
	 1	 

	 

ドラマに見る女ことば「女性文末詞」 	 

― 	 実際の会話と比較して 	 ― 	 

	 

	 

水本光美・福盛寿賀子・福田あゆみ・高田恭子	 

	 

（水本：国際環境工学部	 情報メディア工学科）	 

（福盛、福田：国際環境工学部	 非常勤講師）（高田：九州大学	 非常勤講師）	 

	 

キ ー ワ ー ド 	 

女性文末詞、不使用形 (neutral）、ドラマ、実際の会話、有効発話数、二項対立、使用頻度数、使用場面 	 

	 

要 旨 	 

本稿では、現代の若い世代の女性たちの実際の会話とテレビドラマに登場する同世代の女性たちの会

話を従来の女性文末詞の使用頻度数により詳細に比較し、テレビドラマにおける女性文末詞使用キャラ

クターの特徴および使用場面の特徴を観察分類した。先行研究（水本 2005）の課題を踏まえ、今回の分

析法は実際の会話もドラマの会話も、その録音を聞きながらスクリプトを読み手作業で使用頻度数を算

出した。算出の際は女性文末詞を使用している「使用形」と使用できるにもかかわらずしていない「不

使用形 (neutral)」を二項対立とした。調査結果より、ドラマでの女性文末詞の使用が実際の会話より 5

倍から 30 倍多いこと、特に「わ系」文末詞の使用が 75 倍と目立つことが明らかになった。また登場人

物たちを、女性文末詞使用頻度により、 50%以上の多使用型、 10%から 50%未満の時々使用型、 10%未満の

不使用型の３種に分類した。結果的に、多使用型は「キャリア系」と「専業主婦系」に分類されること、

また、時々使用型では「主張、言い切り」「立場や主張の説明」「反問、抗議、つっこみ」「反論、否定」

「皮肉、嫌味、気取り」などの場面で突如女性ことばにスイッチする特徴が認められた。 	 

	 

1.	 	 はじめに 	 

	 「トレンディドラマ」が一斉を風靡したのは 1980 年代の終わりから 90 年代半ばごろまでで

あるが、現在もその系譜を受け継いだテレビドラマが夜の時間帯に放映され多くの人々の支持

を得ている。それらのドラマの中の主要登場人物は、 20 代半ばから 30 代半ばごろまでの女性

が多く、キャラクターも時代を反映し、外で生き生きと仕事をする積極的で才能ある魅力的な

女性として描かれている。彼女らの考え方や行動や衣食住環境も時代を反映し当然変化してき
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ている。しかし、彼女らの話す言葉に注目すると、いまだに従来型の女性言葉が連発されるド

ラマが多いことに気づく。 	 

	 「わ」や「かしら」などに代表される女性特有とされてきた文末詞（本稿では以後「女性文末

詞」という）は、日本語の女性言葉の代表格とされてきたが、現代の 20 代から 30 代の若い女

性たちのカジュアルな場面での会話からは、ほとんどのものが消滅しつつある、というのが筆

者らの実感するところである。90 年代初めごろから、女性文末詞の使用実態に関する研究によ

り、女性文末詞が若い世代の女性たちの間では衰退傾向にあるということが報告されてきた。

主な先行研究は次項２で述べるが、本稿筆者の一人である水本の先行研究 (2005)においても、

多くの女性文末詞が若い女性たちの間で死語化あるいはその一途をたどりつつあり、それに反

して、テレビドラマの中では、どの世代の女性たちにも女性文末詞が用いられているというデ

ータが提示された。ドラマの中の女性たちは、なぜ女性文末詞を頻繁に使うのだろうか。また、

その使用状況に何か特徴が見出されるのだろうか。 	 

	 本稿では、上述の疑問に答えるべく、まず、十分なデータを収集し、実際の会話とドラマの

会話を詳細に観察する。次に、先行研究の課題であった「より詳細で正確な分析方法」を考案

し双方を比較分析する。さらに、女性文末詞使用状況により、ドラマの女性たちの特徴あるキ

ャラクターと使用する際の状況場面およびその特徴を分類するものである。 	 

	 

2.	 先行研究と研究目的 	 

	 

2.1	 先行研究 	 	 	 	 

これまでにも、女性が会話中にどのような文末詞を用いているかについて使用実態調査がな

されてきた。その結論部分には、「わ」や「かしら」などの従来、女性文末詞とされたものの中

に衰退傾向が示されたり １ ）、男性的な表現とされたものを女性が使用する傾向が示され、「中

立語」などという枠が示されることも多い２ ）。 	 

まず、家庭内の３世代の女性たちの話し言葉を調査した三井 (1992)は、20 代の娘は「よ」「よ

ね」を母親や祖母より多く用い、「わ」「わよ」「わね」「かしら」はまったく用いていないこと

を報告した。同様に、世代ごとの比較によって使用実態調査をした小林（ 1993）は、子ども（ 20

代）、母（ 50 代）、祖母（ 80 代）の３代６名の話し言葉の実態を調査し、 20 代に「わ」が全く

表出しないことなどから、「若い世代は文末表現が中性化している」としている。 	 

一方、職場での女性言葉使用実態調査を行った尾崎（ 1997）は、20 代から 50 代の女性 19 名

対象に会議中および休憩時間での会話を録音し、そのなかより各 10 分間を文字によるデータベ

ース化した上で機械分析を試みた。その結果、女性文末詞に関しては、「わ」は年齢差は認めに
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くいものの衰退に向かうとし、助動詞「だ」の不使用は女性専用であるとしながらも 30 代以下

では衰退しているとした。また、「だわ」は「死語」「旧女性専用形式」に近づきつつあるとし

ている。 	 

尾崎（ 1997）と同様の会話データを用いた中島（ 1997）は、疑問形式での「わね (上昇形 )」

「わよね (上昇形 )」が衰退したこと、男性的疑問表現「かな」「かね」「だよね」が女性にも使

用される傾向があることを報告している。 	 

さらに、現代の若者という特定の世代にターゲットを絞って使用実態調査をした小川（ 1997）

は、日本人大学生の親しい者同士 51 組の会話（女性 65 名、男性 64 名）より各約３分間を抽出

し、その文字データに基づき男女別に終助詞の使用状況を調査した。その結果、「現代の若い女

性に好んで使われるのは『のよ』と『過去形＋の』であり、従来の女性特有語である『わ』や

『体言＋よ』はあまり使われない。反対に従来の男性特有の『だよ』『だよね』の使用が多く、

中性度が高い『よ』『の（疑問形）』もよく使われている」と、話し言葉において従来のような

男女差がなくなったと言われる点についても認めている。 3)	 

