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1.はじめに

本稿は、愛知県劃｜｜市方言の母詣活者である筆者の個人語を対象とし、終助調の形態と意味

を体系的に記述することを目的とする。体系記述が目的であるため、基本的に個人語を弁橡と

しているが、そのほか、自然傍受によって得た発話と、母語苦者の会話を文字化した資料lも、

適宜参照した。本稿では、これらの資料の範囲が指す言語を 「劃 ｜｜市方言」と呼ぶ。ちなみに、

筆者の言語経歴は、次のとおりである。 1993年豊川市生まれ、 2012年まで豊川市、 2018年現

在まで長野県松本市在住。

終助詞の定義は、沖裕子（2015、2017:221）を借りている。すなわち、「文の末尾に位置し

て文を諸吉させる働きを持つ侍辞の一群であり、命題相面と文末ムードを担う」とし、うもので

ある。また、記述対象となる終助詞は、下記に示す1筆者の使用語葉15語である。

ジャン、ダ、カ、サ、ワ、ケド、モン、ヨ、デ、ッテ、ヤ、ナ、ニ、ラ、ネ2

豊川市は、愛知県の南東部に位置する。図 1に位置を示した。

..師向酬・・・・働側四’欄曲a・”－~・m・－·

I図1] 劃 ｜｜市の位置（愛知県HPより引用）

2.終助聞と述語の接続形式

劃 ii市方言の終助詞各語と述語の接続関係を示す（沖裕子（2015:237）参照）。表 1の縦軸
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は、当競終助詞の前につく形式（前接形王むを示し、横軸は当該終助詞の後につく形式（後接

形王むの有無を示している。例えば 「ジャン」は、 「名詞、活用語の終止連体形」には直接接続

できる（過去形にも接続で、きる）が、 他の終助調の後には接続できないこと、また、 他の終助

詞を後接できる形式であることを示している。

［表 1] 接続形式から見た豊）11市方言終助詞一覧

戸トイ竺土
後接終助調を 後後終助詞を

とれる とれない

名調、活用語の 一部の終助詞に
ダ、カム、サ

終止連体形に 接続できる
ネム（＋）

直接嬢続できる

（過去形に 終助調に
接続する） 接続できない

ジャン

名詞に直接接続 一部の終助調に
ワ、ケド、モン、

できないが、 接続できる
ヨム（＋）、 デ、 ヤ、ナム、二、ラ

活用語の終止 ッテム（＋）

連体形に

直接接続できる 終助詞に

（過去形に筏続する） 綾続できない

ムショーに後接する

（＋）動詞テ形、動詞リン命令形に後接する

3.終助詞聞の相互承接

次に、終助詞同士の相互74曜にっし、て述べるロ承接し得るか否かの判定は、筆者の内省をも

とに行った。

表2は、述語に後接する終助言司が、次にどのような終助詞を後接することができるか、その

2語同士の相互承接を示したものである（沖裕子（2015）の表を参照して作成）。側 功に示した

終助詞を前項として、横軸に示した終助詞が直張接続できる場合を ro」とし、接続できない

場合を「 」で示した。「ム」は、聞くことはあるが、筆者は使用しないことを示す。

例えば、 一行自の 「ジャン」の列を横に見ていくと、「カj、「ナJ、「ネ」にO印がある。これ

は、 Oがついた終助詞が 「ジャン」に後援することを表し、「ジャン＝カ」「ジャン＝ナ」「ジャン

- 22 



＝ネJとし、う接続が可能であることを示す。ム印のヨは、 「ジャン＝ヨ」としづ形式を、筆者は使

用しないが人が話すのを聞くことはあることを示している。

［表2] 終助詞2語の相互承接

~ vャン ダ カ サ ワ ケド モン ヨ
ナ

ツナ
（注3

ジャント＼ 。 ム

ダ ＼ 。 。。。。。。
カ （注2治ょ

サ ＼ 
ワ ド＼
ケド 。 内＼ ム

モン 。 ＼ £::, 。
ヨ ＼ 

｜デ（注3 。。。 ム ト＼
ツナ ム 。 £::, ：＼ 
ヤ

ナ

ー一
フ

ネ

（注1)0は後続て守る、ーは後続できない、ムは筆者は聞くが使用しない。

（注2）「カダ」「カカ」の前項の「力」は係助詞と考えられるが、終助詞との区別カ穫量しい。

（注3）デは終助詞か格助詞かの区別カ穫量しい。

ヤ ナ 一 フ ネ

。 。
。。。。。
。。 。
。
。

。。 。
。 。
。 。

。。 。
ム 。

＼ 
＼ 

＼ 
｜＼ 

ト＼

また、 3語以上の終助詞が連接する場合もある。 表 3は、 3語聞の承接を表にしたものでEあ

る（渋谷勝己2016の表を参照して作成）。これは、 表2で示した接続可能な形式のみを取り出

し、接続可能な2語の後ろに接続できる形式を示している。縦軸に第1語・第2語を、横車Illに

第3語にくるものを立て、接続できる場合を 「O」、単独の終助詞同士の場合には接続可能だが

第3語となると接続できない場合を 「×」、形態的に接続できない場合をーで示した。「ム」は、

筆者は聞くことはあるが使用しないことを示す。

例えば、表3、4行自は、第1語に「ダ」、その後ろ（第2語）に「カ」が接続し、さらにそ

の後ろ（第3語）に接続できるものは 「ヤ」と「ネ」となる（ダ＝カ＝ヤ、ダ＝カ＝ネ）。×のつい
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た「ナ」は、カと単独の形式同士の接続（カ＝ナ）は可能だが、 「ダ＝カ」の後ろには接続できな

いことを示す（ダ＝カ＝＊ナ＇） 。

［表3] 終助詞3語の相互承接

第 1 第 2 第 3 語

語 語 ジャン ダ カ サ ワ ケド モン ヨ ヲー" ツヲー ヤ ナ フ ネ

カ ＼＼  × ム 。
ジャン ナ ＼＼  

ネ ＼＼  

カ ＼＼  。x 。
ワ ＼ ＼  。

ケド 。 I~ ム 。。 。
モン 。 ＼＼ ム 。 。 。
ヨ ＼＼ 。 。
一一T 

× × 。 ム ＼＼  。。 。
ダ

＼＼  ツT 。 ム .6. 。
ヤ 卜 ＼

ナ ＼＼  

＼＼  

ラ ＼＼  

ネ ＼＼  

ヤ ＼＼  

カ ナ 卜 ＼

ネ ＼＼  

サ ヤ ＼＼  

’フ ナ ＼＼  

サ ＼＼  × 

ヤ ＼＼  

ケド
＼＼  ナ

ネ ＼＼  

サ ト ＼ × 

デ 。。。 .6. ＼＼  。。 。
モン

＼＼  ナ

ネ ＼＼  

ナ ＼＼  

ヨ
＼＼  ネ

ダ ＼＼  × 。。。。。（注3 。。。。。。
カ I~ 。。 。

T サ ＼＼  x 

（注2 ヤ ＼＼  

ナ ＼＼  

ネ ＼＼  

サ ＼＼  × 
ツヲ・

＼＼  ネ

（注1)01立接続可、 は接続不可、×は単独同士は接続可だが連様する場合は後続不可、Aは聞くが使用しない。

（；主2）「デ」は終助飼か格助飼かの区別が雛しい。

（注3）『干ダデ』は理由を表す「～からだからJという意味！こなり、使用できる。
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次に示す表4は4語の相互承接、表5は5語の相互承接を示している。表の見方は表3と同

じである。また、第5語の後ろに接続する終助詞はない。つまり、 5語以上の終助詞連接はな

いといえる。

［表4] 終幼調4語の相互承接

書店1 第2 第3 第 4 語

語 語 語 シ‘．ャンー ダ カ サ ワ ケド モン ヨ 『ーr 
‘＇；／7・ ヤ ナ

ジャン カ ネ

ヤ ＼＼  

カ
ネ

ワ ナ ＼＼  

サ 卜 ＼ x 

ヤ II~ 
ケド

ナ ＼ ＼  

ネ

サ I~ × 

．ーr X注2X注3 。 ＼＼ 。。
ダ

モン
ナ ｜＼＼  

ネ

ナ ト ＼
ヨ

ネ

サ 円＼ × 

ヤ ＼ ＼  

一一r 
ナ ＼ ＼ 

ネ

ーサ 卜＼ × 
ツァ

ネ

ダ 卜 ＼ × 。。× 。。。。。。
カ I~ 。。

－・r• サ ト ＼ × 
モン

（注4 ヤ ＼＼  

ナ ｜＼＼  

ネ

ワ 卜＼ 。
ケド 。 ト＼ 。。
モン x ＼＼  × 。
ヨ ＼＼  。

デ 注6 × × 。 ｜＼＼  。。
ダ ツT

。 I~ 
－ーr ヤ ＼ ＼  

（注5 ナ ＼ ＼ 

＼＼  

τ7 
ネ

ヤ 卜 ＼

カ ナ I~ 
ネ

（注1)0は接続可、ーは擁続不可、×1立単独どうしは接続可だが、連接する場合は接続不可を表す。

｛注2）「ダモンデダ』は相づちで「そうだからなのだ」という意味で使用されることはあるが。文末には用いない。

（注3）「ダモンデカ』は相づちで「そうだからか」という意味で使用されることはあるが、文末には用いない。

（注4）「モンデ』の『デ」lま終助詞か格助詞かの区別が難しい。

（；主5）『デ」は終助詞か格助問かの判断が雛しい。

（注6）デダデは『～からだから」のような意味になる。一つ目のデは格助調、ニつ目は終助詞と考えられる。
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フ ネ

