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１．はじめに

　人間は社会的な動物であり、言語は彼らが活動する

社会の中で情報を伝えるだけでなく、他人とのつなが

りを持ち、それを保つための手段とも言える。従って、

対話では相手と自分を規定する呼称を意識する必要が

ある。つまり、相手を呼ぶことから意志伝達の始まり

であると見られるが、これは相手を呼ぶことで相手の

注意を喚起させ、自分の意志を確実に伝えることがで

きるからである。(・・・1997) このように、呼称は相
手との関係を決定する重要な役割を持つ。

　韓氷玉（2006）では、「呼称は相手の社会的身分や

地位、性別、年齢、家族関係、職業の階層、取引上の

地位、人種あるいは親密度などを考慮して選択される

ので、階層構造において使用される正しい呼称を選択

するということは決して容易なことではなく、コミュ

ニケーションにおいて微妙な影響を及ぼす場合が多

い」としている。また、「このような呼称は大きく親

族関係を表す親族名称（kinship terms）と非親族名称
の語彙形式を通じて現れる。非親族名称には人称代名

詞、個人名、身分名、職名などが挙げられる。このよ

うに多様な呼称の表現は場面と状況によって異なり、

待遇関係を考慮して選択され、実際の言語生活におい

て対話形式を通して成り立っている。また、人称代名

詞を使わず、相手に相応しい親族名称や職位を使用す

る場合が多いが、これは話し手中心に目上の人、目下

の人、同僚、先輩、後輩などの人間関係を考慮して呼

称を選択することである」と述べられている。

　本研究では、現在の日本映画やドラマを研究対象と
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し、日本語母語話者が実際に日常生活の中で使ってい

る呼称と呼びかけを調査・分析し、いろいろな場面と

状況においての呼称と呼びかけの使用を明らかにする

ことを目的とする。

２．先行研究

　日本語の呼称に関する先行研究では国広哲弥、今村

洋美を挙げられる。国広哲弥（1990）では、呼称の

類型を固有名詞、代名詞、親族名称、称号、接尾詞、

職業名などに分類し、今村洋美（1996）では、呼び

かけ表現を代名詞による呼び方、動詞形に表された呼

び方、名詞による呼び方を大きく三つに分け、その中

で名詞による呼び方をもっと細分化した。これに対し

て、洪珉杓（1997、2001、2003）では、社会言語学

的側面において、韓日両国人の父母呼称、大学生の呼

称の使用、職場内での呼称の使用について実態調査を

行い、それを基にして韓国語と日本語の呼称の違いを

研究した。

３．呼称と呼びかけ

３．１　呼称とは

　呼称の辞書的意味としては、「①呼びとなえること。

名づけること。②呼び名、名前」のように定義されて

いる。（『広辞苑国語辞典第五版』：ｐ965）

　韓氷玉（2006）は、呼称を話し手が話し相手と対話

をしている間に、その話し相手を指したり、または対

話の場にはいないが、対話に登場する第三者を指して

話し手が使う単語であると定義した。

要　　約

我々は他人と言語生活を営みながら対話の相手をどんな形とでも呼び、話をする。ある時は対話の始めに相手を呼ぶ言葉が省略され

る場合もあるが、大部分の談話には相手に対しての適切な呼称を駆使して情報を伝え、自分自身もまた相手から多様な形で呼ばれる。

呼称というのは「人と人との関係によって対象人物を呼ぶのに使う言葉」といった （1995:26）の定義どおり、言語を通しての人

との関係の中には必然的に話し相手を呼ぶ呼称が存在している。これは、社会言語学的面で呼称が談話において占める機能は対話の相

手を明確に限定し、対話参加者間の社会的な関係を規定して呼称以後に現れる発話の内容と格式を決めてくれる点で、意思疎通の重要

な役割を持つ。不適切な呼称を使った意思疎通は呼称そのものが持っている社会普遍的な意味により聞き手に不快感を与えることもあ

り、その結果、話し手が聞き手に伝えようとする情報の効率性を確保できないことはもちろん、断絶される恐れもある。よって、本研

究ではある特定な言語社会においてどんな時、どんな状況において、人は他人を呼ぶ時、どんな言葉で呼びかけているのかについて実

証的に研究していく。

【キーワード】
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　国広哲弥（1990）によると、「呼称」という名称は

