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原

輿

一

ル．サッシャル﹂またはこれからの派生形のいろいろなもの

いくらかおこなわれており︑同時に︑口頭語として︑﹁シャ

とばづかいとして ﹁せられる・させられる﹂の言いかたが

今日︑世上には︑文章語または文章語風のあらたまったこ

をへて﹁シ．ヤル・サッシャル﹂になった︒

﹁せらる渇・させらるる﹂は︑﹁シャルル・サシャルル﹂

﹁せられる．させられる﹂に及んでいる︒さ三方では︑

究﹂︶とある︒これは︑高い尊敬法のことばとして︑今日の

東上の敬意を示す︒﹂︵土井忠生博士﹁吉利支丹語学の研

ちるる﹂は︑ロドリゲスの相宿記録によると︑﹁口語に使ひ

る．らるる﹂に﹁せ・させ﹂の加えられた﹁せらるる・させ

近古の﹁せらるる・させらるる﹂に出たと見られている︒﹁る

文献による国語史研究では︑﹁シ．ヤル・サッシャ・ル﹂は︑

ャル﹂の言いかた︵ついでは﹁サッシャル﹂︶をとりあげて
みよう︒

っぎには︑敬語法の中の一例﹁人らっシャル﹂などの﹁シ

藤

﹁人らっシャル﹂までの﹁〜シャル﹂︵﹁〜サ．ッシャル﹂︶

敬語法について

国語生活の実際について︑大局的な概確を樹立するために
は︑言の事項についてますその歴醇的な珊実を明らかに・
する必要がある︒そこに見きわめられる︑そのことの発展的
動向が︑将来にわたるべき﹁標準﹂を︑適切に考えしめるで
あろう︒
その歴史的現実は︑いわゆる国語史の研究によって明らか
にされるはすであり︑一方︑国の譜方言状態についての統
合的な研究によって明らかにされるはすである︒二つの研究
・は相伴なう︒
われわれの国語生活において︑いわゆる敬語をどうしてい
くべきかは︑今日の一環妻問題である︒人々．はここに理想的
な頼輝を望んでいる︒日本語の生活として1敬語をどうすれ
ば︑すぐれた図語生活を実現していくことができるか︒これ
の解決のためには︑やはります敬語生活の瑚状を明らかにし
ていくことが肝要である︒
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が︑およそ全国にわたって散在している︒われわれはここに
︑﹁せふるる・させらるる﹂ことばの兜的推移の結果として
の体系的事実を見ることができる︒
二
九州地方では︑薩隅以南に﹁シャル・サッシャル﹂がおよ
ヽ

ヽ

そ見られないのが注目をひく︒

﹁ハ﹂カッシャイ︒﹂︵針を貸しなさい︒︶などと言っ
ているのは︑つ官に言う﹁ヤル﹂ことばの命令形﹁ヤ

兄弟は同等にしておかれなくてはね︒

フリ﹂ヨ4可の﹂ル︒

﹁雨が降っている︒﹂の敬態

○了メソ

オヂーシャソニ︑ア ワッシャレソヤック︒

． ． 1 ヽ

のように言う︒北九州筑前地方では︑﹁シ†ル﹂がよく開か
○ゥチノ

れる︒

■ ■ 題 ． ヽ

うちのおじいさんにお会いになりませんでした？

○コ一 チョッ廿 夕べこアガッシャイ︒

これをちよ．っとたべてどら．んなさい︒

さて︑筑後を中心区として肥後から肥前にかけでの地域

などと言う︒

薩隅から肥後南部・日向南方にかけての地域では︑旧来の

では︑﹁シャル・サッシャル﹂が︑さらに﹁ス．・ら重・サ

イ﹂餌ついたものであろう︒
﹁レル・ラレル﹂敬語法がまだかなり兄いだされ︑かつ︑

ス﹂というような形にも進化している︒肥後五箇ノ荘のこと

﹁あ⁝⁝あえ﹂︑の言いかたの﹁ある﹂にもとずく﹁ヤル﹂の
ヽ

ヽ

言いか窯冒かんである︒これら︑その他のさかんな中にあ
ヽ

っては︑﹁せ︵させ︶・られる﹂の言いかたは︑発展しない
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コラシック︒