卜 ＼

＼＼  

＼ ＼  

。
＼＼ 

｜＼＼  

｜＼＼  

＼＼  。。。

｜＼＼ 

。。。。。

＼＼ 

＼＼  

｜＼＼  



I表5) 終助詞5語の相互承接

第1 第2 第3 第4 第 5 

語 語 語 話 ジャン ダ カ サ ワ ケド モン ヨ ーーT 

サ ｜＼ 
ヤ

ダ モン
ーーT ナ

ネ

ワ ｜＼ 
ケド 。注2 ＼ 
ヨ ｜＼ 
7 x x 0'12 ＼ 

ダ
ツ7・ 。注Z

ヤ

モン
－ーT 

ナ

フ

ネ

ヤ

カ ナ

ネ

ワ ナ

サ 卜＼

ケド
ヤ

ナ

ネ

モン
ナ

ネ

7 ダ
ヨ

ナ

ネ

サ ｜＼ 

－ーT 

ヤ

ナ

ネ

サ ｜＼ 
ツナ

ネ

（注1)01主催続可、ーは接続不可、 XI孟単独どうしは接続可だが、連接する場合は接続不可を表す。

（注2）「モンヂダケドサj、「モンデダデサ』、『モンデ'f・：；子サJIこ「ヤ』は後接しない。

語

ツT ヤ ナ
ー

1氏

｜＼ 
卜＼

。
。。
。

x 。
｜＼ A泊

｜＼ 
｜＼ 

卜＼

I I~ 
＼＼ 

＼＼ 
× 

＼ 
＼ 

卜＼

｜＼ 

x 

｜｜＼ 

｜＼ 

× 

（注3）『モンデチyテナ』は筆者は使用しないが耳にする形式である。『デダッ子ナ」よりか「モンデダッ子ナ」の方が自然に感じる。

4.豊川市方言における終鵬司の意味

4. 1 意味分析の方法と示し方

フ ネ

｜＼ 

。
。
。
。

ト＼
ト＼

＼ 

｜＼ 

I~ 

I~ 

｜＼ 

｜＼ 

本章では、豊川｜市方言の終助詞について、各語の意味を述べる。用例は、カタカナを用いた

簡易音声表記で示した。また、分かち書きを適宜用いたが、あくまでも読みやすさのためのも
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のであり、ポーズの位置や、形態的単位を示すものではない。また、［］で発話の状況を説明

し、用例に続いて（）のなかに共通語訳を載せた。

用例中の 「＊Jは、形態的に非文となることを示し、「＃」は談話的に不自然であるため、使

用が不適格であることを示す。「ム」は、使用できるといえるが不自然さがあることを示してい

る。作例の A、B、Cは発話者を表し、特にことわらないかぎり、同年代の親しい同輩同士を

設定している。

筆者の内省によって得られた意味分析の結果、語義は（）で示したこれは、終助詞が持

つ語義を記述したものである。語としての終助詞が実際に使用されたとき、個々の文脈のなか

で感じられるニュアンスは、語用論的に、談話レベルで生じる一回一回異なる意味であると考

える。そのため、これらは、語義とは別に説明を加えた。

なお、本稿では、終助詞が後援する節全体を「命題内容」と呼ぶ。たとえば、 「ワタシガイク

ジャン（私が行くジャン）」を例にとれば、終助詞「ジャンJが接続している「ワタシガイク」

を命題内容と呼ぶ。

4.2 各終助調の語畿と発話時のニュアンス

以下、劃｜｜市方言の終助詞 15語について、順次、述べてし、く。

本稿では、沖裕子（2017）と同様に、終助詞各語には命題評価と文末ムードの両方の意味が

存すると考える。しかし、筆者の語感では、特に命題評価の意味が色濃く表れている語だと感

じられるのが、ジャン、ダ、カ、サ、ワ、ケド、モン、ヤ、ナである。対して、文末ムードの

意味が色濃く感じられる語が、ヨ、デ、ッテ、ニ、ラ、ネである。そこで、これらの順番に意

味分析の結果を述べていきたしL

( 1)ジャン

ジャンの意味は、（命題内容が話し手の既有の認識であると示す）ことである。

(1) [Aが、昨日の出来事をBに語る］

A：キノーテレビカオートオモッテデンキヤサンイッタど主とj。

（昨日、テレビを買おうと思って電気屋さんに行ったの。）

B：ウン。 （うん。）

A；ソシタラ イツモイクデンキヤサンガアイトラン主辻と。

（そうしたらいつも行く電気屋さんが開いてないの。）
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B：ウン。 （うん。）

A：ダモンデテーキューピカヤーッテオモッテ イリグ‘チマデ‘イッタジャン。

（だから定休日かなと思って、入り口まです子ったの。）

B：フン。 （うん。）

A：ソシタラ へーテンシマ、ンタッテカミガハツタノレダニ。シットッタ？

アソコノデンキャップレタノ。

（そうしたら、閉店しましたって紙が貼ってあるんだ、よ。知ってたワあそこの

電気屋がつぶれたの。）

(1）のような語りの場面でジャンはよく用いられる九ジャンには（これは私が知っている

ことだ〉としづ意味があり、聞き手に対して語る場面に適すると考えられる。

(2) ［授業にi星刻したいきさつを語る］

A；キョーアタシネボーシタジャン。ウワジュギョーマニアワントオモッテイソイデ

イエデタ三ヱと。ソシタラアメフットル三ヱと。アノレイテイットッタラ カクジ

ツニマニアワンワーッテ。

（今日わたし寝坊したの。うわ授業間に合わないと思って急し、で家出たの。そし

たら雨降ってるの。歩いて行っていたら確実に間に合わないわと思って。）

(2）のように、話し手が一方的に語る場面でも、ジャンは使用できる。つまり、ジャンには

単なる表出の機能しかなく、押しつけや共感としりた機能はないと考えられる。

(3) ［今日の集会に、欠席すると言っていたBが来た］

B：ヤッパコレタワ。 （やっぱり来られたよ。）

A キョーヤスムッテイ ットッタジャン。 （今日付ぜfって言っていたで、しょ。）

B：ヨージガハヤクスンダモンデ。 （用事が早く済んだから。）

(4) ［寒い日に薄着で来たBに］

A ナニソノカッコー。 サムイど主ど。

B キテクノレフクマチガエチャッタ。

（何その格女王寒いよ。）

（着てくる服間違えちゃった。）

(3) Aは「私はこう知っているのだ、が」と聞き手に確かめる発話になる。ジャン自体に「確
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かめるj としづ意味はないが、命題内容を知っている聞き手に対して発することによって、ジ

ャンを使った発話が確かめの機能を持っと考えられる。（4)Aは（その服だと寒いと私は知っ

ている）としづ意味で、相手に指摘する発話になる。

次はジャンが不適格になる例である。

(5) ［仕事をやってくれなし、かと頼まれて］

A：＃アタシヤノレ、ジャン。

(6) ［遅刻して悪かったと謝られて］

B：ゴメンオソクナッテ。

A：＃ベツニイージャン。

（＃私やるの。）

（ごめん遅くなって。）

（＃別にいいの。）

意思表明の文には、ジャンは使用できない。ジャンの（すでに知っている）としづ意味が、

発話時に問われ、考えたことを発する場面にそぐわないためである。（5）は「アタシヤノレ ｛ヨ

L.21。」、（6）は 「ベツニイ－3。」 が適格になる。

(7) ［お菓子を食べて（独話）］

A：オイシージャン。 （おいしいじゃなし、か。）

(8) ［常に一緒に昼食を食べている間柄で］

B：ヒルゴ‘ハンタベル？

A：イツモタベルジャンワ

B：ナンカイソガシソーダモンデL

（昼ごはん会ベる？）

（え、いつも食べるでしょ。日可で聞くの？））

（なんカν｜士しそうだから。）

(7）は瞬発的に感じたことを言っている感じではなく、 「検証の末、予想していた結果にた

どり着いた」というような感じを与える。（8)Aは、（し、つも一緒に食べると私 (A）は知って

いる。〉 とし、う意味を聞き手に投げかけることによって、「どうしてそんなことを聞くのか？」

という聞き手への間し、かけになっている。

(2）ダ

豊川市方言終助詞のダは、共通語で使用される指定の助動詞 「だ」とは、形態面から見て、

別の形式だと考える（以下では、方言形をカタカナのダ、共通語形をひらがなの「だj と表記

する）。
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まず、形態的側面から、ダの述語、終助詞との接続を次に示す。ダは（1）から（3）のよう

