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1.は じめに

本稿では、「ありますです」「わか りませんです」など 「ます」の様々な形に 「です」

が後続する二重敬語(以 下 「マス形+デ ス」)が どの様に使用されるか、コーパスを用

いてその使用傾向と要因を明らかにしようと試みるものである。「マス形+デ ス」の存

在 とその使用理由に関しての概要は、これまでも言及 されてきている。井上(1999:108)

は 「ますです」という表現に関して、「『ます』だけでは敬意がた りないというのでで

きた言い方で、過剰敬語として敬語の実用書では非難される」 と述べている。その上

で、先の将来の言語変化として、述語末はデスで統一されると予想 している。 日本語

記述文法研究会(2009)は 、「ますです」は非常に丁寧な談話において用いられること

があると同時に、話 し言葉で冗談めか した表現効果を狙った、誇張 したへ りくだ り表

現として、用いられることがあると指摘している。また、推量の 「でしょう」が 「ま

す」の後につく形は比較的自然に用い られ るとしている。 「マス形+デ ス」は、『国会

会議録』の第一回会議から見られ、少なくとも近年の言語変化ではない。

近年 「ません」 と 「ないです」の出現傾向や言語変化の傾向を記述する研究が見ら

れるが、「ます」「ません」「ました」 と同様の意味機能を持っ変異形 「ますです」 「ま

せんです」「ましたです」についての論考は少ない。特にコーパスを使った調査は見ら

れない。そこで本稿では複数のコーパスを使い、「マス形+デ ス」の使用傾向とその言

語内的 ・言語外的な要因を探 る。

2.研 究背景

2.1.先 行研究

「マ ス形+デ ス」に関す る論考 は、宇野(1977)、 川瀬(2010)が ある。宇野(1977)は

数 ヶ月 間に渡 り、テ レビを含む 自身の周 りの発話お よび、書籍 に表れた 「マス形+デ

ス」 を収集 し、その用法 について考察 している。その上で以下の よ うな指摘 を してい

る。 なお宇野は、収集 した例 の出 自に偏 りがある可能 性か ら、一般化 ができるか ど う

かわか らない と指摘 しつつ も、実態か ら大き く外れてい るもので はない と内省 してい

る。

1.話 し言葉、または談話調の書き言葉に表れるものである。

2.対 話においての使用が多い。

3.男 女による性差は認められない。

4.年 齢による位相差も見 られない。

5.相 手 との関係が極めて親 しい場 合には用いられない。
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6.言 い切 りの形は、「ませ ん+で す」には見 られ るが、「ます+で す」「ま した+で

す」 には少ない。

7.「 ～ですね」の形 が多 く、終助詞 、接続助詞 が伴 うものが多い。

一方川瀬(2010)は
、 「マス形+デ ス」 を標準 的な用法か ら外れ る表現 と捉 え、 「で

す」の 「キャラ語尾」 としての使用が されている と捉 えている。 「です」の コピュラと

しての形態 を変えず に、統語 的特徴 を規範 か らず らす ことである種のキャラクタが表

現 され る と述 べている。「マス形+デ ス」を含む 「です」の非規範的な使 用が表す キャ

ラクタは一定 しない とした上で、「幼い キャラ」、「かわいいキャラ」、「変わったキャラ」、

「頼 りない ところがあるキャラ」 な どを表す としてい る。

また、 「マ ス形+デ ス」 に関連す ると考 え られ る動詞否 定形 の変異 「ないです」 と

「ません」の使用傾 向は、野 田(2004)、 小林(2005)、 板野(2012)、 川 口(2014)な どで考察

され てい る。川 口は、「ません」か ら 「ないです」にシフ トす る要因 を表1の よ うにま

とめてい る。 「マス形+デ ス」は 「です」が付加す るとい う点で 「ナイデス形」 と出現

傾 向に、共通点が見 られ ると考 え られ る。

表1.「 ませ ん」 か ら 「ないです」 にシフ トす る要因(川 口2014:ll9よ り引用)

マセン形 → ナイデス形

スタイル 書き言葉 → 話し言葉

前接 動作性 → 状態性

後接 なし(言 い切 り)→ あり(終 助詞)

構文 引用節内 → 引用節外

モ ダ リテ ィ 実行形 → 叙述形

丁寧度 高い → 低い

2.2.リ サーチクエ ッシ ョン

以上 の先行研究 の指摘 を踏 まえ、本研 究で設定 した リサーチ クエ ッシ ョンは以下の

3点 であ る。

(a)「マス形+デ ス」は、キャラ語尾もしくは冗談めかした表現 として、また非常に

丁寧な談話で用いられるのか。

(b)「マス形+デ ス」は前接する表現の種類によって使用傾向の異な りが見られるか。

(c)「マス形+デ ス」は、終助詞などの後接表現がある場合と言い切 りの場 合で使用

傾向に違いが見 られるか。

2.3.分 析資料

本稿では、「現代 日本語書 き言葉均衡 コーパス(BCCWJ)」 、「国会会議 録検索 システム」
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「多言語母語の 日本語学習者横断コーパス(1-JAS)」を使用し、「マス形+デ ス」の使用

