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日本の女性語を形成する 
〈上品系〉と〈フェミニン系〉

―町娘から女学生へと継承された話しことばの系譜―

塹江 美沙子

１．はじめに
明治20年ごろの女学生の話しことばには二つの系統がある。一つは「遊ば
せことば」を含む上品で丁寧なことばであり、もう一つは「〈てよ・だわ〉
ことば」を含む女性専用の終助詞を用いたことばである。このようなことば
づかいは、今日なお、その特徴を薄めつつも存在しているが、その源流は、
江戸時代の武士階級と遊里階級に認められる（1）。即ち、武士階級の女性の、
敬語を含む上品で丁寧な「お屋敷ことば」と、遊女階級の女性の「さ、よ、
ね」などの終助詞を多用した「廓詞」である。
この二つの異なる系統（以後、便宜上、前者を〈上品系〉、後者を〈フェ
ミニン系〉（2）と呼ぶことにする）を一つに収斂させ、女性の話し方に「質的」
な変化をもたらしたのが、幕末の豊かな中流階級に属する町娘である。それ
を引き継ぎ、女性語を「量的」に普及・拡大させていったのが、明治期の女
学生であった。明治30年代以降には女学生が急増した（3）こともあって、彼
女たちの独特の話し方は、人々の耳目に捉えられるようになった。また、当
時の作家たちによっても、若い女性の話しことばを特徴づけるものとして、
作品に写しとられるようになった。そして、そのことばはリテラシーを備え
た若い女性をターゲットにした夥しい種類の雑誌（4）を媒介として、その特
徴を増幅させながら全国的に広がっていった。私たちは今日、彼女たちの話
し方を、それらの作品群からうかがい知ることができる。
この稿は、町娘から女学生へと話しことばが継承されていく過程で、この
二つの系統が収斂され、女性語の特徴を強めていく様子を検証するものであ
る。まず、明治中期の女学生がどのような話し方をしていたのかを、小説
『藪の鶯』（三宅花圃1889）から探ってみることにする。次に、〈上品系〉と
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〈フェミニン系〉を併用していた女学生の話し方のルーツを、それぞれ幕末
にたどってみたい。それによって、上記、〈上品系〉〈フェミニン系〉の二つ
の系統が、どのように幕末の町娘から明治の女学生のことばの中に継承され
ていったかを示してみたい。なお、明治中期以降、そのような女性の話し方
が普及していった歴史的・社会的要因については、すでに論じている（塹江
2014）ので、ここでは触れないことにする。

２．明治20年ごろの女学生のことばづかい
２．１　『藪の鶯』と『當世書生気質』：男女学生の使用語句・語彙の対比
明治20年ごろの女学生のことばづかいを、『藪の鶯』の会話から抜き出し
たのが、表１である。明治21年作のこの作品は、鹿鳴館時代を背景に、寮で
生活する女学生を中心とする若者たちの恋愛模様を描いたものである。執筆
当時21歳であった作者自身が、同様の経験をしていることから、登場人物た
ちの話し方は、実際の話しことばに近いものと考えていいだろう。
なお、この調査では、彼女たちの話し方が、敬語や女性専用の終助詞など
の使用において、どの程度、女性語としての特徴を備えているかを知るため
に、同世代の男性のことばづかいと対比させてみた。男性のことばづかいは、
明治20年作『當世書生気質』（坪内逍遥1887）からのものである。この作品
の書生のことばづかいについても、言文一致体を模索し、写実主義を提唱す
る著者が、現実のことばを忠実に写し取ろうと試みたと考えていいだろう。

対比を試みたのは「外国語由来の語・敬語・書生ことば・卑罵語・女学生
ことば」の５項目である。
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表１『藪の鶯』と『當世書生気質』：男女学生の使用語句・語彙の対比
『藪の鶯』第六回 『當世書生気質』第三回

外国語由来
の語

・メネー。メネー。サンキュー
・ホワ。ユワ。カインド・クイッツ
キ、モーション・スナッチ
・サブスタンス・ライヤア・King
・Queen・フェミニン・エンゲイジ
（「。」は原文のママ）

・アンパンクチュアル・エム（マ
ネーの頭文字）・マネイ・サンクス
（幸甚）・ドル・シンキングラウドリ
イ（肚を語る）・ポリシイ（政略） 
・ユアセルフ（君自身）・ファザア
（親父）・リーズン（道理）

敬語 ・お帰りにならないの・めし上がつ
て入らつしゃいナ・および申ませ
う・および申したの・いただいてし
まひますよ・こちらへいらしつてめ
しあがれヨー・御帰りなさる・いく
らでも召上がれ・お休みになる・申
ました

