
インターネットを用いた言語調査の一試論
公開型ウェブ調査の結果から

塩田雄大

諸島 習をを淫T繁影緩怨怒渇 宮通包

日本語の現状を把握するためにウェブサイト上で実施している「あなたは多数派?少数派リ調査

のデ タを今後積極的に活用してゆくのにあたって!当デ タのさまざまな側面について考察し，以

下のようなことを論ずる。

① I年前の調査対象期間では回答者が男性に偏るという傾向があったが 7 今回の調査期間ではそのよ

うな偏りが見られなくなった

②さまざまな属性差として，男女差・年的差・東西地域差(現住所 出身小学校 出身中学校)・国

語辞典使用頻度を比較してみると!当データにおいては年齢差が比較的大きく表れている

③高年層と若年層という 2段階で年齢差が大きく表れた項目については， 10歳区切りで細かく見た

場合でも!漸増的・漸滅的な年齢差が鮮やかに見られるものが多い

④地域差の大きく表れた項目については1 これまでの先行諸研究の成架と符合する結果になっている

ものが多い

⑤データの分析から~れまでおそらく報告されたことのない言語上の年齢差 地域差の品るものが

いくつか観察された。具体的には， [お寺 神社[ 1参拝する」での助詞の用い方(若年層は

「をjが多い)， [おかげさまで」という言い方に関する使用と意識(この言い方を使わない・問題

のある言い方であると考える人が若年層に多Lサ， [20日まで出てまいりません」という文の意味

解釈(これを [20日に出てくる」と解釈する人が若年層に多Lサ，漢字「鶏肉jの読み方(東日本

では「卜リニクJ，西日本では「ケイニク」が多L、)，メールに方言を用いる頻度(北海道および西

日本では方言を多く用いる)，などといったことを論じた。こうした項目は，現代の日本語におい

て必ずしも均質でない様相を示すものであり，今後の変化を注視しておく必要がある。
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@仇4 ツトを用此
言語調査に関して

本稿は，ウェブを活用した調査「あなたは

多数派?少数派?Jでの結果の扱い方と，個

別の結果について検討することを目的とした

ものである。=のウェブサイトは， NHK放

送文化研究所のサイト [h句:/!v仰w.nhk.or.

jp/bunken/lで「国語力テストJアイコンを

クリックすると見ることができるようになっ

ている。

前稿(塩田雄大 (2005))でも論じたとおり，

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把握に努めてきた。そ

の有力な手段の lっとして，世論調査と同じ

く回答者を無作為抽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調査)

があるが，このランダムサンプリング式調査

と，新たに実施しているウェブ調査「あなた

は多数派?少数派?Jとでは，結果の表れ方

がどのように異なるか(あるいは共通してい

るかにとL、うことを比較・対照したのが，

前稿である。本稿では，ウエブ調査でその後

に蓄積してきたデータを対象に，表れた結果

そのものに重点をおいて論を進める。

インターネットを用いて多数の人から意見

を集めれば，それが「日本の現状」を正しく

調査したごとになるだろうか。決して，その

ようなことはな1'0

インターネットを用いた調査法にもいろい

ろなものがあるが，どのようなものであって

も伝統的な無作為抽出式調査(ランダムサン

プリング式調査)にそのまま代替しうるもの

ではない，という基本的認識は，今後も変わ

94 

らないであろう。このことは，社会調査の方

面からも実証的に検討されている(大隅昇

(2001) ，横原東 (2001)，吉村宰 (2001)，大

隅昇 (2002)，本多則恵・本川明 (2005)，本

多則志 (2005)など)。

しかし 1 インターネットによる調査法は無

作為抽出式調査と同じ結果が得られなL功、ら

と言って無価値であるとは限らない，という

ことも同時に語られている。筆者には，以下

のととばが心に響いた。

原文ママ

「私はインターネット調査にランダム

サンプル的な代表性を求めるととは木に
原文ママ

縁りて魚を求めるに等し1'0 しかし，そ

の特色を用いたrelationalmarketingと

か，医師と患者の双方向relationの保持，

瀬踏み的情報の獲得とかには役立つので

はなLゆ 3と思う。あるいは，未然事故(イ

ンシデント)の把握とか改良点の早期把

握とかにも有効であろう。要は使い道で

ある。

インターネット調査で全体に対する代

表性を求めることは調査の自滅への道で

ある。しかし，我々はインターネット調

査の統計的な研究は避けるべきではな

い。これがいかなる性格を持つか，いか

に用いるのが統計的に妥当かを真剣に研

究し，そのあるべき姿を「データの科学」

の立場から探るのが我々のとるべき道と

思う。J(林知己夫 (2001))

「新しい調査手法への変化は，まずマ

ーケテイングから始まり，次いで社会調

査，大学での研究者の調査，そして政府

の調査へと移る。この移り変わりには十



五年程度かかる。インターネット調査は

十年以内に方法が確立され，世論調査に

使われているだろう。ただし，インター

ネットだけの調査から学べることは少な

い。他の調査手法との平行調査をいろい

ろと試みていってほしLリ(アメリカ大

手調査会社ハリス・インタラクティブ社

ハンフリー・テイラ一氏の発言，松田映

二 (2ω5))

統計学の専門家の中には「インターネット

調査は駅前調査である」と言う人もいるとい

う指摘(大隅昇 (2002))がある。このよう

な場合， I駅前調査(ニ統計学的には許容さ

れない調査)であるから利用しなLリという

考え方と， I駅前調査なりの利用法を探るJ
という考え方とがあろう。筆者は，後者に位

置するものである。これはものの見方の遠い

であって，前者が後者の考え方を(あるいは

後者が前者の考え方を)否定するというもの

ではないように考えている。

。分析の対象

前稿(塩田雄大 (2005))は，調査「あなた

は多数派?少数派?Jとランダムサンプリン

グ式調査との比較に主眼をおいていた。その

ため，調査対象として取りあげたのは， 2003 

年4月から20日4年11月の聞に毎月実施したも

ののうち，過去のランダムサンプリング式調

査と同内容の項目に限定していた。

本稿では， 2004年10月から2005年 9月の

聞に毎月実施した全項目(アクセント関連の

インターネットを用いた言語調査の 試論

設聞を除く)を取りあげることにする 1)。な

お， Iあなたは多数派?少数派?J調査の概

要については，前稿を参照されたい。

。 官官51|生与

回答者の属性を男女別にすると，今回対象

とした期間では，男性よりも女性の占める割

合のほうがやや大きい(図1)。数値の上から

だけ見れば，今回の結果は前回とは違って，

ランダムサンプリング式調査のものとほぼ同

じ分布になっている。

このことについて，横原東 (2001)での記

述が参考になる。同論では1996年から1999年

のあいだ毎年 I回(計4回)実施したインタ

ーネット調査におけるサンプル構成の比較が

示されているが， I女性の比率が毎年約 l割
ずつ増加jするということが明らかにされて

いる。つまり，インターネットの初期利用者

はかなり男性に偏っていたのに対して， 11寺問

の経過に伴ってその偏りが解消されているの

図1 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調査の回答者構成(男女別)

「多数派?J (前回)

圏 国

ランずムサンブリンク式

圃 国

2003年4月-2004年3月[12団分平均]

(%) 

「多数派?J (今回)

1999年-2C日3年[5四分平均]

2004年10月一2005年9月[12回分平均]
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図2 ランダムサンプリンタ式調査と「あなたは多数派7少数派?J調査の回答者構成(年代別)

「多数深'J(前回)

である。

ランずムサンプリンヴ方式

10f~ 

回歳以上 20代

5町t 18 

40イt

17 

初代

1999年-2003年
[ 5回分平均]

※ランダムサユプりンク式の「ことばのゆれJ調査では対象を

r20歳以上jと限定しているため. 10f~は最初からいなL 、

本稿で取りあげるウェブ調査においても，

今回 (2004年10月一2005年 9月)では前回

(2003年4月一2004年 3月)での男女比に比

べて，女性の占める割合が大きくなっており，

インターネット利用者のうちに占める女性の

割合が増えてきたことを物語っていると言え

るだろう。

L、っぽう年代別には，前回の分布と大きな

違いはない(図 2)。

@属性差問

ここからは，設定した質問に対して寄せら

れた回答の分析に入ってゆく。

この「あなたは多数派?少数派?J調査に

おいては，ある設聞に対する回答を考察する

際に，全体平均で「何パーセント」の人があ

る回答を選んだ，ということは，それほど意

味がないものと筆者は考えている。この調査

96 

10代
田歳以上 j" 29 }O代

50代

2003年 4 月一2004~三 3 月
[12回分平均]

17 
40代

「多数派'J(今回)
10f~ 

6歳以上 14 

50代

2004年10月-2005年 9円
[12回分平均]

16 

40f~ 

26 
30ft 

法が母集団を確定させたランダムサンプリン

グ式調査ではなく，悲観的な言い方をすれば

とこでの回答者集団はいったいどのような人

たちなのかが明らかでない以上，ここで得ら

れた回答がインターネット利用者全体を代表

しているという保証はなく，まして日本人全

体の意見を正確に反映している蓋然性はきわ

めて薄い(まったくなLリからである。

この調査においては， I全体平均」の結果

よりも，回答者間における属性差のほうに利

用価値があろう。

次に，この調査における質問の設定方法に

ついて述べると，設問群全体として何らかの

体系的な仮説・検証を目指すような形式には

なっていない。「ことばのゆれ」を中心とし

た語形の問題や言語意識の問題など，そのと

きどきで調べる必要性が生じた項目を毎月選

んでおりの'設問全体の性格には一貫性が希

薄である σ そのときどきの必要性に応じて調

査した諸項目の総体を材料として，リサイク

ル的にあらためて分析してみようというの

が，ここでの試みである。



ここでは，いくつかの属性差を数値化して

示す。「男女差Iを例にして算出方法を説明

すると，以下のようになる。
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「最頻回答」を対象とする方法は前稿でも

採用したが，これが最良であるかどうかは正

直なところ迷いがある。属性差の大きさを測

定する暫定的な方法として，ひとまず運用し

てみるととにしたい

取り扱う属性差は，以下のとおりである。

| 男女差(男性女性) ! 

年齢差 (39歳以下・ 40歳以上) i 
l 現住所の東西地域差3) | 
i (現住所が東日本・西日本)l
| 出身小学校の東西地域差

(小学校が東日本・西日本)

出身中学校の東西地域差 | 
: (中学校が東日本・西日本)i 
i 国語辞典の使用頻度差 4)

i (ふだん国語辞典を使う・使わない)i 

各設問の最頻回答についてそれぞれの属性

差を算出したものを一覧にまとめたのが表1

である。ここでは，各最頻回答の属性差それ

ぞれについて絶対値をとり，その絶対値の平

均値を属性差ごとに算出した。この平均値は，

インターキットを用いた言語調査の-~iti論

との設問群における各属性差のふるまいの大

きさを示す指標と考えることができる。

表中で最下欄に示した平均値を見ると， 1年

齢差」が7.8であり，ほかの属性差と比べても

っとも大きくなっている。これは，ここで対

象とした設問群の中では，男女差・東西差

(現住所/出身小学校/出身中学校)・辞典使

用頻度差に比べて，年齢差のほうが大きい乙

とを示している5)。

言い換えると，ここで対象としている設問

群は，年齢差を考察するのに比較的よい資料

であることにつながるだろう。

@個別覇列の分析

ここまでの考察で，この設問群における属

性差の一端がわかった。ここからは，個別の

設問・回答について検討する。

5. 1 年齢差の大きい設問

ある「ことばのゆれjの現象に関して，年

齢差が比較的大きい場合，それは言語変化が

始まっているもの，あるL刊ま進行中のものと

してとらえることができ， 1変化の兆しIを

知る材料となる。

ここでは，年齢差の大きい項目(便宜的に

さきほどの計算方法で年齢差10.0以上のもの

とする)について，若干の考察を試みる。

言語変化の一類型として，正問とされてき

た言い方(伝統的表現)に対する新しい言い

方(新興的表現)が発生して「ことばのゆれ」

が生じ，次第にその新興的表現が勢いを増し

て勢力交替し，新興的表現が伝統的表現を凌
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表 1 各最頻回答の諸属性差

