
f筑波応用言語学研究j19号(2012.12)

筑波大学 人文社会科学研究科文芸・言語応用言語学領域

fでしょっj

張恵芳

キーワード:自然会話、「でしょう j、「念押し確認用法j、表現機能

1.問題提起

「でしょう Jには大きく言えば二つ、細かく言えば三つの用法があると先行研究で言わ

れている(奥田 1984，1985，田野村 1990，森山 1992，蓮沼 1993，1995，三宅 1996，宮崎-

2005など)0 r推量用法j と「確認用法j である。「確認、用法j はさらに「推量確認、用法j

と「認識喚起用法Jqこ分けることができ、対話性を持ち、通常、会話の中に現れる。自然

会話データ2tこは、三つの用法がすべて現れている。

(1) F15:ほりきり やめようねとか言って

F16:ほりきり，わかりにくいでしょう (推量J育法〉

(2) F13:子供のほうがちっちゃい子が

F14:T君でしょう?

F13: うん 〈推量確認用法〉

(3) F12:後，ほら，東京も意外といろいろのものがあるヱ」ム之?

Fll: うん (認識喚起用法)

しかし、会話をよく調べたら、以上のどの種類にも入らない新しい用法を発見した。相

手が既に述べたことを強調的に復唱する用法である。

確認用法j の呼び方やその下位分類の名付けなどは、学者によって違う。本稿は、主として、蓮沼

(1993，1995) を参考にしている。「推量確認j という用法名は蓮沼 (1993，1995) と田野村(1990) で

共通しているが、三宅(1996) では f命題確認の要求j、宮崎 (2005) では「開き手依存型(確認要求)J

と呼んでいる。蓮沼(1993) でいう「認識喚起j は田野村 (1990) の「事実確認、要求j、三宅 (1996)

の f知識確認の要求j、宮崎 (2005) の「開き手誘導型(確認要求)Jに棺当する。命名の如何に関わら

ず、扱う範囲はほぼ同じである。

2 データの詳細は 3節で述べる。
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(4) F15:年もそんなに変わんない?

F16:十歳違うんです

F15: うん，十歳ヱ与え之?

(5) F12:古文とかというものを，全部，その受験のものとか，それしか見ないから

Fl1:見ないエ主ょ之?， うん

会話の流れの中にしか見られないこの用法は話者の相互作用において重要な役割を果た

す。本稿では、話者のインターアクションを分析することを通して、この用法の「でしょ

うj の会話における「表現機能j を解明する。

2.先行研究と賂題の整理

「でしょう j の涼形「ダロウj には、文体や方言、イントネーションの上での、様々な

変異形がある。例えば、「でありましょう Jrであろう Jrでしょ(う)J rだろ(う)J rやろ(う)J 

「じゃろ(う)Jなどである。但し、本稿で取り扱うデータからは、 fでしょ(う)Jしか現れ

ていない。

以下において、まず、先行研究で言及されてきた用法を詳しく紹介し、各用法を発話時

点における話し手と開き手3の持ち情報4の確実性という観点から整理する。続いて、新し

い用法をより詳しく紹介し、その位置付けと問題点を整理する。

2.1先行研究

(6) rこれからどうするか、開いているかJ

f火葬許可を取ったら、そのまま火葬場へ運ぶように言ってました。気持ちとして

は大谷の家まで、連れて帰ってやりたいんでしょうが、あの娘ひとりでは無理でし

ょっ J

(7) rそれだけあれば、なんとか暮らしていけるだろう j

(8) F15:ほりきり，やめようねとか言って

F16:ほりきり，わかりにくいでしょう

F15:大体，ほら，私たち，知らなし1から

F16: うん

(安達 1999，p.192)

(イ二回 2000，p.1l6)