英語の「address form[term]」の訳語として導入された
ものと考えられ、話し相手に直接呼びかけたり、言及

したりする語と解釈されるという。また、「話題にさ

れる第三者を指すのに用いる語」を「言及称」（reference 
form[term]）と言って、「呼称」と区別している。さら
に、概念として「話し手自身に言及すること」を「自

称」、「聞き手に呼びかけたり言及すること」を「呼称」、

「その他の人や物に言及すること」を「他称」として

定義し、呼称の種類としては固有名詞、代名詞、親族

名称、称号（Mr、Ms、Drなど）、接尾詞（さん、君
など）、職業名、職階名などに分類した。

⑴　お父さん、お母さん

 （呼称、言及語両方用いられる）
⑵　父、母

 （言及語にしか用いられない）

 自称 自称語

　　・人称語 呼称 呼称語

 他称 他称語

図１　国広哲弥氏の人称表現の体系

　なお、鈴木孝夫（1973）の『ことばと文化』によ

れば、話し手が自分自身に言及する全てのことばの総

称を「自称詞」、相手に言及することばの総称を「対

称詞」に分けた。さらに、その「対称詞」を「呼称

語」として呼格的用法（vocative use）と代名詞的用
法（pronominal use）とに分けている。つまり、「対
称詞」は話し相手を呼びかけの対象として扱う場

合（address）と話の中の話題人物として扱う場合
（reference）とに分けられるということである。
⑴　お母さん！（呼格的用法）

⑵　お母さんなんてきらい。（代名詞的用法）

 自称詞

　・人称語 対称詞　　・呼格的用法

 他称詞　　・代名詞的用法

図２　鈴木孝夫氏の人称表現の体系

３．２　呼びかけとは

　呼びかけの辞書的意味としては、「①声をかけて呼

ぶ。②主張を述べて、賛同を求めたり行動を促したり

する。言葉で人に働きかけて誘う。」のように定義さ

れている。（『広辞苑国語辞典第五版』：ｐ2761）『日

本語教育事典』では話者が相手の注意を自分に向けさ

せるために語を発する場合の表現であると定義してい

る。呼びかける相手は複数の時もあり、話者を基準と

して目上、同輩、目下、親疎と、それぞれ違った表現

を用いる。

⑴　相手の名前、あるいは、それに類する語を用いる。

①佐藤さん、山田君、山本、みのる、マーちゃん、小

林先生

②先生、社長（さん）、課長（さん）、お客さん、奥さ

ん、学生さん、お父さん、坊ちゃん

③あなた、君、お前、皆様（さん）、諸君

⑵　あいさつ語を用いる。

　「こんにちは」、「いらっしゃいませ」

⑶　感動詞を用いる。

　もし、もしもし、あの、あのう、ちょっと、ねえ、

あのねえ、よう、おい、おーい、こら、これ、やい

⑷　⑴に終助詞（及び、終助詞相当）を付けて用いる。

　ポチや、太郎よ、よっちゃンたら、あなたってば

３．３　呼びかけ表現　

今村洋美（1996）では、呼びかけ表現を代名詞によ

る呼び方（Pronouns of Address）、動詞形に表された呼
び方（Verb forms of Address）、名詞による呼び方（Nouns 
of Address）を大きく三つに分け、その中で名詞によ
る呼び方をもっと細分化した。

⑴　代名詞による呼び方

　２人称代名詞のことを指し、「あなた」「きみ」「お

まえ」「きさま」「てめえ」などがある。

⑵　動詞形に表された呼び方

　動詞だけが相手を指して（呼びかけて）いる場合が

ある。「どこへ行くの？」「来なさい！」などがその例

であり、「おいで」「いらっしゃい」「来い」などのよ

うに、相手によって動詞の形が使い分けられている。

⑶　名詞による呼び方

　３種類の呼び方の中で、名詞による呼び方が、最も

一般的で頻繁に使われる形である。

①個人名（Personal Names）：呼び方の基本となるも

ので、「山田太郎」「花子」などがある。

②親族用語名（Kinship Terms）：血縁関係や親族関係

を表す呼び方で、「お父さん」「お姉ちゃん」「お婆

さん」「お爺さん」などがある。

③敬称（Mr/Ms forms）：人名や官職名の下について敬

意を表す呼び方で、「さん」「さま」「くん」「ちゃん」

などがある。
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④称号（Titles）：呼び名。名称。多く、一定の身分・

