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書官事変化と規範意識 ei襲開意識
その現状把握手段としての公開型ウェブ、調査の試み

@放送研究部塩田雄大

日本語の現状をJ自爆するためにウェブサイト上で尖施している「あなたは多数派?少数派?J誠T誌

のデータを今後日i極的に活用してゆくのにあたって!当データのさまざまな側而について考祭する。

ランダムサンプリンク

ウェ 7サイトへの回答者は!

①!丹性の占める割合が，やや大きい。

②若年間の r~jめる叩I合は!きわめて大きい。

③ことばに対して，一般の人よりも規範な織・ I~I心が強いことがうかがわれる。

また!ここで何られたデータに関して

③男女差については，ある程度信用できる。

⑤年代差については，かなり償問できる。

⑥単語の「東西対立的分布」が呪実に存在する場合，そのことがこの方法での訓査結果にも表れ

てくる。

⑦全体平均私立は!経験(その首い方を耳にしたことがある). j~JlJ (自分でも使う)といったこと

についての数値は相対的に高め(=言話変化にあたって先行的)になり，判断(その凸い方を

おかしいと思わなLサについては低め(=言語変化にあたって保守的)になる傾向が兇られる。

以上の特仰を認識しておけば?公開型ウェブ訓査のデ タは十分に活問できることを述べる。
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はじめに

NHK放送文化研究所では，放送における

共通語の構築のために，これまでさまざまな

方法で日本語使用実態の現状把握に努めてき

た。その有力な手段の lっとして，世論説査

と|可じく回答者を無作為jlll出法によって集め

る形式をとったもの(ランダムサンプリング

式総資)がある。当研究所では以前から日本

語の使用状況を抱娠する手段の 1っとしてア

ンケート形式の調交はおこなってきたが p こ

とばの誠盗として本格的にランダムサンプリ

ングによって回答者を選定する調査を実施し

たのは， 1979年9月におこなわれた「ことば

に関する意識」調査が最初である([文研月報j

1980，2， r放送文化研究年報第25集J1980な

どに結果収録)。アンケー卜形式の調査は，

その単純集計の結果が，本当に日本の実情を

示しているかどうかは保証されない。それに

対してランダムサンプリング式調斎は守仮に

日本人全員を対象に調査をした場合でもほぼ

同じ結果が得られる守ということがかなりの

磁度を持って期紡できる(質問に対して「答

えたこと」が即「日本訟の実情jであるのか

どうか，という議論については，ここではふ

れなLミ)。

ただし，ランダムサンプリング式調査は予

問・経狩・ i時間がかなり必要であるため 1 大

量の質問を実施することがむずかしい場合も

ある。また，社会言語学的研究について言え

ば「ランダムサンプリング万能主義」は必ず

しもなじまない，という趣旨の見解も近年，~H

されている(荻野綱男 (2002))。社会言語学

の成R~1 こF三って，ランダムサンプリングは問

題解決のために開発されてきた数多くの選択

94 

肢のうちの 1っとしてみなされるようになっ

てきており，社会言語学の研究者たちは，か

つてほどは手続きょの問題(たとえばサンプ

ルの代表性の問題や，厳密なランダムサンプ

リングが必裂であるかどうか，といった問題)

のみにはこだわらないようになってきている

(Lesley Milroy and Matthew Gordon (2003)， 

pp.47-48)。

こうした時代の流れの中でサランダムサン

プリング式謝査を有liう形の調査を 1 般化し

たインターネ yトを利用して何らかの形で実

施することはできないだろうか，という発想

のもとに開始されたのが 1 ウェブを活用した

「あなたは多数派?少数派?J総査である。

本稿では， 1:1本語の実態調査の新たな試み

である「あなたは多数派?少数派?J翻斎に

ついて取りあげ，ウェブを利附した調資の需

語研究における位置づけと活問方法について

検討する。なお「あなたは多数派?少数派?J 

調査の概主主およびその分析については坂本充

(2004)でも示されているが，当該論文発表

以降に蓄積されてきたデータも含め?本稿で

は新たに分析を試みる。

「あなたは多数派?少数im?Jの形式

まず，本稿で取りあげる「あなたは多数

派?少数派?Jの形式・概要について，ごく

簡単に説明しておこう。詳細lおよび兵体的な

イメージについては，坂本充 (2004)および

実際のサイトをご覧いただきたい (NHK放送

文化研究所のサイト http://www.nhk.or.jp/

bunken/で「国語力テスト jのアイコンをク



'}ソクすると兇られるようになっている)。

ここで挙げられている設問は，たとえば次

のようなものである。

「一一一一一一一一一一一一一一一一一一→一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一寸

|次のA.Bについて?あなたはどのよう i 
| に発音しますか。 i 
| もっとも近いものをアーエの'1'から 1つ j 

| だけお答えください。 i 
lA 「~をくじかれたJ i 
i B 1 (鬼も|八，)番茶も-J i 

1 口両方とも消音 i 
(1デハナをくじかれたJ i 
「番茶もデハナJ)

口例プJとも詰1H普

(1テ'パナをくじかれた」

「番茶もデパj-J)

口 Aはη~1当i' ， Bは濁音

(1デハヲをくじかれたj

「若干茶もデパナJ)

口 Aはj弱音， Bは消音

(1デノてナをくじかれたj

「番茶色テ'ハナJ)

次の[はけ仁J]について?あなたはどの

ように発音しますか。 1つだけお答えく

ださい。

mi神的ないらだちの[はけ口]として幼

L寸乙どもを虐待した身勝手な犯行だ。j

ロハケクチ

口ハケグチ

(以上 2004年11月公開誠資分から抜粋)

また， 1回答者の属仰を尋ねる項目として，
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などが設けられている。

設!宵は，月に 11変更新される。また，同じ

パソコンからは毎月 l皮しか挑戦できないよ

うになっている。

設問および脳性をすべて入力(送信)する

と，直後に現"'J点での集計結果が表示され，

その時点での「大勢jがどのようになってい

るのか，また自分が答えた181答は多数派のも

のなのかどうなのか?といったことがわかる

ようになっている。またあわせて，回答者に

は前月分の集計結架および簡単な解説も治さ

れる。

毎月の回答者の数は，平均しておよそ2，400

人弱である (2004年11月三起施分までの平均)。

以上を概念図としてまとめたのが，図 1で

ある。

図 1 Iあ立たは多数派?少数派?J認査のイメージ
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公開型ウ工ブ調査の位置づけ

日本語の研究にウェブを積極的に活用すべ

きであると主張する論の 1つに，荻野綱男

(2004.11 )がある。そこでは，荻野自身の発

案としてGoogleを用いた方言語形分布調査法

とその実s!H列が示されており，あわせて先行

問究として，電子化された援|会議事録を利用

した朽II(松岡謙次郎 (2004))，Yahoo !グル

メを利用した例(取田雄大 (200，1.5 ) )などが

紹介されている。これらは，インターネット

上で公開されている言語を資料・データとし

て分析するものである。調査対象者を新たに

探す必要はな1'0 このように「ウェブ検索j

を言諮研究に活一服することをめぐっては，荻

野綱男・問中ゆかり (2005)でも興味深い議論

が皮肉されている。

また，質問文をメールで送って回答しても

らう，という調査も現在では広くおこなわれ

ている(たとえば荻野綱男 (2004.6 ))。これ

は，アンケートの配;(Ii・凹収過程に電子的な

子主主を胤いたものである。

いっぽう今回取りあげる「あなたは多数

派?少数派?J調査は，上記の務調査と異な

り，調査者iHUが作成・公開したアクセスフリ

ーのウェブサイト lこ :t1 して，そオLを rm~i した

回答者が I~I主的に回答するものである(この

ような形式の誠査を， I公開型ウェブ縮交J
と呼んでおく 1))。公1m型ウェブ謝査は 1 ど

んな人が回答をするのか，ということについ

て， (アンケートとは奥なり)調査者側がコ

ントロールすることはできな1'0 またランダ

ムサンプリング式の世論説査と異なり，サン

プルの代表性というものは保証されない(そ
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もそも母集団の確定が困難である)。

このような調査形式の長所・短所は，那須

昭夫 (2004)や楠元良P}j(2004)などでも論じ

られている。これらで提起されている短所と

しては，サンプルの代表性が保証されない乙

と，回答者がインターネソトの高頻度利用者

に偏りがちであること，自主名性が強いために

回答(およびl!'il答者の自己申告による回答者

朕I性)の信頼性が低いこと，などがあり 1 い

ずれも大きな問題である。

公開捜ウェブ説査は 1 たとえて言うならば，

書籍・雑誌などに付いている「読者の声アン

ケート」はがきのようなものであろう。その

書籍雑誌を購入し?なおかっそこに付いて

いるはがきに(わざわざ)記入して送る，と

いうような行動は，当然であるが日本人全員

がおこなうようなものではな1'0 特定の趣味

行動特性を持った人の行為である。そのため，

「言売者の戸アンケート jの集計結泉というも

のを，日本人全体の平均像とみなすことは，

絶対にできない。

同4まに，あるウエブサイトにアクセスし，

なおかっそこで絡げられてL、る質問に主体的

に答える，というのは，日本人全体からする

とかなり特殊な行為である。

ここから，公開型ウェブ調査を，日本人全

体の平均的な回答を得る手段として用いるこ

とは，集計結果にいかなる工夫を施したとし

ても，問題が大きすぎると言わさるを得ない。

ウェブ調査は，ランダムサンプリング式誠査

と等fdliの代替物にはならないのである 2)。

しかし， f存者は「ランダムサンプリング式

調査の補完手段jとしての利用価値はあるも

のとみなしている。その lつに， I言語変化

の兆しJを採る手段としての使い方があるよ



うに考えている。

具体的には，ある7雪誘項iヨの「ゆれJにs¥I

して?男女差・年齢差や地J或差がありそうか

どうか，ということを知る手がかりとして利

刑するのである。

言語変化というものを考えた場合，あらゆ

る年代の人が斉一的に変化を起こす，という

ことは通館考えにくい。進行中の言語変化と

いうのを「現時点jという illiで切り取った場

合， 1'1三代差jや「男女差H地域差Jなどの形

でi明らかになることが多いのである。このよ

うな属性差を探ることによって，現在変化し

つつある言説頃闘はどのようなものか，とい

うことを推定することができる。

少なくともこのような目的であれば?公開

型ウエア調査を日本語研究の手段とすること

は，問題がないであろう。

ただしそれでも，公開型ウェブ調資のl回答

者が，日本人全体の平均像とはかなり異なる

ということは，常に認識しておく必要がある。

次掌では，坂本光 (200，1)と重なる部分もあ

るが， 1あなたは多数派?少数派?J調査の

問答者の「術り」について述べる。

田答者のf儒りJ

坂本充 (2004)では，ランダムサンプリン

グ式調査と「あなたは多数派?少数派?J調
査とで問答者の属性がどのように異なるの

かτ ということを考察している。この章では

そのデータを一部再掲し，若干の説明をi~ す

ことにする。そこでは，ランダムサンプリン

グ式調査については「ことばのゆれ」調査

日話変化と腕範意前使用な識

(NHK放送文化研究所)過去 5回分(1999年

一2003年)の回答者属性平均が対象とされて

おり， 1あなたは多数派?少数派?J調査に

ついては12問分 (2003年4月一2004年 3月)