3 本稿においては、一般的に「でしょう Jの使い手は「話し手j と捉え、もう一方を「開き手j と捉える。

fでしょう j が続けて両話者に用いられる場合、「話し手j と f開き手j が随時交替していくというふう

に捉える。

4 情報の性質と文形との関連を扱う理論で有名なのが神尾(1990)の f槽報のなわ張り理論jである。本稿

においては、「でしょう j で述べられる情報が話し手と聞き手にとって確実であるかどうかというところ

に着目する。
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以上の例における「でしょう j及び「だろう Jは f推量用法J(奥田 1984，田野村 1990，

森山 1992，三宅 1995，安達 1999，仁田 2000など)で、「話し手にとって真偽が分から

ない命題についてそれを想像的に設定するJ(安達 1999，p.28)用法である。

発話時点、における話し手と閤き手の持ち情報という観点から見れば、話し手にとっても、

開き手にとっても情報が不確実であるのが、この用法の特徴である。 (8)において、 F15に

とっても、 F16にとってもあまり知らない「ほりきり Jというものが登場した際、 F16は

「でしょう j で推量を表している。

「この問、好きだ、って言ってたの、良介のこと三」ぇ之?J(9) 

(三宅 1996，p.115)

(宮崎 2005，p.112)

fうんj

「明日のパーティーには君も来てくれる主主之?J

F13:子供のほうがちっちゃい子が

(10) 

(11) 

F14:T君でしょう?

F13:そう，あの長男のほうに あ の 完IJに面倒見るわけじゃないんだけど

以上の例における fでしょう j 及び「だろう j は f推量確認用法J(輿1331984，田野村

1990，森山 1992，蓮沼 1993，1995，三宅 1996，宮崎 2005など)で、「聞き手の領域の情

報について、話し手の推澱が正しいことを確認する用法J(蓮沼 1995，p.395) である。

発話時点における話し手と聞き手の持ち情報としづ観点から見れば、情報は話し手にと

っては不確実で、開き手にとっては確実だと想定されているというのが、この用法の特徴

である。 (ll)において、 fT君j に関する情報は F13の領域の情報であり (T君は F13の

孫である)、 F14は「でしょう JでF13に f小さいほうの子供は T君だj という自分の推

測を確認している。

(12) [タクシーの運転手に}あそこに郵便局が見えるでしょう。

だい。

A:子供って、みんなカレーが好きでしょ。

B:そ うね 。家 の子 もみ んな好きだわ。(蓮沼 1995，p.393)

F10:何か開くにしても，ほら，そこらへんホテルの人が歩いてたとしても，また

その人に聞くのに，日本語で誰でもいいってわけしゃべれるわけじゃない

あの角で曲がってちょう

(蓮沼 1993，p.47)

(13) 

(14) 

通じる[わけでしょう?

[だから，いや

でしょう?

F09:でも，けっこう

そう

以上の例におけるこつの「でしょ(う)Jは「認識喚記用法J(奥田 1984，田野村 1990，

森山 1992，蓮沼 1993，1995，三宅 1996，宮崎 2005など)で、「認知的・清報的に開き手
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より優位に立つ話し手が，自分と向様の認識・判断が当然可能という見込みに基づき，そ

れを開き手に喚起し，共通認識の世界を設定する用法のこと J(蓮沼 1993，p.46) で、ある。

発話時点における話し手と鴎き手の持ち情報という観点から見れば、情報は話し手にと

っては確実で、聞き手にとっては不確実だと想定されているというのが、この用法の特徴

である。但し、この場合、信報に関する「開き手の不確実さj は暫定的なもので、話し手

の喚起によって、開き手も話し手と同じ認識レベルになるのが通常である。したがって、

喚起の内容としては、「現場の対象J((12))、「既有の共有知識J((13))、「共通判断J((14)) 

など(蓮沼 1993) がよく見られる。(14)において、 F10の r(ハワイの)ホテルの人が皆

日本語がわかるわけではなしリという主張も、 F9の(ハワイなら)日本語がけっこう通じ

るJ としづ主張も、一般的に認められている共通判断である。 FluとF9は、そういう共

通判断を相手に持ちかけて、柏手の認識を喚起している。

2.2 r念押し確認用法j とその問題点

2.1節で述べた三種類の用法は先行研究で言及されてきたもので、次の用法は会話を観

察して発見した用法である。

(15) F15:年もそんなに変わんない?

