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1 要旨 

本研究は、10 周年を迎えたモノトライブが「ありがとう」について理解を深め、共通認

識を持つことを目的としている。 

モノトライブは 10 周年を迎え、2021 年一年間の活動主題として「ありがとう」を設定

した。本研究は、10 周年を迎えるに至るまで、支えてきてくださった多くの方々に感謝を

伝えるために、「ありがとう」とは何なのかを改めてモノトライブとして理解を深め、本

気で「ありがとう」を体現していくために実施した研究である。 
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3 序論 

 ありがとうは、日本語で感謝を表すとき

に用いられる。 

 日本では、感謝を表すとき、「めったに

ない」「めずらしい」を意味する「有り難

し」という言葉が語源である「ありがと

う」を用いる。また、ポルトガル語の

「obrigado（オブリガード）」の発音が進

化したという説もある。中国で感謝を伝え

るときに使われる謝謝は「感謝」の謝でも

あり、「謝（あやま）る」の謝でもあり、

「ありがとう」とともに「すみません」と

いう意味でも使われている。英語の

「Thank you」も感謝を伝えるときに使わ

れる表現だが、thank の由来は「think」（考

える、思う）の古英語に通ずるという説が

あり、「Thank you」は「あなたのことを思

っていますよ」という感情のもと発言され

る言葉であると考えられている。 

 「ありがたい」と感じた気もちを言葉や

贈り物で表す「御礼」という行為があった

り、感謝祭などの催しごとを行ったりと、

感謝を伝えるための表現方法や、それに込

められた意味は多種多様である。 

 多くの表現方法・込められた思いがある

「ありがとう」だが、今回モノトライブが

表現したい「ありがとう」とは一体何なの

か。モノトライブとしての「ありがとう」

の理解を深めるため研究した結果を報告す

る。 

 

 
1 定義ついては「6.1 「ありがとう」の発

4 方法 

本研究では、ブレインストーミングとイ

ンタビュー調査を主な研究手法として取り

入れ、計 39 回の社内会議を実施した。 

インタビューは、20 代から 40 代の男女

10 名に対して行った。 

① 日常に潜むありがとうについて 

② 自身の心が動いた「ありがとう」

のエピソード 

③ 「ありがとう」とは 

表 1：「ありがとう」に関するインタビュー設問 

① では、期間を 1 週間に設定し、日常

生活において実際にどのような状況

下でありがとうが発生するのか、行

為者・被行為者1の両立場において意

識して過ごしてもらい、結果を聴取

した。一般的に多く起こりうる「あ

りがとう」の発見と、生活環境や個

人の考え方によって変わりうる「あ

りがとう」の発見、そしてそれらの

発生条件等を知る目的である。 

② 日常的な「ありがとう」だけでな

く、これまでで印象深かった「あり

がとう」のエピソードを聴取した。 

「ありがとう」の種類を多く判別す

る目的である。 

③ ①から③の質問を通じて「ありがと

うとは何か」について考えられた回

答を聴取した。 

モノトライブとしての「ありがと

う」の定義をするための参考とする

目的である。 

 

生条件と行為者意識」で解説 



5 結果 

9 付録参照。 

 

 

6 考察・結論 

本研究では「ありがとう」は 4 つの特性

を持つと考えた。 

  

6.1 「ありがとう」の発生条件と行為者

意識 

 本論文では、感謝感情を喚起する行動を

する人を「行為者」、感謝感情を喚起され

た人を「被行為者」とする。被行為者は

「ありがとう」と感じる、または発言する

人を指す。 

ありがとうの発生条件は表 2 の 5 つがあ

ると考えられる。 

被行為者が自分に対する誠意を感じたと

き 

自分の利益になったと感じたとき 

相手の苦労を感じたとき 

自分のためになることをされたとき 

自分のためを思ってしてくれたと感じた

とき 

表 2：ありがとうの発生条件 

 

