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０．はじめに

　小論の目的は、大分県大分市方言１（以下「本方言」
と略する）の終助詞「エ」および関連する終助詞の記述
を行い、それを通して共通語の終助詞、特に「よ」及び
「ね」の研究に関する検討を行うことである。
　本方言には、さまざまなモダリティにまたがって使用
される「エ２」という終助詞がある。以下に九州方言学
会（1991）の大分県直入郡（現在は竹田市）直入町長湯
方言３の分析による「エ・エー」の記述（p.309）を示す。
⑴　ａ．参詣 シヨー エー。（参詣しようよ）
　　ｂ．オリチ アソビナー エー。（下りてお遊びよ）
　　ｃ．ダレガ エ。（誰がかね）
　　ｄ．ホントー エー。（本当かね）

このように、「エ」も「ヤ」と同じく、「勧誘」
「勧奨」「質問」などの表現をしたてる。た
だ、これは「ヤ」と違って、中以上の品位を持
ち、女性によって用いられるのが普通のようで
ある。土地人も、優しく、女らしいことばだと
内省する。使用頻度は高い。長湯の方言表現を
特色づける、文末詞の一つとして注目される。

　本方言を母方言とする筆者の内省では、この「エ」は
やや女性的な優しい表現ではあるが男性も使っており、
「ヤ」より使用頻度は高く感じられる。⑴ａ,ｂの例に
見るように共通語で「よ」とよく似た働きが観察される
一方で、平叙文に直接後接することはできず、仮に後接
させたとすると⑴ｄのような疑問文となる。平叙文で共
通語の「よ」に相当するのは「デ」という終助詞である。
　小論では特にこの「エ」と「デ」が生起するモダリティ
の範囲分担を中心に用法記述を行っていき、さらに特殊
な含みを持つ「ガ」、共通語の「ね」にあたる「ナ」と
の相互作用についても記述を行う。基本的には共通語の
モダリティや「よ」「ね」「よね」の研究で得られてきた

知見、および近年の方言終助詞の研究成果を本方言に応
用して検証をしていく形で進める。そのため詳細な記述
よりも共通語の「よ」「ね」との関係にやや重点を置く
記述となる。

１．「エ」の分布の特徴

　まず、「エ」の形式的な分布特徴を整理し、生起可能
なモダリティのそれぞれでどのような意味的特徴がみら
れるかを観察していく。

１．１「エ」の形式的な分布特徴
　「エ」は活用語の言い切りの形（終止形・意志形・命
令形など）に接続し、名詞・形容動詞に直接接続する場
合はコピュラ「ヤ／ジャ」を介さずに接続する。他の終
助詞類と連接可能であるが、必ず最後に位置する４。間
投助詞のように文中には位置できない。
⑵　ａ．書クエ（終止形）　書コウエ（意志形）　書キヨ

エ５（命令形）
書クナエ（禁止形）　書キナサンナエ（禁止形）

　　ｂ．学生エ　　＊学生ヤエ／＊学生ジャエ
　　ｃ．行クナエ　行クガエ　行ッタデナエ　＊行クエ

ナ　＊行クエガ

１．２　疑問文と「エ」
　「エ」は単独か「カ」の直後に来て疑問を表す文をつ
くる。文末に「カ」なしで直接「エ」が付けば必ず疑問
文となり、平叙文にはならない。「エ」のイントネー
ションは基本的には低くつくが、上昇調のイントネー
ションではことさら優しく問いかける感じになる。Yes-
No疑問文と疑問詞疑問文の両方で使われ、聞き手が存
在すれば「なるほど」と納得するような文でも使える。
⑶　ａ．アイツモ食ベタ（カ）エ。（あいつも食べた？）
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１ 主たるインフォーマントは筆者自身（大分市にて18歳まで育つ）で、必要な部分は江口静子氏（大分市の生え抜き、75歳）に判断を仰いだ。
２ この「エ」は各地の方言にも見られる「イ・エ」などと関係があると思われる。田野村（1994）などで分析されている近世語の終助詞に
ついても注意する必要がある。
３ 長湯方言は小論で扱う大分市方言と重なる部分も多いが全く同じというわけではない。
４ 以下の例文では、共通語の語形や例文はひらがなと漢字で、方言の語形や例文はカタカナと漢字で表記する。なお、本方言は方言モー
ドでは普通体になり、方言としての丁寧体はない。
５ 後述するが、この形は（優しい）命令を表す。
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　　ｂ．誰ヲ呼ブン６（カ）エ。（誰を呼ぶ？）
　　ｃ．（あいつが食べたという話を聞いて）ソウ（カ）

