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ヨ､ヨネ､ネ等主な榔 司の基軸側 ますでにかなり明らかにされている臓 (鵬 ､白川(199分､蓮沼(1約2,1995)､

メイナ-相_鮒3)等).ここではこれらの基軸勺機能に基づいて高校生たちの糊 媒司使用が会言稽理に果たしている役割b
影響を考察する｡また､女鵬 掛甥 れる縛脚 の年代差 任地 OhfX)2003)における女子高校生側 揺司使岡

の位置づけを試みる｡

1.資料

須波の私立高校の寮に掛する週毎の幹事会5回分猟 鏑画し文字化したもの約4時間半分も会い璃自問の男闇郷市2,

3名､高3男子4名 トー会議紅)み7名)､高3女子2-3名の他に書記として中3男女各1名で簡裁され､夕食後7時過ぎ

から寮の′j聯 台まるO 都 市もトレパン姿の触 古し釦 ､だが､学生が主体となり議長､議執嚢改定されている｡議事

の倉掛頚酌 も入｡り､その間に2,3人の′j灘談 (†傍絞｣と疎開 がある｡

ここでを船 の発話のみをう湘 象とし､像 も対象外とした｡
現在までの鞭吉例古淵至談を資料としているので､今回のよう榔 古し合しⅥ結果をそのままと断 ることはできない

が､同橡磯 瑚こ基づく報告がないので 取りあえうミ環在までの報告例との比較で説明する.

2.使機 軸 らヽ見場 掘和淵観 (表1参照)

ヨの使機 動ミ最多で､ネ､ナ､ノ､ヨネ調続く｡ネの使用は ｢雑談｣の報告例古寺断 ると少な叛 斬新 闇 軸勺

に多く使っている｡『野性のこと右側 (ezoo2)以下 『野鶴】)では女｢奴 )使弔例も多いと報告されているが､女子学

生の使用は8例にすぎなO.

サ (7.1)は1校も瀞 ミ使用する傾向はあるが､この鮒 ミ関東哩貯刊文集されたことも影響しているかも知れない.『男

性』ではゼは1例もなカりたのとは対照的に 本資料で右脚 ミかなり多用している (1.8)｡女膚吾の消滅傾向古事臣告

されているが､男性専用とされている語の使用実鞄ままだ明らかにされていないo(ゾは 『男性』1例､本資料2例)

現在までに報告されている対捌 談ではネの使用が最も多いが､女子高校生6人の楓 を分析した小林 (1995)

ではヨが最多で､ヨの多職轟鵬 抑 徴と説明されている.男子学的 如ミ多し漆資料でも同様の傾向が見られる

が､自己主張というヨの機指を考えると ｢話し創IJという資料の性質を回映している可能性も否定できないo

また､あしづちが少なく､相手の意見を聞くよりも自分の意見を投げかけn ､る場合が多く見られ､これがヨの多用につな

がっているのではないだろうれ

また､相手の賢兄を効寺するために､その好古を殆どおうむ返しに発言し､ヨを付力掴~る協師 とも言える使桐例が多く

見られる｡

∃の脚 j

1.M2:あんな川 ､先生いないっすヨ

M5:寮生のこと分かってくれる〟

M2: 寮生のこと､分かってますヨ

2｡M5:あt/}つ､おしゃべりだな(/しゃべり

M4: 机 しゃべりじゃなLYT)//

M3･' 軌 しゃべりで先

M2:よく､しゃべるヨ｡すげえおしゃべりですヨ｡いろいろ知ってますヨ､なんか)

3.T2:ずっとあvVつ中学生の噸盛ってたヨ｡

M3:ああ､ずっと通ってましたヨO

〟-次磯 部こ重なる
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これら磯 司のうち､ヨ､ヨネ､ナに一九てさらも毒筆しく報賢する｡

