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終助詞「よ」「ね」「な」は，書き言葉の文には殆んど用いられないが，日常会話にお
いて頻繁に使われており，文全体の解釈に及ぼす影響が大きい． そのため，機械によ
る会話理解には，終助詞の機能の研究は不可欠である．本論文では，代表的な終助詞
「よ」「ね」「な」について，階層的記憶モデルによる終助詞の機能を提案する．まず，
終助詞「よ」の機能は，文の表す命題が発話以前に記憶中のある階層に存在すること
を表すことである．次に，終助詞「ね」
「な」の機能は，文の表す命題を記憶中に保存
する処理をモニターすることである．本稿で提案する機能は，従来の終助詞の機能が
説明してきた終助詞「よ」「ね」「な」の用法を全て説明できるだけでなく，従来のも
のでは説明できなかった終助詞の用法を説明できる．
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Function of Japanese Sentence Final Particles
—about ‘YO’ ‘NE’ and ‘NA’—
Hiroshi Nakagawa† and Susumu Ono†
Japanese sentence ﬁnal particles(JSFPs henceforth) are used extremely frequently in
utterances. We propose functions of Japanese Sentence Final Particles YO NE and
NA that are based on a hierarchal memory model which consists of Long Term Memory, Episodic Memory and Discourse Memory. The proposed functions of JSFPs are
basically monitoring functions of the mental process being done in utterance. YO
shows that the propositional content of the utterance that ends with YO was already in the speaker’s Episodic Memory or Long Term Memory, while NE and NA
show that the speaker is processing the propositional contents with the contents of
speaker’s memory. The proposed functions succeed in accounting for the phenomena
yet to be explained in the previous works.
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はじめに
終助詞は，日本語の会話文において頻繁に用いられるが，新聞のような書き言葉の文には殆

んど用いられない要素である． 日本語文を構造的に見ると，終助詞は文の終りに位置し，その
前にある全ての部分を従要素として支配し，その有り方を規定している． そして，例えば「学
生だ」「学生だよ」「学生だね」という三つの文が伝える情報が直観的に全く異なることから分
† 横浜国立大学 工学部 電子情報工学科, Division of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering,
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かるように，文の持つ情報に与える終助詞の影響は大きい． そのため，会話文を扱う自然言語
処理システムの構築には，終助詞の機能の研究は不可欠である．そこで，本稿では，終助詞の
機能について考える．

1.1

終助詞の「よ」「ね」「な」の用法

まずは，終助詞「よ」「ね」「な」の用法を把握しておく必要がある． 終助詞「よ」「ね」に
ついては，(金水 1993b) で述べられている．それによると，まず，終助詞「よ」には以下の二
つの用法がある．
教示用法

聞き手が知らないと思われる情報を聞き手に告げ知らせる用法

注意用法

聞き手は知っているとしても目下の状況に関与的であると気付いていないと思われ

る情報について，聞き手の注意を喚起する用法
文 (1) の終助詞「よ」は教示用法，(2) のそれは注意用法である．

(1)

あ，ハンカチが落ちましたよ．

(2)

お前は受験生だよ．テレビを消して，勉強しなさい．

以上が (金水 1993b) に述べられている終助詞「よ」の用法であるが，漫画の中で用いられてい
る終助詞を含む文を集めて検討した結果，さらに，以下のような，聞き手を想定しない用法が
あった．

(3)

「あーあまた放浪だよ」(藤島 1989〜1993) 一巻 P.50

(4)

「先輩もいい趣味してるよ」(藤島 1989〜1993) 一巻 P.114

本稿ではこの用法を「独り言用法」と呼び，終助詞「よ」には，
「教示」「注意」「独り言」の三
用法がある，とする． 次に，終助詞「ね」について，(金水 1993b) には以下の三種類の用法が
述べられている．
確認用法

話し手にとって不確かな情報を聞き手に確かめる用法

同意要求用法

話し手・聞き手ともに共有されていると目される情報について，聞き手に同意

を求める用法
自己確認用法

話し手の発話が正しいかどうか自分で確かめていることを表す用法

(5) の終助詞「ね」は確認用法，(6)A のそれは同意要求用法，(7)B のそれは自己確認用法で
ある．

(5)

(6)

(面接会場で)
面接官:

鈴木太郎君ですね．

応募者:

はい，そうです．

A:

今日はいい天気ですね．

B:

ええ．
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今何時ですか．

B: (腕時計を見ながら) ええと，3 時ですね．
以上が，(金水 1993b) で述べられている終助詞「ね」の用法であるが，本稿でもこれに従う．
(5)，(6)A，(7)B の終助詞の「ね」を「な」に代えてもほぼ同じような文意がとれるので，終助
詞「な」は，終助詞「ね」と同じ三つの用法を持っている，と考える． ところで，発話には，聞
き手を想定する発話と，聞き手を想定しない発話があるが，自己確認用法としての終助詞「ね」
は主に聞き手を想定する発話で，自己確認用法としての終助詞「な」は主に聞き手を想定しな
い発話である． さらに，文 (8) のような，終助詞「よ」と「ね／な」を組み合わせた「よね／
よな」という形式があるが，これらにも，終助詞「ね」「な」と同様に，確認，同意要求，自己
確認用法がある．