エ。アイツモ食ベタンカエ。
（そうか、あいつも食べたんだ）

　一方、「（カ）エ」による疑問文は答えるべき聞き手が
必要な問いかけの文になり、疑念を口にしたり独り言で
納得するような場面では使いにくい。共通語の「だろう
か」文にも付かない。また、話し手一人の決意を表す
「か」の用法もない。
⑷　ａ．（独り言で）コリャ一体｛＊何エ／？何カエ｝。（こ

れは一体何だ）
　　ｂ．（食べた証拠を一人で発見して）＊ソウ（カ）エ。

アイツモ食ベタンカエ。
　　ｃ．本当ニアイツハ来ルンヤロウ｛カ／＊カエ｝。（本

当にあいつは来るんだろうか）
⑸　ヨッシャ、ジャ、ソロソロ行ク｛カ／＊カエ｝。

（よし、じゃそろそろ（私は）行くか（決意表明）；
誘いかけとしてなら使える）

　一方、「（カ）エ」はいわゆる反語疑問文では使える。
これは聞き手がいても独り言でも使える。
⑹　ａ．アイツガ時間通リニ来ルカエ／来ルモンカエ。

（あいつが時間通りに来るものか）
　　ｂ．誰ガソンナトコニ行クカエ。（誰がそんなとこ

ろに行くもんか）
　以上の疑問文における「エ」の性質をまとめると、
（Ａ）聞き手に答えを要求する「問いかけ」の文を構成
する用法が大きく目立つ。その一方で（Ｂ）聞き手がい
てもいなくてもよい「反語疑問文」でも用いられるが、
これは話者自身や聞き手の認識の中にある仮説的な命題
に対して、その書き換えを強く迫るような働きを持つ表
現である。

１．３　勧誘文と「エ」
　本方言は共通語とほぼ同様の「ウ・ヨウ」による意志
形を持ち、勧誘を表すことができる。勧誘文には「エ」
を後接させることができ、後接させない場合と比べ、強
く誘う気持ちが表れる。ニュアンスは共通語の「よ」と
変わりない。
⑺　ａ．ナア、今日ノ飲ミ会、一緒ニ行コウエ。（ねえ、

今日の飲み会、一緒に行こうよ）
　　ｂ．モウソロソロ帰ロウエ。（もうそろそろ帰ろう

よ）
　勧誘文につく「エ」は共通語の「よ」と同様に基本的
には低く抑えるイントネーションとなる。いったん高く
する下降調のイントネーションも可能であるが、共通語

で子供が親に甘えて「もっと遊ぼうよぉ」と駄々をこね
るような場合に使う「よ」と同様の甘えて頼んでいるよ
うなニュアンスになる。
　意志形に「エ」が後接できるといっても、話し手一人
の決意表明や、聞き手の利益になるような話し手の行為
の提案には用いられない。この点が共通語の「か」より
も「よ」と共通した性質といえる部分である。
⑻　ａ．（独り言で）ヨシ、モウ今日ハソロソロ｛帰ロ

ウカ／＊帰ロウエ｝（帰ろうか）
　　ｂ．ソノ荷物重ソウヤケン、｛持トウカ／＊持トウ

エ｝。
（その荷物重そうだから、持とうか）

　もう一つの勧誘を表す形式として、共通語では「否定
形＋か」という形が用いられるが、本方言では「否定形
＋カエ／否定形＋エ」７という同様の組み合わせで勧誘
を表せる。
⑼　ａ．今日ハ早メニ終ワルケン、４時ニハ帰ラン（カ）