・御ふん臨いたした・御自分さま
・お暗い方だテ（以上３つは、いず
れも、ふざけて自分に対して用いた
もの）・御覧の通り

遊ばせこと
ば

・お貸し遊ばしてちやうだい・お持
ち遊ばせ・おこしらへ遊ばしたの 
・およし遊ばせ・および遊ばすから
お出遊ばしたのヨ

書生ことば
（漢語・漢
文的表現）

・罵詈し・夜会・ご尽力・相応に
・勉強し・無学文盲・閑話休題
・人民・繁殖し・慷慨な・女生徒
・自分自身・大責任・佛国を改良す
る・善良の母（２回）・文明各国
・子孫・才子才女・新世界
・温順な女徳を損じ

・雪隠・君・僕・我輩・願旨
・こひねがはくは…・人の羽織を借
るさへあるに・承知々々・失敬
・自立独行の志操・飄然去つて
・行く所をしらせず・不覊獨行
・陰陽なし・情誼を尽し・合點のい
かぬ・唯に学問を怠る・～と言はざ
るを得ず・辧別・一個の不審・想ふ
に何か…・道理・時宜・意見
・手練手管・敢て関はない・逡巡し
・（動詞・連用形）＋たまへ（６回）

卑罵語 ・なんだ此野郎・人を馬鹿にして居
やアがる・相場なんぞを読んで居や
がる・膽ッ玉のけちな奴等だ

女学生こと
ば

てヨ・よくつてヨ・おなかがへつて
ヨ・おかしな夢を見てヨ・ナニよく
つてヨ
だワ・追出してやるんだワ・とつか
へこしようといつたのだワ・いや
だワ　いやだワ・じゃあ Queenだ
ワ・ほんとだワ
のヨ・今日はねむくつてしやうがな
いのヨ・お出遊ばしたのヨ・どうだ
のかうだのとおつしやるのヨ

引用範囲 総字数：3,216字 総字数：3,151字

『藪の鶯』で第六回を抽出したのは、女学生の会話がこの回に集中していたからであ
る。また、『當世書生気質』の抽出箇所（pp. 49-60）は女学生の会話の量に合わせて、
書生の会話の集中している箇所を抽出した。



- 80 -

表１からは、次のような事柄を確認することができる。
・女学生の方には敬語の使用が多い。仲間とのくだけた会話であっても「遊
ばせことば」を含む相当高いレベルの敬語が使用されている。

 　それに対して男子学生は「御覧の通り」が１回あるだけである。但し、
書生ことばの「～たまへ」が６回あり、これを敬語に加えると全部で７回
となる。他には、ふざけて自分自身に対して用いた敬語が３回、「遊ばせ
ことば」の使用は０であった。女学生が、仲間内でのくだけた会話ですら、
ふんだんに敬語を使用しているのに対して、男子学生の敬語は、そのレベ
ルも種類もかなり異なっている。
・女学生の特異なことばとしては、「てよ・だわ・のよ」が盛んに使われて
いる。ただし、このことばを盛んに使用しているのが、模範生のヒロイン
ではなく、生涯独身を口にする、元気のいいお転婆娘であることが特徴的
である。おそらく、それはこのことばがまだ、「品がない」ものとしてネ
ガティブな評価を受けていた時代の反映だと思われる。
・その他の特徴的なことばづかいとしては、書生ことばといわれる「～たま
へ」を含む漢語と漢文的表現が男性に多いことがあげられる。しかし、こ
の時期、女性にも「漢語」や「外来語」の使用が解禁されたという風潮の
ため、女学生にも少なくない使用がみられる。
・男性間で時には親しさの表現としても用いられる「卑罵語」は、女性の間
ではまったくみられない。

２．２　女学生の話しことばにみられる〈上品系〉と〈フェミニン系〉
以上の調査から、当時の女学生の実際の話し方は、以下のような特徴を
持っていたことがうかがわれる。
「より丁寧に、より多くの敬語を用いて話せ」という従来通りの規範に応
えるべく〈上品系〉の話し方をする一方で、女性特有の〈フェミニン系〉
の終助詞を多用している。〈上品系〉では、「御帰りなさる」「いくらでもめ
し上がれ」「および申しませう」といった敬語類や、「お貸し遊ばしてちやう
だい」「お持ち遊ばせ」「およし遊ばせ」といった「遊ばせことば」など、上
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品で丁寧なことばづかいをしている。〈フェミニン系〉では、「よくつてヨ」
「いやだワ」「ねむくつてしやうがないのヨ」といった、若々しく生きのい
い、いわゆる「〈てよ・だわ〉ことば」が多用されている。また、〈上品系〉
＋〈フェミニン系〉のことばづかいとして、「および申したの」「召し上がれ
ヨ」「お出で遊ばしたのヨ」などがみられる。これらはいずれも、その後、
女性独特の文末辞として広く定着していくものである。
さらに、中・高等教育を受ける機会を得たことで、男子学生並みの「漢語」
や「外国語由来の語」も盛んに使用している。これらのことが、この時期の
女学生のことばづかいを多様なものとしている。

