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北海道大学留学生センター紀要 第16号 (2012) [研究論文]

若い世代の尊敬語@謙譲語使用意識と

ジェンダーに関する一考察

延与由美子

要 増
田

本稿では(1)女性が尊敬語や謙譲語を多用する、 (2)尊敬語や謙譲諸に

代表される敬語は社会経験の中で獲得されていくというこつの社会通念

の精査を目的とし、話者のジェンダーと社会経験がどう尊敬語@謙譲語

に対する意識に影響しているかを検証した。 Pennycook(2004)の

performa ti vi tyを論拠として、 20歳から40歳までの40名の母語話者を対

象にロールプレイ調査を実施し、参加者自身の役割と異性としての役割

とを演じてもらった。パフォーマンスは(a)依頼、文、 (b)手助け文、 (c)

質問文の三種の発話行動について、フォーマルな場面を想定して個別に

行われた。参加者を男女共に就労経験のあるグループ、無いグループに

分け、結果を比較したところ、全体的には女性としてのパフォーマンス

で尊敬語@謙譲語使用数がやや多い傾向が見られたものの、特に手助け

丈と質問文の結果には明らかな男性@女性パフォーマンスの違いが見ら

れない例が散見された。また就労経験があるグループが社会通念通りの

パフォーマンスをするとは必ずしも認められなかった。

ワード〕尊敬語@謙譲語、ジェンダ一、パフォーマンス

1 . (まじめに

尊敬語と謙譲詰の使用に関する規範意識には百世代差があるのであろう

か。小林 (1993) は、ム 4世代家族の話し方について女性を対象に開き

取り調査を行い百被験者 2世帯 7名の世代間の敬語使用の規範に顕著な差

異があることを確認した。特に百改まった関係の話し相手の場合、 20代の

娘は「します、いたします」を使用すると回答しているのに対し、 50-80

代の母や祖母は「さしあげます可させていただきますJ のようなより複雑

な敬語形式を挙げ1 ぞれが母や祖母の専業主婦としての立場の反映である

としている。吏に可高校生の男女を対象としたアンケート調査では九動詞
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の尊敬語の使用頻度が男女共に低しまた女性側には殊更に敬語を使うこ

とに対する反発も見られ九所謂「中性化J の傾向とそれに対する是認が認

められるとした(小林 1993)。ここで前提とされているのは、少なくとも

尊敬語@謙譲諾の使用規範には男女差があると考えられている点、また尊

敬語@謙譲語の知識は社会経験を通じて獲得されると認知されている点で

ある。前者に関しでは実証的研究があり百例えばIde& Y oshida (2002) 

が異なるアンケート調査の結果から百同様の結論を導いている。すなわち、

異なる社会階層の話し相手に対してどう話すかというアンケートの回答か

ら百同じ話し相手について比較した場合王女性は男性に比べ、尊敬語@謙

譲語を含む敬度の高い言語要素がより多い表現を選ぶと結論づけている。

以上の研究成果は百言語使用者がいわば自己申告の形式で自らの言語使

用の規範意識を表出したデータを使用している。言語使用者の規範意識を

対象とする研究は百言語イデオロギー (Silverstein 1979九1985) に関す

る研究に属する。小山 (2011: 4) によると百言語イデオロギーとは「こ

とばについて孜々が意識化していること百つまりことばについて我々が考

えていること J であり可言語使用者間で常識として共有されている概念で

ある。この言語イデオロギーには九自らの言語使用に関する認識ばかりで

なく百他者がどのように言語を使用しているかに関する認識も含まれるが、

その方面からの研究は少ない。

更に百 Philips(1998)によると言語イデオロギーの分布は一様ではない。

小林 (1993) で対象となった高校生は現在の30代後半であるが百中性化が

進んでいるとされた30代後半より若い世代では九どのように尊敬語及び謙

譲語使用と性差との関連性が意識レベルで共有され可また共有されていな

いのか。また百その意識には百性差や社会経験の差が関係するのか。

以上の点についての調査を目的として百本研究では九 Pεnnycook(2004) 

の言語における肝rformativityの機能の概念を基に、 40名の参加者による

ロールプレイの分析を行った。ロールプレイという手法を用いることによ

り司被験者自身の尊敬語@謙譲語使用を振り返るとともに百他者の立場に

なって尊敬語@謙譲語使用を振り返る作業により導き出せるものは何かを

試みたものである。 以下九その調査結果を述べたい。

先行研

言語イデオロギーはメタ 的に作用することにより更に強化されてい
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くと考えられている (Silverstein 1979)。例えて言うなら、「女性はよく