(8)

1.2

(眼鏡を探しながら) 私，眼鏡ここに置いたよね／よな．

従来の終助詞の機能の研究

さて，以上のような用法の一部を説明する，計算言語学的な終助詞の機能の研究は，過去に，
人称的分析によるもの (川森 1991; 神尾 1990)，談話管理理論によるもの (金水 1993a, 1993b)，

Dialogue coordination の観点から捉えるもの (Katagiri 1993), の三種類が提案されている．以
下に，これらを説明する．ところで，(川森 1991) では終助詞の表す情報を「意味」と呼び，こ
れに関する主張を「意味論」と呼んでいる．(金水 1993a, 1993b) では，それぞれ，
「(手続き) 意
味」「(手続き) 意味論」と呼んでいる．(Katagiri 1993) では，終助詞はなにがしかの情報を表
す「機能 (function)」があるという言い方をしている．本論文では，(Katagiri 1993) と同様に，
「意味」という言葉は用いずに，終助詞の「機能」を主張するという形を取る．ただし，(川森

1991),(金水 1993a, 1993b) の主張を引用する時は，原典に従い，
「意味」
「意味論」という言葉を
用いることもある．
人称的分析による意味論 (川森 1991; 神尾 1990)
この意味論では，終助詞「よ」
「ね」の意味は，
「従要素の内容について，終助詞『よ』は話し手
は知っているが聞き手は知らなそうなことを表し，終助詞『ね』は話し手は知らないが聞き手
は知っていそうなことを表す」となる．この意味論では，終助詞「よ」の三用法 (教示，注意，
独り言) のうち教示用法のみ，終助詞「ね」の三用法 (確認，同意要求，自己確認) のうち確認
用法のみ説明できる．終助詞「よ」と「ね」の意味が同時に当てはまる「従要素の内容」はあ
り得ないので，
「よね」という形式があることを説明出来ない．また，聞き手が終助詞の意味の
中に存在するため，聞き手を想定しない終助詞「よ」「ね」の用法を説明できない．この二つの
問題点 (とその原因となる特徴) は，後で述べる (Katagiri 1993) の主張する終助詞の機能でも
同様に存在する．
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談話管理理論による意味論 (金水 1993a, 1993b)
この意味論では，
「日本語会話文は，
『命題＋モダリティ』という形で分析され，この構造は『デー
タ部＋データ管理部』と読み替えることが出来る」，という前提の元に，以下のように主張して
いる．終助詞は，データ管理部の要素で，当該データに対する話し手の心的データベース内に
おける処理をモニターする機能を持っている．この意味論は，一応，前述した全用法を説明し
ているが，終助詞「よ」に関して，後に 3.3節で述べるような問題点がある．終助詞「ね」「な」
に関しても，
「終助詞『ね』と『な』の意味は同じ」と主張していて，これらの終助詞の性質の
差を説明していない点が問題点である．

Dialogue coordination の観点から捉えた終助詞の機能 (Katagiri 1993)
(Katagiri 1993) では，以下のように主張している． 終助詞「よ」「ね」は，話し手の聞き手に
対する共有信念の形成の提案を表し，さらに，終助詞「よ」は話し手が従要素の内容を既に信
念としてアクセプトしていることを，終助詞「ね」は話し手が従要素の内容をまだ信念として
アクセプトしていないことを，表す． これらの終助詞の機能は，終助詞「よ」の三用法 (教示，
注意，独り言) のうち独り言用法以外，終助詞「ね」の三用法 (確認，同意要求，自己確認) の
うち，自己確認用法以外を説明できる． この終助詞の機能の問題点は，(川森 1991; 神尾 1990)
の意味論の説明の終りで述べた通りである．

