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表現研究　第114号　2021年10月

配慮の発想と運用

椎名　渉子

1.	 目的

良好な人間関係を維持するための配慮のストラテジーと都市性との関連性は、これか
らの言語行動の地域差にかかわる研究において重要な課題となる。これまでの「配慮」の
発想・運用にかかわる言語行動の解明において、地域差のありかの提示と、そこに都市
性がどう関与するかという視点からの分析の必要性が指摘されてきた（西尾2012,篠崎
2018,松田2021ほか）。その一つの視点として、これまで指摘されてきた地域差（東西差）
と、都市性との関連性の考察が挙げられよう。つまり、都市的性格が類似する東西の地域
においては、言語行動の地域性・都市性がどのようにあらわれるのだろうか。
本稿では、都市的性格が類似する東西の地域を対象に、複数場面の言語行動を観察
し、配慮の用いられ方の傾向の仮説を提示する1）。その際、都市性が均一2）である「京都・
大阪の京阪地域（以下、京阪）」と「東京を中心とした首都圏（以下、首都圏）」を対象と
して見ていきたい。

2.	 分析の観点

東北と近畿の言語行動の比較におけるこれまでの指摘（椎名2017,2021など）では、
非難にかかわる場面（話者に不利益が生じている場面）では、東北よりも近畿において、
好ましくない事態に関して言語化・明示化・働きかけをしない傾向が見られた。また、
熊谷（2021）においても近畿の言語行動に同様の傾向が見られることが指摘される。
熊谷（2021）ではおつりが足りないとき（釣銭確認場面）を取り上げ、「近畿では、相手
のミスに起因する依頼をする際に授受表現で相手の恩恵に言及したり、ミスの断定を
やわらげたりすることを他地域よりしない傾向がある」と指摘する（p.158）。これらは
非難というマイナス場面・釣銭確認場面（ともに相手側にミスがある場面）における
配慮の置き方が、東北（または他地域）と近畿とで異なることを示唆するといえる 3）。
このように、類似場面において同様の傾向が見いだされる点を考慮し、複数場面に
おける両地域の傾向から、配慮の発想と運用の都市性・地域性について見ていく。

3.	 分析対象

3.1	 調査地点と回答数
データは小林編（2021）において実施された調査（以下、東北大調査）のデータを使
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用する 4）。そのうち、京阪（17回答）と、首都圏（10回答）を調査対象として取り上げる。
両地域の回答地点は次のとおりである 5）。
【京阪】京都府：長岡京市、相楽郡、亀岡市、福知山市、舞鶴市、与謝郡、京都市右京
区、船井郡京丹波町、京丹後市網野町、京丹後市丹後町、京丹後市久美浜町／大阪
府：堺市、高槻市、三島郡、阪南市、南河内郡【首都圏】東京都大田区、品川区、中野
区、港区、台東区、利島村、八丈島八丈町／神奈川県横浜市／千葉県市川市
少数のデータではあるが、都市性が類似した両地域において違いが見いだせるので
あれば、地理的差異が配慮の行き方にも表れていることを示唆できる。また、共通する
傾向が見いだせるのであれば、そこに都市的性格を有する言語行動のバリエーション
の存在が示唆されることになる。

3.2	 対象場面
対象場面は、感情表明系の言語行動が出現すると考えられる、非難や褒めなどの
評価場面（12場面）を取り上げる。その際、12場面を発話者 6）の事態に対する心的態
度を基準に、マイナス・プラス場面に二分した。各場面の調査文については小林編
（2021,pp14-21）の調査項目一覧を参照されたい。以下の各場面説明の後の（）内には
その調査項目一覧に付された調査番号を付し、対応関係を明示する。

＜マイナス場面＞
【非難場面】近所の人が指定日以外にゴミを捨てたのを見たとき何と言うか（9）
【遅刻場面】遅刻常習犯の友人が約束の時間に遅刻してきたとき何と言うか（11）
【なぐさめ場面】 のど自慢大会に出場して鐘が1つしかならず不合格だった友人に対