尊敬語や謙譲語を使って話すJ という意識が1 言語使用者間で当然のこと

として受け止められていれば百その意識が「女性」というアイデンテイ

ティーの規定基準に影響するため、「普通の女性はよく尊敬語@謙譲語を

使って話す」と同義となり百あまり尊敬語@謙譲語を使用しない女性は「普

通ではない女性」として枠外に追いやられる。一方、「女性の話し方」と「頻

繁な尊敬語@謙譲語使用J との関連性が当然のごとく扱われる頻度が多く

なることにより、あたかも轍が深く道に刻まれていくごとく、その関連性

が更に強化され、それがより当然のこととして受け止められるようになり、

究極的には「普通の女性ならば尊敬語や謙譲語をよく使って話すべきであ

るJ という規範意識に容易に変容する。すなわち可言語イデオロギーは、

我々の話し方の(不文律の)規範となって我々の話し方を規定している一

方百我々はその規範を当然のものと考え九それをメタ言語化して分かち合

うことにより百さらにその規範性を高めてもいる。

しかし百言語が変容していくのと同様に可規範意識も時代と共に変化す

る(小山 2011可Irvine1998可Silverstein 1979)。同じコミュニティー内

でも言語イデオロギーの浸透度にばらつきがあるのは、その規範窓識が当

該コミュニティー内で吏に細分化されたあるグループ内だけで共有されて

いる知識である場合もあるためであり (Philips1998)、例えば老年層間で

優勢なある言語イデオロギーが百若年層にとっては重要と見倣されなかっ

たりするわけである。そのような浸透度のばらつきが一つの契機となって九

徐々に規範意識の変化をもたらすとも考えられる。

規範意識のばらつきを精査する研究としては可上述のようなアンケート

調査を基にしたものが有効で、ある。しかし既述の通 V)" I話し相手が上役

であるとき百あなたはどう話すかJを問うアンケートで問えなかった点は、

自分の属さない社会集団ならば、どう話すと思うか刊という向いである。

このような他の社会集団に関わる規範意識を向う研究として百ステレオタ

イプ的特徴が有効で、あるとされる。ステレオタイプ的特徴とは、ある言語

的特徴の誇張であり、それ故に往々にして実際の言語使用とはかけ離れた

ものである。にも拘らず、その言語的特徴の使用は明らかに言語話者の社

会的属性を規定する (Barrett1999) 0 Hall (1995) の研究によると、電話

口でそのステレオタイプ的特徴を使用すると九つまり「女らしい話し方J

をすると百たとえその話し手が男性であっても百女性と勘違いする聞き手
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がいる。つまり有我々が話し手の「女らしいJ 特徴を知覚し可それがメタ

語のレベルで「女性J というアイデンテイティーに概念的につながった

結果有我々は「話者は女性に違いない」とトップダウン的に(恐らく何の

疑いもなく)考えるわけである。これはパフォーマンスを生業とする話者

のデータの研究であるが百 Anderson，Hiramoto， & W ong (2007) では九

一般の日本語話者のパフォーマンスを使用した実験的研究を行った。男女

10名ずつに同じ文について男役@女役をパフォーマンスしてもらったとこ

ろ、女性役のときの終助詞「ね」が男性役のときよりも長く発話され可か

っピッチレベルが高くなったと報告している。女性の発話のプロソディー

上のステレオタイプ的特徴が百一般話者のパフォーマンスにも表出される

という例証である。

Pεnnycool仁 (2004)は百このようなある言語的特性が持つ機能を指して耳

語がperformativeで、あると表現する。そこでは九 poststructurist的な視点

を前提とし百一個人のジェンダーというものが可与えられた属性ではなく百

語使用により構築されていくものであると捉えられている。つまり百

Pennycook (2004) は1 一個人とジェンダーとの関係性は固定的なもので

はなく百言語のperforn1a仕切な機能により構築されるものであると考えた

のである。ここで、のpεrformati切な機能というのは、役者が舞台で行うパ

フォーマンスのような一過性のものではなく百多くの話者が繰り返して使

用することにより認知されるようになった百ある言語要素とアイデンテイ

ティをつなぐ機能であると考えられている。従って、一般の話者にもその

ようなperformativeな機能はアクセス可能であり百だからこそ所謂物まね

などが成立するわけである。本論で使用するパフォーマンスという用語は百

以上のPennycook (2004) の戸rforn1ativeな機能を持つ言語を使用して一

般の話者が「演ずる」言語使用行為と規定する。

乱調査自的

本論は九尊敬語@謙譲語の頻繁な使用が女性の発話として20代から30代

の話者の間で認識されているかを問う目的で百「自分がもし別の性別であっ

たなら、どう話すと思うか」という質問を基にしたパフォーマンスを参加

者に課したロールプレイの結果報告である。換言すると百尊敬語及び謙譲

語使用が上述の戸rforn1ativeな機能を持つものとして、ジェンダーのパ

フォーマンスの中で表現されるかどうかを調査することが目標である。被
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験者の意識上で男性の発話と女性の発話とが別の性格を持つものであると