1.3

本論文で提案する終助詞の機能の概要

本論文では，日本語会話文の命題がデータ部に対応しモダリティがデータ管理部に対応する
という (金水 1993b) の意味論と同様の枠組を用いて，以下のように終助詞の機能を提案する．
ただし，文のデータ部の表すデータを，簡単に，
「文のデータ」と呼ぶことにする．終助詞「よ」
は，データ管理部の構成要素で，
「文のデータは，発話直前に判断したことではなく，発話時よ
り前から記憶にあった」という，文のデータの由来を表す．終助詞「ね」「な」も，データ管理
部の構成要素で，発話時における話し手による，文のデータを長期的に保存するかどうか，す
るとしたらどう保存するかを検討する処理をモニターする．
さて，本稿では，終助詞を含む文の，発話全体の表す情報と終助詞の表す情報を明確に区別
する．つまり，終助詞を含む文によって伝えられる情報に，文のデータと話し手との関係がある
が，それは，終助詞で表されるものと語用論的制約で表されるものに分けることができる．そ
こで，どこまでが終助詞で表されるものかを明確にする．
ただし，本稿では，活用形が基本形 (終止形) または過去形の語で終る平叙文を従要素とす
る用法の終助詞を対象とし，名詞や動詞のテ形に直接付加する終助詞については，扱わない (活
用形の呼び方については (寺村 1984) に従っている)． また，上向きイントネーションのよう
な，特殊なイントネーションの文も扱わない． さらに，終助詞「な」は，辞書的には，命令の
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「な」，禁止の「な」，感動の「な」があるが，本稿では，これらはそれぞれ別な語と考え，感
動の「な」だけ扱う．
以下，本論文では，2節で，我々の提案する終助詞の機能を表現するための認知主体の記憶
モデルを示し，これを用いて 3節で終助詞の機能を提案し，終助詞の各用法を説明する．4節は
結論である．

認知主体の記憶のモデル

2
2.1

階層的記憶モデル

終助詞「よ」の表す文のデータの由来や，終助詞「ね」「な」の表す文のデータの保存のた
めの処理を，表現するためには，認知主体の記憶をモデル化する必要がある．本稿では，階層
的記憶モデルを用いてこれを行なう．これは，認知心理学の分野で作られたモデルである (小谷
津 1985)． 本稿では，(金水・田窪 1992) の三階層の階層的記憶モデルの二階層のそれぞれを確
信・信念の二領域に分割したモデルを仮定する．
階層的記憶モデルは，談話記憶領域，出来事記憶領域，長期記憶領域からなる． 以下，談話
記憶領域を DMA(Discourse Memory Area)，出来事記憶領域を EMA(Episodic Memory Area)，
長期記憶領域を LMA(Long term Memory Area) と呼ぶことにする． また，EMA と LMA を
合わせて「EMA 以下」と言うことにする． DMA では，音声情報や文字情報，言語情報，概念
情報などの処理がなされる． EMA には，会話の過程で参照する情報及び生成した概念情報が
蓄えられる． 会話している場面の情報もここに蓄えられる． ここにある情報は，DMA にある
情報ほどではないが，認知主体自身から注意を払われている． LMA には，語彙情報，文法情
報，常識などが蓄えられている． ここにある情報は，注意を払われていない． これらの記憶
階層において，DMA は，最も浅い階層にあり，ここにある情報は認知主体が直接参照できる．

EMA は，LMA と DMA の中間の階層にあり，ここにある情報は，直接参照されることはなく，
DMA を介して参照される． LMA は，最も深い階層にあり，ここにある情報も，直接参照され
ることはなく， EMA と DMA を介して参照される． 言語器官から入力された情報は DMA に
置かれ， EMA と LMA の情報を参照することによって DMA 上で処理され，それにより結果
的に導かれた情報は EMA に伝達される． EMA に伝達された情報の一部は，無意識的に LMA
に伝達される．
さて，情報はただ来た順番に記憶領域に積み重ねているのではない． むしろ，この記憶シ
ステムは高度なデータベースシステムとなっている． 特に，DMA にある命題をキーとして，

EMA 以下 (主に，LMA) にあるその命題の真偽に関係する情報を短時間のうちに検索してまと
めて EMA に持ってくることが出来る．ここで，
「確認する」という言葉を，以下のように定義
する．
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「確認する」の定義

(9)

「ある認知主体 A が，ある命題 P を A 自身の DMA に置いて， P の真偽に関係する情
報を， A 自身の EMA 以下 (主に LMA) から検索してまとめて A 自身の EMA に持って
きて，それらの情報と P の間に矛盾が生じないことを確かめる」ことを「認知主体 A が
命題 P を確認する」と言う．
この定義は，後で，終助詞「ね」の機能の説明に用いる．

2.2

「確信」「信念」

ある認知主体が信じている情報には，信じる強さに違いがある．例えば，ある認知主体が
「月が地球の衛星であること」を信じているとする． この命題を，このことを知っていそうも
ない五，六歳の子供に発話する時は，殆んどこのことを「確信」として発話するだろう． 一方，
天文学者を前にした時は「確信でない信念」として発話する場合もありえよう． このように，
ある命題を伝える側の認知主体にとって，その命題を確信とするか否かは，その命題を伝えら
れる側の認知主体との相対的関係に依存する． このことは，以下の (10)(※) に反映している．
本稿ではこのような観点から「確信」「信念」の定義を行なう．
本稿では，
「信じる強さ」の一次近似として，強く信じている場合を「確信している」，信じ
てはいるが確信していない場合を「信じている」とする． また，確信していることを「確信」，
信じていることを「信念」，と呼ぶことにする．そして，
「a にとって p が確信である」
「a にとっ
て p が信念である」を以下のように定義する．

