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1 

第 1章 はじめに 

 

 

本研究は、2000 年前後から通言語的な研究において指示詞分析に導入され始めた注意

(attention) という概念と、会話の推意 (conversational implicature) 理論の 2 つを用いて、日本

語指示詞体系の意味的特性 (semantics) を分析することを目的とする。 

指示詞は、その解釈が発話場面の物理的な文脈情報に依存する直示用法 (deictic use) と、

指示において物理的な文脈情報を必要としない非直示用法 (non-deictic use) を持つ。直示用

法とは、指さしジェスチャーを伴い、発話場面で知覚可能な物理的対象を指す用法である 

(Diessel 1999, Levinson 2004 等)。一方、非直示用法には、談話・テクスト内の言語的対象を

指す照応用法 (anaphoric use) や、話し手の記憶領域内の対象を指す想起用法 (recognitional 

use) 等が含まれる。 

言語哲学的研究 (Bühler 1934) や、意味論的研究 (Lyons 1977) においては、直示と照応

では、直示の方が本来的で始原的な用法であり、直示から照応が派生したということが前

提として共有されている。この考え方は指示詞研究でも共有されており、Fillmore (1971, 

1982)、Anderson and Keenan (1985)、Levinson (1983, 2004) 等の言語類型論的な指示詞研究で

は、指示詞のプロトタイプ的な用法は直示用法であり、照応用法を含む非直示用法は直示

用法から派生した周辺的な用法として扱われている。 

それに加えて、85 の言語サンプルをもとに世界の指示詞体系を記述した Diessel (1999) は、

直示用法の文法化によって非直示用法が生じたことを示す 3 つの経験的な根拠も挙げてい

る。それは、多くの言語において直示用法のための指示形式は非直示用法のための指示形

式と比べ形態的に無標であるという類型論的根拠、子どもの言語習得過程において直示用

法が非直示用法に先行して現れるという発達心理学的根拠、そして、複数の言語において

直示用法から非直示用法が文法化によって派生した過程を示す資料が存在するという通時

的根拠である (同上, p. 7-8, 110-114)1。本研究では、彼らの主張に基づき、指示詞において

より基本的なのは直示用法であると考え、コ系、ソ系、ア系の意味的特性の検証において

直示用法を分析対象とする。 

本研究の分析対象である日本語指示詞の直示用法については、国語学・日本語学の分野

において佐久間 (1936, 1951) 以来、数多くの記述的研究が行われており、様々な事実が明

らかにされている。一方、通言語的な指示詞研究においては、上述の通り、近年、注意や

共同注意 (joint attention) という学際的概念や、語用論における会話の推意理論を取り入れ

                                            
1 Diessel (1999) は直示用法と非直示用法という用語ではなく、外部照応用法 (exophoric use)、内部照応用

法 (endophoric use) という用語を用いている。両用語の指す範囲の異なりについては第 4 章でふれる。 
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た研究が現れ、その理論的枠組みは大きく発展しつつある。しかし、日本語指示詞に対し

てこのアプローチを用いた研究はいまだ見られない2。本研究では、注意概念と推意理論と

いう通言語的な枠組みを用いて日本語指示詞の直示用法を分析し、この理論的枠組みを用

いることで国語学・日本語学がこれまでに日本語指示詞について明らかにした事実を説明

することができると同時に、従来の研究では指摘されるにとどまっていた問題、及びこれ

までその重要性が認識されていなかった問題が解決できることを論じる。 

本章の構成は以下の通りである。まず、1. 1 節で直示表現としての指示詞の意味的特性を

説明する。次に、1. 2 節で本研究の分析対象である日本語指示詞の直示用法に関する先行研

究を概観し、本研究が取り組むべき問題点を明らかにする。1. 3 節では、1. 2 節で紹介した

先行研究の分析手法における問題点を指摘し、本研究が用いる分析手法を示す。最後に、

1. 4 節で本研究の構成と概略を述べる。 

 

1. 1 指示詞の意味的特性 

世界の全ての言語は直示 (deixis) というカテゴリーを持つ (Fillmore 1982, Levinson 1983, 

2004, Diessel 1999, Huang 2007 等)。直示とは、発話場面の文脈情報を記号化、文法化し、実

世界と言語を結びつける役割を果たすものである (Levinson 1983: 54)。本研究の分析対象で

ある指示詞は、この発話場面と言語のつながりが体系的に構造化された直示表現 (deictic 

expression) の一つであり、その中心的な用法として、前述の通り、物理的文脈に依存して

指示を行う直示用法を持つ (Anderson and Keenan 1985: 301, Levinson 2004: 97, 108-109)。 

例えば、(1) は日本語指示詞の直示用法の一例である。 

 

(1) a. A: 次何読みたい？  

  b. B: （部屋の隅の本棚を見ながら）こっち、こっち。 

  c.  A:  何がいい？ 

d.  B:  （その中の 1 冊を取り出し、A に向かって提示しながら）これ。 

 

 

 

 

 

                                            
2 言語類型論的な枠組みで日本語指示詞の直示用法を分析した研究に Imai (2009) がある。Imai (2009) は、

日本語を含む 432 の言語サンプルを用いると同時に、15 の言語の指示詞に対する実験を行い、話し手によ

る指示詞の選択に関わるパラメータを明らかにすることを試みた。しかし，Imai (2009) の枠組みには注意

概念及び会話の推意理論は取り入れられていない。 
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       図 1 (1d)：本を差し出して発話 

 

 

(1c) の A の問いかけに対し、 (1d) で B は指示代名詞「これ」を発話すると同時に、意図

する対象を A の眼前に提示している。A が B の意図する対象を特定するためには、「これ」

の語彙的な意味情報を理解するだけでは不十分であり、B の提示というジェスチャーを含め

た発話場面の文脈情報を参照しなければならない。そのため、B が「これ」と発話した時、

A の注意は発話場面の文脈に引きつけられる。Levinson (2004: 101) は、このように指示詞

が聞き手の注意を発話場面に引きつけるのは、指示詞の意味が言語外の情報で補うべきス

ロット (slot) のようなものを持つためであるとし、これを「明白な意味的欠乏性 (obvious 

semantic deficiency)」と呼んだ。 

 指示詞は、Levinson (2004) が指摘した意味的な欠乏性を持つと同時に、通常 2 つもしく

はそれ以上の代替形 (alternative form) を持ち、言語内で体系をなしている。例えば、英語

の場合は、this に対し that が、here に対し there が存在し、2 項からなる指示詞体系をなして

いる。日本語の場合は、コ系、ソ系、ア系の 3 つの系列があり、3 項体系をなしている。指

示詞体系に含まれるこれらの個々の形式は、それぞれが持つ言語内的な情報によって、互

いに区別されている。例えば、上の (1) の例において、(1d) の「これ」を「あれ」と言い

換えることは明らかに不可能である。ジェスチャーを含む (1d) の発話場面の文脈情報と

「あれ」が持つ意味情報とが明らかに矛盾しているためである3。このように、指示詞は文

脈依存 (context-dependent) という特性を持つと同時に、個々の指示形式は文脈非依存的な

意味的不変項 (semantic invariant) を有しており、言語内で意味的ネットワークを形成して

いる。 

 この指示詞が持つ意味情報は、従来の言語類型論的な指示詞研究では、対象の空間定位

に関わる空間情報であることが前提とされ、主に直示中心 (deictic center) と距離 (distance) 

                                            
3 コ系とア系が持つ意味情報の異なりと両者の交替可能性については、第 5 章で詳しく論じる。 
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という概念によって記述されてきた (Fillmore 1982, Anderson and Keenan 1985 等)。これに対

し、Levinson (2004: 109) は、従来の類型論的研究が距離概念を用いて指示詞の意味を記述

してきたことには先験的 (a priori) な根拠がないと批判した。彼が率いるマックス・プラン

ク (Max Planck) 心理言語学研究所内の認知人類学研究グループに所属する研究者たちは、

距離概念を用いる従来の指示詞研究が指示詞の意味を分析する上で発話場面の文脈情報を

十分に検証してこなかったことを批判し、世界的な規模でフィールドワークを行い、それ

によって得られた自発的な相互行為場面のデータを詳細に分析することで、指示詞を始め

とする空間表現の意味と機能を分析している。その結果、先述の通り、指示詞分析に共同

注意、注意等の認知心理学的な概念や、語用論における会話の推意理論を取り入れた研究

が現れ、指示詞分析の理論的枠組みは大きく発展した。認知人類学研究グループを中心と

する一連の研究が提示した枠組みについては第 2 章で紹介する。 

本研究は、彼らが提示した概念、及び理論的な枠組みを用いて、日本語指示詞が用いら

れている発話場面の文脈情報を観察し、コ系、ソ系、ア系の直示用法を再分析する。 

 次節では、国語学・日本語学の分野における日本語指示詞の直示用法に関する先行研究

の流れを紹介し、本研究が取り組むべき問題を明らかにする。 

 

1. 2 本研究が取り組むべき問題 

 日本語指示詞は、コ系、ソ系、ア系の 3 つの系列を有する指示詞体系である。国語学・

日本語学における日本語指示詞研究では、この 3 つの系列のうち、多義的に見えるソ系の

直示用法を記述するため、様々な説明の枠組みが提示されてきた。1. 2. 1 節ではその説明の

流れを簡単に紹介し、1. 2. 2 節では先行研究における残された問題点を指摘する。 

 

1. 2. 1 日本語指示詞の直示用法に関する先行研究 

1. 2. 1. 1 「人称区分説」 

 日本語指示詞の体系的な研究は、コソアドを体系をなす一連の語彙として取り上げた佐

久間 (1936)4、それらを「指示詞」と呼んだ佐久間 (1951) に端を発する。佐久間 (1951) は、

日本語指示詞の直示用法を人称との対応関係によって説明し、コ系は 1 人称と対応して話

し手の領域を、ソ系は 2 人称と対応して聞き手の領域を、ア系は 3 人称と対応して話し手

                                            
4 佐久間 (1936) 以前の研究では、指示詞は代名詞の範疇に入れられており、普通名詞の代わりに用いられ、

対象を間接的に指示する形式の 1 つであると考えられていた (松下 1924, 山田 1936 等)。これに対し、佐

久間 (1936: 30) は、「『これ・それ・あれ』とゆびさす」のが指示本来の機能であって、物の名等の普通名

詞よりもコソアの方が「直接に対象を指示するというべき」だと主張し、コソアを代名詞の範疇に入れる

ことに反論した。また、佐久間 (1936) は、代名詞という捉え方では、「この・その・あの」等の連体詞、

「こう・そう・ああ」等の副詞を統一的に扱えないことも問題として指摘し、これらの形式を代名詞から

独立させ、「コソアド」という一群の語として扱うことを提案した。 
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と聞き手の領域外を指示するとした。この説明は「人称区分説」もしくは「領域説」と呼

ばれる5。(2) は佐久間 (1951) が提示した発話場面でのコ系・ソ系・ア系の分布を示す図で

ある。以下の図において、S は話し手を、A は聞き手を表す。 

 

(2)  佐久間 (1951) が提示した図 

    ア系 

 

 

 

 

 

(佐久間 1951: 35) 

 

(3) 人称区分説 

コ系：話し手の領域内にある対象を指す 

  ソ系：聞き手の領域内にある対象を指す 

  ア系：話し手と聞き手の領域外にある対象を指す 

 

以下、佐久間が提示した聞き手の領域及びその中にある対象を指すソ系の用法を「聞き手

領域指示」用法と呼ぶ。 

 

1. 2. 1. 2 「距離区分説」 

佐久間 (1951) の「人称区分説」に対し、1950 年代以降から、ソ系には、聞き手の領域内

にある対象を指すという定義のみでは説明できない用法があることが指摘され始めた。高

橋 (1956)、服部 (1961, 1968)、阪田 (1971) は、(4) のような例を挙げ、ソ系は「聞き手領

域指示」には還元できない用法を持つことを指摘した。 

 

(4) 「聞き手領域指示」と解釈できないソ系の例 

a. 話し手と聞き手が向かい合っている場面で、話し手が自分の後方の対象をソ系で指 

す場合。 

（話し手と聞き手が部屋の中で立ち話しをしているとき、話し手が手を後へやって

                                            
5 実際は、佐久間 (1951) は「なわばり」という用語を使用しているが、ここでは後の研究で用いられてい

る「領域」という用語を使用する。 

S A 

コ系 ソ系 



6 

机を指し）「その机をごらん」 

(高橋 1956: 41) 

b. 話し手と聞き手が並んでいる場面で、話し手が両者からやや離れた対象をソ系で指 

す場合。 

「そこを左へ曲がって」と、きみ子が運転手にいった。 

(阪田 1971: 130) 

 

阪田 (1971) は、このソ系は、聞き手に近接する「聞き手領域」内にある対象を指すのでは

なく、話し手と聞き手から等しく離れているが、ア系を用いるほど遠くはない対象を指し

ていると指摘し、ソ系には「聞き手領域指示」に加え「中距離指示」という用法が存在す

ると主張した。この「中距離指示」のソ系を日本語指示詞体系に位置付けるため、阪田 (1971) 

は、 (2) のように発話場面において話し手が聞き手を対立的に捉える場に加え、(5) のよう

に、話し手と聞き手が「われわれ」として重なり合っているものとして捉えている場も想

定する必要があるとした。 

 

(5) 話し手と聞き手が重なり合った場 

 

  ア系 

 

 

 

 

 

 

 

正保 (1981) は、高橋 (1956) が提示した「場」と「場面」という概念を用い6、(2) のよう

に話し手の領域と聞き手の領域が対立的に捉えられている「場」を「対立型の場」と呼び、

それに対して、(5) のように話し手と聞き手の領域が重なり合うものとして捉えられている

「場」を「融合型の場」と呼んだ。「融合型の場」では、「われわれ」という基点から対象

までの距離に基づき、コ系、ソ系、ア系が選択される。これは上の「人称区分説」に対し、

「距離区分説」と呼ばれる。 

                                            
6 高橋 (1956) は、物理的に存在する「場面」と、話し手がそれを主観的に解釈した「場」とを区別する必

要があると主張し、言語使用の基盤となるのは後者の「場」であると論じた。 

S A 

コ系 

ソ系 
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(6) 距離区分説 

  コ系：話し手と聞き手に近い対象を指す 

  ソ系：話し手と聞き手からやや離れている対象を指す 

  ア系：話し手と聞き手から離れている対象を指す 

 

正保 (1981) は、日本語指示詞には (2) のような「対立型」と (5) のような「融合型」の 2

つの「場」が関わるため、コ系・ソ系・ア系の直示用法を説明するためには、「人称区分説」

と「距離区分説」の両方が必要であることを明確に主張した。正保 (1981) が提示した「対

立型」と「融合型」による日本語指示詞の体系化は国語学・日本語学における直示用法の

記述的研究の一つの到達点となり、発達心理学的研究 (久慈・斉藤 1982, 伊藤・大嶋 2004, 

伊藤 2008 等) や日本語教育分野 (迫田 1998 等) における指示詞研究、そして数多くの対

照言語学的な指示詞研究において、分析の枠組みとして広く用いられている。 

 

1. 2. 1. 3 談話管理理論 

阪田 (1971)、正保 (1981) 等はソ系が多義的であることを主張し、「人称区分説」と「距

離区分説」の両方を用いた日本語指示詞の説明を提示した。これに対し、1990 年代より発

表され始めた金水・田窪の一連の研究 (金水・田窪 1990, 1992b, 田窪・金水 1996, 金水 1999, 

Hoji et al. 2003, 田窪 2008 等) は、指示詞分析に意味論的な観点を導入し、コ系・ソ系・ア

系を単義の形式として記述することを目指した。そのために彼らが提示したのが談話管理

理論という指示詞分析の枠組みである。彼らの枠組みについては第 4章で詳しく述べるが、

その大きな特徴は、直示用法と非直示用法の統一的な扱いを可能にするために7、言語表現

と外的世界の間に話し手が知覚した対象を格納する心的領域を仮定したこと、及びその心

的領域を、話し手が直接知覚した知識が格納される「直接経験領域」と、話し手が言語表

現等によって概念的に知覚した知識が格納される「間接経験領域」の 2 つに分けたことで

ある。彼らは、ソ系が、コ系・ア系とは異なり言語的先行詞に依存した指示を行うことに

注目し、コ系・ア系が、話し手が直接認知した「直接経験領域」内の対象を指すのに対し、

ソ系は言語的先行詞等によって概念的に設定された「間接経験領域」内の対象を指すとし

て、従来の研究で想定されていた距離や領域に関する指定は持たないことを主張した。彼

                                            
7 これに対し、直示用法と非直示用法は異なる理論的枠組みにおいて分析されるべきだとする研究として

庵 (2007) が挙げられる。ただし、庵 (2007) は分析対象を指示決定詞 (demonstrative determiner)「この」「そ

の」の非直示用法に限定しているため、直示用法の統合的な分析を目指す本研究では、その分析内容につ

いては扱わない。庵 (2007) の分析については、今後非直示用法を分析する際に導入する。 
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らの主張をまとめると、以下のようになる。 

 

 (7) 談話管理理論が仮定した話し手の心的領域 

   

 直接経験領域   間接経験領域 

 

 

 

 

 

(金水・田窪 1992b: 186, 一部筆者改変) 

 

(8) 談話管理理論による記述 

コ系：「直接経験領域」内の対象で話し手が「近」と認知した対象を指す 

ア系：「直接経験領域」内の対象で話し手が「遠」と認知した対象を指す 

ソ系：「間接経験領域」内の対象を指す 

 

彼らは、ソ系の本質は言語的先行詞に依存した非直示用法であると主張し、従来の研究で

指摘されていたソ系の「聞き手領域指示」と「中距離指示」は、どちらも独立した意義と

して認められないことを示唆している (金水・田窪 1992b: 169)。談話管理理論の枠組みで

は、これらのソ系の直示用法は、発話場面で話し手が対象を「近」とも「遠」とも解釈で

きない時に、コ系・ア系の隙間を埋めるために生じる副次的用法であるとされる。 

彼らが提示した直接指示的なコ系・ア系対間接指示的なソ系という日本語指示詞の体系

化は、堤 (2012) 等、最新の研究でも保持されている。 

 

