奥能登珠洲市三崎町宇治の発音生活

愛

宕

人′

′

＼

郎

2老年女子

1老年男子

下口

机谷

下口

幸雄

つぎ

政吉

30才・農業・

81才 農業

77才 農業

康・

を︑土地誓え紆きの︑左の対象について調査した︒

隆

日の質問法では︑あらかじめ一七九の調査項目を用意し︑これ

調査の方法は︑．の質問法︑侶自然傍受法の二法を併用した︒

−背中︹he引︺などの︹he︺について−

宇治︵可ジ︶は︑珠洲市の内浦海岩根の北上りに位する︑戸数的

3中年男子

六〇の︑蔑菜二部︑小規槙なイソライト工業︶を生業とする部落
である︒・
この小報告では︑当部落の発音生活の特徴的な一事項 − 共通語

35才 丑業

良丸

三枚

20才 ︵本寵専任職長男︶

明君篇望牲讐

14才 ︵中学二年生︶
14才 ︵中学二年生︶

家事

17才

4中年女子 宮野 尤子
5青年男子
6青年女子

隆
為歳

博子
文恵

㊥︑︹se︺音節の︑語詞甘おける位置が︑語頭︑語中︑語末に︑

むこと︒

を有す．るもの︑反対に︑わりと疎遠と思われるものの双方を含

㊥︑︹se︺音節を含む調査語詞が︑当方言社会の生活に密接な関係

調査項目につ・いては︑ 次の諸点に注意した︒

農年女ヱ監

7．少年男子︵肝醜

野々井耐子

で︹完︺に発音するところを︑︹he︺に発音する．−をとりあげ
てみたいと思う︒以下︑この事栄を︑かりに︹he︺−︹se︺と路
宇治部落の発音生活を特技づける諸事項の中で︑︹he︺−︹se︺

記することにする︒
ほ︑．たしかに．それらの中の有力な一項としてとりたてることがで
きる︒が︑その実状は︑かなり複雑で︑もろもろの条件に負うと思
われるものが多く︑単純に法則化︵︹he︺I︹完︺︶できな．いよ
うに思う︒
こ玖小報告は︑そのような実状を︑できるだけ忠実に︑記述しよ
うとするもの︑である︒
二．