(10)

a を認知主体とする．

「a にとって p が確信である」とは，以下の二つのどちらかが成立することである．

(1)

p は，a にとって直接経験により得た情報である

(2)

p は，a が直接経験によって得た情報 q と，q → p という a にとっての確信を
使って導いたものである ※

一方，
「a にとって p が信念である」とは，以下のようなことである．

(1)

p は，a が直接経験によって得た情報 q と，q → p という a にとって確信では
ない信念を使って導いたものである ※

(※) a にとって q → p が確信か否かは，a を取り巻く状況に依存している．
良く知られていることだが，日本語では，ある認知主体は他の認知主体の主観的経験を，確信
として発話出来ないことに注意されたい．3節では，このことを利用して終助詞の機能を考える．
なお，ある情報に対する確信・信念の区別は，その情報を記憶するときになされる，とする．
つまり，DMA にある情報を EMA 以下に伝達する時に DMA 上でなされる．だから，EMA と

LMA は確信と信念の領域に分割されるが，DMA はそうはならない，と考える．図 1 は，以上
の説明を踏まえた認知主体の記憶のモデルである．
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談話記憶領域

a

(DMA)
出来事記憶領域

(EMA)
長期記憶領域

(LMA)

b

c

確信

信念

d

e

確信

信念

図 1 認知主体の記憶のモデル

Fig.1 Model of a cognitive agent’s memory
a は談話記憶領域，b と c は出来事記憶領域，d と e は長期記憶領域である．また，b と d は確
信のある領域，c と e は信念の領域である
以後，記憶モデルは，特に断らない限り，発話時の話し手のものとする．当然，DMA，EMA，

LMA も，発話時の話し手のもので，このモデル上での操作も発話時の話し手によるものであ
る．そして，確信，信念も，発話時の話し手にとってのものとする．また，確信／信念につい
て，EMA 以下にある情報だけではなく，DMA 上にある情報についても，発話後に EMA の確
信／信念の部分への伝達が決まっているものは，確信／信念と呼ぶことにする．

終助詞「よ／ね／な」の機能

3
3.1

発話に伴う認知的処理

認知主体が発話を行なう場合，その前後に，自身の記憶に対して必ず行なう処理がある．例
えば，文のデータとなる情報を最も強く意識する，つまり，DMA 上に存在させる必要がある．
また，文のデータとなった DMA 上にある情報を中長期的に保存する必要もある．そのような，
発話に伴う処理を (11) に示す．

(11)

発話に伴う処理

(1)

DMA 上の概念が，文のデータとなる (日本語の) 文を作り，さらに，音声の形
式に変換する

(2)

文のデータ部を発話する

(3)

EMA 以下にデータを保存する必要があるかどうか，また必要ならその保存方
法を検討する (文に「データ管理部」の要素がある場合，この発話と並行して
行なう)

(4)

必要なら EMA 以下に保存する

(11)3，4. において，EMA 以下にデータを保存する必要がある場合とは，例えば，EMA 以下
には存在しないデータだった場合である．また，EMA 以下から持ってきた情報でも，データが
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DMA 上で変化した場合，例えば，このデータを発話したことがあるというマークをデータ自
身に付加する場合は，再保存することになる．DMA の情報と全く同じ信頼性と内容のデータ
が EMA 以下にある場合は，保存する必要はなく，例えば，DMA に持って来られたが，文解析
に使われただけで内容の変化しなかった語彙情報は，再保存されずに消去される．(11)3. のよ
うに，発話と並行して行なう処理もある．文のデータは，発話の最中は DMA にあり続けるこ
とに注意されたい．
ところで，(11)1. の DMA 上の概念には，その由来により，以下の二種類に分けられる．

(12)

文のデータの由来

(1)

DMA 上で他のデータからの変換，推論などで導かれたばかりのもの

(2)

以前 DMA において導かれた後 EMA 以下に保存されていて，再び DMA に
持ってこられたもの

文のデータの由来が (12)1. の場合，そのデータが導かれた時刻を「発話直前」と言うことにす
る．また，文のデータの由来が (12)2. の場合，そのデータが導かれた時刻を「発話時より前」
と言うことにする．

3.2

発話に伴う語用論的制約

文のデータの制約
「太郎は学生だ」という文のデータは，普通，話し手の確信である． しかし，文の中に，文
のデータが確信であるかどうかを示す要素は無い． このことから，逆に，文のデータが確信で
ないことを示す表現がなければ文のデータを確信とみなすべきである，という制約があること
になる．文のデータが確信でないことを示すものとしては，例えば，上向きイントネーション
で発話すれば，いわゆる疑問文になることがある．本稿では，1節で述べたように，特殊なイン
トネーションの文は扱っていない．また，(神尾 1990) などが示すように終助詞「ね」「な」も，
文のデータが確信でない可能性を示す表現である．まとめると，以下の制約となる．