マチーイカス

﹁スしの出る言いかた︑
○アシク

がある︒とこで東京語の﹁いらっしゃる﹂を考えてみるの

あす町へお行きに怒る？

カイ︒

と皇己う︒﹁行かシッたしに対して

ック︒

先生がいらしった︒
というようなのがある︒

ソセイノ

できたのか︒
右の地方を除き︑肥後以北の西がわ九州では︑﹁せ︵させ︶

○セ笥イノ 行か引

さようなら︒︹あいさつことば︺

○イコアソシャレ︒

1

は肥前五島のことばである︒宝岐島でも︑
1

Oヒトシナミ∴プチmカッシャレニャ

クィ︒

なわれており︑さらにこれは他の形にも進化している︒

・られる﹂の複合ができて ﹁シャル・サッシャル﹂がおこ

○セ

ばから見ていけば︑

2

﹁シッ﹂の終止形

−

−

ともなっている︒これにくらべ渇時︑右の﹁行かシッた﹂

に︑﹁いらっシャッた﹂は↓いらっシた﹂宅も﹁いらシッた﹂

右は︑つぎのような用語感情からも立証されよう︒たとえ

ル﹂ことばが ﹁シ﹂ や ﹁ス﹂ になっているのがみとめられ
訂︒

た﹂が﹁シた﹂

となったものであろう︒こうして︑﹁シャ

は︑同じく︑﹁シャッた﹂からきたものと解することができ
ル﹂に当たる︒ここにわれわれは︑﹁シャ．ル﹂ことばのおも

ことばはまた．国内一投に︑通常

は﹁なさる﹂ことばを使い︑﹁シャル﹂などは︑あらたまら

は︑かなりくだけたもの言いとされている︒あらたまった時

﹁シャル・サッシャル﹂

とばを尊敬法の最上位におくことは全国的な傾向であり︑

などとある︒﹁ナハル﹂は﹁なさる﹂・である︒﹁なさる﹂こ

かた︒

ラ霊﹂︒﹁キク﹂は香道で︑﹁コ一㌢ク﹂はよい言い

﹁来ナハッた﹂は一ばんよ竺呂いかた︒その．つぎが﹁コ

ば熊本市中では︑人の采たこと聖一己うのに︑

ょう︒﹁行かシツた﹂に対する﹁行かス﹂は︑﹁行かっシャ

カ︒

しろい転化を見ることができるのである︒

オヲッサソ

天草のことばに︑
カ

いらっしゃるかいらっしゃらないか︒

○ォ ラ ス

ガ︒

というのがある︒平戸島農家の例では︑
オラッサソヂャッタロ

だれもいらっしゃらなかっただろう？

○ダリモ

というのがある︒この﹁屈ラッサとは︑﹁属らっシャラん﹂

などの存立

タ﹂のあつかいかたは︑ちよよど︑﹁シャル﹂

ない時につかうことが多い︒これからすると︑右の﹁コラシ

する位相をふんだ弁別になっている︒なお一つ︑筑後方面の

こと

のつづまったものであろう︒用語の気分も︑﹁シャル﹂
﹁シャッ﹂

﹁シャル﹂の︑﹁シ﹂←﹁ス﹂になったことが

ばのそれなのである︒この看取しやすい転靴例からしても︑

ル﹂︑そのつぎが﹁おらス﹂とのことであった︒﹁シャル﹂

﹁居りナハル﹂が最上の言いかたで︑つぎが﹁おらゥシャ

用語感情にふれてみょう︒八女部下での調査経験によれば︑
夕﹂では︑﹁シャ彰た﹂とみとめられる

推察されよう︒
さきの﹁︒ラシ

﹁シッた﹂を除くと︑﹁コ二フ﹂が残る︒﹁コ17﹂は︑﹁見

﹁おる﹂の上位に︑﹁おらス﹂を把持している︒この弁別の気

の﹁おらっシャル﹂についで︑しかも︑普通度の言いかた

ことばの把持のしかたは︑前述のところに応じていよう︒そ

されてできたものではないか︒﹁来ラシク﹂﹁行カシク﹂のよう

分は︑﹁シャル﹂と﹁ス﹂との窟接さをよく語っていよう︒

る﹂の﹁見ヲん﹂のように︑やはり︑四段活用動詞未然形に難化

おこなわれている︒たしかに︑五節ノ荘例のような﹁シッ

な﹁シタ﹂の言いかたは︑肥筑︵後︶の諸地方にいちじるしく

・−・3 −

﹁シャル﹂に対して﹁ス﹂が成り立っては︑人はこの両者
に︑伺ほどかの差別を感じとるようにならざるを得ない︒そ
の上下関係のつけかたは︑人によってちがうこともあるよう