傾向を探る。丁寧のモダリティ 「です」「ます」は当然、発話の受け取 り手が強 く意識

された状況で使用 される。BCCWJに おいては小説の会話文や対談を書き起 こしたも

の、Yahoo!知恵袋のような文章のや り取 りが見 られる状況など、話 し言葉的な要素が

強い書き言葉で使用 されると考えられる。また、国会とい う改まった場面では 「マス

形+デ ス」が多く使用される。そのため、国会会議録はBCCWJに も収録 されている

が、「国会会議録検索システム」を使い、用例数を拡大 して詳細な分析を行 う。

加えて、1-JASに おける日本語学習者の 「マス形+デ ス」の使用傾向も探っていく。

1-JASは 日本語学習者のデータであるが、金澤(2008)が指摘するように、学習者の 「誤

用」は、将来の言語変化を予測する形で表れる可能性がある。そのために、日本語学

習者の 「マス形+デ ス」の使用を記述 し、考察を行 う。

3.BCCWJに 見る母語話者の使用

3.1.用 例の検索と抽出結果

まずは、BCCWJに おける 「マス形+デ ス」の用例を考察する。用例の抽出につい

て述べた後に、全体的な傾向、前接の動詞別の傾向、後接する表現別の傾向の順に考

察を行 う。用例の検索は動詞 ごとに形が変わることがないため、「文字列検索」を使い、

「ますです」「ませんです」「ましたです」を検索 した。関連する非標準的な表現とし

て 「ますでした」「ま したでした」が考えられるが、それぞれのヒット数は1件 である

ため、本稿の分析には加 えない。また 「マス形+デ シ ョウ」は広く許容 される形式で

あるため、本稿の分析に加えない1。

表2で 示すように、それぞれの該当数は、「ますです」ll2件 、「ませんです」102件 、

「ましたです」115件である2。その内① ② のような用例は除いた。三つの形のBCCWJ

での出現回数は大きな差異は見 られない。 しかし、それぞれを 「ます」「ません」「ま

した」 との変異と捉え、出現率を見ると差異が現れる。表3で 示すように、出現率は

「ませんです」が高 く、「ましたです」「ますです」の順になる。これは偶然の結果で

はなく、4節 で考察する国会会議録におけるデータの傾向と一致する。つまり 「マス

形+デ ス」は 「ませんです」「ましたです」「ますです」の順で使用されやすい と言え

るだろ う。その理由は後に考察するように、a)非文法的であるとい う意識が、活用し

ていない形 「ます」に 「です」が続くことに対 して、より強く働 くこと、b)丁寧に話す

べきとい う意識が、否定の形を使 う時により強 く働くこと、であると考えられる。

1「 マス形+デ ス」と 「マス形+デ ショウ」の使用傾向には、興味深い類似点が見られる可能性があ

るが、紙幅の関係から扱うことができなかった。機会があれば稿を改めて論じたい。
2音 引きをする 「ますで一す」などが出現する可能性が考えられたが、考えられる形式を全て検索し

たところヒット数は0件 であった。
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表2.BCCWJに おける 「マス形+デ ス」の用例数

検索 ヒット数 除外数 分析例数

ますです ll2 1 111

ませんです 102 4 98

ましたです ll5 0 ll5

表3.BCCWJに おける 「マス形+デ ス」の出現率3

検索語句 分析例数 検索語句 ヒッ ト数 「マス形+デ ス」の出現率

ますです lll ます 652,449 0,017%

ませんです 98 ません 142,790 0,068%

ましたです ll5 ま した 238,193 0,048%

① 除外例1:「 ます です」 「ませ んです」 「ま したです」の形式 でない もの
・これか らます ますです ね!(OYU5

_04262・Yahoo!プ ログ ・2008)
・すんませ んですむカKPB

_QO583・ 出版 ・書籍 ・2003)
・笑いが止 ま りませんです た。(ocl4 _lo313・Yahoo!知 恵袋 ・2005)

② 除外例2:マ ス形 で終 了す る文の引用 にデスが付加 してい ると思 われ るもの
・～ も しれませ ん。実際や ったわけではないので、あ くまでも しれませ んです。

(OCO2_Ql123・Yahoo!知 恵袋 ・2005)