して何と言うか（14）
【評価場面】 友人が建てた新築の家に対する自分の評価が低いとき、友人に対して何

と言うか（24）
【落胆場面】 夫婦で見に行った運動会で最下位になった孫について、配偶者に何と言

うか（19）

＜プラス場面＞
【ねぎらい場面】退任した区長に何と言うか（8）
【励まし場面】のど自慢大会への出場が決まった友人に対して何と言うか（12）
【祝い場面】のど自慢大会で優勝した友人に対して何と言うか（13）
【自慢場面】自分が満足している自分の帽子について相手に言うか（21）
【帽子ほめ場面】相手のかぶってきた帽子に対して何と言うか（22）
【食事ほめ場面】相手に作ってもらった食事に対して何と言うか（23）
【喜び場面】 夫婦で見に行った運動会で一等になった孫について、配偶者に何と言う

か（18）
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当該場面では話者・聴者双方に負担のかかる言語行動が求められる。そのため、双
方は必ず何らかの配慮を表していると前提すると、その量のちがいよりもまずは何に
注意して配慮を表すのかに着目することが大切であると考える。そうした点を重視し、
少数の場面ではあるが、複数場面を取り上げ、場面横断的に傾向を捉えていきたい。

3.3	 分析方法
分析対象としたデータは、東北大調査において筆記回答によって得られたものであ
る。よって、これらのデータから設定された場面の中で「何を述べることを重視してい
るか」という回答者の態度・意識を解明しようという立場をとる。それらの回答から、
事実を提示する、遅れを注意する、相手の所有物を褒めるといった相手への働きかけ
の種類を表す機能的要素（熊谷・篠崎2006）の選択がどのように行われているかを観
察する。
機能的要素は、音声・語彙・文法的変異のありかたを問題にしないので言語行動の
多様性を把握するために有効な分析対象といえる（西尾2012）。

4.	 機能的要素の傾向

4.1では、機能的要素の出現数を見る。一人当たりの発話に出現した数の平均を出し
（表1・2）、量的傾向を捉える。

4.2では、機能的要素の出現様相を見る。各場面について表3・4に機能的要素の出
現傾向をまとめ、用例を場面別・地域別に示す。各表内の【1】～【20】の番号は、表下の
用例番号【1】～【20】と対応する。表内の下線部分が各場面における機能的要素であり、
それぞれの例を（）に示した。すべての機能的要素の出現数は示していないが、比較的
まとまって出現した場合は［］に出現数を示した。

表1：マイナス場面における機能的要素の
延べ出現数と、一人当たりの平均出現数

機能的要素の出現数
（合計÷回答人数）

首都圏

表2：プラス場面における機能的要素の
延べ出現数と、一人当たりの平均出現数

首都圏
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4.1	 機能的要素の出現数による比較
表1・2から機能的要素の数を比較すると、両場面において、京阪のほうが一人当た
りに出現する機能的要素数が多いことがわかる。これには、京阪では機能的要素が単
独で出現せず一定の型をもっていることが起因している。

4.2	 マイナス場面の傾向
4.1に指摘した機能的要素の出現数の違いの要因は、表3に示す。【非難場面】【遅刻

場面】【落胆場面】では、事実を提示してから本題を述べる展開が京阪に多い。とくに
【遅刻場面】【落胆場面】では、事実提示が評価・心情表明の前置き的位置づけとして機
能しているといえる。たとえば、【落胆場面】において、「べべ」「べったこ」というよう
に最下位の事実に触れるのは京阪であるのに対し、首都圏では最下位であることは言
語化せず感想などを述べる。京阪では多様な場面で「事実＋主観」といった要素の組み
合わせが出現する。こうした傾向が、4.1に示したように話題の量となって表れている
といえる。一方、首都圏ではそうした定型性が相対的に希薄であり、【遅刻場面】にあ
るように機能的要素が単独で出現する。それが量的傾向に反映されている。
また、出現する要素自体に異なりが見られる場合もある。【評価場面】では、調査文

場面 聞き手
設定された

心的態度
］名01［首都圏］名71［ 阪大・都京

【非難場面】 近所の知り合い なし

【遅刻場面】 近所の知り合い なし

【2】遅れてきた事実に言及したあと、感想
や注意を述べる。

①②合わせて［8例］
①指摘/事実
②指摘/事実 ＋感想・促し

【3】定型性なし
発話機能：すべて単独出現
・許す（ex.まあいいか）
・指摘（ex.今日も遅れたね）
・質問（ex.何かあったの？）
・促し・注意（ex.次は気を付けて）