エ。
（今日は早めに終わるから、４時には帰らない
か）

　　ｂ．モウ遅エシ、ソロソロヤメチ帰ランカエ。
（もう遅いし、そろそろやめて帰らないか）

　勧誘文における「エ」の性質をまとめると、（Ａ）聞
き手が行為を行うよう強く働きかけ８るという働きが観
察される。また、同じ意志形を用いても話し手の一方的
な行為を表す場合には用いられず、聞き手の行為が必須
の条件となっていることがわかる。

１．４　命令文と「エ」
　本方言には、動詞語幹に「-re/-e」を付加する命令形（使
用頻度が低く、やや強制的、相手の意志を無視して命じ
る形）と、共通語でいう連用形に「ヨ」がついた形の優
しい命令形（よく使われ、聞き手のためになることを指
示するニュアンスがある）とがある。このうち「ヨ」を
用いる命令形に「エ」が後接できる。また、「～なさい」
を用いた命令にも後接できる。
⑽　ａ．＊食ベレエ／＊書ケエ／＊来イエ　食ベヨエ／

書キヨエ／来ヨエ 
食ベナサイエ／書キナサイエ／来ナサイエ

　命令文に「エ」が付く場合も勧誘文の場合と同様に、
相手に行為を強く働きかけるニュアンスが生じる。益岡
（1991）では命令文に「よ」が付く場合には「訴えの表
現力が弱まる」とされているが、本方言で「エ」が付加
された場合は同様ではない。
　イントネーションに関しては、井上（1993）（1995）
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６ 本方言では準体助詞の「の」は「ン」になる。
７ 本方言では「否定形＋カ」の形だけだと少々ぶっきらぼうな表現になり、「エ」をつけたほうが誘いとしては適切になる。後述の命令の
表現としては可能である。
８ 「働きかけ」については仁田（1991）を参照。
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（2006）で示された共通語の「よ」の分析と同様の結果
となる。つまり、「エ」が高くつく場合は念押しの気持
ちをともなった指示を表し、低くつく場合は「話し手の
意向通りに事態が進行していない」として聞き手にその
修正を求める状況修正指示を表す。この点で「よ」と共
通した性質であるといえる。
⑾　ａ．ジャ写真ヲ撮ルケン、イイ笑顔ヲ見セヨエ（↑）：

事前の念押し
（じゃ写真を撮るから、いい笑顔を見せてよ
（↑））

　　ｂ．ナシ変ナ顔ヲシチョルン。シッカリ笑イヨエ
（↓）：意向通りでないのを注意
（なんで変な顔をしているんだ。しっかり笑っ
てよ（↓））

　否定命令を表す「ナ」とも共起する。また、勧誘のと
ころで扱った「否定形＋（カ）エ」も命令を表せるが、
これにも「エ」が共起できる。
⑿　ａ．ソゲナコトスンナエ。（そんなことするなよ）
　　ｂ．自分デ謝ッテ来ンカエ。（自分で謝って来ない

か）
　目の前に命令する対象のいない祈願の文では用いにく
い。
⒀　ａ．（ダーツで）？？ 当タリヨ９エ！（当たれよ）
　　ｂ．（ダーツで）？ 当タンナエ！（当たるなよ）
　命令の形ではあるが、結果として相手の好きにさせる
ような放任の命令文ではやや「エ」は使いにくい。
⒁　ａ．モウ何デン好キナモノヲ 買イヨ／？買イヨエ

（もう何でも好きなものを買いなさい）
　　ｂ．モウ知ラン。勝手ニ シヨ／？シヨエ（もう知

らない。勝手にしろ）
　命令文における「エ」の性質をまとめると、勧誘と同
じく（Ａ）聞き手が行為を行うようつよう働きかけると
いう性質が観察される。放任の命令文で使いにくいとこ
ろから、行うべき行為は特定されていなければならない
のではないかと考えられる。

