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1｡はじめに

日常の含蓄 に お いて ､ 引 用 を 表す 場 合に､ ｢ ,-テjと言-)てそれで終わるという塞現

がよく使われるO例えば､次のような例である｡

Ⅲ Å 三私､夏休みにHIuコに行くtzTE｡

B:巨レコに行 くってC,

(2)A:恒レコの会議の参加削ノ込み､忘れないでね｡

C三わかっでるってC.

(3)i):Aさんは今日は休みか翫

E :今 トル:封こ希ってるんだって｡

従来､このような菱魂が日本語の教科番に斬り上げられることは少なかったが､話しこ

とばに目が剛 すられるようになって/i980年代後半以降に出版された教科書にはかなり提

出されるようになってきた出 Oこれらの教科書における ト ッテ｣で終わる表現 個 下

ト ッテ｣ で表すことにする)についての説明は､まとめると次のようになるO

心 ト-ツテ｣はト ト言ウ｣や ト ト言 ッテ ィ ,1?J｣ や ト ー を 卦 ブタ｣や トー半開,i'夕｣

などの縮約彩である

② ト ーソウダ｣と同じ意味である

そして､使周上の制限として､

③ 親しい間の会話で使われる

④ informalspeechで使われる

⑤ plainform に ｢ツテ｣が骨いた形は男女とも使うが､formaifoTm に ｢ッテ｣が付

いた形は女性が使う

というような説明がある｡

この説明の(日)を上の例(1)～(3)にあてはめると､

≒(1)'トルコに行 くと言った/聞いたo

串(2)'わかってると言った/聞いた｡

(3)'今 トルコに行ってると言った/聞いた｡

のようになるが､(1)と(2)には(日)の説明があてはまらない｡

(1)の 付 ルコニ行クツテ｣は､ 日 ルコに行 くと言った｣という解釈では不十分である｡

｢トルコに行くと言ったか｣という聞き返し(2)の解釈なら､Aの言ったことがよく聞き取

れなかった場合などには成り立つだろう｡また､ ｢トルコに行くと言ったけど､それはど

ういうことか｣という問い返し(3)の解釈も成り立つだろう｡

(2)の ｢ワカッテルツテ｣も､ ｢わかってると言った｣という解釈では不十分である｡

｢わかってるよ｣というような解釈に近く､さらにそこからは ｢だからうるさく言わない

でくれ｣と相手に言い聞かせようとするような話し手の気持ちが読み取れる｡
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すなわち､ ｢ツテ｣で終わる表現には､ ｢ト言り｣に置き替えることによって解釈でき
りJ.ーhJJL･ク1.,.1 -LI.,71}7̂､'L ～ゝ.>咋1ユ.･･一寸.ゝ t～.,,._ユ･.｣j-I=ナナ1.′1､1Jゝ､_J7J1.,.･■比JJdlr一._>11
吃)bVノ℃dDJ97Jl､トfJにはて~V)よっ/Sl葺き管ス.7)ILltさ~91lJJりulV)仰いでし/SZJlり解釈 し/より

ればならないものもあるということである｡そして､その補いが､(2)の場合には他 と異な

る様子を見せている｡

本箱では､｢～ ト言り｣に置き替えただけでは解釈できない用法のうち､(2)のような特

異な補いを必要とする ｢～ツテ｡｣について見ていこうと思う｡

2.｢～｣に引用される発話の話し手

本稿で分析の対象とする ｢～ツテ｡｣の範囲を明確にするために､まず ｢～｣に引用さ

れる発話がだれの発話であるかという観点から概観すると､大きく3つに分けることがで

きる｡なお,,｢--ツテO｣という発話をした人を ｢爵し辛｣､それを聞いた人を ｢聞き手｣

と呼ぶことにする｡

第-は､話し手自身の発話が ｢～｣の部分に引用された ｢～ツテ｡｣である｡例(2)や次

の(4)(5)のような例である｡

(2) A :トルコの会議の参加申し込み､忘れないでね｡

C:わかってるって｡

(4)咲 :今朝からずっと考えてたんだけど｡

三上 :何｡言ってくれよ｡

咲 :愛してるって｡だから愛してるとか､そういうアレあなたから全然言っても

らったことないなあって｡ (青春家族 1課)