また、上記 5 つの感謝感情が喚起された

行為は、行為者によって「意識的に行われ

ていた場合」と「意識的に行われていなか

った場合」の 2 つにも分けられる。 

「扉を開けて待つ」「汚い部屋を掃除す

る」「食事をつくる」などの行為は行為者

が意識して行っているのに対し、「天気」

や「個人の趣味や作品の延⾧」「行為者が

当たり前／自分の義務や責務、業務だと思

っていること」などの場合は無意識的に感

謝感情を喚起される行為が行われている。 

「天気」に対して、「晴れた！テルテル

坊主ありがとう！」「雨がやっと降ってく

れた。神さまありがとう！」などの感謝

は、天気自体が意識的に行っていることで

はない。 

「個人の趣味や作品の延⾧」に対して

は、個人が趣味としてブログを更新してい

て、そのブログや配信者に対して読者が一

方的に感謝感情を喚起されているというよ

うなケースである。お気に入りのキャラク

ターやアーティストの誕生日にファンが

「生まれてきてくれてありがとう！」と感

じるケースも同様とする。 

 

6.2 「ありがとう」が発生する現場と、

行為者と被行為者の関係と距離感 

行為者と被行為者との距離感によって

「ありがとう」に違いがでてくる。 

ここでの距離感とは、心理的距離感と物

理的距離感、両方を指す。また、被行為者

が感じる行為者との距離感は、関係者ごと

に異なる立場や境遇、事情、状況、感性や

判断によって異なっている。 

友人に対してのありがとうで比較する

と、日常のなかでの「（いつも）ありがと

う」と、引っ越しなど、別れの場面での

「（いままで）ありがとう」では心理的影

響も大きく異なる。 

図 1 では、被行為者と行為者との関係と

距離感、想定される「ありがとう」のシチ

ュエーションを図解している。 



図 1 

 

自分との距離があまりにも近すぎると、

感謝を伝えることに対して羞恥心を感じた

り、行為に対して当たり前だと感じていた

り、という理由により、「ありがとう」は

発生しにくい。 

また、距離が遠すぎると「ありがとう」

を伝えようと考える機会が少ない。 

 

6.3 行為者と被行為者の対象となる行為

への感じ方 

6.2 の行為者が意識的に感謝感情を喚起

させる行為をしたとき、被行為者がその行

為に対して感じる「ありがとう」をレベル

にわけた。（図 2） 

被行為者は、対象行為に対して当たり前

だと思っている場合、感謝感情は喚起され

ない。また、当たり前ではないと気づくポ

イントを経て、感謝感情が喚起される。期

待通り・想定通りの行為を受けると「ノー

マルありがとう」が発生し、期待以上・良

い意味での想定外の行為を受けた際に「ス

ーパーありがとう」が発生する。また、被

行為者が当たり前だと思っていた行為に対

して、被行為者が当たり前ではないものだ

と再認識したとき、その行為に対して「ス

ーパーありがとう」を感じる傾向にある。 

また、被行為者にとって、必要以上・過

剰・見当違いといった行為は、行為者が良

かれと考え行動した場合でも、迷惑やスト

レスを引き起こす。被行為者が感謝を伝え

る場合でも同様に、過度に感謝を伝えられ

ると、行為者に対してストレスを与えるこ

ともあり、感謝感情を適切に伝えられない

ということもわかった。 



 
図 2 

 

6.4 感動と申し訳なさ 

6.3 の「スーパーありがとう」の時、感

謝感情以外に、「感動」と「申し訳なさ」

も同時に喚起されることがある。 

  

7 総括 

本研究を通して、一般的によく知られて

おり、使われている「ありがとう」という

言葉は、感謝を伝える言葉としての認識は

広くあるが、その用途や使われるそのとき

に伴われる感情は、個人によって多種多様

であることがわかった。「ありがとう」を

発する被行為者の感情も様々であるが、

「ありがとう」といわれた行為者含む感謝

の対象の受け取り方も様々であることがわ

かった。行動の中には行為者の期待値が存

在する場合も多く、「ありがとう」の質に

よって想定を上回る、または下回る結果と

して感情変化が生まれることがある。 

 このように人によって、シチュエーショ

ンによって、それに含まれる意味や伴う感

情が多様であるという特徴を持つというこ

とがわかった一方で、「ありがとう」は一

様に感情を動かすことができる言葉である

とも考える。 

 モノトライブは、研究結果に基づき、

「ありがとう」が生み出す感情変化を、キ

ャラクターに代弁させることで、家族・友

人・他人・事象などに対して、日々感謝す

る気持ちの大切さを実感できるコンテンツ

を制作することにした。 
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9 付録 

４.方法 で実施したインタビュー、①日常に潜むありがとうについて、②自身の心が動い

た「ありがとう」のエピソード、③「ありがとう」とは、に関する各インタビュイーの回

答は下記のとおりである。 

 