(13)

文のデータの制約

文のデータは，後の部分 (データ評価部とデータ管理部) で話し手にとって確信でない可
能性が示されなければ，確信である． 文のデータが確信でない可能性を示す形式には，
データ評価部に現れる要素の「だろう」，データ管理部に現れる要素の「ね」「な」が
ある．
一般に終止形，過去形で終る文が話し手の確信を表すのは，この制約のためである．(川森 1991)
の意味論では，文のデータが話し手の確信であることを，終助詞「よ」の表す情報に含めてし
まっていたため，
「よね／よな」を説明できなくなっていた．本稿で提案する終助詞「よ」の表
す情報には，文のデータが話し手の確信であることを含めていないので，
「よね／よな」を説明
でき，しかも，発話「Φ– よ」で φ の内容が確信であることをも説明できる．
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日本語の終助詞の機能 —「よ」「ね」「な」を中心として—

会話の目的の制約

1節の終りで述べた本稿で扱う範囲の文が会話で用いられる場合，それには，(14) のような
通常の会話参加者が同調している語用論的制約がある．

(14)

会話の目的

会話の目的は，話し手および聞き手の内的世界が，話題に関して同一の状態になること
である．(神尾 1990)
これは，(Katagiri 1993) が提案する終助詞「よ」「ね」の機能に含まれていた，
「共有信念の
提案」に相当する．本稿で提案する終助詞「よ」
「ね」の機能には，共有信念の提案は含めない．
聞き手を含む終助詞の用法は，制約 (14) を用いて説明することになる．

3.3

終助詞「よ」の機能と発話「Φ–よ」が伝える情報

終助詞「よ」の機能を考える上で，以下の二つの観察に注目する
観察 1 火のついているストーブにうっかり手を触れてしまった場面で，その瞬間に，思わず
「熱い」と言うことがあっても，
「熱いよ」と言うことはあり得ない． 「熱い」と言った後に「(こ
のストーブ) 熱いよ」と言うことは可能である．
観察 2 「私は眠いよ」という文のデータは話し手の確信だが，
「君，今，眠いよね／よな」とい
う文のデータは，聞き手の主観的経験なので，話し手の確信ではない．
観察 1，2から，終助詞「よ」の機能を以下のように提案する．

(15)

終助詞「よ」の機能

DMA 中の文のデータが発話直前に EMA 以下より持ってきたものであることを，表す．
さらに，(15) と Grice の会話の公理の中の量の公理により，終助詞「よ」がないことに関して
以下のことが導かれる．

(16)

終助詞「よ」が無いことが表す情報

DMA 中の文のデータは，発話直前に他の情報から (変換，推論などして)DMA 上に導い
た情報である．
以下，φは文のデータとし，Φをφ に対応する文の表層上の表現とする．すると，Φは終助詞を含
まないので，終助詞「よ」や「ね」が無いことが何かを表すとするなら，発話「Φ–よ」につい
ても，
「ね」「な」が無いことが何を表すのかを考慮する必要がある．実際，後で述べるように，
終助詞「ね」も「な」も無いことが表す情報として (26) があるので，発話「Φ–よ」が表す情報
の一部として (17)3. が得られる．これと，終助詞「よ」の表す情報 (15) と，文のデータの制約

(13) により，発話「Φ–よ」の表す情報は以下のようになる．
(17)

発話「Φ–よ」が表す情報

(1)

φ は，発話直前に EMA 以下から持ってきたものであり，かつ，
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(2)

φ は，確信であり，かつ，

(3)

φ は，発話後直ちに EMA 以下に確信として保存される

終助詞「よ」の三用法 (教示，注意，独り言) の差は，意味論ではなく語用論のレベルのもので
ある． 話し手が，
「聞き手は φ を確信していない」と予想し，(17)1，2. で話し手が φ を既に確信
していることを聞き手に示すことで，会話の目的の制約 (14) により聞き手にも φ を確信させよ
うとする場合は，教示用法である．教示用法の例として文 (1) を再掲する．

(18)

あ，ハンカチが落ちましたよ．

文 (18) では，話し手が，
「ハンカチが落ちました」という事実を確信してなさそうな聞き手に対
して発話時以前からこれが話し手の確信になっていることを (17)1，2. で示すことで，会話の目
的の制約 (14) により，この事実が確信であることに関して話し手と聞き手が同一の状態になる
ことを意図しているので，この「よ」は教示用法になる．話し手が，
「聞き手は φ を確信している
が注意を払っていない」と予想し，φ を EMA 以下に確信として保存することを (17)3. で示す
とき，この「EMA 以下」が LMA ではない部分，即ち EMA で，(14) により φ が EMA にある
こと (つまり，φ に注意を払っていること) に関して話し手と聞き手が同一の状態になることを
意図すれば，注意用法になる．注意用法の例として文 (2) を再掲する．