【なぐさめ場面】 近所の知り合い なし

【4】自己の情報を報告したあと、なぐさめ
る。

・自己情報（ex.テレビで応援していた）＋
感想（ex.次回頑張って）［8例］

【5】定型性なし
発話機能：単独出現が多い
一言の感想・次回の期待など

【評価場面】 友人
マイナス
評価

【6】家の評価（ex.いい家）に加え心情を提
示する。

・家の評価（＋自己の心情）［6例］

【7】心情表現は見られない。
・家に対する評価（ex.新しい家はいい

ね）
・祝い（ex.おめでとう）

【落胆場面】 家族 なし
【8】最下位の事実を言語化する。

・事実（ex.べったこ、べべ）［7例］
・事実＋感想

【9】定型性なし
感想や次回への期待など

        【1】客観的事実提示が大半を占める。
            ①②合わせて［京阪：15例、東京：5例］

①事実 （ex.今日はゴミの日ではない）
         ②事実 ＋情報（ex.明日ですよ）

表3：マイナス場面における機能的要素の出現傾向
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において友人が建てた新築の家を訪ねた際、自分の評価はそこまで高くない前提で何
を言うかを問うものである。京阪は「いい家だ」という家に対する評価に加え、「うら
やましい」といった心情の提示が見られたのに対し、首都圏では「おめでとう」という
祝福のあいさつが見られた。本分析では京阪と首都圏に対象を絞っているが、他地域
のデータにおいても「おめでとう」類は全国的にあまり見られない。こうした、儀礼的
なあいさつ表現が首都圏に見られたのは興味深い。
両地域に共通したのは【非難場面】の構造である。事実もしくは「事実＋情報」とい
う組み合わせで機能的要素が出現する。京阪と首都圏以外のデータを見渡すと、注意
や助言など多様な要素が含まれている地域もある。京阪と首都圏は、全国的に見てシ
ンプルな構造であるといえる。非難の先は近所の知り合いであることから、人間関係
の距離感が発話に反映されていると予想がつく。そうすると、当該場面は両地域の都
市的性格が色濃く出ているといえるのかもしれない。

【1】 ・今日、ゴミの日とちゃいまっせ。…曜日でっせ。（大阪府堺市）
  ・今日は回収日じぁないよ（東京都八王子市）
【2】 ・また、忘れたんか、よう忘れるな。（大阪府三島郡）
  ・遅かったなー 時間 間違えとんかと思たわ（京都府福知山市）
【3】 ・いつも 待たせるな。（東京都八王子市）
  ・出掛けに何かあった？（東京都台東区）
【4】 ・ テレビ観たでー！テレビの前で、家族みんなで、○○さんと一緒に「ガクッ！」

となってもーたわー また、がんばってやー（大阪府高槻市）
【5】 ・いやー、こないだは、残念だったなー（東京都大田区）
  ・鐘が鳴るのが早すぎだよな！（東京都品川区）
【6】 ・立派な家建ったなー！うらやましいわ！（大阪府高槻市）
  ・りっぱな家建てたんやな うらやましいわ（京都府長岡京市）
【7】 ・新しい家、建てたんだって、おめでとう（東京都八王子市）
  ・住みやすいお家ですよね。（東京都中野区）
【8】 ・あー べべやわ。あの子、走り苦手やもんな（大阪府高槻市）
  ・○○（孫の名前）、べったこやったな、残念やったな（京都府長岡京）
【9】 ・あー 残念だったのー この次　頑張ればいいや（東京都大田区）
  ・試練　試練（神奈川県横浜市）

