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0. はじめに

日本語教育において､ある表現を実際の会話で正 しく使えるように指導 していくためには､日本語

母語話者が自然な会話の流れの中でその表現をどう使っているか､教師が正確に把握しておく必要が

;臥ろガ,21,ろ〈そのための有効な月評窄,LJLで ｢会話令析tが塞げられるのではないか,t･若菜ろ(本誌で

は､日本語学習者が正しく使いこなせない､そして教師も教えにくい ｢のだ表現｣の率の､特に友達

同 士 の会話で使わ れ る hvli'J/吊 を毘 'Jj L･′V)だ｡｣表現に 焦 点 を あてて会話分析を読み､芸詰分析 か H

本語教育にどう応周できるか考えたいo

これ までの ｢U刃 ｢の だ ｣の研究では､それ らの健 頗 例 を 小 説 か ら文単位で弓潤 したものを分析対 象

としているものが多い｡そ して､同じ命題荒に ｢(7)｣ iのだ｣をdつけて､場面によってどちらが適切か

あるいはどちらかが使えないのはどのような場合 か を考察する｢文レ√ご′柁弓 での研究が主であるD i

かし ｢の｣と ｢のだ｣の文レイミルでの特徴がわかっても､日本語を母語としない者にとっては実際vn)

会話で両表現をどのように使い分けたらいいか､ということまで理解するのは難しいだろうt,そこで､

日本語母語話者による会話の観察という ｢会話レベル ｣での研究が理解の助けになるのではないかと

考える｡話し手はどのような意図をもって ｢の｣｢のだ｣を使い分けているのか､そして､聞き手はそ

れぞれの表現を伴 う発話にどのように反応 しているのか｡話 し手と聞き手の両者の立場から観察して

両表現が発話の 連̀続性'にどのような影響を及ぼすかを考察し､会話ス トラテジ山一としての ｢の.1｢の

だ｣の特徴を学習者に提示できたら､学習者もより白然にこれらの表現が使えるようになるのではな

いかと考える｡

1.先行研究

｢のだ表現｣の会話での役割を考えるには ｢の｣｢だ｣を分けて捉え､それぞれの機能について知っ

ておく必要があると考える｡その上で､今までの研究で明らかになっている ｢の｣と ｢のだ｣表現の

違いも簡単にまとめたい｡

1.1.rの｣と｢だ｣の機能

｢の｣の機能に関する代表的な研究として､佐治 (1972[1991】)､Maynard(1992)などの ｢命題の

客体化説｣､三上 (1953)､国広 (1984)などの ｢命題の既定概念説｣､野田 (1997)の ｢ムー ド･ス

コープの ｢の (だ)｣｣などが挙げられるだろう｡本稿では､それらを考慮にいれて新たに提案した ｢命

題の存在化説｣(西住 2003)をここで説明し､会話分析に応用したい｡
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｢の｣は命題Ⅹを話し手の主観から切り離して客体化し､その 『存在』を示す機能を持っと考える｡

たとえば次の例文で､命題 Ⅹを客体化するということは､話し手の判断を含む普通の文 (例 1)の命

題を ｢田中さんは東京-行く｣と名詞化すること (例2)で話し手の判断を排除することを意味する｡

(例1-A)田中さんは東京-行きます｡

(例1-B)田中さんは東京-行きません｡

(例1-C)田中さんは東京-行きますか｡

(例2-A)

(例2-B)
(例2-C)