(19)

お前は受験生だよ．テレビを消して，勉強しなさい．

この場面で，
「聞き手が受験生である」ことを，話し手も聞き手も確信している．話し手は聞き
手がこれに注意を払っていないと予想し，話し手がこれに注意を払っていることを (17)3. で示
し，(14) によりこれに注意を払っていることに関して話し手と聞き手が同一の状態になること
を意図しているので，聞き手の注意を喚起する用法になる．(17) にあてはまる φ が DMA に現
れたときに，思わず，聞き手を想定せずに発話すれば，独り言用法になる．

(金水 1993a, 1993b) の主張する終助詞「よ」の機能と，本稿で提案した終助詞「よ」の機
能は，大きく異なっている． 前者の終助詞「よ」の機能は，本稿の記憶モデルで表すと，以下
のようになる． まず，EMA 以下は幾つかの領域に分割されている． 各領域は，何らかの共通
点を持った幾つかの情報が保存されている． この領域の一つ一つが (金水 1993a, 1993b) の意
味論における「文脈」である． 領域のうちの一つは DMA と，直接，情報を授受できるように
なっている． この領域を仮に「焦点領域」と呼ぶ． EMA 以下にあるどの領域も焦点領域にな
り得る．会話が始まると，EMA 以下の領域のうち最もふさわしいものが，話し手である認知主
体によって，選ばれ，会話の間ずっと存在し続ける． 焦点領域は，終助詞の無い文の発話では，
変更されない． そして，終助詞「よ」の機能は (20) の処理を表すことである．

(20)

(金水 1993a, 1993b) の意味論で主張されている終助詞「よ」の表す処理
EMA 以下の適当な領域を焦点領域に選択して DMA 中の文のデータを転送する

終助詞が無い文では，(20) の処理ではなく，(21) の処理を行なう．
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(21)

日本語の終助詞の機能 —「よ」「ね」「な」を中心として—

終助詞「よ」が無い場合に行なわれる処理

現在の焦点領域に DMA 中の文のデータを伝える

(20) と (21) は，焦点領域を選択するか，現在の焦点領域を用いるかで，異なる．現状の焦点領
域を維持するなら (20) の「焦点領域に選択する」必要は無いので，(20) を行なう場合，普通，
現在のとは異なる焦点領域を選択する．つまり，焦点領域を変更する．以上が，(金水 1993a,

1993b) における終助詞「よ」の機能を本稿の記憶モデルで再解釈したものである．これに対し，
本稿で提案した終助詞「よ」の機能は，データ部の由来を表すことである．以下に改めて終助
詞「よ」の機能 (15) を再掲する．

(22)

終助詞「よ」の機能

DMA 中の文のデータが発話直前に EMA 以下より持ってきたものであることを，表す．
(金水 1993a, 1993b) の終助詞「よ」は，文のデータを発話時に DMA から EMA 以下の焦点領
域の適合する部分に移す処理を表すのに対し，本稿で提案した終助詞「よ」は，EMA 以下のど
の部分かは問わずに，単に，文のデータが発話直前に EMA 以下から DMA に来たことを表す．
さて，以上のように全く異なる，終助詞「よ」に関する，(金水 1993a, 1993b) で述べる機能と
本稿で提案した機能を比較するために，終助詞「よ」に関する観察 3に注目する．
観察 3 話し手が，一生懸命，政治に関する話をしているときに，火のついているストーブに
うっかり手を触れてしまった場面で，その瞬間に，思わず「熱い」と言うことがあっても，
「熱
いよ」と言うことはあり得ない． 「熱い」と言った後に「(このストーブ) 熱いよ」と言うこと
は可能である．

(金水 1993a, 1993b) の意味論では，まず，発話直前の焦点領域は政治に関するものである．そ
して，
「熱い」ことは，政治の話とは無関係であるから，焦点領域を変更すべきである．だから，
ストーブに触った瞬間「熱いよ」と言うことになってしまい，観察と矛盾する．仮に，
「このよ
うな緊急の場面では，人間の情報処理能力では焦点領域を選ぶ時間的余裕がない」と説明する
としても，これは，人間の情報処理能力という性質がよく分からない外的な要因を用いた説明
で，この能力の異常に速い認知主体には，このような場面でも「熱いよ」と言えることになっ
てしまう．これに対し，本稿で提案した終助詞の機能では，
「『(触る前の) ストーブが熱い』とい
う情報は，発話時より前，つまり，ストーブに触る以前の EMA 以下にはあり得ないから，ス
トーブに触った瞬間に『熱いよ』とは言えない」と終助詞「よ」の本質的な機能に基づいて説
明できる．
次に，(金水 1993a, 1993b) に述べられている，以下の現象に注目する．
「何でそ
観察 4 「1 + 1 は？」という問いに「2 です」と答えずに「2 ですよ」と答えることで，
んなことを聞くのか」という回答者の “いぶかしみ” が表現される
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(金水 1993a, 1993b) では，これを以下のように説明している．焦点領域を変更しない場合，
「2
ですよ」と答えることで，焦点領域を，
「何でそんなことを聞くのか」という A の発話の意図の
推測までを含んだ発話状況に関するものに変更することが，表されるので，その結果として観
察 4の “いぶかしみ” が表現される．本稿で提案した終助詞の機能では，次のように説明する．