F16:十歳違うんです

F15: うん，十歳でしょう?

(15)では、「年が十歳違う Jという F16からの情報提供を受けて、 F15が「十歳でしょ

う?J と発言している。このケースは以上の「推量用法j、「推量確認用法J及び「認識喚

起用法j の何れにも入れることができないであろう。本稿では新たな用法名を与えること

にし、同じ内容を繰り返しているとしづ特徴から、 f念押し確認、用法j と名付ける。

発話時点における話し手と開き手の持ち情報という観点から見れば、話し手にとっても、

開き手にとっても靖報が確実であるというのが、この用法の特徴である。(15)において、

「十歳違うんですj としづ情報は F16が F15の質問に対する回答であり、 F15への情報

提供である。その情報が提供された時点で、 F16は勿論、 F15にとっても、その情報は確

実となっているわけである。

概観してきた先行研究の三用法と本稿の「念押し確認用法j を、発話侍点における話し

手と関き手の持ち情報としづ観点、から比較すると、次の表 1のようにまとめることができ

る。
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[表 1]rでしょう j の各用法の特徴

¥¥¥¥¥  
話者の持ち情報の確実性

話し手 開き手

f推量用法j 不確実 不確実

f推量確認、用法j 不確実 確実
f確認、

「認識喚起用法j 確実 不確実
用法j

「念押し確認用法j 確実 確実

「確認、用法の定義に従えば、「確認j を求められた聞き手が回答を出すのが筋である。

f推量確認用法j の場合、確実な情報を持っている開き手は話し手の推測に対して回答を

出す。「認識喚起用法j の場合、認識の活性化が一歩遅れている聞き手は話し手の「喚起j

に反応を示す。しかし、「念押し確認用法jの場合はどうであろう。話し手にとっても開き

手にとっても既に「確実Jな情報について、「回答や反応j は問題にならないはずである。

上述の分析によれば、単文では現れてこない「念押し確認、用法JGにおいては、 q権総j

は擬{以的であると見える。文や用法の意味そのものよりも、会話における形式の f表現機

能j の方がより重要視されなければならないと考えられる。

本稿が提唱する「表現機能j とは、会話において、表現形式が使用される動機付けまた

は効果のことを指す。 enち、会話の流れの中で何のために「念押し確認、用法j が用いられ

るのかということである。

話し手がなぜ鴎き手からもらった「確実jな情報を fでしょう jをつけ'て開き返すのか、

開き返してから何をするのか、聞き手がその開き返しをどう受け止めるのか、即ち、話し

手と開き手のインターアクションを見ることで、「念押し確認、用法jの「でしょう jの姿を

正確に捉えることができると思われる。話者の相互作用こそ fでしょう j の f表現機能j

を解明する鍵である。

2節の結びとして、本稿のキーワードとなる「用法j と「表現機能j の関係を鰭単に整

理する。 f確認、用法Jを持つ表現形式のそダリティ研究において、「対話j や「聞き手j な

どの要素に言及してはいるが、今まで言われてきた「用法j は文における表現形式の意味

を重視してきた。本稿でいう「念押し確認用法j もそういう意味で先行研究の「用法Jに

準ずるものである。しかし、研究の視野を文から会話の流れに広げたところ、今まで見え

ていなかった表現形式のコミュニケーション上における機能や効果も明らかになってきた

のである。その機能や効果が認められるのは「表現機能j においてであり、会話における

表現形式の役割に重点を置く。したがって、一つの表現形式が文レベルで向じ f用法j に

5 r確認、用法jとは f対話において、話し手が自分の判断について開き手の確認を求める用法J(盟研 1960)

のことである。
念押し確認、用法j の「でしょう j文を会話から切り取って単文で見た場合、 f推量確認、用法j や f認

識喚起用法j と理解することも可能である。
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属していても、会話において異なる表現機能を果たすことがある7。逆に言えば、会話にお