最近の研究としては、水本（ 2005）が 20 代から 40 代までの女性たち 30 名の会話各 30 分を

録音し、その文字データから得た女性文末詞使用率と 2003 年から 2004 年にかけて放映された

テレビドラマの中の 20 代、 30 代の女性達（ 56 名）の会話における女性文末詞使用状況を比較

分析した。調査の対象とした文末詞は「わ」「だわ」「わよ」「わね」「かしら」「わよ」｢N ね ｣｢N

よ ｣「のよ（ね）」「の」（下降調のイントネーション）「のね」で、その結果、「の」（下降調）」と「の

ね」は概ねどの世代にも用いられていたが、その他の女性文末詞は 40 代以上には残存している

ものの 40 代前半から 30 代末頃にかけて徐々に死語になりつつあり、20 代では完全消滅してい

ることが分かった。一方、現代女性らの会話から、実際に若い女性たちも使用していると認め

られた「のね」と「の（下降調）」以外の衰退しつつある女性文末詞を、テレビドラマでは、な

おも頻繁に使用していることを確認し、ドラマと実際の会話における女性文末詞の使用実態の

違いを明らかにした。 	 

以上、いずれの研究でも、女性文末詞の代表的な「わ」や「かしら」が衰退していることや、

従来、男性的とされてきた表現を女性が用いるようになってきていることが共通して報告され

ている。「声」という媒体なくしてその性別を判断する文法的根拠が少なくなってきているとい

える。しかし、従来の研究の調査方法や分析方法には統一基準がなく、いくつかの問題

点が残っている。	 

	 

2.2	 先行研究の課題	 

次に、調査方法や分析方法において、いくつかの問題点を指摘しておきたい。 	 
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その一つはデータの質と量の問題である。一人あたりの会話調査の時間が例えばわずか 10

分あまりだったり、調査人数が 10 人未満であったりする場合、果たして実質データ量として充

分かという問題がある。次に、女性文末詞の使用度を数値化する際の分母の問題がある。数値

化において「はい」や「おはよう」等、女性文末詞の出現する可能性のないものまでを含む発

話数全体を基準にした場合、そこで得た女性文末詞の使用頻度は、たとえ同じ人物でもその時々

によって分母が少なからず変動し、安定した数値を得るのは難しいと考えなければならない。 	 	 	 

その点、尾崎（ 1997）が、例えば「（行く）わよね」「（行く）わよ」はそれぞれ「（行く）よ

ね」「（行く）よ」に対立する形式と考え、＜使用される可能性のある文法的環境の中でどの程

度使用されたか＞という観点から使用頻度を算出した点は大変興味深い。しかし、データ処理

方法の問題がある。データが膨大である場合、コンピュータで処理すると迅速に結果を得るこ

とが可能だが、文字の配列によっては検索不可能となり、分析範囲に限定を加えざるを得ず、

正確な数値が出せない。 	 

水本（ 2005）は、手作業によるデータ処理を行い実際の会話とドラマの比較を試みたが、個

別数値化されたのは実際の会話のみで、双方の会話分析法は異なっている。また、使用頻度は

総発話数を基準にした数値であり、さらにドラマのキャラクターのデータ量を補強する必要が

あるとの課題も残した。 	 

	 

2.3	 	 研究目的 	 	 

本稿は、水本（ 2005）の追研究的な位置づけのものであり、したがって、水本（ 2005）で明

らかになった＜実際の会話よりもテレビドラマの方が女性文末詞を多用している＞との結果に

基づき、次の２点を研究目的とする。 	 	 

	 

①実際の会話とテレビドラマの会話、そのどちらもデータ量を増やすことにより、より詳細で

安定した調査結果を得、先の水本（ 2005）の調査結果と照合する。 	 

②実際の会話だけでなくテレビドラマの会話においても、すべての話者について個々に女性文

末詞の使用頻度を算出し、会話分析法を同質に調整したうえで、両者の会話の差異と特徴を

具体的な数値を用いて明らかにしていく。尚、その際、基準とする数値は、総発話数ではな

く、女性文末詞＜使用＞と＜不使用＞という対立する二つの文末形式の出現数とする。 	 

	 

以上により、現代のテレビドラマは女性文末詞の使い方において現実の会話とどの程度異な

っているのか、どのような点で異なっているのかをより明確に示すことができると考える。 	 
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2.4 二項対立表 	 

	 本稿で調査対象とした女性文末詞は、水本（ 2005）同様、現在若い女性も多用する「の（下

降調）」「のね」を除いた①「かしら」②「 N ね」③「 N よ」④「のよ」⑤「わ系」（「わ」「わね」

「わよ」）の 5 つである。 	 

	 「二項対立表」とは表１に示すものであり、今回の調査における発話数や使用頻度は、ここ

に示した文末形式の数を有効数字として導き出したものである。先の尾崎（ 1997）との違いは、

尾崎が「わ」に絞って機械処理用に文字列として配したのに対し、本稿では対象とする５つす

べての女性文末詞について、＜使用形＞と＜不使用形＞を個々に具体的な文末形式として取り

上げ、対比させた点にある。女性文末詞＜使用形＞とは、例えば「するわ」のように「話し手

が女性であると認識される」文末形式であり、一方、これに対立する＜不使用形（ neutral）＞

は、文字を見ただけでは「話し手が女性であるかどうか認識できない」文末形式とする。それ

らを対立する二項と定めて表１に示した。 	 	 

表中の①②③は対立のポイントとした判断基準である。ここで言う「 N」は名詞、「 A」は形

容詞、「ナ A」は「ナ形容詞」を表す。 	 	 

	 

①「かしら」における対立形の判断基準 	 

「かしら」文末か、あるいは「かしら」以外の疑問のモダリティ「かな」「だろう」「だろ

うか」「っけ」文末か。 	 

	 