(5)A :あの時､私言ったと思うんだけど｡

B :なんて｡

A :仕事はずっと続けるって｡

上の例の(2)は､話し手Cがこれより前に ｢申し込みをしなければいけないことはわかっ

ているから､忘れずにする｣というようなことをAに言ったか､あるいは心の中で ｢申し

込みをしなければいけないことはわかってる｣と思っているかで､そのいずれかを部分的

に ｢～｣に取 り込んだものである｡(4)は､話し手の咲が心の中で考えていたことを ｢～｣
の部分に取 り込んだものである｡(5)は､以前にAとBで話をしていた時にA自身が言った

ことを現在の会話でもう一皮｢～｣に取り込んだものである｡

第二は､現在会話をしている相手の発話が ｢～｣の部分に引用された ｢～ツテ｡｣で､

例の(1)や次の(6)(7)のような例である｡

(1)A :私､夏休みに トルコに行くの｡

B :トルコに行くって｡

(6)三上 :咲ちゃんいなくなりました｡

麻子 :いなくなったって｡

(7)久司 :しょっちゅう君に怒られるしき､おれO

麻子 :うそ｡

(青春家族 1課)

久司 :ほんとだよ｡ラーメンの蓋に大学ノート使ったってさ. (青春家族 7課)

上の例の(1)と(6)は､現在の会話の中で相手が言ったことをすぐに引用している例である｡

(7)は､現在会話をしている2人の過去の会話で相手が言ったことを話し手が現在の発話に
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引用した例で､久司と麻子は結婚20年の夫婦だが､2人の学生時代の会話で ｢何シテルノ､

ラーメンノ董こ大学ノート使ッテ｣と言った麻子の発話を､当時の聞き手であった久司が

現在の会話に取 り込んでいるのである｡

第三は､現在の会話の場と時空間的に異なる会話の場で第三者が言ったことを､現在の

会話の場で ト ｣の部分に引頗したもので､例の(3)や次の(8)桝 のような例がある｡

(3)D :Aさんは今日は休みかなo

E :今 トルコに行ってるんだって｡

(8)栄 :うちのイタさんの話なんだけど､総支配人がつくしさんの家に入ってくとこ

ブむ .7㌦.TAノ)｣ '-J Ll〇

桧永 :はあ｡ (青春家族 li課)

(9)太地 こえ､うそ､赤い?

久司 :赤いよOあんま辛目bL'ライヤーかけすぎるとき､色変わるんだって｡

(青春家族 4課)

上の例の(3)は､魔の会番の場でEが他のAから ｢Aさんは今 頼 rlコに煎ってるBという

ようをことを開いて､.それを硯麓の会話で ｢1日ニ取り込んでDに伝えているのである｡

潮 はl他の全教の場で栄がイタさんから r鎗支配人がつ,i:しさんの家に太ってくとこを見

た｣といようなことを聞いて､また(9)は､健の会静の場で久司が誰かから ｢ドライヤ-を

かけすぎると色が変わる｣というようなことを聞いて､､それぞれその聞いたことを現在の

会議の場で ト ｣に取り込んで開き手に怯えているのであるO

このように､ ト ｣に引属された発語が誰の発話かという点から見ると､話し手の自己

発静が引周された ト ッテ｡_上 現在の会静の稽手の発静が引周された ト ッテ､つ｣､第三

者の発着が引属された トープテ｡｣の3つに分けられるO この3つのうち､不稿で対象とす

る例(2)のような ト ッテO｣は､ト｣に話し手の自己発着が引周されたものである.