１．５　終助詞「ガ」と「エ」
　「エ」が付加された文は平叙文にならないと先に記し
たが、終助詞「ガ」が使われている文には「エ」を付加
でき、内容としても平叙文の働きを持つ。「ガ」は活用
語終止形と「名詞＋「ヤ／ジャ（コピュラ）」」に接続す
る終助詞で、付加されると「聞き手の誤解を改め、念を
押す」といったニュアンスを生む。
⒂　Ａ：昨日何デ休ンダン？面白カッタンニ。（昨日何

故休んだの？面白かったのに）
　　Ｂ：エ？ ウチモ行ッチョッタガ。（え？私も行って

いたよ）

　この「ガ」は単独で使うよりも「ガエ」と「エ」を連
接させて使うことが多い。「ガエ」は付加される文の命
題内容について「そんなことも知らなかったのか」「当
然知っておくべきだ」「当たり前だ」「私のために知って
おいて欲しい」というようなニュアンスを加え、聞き手
に認識を改めることを迫る。イントネーションは「ガ」
が低く、「エ」が下降調になる。
⒃　Ａ：後藤サンノ結婚式、イツヤッタカエ。（後藤さ

んの結婚式、いつだった？）
　　Ｂ：９月21日ヤガエ。忘レチョッタンカエ。（９月

21日じゃないの。忘れてたの？）
⒄　Ａ：昨日ノ集マリ、ナシ来ンカッタンカエ？（昨日

の集まり、なぜ来なかったの？）
　　Ｂ：ソレガナァ、誰モ教エチクレンカッタケン、知

ランカッタンヤガエ。
（それがね、誰も教えてくれなかったから、知
らなかったんだよ（困ったことだ））

　この「ガエ」は独り言でも用いることができる。明ら
かな自分の勘違いに気づいたとき、自分の認識を改める
ために独り言で用いる。
⒅　ａ．（独り言）アーア、コゲナ間違イシチョッタガ

エ。
（ああ、こんな間違いをしていたんだ）

　　ｂ．（独り言）アラマ、大切ナ書類ヲ忘レッシモウ
タガエ。
（あらまあ、大切な書類を忘れてしまったよ）

　特殊なイントネーションも含め、本方言の「ガ」に
ついてはまだよくわかっていないところがあるが、「ガ
エ」は基本的に特定の命題情報を「書き換える」形で登
録することを求める発話で用いられるように思われる。

１．６「エ」の分布についてのまとめ
　本節では本方言の「エ」の分布について観察した。そ
の結果は大きく２つに分けられる。
⒆　「疑問文」「勧誘文」「命令文」のような聞き手に対

して何らかの「行為」を要求する文に付加され、その
行為を行うことを強く訴えかける。

⒇　 「反語文」「ガエ文」のように既に持っている認識
を修正することを強く訴えかける。聞き手は必ずしも
必要でない。

　これらの特徴をさらにひとつにまとめるとすれば「何
らかの行為を強く要求する」ということになろう。

２　平叙文につく「デ」

　本節では平叙文に付加される終助詞「デ」について考
察を加える。
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９ 「ヨ」による命令はそもそも意志動詞でないと使いにくい。
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　本方言の「デ」は活用語終止形に接続するが、名詞に
はコピュラを介さず直接接続する。ほぼ共通語の「よ」
と同様に、聞き手が知らないと思っている情報を教える
ような含みを持つ。間投助詞用法はない。
�　Ａ：昨日ノコンサートハドウヤッタカエ。（昨日の