シトラス

ヽ

ナ︒

である．が︑二つのものの密接な関係は︑人々虻すぐ思われが
ちのようである︒

ァー

さて︑やはり肥筑の全役に︑
○コノゴロワ

ヽ

このごろはどんなにしていらっしゃる？﹁

ヽ

とか︑﹁舌封1−ラ：ソク﹂ ﹁行キョーラス﹂とかの言いかた
シ

が︑﹁行かス﹂などととも彗よくおこなわれている︒﹁T
Iシとフス﹂は︑﹁ドーシ下ル﹂︵⁝⁝してある︶の﹁してお

ヽ

ヽ

た︒﹂ ﹁見えらス﹂とともに︑﹁見えサス﹂も言うとのこと

であった︒﹁サス﹂が﹁らス﹂と同等にあつかわれていた︒

これは肥前にかぎらない乙とのようである︒﹁サス﹂は

﹁ス﹂とあい伴ない︑﹁ス﹂は凶段動詞獄に︑﹁サス﹂はそ

れ以外の動詞に接続する︒﹁ス﹂が﹁シャル﹂相当の滝のであ

ザ シ クッテス

カ︒

る時︑﹁サス﹂は﹁サッシャル﹂相当のものとしてうけとら

ドヤソ

れる︒唐律城外ことばの︑
qソーヤ

それはどんなにおしでしたか︒
の﹁サシた﹂は﹁サッシャッ．た﹂であろう︒

終止形がいきなり﹁ス・サス﹂になったのではなぐて

﹁シ

ら﹂に﹁ス﹂がついたものである︒﹁行車︒−ラス﹂はl﹁行

ャッた﹂ ﹁サッシャッた﹂が﹁シた﹂ ﹁サシた﹂となること
が先におこ．り︑この﹁シ﹂﹁サシ﹂という新しい連用形が︑四

以上の﹁ス筈ス︾・サ．ス﹂は︑二シャル・．サッシャル﹂の

きコール﹂ ︵行きおる︶の未然形﹁行きおら﹂に﹁ス﹂がつ

ラ

いたものである︒すると︑これらは︑﹁行く﹂の未然形﹁行

段動由一股の活用形式からの影響で︑終止形﹁ス・サス﹂

キヨーラ

か﹂に﹁ス﹂がついた01と同じことになる︒まさにそうであ

を産むことになったのではないか︒一つのすじ道として︑こ

︑

﹁シャル・サッシャル﹂の中に﹁ス︽らス￥サス﹂ができ

−

れが考えられる︒

ると︑これは新しい勢で発展して行ったらしく︑今日肥筑で

．

ろう︒﹁言コーラシク﹂も︑もともと﹁言よーらっシャッた﹂
は︑普盛上︑人に︑﹁ラス﹂一休のことばとしてうけとられ

︳

であったと考えられる︒ところでこうした﹁⁝らス﹂の顆
やすい︒が︑lものはやはり﹁ス﹂をとりたてるべきものであ

は︑﹁ス﹂﹁らス﹂などが︑当地方の方言生活の一特色になって

ヽ

感じたのとはちがった感じを持つようになっている︒槻妙な

ヽ

ることは︑右に明らかであろう︒ともあれ︑﹁らス﹂のおこ

分化である︒普相が改まれば︑その新しいものに応じて︑その

いる︒方言人は︑これに︑従来の ﹁シャル・サッシャル﹂に

さもに︑﹁サッシャル﹂の転化形として︑﹁サス﹂が去り

なわれることはさかんである︒
あげられる︒肥前の西北で聞いたのでは︑﹁先生が見えらシ

r
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る人たちトーたとえば平戸や筑後柳河のいわゆる家中弁の人

推移の酪酸関係を感知してそこに靴りの意識を保有してい

ことばの哀現的価値が生まれ七くるのであらぅ︒ここには︑
待遇表現法の生活の︑新しい展開が見られるtだ小である︒

される﹁ソス﹂などは︑九州の他地方にはほとんど見えない

のつい．た﹁シャリマテ﹂の末沈﹁シャソス﹂からの派生形と

さ．かんとも思われない︒それでいて︑﹁ジャル﹂に﹁ます﹂

うされただろうか︒︶のような言いかたもしているらしい︒

lニ

のに︑ここにはいくらか見えている︒

豊後地方では︑﹁シャル・サッシャ．ル﹂があるとはいえ︑

たち−は︑﹁ス︽も夫這・ノサス﹂を︑百姓同士のことばな︑
どと批評して見下している︒﹁来よらウシャル﹂などの方
が上等の言いかたであるというのである︒﹁人らっシャル﹂
というのも︑当今の東京語からの入来とは別個に︑﹁上品な

がさかんであって︑﹁シャンス・サッシャソス﹂もおこなわ

中国地方になると︑山陰に﹁シャル・サッシャルしことぽ

れている︒︹しかし︑﹁ジス・サソス﹂はおこなわれていな

家中ことば﹂とし・て持っているのである︒
新しく﹁ス﹂﹁らス﹂などが独自性をかち得たのは︑いわ

山陰では︑出雲隠岐地方が︑﹁シャル・サッシャル﹂を︑

日常もっとも普通につかっている︒その点では︑ここは︑金
国でも代表的な所と計られる︒

○コッ刊‖ ゴ督当ィ︒

こっちへおいでなさい︒

﹁れる．もれる﹂敬語の命令表現法が山陽岡山県下にさかん

︑などと︑これの命令形が頻用されるおもむきは︑まさに︑
なのと好一対である︒

5・．車

・一

ゆる拗音の聞こえをすてさったからではないか︒そのところ

ス●サッシャソ

ジス﹂からの派生

ン′

い︒︺それが︑山陽がわとなると︑﹁シャル・サッシャル﹂のお

ヽ

に現代的な普感電の満足をおぼえる人が︑﹁行かシたしは

ス﹂はない︒ところで︑﹁シャジス・

ャ

・P

こなわれることがはるかに少く

て：

形︑︑﹁ジス・サソス﹂はいくらか見られるありさまである︒

ツ

「
シ

シ

﹁行かっシャッた﹂よりもよい言いかただなどと言うのであ
ろう︒一

北九州︑筑前の地方では︑﹁らス﹂はあまりおこなわれな
いか︒﹁シャル﹂が目立っている︒つづいて︑東がわ九州が
問田になる︒こやっらにも︑﹁シャル・サッシ．ヤル﹂は︑いくら

○マー了ガラッ4判り︒

かず．つおこなわれている︒日向にもあってその中部では︑
まあお上がり︒
は目下用で︑︑それの上の言いかたは︑﹁マー7ガソナ4
リ︒しだとのことであった︒日向では︑西の山地部などに︑
﹁先生が こらシた︒﹂﹁下グ サシタッヂャロ カ︒﹂ ︵ど

サヽ

ヽ

イカッシャー

︑

カ

1

1

ネ︒

ヽ

琵 拙稿﹁行かレル・来テレルなどのレル・テレル敬語について﹂

ドコイ

︵文学二十七年十二月︶
子どもも大人に︑
○オマイサン

あなたはどこへお行きです？
などと言う︒﹁シャル﹂のラ行膏は不明瞭に発音される︒
石見から伯菅にかけての﹁シャル・サッシヤル﹂の生活に
は︑また︑．﹁シャル﹂＞﹁サル﹂﹁セル﹂のような転靴も見ら
勺司
ッシャソ