田中さんは東京-行く

田中さんは東京-行く

田中さんは東京-行く

の (ん)です｡

の(ん)ではありません｡

の (ん)ですか｡

つまり､｢の｣を貝殻にたとえると､｢の｣は話し手が命題 ｢田中さんは東京-行く｣を貝殻で包み込

んで内容不変の存在物と捉えていることを示す機能を持つと言えよう0

一方 ｢だ｣の部分は､｢の｣によって客体化された命題Ⅹに対する話し手の態度 ･判断を表すとされ

ている (佐治 1986[1991】､Maynard1992､2000)｡つまり (例2)において､(A)の ｢です｣は命

題が真であると 『断定』しているのである｡(B)では ｢ではありません｣によって命題は偽であると

断定され､(C)では ｢ですか｣によって命題の真偽が質問されているのである｡このように､｢だ｣の

部分によって､｢の｣によって客体化された命題Ⅹが再び話し手の態度 ･判断を伴 う文となるわけであ

る (表 1参照)0

表1:rの｣とrだ｣の部分の機能

｢の｣の機能 命題Ⅹを話し手の主観から切り離して客体化し､その存在を示す○

Tだ｣の部分の境能 ｢の｣によって客体化された命題Ⅹに対する

1.2.｢の｣と｢のだ｣の違い

これまでの研究を大別すると､｢の｣は ｢のだろう｣｢のです｣などと同様に ｢のだ｣のひとつの変

異体であると見なす立場と､｢の｣は独立した終助詞であると見なす立場があると思われるが､最近の

研究においては前者の立場をとるものが多いだろう｡また､意味｡機能に関する研究は､田野村(1990)､

Maynard(1992)など数多くあるが､ここでは ｢の｣と ｢のだ｣の違いに焦点をあてて詳しく論 じてい

る野田 (1993)を取り上げたいLl野田は､｢のだ｣は忘れていたことを思い出したときに用いられる想

起の用法と､さらに心内発話のときに用いられる用法があるのに対し㌔｢の｣にはいずれの用法もない

と指摘している｡たとえば､次のような例を挙げている｡
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(例3)そうだ､明日は会議があった tんだO/*のO) (野田 1993)

｢の｣は断定的な口調を避けるために Tだ｣を省いた形であり､相手を意識 して選ばれる形であるた

め､独話や心内発話など相手を意識 しない場合は用いられにくい､と分析 しているO

さらに､同論文で､｢の｣は 『背景説明』のときに使われ､｢のだ｣は 『帰結説明』のときによく使

われる､とも指摘されている｡たとえば､

(例4)あの人､来ないねOきっと忙 しい 〈んだ｡/??の(,)

(例5)私､行かないO忙しい (んだ｡/のoj (野田互993)

野田は､(例 4)のように､話し手が発話の時点で導き出した帰結を示す場合は rの｣を頗いることは

7-:主で-itLノ､(例5)のよ っ に ､あらかじめ確定して'いたことがらを事情として示す場合 は LFj｣を用いる

ことができる､と分析 している｡『背景説明』は発話時の詣し辛の判断を述べるわけではないので､断

定的な口調を避けるために ｢だ｣を 省 いている､としている｡以上の ｢の｣｢rJだ｣の違いをまとめる

と藁 2''D よ う に な る｡

表2:rの｣とrのだ｣の違い

① 想起の用法､心内発話の用法がナイ
② 『背景説明』のときに使われる

① 想起の用法､心内発話の用法がアル
② 『帰結説明』のときに使われる

これらの先行研究に異論はない｡しかし､このような文レベルの ｢の｣｢のだ｣の特徴がわかっても､

日本語を母語としない学習者がそれらの表現を会話で上手に使いこなすことは無理であろう｡これか

ら行 う日本人同士による実際の会話の分析を､日本語学での研究を日本語教育に応用していく一手段

として提案すると共に､会話分析によって新たにわかる ｢の｣｢のだ｣の機能も示したい｡

2.データ:友人同士の会話

ダラム大学の修士課程に在籍する友人同士のY (ゆうこ)とT (たか し)1に会話の録音をお願

いした｡約 30分の会話から2箇所を抜粋 し､その中の ｢の｣｢んだ｣表現に注 目する｡抜粋 1は

YがTに､友人の田中と話 したことを伝える場面で､抜粋 2はYとTが レポー トについて話 して

いる場面である｡

1本データの会話参与者はすべて仮名である｡
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- 壌粋1:rの｣を用いた会話

Yl: こないだほら､田中さんと明子さんとでお昼 [食べに]行ったじゃない?

