
『徹子の部屋』コンサートにおける東北観

熊谷 滋子

1.はじめに

テレビなどの街頭インタビューなどを聞く限り、特に若者たちは、日本のど

の地域にあっても共通語を不自由なくしやべることができるようになってき

た。私の出身地である東北方言地域の、最近の中学生などのことばがテレビか

ら聞こえてくるたびに、あまりの共通語ぶりに拍子抜けするほどである。

共通語が浸透し、方言しかわからない人、使えない人が確実に少数になって

きている。そのため、方言が希少価値をもち、逆に方言への思い入れや、商品

としての利用価値が高まり、方言を利用した娯楽番組なども作成されるように

なってきている。では、この状況は、社会的にどのような意味をもつているの

だろう力、

そのことを知るために、ズーズー弁として、どちらかというとこれまで蔑ま

されてきた東北方言が、最近はどのように扱われているのか、テレビの トーク

番組を具体例に考察し、さらにそこでの東北のイメージがどう語られているか

を探っていきたい。幸い、この考察に適した番組『徹子の部屋』に巡りあえた。

しかし、結論からいうと、期待したほど、東北方言のイメージ、東北のイメー

ジがよくなつているようにはみえず、商業活動上の娯楽のための言語資源とし

て使われているにすぎないといえよう。

2。 東北方言のイメージ

メディアにおいて、共通語との対比で用いられる東北方言はある一定のイメ

ージを伴つている。これまでも、方言イメージに関して、社会言語学的な調査

が行われてきてお り、東北方言は、「聞き取 りにくい」「重苦しい」「きたない」

などのイメージがある0。 全体的なイメージとして特にまとめられているもの

はないが、東北地方のイメージが反映されたものがそのまま東北方言のイメー

ジになつている。ズバ リ、「田舎」である。「田舎」というのは、近代化が遅れ
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ているという含みがあり、マイナスイメージがある。東京などの都会で、東北

方言を使 うと、ズーズー弁だと笑われた経験談が多々ある。なぜ、笑われるの

か、それは、都会のイメージと対極にある「田舎」というイメージ、「田舎者」

のことばとされているからである。さらに、工業化が遅れているということか

ら、農村というイメージが強調され、土のついた野良着に代表される「汚い」

というイメージがつくられている。また、働き盛りの人たちが生計のために都

会に出払ってしまっているため、「年寄り」しかいないというイメージもある。

もちろん、温かみがある、情緒があるなどのプラスイメージもあるにはあるが、

それはあくまでも都会の忙しい生活を癒してくれるといった範囲でのイメー

ジにすぎない。

これらのイメージは、たとえば、山形出身の作家、井上ひさしが小説『吉里

吉里人』で、東北方言を「肥臭い言葉」(p.78)と 表現したり、それを「肥溜に

捨てるんだな」(p.77)と も言わせている。さらに、同書で、いしだあゆみの歌

『ブルーライ ト・ ヨコハマ』を吉里吉里語に翻訳し、そこから「手拭いであね

さんかぶりにし、木綿の着物にもんぺをはき、田ん圃の畔道を肥桶担いで歩い

て行くいしだあゆみのおばこ姿」(p.244)が イメージできるとしている。また、

彼は、エッセイの中で、大学入学のため「上京」したが、ことばがうまく伝わ

らず、吃音症になってしまったことを告白している。「東京ではおれは田舎者

だ、だから訛 のある言葉を笑われやしないか。訛ばかりではなく歩き方、坐

り方、笑い方、すべて田舎風なのではないか」と悶々と悩んだことを吐露して

いる(2)。 井上ひさしがとりたてて自意識過剰だったとは思えない。東北出身者

は上京すると、多かれ少なかれこのような気持ちを抱いたことがあるのではな

いかと推測できる。ジェンダー視点からいえば、女性にはさらなるプレッシャ

ーがかかる。比較的性差の少ない東北方言は、女版標準語である「女ことば」

と比較されるため、いっそう汚く響くようだ。

このようなイメージは、『徹子の部屋』の「東北弁 トーク」においても、陰

に陽に、表現されているのではないかとみている。都会の洗練されたイメージ

とは対極にある「田舎者」「汚い」といったダサいイメージである。
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3.『徹子の部屋』35周年スペシャルコンサー ト