コンサートはどうだった？）
　　Ｂ：アア、トウテン面白カッタデ。（ああ、とても

面白かったよ）：教示用法
�　Ａ：今日遊ビニ行ッテイイカエ。（今日遊びに行っ

ていい？）
　　Ｂ：アンタハ受験生デ。外ニ行ク時間ナンカネエデ。

（あんたは受験生だよ。外にいく時間なんかな
いよ。）：注意用法

　この「デ」は前節で扱ったような疑問文・勧誘文・命
令文に接続することはできない。
�　ａ．＊誰ガ行ク（カ）デ。

（「誰が行くのか」という疑問文解釈や「誰が
行くかよ」という反語／悪態の解釈はない。カ
を付けて「（問題は）誰が行くかだよ」という
間接疑問節の解釈は可能）

　　ｂ．＊一緒ニ行コウデ。（意志形にはつかない）
　　ｃ．一緒ニ行カンデ。（「一緒に行かないよ」という

解釈は可能だが、「一緒に行かないか（かよ）」
の解釈は不可能。）

　　ｄ．＊コッチニ来
キ

ヨデ。（命令形にはつかない）
　　ｅ．＊コッチニ来

ク

ンナデ。（禁止形にはつかない）
　以上のように、本方言の「デ10」は共通語の「よ」と
ほぼ対応すると考えられるが、「よ」に比べて共起でき
るモダリティにかなり制限がある。同じ方言の「エ」と
ほぼ相補分布しているため、次のような形でまとめるこ
とができよう。
�　「デ」は平叙文でしか使えず、疑問・意志・勧誘・

命令などの「働きかけ」を表す文では用いることがで
きない。

３　終助詞の連接について

　本節では簡単に本方言の終助詞の連接の規則性を見
る。
　ここまでの考察で、本方言で共通語の「よ」にほぼ相
当するのは「エ」「デ」であることがわかった。本方言
で共通語の「ね」にあたるのは「ナ」という形（終止形
／コピュラ介在接続）であるが、これは共通語の「な」

の用法と対立がなく、聞き手の存在／不存在11とは関係
ない。以下のａ～ｃは聞き手存在の例、ｄは聞き手不在
の例である。
�　ａ．イイ天気ヤナ。（いい天気だね：「いい天気だ

な」の意味の独り言でも可能）
　　ｂ．アンタ、田中サンヤナ。（あなた、田中さんだ

ね）
　　ｃ．「何時カエ」「エエト、３時ヤナ」（「何時？」「え

えと、３時だね」）
　　ｄ．（独り言で）オッ、コノラーメンウメエナ。（おっ

このラーメンうまいな）
　共通語の「よ」と「ね」は「よね」という連接しかな
いという強い制限があるが、この方言における３者の可
能な終助詞連続は「ナエ」「デナエ」があり、共通語か
ら推測される「エナ」「デナ」という形はそのままでは
使えない。このうち「デナエ」は「デ」のモダリティ制
限に従うが、「ナエ」は「ナ」のモダリティ制限と結び
つくため、「エ」単独のモダリティ制限に従わず、平叙
文でも使用可能である。連接した終助詞の用法について
は、基本的には「デナエ」は共通語の「よね」と並行し
てとらえることが可能であるが、「ナエ」はモダリティ
制限がゆるいため共通語で不可能な疑問文や命令文にも
付加可能である点が「よね」とは異なっているようであ
る12。以下には「よね」が可能になる典型例13を示す。
�　（話し手と聞き手が別の部屋にいて聞き手が寒そう