に、名詞、活用語終止連体形に直接接続する。また（4) (5）に示すように、終助詞を前接、後

接する。（6）のように、疑問詞とも共起する。

(1）あの人先生.--12".::ζ訟。

(2）困っている人は助ける｛ダ／＊だ／んだ）。

(3）この時計高い｛ダ／＊だ／んだ｝。

(4）明日雪降る｛デ／カ｝ダ。

(5）明日出かけるダ｛モン／ケ刊デ／カ／ヨjナ／ッケ／ッテ／ワ／ヤ／ニfラ／ネ｝。

(6）なにやっとる（ダ／＊だンんだ）。

豊川市方言のダは共通語の助動詞「だ」とは、活用語の終止連体形に直接接続する点で異な

る。しかし、豊川市に共通語の助動調「だ」と方言形のダが両方存在するのか、ダのみが宿主

するのかを判路斤するのは難しし、。

次に、ダの意味について説明する。ダは（命題内容を、ありのまま受け止めたことを示す〉

意味であると考えられる。

(7) ［ゴミ収集所の前を通り、今日が資源ごみの日だと思いだす（独話）］

A：キョーシゲンゴミノヒダ、ッタダ。（今日資源ごみの日だ、ったのカ、）

(8) ［書類の提出日が明日だと初めて知る 0虫話）］

A：アシタマデ、ニタ。サニヤイカンダ。（明日までに出さないといけないのか。）

(7) Aは、 （資源ごみの目だったということを心で今受け止めた）としづ意味になり、それ

が、（7）の文脈では、過去に記憶していた内容で、あったため、 「思い出した」というニュアンス

になる。（8）は初めて知る内容であったために、「気づき」のニュアンスになる。

また、ダは疑問詞とも共起する。

(9) ［待ち合わせ時間にAが来ず、 Bが電話をかける］

B：イツマデマタセノレダ。 （し、つまで待たせるのか。）

A：ゴメンアトモーチヨットデック。 （ごめん。あともうちょっとで着く。）

(10) ［理不尽に叱られた後で（独話）］

q
t
u
 



A：ナンデアタシガオコラレニャカン互。 （何で私が怒られなければならないのiJ'o)

(9) (10）は答えを尋．ねているのではなく、怒りを表出する文である。疑問詞を含んだ命題

内容をダで侵け入れた〉と示し、自分の中で消化しきれなし、怒りが存在することを示してい

る。

次の（11）は、同じ場面で、（a）は不適格、（b）は適格となる発話である。

(11) ［友人が高そうな鞄を持っていた事を噂する］

(a) A：＃アイツイーカバンモットノレダ。

B フンパツシタノカヤー。

(b) A：アイツイーカバンモットラン？

B：アー パパニカッテモラッタラシーヨ。

（＃あいついい鞄持っているのた）

（雷発したのかな。）

（あいついい鞄もってない？）

（ああ、ノ号パlこ買ってもらったらしいよ。）

A：アー タヂモンデ‘イーカバンモットルダ。

（ああ、だからいい鞄持っているのか。）

意思表出の発話にはタ手は使われない。自分の考えを述べる発話で、ダの （そのまま受け止

めている）意味が合わないため、使用できないのである。（a）の場合は 「アイツイーカバンモ

ットノレネ。」が適格になる。対して（b）では、話し手が「品断尋した」ということを表す発話の

ため、ダの（そのまま受け止めた〉としづ意味が合う。

次の（12）も、ダが不適格な例である。

(12) ［留学することを決め、 Bに報告する］

A：＃ワタシ ライネンリューガクスノレダ。

B: オー ソッカー。キメタノカ。

（＃私来年留学するのか。）

（おお、そうか。決めたのか。）

夕、、は、 （受け止めた）とし、う意味なので、決意の表明の文にならない。反対に、（12)Aの発

話が使用できる場面を想定すると、次の（13）のようである。

(13）場面：［話し手は、学内公募の留学生制度に応募。念願叶って留学する1訴ljを得た

ことを知らされ、 一人で、つぶやく。］
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A ワタシ ライネンリューガクスノレダ。 （私来年留学するのれ）

(13）は、決意の表明ではなく、留学できるとしづ事実を目の当たりにして、まだ夢のよう

な心地で事実を受け止めている、ということを発話している。そのためダが使用できる。

(3）カ

カの意味は、（命題内容自体に疑いを持っていることを示す）であると考えられるえ

(1) ［夜、スーパーがまだ、開いているか考えて 0虫話）］

A マダ‘スーパーヤットノレカ。

(2) ［宿題の手を止めて句虫話）］

A：アシタニスルカ。

（まだ、スーパーやっているだろう。）

（あしたにしよう。）

(1）は 「スーノ号ーがやっているかどうか考えていて、結論が出ていなし、」とし、うニュアンス

を与える。（2）は「あしたにするか、しないほうがいいか、決めかねる」といったニュアンス

がある。

(3) ［門の前で待ち合わせたがAが来なし、ため、携帯で電話をかけた］

B：ド、コニオル？ニシモンニオルケ九

A：ニシモンカ。キタモンニオッタワ。

B：ゴメンゴメン。スグイクワ。

(4) crmき手が教師をやっていると聞いて］

A：ガッコーノセンセーカ。スゴイ。

B：マイニチタイへン。

（どこにいる？西門にいるけど。）

（西門か。（私は）北門lこし、たよ。）

（ごめんごめん。すぐ行くね。）

（学校の先生か。すごい。）

（毎日大変。）

(3) (4）は「気づきJの発話である。これはカの〈疑い）の意味から、「話し手は新たに疑

いをかける事象を得たj とし、う感じを与え、それが「気づきJのニュアンスを与えるのだと考

えられる。

次の（5) (6）は、カが問いかけの機能を持つ例である。

(5) ［入室したBが、先に部屋にいたAに声をかける］
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B：コノへヤサムイラワ にの部屋さむいでしょ？）

A：サムイ主。ムシロアツイクライダケド。

（寒いとは恩わない。むしろ熱いくらいだ。）

(6) ［納入期日について言い争う］

B：アンタ ライシューマデデイーッテユッタジャン。

（あなた、来週まででいいって言ったじゃなし、か。）

A：ソンナコトユッタカ。

B：イッタヨー。

（そんなこと言ったか。）

（言ったよ。）

(5）で、 Aは寒いとは思っていない。しかし、「私は寒くない」と直接的に言うよりも、カ

を使って（疑問に思っている）と聞き手に伝えることによって、遠まわしに聞き手の意見に賛

同していないことを伝えている。（6）は （そんなこと言ったかは疑わししウとしづ意味になり、

そこから、「言っていなしリと思っていることを伝えている発話となる。

また、カは文脈の上で、誘いの機能をもつことがある。

(7) ［映画を見に来たが、上映時刻まで少し時聞がある］

B：チヨットジカンアノレネ。

A：オチャデモスルカ。

B：ソコマデジカンアノレワケデモナイラ。

（ちょっと時間ある札）

（お茶でもしょうか。）

（そこまで時間あるわけでもないで、しょ。）

(8) ［お出かけに誘う］

A：ドッカオデ、カケシヨッカ。

B：イーネ。ドコイク？

（どっかお出かけしょうか。）

（いし、ね。どこ行く？）

(7）、（8）のAの発話は、（疑し、）の意味のあるカを使い、聞き手に向かって発することで

決断を保留している感じになる。そのことが「誘し、」の機能を生むと考えられる。

(4）サ

サは豊川市方言では、男女共に使用する。終助詞が前接、後接して使われることが多し叶。

(1）今日寒い｛ケド／モン／デ？／モンデ／ッテ｝サ。
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(2）冬は寒いサヤ。