の回答者属性平均が取りあげられている。

， .性別

男女別には， 1あなたは多数派?少数派?J 

調査はランダムサンプワング式調査に比べて

男仰の制合がやや高Lミ(図 2)。

このことは，日本人全体の男3<.~W合と比べ

ると，インターネット利問者の男女割合とい

うのは見性が市める率がやや大きい，という

ことと関巡しているだろう。上村修一・井岡

美恵子 (2001.8 )で提示されている資料から

は，インターネット平1JJ1]者はどの年!日jをとっ

てみても男性のほうが率が高い，ということ

がわかる。これは2001年の調査であり，また

同調査で「インターネットはまったく利用し

ていないが今後は利則したLリという問答パ

タ ンを示したのは交性30代・家庭焔人が比

較的多いので(J二村修一 井凶美恵子 (2001.

12)) ，現在では利!日者に占める女性の割合が

制査H寺点よりも大きくなっているとは怨像さ

れるが，基本的な傾向としてはそれほど変わ

りがないであろう。

図 2 ランずムサンプリンヴ式調査と「あなたは
多数派?少数派り調査の回答者構成(男女別)

ランダムサンプリンヴ式 「多数派り

バスパf.ヘ
(%) 
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図3 ランずムサンプリンダ式競査と「あなたは
多数派?少数派り調査の回答者構成(年齢別)

ラン11ムサンプリンダ式

60歳以上 33 20('0 

50('0 30('0 

40('0 (%) 

60歳以上

50代

「多数派む

10代

17 

40代

20('0 
29 

ランダムサンプリング式の[ことばのゆれ」訓布では対象を「却歳以 uと限定しているため 10ftはM拙からいない。

また，日本人の生活時間に関する調査から

ウェブ閲覧とメール利用へのI時間の割き方を

見てみると，全体平均に比べて男性はウエア

閲覧11寺悶が多く，女性はメール利用l時間が多

い，という傾向がおおむね兇て取れる(三矢

慈子・荒牧央・中野佐知子 (2002)，荒牧央

(2002) )。

以上の 2点(インターネソト利用者に占め

る男性の割合の多さ， !cJ'l'~1:のウェブ志向)か

ら考えても， 1あなたは多数派?少数派?J 

調査で男性の占める割合がやや大きいことは，

きわめて自然な結果であると言える。

2，年齢別

年齢別に兇ると?ランダムサンプリング式

調斎と「あなたは多数派?少数派?J制査と

はかなり機成が異なることがわかる(図 3)。

前者では，もっとも多いlilJ答者は60歳以 tで

ある。 50代と60歳以上とを合わせると，半数

を越える。いっぽう後者でもっとも多いのは

20代で， 20代と30代とを合わせると品数を越

えているのである。

これも，インターネット利用者に占める者
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者の多さを考えれば，当然の帰結である。注

意すべきなのはJあなたは多数派?少数派?J 

調斎において，ある項目のある回答が「全体

で00%であったjということを述べる|深

(あるいは解釈する|探)に，現実の人口動態

とはかなりかけはなれた機成になっているこ

とを常に意識しておくことである。

3 .地域別

地域別の回答者構成は坂本光 (2004)にお

いてなされておらず，あえて新たに集計する

ことはここでもおこなわないが， 1あなたは多

数派?少数派?J誠査では，現実の動態より

も守剖1i'11音I1の回答者の割合が多いことがt!iI祭

される(その逆の結栄はおそらく考えられな

L、)3)。

その瑚Ialとして，都市部におけるインター

ネソト静及率の高さが挙げられる。加えて，

都市部のほうが若者の住んでいる割合が大き

く，そしてその若者たちのインターネット利

用率が高いために，結栄として都市古防当らの

問答が多くなる，ということもおそらくある

だろう。



4 規範意識・関心

これまでJjgf;z-.年齢・地域といった人口動

態的な属性について考察してきた。ここでは 1

ことばに対する規範意識 関心について?ラ

ンダムサンプリング式捌査と「あなたは多数

派?少数派?Jの!回答者をそれぞれ比較して

みよう。このようなことを考察するのは守た

とえば同じ 120代男惚 jとはいっても，公開

製ウェブ調査に回答するような 120代男性」

の人たちは?日本人の平均約な 120代男性」

の像とは異なるはずだからである。稲元良日月

(2004)の分析では，オンラインによる調査

の回答者は，郵送法調査の1i!1答者に比べて 1

機械親和l性・情報的好溺心・映像志向などが

i笥い，という結架が示されている。つまり人

口動態的な編りだけではなく守さまざまな初

会心政特性の加も考慮しておく必嬰がある。

ことばに対する規範意識・関心の迷いが，

各項目への1i!1答のありかたを左右すること

は，十分に考えられる。 fあなたは多数派?

少数派?J制査は日本語に関する調査であり，

この回答者築関が，ことばに対するîJ~総意

議・関心の而で日本人全体の平均像とどのよ

うに異なっているのかを考えておかなければ

ならないだろう。

坂本充 (2004)では， 1悶請に自信があるか」

「日本語が乱れているとjgうかjという 2点

について?ランダムサンプリング式調査と

「あなたは多数派?少数派?J剣査の結果を

比絞している.j)。しかし 1 設問 問答選択肢

のかなり爽なるものをそれぞれ実施してお

り，ここから特定の結論を導き出すのはむず

カミしL、。
ここでは，ふだん回総舌r=>>J!を{史うかどうか

弓語変化と焼結:v.識使用認識

について議ねた設閥を，ことばの規範意識・

関心を言|る 1つの尺度として，比絞してみる

ことにしたい(これは坂本充 (2004)脱稿後

に設定した設問である)。国諮辞典を使うか

どうかということは， 1ことばに対する規範

慾識・関心」の大きさとかなり密核な関迷が

あるものと考えられる。

「←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一寸

i [ランダムサンプリング式調査] i 
iふだん，国語辞典をお使いですか。 i 
lよく使う 13% | 

[ ときどき使う 34 

i あまり使わない 25 

1 まったく使わない 24 i 
1 国語部典はない 4 i 
1 [20048実施] i 
i [1あなたは多数派?少数派?J調交1 : 

1 ふだん?国語脈典をお使いですか。

i よく使う 25%/25% 

ときどき使う 48/47 

あまり使わない 21/21 

まったく使わない 5/5 

国語静典はない 2/2 

[2004. 9笑施/2004.10実施] i 
」一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一←→一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」

i証言者の結果を比較してみると， 1あなたは

多数派?少数派?J誠査の回答者は，ランダ

ムサンプリング式調査の回答者に比べて τ 国

語辞典を使う割合が高いことが兇て取れる。

もっとも多かった回答は長IU調査とも「ときど

き使う」であるが， 2番目は， 1あなたは多

数派?少数派?J調査が「よく使うJ，ランダ

ムサンプリング式誠査が「あまり使わないJ
となっている。

このことを年代別に兇てみよう。

NHK欣送文化研究所'1抑制5199



図 4 Iふだん国語辞典を使うかJの比較(年齢別)

一一一一一一ランずムサンプリンず式 ヲ 「多数派り

まったく 38 
使わない

32 
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31 
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亡五五コ
くラH3人/多521人>

2.1 
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はよ
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一一161 "， 
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亡互豆コ じ豆ヨロ 日盈区日
<ラ248人/3'352人> くラ291人/多加4人〉 くラ46よ人/3'139人〉

図4は，上述の両調査 (1あなたは多数派?

少数派?J調査については回答者の多かった

2004.10実施分)の回答分布を，年齢別に比絞

したものである。一見してわかるとおり，そ

れぞれの年代において，両調査では問答の分

布状況がかなり異なっている。「あなたは多

数派?少数派?J調資では「よく使うHとき

どき{吏うJが多く，ランダムサンプリング卦t

調査では「あまり使わなLリ「まったく佼わな

Lリが多L、。

このことをさらに単純化したのが，図 5で

ある。乙こで算出した数値を「辞典使用指数」

と11宇んでおこう。「あなたは多数派?少数

派?Jの問答者は，すべての年代において，

一般の人たちよりもよく国語辞典を使用する

ことが図からわかるだろう。

以上から， 1あなたは多数派?少数派?J 

100 

調査の悶答者集団は，ことばの使用にあたっ

て，一般的な日本人の平均像に比べて「こと

ばに対する規範意識・関心が強Lリことが推

定できる。

図 5 Iふだん国語辞典を使うか」の比較(年齢別・指数化)
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2.7<1 2.?8 ____t..:J:-----:;J8 3.29 ぬ白山

ふーーー一一&

1引)

生-1TTi@2お

2.15 

2o代 30代 .10代 50代田政以上平均

話， fよく使うJ~4 点[ときどき使うJ~ :J点 f!ちまり使むな L 、J=2ä，
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の!uJ?予告総数で除して f t.vV~使Hl指数jを日 111