認識され百旦つ頻繁な尊敬語@謙譲語使用と女性の発話が意識上で関連付

けられているとするならば九男性話者なら女性としてのパフォーマンスで

尊敬語@謙譲語使用を増やすであろうし九女性話者なら男性としてのパ

フォーマンスで使用が減らされるであろうと予測できる。一方可パフォー

マンス上で全く同じ表現が使われている場合は九性差が無いと考えられて

いるか百あるいは他の表現方法(ヘッジ百プロソデイーなど)によるとこ

ろが大きし尊敬語@謙譲語使用とは関わりがないと考えられていると思

われる。

また九既述のように九尊敬語@謙譲語使用の意識には九社会経験との関

連性も指摘されている。もしそのような意識が社会経験を通して構築され

るものであるなら百社会経験の浅い男性グループは女性としてのパフォー

マンスで尊敬語@謙譲語を多く使用しないのだろうか。以上の理由から古

参加者のうち就労経験のあるグループとないグループとを比較することと

した。

本論は尊敬語@謙譲語の形式を話者が使用するかどうかを問うものであ

り百発話中の敬意表現の有無や敬度の度合いを問うものではない。従って百

「女性が丁寧に話すJ という社会通念は本論の範鴎外であることを付記し

ておく。

ι 調査及び分析方法

ι1 参加番

実験では百東京出身の日本語を母国語とする話者で可男女ともに就労経

験の有る10名と無い10名ずつを参加者とした。 10名としたのは、当初東京

とハワイのホノルルで集まった参加者が全体で86名あ仏不完全なデータ

を排除した後五男女と就労経験の有無で 4グループに分けたところ、最も

人数の少ないグループが10名であったからである。参加者の内訳は表 1の

通りである。参加者の年齢は21歳から40歳までで九平均年齢は就労経験の

ないグループ(以下市 'NWグループJ [not wor kedJと略する)で男性22.2

歳、女性2ι2歳九就労経験のあるグループ(以下九 IWグループJ[workedJ) 

で男女共に33.4歳であった。各グループ内の年齢のばらつきは、標準偏差

にして1.55歳から3.01歳と九さほど大きくはなかった。就労経験のあるグ

ループには百現在大学院に所属する人もいたが九過去に就労経験があるこ
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とと百年齢と共に社会総験が増すと仮定されることから九就労経験のある

グループに含めた。また可後述するように英語を解する参加者が必要であっ

たため九参加者は大学在学中か卒業者とした。

表 1:参加者の内訳

就労経験 人数(人) 平均年齢(歳) 標準偏差(歳)

なし 10 22.2 1.55 
男性

あり 10 33.4 2.95 

なし 10 24.2 3.01 
女性

あり 10 33.4 2.95 

参加者全40名の平均年齢 27.0歳

4.2 自-Jレプレイの

ロールプレイという手法は九話者の自然発話に近いものを目指したもの

ではなく~むしろステレオタイプ的な特{致を引き出すためのものである。

他者として話すことによ札自己と他者の言語使用の違いがどう意識され

ているかを導き出すことを目的としている。

ロールプレイは個人面接の形で行い古参加者に役割カード(資料参照の

こと)を渡してそのパフォーマンスをデジタル録音し九収集した。ロール

プレイ実施にあたっては九尊敬語@謙譲語使用の頻度を分析するため可可

能な限り参加者が自由に表現を選べるよう考慮した。例えば百ペンを借り

る言語行動を日本語で説明した場合百役割カードの指示に「借りてくださ

い」とあると司被験者は役割カードにある「ください」という語に影響さ

れて「貸してくださいJ と発話する可能性が強いことが考えられるので百

日本語の表現を一切合まない百英語のみの刺激を選択した。参加者からの

英語に関する質問は特に無しまた所謂誤訳も既に削除された 1名のデー

タのみであった。

さで百本論では尊敬語と謙譲語のみを分析対象としたため、参加者か仮

想の話し相手(筆者)が関わる行動を示すものが刺激文として望ましい。

依頼文~特に「行為指示型の発話J(鈴木 1993)はJII成 (1993)、鈴木 (1993)