① 日常に潜むありがとうについて 

40 代男性 ・コロナ禍自粛の中、家庭の中で買い出し係になったことを機に、買い出し

に行くたびに「ありがとう」と伝えられることが多くなった。 

・子どもからの「ありがとう」をなかなか聞かない 

└親が何かをするのを子どもにとっては当たり前の環境であるため、特別に

感謝感情が覚えることは少ないのではないだろうか。親ではなく、イレギュ

ラーな人が同様の行為をすると、「ありがとう」の対象になるのではないだ

ろうか。 

└慣れると感謝感情が出てこないのではないだろうか。 

└子どもは「ありがとう」を伝えるのに恥ずかしさを覚えている可能性もあ

る。 

40 代男性 ・奥さんにラーメン一週間チャレンジに付き合ってもらい、感謝感情を覚え

た。 

└奥さんはラーメンが苦手で、人が多いところで急いで食べることも苦手で

あるのを知っていたため、より強く「ありがとう」と思った。 

・奥さんとは、意識をせずに、息を吐くようにありがとうを言っている 

└二人暮らしだとどちらかの行動が、どちらかのためになることが多いた

め、「ありがとう」の数も多くなる。 

└他人が何かをしてくれることは特殊だと考えるため、そこに何かしらの意

図があると思いはするが、それを当たり前とせず特別だということを伝える

ために意識的に「ありがとう」は伝えたい。 

└ありがとうと言うことで自分の存在アピールと、相手の存在を確認してい

る感じもする。 

・クリーニング屋さんがとても値引きしてくれるので真面目に「ありがと

う」と思う。 

40 代男性 ・クライアントにご用意した資料に対して、クライアントから「土日も稼働

してもらってありがとうございます」といわれた。 

└「これからも楽しみにしてます」という意味を含んだありがとうだったの

ではないかと考えた。 

・マッサージで施術師に、気持ちのこもっていない「ありがとう」をたくさ

ん言われ、不愉快な気持ちになった。 



40 代男性 ・夫婦間では「ありがとう」ではなく「どもども」をよく言う 

・両親とのグループチャット（文面）だと「ありがとう」を使う 

40 代男性 ・雨が多かった中でフットサルをしようと考えていた日に晴れた。天気に対

して感謝感情を覚えた。 

└一方で、水がないと生きていけない生き物も多く存在するので、雨にも感

謝する。 

・家を掃除して綺麗になったら、⾧い間丈夫でいてくれる家に対して感謝感

情を覚えた。 

・猫がいいうんこをして「ありがとう」と思った。 

・家事をしてくれた家族に対して「ありがとう」と伝えている。 

・ジャッキー・チェン作品をたくさん観ることができるので、アマゾンプラ

イムに感謝した。 

└ジャッキー・チェンがまだ生きていてくれることに感謝 

・フットサルで「サンキュー」の言葉がよく飛び交う 

└いいパス／いいディフェンスに対して感謝を伝えている。 

└学生時代の部活を考えると「サンキュー」はなかった気がする 

 └学生時代は気恥ずかしい年代のため、感謝を伝え合う機会が少ないので

はないか。 

 └国際的にもそのようなことを言う人が増えた影響もあるのではないか 

 └部活はお互いが切磋琢磨しており、お遊びではないから「ありがとう」

はなかったのではないか 

30 代男性 休日に家族との会話の中での「ありがとう」をカウントした。 

・自分から妻に：21（回） 

└充電ケーブルをとってもらったことに対して／食事の準備をしてくれたこ

とに対して／お風呂の用意をしてくれたことに対して／洗濯物をしてくれた

ことに対して／家事をしてくれていることに対して など 

・妻から自分：10 

└クッションを渡したことに対して／食器洗いをしたことに対して／歯磨き

粉を渡したことに対して など 

・自分から娘：4 

└折り紙を折ってくれたことに対して／手紙をくれたことに対して／リモコ

ンをとってくれたことに対して など 

・娘から自分：3 

└おままごと中（ごっこの流れで）2 回／トイレットペーパーを渡したとき 

 