同一設聞の詑較

ここまで， 2 rjfJ:では公開型ウェブ剥査の位

置っけについて検討し， 31迂では回答者の偏

りについて概観した。

この主主では，公開耳目ウェブ調斎に現れる男

交差年齢差・地域差が，はたして現実に存

在する「差jであるのかどうか，ということ

について考えてみる。具体的には，過去に実

施した同内容のランダムサンプリング式調査

の結栄との比絞を試みる。

1 . r多数派?Jの男女差は実情を反映

しているか

ここで， Iあなたは多数派?少数派?J調
査で表れた男女差を検訳する試みの手順を述

べる。

①調査項目の選定

「あなたは多数派?少数派?J調ままとランダ

ムサンプリング式調査とで，ほぼ同一の形式

で尋ねた項目を取りあげる。「あなたは多数

派?少数派り調査では10代も|亘|答している

が，両調査の回答者をそろえるために，集計

対象から外す。また89'1三2月に実施されたラ

ンダムサンプリング式調査では16-19歳も対

象になっているが，これも|司様に外す。

② i詰頻回答の選定

上記について， Iあなたは多数派?少数派?J 
調資の問答選択肢のなかで，全体としてもっ

とも多く選ばれたものを「最娘問答」とする。

③「多数派 ?Jの男女差の算出

最;JiIi問答の「男性平均値Jから「女性平均値j

を引き算した数値を守「男女羨Jとみなすこ

711BiE変化と JJ!1古 :Q~f& 使川辺令制

とにする093伎に多く回答されたのであれば，

この「男女毅jはプラスの値を取り，逆に女

性に多く問答されたのであればマイナスの倣

を取ることになる。

④ランダムサンプリング式調査の男女差の算出

ランダムサンプリング式謝査についてはサ

「あなたは多数派?少数派?J調査で汲頻岡

答となったものと同じ凶答選択肢を対象に 1

さきほどと同じ手順で「男女差」を算出する。

以上の乎順を施し， Iあなたは多数派?少

数派?J調査での男女差の数値の大きさ順に

並べたものが表1である。

これを見ると， Iあなたは多数派?少数

派?J調査とランダムサンプリング式調査と

の男女差の表れ方の傾向が合致しているもの

(0)が20項目，合致していないもの(x)が

5項目，どちらかの制査で男女差がほとんど

表れていない(ここでは使宜的に l:t1 %未

満Jを基準とした)ために判定を保i認するも

の(ム)が 9項目となっている。合致項目

(0)と非合致項目 (x)との比率はτ20: 

5 =80%: 20%となる。

この判定を見るかぎり，以下のように言う

ことができる。

「あなたは多数派?少数派?J調査での

男女援は，ランダムサンプリング式誠盗

の男友会主と，おおむね合致する。つまり，

fあなたは多数派?少数派?J調査で表

れた男女差は，ある程度信用できる。

次に，それぞれの数似を散布凶の]1予で配置

したものを見てみよう(図 6)。図について説

明すると，

NHK放送文化研究所'1畑山IlOl



6

表， Iあなたは多数派?少数派 ?J調査とランずムサンプリンヴ式認査の男女差比較

「あなたは多数派?少数派?J怒査
合致

ランずムサンプリンヴ式閣査

設問[京潟<'!>カッコ内は翻蜜月] 置額四笹 男 主 男女装 男女差 見 女 関査月

ア i郎、Ikく思i叫とで「前の選手をかわす」とPう白い方を おかしくない 55.7 52.2 3.5 。10.6 71.7 61.1 (00.11) 
あなたはどう思いますか。 (03.7)* 

イ 「他人王lりをどうみtみま「か。 (03.5)* たにんごと 61.0 57.6 3.'1 c. 一0.6 79.6 80.2 (99.11) 

ウ [r勾itJをどう読みますか。 (0.1.1) にくじ会 5.1.8 52.6 2.2 。 2.8 72.9 70.1 (00.11) 

工 あなたは [ (レストランで出口が官に)おオのおか 自分では{史わな 73.9 71.9 2.0 乙ミ -0.3 74.6 74.9 (日~.1l)

わりは大丈夫で Fか?J ([いりませんか i 必主l;lあり l、

ませんか」という意味で)のような「大丈夫jの使い

方についてどう思いま宇治、。 (04.8)
オ テレピで出前l可があいさつをする羽合に あなたは tr.j耐1011キごろま 46.8 45.8 1.0 × 6.1 41.6 47.7 (01.12) 

何時ごろまででしたら「おはようございますJとあい で

さつをして色ょいとお考えでしょうか。平i前は今こ

ろのl時期lと考えてくださ P，(0.1.6) 
カ 「 段~'&J をどう読みますか。(03.6) * ひとだんらく 55.9 55.3 0.5 ム 2.'1 21.8 19.'1 (93.12) 

キ 「山'tJをどう;'o'iみま tか。 (03.12)* しゆっせい 70.'1 70.2 0.2 iと与 -2.7 78.8 81.5 (89.2) 

ク あなたは!次のような「とかjの使い方をどこかで見 人が訴すのを。'( 日2.1 92.7 一[同 ζ込 -1.8 6，1.5 日丘3 (02.11) 

11¥Jきしたことがありますか。あてはまるものがあれ 接UIlいたことが

ばいくつで也お答えくださ ¥¥Q ["残来したら ての ある

ぷん手当とか出るんですか?J (0.1.8) 
ケ励ます立時で f微をとば寸」という ;;;j'l、'jjをあなたは おかしくない 7ふ4 7<1.8 一1.4 × 7.5 日0.0 82.5 (00.11) 

どう思いますか。(03.6)培

コ あなたが立のように話す均合，カソコ内の部分はど しぞけの切り身 53.8 55.5 -1.7 × 1.2 56.3 55.1 (01.5) 

う ~;iいますか。[(さけ/しゃけ)の切り身。J(倒的

サ [ (看護師が忠者にiJ射を打った桂)ご自分でよく腕 おかしP 83.5 85.'1 一1.9。-6.9 68.0 74.9 (99.11) 

をもんであげてください。」のような fあげてjの使

L、プJについてどう思いますか。 (OUO)串

シ f注文して tぐ食べられる簡単な食品J(03.11) * ファーストフード 85.9 88.2 -2.3 。-2.8 70.0 72.8 (02.12) 

ス あなたは.[大丈夫ですか」ということばが止のよ 人が話すのを時「 71.0 74.1 -3.1 。-3.1 43.1 ιi丘5 (02.11) 

うに打、りませんか必盟ありませんかjとL、う泊J.iiJ島IUll、たことが

で使われているのを どこかで見出きしたことがあ ある

りま「か白あてはま。ものがあれば!いくつでもお

替えくださl¥" (レストランで府口が官にJrお水の

おかわりは大丈夫ですか?J ([¥、りませんか!必要

ありませんかJという話昧で)(04.8) 
セあなたは.[っていうか!こっちのほうが似合いそう。jおかしい 80.1 8:3.2 -3.2 iご〉 0.7 517 63.0 (02.11) 

のような「っていうかjの班い方についてどう思いま

すか。 (04.7)
ソ あなたは!止のような「っていうかjの使い方をどこ 人が話 j'のを班 79.6 83.2 3.6 。 7.7 58.6 66.3 (02.11) 

かで児1l¥Jきしたことがありますか図あてはまる也の 持!I¥!いたことが

があればいくつでもお答えくださl'o (眼鏡応でA ある

さんが眼鏡をかけてみて)Aさん fこれ どう?J 
Bさん「っていうか，こっちのほうが間合いそう。」

(04.7) 
タ あなたは. [(レストランで府民が存に)お水のおか おかしい 83.6 87.6 -4.0 。-4.0 67.'1 71.'1 (02.11) 

わりは大丈夫ですかヲ J([いりませんか!必要あり

ませんか」という立時で)のような「大丈夫jの使い

方についてどう思いますか。(0.1.8)
チ 「依存jをどう読みますか。 (03.8)* いそ'ん 日日3 94.3 -4.0 。1.7 94.2 95.8 (89.2) 

ツ あなたは次のような「あげるjの使い方をどこかで 人が話すのを出 87.8 92.0 -4.2 。-6.7 72.9 79.6 (02.11) 

見聞きしたことがありますか。あてはまるものがめ J島rIill、たことが

れば!いくつでもお評えください o (剥が子に) ある

「花に水をあげておいて.J(OU) 

テ f全拙平気です」とL、う表現をあなたはどう思いま おかしP 85.8 90.3 .1.'1 。-1.5 69.8 71.3 (93.1) 

「か。 (03.'1)* 
ト テレビで出演者があいさつをする喝告に。何時ごろ 午怯 61111ごろか 50.2 55.6 -5.'1 。-3.0 -17.6 50.6 (01.12) 

からでしたら「こんばんはjとあいさつをしてもよい ら
とお考えでしょうか。事節は今ごろの時期と考えて

くださP.(0.1.6) 
ナ f苦しい景色が見れる」という亘い"}Jをあなたはど おかしい 81.4 87.7 -6.2 。一2.3 47.6 49.9 (96.3) 

うfよH、ますか。(03.5)* 
ニ あなたは. [(税が子に)花に水をあげておいて。」の 自分でも使う 62.2 69.1 -6.9 。-11.9 52.7 64.6 (02.11) 

ような「あげる」の使い方についてどう思いますか。

(04.7) 
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討訴変化と焼範恐~~~・使川Qil品

ヌ.r耳ざわりがよtリという日いjjをあなたはどう!J.¥ おかしL、 62.'1 70.1 i.7 乙〉 0.8 59.7 58.8 (89.2) 
L、ま寸か。(03.11)" 

ネ あなたは!円'.Io主したら 1 そのぷん子当とかmるんで LI分でも使う 62.6 70.6 -7.9 。一13.9 37.2 51.1 (02.11) 
すか 1Jのような「とかjの住いプiについてどう思い

ますかロこの<1'から lつだけお答えくださL、(04.8)
ノ 感動したとき In肌が立つjという'，'::1"iリfをあなたは おかしくない 53.3 61.2 -7.9 × 1.6 32.8 31.2 (92.'1) 

どう!J.(t、まョナか。(日3.6)* 
ハ 16対Oの大差(03.11)出 ゼfロ 56.5 削 5 -8.0 。 5.'1 73.0 78.'1 (91.2) 
ヒ あなたは.r残業したら!そのぶん干当とかmるんで おかしい 68.6 76.7 -8.1 。一13日 37.2 51.1 (02.11) 

すか 1Jのような「とかjの使tミ方についてどう思い

ますかロこの<1'から lつだけお答えくださL、。 (0.1.8)
フ r，舟阿'IJをどうJ出みま守か。 (o:wネ きぞう 76.4 制 7 -8.3 。-5.3 60.2 65.5 (9，1.12) 
へ あなたは止のような「あけ!てjの使い方をどこかで 人が話すのをl町 53.6 62.1 -8.6 × 4.6 .19.6 45.0 (凶 11)