等が女性語に尊敬語@謙譲語使用が多いことを実証しているので九依頼文

と比較できるような言語行為として~話し相手を手伝う発話(以下九「手

助け文」とする)と、「解答要求型の発話J (鈴木1993百以下「質問文J)

ウ
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とを選択した。その他に百尊敬語@謙譲語になりにくい挨拶文と質問文一

文ずつを加えて百ロールプレイ活動のウォームアップとした。分析対象と

した刺激文は以下の 3文である。

(a) Could you c乱rrymy bag? 

(b) Let me carry yoせず bag.

(c) Wherεdo you live? 

ロールプレイ活動では可ウォームアップとして最初に百友達と話すとき

に可上の刺激文の内容についてどう言うか百次に、参加者が同年代の異性

だとしたら、どう言うかを質問した。以上でウォームアップを終え、その

後百参加者が会社員だとして百顧客相手にどう話すかを尋ねた。最後に参

加者が同年代の異性であった場合について同じ状況でどう話すかを尋ね

た。異性として話すことに抵抗がある場合百また依頼文などの状況が不自

然であるため文が思い浮かばない場合には百ロールプレイを中止すること

もできると参加者に事前に説明したが百棄権した参加者はいなかった。

β 分析方法

参加者のパフォーマンスの録音を書き取札同一話者内での尊敬語と謙

譲語の使用数をパフォーマンス毎に比較し百男性話者の場合は女性として

のパフォーマンス(以下FE M [fen1泊ineperformancεJ) で尊敬語@謙譲

語の使用例が自分自身のパフォーマンスより増えているか、また女性話者

の場合は男性としてのパフォーマンス(以下 MA S [masculine 

performanceJ )で尊敬語@謙譲語の使用数が自分自身のパフォーマンスに

比べて減っているかを百グループ毎に比較した。自分自身のパフォーマン

スがいわばニュートラルであるわけであるから、男性話者のFEMと女性

のFEMとを市同列に扱うのには問題がある。しかし 同じ話者同士

で二つのパフォーマンスをどう差別化したか、あるいはしなかったか、を

比較することによ札その話者の意識上のジェンダーと尊敬語@謙譲語の

繋がり方が調査できる。尊敬語@謙譲諾の使用数の調交は百 Idee仁 al.

(1986) に倣い以下のようにした。

どこに 住んでいますか。

どちらに 住んで、いますか。

どちらに 住んで、いらっしゃいますか。

(使用数:0) 

(使用数: 1) 

(使用数:2) 

次に百 2つのパフォーマンスの内容を全く変えない参加者の人数を調べ百
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先の尊敬語@謙譲語の調査と比較を行った。最後に、参加者がどのような

尊敬語@謙譲語を使用したか可その用例を調査した。参考資料として、ロー

ルプレイ後に簡単なフォローアップインタピューを行った。そのインタ

ピ、ユーの内容と今回の分析結果の関連性については、自ら言語化した言語

識とパフォーマンスとの一致の問題であり、今後の研究課題としたい。

本論では可 2つのパフォーマンスを変えない参加者の中には可言語使用に

ついて男女差を認めない人もいたと述べるに留めたい。

一文について 2種類のパフォーマンスを希望する参加者がいたため、一

文につき 2種類のパフォーマンスを録音したケースもあった。使用頻度の

調査では可参加者一人が一文でなければ頻度の比較が難しいため、参加者

が最初に作った文のみを頻度の調査の対象とした。但し、パフォーマンス

でどのような表現を使ったかも調査対象であるため、使用した表現の分析

には百二回目のパフォーマンスも含めた。また可刺激文以外の所詣フィラー

(fあJfあのJ)や前置き (f申し訳ありませんが」等)を含めた参加者も

いたが百本論での調査対象が尊敬語@謙譲語のみであるために、今回の調

査にはフィラーや前置きは含めなかった。

札 結果と考察

各参加者の自分自身のパフォーマンスと、他のジェンダーでのパフォー

マンスを比較して九尊敬語@謙譲語の使用数が同じであるか否かをまとめ

たものが百表2である。 fMAS < F EMJとは、 MASのパフォーマン

ス文よりも EMのパフォーマンス文のほうが尊敬語@謙譲語使用数が多

いことを示し百男性話者ならばFEMで尊敬語@謙譲語を増やし、女性話

者ならばMASで尊敬語@謙譲諾を減らしたことを指す。例えば、全参加

者の37.5%が上記のいずれかの方法で依頼文のFEMの尊敬語@謙譲語を

多くした、という結果である。 fMAS > F EMJはその逆である。 fMA

S == F EMJ は両者が同数であることを示す。 3文ともに百尊敬語@謙譲

語をジェンダー@パフォーマンスの差別化の道具として使用していない参

加者が半数を超えているが百 FEMで尊敬語@謙譲語を多く使用した参加

者が最も多かったのは依頼文であ~'\ 4割近くに上る。
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表2:刺激文3文のパフォーマンス比較