カ︒

れ︑﹁見サッシャイ﹂が﹁見ハッシャイ﹂ともなっている︒
○オ可4
夕べハ

あんたはすLを﹁たべさっしゃらん﹂か︒
は山間部の一例で濁る︒﹁サこ﹁セル﹂の事ともなれば︑
その品位はさがる︒．広戸惇氏の﹁山陰方言の研究﹂によれ
ヽ

見サシタカノ︒﹂のような言いかたが見られるが︑これも︑

ヽ

ば︑﹁行カッシク﹂ ﹁イカシタ﹂ ﹁イカッス﹂︑﹁映画プ

行カッシク﹂は﹁行かっシャッた﹂ の転︑﹁見サシク﹂は見
サッシャツた﹂．の層ではなかろうか︒広戸氏がこれらについ

ヽ

ヽ

たものにも︑朝の挨拶﹁オキサシタカノ︒﹂があっ冤山陰

に︑九州と同様の﹁シ﹂﹁サシ﹂というような転化形がある

のは注目に価する︒
出雲地方では︑﹁シャルーサッシャル﹂類一切の言いかた

の上に︑いっそうよい言いかたとして︑

ナ リ ナ ハ ッタグナ︒

安産しなさったそうな︒

○ミヤス

のように︑﹁ナハル﹂ことばがおこなわれてい．る︒土地の人

も︑〝ナハイの方がい現そう丁寧である︒″・と言う︒﹁ナハ

ル﹂がよそ行き用でもあって上位のことばであれば︑﹁シャ

ル・サッシャル﹂類は︑ふだんの敬語でもある︒親しみをも

って家庭的にも表出するのがこれである︒その形のくずれ

るのとともに︑品位の低い効果恵かもすことにもなっている

のである︒一方︑﹁シャソス・サッシャソス﹂となれば︑も

山陽では︑安芸他方に︑やや多くこれが兄いだされよう

のはおのずからよくなる︒

か︒そのすなおな用法は︑

○先生ノ 言ワッシャルのには 云々︒

のようなしのであり︑多くは老人層の︵または老人じみた︶

て ﹁隠岐では︑かな紅敬意を含んでいる︒出雲︑西伯︑安
濃︑酒庫にもこの言い方があるが︑さして敬意が軋るとは云

ことばになっている︒

す︒

ほんとにまあ︑よくおうる小のあることでございま

○ヨー フヨつ刊可可ス コトヂ ゴ・ザイマ．ス︒

えない︒却って軽蔑的な気分すら持っている︒﹂と説いてい
したもののおこなわれかたを示していられるようで︑含蓄

られるのは︑あたかも︑﹁シャル・サッシャル﹂ことばの転化
が深い︒筆者がかつて通信調査によって隠岐の藷地点から得

−

ー・6

など︑天候・天体に関しては︑すなおな敬意表現の﹁シャル
︐サッ′シャル﹂をつかうのが通例となっている︒︹これは九
州にも内海島峡にも見られることである︒︺著い人たちは︑
ほとんど男子にかぎって評語や軽侮の下卑た感情の時に︑
ことさららしく︑﹁言わっシャッた﹂などと︑﹁シャル．サ
ッシャル﹂をつかう︒天体凌どに対しては老人たちが古来の
神聖視の風をもってすなおな﹁シャル・サッシャル﹂をつか
い・若い人は︑多少ともばかめた尊敬法としてこれをつかうの
は︑このことばの．おもしろい衰退過程軍示すものである︒話

四

四国は︑全国状況の中で見て ﹁シャル・サッシャ・ル﹂ こ

とばをほとんど缶とな？ていない所としてよかちうか︒いく

らかずつは︑南予・阿波内・讃岐内などに見えるようであ

るが︑大勢としては⁚ますこれが秩事である︒
五

つづい七近敗を見るのに︑この方も︑京阪神を中心に見て

の大勢としては︑ます︑﹁シャル・サッシャル﹂ことばがお
こなわれていない︒

っ小で周辺を見るの．に︑その肩部の紀州では︑四国阿波山

地部などの例とあい応ずるかのように︑↓シャル・サッシャ

︳

l

l

Oヤメサッシャレ︒

ル﹂のよわい春在をみせている︒北紐旦向郡の例だと︑
およしなさいよ︒

1

し手と聞き手とが向きあってこれをつかうことはない︒した
がって命令形のおこなわれることもない︒﹁シャジス．サ
ツシャソス﹂の形もまたおこなわれない︒が︑﹁言瑚4セ︒﹂
︵おっしやいよ︒︶など︑﹁ジス﹂の顆は︑すこし見えてい
る︒﹁一冒勘ソーセ︒﹂が﹁言瑚引セ︒﹂とも託っている︒﹁ソ
セ﹂は老年の人につかって上品︑﹁イセ﹂はすこし上長であ
る人につかい︑下品であるという︒﹁言わっセ︒﹂とあるの

