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1.はじめに

｢はい ｣､｢ええ｣､｢うんJLは､u本人の言語生活で日常的に使われる､最も基本的な語のひとつであ

るが､私たち自身はそれらをどIJmJように使っているのかあまり自覚がない.日東語教科書ではーこれら

にしかならない由またこの 3語の違いをフォー-マリデイや丁寧喪の差であるとする説明も言語行動の実

態調査や分析に支えられた見解とはいいがたい¢

これらの語は日常的な会話に頻繁に使われ､意味機能が多様であるにもかかわらず､それが意識され

ていないため､日本語教育では十分に教えられることがないまま一泊 然習得に佳されている状態である,u

Lかし､上級レベルになっても日本人との円滑なコミュニケ-シヨンができない原因のひとつとして､

会話上でさまざまな働きをするディスコース 垢マ-か-(談話標識)の適切な使い方が未習得であること

が考えられるぢこれらの語のもつ根源的な機能と､そこから拡張したさまざまな使われ方を整理するこ

とは､学習者の実践的Ej本語力の向上に寄与すると考,iられ る 写

本 研究では｢は い｣を中心にその機能を考えるが､従来乃ユらの応答詞として捉える考え方を批鞘畑こ検

証 し､I談 話管理 の 観点からみた役割が重要であることを述べるd,またtr克え一､_｢モP ltLLよ7㌧h7'-三ソ′tJ｣ .L ipLJ等㌍苧'=J二ノノjL

で 必 要 と思われる視点L'Jrj置き方について考える_

2.E〕本譜教科書LおけるIrはい ｣ 言 え え _j了 うん !の淡い

｢はい｣｢ええ｣｢うん｣は､初級 をこき茶語教科書のきわめて初期にパパわゆる肯定応答詞とLて初出する

･-｢いいえ｣を同時に導入して こye5 .2と gNo/Qと同義であるということが多い古この場合､rはい｣と

ように説明されるか

｢ええ｣も ｢はい ｣に伴って導入され､｢うん｣は友人同士の会話例が多い教科書で多く扱われる傾向が

ある｡｢はい｣と ｢ええ｣､｢うん｣の違いはフォ-:7リティあるいは丁寧度の差として説明され､｢はい ｣

が鼠もフォーマル/丁寧で､｢うん｣がインフォーマル/くだけた表現で了ええ｣はその中間に位置する､

というのが一般的な見解であるC

この3語はまた､あいづち詞としても導入される｡堀口(1997)は代表的な日本語教科書 8種で扱われ

ているあいづちの種類を調査しているが､8教科書の会話例の中で最も多く使われていたのが ｢ええ｣

(ま12回)であった.また｢はい｣(60回)は 3番目､｢うん｣(47回)は4番目に多く現れるあいづちであった

(2番目は ｢そうですか｣)｡したがって､これら3語は代表的なあいづち詞として紹介されることが多

いが､その 3語の差は､やはりフォーマリデイや丁寧度の差として説明されている｡

この3語､とくに ｢はい｣は､肯定応答詞､あいづち詞以外の用法も多いのだが､それを指摘してい

る教科書は非常に少ない｡堀口(1997)と同じ8教科書を使って調べたところ､物を人に差し出すときに

使う ｢はい｣や､呼び止められたときの返事としての ｢はい｣が扱われている程度であった.

3.談話管理の観点からみたrはい｣､｢ええ｣､rうん｣

3-1.学習者に認識されていないrはいJの例

会話参加者は談話の構造や進行具合をフィー ドバックしながら先に進むが､そこには参加者間の相互

の協力がみられなければならない.｢参加者が相互に協力し合って談話を管理している｣という考え方か

ら会話の進行をみると､｢はい｣､｢ええ｣､｢うん｣などのディスコース･マーカー(談話標識)がたい-ん

重要な役割を果たしていることに気づく.これらのマーカーの適切な使用なくしては､会話は頓挫して

しまう.以下は､電話会話において学習者の ｢はい｣の使用がうまく機能しなかったため､会話がスム
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-ズに流れなかった実例である｡

<例 1>電話の終結部 A:日本人のかけ手 B:学習者の受け手 (岡本,吉野 (1997)より注1

1A:合わせていっしょに見ていただきたいんですね

2B:塾三三

3A:法主1

4B:迦
5A:え ですからその二つをあのお待ちしますので

6B:迦
7A:よろしくお願いします

8B:こちらこそ

9A:虹 (笑)

それでは明Ejの､ま､夜になると思います-けれども､虹 ｡

10B:はい､はもi

ilA:以上です

12B:-iiil
且3A三//血 ､どうも失礼しました

且4B:失礼しま-す

この会話は､母語話者の日本人が学習者にした依頼の電話の終結部を文字化したものである.母語

話者と学習者の会話がうまくかみ合わずに電話が終結できない状態が続いている.最終的には母語話者

の明示的な表現で電話を打ち切る意思を表明し､相互の合意のもとに電話を終結させることができた.

