
宮城県角田市方言の言語地理学的研究
― ｢怠け者｣ を意味する語について―

二 階 堂 千 紘
１. 研究の目的

本稿では宮城県角田市方言について､ 語形の詳細な意味に注目した言語地

理学的分析を行うことを目的とする｡

W･A･グロータース1976では､ 日本における言語地理学への ｢個々の言語

現象を研究するだけでは方言圏または方言区画の発見はできない｣ という批

判に対する解答の一つとして､ 一現象ずつの地図を何枚も何枚も重ねていく

方法が挙げられている｡ 徳川宗賢1993では､ ｢現実に言語地図を作るに際し

ては､ ある種の座標を選び､ その意味の断面を各地で一定にしておいて､ そ

の断面を含むsignifieを有する単語を比較する以外に名案はない｣ として､

この考えをつきつめると､ 現実的かつ理想的な言語地図とは､ 意味に関して

aならaという薄い断面にのみ焦点を合わせた地図ということになるが､ そ

れではいかにも味気ないという不満を解消するために､ a断面を基準とした

地図のほかにb･c･d……などの断面を基準とした地図を何枚も重ね合わせ､

単語の地理的分布の立体構造を明らかにする方法が述べられている｡

このように､ 単語の意味を詳細に確認し立体構造を明らかにすることは従

来の言語地理学で研究が不十分な点として指摘されている｡ よって本研究で

は､ 言語の地理的分布を調査し､ 意味に着目した複数の言語地図を作成する

ことを試みた｡ 本稿では､ ｢怠け者｣ を意味する語について扱う｡

なお､ 本稿に示す地図はいずれもフリーソフトMANDARA１ を用いて作

成したものである｡

２. 調査の概要

調査地域には宮城県南部に位置する角田市を設定した｡ 角田市は､ 宮城県

だけでなく隣接する福島県の影響をも受ける地域である｡ 以前は隣接する伊

具郡丸森町と旧伊具郡を形成しており､ 角田市史編さん委員会編1986による

と､ 1954年､ 伊具郡北側の角田町､ 枝野村､ 藤尾村､ 東根村､ 桜村､ 北郷村､

西根村の１町６か村が合併し新角田町が発足､ 1958年に市制施行し角田市と

なった｡ 市の中央を阿武隈川が南北に貫流しており､ 東西は山地となってい
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る｡ 吉岡一男1968によると､ 旧伊具郡の中央を阿武隈川が流れていることは､