妻との関係性は大人と大人で、「ありがとう」が比較的多かったのに対し

て、親と子どもとのコミュニケーション内に「ありがとう」が少なく、意外



な印象を受けた。親と子どもの会話では褒めや叱りが大半を占めていた。 

大人と大人、大人と子どもの関係性の違いで差異があった。 

また、似顔絵を娘が描いてくれた際に、自分が親へ似顔絵を描いた時の感情

を思い出し、自分の親への感謝の気持ちが生まれた。 

30 代女性 ・勧誘されたビジネスをお断りした際に、正直に話してくれて「ありがと

う」と言われた。 

└シチュエーションによって「ありがとう」になるか「何だよ（怒り）」と

なるかが変わるため、その人の捉え方が見えた。 

└理由を深く考えて正直な気持ちを伝えたため「ありがとう」が出たのでは

ないか。 

・ヨガのお姉さんに挨拶がわりに「ありがとう」を伝えている。 

30 代女性 ・不動産屋産に申込金を一旦ストップさせたいと相談した際に、理由を全部

伝え、営業さんの方から「赤裸々に話してくれてありがとう」と言われた。 

└「ありがとう」と伝えられ、絶対に話を続けたいと思った。お互いに「あ

りがとう」を言い合い、モチーベーションにつながった。 

・姪っ子の何かを拾ってきて渡すブームに合わせて、受け取る際に「ありが

とう」を伝えた。 

・姪っ子が食べ物を食べてくれたら「ありがとう」と言っていた。 

└姪っ子には積極的に「ありがとう」を伝えていると気づいた。 

30 代女性 ・LINE 上で「ありがとう」をいくつか言っている。 

・初対面の au の業者の方に一方的にありがとうをよく伝えた印象 

└礼儀として頻繁に使った印象。 

・友達からの結婚報告を受け、祝福の言葉を送り、友達から「ありがとう」

といわれた。 

・反対に、友達が私の幸せを願ってくれて感謝感情を覚え、「ありがとう」

と伝え合った。 

20 代女性 ・家事をした／してもらったときに、その都度「ありがとう」を伝え合って

いる。 

・外出時、サービスを受けるたびに「ありがとう」と言い、言われている。 

└お店から出る時は必ず「ありがとう」と言われる。 

・雑誌で「ありがとう」という文字を見かけた。 

 