ここでは多数の｢はい｣が使用されているが(母語話者の｢はい｣には直線､学習者の｢はい ｣には二重線の下

線を引いた)､岡本･吉野(1997)もいうように､学習者の ｢はい ｣の使いかたに問題があり､依頼が済ん

で電話を切りたい母語学習者が困惑している様子がわかる.母語話者は 1Aで 依頼の内容を全部述べて

学習者の受諾を待ったが､2B で｢あー｣という応答しかもらえなかった｡そこで相手に話順を渡す働き

のある｢はい｣を使って依頼の受諾を明示する応答(例えば｢分かりました｣など)を期待したが､4Bではま

た｢はい｣のみの応答であった.そのため5Aでは ｢え ですから～お願いします｣と情報を付け加えて依

頼の意味を強化させているが､6Bであいづちと考えられるような｢はい｣をもらったあと､8Bで ｢こち

らこそ｣と応答されるのみで､依頼の受諾を明確にもらえず､電話の終結ができない｡母語話者は 9A

で｢はい｣といって苦笑せざるを得ず､｢それでは～ ｣と依頼事項のさらなる情報を出して相手の受諾表現

を待つが､10Bでも ｢はい､はい｣が得られたのみであった.そこで母語話者は最後の手段として 11A

｢以上です｣を発話して自ガで会話を終結に向かわせることとなる｡

学習者の ｢はい｣の使い方をみると､｢はい｣が ỳes'の意味の肯定応答詞､あるいは òk'(受諾

の意味の)､あいづちとしては､認識されていることがわかる｡しかし､｢はい ｣が単独では ỳes'や òk'

の意味を担うことはむしろ少ないこと､談話進行のための重要なマーカーとして機能していることなど

に関しては､認識がないことが分かる.この会話の場合､4B､6B､iOB の ｢はい｣はそれだけでは受

諾の意味を伝えることができず､母語話者にはあいづち､あるいは意図を測りかねるあいまいな表現に

聞こえている｡いっほう母語話者は､(学習者が依頼を受諾したことはある程度推測できているものの)

この場の状況の言語的不明瞭さを解消し学習者の明確な受諾を取りつけようと､｢はい｣を多用している｡

例えば 3Aや 9Aの最後の ｢はい｣は話順を渡して相手に明示的な受諾を表明するチャンスを与えてい

る｡また､9Aではそれまでのやりとりを一区切りさせて新たな情報を導入している.このような細か

い使い分けを母語話者は自然に行なっているが､学習者にはそれが理解できずに会話が進行し､母語話
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者の｢以上です｣につながったわけである.