サにヤが後接した「サヤ」とし、う形式はよく使用される。文末では、サを単独で使用するよ

りも、近い意味の「ニ」を使用することが多いと考える。

サの意味は〈命題内容を疑いようもないことだと受け入れる〉だと考えられる。

(3) [Bが知人へのお土産を選んでいて、隣にいるAに助言を求める］

B：コレアゲタラヨロコブカヤー。 （これあげたら喜ぶかな。）

A：ソリャーヨロコブサ。

B：ジャーコレカッテコー。

(4）晴辛子の入った料理を食べて］

B：カラッ。

A：ソリャカライサ。

B：ミタメヨリカライヨ。

（そりゃ喜ぶというものだ主）

（じゃあこれ買っていこう。）

（からし、。）

（そりゃ辛いとし、うものた）

（見た目より辛いよ。）

(3）のAの発話は、 Bに賛同する気持ちを表している。サを使うことで、「間違いないこと

だ」というニュアンスが出て、 Bの考えを全力で後押ししている感じがある。（4)Aの発話は、

「間違いなくそうなんだから気をつけろよj と聞き手を鼻で笑っているような感じを与える。

(5) ［料理人の友人Cの料理をほめて］

B:Cサン リョーリ ウマイネ。 (Cサン、料理うまいね）

A；リョーリニンナンダデ ウマイ主。（料理人なんだから、うまいに決まってる。）

B：ソリャソーカ。 （そりゃそうか。）

(6) [Bが高級和牛を、 Aの自の前にちらつかせて］

B：タベタイ？ （食べたし、？）

A.タベタイサー。 （食べたいよ、（決まってるだろ）。）

（疑いようもなくそうだ〉としづサの意味から、（5)Aの発話は、料理をほめたBに大きく

賛同しながらも、「当たり前のことなんだから、 Bは大げさだ」と少し噺笑しているようなニュ

アンスを与える。（6)Aの発話は 「そんな当たり前なこと聞くな」と、からかった聞き手に対

する小さな怒りを感じているようなニュアンスがある。
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(7) ［結婚式に出席したが2開化を履いてくるのを忘れたB]

B スニーカーデ、モイイカヤー。

A：ダメニキマットルサ。

B：ダヨネー。 ドースルカ。

(8) ［ためらっている聞き手を促して］

A：イッテコリン。イケパタノシーサ。

B：；ノーカナー。

（スニーカーで、もしW、かな。）

（ダメに決まっている。）

（だよね。どうする7'.J¥)

（行ってきな。行けば楽しいものだ。）

（そうかな。）

サは強し、断定を表す。（7）のAの発話を聞くと、強く聞き手を制している感じを受け、聞き

手は話し手から 100%許してもらえないような感じを受ける。（8)Aの発話は、サの強し、断定

の意味から、聞き手は強く背中を押された感じを受ける。

(5）ワ

ワは男女とも使用する形式である。ワには（命題内容を、現段階での順当な判断だとして示

す〉とし、う意味があると考えられる。

(1) ［外を歩いていて、寒いと思って外気温計を見たら0度だった（独話）］

A：コリャサムイ豆。 （こりや寒いってものた）

(2) ［出星物が乾くか気にかかっていたが、乾し、たのを見て（独話）］

A：ヨーカワイタワ。 （よく車品、たと言える。）

(1) Aは、 「外気温計を見たら O度を指しているJとし、うことをもとに、「これなら寒いと判

断してしかるべきであるJとしづ気持ちを、ワを使って表している。（2)Aは、「乾くか気がか

りだ、ったが、これなら良く乾いたと判断して妥当だj という気持ちを表している。

(3) [Bが入学試験に落ちたと話をする］

B：ゼ‘ンジツニテツヤシタラ ホンパンデ、ネムクナッチャッテ。

（前日に徹夜したら、本番でねむくなっちゃって（試験に落ちた）。）

A ソリャオチルワ。

B：ソンナコトイワンデヨー。
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(4) ［高価な葡萄を買ってきた聞き手に］

B：コレヒトツセンエンモシタダニ。

A ソリャタカイワ。コーキューヒンダモン。

（これ一つ千円もしたんだよ。）

（そりゃ高いよ。高級品だから。）

ワは、 d順当な判断だ〉とし、う意味であり、その意味から「話し手でなくともそう思うだろう」

としづニュアンスを与える。そのため、（3）の場面でのAは、誌喰に落ちた聞き手を 「ありが

ちな失敗だ」と慰めるとともに、聞き手の失敗を 「誰が見ても落ちると言うだろう」と、あざ

笑っているように感じられる発話となる。ワを使うと話し手の考えの妥当性を強く主張するこ

とになるため、ワは聞き手と話し手が親しい間柄でないと使用しにくし、。

(5) ［救急車の音がして、近所を見て回ったAが］

A：ワンワンナットルモンデ イッテミタラ キューキューシャトマットッタワ。

（わんわん音が鳴っているから、見に行ってみたら、救急車停まっていたのを見た。）

B：ナンカアツタノ？ （何かあったのつ）

(6) ［誰もリーダーをやりたがらない場面で］

A：モーアタシガヤルワ。

（もう、誰もやらないなら私がやるしかないということだ。）

B：オネガイデキル？ （お願いできる？）

(6）の場面でワを使うと、（「わたしがやる」としづ判断が順当である）とし、う意味になる。

すると、まるで自然な 「耐 1の結果Jであるかのように、話し手の意思を伝えることができる。

そのため、「望んだ‘わけで‘はなく状況的にみて致し方なし、から」というニュアンスを与えること

ができ、（6）の場面に適する。

(7) ［毎日、家の前の掃き掃除を欠かさない人を見て］

A：アノヒトヨーヤノレワ。 （あのひとよくやると思う。）

B：マイニチ夕、、モンネー。エライヨネー。 （毎日だもんね唱えらいよね。）

(8) [Bが料理上手だとは知っていたが、今日またBの料理を食べて］

A：ヤッパアンタリョーリウマイワ。

B：マーネ。
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ワは 01頃当な判断〉とし、う意味があるため、発話時に、既成の認識や今得た情報などから頭

の中でなんらかの検索をかけて出た判断に、使用されることが多い。（8）の場面では、「料理を

食べて再検討したが、やっぱり料理がうまいといえる」とし、うニュアンスがある。

(6）ケド

ここでは、ケドの意味を述べ、用法を示す。

共通語の 「けれども」は、 『日本国語大辞典』によると、「先行の事柄と後行の事柄とが逆接の

関係にあることを示す」接続助詞だと説明されている。また、「終助調的に文末に用いることが

ある」とされている。豊川市方言のケドは、 「けれどもJからの中均支と考えられる。加えて、文

末で使用され、文を終える働きを持つため、終助詞的な用法が柄主するとし、える。

ケドは（命題内容に対して話し手が受け入れがたさを感じていることを示す〉意味があると

考えられる。

(1) ［毎朝早く大学に来るAをBがほめて］

B ハヤイネ。

A マーマイニチクジニワキ トルケド。

B.ハヤクカラキテエライヤー。

(2) ［自作の弁当を食べているAをほめて］

B：ソレジブンデックッタ？

A -yーツクッタケド。

B エライヤー。

（早いね。）

（まあ、毎日 9時には来ているよ。）

（早くから来てえらいと思う。）

（自分で作ったワ）

（まあ、作ったよ。）

（えらいと思う。）

(1) (2）は、ケドを使って、事実であることをあえて「話し手が受け入れていないこと」と

して伝えている。それによって、 「たいしたことじゃなしリと話し手が謙遜しているニュアンス

が出る。

(3) ［大学生のAとB。Aが弁当を食べているところにBが声をかける］

B：ナニタベトル？ （何食べているの？）

A：オベン トー。マーツクツタノオカーサンダケ九

（お弁当。 まあ、作ったのお母さんだけど、。）

B：イーネ。 （し、し、t:i.。）
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(4) [Aが家に課題を持って帰ろうとするのをBが見て］

B：イエデベンキョースル？

A：マー ドーセヤランケド。

（家で勉強するの？）

（まあ、どうせやらないけど。）

ケドは 〈受け入れがたいことだと聞き手に示す）意味を有する。（3)Aの発話は、 〈弁当を作

ったのはお母さんだということを受け入れがたし、）とし、う意味になり、 「本来なら自分で作らな

きゃいけない年頃なのに、親に甘えているJという感じを与える発話である。（4)Aの発話は、

（「まあどうせやらなし、Jということは受け入れがたし、）としづ意味になり、「やらなきゃいけ

ないことはわかっているけど、結局やらずに過ごしてしまうのだよな。」というニュアンスを与

える。

(5) ［待ち合わせに遅刻したAに、遅刻の理由を尋ねる B]