3.話し手の発話が引属された ｢～ツテ｡｣

分析の対象である例(2)のような 章二 ツテO｣は､トノ｣に爵し辛の自己発着が引用され

たものであることが第2節で明らかになったが､その例としてあげられた(2)と(4ほ(5約二

ついて､もう少 し観察してみよう｡

(2)A:トルコの会議の参加申し込み､忘れないでねo

C:わかってるって｡

(4)咲 :今朝からずっと考えてたんだけど｡

三上 :何｡言ってくれよ｡

咲 :愛してるって｡だから愛してるとか､そういうアレあなたから全然言っても

らったことないなあって｡ (青春家族 1課)

(5)A :あの時､私言ったと思うんだけど｡

B:なんて｡

A:仕事はずっと続けるって｡

上の3つの例の ｢～ツテ｣の解釈について考えると､(2)は ｢わかってると言った｣とい

う解釈では不十分で､ ｢わかってるよ｣というような解釈に近く､さらにそこに ｢だから

うるさく言わないでくれ｣と相手に言い開かせるような話し手の気持ちを補って解釈する
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必要がある｡それに対して､(4)は ｢言ってもらったことないなあと考えてた｣､(5)は ｢続

けると言った｣のように､ ｢ツテ｣を ｢ト考エル｣や ｢ト言り｣に置き替えるだけで解釈

できる｡

すなわち､｢～｣に話し手の発話が引用された ｢～ツテ｡｣はさらに2つに分けられて､

そのうちの ｢ト言う｣に置き替えができない用法が､本稿での分析対象の ｢～ツテ｡｣で

あるということになる｡

この2つの違いをはっきりさせるために､もう少 し例を見てみよう0

(10)麻子 :でも私たち､不熱心すぎたのかもしれないわよ｡

久司 :そんなことないって｡ (青春家族 4課)

(ll)とら子 :腹巻き持ってたほうがいいと思うんだけどね｡

大地 :いらねえってば｡ (青春家族 10課)

(12)徹子 :かっこがいいとか､そういうことだけでなしに､やっぱり､心とか

汀 :背中もかっこいいとこあるんでしょうけどね｡やっぱり背中で心が出せれ

ばなって｡ (徹子の部屋)

(㍑)久司 :そっちは?

麻子 :うん｡ご飯食べてね､それでお風呂入ろうかなって｡ (青春家族 5課)

(10)は､ ｢そんなことないと言う｣とvlう解釈では不十分で､ ｢そんなことないよ｣ と

いうような解釈をした上で､さらに例えば ｢だから､そんなこと言うな｣というような補

いを必要とする｡(ll)も､ ｢いらねえと言う｣では不十分で､ ｢いらねえよ｣というよう

な解釈をした上で､さらに例えば ｢だから､そんな物しまっといてくれ｣というような補

いを必要とする｡このように､相手がその言動を繰 り返さないように言い聞かせている話

し手の気持ちを読み取った補いを必要とする(10)(ll)のような例が分析対象の例である｡

(12)(13)は ト｣に話し手が心の中で考えていることが取 り込まれた例ではあるが､

(12)は ｢出せればなと思っている｣､(13)は ｢お風呂入ろうかなと思っている｣のよう

に､ ｢ト思り｣に置き替えることができ､解釈に補いを必要とはしないので､分析対象 と

はしない例である｡

では､どのような場合に ｢ト言り｣や ｢ト思ウ｣だけでは不十分で､補いを必要とする

のだろうか｡

例えば､(5)の ｢仕事ハズット続ケルッテ｣は､これだけだとどちらの解釈も成 り立つ｡

しかし､(5)の例では ｢仕事はずっと続けると言った｣と解釈できる｡これは､この発話に

先立つAの ｢言ッタ｣とかBの ｢ナンテ｣によって作られた文脈によるものと考えられる｡

もし例えば､BがAに仕事をやめるように言っている場面とか､BがAが仕事をやめるの

ではないかと心配している場面などであれば､ ｢続ケルツテ｣には ｢あなたがなんと言っ

ても私は続ける｣とか ｢続けるから心配しないで｣というような補いが必要となろう｡

このことから､ ｢私は-･言った (思っている)｣とか ｢あなたは何と言ったか (思っ

ているか)｣というような文脈では解釈に補いを必要としないが､ ｢～｣に取 り込 まれる

ことについて聞き手の理解が不十分で､そのために話し手の期待する文脈になっていない

ような場合には補いを必要とすると言えよう｡文脈が話し手の期待にあっていない場合､

そのような文脈はもう繰 り返してほしくないという気持ちを表出するのは理にかなったこ

とであるが､その表出の役割を ｢～ツテO｣がになっているのだと言えよう｡
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4｡解釈に補いを必要とする ト プチo｣の文脈