3-2,発話の順番受け渡しのrはい｣

会話におけるディスコース ･マ-カ-としての ｢はい｣の例を､もうひとつみてみようさ

<例2>テニスの試合TV中継 A:アナウンサー B:解説者

1A:立ちあがり､グラフがですね､いったんペンチに戻らずに､そのままサーヒスの､練習をした

ままはいってきました

2B:血 .あの今大会､あのこういうシ-ンよ(見ました

3A: 法上ユ

-/iB:魁 ユ｡やはりあの､ま自分からサ-一一てビスをはじめるという､そういうことも--

<例 2>はテニスのテレビ中継だが､且Aでアナウンサ-が選手の様子を視聴者に伝えるとともに解説

者にはこのことに関するコメントを求めている.このように平叙文で対話者のコメントを引き出す手法

は､.スポーツ中継やインタビューーRで多用される心これに対 レこ解説者は､宝冠 で｢はい｣と受け､アナウ

ンサー---のjf':叙文をコメント要求と受け取ったこと､それに対して返答をする用意があることを伝えてし

るヴこのようなぎ-はい｣は役割関孫が明確な会議に窺われやすいも次にアナT?ンサヤは 諸 の解説者tJT,コ

メン首-を聞いた蜜､く先を続けて>という意味のあいづちと考えられる ｢ほい を3Aで出して話順を涼

し･こいる,そここで解説者はうながされるように 4盛で ｢ほい-3を出し､詣順を受け取ケて話をさらに進

める姿勢を明らかにしているCこのような ｢発話の順番受け渡し｣く話順の渡しと受け取 り)とし′て ｢は

い｣は談話進行上たいへん重要な役割を演 じている曽ちなみに､談話管理においてみられるディスコ一一--

スoマ脚力州のなかに ｢あいづち｣も含められるというのが筆者の考涙である血泰稿でこれまでぎーぁいづ

ち｣を談話管理とは切 り離した所で述べてきたのは､従来 ｢あいづち詞｣はEj本譜に顕著にみられる言語

現象として独立して語られることが多かったため､本稿では Fはい｣の談話管理的役割を強調するとい

う目的のため｢あいづち｣を分けて扱ってきた｡

313.i.)ズムとりの｢はい｣

次は朝の主婦向けTV番組からとったものである.この冒頭部では女性アナウンサーがメインスピ-

カーとして視聴者に向かって話しかけている｡

<例 3>テレビ ｢生活ほっとモーニング｣開始部 (F:女性アナウンサー M 三男性アナウンサ-)

1F:おはよう//ございます

2M : おはようございます

3F:9月 i4Ejn月曜Ejの生活ほっとモーニングです

4M: 止⊥1

5F:きのうは日曜でした-あ//したはお休みで-す

6M: i左 は-注2

7F:という//ことで､な一に今週は 1日多く夫が家にいるじゃないのと､

8M : ‡フフフ)(笑った後女性アナをちらっと呪む)

9F:こう思っていらっしゃる方いると思います

10M: 比こ

まず 1Fの女性アナウンサーの挨拶に重なるようにして､2M で男性アナウンサー-が視聴者に挨拶を

している.したがって二人のアナウンサーは 1F､2Mで視聴者に向かって話していることになる.女性
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アナウンサーは 3F以降もつねに視聴者に向かって話しているが､男性アナウンサーのほうはどうであ

ろうか｡4M から一貫して､対面会話においては ｢あいづち｣と受け取られる｢はい｣や｢うん｣を連発 し

ているが､自分に向けられていない発話に対して発する言葉も｢あいづち｣としていいものだろうか.少

なくともこれまでの｢あいづち｣の定義は会話の相手に対して打たれることを想定していた.しかしここ

では､両アナウンサ-の話しかける相手は視聴者であるにもかかわらず ｢あいづち｣のような ｢はい｣

や ｢うん｣が打たれている｡ここは｢あいづち｣の機能のひとつ､｢聞いているという合図｣というより､

メインスピ-カーのいっていることを支持していることの合図(あるいは援護射撃)や､リズムとりとし

て機能しているとみたほうが自然ではないだろうか.

4.｢はい｣のさまざまな機能

このようにみていくと､これらのディスコース4マーカー､とくに｢はい｣の機能は実に多様であること

が分かり､その多様性のなかから根源的な特徴を抽出することはにわかにはできそうもない｡

そこでまず考察の手始めに､これまでに言及されている ｢はい｣の機能に筆者自身があらたに認定し

たものをまとめてみることにしたQ以下に17種類｢はい｣を特徴を提示する.例文は､奥津 (1989)､沖

拍99∠皇)､石井 拍997)から流用したものを含むO

①Yes-No疑問文に対する応答

a:明日､いらっしゃいますか

b:｣よ⊥1

②確認

a:来年太郎君は一年生ですね (～だろう/ではないですか)

b:逮_Ll

③要求に対する了解

a:これを田中さんに渡してください

b:はもユ

④呼びかけに対する返事

a:鈴木さん

b:魁 ユ

(電話の開始部で)

a:もしもし

b:娃il

⑤共同で行う行動のスタ- 卜の合図

(皆で何かを持ち上げている)いち､にいの､さん､起 上

⑥あいのて

a:それでは､次をみてもらうと､

b:は上土

a:分かると､思うのですが｡

⑦ ｢そうですか｣に対する応答
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a:きのう､電話で予約をしたものですが

b:あ､そうですか

a:魁 ユ

<⑥と⑦はどちらも ｢あいづち｣という考え方もできる>

⑧ ｢そうですか｣の先取 り応答

(店員が商品をお客に勧める場面で)こちらがよろしゅうございます｡迫邑

<以下のように護がbの ｢そうです｣を先取 りしてそれに応答したとも考えられる>

a:こちらがよろしゅうございます

b:そうですか

‥I.I+rI日 !J､十.