1. 2. 2 残された問題点 

 以上、国語学・日本語学における日本語指示詞の直示用法に関する研究の流れを概観し

た。金水・田窪の一連の研究以降、日本語指示詞の直示用法に関する研究はほぼ完成した

ものと見なされ、現在の日本語指示詞研究では、直示用法は中心的な分析対象としては扱

われていない。しかし、本研究では、先行研究の直示用法の分析には、いまだ解決されて

いない以下の 2 つの問題があると考える。 

1 つ目は、ソ系の多義性である。阪田 (1971)、正保 (1981) 等がソ系の多義性を認める立

場であったのに対し、上述の通り、金水・田窪の一連の研究が提示した談話管理理論では、

コ系・ア系 ソ系 
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ソ系の中心的な用法は非直示用法であることが前提とされ、ソ系の直示用法は、コ系でも

ア系でも指せないものを指すという消去法的な特徴づけによって統合されている。金水・

田窪 (1992b) は、「聞き手領域指示」用法や「中距離指示」用法はどちらもソ系の語彙的意

義ではなく「他の原理 (の複合) から生じる見せかけの意義」(p. 169) である可能性を指摘

し、この原理の「積極的な性格付けがおそらく理論の新展開への突破口となるはずである」

(p. 184) と述べている。しかし、その試みは未だ成功しているとは言いがたい。金水・田窪 

(1992b) は、「中距離指示」のソ系も「聞き手領域指示」のソ系と同様に独り言に現れない

ことから、「中距離指示」とされるソ系も聞き手の存在を前提として用いられることを指摘

し、両用法とも聞き手という要因と関わって生じるという共通点を持つ可能性を示唆して

いるが、その具体的な分析は未だ行われていない。 

2 つ目の問題点は、コ系とア系の分布上の非対称性である。前節で紹介したように、議論

の多いソ系の直示用法に対し、コ系・ア系の直示用法に関する議論は少なく、佐久間 (1951) 

以来、一貫して、コ系は「近」、ア系は「遠」という概念と結びつけられて記述されている。

しかし、実際の分布をみると、コ系とア系はこの記述のように対称的に用いられているわ

けではない。田窪 (2002, 2008) は、コ系は空間的に近い対象だけでなく空間的に遠い対象

も指すことができア系と比較的自由に交替できるのに対し、(9) のように、対象が話し手に

明らかに近接している場合、ア系はコ系とは交替できないことを指摘している。 

 

(9) （手をつないでいる人を指して） 

   {この／*あの} 人はアメリカ人です。  

(田窪 2002: 200) 

 

田窪 (2002) は、このコ系とア系の非対称性を「近称制約」(田窪 2002: 200) という日本語

特有の制約を仮定することで説明した。しかしこの制約はコ系とア系の非対称性の記述的

な一般化に過ぎず、なぜこのような制約が存在するのかを説明していない。またこの制約

は日本語指示詞の分析にのみ用いられる制約であり、通言語的な普遍性を持たない。 

 以上、本節では、日本語指示詞の直示用法の先行研究における 2 つの問題点を指摘した。

2 つの問題点を以下にまとめる。 

 

(10) 本研究が取り組む問題 

  a. ソ系は「聞き手領域指示」と「中距離指示」用法を持つ多義的な形式なのか、もし

くは両者は同一の原理によって統合することが可能であるのか。統合が可能である

とすれば、どのような原理によって統合されるべきなのか。 
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  b. コ系とア系は、「近」、「遠」という対称的な意味を持つと記述されているにも関わら 

    ず、なぜ実際の分布は非対称的であるのか。 

 

1. 3 先行研究の問題点と本研究の分析手法 

前節では、日本語指示詞の直示用法に関する先行研究の問題点を 2 点挙げた。日本語指

示詞に関する研究は数多くあるにも関わらず、これらの問題が未だ解決されていないのは、

先行研究の分析手法に問題があるためであると筆者は考える。本節では、マックス・プラ

ンク心理言語学研究所の認知人類学研究グループを中心とする近年の指示詞研究が用いる

分析手法と対比しながら、国語学・日本語学における日本語指示詞の直示用法の分析手法

に関する問題点を 3 つ指摘する。 

まず 1 つ目の問題は、直示用法の分析であるにも関わらず、その分析対象は内省に基づ

く作例が中心であり、その例のほとんどが発話場面の文脈情報を欠く単文であることであ

る8。前述の認知人類学研究グループに属する研究者の 1 人である Enfield (2009: 25) は、「指

示詞は本質的に文脈に拘束されている (context-bound)」ため、その意味は、「自発的な相互

行為の中で、その文脈に含まれる豊富な情報の全てを取り入れた形で検証される必要があ

る」ことを強調している。実際に、彼らは、フィールドワークや抽出タスクによって収集

したデータに基づいて、使用場面の文脈情報を積極的に取り入れた談話レベルの分析によ

り、個別言語の指示詞を分析している。この方法論的改善の結果、従来の距離概念に加え、

先述の注意概念、また、会話の推意という新たな理論的概念が指示詞分析に用いられ始め

た。本研究では、彼らの主張に基づき、特に従来の研究で議論の多かったソ系の分析にお

いて、自発的な相互行為場面をビデオ録画しそれを書き起こしたものを主な分析対象とし、

それを補足するデータとして、発話場面の文脈情報が観察可能なドラマの映像、漫画の一

場面、もしくは小説の描写を使用する9。 

 2 つ目の問題点は、特に金水・田窪による一連の研究以降、日本語指示詞研究において、

非直示用法の分析が中心になっていることである。1990 年代以降、日本語学における指示

詞研究をリードしてきた金水・田窪らの一連の研究は、多くの用例を検証し、非直示用法

に関する非常に緻密な記述を行い、直示用法と非直示用法を統一的に記述する枠組みを提

示した。しかし、彼らの分析の中心は非直示用法であり、直示用法については、非直示用

                                            
8 日本語指示詞の直示用法の研究の中には、小説からとった例を分析対象とする研究 (阪田 1971) や、実

験により各系列の指示範囲を検証した研究 (高橋・鈴木 1982, あずま 1987) もあるが、その数は多くはな

い。  
9 本研究の直示用法の分析は自発的な相互行為場面の観察に基づくが、特に第 5 章、第 6 章の議論におい

てはそのデータが十分に示されていない。データを示しながらこれらの章の議論を検証することは今後の

課題である。 
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法の分析から得られた枠組みを当てはめることで、説明を試みているように思われる。一

方、本章の冒頭で述べた通り、Diessel (1999) や Levinson (2004) 等、言語類型論的な指示詞

研究は、指示詞のプロトタイプ的な用法は直示用法であるとし、指示詞の分析において、

直示用法の概念的基盤を問う基礎的な問題に焦点を当てている。その中で、従来指示詞の

意味記述の中心であった距離に代わり、注意という新たな概念が指示詞の語彙的性質の記

述に導入され始めている。直示用法と非直示用法の統合は指示詞を体系的に記述する上で

重要な課題であるが、そのためにも、日本語指示詞の直示用法を改めて詳細に分析する必

要がある。従って、本研究では、日本語指示詞の直示用法を分析の中心とし、それによっ

て得られた知見を非直示用法の分析に用いる。 

最後に、先行研究で使用されている概念が日本語特有の概念であることも問題として挙

げられる。国語学・日本語学における日本語指示詞研究は、1. 2 節で概観したように、佐久

間 (1936, 1951) 以来長い歴史を持ち、豊かな記述的伝統があるが、前節で紹介した「対立

型の場」・「融合型の場」、「人称区分説」・「距離区分説」、「直接経験領域」・「間接経験領域」

等、そこで用いられている概念の多くは日本語指示詞の分析に特有のものであり、また研

究によってその定義も異なっていた。その結果として、これらの研究の成果は言語類型論

的な指示詞研究に取り入られてこなかった10。 

 

1. 4 本研究の構成 

 本研究では、前節で指摘した 3 つの分析手法上の問題点を解決するために、前述の認知

人類学研究グループが提示した指示詞分析の枠組みを用いる。この枠組みを用いて日本語

指示詞を再分析することで、1. 2. 2 節で指摘した従来の日本語指示詞研究におけるコ系・ソ

系・ア系の直示用法に関する 2 つの問題点を解決することができることを示す。また、こ

れまでの日本語指示詞研究の直示用法に関する記述を通言語的な概念や理論により再分析

することで、日本語指示詞の直示用法を他言語と比較可能な形で記述することを目指す。 

 以下、本論文の構成を説明する。まず、第 2 章では、マックス・プランク心理言語学研

究所の認知人類学研究グループに所属する研究者らが提示した新たな指示詞分析の枠組み

を紹介する。彼らが指示詞分析に注意概念や会話の推意理論を導入した経緯と、その具体

                                            
10 例えば、85 の言語サンプルを用いて世界の指示詞体系の類型化を試みた Diessel (1999) は、日本語指示

詞の文献として、日本語指示詞の記述的な枠組みが十分発達する前の分析である Kuno (1973)、及び注 2 で

触れた日本語学とは異なる言語類型論的枠組みで日本語指示詞を記述している Imai (1996) の分析を用い

ている。直示の理論的研究を行った Levinson (2004) もまた、日本語指示詞の文献として、日本語学とは異

なる枠組みを用いた Özyürek and Kita (2002) を引用している。他の言語類型論的研究においても、金水・

田窪の一連の研究を中心とする 90 年代以降の日本語指示詞に関する新しい分析は取り入れられていない。

同時に、Imai、Kita のような類型論的枠組みを用いた日本語指示時研究は、国語学・日本語学における指

示詞研究では考慮されていない。以上のように、類型論的な指示詞研究と国語学・日本語学における指示

詞研究は相互交流がない状態である。 
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的な分析内容を概観し、本研究が用いる枠組みを明らかにする。第 3 章では、日本語指示

詞の統合的な研究で残された問題とされてきたソ系の「中距離指示」用法を取り上げ、こ

のソ系の用法が、距離概念ではなく注意概念によって再分析できることを、注意概念を用

いた指示詞研究の代表であるトルコ語指示詞との対照分析をもとに示す。第 4 章では、注

意概念を用いることで、ソ系のいわゆる「中距離指示」用法と非直示用法が統一的に分析

できることを論じる。また、日本語指示詞の直示用法と非直示用法の統一的分析を試みる

談話管理理論と本研究のソ系の分析との関連についても述べる。第 5 章では、従来の研究

でほとんど言及されて来なかったコ系とア系の直示用法を再分析し、コ系とア系の非対称

性が、言語普遍的な理論である新グライス派の会話の推意理論から帰結する形で説明可能

であることを論じる。第 6 章では、注意概念を用いたソ系の分析と、推意理論を用いたコ

系・ア系の分析を統合し、本研究の枠組みにおいて 3 つの系列を持つ日本語指示詞がどの

ように体系化されるのかを示す。また、ソ系のもう 1 つの直示用法である「聞き手領域指

示」用法がこの枠組みにどのように位置づけられるのかを説明する。最後に第 7 章で、ま

とめと今後の課題について述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

第 2章 理論的枠組み 

 

 

2. 1 はじめに 

 第 1 章で述べたように、指示詞は、その解釈において発話場面の物理的文脈情報を必要

とする直示表現の 1つである。直示表現は、人の直示 (person deixis)、時の直示 (time deixis)、

空間直示 (space deixis) の 3 つに分けられる (Fillmore 1971, Lyons 1977, Levinson 1983, 

Huang 2007)1。この内、指示詞は典型的な空間直示の 1 つとされており、個々の指示形式は

発話場面の空間分割 (space demarcation) に関わる情報をコード化すると分析されてきた。 

これに対し、マックス・プランク心理言語学研究所の認知人類学研究グループに属する

研究者らは、指示詞は典型的な空間直示表現であるという従来の前提に疑問を呈している。

彼らは、世界規模のフィールドワークとその知見に基づく抽出タスクや実験によって、指

示詞は空間情報をコード化する形式の集合であるという従来の定義に反論し、新たな指示

詞分析の枠組みを構築しつつある。 

この一連の指示詞研究は、以下の 2 つ研究に大きく分けられる。１つ目は、指示詞の意

味記述に、従来の空間情報に加え、注意という概念を導入した分析である。注意を導入し

た分析は、指示詞分析の枠組みに関する研究と個別言語の記述的研究の 2 つにさらに分け

られる。もう 1 つは新グライス派の会話の推意理論を取り入れた分析である。これらの 2

つの研究は、指示詞は空間情報を示さずに対象を指しうると主張している点、及び注意と

いう概念を用いて指示詞の意味を記述しようとしている点において共通している。 

本章では、本研究が日本語指示詞分析の枠組みとして用いるこれらの近年の指示詞研究

の枠組みを紹介する。本章の構成は以下の通りである。まず、2. 2 節で、指示詞は典型的な

空間直示表現の 1 つであるとする従来の指示詞研究を概観する。2. 3 節では、この従来の枠

組みに異を唱える一連の研究を紹介する。上述の通り、これらの研究は、注意概念を導入

した指示詞分析と、新グライス派の会話の推意理論を用いた指示詞分析の 2 つに分けられ

る。最後に、2. 4 節でこれらの研究をまとめ、本研究が用いる枠組みを示す。 

 

2. 2 従来の距離中心主義的な指示詞記述の枠組み 

 言語類型論的な指示詞記述の出発点は、Fillmore (1971, 1982)、Anderson and Keenan (1985) 

                                            
1 人の直示は、人称代名詞等、話し手を基点に談話参加者を同定する表現であり、時の直示は、‘tomorrow’、 

‘last week’ 等、発話時を基点に事象や状態の時間を特定する表現である。なお、直示表現には、この 3 つ

の基本カテゴリーに加え、談話直示 (discourse deixis) 、社会的直示 (social deixis) も含まれる (Fillmore 

1971: 220, Levinson 1983: 62)。 
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である。Fillmore (1982) は、通言語的に指示詞を記述するための道具として、話し手もしく

は聞き手の位置である直示中心と、そこからの距離という概念を提示した。Anderson and 

Keenan (1985: 279) は、指示詞とは、話し手の位置と相対的に空間の様々な次元を指示しう

る形式の集合であると定義した2。Anderson and Keenan (1985) は、指示詞が意味としてコー

ド化する空間の次元の中で、最も中心的な次元は距離であるとし、Fillmore (1982) が提示し

た直示中心と距離という概念を用い、世界の言語の指示詞体系をその体系の中に含まれる

直示中心と距離の数によって組織化した。この直示中心と距離という概念を中心とする指

示詞記述の枠組みは、後の言語類型論的研究及び個別言語の研究における基本的な枠組み

となった。 

 しかし、世界の言語の中には、直示中心と距離によって意味が記述できない指示形式が

存在する。それは、フランス語の ce、チェコ語の ten、ドイツ語の dies / das 等、距離的な対

立形を持たず距離に関して柔軟に用いられる形式や、トルコ語の şu のように距離以外の要

因がその使用に関わる形式である。これらは、距離概念を中心とする指示詞記述の枠組み

では、距離中立 (distance-neutral) の形式と呼ばれて例外的に扱われ、特に前者は、定冠詞

や 3 人称代名詞とほとんど変わらない機能を持つとされることもあった (Anderson and 

Keenan 1985: 280 等)。 

 

2. 3 新たな指示詞記述の枠組み 

距離中心主義的な従来の指示詞研究に対し、近年、マックス・プランク心理言語学研究

所の認知人類学研究グループに属する研究者を中心とする一連の指示詞研究は、指示詞が

用いられる発話場面の詳細な観察に基づき、指示詞は距離等の空間情報を示さずに指示を

行いうることを示している。本節では、2000 年前後から発表され始めた彼らの指示詞研究

の 2 つの流れを概観する。まず、2. 3. 1 節では、指示詞の分析に注意という新たな概念を導

入した一連の研究を紹介する。 

 

2. 3. 1 注意概念の導入 

2. 3. 1. 1 指示詞の再定義 

まず、注意概念を用いた指示詞研究の内、指示詞分析の枠組みに関わる研究を紹介する。

指示詞とは空間情報、その中でも主に距離に関する概念をコード化する形式の集合である

という距離中心主義的な指示詞分析に異を唱えた最も初期の研究の１つは、Diessel (1999) 

である。Diessel (1999: 2, 37-38) は、Anderson and Keenan (1985) 等の距離中心主義的な研究

                                            
2 Anderson and Keenan (1985: 291-292) は、指示詞が指しうる空間の次元の例として、距離の他に、高さや、

川上・川下、下り坂・上り坂等の地理的条件を挙げている。 
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において、距離中立の指示形式が定冠詞と同等の機能を持つ例外的な形式とされているこ

とに反論し、指示詞とは「聞き手の注意を発話場面の対象もしくは位置に向けさせる」と

いう語用論的機能を持つ形式であると再定義した。この定義によって Diessel (1999) は、距

離中立の形式も指示詞の範疇に含まれることを明確に論じた。 

 しかし、Diessel (1999) は、距離中立の形式が指示詞に含まれることは認めたものの、そ

れらは実際の使用においては必ず距離有標の形式に補われると述べている。例えば、フラ

ンス語の ce は、実際の使用において、それぞれ、指示対象が話し手から ‘proximal’ / ‘distal’ 

であることを表す ce-ci、ce-la という形式で、チェコ語の ten も同じく話し手から ‘proximal’ 