②「 N ね」「 N よ」「のよ」における対立形の判断基準 	 

	 	 「だ」（助動詞・形容動詞の語幹）が出現するかしないか（彼よ vs 彼だよ）。同様に「だ」

が対立ポイントと認められる、ナ A 型活用の助動詞（そうよ vs そうだよ）、 N 型の非活用

語（さすがね vs さすがだね）もここに含めた。尚、「Ｎね」は、文節を区切る「ね」と同

形であるが、文末にあっても「～はね」と言えるものは「Ｎね」とは見なさなかった。 	 

例 1	 A:	 実はね、あの、だめなんだ、プールね。（「プールだね」ではなく「プールはね」を意味する）	 

	 

③わ系（「わ」「わね」「わよ」）における対立形の判断基準 	 

終助詞「わ」があるか、終助詞「わ」のない言い切りの文末か。ただし、「わ」は上昇イン

トネーションのもののみを対象とし、下降イントネーションのものは音声確認を行いなが

ら、本稿では研究から除外した。ここで注意すべきは、「わ」使用形に対立する文末形か、

「の」の省略である言い切り文末かという点の見極めである。以下の例のような発話につ

いて、文脈から「わ」が接続するか「の」が接続するかを複数人で判定し、前者の場合は
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抽出して有効発話データとし、後者の場合は今回はノーカウントとした。 	 

	 

例 2	 A：はい、プレゼント。 	 

B：わあ、うれしい。 	 (←「わ」不使用 )	 

例 3	 A：あれからどうしたの？ 	 

B：いろいろあったのよ。Ｃちゃんが急に気分が悪くなってね、倒れちゃってさ。病院に連

れて行かなきゃならなかった。 	 （←「の」が省略された言い切りの文末） 	 

A：え、うっそー。 	 

	 

前述の通り、この二項対立表にはない、「はい /いいえ」や、「行くし」「待ってよ」「だめっ

て」等の非言い切りの文はデータ外とし、その数は有効発話数には含めない。これにより、女

性文末詞を使うことができる場面において、それを用いたか用いなかったかを実際の会話とテ

レビドラマで比較し、女性文末詞の使用頻度をより正確に算出することができる。 	 

	 

表１ 	 二項対立表 	 

＊ N： 名詞、イ A： イ形容詞、ナ A： ナ形容詞、 V： 動詞、 N 型 の非活用語：ここでは副詞・助詞の一部 	 

	 女性文末詞 	 使用形 	 不使用形 	 （ neutral） 	 

① 	 か 	 

し 	 

ら 	 

かしら（ね） 	 

	 例 ）だれかしら (ね )	 	 

かな・だろう（ね）・だろうか（ね）・っけ（ね）	 	 

例 ）だれかな 	 	 	 	 	 	 	 だ れだろう（ね） 	 	 

だ れだろうか（ね） 	 	 	 だ れだっけ（ね） 	 

	 

	 

	 

	 

	 

② 	 

	 

だ 	 	 

の 	 

使

用 	 

・ 	 

不

使

用 	 

で 	 

対

立 	 	 

	 

	 

	 

	 

Ｎ

ね 	 

N ね 	 	 

例）子どもね 	 

N	 だね 	 

	 例 ）子どもだね 	 

ナ A ね 	 

例）すてきね 	 

ナ A	 だね 	 

	 例 ）すてきだね 	 

ナ A 型活用助動詞の語幹 	 ね 	 	 

例）行くそうね 	 行くみたいね 	 

ナ A 型活用助動詞の語幹 	 だね 	 

例）行くそうだね 	 	 行 くみたいだね 	 

N 型の非活用語 	 ね 	 

例）こ れ だ け ね 	 う そ ば か り ね 	 福 岡 か ら ね 	 	 

な かなか（の人）ね 	 さすが（彼）ね 	 	 	 

N 型の非活用語 	 だね 	 

例）これだけだね 	 うそばかりだね 	 福岡からだね 	 

	 	 	 な かなか（の人）だね 	 	 さ すが（彼）だね 	 

	 

	 

	 

	 

Ｎ

よ 	 

） 	 

よ

ね 	 

（ 	 

N よ（よね） 	 	 

例）あの人よ 	 	 （ よね） 	 

N	 だよ（だよね） 	 

	 例 ）あの人だよ 	 （だよね） 	 

疑問詞 	 よ 	 	 

例）何よ 	 	 ど うしてよ 	 	 い くらよ 	 

疑問詞（＋助詞）よ 	 

	 例 ）何がよ 	 	 誰 とよ 	 	 何 週間かよ 	 

疑問詞 	 だよ 	 	 

例）何だよ 	 	 	 ど うしてだよ 	 	 い くらだよ 	 

疑問詞 	 （＋助詞）だよ 	 

例）何がだよ 	 	 誰 とだよ 	 	 何 週間かだよ 	 

ナ A	 よ（よね） 	 

例）好きよ 	 	 （ よね） 	 

ナ A	 だよ（だよね） 	 

	 例 ）好きだよ 	 （だよね） 	 

ナ A 型活用の助動詞の語幹 	 	 よ 	 	 

例）行くそうよ 	 行くみたいよ 	 

ナ A 型活用の助動詞の語幹 	 だよ 	 

	 例 ）行くそうだよ 	 行くみたいだよ 	 

N 型の非活用語 	 よ（よね） 	 

例）これだけよ 	 	 福 岡からよ 	 	 

も ちろんよ 	 	 	 さ すがよ 	 	 	 

N 型の非活用語 	 だよ（だよね） 	 

例）これだけだよ 	 	 	 福 岡からだよ 	 

	 	 	 も ちろんだよ 	 	 	 さ すがだよ 	 	 

の

よ 	 

{V	 /	 イ A	 /	 ナ A	 /	 N}	 のよ 	 	 

	 例 ）するのよ 	 	 	 お かしいのよ 	 

	 	 	 い やなのよ 	 	 あ いつなのよ 	 	 

{V	 /	 イ A	 /	 ナ A	 /	 N}	 んだよ 	 	 

	 例 ）するんだよ 	 	 	 お かしいんだよ 	 

	 	 	 い やなんだよ 	 	 あ いつなんだよ 	 	 	 
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③ 	 