3.2.出 自のレジスター別傾向

次に 「ますです」「ませんです」 「ましたです」の形式ごとに、出自のレジスターご

との用例数を調べ、出現傾向を考察する。BCCWJは 、現代 日本語の書き言葉の全体像

を把握するために、様々な媒体での書き言葉を収録 している。まず、「ます+で す」の

レジスターごとの用例数を表4に て示す4。

表4.BCCWJに お ける 「ます です」の レジスター別 出現傾 向5

レジスター 年代 用例数 出現の割合

国会会議録 1997～2005 16 14.4%

書籍 1976～2005 27 24,396

Yahoo!プ ロ グ 2005 54 48.6%

Yahoo!知 恵 袋 2005～2008 14 12,696

合計 lll 100%

3検 索 に際 しては、 「書 字形 出現形 」 に加 え、 「品詞 」 を 「助動 詞」 を指 定す るこ とによ り、丁 寧表現

以外 の形式 を排 除 した。
4田 野村(2012)が 指 摘す る よ うに

、BCCWJは 「出版 」 「図書館」 「特定 目的 」のサ ブ コーパ スの 下

位 分類 を示す 用語 が一定 してい ない。本 稿で は 「レジス ター」 とい う語 を使用す る。
5表 で示 す 「書 籍」 はBCCWJの サブ コーパ ス 「出版 」 にお ける書籍 と

、 「図書館 」 にお ける書籍 を

統 合 した もので ある。
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(1)郵政省 の 中でいろいろ審議 を した この結果が ございます ですね。(OM18_QOOl・ 国

会会議録 ・1997)

(2)そ うい うことをす るのか しらと思 ってねえ、それが ち ょっ と、疑 われ ます です」

(LBe900215・ 笹倉明 『東京難民事件』講談社 ・1990)

(3)これでや っ とロー ンが払 えますです。(OYO1_QO528・Yahoo!プ ログ ・2008)

(4)これ って違法 じゃない んで しょ うか?へ い。 そ うな ります です 。(oco4_oo203・

Yahoo!知 恵袋 ・2005)

「ますです」の用例はlll件 である。「国会会議録」16件 、「書籍」が27件 であ り、

「Yahoo!プ ログ」は54件 で全体の48.6%で あった。各ジャンルの収録語数 を考慮す る

と(「Yahoo!知 恵袋」、 「Yahoo!プ ログ」が約1000万 語 、 「国会会議録」が500万 語、

「書籍」が6000万 語程度)「Yahoo!プ ログ」にお ける出現回数 が一番多 く、「国会会議

録」 にお ける出現 回数が次に多 いこ とが指摘 できる。

「Yahoo!プ ログ」の例は 「お願 い しますです」の よ うに読者への依頼 を表す ものや

「思い ますです」 のよ うに筆者 の考 えを述 べたものが多い。読者への敬意 を表す と同

時に、先行研究 で指摘 され ている 「冗談 めか した表現 」「キャラ語尾」としての使用が

あるために、 「Yahoo!プ ログ」での使用 が多いのであ ると考 え られ る。 「Yahoo!知 恵

袋」では 「お りますです」 「ございますです」のよ うに読者へ の敬意を表す 目的で使用

され てい る。「国会会議録 」の例 として は、「ござい ますです ね」や 「あ ります ですね」

の ように発話 中、相手 に対す る敬意 を表す 目的で使用 しているものが 目立つ。 「書籍 」

ではノンフィクシ ョンやイ ンタ ビュー記事な どの対話部分 で 「疑われます です」の よ

うに会話文 を表 す 「 」内で使われてい るものが27件 中19件 で70%で あ る。 リス ト

上は 「 」がない ものでも、内容 か ら判断 し、対話であ ると思われ るものが3件 、セ

リフと思われ るものが3件 で、地 の文がわずか2件 であ る。 つま り書 き言葉 としての

許容度 は低 く、使用 され に くい傾 向にあると言 える。

表5.BCCWJに お ける 「ませんです」 の レジスター別 出現傾 向

レジスター 年代 用例数 出現の割合

国会会議録 1976～2003 18 184%

書籍 1976～2005 34 34.7%

Yahoo!プ ロ グ 2005～2008 32 32.7%

Yahoo!知 恵 袋 2005 14 14.3%

合計 98 100%

(5)あなたがお っ しゃ るよ うな条件が違 うとい うふ うには考 え られ ませんですね

(OMllOOOl1・ 国会会議録 ・1976)

(6)「私は部分的 な捜査 を担 当 したんでわか りませ んです」(OBIXj)0157・ 野間宏
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『狭 山裁判』岩波書店 ・1996)

(7)「冬」は 「除雪」を しない と暮 らしてはい けませ んです。(OYI5_02828・Yahoo!