/ ‘distal’ であることを表す tento、onen という形式で用いられうる (Diessel 1999:38)。このよ

うに、Diessel (1999) は、個々の指示形式の中には、空間情報を持たない距離中立的な形式

がありうるとしながらも、それを含む指示詞体系全体には必ず距離的な対立が存在すると

し、Anderson and Keenan (1985) と同様に、指示詞に中心的に関わるのは距離概念であると

認めている3。また、彼は、ce や ten 等の距離中立の形式自体がどのような意味を持つのか

については、具体的な定義を行なっていない。 

 フィールドワークに基づきラオ語指示詞を分析した Enfield (2003, 2009) は、この距離中

立の形式が持つ意味を記述しうる ‘DEM’ という概念を提示した。Enfield (2009: 29) によれ

ば、‘DEM’ とは、指さしジェスチャーから派生した、発話場面を「指し示す」 (indicating) 

機能である。Enfield (2009) は、空間情報をコード化せず、‘DEM’ のみを意味として持つ指

示形式としてラオ語 (Lao)4 の nii4 を挙げ、Diessel (1999) と同様に、全ての指示形式が空

間情報を持つわけではないことを主張した。Enfield (2003, 1009) の枠組みを用いれば、従来

距離中立とされていたフランス語の ce、チェコ語の ten 等も、nii4 と同様に、空間情報を持

たず ‘DEM’ のみをコード化する形式だと記述することができる。Enfield (2009: 31) は、

‘DEM’ は全ての指示形式が持つ意味的核 (semantic core) であるとし、従来指示詞において

第一義的な情報であるとされてきた空間情報は、対象を特定するための更なるヒントを聞

き手に与えるべく ‘DEM’ に加えて付加的にコード化される情報であると論じた。 

この ‘DEM’ 概念の導入により、距離中心主義的な従来の研究で例外的な形式とされてき

た距離中立の形式は、‘DEM’ という指示詞の意味的核である概念のみをコード化する形式

であること、‘DEM’ に加え距離等の空間情報が付加的にコード化されている形式は、指示

詞体系の中でむしろ有標な形式である可能性が示唆された。 

 

                                            
3 この点を指し、Diessel (1999) は距離中心主義的な指示詞研究の 1 つであるとする研究もある (Burenhult 

2003: 363-364 等)。 
4 南西タイ諸語に属し、ラオスで話されている。 
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2. 3. 1. 2 注意概念を用いた個別言語の研究 

次に個別言語の記述を通して、距離中心的な指示詞記述の枠組みに異を唱えた研究を紹

介する。2000 年前後から指示詞の意味記述に、距離概念に加え、注意概念を用いる研究が

登場し始めた。代表的な研究として、Özyürek (1998)、Küntay and Özyürek (2006) 等による

トルコ語の研究、Burenhult (2003) によるジャハイ語 (Jahai)5 の研究、Meira (2003) による

ティリヨ語 (Tiriyó)6 及びブラジルポルトガル語の研究が挙げられる。これらの研究は、自

発的な相互行為場面をビデオ録画することによって指示詞が用いられる場面の文脈情報を

詳細に観察し、さらにそのデータをインタビュー調査や実験により緻密に分析することで、

距離中心主義的な指示詞記述の枠組みと、その枠組みを用いた個別言語の分析に反論した。

彼らが、指示詞の意味に関わる新たな概念として提示したのは、注意、特に「聞き手の注

意」(addressee’s attention) という概念である。彼らは、指示形式の選択に関わるのは対象の

空間情報だけではないと主張し、発話時に話し手の意図する対象に聞き手が既に注意を向

けているか否かが形式の選択に関わる言語があることを詳細なデータに基づいて示した。

これらの研究に関しては、第 3 章で詳しく紹介する。 

 

2. 3. 1. 3 理論的研究と個別言語の研究を統合した Diessel (2006)  

以上、従来の距離中心主義的な指示詞研究における、指示詞は空間情報を持つ形式の集

合であるという前提に異を唱え、指示詞を再定義した Diessel (1999)、Enfield (2003, 2009) の

分析と、注意概念を用いて個別言語の指示詞の意味を記述した研究を紹介した。 

Diessel (2006) はこれらの研究を、共同注意という認知心理学的な概念を用いて統合した。 

 共同注意とは、話し手、聞き手、そして両者が注意を向ける対象で形成される 3 項関係

に基づく社会的な相互作用であり、発達心理学において人間のコミュニケーション、及び

言語習得の根本に関わる概念とされる (Dunham and Moore 1995, Tomasello 1995, 1999, Eilan 

2005)。発達心理学では、共同注意行動は言語発達の基盤であると考えられている。Diessel 

(2006) は、人間の言語の中でも、指示詞は共同注意の形成に深く関わる特別な範疇である

と述べ7、従来指示詞の中心的な機能であるとされてきた発話空間の分割よりも、重要で第

一義的である機能として、(1) の伝達機能を提示した。 

 

                                            
5 オーストロアジア語族モン・クメール語派アスリ諸語の下位語派である北アスリに属する言語である。 
6 南米のカリブ語族に属する言語で、アマゾン地域のブラジルとスリナムの国境付近で話されている。 
7 その根拠として，Diessel (2006) は指示詞のみが持つ以下の 4 つの特徴を挙げる。(a) 言語類型論的に指

示詞はどの言語にも存在する普遍的な範疇である、(b) 通時的に指示詞は他の言語項目に起源を求めること

ができないほど古くからある、(c) 言語習得において指示詞は常に最も早く子どもが習得する語の 1 つであ

る、(d) 指示詞は前言語期に共同注意の形成に用いられる指さしジェスチャーと共起することが多い。 
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(1) Diessel (2006) が提示した指示詞の伝達機能 

指示詞は対話相手の共同注意的な焦点を調節するという機能を果たす 

(Diessel 2006: 463, 469) 

 

人間のコミュニケーションの基盤を形成する共同注意という概念を導入することで、Diessel 

(2006) は、Diessel (1999) で提示した、注意という概念を用いた新たな指示詞の定義に理論

的な根拠を与えた8。 

さらに、Diessel (2006) は、前節で紹介した「聞き手の注意」という概念を用いて指示形

式の意味を記述する個別言語の研究を、共同注意という概念を通して、以下のように自ら

の枠組みの中に位置づけた。 

言語習得における共同注意の重要性を論じた認知心理学者 Tomasello (1999: 63-64, 69) は、

共同注意の形成に関わる話し手の行動を、(i) 何かに向けて対話相手に注意の転換を促す行

動と、(ii) 何かに対する対話相手の注意に自分の注意を同調させる視線追従行動の 2 つに大

きく分けた。この共同注意の形成に関わる注意の転換と視線追従という 2 つの行動の区別

を踏まえ、Diessel (2006) は、(1) で示した指示詞の伝達機能を以下の 2 つの下位機能に分

けている。 

 

(2) 共同注意の焦点調整に関する指示詞の 2 つの機能 

a. 共有されている注意の焦点に入っていなかった対象へ聞き手の注意を向け、新しい 

注意の焦点を作り出す。 

b. 聞き手の注意を、現在の（共同注意が確立されている）指示対象から前に（共同注 

意が）確立された指示対象へ向けるために用いられる。もしくは現在聞き手の視 

野に入っている複数の対象から意図する対象を特定するために用いられる。 

(Diessel 2006: 470, 括弧内は筆者による) 

 

例えば、(3) のように、英語指示詞 this / here, that / there は、文脈に応じ、(2a, b) 両方の機

能を果たす。(3a) は発話時に聞き手の視野に入っていない新しい対象を指示する例であり、

(3b) は発話時に既に聞き手の視野に入っている対象を指示する例である。 

 

                                            
8 指示詞において対象の空間定位よりも共同注意に関わる伝達機能がより重要であるという Diessel 

(2006) の議論は実証的な研究によって裏付けられはじめている。脳科学者である Stevens and Zhang (2012) 

は ERP データを用いた実験により、英語指示詞 this / that が用いられる際、対象の距離が話し手の指示形式

の選択に関わるのはその対象への共同注意が成立している場合のみであることを示し、共同注意に関わる

概念が指示詞において第一義的であるという Diessel (2006) の主張を経験的に裏付けた。 
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(3) a. Look, that’s / there’s Bill. 

b. Here are two books. This one is mine, and that one is yours.    

(Diessel 2006: 470) 

 

Diessel (2006) は、英語指示詞のように、１つの形式が (2a, b) 両方の機能を果たす言語が

ある一方、Özyürek (1998) によるトルコ語の記述を例として挙げつつ、共同注意の形成過程

において、 (2a) 聞き手が指示対象に注意を向けていない場合と、(2b) 既に注意を向けてい

る場合との違いが指示形式の選択に関わる言語があることを指摘した。彼が例としてあげ

たトルコ語だけでなく、先に紹介したジャハイ語、ティリヨ語等、「聞き手の注意」が対象

に向けられているか否かが指示形式の選択に関わる言語はすべて、Diessel (2006) の枠組み

では、(2a) もしくは (2b) の機能が意味としてコード化されている指示詞体系を持つ言語と

して位置づけられる。これらの指示詞体系は、距離等の空間情報に加え、Diessel (2006) が

定義した伝達機能に関わる概念をコード化した指示形式を含む体系である。 

 以上のように、Diessel (2006) は、共同注意という概念を用いて指示詞を定義し、そこに

「聞き手の注意」という概念を用いる個別言語の研究を位置付けるという形で、2. 3. 1. 1 節

で紹介した指示詞の定義に関わる理論的研究と、2. 3. 1. 2 節で概観した個別言語の研究を統

合した。 

 

2. 3. 2 会話の推意理論の導入 

以上の注意概念を用いた指示詞分析に加え、距離中心主義的な指示詞分析に疑問を呈し

たもう１つの研究がある。それは、Levinson (2000)9 及び Enfield (2003, 2009) による新グラ

イス派の会話の推意理論を用いた指示詞分析である。 

 直示中心とそこからの距離によって指示詞を記述する距離中心主義的な指示詞分析の枠

組みでは、デフォルトの直示中心である話し手から ‘proximal’ / ‘distal’ という 2 つの距離区

分が指示詞における最小の意味的対立であると考えられ、全ての言語の指示詞体系はこの

意味的対立を含むとされてきた (Anderson and Keenan 1985: 281 等)。この意味的対立を示す

典型的な例として頻繁に挙げられてきたのが、英語指示詞の this / that である。 

 これに対し、Levinson (2000: 94) は、分布事実を根拠に10、this / that はどちらも空間情報

をコード化するという従来の記述に反論し、空間情報をコード化しているのは this だけであ

ること、that は空間情報を示さない無標の指示形式であることを主張した。彼が提示した距

離有標の指示形式と距離無標の指示形式という対立は、従来の指示詞分析で最小の意味的

                                            
9 以下の Levinson (2000) からの引用は、田中・五十嵐 (2007) の訳本における日本語を参考にしている。 
10 詳細は第 5 章で述べる。 
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対立であるとされてきた ‘proximal’ / ‘distal’ よりもより基本的な新たな最小の意味的対立

である。 

 Levinson (2000) の主張通り、this のみが空間情報を持つとすると、this と that は意味の特

定度が異なることになり、情報提供性の尺度 (informativeness scale) が形成される。この尺

度が形成されることにより、話し手が意味的に弱い that を用いると、聞き手は、話し手が

意味的に強い this が使えない立場にあると推論し、その結果として、this が持つ意味の否定

命題である ‘non-proximal’ という尺度推意 (scalar implicature) が誘発される  (Levinson 

2000: ch.2-2)。彼は、従来、that の意味だと考えられていた ‘distal’ は、より強い意味を持つ

対立形式 this の存在により生じる尺度推意であると述べた11。 

 以上の Levinson (2000) の分析により、一部の例外的な言語のみならず、英語のように、

距離中心主義的な指示詞分析の枠組みにおいて典型的な 2 項体系と分析されてきた指示詞

にも、距離中立の形式が含まれている可能性が提示された。同時に、従来の研究で全ての

指示形式が持つとされていた空間情報の一部が、意味論的含意 (entailment) ではなく会話の

推意である可能性も示された。 

先述の通り、Enfield (2003, 2009) は、that のような距離中立の指示形式の意味を記述しう

る ‘DEM’ 概念を提示した。Enfield (2003, 2009) は、発話場面の文脈の詳細な観察から、従

来 ‘proximal’ / ‘distal’ という対立を示すと記述されていたラオ語指示詞の nii4 と nan4 も、

英語指示詞と同様に情報提供性の尺度を形成していることを指摘し、nii4 が持つとされてい

た空間情報は、意味的に強い対立形である nan4 の存在により生じる尺度推意であることを

主張した。それに加えて、Enfield (2003, 2009) は、先述の ‘DEM’ 概念を提示し、空間情報

を示さない nii4 が持つ意味機能を定義した。Levinson (2000) が示した指示詞体系における

新たな最小の意味的対立は、Enfield (2003, 2009) の枠組みでは、‘DEM’ のみを意味として

持ち、聞き手の注意を発話場面に向けさせる機能のみを果たす指示形式と、‘DEM’ に加え、

聞き手の注意が向けられる範囲を狭める空間情報をコード化した距離有標の指示形式の対

立として記述される。 

 

2. 4 まとめ 

以上、本章では、従来の距離中心主義的な指示詞記述の枠組みに異を唱える近年の指示

詞研究の流れを紹介した。以下にその内容を簡単にまとめる。 

 

(4) 第 2 章のまとめ 

                                            
11 言語類型論的な指示詞研究において、‘proximal’ と対立する概念は ‘distal’ もしくは ‘non-proximal’ と記

述されている (Huang 2007: 152 参照)。本研究における両者の定義の違いについては、第 5 章で触れる。 
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a. 指示詞は「対話相手の共同注意的な焦点を調節するという機能を果たす」(Diessel  

2006: 470) 形式である。発話空間の分割は指示詞において二次的な機能である。 

b. 全ての指示形式は ‘DEM’ 概念をコード化している。‘DEM’ とは、発話場面を「指

し示す」機能のみを持つ概念であり、対象の空間情報は示さない。指示詞のより根

本的な意味はこの ‘DEM’ であり、距離等の空間情報は、聞き手に対象を特定する

さらなるヒントを与え、共同注意を確立するための付加的な情報である。 

  c. 指示詞が付加的に持つ情報は、空間情報に限られない。共同注意の焦点を調整する

過程において、指示詞は、新しい対象に聞き手の注意を向けさせる機能と、一度共

同注意が確立された対象へ再度聞き手の注意を向けさせる機能の 2 つを果たす。ト

ルコ語等いくつかの言語では、この「聞き手の注意」の状態に関わる機能の違いが

指示形式に意味としてコード化されている。 

  d. 指示詞における最小の意味的対立は ‘proximal’ / ‘distal’ ではなく、‘DEM’ をコード

化する無標の指示形式と ‘DEM’ に加え空間情報等の付加的な意味をコード化す

る有標の指示形式との対立である。 

  e. この対立において、話し手が意味的に弱い無標の ‘DEM’ 形式を用いた場合、より

強い対立形の意味の逆が尺度推意される。 

 

これらの新たな概念、及び理論を用いた指示詞分析の枠組みは、発話場面の文脈情報を豊

富に取り入れた分析手法により得られたものである。本研究は、彼らの分析手法と、それ

により得られた注意概念、‘DEM’ 概念、及び会話の推意理論を導入した指示詞分析の枠組

みを用いて、日本語指示詞の直示用法を再分析することを目的とする。 

 第 1 章で指摘した通り、日本語指示詞の直示用法の分析には 2つの問題が残されている。

それはソ系の直示用法の多義性と、コ系・ア系の非対称的な分布である。本研究では、注

意概念と推意理論を用いることで、これらの問題が自然に説明されることを示す。 

次章では、実際の発話場面を参照しながら、注意概念を用いて「中距離指示」のソ系を

分析し、近年の日本語指示詞研究において例外的に扱われてきたソ系の直示用法が、トル

コ語やジャハイ語と同様に、注意概念を用いて記述できる形式であることを示す。 
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第 3章 注意概念を用いた「中距離指示」のソ系の再分析 

 

 

3. 1 はじめに 

 国語学・日本語学における日本語指示詞研究において、ソ系は特殊な形式として扱われ

てきた。それは、ソ系が、コ系・ア系とは異なり、「聞き手領域指示」と「中距離指示」と

いう 2 つの直示用法を持つこと、また、それに加えて、照応用法や曖昧指示など物理的な

文脈に依存せずに指示を行う非直示的な用法を持つことによる1。 

 本章では、これらのソ系の用法の中でも、先行研究で「残された問題」(堤 2012: 155) と

されてきた、いわゆる「中距離指示」のソ系を分析対象として取り上げ、(i) この用法が「中

距離」という距離概念ではなく注意概念を用いて分析すべき形式であること、(ii) 注意概念

を用いることで、国語学・日本語学の枠組みでは周辺的な用法とされてきた「中距離指示」

のソ系が、言語類型論的な枠組みで確立されている指示形式の 1 つとして記述できること

を示す。 

 本章の構成は以下の通りである。まず、3. 2 節で、「中距離指示」のソ系に対する先行研

究の記述を紹介し、「中距離指示」のソ系が「残された問題」とされている理由について述

べる。次に 3. 3 節で、注意概念を用いたトルコ語指示詞 şu とジャハイ語指示詞 ton の分析

を紹介し、3. 4 節で、「中距離指示」のソ系もこれらの指示形式と同様に注意概念を用いて

分析可能であることを論じる。 

 なお、本研究では、1. 3 節で述べたように、対話参加者が指示詞を用いて互いの注意の焦

点を調整する様子を観察するため、分析の対象として、筆者がセッティングした場面にお

ける自発的な相互行為場面を録画したビデオデータとそれを文字起こししたデータを中心

的に用いる。また、これらのデータを補足するために、小説、マンガ、ドラマの一場面か

らとった例を適宜用いる。 

 

3. 2 先行研究における「中距離指示」のソ系の記述と問題点 

第 1 章で述べたように、日本語指示詞の直示用法に関する体系的な研究は佐久間 (1936, 

1951) に端を発する。佐久間 (1951: 22) は日本語指示詞の直示用法を人称との対応関係か

ら説明し、(1) のような例に基づき、ソ系は二人称と対応して「聞き手領域」を指すとした。 

 