わ

の 	 

使

用 	 

・

不

使

用

で

対

立 	 

	 

	 

	 

	 

わ 	 

系 	 

わ 	 

例）するわ 	 

	 	 	 	 お かしいわ 	 

	 	 	 	 い やだわ 	 	 

	 	 	 

し ないわ 	 

おかしくないわ 	 

あいつだわ 	 	 

	 

例 ）する 	 

	 	 	 	 お かしい 	 

	 	 	 	 い やだ 	 

	 

し ない 	 

お かしくない 	 

あいつだ 	 

わね 	 

例 ）行くわね 	 

	 	 	 	 い いわね 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 無 理だわね 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 

来なかったわね 	 

悪くないわね 	 

学生じゃないわね 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

例 ）行くね 	 	 

	 	 	 	 い いね 	 

	 	 	 	 無 理だね 	 	 	 	 	 	 

	 

来 なかったね 	 	 

悪 くないね 	 	 	 	 	 

学 生じゃないね 	 	 	 	 	 

わよ 	 （わよね）

例 )	 聞 いたわよ 	 

	 	 	 	 お いしいわよ 	 	 	 

	 	 	 	 す てきだわよ 	 

	 

知 らないわよ 	 	 	 	 	 	 	 

見 たくなかったわよ

花屋だわよ 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 

例 )	 聞 いたよ 	 

	 	 	 	 	 お いしいよ 	 

	 	 	 	 	 す てきだよ 	 

	 

知 らないよ 	 	 

見 たくなかったよ 	 

花屋だよ 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

3．調査と結果 	 

	 

3.1	 	 調査の目的 	 

女性文末詞の使用実態を数値化し、双方を比較検討するために、以下の方法で実際の会話と

テレビドラマのデータを収集した。 	 

	 

3.2	 	 調査方法 	 	 	 

3.2.1	 実際の会話 	 

	 2005 年 6 月から 12 月にかけ、東京都、及びその近郊（千葉・埼玉・神奈川）に 10 年以上 	 

居住し、かつ標準語を話す 20 代～ 40 代の女性 32 人に、「普通体」を用いて話す親しい人との

会話収録を依頼した。会話は原則として 2 人で行い、内容は特に指定せず、収録時間は約 30

分間とした。収集したデータのうち、今回は次項に述べるテレビドラマの主要登場人物たちの

年代に相当する 20 代～ 30 代（ 20 代前半 6 名、20 代後半 6 名、30 代前半 6 名、30 代後半 4 名）

の計 22 名を調査対象とした。 	 

次に、それら会話を録音したものを文字化、スクリプトを作成し、分析対象とする文末を手

作業で拾い上げていった。そして、本稿 2.4 の 2 項対立表に基づき、女性文末詞使用の文と不

使用の文の数をそれぞれカウントし有効発話数を抽出した。さらに、双方の合計を有効発話総

数とし、有効発話数分の女性文末詞使用率を数値化した。 	 

	 

＜有効発話抽出例＞ 	 	 

Ａ：それで結局 X さんも、あの昼は集まるって言ったら、 	 

Ｂ：昼ダメって言ったよね？ (不使用例 )	 

Ａ：言ったら来て。 3 時半に決めててね、とりあえず、昼間は来れる人集まるって言って、 	 

Ｂ：うんうん、え、だって Y ちゃん五時なら行けるって言ってたじゃん、 	 
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Ａ：うんうんうん、それで、その五時からの部でもよかったんだけど、三時半からもう Z さんを引っ張

り出すって言ったら、来たのよ。（使用例） 	 

	 	 

＊上の会話における有効発話数値は話者 A、 B ともに１ 	 	 

	 

3.2.2	 	 テレビドラマ 	 	 

2005 年 4 月から 6 月、および 7 月から 8 月にＴＶ放映された、いわゆるトレンディドラマ風

テレビドラマのうち、設定が現代の日本であり女性が主人公のもの、あるいは男性が主人公で

も女性登場人物の発話数が多い 10 本を調査対象ドラマとして選んだ。（対象ドラマのリストは巻

末を参照）対象をトレンディドラマ風のものに絞ったのは、場面設定や登場人物、話の筋が現

実的であり、実際の会話と比較しやすいと考えたからである。時代設定が現代であっても漫画

やアニメを原作としたドラマは、登場人物の台詞が原作の影響を受けている可能性があるため

除外した。また、現代風にリメイクされていても、原作の時代設定が古い小説や、ストーリー

が非日常的なサスペンス系のドラマも対象外とした。 	 

調査に当たり、まず、上記の条件に合うドラマを一定期間録画、そこに登場する人物のうち、

20 代～ 30 代の比較的若い世代の女性たちが、「です／ます」調ではない、カジュアルな文体で

話す場面のみを切り取り、ドラマごとに 60 分に編集した。次に前項 3.2.1	 の「実際の会話」

と同様に、それらを文字化したスクリプトを作成し、二項対立表に基づいて、女性文末詞使用

の文と不使用の文の数をそれぞれカウント、双方の合計を有効発話総数とし、有効発話数分の

女性文末詞使用率を数値化した。今回は、有効発話数が最低 10 以上ある人物 25 人分をドラマ

のデータ対象とすることにした。 	 

	 

3.3	 	 調査結果 	 

3.3.1	 	 会話 VS ドラマ：女性文末詞使用頻度比較 	 

	 表２の数値は、会話とドラマにおける女性文末詞の出現回数を年齢層ごとに比較したもので

ある。 	 

          表 ２ 年 代 別 使 用 頻 度 比 較               

          ２０代 前 半  ２０代 後 半  ３０代 前 半  ３０代 後 半  

会 話  出 現 回 数    7（472）    20（624）  18（575）  48（346）  

ドラマ 出 現 回 数  45（101）  81（262）  240（578）  192（285）   

               ＊（  ）はその年 代 の有 効 発 話 総 数       
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図１にその「年代別使用頻