人気番組『徹子の部屋』は、1976年から始まり、現在でも放送されている長

寿番組である。周知のように、月曜から金曜までの毎日、ゲス トを迎え、黒柳

徹子がホス トとなり、トークする。本稿で分析するのは、その番組が35周年を

記念して開催した、スペシャルコンサー ト2回分である (本稿では、テレビで

放送された年で言及し、2010年、2011年 とする)③。コンサー トは、それぞれ

2時間程度で、2010年は5人、2011年は4人と2組の著名なゲス トを招き、ま

ずゲストが歌や演奏をし、その後、黒柳とトークをする (各ゲス トの持ち時間

は17分程度で、うちトークの時間は5～ 7分)(4)。

今回取り上げるのは、2回 ともゲストとして招かれている加山雄三との「東

北弁 トーク」のコーナーである (ト ーク時間は、2010年 7分、2011年 5分)。

ちなみに、黒柳徹子は、1933年東京生まれで、司会者、俳優、タレントなど幅

広い芸能活動をしている。加山雄三は、1937年神奈川生まれで、俳優や歌手と

してよく知られており、二人とも、高度経済成長期にデビューし、大スターと

なり、今日に至つている。また、当時としては大学に行けるほどの恵まれた階

層にあり、共通話地域に生まれ育っている。東北方言との接点としては、黒柳

の場合は、第二次世界大戦中に青森に疎開していたことがあることが考えられ

る。カロ山の場合は、父である往年の名優上原謙が役柄の幅を広げるために東北

方言を学んでいたことがある (2011年 の トークで話題)た め、息子として何ら

かの影響があったものと思われる。ちなみに、今回この トークを分析するのは、

黒柳や加山個人を非難することにあるのではなく、彼らの トークからにじみ出

てくるものが、今日の日本における典型的な東北方言観、東北観を示している

と思われ、このことを考察するためであることをお断りしておきたい。

4.「東北弁 トーク」における東北方言の特徴

まず、言語特徴をみていく。ただし、本稿は東北方言の特徴を体系的に記述

するようなものではなく、あくまで二人が用いていた東北方言の特徴をかれら

の トークにそくして明らかにすることにある。

はじめに全体としてのイメージを伝えておけば、黒柳に比べ、加山の方が流
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暢に、しかも一貫して東北方言を用いている。

語彙については、二人ともあまり知らないのか、知っていても観客が分から

ないと判断し使わなかったのかのいずれかであるが、東北方言に特有のものは

使われていない。また、アクセントやイントネーションについては、東北方言

は、杉藤 (1997)に よると、東京アクセントか無アクセント (宮城と福島)地

域に属しているが、特に、黒柳のそれは、以下にあげるように、変に高かった

り、大声だったりするなど、不自然なものがあり、気になった。

例 :お坐 な二 くった  (お前、何食った?)

かい―だ      (か ゆい)

(下線は、ピッチが高い部分)

トークで東北方言の特徴が現れているのは、主に音と文法レベルである。音

のレベルでは、まず、語間、語中の力、夕行音の有声音化がある (あだま (頭 )、

ほんどに (本当に)。 以下、カッコ内は使用された例である)。 次に、中舌母音

化があげられる (はなす (話 )、 あたす (あたし)、 ぬがい (苦い))。 さらに、

日蓋化 (ちいてたら (聞いてたら))や二重母音の長母音化 (おもしれ― (面

白い)、 はえ― (速い))な どがある。いずれも東北方言の特徴をつかんでいる。

特に加山は上手である。

文法レベルでは、よく知られた、方向を示す「さ」の使用がある (紙 さ書く、

腹さくる)。 さらに、加山はこの用法を主語 (つゆさこばれる、寝る暇さない)