いて、ある f表現機能Jを実現させるには、異なる表現形式を用いることも可能で、ある。

今までの研究では、向じ「用法j に属する表現形式は互換性を持つとされてきたが、文レ

ベノレで、互換性を持っていても、会話レベノレでは必ずしもそうでないというのが、本稿を含

めた筆者の研究の立場である。

3. データの群級と鶴査結果

本稿の分析対象とするデータは、 50代、 60代の親しい女性友人間士 8組 (F09----F24)

による会話、それぞれ 40分ほど計約 5時間半の会話である。会話参加者は、全員関東在

住 30年以上で、しかも録音時点、でも関東在住で、二人の年齢差は 2歳以内である。録音

は2008年 11月8と2009年 6月----7月に実施したもので、なるべく自然会話に近いデータ

が取れるように、「会話参加者の家でお茶を飲みながらj としづ環境を設けた。そして「共

通の趣味や興味のあることについて普段どおりにおしゃべりをしてください。でも、話は

どんな方面にとんでもかまいませんj という指示を出した。その設定は、「でしょう jが現

れやすい環境だと考えられる。

その音声と文字おこしした文字資料を、データとする。

会話に現れた形式はすべて「でしょ(う)Jとしづ形態である。およそ 5時間半の自然会

話において、 f念押し確認、用法jの出現頻度は 172例中 11例であり、決して偶発的な用法

とは言えないのである。

現れた 11例の「念押し確認用法j の「でしょう Jには、二種類のものがある。一つは、

開き手が言った情報をそのまま繰り返すもので、 4節で詳しく取り上げる (19)(21) (22) 

のほかに、以下のような例がある。全部で 7例ある。

(16) F19:どこ，その場所は↑

F20: うん，千葉，千葉の

F19:千葉三」ょえ?千葉の木更津のほうにあるのよ.

(17) F23:また，登記料とか取られる.

F24:取られるエiι之?

F23:で，県庁にも出さなくちゃいけなくって，それは議事録は要らなかったから，

県庁のは，もう全部出したの，私.

もう一つは、 「そうでしょ(う)Jという形である。 rそう Jは開き手の話を指すもので、

7 張 (2010) では、同じ「認識喚起j に属する「ダロウJと fデハナイカj は「確認を要求する機能j

と「話題や情報を提供する機能Jがあるという結論を出している。

8 2008年 11月に取ったデータは、筑波大学人文社会科学研究科文芸言語専攻の授業(r応用言語学演習J)

の一環として、受講生が共需で作成したものである。なお、本稿で使うデータは筆者が確認した。
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話し手と開き手の持ち清報という観点、から、そういう例も「念押し確認用法Jと認定する。

4節で詳しく取り上げる (20) のほかに、以下のような例がある。全部で 4例ある。

(18) F19:でも，それはやっぱりほら，いたずらな気持ちじゃなくて，そうなりゃあい

いなあという霊長しイがあるから

F20: う:すっごく持っている.

F19:そうでしょう?

F20: うん， うん.

