
日常会話における rみたいだJと rようだJ

一名大会話コ-パスに基づく考察-

大曾美恵子 く姫路濁協大学1

1.はじめに

本稿で考察の対象とするのは,次の例のように r証拠のある推定J r比況Jを表す助動詞, rみたい

だJ及びrようだJである.

り頑張ってる fみたいだノようだナ よ. く証拠のある推定J

2Jバタ-クリ-ム fみたいだノのようだIね.く比況J

これらはほぼ同じ意味を表すが,書き言葉においては rようだJが好まれ,話し言葉においては rみ

たいだJが使われやすいというのが-般的な記述であるo 今回は会話コ-パスをもとにこれらの使用

実態を調べo-友人同士のインフオ-マルな雑談では,これらの助動詞がどのように使われているかを

明らかにしたいo

今回使用したコ-パスは,名大会話コ-パスの-部であるo これは平成1 3年度へ1 5年度に科学

研究費補助金による研究 r日本語学習辞書編纂に向けた電子化コ-パス利用によるコロケ-ション研

究Jの-環として構築された,雑談コ-パスであり1今回は整理の終わった約6 0時間分を検索対象

としたo

次に,使用したツ-ルはr茶漉Jである.これは上記の研究でPurdue大学の深田浮準教授が開発し

たコロケ-ション抽出ツ-ルで,形態素解析ツ-ル茶笠で形態素解析されたデ-タから,コ占ヶ-シ

ヨン情報を抽出するo 次のサイトで公開されているので参照されたい.

httpニノノtell.fll. purdue. eduノchakoshipub

このツ-ルはまた, KWIC形式でキ-ワ-ドを含む発話をすべて表示してくれるo

2.使用数

先ずコ-パスにおける rみたいだJ rようだJの使用数は以下の通りで川,インフオ-マルな雑談に

おいては- rみたいだJ 64%, riうだJ 36%の割合で,やはり rみたいだJの方が多く使われているo

みたいだ1201例

ようだ 662例

ちなみに2004年の中日新聞で rみたいなJはうなJを検索するとく2I,前者が375例,後者が9799

例で, rみたいなJは4%もないことが分かる.また,新聞における rみたいなJは発話の引用の形で

出てきており,話し言葉で使われる形式であることが分かるo
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3. rみたいだJについて

rみたいだJ全1201例のうち, rみたいなJという形が709例見られるo また,興味深いのはrみ

たいだJ或いはrみたいJで終わるのではなく, rみたいなJで終わっている発話,つまり rみたいな.J

が156例もあることであるQ rみたいなねoJも5例あるo ちなみにrみたい.Jは108例- rみたいだ

くねノよ等loJ 32例であるo rみたいな.J rみたいなね.Jの例を下に示すく3I.

3I oylニなんでこんな5ポンド札が欲しいんだこいつらみ鵬.

41 HYlこ帰る時原付なんですけど,みMo

51 yHlこあ- 交替で, -応-日は休みを確保しようみMo

6I MA3こ今どんな連絡来てんだろうみMねo

上記の例でも明らかなように rみたいだJはその前に来る形を選ばないo この rみたいだJは比況

の周辺的な用法で- 明確に言いきるのではなく,言いたいことをぼかして言う形式であるo厳密な意

味ではなく,おおよその意味を伝えるのに便利な1会話向きの形式であるとも言える.会話は計画性

がなく,推敵の時間もないo rみたいだJでぼかすことによって厳密さに欠けることを相手に示すこと

ができ,時には責任逃れをすることもできる.こうした例をもう少し挙げておくo

71 NRl二 4大はやめてくれみMo

81 TY4こブル-マウンテンはやっぱりおいしい気がするぞみMo

9J TM3こいや,スコ-プなんだよねえみMこと言われて.

10J IS2こだから国立は,結局,そういう,くうん1なんか-農学部くうんIに,なんか,動物系やり

たいけど くうんIみMo

lll yN2こ今日は何がよろしいですかくう,うん1みM感じで.