や目的語 (親指さつっこんで、水さかぶる)にも拡大して用いている。次に、

推量・勧誘・意志を示す助動詞 「べ」が用いられている (い ぐべ (行 こう))。

これについては、黒柳も使用していて、東北方言でも分かりやすい例に属する

特徴であろう。さらに、加山は動作者やその人数を示す 「して」(青森まで行

ぎましょうよ、二人して (二人で))や、目的語を示す 「ば」 (蛇口ばひねる)

などを用いている。黒柳はどちらかといえば、関東方言や中部方言に特徴的な、

断定を示す 「だ」 (かい―だ (かゆい))な どを用いている。この点について、

これは、黒柳に限ったことではなく、メディアで広く一般に浸透した発想であ

り、 ドラマなどで田舎の農民たちが、よく「するだ」「やるだ」などと話して

いることがあるが、これが、「農民=東北」という発想に結びつき、東北方言
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がこのような特徴を強くもっていると勘違いされているようだ(5)。 全体として、

ホス トの黒柳は、ゲス トに多く話してもらう役割としての計らいがあってか、

東北方言は主に加山が中心に使用・展開している。しかし、時には トーク中、

二人ともくだけた共通話を不自然なアクセントや大声で話しており、聞きよう

によつては、乱暴な話し方が東北方言の特徴であるというイメージがもたれる

不安があった。

5。 使用言語のゆれ

このコーナーは「東北弁 トーク」とされているが、時に共通話も混用される。

ここではそのゆれに注目することで話し手の気持ちを探る。

5.1 黒柳のゆれ

黒柳は、他のゲス トとの トークでは、(丁寧な)共通話や 「女ことば」でス

トレー トな心情を語っている。加山との トークでは、①東北方言、②くだけた

共通語、③丁寧な共通話 。「女ことば」の 3種類を用いており、繰り返しにな

るが、黒柳の「方言」は主にアクセントやイントネーションに込められる程度

で、多くはくだけた共通語 (く った (食べた))を頻用している。黒柳にとつ

て、東北方言はくだけた共通語といった印象に近いのかもしれない。

特に、彼女が方言を用いようとするときは、対話の口火を切ろうとするとき

(東北弁がいんでね―がって)、 また、聞くものを笑わせるような東北方言と関

わりがある面白いコメントをするとき (おめ―はぐちゃぐちやだからい―んで

ね―の)、 あるいは、加山が共通語で話しかけてきたとき (お どろくべ6)(驚

いたでしょう))な どである。また、2011年のトークで、絵を描くことが好き

な加山が波の描き方を話題にしたとき、それに応答していく黒柳がたまたまか、

「残像」という単語を「じゃんぞう」と発音してしまう場面がある。その発音

を加山が訂正しようとするのだが、黒柳は「東北弁ではじゃんぞうと、、、」と

対応する。その直前まで黒柳は共通語で話していたため、とっさに東北方言に

なったとは思えず、機転をきかせたコメントをしようとしたと思われる(7)。

黒柳は、丁寧な共通語や「女ことば」を、加山をめぐる情報を会場にいる観
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客に紹介したり、観客に語 りかけたりする時に用いている (「冷たい水をかぶ