３．〈上品系〉と〈フェミニン系〉のルーツ
書生も女学生もともに新時代に出現した新しい身分ではあるが、表１に見
られるように、両者の話しことばの差は、かなり大きい。これは、後述する
人情本などにみられるように、幕末に、すでにはっきり男女の差があったこ
とばが、そのまま男女別々の体系で徐々に変化しながら継承されてきたため
であろう。書生ことばは、明治の初め上京して来た若者たちが好んで使い始
めたもので、そのルーツは、漢学が教養の基礎であった武士・知識人の武士
ことばに由来するものである。
一方、女学生のことばづかいは「遊ばせことば」を含む敬語の多用からも
うかがえるように、武家の女人の「お屋敷ことば」を継承している。それと
同時に、遊里が出自とみられる〈フェミニン系〉の終助詞も使用している。
塹江（2012：59）では、女性語形成の過程における、このような〈上品系〉
と〈フェミニン系〉の二つの流れが合流していく様子を83頁の図表１のよう
に図示してみた。

３．１　〈上品系〉の話し方のルーツ
身分の区別が厳しかった江戸時代は、〈上品系〉の話しことばの担い手は
武家の女性たちであった。しかし、時代の進行とともに、それは行儀見習や
屋敷奉公をする町人の娘を通して、次第に中・上流の町人の日常語としても
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広がっていった。武家の「お屋敷ことば」が町娘に広がっている様子は、以
下の『浮世風呂』（式亭三馬1809）にみられるとおりである。しかし、そこ
では、接頭語の「お」や、接尾辞の「もじ」、そして「遊ばせ」を頻繁に使
用するお屋敷奉公経験者（お初、おさめ）の話し方と、未経験者（おむす）
の話し方の落差が笑いの対象となっている。

ａ．お初　 「 ホンニ、まことに感心だネヱ。私どもは百
ひとすじ
で調えた米

うちまき
を、一度

にいたゞいても此真似はできません
 おむす「 ヲヤ廻りくどい事をお云ひだのう。百

ひゃく
が米
こめ
を一
いちどき
時に食べてもと

お云ひな
 お初　 「ヲヤおむすさん、いかな事

こっ
ても、ヲホ…（後略）…

 おむす「 私は名代のおてんばだ物を。ハイ、おちゃつぴいとおてんばネ、
一人で背

しょっ
負てをります。夫だからネ、感心なおしゃもじだよ

 おさめ「ヲヤヲヤおしゃもじとは、杓子のことでございますよ。（略）
 おさめ「やがてお屋敷へお上りだとわかりますのさ
 お初　 「 さやうさネヱ、おしつけ御奉公にお上り遊ばすと、夫こそ 

最
も
う大和言葉で、お人柄におなり遊ばすだ。…（略）… p. 203
（以下、ページ数は文末に表示する「使用テキスト」による）

このようなお屋敷ことばは、同作品の別の箇所では非難・攻撃の対象とも
なっている。

ｂ．おべか（下女）「なんの、しやらツくせへ。お髪
ぐし
だの、へつたくれのと、

そんな遊ばせ詞は見ツとむねへ。ひらたく髪
かみ
と云ひナ。おらアき

つい嫌
きれえ
だア。奉公だから云ふ形になつて、おまへさま、お持仏さ

ま、左
さよう
様然
しからば
者を云て居るけれど、貧乏所帯を持つちやア入らねへ

詞だ　…（略）…」p. 133

この滑稽本には、当時の口語を忠実に写し取ろうとする作者の工夫が様々
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にみられることから、ここに記された会話についても実際の話し方に近いも
のと考えていいだろう。それより50年ほど後の人情本についても同様である。
人情本には、商家の娘や下女、あるいは芸者などが登場するが、〈上品系〉
のことばづかいが、すでに広く一般庶民に浸透していたことがうかがわれ
る。そこでは、「遊ばせことば」が充分に品格を持って使いこなされている。
以下の例ｃは『春告鳥』（為永春水1835）、ｄ、ｅは人情本『花暦封じ文』

（朧月亭有人1866）から〈上品系〉のことばづかいを抜き出したものである。

ｃ．民（16歳の侍女）「啌
うそ
をお仕

つ
あそばしませ。お浜さんとやらのかはりは

薄雲さんとかゞ誠に貴君を恋慕つてお出だと申すではございませ
んか」（→若旦那へ）p. 411

ｄ．唄
げいしゃ
女七吉の母「貴郎方にお成り遊ばしたらご不足も無さヽうなものだと
存じますが ほんに何事も苦の世界で御座りますね…（略）…サ
アサア火鉢の傍へお寄り遊ばせ さうして今宵はお泊りでも宜し
いので御座りませう」（→娘を訪ねてきた客へ）p. 389