男女差 年齢差 現住所差
志小賀学日校本差に多い]1[+は東中開日本蓋に

[+は女性に多い] [ートは若年に多い] [+は東日本に多い]

|削0410口Q23ad ー9丘22 
-27022.8 0 4 5 

417 1 -225 0 322 4 

041004 i 4.0 17.6 14.9 1-1.8 
0410 Q5 d 1.3 6.8 5.6 6.0 

0410 Q6 a -3.8 6.2 10.3 -0.9 5.4 
0411 Q2a 0.3 13.8 14.1 15.4 16.0 

0411 Q3 b 1.9 10.9 -1.5 1.6 1.3 

0411 Q4a 0.3 15.2 3.9 4.6 4.8 

0411 Q5b -2.3 18.0 0.7 3.1 3.1 
0411 Q6b 0.8 1.0 0.4 -0.9 0.7 

0412 Q2a 1.8 4.4 1.0 -0.1 -0.7 

0412口3d 4.4 11.4 0.6 0.6 1.0 

0412日4b 。。 1.3 0.3 0.8 0.1 
0412 Q5 c 2.9 -12.6 3.6 1.3 0.1 
0412 Q6b 0.9 7.2 6.8 -8.3 -8.5 

0501 02 c 2.5 8.8 9.1 6.9 6.5 

0501 Q3 b -2.3 24、8 7.8 -8.5 8.9 

0501 Q4 b 4.9 1.7 2.4 -0.6 0.9 

0501 Q5 b 3.0 -14.2 0.2 3.4 -3.5 

0501 06 a 4.2 0.1 1.4 0.5 0.6 

0502Q2b -4.4 18.6 11.1 9.1 9.9 

0502 Q3 a 5.5 1.3 3.6 -6.0 -7.6 

0502日4b 0.6 03 6 -0.5 0.6 一0.8

0502 Q5c -4.6 14 0.4 -1.0 0.5 

0502 Q6b 1.9 13.3 0.8 1.9 -1.0 

0503口2b 0.3 0.2 -3.3 3.1 2.6 

0503 Q3b 2.2 
1270 1 

1.1 -1.1 1.2 

0503口4b 2.3 2.4 1.9 1.2 

0503日5b 5.3 7.1 1.7 0.5 -0.5 

0503 Q6b 2.5 5.3 1.3 1.1 0.8 

0504 Q2 0 8.8 2.2 -1.4 -0.4 0.5 

0504 Q3 a 
-1228 0 

-8.8 1.0 0.2 0.8 

050404 c 。l 4.3 1.9 2.9 

0504 QSc 11.8 5.1 2.5 4.9 5.0 

0504 Q6 b 3.7 5.2 3.7 -2.0 2.8 

0505口2a 2.3 3.4 2.0 -3.6 -3.2 

0505日30 8.4 7.6 -1.0 1.2 一札8

0505 Q4c 6.0 1.8 -0.2 3.1 2.6 

0505 Q5c 8.1 8.4 1.7 2.5 2.1 
0505 Q6a 3.9 

-1380 2 
0.8 -0.5 0.2 

0506 Q2b 2.0 2.1 2.1 -1.3 
0506 Q3b 6.6 12.3 。。 1.5 1.5 

0506口4b 0.8 7.6 1.5 2.4 2.2 

0506 Q5a -2.0 7.2 0.3 1.3 1.2 

0506 Q6 c 1.1 7.0 4.6 1.6 1.3 
0507 Q2a 13.5 

1291 1 
10.9 13.5 13.9 

0507 Q3b 5.7 20.8 23.1 23.9 

0507 Q4b 1.1 0.4 0.3 0.2 0.5 

050705 a 4.3 1.3 6.9 -7.9 -9.0 

0507 Q6 d 11.5 6.7 -2.2 3.4 -2.7 

0508 Q2b 9.4 -1265 3 5.4 -4.6 5.2 

0508 Q3 a 4.1 4.7 2.9 2.8 

0508日4a 2.9 3.3 1.3 -0.9 -0.8 

0508ロ5d -4.0 3.6 -3.3 0.8 -1.5 
0508 Q6a 7.4 2.6 -3.6 6.5 -6.4 

0509口20 8.8 3.6 3.6 3.1 3.7 

0509日30 14.5 
-1894 5 

8.2 3.4 2.6 
0509 Q4a 2.0 -4.1 1.9 

--12412 4 7 

鑑星
41461268  5 -1310 6 -14l l 1 

イント以上のものに網掛けを施した

凡例 ro日7Q3bJ (2加 5年7月分として実施された問3における民頻回答 b)
「鶏肉」を「トりニクJと読む(rケイニクjとは読まない) 数値はすべて小数点以下第一位までの四捨五入表示

98 

主体55.9% 女性58.2% 男性52.6%=男女差5.7
39歳以下63.6%-40歳以上.44.5%=年齢差19.1 東日本62.5%ー西日本41.7%=現仕所差20.8
東日木64.0%ー西日本40.9%=小学校器23.1 来日本臼 6%ー商日本40，7%=1!1学校差回9
辞典非使間62.7%ー辞典使用日 6%=僻典使用差9.1

辞典使用差

[+は非憧用者に多い]

1325.8 3 1 

-0.6 
5.3 
0.2 

-0.2 。』
。。
0.1 
1.2 
0.7 
0.4 

-8.4 
5.0 
10.4 
5.4 
0.1 
4.8 
2.5 
1.0 
7.7 

-0.3 
5.3 
2.1 
1.4 
0.2 
4.8 
0.7 

-1.1 
止7

-1.5 
2.6 
0.9 
6.0 
0.6 
0.9 
3.9 
4.9 
0.2 
4.8 

-0.4 
0.1 
2.8 
0.8 
2.2 
9.1 
1.0 
3.6 

-4.7 
-3.5 
-3.1 
-3.6 
2.7 
2.8 

-3.1 
1.8 
5.7 

37公5 



 

駕して，ついには「ゆれ」が収束するという

ものがあることがよく知られている。

ここで扱うのはあくまで現時点における年

齢差の分布であり，いわゆる「見かけ上の時

間 (app町ent出ne)Jに過ぎないのではあるが，

ひとまず「ゆれ拡散JI勢力交替Hゆれ収束」

という 3つの分類を施して概湖してみる。

5. 1 . 1 Iゆれ拡散J

図3は， Iお寺[ J参拝するJI神社[ J 

参拝するjという文における助詞の選択に関

する設問で，さきほどの計算方法で年齢差が

もっとも大きくなった項目である。比較的高

齢の年層では「両方とも『にJJという回答

図3 0501 03 A 1お寺[ 1参拝する」
B 1神社[ 1参拝する」は

84 84 

74 

63 

53 
一←両方とも「にj

41 -l口一Aは「をJ，Bは「にJ
-企-Aは「にJ，Bは「を」
→←両方とも「を」

22 

インタ ネットを用いた言語調査の一試論

が集中して答えられているが，年代が若くな

るに従ってほかの回答が多くなっている様子

がうかがえる。「ゆれ」が拡大・拡散してい

る例であると言える。

図4と図 5もこれと同じく，若い年代にな

ると「ゆれ」が大きくなっている。

図4では， Iもんであげてくださ Lリとい

う言い方について高齢の層では否定する人が

多いのに対して，若い年代になるとそうでは

ない意見が目立つようになってくる610

図5では， Iおかげさまで」という言い方

に対して，若い層では「自分は言わなLリや

「この言い方には問題がある」という意見が

比較的多くなっている。なお，この「おかげ

図40410031もんであげてください」は

91 

82 
79 

72 

一・ーおかしpと思うし，自分で副主わない
ーローおかしいとは思うが自分でも使う
一←おかしいと思わないし，自分でも使う
→←おかしpとは思わないが。自分では使わない

19 

10f~ 20代 30代

図5 050904 1おかげさまで」は

6E 

5S 

40 

10代 201~

日6

一。ー何色世話になっていない場合であっても，自分でもこの
ように言うととがあるし，この言い方に問題はないと思う

ーロー何も世話になっていない場合自分ではこのように言う
ことはないが!この言い方に問題はないと思う

一企ー何も世話になっていない場合であっても!自分でもこの
ように言うことはあるが!この言い方には問題があると思う

→←何色世話になっていない場合。自分ではこのように言う
LJ 1 ことはないし!こ¢言い方には問題があると思う

5C代 田代以上
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さまで」は，たとえ相手の世話になっていな

くても本来問題なく使える言い方である 7)。

図6では， 1新鮮な野菜[を/が]売ってい

るスーパーを探しているJという表現につい

て，高年の層では[が]を認めない意見が大

勢を占めているのに対して，年代が若くなる

に従って「実際には自分は「が』と言うと思

う」という回答が多くなっている。

図 6 0501 05 1新鮮な野菜[ 1売っている
スーパーを探している」は

79 
83 92 日2

71 

17 

7 4 

10代 20代 3日代 40代 5肝~ 601-1:以上

一←この場合は「を」が正しL、ーローこの場合は「をjが正しい

と思うし。自分も「をjと と思うが，実際には自分

言うと思う は「が」と言うと思う

ー世ーこ¢場合は「が」が正しい→←ごの場合lま「が」が正しp

と思うし!自分も「が」と と思うが!実際には自分

言うと思う は「を」と言うと思う

図 7 050206 100部長は20日まで

出てまいりません」は

79 

21 

10代 20代 30代 40代 目代田代以上

一← 00部長が会社に出て--0-00部長が会社に出て

くるのは 21日である。 くるのは.208主主主丘

100 

図 7では， 100部長は20日まで会社に出

てまいりません」という言い方の解釈に関し

て，高年の層では 100部長が会社に出てく

るのは21日である」というとらえ方で比較的

安定しているが，年代が若くなるに従って

120日」という解釈が多くなっている8)。

図8では，年代が若くなるに従って「両方

とも濁音(テ事パナ)J以外の回答が多くなっ

ている (60代以上の層は例外)。

74 

16 

図 8 0411 03 A 1-をくじかれた」
B 1番茶も-Jは

85 85 
87 

9 

2 よτ三ご23
10代 20代 初代 40代 5O代 6C代以上

一←両方と也濁音 ーローAは濁音。 Bは清音

~A出青音 Bは濁音 →←両方と蛸音

図 9 050602 1カナリヤ/カナリア」は
(表記)

ノ
/aがn 

J5V 1 

イユ
41 

37 31 
31 

"u 

23 

l凶t 20lt 30代 40代 50代 601~以上



5.1.2 r勢力交替」

図9は，優勢な回答が高年の層と若い層と

で逆転している例である。若い年代では，カ

ナリヤよりもカナリアのほうが多くなっている9)。

図10では， I兄には子どもが 2人あります」

という言い方に関して，若い年代になるほど

「聞いたことがある(乙の言い方には問題が

ある+問題がない)J という回答が少なくな

り， I聞いたととがなLミ」という回答が多く

図 10 0508 Q2 1兄には子どもが2人あります」は

52 52 51 
47 

44 

27 27 初
日
目

33 

19 

2C 20 

3 

20代 3凶''¥: 40代 5凶''¥: 60代以上

一+ー聞いたことはあるが， -0ー聞いたこと也ないし，

この言い方には問題が この言い方には問題が
あると思う あると思、う

一古一聞いたことがあり， ー咽ー聞いたことはないが，

この言い方に問題は との言い方に問題は
ないと思う ないと思う

図 11 0507031鶏肉」は

67 見。

、2l__

とι;
....!z. 