交通の便をなすとともに陸上交通の障害をもなしたと見られている｡

特に角田市を扱った先行研究としては､ 宮城県角田女子高等学校郵便友の

会1960があり､ 現在の角田市・丸森町を対象に58項目の語彙について言語地

図が作成されている｡ 武田拓編2015では､ 伊具郡方言の動態を探ることなど

の目的のため､ 宮城県角田女子高等学校郵便友の会1960とほぼ同じ条件で追

跡調査がなされている｡ 調査法や項目等について多少の修正はされたが､ 対

象を70歳前後の女性とし､ 角田市・丸森町における約50年後の実時間変化を

探ることを可能にしている｡ また､ 角田市方言は二階堂千紘2014でも対象に

している｡

本研究の調査対象地点は2011年に角田小学校に統合された小田を含む旧小

学校学区とし､ 角田､ 横倉､ 小田､ 西根､ 北郷､ 桜､ 東根､ 藤尾､ 枝野の９

地区を設定した２｡ 対象は､ これら９地区出身・在住の65歳以上の男女とし､

筆者の縁者が確保できる東根地区を除き､ 各自治センターに男女１名ずつイ

ンフォーマントの紹介を依頼した｡ 地区外に移動していないことを原則とす

るが､ 横倉の女性２名に関してはそれぞれ隣接する地区から言語形成期以降

の移動がみられたため､ 本稿では出身地区のおおよその位置をプロットして

いる｡ また､ 東根女性に関しては僅かながら地区内の移動があり､ 現住所は

東根男性と同じであるため､ 地点情報をずらす意図で生家のおおよその位置

をプロットしている｡

調査に関しては､ 2014年調査の後､ 追加・確認事項が新たに出てきたため､

2015年は前年のインフォーマントを対象として追加調査を行った３｡ 本稿で

は2015年の14名の結果を扱う｡ 各回ともインフォーマントは１回の調査につ

き原則１名ずつとした４｡ 面接調査は筆者のみ (角田地区出身) で行ったた

め､ 調査者による誤差のない等質なデータとなっている｡

調査時期は第１回 (2014年10月上旬～11月中旬)､ 第２回 (2015年７月下

旬～８月下旬)､ 面接調査の対象者は図１の通りとなっている｡
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２ 角田市史編さん委員会編1986によると､ 角田市のうち､ 小田地区のみ舘矢間村 (現丸森町)
から分離し､ 1928年､ 社会経済的に密接な結びつきを持っていた角田町 (現角田市) へ合併し
た経緯がある｡ また､ 横倉小学校が角田小学校横倉分校から1974年に独立開校となるなど､ 横
倉は人口が増えた地区である｡ 小田・横倉は ｢角田｣ として扱われることも多いが､ このよう
な歴史的経緯もあるため､ 本研究では横倉・小田を含む９地区を設定している｡
３ 都合により2014年対象者の全員を調査することはできなかった｡
４ 横倉の女性に関しては調査を２名で行いたいという希望があったため､ 両者の結果を扱うこ
ととした｡ また､ インフォーマントのご家族が同席するケースもあった｡



３. ｢怠け者｣ を意味する語の分布について

角田市の高年層においては､ ｢怠け者｣ を意味する語形としてナマダラ､

タレカ､ ヤミスケ・ヤミゾー､ カバネヤミ・カラダヤミなどが使用されてい

る｡ はたしてこれらの語は､ それぞれが全く同じ状態を指すのだろうか｡ そ

れとも､ 異なる状態を指すのだろうか｡ また､ 地域によって使用する語形や

各語形が意味する状態に違いはあるのだろうか｡

これらのことを明らかにするために､ 2014年調査ではそれぞれの語形を使

うかどうか確認し､ その違いについて自由に回答を得た｡ それを受けて､

2015年調査では問題となりそうな要素を質問項目に盛り込み､ 改めて話者に

使用を確認するとともに､ 提示した複数の場面・状況において､ ナマダラ､

タレカ､ ヤミスケ・ヤミゾーの語形を使えるかどうかを確認した｡ 本稿で扱

う項目は以下の通りである｡

N110.仕事をしたがらない ｢怠け者｣ のことをどう言いますか？

N101.次の場面では､ どれを使いますか｡

a. ｢仕事を全くせずだらだらして過ごしている｣ 人

b. ｢仕事をたまにはするが､ あまりせずだらだらして過ごしている｣ 人

― 11 ―

��
��������

��
��������

��
��������

��
		

������

��
		

������

��
��������

��
������

��
������

��
		

����

��
��������

��
��������

��
��������

��
��������

��
����������

��������

������
�� ��

������

図１ 角田市の位置・地点図

阿武隈川
阿武隈急行線



c. ｢共同作業でみんなが仕事をしているときに行かない｣ 人

d. ｢共同作業でみんなが仕事をしているときに､ 一人だけ楽な作業をし

ようとする｣ 人

e. ｢頼まれた仕事をしていないのにしたふりをする｣ 人

また､ 関連項目として設定したもののうち､ 本稿では以下を扱う｡

N102.みんなが並んでいる列に割り込みをする人をタレカといいますか｡

N103.ゲームで人を出し抜いて勝つ人をタレカといいますか｡

N105.カラダヤミやカバネヤミという言葉を聞いたことがありますか｡

N105 3.それは､ 怠けているという意味ですか｡ それとも､ 具合が悪いと

いう意味ですか｡

はじめに､ ｢怠け者のことを何といいますか｣ と聞いて､ 誘導による回答

をも含めたものが図２ ｢怠け者｣ であり､ 複数の語形が全域で使用されてい

ることが分かる｡
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図２ N110.怠け者



また､ 調査者側から意味を限定した場合の結果を示す｡ ｢仕事を全くせず

だらだらして過ごしている人｣ ｢仕事をたまにはするが､ あまりせずだらだ

らして過ごしている人｣ という場合は図３､ 図４のような結果になり､ 図２

｢怠け者｣ と比較するとタレカが減り､ ナマダラ､ ヤミスケ・ヤミゾーが主

となっている｡ 図３と図４は ｢全く仕事をしない｣ のか ｢少しはする｣ のか

の違いを聞いたものだが､ 図３ ｢全くしない｣ 場合と比較すると図４ ｢たま

にはする｣ 場合でタレカがやや増えている程度でほとんど差はなかった５｡
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図３ N101a.仕事を全くせずだらだらして過ごしている人

