっても、丁寧さが加われば、

注意喚起の言葉は、述語を持つ述語文と、
「駐車禁止」

例えば（66）のように形が変わる。学習者は元の形ととも

「館内禁煙」といった体言（名詞句）のみの一語文とに二分で

に、形の変化したものも覚えなければならない。

きる。述語文に現れる文型項目について、本研究では、述部
に使われる注意喚起の機能を持つ「中心の文型」と、中心の

（66）お願いします

→ お願いいたします、お願い申し

文型以外の、それ自体は注意喚起の機能を持っていない

上げます

「脇の文型」とに分けた。そして、一語文でも「禁止」
「優先」

あります、です → （〜で）ございます

などといった、述語のような役割を担っている語を「述語相

ご遠慮ください → ご遠慮させていただきます、

当の語彙」として分類し、学習者が注意喚起の言葉を理解す

ご遠慮させていただいており

るのに重要なものとした。本研究の調査成果として、学習者

ます、お慎みください

が注意喚起の言葉を理解するうえで、重要な文型と語彙を
（67（
）68（
）69）に示す。

4．まとめ
注意喚起の言葉は、
「間接的な表現」や「丁寧さが加わる

（67）中心の文型

こと」によって様々な現れ方をしている。そのため、学習

お願いします、ご〜願います、ご遠慮ください、お

者にとっては負担になってしまう。この負担を軽減するた

〜ください、お〜する、
（〜と）なる、ないでくださ

めには、注意喚起の言葉の指標となるイメージと、その

い、てはいけない、ている
〈進行・継続〉
、てもらう、

意味における代表的な文型を示すのが良いと考える。その

させてもらう、ようにする、よう
〈意志〉
、
（場所）に

注意喚起の言葉がどこに位置するものなのかを捉える

（物）がある、
（場所）に（人）がいる、動詞述語文

イメージとして、
「命令・禁止」
「丁寧・非丁寧」という指標

（ナイ形）、られる
〈可能〉、られる
〈受身〉、命令形、な

を用いて、学習者に「図 1. 注意喚起の言葉の指標」を示す

〈禁止〉、こと、ございます
（「ある」の謙譲語）、など

ことを提案する。

（68）脇の文型

（66）のように丁寧さが加えられた表現について、図 1 の

につき、によって
〈手段・方法〉
、たり〜たりする

指標の中ではより「丁寧」の方に振られたものということ

〈複数の行為〉
、て
〈方法・状態〉
、て
〈順次・前段

になる。学習の際は、その文型がどの辺りに分類されるも

階〉
、ずに、まま、ため（に）
〈目的〉
、こと、場合、と

のなのかをイメージすることで、文型の意味をそれぞれ

き、さい（に）
、まえに、ように
〈期待〉
、と
〈条件〉
、

一つずつ覚えるのではなく、ほかの文型との関係を認識し

たら
〈条件〉
、ので、から
〈原因・理由〉
、と
〈間接話

て学習できるようにしたい。また、間接的な表現について

法〉
、と
〈直接話法〉
、連体修飾節、連用形接続（動

も、この指標のどの位置になるのか例文ごとに教師と学習

詞）
、動詞語幹の名詞的用法、など

者で考えることになるだろう。

（69）一語文の述語相当の語彙
危険、禁煙、禁止、厳禁、注意、優先、専用、など
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本研究を通して、学習者が注意喚起の言葉を理解できる