7 
5 

8 

1比←三

10哉代 20歳代 3C歳代 40歳代 50歳代 60歳以上

一。ー「トリニク」と読む(rケイ一口ー「ケイニクHトリニクJI'
ニク」とは読まない) ちらの読み方もするが，

ー金一「ケイニクHトリニク」ど 自分はどちらかといえば
ちらの読み方もするが rトリニク」と読むことの
自分はどちらかといえIf ほうが多い
「ケイニク」と読むことの→←「ケイニクJと読む([トリ
{まうが多い ユク」とは言古まなLサ

インターネットを用いた言語調査の一試論

なっている 10)0 10代および20代では， I聞い

たこともないし，この言い方には問題がある

と思うJという回答がもっとも多い。

5.1.3 rゆれ収束」

図11は，著い年代になるに従って「ゆれ」

が収束している例である。若い年代では， I鶏

肉」をケイニクとは読まない人が多くなって

Lミる1110

図12もこれと同様に，若い年代になると

図 12 0502021[舌/口]が肥えている」は

90 

79 79 
72 

61 
58 

25 

10代 20代 初代 40代 日O代以上

一・一「舌が肥えてL、る」と言う一口一「口が肥えてL、る」と言う
( r口が肥えている」とは ( r舌が肥えている」とは
言わなp) 言わない)

一←両方とも使う →←両方とも使わない

図 13 041105 A 1-で出汁(だし)をとった」
B 1とろろ-Jは

76 

69 

58 
53 

49 

41 

23 

18 

一令一両方ともコンブ -{}-Aはコプ.Bはコンブ

一宏一Aはコンプ.Bはコプ →←両方ともコプ
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「ゆれjが小さくなっている。 10代はやや例

外的であるが， i口が肥えている」という言

図 14 0503 Q4 I毎年」は

71 58 

、~目

えヨ
宅

46 0 

50代 50i~以上
L 
10代

ム
20i~ 

ー京
A 
40i;: 

-←「マイトシ」と言う(fマイ 一口一両方とも言う
ネン」とは言わなL、)

~rマイネシj と言う(fマイ ー←両方とも言わない
トシ」とは言わなp)

図 15 0411 Q4 I大根のぬか漬け」は
(複数回答，上世4位のみ表示)

81 

--+-ーたくあん-{}ーたくわん

一台ーおしんこ→←おこうこ

60 

21 20 

10代 20代 3肘t 5C代 田代以上

図 16 0502 Q5 I枝が-J I枝を-Jは

94 97 

68 

lトτド長
一←それぞれ「枝がシナル」

「枝をシナラセル」と言う

ー*ーそれぞれ「枝がシナウ」
「枝をシナワセル」と言う

1~ 
10 
7 

4Oit 50代 6011:以上

→仁←それぞれ「枝がシナウ」
「枝をシナラセル」と言う

→←それぞれ「枝がシナル」
「枝をシナワセル」と言う

102 

い方は若い年代になるほど少なくなっている

様子が表れている。

図 17 0411 Q2 I薄く切った豆腐を油で

揚げたもの」は(複数回答)

19 20 

軍 %;;i 
15 12 10 

3C代 40代 50i~ 

一。ーあぷらあげ ーローあ五ミらげ -ーおあげ

→←うすあげ 一持ーおあげさん

図 18 0506 Q3 Iアーテイス卜/アーチス卜」は
(表記)

91 90 
86 、._

77 

|+アアイストi 70 

-0-ーアーチス卜

24 
20 

l凶';: 20f~ 3代 40代 50代 6凶t以上

図 19 0412Q3 A I旅客の安全JB I旅客列車」は

60 

37 

三一一」二L
10i~ 2C代 30代

-・-Aはりョキャク，
Bはリョカク

ー企ー両方ともリョキャク

8 

50代 田代以上
L 

40i~ 

→ι一両方ともりョカク

ートAはリョカク，
Bはリョキャク



これ以降，図13-19においても 12) 個別に

は10代や60歳以上などで例外的な分布は見ら

れるものもあるがゆ，若い年代になるほど，

傾向としてある lつの回答に収束する形にな

っている。

5.1 .4 個別に解釈すべき例

図20は， ["相手からのお願い・提案を断る

つもりで『考えておきますJと言う場合があ

ります。このような『考えておきます』につ

いて，どう思いますか。」という設問に対す

図20 0509 Q5 r考えておきます」は

51 

14 

7 6  6 7 

10代 201~ 3D代 40代 50代 田代以上

ーφー自分でもごのように言う-Dー自分でもこのように吉う
ととがあるし，この言い ことはあるが。乙の言い
方に問題はないと思う 方には問題があると思う

..... ー自分では乙のように言う→←自分ではこのように言う

76 

ことはないし!この言い ことはないが!この言い
方には問題があると思う 方に問題はないと思う

図20a 0509 Q5 r考えておきます」は

79 

21 

79 

一←「考えておきます」言う

-{}-r考えておきます」言わない

21 

71 

l叫.~ 20代 30代 4例.~ 50f~ 60代以上

インターネットを用いた言語調査の一試詰命

る回答を年代別に示したものである。それぞ

れの回答選択肢ごとの年代別分布として見る

と，やや雑然としている。しかし図20abのよ

うに回答を統合してみると，一定の傾向が見

えてくる。つまり， ["言うか言わないかJ(図

20a)では明確な年齢差は見られないが， ["問

題があると考えるかどうかJ(図20b)では，若

い年代になるほど「問題がある」が多い (60

代以上は例外)とL寸傾向が浮かひ'上がって

くる 14)。

最後に図21は，全体として見れば若い年代

には「リョカッキ」が少なくなっているよう

に見えるが， 10歳区切りの年代としてはそれ

62 

図20b 0509 Q5 r考えてお吉ます」は

50 

ー・一「考えておきますj問題ない

一口一「考えておきます」問題ある

10代 20f~ 3叫.~ 4叫~ 50代 601~以上

図 21 0412 Q5 r旅客機」は

57 

31 

7 8 

6 4" 

68 

20 

6 

10f~ 20代 30代

78 

68 

一口ーリョカクキ

→←リョキャッキ

19 

70 

21 

60代以上
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ほど明確な年代的対照を示していない15)。

5.1.5 年齢差のまとめ

ここで年代差を見たのは， 5.1で記述した

とおり，高年層と若年層(具体的には40歳以

上と39歳以下)との算術的差が10.0以上あっ

たもので，つまり全体として比較的年齢差の

大きい項目である。このように全体として年

齢差の大きい項目の分布をさらに10歳区切り

で見たところ，内部構造としてもほとんどの

項目で鮮やかな(漸増的・漸滅的な)年齢差

が見られた。この乙とは，ここで扱っている

データに関して，年齢差が大きく表れた項目

については，その年齢差の内部構造も安定し

ており，年齢差を推定する資料としての本資

料の活用に積極的な根拠を与える結果になっ

ている。

5.2 東西地域差の大きい設問

ある「ことばのゆれ」の現象に関して，地

域差が比較的大きい場合，それが言語変化に

関連しているのであれば，その変化の速度

方向性が全体として必ずしも一様でないこと

を示すものとなる。もし，ある言語変化の速

度・方向性が全国一様なのだとしたら，地域

差は発生しえなL、。

ささほどの計算方法で東西地域差(現住

所・出身小学校・出身中学校)が10.0以上で

あったものは， 7項目であった(前掲表 1参

照)。それぞれ，現住所・出身小学校・出身

中学校についてほぼ同様の結果が出ており，

今回の調査の範囲内では生育地と居住地との

影響の遠いはあまり大きくないと言えそうで

ある 16)。そのため，ここでは便宜的に現住所

に関する差を，地域ブロック別に見てみるこ

104 

図22 0507 Q3 I鶏肉」は

道

北

京

越

海

陸

西

国

国

海

東

関

信

東

北

関

中

四

北

甲

海外

主体

D[トリニク」と読む I[ケイニクjとは読まなp)
理豊富 IケイニクHトリニクjどちらの読み方もするが!自分はどちら

かといえば [1リニクjと読むごとのほうが多い
Cコ「ケイニクHト，!ニクjどちらの読み方もするが 自分はどちら

かといえば「ケイニクjと読むことのほうが多い
じコ「ケイニクjと読む I[トリニクJとは読まなL、)

とにする。

5.2.1 地域差の明確な設問

図22は， I鶏肉」という字をどう読むか，

という設問で，さきほど図11では年齢差につ

いて見たものである。地域差としては，概し

て東日本および北陸では「トリニク」としか

読まないという回答が多いのに対して，西日

本では「ケイニクIとも (orと)読むという

回答が目立つ。このととについて筆者は，

「トリニク」という言い方をその地域でふだ

ん使うかどうかということと強く関連がある

ものと推定している。

西日本では，ふだん「トリニクjという言

い方をあまりせず， Iカシワ」と言う地域が

多いことがわかっている 17)。そのため，東日

本の人は「鶏肉jという表記を見たときに日

常よく用いる「トリニクjという音を当ては

める傾向が強いのに対して，西日本ではもと



もと「トリニク」という言い方をあまりしな

いので， I鶏肉」を見た際にそれぞれの漢字

を音読みして「ケイニク」と読む人が多いの

ではないだろうか。

図23は， I書かれてくださ Lリという言い

方を聞いたととがあるかという設問で，前稿

(塩田雄大 (2005))でも同設問の地域差につ

いてふれたごとがある。九州沖縄およびそれ

に隣接する中園地方においては，この言い方

を実際に聞いたことがあるという回答が非常

に多く，先行諸研究の結果と合致する18)。

図24は，いわゆる「油揚げ」のことを何と

l呼ぶか，ということについて複数回答で尋ね

図 23 0410 Q4 i書かれてください」は
(複数回答，上位2位のみ表示)

北海道

東北限

関車

甲信越

東海

北陸

関西
中国「一一一宵， ，で

四国

九州沖縄
海外「ナ…内 、
総計

D 人が習すのを古品開いたことがある
圃置見たり目別、たりしたことはない

図 24 0411 Q2i薄く切った豆腐を油で揚け“たもの」
は(複数回答)

北海東道北 l| 匂与削闘 い災防門;Q..て除4E渇乞1611出ヌ司附4・3
関東

甲信越

東海

北峰 l 78 長議出b嘩ll日l 4‘ 
関西

中国

四国

1宰lELL3与7l尋11・3岡1 20・6
海外

総計

じコあぶらあげ区3あぷらげ仁ゴおあげ仁コうすあげ.おあげさん

インターネットを用いた言語調査の一試論

たものである。全国平均と比較すると， Iう
すあげ」が北陸・関西に多いこと，また「お

あげさんjが関西・四国に多い点が注目され

る1910

図25は，友人にメールを出す際に方言をま

じえるかどうかを尋ねたものである。「方言

をまじえて書くことがほとんどである+とき

どきある」の全国平均は 9+33=42%である

が，北海道および東海以西では全国平均より

も方言使用率が高く，東北と関東では低1'0

これは，ふだんの会話で方言をどの程度用い

るか，という先行研究の結果と同じ傾向を示

している却)。

図 25 0509 Q6友人にメ Jvを出すときには
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5.2.2 やや地域差の見える設問

図26は， 1舌が/口が肥えているJという

言い方について尋ねたものである21)。関西・

北陸において「舌が肥えている」の回答がや

や少ない。

図27は， 1身を粉にして」という言い方で

の「粉」について尋ねたものである辺)。全体

として見ると， 1コ」しか認めない回答が東

日本にやや多く西日本にやや少ないように見

えるお)。

図28は， 1すし 1カンとは何個のことを表

すか」ということを尋ねたものである。前稿

(塩田雄大 (2005))でも取りあげたが，東日

本は 11個j派が多く西日本は 12個j派が

多い，という傾向があるように読める24)。

図26・27・28は，さきほどの言|算法で東西

地域差がそれぞれ11.1・ 10.9・10.3であった。

この程度の数値だと，地域プロック別に見た

場合にはあまり明確な地域差として表れてこ

ないのかもしれな1'0

5.2.3 個別に解釈すべき例

これまで取りあげたのは，東西地域差とし

てある程度の差を見せる項目である。しかし

地域差というのは，常に東西の差として表れ

るというものではない。ある特定の地域にだ

けある回答が目立って多い，という地域差も

当然存在するのだが，こういったものはさき

ほどの計算方法では対象にならないととがあ

る。

ここでは，そのようなものについていくつ

か取りあげてみる。

図29は，職場などで自分が先に帰る場合の

Iお先(さき)します」という言い方につい



て尋ねたものである。この「お先しますj と

いう言い方が東北地方に多い方言的用法(東

京では「お先に」あるいは「お先に失礼しま

す」と言う)であることが佐藤亮一監修

(2002) p.355で指摘されており，今回の結果

はそれを裏付ける形になっている。

図30は， r中華井/中華飯」という料理の

名称について尋ねたものである。全国的には

「中華井Jしか認めないという回答がもっと

も多い (66%)のだが，この回答は東海・北

陸と東北・北海道では必ずしも多くはなく，

これらの地域では「中華飯Iという言い方も

かなりなされているととが見て取れるお)。

図31は，野菜の「れん乙ん/はす」につい

て尋ねたもので， r花」ではなく[食べる部

分(地下茎)Jの呼び名について質問してい

る。「れんこん」しか認めないという回答は全

国で24%だが，関東・甲信越ではこれよりも

少なく，この地域では「はす」も有力な言い

方であることを示している。東京では「ハス」

が地下茎のことも指す，というこれまでの指

摘と符合する結果となっている26)。

図32は， r大根のぬか漬けjのH千び名につい

て複数回答で尋ねたものである。これについ

ては，江戸時代において京都・大坂では「香

の物JIかうかうJ，江戸では「沢庵漬」とLミ

う地域差があったという指摘がある27)。本稿

のデータにおいて関西に着目すると，やはり

「おとうこJ(全国平均11%，関西20%)