度」を表したが、この図が

示すように発話者の年齢層

に関係なく女性文末詞はド

ラマにおいて圧倒的に多く

使われていることがわかる。

特に 20 代前半では両者の

差は最も大きく、ドラマで

の使用頻度は会話の約 30

倍にも達している。次いで

30 代前半では約 13 倍、 20	 

代後半で約 10 倍、最も差の小さい 30 代後半においても約 5 倍という結果であり、現実の会話

とドラマの言葉使いには大きな隔たりがある。次に年代別に女性文末詞の使用頻度を比べると、

会話においては 20 代の平均使用頻度が 2.46%、 30 代が 7.17％となっており、女性文末詞は年

代が高い方に多く使用されている。この傾向はドラマにおいても共通しており、20 代が 34.71％

であるのに対し、 30 代では 50.06％の使用が見られる。 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

3.3.2	 	 会話 VS ドラマ：女性文末詞別使用比較 	 

表３の数値は有効発話総数、会話 2017、ドラマ 1226 における女性文末詞別の出現回数を表

したものであり、その割合を示したものが図２である。 	 

	 

表 ３ 女 性 文 末 詞 別 比 較  

        
    かしら ね よ のよ わ系   総 数  

会 話  出 現 回 数 ＊ 5 16 18 49 5  93 

ドラマ 出 現 回 数 ＊ 26 41 121 139 231 558 

＊出 現 回 数 は、総 有 効 発 話 数 中 （会 話 2017 、ドラマ 1226 ）に現 れた回 数 を示 す 

	 

どの文末詞の使用頻度も会話よりドラマが高い数値を示しているが、会話とドラマでは女性

文末詞の使用傾向が異なることが分かる。まずドラマにおいて最も多く使用されているのは 	 

「わ系」文末詞であり有効発話総数の 18.84%を占めている。次に多いのは「のよ」、それに弱

差で「Ｎよ」が続き「Ｎね」「かしら」の使用頻度は比較的低い。一方、実際の会話では「のよ」

図１ 	 

	 	 図１ 	 

	 	 図１ 	 

	 	 図１ 	 
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の 3.92%以外はどれも低く、「かしら」と「わ系」にいたっては使用頻度が 0.25%と極端に低い。 	 

この両者の文末詞の使

用頻度の相違点で特筆す

べきは「わ系」の使用状

況である。現実の会話で

はごくまれにしか使用さ

れない「わ系」がドラマ

においては多用され、そ

の出現頻度は 41.40％、

女性文末詞総数 558 回中

231 回で会話の 75 倍にも

達している。両者の使用

頻度の差が最も少なかったのは「のよ」である。「のよ」は会話では最も使用頻度が高く、ドラ

マにおいても 2 番目に多く使用されていた。両者の使用頻度は、それでもドラマが会話の約 3

倍であった。 	 

	 

4．分析 	 

	 

調査結果よりドラマでの女性文末詞の使用が多いこと、特に「わ系」文末詞の使用が目立つ

ことが明らかになった。では、なぜドラマでは女性文末詞が多用されているのか、先行研究（ 2005

水本）の調査では、そこに脚本家のフィルターが存在する可能性を指摘しているが、他に影響

を与えている要素はないか、ドラマにおける具体的な話者と発話例を個別に見ていき、ドラマ

に頻出する女性文末詞の使用状況を分析したい。 	 

	 

4.1 使用頻度ごとの分類 	 	 	 

図３は会話とドラマの発話者ひとりひとりの女性文末詞使用頻度を表したものである。具体

的な使用例を分析する前に、実際の会話に比べてドラマでは使用頻度のばらつきが極めて大き

い点に注目したい。会話では、 0％が 22 人中 7 人おり、 20 代の最高は 6.15%、 30 代を見ても、

39 歳の一人を除けば 10％未満の低い位置に集中している。そして、20 代より 30 代のほうが使

用 頻 度 が ゆ る や か に 上 が る 傾 向 が 認 め ら れ る 。 と こ ろ が ド ラ マ に お い て は 、 0 ％ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

の 1 名を含め 10％未満の話者も 3 人いる一方で 80％以上の話者も 7 人、最高は 97.30％と分布

図全体に分散している。つまり、ドラマの登場人物全員が女性文末詞を高い比率で使っている 	 

	 	 図２ 	 

図３ 	 

	 	 図２ 	 
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のではなく、実際は高頻度で

使用する人物がドラマにおけ

る使用頻度を上げている、と

いうことになる。 	 

このように個々の使用頻度

に大きな差があるドラマでの

使用状況を一様に論じること

はできない。そこで、登場人

物たちを女性文末詞の使用頻

度によって以下の 3 群に分類

し、それぞれの使用状況の特 	 

徴を明らかにしていく。 	 

	 

＜Ａ群＞ 50％を越す多使用型・・・・実際の会話の平均値の 10 倍以上 	 

＜Ｂ群＞ 10％～ 50％未満の時々使用型・・・・実際の会話にも 4 人いる（すべて 30 代） 	 

＜Ｃ群＞ 10%	 未満のほとんど不使用型・・・・実際の会話とほとんど同レベル 	 

	 

4.2	 多使用型の＜Ａ群＞ 	 

	 ここに属する女性は 20 代 6 人、30 代 7 人の計 13 人で、これは登場人物全体の 52％にあたる。 	 

高頻度で女性文末詞を使用する彼女たちの存在が、会話とドラマの大きなギャップを生む最大

の要因である。これらの女性たちは、ほとんど常に女性文末詞を使用して話すため、使用場面

にこれといった特徴があるわけではない。しかし、人物設定には、あるステレオタイプの共通

点が見られた。彼女たちの職業を見てみると、キャリア系と専業主婦系に大別できる。 	 

	 

①キャリア系 	 

ここでいうキャリア系とは、いわゆる一般の事務職 OL とは異なるイメージの、弁護士、社

長秘書、大企業幹部、できる教師等のキャリア女性群である。彼女たちは高学歴だったりどこ

か育ちの良さを感じさせたりする。あるいは、知的で厳しい強烈な個性を放つ人物として描か

れている。以下、名前のアルファベットの後の数字はその人物の年齢を示す。 	 

	 

例 1-1	 （元恋人に就職先を紹介している） 	 

	 a26 子：あしたレグレスの担当が面接してくれるって言ってるわ。・・・ドライバーを引退してメカ

図３ 	 

図３ 	 

図３ 	 
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ニックになる人はいるけど、そこからまたドライバーに復帰した人なんていないわ。監督が