プ ログ ・2008)

(8)ア メ リカに行 けば治療 の必要はあ りませんです。(oco4_oo664・Yahoo!知 恵袋 ・

2005)

表5の よ うに 「ませんです」は、「国会会議録」が18件 、 「書籍」が34件 、 「Yahoo!

プログ」が32件 、 「Yahoo!知恵袋 」が14件 であった。 「書籍」で の出現比率が 「ます

です」 に比べて高 く、34%で ある。一方、Yahoo!で の出現比率 は470/・で 「ますです」

よ り低 い。つま り、出現す るジャンルでの偏 りが 「ます です」 よ り少ない。少 ない用

例数 であるため、 この傾 向が偶然 の結果か、それぞれの形式 の用法の差異 によるもの

かが判断ができない。

表6.BCCWJに おけ る 「ま したです」 の レジスター別 出現傾 向

データ名 年代 用例数 出現の割合

国会会議録 1977～2002 29 252%

書籍 1997～2005 24 20.9%

Yahoo!プ ロ グ 2008 60 522%

Yahoo!知 恵 袋 2005 2 1.7%

合計 ll5 100%

(9)一 昨 日新幹線 工事 で事故が ございま したです ね。(OM18_00001・ 国会会議録 ・

1977)

(10)参 りま したですな。(LBI8_00006・ 小林 カツ代 『アバ ウ ト英語で世界丸 か じり』

集英社 ・1997)

(11)完 全 に風邪 をこじらせて しまいま したです。(OY13_05847・Yahoo!プ ログ ・2008)

(12)か な り正確な情報 が紛れていま したです。(oco2_Qo635・Yahoo!知 恵袋 ・2005)

表6の ように 「ましたです」の使用は 「国会会議録」が29件 、「書籍」が24件 であ

る。「Yahoo!プログ」は60件 で出現が約52.2%で あるが、「Yahoo!知恵袋」での出現は

「ますです」「ませんです」に比べて少ない。これはその 日に起こったことや考えたこ

とを書き留めるというプログの性質が関わるのではないかと考えられる。また 「ます

です」 「ませんです」に比べ、「国会会議録」における用例が若干多いが、後に考察す

る 「国会会議録検索システム」による用例数 と比べると、偶然の結果であると考えら

れる。

ここまでの分析をまとめると、「ますです」「ませんです」「ましたです」は使用にレ

ジスターごとの偏 りが少なく、発話の丁寧度を上げる用法が認められる。収録語の母
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数を考えると書籍における使用は比較的少なく、出現は会話文やインタビューにおけ

る使用がほとんどである。書き言葉 としての許容度は低 く、話 し言葉において使用さ

れる形式であると言える。

3.3.前 接の表現形式による傾向

次に前接する表現形式に一定の傾向が見られるのかを考察する。BCCWJに おける

「ますです」「ませんです」「ましたです」に前接する形式の上位10例 は、表7の とお

りである。

表7.「 マス形+デ ス」が前接する形式の傾向

「ます です」 「ませ んです」 「ま したです」

順

位
前接語

回

数
前接語

回

数
前接語

回

数

1 (～て)お り 18 あ り 18 (～て)お り 11

2 あ り 13 わか り 10 な り 8

3 ござい 11 ござい 7 し 6

4 し 9 すみ(い 、ん) 6 あ り 6

5 い 5 いけ 4 思い 6

6 な り 5 お り 4 いただき 6

7 思い 5 し 3 まい り 5

8 いたし 4 まい り 3 い 4

9 書き 2 でき 2 おっ しやい 3

10 でき 他1 2 かまい 他2 2 しまい 他2 3

(13)敬称 も略 させていただいてお りますです。(oYl5_Q8851・Yahoo!プ ログ ・2008)

(14)今年 もあ とわずかで ございますですね。(OYl4_Q6117・Yahoo!プ ログ ・2008)

(15)地下に ごちゃごちゃカフェや ら飲食店や らあ ります です。(oc13_Q3536・Yahoo!

知恵袋 ・2005)

(16)言葉 もあ りませんです。(OYO3_Q8034・Yahoo!プ ログ ・2008)

(17)で も怜の性格意図が結 局の ところわか りませんです。(LBg9_QO196・ 中島梓 『小

説道場』光風社 ・1992)

(18)た く さん の 方 々 に ご迷 惑 ご心 配 お か け しま して 本 当 にす み ま せ ん で す

(oYl4_04967・Yahoo1プ ログ ・2008)

(19)一 日二十軒 の うどんや を巡 ってお りま したですか らね。(OYO3_02126・Yahoo1プ

ログ ・2008)

(20)ア ップす るのを忘れてお りま したです!(oY14_46100・Yahoo!プ ログ ・2008)