前にあげた(1)～(13)の例の中で､分析の対象とする例は次の(2)(10)(ll)である｡

(2)A :トルコの会議の参加申し込み､忘れか ､でね｡

C:わかってるってC,

(10,3麻子 :でも私たち､不熱心すぎたのかもしれないわよO

久司 :そんなことないってo l青春家族 4課)

(川 とら子 :腹巻き持ってたほうがいいと思うんだけどね｡

大地 :いらねえってば｡ (青春家族 10課)

これらに共通していることは､ト-｣に壁;rプ込まれているのが嘉し辛uj･flw岬 に あ る自

己発話であるという点と､ ｢ツテ｣を 付 言ウ｣や Ⅲ 思ウ｣の縮約形として捉えるだ け

では不十分でさらに解釈に補いを必要とするという点であるo補いを必要とするのは､

ト｣に取 り込まれることについて聞き手の理解が不十分で､そのた捌 こ話し手の期待す

る文腺になっていないような場合であるということを､前節で見たが､このことについて

さらに観察を進吟よう｡

(2)については次のような文脈が考えられるoCは串し込みをし酎 すればいけをいと思っ

ているのだが､AはそのCの意浩に対する理解が不十分で ｢忘レナ-fデれ と言 ったO忘

れているわけではないCにとってはそのAの発言は期待するものではなかったので､巨プ

カッテルツテ｣という発話になったのである｡Cはこれによ.っ■て､Aに応答すると同時に､

ほ から安心してくれづとか ｢わかってるのになぜそんなことを言うのか｣とt･巧 ような

気持ちを伝えようとし､さらに ｢だからもうそんなこと言わか 主でくれ｣と言い聞かせて

いるのである｡

(蹄 については次V-)ようを文脈が考えられる｡久鞘 ま自分たちが不熱心すぎたとは患･rつ

ていないのに､麻子はその久司の意識に対する理解が不十分で ｢不熱心スギタノカモシレ

ナイワヨ｣と言ったLlそう思っていない久司にとってはその麻子の発言は期待するもので

はなかったので､ ｢ソンナコトナイッナ｣という発着によって､麻子に応答うると同時に-

｢だから心配するな｣とか r不熱心ではなかったのになぜそんなことを言うのか｣という

ような気持ちを伝えようとし､さらに ｢だからもうそんなこと言うな｣と言い聞かせてい

るのである｡

(ll)については次のような文脈力考 えられる｡中学生の大地は腹巻きなど必要か -と思っ

ているのだが､祖母であるとら子はその大地の意識に対する理解が不十分で ｢腹巻キ持ッ

テタホウガイイト思ウンダケ ドネ｣と言った｡そう思っていない大地にとってはそのとら

子の発言は期待するものではなかったので､ ｢イラネエツテバ｣という発話によって､と

ら子に応答すると同時に､ ｢だからしまっといてくれ｣というような気持ちを伝えようと

し､さらに ｢だからもうそんなこと言わないでくれ｣と言い聞かせているのである｡

上の例と同じような文脈で発散されて､上の例と同じような補いを必要とする例をもう

少し見てみよう｡

(14)麻子 :あっという間よ｡学校変わるってそれだけでエネルギ一便わせちゃうのよねo

久司 :とにかく､おれ､話し合ってみるから｡だいじょうぶだって｡

(青春家族 4課)

(15)麻子 :研究員から庶務課に変わったのも正解だったのよ｡おかげで先見えたし｡
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久司 :それ言うなって｡だって､研究にちょっと行きづまり感じてたし｡

(青春家族 7課)

(16)一歩 :1杯だけなら大丈夫ってあれ､絶対ダメだからね｡

一之 :わかってるってば｡ (青春家族 12課)

(17)相談者 :わたしがもう少しね､

回答者 :え､いやいや､それはお母さんの貴任 じやないですって｡

(子供と教育電話相談)