−13−

それぞれ位するものであること︒

⑲︑︹se︺音節を含む調査語詞を︑品詞上の観点や︑和語系へ浜語

の︑︹S＆音節の︑語宙におかれる環境が多様であること︒

〇日で囲んでないものは︑︹ ︺内の・︹heUを︹se︺と発音

︵の◎3④5678︶︑2︑5︑6︑7は︹甘

︑することを表わす︒
∽語頭．
㊥︑︹he︺−︹完︺
引口旨a︺

系の観点︑それに︑lいわゆか革純︑複合などの語構造の観点か
らをも︑工夫すること︒
l・佃の自然傍受法は︑次のように実践した︒被調査者は︑庶別とし

引︺︵0◎3◎5678︶ 4せっかく︹he−ハ封引︺︵0◎㊥◎㈲

洗濯︹se引︺︵①㊥㊥④㊥㊥◎㊥︶

6船頭︹h別封Jハ◎

2咳︹he引︺︵の◎345678︶3説教︹hem

て︑質問法の時の対象者とし︑それらの人々が︑土地人と自然な対

678︶ 5つくろい︹hendakE︺︵①㊥㊥④㊥㊥ゆ◎︶︑参考

1世間︹he引︺

話をまじえるのを聴録し︑一定時間録音した︒

567告︑︹he已OSaPU︵①槻㊥︶ 7線香︹引ロkO⁚︺ ︵①

録音法は︑特に︑録音そのことが︑被調査者たちに意識されない
ま．ぅにつhとめ︑録音器も︑1・携帯用小型録音器︵日立の．ヘルソナー︶

◎345678︶ 8煎じ薬︹hen恩ロmsmユ︺︵㊤◎3の56︶︑

n攻める︹h引rm︺

︵①◎伺◎㊥由㊥㊥︶

12

13背中︹訂引︺．︵①◎㊥◎㈲◎◎◎︶

綿︹he︺I︹se︺
lあせぼ︹軋引引︺ ︵①◎㊥④◎㊥7空一2窃ぐ︹k凱宮古︺

︹

．幻語中

広︹ birO︺ 8生徒︹射⁚tO︺・

円︹ nen︺5セメソ．ト︹酎mentO︺ 6製材︹別⁚邑︺ 7背・

l選挙︹馴n王0︺ 2先生︹射nse︺ 3戦争︹完封︺ 4千

㊥︹haI︹se︺とならないもの

◎◎67只︶

14世話︹be引︺ ︵の㊥㊥㊥◎㊥7㊥︶ 15芹︹h軋3 T◎籾

劉m旦側︺∴◎︶

せむし︹h昌l引si︺ ︵①㊥㊥8︶︑︹hれ引︺︵㊥㊥◎色︑︹he

◎㊥び㊥︶

5678︶ 10狭い︹h引i︺一︵0㊥︶︑．︹he訂li︺ ︵0◎聞◎

7・8ほ実物を知らない．9せん．へい︹引mbe⁚︺ ︵①◎34

一

を用い▼た︒

．録音延べ時間は︑約四時間︵ナッショナル・ゴールデンテープ．
四巻︶である︒
＼瀬上︑山質問法を主法とし︑吻自然傍受法を併用整理した結果に
鬼とづいて︑宇治部落の︹he︺▼−︹se︺のおこなわれざまを記述
する︒
日間である︒
三

注︑調査期間は︑昭和三六年八月二一日から八月一七日までの六

る︒

㊥︵ ︶の中の算用数早は︑二に掲げた被調査者の簡略表記であ
㊨算用数字をOで囲んだものは︑︹ ︺内の発音をすることを表
わし︑日で囲んだものは︑︹︺内の発音もするが︑︹ ︺内
の︹he︺を︹se︺とも発音するLとを表わす︒算用数字を・

−14−

′
∂㊥3因㈲67ヱ3やせがまん︹邑割引酎︺︵①◎
㊥㊥㊥◎ゆ㊥︶4やせる︹j田富l︻ヒ︺︵0㊥ゆ㊥㊥㊥㊤8︶
㌃まかせる︹ヨ引割引l︺︵0㊥㊥ゆ◎㈲の8︶6待たせる
︹m封引封︺6㊥㊥㈲㊥◎曾︶．7−食わせる︹打も割引

6㊦8︶ 12干せ︹hOgl︺ ︵①◎刷の㊥㊥⑦8︶ 13落せ︹OtO

．・引︺ ︵①㊥㊥④◎6㊥8︶ 14殺せ︹訂引︺ ︵①㊥◎◎◎6

︵023④㊥㊥柄8︶

①8．︶ 15通せ︹t︒⁚be︺︵の吻刷④樹は納8︶ 16隠せ︹訂
引︺

eEsG︺
四

︺

︹

︺

︹

．

1︑2︑3と見通してく．ると︑︹he︺−︹∽e︺
︹

につれてうすぐな．っている︒性別という点では︑相対的ではある

︹hユI︹完︺の保有傾向は︑︑古老層ほど濃厚で︑世代の新化

L︑世代︑由別

について︑述べてみたい︒

は︑さまざまの条件が考えられる︒左に︑それ1一の条件のいくつか

規則正しく︑︹he︺−︹se︺上実現されるのではない︒そこに

のおこなわれかたは︑相当に盛んであると言えよう︒．が︑すべて︑

以上︑三・㌧

︺

劃︺ 4癖︹乱射︺ 5手癖︹t引︺ 6口癖︹kE功

・㊥︹訂︺−︹se︺とならないも町
引︺∴0秒㊥㊤◎㊥㊦8︶8乗せる︹n封引督︵㊤㊥㊥④◎
◎㊥㈲︶9のぼせる︹nObOherE︺・．︵①㊥㊥④㊥◎㊥㊥︶101冷汗︹4i封が︺ 2為替︹凱引引︺ 3布施︹﹃︒ぎl︺︐．︹︒

にせもの︹引古︵の◎籾㊤①678︶11見せる︹邑冨l
芸︺︵①◎㊥㊥㊥㊥個㈲︺12話せる︹ki引引︺︵0切◎◎
◎◎◎㊥︶13むせる︹m封∈︺︵0㊥㊥軸㊥㊥ゆ8︶
㊥︹he︺L︹se︺とならないもの
1風船竃男sen︺2賃銭︹sa引︺・︹ヨe封封︺3水仙
︷竺ヒ封封︺4汽船︹≡封︺三一銭︹ni封︺6きせる︹河
リsirO︺∴ki∽irO︺7親戚︹盈封封︺8温泉︹○引︺
9億痙︹bi引︺10新生︵タ．ハコ︶︹S引︺11オットセイ
︹0︻封e⁚︺
曾未
㈲︹he︺−︹se︺