一文一

文
一
け
一
文

頼
一
助
一
間

依
一
手
一
質

a

1

0

c

 

MAS<FEM 

37.5% 

15.0% 

12.5% 

MAS>FEM 

2.5% 

7.5% 

5.0% 

それでは九 MASとFEMとで荷数の尊敬語@謙譲語を使用した参加者

は百 MASとFEMとを全く差別化せず、同じ表現を用いたのかと言えば可

そうではない。例えば依頼文に関しては九参加者の35%が二つのパフォー

マンスで同じ文を作成したが百他の65%は差別化した。その差別化のため

の道具が百尊敬語@謙譲詰ではなかっただけである。因みに古手助け文で

伺じ文を作成した参加者は52.5%百質問文では50.5%であった。興味深い

のは百あるWグループの女性参加者が実際には男性の方が女性よりも職場

では敬語をよく使うとインタビューで述べていたことである。更なる研究

が必要な問題であると考えられる。

以下有刺激文毎に結果をまとめたい。

5. 1 依頼文(a)Could YOU carry my bag? 

目上の人にカバンを持ってもらうという百非常に頼みにくい状況である。

表3は百尊敬語@謙譲語使用の用例数をまとめたものである。特に男性の

うちWグループ(就労経験のあるグループ)では百 MAS可FEMともに

同じ数の尊敬語@謙譲語を使用した人数が他グループに比べ多いことか

ら可尊敬語@謙譲語使用と男女差とを関連付けていない参加者が多いこと

がわかる。

表3:依頼文での尊敬語@謙譲語の慣用数とMAS/FEMパフォーマンス

(a)依頼文

MAS=FEM MAS<FEM MAS>FEM 

MEN NW  5 5 。
明「 8 2 。

WOMEN N明f 5 4 1 

W 8 4 。
TOTAL 24 15 l 

% 60.0% 37.5% 2.5% 
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次に百表 3中で示された尊敬語@謙譲語例とは具体的にどんなものであ

ろうか。表4はFEMでの尊敬語@謙譲語用例九表4はMASでの尊敬語@

謙譲語用例をまとめたものである。以下有用例は常体で記述しているが、

パフォーマンスではどの刺激文でも「ですますJ が用いられていた。

ヰ:依頼文での M/MASパフォーマンスの尊敬語@謙譲語用例

いただく ください お持ち@お願いする

I FEM MAS FEM MAS FEM MAS 

男 NW  9 8 。 1 3 G 

11、生
W 9 9 1 。 1 。

女 N明f 9 7 。 。 1 。
11笠 日f 9 9 1 1 2 。

FEM百MAS共に「いただく」の使用が多い。就中百「持っていただ

けますかJ の例が最多であり(全89文中34例)~他に「持っていただけませ

んかJ I持っていただけないでしょうか」も多く見られる。女性参加者の

うち九 FEMでは「いただく J を使用したのに可 MASでは「もらう」を

使用したケースは百 NWには 2名だったが Wグループには皆無であった。

また可男性参加者のうち百 MASでは「くれる」または「もらう J を使用

したのに可 FEMでは「いただく」を使用したのは九 NW.Wグループに

各一名ずつであった。注目すべきは「お持ち@お願いする」を使用した用

例である。 MASでは用例が皆無であったが可 FEMには 7例見受けられ

る。典型的なのは~ NWのある男性参加者のように百最初にMASでは

「持っていただけませんかJ I持ってくれませんかJ としたが、 FEMで

は「お持ちいただけませんか」とした例である。また可別のNWの男性参

加者は可 MASで「持っていただけませんか」としたのを百 FEMでは許

可を求める文型に変えた上で尊敬語@謙譲語を使用し百「お願いしてもよ

ろしいで、すか」とした。一方女性参加者の例では可 FEMで「お持ちいた

だいてもよろしいで、すか」であったのが九 MASでは「持っていただけま

すかj と、動詞「持つJ に尊敬語@謙譲語を使わないことを選択している

などが典型的である。

しかし可尊敬語@謙譲語の有無が敬度の差に直接つながるとは簡単に言

えない。例えば百 Wのある女性参加者は最初に「少々お持ちいただけます

でしょうかJ としてから百 MASで「大変申し訳ありませんが、少々持っ
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ていただけませんかJ としている。ヘッジである「少々」と「大変申し訳