(1) 「聞き手領域指示」のソ系 

                                            
1 ソ系の非直示的な用法については、第 4 章で詳しく述べる。 
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  （相手の持っている箱を指して）その箱を借してください。 

(佐久間 1951: 23, 一部筆者改変) 

 

これに対し、高橋 (1956)、服部 (1961, 1968)、阪田 (1971) 等は、ソ系は佐久間 (1951) が

指摘した「聞き手領域指示」とは異なる「中距離指示」用法を持つと主張した。これ以降

のソ系の直示用法の研究は、ソ系が 2 つの異なる用法を持つ多義的な形式であるとする研

究と、ソ系の多義性は見せかけであり、両用法は高次では同一の原理に基づくとする研究

とに分けられる。 

 ソ系を多義的だとする代表的な研究として、先述の高橋 (1956)、服部 (1961, 1968)、阪田 

(1971)、及び正保 (1981) が挙げられる。彼らは、第 1 章で (4) として提示した例をもとに、

ソ系の直示用法を全て「聞き手領域指示」に還元することはできないと主張した。以下に、

彼らが提示した例を (2) として再掲する。 

 

(2) 「聞き手領域指示」と解釈できないソ系の例 

a. 話し手と聞き手が向かい合っている場面で、話し手が自分の後方の対象をソ系で指 

す場合。 

 （話し手と聞き手が部屋の中で立ち話しをしているとき、話し手が手を後へやって 

 机を指し）「その机をごらん」 

(高橋 1956: 41) 

b. 話し手と聞き手が並んでいる場面で、話し手が両者からやや離れた対象をソ系で指 

す場合。 

    「そこを左へ曲がって」と、きみ子が運転手にいった。 

(阪田 1971: 130) 

 

(2a) の状況で、話し手が自らの後方にある対象を指した場合、それは明らかに聞き手より

も話し手に近い空間内にあるため、話し手はそれを「聞き手領域」内の対象とは解釈でき

ない2。(2b) では、指示対象は話し手からも聞き手からも等しく離れた空間にあるため、や

はり話し手は対象が「聞き手領域」内にあると解釈することができない。 

                                            
2 佐久間 (1951: 22) は、「聞き手領域」を、聞き手の「手の届く範囲、自由に取れる区域内」と定義し

ている。この定義に基づけば、(2a, b) の指示対象は「聞き手領域」に含まれているとは言えない。 

しかし、「聞き手領域」の定義は研究者により異なる。金水 (2000: 162) は、「聞き手領域」には、「あなた

のそばの」対象や「あなたが持っている」対象に加え、「あなたが見ている」対象も含まれると述べる。金

水 (2000) の定義に基づけば、(2a, b) のソ系は「聞き手領域指示」だと解釈することが可能である。 

本研究では、第 6 章で論じる理由により、「あなたが見ている」という情報は「聞き手領域」の形成に寄与

しないと考える。 
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阪田 (1971) は、小説からの豊富な例をもとに、このソ系は話し手と聞き手から等しく離

れた対象を指していると述べ、以下の定義を提示した。 

 

(3) 「中距離指示」のソ系の定義 

話し手と相手の勢力圏が相重なった「われわれのなわばり」の外にあるものであり、

さほど遠い所ではない場所を表す 

 (阪田 1971: 129) 

 

この「中距離指示」のソ系を日本語指示詞体系に位置付けるため、第 1 章で述べたように、

佐久間 (1951) が提唱した「対立型の場」に基づく「人称区分説」に加え、「融合型の場」

に基づく「距離区分説」が日本語指示詞の記述に導入された。 

 これに対し、ソ系の単義的な分析を提案する研究は、「聞き手領域指示」と「中距離指示」

を統合するより高次の説明原理を求めた。金水・田窪 (1990, 1992b) を始めとする一連の研

究は、独り言ではソ系が用いられないという内省に基づいて、「聞き手領域指示」と同様に

「中距離指示」も、その使用において聞き手の存在を前提とすることを指摘し3、「中距離」

は「他の原理（の複合）から生じる見せかけの意義である」（金水・田窪 1992b: 169）と分

析した4。金水・田窪 (1990, 1992b) は、ソ系の直示用法はどちらも聞き手を介した間接的

                                            
3 吉本 (1992: 111) も、独り言でソ系が使われないこと、また社会的に十分発達していない幼児の言葉にソ

系が現れないことを根拠に、「中距離指示」のソ系が「聞き手の存在を前提とする」ことを指摘している。

なお、「中距離指示」のソ系と同様に「われわれ」という直示中心が仮定されているア系には、このような

傾向は見られない。 

 これに対し、堤 (2012: 155-156) は、内省により、独り言でも「中距離指示」のソ系は使用可能であると

述べている。完全な独り言のデータを採取することは困難であるため、本研究では独り言で「中距離指示」

のソ系が使用できるか否かについて結論を出すことはしないが、吉本 (1992) の指摘通り、指示詞の習得に

おいてソ系の出現が一律に遅れることから、「中距離指示」のソ系もやはり聞き手の存在を前提とする形式

であると考える。 
4 「中距離」が見せかけの意義である根拠として，上述の聞き手の存在を前提とすることに加え，金水・

田窪 (1992b: 169) は以下の 2 点も挙げている。 

 (i) 「中距離指示」が持つ特徴 

a.  他の形式とは異なり「そこ」「そのへん」等場所指示に偏る傾向がある。 

    b.  「中距離」とは、「近距離」、「遠距離」が定まった後にのみ「埋め草」として出てくる領域であ

るため、「近距離」、「遠距離」と同等の意義素として想定するべきではない。  

 (i a) に関する筆者の意見については，注 14 を参照されたい。(i b) に関して，指示詞が距離の対比を最

大いくつ含みうるかについては言語類型論的研究で多くの議論がなされている。この議論の焦点は、指示

詞が ‘proximal’、‘medial’、‘distal’ の 3 つ以上の距離を含みうるか否かという点だが（4 つ以上の距離の対

比を含みうるとする研究として Anderson and Keenan (1985)、3 つが最大だとする研究として Diessel (1999) 

が挙げられる）、少なくとも ‘medial’ が指示詞の意味に含まれうることはどの研究も認めているため、本

研究では「中距離」を指示詞の意義素として想定すべきではないという考えには同意しない。 

 ただし、Levinson (2004: 109) は、世界の指示詞体系には、距離を明確に区分する有標の中距離形式と、

より特定的な意味を持つ形式を用いることができない場合に選択される無標の中距離形式があることを指

摘している。ソ系が Levinson (2004) の言う無標の中距離形式だとすれば、ソ系はコ系やア系の「埋め草」

であるため「中距離」という意義素を想定すべきではないという金水・田窪 (1992b) の主張は、日本語指
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な指示であるとし、話し手が知覚した対象を直接指示するコ系・ア系とは異なる有標な用

法として特徴付けた5。 

 本研究では、金水・田窪 (1990, 1992b) が指摘するように、ソ系の 2 つの直示用法は、聞

き手を介した間接的な指示を行う用法であるという点で統合できると考えるが、それらを

全て「聞き手領域」という概念に還元することはできないと主張する。その根拠は、堤 (2012) 

が指摘したア系との交替可能性である。 

 堤 (2012) は、金水・田窪の一連の研究が提唱した直接指示的なコ系・ア系と間接指示的

なソ系という分析の枠組みを発展的に引き継いだが6、彼らが提示したソ系の直示用法の統

合には疑問を呈している。堤 (2012) は、「聞き手領域指示」のソ系はア系に置き換えるこ

とができないのに対し、従来「中距離指示」とされてきたソ系はア系と交替することが可

能であることを根拠として、「中距離指示」のソ系が聞き手の存在を前提としているとして

も、それを単純に「聞き手領域指示」と同等に扱うことはできないと述べた。以下の例に

おいて「*」はその文が非文法的であることを示す。 

 

(4) ア系と交替不可能な「聞き手領域指示」のソ系 

（聞き手が持っているものを指して）{それ／*あれ} 何？ 

(5) ア系と交替可能な「中距離指示」のソ系 

a. （タクシーの中で）運転手さん、{そこ／あそこ} の角で降ろしてください。 

                                                                                                                                
示詞においては妥当である。本章では、無標の中距離形式であると考えられるソ系が注意概念を用いて再

分析できることを主張する。Levinson (2004) が想定する他の言語に含まれる無標の中距離形式についても、

ソ系と同様に注意概念を用いて再分析できる可能性があると思われるが、他の言語の指示詞体系の分析は

今後の課題とする。 
5 金水・田窪 (1990, 1992b) は、ソ系の無標の用法は言語的先行詞を介した非直示的な指示であるとする。

彼らの談話管理理論と注意概念を用いた本研究の枠組みとの関連については第 4 章で詳しく論じる。 
6 堤 (2012) は談話管理理論が用いる「直接経験」、「間接経験」という概念の曖昧さを指摘し、より説明力

を持つ装置として、話し手が変項として捉えた要素を格納する領域 (Wp) と、話し手が映像化しうる特定

的な要素を格納する領域 (Ws) という区別を導入した。 

 ただし、堤 (2012) の枠組みは、談話管理理論の否定ではなく発展として位置づけられるものであり、両

者には共通点も多い。両者の議論を単純化すると、共通点を以下の 3 点にまとめることができる。 

(ii) 談話管理理論と堤 (2012) の枠組みの共通点 

    a. 両者とも、指示詞は心的領域内の対象を指すと考える点、その心的領域を 2 つに分ける点にお

いて共通している。ただし、その定義、及びそこに含まれる要素については意見が異なる。 

    b.  両者とも、ソ系は間接指示的であると分析しており、そのソ系を用いた指示は、コ系・ア系を

用いた指示よりも話し手の言語処理に負担をかけるとしている。 

    c.  両者とも、聞き手を語用論的存在とみなし、指示詞の意味記述から聞き手という存在を排除す

ることを目指している。 

 (ii a, b) については本研究も意見を同じくする。しかし、本研究では、Tomasello (1999: ch.4) が述べるよ

うに、言語の意味は話し手と聞き手の意図伝達の歴史の中で慣習化されていったものであるという立場を

とるため、3 番目の、指示詞の意味分析に聞き手を含むべきではないという考え方は共有しない。「聞き手

の注意」という概念を用いてソ系の意味を記述することで、談話管理理論と堤 (2012) が課題としてきたソ

系の直示用法を、少なくとも談話管理理論の枠組みの中には自然に位置づけることが可能になると思われ

るが、この点については、第 4 章で述べる。 
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b. ねぇねぇ、今、{そこ／あそこ} のスーパーで大安売りをやっているよ。 

                        (堤 2012: 155) 

 

堤 (2012: 155-6) は、内省に基づき、(5) のソ系とア系の選択に関わる要因は、阪田 (1971)

の定義通り、話し手と聞き手から指示対象までの距離の程度にあることを示唆している。

しかし、従来の定義と同様に、このソ系の用法を「聞き手領域指示」とは独立して存在す

る用法と捉え「距離区分説」によって記述すると、金水・田窪 (1990, 1992b) が指摘した、

このソ系と聞き手との関わりを説明することができなくなる。これらの点を踏まえ、堤 

(2012) は、いわゆる「中距離指示」のソ系は、日本語指示詞の統合的な分析において「残

された問題」であるとした。 

 以上の先行研究の議論から、いわゆる「中距離指示」のソ系は、統一的な説明が困難で

ある以下の 2 つの特徴を持つことが分かった。 

 

(6) 「中距離指示」のソ系の特徴 

      a. その使用において「聞き手領域指示」のソ系と同様に聞き手の存在が前提となる。 

   b. 「聞き手領域指示」のソ系とは異なりア系と交替可能である。 

 

以下の節では、近年の指示詞研究で用いられている注意概念をソ系の分析に導入すること

で、この 2 つの特徴が統一的に説明できることを示す。 

 

3. 3 注意概念を用いた指示詞研究 

3. 3. 1 Diessel (1999, 2006) による指示詞の再定義 

 第 2 章で述べた通り、Diessel (2006) は、距離中心主義的な Anderson and Keenan (1985) の

枠組みでは、指示詞体系に含まれる距離中立の形式を例外的に扱わざるを得ないことを問

題とし、共同注意という認知心理学的な概念を用いて、指示詞を「対話相手の共同注意的

な焦点を調節するという機能を果たす」形式の集合として再定義した (Diessel 2006: 469)。

前述のように、この共同注意を確立する過程において、指示詞は異なる 2 つの機能を果た

す。第 2 章で (2) として提示した指示詞の 2 つの機能を以下に再掲する。 

 

(7) 共同注意の形成における指示詞の 2 つの機能 

a. 共有されている注意の焦点に入っていなかった対象へ聞き手の注意を向け、新し 

い注意の焦点を作り出す。 

b. 聞き手の注意を、現在の（共同注意が確立されている）指示対象から前に（共同
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注意が）確立された指示対象へ向けるために用いられる。もしくは現在聞き手の

視野に入っている複数の対象から（話し手が）意図する対象を特定するために用

いられる。 

(Diessel 2006: 470, 括弧内は筆者による) 

 

第 2 章の (3) で示したように、英語指示詞など、1 つの形式が文脈に応じて、(7a, b) 両方

の機能を果たす指示詞体系もあるが、(7a) 聞き手の注意が指示対象に向けられていない場

合と、(7b) 聞き手の注意が既に指示対象に向けられている場合とで異なる指示形式を用い

る言語もあることが、2000 年前後からいくつかの個別言語の研究において指摘されている 

(Özyürek 1998, Burenhult 2003, Küntay and Özyürek 2006 等)。これらの研究は、指示詞の意味

記述には、直示中心と距離という概念に加え、指示対象に対する「聞き手の注意」の有無

という対比 (contrast) が必要であることを主張した。この「聞き手の注意」に関わる最もよ

く知られた指示形式として、トルコ語の şu が挙げられる。次節では şu に対する Özyürek 

(1998)、Küntay and Özyürek (2006) の分析を紹介する。 

 

3. 3. 2 注意概念を用いたトルコ語指示詞の分析 

 トルコ語は bu, şu, o の 3 つの指示形式を持つ7。Özyürek (1998) 及び Küntay and Özyürek 

(2006) は自然談話の分析や実験に基づき、bu, o がそれぞれ話し手から「近」、「遠」8という

距離概念をコード化するのに対し、şu はいかなる距離情報も持たないこと、şu は指示詞を

含む発話の発話時に聞き手の視覚的注意 (visual attention) が向けられていない対象を指す

のに用いられることを示した。Küntay and Özyürek (2006: 206) は şu を「聞き手の注意の不

在 (absence)」を示す形式と呼ぶ。以下に、Özyürek (1998) が提示した şu を含む自然談話デ

ータの一部を示す。なお、以下の例において、DEM はそれが指示詞であることを表す。 

 

(8) 楕円形の物体 

  （教師と学生が陶器が置かれた机の周りに立っている。学生は教室の隅にある楕円形 

  の物体を指し、それを机の上の陶器に装着することを提案する） 

 

                                            
7 bu, şu, o はそのままの形で指示代名詞、指示決定詞 (demonstrative determiner) としても用いられるが、指

示語根として、派生接尾辞を伴い、場所を表す代名詞 (bura, şura, ora)、様態を表す副詞 (böyle, şöyle, öyle) 等

としても用いられる。 
8 実際は、Küntay and Özyürek (2006) は、bu と o をそれぞれ、‘proximal’ / ‘distal’ と記述しているが、本章

では、日本語指示詞と記述概念を統一するため、これらを「近」、「遠」と表す。‘proximal’ / ‘distal’ と「近」、

「遠」の違いについては、第 5 章で述べる。 
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   a. mesela hoca-m        şu      oval       mesela 

     例えば 先生-所属 1 人称単数 DEM 決定詞 楕円形の(物) 例えば 

     “sir for example, this/that oval for example” 

   b.  şu-nun9   dış  yüzey-i-ne                koy-up     ta 

     DEM-属格 外の 表面-所属 3 人称単数-与格 置く-接続形 条件 

     “if you put on this’s outside surface”  

   c.  on-dan    da ol-abil-ir 

     DEM-奪格 も なる-可能-超越時制 

     “it might be from that too” 

      (Özyürek 1998: 606-607, 英語は原文まま, 統語情報は筆者による) 

 

(8a, c) において、話し手は「楕円形の物体」を指すのに şu と o という異なる形式を用いて

いる。従って、両形式を区別する要因は、直示中心から対象までの距離ではない。şu が「聞

き手の注意の不在」を示すという Küntay and Özyürek (2006) の分析に基づけば、話し手は、

(8a) では聞き手が対象に視覚的注意を向けていないと見なしたために şu を選択し、(8c) で

は聞き手が既にその対象に注意を向けたと判断した結果、話し手から対象までの距離を考

慮し、対象が「遠」であることを示す o を用いたと考えられる。(9) のような例に基づき、

Küntay and Özyürek (2006) は、トルコ語指示詞は、距離的な対比に加え、指示対象に対する

「聞き手の注意」の有無という対比が形式の選択に関わる分裂体系 (split system) であると

主張した。 

 このトルコ語の şu は、先に (7a) として提示した、聞き手の視覚的注意を転換させ「新

しい注意の焦点を作り出す」 (Diessel 2006: 470) 機能を果たすために選択される指示形式で

ある。これに対し、(7b) 聞き手の視覚的注意が既に指示対象に向けられている場合に選択

される指示形式も存在することが先行研究によって明らかにされている。次節では、その

例として、Burenhult (2003) によるジャハイ語指示詞 ton の分析を簡単に紹介する。 

 

3. 3. 3 注意概念を用いたジャハイ語指示詞の分析 

 注意概念を用いた個別言語の研究の 1 つである Burenhult (2003) は、ジャハイ語指示詞の

中でも、空間情報を示さない指示形式 ton に注目した10。彼は、フィールドワークによる観

                                            
9 (8b) における şu の使用については、注 17 で後述する。 
10 ジャハイ語指示詞は 8 つの指示形式を持ち、そのうち 4 つは発話場面の空間情報を、他の 4 つは注意に