ｅ．お七（八百屋の娘）「お屋敷へお帰り遊ばして奥様でもお持ち遊ばすの」
　　お七「切めて私が本郷へ帰るまでもお延ばし遊ばして下さいな」

（→恋人の三郎へ）pp. 406-407

上記の通り、侍女、唄女、八百屋の娘と、いずれもそれほど身分の高い女
性ではないが、それぞれの状況（相手や立場など）によって、〈上品系〉の
話し方を充分に使いこなしている。上記引用の会話は、異なる作者の作品に
共通してみられることからも、当時の町娘や芸者などの実際の話し方に近い
と見做してよいであろう。
女性集団の独創的な〈上品系〉のことばづかいとして記録に残っているも
のでは、室町時代の仙洞御所の女官たちの「女房詞」がある。これは江戸時
代に京の貴族社会に憧れる武家の「お屋敷ことば」に引き継がれていった。
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杉本（1985a：16-19）によれば、江戸末には、嫁入り前の修行としてお屋敷
勤めをする町人娘をとおして、武士階級のことばは、すでに身分の垣根を越
えて庶民の間に広まっていたという。そして、明治以降は東京の中流以上の
教養ある女性の話しことばの母体となっていく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　話し手

室町時代の女房詞　　　　　　　　貴族階級（宮中の女官）→武士階級
　　　　↓

江戸時代のお屋敷ことば　　　　　武士階級→裕福な町人／農民階級
　　　　↓

東京の女ことば（山の手ことば・遊ばせことば）　　上・中流階級

３．２　〈フェミニン系〉の流れ
〈フェミニン系〉のルーツについては、花柳界・遊里のことばであるとす
る説が多いが、定説とはなっていない。しかし、「だわ」「のよ」をはじめ、
かなりの終助詞が「上層女性不使用」であったという調査結果（小松1988：
101）や、「サ・ヨ・ネなどの独特の助詞によって、ここに遊びに来る男たち
を甘味悦楽の世界へいざなった」（杉本1985b：186）という記述などから、
これらの文末辞が上からの流れのものでないことは確かである。
『浮世風呂』には幅広い階層の女性の会話が登場するが、庶民層には終助
詞の使用に男女差がほとんど見られない。しかし、『浮世風呂』より50年ほ
ど後の人情本には、表２で示すように、小松の調査の「江戸語」で「用例な
し」とされていた「ワネ」（小松の表記に従う）、さらに、「わねえ・だわね・
もの」といった終助詞が、町娘や遊女の会話に頻繁にあらわれる。それと同
時に、特定の終助詞の使用頻度に男女差が進行しつつあることも分かる。
以下の例は、ａ：『春色連理の梅』（梅暮里岩峩1852）、ｂ：『花暦封じ文』

（朧月亭1866）、ｃ：『毬唄三人娘』（朧月亭1866）から抜き出したものであ
る（下線筆者）。
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ａ．お菊（商家の娘）「…詰まらない者は私計りだわね。p. 20
 　 〃「彼の都々一の通りだわね p. 24　「…宅の番頭だわね。p. 79
 　 〃「お母さんがお帰りでも私が起きていますから宜いわね。p. 20
 　 〃 「…煙草盆の引出しへ入れて置いたわねえ。p. 111
 お豊（中年増の侍婢）「…相惚れとやらで御座いますもの。p. 10
 お松（ 中年増の召使）「…お嬢様は御遠慮計遊ばして居らツしやいます

わね。p. 66
 お梅（商家の娘）「…私やア胸がドキドキしますわ。p. 103
 　　　「死んで仕舞ひませうかと思ひます位で御座いますもの。p. 223
 お雪（商家の娘）…もう長くなりましていけませんわねえ。p. 120
 　 〃「面目なくつて穴へでも這入りたう御座いますわ。p. 186

ｂ．お七（八百屋の娘）「…ツイに一度も忌
いや
な顔付きした事もなし

 　　　なんの中でも気の毒だわ p. 370
 お七「…いつそ死んでしまつた方が（略）ましで御座いますわ p. 357
 お七「…外にも種々用があるんだわね p. 377
 大吉（ 女郎）「愚痴な事を言うふやうざいますが 真實に主やァ 私

わちき
を呼

んでお呉んなはるんざいませうね p. 347
 大淀（ 女郎）「おふざけなますな 屹度左だわ　サア正直にお言ひなんし

擽りんすよ p. 347

ｃ．お絹（呉服屋の娘）「お客や何かに不自由だわ。p. 52
 　 〃「誰にも知れはしませんね。p.21
 濃染（商家の娘）「彦さん、便々と延ばされない事があるわ。p. 97
 お富（お絹の妹）「…お文を見て吃