ありませんが」の効果によ o~ MA  Sの方が丁寧だと感じる話者もいる可

能性がある。パフォーマンスされた文例の丁寧度に関する判断は、認知に

関する実験を待たねばならない。

5.2 手助け文(b)し告tm窃 carryyour bag胃

自ら相手の手助けをする文例で百一般的には明示的なfacethreatening 

act (Brown & Levinson 1987) にならず九相手の欲する物事を進んで行

うという意味で九刺激文(a)の依頼文のような難しさはないはずである。

表 5:手助け文での尊敬語@謙譲語の使用数とMAS/FEMパフォーマンス

(b)手助け文

MAS=FEM MAS<FEM MAS>FEM 

MEN N羽f 9 。 1 

日7 7 1 2 

明TOMEN NW 6 4 。
W 9 1 。

TOTAL 31 6 31 

% 77.5% 15.0% 7.5% 

この文に関しては市男性参加者がFEMの方に多く尊敬語@謙譲語を使

うという傾向はほぼ見られない。一方百女性参加者のうちMASの方で尊

敬語@謙譲諾を少なくするという傾向は百NWグループには強く見られる。

表 6:手助け文でのFEM/MASパフォーマンスの尊敬語@謙譲語用例

お持ちする いたす お荷物@おかぱん

FEM MAS FEM MAS FEM MAS 

男 NW 7 プ 3 4 2 1 

'性 明7 7 9 4 3 2 1 

女 N明f 10 7 3 つ つ 2 

J性 W 10 10 2 l 4 3 

手助け文に関しては百依頼文ほど尊敬語@謙譲語用例に明確な分布は見

られない。各々のカテゴリーで 1百2例差の移動はあるものの可 FEMと

MASの問で明確な使い分けはないと言えよう。ただ、依頼文では「お(動
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詞)いただく」のような用法が男性のFEMと女性の自身のパフォーマン

スにのみ見られたのが、手助け文では「お持ちします」のように百「お(動

詞)する」が男女とも 1 またMAS百FEMとも頻繁に使用される点が可

興味深い。

また九相手の持ち物を「お荷物J IおかばんJ 等と表現する参加者も、

少なからず存在した。英語の刺激丈に Iyour bagJ とあったためでもあろ

うが百例えばWのある女性参加者は「おカバン百お持ちしましょうかJ と

してから、 MASでは「カバン百お持ちしましょうかj として百差別化し

ている。

5混 間文(c)Wh信関 do liv告?