「乙うこJ(同 8%， 15%)は比較的多く， Iた

くあんづけJ(同 9%， 5 %)は比較的少ない，

という結果が出ており，このような地域差が

今日でも存在し続けているものと言うことが

できる。

インタ ネットを用いた言語調査の一試論

図3o 050705 1中華井/中華飯」は

北10誼
"l/i~七， . 
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カ斗まん)Jと言うことのほうが多い
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し，自分も「中三'I'!i卸(ちゅうかはん)Jとしか言わない
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5.2.4 地域差のまとめ

ごとでは東西地域差が比較的大きく表れて

いるものと，ある回答が特定地域に限って多

かったものとを取りあげてきた。どちらにお

いても，これまでに先行研究があるものにつ

いては，それと大きく矛盾するような結果は

出ておらず，むしろ先行研究の成果を裏付け

るようなものが多い。

乙れは，この調査による結果を地域差判定

の資料として活用することの妥当性に関し

て， 1つの大きな後ろ盾となろう。

@当調醐界と
それを意識した活用法

前稿(塩田雄大 (2005))および本稿の冒

頭でも指摘したことだが，当調査はランダム

サンプリング式調査にそのまま代替しうるも

のにはならない。そのことを，あらためて見

てみよう。

表2abは，まったく同ーの質問内容 回答

選択肢を用意して，ランダムサンプリング式

調査(柴田実・塩田雄大 (2005)，2005年 3

月調査)とウェブ調査 (2005年4月調査)と

で尋ねてみた結果をまとめたものである。

まず全体平均を見ると，ランダムサンプリ

ング式調査では「交ぜ書きIがもっとも多く

答えられている回答(最頻回答)であるのに

対して，ウェブ調査での「交ぜ書きjは3つ

の選択肢のうちもっとも少なく (1わからな

Lリはとこでは考慮に入れなLミ)， 1使い分け」

が最頻回答となっている。

年齢差について見てみると，ランダムサン

プリング式調査では年代が若くなるほど「使

い分け」の回答が多くなるという傾向がある

のに対して，ウェブ調査ではそのような傾向

は指摘できない。

国語辞典の使用頻度については，ランダム

表2a 字幕スーパーの漢字表記[ランダムサンプリング式調査]
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Q 

ます。

字は?
のものを使うことになっています。たとえば!

次のように「肋骨HII平臓H旺門」は学校で

習わない漢字を含んで刊、るので。「ろっ骨Hす

い臓Hこう門」と書くことになっています。

このことについて?あなたのお考えに最も近

いものを1つ選んでください。

7. 
あっても，
ーノ号 ではだれ

で色読めるように

「ろっ骨Hすい
臓Hこう門」と
書くべきだ

イ。

あっても
ーノ《 ではもとも

との溺字を使っ

て「肋骨m鞠則
「旺門」と書くべ
きだ

ウ.

くか漢字で書く
かは1 事くの人が
見る番組か!ある
いは専門的な内
容の帯組か。と
いったことによっ
て追ってもかまわ

(わからない)



サンプリング式調査では辞典使用頻度の高い

人ほど「表外字使用」が多くなって「交ぜ書

き」が少なくなるが，ウェブ調査ではわずか

にそのような傾向が共通して見える程度であ

る。

表の網掛けの分布をながめてみると，ラン

ダムサンプリング式調査では属性問の遣いが

相当大きいのに対して，ウェブ調査ではあま

り差が|療だっていないように見える。これは，

「このウェブサイトに自発的にアクセスして

回答する」という点で，日本語に対する意識

の面でどの人にも一定の共通性があり，属性

の遠いがそれほど目立たない「比較的均質な

回答者集団」を形成しているものと考えるこ

とはできないだろうか。

これは，逆に考えると，もしウェブ調査で

年齢差が表れた場合には，現実の日本社会

(具体的にはランダムサンプリング式調査の

結果から推定する日本社会母集団)での年齢

差は相当大きいものである可能性もあること

インターヰッ lを用いた言語調査の一試論

になる。

こうした乙とを意識せずに，たとえば「ウ

ェブ調査において『使い分けJの回答がもっ

とも多かった，だからおそらく日本全体の状

況もこれと同じだろうjという乙とを論ずる

のは，ウェブ調査の利用法として非常に危険

である。当調査は，ある項目に関して現実に

年齢差・地域差などがあるか (orありそうか)

どうかを，ウェブサイトに自発的にアクセス

してくるという「特殊な集団Jの結果から瀬

踏みをしてみる，という発想に基づくのであ

れば，大きな力を発揮するものと考えている。

⑪本稿一
本稿の冒頭でも示したとおり，ウェブ調査

はまだまだ開発・発展段階の調査法である。

また，ウェブ調査の結果のみで「日本語の現

表 2b 字幕スーパーの漢字表記[あなたは多数派?少数派?調査]

Q テレピの宇幕ス パーについてお聞きし|アどんな番組で
ます。現在 テレビの字幕ス パーに使う溌|あっても!宇幕ス
字は!基本的に学校の国語の授業で習う範囲 lーノ宅 ではだれ
のものを使うことになっています。たとえば|ても読めるように
次のように「肋骨H牒臓H旺]門Jは学校で Ifろっ骨Hすい
習わなL梧持を含んでいるので.fろっ骨Hす i臓Hこう門」と
い臓Hこう門」と書くことになっています。|書くべきだ
このことについて，あなたのお考えに最も近
いものを lつ選んでくださL、

イどんな番組で
あっても。字幕ス
-，守ーで刊まもとも
との漢字を使っ
て「別府JrH革配
「旺門」と書くべ
きだ

ウひらがなで苦 I(わからない)
くか溺字で書く
かは多くの人が
見る番組か!ある
いは専門的な内
容の番組か!と
いったことによっ
て遣ってもかまわ
ない

fs!;t、分け派」
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状jを論ずるのは，よい方法とは言えない。

ほかの方法による調査や，先行諸研究の成果

も合わせて考察するべきである。

筆者は，ウェブ調査の結果にある程度の信

頼性が認められることを，前稿(塩田雄大

(2005) )においてはウェブ調査とランダムサ

ンプリング式調査との比較によって示し，本

稿においてはウェブ調査の結果と日本語学・

言語学関連の先行諸研究の成果とを可能な限

り対照するととによって確認した。

まず，このような調査手法においては，

「全体として00%が00という回答を選ん

だ」というととに関して 100%Jという数

字自体はさほど意味を持たず，その内部構造

(年齢差・地域差などの属性差)のありかた

に積極的な価値を見いだすべきであることを

主張した。

次に，年齢差の比較的大きい項目について

は，言語変化が始まっているもの，進行中の

ものとしてとらえる乙とができ， 1変化の兆

し」を知る材料となることを記した。データ

の分析から，さまざまな属性差として，男女

差・年齢差・東西地域差(現住所・出身小学

校・出身中学校) 国語辞典使用頻度を比較し

てみると，当データにおいては年齢差が比較

的大きく表れていることは章)，高年層と

若年層という 2段階で年齢差が大きく表れた

項目については， 10歳区切りで細かく見た場

合でも，漸増的・漸滅的な年齢差が鮮やかに

見られるものが多い(5章の 1)ことを示し

た。

また，ある「ことばのゆれ」の現象に関し

て，地域差が比較的大きい場合，それが言語

変化に関連しているのであれば，その変化の

速度方向性が全体として必ずしも一様でな

110 

いことを示すものとなることを記した。デー

タの分析から，地域差の大きく表れた項目に

ついては，乙れまでの先行諸研究の成果と符

合する結果になっているものが多いことを明

らかにした(5章の 2)。

そして，本データの分析から，これまでお

そらく報告されたことのない言語上の年齢

差・地域差のあるものがいくつか観察され

た。具体的にいくつか列挙すると，

01お寺・神社[ 1参拝する」での助詞:高

齢層では助詞「に」で安定しているが，年

齢が若くなるに従って Iを」が多くなる28)

01おかげさまで」という言い方:この言い

方について「使うJ1問題なLリという人

は，高齢層では多いが，年齢が若くなるに

従って少なくなる

0120日まで出てまいりません」という言い

方:この場合 121日に出てくるjという回

答が高齢層に多いが，年齢が若くなるに従

って 120日に出てくる」という回答が多く

なる

0漢字「鶏肉」の読み方:東日本では「トリ

ニクIと読む人が多いが，西日本では「ケ

イニクjという読み方も広く用いられてい

る。乙れは，ふだん「鶏の肉」のことを

「トリニク」と言うか，あるいは「カシワ」

と言うか，ということと強く関連している

ものと思われる。

。メールに方言を用いる頻度:東北・関東で

はあまり方言を用いないが，北海道および

西日本では比較的よく用いられている

などといったことを論じた。こうした項目は，

現代の日本語において必ずしも均質でない様

相を示すものであり，今後の変化を注視して

おく必要がある。



こうしたデータを積み重ねてゆくごとは，

日本語の現況をさらに明らかにしてゆくこと

の助となるだろう。

(しおだ たけひろ)

注:

1 )本稿で取りあげる「あなたは多数派?少数派?J 
調査の実施期間および回答者数は，以下のとおり

である。

2004年10月 (18日一11月14日)1，905人回答

11月(15日-12月19日)2，943人

12月 (20日一 l月16臼)1，854人
2005年1月(17日-2月20日)2，053人

2月 (21日-3月21日)2，280人
3月 (22日-4月17日)1，709人

4月(18日-5月15日)1，594人

5月 (16日-6月19日)1，808人

6月 (20日一 7月18日)1，642人

7月 (19日-8月21日)1，667人

8月 (22日-9月19日)1，638人

9月 (20日-10月16日)2，075人
なお。すべての設問 回答選択肢と全体平均結果

を論文末に掲載した。

2 )質問設定の原案は，アクセント関連の項目につ

いては当研究所の坂本充が立案し，それ以外は

NHK内外からの問い合わせ内容などを材料とし

て，筆者が中心となって作製している。ただし

2005年には漢字表記ー外来語表記に関して重点的

に調べる必要が生じ，乙れについては坂本充が設

聞を担当した。

3) 1東日本」は北海道・東北・関東甲信越東海
地方をまとめたものでτ 愛知・岐阜・三重も東日

本に含めている。また「西日本」は北陸・関西・

中国 四国・九州沖縄をまとめたもので1 富山

石川也西日本としてある。あくまで便宜的なまと

め方であることを付記しておく。

4) 1国語辞典の使用頻度差」は属性差と呼ぶのは必

ずしもなじまないが，他の属性と比較する目的で

インターネットを用いた言語調査の一試論

同列に扱うことにする。毎月の設問として以下の

ように尋ね， AとBを合わせて「国語辞典使用層J，
CとDとEを合わせて「国語辞典非使用層」として

扱った。

Q ふだん，国語辞典をお使いですか。この中

から lつだけお答えください。

A よく使う

B ときどき使う

C あまり{吏わない

D まったく{吏わない

E 国語辞典はない

5 )ただしこれは，次のようなことを考慮に入れて

おく必要がある。

ここで採用した「年齢差Jは， 139歳以下」と 140
歳以上jの集団関の差である。これを仮に 129歳
以下」対 130歳以上jとで比べたとしたら，数値

は異なってくることは言うまでもない。

それぞれの層に関する回答者の構成比(12回分平

均)を算出すると，以下のようになる。

男性 46.2% 女性 53.8% 
39歳以下 66.1% : 40歳以上 33.9%
東日本 67.2% 西日本 31.2% [現住所]

東日本 59.8% :西日本 39.4% [小学校]

東日本 62.2% 西日本 37.1 % [中学校]

辞典使用 69.2% 不使用 30.8% 
なお前稿(塩田雄大 (2ω5))におけるウェプ調査

とランダムサンプリング式調査との対照結果から

は，ウエブ調査において年齢差が見られた場合に

は，かなり多くの場合にランダムサンプリング式

調査でも同じ傾向が見られる，という ζ とが導か

れている。

6 )過去にランダムサンプリング式調査でこの設問

と類似した内容を尋ねたことがある(1999年11月
11-14日実施， 1，363人回答)。

看護婦が患者に注射を打った後で「ご自分で腕

をよくもんであげてくださ Lリ

聞いたことがあるし，おかしくない 19% 
聞いたことは晶るが，おかしい 29 
聞いたことはないが，おかしくない 7 
聞いたことは立いが，おかしい 43 

NHK放送文化研究所年報20061111



わからない 2 

ここで最頻回答で品る「聞いたことは立いが，お

かしいjを年代別に見てみると， 35 [20代l， 39 

[30代]， 43[40代l， 50 [50代]， 44[60歳以上]

(%)となっており，年代が高くなるほどとの回答

が多くなっている ([60歳以上]は例外)。これは，

図4での傾向と共通していると判断できる。

7) [[おかげ」は，日本人の品いさつの中に根深く

残っており，人力を越えたもの，神仏の加設とか 1

自然の力を大きく感じているあらわれだと思う。

だから，あらゆるあいさつ語の受け答えに対して

「おかげさまで」は通用する。神仏といっても，キ
やおよろず

リスト教などと逮って，日本には神さまは八百万

晶るのだから，どの神さまの「おかげ」というの

でもない。お天気がいいのも，病気が治ったのも?