るって、本当なの ?」 「聞いて、聞いて、皆さん、これが大事よ」)。

まとめると、黒柳の東北方言はピンポイントでアリバイ的に用いるもので、

面白いコメントをしたり、その場の雰囲気を盛り上げるために用いる程度であ

り、むしろ、くだけた共通語を乱暴な話し方で (大声で)頻用し、観客に向か

っては「女ことば」に戻っていくといった調子である。共通語 。「女ことば」

は、『徹子の部屋』での黒柳の普段の話し方であり、東北方言を使用すること

への抵抗感のようなものが働くのかもしれない。井上 (1977)の イメージ調査

では、東北方言は、「若い女性にはふさわしくない」という結果があるが、年

齢に関係なく、今でもこのイメージがもたれているのかもしれない。

5.2 カロ山のゆれ

ゲス トの加山は東北方言を過剰ながらも流暢に話している。また、くだけた

共通語として、「ケツ」 (尻)などの、スターであれば口にしそうにもない単語

を何度か用いており、東北方言を用いていることから大胆になっていることが

推測できる。そのため、次節にみるように、内容もそれにふさわしいものが語

られている。

加山のことばは、方言が中心であるが、たまに共通語になるときがある。そ

れは、 トークの途中で、東北方言を使い続けるのかを、黒柳に確認する場合

(2010年 「これ、いつまでやってんですか」2011年 「もう、もとにもどんね―

の」「ずっと、このままいくか」)や、黒柳が急にテーマを変えたとき (「ああ、

そうきたか」)である。しかし、いずれも、 トークの進行についてのコメント

であり、舞台裏での打ち合わせのような、かけあい漫才のような面白さをかも

し出すものとなっている。だが、加山の方も東北方言で長く話し続けるのに違

和感をもつている可能性もある。しかし、全体として、加山のゆれはあまりな

く、東北方言を一貫して使用し、日常生活のことをくだけた、ありのままの調

子で、面白おかしく語り、観客を楽しませようとする意図が伝わってくる。
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6.「東北弁 トーク」における内容からみえてくる東北観

「東北弁 トーク」では、2010年では3つ、2011年では5つの話題を展開して

いる。具体的には、まず、2010年 については、 1つ 目がジンマシンの話である

(コ ンサー ト直前に体調をくずし、夜中にトイレに何度も行くはめに。原因は

トイレ使用後に、手洗いでついた蛇日の大腸菌のせいではないかと推測する。

「このケツのあたりまででこぼこさなった」「大腸菌はもとの手にねっぱと」)。

2つ 目が、青森のラーメン屋の「ばっちゃん」の話である (どんぶりを運んで

くるときに、親指を入れたままだったり、つゆがこばれるほどにテーブルに乱

暴に置いたりしたことを紹介する。実は、彼女は指に腱鞘炎を患っており、あ

たためることが大切だと話すので、カロ山は思わず「自分のケツの穴につっこん

でおけよ、お前。ラーメンのつゆにつっこむな」と言ったが、「さっきまでつ

っこんでたよ」と彼女が応酬したことを披露している)。 3つ 目は、孫の話で

ある (朝早くから孫の相手をするのに忙しい)。

2011年では、最初に、金髪の黒柳が「あたすもこんなあだまして 東北弁し

ゃべってどうするんだって思ったけんど」と口火を切っている。話題の 1つ 目

は、人戸まで新幹線が開通したこと、そこで二人でコンサー トをしようと加山

が誘うというものである。その時、金髪に白いロングドレスを着ていた黒柳は、

自身は「外人」と思われてもいいから行こうと応じる。 2つ 日は、カロ山の父親

をめぐってである (1つは、息子の加山の子どもより年下の女性との再婚で当

惑したこと。もう1つは、父が俳優としての役柄を広げるために東北弁を学ん

でいたが、顔が「洋物」 (加山の発言)なのでフィットしにくかったらしく、

1回 しかそのような役がこなかったこと。これに対し、黒柳が「おめ―はぐち

ゃぐちゃだからい―んでね―の」とコメントする)。 3つ 目は、冷たいシャワ

ーを浴びる健康法、4つ 目は絵のこと、特に波の描き方、5つ 日では孫とスポ

ーツをして、腱鞘炎になってしまったと告自する。

以上をまとめると、2010年は、 トイレ、大腸菌、「ケツ」などの糞尿謂がち

りばめられ、不潔、乱暴、雑な様子が東北方言で語られる。これらの トークが、

結果的に、東北方言がそういう内容を語るのにふさわしいことばであるかのよ

うなイメージを再生産してしまっている。第 2節でふれた、まさに、井上ひさ
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しの小説『吉里吉里人』での「肥臭い言葉」である。