注意喚起の文型データ

ようにするためには、これらの文型と語彙を指導しなけれ

（https://drive.google.com/file/d/1XWLg2590VYxtZ

ばならないことがわかった。また裏を返せば、これらの文

M9Iw7kr1LTx5E1Dobn0/view?usp=sharing）

型や語彙が学習項目となっている授業では、注意喚起の言

注意のクイズ

葉を例文として使えるということであり、注意喚起の言葉

（https://drive.google.com/drive/folders/16n_uq_vi7L

を例として示すことで、授業の内容と実生活を結びつける

CYWqFcYn6wWyoj5ERW7AYi?usp=sharing）

ことができる。筆者はその活動の一つとして、今回の分析
付記

し た 写 真 データ と Google フォ ーム を 利 用 し て、標 識 や
ポスターなどの写真を見て指示されている意味を四択から

本稿の内容は、日本語教育学会が受託した文化庁委託事

選ぶ「注意のクイズ」を作成した。

業「平成 30 年度日本語教育人材養成・研修カリキュラム等

本稿では、学習者が注意喚起の言葉を理解するために、

開発事業 事業区分（2）日本語教育人材の研修カリキュラ

「調査によって生じた留意事項」の章で、次の日本語教師と

ム開発㈬ 日本語教師【中堅】に対する研修」
（受託期間 2018-

して注意しておくべき点を挙げた。
「1. 補助情報の留意点」

2020 年度）における成果の一部である。また、本稿の執筆と

では、注意喚起の言葉を集めるなかで補助情報についての

同時期に、筆者は 2020 年 11 月 28 日にオンライン開催され

気づいた点を紹介し、
「2.「てください」と「お〜ください」」

た 2020 年度日本語教育学会秋季大会交流ひろば（第 3 部第 1

では、
「お〜ください」の優位性について所見を述べた。

会場）で「日本の地域に見られる注意喚起の文型に関する

「3. 様々な取り立て助詞「は」の例」では、取り立て助詞「は」

研究：作成した資料と Google フォームを使ったクイズの紹

によって様々な語が主題となっている例文が注意喚起の言

介」を発表している。研修でお世話になった先生方、一緒に

葉から見つけられることを示した。
「4. 省略された述部の

研修に参加した皆様に謝意を表します。

例」では、注意喚起の言葉に見られる、述部が省略されてい
るものを示した。述部の省略は、特徴的な文型でありなが

注

ら、日本語教育機関で積極的に教えていないことである。

1） 例えば、名古屋市営地下鉄の駅のホームで見られる

日本に来た学習者は、これらの注意喚起の言葉を見た際、

「つい、カッとなった。人生、ガラッと変わった。
」
「よっ

格助詞の有無に関わらず、名詞から連想して述部を補う必

ぱらったら、何してもいいの？」といったポスターを、

要がある。「5. 副詞句の重要性」では、述部の意味だけでな

その例に挙げている。

く、手段・方法・様態や条件・状況といった副詞句の重要性

2）2020 年 11 月 28 日の 2020 年度日本語教育学会秋季大会

について例文を通して見てみた。

でも、一般公開プログラムで「受け入れ社会側へ働きか

「注意喚起の文型の分類」の章では、注意喚起に使われる

けるツールとしての「やさしい日本語」研修」というシ

様々な文型をどのように分類すべきかを考察した。まず

ンポジウムが行われた。また同大会の地域発信企画でも

注意喚起の言葉を分類するために「案内」
「間接禁止」
「間接

「地域の外国人に寄り添う「やさしい」日本語学習支援」

命令」
「直接禁止」
「直接命令」という項目を立てた。そして、

という企画プログラムが行われており、昨今の「やさし

「命令・禁止」
「丁寧・非丁寧」という指標を用いて、学習者

い日本語」への関心の高さが見受けられる。

に示す指標として「図 1. 注意喚起の言葉の指標」を示した。

3）写真と例文は、それぞれ「注意喚起の文型データ」におけ

以上が、日本語教育への活用に向けて、注意喚起の言葉を

る次の「通し番号」のものである。写真 2. の（16）は 293、

分析した結果と考察である。

写真 2. の（17）は 289、写真 3. の（18）は 56、写真 4. の（19）

最後に、実際に授業に当たる日本語教師が注意喚起の言

は 315 である。
（2021 年 2 月 5 日更新のデータより）

葉の例文とその写真が使えるように、本研究で作成した

4）以下、例文は「注意喚起の文型データ」における次の「通

Excel データ「注意喚起の文型データ」と写真資料を公開し

し番号」のものである。
（20）は 33、
（21）は 6、
（22）は

ている。また先に述べた「注意のクイズ」は、このコロナ禍

（23）は 71、
（24）は 5、
（25）は 91、
（26）は 16、
（27）
119、

の影響で筆者が所属する別科でもオンライン授業を進める

は 137 と 138、
（28）は 183、
（29）は 304、
（30）は 362、
（31）

なかで、学生たちに自宅学習の一つとして提示することが

は 124、
（32）は 212、
（33）は 320、
（34）は 336、
（35）は

できた。以下にそれらの URL を記載して、本稿の締め括

（36）は 1、
（37）は 21、
（38）は 52、
（39）は 122、
（40）
345、

りとする。

は 158、
（41）は 262、
（42）は 266、
（43）は 312、
（44）は 3、
（45）は 61、
（46）は 68、
（47）は 63、
（49）は 123、
（50）は
（51）は 249、
（53）は 266、
（54）は 369、
（55）は 12、
398、
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（56）は 82、
（57）は 83、
（58）は 169、
（61）は 14、
（62）は

弘前大学人文社会科学部社会言語学研究室，青森．

（63）は 52、
（64）は 90、
（65）は 346 である。
（2021 年
18、

本田弘之・岩田一成・倉林秀男（2017）
：街の公共サインを

2 月 5 日更新のデータより）

点検する――外国人にはどう見えるか．大修館書店，
東京．
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Research for Words of Warning Notices in Linguistic Landscape:
Preparing to Apply Teaching Japanese as a Foreign Language
Tomohiro TSUSAKA
Institute of the Japanese Language, Tokyo University and Graduate school of Social Welfare (Nagoya Campus)
2-16-29, Marunouchi, Naka-ku, Nagoya City, Aichi 460-0002, Japan
Abstract : In this note, I researched grammatic patterns and words used in warning notices, and attempted to apply the
data to Teaching Japanese as a Foreign Language. Foreign students studying in Japan are also required to follow the
same rules and manners as the people who live in the local area. Moreover, they must gain information to live in Japan
by themselves. We should not only teach Japanese, but also connect our students to their local community. A typical way
to notice the rules and the manners is a warning notice which appears in signs, signboards, posters and so on, which we
can always see in our town. This time our research target is grammatic patterns and words appearing in warning notices.
I gathered photos of warning notices on signs on roads, stations, public parks, mercantile establishments, then I typed
the data in an Excel table. As a result, I picked up Grammatic patterns and words which appear frequently and the 5 most
important points for Teaching Japanese: (1) Points to remember about Assistant information, (2) “V-te ください ” and “V-masu
ください ”, (3) Contrastive particle “ は ” in sentences of warning notice, (4) Sentences in which the predicate is omitted,

(5) The importance of adverb phrases. In addition, I considered how to organize the words of warning notices and show
the Image to our students. As a by-product of this research, I am opening this research data for assisting your lessons and
I made Attention Quizzes utilizing Google Forms. I think we can connect learning in the classroom and life in their local
area by using this research.
（Reprint request should be sent to Tomohiro Tsusaka）

 arning notice, Linguistic landscape, Grammatic pattern, Education for foreign students studying in Japan,
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