良縁を得たのも，さらに極楽往生したのも「おか

げさまで」で品る。J(奥山益朗 (1969)pp.74ー75)

8 )乙の言い方に誤解の余地があるごとは， NHKア

ナウンス室編(1997)pp.l38-140でふれられている。

9 )外来語の表記に関して，昔は「ヤjで書いてい

たのを現代では [7Jで書くものがある 1 という

ことについて，塩田雄大 (2002)で論じたことが

品る。

10)北原保雄 (1984)p.217には， [[人が ある」と

いういい方は認めなければならなLリという項が

立てられており， [人が ある」のような用例を無

視すべきではないことが唱えられている。

紙幅の関係上ここでは詳述できないが， [(人が)

ある」という言い方に関する一連の設問 (0508Q 

2 -Q  6) に対して， [聞いたこともないし，乙の

言い方には問題があると思うjという回答が「若

年層に多く高年層に少立い」という傾向が， Q 

2'Q3・Q5・Q6において共通している。

本稿の調査結果は，日本語の歴史的な変化として

有生物への[ある」の使用を許容しない方向に進

みつつあることを指摘実証した金水敏 (2004)

(2005)や鈴木英夫 (1998)の結論と軌をーにする。

なお 1 金水敏 (2005)p.l55では，存在表現に関し
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て人間 有生物とそれ以外とを語集的に区別する

言語が日本語以外にあっても不思議ではない τ と

いうことが言及されているが，韓国・朝鮮語の

gyesida (¥ミらっしゃる[存在])とisseusida(お

ありである[存在])との区別は，おおむねこれに

該当するのでは立いだろうか。

11)常用漢字表の範囲内では「鶏」には「ケイIと

いう読み方しか指定されておらず， [トリjとは読

まないことになっている。つまり， [トリニクJを

漢字で書く場合には「鳥肉Jとすることになって

いる。しかし現実には「鶏肉」という漢字表記を

自にする機会が一般に多い。それに対して「ケイ

ニク」という発音を耳にすることはまれであると

判断できるだろう。 NHKでは， [鶏」に「トリ」

という読みを追加することを，平成13年に決定し

ている ([NHK新用字用語辞典第 3版』冒頭p.41

参照)。

12) このうち図13[コプ~コンブ」については，

[[色葉字類抄jに「コンブJ，[伊呂波字類抄jに

「コフ」とあり，中古末にはすでに「こぶJ[こん

ぷ」の両称が行なわれていた可能性があり 1 その

併称は今日までつづいている。」という指摘がある

([日本国語大辞典 第二版j(2001)の「こんぶj

の項)。

また，図19の「旅客」に関しては， NHKでは現在

リョキャクとリョカクの両方の読み方を対等に認

めている。これと類似のととばに「顧客」があり，

コキャクとコカクを対等に認めていたが， 2001年

2月の放送用語委員会で [1コキャク 2.コカク]

というように改定した経緯がある(放送研究部

(2∞1) )。なお文化庁編 (1995)pp.41ト412では，

「旅客」はリョカクと読むほうが好ましい，と記さ

れている。

13)現時点ではまだ断定できないが，ウェブ調査に

おいて得られる60歳以上のデータは，現代の [60

歳以上」全体と比べて，やや特異な回答様相を示

すことがあるように感じている。これは?この回

答者集団が全体として「ウェプ調査に積極的に回

答する」という点で特殊であるなかで 1 わけても



春

60歳以七に関しては「平均的な60歳以上jの層と

の違いが大きいことによるのではないか(たとえ

ば20代の人がパソコンを使うのはまったく珍しい

ことではないが， 60歳以上の人の場合には現時点

ではまだ「珍l-¥リ部類に入るかもしれなp)，と

筆者は推定している。今後の課題としたい。

14)立お，相手に[考えておこうjと言われたらあ

きらめるかどうかということを全国の高校生に対

してアンケートで尋ねた先行研究(徳川宗賢

(1993) )がある。設問形式は以下のとおり。

Q 友だちに頼みごとをしたとします。たとえ

ば人を紹介してほしいなど。相手は「考えて

おこう」と答えました。しばらく待って，頼

みが実現しない場合，あなたならどうすると

思いますか。 a，bいずれかを選んでください。

a 考えてくれたかどうか尋ねてみる。

b ことわられたのだと思いあきらめる。

この結果の分析として， II考えてお=ぅJという

返事に対して，あきらめるもの (b)が国の両端で

多く，J(御1[宗賢(1993)pp.572-574) という記J

述が立されている。

本稿では!設問意図・形式ともにこれとは異なる

が，表 lに示したとおり東西地域差は表れなかっ

た。

また，一般にこの言い方は関西国で特に多用され

ると言われるが，本稿のデータを地域ブロック別

に見ると，全国平均に比して関西(現住所)でや

や多い回答は「自分でもこのように言うととは品

るが，この言い方には問題があると思うjであっ

た(全国32.6%，関西36.4%)。

15) 1;旅客劇については， 1りよかくき」と書き表して

実際の発音はリョカッキのようになる，という旨

が文化庁編(1995)pp.346-349に記されている。

16)ただし， 0410 Q 6 1すし 1カンは何個か」は，

現住所・出身小学校・出身中学校との間で 1 結果

にやや遣いがある。「すし 1カン」という言い方は 1

子どものころに習得されることばではなく，ある

程度大人になってから耳にすることばで品り，生

育地ではなく現住所のほうが結果に大きく関与す

インタ ネットを用いた言語調査の一試論

るものと想像される。そのため， [すし lカン」の

設聞においては出身小学校・出身中学校の要因が

品まり立いのであろう。

立お，すしを数える単位としての「カン」は比較

的新しい言い方で晶り，r日本国語大辞典 第二版』

(2001) には掲載されていなかったが， r精選版

日本国語大辞典J(2006)の「貫」の項に[[接尾]

握り鮪を数えるのに用いる。Jという説明が新たに

力日えられている。

17) [現代日本語方言大辞典J(明治書院)で「カシ

ワjを鶏肉の意味で載せているのは，秋田・富

山滋賀京都・兵庫・奈良和歌山 (1カシワノ

ニク」で立項) 大洲[愛媛]である。そして福

岡については「カシワは新しい言い方」という記

述がある(以上「肉」の項)。そのほか，鹿児島

[ (鶏肉を)カンワと言うのは新しい言い方J([鳥」

の項)，愛知「鶏肉はもっぱらカシワと言い，トリ，

トリニクなどの語を用いないJ([鶏Jの項)とい

う記述也晶る。品わせて，長野「鶏の肉は， トリ

ニクと言う。(カシワは)鶏一般について言うjと

記されている([鶏」の項)。整理すると，鶏肉の

意味での「カシワ」使用地域として秋田・愛知・

富山滋賀・京都ー兵庫・奈良・和歌山 大洲

福岡・鹿児島が提示されていることになる。

また， [[トリ肉を食べる」という言い方が?東京

ではごくふつうであるが，名古屋あたりでは τ 品

のない言い方とされる。正式な言い方は「カシワ

を食べるjである。名古屋はコーチンの名産地で

あるから，それだけトリ肉にはやかましいのかも

しれ立い。J(金田一春彦 (2004)p.278，初出は

1965年の東京新聞 中部日本新聞)という指摘も

ある。

歴史的な面から見ると τ 江戸後期の資料には「江
うなぎすコぽん かしは

戸の俗ハ御町時二鰻泥箇とH昌へりまして鶏を柏な

ど〉ハ決していハず」という記述([皇都午眼三

編J; r日本国語辞典第二版j(2001)の「かしわ」

の項では問書を1850年成立とし上掲の用例につい

て中巻に掲載としているが，筆者が実見できたの

は1883年の版で上巻に掲載されていた)が見られ 1

江戸時代の江戸では鶏のことをカシワとは言わな

かったことがわかる。

NHK放送文化研究所年報釧6I 113 



なお， rかしわ」が鶏肉の総称となるのは，天保

(1830-1844)以降であるという([日本国語大辞

典第三版Jrかしわ」の項)。

「かしわ」はそもそも鶏の一品種名であり?またそ

の肉のことを指した。 rrかしわJということばが

あるが τ これは，関西で飼っていた羽毛の黄色い
かしわ

品種，黄鶏のことである。(中略)関西で「かしわ」

を食用としていたころ，関東ではシャモ(軍鶏)

が好まれていた。J(山口米子 (1987)r日本の東西

「食J気質jp.llO) 

「かしわ」が関西で好まれていたととを裏付ける資

料として，江戸時代の『守貞設稿』に「文化以来，

京坂はかしわと云ふ鶏を葱鍋に烹て食すこと専ら

なり。江戸はしゃもと云ふ闘鶏を同製にして，乙

れを売る。Jという記述が品る(喜田川守貞『近世

風俗志(守貞設稿) (ー)j岩波書庖， 1996.5翻刻，

p.214)。

これらを総合して考えると，おそらく近畿圏にお

いて江戸後期に生まれた rrカシワ』の新用法(鶏

肉の総称としての『カシワj)Jが東海や九州の一

部にまでも広まったが，東海より束には日本海側

の一部(上掲『現代日本語方言大辞典Jで言えば

富山 秋田)を除くとあまり一般化しなかった，

というように想定できるのではないだろうか。

この推定は 1 今回の地域差の調査結果とほぼ符合

する内容になっている。

18) rーされてくださしリに関するこれまでの研究は，

日高貢一郎 (2005)(2即日)にまとめられている。

19) [現代日本語方言大辞典』の「油揚げjの項では，

「オアゲjの使用地域として京都 兵庫・香川が，

また「ウスアゲ」の使用地域として長野大阪

福岡・長崎福江[長崎]が挙げられている。本

稿の調査結果とは， rオアゲ」については合致する

が， rウスアゲ」についてはあまり 致しない。

20) この傾向は，日常における標準語と方言との使

い分けについてランダムサンプリング式調査(全

国)で尋ねた結果(石野博史ほか (1992))とおお

むね合致する。これは， rふだん家の中で家族の人

と話すときJrPTAや地域の会合などで発言すると
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き」などの状況で方言をどの程度使うかを質問し

たもので， r方言の使用は西高東低Jという結論が

導カ通れている(ただし同調査では地域別の集計結

果を示すのに北海道と東北を統合してしまってい

るために，本稿の同様の結果(方言使用に関して

北海道は多く東北はやや少なLミ)は表れていなLミ)。

なお，このメールでの方言使用に関する項目には，

年齢差が存在する。「方言をまじえて書くことがほ

とんどである」と「ときどきあるjとを統合した

数値は， 42% [全体]に対して， 47% [10代]，

52% [20代l，45% [30代]， 33% [40代]， 33% 

[50i-l:l， 26% [60歳以上]で，若くなるほど方言

使用が多くなる形になっている (IOf~はやや例外)。

さきほどの表 lで年齢差があまり強く表れ立かっ

たのは 7 最頻回答である「ときどきある」のみに

ついて年齢差を算出したからである。計算方法に

ついては今後とも検討を加えたい。

21) r口が肥える」は， r日本国語大辞典 第二版1

(2001)および I精選版 日本国語大辞典j(2006) 

に項目として立てられていない。見坊豪紀 (1988)

p.l2では， rところが，口のこえた消費者はまずい

外米は食べない。J(日本経済新聞1965.9.27夕刊)