4.3	 プラス場面の傾向
表4をみると、両地域に自己情報という機能的要素が目立っている。これは、例えば

【励まし場面】であれば「テレビで応援する」といった自分の行動を提示するものであ
る。しかし、比較すると京阪に多いことは明白だ。こうした自分を開示する要素が【励
まし場面】のほかに【祝い場面】【食事ほめ場面】に見られた。【祝い場面】では自己情報
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＋祝辞という一定のパターンが見受けられたが、プラス場面にはマイナス場面ほど一
定の型は見られない。そして、【喜び場面】でもわかるように出現する機能的要素は首
都圏と比較して非常に多様で自由な印象を受ける。
このことから、京阪では、プラス場面では個人が自由にポジティブな感情・評価を
表出する一方、マイナス場面では一定の型が多用されやすいといった場面別の傾向が
首都圏と比較して見いだされるのではないだろうか。
また、京阪のみに見られたのは問いかけ・催促であった。相手の情報を引き出すこ
とで会話を展開させ、相手との距離を縮めることに軸を置くこうした要素は、これま
での談話・言語行動研究（沖1993等）においても近畿地方の特徴として指摘されてき
た。このことから、京阪ではプラス場面において言語行動の都市性よりも地域性が前
面に出ているといえる。
一方で、都市性を反映していると考えられそうな傾向も見受けられた。【ねぎらい場
面】で一定の型が見られる点、【自慢場面】で無回答のみであった点が、両地域に共通し

【11】話題を展開させたり、自己情報を提示する。
・問いかけ（ex.いつ出るの？）［3例］
・自己情報（ex.テレビで応援する）［6例］

【12】発話機能に偏りあり。
・応援（ex.頑張って) ［9例］
・自己情報（ex.テレビで応援するよ）［1例］
▼問いかけは見られない

【13】自己情報を報告する、感想や祝辞をいう。
また、今度歌ってほしいと催促する。

・自己情報（ex.テレビ見てたよ）＋ 祝辞（ex.お
めでとう）［11例］

・催促（ex.今度歌教えて）［2例］

【14】自己情報の報告、驚き・意外性などの心情、
評価など。定型性はない。

・自己情報（ex.テレビ見てたよ）［2例］
・心情提示（ex.うまくて驚いた）［2例］
・評価（ex.うまかったよ・すごい）［2例］

【15】質問をして話題を展開しようとする。帽子を
評価するが、描写型のほめをする。

・問いかけ（ex.どこで買ったの？）［3例］
・描写（ex.いい帽子かぶってるね）［8例］

【16】似合うという評価や、「素敵な帽子」という
帽子に対して評価する。

・評価（ex.似合ってるね）［7例］
▼問いかけ、描写は見られない

【17】料理法を尋ねたり、初物にあずかった恩恵
を言語化する。

・初物恩恵（≒自己情報）（ex.今年初めて食べ
た）［7例］

・問いかけ（ex.どうやって作った？）［2例］

【18】おいしいという感想、ごちそうさまという
挨拶など。

・初物恩恵（≒自己情報）（ex.今年初めて食べ
た）［1例］

▼問いかけは見られない

【19】一位の事実への言及、賞賛のほかに、評価、
具体的な行動や感想が見られた。回答された
言語量が多く、回答内容が多様である。

・事実（ex.一位になった）［5例］
・感想（ex.見に来てよかった）［3例］
・賞賛（ex.すごい、さすが）［6例］
・評価（ex.早かった、がんばった）［7例］
・行動提示（ex.帰宅後孫をほめよう）［１例］

【20】京阪と同様の発話機能も出現するが、発話
機能のバリエーションは少なく、回答された
言語量も少ない。感動を単発的に発する。

・事実（ex.一位になった）［3例］
・評価（ex.早かった、がんばった）［8例］
・賞賛（ex.すごい、さすが）［1例］

                              【10】慰労の挨拶が大半を占める。
         在任期間情報（ex.2年間）＋慰労の挨拶（ex.おつかれさまでした）
             ［京阪：14例、東京：9例］

                 回答なし

表4：プラス場面における機能的要素の出現傾向

【ねぎらい場面】 近所の知り合い なし

【励まし場面】 近所の知り合い なし

【祝い場面】 近所の知り合い なし

【帽子ほめ場面】 友人 プラス評価

【食事ほめ場面】 友人 プラス評価

【自慢場面】 友人 なし

【喜び場面】 家族 なし

場面 聞き手
設定された

心的態度
］名01［首都圏］名71［ 阪大・都京
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ていた。無回答というのは偶然の結果とも考えられるが、他の項目には回答している
ことを踏まえると、その回答が思い浮かばなかったと想像するほうが現実的であろう。
満足している自分の所有物についてわざわざ言語化することは、いわば配慮とは逆向
きの言語行動といえる。また、【ねぎらい場面】は目上の人物への儀礼的場面である。両
地域の傾向が共通したこれらの場面は、どちらも配慮性がポイントになっている場面
であるともいえる。