見1111きしたことがありますか。あてはまるものがあ 時Il'r!いたことが
れば?いくつでもお持えくださ ¥¥0 (イ77J苦闘が忠者に ある

註射をHった佐)fご自分でよく腕を色んであげてく

ださいoJ(04.10) * 
ホ 19M主jをどう品tみま j-か。 (0<1.2)" ほっしん 6i.2 7ι2 -8.9 。-12.8 40.0 52.8 (94.12) 
マ.あなたは， rっていうか，こっちのほうが似合いそうJ 自分でも使う 44.6 fシ1.0 -9.'1 。-11.2 23.1 3<1.3 (02.11) 

のような fっていうか」の値い方についてどう思いま

すか。(04.7)
ミ f早担jをどう読みますか。 (03叫* てうきゅう 47.5 57.1 9.6 。 0.9 6<1.9 日8 (89.2) 
ム あなたは r (親が子にl1eに水をあげておいて。」の おかしい 45.1 55.0 -9.9 .0与 0.2 34.9 日l (02.11) 

ような「あげる」の使い方についてどう思いますか。
(0.1.7) 

メ f縁日などで先ってい@也ので φ 砂慌でできたふわ 綿あめ ，15.'1 ‘55.【J 10.:l 6 。。 .13.7 -I3.7 (03.5) 
ふわの食べ物」のことを. fiifとはうでしょうか。

(04.7) 

四

5

9

一==一一

O
×
ム

*1ま.rゐなたは多政派?少数派?J訓伐とランダムサンプリング式訓告とで品川 l[il芥選択収のおmにやや'NloiJがあることをmす。}。

また!回答躍叫肢の fおかしいと思わないし自分でも使うjと「おかしいとは.*J.¥わないが自分では使わなLリとの紋似を足し合わせて

fおかしくなlリとするなど，宜的t合を施したむ

{川訓子t円形式をそろえるために. IOf(からの回答は~:，;十した@

殴 6 rあなたは多数派?少数派?J調査とランダムサンプリンゲ式調査の男女差の分布
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|第一刻浪(右|二)

| 詞調査において女性よりも男性のほう

が il設頻回答」を多く答えた項目

E 第二象限(左上)

「あなたは多数派?少数派?J調査で

は3('11のほうが多く，反対にランダム

サンプリング式調査では男性のほうが

「最頻181答jを多く答えた項目

第三象限(左下)

i 雨調査において男性よりも女性のほう

| が「後頻回答Jを多く答えた項目

| 第l羽象I;l~ (右下)

i rあなたは多数派?少数派?J調査で i
は91↑士のほうが多く?反対にランダム i 

l サンプリング式調査では女性のほうが t

i 11註奴問答Jを多く答えた項目 | 

図 6において， iあなたは多数派?少数

派?J制主主でよcI'上のほうが多く答えた諮項目

(第三象l浪と第二象限)を比較してみると，

非常に多くの項目が第三象|浪に分布している

ことがわかる。

L ミっ I~ う「あなたは多数派?少数派?J調

査で男性のほうが多く答えた諸演目(第一象

限と第四象i浪)を比べると，ほとんどきをがな

い。ここから守以|、のように言うことができ

る。

「あなたは多数派?少数派?J調斎にお

いて，全体としてもっとも多く答えられ

た回答(最~質問答)の内訳を見た場合，

その中でも女性のほうがより多く答えた

ものについては，ランダムサンプリング

式調査においても同様の結果が出ること

104， 

が多い。

逆に男性のほうがより多く答えた項目に

ついては，同様のことは望めない。

このような現象が見られる理由については，

今のところ筆者にはよくわからない。今後の

諜題としたい。

2. i多 数 派 ?Jの年代差は実情を反映

しているか

次に，ささほどと隠様の予順を用いて，

「あなたは多数派?少数派?J調査で表れた

年代差を検証してみる。

年齢差の設定にあたっては，附調査ともに，

20-49歳を「若年隠J，50歳以上を「高年層J

としておく。

さきほどと問様の手順を施L-， iあなたは

多数派?少数派?J調査での年代若の数値の

大きさI1頃に益べたものが表2である。

これを見ると， iあなたは多数派?少数

派?J調査とランダムサンプリング式調査と

の年代差の表れ方の傾向が合致しているもの

(0)が28項目，合致していないもの (x)が3

項目，判定保協(ム)が 3項目となっている。

合致項目 (0)と非合致項目 (x)との比率は?

28: 3 ='90% : 10%となる。これは，さき

ほどの男女差の合致率よりも高い。

この判定を兇るかぎり，以下のようにぎう

ことができる。

「あなたは多数派?少数派?J調資での

年代差は，ランダムサンプリング式調査

の年代差と，高水準で合致する。つまり，

「あなたは多数派?少数派?J調査で表

れた年代差は，かなり信用できる。
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表2 iあなたは多数派?少数派 ?J調査とランダムサンプリング式調査の年代差比較

「あなたは多数派?少数派?J !周査 ランダムサンプワンヴ式怒査|

設問[京庖マルカγ コ内は翻査且] 最顔面笹 室園 高年摺 年代蓋
量 年代蓮 高富 調査月

マ.あなたは.[っていうか.こっちのほうが似合いそう。」 自分でも使う 58.9 16.7 42.2 。29.4 付2 14.8 102.111 
のような「ってl、うかjの1*い方についてどう思いま

す功、。 10UI
ネ あなたは.[残;A~したら?そのぷん子当とか出るんで 自分 Cも使う 75.0 ，8.2 :16.8 。36.6 63.5 26.9 102.11) 

すか ?Jのような fとかjの値い方についてどう思い

ますか。この'1'から iつだけお答えください。 104.81
カ 「 段i'&Jをどう読みま Fか。(江川)キ ひとだんらく 62.7 28.0 33.8 。15.7 27.9 12.2 193.121 
ソ あなたは止のような「っていうかjの使い方をどこ 人が訴すのを出 88.0 58.7 29.3 。37.9 82.3 .1.1.4 102.11) 

かでM聞きしたことがありますか。あてはまるもの J主IllJi'たことが
があれば いくつ Eもお許えくださ l¥0 (IlH鋭版でA ある
さんが限鋭をかけてみて1Aさん[これ どう?J B 
さん「っていうか.こっちのほうが似合いそう。」

10.J.71 
ニ あなたは。 [WIが子に1IEに水をあげておいて。Jの 自分でも使う 71.7 45.3 26.'1 。26.'1 Tよ7 .[6.3 102.111 

ような「あげ。jの使い方についてどう思いますか。

(肘 71
キ 「出生」をどう説みますか。(o:l.121* しゆっせい 73.3 51.7 21.6 。 8.'1 83.2 74.8 (89.21 
ス あなたは 「大丈夫ですかjということばが次のよ 八が，i8すのをl¥) 76.9 57.5 19.4 。:32.9 62.0 29.1 (02.11) 

うに円、りませんか!必要ありませんかjというJJ.時 按 WJi'たことが
d*われているのを!どこかで見聞きしたことがあ ある

りますか。あてはまるものがあれば，いくつでもお

容えくださ i'"(レストランで山口が容にIrお水の
おかわりは大丈夫ですか?J ([いりませんか!必弘主

ありませんかjという話時で1104.81 
フ 「苅:J!i'lJをどうz読みますか。(田71* さぞう 85.8 66.7 lfl.l 。20.7 7ふO 52.3 (0.1.121 
ミ 「早.cりをどう E泣みますか。(田41" そうきゅう 57.3 :18.'1 18.9 。 7.7 68.1 60.4 (89.21 
メ 「紋日などでiよっていQ もので!砂加でできたふわ 制!あめ 53.8 .10.3 l3.5 。 9.0 .18.2 39.2 (03.51 

ゐ、わの企ベ物jのことを，何と u うでしょうか。

10<1.71 
イ 「他人すりをどう北みますか白 (03.5)* たにんこごと 61.9 48.6 13.:1 。11.0 86.0 75.0 (99.11) 
ク あなたは}止のような「とかjの使い五をどこかで見 人が話すのを前 95.3 82.2 13.1 。32.8 82..1 .10.6 (02.111 

聞きしたことがありますか。あてはまるものがあjeJ産JlHいたことが

ば!いくつでもお答えください。「成業したら その ある

ぶんT当とかn¥.Qんですか?J (001.81 
ヌ [11ざわりがよlリという前い方をあなたはどうM.¥ おかしい 出 7 57.6 11.1 。12.0 63.2 51.2 (89.21 

L、ますか。(G:l.11)"' 
へ あなたは次のような「あげて」の使い方をどこか C 人が品すのを政 60.6 50.4 10.2 。11.7 53.5 41.8 (99.11) 

児聞きしたことがありますか。めてはまる也のがあ J産JllJいたことが
れば、いくつでもお評えくださL、。(抗議(lilj;l)¥I.¥'¥古に ある
日射を打った法Irご自分 Cよく腕をもんであげてく

ださい。J(0.1.101 * 
ウ 「向日」をどう』読みま tかο104.11 にくじる 55.6 '16.2 9.'1 。10.9 77.5 66.6 (00.11) 
ノ 暗出J したとき fJ.-~)JJ lが立つJ と:、う，~f\リJをあなたは おかしくない 印 4 50.0 9.'1 。 5.0 34.2 29.2 (92.'11 

どう1出L、ますか。(03.61* 
ツ あなたは!止のような「あげる」の使い方をどこか C 人が訴すのを前 91.6 84.0 7.3 。17.0 85.0 68.0 (02.111 

見IlUきしたことがありますか。あてはまる志のがあ 1!i1l1l i 、たことが

れIf.いくつでもお容えください。(組が子に) ある

[IEに水をあげておいて。J(削 71
ア泊い抜く il:I~:で liìíïの選手をかわすj という山い方を おかしくない 5，1.0 46.9 7.1 。 2.5 67.2 6<1.7 (00.[1) 

あなたはどう思いま寸か。(出71* 
ホ 「弛1~J をどう (flCみますか。 104.21 * ほっしん 7てし4 67.5 5.8 。15.1 5'1.2 39.1 (9H2) 
コ あなたが止のように話寸均合1カソコ内の部分はど しぞけの切り身 5止O 50.'1 5.6 。 7.8 60.0 52.2 (01.51 

ういいますか。[1さけ/し判刊の切り身。J1例.61
チ 「依存jをどう読みますか。(田81* いぜん 93.7 88.6 5.1 。:1.7 出4 92.7 (89.21 
ケ 励ます立時で「撒をとばす」という 1='い方をあなたは おかしくない 74.8 71.5 3.3 。 7.9 90.3 82.4 {加 11)