びっくり
驚しましたわ。 p. 161

 お民（お絹の妹）「お前の縹
きりょう
緻なら…何様な所へでも行けるわね。p. 206

当時、遊里と庶民の間に頻繁な交流があったことや、その風俗に一種の憧
れすらあったことを思えば、出自が遊里と言われている終助詞が、町人の娘
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たちの間で多用されていることは不思議なことではない。遊女語は遊女自
身、町家の女性から「身売り」によって転身した者が多いため、「一般社会
の女性語との間に、根本的な差異はほとんど見られない。…（略）…その基
盤は一般町家の女性語で、発達の途上においては、町家の女性語と相互に影
響を与え合っている」（真下1966：9）という。
上記ｂの大吉と大淀という二人の女郎の文末表現には「～ざいます」 

「～りんす」「～なます」といった遊女特有のものと、町娘（お七、お菊、お
民ら）にも同様に使われていた「わ」「わね」「だわ」「だわね」といった終
助詞が見られる。終助詞の方は、遊女から一般の町家の女性へ広まっていっ
たものと考えていいだろう。遊女の美しい筆跡（5）や化粧法などは町娘たち
が範と仰ぐ存在で、特に位の高い花魁はファッション・リーダーとして人気
が高かったということから推しても、その〈フェミニン系〉の話し方は洗練
されたコケティッシュなものとして、幕末の町娘が好んで真似をしたことで
あろう。
表２の右は『春色梅兒譽美』、『毬唄三人娘』の終助詞の使用数を示したも

のである。左に小松調査の『浮世風呂』及び「東京語」を対比させることに
よって、およそ30年間隔で書かれた４つの項目の終助詞に、男女差が出てく
る過程を確認してみたい。

表２『春色梅兒譽美』・『毬唄三人娘』に使用されている終助詞の男女対比

作品 『浮世風呂』
（1809）

東京語
（1900）

『春色梅兒譽美』
（1832）

『毬唄三人娘』
（1866）

終助詞 女性 男性 女性 男性
～ダ 男女 男 24 66  7 90
　ダワ 男女 女  1  1
　ダゼ 男女 男  1  1
　ダゾ 男女 男  1  1
　ダナ 男女 男  1  4
　ダネ 男女 男  2  8  5
　ダヨ 男女 男 18  5  3  2
　コト 男女 女  2  2
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～サ 男女 男 25 11 36 40
～ゼ 男女 男  1 25  6
　ゼエ 男女 男  1
～ゾ 男女 男  2  2
～ナ 男女 男 46 40 26 39
～ノ 男女 女  1 18  2 12
～ノネ 用例なし 女
　ノヨ 男女 女  9
～ヤ 男女 男  2  7  4  2
体言＋ヨ 男女 女  1  5
～ワ 男女 女 （は）6 13  2
～ワネ 用例なし 女 18  7
　ワヨ 用例なし 女
「～ワネ」18は〔はネ／14、はね／１、わね３〕となっている。
数字 部分は男女それぞれに特徴的なものとなってきたものをマークした。

この表から、男女によって使用する終助詞に違いが生じてくる様子がうか
がわれる。特に「ダ」「ゼ」「ゾ」が男性使用に偏っていくのに対して、「ワ
／は」「ワネ／はね」が女性専用になりつつある。『浮世風呂』では「男女使
用」となっていた「ワ」の使用は『梅兒譽美』で女性６／男性０、『三人娘』
では女性13／男性２となっている。また、「用例なし」（6）とされていた「ワ
ネ」は『梅兒譽美』『三人娘』ともに女性のみの使用で、各々18と７となっ
ている。
東京語では女性専用となる「ノヨ」は、小松調査の江戸語では「上層女性
不使用」となっており、『三人娘』では男性にのみ９回使用されている。そ
れらの例をあげてみると、「是非行かにやァならねえのよ（⤵）」（p. 167）
「いっぱい酒を飲むとするのよ（⤵）」（p. 189）「お前なら何様かおッつくと
思ふのよ（⤵）」（p. 189）などで、東京語の女性の、例えば「明日、映画に
行くのよ（⤴）」といった「のよ」とは異なる種類の助詞と考えていいだろ
う。前者は会話の内容から推して「強調的表現」で下降調、後者はそれとは
逆に、「断定を和らげた表現」なので上昇調といえるだろう。
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３．２．１　『春色梅兒譽美』における「は」「はネ・はね・わね」の使用
表２において、「ワ／は」「ワネ／はね」が女性専用となりつつあることを
示したが、それらがどのように使用されているか、以下に具体的にみてみる。
なお、主な話者の身分は、米八・仇吉が深川芸者、お長は商人の娘で丹次郎
（武士の隠し子）の許嫁、藤次郎は豪商となっている。

表３『春色梅兒譽美』における「は」「はネ・はね・わね」使用の文
終助詞 誰から誰へ 話しことば 頁
は 米八→藤次郎 もふちつとしづかに云てもきこえますは 104