って言う時︑オダテルよう華︑﹃ゴザラッシャル﹄などと言

う︒﹂と言っていた︒南紀には︑北昭以上に︑﹁シャル﹂が

のようなのがある︑︒多くは老人語らしく︑若い人は︑﹁ひね

とぽしいのか︒ただし﹁行かソシ﹂のようなのや見えてい

は︑宕小者同士のことばで︑より下品とされるかのようであ
るが︑さてこ紅は︑﹁言わソセ﹂からのものか︑あるいは﹁

おあがhリよ︒

0 7 ガ ラ ッ シ ャ レ ︒

紀州についで南大和︑十津川郷では︑
．111

る︒

言わっシャイ﹂から．のものか︒
﹁シャツス・サッシャジス﹂

山陽系の内海島峡でも︑﹁シャル・サッシャル﹂はまれに
特別にしか封こなわれなくて

もなく︑﹁ジス・サソス﹂がいくらかおこなわれている︑と
いうような例がある︒．

−

7

一一

○コッチーエゴ可当 シー17レ・
こっちへおいでなさいよ︒

マイラシャレ

ヨ︒﹂があったらしい︒．

などの言いかたがかつて遜ったそうである︒別に新宮市で十
津川人に開いたところにょれぼ︑﹁Jク ゴ列レ．ヨ︒﹂と
ともに︑﹁マーク

っづいて三重県下が間置になる︒その西南部︑紀州分の海

サーリ

岸では︑佐藤虎男君の調査によると︑富江のこ上ばに︑

○毎ッヨ
l

・

シ ラ ベ ヤ サ ン ス ッーケド
l

l

t

l

ナ︒

．

とある︒﹁持って行かっシャイ﹂の﹁行かっセ﹂か︒別に︑
○シッ判リ

ヤレ﹂の﹁サイ﹂

︵ハ

ヨ

ヤスマサーバつ︒︶がある︒

︵マーイッ刊4

三重県北地方を佐藤君が調査したところにょれば︑﹁シャ

ル・サッシャル﹂の﹁セル・サ‡ル﹂

融﹂セ︒＜親しい間の丁寧な言いかた∨︶があり︑﹁サル﹂
○カイト‖ソテ

ィ可シクソヤロ

カ．ナl︒

もある︒その否定形は﹁知らサヲん﹂である︒連用形に︑

具探りにいらしたのだろうかな︒

など︑．﹁シャッた﹂の﹁シたしがあるのが注目され薫 ﹁行
可シた﹂とならんで﹁行列ソた﹂もある︒
かんぺ

○カソベーーイ可イクモソデ．剥−︒

神戸へいらしたもんでね︒

とある︒﹁・1⁚ヤサンス﹂は︑サシャジス﹂の転﹁ヤシャソ

シイル﹂も︑転化形となったものは︑また別の新しさも持っ

などの﹁行かイた﹂も︑﹁シ﹂の﹁イ﹂か︒﹁シャル・サッ

ヽ

しっかりしらべなさ竃ということだけれどな︒
であろう︒だとすれば︑当地方に﹁シイソス・サッシャ

へラ刊レ︒

さあ！︵1︑茶の間へすっとおはいりなさい︒
とか︑﹁サーサー︒スワ可レ．．スワ粛レ︒﹂︵さあ／＼︒這

○ヨソ

と言っていた︒別の老人は︑

そっちへおはいりなさい︒

○コッ可l ハイラッ4可l︒

志摩半島でも︑亀翁が︑

のあたりに﹁食わソセ﹂などもある︒

ス﹂ことばがあることになる︒実際そうなのであろう︒こ

、」

くおつけなさい︒︶とか言った︒﹁シ′ヤレ﹂の﹁サレ﹂︑﹁シ

前者の次であること笹示している︒天野俊也氏は︑部上郡白

﹁イカッセル﹂をあげて︑﹁敬意の帽﹂としては︑後者が

一一一

ッセル・行かッシルなどと使う︒﹂ ︵国語学第十二輯︶と言
っていられる︒岐阜県の﹁郡上方言﹂では︑﹁イキナ．レル﹂

で︑尊敬すべきでも卑しめるべきでもない人に対して︑行か

ようである︒都竹通年旭氏は︑﹁岐阜県愛知県の所々の方音

三重県の状態は︑岐阜愛知両県下の状態につながっている

六．

て﹂かなりおこなわれるらしい︒

8

−

・−

ン′ヽス

鳥町で︑﹁敬語表現セソセイカシコトサシタ︒﹂ ︹陵妙の場
0
合はシコトサセクらしい︺ ︵高鷺村では〜サッセル︶を聞か
0

ナニャー

る︒飛騨高山市などでは︑
○ドコソコノ

l

一

．

1

．

−

イヮッサル︒

の命令形

がある︒﹁信州方言荒木﹂等法笛には︑﹁きさした﹂ ﹁こら

した﹂︑﹁行か．っしー﹂ ﹁行かっしえー﹂﹁くらウし1﹂な

甲州の一例をあげると︑

どが出ている︒

まずいようなら︑もう一ペんおいでなさい︒

○マズイヨーナラ＼・イマ イッペソ キサッシャィ︒
がある︒

三重につづいて愛知を見ると︑尾張西部で︑

○知らっシャラなんだ︒

というのを開いた︒﹁名古屋方言の語法﹂には︑

○行カッセル︵おいでになる︶
○買ッテゴザラ．ッ．セク

○ソー

セスト

オカッシャイ︒

の記事が見えている︒

そうしないでお冠きよ︒

は知多半島南端の例である︒これについては︑﹁おけ1﹂よ

は︑﹁ばゝさま︑⁝⁝︒一寸うしろを向いて見さっせれ︒﹂

ついで信州にはいると︑島崎藤村の﹁生ひ立ちの記﹂に

んになったらいい︒︶などと﹁シャル・サッシャル﹂ことば

三河でも︑その西部では︑﹁見サ㌣シャッタラ エー︒﹂︵どら

尾翼に﹁お句シた﹂ ︵いらっしゃった︶の言いかたもある︒

りも﹁おかっシャイ﹂の方がちょっとよいとのことであった︒

とあり︑荻原井泉水氏の﹁旅のまた旅﹂には︑﹁浅間山﹂の

をおこないTセル・サッセル﹂︵例﹁コレ買ッテ行カッセー︒﹂︶

O﹁あなた方︑泊らすか﹂ 〝こ1は泊めないのか〃 ﹁い
や︑泊らすなら泊めやす﹂

んのようである︒︹清瀬良一膏の報告による︒︺

﹁街かザ

﹁サル﹂ ︵﹁イツ帰−フッサル？﹂︶などの靴形もかなりさか

条に︑﹁浅岳ホテル休憩所かみさん﹂のことば︑

敬意の表現法であることがよくわかる︒

﹁サイ﹂の言いかたが︑気がるな︑わけへだてのない︑低い

用事かね︒︶などと言うのを見ると︑﹁シャル﹂

カ コ﹁ジ メイ ナー︒﹂︵あ1！1︒おやすみよ︒何か

のように言う︒その︑﹁アーアー︒ヤスマッ可イエー︒彗叫

どこそこのだれさんは︑こうおっしゃる︒

コー

など︑﹁らシ﹂の実例が見えている︒九州のに同じものであ・

．〇運んどらした︵遊んで居らした︶

こLには︑

のようなのが見え︑﹁尊敬の意は低い︒﹂とあや︒さらに

○田ソ甫へ行かっせんか︵行きませんか︶

○伺処へ行かっせる︵どこへ行きなさる︶

れた︒岐革県東︑恵那郡の﹁福岡地方方言疇﹂によれば︑

0

ル﹂はていねいなことばだという︒なお・
〇了ソクガ 買ワシク ⁝∴・︒
のように︑﹁シャッた﹂の﹁シた﹂も見られる︒三河東部の
奥でも︑

○ヤラッセリ︒
やりなさい︒
﹁ヤメラッセリ︒﹂ ︵やめなさい︒︶のような言いかたをす
る︒浸美半島でも︑﹁行雪月ィ︒﹂﹁きサッシャィ︒﹂を聞く︒
﹁遠江方言の研究﹂には︑
○いかっしゃい ︵崇敬体の命令形︶
﹁伊豆宇佐美方言﹂︵﹁方言﹂二ノ七︶によれば︑﹁就壇前

