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l はじめに

終助詞｢ネ｣｢ヨ｣についてはこれまで数多くの研究がなされ､さまざまな説明が提案 されてきた｡

これ らの先行研究はどれも｢ネ｣｢ヨ｣の特徴をよく捉えていると言えるが､｢ネ｣｢ヨ｣の核 となる

機能に関 してはまだ議論(,'-),余地があ りそ うである｡本研究ではその点を探っていきたい0

2.先行研究
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をいくつか取 り上げ‥以下の様にまとめた｡

A.情報 一 致 に 基 づ く 説 明 : 話 し 手と聞き=fの情報 が一 致 して い る か と うTJt､

B 情 報 帰 属 に 基 づ く 説 明 : 当 該 の博幸踊ミ話し手と聞き手,:/7どららに帰属 Lているか 淀 ､埋 的 に 近 い か )

C . 情 報 受 容 に 基 づ く 説 明 : 話 し手が当該の情報をどのくらい受 容 して い る か

で は ､ こ れ ら 3 つ の 恩 な っ た説 明 を 以 下考察 していく｡

盟--1 3つ深さ異なる説明

A∴情報一致に基づ く説明 (大告 -98(O､陳 Juj87㌧ 益園 長99主な ど)

情報一致に基づ く説明では､ある事柄に関して話し手と聞き手が保 有 し てし＼る情報が同 じ場合は

rネ上 異なっている場合は ｢ヨ｣が用いられると説明 している｡

(ia) ｢面白い映画だったネ｡J

状況 :映画館を出た Aが一緒に映画を見た 夏日こ言 っ た ｡

説明 :AはBも 映̀画が面白かった 3 とい う情報を持っていると思っている｡

(1b) ｢面白い映画だったヨoJ

状況 :一人で映画を見てきた Aが友人のBに言った｡

説明 三Aは Bが 映̀画が面白かった'という情報 と異なる情報を持っていると思っている｡

B.情報帰属に基づ く説明 (神尾 i990､メイナー ドi987､Oishi1985など)

情報帰属に基づ く説明では､当該の情報が心理的に聞き手に近い場合は ｢ネ｣､話 し手に近い場合

は ｢ヨ｣が用いられ ると説明 している｡

(2a) ｢九州はいい所だネ｡｣

状況 :九州へ始めて来たAが九州出身の王‖こ言ったo

説明 :Aは九州に関する情報はBに帰属 している (心理的にBに近い) と思っている｡

】口頭発表後､林四郎先生､蓮沼昭子先生をはじめ複数の先生方から建設的なコメントを頂いた｡本稿の内容は発表
内容とほぼ同じであるが､｢ネ｣｢ヨ｣の機能の 再̀'再考を今後の課題としたい｡
2 本稿では紙幅の都合上､議論を陳述文に限定し依頼文や質問文には触れない｡依頼文､質問文に現れる ｢ヨ｣の機

能については拙論saigo(2002)を参照されたい｡
3本稿ではそれぞれの先行研究の細部まで議論するという方法はとらず､それぞれの主要議論がほぼ共通するものを
同じに基づく説明として扱った｡

4 本稿では 情̀報'をいわゆる真偽の対象となる知識 (knowledge)だけでなく､話し手や聞き手の判断 (judgment)
や意向 (lntentlOn)なども指し示すものとする｡
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(2b) ｢九州はいい所だヨ｡｣