2︑話者の教養︑．履歴

1汗︹ahe︺．︵の◎㊥㊥㊥◎∽8︶2寝汗︹ロ酎he︺︵①㊥3 が︑中年以上の女性に保守的傾向が認めふれる︒
45678︶．3早稲︹wal
訂︺︵0㊥旬の5678︶4店︹ヨ

話者の教養とか履歴も︑︹be︺I︹完︺保有の有無強弱と︑か

なりの関係があるように恩われる︒

i引︺︵糾物㊥45678︶5貸せ︹打a引︺︵の◎㊥ゆ㊥㊥①
㈲︶6出せ︹da引︺︵e㊥㊥㊤㊥㊥㊥8︶7溶かせ︹tO引︺．

例えば︑同一．方膏社会︵宇治︶内でも︑l教師とか僧侶︑役人︑元
軍人︑あ古いは出場者などになると︑し他の人々に比べて︑保有の度

．

．

1

−

t

l

i

︳

．

︳

I

．

︳

r

l

l

合が弱く︑′ハhe︺．I︹seUに対する一枝の自覚を伴うのが常であ

︵①何㊥軌㊥㊥⑦8︶．8飲ませ．︹nO勘封U①㊥㊥の㊥㊥
㊦8︶9話せ︹ha
l呂
甘︺︵①㊥㈱の㊥㈲78︶10廻せ︹ロa引
be︺︵の侶刷㊤期6柄8︶H知らせ︹Si＝封Uへ①㊥◎㊥◎

一

・一15−

一ノ

る︒ふれを︑＼かりに﹁正音意識﹂と名づけてみたい・
やつ㌦
語詞によっては︑︹he︺−︹se︺の実現されないものが認めら

れる︒︵三の早叩曾⑪︶
それらの冠詞については︑．︑次のような事情が考えられよう︒

触音環境によると思われるもの︒例えは︑風船︑賽銭︑水仙︑

㈲新生︑新来とか︑生活に疎遠と考えられるもの︒例えば︑．セメ
ント︑オッートセィ︑背広︑新生︵タバコ︶など︒
汽船︑二銭などのように︑︹〜已︺・︹〜i︺＋凪＋︹ロ︺のよう
な音環境を持つ語詞︒逆に︑︹〜a︺十日十．︹rE︺のような音環
境では︑︹he︺が実現されやすい︒
の大体︑漢語系の語詞には︑和語系の語詞に比．へて︑︹he︺→
これらの偲かに︑いわゆる複合の有無という観点からも問題はあ

︹se︺が見出されにくい︒・
ろ㌢︒︵今回は紙幅の都合で省略︶
五
コ︹別口打○⁚︺ ︵線香︶や︹引mb¶⁚︺ ︵せん．へい︶などを笑う中

年以下の世代も︑﹁狭い﹂軋︹h釘i︺︑﹁背中﹂．は︹he引U
である︒若い世代が︑持ちつつ思る正音意識に照らして︑︹he︺
−︹se︺を含むことばに対しては︑軽い卑しめとか︑親愛の感情を
附与することと．もなっている︒