4. rでしょうj をめぐる館者の穏互作局

fでしょう j をめぐる話者の相互作用を明らかにするために、本稿はマクロ的な角度と

ミクロ的角度、両方から、分析する。マクロ的な角度とは、「発話の主導権j という談話分

析の角度で、談話(本稿では会話断片を指す)を大きく捉える手法である。ミクロ約な角

度とは、 f話者交替J(Sacks， Schegloff， & Jefferson1974) という会話分析の角度で、タ

ーンテイキングの局所を細かく分析する方法である。

本稿は、両者の関係を次のように捉える。馬所的なターンの交替があっても、会話の流

れから見れば、どの話者が中心つまり語り手となって話が進められているのかということ

は、話者交替と別のレベルで、存在するのである。両方の角度からの分析で、「でしょう jの

表現機能を明らかにする。 9

fでしょう j の使用が「発話の主導権j に影響を与えるかどうかは、話者の相互作用を

分析する際、極めて重要なことである。したがって、分析の手)1演としては、まず、 f念押し

確認用法jの「でしょう jの使用が発話の主導権に影響を与えるかどうかによって、げを話

の主導権につながるケースjと「発話の主導権につながらないケースjに分けて考察する。

そして、分析においては、「発話の主導権Jの移り変わりを考察すると共に、「話者交替j

の詳細を見ることで、「でしょう j の具体的な働きを捉える。最後に、「発話の主導権j に

つながるか否かに関わらず、「でしょう Jは後ろの発話よりも、前の開き手の発話、そして、

前の前の話し手自身の発話とリンクし、相互作用をなしていることを明らかにする。

4. 1 発話の主導権につながるケース

まず、次の(19)を見てみよう。

(19) 

1 F16: で，思うんですけど，

9 会話分析の角度から見た場合、「でしょう j の次に出てくる開き手の「うんJなどは、一つのターンを

構成するかどうかという複雑な開題にぶつかる。分析のあいまい性を避けるために、本稿においては、よ

りはっきりする f発話の主導権j というマクロ的な分析角度も同時に取り入れる。
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2 (0.3) 

3 F15: むずかしいです[よね.

4 F16: そう，量盈の時候のあいさつ，先生の:お伺いって

5 いうか， .hhそのお元気ですーか.註1hくお元気で、すかで、いいのかなとか

6 > 

7 (0.8) 

8 F16: で， uuこ，この間，先日，その昔の仲間と会って，(.)あのす

9 ぐ子供時代に戻れましたみたいな，

10 F15: うんうん

11 F16: 部分的にはこう[あるんですね?

12 F15: うんうん

13 (0.6) 

14 F16: でえ-ここからここへう-￥移ると[きは，さでかなみたいな￥

15 hh (h)でいいですけど (h).hhhhえ先生にこういう言い方して.

16 かえっていいのかなとか.

17 F15: 

18 F15: 

19 F16: 

20 F15: 

21 F15: 

22 F16: 

→23 F15: 

24 F16: 

25 F15: 

26 F16: 

27 F15: 

28 F16: 

29 F15: 

30 F16: 

31 

'hu 

唱

n
もう.，でも，そんなに年も=

ごもうこBも[。三日もかかってる。=

[とし

=年もそんなに変わんない?

十歳違うんです.

うん， >十歳でしょう?く

うん=

=.hもういまの十歳だったらね，

うん

50-60じゃん?

うん

うん，友達でしょう， hhhh [hhhh 

[そう，だからね，同窓会ってこうやる

じゃないですか.

まず、会話(19)を、発話の主導権という角度から分析する。

1行自 '"'"'17行自は F16が語り手となって、会話が交わされている。 30行自から F16が

再び発話の主導権を握ることになる 100 犯行自 '"'"'29行自において、発話の主導権が F16

10 じゃないかJUデハナイカJ) の話題提供機能に関しては、張 (2010) を参照されたい。
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から F15へと移り、後半では F15が語り手となっている。