という例が紹介されている。また『新明解国語辞

典Jでは，初版 (1972)以降「口が肥えている」

を掲載している。

「舌が肥える」と「口が肥える」のどちらが本来の

言い方立のか，ということについて， rロ」には

「口に合うJr口がおごる」といった食べることに

関する慣用句があることから， r口が肥えるjがも

ともとの言い方であったという記述がある (NHK

アナウンス室編(1997)pp.76-77，杉戸清樹氏の

指摘)。

22) r身を粉[コ/コナ]にする」という言い方につ

いては，表 Iで示したとおり年齢差はあまり見ら

れ立かったが，本来の「コ」ではなく「身をコナ

にして」という誤りが一般化しつつある，という

指摘がある(佐竹秀雄 (2000)p.86)。このような

慣用句については，このウェブ調査に回答するよ

うな人たちは，若い人であっても一般に伝統的な

形を答える傾向があるものと想定できるため，ラ



ンダムサンプリング式調査ではこれとは異なった

傾向が表れる蓋然性もあるだろう。

23)前田富棋監修 (2005)r日本語源大辞典jp.506 

の「こなJの項には，コのほうが古いことばであ

るのに対して!コナは近世に立って用いられるよ

うになったことぼであり，これは江戸の戯作文学

に例が見られることから，コナはもともと江戸語

と意識されていたと記述されている。これに対し

て本稿の結果では，現代ではコナがやや多いのは

関西や四国になっている。江戸時代の地域差がす

でに消失してしまっているのか，あるいは「身を

粉にするJという慣用句における特殊な出来事な

のか，現時点では判然としない。

24) rすし Iカン」が本来何個を表した也のなのかに

ついては. 1佃ー 2個の両方の説があり，現在で

も確定してい立い。筆者は1 以下の 2点から， r 1 

カンニ l個」説を支持している。

a 昭和初期の資料に，芸妓の隠語として r1個」
を意味する r1カン」が「料理場専用jという付

記とともに紹介されていること(花園歌子 (1930)

「モダン軟派語奨Jr芸妓通Jp.17l)。本書の冒頭

には，芸妓の隠語は少立く 1 まれにあっても他の

社会集団の隠語を踏襲したものである旨が述べら

れており， r 1カンjが当時の料理界の隠語として

すでにあったことを推定させる。なお現代の料理

関係の業界用語として豆腐・天ぷらも r1カン」

という数え方をするごとがあると土田滋 (1999)

に紹介されている(ここから考えると， rrカン』

という数え方は，すし独特のもの」という説(た

とえば話題の達人倶楽部 (2005)p.19)は，正し

くない)。

b. r 2カンづけJ(ひとつのすしダネを 2つずつ握

って同時に客に供する方法)という言い方が存在

すること(もし r1カン=2個jであったら同時

に4個供することになってしまう)0 r 2カンづけ」

については日比野光敏 (2001)rすしの事典j(東

京堂出版)pp.339-340参照。

r 1カン=2個」説の背景としては， r 2つずつ同

時に供する方法Jが般化した結果， 般人には

比較的耳新しい助数詞で品る「ーカンJに対して，

インターネットを用いた言語調査の一試論

「品の方法(=2カンづけ)Jで出てくる Iセット

(= 2個)のことを r1カン」と呼ぶのだ，という

「誤解」が生じたことによるものと考えることはで

きないだろうか。

25) この料理が生まれたときの名称は，東京では

「中華井」であったことが以下の記述からわかる。

「カツ井はつまり客がその考案者だったわけだが，

天津井と中華井も同じく，そのもともとの考案者

は客であった。東京・浅草に来々軒という中華料

理屋が品った。昭和の初期のある日のこと，客が

カニ玉とご飯を注文し，時間がないからといって，

ご飯の上にカニ玉をのつけてくれと頼んだ。する

と他の客も八宝菜とご飯を注文し，同じようにご

飯の上に八宝菜をのつけてくれと頼んだ。それが

ヒントになって天津丹と中華井が生まれることに

なる。来々粁ではそれぞれ天津井，中華井と名付

け，メニュ に加えた。J(北嶋虞敏(1999)r話の

ネタ大事典 思わず人に教えたくなるおもしろ知

識j(PHP文庫)p.211) 

またこの「来々q干」とおそらく同 の屈が，以下

の記録にも表れている。昭和九年 (1934)五月三

日(水曜)r 回終って，来々軒の雲呑と中華井を

食った。J([古川|口、ノパ昭和日記・戦前編jp.46) 

なお，これより古いものとしては，管見では昭和

8年 (1933)の雑誌広告に載せられたメニューに

中華井(ウマニカケメシ) 二O銭

という例を見つけることができた。東京ー浅草の

「直営大衆食堂」のものである (r月刊食道楽J昭

和8年6月，小菅桂子 (1997)r近代日本食文化年

表j(雄山悶)に掲載)。

26) r現代日本語方言大辞典」の「はす(蓮)Jの項

を見ると，全国的には植物としての名称がハス，

その地下茎がレンコンである，という使い分けを

するところが多い。ただし，東京ではハスが「水

蓮の花Jおよび「蓮根Jを指すこと，また岐阜で

は「蓮根をハスと言うことはなLリことが記され

ている。

また， r東京の述中は普通「ハスを食べる」という

言い方をして，もちろんハスの根，やかましくい

うと地下茎を食べることを意味するが，こんなこ

NHK放送文化研究酔報20061山



とを九州あたりで言うと 1 土地の人に笑われる。
れんこん

ここではあくまでも rr蓮根』を食べる]という言

い方をL-， rハ7、を食べる」では，ハスの花を食べ

るように受取られるからだ。J(金田一春彦 (2004)

p.278 ，初出は1965年の東京新問 中部日本新聞)

という指摘もある。

こうしたことと本稿での調査結果を合わせて考え

ると 1 地下茎部分はレンコンと呼ぶのが全国共通

語的であるが，東京ではハスという言い方もされ

ており，それが周辺部の関東・甲信越をはじめと

して広まったものと推定できる。

27) rr香の物」と「沢庵漬jに関しては， r浪花聞書』

に， rかう"""'- 沢庵i貢にかぎりてかう"""'-といふ

沢庵演とはいわず」また， r守貞漫稿食類j(嘉

永六年1853成)に， r塩糠にて乾大根を漬たるを，

京坂にては専ら香の物或は香々とのみ云，江戸に

ては沢庵漬と云也Jとあり，京坂の「香の物Jrか
うかう」に対L-，江戸では「沢庵漬」という相違

があったと思われる。J(蜂谷清人(1982)p.1l8， 

体裁をやや加工して引用)

なお， r物類称呼j(1775)には「莱競演 だいこ

んづけO京にてOからづけといふ。九州にてOひ
ツ

ゃくぼんづけと云。関東にてOたくあんづけとい

ふJ(京都大学文学部国語学国文学研究室編 (1973)

『諸国方言物類称IJ干本文・釈文索引Jp.326 

から引用)となっており， r関東」における「たく

あんつけ」が記されている。

28)ただし，有識者と大学生を対象にしたアンケート

で，有識者のほうが「ーを参拝するJという言い方

を[許容できなLリとする回答が多い1 という結果

が得られている(石野博史 (1981))。これは，本

稿の結果(年齢差)と合致する。
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石野博史 (1981) 有識者 (102人;50代が中心)ー

大学生(123人)回答

1981年3月一 5月実施(郵送

法アンケート)

Q r靖国神社に参拝するjは昔からある普通

の言い方ですが，最近では，これに対して，

「靖国神社を参拝する」という形もか立り勢

力をもってきたようで，新聞などにはよく

出てきます。「参拝」ということばの:昔、昧が

変わってきたのでしょうが!この「ーを参

拝する」という言い方について，どうお考

えですか。

恒童宣医杢亘
許容してよい 13.7% 27.6% 

許容できない 71.6 44.7 

どちらとも言えない 13.7 27.6 

この設聞は， r-に参拝するjのほうが伝統的表現

であるという前提知識を与えたうえでの質問なの

で，回答にあたっては「規範意識」が相当強くは

たらいたものと想像できる。
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単純集計表

今回対象とした項目の全体結果は以下のとおりである。

設問頭の4ケタ数字は，たとえば [0410Jは2004年10月実

施分であることを示す。

a.b.c等の符号はもともとの調査ベ ジでは振っておらず町

ここで便宜的に付したものである。

なお毎月口1はアクセント関連の設問(月替わり)， 07は国

語辞典使用頻度に関する設問(毎月間ー)であり町ここで

は省略した。

0410口2 あなたは， ，士のような「あげて」の使い方をどこかで

見聞吉したことがありますか。あてはまるものがあれ

ば略いくつでもお答えください。

(看護師が患者に，主射を打った後)

「ご白骨でよく腕をもんであげてください。」

a 人が話すのを直接聞いたことがある 58.3 

b テレビで見聞きしたことがある 33.8 

c ラジオで聞L、たことカ'ある 。 8.1

d目新聞で見たことがある 3.5 

e.遣画で見たことがある 8.7 

f 漫画以外田雑誌で見たことがある 6.3 

g ホームページやメールで見たことがある 9.9 

h その他のものを通して見聞きしたことがある 13.9 

1 見たり聞いたりしたことはない 32.2 

0410 03間2のような「あげて」の使い方についてどう思いま

すか。この中から 1つだけお筈えください

a おかしいと思わないし，白骨でも憧う 9.1 

b おかしいとは思わないが，白骨では使わない 8.3 

c おかしいとは思うが司自骨でも使う 13.2 

d おかしいと思うし.自分でも使わない 69.4 

0410 04あなたは，立のような「警かれてJの憤い方をどこか

で見聞きしたことがありますか。あてはまるものがあ

れば，いくつでもお答えください。

(会社などの町村署名を求められたとき)

「こ己に名前を書かれてください。」

a 人が話すのを直接聞いたことがある 20.6 

b テレビで見聞きしたことがある 7.5 

C. ラジオで聞いたことがある ・ 2.0 

d 新聞で且たことがある 1.0 

e 遺固で見たことがある 。 1.3

f .漫画以外の雑誌で見たことがある 。 0.9

g ホ ムハミージやメ ルで昆たことがある 3.0 

h その他のものを通して見聞きしたことがある 6.4 

l 見たり聞いたりしたことはない 73.6 

0410 05問4のような「書かれてJの使い方についてどう思い

ますか。この中から 1つだけお害えください。

a.おかしいと思わないし司自分でも使う 1.5 

b おかしいとは思わないが司自分では使わない 2.0 

c おかしいとは思うが，自骨でも使う 2.5 

d おかしいと思うし司自骨でも使わない 94.0 

0410口6にぎりずしを数えるとき町[1カン(貫)， 2カンJと言

うことがあります。この[1カン」ということばの意
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昧は可「にぎりずし 1個」でしょうか唱「にぎりずし2

個」でしょうか。

a にぎりずし 1個 52.5 

b.にぎりずし 2個 47.5 

0411 Q2 )Xにあげるものは， [薄〈切ったE腐を泊で揚げたも

の」在意味する己とばです。

(厚く切って揚げた「厚揚げ(豆腐卜生揚げ(豆腐)J

のことは町ここでは考えないでください)

この中にあなたがふだん使う言い方があれば，いく

つでもお害えください。

a あぶらあt1.......................... .............83.6 

b.あぷらげ ・.26.9 

c あげ ー 0.3 

d おあげ 20.4 

e おあげさん 11.6 

f うすあげ 13.8 

9回すしあげ 1.4 

h てあげ 。 0.3

しかわあげ 0.1 

0411 Q3 )j{のA'Bについて可あなたはどのように発音します

か。もっとも近いものを下の4つの中から 1つだけお

害えください。

A [-をくじかれたJ(出端)

B [(鬼も十八，)番茶も-J(出花)

a 両方とも清音 ・ 1.8 

([デハナを〈じかれたJ[番茶もデハナJ)
b目両方とも濁音 85.4 

([デパナをくじかれたJ[番茶もデパナJ)
c. Aは清音， Bは濁音 ー 3.6 

([テtハナをくじかれたJr番茶もデパナJ)
d. Aは濁音， Bは清昔 日3

([デパナをくじかれたJ[番茶もデハナJ)

0411 04 )7.にあげるものは， [大根回ぬか，責け」を意味するこ

とばです。

(白菜などほかの野菜の漬付物のことは.ここでは

考えないでください)