どう思いますか。 (03.61キ

ト テレビでfHìj.ií l~'があいさつを寸るJU合に，何時ごろ 主f.f五611Nごろか 53.8 51.0 2.8 。.1.1 51.5 47.'1 (01.121 
からでしたら fこんばんはJとあいさつをしてもよい ら
とお考えでしょうか。争t前は今ごろのH羽田と考えて
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ください。 (0<1.6)
オ テレビで11.¥演者があいさつをする尉合に あなたは 午前1011キごつま 46.6 .14.9 l.i b. 0.6 45.2 14.6 (01.121 

何叫FこFろまででしたら「おはようございま-tJとあい で

さつをしてもよいとお考えでしょうか。1:珂1は今ご

ろの時IIIと考えてくださu、。 (04.61
シ 「註文してすぐ食べられる簡単な食品J(03.11) * ファーストフード 87.3 85.6 1.7 。30.5 88.3 57.8 (02.12) 
ナ 「去しLリ:t色が見れる」というよ;¥ザJをあなたはど おかしい 8.1.9 84.4 0.5 乙ミ -0.5 48.6 19.1 (出31

う!J.¥l、ますか。 (03.51キ

テ 「全然51'-';<.(ですjという岩現をあなたはどう思いま おかし" 87.01 90.8 -3.01 × 13.9 77.01 63.5 (93.11 
すか。 (03.011認

ヒ あなたは. r残業したら。ぞのぷんI当とかl1H5んで おかしい 71.9 76.6 -4.7 × 4.3 51.1 19.8 (02.111 
すか?Jのような fとか」の使い方についてどう思い

ますか。こ0)111から lつだけお答えください。(削81
セ，あなたは‘ fっていうか，こっちのほうが似合いそう。」

のような fっていうか」の使い方についてどう思いま おかしい 80.6 85.7 -5.1 ζ込 0.9 63.8 62.9 (02.111 
今か。 (0.1.71

タ あなたは. r(レス lランで応nが存に)お水のおか おかしい 81.1 87，9 -6.8 。一10.3 64.2 74.5 (日2.111
わりは大丈夫ですか?J (r，、りませんか!必盟あり

ませんかJという沼l味で)のような「大丈夫」の使い

方についてどう思いますか。 (0.1.81
サ r (石Jl.H:師が忠者に注射をHった怯)ご自分でよく腕 おかしい 83.2 00.7 -7.5 × 4.3 74.1 69.8 (99.111 

をもんであげてくださいJのような「あげてjの使

PIJについてどう思いますか。 (OUOI* 
ハ 16対Oの大差(03.111* ゼロ 57.8 70.8 13.0 。 2.'1 75.1 77.5 (91.21 
工 あなたは. r(レス iランでJ，!inが容に)お水のおか 自分では十~わな 611.5 81.9 17.01 。-13.2 67.9 81.1 (02.111 

わりは大丈夫ですか?J (rいりませんか、 l.t，_1J.iあり l、

ませんかJという山l床で)のような「大丈夫」の使い

方についてどう思いま寸か。(01.81
ム あなたは. r(剥が子に)花に水をあげておいて。」の おかしい 45.1 

ような「あげるjの使い方につい吉どう思いますか。

(OUI 

68.7 -23.5 。

。=28
X=3 
ム=3

16.1 26.7 .12.7 (02.111 

判立。 fあなたは多数派?少数派り凋1tとランダムサンプリング式謝花とで品目，j. [ijlf子選択j肢の表~!にやや)，~h';Jがあることを示す .i!

また。|川容選抗1I史的「おかしいと.1.¥.¥わないし1"1分でも使うjとfおかしいとは思わないが臼分では使わなt、jとの数悶を足し合わせて

「おかしくなLリとす@など i自官統合を施した。

アイウエオについては!表 lと同じものを付した。

fJ!Î，~~ftの形式をそろえるために 10f(からの1~!lrfは除外した。

また，さきほどと同様に散布区|の形で配置

したのが図 7である。

「あなたは多数派?少数派?J誠査で若年

層のほうが多く答えた言語項目(第一象限と第

四象限)を比較してみると，非常に多くの項

目が第一象限に分布していることがわかる。

第四象|浪はわずか 1つである(それも原点に

きわめて近い位置でタ年代差があるとはみな

せないような項目である)。

いっぽう「あなたは多数派?少数派?J制

査で高年層のほうが多く答えた諮項呂(第二

106 

象i浪と第三象|製)を比べると，ほとんど差が

ない。こ ζから，以下のように言うととがで

きる。

「あなたは多数派?少数派?J調査にお

いて，全体としてもっとも多く答えられ

た回答(最鎖問答)の内訳を見た場合，

その中でも者年層のほうがより多く答え

たものについては，ランダムサンプソン

グ式調査においても問様の結果が出るこ

とが多い。

逆にi高年脳のほうがより多く答えた項目



弓Jifi変化と規範JJ:識使川広識

図 7 rあなたは多数派?少数派り調査とランダムサン7.')ンヴ式調査の年代蓑の分布
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lについては同織のこと叫ない

また，表2に立ち返って兇てみると，合致

していない項目 (x)は， Iこの言い方につい

ておかしいと思う」という矧のものに限られ

ていることがわかる。もちろんこの鎖のもの

で合致しているもの (0)もあるのだが，こ

の現象は「あなたは多数派?少数派?J調査

の回答者属性と関連があるように筆者は考え

ている。

現段階ではあくまで想定であるが守

マ「あなたは多数派?少数派?J調査に

問答する高年!留 (50歳以 1:.)は，自分

の「言語.!EiS判定力jにかなり自信が

あるのではないか。

マそのため， IおかしいかどうかJと尋

ねられると， IおかしLリと答える人

が比較的多い。

マそれに対してランダムサンプリング式

調査では一般の人を対象にしており，

ここでのE若年閣は，自分の「言語.!E否

判定力」にそれほど自信がない人も比

車止{引、るものと1目、{製される。

マそのため，設問によっては若年層より

も「おかしLリと答える割合が低くな

るものも表れてくる。

マいっぽう， Iその言い方を自分でも使

うかどうかjということは I言語正否

判定力」の自信のありなしとはそれほ

ど関係がなく 1 実情をある程度正直に

答える。

マそのため， Iあなたは多数派?少数

派?Jとランダムサンプリング式調査

とで，共通した傾向が表れる。

上記のことがもし事実だとするならば，

「あなたは多数派?少数派?J調査の結果を

解釈する|祭に， Iおかしいと思うかどうかJ

と「自分も使うかどうかJという設問とでは!

それぞれ別の配慮が必要であることになる。

このようなことについては，今後とも考望書を

続けてゆきたい。
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3. r多数 派?Jの地域差は実情を反映

しているか

ここまでは， iあなたは多数派?少数派?J 

調査で表れた男交差・年代差はランダムサン

プリング式調査ではどのように表れるか，と

いう見方から検討をしてきた。

次に地域援について考えてみるが，これに

ついてはこれまでと問じ方法は取りにくい。

理由は，地域差というのは男女差・年代差の

ようには単純に類型化してとらえることが必

ずしも容易ではなL功、らである。

ここでは，地域差の中でも比絞的単純に扱

うことができる「東西対立的分布jについてま

ず児てみたい。方法としては，これまでの誠

査で東凶対立的分布があると確認されている

諮項目と，それに対応する「あなたは多数

派?少数派リ調査の諸項目とを比較してみ

る。なお，インターネソトによる調査である

ため現住所が「海外jである岡答者もいるが，

これはここでは含めていない。

東西対立的分布の lつの例として， r t.filあ

めjと「綿菓子jという言い方についてまず

取りあげてみよう。これは典型的なJ1tP_9対立

的分布を示す例である(坂田雄大 (2003))。

図 8a， bは， i綿あめ」と回答した人の割合

を地域別に表したものである。全国平均値に

比べて大きいか小さいかという分布を見ると，

ランダムサンプリング式調査と「あなたは多

数派?少数派?J調査とで 1 まったく同一で

あることが見て取れる。

また，ひき肉のことを「ミンチ」とH干ぶ地

域は西日本に集中していることが明らかにさ

れており(井上史雄 (2000))，ウェブサイト

iYahoo ! グルメJiこ;fll¥載さオ1たメニュー王ミ

示を地域別に分析した結果としても「ミンチ

カツjが西日本に多く分布することばである

ことが確認されている(J担問雄大2004.8)。

図 9は， iひき!去JJと「ミンチjという言い

方のうち後者「ミンチ」を選んだ人の割合を

地域別に表したものである。全国平均値に比

べて大きいか小さいかという分布を見ると，

ここでも東西対立的分布が表れている。

また，にぎりずしを数えるとき i1カン，

ft入 vr
亡3全It!平均より大

亡コ全国平均より小
口全田平均より小

(調.ff'F-03.5)

(%) 
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2カンjと言うことがあるが，この 11カン」

が具体的ににぎりずし 11 f[u1Jを指すのか?

あるいは 12個」を指すのか τ という疑問が

挺y包されることがある。これについては，語

源も含めさまざまな考察があるが 6)解釈上

の地域差に言及したものは，管見では兇あた

らなかった。「あなたは多数派?少数派?J 
の調査結果を， 10代および海外からの問答も

含めて兇てみよう。

にぎりずしを数えるとき， 11カン(貫)， 

i 2カン」と言うことがあります。この i
11カンJということばの治:妹は， 1にぎ 1

1 りずし 11刷でしょうか τ 「にぎりずし 2

|1悶」でしょうか。

i 1111，11 II国
全体

北海道

}f!北

関東

l'fl信越

東海

52.5 > 47.7 ! 

54.0 > 46.0 
50.4 > 49.5 
58.3 > 41.7 
55.2 > 44.8 
48.2 < 51.8 

昔話変化とlJ.!rl臨;uItW.(1史ITJ泣Jii~

北!漆 50.0 = 50.0 i 
関西 464 < 535 1 

中匡1 47.8 く 52.2 i 
凶|主1 38.6 < 61.4 ! 