B ナンカアッタワ

A：ジュップンオクレルッテ ケータイイレトイタケド。

（｛可かあった？）

(10分遅れるって携帯入れといたよ。）

B：ア ミトランカッタ。 （あ、見ていなかった。）

(6) [Bを訪ねてきたらしい人が玄関の前に立っているのを見て］

A：ナンカオキャクサンミタイダケド。 （なんかお客さんみたいだよ。）

B：アーキョーヤクソクシトッタダ。 （ああ、今日約束していたんだ、った。）

(5) Aは自分で携帯電話に連絡したため、連絡を入れたことは事実として承知している。し

かし、（5）の場面では、ケドを使って、 （命題内容を受け入れがたし、〉として示すことで、携帯

を見ていなかったBを責めずにBの顔を立てている。（5）の場面で、「連絡した」と断定して

言うと、聞き手を責めているニュアンスになってしまう。聞き手を責めず、「話し手にも確信で

きないところがある」として述べることが、（5）の場面での配l芭になると考えられる。（6）で

も、「ケドJで断定を避け、 Bがお客さんの存在に気が付いていないことを責めず、そっと口添

えするように伝えることが、丁寧さにつながる。

(7）モン

モンは形式名詞「もの」からの胸戎と考えられる。劃 ｜｜市方言では文末でも使用され、文を

終える働きをすると考え、終助詞として扱う。
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モンの意味は（命題内容が、話し手の納得した判断であることを示す）だと考えられる。共

通語では「からJに近い。

(1) ［長時間喫茶店にいて、そろそろ出るかと相談する］

B：ソロソロデ、／レカ。 （そろそろ出ょう。）

A：マグFイージャン。コンドルワケジャナイモン。

（まだしw、じゃない。混んでいるわけじゃなし、から。）

B.ソーワイッテモ ソロソロ。

(2) ［お酒を勧められて］

（そうは言っても、そろそろ（出た方が）。）

B ノマンノワ （飲まないのつ）

A：アタシイー。キヨークルマダモン。 （あたししw、。今日車だから。）

(1) (2）は、「今ある状況の判断」をモンで示した発話である。「今ある状況は、話し手の中

で納得済みだ」ということをモンが伝えていると考えられる。それを聞き手に対して発するこ

とで、聞き手を説得するようなニュアンスが出る。

(3) ［今日は昨日に比べて暖かい、とし、う話をする］

B：キョーワキノーヨリワイーネ。

A・ ソーダヨー。キノーレード、タeツタモン。

(4) ［子に厳しくしつけるAの様子を見て、 Bが］

B：キピシーダネ。

A：ヒトリデデキニヤコマルモン。

（今日は昨日よりはいいね。）

（そうだね。昨日 0度だったから。）

（（子供に）厳しいんだね。）

（一人でできなきゃ困るから。）

モンは（話し手は命題内容に納得して言っている）としづ意味である。（3)Aの発話は、「昨

日の寒さでは、 0度だ、ったということは聞に落ちる。それゆえ、今日が暖かく感じるのは当然

だ。Jといったニュアンスで、ある。（4）は「一人でできないと困ると、私の心にそうしづ気持ち

があるので。」といったニュアンスが出る。

(5) ［不良品を交換してもらいたいと、店員に言う］

A・ココノブヒンコーカンシテクレルヨネ。ダ〉ツテコレタカカッタ主と。

（ここの部品交換してくれるよね。だってこれ高かったから。）
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(6) [Cの分担だったはずの仕事がBに回ってきて］

B：コレCサンノシゴトジャナカッタ？

A:Cサンイツマテータッテモヤランモン。

B：ダカラッテカワリニヤノレノー？

にれCさんの仕事じゃなかったの？）

(Cさんいつまで、たってもやらないの。）

（だ、からって（私が）代わりにやるの？）

(5）はクレームを言う場面であるが、モンの（ti断専している）としづ意味から、「私がこう

信じているのだJというニュアンスが強くなり、クレームとしての押しの強さが強調される発

話となる。（6）のAの発話は、 （Cさんがやらないということは納得済みだ〉としづ意味にな

り、それが「もう Cさんに対してはあきらめているj というニュアンスをうむ。

(8）ヤ

ヤの意味は、（命題内容にかすかな疑いを持ちながらも受け止めていることを示す）であると

考えられる。なお、ヤは指百字ではなく、面｜｜市方言の指節制限Jである。

次の（1)(2）のように、ヤは話し手の感覚や感想を述べる場面で使用される。

(1) ［スープを一口飲んで］

A：コノスープオイシーヤー70

B：ホン トー？ アタシモノンデミヨー。

(2) ［百貨店が混んでいる様子を見て］

A ウワ コンドノレヤー。

B：ホントダ。マタニスルカ。

（このスープおいしいと私は思う。）

（本当に？私も飲んでみよう。）

（うわ、混んでいると感じる。）

（本当乙また来ることにするか。）

ヤは（かすかに疑いながらも受け入れている）としづ意味があり、「100%そう思っている訳

ではないが、おおむねそうだ｝」 というニュアンスがある。また、ヤは独話でも自然に使え、聞

き手に話し手の意見を押し付けようとしたりする意味はない。

(3) ［懐かしい友人を思い出し（独話）］

A：ヒサシブリニアイタイヤー。 （久しぶりに会いたいな。）

(4) ［すねて機嫌が直らないBを見て］

A：マダイッ トル空ニ。イーカゲンキゲンナオシン。

（まだ、言ーってるか。いい加減機嫌直しなさしい
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B：モーホッ トイテ。 （もう、ほっといて。）

(5) G屋刻したことをなじられて）

B：コレワコレワ ジューヤクシュッキンデ。 （これはこれは、 重役出動で。）

A：ゴメンテ。キョーワオキレンカッタ主二。 （ごめん。今日は起きれなかったな。）

(3) Aの発話は、「心から会いたいと思っている」といった感じで、はなく、「長らく会ってい

ないのだから、会いたくなるということはあるな」といった気持ちで、ある。（5)Aの発話は、

「考えてみれば、今日はいつもに比べて、起きれなかった」とし、うように、少し命題内容を怖

l敵して見たようなニュアンスがある。そのため、自分の失態であるのに、まるで他人事である

かのように茶化して言う言い方になる。

また、ヤは疑問詞とも共起し、疑問文でも使用する。

(6) [J苫の名前が思い出せない（独話）］

A：アノミセナンチュッタヤー。

(7) ［眼鏡の置き場所が分からなくなって（独話）］

A：メガネド‘コヤッタヤー。

（あの店なんて言ったか。）

（眼鏡どこにやったか。）

ヤの意味の中に（命題内容をかすかに疑いつつ〉とし、う意味があるため、疑問文とは相性が

良い。ヤの命題内容に対するかすかな疑いは、聞き手に向くとし、うより内に向く感覚であり、

聞き手への問いではない。そのため、独話でも使用できる。

一方で、ヤは意思表明の発話には使えない。

(8) ［電話で呼び出されて］

B：ヒマダッタラキテヨ。

A：＃イマカライクヤ。

(9) ［夜中に出かけようとして］

B：コンナオソクニ ドコイクダン。

A：＃チヨットテーカケテクノレヤ。

(II目だったら来てよ。）

（＃いまからいくな。）

（こんな遅くに一体どこ行くの？）

（＃ちょっと出かけてくるな。）

(8) (9）のAは、意思の表明にはならないため不適格になる。ヤは、「心からそう思ってい

るJといった感じではなく、「考えてみればそうと言える」とし、うような、少し命題内容を有例敢
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して見たようなニュアンスがある。そのため、話し手の意思を表す発話には合わない。（8)A 

は「イマカライクワ。J、（9)Aは「チヨットデカケテクノレワ。」が適格な発話となる。

(9）ナ

ここでは、ナの意味・用法を示す。ナは、共通語の禁止の「なJとは意味が異なる え

ナの意味は、（命題内容について、話し手が考えている最中であることを示す）であると考え

られる。

(1) ［満車の駐車場で空くのを待っていて、出ようとする車を見つけて］

A：アノクルマ デノレナ。 （あの車、出るような感じがする。）

(2) ［時計を見て、普段家族が帰宅する時間になったことを知って（独話）］

A：ボチボチカエッテクノレナ。 （ぼちぼち帰ってくると，思う。）

(1) Aは、出そうな車を見つけて、「あの車はおそらく出ると思う」と考えているが、まだ

その判断は確定していなし、。ナによって、 「確定はしていないが、「車が出るJとし、う筋道を描

いているj というニュアンスが表されている。

(3）国邪をひし、ているのに会社に行こうとするBをとめて］

B：カイシャヤスメンモンデイク。 （会社休めなし、から、行く。）

A：アタシナラヤスムナ。 （私なら休むと思う。）

B：ヤスミタイノワヤマヤマダケド。（休みたいのはやまやまだけど、（行かなきゃ）。）

(4) ［不良品をつかまされたBに］

B：コノベンツカン夕、ニ。

A：アタシナラオミセニューナ。

B：ソー？ユッテモイーカヤ。

（このペンつかないんだよ。）

（私ならお店に言うと思う。）

（そう？言ってもしW、かな？）

(3) (4）のAの発話は、ナの〈考え中である〉としづ意味から、聞き手に話し手の判断を

押し付けず、話し手の考えをさりげなく伝えた印象を作る。そのため、 Aの発話は、聞き手に

央付るやわらかし、助言を与える発話となる。

(5) ［遅刻ばかりする後輩Cが、今日もi星刻してきで］
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B：マタアイツ チコクシトノレ。 （またあいつ、遅刻している。）