(21)一時間 とたたぬ うちに、 またおでかけにな りま したです。(LBfh_00006・ ステ イ
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一ブ ンソン
、RL(訳)各 務三郎 『ジギル博士 とハイ ド氏』岩崎書店 ・1991)

上位10例 をみると 「ますです」では 「～てお ります」が最 も多く、次いで 「ござい

ます」、「あります」であった。「ませんです」では 「ありません」「わか りません」「す

みません」が最も多い。「ましたです」では 「～ておりました」が8例 、「な りました」

が7例 み られた。上位10例 から 「ますです」「ませんです」「ましたです」全てに状態

性の動詞や敬語表現に接続す る傾向が見られた。状態性の動詞が共起しやすい点は、

先行研究で指摘 されている「ないです」の変異傾向との類似点がある。「マス形+デ ス」

と 「ないです」の両方の使用傾向に 「です」とい う語の性質が影響することが指摘で

きる。加えて、「すみません」のような定型表現、「わか りません」のような定型表現

の性質を持つ表現では、「ます」の形式的 ・機能的な認識が弱まり、 「です」が付加 さ

れやす くなると指摘できる。また、「ませんです」に限 り、「わかる」「行ける」 「でき

る」 とい う可能表現の用例が多い。これは、個人の能力が及ぼないことを伝えること

が相手に心理的な負担を与え、より丁寧に伝えなければならない とい う意識が働 くか

らではないかと考えられる。

3.4.後 接の表現形式による傾 向

次 に、後続す る表現形式別の 「マス形+デ ス」の 出現傾 向を考察す る。表8,9,10

で、それぞれ 「ます+で す」 「ませ ん+で す 」 「ま した+で す」の文末表現別の使 用傾

向を示す。全体 として の傾 向を見 る と、 「Yahoo!プ ログ」、 「Yahoo!知恵袋」で は言い

切 りの形が多 く、 「国会会議録 」では終助詞 「ね」 な どが後続す る傾 向にある。つま

り、 レジス ター ごとに使用の傾 向が確立 され ている と言 える。 「国会会議録」 におい

て 「ね」が多 く出現す るのは、会議 の席で聞き手 に同意 を求 める 目的で 「ね」 を使用

するが、改まった場で丁寧度 を上 げなけれ ばな らない とい う意識が働 くため と考 えら

れる。相手 に働 きかける度合 いが強い時に、 より丁寧な形式 を使 う意識 が働 き、 「マ

ス形+デ ス」が使用 され るのである。 「Yahoo!プログ」では後接表現 にかわるもの と

して 「!」 「?」や顔文字が多用 されてい る。

なお、表8,9,10の 結果は、各 レジス ターにお ける当該表現形式の出現傾 向の偏 りが

影響す る可能性 が考 え られ る。 そこで、 当該表現形式の出現傾 向の偏 りを調べた。例

えば、表8に 関連 して、 レジスター ご とに終助詞 「ね」の出現回数、後接表現 を伴 わ

ない言い切 りの形 「ます。」の出現 回数 を検 索 した。その結果 、終助詞 「ね」 は 「書

籍」70,458回 、 「国会会議録」7,ll4回 、 「Yahoo!知恵袋」40,247回 、 「Yahoo!プ ログ」

39,426回 、 「です。」は 「書籍」150,738回 、 「国会会議録」59,255回 、 「Yahoo1知恵

袋 」lo2,096回 、 「Yahoo!プ ログ」31,725回 であった。 つま り、国会におい て 「ます で

す」に 「ね」が後続す る形が多いのは、終助詞 「ね」 自体の使用が国会 で多いか らで

はない と言 える。 同様 に、 「Yahoo!プログ」において 「ますです」の言い切 りの形が

多いのは、言い切 りの形がプ ログで多用 され るか らではないので ある。
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表8.後 接す る文末表現別 の 「ます+で す」 の出現傾 向

後接表現 形式分類
出現回数

国会 書籍 プログ 知恵袋 合計
ま

す

で

す

ね 終助詞 14 3 2 19

か 終助詞 3 3

よ(よ ・よ 一) 終助詞 5 3 8

よね 終助詞 2 1 3

ぞ 終助詞 1 1

な 終助詞 2 2

が 接続助詞 1 1 2

か ら 接続助詞 2 1 3

と 接続助詞 1 1

う 語尾のび 2 2

一 語尾のび 3 3

じやが 方言形式 1 1

たい 方言形式 1 1

×(な し) 一 13 40 9 62

合 計1171261541141111

表9.後 接する文末表現別の 「ません+で す」の出現傾向

後接表現 形式分類
出現回数

国会 書籍 プ ログ 知恵袋 合計

ま

せ

ん

で

す

ね(ね ・ね え ・

ネ)
終助詞 8 9 2 1 20

か 終助詞 4 1 1 6

よ(よ ・ よ

一 ・ ヨ)
終助詞 4 1 5

よね 終助詞 1 1 2

な 終助詞 1 1

の 終助詞 1 1

が 接続助詞 1 5 6

けれども 接続助詞 3 1 4

か ら 接続助詞 1 1

の で 接続助詞 1 1 2

う 語尾伸び 1 1

ます ? 1 1

やろか 方言 1 1

×(な し) 1 11 24 11 48

合計 18 34 32 14 98
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表10.後 接する文末表現別の 「ま した+で す」の出現傾向