にしているのを見て）
サミイ（デ）ナエ／＊サミイデ／＊サミイナ（ア）
（寒いよね／＊寒いよ／＊寒いね（え））

　もし「ナエ」が「よね」と文法的に結び付けられるべ
き何らかの関係を持っているのであれば、当然、「よ＋
ね」という語順の必然性も問われることになる。

４　大分市方言の記述から示唆されること

　本節では、以上の記述を受けて、共通語の終助詞
「よ」「ね」の研究と関連付けてどのような示唆が与え
られるか考察する。
　まず、共通語の研究においては「命題」というまとま
りが基本的な単位となっているが、本方言の「エ」は基
本的に「問いかけ／働きかけ」の文に分布するため、「命
題」という単位を基本に置く見方だけでは「エ」の分布
とその性質についての基本的な見通しが立たなくなる可
能性があるという点があげられる。「よ」の研究では、
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10 本方言には共通語の「よ」の一部をカバーする表現として「ワ」という終助詞もある。これは「ヤロウ（だろう）」に後接せず、特殊な
含み（「個人的な見解を表現する」「自分の感じた範囲に限定して述べ、聞き手の反応は気にしない」）があり、今回は分析に加えなかった。
井上（1995）（2006）で示された砺波方言の「ワ」と近い性質があるように思われる。
11 金水（1993）では「聞き手が必要かどうかという点を除けばネとナは意味的に等価である」と指摘されている。
12 「ナエ」「デナエ」についてはやや判定がゆれるところがあるため意味論的に詳細な分析は後日を期す。
13 深尾（2005）を参考にした
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「よ」の用法を勧誘や命令のモダリティと関連付けるこ
とはなされるが、あくまでも「命題」に記述の中心があ
り、その知識状態のありかたに応じてモダリティと関係
づける形で議論が進められる。逆の方向で勧誘文や命令
文等の働きかけのモダリティを出発点とした考察はなさ
れることが少ない14。「よ」と意味が近い諸方言の終助
詞は命令などの特定のモダリティと結びつくことが多く
（たとえば井上（1995）や渋谷（2003）など）、そのよ
うな事実をうまく捉えるためには、「働きかけ」のモダ
リティに軸足を置いた記述法を開発する必要があると思
われる。
　次に注意すべきことは、第一の示唆とは逆に、かなり
「働きかけ」寄りに見える本方言の「エ」の用法が、す
べて「聞き手」が存在し聞き手に対して働きかけがなけ
ればならないものばかりというわけではないということ
である。例外的に「反語（カエ）」や「認識の書き換え
（ガエ）」など聞き手の存在が必ずしも必要でない用法
も存在するのである。この事実は金水・田窪（1998）な
どで主張されている「聞き手の内部世界」は語の意味と
してコード化されるべきではない、という考え方と一応
は合致する結果となっていると思われる。問題は「働き
かけ」と「知識状態のモニター・操作」とをどう関係づ
けるかということになろう。
　もう一点、方言の分析が進めば「よ＋ね」という終助
詞の連接に関しても「よ＋ね」という語順が絶対的なも
のであるかという点も考慮に入れる必要が出てくると思
われる。少なくとも大分市方言で共通語の「ね＋よ」の
語順に対応する表現が「よね」の一部の用法と重なって
いることは明らかであり、これについてどのような説明
が可能であるか考えていく必要がある。これは単なる語
順の問題というより、個々の終助詞の機能とその分担の
システムの問題なのではないかと思われる。

５　結び

　小論では大分市方言の「エ」とその関連表現の記述を
通して、共通語の「よ」「ね」の研究にどう方言研究が
関係づけられるか考察を行った。
　「同一終助詞のモダリティの広がり」という点で言
うと、北部九州の福岡から長崎にかけての広い地域で
「ネ」が疑問文のマーカーとして使えるが、これは共通
語の「ね」と同根ではないかと考えられ、「ね」のモダ
リティの広がりにも注目される。
　さらに原田（2006）の記述に従えば、長崎県対馬方言
では疑問文を構成するだけでなく勧誘・丁寧な命令文に
付く「低いネ」が存在する。これは「聞き手が（その勧

誘・命令で指示された）ことをすべきだと知っていると
話し手が思っている」場合に使われるものであるが、こ
の事実は「ね」と「聞き手の知識」との関係を探る上で
重要なデータを提供すると考えられる。
　その一方で、北部九州に広がる「バイ／タイ」は平叙
文専用の色合いが濃く、その意味では大分方言の「デ」
との共通性も考えられる。こういったことも考えると、
「働きかけあり／なし」の区別も終助詞を研究する上で
重要な観点であると思われる。
　九州は現在も活発に方言が使用される地域であり、若
年層も比較的終助詞を多用している。各地でさまざまな
世代のインフォーマント調査を進めて正確な記述を積み
重ねていくことによって終助詞研究に積極的な形で貢献
することが期待される。大分方言にとどまらず、より広
くの地域での終助詞を研究していきたいと考えている。

付　記
　本論文は2008年度第９回日本語文法学会のパネルセッ
ション「『聞き手の知識』再考：日本語の文末形式の機
能をめぐって」（2008年10月19日）で発表した内容に加
筆・修正を加えたものです。同セッション発表者の有田
節子氏、ワンプラディット・アパサラ・キク氏、中田一
志氏、および同セッション参加者からは有益なコメント
をいただきました。心より感謝いたします。
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