2011年は、「西洋・欧米≠東北」という構図がみえてくる。洗練された近代

社会のイメージと対極をいくようなダサい田舎的イメージをもつ東北である。

最初の話題でも、青森のような田舎では、黒柳の外見 (金髪に自いロングドレ

ス)は「外人」だと不審がられてしまうが、まさにそのコンサー トの開かれて

いる東京はそのようには勘違いされないような都会だということを示唆して

いるようにもとれてしまう。偶然にも、コンサー トでは、2回とも東北の中で

も最北に位置している青森という地名があげられていることも興味深い。

この2回のコンサー トの トークに共通しているのは、健康や体調など身体に

まつわること、しかも、普段あからさまにはいえないことが語られているとい

うことであろう。このような話題をそのイメージにマッチしているような東北

方言で語るのでそれほど違和感がなく、さらに東北方言と都会の大スターとの

イメージギャップが効を奏し、トーク番組として一定の効果を生んでいる。東

北方言を利用して興行的に成功しているということになるだろう(8)。

また、興味深いことに、直接、東北、もしくは東北方言に言及しているわけ

ではないが、加山の都会的で洗練されたイメージを下げないために、黒柳がフ

ォローする場面がある。2010年のコンサー トでは、青森のラーメン屋の話の直

後に、「若大将って紹介されてるのに、そんな話して、でも、幻滅とは思わな

いよ。みんな、あの人は、面白い人だなってね、思うから」と、糞尿諄的話題

が加山のイメージを下げないように工夫しているのだ。2011年のコンサー トで

は、二枚目の父親と違って、加山の顔が東北方言に似合っていることを、「お

め―はぐちゃぐちゃだから、い―んでね―の」と発言した後に、「歌も歌えば

ね、なんかね―、英語の歌も歌えんば、日本語の歌も・・・・・・」と英語の歌が歌

えることに言及している。ここでは、東北方言と対極にあるイメージをもつ、

英語という欧米的なものに言及することで、加山のイメージを下げないように

している。つまり、加山は都会の洗練された、欧米のイメージに近いものを持

つていることを、対極のイメージをもつ東北方言という文脈で強調している0。

いずれにしても、加山のイメージが悪くならないような配慮がされている。

これら一連の トークから伝わってくる東北方言観、東北観は、繰り返し指摘
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してきたように、一貫して、田舎、乱暴、雑、不潔、糞尿諄的なイメージなの

である。これは、この トークに限らず、今日の日本人の多くが抱いているイメ

ージに重なっている。21世紀に入り、ますます強化されていくようにもみえる。

「田舎者」「汚い」というダサいイメージが、今回のコンサー トで見事に利用さ

れ、再生産されている。

ちなみに、コンサー トのテレビ放送において、観客がクローズアップされた

場面は、2010年では、ジンマシンの話 (夜、何度もトイレに行く、「ケツ」が

でこぼこになった)や青森のラーメン屋の話 (腱鞘炎はあっためればいい)の

時、2011年では、加山の父親の再婚の話と東北方言を学んだ話 (顔が似合わな

いので 1回 しかできなかったこと)である。それらは、会場にいる観客に話が

受けていることを、テレビの視聴者に伝えるためなのだ。

以上に加えて、ジェンダーの視点から看過できない問題を指摘しておくなら

ば、黒柳は、観客に向けては東北方言を使わず、丁寧な共通語や「女ことば」

を用いているため、結果的に、東北方言は女性にはなじまないといった印象を

与えることになってしまっているのではないかということである。ちなみに、

加山が青森のラーメン屋の、雑で乱暴で不潔なことにかかわるエピソー ドに登

場してくるのは女性であったが、年配者である。年寄りの女性なら、違和感を

もたれないし、支障がないと考えたからであろう。東北方言のイメージの一つ

に、「年寄り」というのがあるからであろう。

7。  おわりに

「東北弁 トーク」は、標準語話者が、母語ではない東北方言を用いる例であ

る。これは、言語越境 (crossing)と 呼ばれ、言語研究の分析対象として興味

深いものの一つである。この現象は、Rmpton(1995)の 研究が詳 しい。例えば、

自人の若者が「黒人」英語を用いるのは、若者文化を享受したり、既存の文化

への抵抗を示すためだと考察されている。言語越境の目的は様々あり、ステレ

オタイプの再生産を行なったり、逆に抵抗したりと幅がある。もしくは、田中

(2011)の いう「方言コスプレ」の例とも考えられる。

黒柳 と加山のあいだで展開されたこの「東北弁 トーク」は、まさに言語越境
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であり、いろいろ指摘しなければならなかった点はあったものの、その企画は