後接表現 形式分類
出現回数

国会 書籍 プログ 知恵袋 合計

ま

し

た

で

す

ね(ね ・ね え ・ね

エ)
終助詞 18 5 5 28

か 終助詞 3 2 1 6

よ(よ ・よ ッ) 終助詞 5 1 6

よね 終助詞 2 1 1 4

わ 終助詞 1 1

な 終助詞 1 1

が 接続助詞 5 1 6

けれ ども/け れ どもね え 接続助詞 1 1 2

からね
接続助詞+
終助詞

1 1

ねん 方言形式 1 1

う/お 語尾伸び 2 2

×(な し) 9 47 1 57

合 計12gl24160121115

表11.「Yahoo!プ ログ」、 「Yahoo!知恵袋」 にお ける記号 と顔文 字の出現状況

ますです ませんです ましたです

プログ 知恵袋 プログ 知恵袋 プログ 知恵袋

記号* 13 6 9 1 25 1

顔文字 7 6 5

記号+顔 文字 2

合計122161151113011

全体数15411413211616012

出 現 比 率140.7%142.9%146.g%16.3%150%150%

*「?/!/…/～/♪/☆/★/(爆)/(笑)」 を記 号 と して 集 計 した 。

表11に 見 られ るよ うに、 「Yahoo!プ ログ」 と 「Yahoo!知恵袋」は、後接詞が付 かな

い傾向が70%前 後 であったが、その代わ りに顔文字や記号の使用が多い。 日本語 の正

式 な表記 としては使 用 しない 「!」 「?」 「… 」「～」「∫」「★」「☆」「(爆)」「(笑い)」

や顔文字が特 にプ ログで40.7%～50%と 出現率が高い。 なお、 これ らの記号や顔文字

は、終助詞 、長音記号 「一 」、 「う」 に続 くものも含んでいる。高い確率 でそれ らを含

む のはや は り先行研 究が指摘す るキ ャラ語尾、冗談めか した表現 として使用 され てい

るこ とを示す と言 える。
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4.国 会会議録検索システムに見る使用傾向

BCCWJで の検索結果をさらに詳 しく調べるために、「国会会議録検索システム」に

おいて、当該の表現を検索した。「マス形+デ ス」を通常のマス形 との変異と捉え、表

12,13,14で両形式の検索 ヒット数 と、「マス形+デ ス」の出現率を示す。なお、「ます、

ですよね」など一つの表現ではなく、「ます」の後にポーズをおいて、「です」を含む

表現が現れる場合があったが、数が少なかったため除外する必要がないと考え、その

まま数に含めてある6。後接表現がない 「です」や 「ます」で終了する文の場合は、句

点を検索に含めることで、後接表現が存在する場合や、「励ます」のような動詞の一部

である 「ます」のようなノイズを排除 している7。なお、「～ですよ」の検索ヒット数

は 「～ですよね」の検索ヒッ ト数を引いたものである。

表12.「 国会会議録検 索システム」における後接 の形潮rJの

「ます です」の ヒッ ト数(2018年7 .月13日 検索)

検索語句
ヒ ッ ト

数
検索語句

ヒ ッ ト

数

「ますです」

の出現率

ます です。 78 ま す 。 99944 0.08%

ます ですね 2016 ます ね 44687 4.3%

ます ですか 1053 ます か 73079 1.39%

ます ですよ 104 ます よ 57207 0.18%

ます ですよね 159 ます よね 11427 1.37%

ます ですが 399 ます が 94012 0.42%

ます ですけど 7 ます けど 4339 0.16%

ます ですので 11 ます ので 8296 0.13%

ます ですけれども 113 ます けれども 68756 0.16%

合 計139381合 計146183710.84%

6厳 密にはカウントすべきではあるが、検索数が膨大であることと、多少の誤差が分析に影響するも

のでないため、カウントはしなかった。
7な お、「励ます」のような丁寧形式が付かない形が検索結果に含まれる可能性は完全に否定できな

いが、母数を考えると分析に影響しないため無視した。
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表13.「 国会会議録検 索システム における後接の形式別 の