⑨何かを提示する場面

(箱 入 り の ケ ル キ を潰しな が ら 日 }j:い ､､ お み や げ

⑲行動指示をする場面

fl牧鹿の開始にあたTJ'て,3退出､ズタ- ㍗

(看護婦が病人に日よじ 体温測って

招二や馬に対 してう塩主上 と二つIy//

⑪画ui二の合図

そ生徒が作業を続けているときベルの苗がして日よし土.じゃあ藍か こくだ封 ㌧

⑫話し相手のタ-ンが終わったことを示す台詞

E:授業でa:生徒､桁 数軌 C:司会の生徒)

33:わたしは ｢弱み F5pいろ♪｢デス乙.-組み引落事了/輿

b:はむ

C:0さん

⑬注意喚起

(教室で騒いでいる生徒に)速足､追出､Mさん､追払 Tさん､Kさん､肱』､お願いします｡注3

⑪相手のコメント要求指標の認知とア承

⑮コメント続行要求

⑱コメント終了の意図表明

⑰ リズムとり

5ーrはい｣の根源的意味

5-1.｢はい｣は応答詞か

｢はい｣の基本的働きを追求しようとするとき､これまでの固定観念を覆して考える必要性を感じる.

｢はい ｣はこれまで肯定応答詞として位置づけられ ｢ええ｣や ｢うん｣と同義語のように考えられてき

たが､果たしてそのような分類が適切であろうか.前節のリス トを見れば分かるように､｢はい ｣がもつ

機能の多くを｢ええ｣や｢うん｣は担えない｡もちろん｢ええ｣や｢うん｣のもつ機能を｢はい ｣が担えないこと
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もあるが､それほど多くはない｡｢ええ｣や｢うん｣のほうが応答詞としての役割が強く､｢はい｣はそのよ

うな働きはむしろ付加的なものなのではないだろうか｡

品詞論では ｢はい｣､｢ええ｣､｢うん｣は応答詞として位置づけられることが多いが､品詞としての分

類においても所属が一定していない.そもそも､これらの語は品詞としての位置づけが難しい｡ものご

とには一般に｢その他｣という､分類できにくい雑多なものが存在するが､｢はい｣､｢ええ｣､｢うん｣はそ

の最たるものであろう昏名詞､動詞､副詞などのように定義分類してどこにも入れずに残っていくもの

を集めて､その他とする代わりにこれまで幾つかの名称が与えられた｡以下は明治期から試みられてい

るいくつかの分類方法である.現在では3｡が最も一般的なようである.

1感動詞 (間投詞)､応答詞 (応答､呼びかけ)

2応答詞-応答詞､感動詞､呼びかけ詞

3感動詞-感動詞 (語)､呼びかけ詞 (諺)､応答詞 (請)

このように分類が確定しないところをみても分かるように､感動詞､間投詞､応答詞の性質には連続

性がある｡感動詞はもともと意識未分明な原初的な声の発現であったろう｡そしてこれらの語に見出せ

る共通点を考えると､｢単独で文を形成できる｣や｢人間の情念やコミュニケーションの根源的なところ

に位置することば｣ということではないだろうか｡応答詞や感動詞､間投詞という区分はそもそも､西欧

文法を導入した明治に7interjection'を念頭に便宜的につけた名称であるといわれている (山口,1988)｡

そうであればなおさらのこと､英語の Ỳes' や Ǹo'と類似の概念と考えるのはかなり危険なのでは

ないだろうかO因みに､英語では上記の2語は副詞というカテゴリーに分類されている｡

512.rはい｣の肯定･否定の度合い

フランス (1988)は ｢はい｣や ｢いいえ｣にはもともと肯定 ･否定という強い意味があるのではなく､

両対話者間の一致ないし不一致を表している､つまり統語論的機能より談話を進行させる機能を果たし

ている､と考えている.日向 (1980)も ｢はい｣は相手の発話に対する敬意の伴う認知応答であるとい

っている (下線筆者)が､これらは肯定 申否定が第一義的意味ではないという主張である｡

<例4>は沖 (i994)から弓潤 したものだが､ひとつの発話行為の達成に ｢はい｣系と ｢いいえ｣系

のどちらもが使え､肯定中否定の意味を明確に担ったことばではないことが分かる8

<例4> 1)a:ごめんなさい｡

7,.上..､､L

b:ウン､いいん/こよ｡

2)a:ごめんなさい｡

b:イヤ､いいんだよ｡

Yes-No疑問文-の応答発話が 卜はい｣のみで自然に完結すると感じられるものは驚くほど少ない ｡こ

のことからも､｢はい｣の基本的機能は告定 ¢否定とは違うところにあると考えられる｡
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5-3.｢はい｣のリズム性