3.ヨ､ヨネ､ナ

=】

ここではポリー･ザトラウスキー(1994)の発淋 及び大曽短00尋の話し手と聞き手の間断)有無を謝 4 る話し争碑 噺

を中心とした考え方の両面から分析した｡

発話機能との関係では意見表示 (16.7%)よりもJ指摘撮示 649.5)のためにヨを伴う発言融ミ多くなされている｡注目表示

な5頑 には互i樽のTt,iJ珊 ミあるが､奉賀料の到報 鷹野を表示する場合惑肇弘tlo

話し手の判断との関係では聞き手が情報を持たず､情報を必要としていると話し手力時日断した場合のヨが最も多い

I:69.6%)O
この結果で見る限り､本翻軒ぐの高校生たちはヨを嘩なる自己主張よりも､むしろ話の流れの甲で拓節約に使用している

といえる｡

ヨネ

間網 膜でヨネについてみてみると､発話準鮭として古事覇者音磯讃要求のために使用される例力学畠ど (各 500//a)で､

聞き手が同じ観 を持っていると半断 し､擬 を求める 観｡4%)､話し手が聞き手に関わる既得情報を自らの構報として

明示した上で縦 を求める魁1%)､､自分しか所有していな再審臣飽判断の共有を求める 粗7.5%)となっている｡

-3ネ 使軸 ij

二を . M 旦 : ヨ 太ってことはないらLi,l甘ヨ孝 ｡

欝 且 ニ 3人よ｡

2｡ M3:でもな､色紙つったって､勤欄 軒)削潜 れるから粛まえ

M2: そうなんだヨネ

M3:そうなんだよなあ⊃

3｡ Ml:執轍

M3;歌なんカ歌ったら､やめろっだヨネ｡

ナ

『勢性』ではデは男性が多く使っているとしているのみで 使欄 報こ関してを頚財していな,vi,一個 灘 ､勧告欽外の

ナの捷用に関してはネとの関連で論じられており､殆どがネで置き換えが可能であるが､ネは乾しざし､でなくいう場創こ使

われナにを柵 ミ見られ､俺-一項様の関係一部財オ沌ことから自問自答､独白に使用されると説明されている｡

推久間鼎 (1983)､日本新 等典 (1982))

発言甜妻能でみると80%以上が感簸表示のために使用されており､ネと置き換えても不自然ではない (93.5%)｡しかし､

ネの縮臥 同意を求める等の機能よりも独白的要素が強い (88W.).下例のように､卦 ､にくいことをナで独白拍適主べ

る個句がうカがわれるO

ナ 使用例

1･M2:うまいドライカレーはほんとにうまいんだけど㌔

<数人が岡哉こ> M3&1他 :ちゃう､軸心まドライカレーじゃないも,AvJ+a

<十斉に騒ぐ>

2.(昇闇舞軒 ､<碩替り物について)TylKl:- ･11可か喜ぶもんある?
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旭 :- ･サービス券,

M3:エロ本とか九

M2:十枚くらい.

3.F2:字がまあ､ちっちゃくてナ｡

F3:だめ? ㈱

F2:だめ､だめ､だめ､なんていわないよ｡

- ･-ポーズ､< >-備考､七十-非語 桁動

4.ヨ､ヨネ､ナに前接する語/語垂

ヨ (表2参冊

ノ､名詞に続くヨは女性専用の開法とされているが､女子学生の使用頻度は極めて低く､消滅しかけていると言える｡反

面男子学生に使用例が見られる｡

『労使』で隻膨 )男性に女性専用とされてきた文末例 が見られる反面､従≡招新生専問と言われた語句の使用が減

ってきており､文末の性追ま少なくなっている｡

ヨネ (表2参照)

女子には ｢-だヨネ｣の使用力執 Io孝建両こ対してはデス･マスを使用しているところから50%以上の男子学生のヨネ

は観相こ擬 ･同意を求めるために使用され､顧問としての教師の参加 葺影響を与えている.前鞄のヨネの使用例にも見ら

れるようにヨはなくても不日鮒 まなし潤法で､ネで縮取を求める意味釣 棚 習熟も目上には自分の晩 翠断割是示

した上暦日手に対する配慮を表していると角酢 きる｡

ナ

動静-ナ eZ6.0%)に続き､-だナ 庖4.0)､-かナ (19.0)､なしサ (15.0)が多用され､ナの独白駅間使用以外にも間

接脚 のために使用されていることが分かる｡

5.年代差との上蛸交 (表3,4参照)

