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本研究は日本語母語話者の待遇表現について,待遇値の決定がどんな要因によって決定

されるのかを明らかにするのが目的であるO待遇表現に介入する社会的心理的要因につい

て,客観的デ-タの分析によりメカニズムを明らかにする｡さらに日本語教育における敬

語の学習が,できるだけ現状を反映したものに近づくよう応周を考えるo

NHK2O軌 では,E3本人の人付き合いがここ20年間で非常に変化したことを指摘し

ている｡親戚ヲ近隣,聴場などにおいてタ全面的撞き合いを求めるより,形式的あるい

は部分的付き合いが増えているとい う(〉何かにつけて相談し合える,助け合える関係よ

りぅ会ったとき挨拶する程度の形式的付き合いが増加 しているO形式的付き合いとは,

おのおのが自分の囲い殻の中に閉じこもる,あるいは,やわらかな殻の中で自己防衛を

する姿と説明しているO

また.同著によると, 天皇に対する国民の感情が尊敬から好感に移行したのは 1988

年のことであるO平成元年は 且989年であるO昭和時代が尊敬の時代と考えるとき平成

時代に縦から横-の人間関係の移行が起こって,好感に変化 したことになるO平成時代

に待遇表現の役割がやわらかな殻の中にいる自分のための自己防衛の働きや,相手や聞

き手に対する好感を伝えるための役割の傾向を強めてきているのではないかと考えら

れる｡要するに話し手発信の待遇表現が,話し手自身のために使用される傾向が強くな

っているのではないかと推測される｡

南 1987はコミュニケーションのための敬語という視点の重要性を明らかにした｡国

立国語研究所 1990などによって待遇表現が学歴やジェンダーラ年齢の影響を受けるこ

とが指摘されている｡本稿は北関東地域に属する茨城県の調査結果をもとに論述するO

茨城県は無敬語地域といわれているが,都市化の影響から,共通語的,東京語的な待遇

表現が周いられているものと思われる｡

本稿では｢オ～｣をつける ･つけないについて分析考察をする｡

1.方法

面接筆記調査法および筆記調査法によるO待遇表現の項目は2つの場面で 15項目につい

て｢オ～｣をつける･つけないについて解答してもらった｡そのほか,ジェンダー,年齢,

学歴,よその土地に5年以上住んだことがある･ないなど社会的項目,および敬語意識を

きいた｡ここでの敬語意識とは､目上-の言葉遣いに気をつける･気をつけない,敬語に
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自信がある ･ない,敬語は必要かどうか,敬語で話すときの気持ち,敬語で話されたとき