「ませ んです」の ヒッ ト数(2018年7.月13日 検 索)

検索語句
ヒ ッ ト

数
検索語句

ヒ ッ ト

数

「ますです」

の出現率

ま す です。 78 ま す 。 99944 0.08%

ますですね 2016 ます ね 44687 4.3%

ますですか 1053 ます か 73079 1.39%

ますですよ 104 ます よ 57207 0.18%

ますですよね 159 ます よね 11427 1.37%

ますですが 399 ます が 94012 0.42%

ますですけど 7 ます けど 4339 0.16%

ますですので 11 ます ので 8296 0.13%

ますですけれども 113 ます けれ ども 68756 0.16%

合 計139381合 計146183710.84%

表14.「 国会会議録検 索システム における後接の形式別 の

「ま したです」の ヒッ ト数(2018年7Al3日 検索)

検索語句
ヒ ッ ト

数
検索語句

ヒ ッ ト

数

「ま したです」

の出現率

ま し た です 。 122 ま し た 。 94731 0.12%

ま したですね 3280 ま したね 19192 14.6%

ま したです か 1538 ま したか 50229 2.97%

ま したです よ 97 ま したよ 64913 0.15%

ま したです よね 255 ま したよね 3886 6.15%

ま したです が 1210 ま したが 77340 1.54%

ま したです けど 33 ま したけど 2776 1.17%

ま したです ので 1 ま したので 70108 0.00%

ま したです けれ ども 741 ま したけれ ども 56708 1.29%

合 計172771合 計143988311.63%

表12、13、14か らわかるように 「ますです」と 「ましたです」が言い切 りの形で使

用される例は少ない(そ れぞれ、78例 と、122例)。 その理由として、まず 「です」が

文末に単独 して現れる形が、形態的に安定していないとい うことが考えられる。 日本

語記述文法研究会(2009)は 「ないです/な かったです」系列の表現は形容詞の丁寧

形一般がそ うである様に、文末言い切 りで用いる場 合にはやや舌足 らずな語感を伴 う、

と述べている。同様に 「マス形+デ ス」でも接続助詞や終助詞が付加 されない形が避

けられやすい傾向にあるのではないか と指摘できる。対 して、「ませんです」と言い切

りがされる例は、2699例 と 「ますです」「ましたです」と比べて圧倒的に多い。「ませ

んです」の言い切 りの形が頻繁に使われているのは、「です」によってさらに丁寧度を
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あげるとともに、「ません」で言い切ることによる明示的な否定を避 けているのだと考