では、 F15はどうやって発話の主導権を取ったので、あろう O 次に、 18行自 '"'-'29行自を、

「話者交替j の角度から分析する。

18行自において、 F15は自らターンを取ることで、自分の見解を述べようとしている。

しかし、 19行自からわかるように、 F16は 16行自までの話の続きをしようとしている。

つまり、ここで、話者の間にターンの取り合いという問題が起きている。それは、 19行自

と20行自のオーバーラップからもわかる。 F16の声が小さくなるというのは (19行自)、

F15にターンを譲る兆しである。

犯行固と 21行自における「もう j、「でもj や「年もj などから、 F15が f先生と生徒

の年がそんなに変わらなしリと予測していることがうかがえる。 22行自の F16の回答は

F15の予測の正しさを証明している。その次に、「でしょう j の「念押し確認用法j が使

われ、さらにお、 27、29行自において F15による議論が続くというのは、ここで、 F15

は「年がそんなに変わらなしリという自分の予測の正しさを強調すると同時に、 f十歳とい

うのは年がそんなに変わらないことだJという自分の主張を、 F16にも納得してもらおう

と、議論を展開させているのである。

(19) において、相手が提供してきた構報を「でしょう j でもう一回復唱するのは、

予測の提示 → 椋手の構報提供 → 予測的中の表明

としづ話者の相互作用の反映である。 f念押し確認用法Jの fでしょう jは聞き手に「確認J

を求めているというよりも、聞き手の答えと自分の予測との一致性を強調するものである。

そして、(19)における「でしょう j はもう一つの機能を果している。!期き手から発誌の

主導権を取る機能である。 22行自の F16の答え「十歳違うんで、すjはF15にしてみれば、

十分、自分の「年がそんなに変わらないj としづ予測の正しさの傍証となりうるが、 F16

の発話から見れば、 F16はただ年齢差を述べているだけで、「十歳の差というのは年がそ

んなに変わらないことだJ という認識には至っていないのである。そこで、 F15は上昇調

の fでしょう j で、発話の主導権を取って11、F16に自分の主張の正しさを説明してし、く。

結局、その説明は自分の予澱の正しさを裏付けるものとなる。

したがって、(19)における「でしょうJは話し手の予測の正しさをアピーノレするという

表現機能を果していると言える。データに現れたすべての用例が f予測j としづ内容で現

れているわけではなく、「予測Jのところが「主張j だ、ったり、 f意見j だ、ったり、多様な

ものが観察された。但し、内容よりも重要なのは、「でしょう j は会話の流れにおいて、

11 情報提供を求める上昇調は開き手にターンを譲るもので、この場合の「でしょう j は上昇識ではある

が、情報提供を求めるものではなく、しいて言えば、開き手の注意を求めるものである(張 2010)。
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①、話し手の(予潟、主張、意見などの)提示

↓ 

②、艶き手の(情報提供、関意表示などの)ブィードパック

↓ 

③、①②と関係のある話し手の(予澱的中、主張、意見などの)再表明

という相互作用の実現をもたらしているのである。これこそが、「でしょう Jの会話におけ

る役割即ち表現機能であると患われる。

次の (20) は「主張j の例である。

(20)12 

F13:私ね，父がよく私にこうくれてたのね3 だから，当然，下の子とか子供には親

はくれるもんだ((うん::))と患ってたの 1((うん::)).それが(h)主人と結婚したら，

あの人どうついうか，なんというか，末っ子で脊ったせいというか，なんか知

らないけど((あ:::))，僕は僕の分みたいな，君の分はこれでしょうみたいな，

なんか子供と張り合ってでも梨とか

F14: hhhhhゃあ，時代がさあ，やっぱり，こうやっぱり，食べるものに↓，やっぱ

り，ね↓，そういうこ食べるものに苦労してきた人たちだから，うちの主人

もやっぱり末っ子なんだけど，やっぱり子供と争っているというか

→F13:そうでしょう?そういうのがあったでしょう?そしたらねi，なんか，いいん

だよそれ，ちゃんとね自分の分とかね，ちゃんとその， うかうかしてたら無く

なるとかね，

(20)において、まず、 F13は自分の夫はよく食べ物などで子供と張り合うと話している。

続いて、 F14は自分の夫も子供と争うと話す。そして、それを開いた F13は「そうでしょ

う?そういうのがあったでしょう ?J と「念押し確認用法j の「でしょう j を用いて、 F14

に自分の主張の正しさを強調している。と同時に、 F14から発話の主導権を奪回し、次の

話に入っていく。

したがって、 (20)において

F13の主張提示 → F14の同意表示 → F13の「主張J強鵡

とし、う会話上の手続きが見られた。

但し、「でしょう Jで発話の主導権を奪回したあと、 (19)と (20) とでは、違いも見ら

12 (20)における(( ))は聞き手からのあいづちである。この会話は両話者が一方的に述べることが多く、

紙幅とわかりやすさのため、文字化を簡略化した。
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れた。 (19)が「予測の正しさjについて吏に議論を展開しているのに対して、 (20)は「そ