関する情報を示している。これらはトルコ語と同様、指示語根としても、そのままの形で指示代名詞 

(demonstrative pronoun)、指示決定詞としても用いられる。 
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察と抽出タスクに基づき、ton は、Özyürek (1998) が記述したトルコ語の şu とは対照的に、

発話場面において聞き手が既に視覚的注意を向けている対象を指す用法を持つと述べた。 

Küntay and Özyürek (2006) の用語を用いれば、「聞き手の注意の不在」を示す şu に対し、ton

は「聞き手の注意の存在 (presence)」を示す形式であると言える。Burenhult (2003: 377) は、

ton は、聞き手に視覚的注意の転換を促さないという点で、ジャハイ語指示詞に含まれる他

の形式とは決定的に異なると述べた。  

 本研究では、日本語指示詞もトルコ語指示詞、及びジャハイ語指示詞と同様に、距離的

な対比に加え、「聞き手の注意」の有無という対比が指示形式の選択に関わる体系であるこ

とを主張する。次節では、「聞き手の注意」という概念を用いることで、先行研究において

残された問題とされてきた「中距離指示」のソ系が再分析できることを論じる。 

 

3. 4 注意概念を用いた「中距離指示」のソ系の分析 

 本節では、従来「中距離指示」と記述されてきた、聞き手と話し手からやや離れた対象

を指すソ系を、トルコ語指示詞 şu、及びジャハイ語指示詞 ton と対照させながら分析する。

分析においては、1. 3 節、及び 3. 1 節で述べた通り、発話場面の文脈情報を観察するため、

筆者がセッティングした場面における自然談話の一部を例として用いる。 

 なお、これらの例に含まれるソ系が、「聞き手領域指示」のソ系とは異なる用法であるこ

とを確認するため、3. 2 節で紹介した堤 (2012) の議論に基づき、日本語母語話者 3 名にそ

れぞれの例の文字化データと、談話参加者と指示対象の位置関係を示した図を見せ、ソ系

がア系と交替可能かどうか質問をした。結果、全てのソ系がア系と交替可能であるという

解答が得られた11。この結果は、以下の例に含まれるソ系が、堤 (2012: 155-156) が単純に

「聞き手領域指示」に還元することはできないと述べた用法であることを示している。 

 

3. 4. 1 発話時に聞き手の視野に入っている対象の指示 

3. 4. 1. 1 同一の対象がア系とソ系で指示される例 

 先行研究において、「中距離指示」のソ系は、その名が示す通り、話し手から対象までの

距離の程度によってア系と使い分けられているとされてきた (阪田 1971, 堤 2012 等)。しか

し、実際の使用では、話し手からの距離が変わらない同一の対象をア系とソ系両方を用い

て指示することがある。その一例として、展望台での談話の一部である (9) を提示する。 

                                            
11 母語話者には、ソ系とア系の交替可能性を判断する手がかりとして、談話参加者と指示対象の位置関係

等の発話場面の空間情報を示した図と文字化した資料のみを提示した。その結果、全ての母語話者が、3. 4

節の例に含まれるソ系はア系と交替可能だと答えたが、話し手もしくは聞き手の顔の向き、及びジェスチ

ャー等の文脈情報を限定すると、ア系とソ系どちらかの方がより好ましいと答える者が現れた。これは、

発話場面の空間情報以外の文脈情報が彼らの指示形式の選択に関わっていることを示している。 
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(9) ゼブラ柄のビル 

  （女性 2 人が展望台の窓の前の隣り合ったいすに座り、正面に広がる景色を見ている。 

A は共通の友人が住んでいるビルの場所を B に教えようとする） 

  a. A: （指さしをしながら）あそこ見て。斜めに森あるでしょ。 

  b.  B: （A の指さしに合わせて顔を動かす） 

  c.  A: そこの裏！白黒のゼブラ柄のビル、ゼブラ柄の。 

  d.  B: え、どれ、どれ？（指さしをしながら）あの鉄塔が近いやつ？ 

  e.  A: （B の方を見た後、正面に顔を戻し指さし）それ！それ！ 

白と黒…黒じゃないな、グレーの。B のまっすぐ前。 

  f.  B: あー、あれ…かなあ。 

  g.  A: （B の方を見て）そうそう、（顔を正面に戻し）ねずみ色のやつ。 

      それが C ちゃん住んでるんだよね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 (9a, b)：A が指さしをし、B は A の 

指さしに合わせて顔を動かす 

図 2 (9d)：B が指さしをする 

図 3 (9e)：A は B の方を見て B の視線を確認
した上で、ソ系を用いて指示 
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(9a) において、A は意図する対象が含まれる空間をア系を用いて指しているが、その後、(9c) 

では、指示対象とほぼ隣り合っているビルが含まれる空間を「そこ」で指し、(9e, g) では、

(9f) で B が「あれ」と指したのとを同じ対象を「それ」で指している12。同様のア系とソ系

の交替は、小説中にも見られる。小説からの例として、(10) を提示する。 

 

(10) 小型エレベーター 

  （佳代子とその夫、そして五反田は並んで空港の通路を歩いている。佳代子とその 

   夫は五反田の指示に従いエレベーターを探している） 

   「あれのこと？」 

   佳代子が斜め前方を指差した。チューブ型の小型エレベーターが隅にある。 

   「でもあれ、利用客用ではなくて、空港スタッフ用じゃないかな」 

   「それでいいんだ。そこを使って、地下へ行く」 

   五反田はてきぱきと指示を出す。   

(伊坂幸太郎『モダンタイムス』下) 

 

(10) においても、談話の冒頭で佳代子とその夫は指示対象であるエレベーターをア系を用

いて指示しているが、その発話の後、五反田はエレベーターがある場所を「そこ」とソ系

を用いて指示している。この例においても、対話参加者から同一の距離にある対象が、ア

系とソ系両方を用いて指示されている。 

では、このア系とソ系はどのような要因に基づいて選択されているのだろうか。(9)、(10) 

と同様に、3. 2 節で挙げたトルコ語の談話データにおいても、同一の対象を指すのに şu と o

という異なる 2 つの形式が用いられていた。これについて Küntay and Özyürek (2006) は、

先述の通り、şu と o の選択にはそれぞれ「聞き手の注意」の有無と距離の「近」、「遠」と

いう異なる対比が関わっていると述べ、şu は発話時に聞き手の視覚的注意が向けられてい

ない対象を指す「聞き手の注意の不在」を示す形式であると分析した。 

                                            
12 特に (9g) の「それ」は、先行する言語的先行詞を指す非直示用法と説明されるべきだという主張が可

能かもしれないが、本研究では、以下の 2 つの理由で (9) の例に含まれるソ系は直示用法であると考える。 

1 つ目の理由は、これらのソ系には指さし等のジェスチャーが伴っていることである。Diessel (1999: 94) 

は、指さし行為は、本研究の直示用法に当たる外部照応用法の特徴であり、言語的先行詞を指す用法には

指さし行為は見られないと述べている。 

2 つ目に、A が眼前にある対象を非直示用法のソ系を用いて指示していると解釈することは、直示によ

って指示を行うことができるなら、非直示よりも、話し手にとって負担の軽い直示による指示が優先され

るという日本語における「直示優先の原則」(金水・田窪 1990: 145-6) に反することになる。 

同じ理由で、本章の以下の例におけるソ系も直示用法であると判断する。ただし、本研究では、第 4 章

で論じる通り、両者は連続していると考える。 



31 

 本研究では、ソ系にも、トルコ語の şu と同様、「聞き手の注意」という概念が関わってい

ることを主張する。しかし、(9), (10) におけるソ系の出現環境は (8) における şu の出現環

境とは対照的である。(9c, e, g) 及び (10) のソ系は、(8a) の şu とは反対に、ア系等の言語

表現や指さしジェスチャーで一度指示されたことにより、指示詞を含む発話の発話時に聞

き手の視覚的注意が既に向けられていると話し手が解釈可能な対象を指している。şu とソ

系の対照的な分布は、このソ系が şu とは反対に、そしてジャハイ語指示詞 ton と同様に、

発話時に聞き手の視覚的注意が既に対象に向けられていることを前提とする「聞き手の注

意の存在」を示す形式であることを示している13。 

 このように、日本語指示詞もトルコ語やジャハイ語と同様、距離と「聞き手の注意」と

いう異なる概念が関わる分裂体系であると考えると、その帰結の 1 つとして、堤 (2012) が

指摘したア系とソ系が交替可能であることが自然に説明できる。「遠」という空間情報に基

づき選択されるア系と、聞き手の視覚的注意の状態に基づき選択されるソ系は排他的な関

係にはないことが予測されるからである。ア系とソ系のどちらで対象を指示するかは、対

象に関する空間情報と聞き手の視覚的注意に関する情報のどちらが、聞き手が対象を特定

するために、すなわち共同注意を確立するためにより有効かという、話し手の個々の文脈

の解釈により決定される。例えば、(9d, f) で、B は既に A の視野に入っている対象をソ系

ではなくア系で指示しているが、これは、(9d, f) の文脈では、対象が「遠」であるという

情報の方が、聞き手が注意を向けているという情報よりも、共同注意の確立により寄与す

ると B が解釈したことを示している。 

 では、なぜ (9d, f) の文脈では、「聞き手の注意の存在」を示すソ系は共同注意の確立に

寄与しないと B は解釈したのだろうか。以下、(9d, f) それぞれについて、B がソ系を選択

しなかった要因を考察する。 

                                            
13 Levinson (2004) は、şu とソ系の用法について以下のように言及しているが、そのソ系に関する記述は本

研究とは異なる。 

(iii) Levinson (2004) のトルコ語 şu と日本語ソ系に関する記述 

   「(前略) şu は共同注意の不在を仮定し、文脈の中のる指示対象に聞き手の注意を向けるために用 

   いられる。同じことは日本語についても言える。ソは 2 つの機能を持つ。1 つは単に聞き手に近い 

   指示対象を指し、もう 1 つは（トルコ語の şu と同様に）聞き手の注意を新しい指示対象にひきつけ 

   る。この後半の用法は、指示対象が話し手にとても近いときコに取って代わられ、話し手と聞き手 

   両方から遠いときはアに取って代わられる。ここでの主な対立は、話し手対聞き手への近接性では 

   なく、注意の焦点を共有しているか否かに関係している」 

                        (Levinson 2004: 110, 括弧内及び下線は筆者による) 

 本研究でも Levinson (2004) が述べる通り、距離ではなく、話し手と聞き手が「注意の焦点を共有してい

るか否か」が話し手のソ系の選択に決定的に関わると考えるが、şu とソ系がどちらも「聞き手の注意を新

しい指示対象にひきつける」という点には同意できない。その根拠は、本節の例が示すように自然談話に

おけるソ系と şu の出現環境が対照的であること、及び第 4 章で論じるように両者が非直示用法においても

対照的に用いられることである。ただし、Levinson (2004) がソ系の記述の参考にした Özyürek and Kita 

(2000) が入手できていないため、彼らがどのような根拠によりソ系が şu と同じ機能を持つと判断したのか

は未確認である。 
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 まず、話し手が「聞き手の注意の存在」を示すソ系を選択する場合、発話時に、聞き手

が指示対象に正確に視覚的注意を向けていると解釈できなければならない。(9d) の発話時

には、指示対象である「鉄塔」に関する情報が先行する談話の中で与えられていない。ま

た、両者が展望台から見下ろす風景の中には指示対象の候補となりうる建造物が数多く存

在する。(9d) 以前の談話で「鉄塔」に関する情報が十分に与えられており、聞き手が正し

い対象に既に視覚的注意を向けていると話し手が判断しうる文脈（(9d’)）、もしくは聞き手

の視野の中に指示対象の候補となりうるものが 1 つしかないような文脈（(9d’’)）では、ソ

系が選択されやすいことが予測される14。 

 

(9d’) （何度も鉄塔の場所を指示した後で指さしと共に） 

 だから、その鉄塔だって。 

(9d’’) （眼下に鉄塔に当たるものが 1 つしかない文脈で指さしと共に） 

   その鉄塔が近いやつ？ 

 

この議論の間接的な証拠として、既に指示対象についての情報が十分に与えられている文

脈でソ系が使用されている例としてドラマから (11) を、指示対象の候補が聞き手の視野の

中に 1 つしかない文脈においてソ系が使用されている例として漫画から (12) を提示する。 

 

(11) 隣の部屋 

  （家族が集まって食卓についている。男の子が、死んだ母が幽霊として出てくると

いう話をするが、他の家族は信じない。男の子は隣の部屋を指さし、その部屋に

幽霊がいることを皆に知らせる） 

   男の子 （隣の部屋を指さして）今もいる！ 

     家族  （皆食卓から隣の部屋へ視線を移し、指さされた方向に目を凝らす） 

                                            
14 上の議論の帰結として、「聞き手の注意の存在」を示すソ系が、特定の質的範疇に偏る傾向があることが

予測される。話し手にとって聞き手の視覚的注意が向けられているか否かが特定しやすい対象、すなわち、

視野の中の特定の 1 つの対象ではなく、広がりのある空間を指す場合、「聞き手の注意の存在」を示すソ系

が現れやすいのではないだろうか。 

乳児の発達に伴う共同注意行動の質的変化を観察した大藪 (2004: ch.2) は、乳児が他者の視線追跡をす

る場合、他者の視線の先の空間を共有することは容易だが、さらにその先の対象物を特定することは困難

であると述べ、対象の性質によって視線追従の難易度に差があることを指摘した。実際に、注 4 に示した

通り、金水・田窪 (1990, 1992b) は、本研究が「聞き手の注意の存在」を示すソ系と解釈する「中距離指示」

のソ系は、「そこ」「その辺」という、視線追従が容易な、場所を表す指示代名詞として用いられやすい傾

向があることを指摘している。従って、(9d, f) の発話も、以下のようにソ系を場所代名詞に置き換えれば、

(9d, f) の文脈のままでも、容認度が上がると思われる。 

(iv) え、どれ、どれ？（指さしをしながら）そこの鉄塔が近いやつ？ 

(v) あー、そこ…かなあ。 
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     男の子  そこの柱に寄りかかって、こっち見てる。 

     家族  （男の子が指さす場所を見ながら）どこ？ 

   男の子 （指さしながら）そこ！         

 (『11 人もいる！』第 7 話) 

 

(12) 髪の毛 

   （自らの髪の毛を探している男性と一緒に、その髪の毛を追いかけながら） 

   「ごめんなさい 手伝うわ でもどうしてそんなもの取りにきたの 髪の毛の一本や二 

   本どうだっていいのに」 

 

 

 

 

 

 

 

(神坂智子『シルクロードヘディンの手帳』) 

 

(11) では、話し手である男の子は、発話と指さしジェスチャーによって、聞き手である家

族の注意を指示対象にひきつけ、意図する空間に皆が注意を向けていることを確認した上

で、「そこ」を用いて再度指示を行っている。これは、(9d’) で提示した、既に指示対象に

ついての情報が十分に与えられている文脈でのソ系の使用例である。一方、(12) では、指

さしジェスチャーは見られるものの、ソ系を含む発話以前に指示対象に対する言語的な言

及はない。しかし、(12) の発話場面では、対話参加者である 2 人の眼前に指示対象の候補

となりうるものは 1 つしかない。(9d’’) で提示した状況と同様に、ソ系で指されうる候補が

聞き手の視野の中に 1 つしかないという文脈が、(12) におけるソ系の使用を可能にしたと

考えられる。 

 次に、(9f) でソ系が選択されなかった理由について考察する。(9f) の発話時には先行す

る談話で指示対象に関する情報が十分与えられているにも関わらず、「あー、あれ…かなあ」

を、「あー、それ…かなあ」と言い換えることは、直感的に不自然であるように感じられる。

この不自然さは、基本的に内言に用いられる終助詞「かなあ」が後接していることによる

と思われる。先述の通り、金水・田窪 (1992b: 169) は、本研究が「聞き手の注意の存在」

と解釈する「中距離指示」のソ系が内言で用いられにくいことを指摘している。(9f) は、
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以下のように、聞き手の存在を前提とする疑問文にすれば、より自然に感じられる。 

 

(9f’)（聞き手の方を見て、対象を指さしながら）あー、それ？ 

 

以上のように、ソ系を含め、ある発話に含まれる指示詞の直示用法の容認性を判断する場

合、発話場面の物理的な文脈情報や一連の談話における言語的な文脈情報、また指示形式

が含まれる発話のタイプを含めて判断することが重要であると思われる。 

 

3. 4. 1. 2 先行する指示なしにソ系が用いられる例 

 次に、(9) と同様に、発話時に聞き手の視野に入っている対象を指すソ系の例として (13) 

を提示する。ただし、(13) では、話し手は、(9) のような先行する言語表現やジェスチャー

による指示なしに、意図する対象を直接ソ系を用いて指している。 

 

(13) スクリーン 

  （C と D は、正面のスクリーンに映し出された写真を見ながら、その写真の建造物を

ブロックで組み立てるという課題を行っている。D が白いブロックが足りないと言い、

C が写真と同じ色のブロックを使う必要はないと答える） 

  a. C:  色一緒じゃなくてもいいって言ってたもん。 

  b. D: （顔を上げてスクリーン見ながら）あ、そうか、あ、そうなのか。 

      （顔を下に向けて手元を見る） 

  c. C:  言ってたよ。 

  d. D: （スクリーンを見上げて）そうか。 

    e. C: （D をちらっと見て、すぐに顔を手元に戻し）なんかそれを見て、（D が顔を 

手元に下げるのを待ってから）っぽくすればいいんだよ。 
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(13) は、(9) とは異なり、「それ」を含む (13e) 以前の一連の談話において、指示対象であ