〃 一人もねへかとおもはれますは 105
〃 極楽の新道へ所帯を持ちますは 107

お由→藤次郎 案じられますは 171
米八→丹次郎 まだいひ残したことが有は 180
お蝶→此糸 おやせなさいましたは 234

はネ 米八→丹次郎 気が付きやアしませんはネ  53
〃 無理だとは言やしませんはネ  56
〃 着物を端折ばかりだはネ  58

此糸→お長 こわいことはおざんせんはネ  64
〃 力になつてやるんざんすはネ  64

米八→藤次郎 さはり用事でいたんだはネ  79
〃 それで吞のじやアねへはネ  80
〃 どうもしやアしないはネ  81

お長→丹次郎 少
ちいさ
い 宅

うち
がよひはネ  86

米八→梅？ いらないはネ  98
〃 見ているよりはよいはネ  98

米八→藤次郎 ごたくをならべるもんじやアないはネ 105
米八→仇吉 仇吉さんでもよこしたろうはネ 181
お民→陰八 なにもびつくりはしないはネ 230

はね お長→丹次郎 髪がよごれるはね 118
わね 米八→藤次郎 否ならしませんわね  79

お長→丹次郎 るすでもよひわね  86
女　→母 アレサ母さん、モウよいわね 133

はねへ 梅　→米八 マアよひはねへ  98
米八→梅 モウあつらへたはねへ  98
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上記、終助詞の使用者はすべて女性である。その使用数は「は」６、「は
ネ／はね／わね」18、そして「はねへ」２であった。「はネ・はね・わね」
の表記の違いはイントネーションやニュアンスの違いを示しているのか否
か、気になるところではあるが、ここでは問わないことにする。

３．２．２　『毬唄三人娘』（1866）における「わ」「わね」「だわ」の使用
続いて『三人娘』の「わ」「わね」「だわ」の使用について、その全文を挙
げてみる。お絹・お民・お富は裕福な商人階層出身の三姉妹である。

表４『毬唄三人娘』における「わ」「わね」「だわ」使用の文
終助詞 誰が誰へ 話しことば 頁
わ お絹→幸八 誠に夢中で御座いましたわ  38

お民→お富 寿命づくは仕方がないわ  49
お富→お民 誠にいヽ人で御座いますわ  50
お夏→お絹 誠に嬉しう御座いますわ  68
お絹→幸八 恥ずかしい様に思ひますわ  72
濃染→彦太郎 便々と延ばされない事があるわ  97
濃染→彦太郎 ～と云うだろうと思ひますわ 105
宿の女→客 おん宿

ぢょろう
女も御座りやすわ 105

お賤→濃染 誠に太え人だと思ひますわ 156
お賤→濃染 知らない所はありませんわ 156
お富→伴六 私ァもう、お文を見て吃驚致しましたわ 201
お賤→お絹 一癖ありさうな人だと思いましたわ 286
お賤→お絹 荷物を下した様な心持ざんすわ 289

わね お絹→幸八 綾錦でも着ませうわね  74
お民→伴六 及ばずながら力になりませうわね 188
お民→お富 何様な所でも行けるわね 206
お民→お富 お袖どんが何うかするだろうわね 210
お絹→濃染 ～なつたりなられたりするのだろうわね 229
お民→お富 知れているわね 240
お民→お富 琵琶堀へ行つて来ようわね 240

だわ お民→お富 お客や何かに不自由だわ  53
要人→お民 それは申さずとも知れたことだわ 255
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表に示したように、「わ」13、「わね」７はすべて女性、そして「だわ」が
男女で１回ずつみられる。『梅兒譽美』では男性使用の「わ／ワ」は０であっ
たが、『三人娘』では以下のように男性の使用も２回みられる。

ａ．男性「此の腸（はらわた）が…煮えくり返るわ」p. 158
ｂ．男性「何も彼も言つて聞かすわ」p. 300

『浮世風呂』の時代、終助詞「わ」は男女使用であった。しかし、表２に
みられるように、『梅兒譽美』『三人娘』では、「わ」「わね」がほぼ女性使用
のものとなっている。このことから、話者の性がどちらかによって、その
ニュアンスやイントネーションに差異が進行しつつあったと思われる。上記
ａ、ｂの「わ」は、下記ｄの「だわ」同様に、その話の内容から、強い詠嘆・
主張の意味を添えた下降調のものと考えられる。
『浮世風呂』では庶民の男女共用であった「だわ」は、『三人娘』では、次
のように男女１回ずつ使用されている。