の気持ち,茨城方言の印象など,調査票に盛 り込んだ具体的な内容を意味する｡テレビ

を見る時間,新聞を読む時間など生活習慣についてもきいた｡それぞれの結果を数値化 し,

データ処理を行った｡データ処理は明海大学非常勤講師玉井宏児氏､東京外国語大学大学

院生鑓水兼貴氏の協力を得た｡

調査結果の有効ケース数は435で,インフォーマントのうちわけは県北 198名,県央 144

名,県南 93名である.地域は,県北 (十王,勝田),県央 (水戸,内原,友部,石岡),

県南 (土浦,荒川沖,水海道,牛久,取手)の 11箇所である｡県北は福島県境に近い多賀

郡十王町と勝田,県央は県庁所在地の水戸市を中心に南の地区,県南は土浦以南の通勤圏

とした｡年齢は,10歳代から70歳代の男女である｡

2.｢オ～｣をつける曲つけない

2｡ 1. ｢オ～｣の全体像

以下では,｢オ～｣をつける ｡つけないについて分析結果をみることにする｡調査では 15

の語嚢について先生と話すとき,親 しい友人と話すとき｢オ～｣をつける ･つけないについ

て質問した (以下では場面差と呼ぶことにする)｡得点化した平均値が横軸に,先生と話

すときにつける割合から友人と話すときにつける割合を引いた値が縦軸である(図 1)｡全体

的にみると,｢オ～｣をつける ｡つけないで大きく3つのグル…プが存在する｡つける場合

が多いグループとつけたり,つけなかったりするグループと,いっもつけないグループで

ある｡15の語嚢には ｢オ～｣を取り去れないものや,取り去ると別の意味になるものは含

まれていない｡つけてもいいし,つけなくても意味が通じる ｢オ～｣は敬語の一種と考え

られる｡｢オ～｣をつける傾向が強い語ほど場面差が大きい｡ ｢お土産｣のように人にあげ

たり,人からもらったりするものは相手が先生でも友人でも｢オ～｣をつけるようで,｢オ～｣

が語秦の中に組み込まれて習慣化しやすいようである｡

2言2壬世代別にみた ｢オ～｣

｢オ～｣をつける ･つけないについて世代別に見ると,高年層はおおむねつける率が若年

層に比べて高い｡ここではかりに 39歳以下を若年層,40歳以上を高年層としてみた｡15

項目のうち ｢酢｣だけは､高年層より若年層に｢オ～｣をつける人が多い｡場面差は若年層

のほうがあって,｢金｣｢寺｣ ｢皿｣などに使い分けの傾向が顕著である｡ ｢天気｣に関し

ては若年層と高年層の場面による使い分け傾向は変化していない｡

年齢区分をさらに細かく区切って,世代 1を 19歳以下,世代 2を20歳～39歳,世代 3を

40歳～59歳,世代 4を60歳以上とした場合,世代差については,カイ 2乗値 50.47(負

由度3)で有意差がみとめられた｡世代1は敬語習得過程にあるので｢オ～｣をつける率は

最も低い｡次いで低いのは世代4である｡茨城県の無敬語地帯を反映している可能性があ
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る｡世代 3は4つの世代の中で｢オ～｣をつける率が最も高い｡そして,場面による使い分

けが少ない｡この世代は社会で敬語に最も習熟 している世代で,敬語の必要性も高いと思

われる｡相手が誰であっても常に｢オ～｣をつける傾向がみられる世代である｡世代 3は日

本語の敬語の動向に大きな影響を与えている世代と考えられる｡

牡代 3に次いで｢オ～｣をつける率の高い世代は世代 2であるOこの世代の特徴はほかの

世代と比べて場面による使い分けをしているということがいえるO

2.3.性別にみた｢オ～｣

｢オ～｣をつける ｡つけないに関して,男性より女性のほうがっける率が高い｡また,堤

面による使い分けを性別で見てみると,男性のほうに場面による使い分けの傾向がみられ

る｡女性は場面差が 互0%前後で安定していて,場面を間わすいつもつけているかきい-)む

つけないかの傾向が見られる(図2)oこれは場面より,自分の言葉を上品にしたい戸あるい

は,やさしく話 しかけたいという意識のあらわれと思われる,O｢オ～｣は女性にとって摘草

や聞き手に対する好感を伝えるための役害凱 つまり話 し手の美化意識を表現する役割が

強いといえそうであるQ

男性は｢オ-｣をつける率が高い語嚢から低い語嚢にかけてなだらかな下降線を描くO女

性は語嚢によって｢オ～｣をつける 曲つけないが固定しているようで, はっきりとした段差

満てもーたー与｢ふ1ここ､･'~∴■Il･〉■,コ'L'ユ)