1 + 1 が 2 であることは，その場で計算するまでもなく誰でも知っている． つまり，誰にとっ
ても DMA で計算して導くまでもなく，質問される以前から記憶 (この場合，EMA 以下の確信
の部分) にあることである． そのため，
「2 ですよ」という発話は，終助詞「よ」により，1 + 1
が 2 であることが，発話時より前から記憶にあることが示され，
「そんなこと，私が知らない筈
ないではないか．なのに何で聞くんだ」という具合に，観察 4の “いぶかしみ” が表現される．
つまり，我々の理論は「何で聞くのか」という発話意図をより明確に導くことが出来る．

3.4

「ね」の機能

(Katagiri 1993) で，終助詞「ね」の機能の一部について，
「終助詞『ね』は話し手が文の従
要素の内容をまだ信念としてアクセプトしていないことを表す」と主張していた．これは，本
稿の記憶モデルで再解釈すると，以下のようになる．

(23)

終助詞「ね」「な」は，文のデータを，EMA に伝達せずに，DMA 上に保っているこ

とを表す．
次に，
「ね」「な」について以下の観察がある．
「君，今，眠いね／な．
」と
観察 5 「私は眠いね／な」という文のデータは話し手の確信だが，
いう文のデータは，聞き手の主観的経験なので，話し手の確信ではない．
さらに，終助詞「ね」と「な」の機能が同じではないことを示す以下のような現象がある．
「眠いね」では必ずしもそうではな
観察 6 「眠いな」は眠い人を話し手のみと解釈しやすいが，
い(少なくとも筆者の第一の読みは，話し手と聞き手の両方である)．
このことは，終助詞「ね」が確認作業を表すが「な」は表さない，と考えれば説明できる． つ
まり，
「話し手のみが眠い」かどうかは話し手にとって確認するまでもないことなので，
「眠いね」
の眠い人は話し手のみにはならない． 「確認」の定義は (9) で既に述べた． 我々の利用してい
る記憶の階層モデルによれば，(23) および観察 5，6から，終助詞「ね」の機能は以下のように
なる．

(24)

終助詞「ね」の機能

文のデータを確認中であることを，表す．

(24) の確認の間は，文のデータは DMA 上にあり続けることに注意されたい．次に，終助詞
「な」の機能は以下のようになる．
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(25)

日本語の終助詞の機能 —「よ」「ね」「な」を中心として—

終助詞「な」の機能

文のデータになんらかの処理をしている最中であることを，表す
こちらも，終助詞「ね」の場合と同様，文のデータは，(EMA に伝達せずに) DMA 上にあり続
けることになる．
終助詞「ね」を含む文では，終助詞「ね」の機能 (24) により，文のデータが確かめる必要の
ないものだと，不自然になる． 例えば，山田太郎という名前の男の「?私は山田太郎だね」と
いう発話は不自然である．同様に，終助詞「な」を含む文は，文のデータが何らかの処理をす
る必然性の無いものの場合，終助詞「な」の機能 (25) により，不自然になる． 例えば，次郎と
いう名の男による「?私は次郎だな」という発話は不自然である．

(24)，(25) と Grice の会話の公理の中の量の公理により，終助詞「ね」も「な」も無いこと
は，(11)3. の処理において終助詞「ね」の機能 (24)，
「な」の機能 (25) で表すような処理がなさ
れていないことを表す．

(26)

終助詞「ね」も「な」も無いことが表す情報

必要ならば，文のデータを直ちに EMA の適当な部分 (確信の部分か信念の部分) に伝達
することを表す．
ただし，伝達の必要性については (11)3，4. に関連して述べた．
発話「Φ–ね」「Φ–な」が表す情報は，終助詞「よ」が無いことが表す情報 (16) と，終助詞
「ね」の機能 (24) あるいは「な」の機能 (25) と，終助詞「ね」「な」が (13) の「確信でない可
能性を示す」要素であることから，以下のようになる．

(27)

発話「Φ–ね」が表す情報

(1)

φ は，発話直前に他の情報から (変換，推論などして)DMA 上に導いた情報で
ある

(2)
(28)