この中にあなたがふだん使う言い方があれば.いく

つでもお答えください。

a たくあん 71.9 

b たくわん ー 48.9 

C固たくあんづけ 8.8 

d たくわんづけ ・ 6.1 

e こうこ 7.9 

f おこうこ 11.2 

9回しんこ 4.9 

h おしんこ ・ 43.0 

l おしんこう ・ 6.6 

日411 Q5 iXのA'Bについて.あなたはどのように発音します

か。もっとも近いものを下町4つの中から 1つだけお

答えください。

A[-で出;十(だし)をとったJ
B [とろろ-J

a.両方ともコブ 6.7 

([コブで出汁をとったJ[とろろコブJ)
b.両方ともコンブ 62.7 



(fコンブで出汁をとったJfとろろコンブJ)
C. A はコブ， B はコンブ 18.5 

(fコブで出汁をとったJfとろろコンブJ)
d. Aはコンブ可 Bはコブ 12.1 

(fコンブで出汁をとったJfとろろコブJ)

0411 06攻の[はけ口1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。

「精神的ないらだちの[はけ口]として幼い子どもを

虐得した身勝手な犯行だ。」

a ハケクチ 3.1 
b ハケグチ 96.9 

0412 02 f風向き」の言い方についてお尋ねします。この中か

ら1つだけお筈えください。

「風向きが宜わつできた。」

a.カザムキということばしか聞いたことが 70.2 

ないし.白骨もカザムキとしか言わない

b カゼムキということばしか聞いたことが 。 1.0

ないし，自分もカゼムキとしか言わない

c カザムキもカゼムキも聞いたことがあるが‘ 26.9 
自分はどちらかといえばカザムキと言うほうが幸い

d.カザムキもカゼムキも聞いたことがあるが町 2.0 
自分はどちらかといえばカゼムキと言うほうが幸い

0412 Q3 *-のA・Bについて町あなたはどのように発音します

か。もっとも近いものを下町中から 1つだけお答えく

ださい。

A f旅客の宮全を第 に考える。J
B f旅客列車が脱線した。」

a.両方ともリョカク 21.7 

(fリョカクの安全Jfリョカク列車J)
b.両方ともリョキャタ 16.8 

(fリョキヤクの安全Jfリヨキャク列車J)
c. Aはリョカク， B はリョキャク 。 7.9

げリョ力クの安全Jfリョキャク列車J)
d. Aはリョキャク、 Bはリョカク 53.6 

げリョキヤクの宮全Hリョカク列車J)

0412 04まのことばについて町あなたはどのように発音します

か。この中から 1つだけお害えください。

「片側通行J
a.カタカワ(清音)ということばしか聞いたこと古，... 0.4 

ないし，自骨もカタカワとしか言わない

b.カタガワ(濁音)ということばしか聞いたことが 94.1 
ないし司自骨もカタガワとしか言わない

c カタカワもカタガワも聞いたことカずあるが， ...... 0.2 

自分はどちらかといえばカタカワ(清音)と

言うlまうが多い

d カタカワもカタガワも聞いたことがあるカ" ...... 5.2 

白骨はどちらかといえばカタガワ(濁音)と

言うほうが多い

0412 05次のことばについて，あ立たはどのように発音します

か。もっとも近いものを下の中から 1つだけお答えく

ださい。

「旅客機が墜落した。」

a リョカクキ 0 ・ 23.9 
b リョキヤクキ 。 7.3

インタ ネットを用いた言語調査の一試論

c リョカッキ 64.2 

d. リョキャツキ 4.6 

0412 Q6 ;，j:_のことばについて，あなたはどのように発音します

か。 1つだけお害えください。

「角から何軒目のお宅ですか。」

a.ナンケンメ 46.4 
b ナノゲンメ 53.6 

日501口22kのことばについてお尋ねします。この中から 1つだ

けお答えください。

「ピロティJ(または「ヒーロティ-J) 
a 聞いたことがあるし，どんなものか知っている 38.4 
b.聞いたことはあるが，どんなものか知らない。 15.8

C. 聞いたことがない 45.7 

0501 Q3 *-のA'Bについて，どのような助調を使いますか。

もっとも近いものを下町中から 1つだ付お答えくださ
し、。
A fお寺(を/に)参拝する。J
B f神社(を/に)参拝する。J

a 両方とも「をJ................. .................. 10.1 
(fお寺を参拝するJf神社を参拝するJ)

b.両方とも「にJ............. ...................... 63.6 

(fお寺に参拝するJf神社に参拝するJ)
c. Aは「をJ.Bは「にJ.............................. 15.0 

(fお寺を参拝するJf神社に参拝するJ)
d. Aは「にJ，Bは「をJ....................... ...... 11.4 

(fお寺に参拝するJf神社を参拝するJ)

日501 04カッコの中町言い方についてお尋ねします。この中

から 1つだけお答えください。

「規制で(がんじがらみ/がんじがらめ)になる。」

a ガンジガラミということばしか聞いたことカず 3.8 

ないし司自骨もガンジカ'ラミとしか言わない

b ガンジガラメということばしか聞いたことが 71.2 
ないし，白骨もガンジガラメとしか言わない

c ガノジガラミもガンジガラメも聞いたことが 5.3 

あるカヘ自分はどちらかといえばガンジガラミ

と言うほうが幸い

d.ガンジガラミもガンジガラメも聞いたことが 19.7 
あるが.自分はどちらかといえばガンジガラメ

と言うほうが多い

0501日5カッコの中の助詞についてお尋ねします。この中か

ら1つだけお害えください。

「新鮮な野菜(が/を)売っているス パ を探して

いる。J
a 乙の場合は「が」が正しいと思うし，自分も 3.9 

「が」と言うと思う

b目己の場合は「をjが正しいと，思うし，白骨も 84.2 

「をJと言うと思う

c 己の場合は「がjが正しいと思うが，実際に 2.5 

は自分は「を」と言うと思う

d この場合は「を」が正しいと思うがー実際に 9.4 
は白骨は「が」と言うと思う

0501 06攻のことばについて，どのような漢字が使われてい

るでしょうか。 1つだけお害えください。ご自分や
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お子さんの「宝物」があれば句それを見てもかまいま

せん。

a目通知表 76.4 

b.通知票 ー 23.6 

0502日2[味覚が発達している」という意味のごとを言うとき

に，以下に挙げる 2つの言い方のうち，どちらを使い

ますか。

a. [口が肥えている」と言う 8.7 

<[舌が肥えている」とは言わない)

b. [舌が肥えている」と言う 78.8 

<[口が肥えている」とは言わない)

c 両方とも使う ・8.6

d 両方とも使わない 3.9 

日50203おいしいものを食べたときに，以下に挙げる 2つの言

い方のうち町どちらを使いますか。この中から 1つ

だけお答えください。

a. [シタツヅミを打つ」と言う 。 49.7

<[シタブツミを打つ」とは言わない)

b. [シタヅツミを打つ」と言う 。 40.6

<[ンタツヅミを打つjとは言わない)

c 両方とも使う・ 3.3 

d 両方とも使わない。 6.3

0502口4罪の度合いがはなはだしいときに，以下に挙げる 2つ

の言い方のうち.どちらを使いますか。この中から

1つだけお答えください。

a. [ツミフカイ」と言う ー 0.4 
<[ツミブカイJとは言わない)

b. [ツミブカィ」と言う 96.9 

<[ツミフカィ」とは言わない)

c 両方とも使う 1.1 

d 両方とも使わない 。 1.7

0502 05枝が折れないで曲がるようなときに，どのような言い

方をしますか。

a それぞれ「枝がシナウJ[枝をンナワセルJと言う 2.7 

b それぞれ「枝がシナウJ[枝をンナラセル」と言う 4.3 

c それぞれ「枝がシナルJ[枝をシナラセル」と言う 90.5 

d それぞれ「枝がシナルJ[枝をシナワセルJと言う 2.5 

日50206ある人<OC部長)町会社に電話をしたところ， [00 

部長は20日まで会社に出てまいりません」と言われ

ました。あなたはどのように判断しますか。

a.OO部長が会社に出てくるのは，羽田である 36.6 

b.OO部長が会社に出てくるのは， 21日である 63.4 

0503 02 [みかんやオレノジなどの皮を混ぜて作ったジャム」

のことを，何と言いますか。この中から 1つだけお

害えください。

a. [ママレード」と言う 12.3 
<[マーマレ ドJとは言わない)

b. [マーマレードJと言う 。 67.9

<[ママレ ド」とは言わない)

C田両方とも言う 18.8 

d 両方とも言わない 0.9 

0503 03 [それぞれの月ごとにJという意味のことばを，どう言

120 

いますか。この中から 1つだけお害えください。

a. [マイゲツjと言う 0.6 

<[マイツキ」とは言わない)

b. [マイツキjと言う ・ 95.8

<[マイゲツ」とは言わない)

C田両方とも言う 3.2 
d 両方とも言わない ー 0.3 

0503 04 [それぞれの年ごとに」という意味の己とばを.どう

言いますか。この中から 1つだけお害えください。

a. [マイネンJと言う 1.6 

<[マイトシ」とは言わない)

b. [マイトシJと言う 78.6 

<[マイネンJとは言わない)

c 両方とも言う 19.4 

d 両方とも言わない 0.3 

0503 05 [良家(の子弟)Jということばを町どう読みますか。こ

の中から 1つだけお答えください。

a. [リョ カ」と読む 7.5 

<[リョーヶ」とは読まない)

b. [リョーヶ」と読む 0・ 88.1 

<[リョーカJとは読まない)

C. [リョーヵJ[リョーケjの2通りの読み方をする 4.0 

d. [リョーカJ[リョ ケJ以外の読み方をする 0.4 

0503 06 [両軍Jということばを守どう読みますか。この中か

ら1つだけお筈えください。

a. [リョ カ」と読む 2.8 

<[リョーヶ」とは読まない)

b. [リョーケJと読む 94.4 

<[リョ カ」とは読まない)

C. [リョ カJ[リョーケjの2通りの読み方をする 2.5 

d. [リョーカJ[リョーヶ」凶外の読み方をする 0.4 

05旧 02テレビの字幕ス パーについてお聞きします。現在可

テレビの字幕スーパ に使う漢字は，基本的に学校

の居語の授業で習う範囲のものを使うことになって

います。たとえば，立のように「肪骨J[牌臓J[虹門」
は学校で習わない漢字を含んでいるので町「ろっ骨」

「すい臓J[こう門」と書くことになっています。

このことについて，あなたのお考えに最も近いもの

を1つ選んでください。

a どんな番組でも，字幕スーパーではだれでも 16.8 

読めるように「ろっ骨Hすい臓Hこう門」と

書くべきだ

b.どんな番組でも，字幕ス パではもともと 21.0 

の漢字を使って「肋骨H路臓HIII門Jと書く

べきだ

c ひらがなで書くか漢字で書くかは可多くの人が 60.2 

見る番組か，あるいは専門的な内容の吾組か，

といったことによって遣ってもかまわない

d わからない 2.0 

05旧日3[豹・狼・熊H繰・鯛・鮭」や「楓・椿・桐」なども牢

校の国語の授業では習いません。このような動植物

名を字幕スーパーで使う場合どうしたらよいでしょ

うか。この中から 1つだけお答えください。

a. [豹(ひょう)・狼(おおかみ卜熊(くま)Jの 52.2 



ようにひらがなで読みを補うことが望ましい

b. rヒョウ オオカミ・クマ」のように漢字を 28.2 
使わないで句カタカナで書く己とが望ましい

c. rひょう・おおかみ くま」のように漢字を 1.2 
使わないで可ひらがなで書くことが望ましい

d. r豹担熊Jのように漢字でそのまま奮いてよい 17.2 
e.わからない 1.3 

田口4日4パソコンで表示できない漢字，たとえば石川県にある

「白山比め神社(しらやまひめじんじゃ)Jの「め」の字

をインターネットで表示する場合町どうしたらよいで

しょうか。この中から 1つだけお害えください。

a. r白山比め神社」とひらがなで書く 31.3 
b. r白山比メ神社」とカタカナで書く 19.8 
c. r白山比・神社J(・は口へんに羊と書く)と 40.5 

