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1. はじめに 

1.1  言語意識と「属性」 

 従来の社会言語学における言語意識研究では、「好きか

嫌いか」「ある言葉を使用するか否か」といったことばに

対する意識を、話者の「属性」ごとに分析するという方

法がとられてきた。これは社会言語学の他の分野（言語

変種や言語行動）で用いられる方法を言語意識研究にも

援用したものであり、いわば、「言語意識のバリエーショ

ン」を整理するという方法である。例えば、佐藤・米田

（1999）では、日本全国から14地点を選び、方言と共通

語に対する様々な意識を調査している。その結果を（話

者の居住する）地域、年層（若年層・壮年層・老年層）

という属性を説明変数として分析をおこなっている。方

言 対 共通語という現象には、年齢差・地域差が重要な

要因として関わっていることが予想され、このように属

性を切り口とした分析は有効であろうと思われる。 

 一方で、言語意識はそれ自体が「属性」として扱われ

ることもある。例えば、ある言語共同体で言語変化が起

こる要因として、新しい形式に対して話者がもっている

「良いことば、かっこいいことば」などの意識をとりあ

げることがある。この場合、言語意識はその話者が持つ

属性の一種として扱われていることになる。 

 いずれの研究においても、「属性」は不可変的・永続的

なものとして扱われてきたと言える。 

 

1.2  言語イメージ 

 上の研究とは別に、ことばそのものに付随する様々な

評価・印象を扱う言語意識研究もある。例えば、井上

（1989）をはじめとする一連の方言イメージ研究では、

「都会的・なまりがある・やわらかい・きびしい」など

の評価語を用いて、日本語諸方言を方言イメージによっ

て分類・区画している。また、岡本（2001）では、こと

ばそれ自体（また、その話し手）に付随する印象を取り

出すために、マッチドガイズ法を用いて名古屋方言の印

象を研究している。その結果、話し手に対する評価は、

話し方だけでなく、性格や外見にまで及ぶことがわかっ

た（同：14）。このことは、ことばのイメージに単なる印

象以上のものにまでおよぶことを示唆する。以下では、

ことばに付随するイメージの中に「属性」「地域」といっ

た、印象・感覚以外のものも含まれると仮定してみる。

ことばに対するイメージをこのように捉えることによっ

て、ステレオタイプ・役割語（金水2003）といったもの

も包括的に扱うことができる。 

2. バリエーションの知識と「属性」 

 社会言語学（その中でも特に変異理論研究）はこれま

で現実社会におけるバリエーションを整理することが主

たる目的であった。そのバリエーションを規則づける一

要因として、話者の地域的・社会的属性が用いられてき

た（ただしそれが全てではない；松田2006）。 

 現実の社会にバリエーションが存在する一方で、我々

はバリエーションに関する知識をもっている。例えば次

のようなものである。 

• 京都の人は「おいでやす」と言う（話者の出身地） 

• 赤ちゃんは「～でちゅ」と言う（話者の年齢） 

• 業界の人は相手を「松丸ちゃん」と呼ぶ（話者の職

業） 

上の例は、あるカテゴリに属する集団から特定のバリエ

ーションをイメージした例であるが、逆に特定のバリエ

ーションに一定のイメージを抱くこともある。 

• 京都のことばは「おっとりした、優しい」感じがす

る（バリエーションの印象） 

• 関西方言の範囲は滋賀県までだ（バリエーションの

地理的範囲） 

• 「タクる」ということばは改まった場面では使えな

い（バリエーションとスタイル） 

このように、我々は、（それが実態と重なるかどうかは別

として）バリエーションに関するイメージを持っている。

この観点でことばに対するイメージを分類したものが表

1である。 

 

表1 イメージの分類（真田編2006） 

イメージの対象 イメージの内容 

言語や変種 そのことばにどのような感情や印象

をもっているか？ 

地域方言 そのことばはどこで話されている

か？ 

社会方言 そのことばはどのような人が話して

いるか？ 

スタイル そのことばをどのように話している

か？ 

 