というのが出てい．る︒

○ヤスマッシャ．︒

の挨拶﹂として︑

がある︒
﹁神奈川県中部等﹂に︑﹁買物言葉﹂で︑
○ケイヤッセィ︒
があるという︒︵柳田先生﹁話国共○買物言葉﹂民間伝承八
ノ三︶

サッシャリマシコ︒﹂などと言っていたという︒

東京語でも︑柳田先生のおことばによれ位︑もとは︑﹁火
ノ用心

七

近誠に返ってその北辺を見るのに︑こちらは︑南辺とはか

﹁行人当りシた﹂など

わって︑﹁シャル・サッシャル﹂ことばはあまり見られないよ

うである︒丹後路に︑﹁行ヨ﹂

が︑前はつかわれでいたらしい︒丹波奥にも︑﹁食べ勾引可

﹁ナル﹂ことばがつよく︑﹁シャル﹂ことばを見せない︒近

シた﹂のようなのがある︒しかし︑丹後奥では﹁なさる﹂の

世に上方のことばとしてさかんであった﹁シャル・サッシャ

ル﹂が︑今欄近故に上述のような分布聖示しているのは注目
灯価する︒

近故を出はなれて︑近故系とも見られる方言地相︑越前か

ら地中を見ると︑この地帯には︑﹁シャル・サッシャル﹂L

とばがさかんであり︑越中の状態は蛤後につづく︒こうして

注目される北陸道一帯は︑西の山陰の︑﹁シャル●サッレヤ
○夕べサッシャイ

lllllll

14−︒

ドコイ

行 カ ッ シ ャ ルイ

ノー︒

ル﹂のさかんな出雲隠岐地方と見合わされる︒

おたべよ︑ね︒
○オ﹁引

は越前海岸の例である︒福井市東部の

で︑敬意は非常に少いという︒越前東部山地には︑﹁墨で富

は︑﹁どこい行くんや︒﹂というような︑軽い親愛のことば

かシ︒﹂ ︵お書きなさい︶ ﹁何々してクラシ︒﹂ ︵﹁くらっ

シャイ﹂の億︶のようを言いかたがあり︑北上して加賀の白

−10−・

山麓方面に行くと︑

そうしないで﹁おかっシャイ﹂よ︑まあ︒

は能登輪島の命令表現であるも能登東学岸田津町では︑﹁イク

ャル﹂の﹁サル﹂︵シャイ＞サイ︶もあり︑﹁き封珂可ル﹂はよ

サ4 マ︒﹂・︵よこさっシャイまあ︒︶皇一口う︒能登に﹁シ

○ナ4剖dロニッヨタブ︒
伺時ごろにお活きだった？

○ドコイ

行 カ ッ シ ャ ル ︵筍カ14刊ル︶︒

行キマッシャル・ネ︒

l1

−1

−

ヨりマッシエ︒﹂

んで飲めという時のことばだという︒・﹁マッシャイ﹂は︑

で的す﹂方のことばで︑﹁飲まっシャレ︒﹂は︑かってにく

について︑﹁や1尊敬の意がある︒長上に言う︒格式がある︒﹂
との説明があっ密︒﹁お茶を欽ソ可明﹂シ︒﹂はお茶を﹁つい

は能登西側︑富来郷のことばである︒右の﹁行きマッシャル﹂

︵〃なおり得ることができなかった〃︶

○病気が ナオレエサッサラナジグ︒

○下コイ

ほど晶が落ちてわるいことばとのことでもある︒

のような言いかたがさかんである︒
加賀能登にはいれば︑﹁シャル﹂ことばは越前よりもいっ
そうさかんか︒金沢市あたりでは︑
○オ．﹁刊 両日 サッ．ヨタ カ︒
あんたはまあ︑どうしなさったか︒
のように言う︒これは﹁普通よりもちょっとよい言いかた﹂
○ コ 4

カ︒

とされている︒これの上に位する言いかたに︑
クーマッシャラソ

宅れを食いなさいませんか︒
のJぅな︑﹁シャル﹂に﹁ます﹂の上接し空己いかたがあ
る︒﹁ます﹂が下接して﹁シャンス﹂の生じたのとはちがっ

マー︒

コッ可

と形をかえでもいる︒﹁モット

○欽ソマッシー ネ︒

てくると︑これと﹁ます﹂．とは自在にはたらきあって右の

た︑特異な現顔である︒﹁シャル﹂の敏一性がはっきりとし

など︑﹁ませ﹂にまざれるような﹁マッシャイ﹂もある︒

オ刈りシ

カイ

1

t

l

▼

l1．11−

︹かるく一号う時はこ

ネ1︒﹂とも言う︒﹁イラ

ネー︒﹂

−

−

より︺とも︑﹁イラス

カイ

﹁オラス﹂は若い人には少いという︒町よりも︑塁の女

の人が︑町へでも出てきた時に︑よくこれ聖一己今とのことで

ス﹂

れ︑多︺とも︑﹁オラス

﹁今日は︒﹂の代りに︑﹁オーヨJ カイ ネー︒﹂ ︹年

能登になお︑九州のと同じ﹁らス﹂がある︒能登西で︑

ような契合をもとげるよケになったのであろう︒﹁マッシャ
イ﹂が抵靴して ﹁マッセイ﹂﹁マッシ﹂と．なる︒

マ︒

加賀に﹁人らシて﹂の形があり︑能登でも﹁イラシク﹂と
言う︒

シェソト

こっちへいらっしゃいよ︑まあ︒

○コッチーイ可シ
○ソー

一一11−

あった︒
○到−テラス カ 可−︒
聞いていらっしゃるかね︒
′の﹁ラス﹂には︑敬語の意味がちょっとふくまれでいるとの
ことでもあった︒
起中にも﹁らス﹂はあるか︒﹁田ノ ワ．リブイヂ．モdH