状況 :九州に行った事がないAに九州出身のBが言った｡

説明 ニBは九州に関する情報は自分に帰属 している (心理的に自分に近い) と思っている｡

以上の 2つの異なる説明は共に､話 し手と聞き手の情報分布の仕方によって｢ネ｣｢ヨ｣の使用が

択定されるとい う点でまとめられる (金氷 ｡田窪 1998)｡では､ 3つ 目の説明を見てみよう｡

C.情報受容に基づ く説明 (片桐 1995)5

情報受容に基づ く説明では､話 し手が当該の情報をまだ完全に受容 していない時に ｢ネ｣､既 に完

全に受容 している時は ｢ヨ｣が用いられると説明 している｡

(3a) ｢今 日の巨人阪神戦は 6時からだネ｡｣

状況 :野球の試合の開始時刻をはっきり覚えていないAがBに言った｡

説明 :Aは試合開始時刻をまだ完全に受容 していない (うろ覚え)｡

(3b) ｢今 日の巨人阪神戦は 6時からだヨ｡｣

状況 二野球の試合の開始時刻を聞かれてAがBに言った｡

説明 :Aは試合開始時刻を既に完全に受容 している (自分の記憶に自信がある)0

この説明は､前述の 2つの説明とは異な り､｢ネ｣｢ヨ｣は話 し手と当該の情報 との関係のみを指標

し､聞き手がどのように当該の情報を捉えているかに焦点を当てていない｡

以上､ 3つの説明の大概を見てきたが､これらの説明はそれぞれに｢ネ｣｢ヨ｣を違 う観点か ら捉

え､｢ネ｣｢ヨ｣の異なった特徴をうまく説明していると思われる｡しか し､本稿では ｢ネ｣｢ヨ｣の

核 となる機能は他にあると考える｡では､その核 となる機能 とは一体 どのようなものか｡また､前

述の3つの異なる説明は何を示 しているのであろうか｡ これ らについて､以下考察 してい く｡

3.新仮説

3-1 会話基盤導入指標 としてのrネjr∃｣

会話 とは､話 し手が発話を通 して聞き手に自分の情報を伝えることだと言える｡当た り前である

が､話 し手が聞き手に伝える前の情報は話 し手だけのものである｡つま り､聞き手は当該の状況で

話 し手がどのような情報を自分に伝達してくるか分からないのである｡そ して､話 し手が聞き手に

その情報を伝えた後､初めてその情報は話 し手と聞き手が参加 している会話の基盤にな りえる｡ し

かし､話 し手は自分の情報をただ単に聞き手に伝えてそれを会話基盤にしているわけではない｡何

らかの信号を自分の情報に付加 し､どのように自分の情報を聞き手との間の会話基盤にしよ うとし

ているかを示 していると考えられる0本研究では｢ネ｣｢ヨ｣もこのような信号の一部だ と考え､以

下のように提案する (Sは話 し手､Hは聞き手を指す)0

SがHと共に発話情報を会話基盤にしようとする時に ｢ネ｣を用いる 6

Sが一方的に発話情報を会話基盤にしようとする時に ｢ヨ｣を用いる

例えば､AさんがBさんに ｢田中さんの足は大きい｣とい う情報を伝えようと考えているとしよ う｡

5認知言語学の発展が｢ネ｣｢ヨ｣の研究にも波及し､90年代初めまで主流だった ｢話し手と聞き手の情報分布｣とい
う考え方に捕われない新しい考えが90年代に入り提案されはじめている｡本稿で取り上げている片桐 (1995)の他
に金水G田窪 (王998)､蓮沼 (呈996)､小野｡中川 (1997)などがその例である｡これらの議論に共通することは､｢ネ｣

｢ヨ｣の機能を ｢認識 e知識が形成される際に発動される心的操作の表示｣(蓮沼王996-383)だと考えていること
である｡本稿での提案とこれらの提案がどのように結びつくのかを見ていくことも今後の重要な課題の一つであるo

G本稿で用いられる ｢会話基盤｣という概念の詳しい議論はClaTk(1996)を参照されたい｡
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もしAがBと共にこの情報を会話基盤にしようとしているならば ｢ネ｣を付加 し (4a参照)､一方