ヽ

ヽ

ヽ

説明したのほ︑待適しようとする側の自然な心持を語ったものと思

われる︒とすれば︑﹁へヨ﹂は︑結果的には︑︹he︺音利

用の待遇表現とも言えよう︒

﹁カこ︵貸せ︶ 以下のサ行四段沼悶動詞命令形 ︵三︑．的
㊥6116︶ は︑﹁カ↓ マー︒﹂ ︵よこせよ︒︶のように︑文

末詞．﹁マー﹂をとって︑や⊥ぞんざいな︑親愛気分に満ちた命令表

現を実頭する︒これが︑日常きわめてよく用いられる︒そのような

クダツシー︒ 3ミテ

クサイマへー︒4ミテ

クサイ

命令表現法への︹he︺音の生かされかたが注目される︒
﹁見て下さい︒﹂を︑待遇表現法上︑部落人が︑1ミ可﹂封．ン
セ︒2ミテ

へt︒5ミ外 ク可へt︒のように序列づけていることにも︑︹−−

e︺音の利用をみてとることができる︒﹁先生﹂を﹁へン↓サこ
︵能登・宇出津などで言う︶などとあってよい可能性の中で︑﹁可一

﹁ぼろのつくろい﹂を︹引nda竺E︺︑﹁洗濯﹂を︹se引︺．・

ンセー﹂lの発音習慣に︑ひとしく従っているのは・﹁先生﹂とい．う 用
人柘に対する待遇意識が︑正音意識を剰戟してのことだろうか︒一

セント︑それに︹da︺︑豆a︺の差異を生かしてのことではある

と︑部落人が︑全くきれいに使いわけているのは︑もとより︑アク

それはともかく︑宇治の方言社会における︹he︺音は︑．特に待

が︑・︹heU音の利用も見のがせまい︒

遇表現の見地から注目される︒
六

藤原先生の﹁某日太地方のことばの発音﹂ ︵音声の研究︑一九五
一年︑一八人頁︶に上れば︑︹he︺−︹se︺の発音は﹁英日太に
ヽ

一中年男子が︑﹃同輩の友人などとの話では︑普通︑﹁ヨ
4﹂ ︵船頭さん︶と言うが︑老人との話で﹁へヨ﹂と言うの
ヽ

たどられる﹂とのことであ右が︑ここ奥能警†治方言社会では︑薯
ヽ

は︑﹁へヨ﹂を常用する老人になじんでいく気再で言う﹄と・

︵鈴ケ峯女子短大助手︶

い世代を中心に︑次第に︹−Je︺−︹完︺の発音を失っていくよう
に見受けられる︒

徳

どの︹ソ︺に︹且︑が行鼻濁音に︹且を．代用した︒

瀬

ーカ︒ヤ女1申・男︵妻←夫︶

雄

璃雲部注︒活字不筒の為︑温泉︹オンセソ︺先生︹セソセ︺な

関ケ原方言における待遇表現の助動詞について

がある︒

㈱﹁〜ゴザンス﹂

． 1

−

運用．一

終止

°

°

連体

ーゴず．ンセ〜プザソシー⊥ミサシス〜ゴザンス

活用 未然

巳然

○

命令

主に老人層に用いられ︑あまり多くは用いられ七いない︒動詞と
しても用いられている﹁〆ずーンス﹂が︑補助動詞として用いられ

○

ト﹂につゞく場合には熟合して﹁Iコッテス﹂のようになること

°

る﹁〜なのですか︒﹂といヶのに対応する表現である︒なお﹁コ

注意すべきは﹁〜デスノカ︒﹂という形であって︑共通語におけ

○イ4月可JHス︒︵でかける時のあいさつ︶小・男

○ス4ン．封﹂テシタ4−︒中・男1中・男

さんは三人なんですか︒︶壷・女1親戚の奥さん

′ ． ヽ

○ ド ー モ ︒ オ ア イ ソ ナ シ 刊シタ︒．老・女−▼客

○ワタシイッテキマショ

にお．いて謳鐘した資料を整理した鴻のであって︑文表現中における

○コ可ッタコりデスカー︒中・男1老・女．
〇トーシコサン．トコハサ4ニーンデスノカ︒︵敏子さんの所では子供

この小宅告は笠者が本年八月〜十月の間︑殴阜県不破郡関ケ原町
待遇天理の助動詞について考察したものである︒いわゆる補助動詞
．とみられるものも含めて助動詞としてとりあげたのは︑文法的啓能
においては助動詞と区別がないからである︒
本望昌は︑待遇表現の助動詞を一応︑一︑丁寧語︑二︑尊敬語
・詮頭語に分類して記述した︒なお活用については紙数の都合むあ
り特に変った沼用をするものの他は沼用表をつけなかった︒

一︑丁寧語
の﹁上丁ス﹂﹁−マス﹂︑
沼用︑接続および用法等はすべ孟ハ通語の場合とさして変った息
はない︒仮定形︑岳令形を欠く︒・男女．の別なく︑広く一般的に用
いられるが︑幼少年にお．いては︑特に改まった場合のもの言いと
か︑︑あいさつのことばなどの慣用的表頭のほかには用いられな
−Y
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