H可㌃う二雲︒﹂政 老女のことばである︒当地方に︑
﹁シャル・サッシャル﹂はさかんである︒﹁レル・ラレル﹂
の敬語法とこれとが︑ともによくおこなわれている︒南部山

ハイヲッシャイ︒

村で︑老夫婦は筆者に︑．
〇サーサー︒

サッサイ

オラッサラ

と言い︑ほかの場合に︑くだけた気もちで︑
○ダ4モ

○スズカニ

﹁士すかにさっしゃいよ︒﹂︵辞去の挨拶︶

ゴザ
イカッシ︒

了テテ

イカッシャイ︒

と言っていた︒地中では︑なお︑
○コノ

○ヤスソヂ

﹁風呂へ 石ッーテl﹂71ツーシ︵セ︶︒﹂ ︹母1子・女︺などを

﹂は﹁上

○モットマエー田ヨィ

lチ
1ョ
．ッ
1ト
1ハ
1シ
1ゴサッシャィ︒
0

ちょっと箸をおかしなさい︒

．︒

などともあった︒出雲と同様の﹁ゴサッシャイ﹂が︑土地人

イクシテ

クヲッシャイ︒

﹁コッチーー

から︑﹁およこしなさい﹂に当たると説明された︒
○コツチー

こっちへよこして下さい︒

イガシク︒

コラッ

︵つ吋の可イ︶︒ ﹂ な ど も 当 地 後 に

は中越方面の﹁くらっシャイ﹂である︒
シャ・イ︵ゴザッシャイ︶
ある︒

クグセ㌔﹂などとも古来言

Tグー

イl到シテ

オトーサン

見シャシャマセ︒﹂︑

﹁クヲセ⊥

︵くらっシ

﹁どう／＼−してクヨ﹁シ㌔l L ︵下さいま

﹁マ列

○オマイノ

とも言い︑

﹁ 7 4

佐渡に︑

うという︒

せ ︶

ヤイ︶などがあり︑越後北部でも︑﹁コJ 前lソヂ クの﹂つ

シヤー︒﹂などと言う︒新発田方面でも︑﹁どざらシたか﹂
などとも言っている︒
八

東北地方を一巡してみれば︑起後北部につづいて山形県

て注目される︒山形市を中心とする村山地方については︑芳

は︑﹁シャル・サッシャル﹂ことばのよくおこなわれる所とし

了ガヲッシャイ︒

がんナェィ︒﹂︵なさい︶と同程度であるという︒また︑

眩後西部の蒜では︑﹁マ1

開く︒

﹁シャイ﹂は年よりこと腋だとも説晰された︒乙の地に︑

−12・．−

ャイJなどは言わぬとあった︒

というようなのがある︒陸奥舟南部の調査では︑﹁見らっシ

○t
オ︳
メl
アl
ス︳
シフガ・サ﹂．カ㍉﹂了︒
l

考﹂方言研究第四拇︶これには︑﹁仕事サッシャこととも

岩手県には︑わりと︑﹁シャル﹂ことばが見られるようで

藤轟七郎氏の御研究がくわしい︒︵﹁山形県村山方言助動詞
に︑﹁仕事スラッシャエ﹂がある︒村山地方の南の置賜地方

ある︒県北に︑﹁行ガッシャイ﹂﹁サッ4可イ﹂︑﹁見らっ

書lL︑﹁ケソヅバ可リグラッり融1ィ︒﹂︵こればかりく

では︑一村の一老婆からは︑﹁シャル・サッシャル﹂は開け

ヤ ー ︒

なかった︒村山地方の北の最上地方では︑
セ 7 1

ださい︒︶などがある︒県東南部の陸前分では︑

了がーフッ

のようなのを開く︒﹁シャイ﹂を．﹁サイ﹂と．言うことも多

○7．才Tl行ッテラッセ丁︒
○ヤ：ッや︹坑の別辞︺

○ォチャを

い︒ヨチャ ゴヨっ可ィ︒﹁見る﹂の場合は﹁見らっシャ

り︑﹁セ7﹂が﹁セソ﹂ともなっている︒﹁どう！〜してケラ

ことば︒﹂とのことである︒﹁ケラッセァ﹂．︵おくれよ︶もあ

l・

○コ苛っユキサッ笠

イ﹂である︒﹁見サッシャイ﹂と言わないで︑こう吉日うの
が︑国の東北方面について注意される違内地方については︑
ヽ

などと言い︑﹁そまつなことば︒それにしてもわりあいよい

ヽ

﹁荘内詔及語釈﹂には︑
○今日の新開見さしたが︒

ッセ
ty︒﹂は﹁わりあいうぢわ．のことば︒肉親同士などで言

︵今日ノ新開見サシャッタカ︶

ゥずサ

コーチョセソセガ

う︒﹂とのことであった︒

などとある︒酒田市では︑﹁行かっシャル﹂などと︑今日普

宮城県下で隼仙北に︑

○ユーベ

ソ︒
ゆうべうちへ校長党生がいらしたのよ︒

ゴザラシタ

通には言わぬという︒
秋田県下では︑﹁シャル・サッシャル﹂ことばはまれなの

コ ヨ 引 d ﹂ と言うという︒

ではないか︒本荘町などでは︑すっと年とった人だけ︑﹁コツ

チャ

陸奥の弘前ことばでは︑・﹁こらっシャイ﹂など︑言ってい

の言いかたがある︒﹁シャル﹂

オ

という﹁有らサソ﹂は何であろうか︒仙台市の一老躯からは︑

のま七のものは聞かれない

ないようである︒津軽半島中部でも﹁シャル﹂は開かなかゥ