表7:境問文での尊敬語@謙譲語の使用数とMAS/ド巨Mパブ才一マンス

(c)質問文

MAS=FEM MAS<FEM MAS>FEM 

MEN N明7 9 i 。
明f 10 。 。

WOMEN NW G 3 

W 8 1 l 

TOTAL 33 5 2 

% 82.5% 12.5% 5.0% 

全体的に可 MAS.FEMの尊敬語@謙譲語数は変わらない参加者が多

い中で百女性のNWグループがややMASでの使用数を減らす傾向にあっ

た。

また百全く尊敬語@謙譲語を使用しないパフォーマンスをした参加者も

見受けられた。 NWの男性参加者 3名は百自分自身としてのパフォーマン

スで尊敬語@謙譲語を使用しなかった上に百そのうち 1名はFEMでも尊

敬語@謙譲語を使用しなかった。また九女性参加者のうちWl名及びNW

l名も百 MASで尊敬語@謙譲語を使用しなかった。すなわち百 FEMで

も尊敬語@謙譲語を使用しなかった男性 1名を除く 4名は可尊敬語@謙譲

語の知識は確実にありながら九 MASにはふさわしくないとして尊敬語@

謙譲語を使用しないことを選択したわけである。このような参加者は、「女

性は尊敬語@謙譲語を多用するJ という言語イデオロギーの端的な表現者

q
-
U
 

F
O
 



であると言えよう。

表8:質問文でのFEM/MASパフォーマンスの尊敬語・謙譲語用例

お住まい/1お住まいだ

お宅

住んでい お住まいで

らっしゃる いらっしゃ

る

FEM MAS FEM MAS 

1 。。。
2 3 。。
2 3 1 。
3 3 1 I 

FEM MAS FEM MAS 

男 INWI 。l 8 7 

7 

4 女 INW

↑生 Iw 1 31 21 51 3 

この質問文のパフォーマンスは九二つに大別される。すなわち、「どち

らにお住まいで、すか」のように動詞に尊敬語@謙譲語を使用するタイプと百

「お住まいはどちらで、すかj のように名詞か百「で、す」を尊敬語@謙譲語

にして「でいらっしゃるJ にするかを選べるタイプとである。いずれにし

ても百尊敬語@謙譲語を使用している文の中で百 3例以外は一文の尊敬語@

謙譲語使用が一回であったため百全体の尊敬語@謙譲語使用数が、他の言

語行為に比べて少ない。 FEM百MAS共に可「お住まいだ」や「住んで

いらっしゃるJ の使用が多いことが見て取れる。

次いで百 FEMとMASを比較すると百片方にしかない表現というのが

ある(灰色の部分)0F EMの「お住まいになるム MASの「住んでおら

れるJ 'Nでいらっしゃる」は可 3人のNW女性参加者によるパフォーマ

ンスによるものである。いずれも比較的複雑な形態素構造を持つ表現であ

ると言えよう。「お住まいになるJ は言うまでもなく「住むJ の尊敬語で

あるが百実際には「どちらにお住まいになっているので、すかJと使用され司

荻野 (1980)が指摘するように形態素の構造上の複雑さが一般に敬度の高

さに関係するとするならば可かなり丁寧な表現だと言えるだろう。また、「住

んでおられるJ は「おるJ が謙譲語であるため、いわば「間違い敬語J で

はあるのだが九「おられるJ は最近よく耳にする表現である。その「おるJ

に尊敬の「れるJ を加えることで九更に丁寧度の高い表現を日指した形で

あるとも考えられる。

次に可 'NでいらっしゃるJ についてだが1 一文に尊敬語@謙譲語を二

筒所使った例は百表8にある「お住まいでいらっしゃるJ と百この 'Nで

A
斗ムρ

0
 



いらっしゃるJ (実際のパフォーマンスは「お住まいはどちらでいらっしゃ

いますかJ) の二種類であった。このやや複雑な尊敬語@謙譲語使用は五

て女性参加者 2名によるもので百 NWの 1名は自身のパフォーマンスに可

もう l名のWの女性は百自分自身とMASとの 2種に使用していた。 以上

のようなやや複雑な構造を持つ尊敬語@謙譲諾が女性の自分自身としての

パフォーマンスに現れるだけでなく可 MASにも使用されることから考え

ると百女性参加者のMASにも可 FEMとは違う形であれ可尊敬語@謙譲

諾をより多く使用しようという意図が感じられる。そしてこれは可「女性

が尊敬語@謙譲語を多用するJ という言語イデオロギーとは逆向きの方向

である。

本稿では百ロールプレイの手法で1 若い世代の話者にとって「女性が尊

敬語@謙譲語を多用するJ という社会通念がパフォーマンスの形で確かめ

られるかを調査した。全体的な傾向としては百この社会通念に添った形で

EMはMASよりも尊敬語@謙譲語が多い傾向がしばしば確認された。

ただ可その傾向はそれほど強いものではなく古参加者の間ではMASとF

EMの違いがパフォーマンス上では確認できない例がむしろ多いと言えよ

う。例えば百手助け文や質問文については EMとMASとの差がないパ

フォ…マンスをした参加者が半数を超えた。当該の社会通念に最も強く影

響されている依頼文の結果を振り返っても百 14名は F MとMASのパ

才一マンスを同じものとしていた。

このような社会通念の影響の強さが社会総験の有無に関係しているかと

い与点では百必ずしも社会経験のあるグループが無いグループに比べてよ

り強く社会通念に縛られているとは言い切れない結果となった。むしろ、

間文でのNWの女性参加者のように百より複雑な尊敬語@謙譲語を使用

したパフォーマンスは社会経験の蕪いグループであることすらあった。ま

た百 Wの女性参加者のように百実際には男性のほうが職場でより多く敬語

を使用するという意識が少なくとも一部で共有されているならば九社会通

念が話者の意識に影響を与えてから可実際の社会経験の中で意識が変容し

ていくとも考えられ百 NWグループの尊敬語@謙譲語の多さはいわゆるハ

イパーコレクション百つまり社会通念が誇張されたものであるという可能

すらある。しかし可この点に関しては現段階ではデータ不足であり可今
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後の研究の課題としたい。