的にその情報を会話基盤にしようとしているのであれば ｢ヨ｣を付加するのである (4b参照)0

(4a) ｢田中さんの足は大きい不 o｣

(4b) ｢田中さんの足は大きいヨ｡｣

この提案を用いて前述の 3つの異なる説明を統合することができるのではないだろうかOまず始

めに ｢ネ｣の場合を考えてみよう｡話 し手が聞き手と共に発話情報を会話基盤にしようとする典型

的な時 とは､(A)話 し手 と聞き手の情報が同じ時 (情報一致に基づ く説明;L,(a)情報が聞き手に

帰属 している時 (情報帰属に基づ く説明)､または (C)話 し手が情報をまだ完全に受容 していない

暗 く情報受容に基づ く説明)だと言えよう (図 1参照)0

話 し手が聞き手と共に発話情報を会話基盤にしようとする時

情報-敦に基づく説明 ･話 し手と聞き手の情報が同じ曙

橋葡帰属に基づ(説明.情報が聞き手に帰属 している韓

情報受容に基づく説明 話 し手が情報を栄だ完全に受容していない緯

摺 iFネJに関する先行研究と新提案との関係

次に ｢ヨJであるが､話 し手が 一方的に発話情報を会話基盤にしようとする典型的な時とは､h(A)

話 し手 と聞き手の情報が異なっている時 (情報一致に基づ く説明上 (B)情報が話 し.手に帰属 して

いる時 (情報帰属に基づく説明)､または (C)話 し手が情報を既に完全に受容 している暗 く情報受

答に基づ く説明上 であると言えよう (図 2参照)O

話 し手が-方的に発話情報を会話基盤にしようとする時

情報一致に基づく説明 話し手と聞き手の情報が違う時

情報帰属に基づく説明 情報が話 し手に帰属 している時

情報受容に基づく説明 話し手が情報を既に完全に受容 している時

図 2.｢∃｣に関する先行研究と新提案との関係

L叩q

このように考えると､前述の 3つの異なる説明が示 していたものは､｢ネ｣｢ヨ｣の核 となる機能で

はなく､｢ネ｣｢ヨ｣が典型的に現れる状況であったと言えるのではないだろうか｡

3-2 話 し手が｢ネ｣｢∃｣を用いる理由

3-1では､会話基盤 とい う概念を用いて､｢ネ｣｢ヨ｣の機能を提案 した｡ しか し､提案 された説

明だけでは､なぜ話 し手が自分の発話情報を会話基盤にしようとする方法を聞き手に示すのか分か

らない｡つま り､話 し手が｢ネ｣｢ヨ｣を使 う理由が何であるか答えていないのである｡本稿では話

し手が｢ネ｣｢ヨ｣を使 う理由は話 し手が自分の発話の後に聞き手から特定の返答を引き出そ うとし
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ているからだと考える0 7 この点を考慮に入れて､3-1での提案を以下の様に修正 し､それを本

稿で提案する新仮説 としたい｡

Sが発話情報を会話基盤とすることへの受諾をHに求める時､｢ネ｣を用いる

Sが発話情報を会話基盤と受諾した上での応答をHに求める時､｢∃｣を用いる

では､例 (5)～ (9)を通して修正された新仮説を見ていこう｡

(5) A ｢ちょっと､見て｡あの人怪しいネ｡｣

B ｢あ､本当だ｡｣(受諾)

状況 :友人AとBが電車に乗っている時､挙動不審の人がいた

(5)のや りとりで､Aがまず始めに ｢あの人は怪しい｣という情報をBに発 している｡その情報

にAは ｢ネ｣を付加 しているO これはこの情報を会話基盤とすること-の受諾をBに求めているか

らである｡Aの発話を受けて､Bは ｢Aが言ったことは本当だ｣という情報を発 し､受諾を表明 し

ている｡

(6)刑事 ｢あのう､田中さんですネ｡｣

田中 ｢ええ､そ うです｡｣(受諾)