クダサ﹂へ︒

か︒仙台弁の
○あの人は オカワリ 有らサソメ 4−︒

○マーマt︒了ガラシ可

た︒束の野辺地では︑
とか︑﹁あるかサル﹂とかいうのを附いた︒下北半島にも︑

−13・・一

○モノノ

l

l

1

．

−

︳

ネ︒

○了ノジブソニ
︐

ヨカック
t

ヨ0

ココエ

イヲサック︒

オカッサット︵おかっシャルと︶

ヒトデ︑ヨグ

トッテ

ヨコ．外舅lシ封
貧乏になりなすってよ︒

1

1

−

九

⁚

．

し

l

l

1

1

．

1

関東を見みのに︑下野北部に﹁コッチサ キラッシ︒﹂ ﹁了

がラッシ︒﹂などがあり︑﹁クベラッセ︒﹂とな4たものも

あり︑常陸に﹁シャル﹂ことばがある︒

︵大久保息国氏︶にも︑﹁㍉二フッシャイ﹂︑﹁取ラッセ

上野内にも﹁シャイ﹂などがあるらしく︑﹁埼玉方言の語
法﹂

ー・見サッセ．1﹂︑﹁起キヤッセ﹂︑﹁シャソセ・ヤシャソ

︹uJTlソーHHっへイカ 日日っ引つ到ル 道に⁝⁝
などを開いた︒一般には﹁シャル・サッシャル﹂整言わないの

′キザッシッ︵サシッ︶タ

イカッシャウ

ことばが

セ﹂のようなのが見える︒

04ツ

キ．サッシャソシク︒︹問い︺

さかんである︒

○イッ

ついで伊豆七島の新島の︑

下キー

休まないで早くあ行き︒
○オメーワ

本語方言﹂．共時態を見まもって．﹁シャル・サッシャルしこ

るおこなわれかたを︑統一的に見てきた︒旨としては︑﹁日

以上︑・﹁シャル・サッシャル﹂ことばの諸相の︑全国にわた

十

などがある︒

あんたはどこへいらっしゃる？

イ︒

○ヤスマネーヂ ハイク．イヨ．可−︒

カィ︒

千栗県にはいると︑房州に﹁シャル・サッシャル﹂

に︑この老人はこうであった︒ 仙南磐城分には︑﹁行がッシャ
イ﹂などがある︒

福島県下︑福島市の北・南の地方にも︑老人に︑﹁ゴザラ
行がッシャルー︒

バ﹂﹁ヨっク﹂などがある︒会津弁では︑
○下ゴイ

○タヨリ
おたべなさい︒
力封︒

などと言う︒白河あたりで︑
○ニ﹂ソ14−サ刊

おまえさんはさきに菌たべ︒
のように言うのは︑﹁シャイ﹂の﹁シー﹂かどうか︒﹁シー﹂

﹁家

は︑気らくな︑こだわるところのない言いかたになる︒．
菅野宏氏からは︑県下の﹁見ラッセ﹂の顆について
庭的農村的スタイル﹂との御教示をいただいた︒

一一14

1111︑

−

はないか︒しかし︑文章語としては栄えなかったようであ

かつては︑これは︑ロことばの全国共通語であり得たので

とば現在の生活を︑体系的にとらえようとしたものである︒

ると思う︒

かっシ．ヤルト来サッシャル﹂などを忘れて︑共通語の﹁いらっ
しゃる﹂を新しく．都雅たものとしてうけとるようにもなっで

は︑新な勢で広まりつつもある︒地方八は︑自己旧来の﹁行

1広島大学助教授

−

︵二九・．七・二〇︶

いる︒言語心理lのたりゆきには︑ ℃ つ に お も し ろ い も の が あ

る︒そそにこのことばの運命があった︒﹁シャル・サッシャ
ル﹂の言いかたは︑今日︑総体に︑退化の状鼠にある︒
ただ一方で︑東京語を中心に︑﹁人らっシャル﹂というの

ー 源氏物語の主題性進展についての研究序説−I

の小物語のそれ声＼は︑一巻だけのもの竜あり︑二巻︑三

て書きつがれる作風を最後まで残しているのである︒− そ

穏式と呼ばれる構成が示すように︑テーマの熟するにつれ

︑

で成長するのは狭衣物語に於てである︒源氏物語は宇治十帖
に至って相当に長篇としての成熟に達しているけれども︑接

執筆され︑聖の構想︑主票露預かれ芸篇物語にま

森

﹁帝木の並び﹂．の主題性を湖ぐって

が︑今日の共通語として︑さかんにおこなわれている︒これ

．

源氏物語は単一の構想︑主踵によってffかれている長持物
語ではなく︑その長篇としての構成には或る主題的なまとま
りをもった小物語を研み正ねていく方法がとられている︒
から長篇へ物語が成長発達していく形成過程を示すものだ︒

一響あるいは﹁五里の並び﹂のように十巻が一つのまとまり

− けだし︑それは長篇構成としてほ模索的過渡的段階︑短篇
因みに︑物語文学が長持としての一定の構成的意図をもって
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