以上の結果を総合すると可性差と尊敬語⑫謙譲語の多用に関する言語イ

オロギーは百全体的な傾向としては依頼文に最も強く影響していると考

られるが百他の文に関しでは五その影響力がやや弱かったり九必ずしも

られない現象が確認された。より精密な調査には百データ数を増

すなど今後の研究が待たれるが九本稿では社会通念の不均一な影響を指

摘するに留めたい。
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資料 :0ールプレイの役割カードの内容(参加者が男性の場合)

この研究は『実際にどのような言葉が使われているかを調べるための

ものです。どの言葉づかいが正しいかを見ているわけではないので百

ラックスして思った通りをマイクに向かつて話してください。

A. 始めに百下の 5つの英語の文を見てください。このセッションでは可

下の英語の文を日本語に査していただきます。英文和訳のテストではな

いので『わからないところがあったら九えんりょせず聞いてください0

1 .まず百 (1)の文を見てください。その文をご自分が開年代の男友達に

話すときどのように話すか考えてください。用意ができましたら百私

(由美子)にOKとお伝えください。それから可マイクに向かつてそ

の文の和訳をなるべく自然に、いつも話すとおりのスピードで話して

ください。英語文は読まないでいいです。

ム一息おいて百もう一度同じ文を読んでください。もし百言い方がひ

とつ以上あるようでしたら百一文目を二回読んで、から百もうひとつの

言い方を同じように二回マイクに向かつて言って下さい。

3 .同じように百 (2)から(5)までの和訳を}II買に録音していきます。

(1) It's hot today， isn't it? 

(2) 明1illit rain tomorrow? 

(3) Could you c乱rry臨 ybag? 

(4) Let mεcarry yoせrbag. 

(5) 明1heredo you live? 

B. さて百次にあなたは東京で働いている会社員だと考えてください。仕

でお容さんと話しています。そのお客さんは50代のお得意先の部長(男

性)です。そのお客さんに話しかけているつもりで市上のは)から(5)の文

を九また二度ずつ言ってください。考える時間が必要でしたら百どうぞ

一息おいてから可マイクに向かつてください。もし可言い方がひとつ以

あるようでしたら百前回と同じように付け加えて下さい。

c.今度は百同年代の女性だ、ったらどう話すか百考えてください。このセッ

ヨンで、はあなたは It:Jt1: Iのように話していただきます。 Aの状況と同
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じように同年代の女友達に話すように九上の(1)から(5)の文を二度ずつ

ってください。もし百言い方がひとつ以上あるようでしたら丸一文目

を二回読んでから百もうひとつの言い方を同じように二回マイクに向

かつて言って下さい。

D. 最後になりました。まだあなたはほ荘!のままです。 Bの状況と同じ

ように九会社のお客さんと話してください。そのお客さんは50代のお得

意先の部長(女性)です。同じ文を二度ずつ言ってください。

えんよ ゆみこ(留学生センター非常勤講師)
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Refεrent honorific 1設nguageuse and gender 

設臨ongyou日gJap抽出espe呂kers

ENYO. Yumiko 

rawl時 onPen立ycook's(2004) notion of the performativity of language， 

this study examines how gεndεr and work εxperience infl uence speakers' 

adherence to two types of believes about J呂panesehonorific use: (1) won1e日

記ndto usεn10re referent honorific εxpressions than men and (2) nati ve 

spεakεrs of Japa註esξi開 rnhow to use honorific expressions through work 

εxperience. Rolεplay experiments werεconductεd with 40 participants， 20 

mε担呂日d20 won1εロヲ 20-40 years oldヲandeach gεnder group was equally 

dividεd into those with and without work experience. All participants play 

a role 出 theirown g叩 dεrand i註由記 oppositegender for three speech acts 

i formal settings: (a) r問 uestingassistance， (b) offering assistance， and (c) 

inquiriag3H 乱ddrεss. The results for (a) rεquesting assistance n1ainly 

follow linguistic ideology (1)， but for the othεr two speech actsヲ therewere 

日oclear gεnder diffεrencεs in the numbεr of honorificεxpressions used. As 

for linguistic ideology (2)， participants without work experience exhibited 

slightly strongεr adhεrεncεto the prescriptive rule， n10deling fen1inine 

sp目 chwith fre司uentせseof honorifics. Ovεrall， this study suggests how the 

gεnder乱ndwork expεr1εncεof participants influence thεdegrεe of their 

adhεrε日間 to linguistic ideologiεs about fεminine speech， depending on 

types of spεεch acts. 
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