ｃ．女性「お客や何かに不自由だわ（⤴？）」p. 53
ｄ．男性「それは申さずとも知れた事だわ（⤵）」p. 244

しかし、ここでもその使われ方やイントネーションに変化が感じられる。上
記 cの場合は、明治20年頃に「〈てよ・だわ〉ことば」として女学生に愛用
された「だわ」に近づいているように思われる。その理由は、この時期には
終助詞の種類やその使用法に、次のような変化がみられるからである。
・ 『浮世風呂』に「男女使用」とされていた「わ」が、女性13、男性２と、
その使用に男女差が顕著になっていること。
・ 『浮世風呂』では、「山出し下女」の１例だけであった「わね」が、『梅兒
譽美』や『三人娘』では裕福な町人階層の女性に頻用されていること。つ
まり「わね」が「格上げ」され、女性専用となり、頻用されていること。
・ 作者も制作年代も異なる『春色連理の梅』や『花暦封じ文』（前出３．２）
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で、『浮世風呂』では「上層女性不使用」とされていた「だわ」が、「だわ
ね」とともに、裕福な町人の女性によって頻繁に使用されていること。

このように、「上層女性不使用」であった「だわ」が、富裕階層の女性に
も使用されるようになり、あるいは後述するように、その使用者の階層が経
済的に豊かになったことで上昇し、その過程で、「品のないことば」から格
上げされていったと考えられる。それに伴って、イントネーションも柔らか
な上り調子になっていったのではないだろうか。
このような理由から、上記ｃの女性使用の「だわ」は、近代的な言い回し
に近づいているではないかと考える。
30年間、あるいは60年間に亘る時間の経過の中では、豊かな町人階層の増
加という下部構造の変化があり、それが、この階層の男女のことばの分化を
促進させたと考えられる。豊かな生活によって、彼らの話しことばが磨かれ
品格が備わっていった要因となったであろうことも、心に留めておきたい。
以上の調査・考察をとおして、終助詞の使用に男女差が生じていった過
程、すなわち、「だぜ・だな」が男性の専用になる一方で、「わ・わね」が女
性専用となっていき、「だわ」は男女のいずれが使用するかによって、その
ニュアンスとイントネーションに変化が生じていった過程をみてきた。
「わ・わね」といった終助詞が、町娘から女学生に引き継がれていったの
は、その軽やかさ、柔らかさ、愛らしさなどのためであろう。表４にみられ
るように、幕末の町娘のことばづかいには、明治40年頃の漱石のヒロインた
ちに比肩するほど、すでに女性語としての特徴を充分に備えた「質的」な成
熟がみられる。それが明治中頃に人々の意識に上るようになったのは、明治
30年代以降に、さらに、「量的」な広がりをみせたことによるものであった。

３．４　その他の女性専用の文末辞
遊女・芸者に特有の文末表現については、前出の「～ざいます」「～りん
す」「～なます」以外に、「ザアマス、ザンス、デス（デアリマスの短縮形）」
などがある。杉本（1985a：122）によれば、「今でもザアマスやザンスが山
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の手夫人のいいことばと錯覚している手合いがいる」が、「これはいずれも
このころの遊女・芸者など玄人筋のものいい」で、「江戸の素人娘はデスも
デアリマスも用いなかった」という。以下に遊女と町娘の例をあげて確認し
てみたい。