るスクリーンを指す言語表現やジェスチャーが見られない。ただし、(13e) で、話し手であ

る C は、聞き手である D の方に顔を向け、D が意図する対象に視覚的注意を向けているこ

とを確認した上で、「それ」という指示を行っている（図 4 参照）。加えて、聞き手の視野

の中に指示対象の候補となりうる建造物が多く含まれる (9) とは異なり、(13) の発話場面

では、聞き手の視野の中で指示対象の候補となりうるものはスクリーンのみである（図 5

参照）。このように、聞き手である D が意図する対象に既に視覚的注意を向けている、加え

て指示対象の候補となりうるものが他にないと話し手が解釈できる文脈情報があることに

より、先行する言語表現やジェスチャーを用いずに、指示対象を直接「それ」と指すこと

が可能になったと考えられる。 

 同様の例として小説から (14) を提示する。 

 

(14) ペンション 

  （女の子と此木はバスの最後部のシートに並んで座っている） 

  女の子は覗き込むように此木を見ている。 

  此木は視線を外し、天井近くの広告に見入ったふりをする。（中略） 

  女の子は此木の視線を辿って、自分もその広告を指さした。 

  「そう、流聖はそのペンションに行ったんですよ。…」 

 (堀川アサコ「暗いバス」) 

 

(14) も、指さしジェスチャーはあるものの、(13) と同様に先行する言語表現なしにソ系に

よる指示が行われている例である。(14) の文脈においても、(13) と同様に、話し手はソ系

図 5 C, D と指示対象であるスクリーンの
位置関係 

 

図 4 (13e)：C は D の方をちらっと見て発話 
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を含む発話の前に、聞き手の視覚的注意の方向を確認している。従って、(14) におけるソ

系の使用も、意図する対象に聞き手が既に視覚的注意を向けているという話し手の解釈に

基づくと考えられる。 

 次の (15) も、話し手が、先行する言語表現を用いずに、聞き手が視覚的注意を向けてい

ると解釈できる対象を、ソ系で直接指示している例である。 

 

(15) 英語の教室 

  （語学学校の教室の中で机を挟んで E と F が向かい合って座っている） 

  a. E: 明日英語ある？ 

  b. F: （うなずいて）うん、ある。 

  c. E: 英語の教室どこ？ 

  d. F: （E に視線を向けたまま、自分の後方を指さし）そこ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し手と聞き手が横に並んでいる今までの例とは異なり、(15) では話し手と聞き手は対面

しており、指示対象は話し手の後方にある。(15) の発話状況を聞き手の視覚的注意という

観点から見ると、話し手は聞き手と対面しているため、常に聞き手の視覚的注意の状態を

モニターすることができる。さらに、このような対面状況で聞き手が話し手に顔を向けて

いる場合、話し手の後方にある指示対象は、必然的に聞き手の視野に含まれる。その結果、

(15) では、(9a) のようなア系等の言語表現による対象への聞き手の視覚的注意の誘導、ま

た (9e, g)、(13e) のように話し手が聞き手の視覚的注意を確認するために顔の向きを変える

動作が見られない。このように話し手と聞き手が対面しており、結果として話し手が聞き

手の視覚的注意の状態をモニターしやすい状況では「聞き手の注意の存在」を示すソ系が

図 6 (15d)：聞き手 E に視線を向けた 
まま後方の教室を指さす 
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現れやすいことが予測される。実際に、「聞き手領域指示」に還元できないソ系の例として、

最も初期に、高橋 (1956) が提示した (2a) のソ系の発話場面は、上の (15) と同じ状況であ

る。 

 以上、本節では、発話時の聞き手の視覚的注意を利用したソ系による指示の例を挙げた。

これらのソ系は、3. 3. 3 節で紹介した ton と同様に、「現在聞き手の視野に入っている複数

の対象から (話し手が) 意図する対象を特定する」 (Diessel 2006: 470) 機能を果たしている。

しかし、Diessel (2006)、及びジャハイ語指示詞 ton を分析した Burenhult (2003) は、「聞き手

の注意の存在」を示す形式は、発話時に聞き手の視覚的注意が向けられている対象だけで

なく、発話時以前の聞き手の視覚的注意を利用した指示をも行うことを指摘している。次

節では、彼らの記述とソ系の例をもとに、発話時以前の聞き手の視覚的注意を利用したソ

系の用法について述べる。 

 

3. 4. 2 発話時以前の聞き手の視覚的注意を利用した指示 

 Burenhult (2003: 367) は、フィールドワークによる観察から、ジャハイ語指示詞 ton は発

話時に聞き手が注意を向けている対象のみならず、発話時以前に聞き手が一度注意を向け

た対象をも指すと記述した。Burenhult (2003: 376-378) によれば、これらの用法は、どちら

も聞き手の視覚的注意の大きな転換を促さないという点で共通している。前者は「今見て

いる対象から目をそらすな」という指令であり、後者は「先ほどまで見ていた対象に注意

を戻せ」という指令である。これらの指令は、例えば、話し手が「遠」と認知した対象に

向けて聞き手の視覚的注意を転換させる遠称の形式とは異なり、共同注意の確立のために

要求される聞き手の負担が軽いという話し手の見込みを伝えている。Burenhult (2003) は発

話時以前の聞き手の視覚的注意を利用した ton の例を提示していないが、筆者の収集したデ

ータの中には、これと同じ例だと考えられるソ系の使用が見られる。以下にその 1 つであ

る (16) を提示する。 

 

(16) ネイルサロン 

  （喫茶店の中で、G と H は向かい合って座って話している） 

  a. G: 北海道はこれから桜咲くね。 

  b. H: （何度も頷いて）ああ、そうだよね。 

  c. G: （一緒に頷きながら）うんうん。（H が頷きをやめてから）楽しみに。 

  d. H: （G から目をそらして）あー、うん。楽しみだ。（G に目線を戻す） 

  e. G: （目線を落とし H の爪を見て）ネイルきれいだね。 

  f. H: （うなずいて自分の爪を見て）そうね、かわいいよね。 
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  g. G: （H の爪を見たままうなずいて）うん、うん、かわいらしいよ。 

      どこでやったの？ 

  h. H: これねー、（顔を上げて G を見て自分の後方を指さし）そこだよ。 

  i. G: （顔を上げてから、H が指さす先を見る） 

 

 

 

 

 

 

 

G と H は (15) と同様に向かい合って座っており、(16h) で H は (15d) と同じように聞き手

の顔を見ながら自分の後方の空間を「そこ」と指示している。しかし、「そこ」の発話時に

聞き手である G が視覚的注意を向けている対象は、話し手 H の後方ではなく、図 9 が示す

通り、話し手 H の爪である。従って、(15) 及び 3. 4. 1 節で提示した他の例とは異なり、こ

のソ系は発話時に聞き手の視野に入っている対象を指してはいない。 

 ただし、図 7 が示す通り、G は、H の爪に目を落とす (16e) より前は H の方に顔を向け

ていた。そのため、G と対面していた H は、(16d) までは H の後方の空間が G の視野に入

図 9 (16h)：H は顔を上げて後方を指さ
そうとする 

図 10 (16 i)： G は顔を上げ、H の後方
に視線を向ける 

図 8 (16e-g)：G と H は H の爪を見な 
がら話す 

図 7 (16a-c)：G と H は向かい合って 
話している 
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っていたことを確認することが可能であった。このように、G が、(16e) で一時的に視線を

落としたものの、(16d) 以前の一連の談話が進行する間は H 及び H の後方に視覚的注意を

向け続けていたことから、H は、指示対象である H の後方の空間が、発話場面における他

の空間よりも G にとって卓立性があると解釈し、G が発話時に指示対象を見ていなくても

その特定は容易であろうという判断のもと、ソ系を選択したと思われる15。実際に、H が 

(16h) で「そこ」と発話すると、G はすぐに顔を上げ、H の後方に視覚的注意を戻している。

G が H の「先ほどまで見ていた対象に注意を戻せ」という指令を正しく理解できた背景に

は、当然 H の指さしジェスチャーも関係していると考えられるが、指示対象である H の後

方の空間が、ある程度の時間に渡って視覚的注意を向けていた対象であったことから、G

にとって、発話場面における他の空間よりも卓立性があったことも寄与していると思われ

る。 

 (16) と同様に、発話時以前に聞き手が視覚的注意を向けていた対象を指すソ系の例をも

う 1 つ挙げる。 

 

(17) 黄色のブロック 

  （IとJは、スクリーンに映し出されている様々な色のブロックを使って組み立てられた

モデル図を見て、同じ形にブロックを組み立てるという課題を行っている） 

  a. I:  （組み立てていたブロックを2人の眼前に差し出し）ね、一番上、こうじゃない？ 

  b. J:  （Iが目の前に差し出したブロックとスクリーンを見る）かなあ。 

  c. I:  （ブロックを2人の前の机の上に置く） 

  d. J:  （それを手に取り、目の高さに上げ、スクリーンの写真と見比べる） 

  e. I: （Jと一緒にスクリーンを眺める）切れ目がさあ、変なんだけどさあ。 

 （しばらくスクリーンを眺めてからJの方を見て）白の切れ目が変なんだよね。

でもさあ、（徐々に声を小さくして）黒…、 

  f.  J: （ブロックを持ったまま手元に視線を落として） 

                                            
15 本章は『言語研究』に投稿した論文の一部であるが、その際に査読者から、このソ系の指示範囲には制

限が必要ではないかという指摘があった。筆者は、ソ系の指示対象の候補は時間的に無限にさかのぼるわ

けではなく、このソ系の指示においては、指示対象に聞き手が注意を向けた時点と、ソ系を含む発話の発

話時が近接していることが必要であると考える。 

 認知科学における注意研究の出発点とされる Broadbent (1958) が知覚容量のボトルネック理論を提出し

て以来、その理論は修正されつつも、注意とは、知覚した情報を選択しワーキングメモリに登録するプロ

セスであるということ、そしてワーキングメモリの容量には限界があることは、認知科学、及び認知心理

学における注意に関する議論で前提として共有されている (Mole 2011 も参照)。その容量の定量化につい

ては未だに明確な議論が行われていないが、容量に限界があるという議論は、ソ系が利用できる発話時以

前の聞き手の注意は時間的に近接している範囲に限られるという本研究の仮説の理論的な根拠になりうる

と思われる。 
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その下の黄色って何なんだろうね。 

  g.  I:  （すぐに隣のJから正面のスクリーンに視線を戻す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) の例では、Jが「その下の黄色」と発話する以前に、IとJは共に一定の時間、指示対象

であるスクリーンの写真の中の、Iが組み立てたパートに該当する部分を眺め続けている 

(図11)。(17e) で一時的にIは視線をJの方に向けているが、それ以前は意図するスクリーン

の中の一部分を見ていたことから、Jは、Iにとって指示対象であるスクリーンに映されてい

る写真の中の意図する部分が卓立性を持つと解釈し、ソ系を用いて指示したと思われる。

実際に、Jが「その下の黄色」と発話した時、Iは指示対象を見ていなかったが (図12)、すぐ

にJの意図を理解し、スクリーンの写真に視線を戻している (図13)。(17)も、(16) と同様に、

発話時以前に、聞き手が指示対象にある程度の時間に渡って注意を向けていたため、聞き

図 11  (17d, e)：J がブロックを手に取りスク
リーンを見る。I も一緒にスクリーンを見る 

図 12  (17e, f)：I は J の方を見る。J は手元
に視線を落とし、「その」と発話 

図 13  (17g)：J が「その」と発話するとす
ぐに I はスクリーンに視線を戻す 
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手にとって対象の特定が容易であると話し手が解釈し、ソ系を選択した例であると考えら

れる。 

 次に、小説から (18) の例を提示する。 

 

(18) マンションの前の道 

  （マンションの部屋に猿の化身が現れ、その部屋の中にいる人々に対し、先ほど部屋

から逃げた男の行方について話し始める） 

 「さっきの男、○○さんでしたっけ、車を走らせて逃げましたけどね、また戻ってき

ますよ。そろそろガソリンがなくなるのですが、深夜営業のスタンドは限られます。

ほら、このマンションの前の通りを行けば、そのスタンドに着きますから。あ、考え

れば、觔斗雲は燃料いらずで、エコですね。まあ、それはさておき。とにかく、この

前の通りを走ってきます」 

 わたしはじっと聞くだけだった。 

 猿の化身は引き続き、喋りつづける。饒舌で、時折、歯を鳴らすような音を立てる。

それから、部屋の壁に掛けられた時計を指さした。「あと、三十分後、その道に来ます

よ」                                  

 (伊坂幸太郎『SOS の猿』, 下線部は筆者による) 

  

(18) において、「その道」の発話時に聞き手が視覚的注意を向けている対象は、その直前に

話し手である猿の化身が指さした「部屋の壁に掛けられた時計」であると予測される。し

かし、猿の化身は発話時に聞き手が視覚的注意を向けていないマンションの前の道を「そ

の道」と指示している。従って、このソ系も (16)、(17) 同様、発話時以前の聞き手の視覚

的注意を利用した指示である。 

ただし、(16) 及び (17) では、聞き手は発話時以前にある程度の時間に渡って指示対象に

視覚的注意を向けていたのに対し、(18) では、聞き手が指示対象である「道」に注意を向

けていた時間は短い。しかし、その代わりに、(18) では、破線部が示す通り、先行する談

話において「道」は、言語表現によって二度明示的に指示されている。 

Diessel (2006: 470) は、先に提示した (7b) において、指示詞は「聞き手の注意を、現在

の（共同注意が確立されている）指示対象から前に（共同注意が）確立された指示対象へ

向ける」機能を持つと記述した。この (18) の例でも、言語的な言及によって「道」に対す

る共同注意が話し手と聞き手の間で一度確立したことにより、3. 4. 1 節で挙げた例のように

発話時に聞き手が対象に視覚的注意を向けていなくても、また (16)、(17) のように発話時

以前に聞き手の視覚的注意が対象に向けられていた時間がそれほど長くなくても、聞き手
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が容易に特定できるだけの卓立性が「道」にあると話し手は解釈し、その結果、ソ系が選

択されたと考えられる16。 

 以上、発話時以前の聞き手の視覚的注意を利用した指示を行うソ系の例を 3 つ挙げた。

このソ系による指示を選択する場合、話し手は、発話時に聞き手が視覚的注意を向けてい

なくても、聞き手はそれを容易に特定できると解釈できなければならない。本節では、そ

のような話し手の解釈を可能にする要因として、(16)、(17) で発話時以前に聞き手が一定の

時間に渡り対象に視覚的注意を向けていたという物理的な文脈情報を、(18) で発話時以前

に対象が言語表現を用いて指示されていたという言語的文脈情報を提示した。聞き手が指

示対象を容易に特定できると話し手が解釈することを可能にする文脈要因は、以上の 2 つ

に限られないかもしれないが、上述の通り、Burenhult (2003) は発話時以前の聞き手の視覚

的注意を利用した ton の例を挙げておらず、また筆者が収集したデータの中でも、発話時に

聞き手が視覚的注意を向けている対象を指すソ系の例に比べ、発話時以前の聞き手の視覚

的注意を利用したソ系の例は数が少ない。今後さらにデータを収集していく必要がある。 

 

3. 4. 3 「聞き手の注意の存在」を示すソ系 

 3. 4. 1 節と 3. 4. 2 節の議論に基づき、話し手が、対象に「聞き手の注意」が存在すると解

釈しうる発話場面の状態を以下のように定義する。 

 

(19) 「聞き手の注意の存在」の定義 

   指示詞を含む発話の発話時に、話し手が意図する対象に聞き手が視覚的注意を向け 

      ている、もしくは発話時以前に聞き手が視覚的注意を向けており、かつ、その対象 

      の特定が聞き手にとって容易であると話し手が解釈できる状態。 

 

 従来「中距離指示」とされていたソ系を (19) の文脈で選択される形式と定義することで、

3. 2 節の (6a, b) で提示した、「中距離指示」のソ系に関する 2 つの特徴を統一的に説明する

                                            
16 指示対象に対する発話時以前の聞き手の視覚的注意の有無も話し手の指示形式の選択に関わると想定し

なければ、Özyürek (1998) が提示した (8) のトルコ語の談話例における şu と o の選択も説明することがで

きない。 

(8) の例において、話し手である学生は、(8a) で şu を用いて聞き手である教師の注意を教室の隅にある

「楕円形の物体」に向けさせた後、(8b) で再び şu を用いて、教師の注意を机の上の陶器に向けさせている。

従って、続く (8c) の発話時には、聞き手である教師の注意は、机の上の陶器に向けられたままであること

が予測される。しかし、学生は (8c) で、発話時に教師が注意を向けていない「楕円形の物体」を、「聞き

手の注意の不在」を示す şu ではなく、o を用いて指示している。学生が şu を選択しなかった背景には、発

話時以前に一度聞き手の視覚的注意がそれに向けられたため、発話時に聞き手の視覚的注意が意図する対

象に向けられていなくても、聞き手はそれを新しい共同注意の対象だとはみなさないであろうという解釈

が存在すると思われる。 
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ことが可能になる。以下に (6a, b) を (20) として再掲する。 

 

(20) 「中距離指示」のソ系の特徴 

    a.  その使用において「聞き手領域指示」のソ系と同様に聞き手の存在が前提となる。 

      b. 「聞き手領域指示」のソ系とは異なりア系と交替可能である。 

    

まず、(20a) については、このソ系が距離情報ではなく、対象に対する「聞き手の注意」

の有無という文脈情報に基づいて用いられる形式だと考えることで説明が可能になる。こ

のソ系を使用する場合、話し手は、発話場面で聞き手の視覚的注意の状態を確認し、それ

が意図する対象に向けられている／いたと解釈できなければならない。そのため、このソ

系の使用においては聞き手の存在が前提となるのだと考えられる。 

 (20b) についても同様に、このソ系が「聞き手の注意の存在」を示すと考えることで説明

が可能になる。3. 4. 1 節で述べた通り、本研究では、ア系とソ系にはそれぞれ距離と「聞き

手の注意」という異なる概念が関わっているため、話し手は、発話場面の解釈によって、

同一の対象をア系で指すかソ系で指すか選択することができると考える。これに対し、「聞

き手領域指示」のソ系は、対象が聞き手に「近」であることを示すため、対象が話し手と

聞き手から「遠」であることを示すア系と矛盾する概念を含むことになり、堤 (2012) の指

摘通り、ア系と交替できない。 

 