５ 2014年調査の際､ ｢全くしない｣ 場合と ｢少しはする｣ 場合とで使い分けがあると回答した話
者が複数いたため設定したが､ 2015年調査では目立った違いが出なかった｡



次に､ 図５､ 図６は､ 共同作業を想定した場面である｡ ここでの共同作業

とは主に地域全体での活動を指し､ 2014年調査でも具体例として挙がった場

面である６｡ 共同作業の場面ではない図３､ 図４と比較すると､ 図５､ 図６

ではタレカの使用が目立つ｡

また､ 図７ ｢頼まれた仕事をしていないのにしたふりをする人｣ も､ 図５､

図６と同様にタレカの使用が目立つ｡
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図４ N101b.仕事をたまにはするが､ あまりせずだらだらして過ごしている人

６ 具体的には江刈り (えがり) や江払い (えはらい)､ 草むしりといった地域の共同作業を想定
する話者が多かったが､ 地域の作業に限らない場合もみられた｡ なお､ 江刈り・江払いとはど
ちらも水路の掃除のことで､ 角田市の共同作業の際に市内で使用されている語形である｡ 筆者
の理解では､ 江払いは､ �春､ 田んぼに水を入れる前に行う､ �用排水路の土砂やごみを掃除
する作業を､ 江刈りは､ �夏に行う､ �用排水路周辺の草刈作業を指す｡
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図５ N101c.共同作業にそもそも行かない人

図６ N101d.共同作業で一人だけ楽な作業をしようとする人



これらの結果や､ 話者の内省７ から､ タレカはナマダラ､ ヤミスケ・ヤミ

ゾーとは異なる意味を持っていることが考えられる｡ ここでタレカに関して､

仕事をしない相手に対して ｢ずるい｣ という価値判断があったことに注目し

たい｡

図３､ 図４と比べ､ 共同作業の場面にかかわる図５､ 図６ではタレカの使

用が目立った｡ 図３､ 図４と図５､ 図６の違いとして指摘できるのは､ 代わ

りの人の有無だろう｡ すなわち､ 特定の人がしないと､ 他の人が代わりにそ

の仕事をすることになると想定される場合 (図５､ 図６) は､ 仕事をしない

相手に対して ｢狡猾である｣ という感情や価値判断を伴うためタレカが使用

されやすいが､ どのみちその人がしなければならない (図３､ 図４) のであ

れば､ 先延ばしにするのは自己責任である｡ そのため､ とくに仮病や法事な

どと嘘をつき地域の共同作業に出ない場面においてタレカが使用されやすい

ようだ｡ なお､ 話者から得られたタレカの用例では､ 自分のことでなく他者

を話題にする場面ばかりが見うけられた｡ この点も､ ナマダラやヤミスケと
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図７ N101e.頼まれた仕事をしていないのにしたふりをする人

７ たとえば ｢ナマダラでヤミスケだ｣ ｢ヤミスケしてナマダラした｣ などという例は話者からは
聞かれなかったが､ ｢タレカでナマダラだ｣ という用例があったことから､ 少なくともその話者
にとって並列するだけの意味があると考えられる｡



比べると､ 他者の存在が影響しやすいからだと考えられる｡

次に､ ｢怠け者｣ からやや離れて､ ｢狡猾である｣ と思える場面を提示し､

タレカが当てはまるかどうか聞いた結果について述べる｡ これは､ ｢タレカ

はずるいということだ｣ という話者の内省をふまえ､ どの程度までタレカが

使用できるのか検証する目的で設定した｡

図８ ｢みんなが並んでいる列に割り込みをする人をタレカというか｣ と図

９ ｢ゲームで人を出し抜いて勝つ人をタレカというか｣ はそれぞれの場面で

タレカが使えるか確認したもので､ 両者はほとんど同じ結果となっている｡

このとき､ 両者はどちらも ｢狡猾である｣ という評価を伴っているものの､

前者と比較すると後者はより ｢狡猾さ｣ に特化していると言える｡ つまり､

前者が ｢みんなが並んでいる列にきちんと並ぶことを面倒がる (怠ける)｣

という要素を含むのに対し､ 後者は ｢怠け者｣ という要素とは無関係な場面

設定となっているが､ いずれも一定の使用がみられた８｡
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８ ｢怠け者｣ から離れた場面に関連して､ たとえば ｢家の草むしりを､ 外から見えやすいとこ
ろだけすませる場合｣ などのように､ 特にタレカの使用が多いと予想していた場面設定におい
て､ ｢それは要領がいいということだ｣ という内省があった｡ ｢狡猾さ｣ は突き詰めてしまうと
｢(休んだり適度に仕事をするための) ある種の要領の良さ｣ とも繋がり､ ｢怠け者｣ というイメー
ジからは離れる可能性がある｡