･2.鐘｡地域別にみた｢オ-′｣

｢オ-ノ｣をつける率は,県央,県北, 県南の順に低くなる｡県央と県南では場面による使

い分けがはっきりしているが,つける率は県央のほうが高いQ対先生の県央と県北は有意

差があるが,対友人は有意差がない.江戸時代にさかのぼってみると, 水戸藩の中心地で

あった県央はタ 徳川家の親藩で, 尊皇 ｡好学の清風を誇った土地である｡｢オ～ ｣をつける

率が県内で最も高いのはこのような土地柄によるものと思われる｡水戸を中心とした地域

は､意識も都市からの変化に敏感で,週末の特急は i時間をかけて東京-出かける買い物

客でいっぱいになる｡東京語に合わせる意識も県内でおそらく最も強いと思われるO-方,

県南は都市に最も近い地域である｡共通語化の影響があると思われるが､県央ほどには都

市との違い.を強く意識 していない｡こうしてみると､県央における都市化は地理的､また

は距離によって波及するというより､県央の住民の意識が要因となっている｡県南は首都

圏にすでに属 しているという意識から､強い共通語化は起こらず､逆に無敬語地帯の特徴

を継承している地域であるといえる｡共通語化の波を受けつつ,無敬語地帯の特徴を引き

継いで｢オ～｣をつけることに関して低い率を示 したものと思われる｡あとで述べるが敬語

に自信があると答えた人の割合は県南が最も高い｡

その他の項 目で､ ｢よその土地に5年以上住んだことがある｣人は ｢よその土地に5年
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以上住んだことがない｣人に比べてつけない傾向が顕著であることがわかった｡はえぬき

の人ほど｢オ～｣をつける傾向がある｡はえぬきの人は過剰に共通語を意識 して ｢オ～｣を

つけ､荒っぽいといわれる茨城のことばの修正をはかろうとしているようにもみえる｡学

歴による｢オ～｣をつける ･つけない率では､やや高等教育卒のほうがつける率が高い｡

3.語嚢の性質

｢オ～｣をつける語を平均値の高い順に並べてみると, ｢金｣ ｢土産｣ ｢寺｣ ｢風呂｣ ｢正

月｣ ｢皿｣ ｢弁当｣ ｢米｣の順に並ぶ｡ ｢酢｣ ｢天気｣ ｢砂糖｣は若年層と高年層に差が

見られる｡ ｢酢｣は若い世代ほどつける傾向がある｡語桑による｢オ～｣をつける ･つけな

いについて,｢金｣｢米｣など生活に密着した語嚢,｢寺｣｢正月｣など宗教や行事に関する

語嚢, ｢土産｣など自分がもらったり,相手にあげたりするものに関する語嚢,｢皿｣｢弁

当｣など料理に関係する語嚢が高い率を示している｡ただし,料理に関する語嚢といって

も ｢砂糖｣ ｢酢｣ ｢なべ｣は全体の中で中ぐらいか,それ以下の順位にある｡ ｢台所｣な

どは ｢キッチン｣にとってかわったことや､音節の数が多いことから非常に低い｡ ｢蜜柑｣

はフルーツ名なので､カタカナ表記になることも多く､｢オ～｣をつける率は低い｡外来語

の ｢ビール｣も低い｡女性が｢オ～｣をつける率が高いからといって､必ずしも料理や食品

関係の語嚢が ｢オ～｣の高い率を示すとは限らない｡

日本語教育では ｢オ～｣ ･ ｢ゴ～｣がつく語桑はむしろ限られていることを教え､使用

頻度の高い語嚢の中で ｢オ～｣ ･ ｢ゴ～｣がつきやすい語嚢のみを示すほうが効率がよい

と思われる｡

4.敬語意識

｢敬語は必要か｣という問いに対して,県北の中学生が 78%を示 した以外は,それぞれ

の地域で 80%以上が必要であるという回答をしている｡成人以上の結果では,県北から県

央,県南に行くにしたがって必要と答えた人の割合が下がる傾向にあるC逆に ｢敬語の自

信 ｣は県南に行くにしたがって自信がある人の割合が高くなっている｡県南は敬語に自信

があるが､｢オ～｣をつける率が全体的に低いことから､2.4.でも述べたように県南の言葉は

共通語と同じだという思い込みがあると考えられる｡東京語 とはおそらくこの程度の丁寧

さであろうという思い込みと､無敬語地域の影響が｢オ～｣をつける率を下げ､敬語に自信

がある人の割合を上げたものと考えられる｡

敬語意識項目の中で ｢敬語で話すときの気持ち｣,｢敬語で話されたときの気持ち｣を質

問した｡敬語で話すとき① ｢丁寧である｣② ｢気品 (上品)が (で)ある｣③ ｢尊敬の気

持ちが伝えられる｣④ ｢礼儀正しくてよい感じである｣⑤ ｢やさしい気持ちが伝えられる｣

⑥ ｢相手は堅苦しいと感 じるかもしれない｣⑦ ｢よそよそしく冷たいと思われるかもしれ
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ない｣⑧その他の8つの項目について複数回答をしてもらった｡また, ｢敬語で話された