3. 5 まとめ 

 以上、本章では、先行研究において「残された問題」とされてきた「中距離指示」のソ

系を、近年、指示詞研究に導入された注意概念を用いて再分析した。その結果、以下の 3

点が明らかになった。 

 

(21) 第 3章のまとめ 

    a.  いわゆる「中距離指示」のソ系は、トルコ語指示詞 şu とは反対に、またジャハイ 

    語指示詞 ton と同様に、「聞き手の注意の存在」を示す形式として分析できる。そ 

    のため、このソ系を使用する場合、聞き手が存在することが前提となる。 

    b.  「聞き手の注意」の有無が関わるソ系と、距離概念が関わるア系は排他的な関係

にないため、話し手は発話場面の文脈情報の解釈によって、聞き手の対象の特定

により寄与しうる形式を任意に選択することができる。 

    c.  「聞き手の注意の存在」を示すソ系は、発話時に聞き手が視覚的注意を向けてい

る対象に加え、発話時以前に聞き手が視覚的注意を向けた対象も指しうる。その
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場合、話し手は、聞き手が容易に特定できるだけの卓立性を指示対象が持つと解

釈できなければならない。 

 

以上のように、近年の個別言語の指示詞研究で用いられている「聞き手の注意」という

概念によってソ系を記述することで、国語学・日本語学で用いられていた「中距離」とい

う概念を排除することができ、それに伴い、このソ系の 2 つの特徴を統一的に説明するこ

とが可能になる。 

また、「聞き手の注意」という概念を導入することで、国語学・日本語学における指示詞

研究の枠組みでは特殊な形式だと考えられていたソ系を、言語一般的な指示形式として、

トルコ語の şu やジャハイ語の ton 等、他の言語の指示詞と対照させながら分析することが

可能になる。日本語、韓国語、トルコ語の指示詞を対照分析した金水･岡崎･曺  (2002: 

241-243) は、トルコ語の şu について、林 (1989) の分析に基づき「対象を談話に新規導入

する談話標識である」と言及している。しかし、şu とソ系の関係については、近称、遠称

の形式と比べて「はっきりした用法が認められなかったり、分布が複雑・微妙であったり

するなど、記述が難しい」形式であり、どちらも「典型的な用法からかなりはずれた用法」

を持つ中称指示詞であるという表面的な一般化をするにとどまっている。しかし、上で示

したように、「聞き手の注意」という観点から şu とソ系を見れば、両者の分布が対照的であ

ることも説明ができ、より精緻な対照分析が可能になる。 

 なお、(21) に挙げた 3 点の結論のうち、特に (21c) は、直示用法と非直示用法の連続性

を考える上で非常に重要である。3. 4. 2 節で挙げた (18) の例のように、発話時以前に一度

共同注意が確立した対象を指すソ系は、先行する言語表現を指すソ系と連続性を持つこと

が予測されるからである。次章では、「聞き手の注意」という概念によって、ソ系、及び şu

の直示用法と非直示用法が統一的に分析されうることを論じる。 
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第 4章 ソ系の直示用法と非直示用法の統一的分析 

 

 

4. 1 はじめに 

 第 3 章では、日本語指示詞の分析に注意概念を導入し、「中距離指示」とされてきたソ系

が「聞き手の注意の存在」を示す形式として分析できることを示した。この分析によって、

先行研究で問題とされてきた「中距離」という概念を排除することができ、さらに、ソ系

を近年の指示詞研究の枠組みに位置づけることができた。本章では、「聞き手の注意」とい

う概念によって、直示用法のみならず非直示用法の分析も可能になることを、ソ系とトル

コ語指示詞 şu の対照分析に基づいて論じる。 

本章の構成は以下の通りである。まず、4. 2 節で、「聞き手の注意」という概念は発話場

面から談話・テクスト内に拡張可能であるという Diessel (2006) の主張を紹介する。この主

張に基づき、4. 3 節では、ソ系と şu の非直示用法を対照させ、「聞き手の注意」概念を用い

ることで、指示詞の直示用法と非直示用法の統一的分析が可能になることを示す。4. 4 節で

は、日本語学において直示用法と非直示用法の統合的な分析を試みた金水・田窪の一連の

研究と、彼らが提示した談話管理理論を概観し、彼らの枠組みと、本研究が用いる注意概

念を導入した指示詞分析の枠組みとの関連について論じる。 

 

4. 2 談話・テクスト内における注意概念の解釈 

 指示詞は、発話場面に存在する物理的対象を指す直示用法だけでなく、物理的な文脈に

依存せずに指示を行う非直示用法を持つ。非直示用法の典型的な例は、談話・テクスト内

の言語的対象を指す用法である。第 2 章、及び第 3 章で紹介した近年の個別言語の指示詞

研究はフィールドワークによる観察を出発点とするため、その分析対象は主に直示用法で

あり、聞き手の視覚的注意の有無に関わる指示形式が談話・テクスト内でどのように機能

するかという経験的な研究はまだ行われていない。Burenhult (2003: 367) は、「聞き手の注意

の存在」を示すジャハイ語指示詞 ton が談話・テクスト内で照応詞 (anaphora) 、もしくは

定性 (definiteness) を示す形式として頻繁に用いられることを指摘し、ton がこれらの用法

を担うことは、ton が発話場面で聞き手が視覚的注意を向けている対象を指示することと明

らかに連続していると述べている。Küntay and Özyürek (2006: 319) もまた、şu がコード化す

る「聞き手の注意」という概念が直示用法のみならず非直示用法にも関わるであろうこと

を予測しているが、その具体的な分析は今後の課題としている。 

 一方、理論的研究では、注意概念を発話場面から談話世界へ拡張することが可能だとい

うことが既に論じられている。第 2 章で述べたように、Diessel (2006: 2, 37-38) は、指示詞
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を「対話相手の共同注意的な焦点を調節するという機能を果たす」形式の集合であると定

義した。Diessel (2006: 476, 481) は、指示詞の非直示用法も、直示用法と同様、この対話相

手の共同注意的な焦点の調節という心理的メカニズムに基づいているとした上で、発話場

面では物理的な対象への視覚的注意と解釈される「聞き手の注意」という概念は、談話・

テクスト内では言語的な対象に向けられる注意として解釈されると述べた。 

 次節では、この Diessel (2006) の主張に基づき、直示用法と連続性を持つとされる談話直

示用法 (discourse deictic use) におけるソ系と şu の用いられ方を、トルコ語指示詞の非直示

用法を分析した林 (1985, 1989) に基づいて対照させる1。これによって、個別言語の指示詞

の研究が今後の課題としてきた、注意概念を用いた非直示用法の具体的な分析事例が提示

できると同時に、Diessel (2006) の主張を裏付ける経験的証拠を示すことができる。 

 

4. 3 聞き手の注意の有無を示す指示形式と談話直示用法 

4. 3. 1 聞き手の注意の平行的解釈の仮説 

前章の 3. 4. 2 節の 41 ページで、小説から例 (18) を提示し、「聞き手の注意の存在」を示

すソ系は、発話時以前に一度共同注意が確立した物理的対象を指すことを示した。Diessel 

(2006) の枠組みを用いて、物理的対象に向けられる聞き手の視覚的注意を言語的対象へ向

けられる注意へ拡張すると、ソ系は、発話時以前に一度共同注意が確立した言語的対象、

すなわち、既に先行文脈に導入済みの言語的対象を指しうることになる。このように仮定

すると、発話場面でソ系と対照的な指示を行うトルコ語指示詞 şu は、談話・テクスト内で

もソ系とは反対に、発話時に文脈に導入されていない言語的対象を指すことが予測される。 

 以上の考察をもとに、本研究では Diessel (2006) の主張の一つの具現化として (1) の仮説

を提案する。 

 

(1) 「聞き手の注意」の平行的解釈の仮説 

  a. 「聞き手の注意の存在」を示す形式は、談話・テクスト内では指示詞を含む発話の 

    発話時に先行文脈に既に導入されている言語的対象を指す。 

  b. 「聞き手の注意の不在」を示す形式は、談話・テクスト内では指示詞を含む発話の 

    発話時にまだ先行文脈に導入されていない言語的対象を指す。 

 

この仮説をソ系と şu の談話直示用法を用いて検証する。 

 

                                            
1 ジャハイ語指示詞の非直示用法に関する研究は、現時点では見当たらないため、以下の議論に ton は含ま

ない。 
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4. 3. 2 談話直示用法の定義 

指示詞の非直示用法は、想起用法 (recognitional use)、照応用法 (anaphoric use)、談話直示

用法の 3 つに大きく分けられる (Diessel 1999: 6, 93, Levinson 2004: 107-109)。想起用法とは、

(2) のように、話し手の過去の経験に基づく指示である。照応用法では、(3) のように、指

示形式が先行する談話に含まれる言語的対象と同一指示的 (co-referential) に用いられる。 

 

(2) 想起用法 

 Do you remember that holiday we spent in the rain in Devon? 

(3) 照応用法 

 The cowboy entered. This man was not someone to mess with. 

(Levinson 2004: 108) 

 

最後の談話直示用法の定義は研究者により異なる。Levinson (1983: 85, 2004: 108-109) は、

談話直示用法は (4) のように言語の物理的側面である音の連鎖を指示する用法であるとし

て、これを直示用法に分類している。これに対し、Diessel (1999: 101-102) は、談話直示用

法を (5) のような命題内容に対する指示と定義し、これを非直示用法に分類している。 

 

(4) Levinson (1983, 2004) の定義による談話直示用法 

   a. You are wrong. That’s exactly what she said. 

   b. It sounded like this: Whoosh.         

(Levinson 2004: 108) 

 

(5) Diessel (1999) の定義による談話直示用法 

   a. .…That was the funniest story I’ve ever heard. 

   b. I bet you haven’t heard this story. ….      

(Levinson 1983: 85) 
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(6) 先行研究における談話直示用法の位置づけ(破線は用法間の連続性を表す) 

本研究の分類 直示用法 非直示用法 

指示対象 物理的対象 音の連鎖 命題内容 先行詞 記憶内の要素 

Levinson 

(1983, 2004) 

直示用法 談話直示 

用法 

中間的な 

用法 

照応用法 

 

想起用法 

Diessel  

(1999) 

外部照応用法 談話直示用法 照応用法 想起用法 

 

このように、先行研究は談話直示を直示用法とするか非直示用法とするかについては意

見が異なるものの、談話直示が指示詞の直示用法と非直示用法の境目に位置し両者の連続

性を示す用法であるという点では意見が一致している。そのため、本研究では、両者の連

続性を分析するため、談話直示用法を用いる。また、この 3 つの用法の中で、発話時の前

後両方の言語的対象を指すことができるのは談話直示用法のみである (Diessel 1999: 

102-103)。本研究の仮説では，指示対象が発話時に既に談話・テクストに導入済みか否かを

問題にしているため、その検証においては、前後両方の言語的対象を指しうる談話直示用

法を用いる必要がある。 

次節では、Diessel (1999) が談話直示用法とし、Levinson (1983, 2004) が談話直示用法と

照応用法の中間的な用法であるとした、より非直示的な (5) のような例におけるソ系と şu

の用いられ方を対照させ、(1) の仮説を検証する。 

 

4. 3. 3 仮説の検証 

 トルコ語指示詞の非直示用法を分析した代表的研究として林 (1985, 1989) が挙げられる。

林 (1985: 56-57, 1989: 98-99) は、şu は、発話場面では、対象の存在に聞き手が気付いてい

ないと話し手が判断した対象を指し、談話・テクスト内では、未だ談話に導入されていな

い対象を指すと述べている。şu に対する林 (1985, 1989) の観察は、Özyürek (1998)、Küntay 

and Özyürek (2006) の注意概念を用いた分析と共通点を持つと同時に2、直示用法にとどまら

ず、談話・テクスト内の şu の用法についても言及している点で、トルコ語指示詞の直示用

法と非直示用法の統一的な分析の可能性を示した先駆的研究であると言える。 

 林 (1989) は、(5) のように命題内容を指す談話直示用法と解釈できる例を挙げ、şu の bu, 

                                            
2 林 (1985: 56-57) は、şu について、聞き手が「注意を払っていないと話し手が見做した」対象を指すとも

記述している。林 (1985) が「注意」という用語を用いていることは興味深いが、林 (1989: 98) では、発

話場面における şu の指示対象は「聞き手が気付いていない」対象とされており、「注意」に関する記述は

削られている。 
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o とは異なる性質を記述している。以下、林 (1989) の例とそれに対する分析に基づき、şu

とソ系の談話直示用法を (7) 前方の言語的対象への指示と (8) 後方の言語的対象への指示

に分けて対照させる。 

 

(7) 前方の言語的対象を指す談話直示用法 

   Bugün ders  yok-muş    ama,  

   今日  授業  ない-伝聞   が  

   {bun-u / *şun-u} hiç  bil-mi-yor-du-m. 

   DEM-対格     全く 知る-否定-状態-過去-1 人称単数 

「今日は授業がないそうですが、私は｛それ/これ｝を全く知りませんでした」 

 

(8) 後方の言語的対象を指す談話直示用法 

   Hasan-a   {bun-u / şun-u} söyle-yeceğ-im,  

   ハサン-与格  DEM-対格  言う-未来-1 人称単数  

“Anne-n-i         meraklan-dır-ma.” 

   母-所属 2 人称単数-対格 心配する-使役-禁止 2 人称単数 

    「ハサンに｛*そう/こう｝言うつもりです。『君の母親を心配させるな』」 

   (林 1989: 100, 容認性判断及び統語情報は筆者による) 

 

 林 (1989: 99) によれば、トルコ語指示詞で前方指示を行いうるのは bu であり3、şu は決

して用いられない。一方、日本語指示詞の場合、前方指示においては、(7) が示す通り、コ

系も用いられるが、多くの先行研究でソ系が無標の形式だとされている (金水・田窪 1990, 

1992b, 金水 1999 等)。 

 これに対し、後方指示では、(8) が示すように、日本語指示詞ではコ系のみが用いられ、

ソ系は決して用いられない。一方、林 (1989: 99-100) は、トルコ語指示詞では発話の後に

続く内容を指す場合、基本的に şu が用いられると述べる4。 

                                            
3 なお、(7) では遠称の o も使用可能である。トルコ語指示詞の研究で、非直示用法における bu と o の違

いを論じたものは少ないが、その 1 つとしてバルプナル (2012) が挙げられる。バルプナル (2012: 104-105) 

は話し手の「管理可能性」という観点から、言語的対象を指す場合の bu と o の違いを論じている。注 5 に

bu と o の照応用法の例を挙げたので参照されたい。 

 なお、バルプナル (2012) は、物理的対象を指す bu, şu, o についても言及しており、その選択には「共通

の空間」と「聞き手の認識」という概念が関わると論じている。距離概念を用いないバルプナル (2012) の

記述は興味深いが、彼は、言語的対象への指示と物理的対象への指示に異なる概念が関わるとしているた

め、両者を同一の原理によって説明しようとする本研究の分析とは立場が異なる。 
4 ただし、林 (1989) の記述とは異なり、3 名のトルコ語母語話者に対する質問紙を用いた調査では、(8)

の文脈では şu と bu のどちらも可能であるとの結果が得られた。従って、(8) における bu の使用は可能で
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 談話直示用法におけるこのソ系と şu の対照的な分布は (1) の仮説を支持する。 

 

(9) 談話直示用法におけるソ系と şu の分布 

 日本語 トルコ語 

前方の言語的対象を指示  ソ系 / コ系 *şu / bu 

後方の言語的対象を指示 *ソ系 / コ系  şu / bu 

 

以上の結果は、şu が「聞き手の注意の不在」を示すのに対しソ系は「聞き手の注意の存在」

を示すという本研究の主張を裏付けると同時に、「聞き手の注意」という概念を用いること

で直示用法と非直示用法の統一的な分析が可能になることを示している。 

 

4. 3. 4 まとめ 

 以上、「聞き手の注意」は物理的対象にも言語的な対象にも向けられるという Diessel 

(2006) の主張に基づいて、発話場面で聞き手が既に視覚的注意を向けている対象を指すソ

系は、談話・テクスト内では先行文脈に導入済みの言語的対象を指すという仮説を提示し、

トルコ語との対照分析によってこれを検証した。 

 本研究では、談話直示用法を用いてソ系と şu の非対称性を示したが、両者は、より非直

示的な照応用法においても対照的に用いられる。日本語指示詞ではソ系が照応用法を中心

的に担うのに対し、トルコ語指示詞で照応用法を持つのは o、もしくは bu であり、şu は、

照応用法は一切持たない5。なお、ソ系と同様「聞き手の注意の存在」を示すジャハイ語指

                                                                                                                                
あると仮定する。 
5 バルプナル (2012) より、トルコ語指示詞の照応用法の例を以下に示す。 

 (i) トルコ語指示詞の照応用法 

   a. Okul-un  ön-ün-de        bir restoran   var.  

        学校-属格 前-所属 3 人称単数-位格 一 レストラン  ある 

{bu / *şu/ *o}  restoran-da    İtalyan  yemek-ler-i        yemek  mümkün. 

DEM         レストラン-位格 イタリア 料理-複数-所属 3 人称単数 食べる 可能 

「学校の前にレストランがある。{この/ その/ *あの} レストランではイタリア料理を食べること

ができる」 

   b. Okul-un  ön-ün-de        bir restoran   var-mış.  

        学校-属格 前-所属 3 人称単数-位格 一 レストラン  ある-伝聞 

{*bu / *şu/ o}  restoran-da    İtalyan  yemek-ler-i        yemek  mümkün-müş. 