どういうつもりであなたをメカニックに入れたか知らないけど、もう走らせる気はないんじ

ゃないかしら。たとえレースに出なくても、テストドライバーはドライバーよ。あなたが一

番生き生きしているのはハンドルを握ってる時だわ。 	 

	 

例 1-2	 （元恋人である社長に、部下の処遇について話す） 	 

	 ｂ 33 子：取締役にするとはねー、またとんでもない手を思いついたものね。でもこのまま従順な部

下になるかしら。彼は一筋縄ではいかないわ。 	 	 	 

例１ -3	 	 

	 ｃ 34 子：とにかく明日、相手の弁護士に会ってみます。 	 

	 部下：ご苦労様です。 	 

	 ｃ 34 子：どう出るかわからないけど、ダイヤの件もぶつけてみるわ。あなたも来るわね。 	 

	 

例 1-1 は秘書、例 1-2 は IT 企業の女性部長の会話例で、いずれも親しい男性とのプライベート

な会話である。また、例 1-3 は、切れ者の弁護士が男性部下にきびきびと指示を出す仕事の場

面であり、できる女性のキャラクターが印象付けられている。上記の例に見るように、彼女た

ちが用いる女性文末詞には、実際の会話では使用されにくい「わ系」、「かしら」もごく普通に

使われている。 	 

	 

	 

②専業主婦系 	 

こちらは裕福な実業家の妻や元社長夫人といった、いわゆるセレブ主婦で、お嬢様育ちの奥

様タイプの女性たち、及び、母親色の強いサラリーマン妻である。彼女たちは、普通一般の専

業主婦として描かれているのではなく、金持ちだが復讐心や嫉妬心といった強い情念を持つ女

性だったり、あるいはお嬢様育ちゆえに世間知らずだったり、常に不満や愚痴を口にするタイ

プの母親だったりするという意味で、ある特異なキャラクターを持つ専業主婦たちである。 	 

	 

例 1-4	 d39 子：で、ばれたこと、 K ちゃんには言ってないわね。 	 （息子：うん） 	 

言うんじゃないわよ。・・・悪いニュース伝えることないわよ。 	 

	 

例 1-5	 d29 子：（葬儀には）お母さんと M ちゃんが行ってください。（夫に）あなたが行くことないわ。

あんなちっぽけな店なのに社長が手伝ったら、変に勘ぐられるわ。 	 

	 

例 1-6	 	 娘 	 	 	 ：なんで？ 	 

	 	 	 	 	 e37 子：なんでじゃないないわよ。先生、わざわざ知らせに来てくださったのよ。 	 

・ 	 ・・どうしちゃったのかしら。 	 
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このように＜ A 群＞の女性たちは、キャリア系においても専業主婦系においても、いわゆる

一般庶民とは言えない何らかの特徴のある人物として描かれている。そういった、例えば、知

的職業の女性像、世間知らずの女性像、あるいは上流階級の女性像といったキャラクターの特

徴付けの方法として、年齢層を問わず女性文末詞を多用させる結果になったと考えられる。そ

こに脚本家の意識における「女性文末詞を使うタイプの女性像」が垣間見える。 	 

	 

4.3	 時々スイッチ型の＜Ｂ群＞ 	 	 

ここに属する女性は 20 代 3 人、30 代 6 人の計 9 人で、これは登場人物全体の 36％にあたる。

その人物設定は、専業主婦の一人を除き 8 人が独身で、職業はホテル勤務や会社の事務職の OL・

フリーター等であり、先の＜ A 群＞に比べると庶民派タイプの女性たちである。＜Ｂ群＞の特

徴は、普段は「それ気になる、やだよね」（ G32 子）等、女性文末詞を使わず話し、時おり乱暴

に響く言葉を使ったりすることもあるが、ある時突如、言葉使いがスイッチし、女性文末詞が

飛び出すことである。このスイッチ場面を見ていくと、いくつかの共通した傾向があり、そこ

で使われる女性文末詞にも共通項がある。以下に女性文末詞にスイッチする主な場面とそこで

の女性文末詞を分類する。 	 	 

	 

①主張する・言い切る場面：「わ」「わよ」「Ｎよ」 	 

例 2-1	 （借金を肩代わりしてやるという男に） 	 

d36 子：ありがとう。でも、あなたが肩代わりする言われはないわ。 	 

	 

例 2-2	 （不審電話の相手が自分のお見合い相手の元彼女だと知って） 	 

ｇ 32 子 ：あなた、もっと怒った方がいいわよ。私にも、 S さんにも。このまま別れちゃっていい

の？・・・あなたね、そんなに自分のこと卑下することないわよ。 	 

	 

例 2-3	 （同居しているムカつく後輩といつもの口論） 	 

	 後輩 	 ：あー、もうｆ 33 子さんみたいに節操の無い人と一緒に暮らすなんて絶対嫌っ。 	 

ｆ 33 子：私だってね、あんたみたいに年中ヨガだの筋トレだのバカバカやってる女、絶対嫌いよ。	 

	 

例 2-4	 （これから結婚に向かう友人に） 	 

ｇ 30 子： N 子さん、これだけは言っておくわ。結婚はね、未来に向かってするものなの。過去なん

かどうだっていいでしょ。 	 

	 

このように自分の考えや意見を相手に主張したり、断言したりする場面で「わ」「わよ」「Ｎ

よ」が突然現れる。同様の場面での使用は＜ B 群＞ 9 人中の 6 人に見られる。 	 
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②反問、抗議、つっこみの場面：「Ｎよ」「のよ」 	 	 

例 2-5	 男友達：ああ、（ｈ 31	 子は動物と）なんか同じ匂いがするんじゃないですか。 	 

	 	 	 	 ｈ 31 子：どういう意味よ。 	 

	 

例 2-6	 友達 	 ：あ、わりぃわりぃ 	 

	 	 	 	 j21 子：もう、どこ行ってたのよ。 	 

	 	 

例 2-7	 友達 	 ：俺さ、本屋のバイトやめるつもりだから。 	 

	 	 	 j21 子：なに言ってんのよ。ちゃんと続けようよ。・・・紹介してあげた仕事なんだよ。 	 

	 