九州i中縦 43.'1 く 56.6 i 
海外 50.0 = 50.0 ! 

i (調査月04.10) ! 
L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一→一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」

これを兇ると， 11個Jìl~ と 1 2 1凶」派とは

全体としてほぼ偶数であるが，来日本では

111悶j派が多く r射日本では 121図Ji取が多

L、ことがわかる。

東i国対立的分布以外の類型については，た

とえば「ーされてくださ Lリという言い方が

九州を中心としてよく i出かれることがアンケ

ー卜調査から示されており(日高寅一郎

(1996)) ，このことはランダムサンプリング

式調査からも裏付けられている(柴問実・深

草耕太郎 (2000))。これについての「あなた

は多数派?少数派?J調査の結果を， 10代お

よび海外からの倒谷も含めて示すと，

図10arシャケJ(ランヲムサンプリンヴ式調査1 図10brシャケJ(防止t防盟諸?P童話口調査) 図10crシャケJIr抗1，11事童話7&織り調査)

5ャヶ σ切断 、久 / 
恰国平均56%) 1 c5 50 υ 

全開平均より大 し札

仁ゴ全悶干均よかj、

(，Wh'H'.01.5) 

(%) 

シャケ σ切身11 '~_ ，1'/ 
(全国平均55刻 I ~S 56 .し

山間Jhli人IJIJの数例
でqq_t] 九州丹、河
は全11<1'1ιJ;¥Jより大

(%) 

ヨ削除 h人仰の放闘で
東海は全I!;J'V.Jりより大

!日:.Ji時九州ドl叫は
全1!;j>jeJ!Jより小

主戸〆

(%) 
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! r参考にされてくださ Lリという言い方は ! 

匹亙国匡亘盟i
i おかしくない 20% 6 1 

i f!史ってL、ぃ 26 8 i 
! (剥査月04.3)

! rここに名前を脅かれてくださ Lリとい

う言い方は l 
i 函亙国匡亘四[
i 1141いたことがある 68% 21 

t おかしくない 17 4 

自分でも使う 24 4 

(調査月04.10) i 

となっており，九州でよく使われるという地域

差の実態を反映した結果が符られている。

いっぽう， iあなたは多数派?少数派?Jで

は地域差がきちんと表れなかった例もある。

i (サケ/シャケ)の切り身jという言い方に

ついては 7 関東と東海地方で「シャケjがきわ

めて多いという結栄がランダムサンプリング式

調査で得られている (g~~団組大 (2001)) 。しか

し，このランダムサンプリング式調査の結果とそ

れに対応する「あなたは多数派?少数派?J剥

盗の結果とを対H罰してみると(1ZI10a，b) . iあ

なたは多数派?少数派?J誠査ではそのような

様相になっていない。ただし， i食べ物としての

俗(剣の切り身)Jではなく「動物としてのiM

(継の産卵)Jを尋ねた結果は，ランダムサンプ

リング式調査 (i[¥Jの切り身)にやや似た地域差

を兇せる(図10c)。

以上のことから.iあなたは多数派?少数派社

調斎の結果から地域主主を読み取ることについ

ては，ある程度(あるいはかなりの程度)可能

なのではないか，という見通しを筆者は感じて

いるが守今後とも手法の工夫が必要であろう。
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4.1多数派 ?Jの回答者は保守的か

さきほど匝主主で， iあなたは多数派?少数

派リの問答者集団は，ことばの使用にあた

って，一般的な日本人の平均像に比べて「こ

とばに対する規範意識・関心が強Lリことを

提起した。このことは守各項目への問答結果

にも表れてくるはずである。

ここまででは， iあなたは多数派?少数

派?J調査に表れた男女去を・年代差・地域差

をランダムサンプリング式誠査と比較してき

た。ここでは，各設問の全体平均結果そのも

のを比較してみたい。調査形式が異なるもの

について，このような比絞を試みることには

輿論もあろうがJあなたは多数派?少数派?J 

調査の回答者集団はことばの面で保守的なの

かどうか，などといったことを知るためにお

こなうものであることを明記しておく。

ここでは，取りあげる設問を回答選択肢の

種類によって便宜的に 2種類に分けて考察し

たい。

lつは，ある表現 言い方を耳にしたこと

があるか，またそれについてどう思うか，自

分ではそのような言い方はするか，といった，

経綴・判断・使間にかかわる設問である。

もう 1つは，それ以外の語録および!司法に

かかわる設問である。

また，各設聞に対する結果を表示するにあ

たって，これまでは，すべて「綬頻回答jを

線用してきた。ここでは?設問問の比絞を容

易にするために，それぞれ以下の選択肢を代

表選択肢として選ぶ。

経験・判断使用にかかわる設問について

は，それぞれ(そのような言い方について)

「人が話すのを直接聞いたことがあるJiおか



しいと思わなLリ「自分でも使うJという回答

選択}伎を採用する。これらは，すべて言語変

化にx-rしてどちらかといえIHうも1T的Jな3:1c

通傾向を持っていると言える。

諮'*および用法に関する設問については，

これまでと同じく， 1あなたは多数派?少数

派?J調査においてもっとも多く選ばれた問

答選択肢(l制度回答)をもって代表させる。

J~U:.をまとめたのが，表 3 である。

これは， 1あなたは多数派?少数派?J剥

査の全体平均値から，ランダムサンプリング

式調査の全体平均値を引き算し，その11直の大

きさ般に配列したものである。つまり 1 上の

ほうに佼践するものは「あなたは多数派?少

数派?J調査での値が大きく 1 逆に下のほう

に佼宿するものはランダムサンプリング式制

査の鮫が大き¥¥ 0 

まず経験・判断・使用に|立iするものについ

て見てみると，だいたいにおいて τ 上のほう

に経験(人が話すのを聞いたことがある)が

あり，それと重なる形で使用(自分でも使う)

があって，判断(おかしくなL、)は下のほう

に位註していることが見て取れる。

これは， 1あなたは多数派?少数派?J調
査の回答者主創立lの特性をある程度反映してい

るものと考えられる。

「経験jや 11吏!日jに奴lしては， 1あなたは

多数派?少数派?J制査の回答者集隠は?一

般の人たちに比べて依が大きい。その 1つの

理由として， 1あなたは多数派?少数派?J 
制査では若年腐の剖合が大きいことが挙げら

れる。若い人たちは新しい表現に接する機会

も多く?またそれを自分でも使用する人も多

いことは，ある程度当然のことである。

ただし「判断Jに関しては，特異なれITi向を

計約変化と規範認識・使Ilti1織

見ることができる。「あなたは多数派?少数

派?J調査では，若年貯の割合が大きいにも

かかわらず， 1おかしくなLリという「先行的J
な判断の割合が，…般の人たちよりも少ない

のである。

以上から考えると， 1経験H1'史問jに[J¥]し

ては， 1あなたは多数派?少数派?J誠斎の

|回答者集団の'F.K制昨成から考えた場合に当然

の結果が得られているのに対して， 1判断J

に関しては逆の形になっていると言える。こ

れは， 1あなたは多数派?少数派?J制査の

回答者集団は， 1おかしいかどうかJという

判断に|刻しては比絞的「保守的jであること

を意l床すると指定できるだろう。

言い方を変えると，若年者の都合が比絞的

大きい「あなたは多数派?少数派?J調査の

回答者集団は，ある新しい言い方に対して，

接した経験も比較的多いし，それをl当分でも

使うことも多いが?それがおかしいかどうか

の判世fにあたっては， 1おかしLリという(呆

守的な態度を取る離がi笥い，となる。

なお， 1ノ f鳥肌が立つJという言言い方を

おかしくないと!iEぅ」の項については，例外

的にランダムサンプリング式調査のほうが少

ない数値になっている。これは，調査実施時

刻がやや古い (92"1三4月)ことが影響してい

るのかもしれない。ここ 10年ほどの問に，こ

の言い方を「おかしくなLリと考える人が急

速に喰えた可能性がある。

次に，話古2・j司法に関するものについて見

てみよう。こちらでは，ささほどのような明

雌な傾向は指織できな¥¥0あえて言うならば?

般に「本来はこう発音するべきであるjと

いうことがある程度よく指摘されると忠われ

るもの (1そうきゅう」ではなく「さっきゅうJ，
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「ゼロjではなく「レイ J，1たにんごとjでは

なく「ひとごとJ)は， 1あなたは多数派?少

数派?J調査では伝統的な語形が答えられる

割合がやや高いようである (1ひとだんらく」

は例外的)。

以上の読点をふまえ， 1あなたは多数派?

少数派?J翻査の全体平均値を解釈する場合

には，経験・{史F日を尋ねたものについては，現

実の日本人全体の結果よりも「先行(itJJな数

値になっており，いっぽう判断を尋ねたもの

については，現実の日本人全体の結架よりも

「保守的jな数値になっていると思われるこ

とを，念頭に置いておく必要があると言える

だろう。

表 3a Iあなたは多数派?少数派?J調査とうンずムサンプリンヴ式調査の全体平均比較

〈経験・態度・使用〉

「あなたは多数派?少数諜 ?J調査 ラン9ムサンプリンヴ式調査

設問[末毘マj'カッコ内[孟劉査月] 先行的図書 平均
「多数派リ

平均 調査月
-RS 

ス あなたは 「大丈夫でサかjということばが?次のように 人がJlj-rのを班muu 7乙6 27.7 44.9 (02.11 ) 

r，、りませんか l 必要ありませんか」という話叫で使われ いたことがある

ているのを!どこかで見!mきしたことがありまマずか。あて

はまるものがあれば いくつでもお答えください。

(レス iランでJJi.t:jが容に)rお水のおかわりは大丈夫です

かけ (r，益りませんか 必D..(ありませんか」という却味で)

(048) 
ク あなたは，止のような「とか」の使い方をど」かで児|却さ 人が話すのをl在J車問 92.'1 27.0 65.-1 (02.11) 

したことがありますか。あてはまるものがあオ1..1;[，いくつ いたことがある

で~お答えください。円'Ji!ii したら!そのぶん子当とか 111
るんですか?J (0.1.8) 

ノ 感動したとき iJ，;，/IIlが虫つJという Icit、方をあなたはどう おかしくない 57.5 25.6 31.9 (92A) 

思いますか。 (03五)* 
ネ あなたは f残業したら そのぷん子 ~í とか出るんです 自分でも使う ぽ)，9 22.3 IHj (02.11) 

か1Jのような「とかJの使い方についてどう思いますか。

この中から 1つだけお答えください。(削 8)
マーあなたは.rっていうか，こっちのほうが則合いそうJの 自分でも使う ，19.6 20.6 29.0 (02.]]) 