えられる。全体として 「ませんです」の使用数が多く使用率が高いのは、明示的な否

定を避けるとい う意識に加え、否定を伝 える時にはより形式を丁寧にしなければなら

ないと言 う意識が働 くからであると考えられる。

また全体を見ると、「マス形+デ ス」は、終助詞 「ね」、疑問詞 「か」が続 く形が多

く、次に接続助詞 「が」 「けれ ども」、終助詞 「よね」がつく形が多く表れる。その理

由は現時点では定かではない。また、非過去肯定形 「ますです」に接続助詞 「が」「け

れども」がつく形の用例が比較的に少ない。「ます」と 「です」とい う、ほぼ同一の対

者敬語 としての機能を持つ語が重なることに、文法性判断が働き、避けられるのに対

して、「ません」「ました」と否定 ・過去の形式がついた形は形状的に異なるため、許

容度が上がるとい うことが考えられる。動詞の過去否定形が 「行きませんで した」と、

丁寧な否定を表す 「ません」に丁寧な過去を表す 「でした」が来る形である。また、

「ますで しょう」という形も比較的許容される形である。「ます」と 「です」が活用し

て他の文法形式が付属する場 合は、「です」「ます」の両者が重なることに抵抗が少な

いと言える。

まとめると、「ますです」「ましたです」の形は終助詞や接続助詞、特に終助詞 「ね」

「か」が続く形が多 く、「ませんです」のみ言い切 りが多く使用 される。 この結果は、

宇野(1977)の 観察 とほぼ一致する。加 えて、「マス形+デ ス」を通常のマス形 との出

現率を見ると、「ませんです」での出現率が高いことが観察 された。

5.1-JASに 見る日本語学習者の使用傾向

次にコーパス1-JASを 用いて、日本語学習者の 「ます形+で す」の産出傾向に関 し

て考察をしていく8。学習者の言語表現は母語話者の規範をそのまま反映したものであ

ることもあれば、学習者が独 自に中間言語 として再構築 した結果のものであることも

考えられる。「マス形+デ ス」は非標準形であり、教えられることがないため、学習者

が使 う 「マス形+デ ス」は、後者の方がほとんどであると推測できる。表15は2018

年7.月 時点で検索 した、1-JASの660人 のデータからの用例数である。なお、1-JASの

データを分析す るうえで次の① ② のような例は分析対象から省いた。

表15.1-JASに おける 「マス形+デ ス」の用例数お よび使用人数

使用人数 用例数 J-CArレ ベ ル

マ ス+デ ス 22 27 58～254

マセン+デ ス 169 323 55～307

マシタ+デ ス 13 36 81～249

8な お
、1-JASに は 日本 語母語話 者 のデー タ も含 まれて いる。 日本語母語 話者 の 「マス形+デ ス」の

使 用 は 「ます です」1例 、 「ま したです 」1例 に と どまった。 イ ンタ ビュー会話 の よ うな場面 で はや

は り 「マ ス形+デ ス」の使 用 は一般 的 でない こ とを示 して い る。
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① 除外例1:デ ータの中で学習者が自己修正 したもの。

例)こ の仕事は一、できま、できませんです、できません

② 除外例2:当 該の非標準形が読点などで区切 られているもの。

例)田 舎はできません、ですよね。(下 線は筆者)

「ませんです」は計323例 が表れたが、「ますです」「ましたです」はそれぞれ27例

と36例 であった9。学習者のレベルは初級から上級まで幅広 く、レベルによる偏 りは

少なかった。1-JASは 学習者の作文のデータも含まれるが、「ませんです」の使用の323

例中317例 が、話 し言葉で表れたものである。「ませんです」で用例数が極端に多いの

は、国会会議録において 「ませんです」の用例数、使用率が高いことと一致する。学

習者が独 自に中間言語の文法を作っていると仮定すると、何 らかの要因で 「ませんで

す」が受容されやすい形であ り、母語話者の間でも今後使用が広がる形である可能性

が指摘できる。

6.ま とめ

本研究では、「マス形+デ ス」の機能、使用傾向とその要因に関して、コーパス調査

からの考察を試みた。先行研究では、「マス形+デ ス」は、冗談めかした表現やキャラ

語尾、非常に丁寧な談話で用い られるということが指摘 されてきた。BCCWJの 用例

からその傾向が窺われ、その指摘が正 しいことが確認された。また、「マス形+デ ス」

は前接の動詞に一定の傾向が見られるかを確認 した。その結果、敬語表現や状態性の

動詞表現 と共起する傾向にあった。また、後接する表現を見るとレジスターごとに特

徴があることが明らかになった。 さらに 「国会会議録検索システム」を使用 して、そ

の使用例数と、「マス形+デ ス」の形を単純な 「マス形」との出現率を調べ、出現傾向

を考察 した。国会では 「マス形+デ ス」の用例が非常に多く、明確な使用傾向が観察

された。また、1-JASに おいて 日本語学習者の用法を調べた結果、「ませんです」の用

例が圧倒的に多いことがわかった。話 し言葉 として 「マス形+デ ス」に接することが

少ないにも関わらず、中間言語として用法を使用している事実から、「ませんです」が

母語話者の問でも今後広く許容 される表現になる可能性を指摘 した。以上のように、

先行研究の指摘 と本稿で明らかになった 「マス形+デ ス」の用法 と使用傾向をまとめ

ると以下のようになる。

9補 助 的 にKYコ ーパス におい て も同表 現 を検 索 した
。結果 、 「ますです 」1例 、 「ま した です」3

例 、 「ませ んです 」25例 と同様 の傾 向が見 られ た。
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1.書 き言葉 としての許容度は低 く、主に話し言葉 として使用 される。

2.前 接する表現は尊敬語や謙譲語、「ございます」の形 と共起する傾向にあ

る。

3.前 接する動詞は 「ある」 「わかる」 「～ている」など状態性を表すものである

ことが多い。

4.Yahoo!プ ログやYahoo!知 恵袋では、終助詞などを伴わない言い切 りの形が多

い。また、顔文字や記号、語尾伸びを伴 うことが多く、冗談めか した表現や

キャラ語尾として使われることが多い。

5.国 会では 「マス形+デ ス」の使用が全体的に多 く、「ませんです」 「ま したで

す」「ますです」の順に多 く使用 される。

6.国 会での使用は 「マス形+デ ス」に終助詞、接続助詞が付加する例が多く、

特に 「ね」 「か」が後接する形が多い。

7.日 本語学習者には 「ませんです」の形が圧倒的に多 く現れる。

本研究の調査は、限られたコーパス調査の結果であるため、「ます+で す」の使用傾

向の全体像が明らかになったわけではない。利用コーパスを拡大するなどして、さら

なる分析 ・考察が求められる。今後の課題 としたい。
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