【10】 ・2年間 町会長ごくろうさんでした。（大阪府堺市）
   ・2年間 ご苦労さまでした（東京都港区）
【11】 ・ほんまかいな、みるよって　がんばんってよ（大阪府阪南市）
   ・わあ、すごいやん、テレビ見るわ。なに歌うん？（大阪市南河内郡）
【12】 ・まぁー がんばれよ（東京都八王子市）
   ・すごいねー 頑張ってね（東京都中野区）
【13】 ・ 優勝、おめでとう。すばらしかったです、家族みんなで、応援していました。

ほんとに よかったですね。（京都府与謝郡）
   ・優勝してしもたしよ、えらいこっちゃ今度一曲聞かしてよ（大阪府阪南市）
【14】 ・よい結果でしたね（東京都利島村）
   ・ この間のNHKの優勝、おめでとう、テレビ映りも良かったよ（東京都八王

子市）
【15】 ・ えらい おしゃれなのん、かぶってるな、どこで こうたん？　えらい 高かっ

たやろ。（大阪府堺市）
   ・ええ帽子かぶってらしよ（大阪府阪南市）
【16】 ・似合うじぁん（東京都八王子市）
   ・帽子、お似合いだよ（東京都港区）
【17】 ・ 今年初めてたけのこ食べるわ。ふきのとうの天ぷらも　めずらしいわ、え

えの食べさしてもろてよかったわ。（大阪府南河内郡）
   ・いやこれおいしいね、どうして作るの？（京都府京都市）
【18】 ・うまいじゃん（神奈川県横浜市）
   ・ 珍しい季節のお料理、とってもおいしいです。ごちそうさまでした。（東京

都中野区）
【19】 ・見たか 一着やで すごいな（大阪府堺市）
   ・よかったな。みにきて ほんま よかったなあ（大阪府南河内郡）
【20】 ・たいした奴だ、凄いな（東京都八王子市）
   ・ 一位になったよ、よかった、よかった やっぱおれの孫だ、足がはえーなー

（東京都大田区）
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4.4	 配慮のストラテジーとしての自己情報の示し方
マイナス・プラス両場面に出現した機能的要素である自己情報の開示は、自分側の
情報を開示することによって自分の領域への侵入を許し、相手との距離をできるだけ
近くすることを目指す、ポジティブ・ポライトネス・ストラテジーとして機能してい
るともいえるだろう。京阪・首都圏ともにそうした自己情報をとくにプラス場面で用
いている点は共通するが、京阪では【評価場面】（評価が低い場面）でも見られた。次の
ようなものである。
　「りっぱな家建てたんやな　うらやましいわ」（京都府長岡京市）
一見すると心情を表明し自己情報を開示しているようにみえるが、調査文の前提は
友人の家（評価対象物）に対して肯定的評価は持っていないという場面だ。そのような
状況と相反するような「うらやましい」が、京阪に集中的に見受けられた。図1に「う
らやましい（方言形含む）」が出現した17地点を掲げる。そのうち13地点が関西方言
域または関西方言域と隣接する地域であ
り、とくに大阪・京都に顕著である。
一方、この「うらやましい」と類似する
表現「いい（良い）」は全国的に見受けら
れる。東北大調査の全国の回答853件の
うち、修飾語（「いい家」）として用いられ
る例が208件、述部（「新築はいいね」）に
出現する例が75件あった。どちらも評価
対象が「新築」「家」自体であり、新しい家
を建てた相手に対して「新しい家を建て
て、（君は）いいなあ」という例は見られ
なかった。このことから、「うらやましい」
と「いい（ね）」は類似するものの異なる役
割を持っているのではないかと考える。
「うらやましい」は自分を低くして相手
を高める意味が前面に出るためである。
こうした地域差を考える際、小林・澤村（2014）の言語的発想法 7）の視点が有効なの
ではないか。なかでも「失敗談の披露」等の自分を低める配慮が大阪に特徴的であると
いった指摘と、相手との序列を明示する「うらやましい」の出現地域の傾向は、同じ発
想法に基づくものといえるのかもしれない。