注釈を入れる

d.わか5ない 8.4 

0504 05 r-すること・~したところ・~するとともに」など

と書く場合句あなたはどういう書き方をしていますか。

この中から 1つだけお答えください。

ιr-する事・~した所・~すると共に}............18.9 
と.漢字を使って書いている

b. r-すること・~したところ・~すると 29.9 
ともに」と，すべてひらがなで書いている

c そのと吉によって漢字を使ったり.............. 51.2 

使わなかったり，まちまちである

日.50406 rどれくらい それだけ・あれほど」などと書く場合句

あなたはどういう書き方をしていますか。この中から

1つだけお答えください。

a. rどれ仕・それ丈・あれ程」と，漢字を使って 6.5 
書いている

b. rどれくらい・それだけ・あれほどJと可すべて 58.4 
ひらがなで書いている

c.そのときによって漢字を使ったり. ............••. 35.1 

使わなかったり句まちまちである

0505 02接続詞の「したがって ただし・ところがJなどを，
あなたはふだんどのように書いていますか。この中

から 1つだけお答えください。

a. rしたがって・ただし・ところが」とひらがなで 47.4 
書いている

b. r従って・但し・所がJと漢字で書ける場合は 8.7 

漢字を使って書いている

c そのときによって漢字を使ったり. ........•...... 43..9 

使わなかったり，まちまちである

0505 03副詞の「たぷん・はたして・やはり」などを，あなた

はふだんどのように書いていますか。この中から 1
つだけお害えください。

a. rたぶん・はたして・やはりjとひらがなで 40.6 
書いている

b. r幸骨果たして矢張りjと漢字で書ける場合は 8.1 
漢字を使って書いている

c.そのときによって漢字を使ったり............ •• 51.3 

使わなかったり可まちまちである

0505口4つぎのr<るJrみるJrくださいjなどを町あなたはふ

インターネッ lを用いた言語調査の一試論

だんどのように書いていますか。この中から 1つだけ

お答えくださし、

a目「暗〈なってくるJrやってみるH教えて 37.4 

ください」のようにひらがなで書くことが多い

b. r暗くなって来るJrやって見るH教えて 12.4 
下さい」のように漢字で書くことが多い

c そのときによって漢字を使ったり................50.2 

使わなかったり，まちまちである

日，505口5rごはん・だめ・はがき」など一般に「かな書吉jにす

る慣用のあるものは可どう表記したらよいと思います

か。この中から 1つだけお答えください。

a. rごはん・だめ・はがき」のようにかな書きで 6.7 

ょいと思う

b. r調飯・駐日・草書」のように漢字で書ける 13.1 

ものは漢字を使ったほうがよいと思う

c. rご飯・ダメ・ハガキ」など町そのときに 80.3 
よって使いわけて書けばよいと思う

日50506熟字訓と呼ばれる漢字(桟敷・草履・土産など)を放治

の画面で字幕スーパ するときは可どのようにした

らよいでしょうか。この中から 1つだけお答えくだ

さい。

a. r桟敷(さじさ)・草履(ぞうり)・土産(みや(f)J .... 64.9 

のようにひらがなの補助情却をつけたほうがよい

b. rさじきぞうりみやげ」のようにひらがなで 9.3 
省いたほうがよい

c. r桟敷・草履・土産Jのように漢字だけで十分 25.7 

である

田口6Q2 *-のタト来語をあなたはとのように書きますか。

r canaria (鳥)J
a カナリア 41.6 
b カナリヤ 46.7 

c 両方使う 11.8 

0506 03 ;，xの外来語をあなたはどのように書きますか。

ra凶sl(芸術家)J
a目アチスト 7.7 

b. J7 テイスト 87.8 

c 両方使う ・4.5

0506 04次の外来語をあなたはどのように書きますか。

r week (週)J
a ウィーク 12.1 
b ウィーク 。 85.0
c 両方使う 3.0 

日田6Q5 ;，xの外来語をあなたはどのように嘗吉ますか。

r symposium (公開討論会)J
a シンポジウム 89.6 
b シンポジューム 8.9 
c 両方使う 1.5 

0506 06立のタト来語をあなたはどのように書吉ますか。

fropeway(空中ケブル)J 
a 口プウェイ 4.9 
b ロープウエー 4.2 

c ロープウヱイ 66.4 
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d ロープウェー 22.8 

e わからない 。1.7

0507 Q2カッコの中町言い方についてお尋ねします。この中

から 1つだけお答えください。

「身を粉(コ/コナ)にして働く。j

a.コということばしか聞いたことカずないし........ 42.0 

白骨もコとしか言わない

b.コナということi;l"しか聞いたこと方Fないし......12日

自分もコナとしか言わない

C. コもコナも聞いたことがあるが、白骨は 30.6 

どちらかといえばコと言うことのほうが多い

d. コもコナも聞いたことがあるが，自分は 15.4 

どちらかといえばコナと言う乙とのほうが多い

0507口3立のことばをどう読みますか。この中から 1つだけ

お答えください。

「鶏肉J
a. fケイニク」と読む 6.2 

<fトリニク」とは読まない)

b. fトリニクjと読む 55.9 

<fケイニク」とは読まない)

c. fケイニクJfトリニクJどちらの読み方も 9.8 

するが司自分はどちらかといえば「ケイニクJ
と読むことのほうが多い

d. fケイニクJfトリニク」どちらの読み方も 28.1 
するが司自骨はどちらかといえば「卜リニク」

と読むことのほうが多い

日507Q4攻のことばをどう読みますか。この中から 1つだけ

お害えください。

「豚肉J
a. fトンニク」とE売む 0.2 

<fブタニクJとは読まない)

b. fブタニク」と読む 98.3 

<fトンニク」とは読まない)

。fトンニクJfブタニク」どちらの読み方も 0.1 

するが，白骨はどちらかといえば「トンニクJ
と読むことのほうが多い

d. fトンニクJfブタニク」どちらの読み方も 1.4 

するが司自骨はどちらかといえば「ブタニク」

と読むことのほうが多い

0507 Q5中国料理屈などで，ご飯の土に野華・肉のあんかけ

をかけた貴べ物がありますが，これはどのように呼

ばれているでしょうか。

a. f中華井(ちゅうかどん)Jということばしか 65.6 
聞いたことがないし，白骨も「中華井(ちゅうか

どん)Jとしか言わない

b. f中華飯(ちゅうかはん)Jということばしか 3.1 
聞いたことがないし町白骨も「中華飯(ちゅうか

はん)Jとしか言わない

c. f中華井(ちゅうかどん)Jも「中華飯(ちゅうか 21.7 
はん)Jも聞いたことがあるが.白骨はどちらか

といえば「中華弁(ちゅうかどん)Jと言うことの

ほうが多い

d. f中華井(ちゅうかどん)Jも「中華飯(ちゅうか 7.7 

はん)Jも聞いたことがあるが，白骨はどちらか

といえば「中華飯(ちゅうかはん)Jと言うことの

122 

ほうが長い

e.この宜べ物を知らない 1.9 

05ο7日6職場などで自分が先に帰る場合.立のような言い方を

しますか。また，この言い方についてどう思いますか。

「お先(さき)します。」

a 白骨でもこのように言うことがあるし.この 7.0 

言い方に問題はないと思う

b.白骨でもこのように言うことはあるが.己の 8.2 
言い方には問題があると思う

c 白骨ではこのように言うことはないが，この 11.6 

言い方に問題はないと思う

d 自骨ではこのように言うことはないし，この ー 73.2

言い方には問題があると思う

0508日2攻の文の「あります」についてどう思いますか。

「兄には子どもが2人あります。」

ι 聞いたことがあり，己の言い方に問題は 17.6 
ないと思う

b.聞いたことはあるが‘この言い方には問題が 43.8 

あると思う

ι 聞いたことはないが.己の言い方に問題は 3.4 

ないと思う

d.聞いたこともないし，この言い方には問題が 35.2 
あると思う

05日8Q3立の文の「あった」についてどう思いますか。

Iきのう来客があった。J
a目聞いたことがあり可この言い方に問題は 81.1 

ないと思う

b.聞いたことはあるが町この言い古には問題が 14.2 
あると思う

c 聞いたことはないが可この言い方に問題は ...・ 2.2 
ないと思う

d.聞いたこともないし可この言い方には問題が 2.4 

あると思う

日目8Q4立の立の「あるかjについてどう思いますか。

「そんなことをする奴があるか!J 
a.聞いたことがあり，この言い方に問題は 0 ・78.4

ないと思う

b.聞いたことはあるが，この言い方には問題が 18.9 
あると思う

c 聞いたことはないが，この言い方に問題は 1.0 

ないと思う

d目聞いたこともないし，この言い方には問題が 1.7 

あると思う

05明日5止の文の「ありましたjについてどう思いますか。

「むかしむかし，あるところに.おじいさんとおばあ

さんがありましたJ
ι 聞いたことがあり，この言い方に問題は 10.5 

ないと思う

b.聞いたことはあるが，この言い方には問題が 21.5 
あると思う

G 聞いたことはないが，己の言い方に問題は 3.2 
ないと思う

d.聞いたこともないし，この言い方には問題が 64.8 

あると思う



0508 Q6 *の瓦の「ありませんでしたJについてどう思いま

すか。

「乗客の中に，けが人はありませんでしたJ
a 聞いたことがあり.この言い方に問題は 52.2 

ないと思う

b 聞いたことはあるが可乙の言い方には問題が 34.1 
あると思う

C. 聞いたことはないが、この言い古に問題は 2.0 

ないと思う

d 聞いたこともないし，この言い方には問題が 11.7 
あると思う

G田902刺身などに添えられる可主用の「青い葉jがあります

が可これはどのように呼ばれているでしょうか。

a. rしそJということばしか聞いたことカずないし.... 6.3 
白骨も「しそjとしか言わない

b. rおおば(大葉)Jというととばしか聞いたこと 2.7 

がないし，白骨も「おおば(大葉)Jとしか言わない

c. rしそ」も「おおば(大葉)Jも聞いたことがある 61.5 
が.白骨はどちらかといえば「しそ」と言う

ことのほうが多い

d. rしそ」も「おおば(大草)Jも聞いたことがある 27.0 

が司自分はどちらかといえば「おおば(大葉)Jと

言うことのlまうが多い

e これ以外の呼び方をする 2.6 

。即日 03書物などによく用いられる，穴のたくさんあいた野菜

がありますが町これはどのように呼ばれているでしょ

うか。「花jの部分の呼び名ではなく.r貴べる部骨」

の呼び名についてお答えください。

a. rれんこん」ということばしか聞いたことがない 23.8 
し司自分も「れんこん」としか言わない

b. rはす」という己とばしか聞いたことがないし.... 0.1 

白骨も「はす」としか言わない

c. rれん己んjも「はすJも聞いたことがあるが....... 70.7 

自分はどちらかといえば「れんこん」と言う

ことのlまうが多い

d. rれんこん」も「はす」も聞いたことがあるカず...... 5.3 

自分はどちらかといえば「はす」と言うことの

ほうが多い

e これ以外の呼び方をする 0.1 

0509 04 rご家族はお元気ですかjと尋ねられて.rおかげさま

で元気ですJと害える場合があります。このように，

「おかげさまでjという言い方を，直接的には世話に

なっていない人にまで言うことについて可どう思いま

すかo

L 何も世話になっていない場合であっても‘ 。 66.4
自分でもこのように言うことがあるし，この

言い方に問題はないと思う

b. 1可も世話になっていない場合であっても.....12.0 

白骨でもこのように言うことはあるが町この

言い方には問題があると思う

c 旬も世話になっていない場合唱自分では 14.4 
このように言うことはないが，この言い方に

問題はないと思う

d. 1可も世話になっていない場合，自苛では 7.2 

Zのように言うことはないし，己の言い方には

問題があると思う

インターネットを用いた言語調査の 試論

05叩口5相手からのお願い提案を断るつもりで「考えておき

ますJと言う場合があります。このような「考えてお

きますjについて可どう，患いますか。

a 自骨でもこのように言うことがあるし........ . 44.0 
この言い方に問題はないと思う

b 自分でもこのように言うことはあるが町 32.6 
この言い方には問題があると思う

c 白骨ではこのように言うことはないが守 7.9 
この言い方に問題はないと思う

d. 自分ではこのように言うことはないし............ 15.5 

この言い方には問題があると思う

0509 06 メールを書いて友人に出すときに可方言をま Uえて書

くことがありますか。

a.方言をまじえて書くことがほとんどである 8.8 
b 方言をま口えて書く己とがときどきある 32.9 
c 方言をまじえて書くことはあまりない 28.9 

d 方言をまじえて書くことはまったくない 25.0 

e.ふだんメ ルを使わない 4.4 
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