Y3: たかしさんが､ど-

T4: -うん.-

Y5: -ジェラと行ったときに-

T6: -うん.-

77: -あのときにね､あの ‥田中さんがね､アランの日本語っておかしいねって言った [亘 ]

Y9: で､う:､あ :､うん､でも､彼はすごい､その､なんていう､会社､そのサラリーマンを

YIO:やっていたような日本語だよねって言ったらば､うん､なんだけどね､なんかね､彼女が言 うには､

Yll:あれだけね､その :､こう､文法的にバーつと正確にしゃべっておきながら､いきなり､あのほら､

Y12:【先週も】

T13:【語尾が】

Y14:あのう､そう､そうなのかしら､とかね-

T15: -うん.

Y16ニ女言葉になったりね､あるいはその :全然､なんちゅうの､日本語にないその構文で話するって､

Y17:なんでね､彼ぐらい話せる人が､ああいう間違いをおかすのかね､不思議だって言ってた､

Y18:あ､この人やっぱ言語学好きなだけあって､

T19:ふふ.

Y20:ちょっと見てる観点が違 うなあと思った [亘]･

T21:ああ.

Y22: うん,ただね､私､それを聞いて逆に思ったのは､｡･･

- 抜粋2:｢んだ｣を用いた会話

Yl: 私はその :たかしさんから語用論の本を見せてもらって､

T2: うん.

Y3: だいたいの概念 (.)は

℡4: うん,

Y5･, わかっても､(.)あの :仁)どういう､その :結局英語の文章を持ってこないと､

Y6: .h 1500うまんないじやない.

T7: (.)うん.

Y8二 だからね､それがなんか図書館にあるかなあと思った [亘 亘]｡

T9.' もう借 りられちゃったら終わりだよれ

YIO:借 りられちやったら終わり.
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記号 :

日 参与者たちの言葉が重なっていることを示す
(.) ごく短い間合いを示す
し) 少し長い間合いを示す

途切れなく発話もしくは言葉がつながっていることを示す
直前の音が伸ばされていることを示す
語尾の音が下がって区切りがついたことを示す

り 語尾の音が上がっていることを示す
,h 吸気音を示す

3.会話分析･考察

3,1.分析

これらの抜粋で 2点に注目した い ｡まず､日日石 1､｢謂 凝話の次にくる発話を見ると､抜粋

1の7行目と20行目の 回 の次には ｢あいづち｣が､抜粋2の8行目の [亘亘]の次には返答が

亡 tJ / ･,uh とい 3:j点である｡これは､ こ こ で分析対象とLri./､るこれ らの部分のみなb T ､ 惜 CJi,1部分曳 rr l ヽ ､乙