A アイツワ ドーシヨモナイヤツダナ。（あいつは、どうしようもないやつだと思う。）

B：ナンドイツテモキカンネ。 （｛可度言っても注意を聞かないね。）

(6) ［電話口での対応が親切だと感じて（独話）］

A：シンセツダナ。

(7) [Aがトラフゃルを抱えて困っている］

A：ヨワッタナーO

B：ドーシタ？

A チヨットトラブノレデ。

（親切だと思っている。）

（弱った。）

（どうした。）

（ちょっとトラブノレで。）

(5) (6) (7）のような場面でナを使うと、ナの〈考え中）としづ意味から、よくも悪くも話

し手が命題内容に「囚われている」とし、う感じを与える。

( 1 0）ヨ

ヨは（命題内容を、話し手の貝jq平として聞き手に投げかける）としづ意味だと考えられる。

(1) [Bの家の広い庭を見て］

A：ヒロイネー。コイダケヒロイトセワガエライヨ。

（広し、ね。これだけ広いと世話するのが大変だと思う。）

B：マーネ。ザッソーガネ。 （まあね。雑草がね。）

(2) ［駄作とl噂の本を読んでいるAに話しかける］

B ：ソレッテド一ナノワ （それってどうなの？）

A：アンガイオモシロイヨ。 （案外面白いよ。）

(3) ［急にBから、明日の会合に出られないと連絡が来て］

B ゴメン、アシタイケンクナッタ。

A：コマノレヨー。ダレガシキルノワ

（ごめん、明日行けなくなった。）

（困るよ。誰が仕切るのり）

ヨは「話し手個人としてこう思う」というニュアンスがある。そしてヨは、ただ命題内容を

示すだけでなく、 「聞き手に対して言っている」としづ感じが強く、（投げかけ〉の意味がある

と考えられる。
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(4) [AとBはインフノレエンサeの予防接種について話している］

B ヨボーセッ、ンュウツ？ （予防接種打つワ）

A：アタシモーウッタヨ。

B ホントー。ウッタホーガイーカヤー。

(5) ［友人Cに連絡が取る必要が出て］

B:Cサントレンラク トレノレ？

A：アタシレンラクサキシットノレヨ。

B：タスカル。デンワシテミテクレンカヤ。

（私もう宇丁ったよ。）

（本当に？打った方がしW、かな？）

(Cさんと連絡取れる？）

（私連絡先知っているよ。）

（助かる。電話してみてくれなし、かな。）

(4) (5）のAの発話は、聞き手の質問に対する返答として、 「私はこうしづ状態にある、と

あなたに伝えるJと返している。ヨは、聞き手に命題内容を蓋然性の高い判断として押し付け

たりする意味は無く 、質問に対する素直な返答となる。

ヨは命令文にも使用できる。

(6) [Bは風邪気味のAをみて、助言する］

A：カゼッポイダデハヨネリ ンヨ。

姻邪っぽし、のだから、早く寝たほうが良いよ。）

B：アー ソースJvo （ああ、そうする。）

(7) ［初対面の相手にもじもじしている Bに］

A：アンタモナンカイーンヨ。 （あなたも何か言いなさいよ。）

ヨは、豊）ii市方言の命令・観J誘の意味の活用形／iN／にも後接で、きる。活用形の／iN／は、「寝

リン／neriN/ （寝なさし、）J「行キン／ik-iN/ （行きなさし、）」のように、動調の語幹につき、

命令 ・:frJJ誘の意味を表す。（6)(7）のAの発話は、命題内容自体に命令の意味があり、そこに

ヨが接続して、文全体では「～したほうがし、し、と、私は思っていると伝えるからj というニュ

アンスになる。

(, 1)デ

デは、絡助詞「で」の原因 ・理由を表す用法（『日本国語大辞典』より）からきたものだと考

えられる。豊川市では、活用語終止連体形に接続し、文の終わりに使用される。名詞には直接
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臨続できず、ダを伴う。

(1）アシタワハレノレデL

(2）イイテンキダデ。

（明日はH前Lるから。）

（し、し、天気だから。）

デの意味は、 （命題内容を、既定の事実として述べる〉だと考えられる。デは、共通語の「か

らJに近い。

(3) ［電話で、急に帰りが遅くなることを伝える］

A：ゴメンキョーオソクナルデ。

B：エー ナンジニナノレダ‘ン？

(4) ［新しし、リー夕、ーを指名する］

（ごめん、今日遅くなるから。）

（ええ、何時になるの？）

A：リーダーワ キミニヤッテモラウコ トニシタデ。

（リーダーは君にやってもらう ことにしたから。）

B：エ チヨ ットマッテヨ。 （え、ちょっと待ってよ。）

(3) (4）のように、話し手の事情を伝える場面で、デは使用される。（3）の場面で、なにも

つかない「キョーオソクナル企。Jと「キョーオソクナノ円乙Jを比較すると、デの方がφに比

べ、「既に決まったことだから自分にも変えようがない。自分も受け入れたように、あなたにも

受け入れてもらいたしリというニュアンスが強くなる。それによって、聞き手は 「決まったこ

となら仕方がなし、。受け入れるほかない。Jとしづ気持ちになり、（3）のような場面ではスムー

ズに事情を受け入れてもらし、やすくなる。

(4) Aの発話も、（決まったことだ〉とし、う意味で命題内容を伝えるため、聞き手Bは「ど

うしてもう決まったことのようになっているのか。」と戸惑いを感じる。加えて、（既に決まっ

たことだ〉として言われた Bは、断りにくい心情になる。聞き手に断られたくない（4）のよ

うな場面では、デで （決まったこと）として示すことに有努任性がある。

(5) ［わがままを言って出て行った幼児を見て］

A：イマニナイテカエッテクノレデ。

(6) ［悩み相談を持ち掛けられて］

A：ジンセーワルイコトパッカジャナイデL
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B ：ソーカナー。 （そうかな。）

(5) Aは（すぐに泣し、て帰ってくるに決まっている。）、（6)Aは（人生悪いことばかりじゃ

ないと決まっている）としづ意味になる。これが、聞き手を説得するような感じを与える。

(7) ［急に無断で出かけようとする所に声をかけて］

B：ドコイクダン。

A：ユーガタマデニワカエッテクノレデ。

（どこ行くの？）

（夕方までには帰ってくるから（行かせて）。）

(8) ［お金を借り ようとして］

A：オカネカシテ。

B：エーナンテー。

A：ライシューマテーニワカナラズ、カエスデ。

（お金貸して。）

（え、なんでワ）

（来週までには必ず返すから。）

(7) (8）は相手を説得し、自分の頼みを受け入れてもらおうとする場面である。デの＠正定

の事実〉としづ意味から、「必ず守るから」品、うニュアンスが生まれる。

( 1 2）ッテ

共通語の 「って」は、『日本国語大辞典』によると、「文や語句 ・単語の引用を示す」格助詞

であるとされている。また、終助詞としての用法のひとつに、「本来あとに来る 「言うんだ」「言

うことだ」などのことばを省略」した言い方があり、念押しの意味があるとされている。

劃 ｜｜市方言にも、文節末で使用される引用の意味のッテがある。しかし、終助言司として扱う

ッテは、引用とは意味が異なる。形態的には、ッテは活用語の終止連体形に直接樹売する。前

接する終助詞はダのみで、いくつかの終助詞が後接する。

(1）キョーワサムイッテ。

(2）アシタヤスミダッテ。

(3）へーキダPッテ ｛サ／ネ｝。

（今日は寒いよ。）

（明日休みだ、ってよ。）

（平気だよ。）

ッテは（命垣内容を聞き手に押し付ける）意味があると考えられる。

次の（4) (5）のように、ッテは「命題内容を自覚していない聞き手Bに、申し出を受け入
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れさせようj というニュアンスがある。

(4) [Aに来客が来ることになっており、Bが世話を焼く］

B：オチャデ、モジュンビスル？ （お茶でも準備する？）

A：ソンナセンデモイ一之Z。カタクルシーアイテジャナイデ。

（そんなことしなくてもしW、よ。堅苦しし、相手じゃなし、から。）

B：ソンナモンカ。 （そんなものtJ¥)