古い文献や方言に現れる ｢はい｣系統の言葉は､お磯子やあいのてといった､いわば調子とり 巨)ズ

ムとり)の役割を果たしているものがあるe例えば民謡でよく使われる｢はい､はい｣といった合いの手､

餅つきなど共同作業の際に合図として使われる ｢はい ｣などは､協調性や協力性を表現したリズム取 り

の役割が強 く､返事としての応答詞的役割はない｡

①民謡の ｢はい､はい｣:合いの手

②餅つきの ｢はい｣:合いの軒L.リズムとり (rぺったんⅣj- ｢はい｣､｢ぺったん｣- ｢はい了 ご進む

/r､E紙せ｣ydl.･寸｡ノJ I_.-一紙マ,｣､｢ニり烏 ｣｢どっこい｣などに置きかえることができる)ふく ｢74い Jヰ ｢4,-- 呈G,｢llい

5一環 置本語会謁の英誌隆

義多 持996)では sei㌢coriteX虹.ilaiiza転Ti､ 共話など∴ ]本譜 の 会話において相手と話すリズムO-j大 切

さ､一定 の リ ズ ム パ タ ---ンの 協ガ保持の重 要 性をあげ て い る<. そ して そ れ が 巨…本 譜の会詣で は あ い サ f=,

clr,)争 乱 頻繁な頭の ふ り などを生み出しているといっている｡ 二 .173研 究 は あ い づ ち と頭ふ 机 二 間 す る 研

垂

究 で あったた臥 その他の要素には触れていないが､uズムパタd--ンの協力保持が重要という記 述 か ら ､､

あいづちという定義を超えたディスコ-/7-}マ州か一一1-が日本語会 話 に は大きな役割を果たしていること

を十分にうかがわせる記述であるo

LGj.f~はし､｣､｢ええ｣了 うん｣再考

これまで ｢はい｣を中心にみてきて､｢ええ｣了 うん｣との違いにはほとんど振れていない信 A ngeieset

al.(2000)の調査によると｢はい｣の機能は｢ええ｣了うん｣をはるかに上回る多様性をもでている(表 頼

義 1.｢はい｣､｢ええ｣､｢うん｣の機能の違い (Ange旦eseもai.(三･300:81)より)

Hal Ee Un

A:PositiveresponsetoYNQ

B:Back-channel

C:Acknowledgementofhavingheardbeforeanswering

D:Self-confirming

E:Responsetoasuggestion

F:Responsetoacolnmarld｡rastTOrlgrequest

G:Attention一gettlng

tr_:Respo王lSetOattention-getting

i:Presentation/submission

∫:Rollcall

K:Useasarepeatedback-channeltocutoff

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
√ヽ Ⅴ √ヽし′ _ヽ し′

0 Ⅹ Ⅹ

0 Ⅹ Ⅹ

0 Ⅹ Ⅹ

0 Ⅹ Ⅹ

0 Ⅹ Ⅹ
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しかし､これだけでは ｢はい｣の機能も,｢ええ｣や｢うん｣との機能も明確にされているとはいいがたい.

今後は4.で提示 した ｢はい｣の 17の機能を再考 し,Angelesらの研究結果と比較 し､それぞれの語

の根源にある機能を考える必要がある｡その際､Angelesらの考察では十分に注意が払われていない以

下のような視点を導入する必要があ り､暫定的にはある程度の傾向を予想することができる.

oT寧さのレベル : ｢はい｣､｢ええ｣>｢うん｣

･｢柏手めあて｣か｢自分めあて｣か ニ ｢はい｣､｢ええ｣vs.｢うん｣

｡談話管理的性格 : ｢はい｣>｢うん｣｢ええ｣

｢はい｣､｢ええ｣､｢うん｣は屑篭にいれざるを得ないような雑多なことばかもしれないが,意外に奥

が深い仕事をしている.これらの働きを探ることで､日本人にとって ｢話す｣という行為がどのような

意味をもっているのかの一端が見えて くるかもしれない､ という予感がするのである.

【注】

i. 本稿の目的に添って下線など変更した箇所がある.

2g ｢はい｣と ｢は-｣は音声上聞き分けが難しいことがある｡ここでも ｢は-｣は ｢はい｣の ｢い｣の部分が軽

く発音されたための違いであると考え､考察上は ｢はい｣と同等に扱った｡

3｡ 石井 (1997)では ｢たたみかけるような 『はい』で子供達の不満を封じ込める｣とあるが､それは注意喚起の

結果として出てくることと考えた.
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