女郎：新造「ばからしうおざんす／人の座敷でおざんす（下線はすべて筆者）
（洒落本『遊子方言』p. 49）

遊女：薄曇「ヲヤ　私
わちき
が何時、誰と喧嘩しましたへ。

 そで「鳥雅さんとサ
 薄曇「そりやァ　昔の事ざんすは。
 そで「ヲヤ　昔のことざますヱ。昔の事が去年ざますか。

（人情本『春告鳥』p. 533）
素人娘：民「まァ勿体なふございます。」「…評判がよふございます」

（人情本『春告鳥』p. 406）

洒落本の女郎は「～おざんす」を使用しているが、それより50年ほど後の
人情本では「お」が落ちて「～ざます／ざんす」となっている。この文末
表現は町娘にはみられず、したがって明治の女学生にもみられない。町娘
は上記の民（侍女）の例のように、「～ございます」を使用している。江戸
時代の花柳界から「よくってヨ」「いいことヨ」が明治の女学生に受け継が
れていった（飛田1975：248-254）のに対して、「～ざます／ざんす」は、明
治の中・上流婦人の山の手ことばに取り込まれていった。その理由について
は、幕末、多くの芸者たちが、明治高官夫人となったからだという説（水原
1994）があるが、充分に説得力がある。明治以降も、政府高官と芸者との関
わりが非常に深かった日本の政界のことを思えばなおさらであろう。丁寧な
「ございます」に比べて、「～ざます／ざんす」の小粋な歯切れの良さが芸者
に好まれ、そのままの習いとして高官夫人となっても使用され続けたのであ
ろう。
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４．むすび：ことばの継承―江戸時代の町娘から明治時代の女学生へ
流動性のある社会では、英語がそうであったように、ことばは単純化の方
向へと向かう。それに対して、政情が安定し、身分が固定された閉鎖的な社
会では、ことばは際限なく細分化していくものと考えられる。文化文政期以
降の町人文化が栄えた豊かな都市で、身分・階層・職業・性別によってこと
ばづかいが際限なく複雑に分化していった様子を、私たちは洒落本・人情本
以降の作品群からうかがうことができる。身分や性別によって終助詞の使い
分けが進んだのも、こうした流れの中で生じたものと考えられる。
江戸の人口は18世紀初頭に百万を超えたとされる。寛政３（1791）年、町
方人口を約50万人とすると、その36％を上層町人が占めていたといわれる
（北島1966：310）。天保年間（1830-1843）以降流行した人情本にみられる女
性たちの話しことばは、この層の女性たちを中心とするもので、彼女たちは
上層の「お屋敷ことば」と、庶民層の「廓詞・遊里語」という二つの異なる
体系の話し方を併用していた。「四民平等」が謳われた明治以前に、武士階
級と遊女階級という二つの異なる階層のことばを併用することによって、は
からずも身分の壁を「ことば」によって崩していったのが、幕末の豊かな町
人階級の娘たちであった。彼女たちは嫁入り前の行儀見習いとして、お屋敷
奉公で武士階級の作法とことばを学んだ。その一方で、接客業のプロである
遊女たちの洗練された化粧・身だしなみと、そのことばづかいを真似た。
このようにして、上流階級の〈上品系〉のことばと、遊里社会の〈フェミ
ニン系〉のことばという二つの出自の異なることばが、町娘によって収斂さ
れていった。それを引き継いだのが、同じ階層の明治の女学生であった。
女学生のことばづかいは、町人の娘たちの〈上品系〉と〈フェミニン系〉
を引き継ぐ過程で「〈てよ・だわ〉ことば」を採り入れ、さらに、「漢語」「外
来語」といったアカデミックなことばを加えた多様性に富んだものであった。
つまり、彼女たちは中・高等教育を受けることができるほど恵まれた階層

（上品系の「遊ばせことば」の発信源）に属した15歳から17、8歳の適齢期の
若い女性たち（フェミニン系の「女性語」の発信源）であった。それと同時
に、新時代を象徴するという、少なからぬ優越感をもった若々しいエネル
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ギーに溢れた女学生集団であったのだ。その閉鎖的な集団内では、良妻賢母
を規範とする風潮に抗するかのように、「品がない」とされていたことばを
愛用していた（「〈てよ・だわ〉ことば」の発信源）。
このように、日本の女性語は幕末の町娘のことばを引き継いだ明治の女学
生のことばに牽引されて形成されていった。明治30年代に、女学校の増設に
よる女学生の増加に加えて、若い女性向けの膨大な雑誌の発行とその伝達力
が、女性語の普及・拡大を加速させていったことについては、すでに述べた
とおりである。

注

（1） 「幕末から明治初年にかけての女のコトバには、こうした水商売の女性のコトバ

に一つの源流を求めることが出来るところがある」（杉本つとむ1985b：187）他

に拠る。

（2） 終助詞は、幕末、上層の女性より、庶民階層の女性の方に種類も使用頻度も多く

みられる。特に水商売の女性たちが源流とみられる「サ・ヨ・ネ」などの助詞は、

それによって「ここに遊びに来る男たちを甘味悦楽の世界へ（いざなう）」（杉本

つとむ1985b：186）効果をもっていた。このようにある種の終助詞が、女性性を

強調する場合に使用されるという性質を備えていると考え、〈フェミニン系〉と

命名した。

（3） 唐澤富太郎（1979）『女子学生の歴史』によれば、明治15年の女学生数は286人、

26年には3,020人、38年にはその10倍の31,918人となっている。44年は60,404人で、

６年前の２倍となっている。

（4） 明治32年の「女学校令」以降、リテラシーを備えた大量の女学生をターゲット

に、『少女界』『少女世界』『少女の友』『少女画報』『少女倶楽部』などの少女雑

誌が相次ぎ創刊された。1914年頃に発行されていたものとして記録に残っている

ものでは、上記の他に、『婦人世界』『婦人画報』『婦女世界』『女子文壇』『婦人

界』『文章世界』『太陽』『婦人クラブ』『新世界』『明治之家庭』『女学生』『婦人

の友』等が挙げられる。また、調査の結果によると、一人の少女が毎月複数の雑

誌を購読していた。以上、今田絵里香（2007：16）に拠る。
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（5） 長友校注（1993：120）に「面手の風は京の傾城風を習ひ給ふべし」と記されて

いる。

（6） 「ワネ」は表に「用例なし」（小松1988 p. 101）となっているが、本文には「山出

し下女の例が一つだけある」（同 p. 100）と記されている。
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