(5) [Bにからかわれて］

A：モーへンナコトイワンデ之Z。

B：ゴメンゴメン。

（もう変なこと言わないでよ。）

（ごめんごめん。）

(6) [Bの旅行のたびにお土産をもらっているAが恐縮して］

B：コレオミヤゲ。 にれお土産。）

A：：ノンナイラン之Z。イツモモラッテパッカジャン。

（そんないらないよ。いつももらってばかりじゃなし、か。）

(7) ［何度も口 うるさい聞き手に］

A：ナンベンモイワンクテモワカッ トルッテ。

（何回も言わなくても分かってるから。）

B：ナライーダケド。 （ならいいんだけど。）

(6）の場面で、終助詞を後接させない「ソンナンイラン企。jを発話すると、大変に不棋な、

失礼な発話になってしまう。ゆだと、話し手の考えを聞き手にただぶつけているような印象を

与えるが、ッテが後接すると、聞き手に対して「し、らないという話し手の思いを分かってほし

い」とし、うニュアンスが出て、聞き手lこ直己慮した表現になる。

(8) ［だらだらと片づけが進まない状況で］

A：ハヤクカタツ、ケチャオーッテ。

B：ソーダネ。ハヨオワラセルカ。

(9) ［出かけたがらない聞き手に］

A ハヨイキンテ。

B：ワカッ トノレワ。
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ッテは意向形「～ショウjにも接続する。（8）のAの発話は、ただの樹麟ではなく、ッテに

よって、聞き手を話し手の考え方に引き込もうというような感じがある。ッテの（押し付ーける）

意味によって、聞き手への強し、働きかけが生まれている。また、ッテは（9）のように命令文に

も使用できる。命令文にッテが使われると、話し手の聞き手に対する押し村けの圧が高くなる

ような感じを受ける。

( 1 3）ニ

ニは、（命題内容を、話し手の中では当然のことであるとして聞き手に押し付吋る）という意

味だと考えられる。共通語では、「よ」に近い。

(1) ［朝、家を出る支度が整わない息子Bに声をかける母親A]

母親A ナニグ．ズ、ク、ズ、ヤットルダン。デンシャイッチャウニ。

（何をぐずぐずやっているの。電車行っちゃうよ。）

息子B：マダギリギリマニアウ。 （まだ、ぎりぎり間に合う。）

(2) ［食事の用意が出来たのに食べようとしない聞き手に］

A ハヤクセントサメチャウニ。 （早くしないと冷めちゃうよ。）

B ：スグ、タベノげ、オイトイテ。 （すぐに食べるから置し、ておいて。）

(1）は、聞き手を叱りつける場面である。ニの（当然のことだ〉とし、う意味が、叱りつける

場面に合い、よく棚守される。（2）は注意脳的発話である。

対して、（3) (4）はニが不適格な例である。

(3）白初子の日取りを話し合っているが、来月はBの繁｜亡期のため避けようと言う］

B：ライゲツワ？

A:#Bライゲツイソガシーニ？

B：スージツナラヤスメルヨ。

（来月は？）

(#B、来月いそがしいよ？）

（数日なら休めるよ。）

(3) Aが不適格になる理由は、聞き手に関することなのに、聞き手に、（これは当然の判断

だと思え〉としづ意味で、命題内容を押し付けようとするからである。通常、忙しい本人であ

るBの方が、より詳しく正維な情報を持っているはずである。（3）の場面で、ニを用いると、 「こ

の判断は当然だと思え」と忙しい当事者である Bに、 当事者でないAが言っているように聞こ
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えて、不自然さを生む。（3）のAでは、「ライゲツイソガシーラ（来月忙しいでしょ）。」 が適

格になる。

(4) [II帯十を持っていない聞き手から時刻を尋ねられて］

B：イマナンジ？

A：＃クジダニ

(5) ［遅くまで寝ない子伊tを叱って］

（今イ明寺？）

(#9時だよ。）

Aイツマデオキ トルノ？モークジ夕、、ニ。 （し、つまで、起きているのワもう 9時だよ。）

(4）の場面のように、純粋な質問に対する返答には、ニは不適格になる。知らないことを質

問してきている聞き手に対して、（当然だ〉とし、う意味のニは使用しにくいためである。（4）の

Aは「クジダヨ（9時だよ）。」 が適格になる。反対に、話し手の言うことを許容しえると判断

する聞き手に対しては、ニは使用で、きる。（5）のような場合である。

次の（6) (7）は、申し出の発話にニが使われる例で、ある。

(6) ［食事中、大Jl!Lにはおかずが一つ残っていて］

A：サイゴイッコ タベンワ （最後の一個、食べなし、ヮ）

B アタシモーイー。 （私もうし、し、。）

A：ソー？ アタシタベル三？ （そう？ 私食べるよ。）

B イーヨ。 （し、いよ。）

(7) ［隣町までいきたいと言う人に、 車で送ると申し出る］

A アタシ トナリマチマデイクニ。ノセテッテアゲーカ？

（私隣町まで行くよ。乗せていってあげようか？）

B：イイノ？ノシテッテクレノレ？ （し、し、のワ乗せていってくれる？）

ニを使って申し出を表現することもできる。（6）のAでは、 「アタシタベノレ」という話し手

の意［t表明にニがつき、 「私が食べることは当然としていいのですよね。Jと聞き手に賛同を求

めるニュアンスになる。（7）のAの発話は、 （私が隣町まで行くことは当然のことと してあな

たに押し付ける〉とし、う意味になり、 「私が「州円まで行くことはもう決まったも同然、だから遠

慮しないで。Jと、聞き手を話し手の考える方向に、強く持っていこうとする感じを与える。
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( 1 4）ラ

ラの意味は（話し手の既成の認識を、同じ認識を持っと想定される聞き手に確認する）であ

ると考えられる。ラを使用する場合の命題内容は「話し手の既成の認識」である。

ラは、次の（1）のようなニュアンスで使用される。

(1) ［占い師の前に座った矢先、占い師から言われた］

占い師：あなたは仕事のことで悩んでますね？

占い師：アナタシゴトノコトデナヤンド、ルラ？

ラは 「真実はどうであれ、話し手はこう思っている。そして聞き手も同じように思っている

と思うが、どうか」としづ気持ちを表す。ラは蓋然性の高さに関わりなく、話し手が思ってい

ることを聞き手に尋ねるときに使う。

(2) [AがBに指摘する］

A：キノーヤキニクタベタラ？

B：ナンデワカッタ？

A：アンタノフクガニオウモン。

(3) ［昨日授業に来なかったBを追及する］

A：キノージュギョーサボッタラ。

B：アサオキレンクテ。

（昨日焼き肉食べたでしょ？）

（なんでわかったワ）

（あなたの服臭うから。）

（昨日授業さぼったでしょ？）

（朝起きれなくて。）

(2）の状況を説明すると、 Aは昨日 Bが何を食べたか知らないが、服の臭し、から推測して

Bに尋ねた。また （3）は、同じ授業に出ている Bを昨日見かけなかったことから、 Bを追及

している場面である。終助詞の意味に関わらず、命題内容を発話する時点で、命題内容を導き

出した何らかの綬拠は存在する。だが、ラの場合は、根拠となるものに縛りはない。

(4) ［昨日 Bを見かけたことを話す］

A：キノースポーツパ、ンン トコオッタラ？ （昨日スポーツ橋の所にいたでしょ？）

B ナンデ、シットル？ （なんで、知ってるの？）

A：アタシ卜ーツタノキヅカンカッタ？ （私が通ったの気づかなかったの？）

(5) ［以前インフノレエンサ1こかかったAが、最近かかったBlこ同情する］
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B：ミッカネコンデツラカッター。 （三日寝込んで辛かった。）

A：インフノレエンサe＇／ライラー。アタシモムカシヤッタワ 。

（インフルエンザ辛いよね。私も普ゃったよ。）

(4）は見たものが根拠になり、（5）は話し手自身の体験が根拠となる。ラを使うとき、命題

内容を判断するための根拠は何でも構わない。ただ、「話し手はこう思うし、聞き手も同じよう

に思うでしょワ」と話し手が考えていることであれば、ラは使える。

次の（6)(7）はラが不適格である。ラは 「同じことを思っているでしょ？Jというニュアン

スがあるため、（6）のように、話し手の意思表明の発話には使えない。

(6) ［同じ町内に住むAとBが、 町内の清掃活動に参加するか否かを相談している］

B ソージ コン、ンューノニチヨーダッタヨネ？イク？

（掃除、今週の日曜だ、ったよね？行く？）

A：＃アタシイクラ。 （＃私行くと思ってるで、しょっ）

B.Aサンエライネ。アタシドーショーカヤー。イカニャシャーナイカ。

(Aさんイ章し、ね。私どうしょうかな。行かなければ仕方なし、か。）

(7) ［大学生のAとBがヨ見限夏を済ませたか話す］

B：モーカダイヤッタ？

A：＃ヤッタラ。

B：ウワー。アタシマダオワットランケド。

（もう課題ゃった？）

（＃ゃったで‘しょ。）

（うわ。私まだ終わっていないよ。）

(6) Aの発話は、〈私（話し手）が行くと思っているでしょ？）としづ意味になる。そのた

め 「行きますか？」と尋ねられて「行きます」と意思を表明するような（6）の場面にはそぐわ

ない。（6）の場面ならば、 Aは「アタシイクユ。」 が適する。（7）では、 Aは「ヤッタ豆。Jが

適格になる。

対して、（8) (9）はラが適格である。

(8) ［重い荷物を持って帰宅したBに］

B：タダイマ。

A ソンナオモイノサゲテ タイヘンダッタラ？

（ただいま。）

（そんな重いものを提げて、大変だったで、しょっ）
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B：ソーデモナイニ。