｢～ツテ｡｣に先行する相手の発話を見ると､(14)は子供の学校のことであせりを見せる

麻子の発話､(15)は久司にとって言われたくないことを言った麻子の発話､(16)は酒にお

ぼれた生活からやっと抜け出した一之の古傷にさわるような一歩の発話､そして(17)は子

供の閉塞に責任を感 じて自分をせめてばかりいる相談者の発着､というように､話 し手の

期待にあわない文脈であるため､話し手はそれぞれ ｢ダイジョウブダッテ｣｢ソレ言ウナ ツ

テ｣｢ワカッテルツテバ｣ ｢オ母サンノ責任ジヤナイデスツテ｣という発話によって応答

し さらに ｢だからもう言わないでくれ｣と同じ発着が凍 り返されないように言い聞かせ

ているというように解釈できる｡

これまでに見てきた文脈は聞き手の発語によって作 られていたが､次の例には発話 され

た文脈がないO

(18)久司 :今度のことは､たまたま転校のことでショックを受けてただけでさ｡

麻子 :-

久司 :あんまり深刻になるなって｡受験まであと10か月もあるんだから｡

(青春家族 4課)

(19)周 :起きなさいってば｡ (青春家族 10課)

(20)久司 :大地｡風邪ひくぞ｡風邪ひくって｡申､入ってなよ｡ (青春家族 1課)

(18)は聞き手の麻子が心配そうな様子を見せるだけで久司が期待するような発話をしな

い､(19)は相手がなかなか起きない､(20)は大地が寒そうな様子で外に立っていて呼んで

いる久司には反応を示さないというような状況である｡このように､話し手の期待 にあわ

ないような状況も ｢～ツテ｡｣の解釈に補いを必要とするような文脈になりうるもので､

文脈は必ずしも発話されているとは限らない｡

5.解釈に補いを必要とする ｢～ツテ｡｣に後産する助詞

これまでに見てきた例の中で､(ll)(16)(19)のように ｢ツテ｣の後に ｢バ｣が続いている

例がある｡

(ll)大地 :いらねえってば｡

(16)-之 :わかってるってばO

(19)局 :起きなさいってば｡

用例の中では ｢バ｣の付いていない(2)(10)(14)(15)(17)(18)(20)もすべて後に ｢バ｣ を付

けることができるO

(2)HC :わかってるってば｡

(10)'久司 :そんなことないってば｡

(14)'久司 :とにかく､おれ､話し合ってみるから｡だいじょうぶだってば｡
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(15)'久司 :それ言うなってぼ｡

(17)'回答者 :え､いやいや､それはお母さんの責任 じゃないですってぽo

(18)9久司 :あんまり探刻に在るなってば｡

(20)'久司 :大地C風邪ひくぞ｡風邪ひくってぼ｡

これに対して､第3節であげた例のうち､解釈に補いを必要としない ト ッテ｡｣は､

後に ｢バ｣を付けることができをいO

や(4),咲 :愛してるとか､そういうアレあなたから全然言ってもらったことないなあ

ってば｡
きJr･＼･L爪r-こ/Tヽ政 宗i ≡壬( + ) ノ Eq -rl I 1 -p 7,で>･Fl

B:なんて｡

A:仕事はずっと続けるってばo

M 打 汀 :やっぱり背中で心が出せればなってばo

rL3㌢麻子 .:ご飯食べてね､それでお風呂入ろうかなってぼ｡,

との例で見たように､解釈に補いを必要とする ト ッテO｣には ｢バ｣を柳 することが

できて､補いを必要としないすなわち ト ト言Tii｣で置き替えられる ト ッテ｣ には

｢バ｣を付けることができか ､Oこの rバ｣は､文法的には黄綬助詞であるから､ 青～ツ

テバ｣は ト ト言エバ｣のつまった形と考えられるrjただ､ ｢ワカぅ?テルb:/.テバjは ｢わ

かってるよ｣というような解釈になるが､ ｢りかブテル ト言エバJという形は､それで終

わることはできず､また ｢ツナバ｣のような補いを伸 すた解釈はできない｡しかし､ 巨)