 以下では「属性」すなわち社会方言に関するイメージ



に注目してみる。社会方言に対するイメージには、 

（1） ことばからある属性の人を思い浮かべる（こと

ばのイメージ） 

（2） ある属性をもつ人から特定のバリエーションを

思い浮かべる（人物類型に関するイメージ） 

という 2 つのアプローチがある。（1）のアプローチは、

ことばから「話し手は女性／男性である」（性別）、「お役

人／ヤクザである」（職業）といったように、その話者の

属性に関するイメージを抱くことを対象にしている。つ

まり、バリエーションと社会集団の関係に関するイメー

ジ研究と言える。これはまさに役割語に通じるものであ

る。（2）のアプローチは、話し手の属性からその話者が

用いるバリエーションを想定することを対象としている。 

 さて、このような社会方言に対するイメージは、意識

の中だけにとどまらず、実際の言語使用にも影響を及ぼ

す。以下では、上の 2 つのイメージが実際の言語使用に

顕在化した事例をあげてみたい。 

3. ことばのイメージの運用 

 ことばのイメージと話者の「属性」の関係は、日常場

面の様々なところで顕在化している。以下では、その事

例として「女性語」に関するイメージと、それが顕在化

する例をあげてみたい。 

 「～てよ」「～（だ）こと」「～わよね」「～だもの」と

いった表現が女性に特有の表現であることは、古くから

指摘されている。しかし現在の話しことばにおいてこれ

らの表現は衰退しつつある。ところが、現代においても

これらの表現を用いる社会集団がある。「おかま」「ニュ

ーハーフ」と呼ばれる人たちである。衣川（2004）は、

彼らの使用する文末表現に注目し、ことばの男女差との

関係で「おかま」の用いることばを位置づけることを試

みたものである。 

 衣川（2004）は、「おねえタレント」のことばを対象と

した2種類の調査をおこない、その結果から「おかま語」

の特徴を探った。おこなわれた調査は次の通りである。 

• 実態調査：「おねえタレント」（おすぎ、ピーコ、假屋

崎省吾）が出演するバラエティ番組を録画し、他の出

演者と比較することによって「おかま語」の特徴を探

る。同時に、おねえタレントの本業（映画評論、ファ

ッション評論、華道）の番組も対象として、場面（バ

ラエティ対本業）による違いをとらえる。 

• 知覚調査：10代～60代の回答者323名に対してアン

ケート調査をおこなった。おかま・女性・男性出演者

の発話をそれぞれ 10 発話ずつ提示し、それらがおか

ま・男性・女性のいずれの発話かを回答者に判定して

もらう。 

 この 2 つの調査から、次のような点を明らかにしてい

る。 

• 「おねえタレント」は「～の（よ）」「～でしょう」「～

じゃない」のような表現を多用する。一方、他の女性

出演者は、「～です（ね／よ）」などの表現を主に用い

ており、上のような表現はあまり使用しない。 

• 「おねえタレント」は番組によって文末表現を切り換

える。バラエティ番組では上のような女性特有の文末

表現を用いる一方で、本業の番組では中立的な表現を

用いる。 

• 知覚調査においては、「おかま」の発話が正しく「お

かま」のものと回答される確率は低い。ただし「～わ

よね」「～だもの」という表現が入った発話は「おか

ま」の発話とする確率が高い。 

 「おねえタレント」は、外見は男性・ことばは女性と

いう特徴を持つが、その言語的特徴は女性が用いるもの

よりも「女らしい」という結果が出た。つまり、彼らは

我々が持つ「女性のことば」のイメージをそのまま実際

に使用していると言える。イメージと実際がずれるため

に以上のような結果が得られたと考える。また、彼らは

場面（番組）によって女性的な文末表現の使用を調節し

ている。ステレオタイプ的女性語を用いることによって、

「おかま」というキャラの表出を意識的に切り換えてい

ると言える。 

 このほかにも、ことばに対するイメージを実際の言語

使用に反映させていると考えられる例がある。 

• 幼児の方言習得の過程で、「ごっこ遊びにおいては

たどたどしいながらも標準語的な話し方」をしてい

る（高木2006）。これは「役者ことば」のイメージ

が顕在化した例であろうか。言語（方言）習得の早

い段階で、ことばに対するイメージを獲得し、それ

を用いて演じることができるようになっているこ

とが分かる。 

• ある人のことばを聞いて「アナウンサーっぽい」と

感じる。「はきはき、速い」といった言語的特徴が

「アナウンサー」という職業をイメージさせるので

あろう。 

 以上の例は、役割語ほど社会全体で共有されているわ

けではないが、ことばのイメージが実際の言語使用に影

響を与えている例であると言えよう。 

4. ステレオタイプ化された人物類型 

 相手の属性（たとえば外見など）からその人が使用す

るであろう言語変種を想定し、行動することがある。こ

のような例には、オストハイダ（2005）があたると考え

る。同（2005）では、話し相手が西洋人か否か、あるい

は車椅子に乗っているか乗っていないかといった外見の

違いによって、母語話者の言語行動が異なることを指摘



した。この調査では、西洋人あるいは車椅子に乗った人

（どちらも日本語能力に全く問題はない）と日本人の二

人で行動し、西洋人が何かを尋ねた際の、返答のされ方

について考察している。その結果、西洋人と日本人のペ

アによる調査では、日本人（第三者）へ返答する行動が

頻繁に観察された。「西洋人」という外見から「日本語が

話せない／理解できない」と仮定し、日本語能力が高い

と想定できる方（日本人）へ返答する行動と解釈するな

らば、相手の属性からその人が使用するであろう言語変

種をイメージした上での行動と言えるだろう。 

5. ことばのイメージの中の「属性」 

 以上、本発表では言語意識を「知識の中のバリエーシ

ョン」ととらえなおすことによって、「属性」に関するイ

メージを言語意識の中で捉えうることを示した。この観

点に立てば、役割語は社会方言に対するイメージに位置

づけられる。また、上のようにとらえることによって、

役割語にはなりきっていない（社会全体で共有されてい

るとは言えない）言語イメージも扱えられるのではない

だろうか。 

 我々は、ことばのイメージや人物類型のステレオタイ

プを単に受容するだけでなく、それを意識的／無意識的

に利用して言語生活をおこなっている。それらは、普段

はあまり意識されることはないが、実態とのずれが生じ

た時に顕在化する。このような、実態とのずれという点

からもことばのイメージにアプローチできるのではない

だろうか。ここで述べた観点・事例以外についてもご教

示をいただければ幸いである。 
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