図８ N102.みんなが並んでいる列に割り込みをする人をタレカというか



次に､ カバネヤミ・カラダヤミについて述べる｡ 使用が少ないため､ 2015

年調査においては必ず確認する語には含めなかったが､ 怠け者には大いに関

係する項目である｡

カバネヤミ・カラダヤミについては､ 本当に具合が悪い人を指す場合と､

具合が悪いことにして休む場合､ 体を動かしたくない ｢怠け者｣ としての意

味で使われる場合が考えられる｡ 具合が悪い場合でも､ 病気の場合から､ 身

体に痛むところがあるため動きたくないという場合まで､ 程度はさまざまの

ようだ｡

ここでは､ はじめにカバネヤミ・カラダヤミを聞いたことがあるか確認し､

それらの語が怠け者を指すのか､ 具合が悪い人を指すのか聞いた｡ 結果は図

10､ 図11のようになっており､ カバネヤミがほとんど使用されていない一方､

カラダヤミは一定数の使用が見られる｡ 両者の意味については図12の通り､

比較的北部に ｢怠けている｣､ 南部に ｢具合が悪い｣ が見られた｡ 特にカバ

ネヤミについてはほぼ理解語としてのみ分布しているため､ 今後さらに衰退

することが予想される｡
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図９ N103.ゲームで人を出し抜いて勝つ人をタレカというか
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図10 N105.カバネヤミという言葉を聞いたことがあるか

図11 N105.カラダヤミという言葉を聞いたことがあるか



４. ｢怠け者｣ を意味する語についてのまとめ

ナマダラ､ ヤミゾー・ヤミスケは､ 市内全域での使用が確認された｡ なお､

ヤミゾー・ヤミスケは男性の人名由来の語であると考えられるが､ 使用に男

女差はなく､ ｢ヤミスケだ｣ ｢ヤミスケして｣ などのような形で使用されてい

る｡

また､ タレカはナマダラ､ ヤミスケ・ヤミゾーとは異なる意味を持ってい

ることが考えられる｡ 異なる意味とは､ 他者への ｢狡猾である｣ という価値

判断である｡ さらに､ 怠け者からやや離れて､ ｢狡猾である｣ と思える場面

を提示した項目でも一定の使用がみられており､ タレカは ｢怠ける｣ という

要素のみならず､ ｢狡猾である｣ という意味でも使用される地域がある語形

であるといえる｡

カバネヤミ・カラダヤミについて､ カバネヤミが理解語にとどまっている

一方で､ カラダヤミは一定数の使用が見られた｡ また､ 角田市では ｢具合が

悪い人｣ に対しても使用され､ 意味の分布を確認したところ､ 比較的市内北

部に ｢怠けている｣､ 南部に ｢具合が悪い｣ という回答が見られ､ 意味の変

化が地理的な分布としてあらわれている可能性がある｡ カバネヤミは ｢世代

が上の人が使っていたのを聞いたことがある｣ などの内省が複数得られたこ
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図12 N105.カバネヤミ・カラダヤミの意味



とから､ 当地域においても今後さらに衰退することが予想される｡

本稿は宮城県角田市という狭い範囲を対象とし､ ｢怠け者｣ に関わる語形

の意味を詳細に確認していく試みであった｡ １.研究の目的で示したように､

単語の地理的分布の立体構造を明らかにすることは従来課題とされてきた点

である｡ 本稿においては､ 詳細な意味に着目して質問を細分化し､ 徳川宗賢

1993で述べられているようにa･b･c･d……といった複数の断面を設定して調

査をすることで､ 図２のような従来の質問だけではとらえられなかった有意

味な分布を示すことができたと考える｡

なお､ ｢怠け者｣ について､ 東北地方で細かい意味の違いについてまとめ

られた研究は見うけられないため､ 他の地域で､ たとえばナマダラやタレカ､

ヤミスケ・ヤミゾーのような語が角田市と同じ意味で使用されているのか､

あるいは異なる意味を表しているのかについては､ 今後検討が必要である｡
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