か,チルト言エバワ労ッテル｣という形は､それで終わることができ､また､｢T7カ-?チ

)i,ツテ (バ日 と同じ解釈ができる｡こU-,3Lことから_. ト ツテバ｣は ト ト言エバ･｣ か
､-1､

らできた形といえるのではないだろ-77㌢｡

66解釈に補いを必要とする ト ッテ,,｣と置き替えられる ト タラO｣

本稿の分析の対象である ｢ッテ【Bは､次のように ｢ツタラ｣と置き替えることができるo

(2)'‥C :わかってるったら(,

(10)‥久司 :そんなことをいったら｡

(ll)' 大地 :いらねえったら｡

(14)-久司 :とにかく､おれ､話し合ってみるからOだいじょうぶだったらo

(15)=久司 :それ言うなったら｡

(16)I -之 :わかってるったら｡

(17)-回答者 :え､いやいや､それはお母さんの責任 じゃないですったら｡

(18)‥久司 :あんまり深刻になるなったらO

(19)' 周 :起きなさいったら｡

(20)=久司 :大地O風邪ひくぞC風邪ひくったらO

第5節で､ ｢ツテバ｣という形式について観察し､それは ト ト言エバ～｣からできた

形ではないかと考えたが､ ｢ツタラ｣についても同様のことが考えられる｡すなわち､

｢～ト言ッタラ～｣から ｢～ツタラ｣という形ができたのではか -かということである｡

ト ト言エバ-｣と ト ト言ッタラ｣ ､例えば､ ｢イラナイト言エバイラナイ｣と ｢イ

ラナイト言ッタライラナイ｣は同じ解釈ができる｡したがって､これらからできた ト ッ
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チ (バ)｣と ｢～ツタラ｣は置き替えができるのである｡

7.まとめ

引用を表す ｢～ツテ｣で終わる表現は､｢～｣に引用されているのが､話し手の発話か､

聞き手の発話か､第三者の発話かという観点から大 きく3つに分けることができ､話 し手

の発話の引用による ｢-ツテ｣はさらに2つに分けることができる｡本稿では､話 し手の

発話の引用による ｢～ツテ｡｣のうち､それが ｢～ ト言り｣や ｢～ ト思り｣で置き替 える

ことができず､解釈に補いを必要とするような ｢～ツテ｡｣について考察を行った｡

その結果､次のようなことが明らかになった｡

1)解釈に補いを必要とする ｢-ツテ｡｣は､話し手の期待にあわないような文脈で使

われる

2)文脈は､聞き手の発話によることもあれば､聞き手の態度や行為によって表される

こともある

3)解釈に必要とする補いは､ ｢もう言わか -でくれ｣とか ｢もうしないでくれ｣ とか

｢心配しないで｣などのように､文脈を作っている聞き手の発話や態度や行為 をそこ

でやめるように言い聞かせるものである

4)この 上 ッテ｡｣は､他の ト ッテ｡｣と違って､後に ｢バ｣を付けて ｢～ツテバ｡｣

と言うことができる

5)この ｢--ツテo｣は､他の ｢～ツテ｡｣と違って､｢～ツタラ｡｣と置き替えること

ができる

この ｢～ツテ｡｣の用例は日本語の教科書には遭出されていないが､日本語教育用 ビデ

オにはかなり多 くの用例が見られる｡ ｢-ツテ｡｣の指導においては､それがどのような

文脈で使われているかということと､｢～｣の部分が誰の発話の引用であるかということ

の把握が重要な点であるといえよう｡

[注]

(1)1980年以前では､1971年出版の"INTEGRATEDSPOKENJAPANESEIVolumeOne"

(アメリかカナダ十一大学連合日本研究センター)､1974年の"JapaneseLanguagePatternsVohlme

II"(A.Alfonso)､1977年の''AnIntroductiontoModern Japanese"(水谷修･信子 シャハ○ンタイムス)

に取 り上げられている｡

(2)仁田(1987)鮎揮(1988)

(3)南(1985)仁田(1987)鮎揮(1988)

[参考文献]

鮎滞孝子 1988 ｢｢話しことば｣の特徴-聴解指導のために｣『日本語教育』64

鎌田 修 1988 ｢日本語の伝達表現｣『日本語学』7巻9号 明治書院

砂川有里子 1988 ｢引用文における場の二重性について｣『日本語学』7巻9号

仁田義雄 1987 ｢日本語疑問表現の諸相｣『言語学の視界』大学書林

藤田保幸 1988 ｢｢引用｣論の視界｣『日本語学』7巻9号 明治書院

南不二男 1985 ｢質問文の構造｣『朝倉日本語新講座4文法と意味』朝倉書店

-177-