く31から く111のような発話における rみたいだJをrようだJで置き換えようとすると rという

ノっていうJあるいはrのJの挿入が必要になる.例えば,く1り はr今日は何がよろしいですかって

いうような感じで.Jあるいは, r今日は何がよろしいですか,のような感じでoJとなるo rしかし, rの

ようJ71例の中にこうした用法は見られないo また, rつていうようJが13例, rというようJが15

例あるが,両者を合わせても662例のrようだJの4%しかないo それに対し- く3う-く1り のよう

なrみたいだJは220例あり, rみたいだJ全体の18%を占めているc会話では,このようなぼかし

の rみたいだJが多いことが分かる.

もう-つrようだJとの違いで気がつくのは, rそうみたいJという表現が15例出てくることであ

るo 次にコンテキストと共にその例を示すo

121 HAlこ自分の子供のために書いたんだよねo

KY2こそうみたいですねo

13J NHlこなぜかしらね-,習慣なのよね-

AKlこそうみたいねo
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141 TKlこどんな保険もきかないってことo

lAl二そうみたい.

これを rようだJで置き換えると rそのようだJとなるが, rそのようだJは-例も現れていないo

また く14Jの終助詞のつかないrそうみたいJはrようだJで置き換えられないo

次にコ-パスから明らかになったのは- rみたいなのJ 87例に加えて, rみたいのJが48例もある

ことである.つまり rみたいJが rのJの前では連体形として使われているということであるo 次に

その例を示すo

15J NY2こ遺跡みMなかったっけ.

16J KN2こあ- でもね-,くうんI,ちょっとテクニツクみMもやっぱりあると思うo

17J NS2ニくね-Iな,なんか電光掲示板みMが くうん,うん1あったんですよね.

rみたいJはrのJの前に多く現れており,他の名詞の場合は次に示すように rみたいなJという連

体形が使われているo

18J IAlこシルクサテンみM光沢のあるス-ツなのo

19J oslこそういうトヨタさんみ鵬とこでも- そういうふうに雇ったりとかしてますかo

20I AMlこそう- そんでさ,み-んなさあ,バンみM車で来てんだってo

rみたいのJが使われることは, rみたいJがナ形容詞からイ形容詞化しつつあることを示していると

も言えそうだが,なぜrのJの前においてこの形が使われるかを説明できない. rみたいのJに関して

は更なる考察が必要である.

rみたいJがイ形容詞化しているのではないかという点に関して, rみたくJという連用形が見付か

ったが,わずか-例なので- このコ-パスを見る限り,その傾向は明らかではないo 次にその例を示

しておくo この rみたくJの使用者は20代前半の東京出身者であるo

2りyslこくあの-l,お店がガンガンガンってあって,なんか階段みたくなってて,くうんIいる.