② 自身の心が動いた「ありがとう」のエピソード 

40 代男性 おばあちゃんのお葬式。 

おばあちゃんを出棺して車が通り過ぎていくまで涙が出なかった。ちゃんと

おばあちゃんにありがとうを伝えきれなかった思いが強かった。反発してい

たため、なおのこと。 



 「ありがとう」という言葉だけではないと思っていたが、最後に絞り出し

たのは結局「ありがとう」だった。 もっとたくさんの「ありがとう」を言

えればよかったという後悔は取り返せない。 こもっている感情や重さはか

なり違う。 

40 代男性 ・奥さんの実家で、お義母さんにも「ありがとう」と伝えているが、こんな

ことで「ありがとう」と言わなくていいと言われた。 

 お茶を出してもらったり、食事を出してもらったり。お義母さんの感覚で

は、感謝してもらうことではないと思っているのではないか。「言わなくて

わかっている」と思い出すと、すれ違いがおこるため言った方がいいと考え

る。  

・一方で自分の母親に「ありがとう」と言われるとイラッとする。母親の

「ありがとう」の中に遠慮や、拒否を感じる。 乱発だとしても気持ちを込

めて「ありがとう」を伝えたい。 

40 代男性 小説を書いていて、最終回をアップした際にものすごいメッセージをもらっ

た。 「この作品を届けてくれてありがとう。」「世に送り出してくれてあり

がとう。」などそのメッセージを送ってくれた人のために書いていたつもり

はないが、受け止める側がそのように思ってくれた。ここまで「ありがと

う」と伝えてもらうと、「ありがとうと言ってくれてありがとう」と感じる

ようになった。映画でも、そのように感じることもあり、「ありがとう」は

一対一でない関係性でも発生しうると考えた。 

40 代男性 子どもに初めて「ありがとう」と言った時の話。 

ようやく動き出して人っぽくなってきたときに、「あれとって」と言った

ら、ちゃんと動いてとってきてくれたことがあり、ちゃんと人間になったと

感じたエピソード込みで印象的だった。とってくれたことに「ありがとう」

と伝えた。 日々伝えている「ありがとう」より、特別なときに言ったこと

を印象に残っている。 

30 代男性 暴君の兄からもらったありがとうが印象に残っている。  

小学校 3 年生までは兄が好きで尊敬していたが、兄が中学になり反抗期にな

り、尊敬しつつ、嫌いにもなっていた。兄は、コロナに入り、自分の店を持

つまでは、色々なことをしていた（フラフラしていた）が、人脈はすごいた

め、疎遠になりつつも尊敬は変わらなかった。 兄の影響力やカリスマ性に

憧れていたが、関係性が良好になることはなかった。 

結婚式の、控室で兄が帰り際渡してくれた便箋には、お祝いの言葉と、結婚

生活大変ということ、弟（24 歳）という存在にプレッシャーを感じつつ兄

としてカッコ悪い姿を見せられないと思っていたこと、「自分（弟）の存在

が、兄を鼓舞する材料で、兄の美学が自分（弟）のおかげで磨かれた。頑張

れよ、ありがとう」 という言葉が綴られており、これまでの自分と兄の関



係性が紐解かれる感じを覚え、とても感慨深かった。 

30 代女性 妹と弟に対して、横暴期があった。その妹と弟が、28 歳の夏に勇気を出し

て、「お姉ちゃんはありがとうとごめんなさいが言えてないよ」と伝えてく

れた。その時は、全然入ってこず、猛反発したが、 その夜悩んで、 「どう

いうときにありがとうが言えてない？」と周りの人に聞いたところ、小さい

ことが言えてないと教えてもらった。 確かに「ありがとう」を言ったか言

ってなかったかわからないぐらいだった。 それを自覚して、妹と弟に気持

ちを込めて「ありがとう」と「ごめんなさい」を伝えた。 妹と弟も「あり

がとう」と言ってくれた。 人として初めてちゃん「ありがとう」と使った

お話。 感情的にも人としてもちゃんと伝えられた。 

30 代女性 おばあちゃんのお葬式の時に、母がおばあちゃんに対して泣きながら「あり

がとう」と言っていた。すごく深いありがとうという感じ、今でも思い出せ

るほどの重いありがとうだった。 母の日に花を送った際に、インスタであ

げており、「母の日になって毎年思うのは、私も母にありがとうを伝えてい

ればと後悔している」というコメントが添えられていた。 母は、おばあち

ゃんに「ありがとう」を伝えきれないままおばあちゃんが亡くなってしまっ

たため、ずっと悔やんでいるのではないかと思う。だから、おばあちゃんの

お葬式の「ありがとう」はあれほど深かったのだろうと思う。 

30 代女性 ・前職で最後の大きい案件（７年間続けてきた案件）で、「終わったー」と

なった時に、お客さんにいわれた「ありがとう」がシンプルだったけど、認

められた感を感じて予想以上にきた。 

20 代女性 ・20 歳の誕生日を迎えたときに両親に「ありがとう」の手紙を送った。両

親の 30 代 40 代の 20 年間を自分に捧げてくれて、20 年間も無償の愛を注

いでもらってきてたことに「有難い」ことたど気づいた。その有り難さを気

づくまでに成⾧させてもらって「ありがとう」と伝えた。感謝、尊敬、両親

の苦労をいたわる気持ちなどが含まれたありがとうだったと思う。  

・友達の親御さんに車で送ってもらったときに、親に報告しなかったことに

対して親から叱られた話。頻繁に送ってもらっていたが、その都度必ず親に

報告しないと、親から友達の親御さんにお礼が言えないと言われ、１つの

「ありがとう」が欠かすことなくきちんと伝えることの重要さを学んだ。 

 