例 2-8	 後輩 	 	 ：ってみんな言ってますけど。 	 

	 ｇ 32 子：なんでみんな私に言うのよ。 	 

	 

＜ B 群＞でも低頻度使用話者であるｈ 31 子（ 13． 95％）やｊ 21 子（ 18.75%）は「わ系」は

全く使用しない。しかし、そんな彼女たちでも上記例に見るように、相手に抗議したり反問

したりする場面では普段の「んだよ」が「のよ」にスイッチする。この 2 人に見られる女性

文末詞はすべて例のような抗議場面で出現する。また、この用例は＜ B 群＞ 9 人すべてに見ら

れ、用例も非常に多い。この「よ」「のよ」は「どこ行くのよ！」「何すんのよ！」「何よ！」

のように疑問詞と共に使われるという特徴がある。 	 	 

	 

③立場・事情を説明主張する場面：「のよ」 	 

例 2-9	 父：なあｆ 33 子、今日ぐらい何とかならないか。 	 

	 	 ｆ 33 子：主任だもん、責任者なのよ、パーティーの。 	 

	 

例 2-10	 d36 子：うちはあなたのところみたいに 8000 万、 1 億だって倒産する店じゃないの。 1 本 50	 

	 	 円、 100 円の花を小売にして食うや食わずでやってきたのよ。 	 

	 

例 2-11ｇ 32 子：（一度関係を持った後輩に泊めてくれと言われて）あたし、そういうの大っ嫌いなの 	 

	 	 	 よね、一度あったぐらいでさ甘えないでよね。 	 

	 

	 「のよ」は②で見たように疑問詞とともに反問の形で出現することが多いが、ここでの例の

ように、相手の発話に対し自分側の事情を主張する場面でも見られる。これは特にｆ 33 子に多

く見られ、「のよ」 16 回中 14 回がこの場面での使用である。 	 	 

	 

④反論・否定の場面：「わ」「わよ」 	 	 	 

例 2-12	 （会社の生意気な後輩と） 	 

後輩：怒ってるじゃないですか。この間からずっと。 	 
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	 ｆ 33 子：怒ってないわよ。・・・怒ってないって。 	 	 

	 

例 2-13	 （突然かかってきた不審電話に） 	 

電話：あの若い男性はｇ 32 子さんの恋人なんですか。お付き合いしていらっしゃるんですか。 	 

ｇ 32 子：付き合ってなんかいないわよ。なんでこんな質問に答えなきゃならないんですか。 	 

	 

例 2-14	 （主人公のお見合いが失敗したと思い込んだ後輩の慰めに） 	 

後輩：ｇ 32 子さん、まあ、そんなに気を落とさないでくださいね。 	 

	 ｇ 32 子：気なんか落としていないわよ。 	 

	 

上の例は相手の言っていることを即座に否定する場面で、＜ B 群＞では、この否定・反論の

場面でのスイッチ傾向が主にドラマ F・ドラマ G の主人公たちに見られる。このときの話者は

普段より感情的になっており、ムキになったり慌ててごまかそうとしたりして相手の言葉を否

定・反論する。また、この場面で使用される「わよ」は、「なんか／なんて」を伴い、否定した

い心情を強めている。 	 

	 

⑤皮肉・嫌味・気取りの場面 	 

以下のように、嫌味や皮肉を言う場面でも女性文末詞が突如出現する。 2 例目に見るｇ 30 子

は、＜ B 群＞最高頻度 42.86%、お嬢様育ち風の専業主婦という人物設定で＜ A 群＞的人物であ

る。その彼女の例 2-16 のように敬語とともに「かしら」が現れるような使用例は他の <B	 群 >

では珍しい <A 群 >的使用例と言える。彼女は常時ではなく周囲の状況によってセレブを気取る

時、女性文末詞を使った話し方にスイッチする。 	 

	 

例 2-15	 （自分の見合い相手に） 	 

ｇ 32 子：女がいるくせにバックレてお見合いに来て誠実ぶっちゃって、いい気なもんだわねえ。 	 

	 

例 2-16	 （自分に連絡をしてこなかった友人に） 	 

ｇ 30 子：お見合いのほう、うまくいってますか。 	 

	 友人 	 	 	 ：あ、うん、もちろん。 	 

	 ｇ 30 子：じゃあ、デートでお忙しいのかしら。 	 	 

	 

これまで見てきたように、ドラマでは、普段は女性文末詞を使わない登場人物たちでも、相

手への主張、反論、抗議、皮肉といった場面では、女性言葉にスイッチする。このように話者

が感情的になったりムキになったりする場面が多数出てくるのもドラマの 1 つの特徴である。 	 

また、これら＜Ｂ群＞に多く見られたスイッチ型の女性文末詞には、「わ系」「のよ」「Ｎよ」	 

が多い。このように「わ」や「の」に終助詞「よ」が付きやすいことは、ここでいうスイッチ
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場面が主張度の高い場面であることを裏付けるものである。 	 

	 

4.4	 ほとんど不使用型の＜ C 群＞ 	 	 

女性文末詞の使用頻度が 10％未満である＜ C 群＞の特徴は、 (1)30 代の登場人物はいないこ

と、(2)「わ」「かしら」はゼロである、の二点である。わずかに使用の見られる女性文末詞は、

実際の会話でも使用の多い「のよ」「Ｎよ」のみだった。 	 

ここに属するドラマ J のｊ 26 子は歯科衛生士、ドラマ H のｈ 24 子はブティックの店員でい 	 

わゆる平凡などこにでもいそうなタイプであり、彼女たちは、どちらかといえばドラマティッ

クに激したりすることの少ない穏やかな性格の人物として描かれている。二人の使用頻度は、

それぞれ 2.94％、 0.00	 %で、主張度が強い場面でも「ちょっと、このままじゃだめだよ。この

ままじゃ絶対だめだよ。」（ｊ 26 子）のように女性文末詞にスイッチしない。 	 

また、この二つのドラマに登場する、他の 20 代の登場人物たちもそれぞれ 18.75%、13.95％

と＜ B 群＞では下位に位置し、ドラマ J・H は女性文末詞を含む発話が少ないことが特徴である。 	 

ただ全体からみるとこのようなドラマはごく少数であり、そのこともドラマの女性文末詞使 	 

用率が高くなる要因のひとつといえる。ドラマの台詞はシナリオ作家によるものであるから、

シナリオ作家次第という点も否めない。 	 

	 