したらね iJでその話の続きを語っている。

このように、「念押し確認用法jの「でしょう j を用いて、発話の主導権を取ったあとの

話の続きが前の話と関係があるか否かに関わらず、会話に現れたこういう「でしょう j は

話し手が開き手の回答や主張、情報などをも巻き込んで、その前の自分の予測や主張とリ

ンクする相互作用の手段として使われているのである。

要するに、「念押し確認、用法Jの「でしょう jは相手に f確認j を求めるのではなく、自

分の予測の正しさや主張の正確さなどをアピーノレするとしづ会話上の表現機能を果し、そ

して、「話し手の提示→聞き手のフィード、バック→話し手の再表明jとしづ椋互作用を構築

しているのである。

4.2 発髄の主導権につながらないケース

まず、例を見てみよう。

(21) 

1 F12: ところが， (0.8)古文とかというものを，ぜん:ぶ，その受験の(.)も

2 のとか，

3 Fll: うん:[:それしかm み〕

4 F12: それしか]見ないから=

→5 Fll: =見ないでしょう?

6 F12: うん

7 F11: うん

8 F12: で，いま，なんかね，そういうなんて，教育じゃないし，そういう

9 なん・に対して，いらいら，いらいら

10 F11: うん[.• 

11 F12: 

12 

{違うでしょう?と腹立てている私が(.)すごく (0.5)おっくうな

んでね，

13 F11: あ::[うん:

14 F12: だからね，だめだなあと思って

15 F11: うん:

(21)においては、始終 F12が発話の主導権を握っている。 3行自の F11の発話は 4行目

の F12の発話とオーバーラップしているだけでなく、発話内容も同じである。すなわち、

その時点において、 F11とF12が全く同じ主張を持っているわけである。但し、その主張

は F12によって提示される。 F11が開じ主張を「でしょう j で繰り返すのは F12に f確

認Jを取るのではなく、 3行自で言い損ねた主張をもう一度、そして、より強くしたいだ
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けのことである。この会話の流れにおいては

Fllの l主|→ 提示失敗

F12の L笠J→ 提示成功 → Fllの再提示

↓ 

(同様〉

とし 1う会話の手続きが見られた。

但し、この例においては、 F11が発話の主導権を取ることはなく、 8行自において、 F12

は話の続きを展開させている。 4.1節「発話の主導権につながるケースjでも触れたが、「で

しょう j は後続発話との関係より、前接の開き手の発話、そして、前の前の話し手自身の

発話との関係の方がより密接である。 f発話の主導権につながらなしリ (21)のようなケー

スは、 4.1節で出した結論をより一層明確に表しているのである。

データに現れた 11例の「念押し確認用法j の fでしょう j のうち、「発話の主導権につ

ながらないケースj は6例で、半分以上である。もう一例を挙げる。

(22) F21:そう.10年くらい前だよね.(1.2)似ているでしょう，こう

F22:>似ている似ている似ているく.

→ F21:こう似ているでしょう?

F22:ああ， (0.8)でも:弥生さん，ちょっと見IJ格だよね.顔がこうふつくらで.

F21:そう?