ときの気持ち｣は①～⑧を話されたときの立場に置き換えた項 目にした｡

否定的な項目を除いて,敬語意識を林Ⅲ類で分析すると,｢気品 (上品)｣や ｢やさしさ｣

など美化語意識を反映 したグループと,｢尊敬】｢礼儀｣｢丁寧｣などこれまでの敬語に対す

る固定観念の2つに意識が分かれる (図 3) 0 ｢やさしさ｣,｢気品 (上品)｣は,話し手が

相手に関係なく, ｢やわらかな殻の中で自己防衛をする姿｣を反映 した意識 とい うこと

ができよう｡

4,1± ｢やさしさ｣と｢オ～｣

｢オ～｣をつける率と, ｢やさしさ｣の敬語意識との相関関係をみると強い相関が認め

られる｡ ｢オ～｣をつける人は敬語で話すことに ｢やさしさ｣を感 じている｡敬語に ｢や

さしさ｣を感 じない人は｢オ～｣をつける率も下がり,-部の語東項目に付けたり､付けな

かったりといった使い分けの傾向が見られるO-方､ ｢オ～｣をつける率と ｢やさしさ｣

の被使用意識 とはあまり亭目関が見られない｡つまり､ ｢オ～｣をつけて話されたからとい
って話し手が思 うほどには聞き手は ｢やさしさ｣を感 じてはいないということがいえるC,

話 し手中心の敬語使用であり､意識は話 し手自身に向けられているO話 し手はやさしくあ

りたいのであって､ ｢オ～｣の使用率は話し手の表現態度を示 している｡

4.2, ｢気品 (上品)｣と｢オ～｣

｢オ～｣をつける 豹つけないと,敬語で話すとき ｢気品(上品)が (で)ある｣との関係に

ついて,相関関係が認められる｡自らの言語行動の質を高めようと意識 している人は rオ

～｣をつける傾向が見られる｡一方､｢オ～｣をつけて話された聞き手も,話 し手が ｢気品(上

品)が (で)ある｣と感 じている｡話 し手も聞き手も ｢気品(上品)が (で)ある｣と意識 し

ていて,相互的であるといえる｡

ヰ､し㌦1

以上､ ｢オ～｣をつける ･つけないについて､社会的要因と敬語意識の関係から考察し

た｡その分析結果は以下のようにまとめることができる｡

1. ｢オ～｣をつける率から､語嚢を3つのグループにわけることができる｡ ｢オ～｣

をつける率の高い語嚢ほど場面差が大きい｡

2.世代 3 (40歳から59歳)は常に｢オ～｣をつける傾向がある｡

3. ｢オ～｣をつけることに関して､男性は場面による使い分けをしている｡女性は男

性に比べて場面差が少なく､いつもつけるか､つけないかのどちらかである｡

4･共通語化は地理的条件や距離より､どのくらい都市化に敏感であるか､あるいは都

市志向が強いかによって影響を受ける0

5.その土地のはえぬきの人の方が過剰に共通語を意識 して ｢オ～｣をつける傾向があ
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る｡土地の言葉の修正を試みる意識が強いと考えられる｡

6.語嚢の性質､属性も ｢オ～｣をつける率に反映する｡女性が ｢オ～｣をつける率は

男性より高いが､女性用語だけが高い率を示すとは限らない｡

7｡敬語意識から分析すると､ ｢やさしさ｣ ｢気品 ･上品｣と相関関係がみられること

から､意識は話 し手自身に向けられている｡ ｢オ～｣の使用率は ｢やさしさ｣を伝

えたい､ ｢上品｣でありたいという話 し手自身の表出態度に左右され､ ｢おのおの

が固い殻の中に閉じこもり､自己防衛をする｣時代を反映している｡
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