状況 .･ある殺人事件の目撃者である田中と刑事が喫茶店で待ち合わせ した

(6)のや りとりも (5)と同様に､Aは ｢あなたは田中だ｣とい う情報をBに発 し､｢ネ｣を付加

している｡これはこの情報を会話基盤とすること-の受諾をBに求めているからである｡Aの発話

を受けて､Bは受諾 (｢ええ｣)を表明している｡

(5)及び (6)のや りとりを見て分かるであろうが､先行研究や 日本語の教科書では (5)で

の ｢ネ｣の機能を 同̀意を求める ｢ネ了､そして (6)でのそれを 確̀認を求める ｢ネ了 と異なっ

た説明をしている｡しかし､ 当̀該の情報を会話基盤 とすること-の受諾'とい う考えはこれ ら2つ

の異なる説明をまとめ上げることができよう｡つまり､｢命題-の同意を求める｣｢命題-の確認 を

求める｣といった2つの説明は､｢発話情報を会話基盤 とすることに対 して聞き手から受諾 を求め

る｣とい う機能を持っ ｢ネ｣とそれが使われた文脈が組み合わさって出てくる副次的な意味だ と言

える｡

次に (7) (8)のや りとりを見てみよう｡

(7) A ニ｢雨が止んだヨ｡｣

B :｢じゃあ､行こうか｡｣(受諾した上での応答)

状況 :AとBが喫茶店で雨宿 りをしていた

AがBに ｢雨が止んだJという情報に ｢ヨ｣を付加 しているoこれは､Aが発話情報を会話基盤 と

受諾 した上での応答を Bに求めているからである｡Bの発話の ｢じゃあ｣は受諾と考えられ､｢行

こうか｣はAの発話を会話基盤とした上での応答だと考えられる｡

(8) A :｢明日､暇 ?｣

B :r暇だヨO｣

A :｢本当 !じゃあ､映画見に行かない?｣(受諾 した上での応答)

てこの説明を用いて､なぜ｢ネ｣｢ヨ｣が新聞の記事や論文などには現れずに､対話で頻繁に現れるのかという疑問に
も答えることができよう｡つまり､新聞の記事や論文など読み手からの即座の応答を意図していないものには｢ネ｣

｢ヨ｣は現れないのであるO個人的な手紙や電子メールのやり取りなどには｢ネ｣｢ヨ｣が現れることがあるOこれは
書き手が｢ネ｣｢ヨ｣を用いて読み手から即座の応答を求めているような効果を意図しているからであろう｡
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状況 :Aが Bを映画に誘っている