資格を示すものにいう表現で、「先生」「部長」「市長」

「店長」などがある。

⑤職業名（Occupational Terms）： 職業名そのものを
代用して呼ぶ名称で、「電気屋（さん）」「運転手（さ

ん）」「駅員（さん）」などがある。

⑥愛称（Nicknames）：１）「だいちゃん」「ようちゃん」

のように、個人名の一部を略したり変化させた呼び

名（＝略称）。２）「（お）殿様」「夏みかん」「スマ

イル」のように、その人の特徴をとらえて付けた呼

び名（＝あだ名）。

⑦愛情の呼びかけ（Forms of Endearment）：英語の

honey、darling、dearなど、夫婦、恋人、親子、兄弟
姉妹など親しい間で使われる。日本語では、社会

的・文化的背景からか、これに当たる呼び方はほと

んど見当たらないが、しいて言えば、「ねえ」や「ね

え、あなた」が代用される。

⑧Sir、Ma’ amと「だんな」「奥さん」：見知らぬ人や

店のお客などに対して呼びかけるときに使われる。

⑨（Your）Excellencyと「閣下」：皇族、大使、大臣、

総督、僧正など、身分の高い人に対して用いられる。

⑩人間関係を表す：「友達」「同僚」「先輩」「お隣さん」

などがある。これは、必ずしも実際の関係を表すと

は限らず、時には見知らぬ人に対して使われること

もある。

⑪親族名の応用語：有名人の息子のことを「長島ジュ

ニア」などと呼ぶこともあるが、これは言語によっ

ては、相手の個人名を使うのを避けるためである。

表１　まとめ

区
分 呼　　称 呼びかけ 言 及 称

概

念

自称　話し手自身に言及すること
（私、ぼくなど）

話し相手に直接
呼びかけたり、言
及したりする語

対称
①呼格的用法
②代名詞的用法
例）父（O）

 先生（O）
 お母さん
　（O）など

話者が相手の注意
を自分に向けさせ
るために語を発す
る場合の表現
対称
呼格的用法

例）父（X）
 先生（O）
 お母さん

　（O）など

話題にされる第三
者を指すのに用い
る語

対称
代名詞的用法

例）父（O）
 先生（O）
 お母さん
　（O）など

他称　他の人や物に言及すること
例）こいつ、その人、彼、彼女など

種　

類

①固有名詞、代名詞、称号、親族名
称、 接尾詞、職業名、職階名など

②代名詞、動詞形、名詞による呼
び方など

４．研究計画/方法

　本研究は、国広哲弥と鈴木孝夫が定義した話し相手

に直接呼びかけたり、言及したりする語としての「呼

称」と話題にされる第三者を指すのに用いる語の「言

及称」を取り上げ、日本映画やドラマを通して日本語

母語話者が実生活において、どんな呼称を使って呼び

かけているのかをベースにし、アンケートを行う。ま

た、その中に呼称と呼びかけが意味の上から重なるも

のと重ならないものについて見ていく。例えば、上記

のように、「お父さん・お母さん」は呼称（呼びかけ）

にも、言及語にも用いられるが、「父・母」は言及語

にしか用いられない。また、自分の弟を呼ぶ時は名前

で呼んだり、愛称で呼んだりするのに、「弟」とは呼

ばない例など、日本語母語話者の呼称の使用実態を調

査・分析して呼称と呼びかけの相関関係について考察

していく。また、この調査内容を韓国語と比較をしな

がら整理することは今後の課題とする。

５．今後の課題

①先行研究をさらに調べ、もっと深く知る。

②調査方法について、親族（家族）、夫婦間、職場

内など、研究の対象を絞って調査する。

③アンケート調査時、質問項目はどのようにすれば

よいのか。
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