太紬 によれは 30歳以下はヨネを61歳以上の3倍近く使用しTいるが､本資料でのヨネの使用はあまり多くは

ない.ⅠShda,OhKW 3)では､30代のヨ､ヨネの女髄勺用法は90,60歳代と辻ヒして執成している0本書評斗の女子学生数

は少ないが､やはり殆脚 ､ないo特にヨネの女脚 法は皆無である｡一二玖 ｢-だヨネ｣は､60,90歳代は殆ど

使悶LTL､ないが30代及働 ま多用しており､明らが鯛 ミ見られる｡女子のみにを減 らないが､高校生のヨ盾打

掲例)､30代の女性のヨネには相手の言うことを殆どオウム返しに言う例が見られる｡蔀 ､っぱなしのヨからネをつけて

聞き手に配慮をみせる成熟卿 例ではないだろうか0

30歳代オウム返しのヨネの使用例

1. K∴糊変乱､てきた｡

Y:瀞 ､てきたヨネ｡

2. S:ああいう感じがいいヨネ｡

K2:いいヨ泉

3. S:あとそういえばさ､｣㈲こさ､どこだっ枕

K2:あ､バリ｡

Sこそ､行ったヨネ｡

K2.･行ったヨネ｡

S:行ったヨネ｡
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6.まとめと今後の課題

資料の性質の差から現在までの報告例と胎 齢 まできないが､二覇断碑二潔助言棚 には次のよう㈱ 葛整められる｡

1. ヨを多用し自分の意見を主張してはいるが､必ずしも木綿 こ自分の意見を押しつけようとするわけではなく､むしろ

相手と協調しながら､話u恥 1･を進める機軸が見られる.

2.ヨの女性専用といわれる使職菖減っている反面男了学生力頓用し始めており､ 性勘 ミ少なくなってきている｡

.3. 男十は丁甘,j蓋(lli受用し,,f時 こg分磯 意見を押しつけ,5よフJYiFij家を与えること揺 するn;r勢句が見られる.

4.線じて縛舞司を効鄭勺に榎戸削ノー琵若し合いを鞘櫛こ進める鰍 苛められるO

5｡女子の トだヨネJの鑑恥部 層に多用されるという年代差を反映している.

今後の課題としては次の,軸 ミ上げられる｡

1, ｢話し合い一書では ｢聞き手｣働 挙措苗の場合とは異なる｡必ずしも綿安する発話ではなく､かなり前(Jrj発露釈

第認 磯 ミ｢聞き手｣となる場合があるので言 納 葡1膣 とらえた上で㈱ ミ必要となるO

28多様な自然記譜幹的こ基づく結勤 司書たれる｡軍産までの説明は女性の対語乱 テレビbラジオ番組の二蹄 巨資 粗 シ

ナリオに頼りすぎているOテレ監 ラジオ番組親 族菱上ミグ満願から編集されて dい る~覗 性が高tJもシナ主,i二郎まあくま

で車粛朋乍ごあり､作者坑顧 的鯛 は免れない｡

3.音声面での要素を考慮した分析も少ない｡
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表 1

高校生の全音に集れる雛助欝

絡 肋 諒 貯 数 ■●

ヨ 443 40.4
ネ 186 16.9
ヨネ 79 7.2
ヨナ 19 I_7
ナ 108 9_9
ノ 106 9.6サ 78 7.1

モノ 22 2_0
ゼ 20 I_8
他 35 12

絵 度 数 1096

%-度数/総磨数

表2

ヨ･ヨネに粛糠する轟/繭欝

だ-
+.hJIl-
です･ます-
の･一
名-
その触

ヨ
女手 男手
1&70% 26.00%
45.3 36.2
32 28.7
1.3 1.5
1.3 0
1.3 8,8

ヨネ
女子 男手
手0.80%22.70%
30.8 24.3
38.5 53

0 0
0 0
0 0

表 3

ヨ (女牲年3ft.A) 6｡代 ｡.代

歪重圧 :(藷,諾i i(S26謹, 挽
_3 24 (51.1) 2 (A.t)21 (14･7)
だ一ヨ 11 (23,4) 2 (A.4) 8 (S･6)

怠㌻ 3 0.,'0' 2 .5'4･4' 5 ..!3･5'

(%-頻度/各年代総数)

表4

ヨネ (女性年代別)

30代

3
1

0
tqE>
25
37
2

讃

瑚
‰

.:

名
の
わ
形
l
だ
ん
ネ
その他
稔畿

(○)
(1A.7)
(22.1)
(33.9)
(22.9)

2 (1.8)
109

▲
｢7
7
1
2
1

0

rL

代
胡

60
朋

(17.0)
(17.9)
(2.1)
(5.2)
(2.1)
(0)

ノヽ
)

■ヽ′

汎

…
㈱
誹

舶
馴

Cb

′1､

4
5

0
0
▲7
3
2

fl

6(15.3) 8(22.2)
39 36

(%-頻度/各年代総数)

- 5 -