まず初めに Aが Bに明 日暇か どうか聞いている｡その返答として､Bが ｢明 日は私は暇だ｣とい う

情報に ｢ヨ｣を付加 しているo これは､Bが自分の発話情報を会話基盤 と受諾 した上での応答を A

に求めているからである｡つま り､Bは Aが自分にそのような質問をした理由を次に言 うように A

に促 しているのである｡Bの ｢返答｣を受け､Aは Bを映画に誘っている｡Aの発話の ｢本当?じ

ゃあ｣は受諾を表 し､｢映画を見に行かない?｣は A の発話を会話基盤 とした上での応答だと考え

られる｡

最後のや りとりとして､魚屋の売 り込みを考えてみよう｡魚屋が店の前を通 りかかった人に ｢今

巨‖ま秋刀魚が安い｣ とい う情報を伝えたいとしよう｡その場合､どのように伝えるのであろうかo

まず考えられるのは､裸文末の ｢ゼロ｣である (発話 9a_参照)｡

(9a) ｢奥さん､今 巨=ま秋刀魚が安い｡｣

しかし､｢ゼロ｣の発話は売 り込みとしてどうであろうかo独 り言を言 っ て い る よ う な 印象 を受 けは

しないか.ノこれは トビロ｣が rネ 芦や ｢ヨjと違-)てそれ だ け で は 聞 き 手 か ら 応 答 を 弓ほ Lijす 効 力

がないからだ と考えられる｡では rネ｣はどうか (発話 9b参照 )a

(9bう ｢奥 さ ん､今日は秋刀 魚 が 安 い 孝 .｡｣

モネ ｣の発話 もあま りレっくりこないようだ,Jこれは白分の発話情報を会話亮盤 とするニ_～)-- { ＼ (i)1ミ㌢

諸 を秋刀魚が安いとい う事実を知 らない人から求める{7:)がそもそ も変であるからぐあろう(_1また秋

刀魚 が 盛 られたざる(,TF前に書かれた値段を指差しながら ｢奥さん､今日は秋刀魚が安い慕(､｣とも言

わないであろう｡これは通 り掛か りの人に百分の発話情報を会話基盤 とすること-の受諾を求めて

みたところで秋刀魚 を買ってほしいとい う魚屋の気持ちが上手く伝わらないか らであろうL,魚屋は

秋刀魚を売 り込むためには ｢ヨ｣を用いて､自分の発話情報を受諾 した上での応答 を聞き手に求め

なければならないのである (発話 9C参照)C

(9C) ｢奥 さん､今 日は秋刀魚が安いヨO｣

｢ヨ｣の効力を受けて､買い物客は ｢じゃ､--･皿もらっていくわO｣｢まだ家に鯵が残っているのよo｣

などと答えるであろ う｡

4 巨∃本譜教育との関連

｢ネ｣｢ヨ｣は 日本語初級 レベルで導入 される文法項 目である｡それにも関わらず初級の学習者は

言 うに及ばず中上級になってもこれ らの終助詞を上手く使いこなせる学習者は少ない｡｢ネ｣の使用

に関 しては､｢そ うですネ｡｣など慣用化 された句の習得は早いが､自分で作 り出 した情報 (命題)

に ｢ネ｣を上手に付加するのは難 しいようだ (Yoshimi1999)｡また西川 (2000)が指摘 しているよ

うに ｢ヨ｣の使用に関 しては､上手に使えないとい うよりも､全 く使わない学習者の方が多いので

はないだろうか｡

学習者が上手に ｢ネ｣｢ヨ｣を使いこなせない理由として､少なくとも以下の 3つの原因が考えら

れ 上 ら (

① 対話に特有の ｢ネ｣｢ヨ｣の運用能力はそ うではない文法項 目と比べて習得が難 しい｡

② 参考書や教科書におけるこれ らの終助詞の説明が抽象的で学習者に分か りにくい｡

③ 教室活動でのこれ らの指導が疎かになっている｡ これは ｢ネ｣｢ヨ｣の重要性が十分に認識 さ

れていない とい うこともそ うだが､それよりも対話 とい う言語活動そのものの特異性がまだき

ちんと把握 されていないことの方がより重要な問題であるかもしれない｡

本稿で提案 した新 しい ｢ネ｣｢ヨ｣の説明が2つ 目の問題解決に少 しでも役に立てば董いである｡
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特にこれまでの ｢ヨ｣の説明の多くは非常に抽象的 (大曽 1986)で 対̀話の中でなぜ話 し手が ｢ヨ｣

を使用するのか'とい う点が学習者にはほとんど分か らなかったように思える｡ 話̀ し手が自分の発

話の後､ どのような発話を聞き手に求めているのか'とい う観点から本稿で提案 した説明はこれま

での説明に比べ､より具体的に ｢ヨ｣の機能が示されていると考える｡

しか し､｢ネ｣｢ヨ｣の機能をより正確に捉えるに当たって考えなければならない点がまだ数多 く

ある｡ 自然発話を用いて本稿で提案 した仮説の妥当性を検証する必要性は言 うに及ばず､その他に

も､

①依頼文､疑問文に現れる ｢ネ｣｢ヨ｣の機能

②イン トネーション

③ノダ構文 と ｢ネ｣｢ヨ｣が組み合わさった形 (｢～んですね｣｢～んですよ｣)の機能

④間投用法の｢ネ｣｢ヨ｣ (｢昨 日ネ､田中さんと会ったよ｡｣)

⑤他の終助詞や文末形 との係わり合い

⑥言語的ポライ トネスとの係わり合い

などを研究 していく必要性があると考える｡
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