φ を，確認中である

発話「Φ–な」が表す情報

(1)

φ は，発話直前に他の情報から (変換，推論などして)DMA 上に導いた情報で
ある

(2)

φ を，処理中である

終助詞「ね」
「な」の，三用法 (確認，同意要求，自己確認) の差も，意味論ではなく語用論のレ
ベルのものである．話し手が (27)2. または (28)2. で φ をまだ EMA 以下に保存していないこと
を伝えて，聞き手にその手伝い，つまり，確信とすべきか否かを判断するための協力，を求め
る場合は，確認用法となる．確認用法の例として (5) を再掲する．

(29)

(面接会場で)
面接官:

鈴木太郎君ですね．

応募者:

はい，そうです．
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(29) の面接官は，面接時の状況 (手元の履歴書写真と聞き手の顔が似ている，など) から聞き手
が鈴木太郎であることを確認中であることを (27)2. で示し，同時に聞き手に確認のための協力
を求めることで，確認用法となっている．(27)2. または (28)2. で，話し手が文のデータを確認
中 (処理中) であることを聞き手に示すと同時に，文のデータを確認 (処理) していることに関し
て，会話の目的 (14) により話し手が聞き手と同一の状態になることを意図すると，同意要求用
法となる．同意要求用法の例として (6) を再掲する．

(30)

A:

今日はいい天気ですね．

B: ええ．
(30) では，話し手は，今日がいい天気であることを確認中であることを (27)2. で示すと同時に，
(14) により聞き手にもこれを確認することを求めている．φ の導出に手間どったり φ に自信が持
てないために，聞き手を意識せずに，(27)2. または (28)2. の処理を行なう場合は自己確認用法
となる．自己確認用法の例として，(7) を再掲する．

(31)

A:

今何時ですか．

B: (腕時計を見ながら) ええと，3 時ですね．
(31)B の発話は，(27)2. で，(時間が)3 時であることを確認していることを表すが，聞き手への
確認や同意を求めているわけではなく，自己確認用法になっている．確認，同意要求，自己確
認のどの用法についても φ の由来を表す (27)1,(28)2. と無関係であることに注意されたい．
本稿の終助詞「ね」の機能は，(金水 1993a, 1993b) の主張する終助詞「ね」の機能と，同じ
である．終助詞「な」については，(川森 1991; 神尾 1990),(Katagiri 1993) では述べられてお
らず，(金水 1993a, 1993b) では，
「終助詞『ね』と同じ意味」とされている．しかし，本論文で
は，終助詞「ね」と「な」の性質に差にもとづいて，異なる機能を提案している．
発話「Φ–よね」「Φ–よな」が表す情報は，終助詞「よ」の機能 (15) と「ね」の機能 (24) と
「な」の機能 (25) により，以下のようになる．

(32)

発話「Φ–よね」が表す情報

(1)

φ は，発話直前に EMA 以下から持ってきたものであり，かつ，

(2)

φ を，確認中である

(33)

発話「Φ–よな」が表す情報

(1)

φ は，発話直前に EMA 以下から持ってきたものであり，かつ，

(2)

φ を，処理中である

これらをそれぞれ，発話「Φ–ね」が表す情報 (27)，発話「Φ–な」が表す情報 (28) と比較すると，

φ の由来を表す部分 (それぞれ，(32)1. と (27)1，(33)1. と (28)1.) は異なるが，(32)2. と (27)2.
が同じで，(33)2. と (28)2. が同じである．終助詞「ね」
「な」の用法は，(27)2,(28)2. によるもの
で，φ の由来を表す部分とは無関係であった．だから，終助詞の複合形「よね」「よな」にも終
助詞「ね」
「な」と同様の用法があることを説明できる．
「よね」の例として，文 (8) を再掲する．

(34)

(眼鏡を探しながら) 私，眼鏡ここに置いたよね／よな．
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これは，話し手が，
「話し手が眼鏡をここに置いた」ことを確認中であることを (32)2. で表すだ
けでなく，(32)1. で，このことが過去に判断し，記憶しておいたことであることを表す．

1節で述べた，過去に提案された終助詞の意味 (機能) のうち，
「よね」を説明できたのは (金
水 1993a, 1993b) だけであるが，本稿でも，以上のように説明することが出来た．

4

おわりに
本稿では，終助詞「よ」
「ね」
「な」と複合形「よね」
「よな」について，終助詞が無いことが

何を表すのかを考慮に入れて，階層的記憶モデルにより，機能を提案した．そして，従来提案
されてきた終助詞の全用法と，従来の終助詞の研究で説明できなかった現象を説明できた．他
の終助詞については特に扱わなかったが，本稿で取り上げた終助詞と同様に，機能を考えるこ
とが出来る．例えば，終助詞「ぞ」「ぜ」については，機会を改めて報告したい．
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