4.5	 分析結果 	 

今回のテレビドラマの会話分析によって、実際の会話とドラマに大きなギャップが生じた要 	 

因と考えられるものについて、以下のような結果を得た。 	 

(1)ステレオタイプの存在 	 

20 代、30 代でも高頻度で女性文末詞を使って話すステレオタイプの女性がドラマには多

数存在し、それがドラマ全体の使用頻度の平均値を高くしている。 	 

(2)女性文末詞頻出場面の特殊性 	 

普段は女性文末詞をさほど使わないドラマの登場人物も、主張や反論、抗議などの特殊

な場面で女性文末詞使用に転じる傾向がある。このような場面は、終始なごやかな雰囲

気の中で収録された実際の会話では見られなかった。 	 

	 

5.  まとめと今後の課題 	 

	 

	 本稿では、現代の若い世代の女性たちが実際の会話の中で用いる女性文末詞の使用実態と、

テレビドラマに登場する同年代の女性たちがドラマの中で使用する女性文末詞を詳細に比較す
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ることにより、次のことが確認された。 	 

(1)  先行研究（水本 2005）で明らかにされた点、即ち＜現代の若い世代の女性たちは女性文

末詞をほとんど使用しなくなっているのに対し、テレビドラマでは女性文末詞を多用し

ている＞に関しては、その傾向が一部のドラマでは幾分緩和されてはいるものの、いま

だ少数派である。 	 

(2)  ドラマにおける女性文末詞は、発話者の年齢層に関係なく、実際の会話と比較して 5 倍

から 30 倍と圧倒的に多い。 	 

(3)  現実の会話ではごくまれにしか使用されない「わ系」がドラマにおいては多用され、使

用頻度数は実際の会話の 75 倍にも達する。 	 

(4)  20 代、30 代でも高頻度で女性文末詞を使って話すステレオタイプの女性がドラマには多

数存在し、彼らが女性文末詞の使用頻度平均値を上げている。 	 

(5)  普段は女性文末詞をさほど使わないドラマの登場人物も、主張や反論、抗議などの特殊

な場面で女性文末詞使用に転じる傾向がある。 	 

	 

	 また、先行研究の課題であった分析方法も、二項対立方式を用い、実際の会話とドラマの会

話双方において同質に統一し、両者の会話の差異と特徴を具体的な数値を用いて明確に示すこ

とが出来た。 	 

今回の調査分析結果で新たに認められたこととして興味深い点は、上述の (5)の女性文末詞

が突如として現れる特殊場面である。従来「“わ”や“の”などは主張度が低く相手との心的距

離を縮めようとするため丁寧な言い回しであり、従って“女らしさ”が存在する」（マグロイン

1997）とされてきたが、今回の調査では、それとは対照的な主張度の強い場面での使用例が多

数見られた。このドラマにおける現象は、脚本を書くシナリオライターの持つ登場人物に対す

るキャラクター観やジェンダー意識に起因するのか、あるいは、実際の女性たちの話し方の再

現なのかは、今回の調査方法では明らかにすることが出来なかった。なぜならば、今回収集し

た実際の会話は主に友人同士の気ままなおしゃべりであったため、ドラマのような反論、抗議、

主張という会話内容は現れにくかったためである。 	 

今後の課題としては、ドラマの会話と類似した状況の実際の会話を収集することにより、現

代の若い女性たちが、ドラマの中のように感情的に反論や主張をする場合に、ドラマの登場人

物と同様に女性文末詞を使用するかどうかを調査する必要があろう。筆者らは現在、女性文末

詞使用に関してシナリオライターの意識調査に取り組んでいるが、その調査結果と合わせ、ド

ラマの中の女性たちの女性文末詞使用理由とその背景を明らかにしてゆきたいと考えている。 	 
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注 	 

	 

1)三井（ 1992）中島（ 1997）、尾崎（ 1997）他、女性であっても「かしら」を使わなくなっていることは

多数の研究で報告されている。一方で、遠藤（ 1989）で報告されるように男性が使用した「かしら」

の報告例がある。これ以外でも、小川（ 1997）で、男性が「体言＋よ」を使う事例があるなど会話に

おいて、逆に男性が女性文末詞とされてきたものを使うことも報告されている。 	 

2)小川（ 1997）は、男性にも女性にも使用が見られるものを「中性度が高いもの：よ、の（疑問文）」と

した。中島（ 1997）では「女性的」「中立的」「男性的」の 3 つに分類している。益岡・田窪（ 1992）

でも「男性的表現」「女性的表現」「中立的」と使用者の性別について示している。 	 

3)小川は結論的に「中性度が高いものがよく使われる傾向があるが、依然として、現代の若者の話し言

葉にも男女で違いがあることが確かめられたと言える」としている。しかし終結部には、女性が従来

の『わ』に代表される女性語を使わなくなったことや、女性も男性と同様に中性語を多用するように

なったことから、「話し言葉から男女差がなくなったと言われる点について確かに認められる」とまと

めている。 	 

	 

調査対象テレビドラマ 	 

	 

1.	 	 あいくるしい（ TBS： 2005 年 4 月― 6 月放映） 	 

2.	 	 アネゴ（日本テレビ： 2005 年 4 月― 6 月放映） 	 

3.	 	 エンジン（フジテレビ： 2005 年 4 月― 6 月放映） 	 

4.	 汚れた舌（ TBS： 2005 年 4 月― 6 月放映） 	 

5.	 恋に落ちたら（フジテレビ： 2005 年 4 月― 6 月放映） 	 

6.	 女王の教室（日本テレビ： 2005 年 7 月― 9 月放映） 	 

7.	 スローダンス（フジテレビ： 2005 年 7 月― 9 月放映） 	 

8.	 曲がり角の彼女（フジテレビ： 2005 年 4 月― 6 月放映） 	 

9.	 離婚弁護士（フジテレビ： 2005 年 4 月― 6 月放映） 	 

10． 	 夢で逢いましょう（ TBS： 2005 年 4 月― 6 月放映） 	 
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