ちなみに rみたいにJという連用形は82例現れているo

この他1 rみたいなJに続く名詞としては rこと- ところノとこ-やつ,ものJもんJなど形式名詞

が多い.この他r感じJも rみたいなJとコロケ-ションが強いがこれについては後で触れるo

4. rようだJについて

rようだJは rみたいだJと異なり,その前に来る語の形に制限があるo 名詞が来る場合は rのJ

が,引用が来る場合はrというノっていうJあるいはrのJが必要になる.いくつか例をあげておくo

221 NJlこだけどお薬を山のようにくださるんですってo
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23J oylこサラは弾丸のようにしやべってo

24J TMlこでも,やっぱり彼らはあの-,自分たちがその世界の中心に,だというような意識を持っ

ているでしょう1日本人よりo

251 wylこだから,何かぶつけたのかなあとか,何かひねったのかなあっていうような くええ,え

えJ感じだったのo

3節で示したように, rみたいだJの場合は,く3I - くlりのような引用文に続く使い方が多いが-

rようだJでは28例しかないo く241ではr意識J.の,く251ではr感じJの内容を示しているわけだ

が,雑談でこうした大体の内容を伝えるときに使われるのは主として rみたいだJであるということ

が分かるo

rようだJが r名詞+のようだJの形で比喰を示す場合,コロケ-ション度が強いのは r山のようJ

という表現で くtスコア2.642, MIスコア7.36J,く221はその-例であるo く221の他に次のような例

があるo

26J AKlこ...生クリ-ムが山のようにギャ-ツ,どうしてくれる,助けて-つていう感じo

27J wylこ...それをあの-- 山のように作っておいといたら- くうんl食べても食べても減らないっ

て言われちやってさo

ちなみに r山みたいJは-例もないo 逆に rGまかみたいJはtスコア2.809, MIスコア7.47とコロ

ケ-ションの度合いが強いのに対し, rばかのようJは-例も使われていない.こうしたコロケ-ショ

ン上の特徴は,日本語教育に生かされるべきであろうo どちらも可能な表現でありながら,実際には

どちらか片方が多用されるということは,自然な日本語の習得に欠かせない情報である.

5.後続する静とのコロケ-ション

前節でr山のようJと rばかみたいJというコロケ-ションに触れたが,ここでは, rみたいだJ rよ

うだJとそれに続く語のコロケ-ションについて考察する.

検索の結果,明らかになったのは, rみたいだJは r感じJと, rようだJはr気Jと強いコロケ-

ションを示すということである.次の例を見られたいo

28J AMlこまた,何かお仕事お願いすることもあるかと思いますが,その際はよろしくお頗いします

みM感じの断りのメ-ルだったわけo

29I sNlこそう,レ-ズンみたいな感じ.

30J HYlこ俺に全部パスよこせみたいな感じで.

311 sTl二ちょっとしたビジネスホテルみたいな感じですよo

32J ITl二わたしあんまり違わないような気がするけどo

33J OMlこ う-ん- だから,わかったような気になって.

34J OA2こ何か最近できたって書いてあったような気がしたけどo

35J KElニ演習1だったような気がするo
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下に示すようにrような感じJもコロケ-ションをなすが, tスコアはrみたいな感じJより低いo

またrみたいな気Jは-例しかないo rような気Jはほとんどがrような気がするJという形で使われ

ているo

tスコア M工スコア スパン頻度

みたいな感じ 8. 530 3. 38

ような感じ 4.837 5.20

ような気 9.177 8.01

こうしたコロケ-ション情報も日本語教育に反映されるべきであろうo

6.おわりに

これまでに指摘されているように会話では, rみたいだJの方が, rようだJより多く使われている

ことが自然会話コ-パスによって確認できた.またrみたいだJは引用につける形で1厳密な意味内

容の伝達ではなく,おおよその意味を伝えるのに使われる場合が多いことを見たo

興味深いコロケ-ションとしては, rへみたいな感じJ r-ような気がするJが挙げられるoまたr山

のようJと rばかみたいJとV-うコロケ-ションが存在することも確認できたo

更に, rみたいのJというイ形容詞のようなrみたいJの使い方がかなり現れていることも分かった.

コ-パスを利用した使用実態の考察は1日本語教育に資するところが大きいo最近は使用できるコ

-パスも増えてきているo これらを教育に生かす方法を探っていきたいo

注

りI雑談の文字化形態素解析には問題が多く, r茶軌の対応できない間題があり- r茶軌で検索す

ると意図しない形態素が紛れ込んでしまうことがあるo例えば, r行ってみたいJのrみたいJや, r明

日ようJのrようJが拾われてしまったりする.今回はコ-パスサイズが限られているため,検索結

果を目で確認したが,コンテキストがないと判断できない場合などあるため,数には1%程度めゆれ
があることを承知されたいo

く2ン rみたいだJ riうだJの全ての例を検索しようとすると,意図しない例が拾われる可能性が高い

ため,今回は連体形の rみたいなJ rようなJに絞って調べてみたo

く31例文の最初のイニシヤルは,発話者のコ-ドである.茶漉のサイトに会話コ-パス参加者の性別一

年齢層1出身地が記載されているので参照されたい.
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