(22)にはこつの f似ているでしょう Jが現れている。しかも、両方とも「発話の主導

権につながらなしリケースである。本稿の立場でいうと、一つ自は「認識喚起用法j で、

話し手が聞き手に写真に関する「共通判断Jの形成を促している。その fでしょう jはF22

の回答を求めている。つまり、「確認要求→侶答j は一つ自の「でしょう Jをめぐる棺互作

用である。それに対して、 2つ目の fでしょう j は「念押し確認用法Jで、すでに成立し

た f似ているJ としづ判断を再提示している。r(開き手への確認とともに)話し手の判断

の提示→開き手の回答→話し手の再提示j としづ相互作用は三行自の F21の発話をもっ

てはじめて完結する。ここでは、 2つ自の「でしょう j をめぐる相互作用が一つ闘の相互

作用を包み込む形になっているわけである。この現象自体も二つの fでしょう j の違いを

物語っている。

以上の分析をまとめ、結論を述べる。「発話の主導権Jにつながるかつながらなし、かに関

わらず、「念押し確認、用法j の「でしょう j は会話上、本当の意味での「確認j ではなく、

相手の情報提示や主張、判断などが正に自分の予測の傍証、あるいは、自分の主張、判断

でもあるというアピールの機能を果たしているのである。
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最後に、混同しやすい f認識喚起用法j の fでしょう Jと「念押し確認用法j の「でし

ょう jが果たす表現機能の違いについて、もう一つ、比較を付け加える。「発話の主導権に

つながるケースj の「でしょう j の場合である。そういう場合の「認識喚起用法Jの「で

しょう j は会話において、「話題や情報を提供するj機能を果たすことがある(張 2010)。

(23) 

F14 :あと，公務員宿舎でしょうi，だから，三分の一ずつだって開いたから，並木は

ほとんど， 90%って聞いたから (張 2010，p.54)

会話において、「公務員宿舎j は初めて登場するものである。したがって、前の発誌と

はあまり関係がなく、後に必ず関連の話が続くのは「認識喚起用法jの場合で、 f念押し確

認用法j の「でしょう j は前の開き手の発話、そして、前の前の話し手自身の発話とリン

クする点で、「認識喚起用法Jの「でしょう j と区別する。

5.まとめと今後の課題

単一の文を中心に研究されてきたモダリティ表現形式の用法は、会話のiゃに現れたある

種の「でしょうJを説明することができない。「念押し確認用法jの「でしょう j は単文に

おける意味よりも、会話の流れの中で担う「表現機能j のほうがより重要視されなければ

ならない。会話の流れ、そして、「でしょう Jをめぐる話者の相互作用を分析し、 fでしょ

うj は罰き手の話を巻き込みながら、話し手が前の自分の話とリンクする手段として用い

られているということを明らかにした。

分析にあたって、会話分析の手法だけでなく、マクロ的に「発話の主導権j を克ること

で、 fでしょう jは後の話よりも、前の話との関係がより緊密であるということも明らかに

した。それは、「念押し確認用法j の「でしょう Jが持つ独特な表現機能である。

両角度からの分析は果して妥当であるかどうか、今後さらに検証していく必要があるか

と思われる。また、その他の用法の「でしょう Jに関しでも、今後、その会話における「表

現機能j を追究していきたい。
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{文字化記号凡例】

ポーズ/継続を示す抑揚

下降競抑揚

? 上昇調抑揚

(数字)

(.) 

((文字))

>文字く

く文字〉

。文字0

.h 

h 

￥文字￥

(h)文(h)字

文字

文字

開時発話の開始、終結位置

音調の極端な上がり

音訴の極端な下がり

前後の発話が切れ目なく続いている

その秒数の間合いがあること

0.2秒以下の短い間合い

背景説明、相手からのあいづち

発話のスピードが速くなる部分

発話のスピードが遅くなる部分

音が小さいこと

吸気音

呼気音/笑い

呼気音が重ねられてはいないが、笑いを帯びた性質で発話されている

笑いの呼気音を重ねながら発話してしも部分

直前の音が延ばされていること

注目する形式;下線部分に強勢がおかれていること
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文字一 言葉が不完全なまま途切れていること

文字 注目する形式や発話

→ 注目する行

※本稿は、「句末語気形式在自然会話中的交際功能j という課題で申請した r20121手指江大学

葦氏文史哲研究奨励基金資助項目 J(課題番号:506000-U21207研究代表者:張忠芳)、 r2012

年断江大学人文学部自主科研項目 J(課題番号:5AIOOO*17222012lf028研究代表者:張恵芳)、

および r2012年斯江省社会科学界聯合会研究課題J(課題番号:2012N173研究代表者:張忠

芳)の助成を受けて行われた研究成果の一部である。
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