(9) ［遠路はるばる会いに来てくれた友人に］

A：ナガタビツカレタラ？

B ソンナコ トナイヨ。

（そうでもないよ。）

（長旅、疲れたでしょ？）

（そんなことないよ。）

(8）のAは、 Bに対して「Bが大変だ、ったと私Ii）思うし、 Bも大変だ、ったと思っているで

しょ？」と相手の心情をおもんぱかっている発話である。 「あなたも知っていると思う」という

ニュアンスが、（8)(9）のような聞き手の状況に関する内容の場合には、聞き手への思いやり

を表す発話となる。

( 1 5）ネ

豊）ii市方言では、ネは間投詞のようにも、感動詞のようにも使用される。また、多くの終助

詞に後接する。

(1）コレネオミヤゲ‘ニネ ドーカナトオモッテネo

（これね、お土産にね、どうかと思ってね。）

(2）ネー ソーダヨネ。 （ねえ、そうだよね。）

(3）キョーサムイ（ジャン／ダ／カ／ケド／モン／ヨ／デ／ッテ）ネ。 （今日寒い。）

ネの意味は、〈命題内容を聞き手が認識するよう促す〉であると考えられる。

(4) [Bはネット通販を頻繁に使うと話している］

B サイキンワゼンブネッ トデカイモノシチャウ。

（最近は全部ネットで買い物しちゃう。）

A・イマッテベンリナモンアノレネ。 （今って便利なものあるね。）

B：トークマデイカンデモイーデ タスカノ凡

（遠くまで行かなくてもしw、から、助かる。）

(5) ［毎日運動を欠かさないBをほめる。］

B：ウォーキングワツヅケ トルヨ。

A：アンタエライネ。

B：ソンナコトナイヨー。
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ネがつくと、「干ムがこう思ってることを、聞き手に分かってほしし、」というニュアンスが出る。

(6) [Bに電話で、用事があるので今から B宅ぺ子くと告げる］

A：チヨットヨリタイモンデイマカライクネ。

B：ワカッタ。マットルデ。

(7) ［帰る意思を伝える］

A：ソロソロカエノレネ。

B：ソッカ。アリガト。マタ。

（ちょっと寄りたし、から、今から行くね。）

（わかった。待ってるから。）

（そろそろ帰る。）

（そうか。ありがとう。また。）

意思表明の発話でも、ネは使われる。Aの発話は、「今から Aが行くと、知っていてくれれ

ばありがたしU というニュアンスで、ある。ネには、聞き手に話し手の考えを押し付けて聞き手

の考えを変えようとするような、押し付けがましさはない。ネには、「知っていてほししリとい

うささやかな要望がある。

(8) [Bが時計を持っておらず、 H寺計をしているAに時刻を尋ねる］

B：イマナンジ？ （今何時？）

A サンジダネ。 (3 JI寺だ占）

(9) ［し、つも夕食はど、うしているのか匠円かれ］

B・ユーショクワ？ （夕食は（どうしてるの）ワ）

A：フダンワイエデ‘タベノレネ。 （普段は家で食べる。）

B：ジャーガイショクワアマリセン？ （じゃあ外食はあまりしない？）

質問に対する返答にも、ネは使用できる。ネを使うと、「～だ、と知っておいてくれるとありが

たい」といったニュアンスが加わる。

4.3 豊JI附方言終助問の語義

以上述べてきた、豊川市方言終助詞の語義を一覧して示すと、下記のとおりである。
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ジャン：命題内容が聞き手の既有の認識であると示す。

ダ ：命題内容を、ありのまま受け止めたことを示す。

カ ：命題内容自体に疑いを持っていることを示す。

ワ ：命題内容を、現段階での順当な判断だとして示す。

ヤ ・命題内容にかすかな疑いを持ちながらも受け止めていることを示す。

ナ ：命題内容について、話し手が考えている最中であることを示す。

サ ：命題内容を疑いようもないことだと受け入れる。

ケド ：命題内容に対して話し手が受け入れがたさを感じていることを示す。

モン ：命題内容が、話し手の納得した判断であることを示す。

ヨ ：命題内容を、話し手の貝A草として聞き手に投げかける。

デ ：命題内容を、既定の事実として述べる。

ッテ ：命題内容を聞き手に押し付ける。

ニ ：命題内容を、話し手の中では当然のことであるとして聞き手に押し付ける。

ラ ：命題内容（話し手の既成の認識）を、命題内容と同じ言訴訟を持っと想定される聞き

手に確認する。

ネ ：命題内容を聞き手が認識するよう促す。

これらは、終助詞がもっ語義を記述したものであり、実｜燃に使用された文脈のなかで感じら

れるニュアンスは、語義とは別のものとして、説明を加えた。

5.おわりに

以上、本稿は、筆者の個人語である愛知県劃｜｜市方言を対象に、終助詞 15語の形態と意味

を体系的に事己主した。その 15語とは、「ジヤン、夕、、、カ、サ、ワ、ケド、モン、ヨ、デ、ッテ、

ヤ、ナ、ニ、ラ、ネJである。

まず、これら 15語の終助詞を対象に、述語および他の終助詞との相互承接lこっし、て、形態

的に記述した（表1）。そして、終助詞相Eの連接について、すべての組合せを表に表わした（表

2から表5）。その結果、終助調の連接においては、 5語までの連接がみられることを明らかに

したものである。

また、各終助詞について、語レベルで、生じる語義を記述した。さらに、個々の使用環境で生

じる談話レベルのニュアンスについても、出来る限り説明を加えた。
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注

1 会話資料は、 2017年8月 19日に、筆者と筆者の親族3名の計4名の自由会話を録音した

ものである。話者は①1938年豊川市生まれ、②1935年豊橋市生まれ、③1947年長野県生ま

れ3歳から動｜怖在住、任運者であり、全員女性である。

2 15語以外に、：！：）11市方言の理解語実に 「ゾ」「ゾン」がある。また、 「ッケ」「シjを筆者は

使用するが、方言使用時には使用せず、他県出身者と会話する際に意識して使用する感じが

ある。この4語は対象としなかった。

また、豊川市方言では「ダン」「カン」とし、う形式が使用されるが、これらは、「ダJ「カ」

の当たりの強さを和らげた言い方であり、 「ダ」「カJと同じ語であると考える。

3 (1）のような場面で使用されるジャンには、終助詞ネが後接し、ネが長音化した形で使用さ

れることが多い。

(1) A・キノー テレビカオートオモッテテ守ンキヤサンイッタ之主と主二。

4 嶺田明美（2001）では、愛知県東部方言のジャンは、共通語の 「じゃんJと用法に違いがあ

ることを指摘する。嶺回は、共通語の 「ジャン」は話し手のみに情報がある場合は用いられ

ないのが一般的だが、愛知県東部方言では 「聞き手に情報なし、話し手の持つ情報を聞き手

に伝える用法Jがあると述べる。（1）のジャンは、嶺回の示す、共通語の 「じゃん」にはな

い用法だと考えられる。

5 本稿では、語自体の意味を扱い、イントネーションによって付与される意味は扱わない。「カJ

はイントネーションを考慮しない、語の意味のレベルで、 「疑いをもっJとし、う意味があると

考える。

6 サは間投調のように、文中の文節の終わりについて使用されることもある。

例 ：今日映画観てきてサ一、やっぱ演技うまし、なーと思ってサー。

7 「ヤー」は「ヤ」が長音化した形態であり、「ヤー」は 「ヤj と同じ形式である。「ナー」、

「サー」も同様である。

8 豊川市では禁止を言うとき、「～センデ（～しないで、）J r～シチャイカン（～してはいけ

ない）Jを使うことが多いと感じる。動詞の終止連体形に 「な」をつけた形で禁止を言うこと

は少なしL

《禁止》ソンナコトセンデ。 （そんなことしないで）。

（儲止》フマンイッチャイカン。 （不満言つてはいけなし、。）
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