ような「っていうかjの住いJjについてどう思いますか。

(01.7) 
ソ あなたは次のような「っていうか」の使い方をどこかで 人が話すのをi削車問 81.5 18.8 62.7 (02.11) 

見聞きしたことがありますか。あてはま@ものがあれば? pたことがある

"くつでもお答えください。(眼鏡応でAさんがIIn鈴をか

けてみて) Aさん「これ!どう'1J Bさん「っていうか。

こっちのほうが似合いそう，J(04.7) 
ツ あなたは次のような r，らげる」の使い方をどこかで見I問 人が;~~すのを班接!日i 目。。 13.6 76.4 (02.11) 

きしたことがありますか。あてはまるものがあすt-li' いく いたことがある

つでもお答えください。(続が子に)mに水をあげておい

て.J(0-1.7) 
へ あなたは次のような fあげてjの使い方をどこかで見出l人が訴すのを山線開 58.6 11.5 .17.1 (99.11) 

きしたことがありますかロあてはまるものがあれば!いく いたことがある

つで也お答えくださL、。 C{i，i{!1ftrliが忠者にiJ射をHった能)

「ご自分でよく腕をもんであげてください.J(O.1.l0) * 
エ あなたは r (レス lランで自民が容に)お水のおかわりは 自分でも I~ ぅ 29.6 93 20.3 (日2.11)

大丈夫ですか?J (れ、りませんか，必型ありませんかJと
L、う立時で)のような[大丈ョつの十如、方についてどう忠

L、ま寸か， (0.1.8) 
ヌ f耳ざわりがよLリという瓦いjjをあなたはどう思います おかしくない 33.6 26.2 (89.2) 

か。 (03.11)* 
ニ あなたは r (剥が子に)Wに水をあげておいてJのよう 自分でも使う 65.9 住9 59.0 (02.11) 

な[あげる」の十却、方についてどう思いますか。 (OU)
テ 「全然平気ですjという表現をあなたはどう思いますか。 おかしくない 11.8 7.7 19.5 (93.1 ) 

(03.'1) 持
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言訴変化と規範意識・使川認識

ダあなたは， [(レストランで自民が容に)お水のおかわりは|おかしくない 1ι6 -8，9 25.5 
大丈夫でずか?J ([1、りませんか，"，ト!lfありませんかjと
いう意味で)のような f大丈夫jの仰い方についてどう思
いま寸か。 (0，1，8)

サ 打者，¥型耐"が!.!.¥者にiJ射を打ったj査)ご自分でよく腕をも |おかしくない 15.4 -10，4 25.8 
んであげてください。jのような「あげてjの使い方につ
~ '-cどう思"ますか。(01.10) 中

ヶ … 7-1.1 11.7 85.8 
思いますか。 (03.0) キ

セ'あなたは.[っていうか こっちの[まうが似合いそう。」のおかしくない 18.2 一12.0 30.2 
ような[っていうか」の使い方についてどう思いますか。
(0-1.7) 

ム あなたは， [(脱が子に)花に水をあげておいてJ のよう おかしくない '19.7 一12，1 61.8 
な「あげるjの使い方についてどうJJ.!いますか。(0-1.7)

ア 追い依く意味で「前の選IーをかわすJという百い与をあな おかしくない 52.9 -12.9 65.8 
たはどう思いますか。 (03.7)* 

と あなたは， r残業したら!そのぶん子当とかH'，るんです おかしくない 27.1 -J:l.9 '11.0 
か 1Jのような「とかJの使い方についてどう泣いますか。
この1-11から lつだけお帯えくださ l¥，(叫8)

ナ 「去しい針色が見れる」という討い方をあなたはどう思い !おかしくない 15.2 -3-1.6 -19.8 
ますか。 (03.5)* 

表 3b Iあなたは多数派?少数派 ?J調査とランずムサンプリング式認査の全体平均比較

〈語言語・用法〉

(日2，11)

(叩 11)

(帥 11)

(02.11) 

(02.11) 

(00.11) 

(02.11) 

(90.3) 

「あなたは多数派フ少数派 ?J閤遊 ランずムサンプワンず式調査

詰問[京島マルカッコ内[孟腐葉且] 最綴図書 平均
「多数派 ?J

平均 調査月
-R$ 

カ。「…段部」をどう読みますか。 (03.0)* ひとだんらく 55.6 35.1 20.5 (93，12) 
ホ 「予告疹jをどう百iみますか。(0-1.2) " ほっしん 72.0 25.1 46.9 (9-1，12) 
フ 「寄贈jをどう読みますか。 (03.7) 本 きぞう 80.9 17.8 63，1 (9-1，12) 
シ 「註文してすぐ食べられる簡単な食品jω3，11)* 7.，'ーストフード 86.9 15.4 71.5 (02，12) 
メ 「縁日などでうむっている色ので!砂献でできたふわふわの 判lあめ 50.8 -13.7 (03.5) 

食べ物」のことを，何と可うでしょうか。 (0-1.7)
ト テレビ-rm演古があいさつを t。羽合{こ!何"キごろからで f二佐 611;1'ごろから は 2 1.0 19.2 (01.12) 

したら fこんばんはjとめいさつをしてもよいとお考えで
しょうか。宇部は今ごろの叫JVJと考えてください。 (0-1.0)

オ テレビで出演古があいさつをするよj合に!あなたは何時ご 午前lα時ごろまで '16.2 J.:l 44.9 (01.12) 
ろまででしたら fおはようございます」とあいさつをして
色ょいとお考えでしょうか。季節は今ごろのH制。lと考えて
ください。(0，1.0)

コ.あなたが止のように『15す羽合唱カッコ内の部分はどういい しゃけの切り身 5-1.7 0.9 55.6 (01.5) 
まdか。[(さけ/しぞけ)の切り身。J(0，1.0) 

チ f依(iJをどう読みますか。 (03.8)* "そ'ん 92.6 2.5 95.1 (89.2) 
キ fm生jをどう11"(みま"か。 (03.12)* しゆっ-lt¥¥ 70，4 -9.9 80.3 (89.2) 
ミ 「早急jをどう読みますか。 (03，4) ぺとうきゅう 52.7 12.7 65.'1 (89.2) 
ハ 16対0の大義(日3.11)* ゼロ 60.6 -15.3 75.9 (91.2) 
ウ 「肉汁jをどうs読みますか。(削1) にくじる 53.7 -17.6 71.3 (日0.11)
イ 「他人'J<Jをどう読みますか。 ω3.5) >1< たにんごと 59.2 20.8 80.0 (日9.11)

*は 「あなたは多放i祇依?少E殺生派?J μJ刈f仕tとランダムサンプ 1リjング式

また 阿f符菜躍J択1尺f叫目服支の「おかしいと足思1わないし自分でも似使:うjと「おかしいとlは立A忠l旦{わないがr白J分では似使fわなL、づjとの数f拙自を足しf合半わせて
「お治か1し〈なL、寸jとするなど i迫泡1花主杭合を胞した。

アイウエオについては!表1と同じものを付した。ただし 公iとはI(l?子選択肘が児なるものには ['Jを添えた。

同訓慌の形式をそろえるために 10代からの剛容は本土外した。
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本稿の暫定的まとめ

本稿では，公開型ウエブ翻査の位置づけと，

ランダムサンプリング式調査との比絞を試み

てきた。その過fj~を]邑じて，公開~SMウェブ調

査を言語変化の実態をつかむためのー資料と

して活用することは 1 使い方さえ|間迷えなけ

ればイ分に有効であるという般信を筆者は得

るに盗った。たとえば，どんな人が!回答して

くれるのかを事前に統制できないという欠点

はあるものの，ここで観祭される年齢差は実

情をかなり反映したものである。また全体平

均値については，経験・使用に関するものは

先行的に守判断に関するものは保守的に表れ

る傾向があるらしいことがわかった。

fあなたは多数派?少数派?J調査を今後

活用してゆくにあたって，特に「年代差Jに

関してはかなり信頼の置ける結果が得られる

ことが今[[jJ明らかになったと言えよう。年代

差というのは，ある言百円変化が進行 "1'である

ことをうかがわせる非常にm要な指標であ

る。われわれは，この年代差を計測するのに，

ランダムサンプリング式調査に比べれば手

間・経費のかからない探索手段を入手したこ

とになる。

ただし，公開型ウェブ調査で実施した紡架

を示すi祭には，繰り返しになるが 1 それが

「 般約な日本人の平均像jではなく， 1公開

製ウェブ制査に自主的に回答してきた特殊な

屑からの回答jであることを常に認識してお

くことが重要である。特に言論行動・意識全

般にかかわる質問 (1ふだん国語貯典を使う

かJlI主|語に自信があるかJI日本語が乱れて

いると思うかjなど)について 1 たとえば
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「日本人の00%が f日本語が乱れている』と

考えていることが，インターネソトを附いて

調査した結果わかりましたIなどと言い放つ

ことは，慎まなければならない。「一般的な

1:1本人の平均像jが知りたい(あるいはそれ

がある議論の'自子になる)1怒には，やはりラ

ンダムサンプリング式調査をおこなうべきで

ある。確認として付け加えておくと，本秘で

おとなったことはランダムサンフ。リング孟t説持

査の否定(あるいは不嬰論)ではなく，メデ

ィア環境の進展にwって司ー能となってきた新

しい調斎手法(=公開型ウェブ調査)の位置

づけを模索し，それを従米のランダムサンプ

リング式調査とどのように共存させてゆく

か，ということを考える作業であると言える

だろう。

公開製ウェブ調査は近年数多く実施される

ようになっておりi)今後もがiえることは間

違いないであろう。筆者は，このような調交

法が普及することを歓迎する一方で?この調

主主法の将官lを矢口っておく必要があることを訴

えたい。公開!'¥2ウェブ調査の結果が，回答者

数が大援であるという，!llEIIだけで，現実社会

の実態をそのまま拍ti~、ているかのような「幻

想jを与え(てL、)るとするならば，それは

公開!，¥2ウェプ調査全体の位置自体を危うくす

るものである。

今回試みることができた分析は，まだまだ

部分的なものに過ぎない。今後25秘されるデ

タもあわせて，これからも考察を統けてゆ

きたい。

(しおだたけひろ)



注:

1 ) r公|刑裂Jとあえて(，jす旦lilCllは!特定のITI答者

(あるいはランダムサンプリングによって選定した

回答古)にメールを送って非公開型のウェブザイ

1. (たとえば閲覧するのにパスワードを必要とす

るなど)へのアクセスおよびそこでの質問lへの回

答を呼びかける誠盗方法も必定できるからである。

将来。仮にインターネッ|の曽及本が100%に近

ついた場合。このような方法をもって世論調査の

近似物と4ることも視野に入ってくるかもしれな

。
、aL
 

2 )坂本光 (200，1)では， r品なたは多数派?少数

派?J調査の凶答者の年齢分布が，実際の日本の

人!こl卸ufil¥とかなり拠なるために!年齢別に集計し

た調査結架にそれぞれウエイトをかけて「補正Jを

試みている。このような「年約によるウエイト集

計Jをした結以のほうが。しない場合よりは.11!