でもその傾向が強いO同 じ ｢のだ 表 現 J で あるが､なぜ聞き手の反応 に違いが現れ るのだろ うか｡

手の鼠髄を表しているが､話し手は異なった Hfjだ表現∴ つま り､抜粋 王の20才ほ で は L 望 ｣ を ､

抜粋 2の 8-'f絹 では L友貰｣を使-)ている､という点である,,先行研究では､判断を述べ た り､帰 結

したりするときは rのだ｣がよく使われるとあったが､会話の率では常にそうではないようである｡

抜粋 1の20行目で話し手はなぜ ｢C7)だ｣ではなく ｢の｣を使ったのだろうか｡つまり､｢のだ表現｣

の選択に､話し手のどういう意図が影響しているのだろうか｡

3.2.考察

最初に､分析ポイント(Ⅰ)について考察したいo先行研究から..｢の｣が､命題を貝殻で包み込み､

それを既成の存在物として話し手が捉えていることを示す機能をもつことから､｢Ⅹ の｡｣発話は､話

し手が話を進めるときに､自分が持っている情報を既成の存在物として次々と提示し､話の土台を作

っていくのに便利であると考える｡つまり､抜粋 iの7行目で､｢田中さんがね､アランの日本語って

おかしいねって言った [亘]｣と [亘 ]を使ったことで､Yは｢田中さんがアランの日本語っておかし

いねって言った｣という事実を聞き手 Tに伝えると同時に､情報を1つ提示して話の土台を作ったと

言える｡これからさらに貝殻に包まれた情報を積み上げて土台を固めていきたい､つまり話を続けて

いきたい､というシグナルを聞き手に送ったと言えるのではないだろうか｡その結果聞き手は､その

土台作りを邪魔しないように､話を聞いていることを示す ｢あいづち｣をうつ傾向が高くなるのでは

ないだろうかo実際､抜粋 1の8行目で､守はYの発話後途切れることなく ｢あいづち｣をうってい

る｡そして､Yは9行目からまた話を続け､20行目で｢ちょっと見てる観点が違 うなあと思った [亘 ]｣

と [亘 ]を使って情報をさらに積み重ねている｡

一方､｢だ｣が､｢の｣によって客体化された命題Xを断定する機能をもつことから､｢Ⅹの (ん)だ｡｣

は､自分の見解を述べ､話が一段落したことを示すために使われるのではないかと考えるGその結果
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聞き手は､壬あいづち｣以上の ｢返答｣をする可能性が高くなるのではないだろうかO実際､抜粋 2の

9行目でTは､ 8行目のYの発話に対して ｢あいづち｣ではなく ｢返答｣をしている｡

両表現の会話における機能は表3のようにまとめられよう｡

表3:rXの｡｣とFXの(ん)だ｡｣の機能

rXの○｣ 話し手が持づている情報を既成の存在物として次々と提示し､話の土台を作っていくo

rXの(ん)だ○J 話し手が自分の見解を述べ､話が一段落した

このように考えると､分析ポイント (Ⅱ)の抜粋 1の20行目と抜粋 2の8行目で異なった ｢のだ

表現｣を使った話し手の意図も､次のように説明できよう｡つまり､抜粋 1の20行目で話し手 Yは

自分の判断は述べたものの､まだ話を続ける意図があって [亘 ]を使ったのではないか｡実際 21行

目Tの ｢ああ｣というあいづちのあとで､｢うん.ただね､-｣と話をさらに続けているO-方､抜粋

2の8行目では､話し手YLは自分の判断を匹亘コを使って述べている｡よって9行目でTはあいづ

ちではなく返答をしている｡10行目のYの発話が､8行目から続くものではなく､9行目のTの発話

に対しての返答であることから､Yが8行目でとりあえず自分の話を一段落させたことがわかる｡

4. 結論:会話分析からわかったこと

以上の分析 ･考察から､｢の｣｢のだ｣表現を使い分けることによって､話し手は表4に示すような

シグナルを聞き手に送っているのではないかと考える｡

表4:話し手が聞き手に送るシグナル

rの｣ 話を続けたいですo

話し手は､rの｣によっで情報を積み重ね､話を進めていくのに対し､卜のだ｣によって話を一段落さ

せて相手の返答を期待するのだろう｡このように､話し手は ｢の｣｢のだ｣表現を適宜使い分けて､自

らが話を進めやすい会話の流れを作っていると言えそうだ｡

その結果､｢の｣｢のだ｣を伴う発話の次にくる聞き手の発話は､表 5に示すようにそれぞれ異なっ

た反応となるのであろう｡
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表5:聞き手が示す話し手への反応

主 Tの｣ , あいづち 星

Ii Fのだ∃ ミ反答

5. おわりに

本稿で示 したように､話 し手聞き手両方の立場から会話を分析することで､｢の｣｢のだ｣表現を日

本語母語話者が実際の会話でどのように使用しているか､とい うことが明らかになるO 日本語教育に

おいて､T構文の文法説明や､場面ごとの使用例を提示 していくことも非常に大事だが､会話ス トラテ

ジーとして､その構文の会話における使用例を具体的に提示することができた ら､学習者がより自然

にこれら(j=)表現が使えるようになるCIEjではないかと考 え る ｡

rのだ表現｣ には (のです｣ ｢(/1デス FH ドリ､_ J ノ _J Bの だ ろ う か ｣といった様々な変異体があり､場のあらた

まりや男女によって異 な った形が頗い られるO本稿では友達同士の会話における女性話者の ｢のjrの

だ｣表現の使用を分析 u考察 したが､あらたまった場での ｢のだ表現｣の使屑管､男性話者による使

用なども分析 し､特徴を明らかにしていく必要性があるだろう｡今後の課題 とした い｡
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