総じて成功したといえるが、それだけに、いっそうHill(1999)の 主張する、「マ

ジョリティが自分たちに有利なようにマイノリティの言語を利用する、一種の

搾取ではないか」という思いに近づいていくのである。そして、そこでイメー

ジとして伝わってくる東北方言観、ひいては東北観は、依然として、ネガティ

ブなもので、そのイメージが、メディアなどで大々的に再生産されていくので

はないかと案じられるのだ(10)。 そのためにもイメージの時代ともいわれている

今、ことに方言の商業的利用をめぐるテレビなどのマスメディアのあり方を注

意深く検討していく社会的必要性を強く感じるのである。

注

(1)詳しくは、大石 (1969)、 井上 (1977)、 佐藤 (1996)な どを参照されたい。

(2)井上 (1975:12).

(3)コ ンサートが開催されたのは前年であるが、分析対象にした資料は、以下の、テレビで

放送されたものとする (いずれもBS朝 日で放送)。

『徹子の部屋スペシャルコンサート』2010年 2月 27日 放送

『徹子の部屋スペシャルコンサートイン武道館』2011年 3月 5日 放送

(4)ゲストは、登場順に、2010年は、葉加瀬太郎、南こうせつ、清水みち子、加山雄二、水

谷豊、2011年は、近藤真彦、南こうせつ、二人娘 (伊藤ゆかり。中尾ミエ・園まり)、 加

山雄二、高嶋ちさ子、堺正章・井上順である。これからわかるように、このコンサートは、

「懐メロ」的な色彩を帯びている。

(5)歌手である吉幾三の、あの有名な歌『俺ら東京さ行ぐだ』に用いられている「だ」は、

井上史雄氏によれば、「舞台方言」と考えられ、東北方言での使用の報告はないという (私

信)。 もしくは、国立国語研究所 (2006)で、福島の一部に使用例があると報告されてい

る程度である。

(6)こ の表現は間違いで、本来は「おどろいたべ」とすべきものである。

(7)東北方言では、ザ→ジャとなることはあるが、「ざんぞう」についてもそうであるかは、

定かではない。詳しくは、東条 (1961)を 参照されたい。

(8)私は、大学生を対象に (男性48名、女性23名 の計71名 )、 一連の2回の「東北弁トーク」
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を視聴してもらい、その印象についてのアンケート調査を行なっている (2011年 6月 13日

実施)。 その結果、約 7割の学生が、加山のイメージが肯定的 (身近な存在)に変わった

とするものであった (こ れは、平成生まれの学生が加山のことをあまりよく知らないとい

うこともあるが)。 一方の黒柳については、テレビなどでの露出が多く、すでに印象の強

いスターであり、今回もそれほど東北方言を使用していないためか、変わったと感じる学

生とそうでない学生とほぼ拮抗している。

(9)いずれのコンサー トでも、加山はトークの前に2曲歌っているが、2010イ手のコンサート

では、 トークの直前に、「My Way」 を英語で歌っている。

(10)加山雄三をゲストに迎えた『徹子の部屋』(2011年 7月 18日 放送)で、黒柳は、2011年

にも東京と神戸で、スペシャルコンサー トを予定していることにふれ、「今年はいくらな

んでも、東北弁はちょっとね、皆さんも疲れているでしようから」とし、「東北弁トーク」

はしないことを表明している。さらに、神戸では関西弁でやろうかとなりかけたが、黒柳

が、「神戸でやったら大変よ。やめてくれ、気持ち悪いっていわれるから」と「関西弁ト

ーク」はしない方向にまとめている。この発言から、東京で東北方言は用いやすいという

こともあるだろうが、一般的に、東北方言に比べ、関西方言に対して、より配慮すべきと

いう思いが伝わってくる。これは、黒柳個人の意見ではなく、日本全体に共通する発想だ

と思われる。田中 (2011:253-254)で も、非関西方言話者が関西方言の母語話者の前で、

関西方言を使うのを恐れる傾向を指摘している。東北方言への態度と関西方言のそれには

このような差があり、方言間の序列が存在していることが示唆される。
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