5.	 まとめ

本稿では東西2つの都市部（京阪・首都圏）における複数の言語行動場面を横断的
に観察した。傾向を（1）～（5）にまとめる。
（1）  改まり場面、相手に対して自分自身の価値判断を表明する場面（＝儀礼性と配慮

図1：	【評価場面】で「うらやましい」が出
現した地点
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性にかかわる場面）において、京阪・首都圏に同様の傾向が見られた。
（2）  自己情報の開示は、配慮のストラテジーとして機能する可能性がある。京阪では、

プラス場面だけではなく、マイナス場面においても見受けられた。
（3）  京阪のほうが回答された言語量が多く、東京は少ない。
（4）  京阪では、全般的に一定の型のようなものが見受けられたが、比較的それが多かっ

たのはマイナス場面である。
（5）  京阪では、とくにプラス場面において「問いかけ（積極的話題化）」「行動・心情・

恩恵（自己情報の開示）」「歌の催促（積極的関係作り）」などの機能的要素を用いて
いる。一方、東京ではそうした積極性は比較的目立たない。
このうち、配慮の用いられ方について（1）（2）をもとに今後の分析の方向性・見通
しが示せるのではないかと考えた。（1）については、公共性や価値判断の表明にかか
わる場面をさらに細分化することで、都市的な言語行動の詳細な記述が可能になるの
ではないかと考える。また、（2）については、本稿では京阪の「うらやましい」という自
己情報の開示（心情表明）が配慮の表現として機能している可能性を指摘したが、この
ほかにも、挨拶や表現形式といった比較的わかりやすい配慮の言語化だけでなく、一
見配慮に見えないものが配慮として機能している可能性もある。対友人の非改まり場
面で、都市部では相対的にこうした配慮が多用されていることも推測できる。このよ
うな明示的ではない配慮の要素が言語行動の都市性の一端を担っているともいえるの
ではないか。さらに多くの場面を対象に横断的に見ていく必要があるだろう。

注
1）あくまで広い意味での仮説にとどまる。熊谷（2021,p157）では、佐藤（2006）の「す
でにある程度分かっていることを土台（根拠）にして、まだよく分かっていないこと
について実際に調べてみて明らかにするための見通しとしての仮の答え（p.102）」
という「広い意味での仮説」について前置きしたうえで近畿の言語行動の特徴を提
示している。本稿もそのような立場をとりたい。

2）西尾（2012,p.85）では、都市性が高い地域として、京都、大阪、東京を挙げている。
3）このことは、西尾（2012）で指摘される「困窮」「負担評価」「負担描写」といった機能
的要素が都市性が低いところで出現率が高く、また、一つの場面において多種の機
能的要素を満遍なく使用するという傾向とも関連性のあると考える。

4）調査の方針・データの詳細は小林編（2021,pp.4-26）を参照されたい。調査時期は
2015年3月。通信調査法を用い、東北大学方言研究センターが実施した調査結果（42
項目（場面）の通信調査を実施し853件の回答を得た）を使用する。

5）京阪・首都圏の両データの数量的均衡性を考慮し、東北大調査では調査地点となっ
ていなかった品川区・中野区・港区・台東区で筆者が追加調査を実施した。また、
首都圏データにはこのほかに東京都に隣接する地点2地点（神奈川県横浜市・千葉
県市川市）も含めた。
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6）正確には「回答者」だが、発話と見立てた調査のため、発話者としておく。
7）小林・澤村（2014）では、言語化（口に出して言う、言葉で何かを伝える）、定型化（場
面に応じて一定の言い方をする）、分析化（表現を場面ごとに細かく言い分ける）、加
工化（間接的で手の込んだ表現を使う）、客観化（感情を抑制して客観的に話す）、配
慮化（配慮を言葉によって表現する）、演出化（会話の進行に気を配り、話を盛り上げ
る）といった言語的発想法に地域差が見いだされることを指摘する。
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