③ 「ありがとう」とは 

40 代男性 善し悪しがある。 

善し：さまざまな感情を含むポジティブなコミュニケーションの形。 

時間帯問わず使える誰の気も悪くしない挨拶  

悪し：めんどくさいことをカモフラージュするための「ありがとう」は使わ

れやすい。口癖になったりなど、感情を伴わずに自動的に出てくる。 



 

対象が曖昧だと伝わらないものなのかもしれない 気持ちがこもっていない

と価値のないものになる可能性もある。 

40 代男性 形骸化されたありがとうや、戦略的に使うありがとうはやめたいと思った。

乱発していても、ひとつ一つに気持ちを込めたいと思った。  

 

「ありがとう」は短いけれど、相手に興味があり、してもらったことに感謝

していると、繋がりを伝えられる言葉。 

 

thnak you：あなたにむける唯一の言葉。 

  

文化・土壌を共有しているもの同士でないと上手につながらないものだと感

じた。 

40 代男性 感謝という言葉、謝ると感謝が同じ漢字ってどういうことだと思った。 

 「謝」：言偏に射る。思いを言葉に出していうことによって気持ちが緩む状

態。 つまり謝るのも感謝するもの、自分の気持ちを外に伝えて相手に伝え

るという点で一緒。  

思っているだけでなくて、伝えることでやっと成り立つ感謝。 

40 代男性 ・ものによって、意味あいがあることを知った。 

└アクセサリーは束縛したい、靴は悪い意味など。 

└何をあげることにどんな意味があるのか調べてみたり、ものに対して意味

を作ってみると面白いと感じた。  

 

・各国のありがとうの語源が面白かった 

40 代男性 「ありがとう」の対をなす言葉は「当たりまえ」。 当たり前じゃないと気づ

けるタイミングがあったことで人間がまともになる。色々な仕組みが当たり

前じゃないらしいと気づくと色々なものに感謝できるようになるのかなと思

った。 

 

世界中で色々な宗教がある中で、宗教の本質は感謝を示すことだと書いてあ

ったことに同感した。 宗教と「ありがとう」の関係（毎朝アラーの神に祈

るなど）が興味深い。神様同士で争いがあるのに、やっていることは一緒だ

なと思った。  

 

当たり前の日常に感謝 

気づけると、感謝するタイミングがあるのかなと感じた。 

30 代男性 コミュニケーションツール 

相手がいないことには、ありがとうは生まれない。 素直にありがとうが言

えるかどうかは、相手との関係値によって変わるもの。 



└ありがとう１つで生き方が変わってくるもの。 用法要領を守った中で、

戦略的に使っていけるとよいな。  

 

ありがとうはストーリー 

└時間の概念・登場人物はありがとうには必要材料になってくる 

30 代女性 音で言っていたけど、自分で「なんでありがとうと言っているのか」を理解

してなかった。音で言っていた時は、意味が思い出せなかったが、気持ちを

込めて伝えるありがとうは、何に対して言ったか思い出せる。 

 自分の理解や理由、エピソードが伴わないありがとうは、無になってしま

う。 

30 代女性 ・感謝の気持ちは、生まれた時からあるのか／周りを見て学ぶ感情なのか？

という疑問を抱いた 

└後天的なものだとすれば、「ありがとう」という感情を持たない人もいる

のか？  

 

・同じ事柄に対しても、それぞれ「ありがとう」の重さも違う。この人それ

ぞれは何によって決まるのか気になった。 

30 代女性 ・良い関係性を築くためのツール  

└悪い影響にもなりうることもあるが、言った本人なりに良い関係性を築こ

うと思って発した「ありがとう」なのではないかと思った。  

└そのため、良い関係を築こうとする人のため言葉 

20 代女性 ・相手の対象となる行為を、価値のあることだよと意思表示する言葉  

・当たり前のことではないと思っている／わかっていることを意思表示  

・相手を尊重する言葉／態度／感情表現 

 