論訓査の紡架(ひいては日本人の全体像)に近くは

なるだろう。

ただし，ウエイト集計をするかどうかは， i 11*終的

に何を知ろうとするのか」という日的によって判

断されるものだと筆者は考える。

3 )これにi則述して， jよ型F綱男 (200<Lll)に以 1'0)よ

うな記述がある。

[東京のアクセスが多いことについては?たとえ

ば， 2ちゃんねら一分布アンケートが行われ [11J . 
~t京:fEä1'iが全体の 23%になったという報告があ

る。東京からは人口比(約 1i'FJ)よりも多数のアク

セスがあることになる。

[11J (200'1. 9.22検索)hllp: / /blogJivedoor.jp/ 

geek/archives/7091577.hlm!J 

4 )それぞれの設|日.j.問答選択肢および単純集計結

来は以 Fのとおりである。なお「品なたは多数

派?少数派?J調査は200311'，，1月に始められたが!

それより前から問じサイトで rl~liì[:f力テスト j とい

うものを実施している。その結果を!坂本充

(2004)の誤記を修正した上でここに示す。

[ランダムサンプリンクn式調査]

品なたは日本請を正しく使うことに I~I俗が品りま

て31Z1変化と規範な，j'f，~ 使川立識

すか。この中から lつだけお答えください。

l かなり自信がある 8% 

2 どちらかとLミうと自信がある 35 

3 どちらかと L 、うと I~I(，討がな L ミ ，17 

4 まったく自信がない 8 

(わからない 2 ) 

[2ω0，5実施，温l王1111:大 (2∞0)J 

[r国語力テスト」訓査]

国語に I~I信が品りますか。

I 佐jf，斤品る

2 自信立い

25% 

35 

3 j話!:，叫していない 40 

[2ω2.5 -2003. 3 ~施の 121国分の平均。坂本充

(2ωm 
[ランダムサンプリング式謝査]

ひと口にいって 1 日本語は乱れていると思います

台、舟

l 非常に乱れている 23% 

2 多少乱れている 61 

3 あまり乱れてい立い 13 

4 まったく乱れていない

(わからないー無関答 3 ) 

[1ω6.3実施，加治木美奈子 (1996)J 

m主l首長)JテストJ調査]

日本市fの乱れを!也じていますか。

I 強く!也じる

2 やや感じる

3 品まり!事じ立い

37% 

48 

8 

4 ki:識していない 7 

[2002.5 -2003. 3実施の12随分の平均，坂本充

(初04)J

5 )両訓査でJ占11:¥jの表現 1'.の災l行]が品るものについ

て，ランダムサンプリング式調査の設問を示す。

T.マラソン放送で， r後方の走者が，先にゆく走

者をかわしてトソフ。に立ったjの「かわして」と

Lミう表現について，品なたはどう且川、ますか。

イ.ここにあげる文章の下線を引いた部分を!あ

なたはどう読みますか。[とても他人事とは思え

ないJ
カ ド柏lを引いた部分を!品なたはふだん，どう

国っていますか。「仕事が一段溶ついた」

NH附主主化研究所f附蜘1115



キ これからお見せすることばを，ふだんどう読

んでいますか。「出生率j

ケ 次の文の「椴(げさ)を飛ばしたjについて，

あなたの考えを lつだけお答えください。「長嶋

監督は選手を集めて韓i(げき)を飛ばしたj

サ ここにあげる文章の下線を引いた部分の言い

方について，あなたはどう思いますか。「者説婦

が忠者に注射を打った後で『ど自分で腕をよく

もんであげてくださいJJ
ン ハンノ〈ーガーやフライドチキンなどのことを。

あなたはどう言いますか。

チ これからお見せすることばを，ふだんどうjrk

んでいますか。「依存j

テ 文中の下線の部分の言い回しはおかしいと思

いますか，おかしく立いと思いますか。「こちら

のほうが，全然お得ですj

ナ 品なたは下線部分のような言い方を変だと思

いますか。それとも?そうは忠いませんか。「こ

んないい映闘はめったに見れなLリ

ハ。それぞれのアンダーラインの部分を，ふだん，

どう言っていますか。「ジャイアンツが l対Oで

タイガースにs1iちましたj

7.下線を引いた部分を，品なたはふだん，どう

言っていますか。「図書館に本を寄婚するJ

ノースポーツ放送で「鳥1IILが立つような深い感動

を党えたjの仁鳥肌が立つjという表mについて，

どう思いますか。

ホ 下線を引いた部分を?あなたはふだん，どう

言っていますか。「体に登盗が出るj

ヌ fおかしLづと思うか.1特になんとも思わな

L、jか?お答えください。「耳ざわりがいい」と

いう言い方は?

へ ここにあげる文章の下線を引いた部分の百い

ガについて!あなたはどう思いますか。「看諮婦

が14L者にfl品fを打った後で fご自分で)陥をよく

もんであげてくださいJJ
ミ これからお児せすることは、を!ふだんどう読

んでいますか。「早急j

このうち，特にナについては. 1あなたは多数

派?少数派 1J制斎では「見れる」という肖定形を

取りあげているのに対して，ランダムサンプリン

グ式調査では「見れなLリという否定形を掲げてお
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り，迷うものを比較しているという批判があるか

もしれ立い。乙こでは 1 品くまで全体の傾向を見

るために比較の対象としていることを明記してお

きたい。

6 )たとえば日比野光敏 (2001).山田貞夫 (2001)守

飯田初子 (2004).，'lc智英 (200'l)立ど。山田貞夫

(2001)では，にぎりずし l慨を「カンjと数える

のが本来で品る!という考えが紹介されている。

また!東京のすし四30粁に尋ねてみたところ，

日程り 1j[!jを 11むと呼ぶのが29n.I1崖り 2側を

1 J'tJと呼ぶのが 1i何であった!という報告もあ

る(飯則朝子(2005))。

7)公開型ウェプ調査の例としては，たとえば

以下のようなものがある。

日本経済新聞社「食べ物新日本奇行J

http://weekend.nikkei.co.jp/kiko/ 

ジャストンステム「日本語をとりまく環境につい

ての識者1J

http://ww明，justsystem.co.jp/atok/nihongoJ

ジャストンステム「全聞方言webほベりぐJ
h仕p://hougen.atok.com/ 

快眠コンソーシアム「現代日本人の日岳民実態調査j

http://I四 lmm.gr.JP
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。「あなたは多数派?少数派?J調資 実施期間お

よび回答者数一覧

2003'1' 4月(2113-5月18日)3;166人1m答

5月(19日-6月15日)2，822人

6 H (16日一 7月21日)3，657人

7 H (22日-8月17日)2，436人

8月(18日-9月15日)2，396人

日月(16日-10月19日)2，608人

10月 (20日-11FJl6 EI) 2，127人

11月(17日-12月14日)2，333人

12月(15日一 1J'J 18日)1，302人

2004ilと1月(19日-2月15日)2，574人

2月(16日-3月1413)2，015人

3月(15日-，1月18日)2，068人

4月 (19日-5 }cJ16日)1，910，、
5月 (17日-6 H20日)2，195人

6月 (21日一 7月19日)1，741人

7 !'J (20日-8月15日)1，494人

8月(16EI-9月20日)1，950人

9!'J (21E1-10月17臼)1，480人

10月(18日-11月14日)1，905人

NHK欣送文化研究所イ附附!山



11月(15日-12月19EI) 2，943人

(以後現在も誕j;獄中)

。ランダムサンプリング式誠査 実施期間lおよび凶

答者数-!f;f

(今回引用したもののみ)

各調査の概要はすべて『放送研究と淵査』に取り

あげられており?掲il世された号数をそれぞれの末

胞に示した。しかしi回答者の賄側別内訳について

は 7 それそ2れの論文にすべて明示されているわけ

ではない。今到の論文執第にあたって 1 属性別内

訳はすべて元の調奈集言|表からi'f.た。

1989年 2月(18EI-26日)1，185人[有効回答率65.8%]

89;ド8月号[こ掲絞

[以上 サンプルは東京100キロl湖にHむ16級以上

の男女 1，800人，府化剖j次(二段)無作為抽出法。

謝斎民による倒別国J事聴取法]

199)11'.2月(16日一23日)8B人[有効回答率67.8%]

91年lHJ号に掲紋

[以上 サンプJレは東京100キロ阪に11む20歳以上

の男女1，200人!帰化fi¥lJ次(二段)無作為抽出法，

調査員による個別[面接聴取法]

1996年 3月(7日-17日)1，251人[有効JTII答率

69.5%]96年 9月号lニ掲紋

[以上 サンプルは全医120歳以上の男女1，800入。

限化閥次(二段)無作為抽出法，裁査員による悩

別部按聴取法]

1992年 4FJ (10日-13日)1，393人[有効l回答率69.7%]

92年 7月号に掲>lix
1993年 1月(7日-10日)1，406人 [68.2%]93il' 8月

号lこ掲紋

1993年12月(10日-13日)1，373人 [68.7%]例年 7

月号に掲載

1994年12月(10El-13E1)1，383人 [69.2%]何年3

月号に掲iliJ<

1999年11月 (11日-14日)1，363人 [68.2%]2000年

2月号に指紋
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2000年11月(9日-12日)1，429人[71.5%]01年 2

月号にtlililiX

2001年 5月(10EI-13日)1，43'1人 [71.7%]01年日

月号l二J局主主

2001年12FJ(7日-10日)1，272人 [63.6%]02年 3

月号に掲i紋

2002'1三11月 (8日一11日)1，369人 [68.5%]03年 4月

号に4則投

2002年12FJ(6日-9日)1，374人 [68.7%]03年 5FJ

号に掲載

2003年 5FJ(9EI-12日)1，446人 [72.3%]03年10

月号に掲救

2例年8FJ (6日-11日)1，373人 [68.7%]05年 3月

号に掲載ヲ定

[以上 サンプルは全国20歳以 kの男女2，000人，

m化国l次(二段)無作為抽出法サ調査員による級

別立百抜l聴取法]