DEM         レストラン-位格 イタリア 料理-複数-所属 3 人称単数 食べる 可能-伝聞 

「学校の前にレストランがあるそうだ。{この/ その/ *あの} レストランではイタリア料理を食べ

ることができるそうだ」 

(バルプナル 2012: 109, 日本語の容認性判断は筆者による) 

バルプナル (2012) によれば、(i) において照応詞として用いられるのは、bu もしくは o のみであり、şu を

用いると非文となる。一方、日本語の場合、(i) ではコ系とソ系の使用が可能であるが、無標の照応詞はソ

系であることが先行研究で論じられている (金水・田窪 1990, 1992b, 金水 1999 等)。このように、談話直示

用法と同様、照応用法でもソ系と şu は対照的に用いられる。 



51 

示詞 ton は、ソ系と同じく照応用法を持つ (Burenhult 2003: 366-367)。非直示用法において

聞き手の注意がどのように機能するのかを明らかにするためには、照応用法、そして、想

起用法も含めた非直示用法全体のより詳細な分析が必要であるが、本研究は、日本語指示

詞の直示用法を主な分析対象とするため、非直示用法についてはこれ以上触れない。非直

示用法全体の分析は今後の課題とする。 

 以上のように、本節では、マックス・プランク心理言語学研究所の認知人類学研究グル

ープに所属する研究者達が導入した聞き手の注意という概念を用いて、ソ系の直示用法と

非直示用法を統合したが、日本語学の分野では、金水・田窪の一連の研究が、本研究とは

異なる概念を用いて、ソ系の直示用法と非直示用法の統一的な分析を提示している6。次節

では、日本語指示詞研究において大きな影響力を持つ彼らの談話管理理論を紹介し、注意

概念を用いた本研究の枠組みとの関連について論じる。 

 

4. 4 談話管理理論との関わり 

 第 1 章でも紹介したように、日本語指示詞の体系的な研究は、佐久間 (1936, 1951) によ

る直示用法の分析から始まった。その後、高橋 (1956)、服部 (1961, 1968)、阪田 (1971) 等

が「中距離指示」用法の存在を指摘し、正保 (1981) が「対立型」と「融合型」という 2 つ

の異なる「場」の概念を用いた説明を提示した。一方、これより少し遅れ、1970 年代から、

久野 (1973)、黒田 (1979) 等、日本語指示詞の非直示用法に関する研究も数多く行われ始め

た。しかし、直示用法に関する研究とこれらの非直示用法に関する研究は、相互に関わり

を持たずに進展していた。 

                                                                                                                                
 なお、注 3 でも述べたとおり、バルプナル (2012) は、(i a, b) の bu と o の用いられ方の違いを、指示対

象に対する話し手の「管理可能性」という観点から説明している。本研究の分析対象は şu であるため、こ

こでは両者の違いについて詳しく触れない。 
6 談話管理理論に関わる一連の研究では、「現場指示用法」と「文脈指示用法」 (金水・田窪 1992b)、「直

示用法」と「非直示用法」 (金水 1999)、「直示用法」と「文脈照応用法」 (金水･岡崎･曺 2002) 等、研究

毎に異なる用語が用いられている。以下にそれらの違いを簡単に述べる。 

 まず、金水・田窪 (1992b) が用いる「現場指示用法」は、話し手が発話場面で知覚可能な対象を指す用

法とされており、「文脈指示用法」はそれ以外のすべての用法を含む概念とされている。 

これに対し、金水 (1999) が用いる「直示用法」は「談話に先立って話し手がその存在を認識している対

象」を直接指す用法と定義されており (同上, p. 67)、金水・田窪 (1992b) の「現場指示用法」とは異なり、

その指示対象が含まれる領域は発話場面に限られない。例えば、話し手が過去に認識した対象を指すア系

の記憶指示用法も「直示用法」と見なされる。金水 (1999) では、金水・田窪 (1992b) が用いる「現場指

示用法」は、「狭義の直示用法」と呼ばれている。これに対応する概念として金水 (1999) が用いる「非直

示用法」は、ア系の記憶指示、コ系の談話主題指示等も含む広い概念として設定されており、「直示用法」

の指示範囲と一部重なりがあるように思われる。 

一方、金水･岡崎･曺 (2002) が用いる「文脈照応用法」は、当該指示詞が言語的先行詞と同一指示的 

(co-referential) である照応用法のみを指す概念であり、金水 (1999) の「非直示用法」はもちろん、金水・

田窪 (1992b) の「文脈指示用法」よりも限定された用法を指す。 

 本研究が用いる直示用法と非直示用法という概念は、金水・田窪 (1992b) が用いる「現場指示用法」と

「文脈指示用法」にほぼ対応する。 
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 金水・田窪による一連の研究 (金水・田窪 1992b, 田窪・金水 1996, 金水 1999, Hoji et al. 

2003, 田窪 2008 等) は、従来の指示詞の直示用法に関する研究成果と非直示用法に関する

研究成果を統一的に扱う理論的枠組みとして談話管理理論を提唱した。 

 談話管理理論では、言語表現と外的世界をつなぐ中間構造として、話し手の知識を格納

する心的領域を仮定する (金水・田窪 1992b: 183, 金水 1999: 69)。この心的領域は、発話場

面の事物の知覚等によって得られた知識が格納される「直接経験領域」と、主に言語的な

概念によって得られた知識が格納される「間接経験領域」に二分される。談話管理理論で

は、日本語指示詞のうち、コ系・ア系は「直接経験領域」に含まれる要素を、ソ系は「間

接経験領域」に含まれる要素を探索せよという指令であると規定される (金水・田窪 1992b: 

186, 田窪・金水 1996: 65-66)。そのため、コ系・ア系は話し手が知覚した対象を直接指示し

うるが、「間接経験領域」の探索指令であるソ系は、その指示において必ず言語的な先行詞

を必要とする。彼らの談話管理理論に基づくコ系、ア系、ソ系の特徴付けは、それ以前の

指示詞研究で統一的な説明が困難であった日本語指示詞のいくつかの問題を解決しうるも

のであり、その後の日本語指示詞研究における分析の枠組みとなった。 

 しかし、この談話管理理論の枠組みは、ソ系の直示用法を例外的に扱うことで成立して

いる理論である。上述の通り、談話管理理論では、ソ系は言語的先行詞を介した間接指示

を行う形式として定義されている。しかし、実際は、第 3 章で論じたように、ソ系は言語

的先行詞に依存せずに現場の事物を直接指示する用法を持つ。金水・田窪 (1992b: 169) は、

先行研究で「聞き手領域指示」や、「中距離指示」と記述されているソ系の直示用法は、コ

系・ア系が使えない時に副次的に生じる用法であるため、語彙的意味ではない可能性があ

ることを指摘しつつ、ソ系の直示用法の「積極的な性格付けがおそらく理論の新展開への

突破口となるはずである」(同上, p. 184) と述べている。しかし、この試みはいまだ成功し

ているとは言いがたい。 

 第 3 章、及び 4. 3 節では、近年の通言語的な指示詞分析の枠組みを用い、「聞き手の注意」

という概念によって、ソ系の直示用法と非直示用法が統一的に分析できることを示した。

以下の節では、金水・田窪 (1992b) がソ系の分析において用いた「言語的な先行詞を介し

た間接指示」という概念の代わりに、「聞き手の注意の存在」という概念を用いることで、

談話管理理論の枠組みの中にソ系の直示用法を自然に位置づけることが可能になることを

示す。 

以下、まず 4. 4. 1 節で、金水・田窪の一連の研究が提唱した談話管理理論と、それを用

いた日本語指示詞の分析を紹介し、その問題点を指摘する。4. 4. 2 節では、ソ系を「聞き手

の注意の存在」を示す形式とすることで、4. 4. 1 節で指摘した問題点が解決され、ソ系の直

示用法が談話管理理論に自然に組み込まれることを論じる。 
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4. 4. 1  談話管理理論におけるソ系の記述とその問題点 

4. 4. 1. 1  談話管理理論以前の指示詞研究 

 コ系、ア系、ソ系に含まれる一群の形式を「指示詞」として定義した佐久間 (1951) 以来、

日本語指示詞は国語学・日本語学にとどまらず、発達心理学、対照言語学など様々な分野

で活発に研究されてきた。しかし、日本語指示詞の研究史を概観した金水・田窪 (1992b: 

184-185) は、従来の日本語指示詞研究には、主にソ系の記述に関し、以下の 3 つの解決す

べき問題があると論じた。1 つ目は、本研究の第 1 章、及び第 2 章でも述べた通り、ソ系が

「聞き手領域指示」と「中距離指示」という機能の異なる 2 つの直示用法を並立して持つ

と記述されていることである。このソ系の 2 つの用法を記述するため、日本語指示詞体系

には、「対立型の場」と「融合型の場」、もしくは「人称区分説」と「距離区分説」という

異なる概念体系が仮定されており、理論が複雑化していた。 

 2 つ目は、ソ系の非直示用法の記述において「聞き手の知識」という概念が用いられてい

たことである。日本語指示詞の非直示用法の分析は、(10) のような例におけるソ系とア系

の対比を説明することを中心に進められてきた。 

 

(10)  非直示用法におけるソ系とア系 

話し手：昨日山田さんという人に会いました。｛その／*あの｝人、道に迷っていたの

で、助けてあげました。 

  聞き手：｛その／*あの｝人、ひげをはやした中年の人でしょ。 

  話し手：はい、そうです。 

聞き手：｛その／あの｝人なら、私も知っています。私も｛その／あの｝人を助けてあ

げたことがあります。 

(久野 1973: 70) 

 

Kuno (1973: 290) は、ア系は話し手と聞き手の共有知識内にある対象を、ソ系は共有知識内

にない対象を指すと定義し、(10) におけるア系とソ系の使い分けは、話し手と聞き手がそ

の対象に関する知識を共有しているか否かに基づくと述べた。しかし、田窪・金水 (1996) は、

ある命題 P が共有知識であることを話し手が確認しようとすると、以下のように埋め込み

が無限に続く「相互知識のパラドックス」に陥ることを指摘した。 

 

(11)  相互知識のパラドックス 

  1. 話し手が P を知っている。 
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 1’. 聞き手が P を知っている。 

  2. 話し手が 1’を知っている。 

 2’. 聞き手が 1 を知っている。 

  3. 話し手が 2’を知っている。 

 3’. 聞き手が 2 を知っている。…  

(田窪・金水 1996: 60) 

 

仮に、対話における共有知識は真の共有知識ではなく、共有性の仮説に過ぎないとしても、

ある形式が「話し手が、聞き手が P を知っていることを知っている」という想定を意味と

して持つとした時点で、形式の記述に埋め込みや視点の切り替え操作という計算に大きな

負担をかける要素が含まれることになり、瞬間的・無意識的に形式選択がなされる言語使

用の実態に合わないと田窪・金水 (1996: 61-62) は述べる。以上の議論から、田窪・金水 

(1996: 62) は、Kuno (1973) によるア系・ソ系の記述を批判し、言語の意味記述において「聞

き手の知識」を想定するべきではないという「聞き手の知識の原則」を主張した。 

 3 つ目の問題点は、以上のように個別的に分析が進められてきたソ系、そしてコ系・ア系

の直示用法と非直示用法を統合するような理論的枠組みが欠如している点である。 

 これらの問題を解決する方向性を示す研究として、金水・田窪は、黒田 (1979) の分析を

挙げる。黒田 (1979) は、(10) のような例におけるソ系とア系の対比を、共有知識の有無で

はなく、話し手の「直接的知識」、「概念的知識」という観点から説明した。 

 

(12)  黒田 (1979) によるソ系とア系の意味記述 

  ソ系：対象を概念的知識の対象として指向する 

  ア系：対象を直接的知識の対象として指向する    

 (黒田 1979: 102) 

 

黒田 (1979) の分析に基づけば、(10) のような例におけるソ系の使用は、話し手がその対象

を概念的にのみ把握していることを示し、ア系の使用は、過去の経験などにより話し手が

対象を直接的に知っていることを示す7。 

                                            
7 ソ系・ア系の説明から「聞き手の知識」を排除することで、以下のように、明らかに聞き手が知識を有

さない対象をア系で指すことも説明が可能になる。 

 (ii)  僕は大阪で山田太郎という先生に教わったんだけど、君もあの先生につくといいよ。 

(黒田 1979: 101) 

金水・田窪 (1992b: 181)、金水 (1999: 75) は、ア系は本来 (ii) のように「聞き手の知識」を考慮せずに用

いることができる形式であると述べ、本文 (10) の例のように、指示対象に対する「聞き手の知識」に配慮

してア系ではなくソ系を用いることは、「聞き手負荷制約」という社会的な配慮に基づくと説明した。 
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 このように、黒田 (1979) は、ソ系とア系の意味記述から「聞き手の知識」を排除するこ

とで、Kuno (1973) の記述における「相互知識のパラドックス」を解消した。黒田 (1979) の

意味論的分析は、金水・田窪の一連の研究に大きな影響を与えた。ただし、黒田 (1979) の

分析の中心はソ系とア系の非直示用法であり、直示用法に関する詳細な記述はほとんどな

い。またコ系に対する言及も見られない。 

 金水・田窪 (1992b) は、黒田 (1979) の枠組みを指示詞全体に拡張することで、日本語指

示詞の直示用法と非直示用法を統一的に説明する理論が構築できると考え、その実現形と

して談話管理理論を用いた指示詞分析を提唱した。次節では、談話管理理論とその枠組み

を用いた日本語指示詞の分析を紹介する。 

 

4. 4. 1. 2  談話管理理論による日本語指示詞分析 

 談話管理理論は、言語表現と外的世界をつなぐ位置に話し手の知識を格納する中間構造

としての心的表示を仮定する。金水・田窪による一連の研究は、指示詞の指示領域を発話

の現場や談話文脈そのものではなくこの心的領域とするとことで、直示用法と非直示用法

を統一的に議論することを可能にした。 

 この心的領域は、先述の通り、さらに「直接経験領域」と「間接経験領域」に二分され

る。「直接経験領域」には、話し手が現場で知覚した事物、及び話し手の過去の経験に基づ

く知識が格納される。これに対し、「間接経験領域」には、主に言語的な概念によって導入

された知識が格納される (金水・田窪 1992b: 186)。金水 (1999) は、「直接経験領域」を指

示領域とするコ系・ア系は本質的に直示的であり、発話場面で知覚できない対象を指すア

系の記憶指示用法も、言語的対象を指すコ系の用法も、全て話し手が直接知覚した対象を

指示する用法の拡張であると論じた8,9。一方、「間接経験領域」の探索指令であるソ系は、

                                            
8 ア系の記憶指示用法とは、4. 3 節で想起用法として紹介した用法に当たり、(iii) のように話し手の長期記

憶内の対象を指す。言語的対象を指すコ系の用法とは、(iv) のようにその指示において言語的先行詞を必

要とする用法である。 

 (iii) 神戸で食べたあの肉饅頭、おいしかったなあ。 

(金水 1999: 72) 

 (iv) 今から、お話を作ります。主人公は医者にしましょう。名前を仮に、田中さんとします。この男は 

   とても腕のいい心臓外科医です。 

 (金水 1999: 77) 

金水 (1999) は、(iii) のア系の記憶指示は空間的遠方から過去の経験という時間的遠方への拡張によると、

(iv) のコ系の文脈指示はソ系とは異なり、発話に先立ち指示対象が存在することを前提としていると述べ、

どちらも現場指示の拡張であるとする。 
9 ア系が担う記憶指示用法は、Diessel (1999)、Levinson (2004) 等の言語類型論な指示詞研究では非直示用

法に含められており、金水・田窪らを中心とする日本語指示詞研究では直示用法に含まれている。これは

両者の直示用法と非直示用法の定義の違いに起因する。Diessel (1999: 94) や Levinson (2000: 168) は、聞き

手の視覚的注意を発話場面の物理的な文脈に向けさせるのが直示用法であり、それ以外は非直示用法であ

ると定義する。これに対し、金水・田窪の一連の研究、及び堤 (2012) は、まず、非直示用法を、その指示

において言語的先行文脈を必要とする用法と定義し、直示用法は言語的先行文脈が必要ではないそれ以外
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言語的文脈によって概念的に設定された領域を値域とするため、言語的先行詞がなければ

指示を行うことはできないとされる。Hoji et al. (2003)、田窪 (2008) は、(13) のような例を

用い、先行する言語的表現がなくても指示をすることができるコ系・ア系と、その指示が

言語的先行詞に依存するソ系の違いを示した。 

 

(13) 「直接経験領域」内の対象を指すコ系・ア系10 

   （反政府ゲリラのリーダーがアジトで大使館爆破計画の失敗について話す） 

   {この／あの／*その} 計画を最初に考え出したものが大使館爆破計画の実行責任者

になるべきだった。 

(Hoji et al. 2003: 103, 一部筆者改変) 

 

金水 (1999: 81-85) は、ソ系の束縛変項照応としての解釈や、曖昧指示等の特殊な用法11も、

ソ系が言語的先行詞に依存する間接指示的な形式であることの帰結として説明可能である

と主張した。 

 

(14) 束縛変項照応としての解釈12 

a.  55%の自動車会社が {*ここ／*あそこ／そこ} の弁護士を解雇したらしい。 

b. 学生たちは一生懸命論文を書いた。しかし結局誰も {*この／*あの／その} 論文を 

   教授に提出しなかった。 

(金水 1999: 82-83, 容認性判断は筆者による) 

(15)  曖昧指示表現    

  A: お出かけですか 

  B: ええ、ちょっと{*ここ／*あそこ／そこ}まで   

                                                                                                                                
の用法として定義している (堤 2012: 11 参照)。 
10 Hoji et al. (2003)、田窪 (2008) は、(13) のような例におけるコ系とア系の違いは、発話時からの時間的

な距離によるとし、コ系は指示対象である計画が発話時から近い時間に起きた場合に、ア系は発話時より

もかなり前に起きた場合に用いられるとした。彼らは、談話・テクスト内のコ系・ア系が示す時間的「近」、

「遠」の対立は、直示場面における「近」、「遠」との連続性を示していると論じる。 

ただし、第 5 章で論じるように、本研究ではコ系は「近」という情報を持たないと考えるため、上の彼

らの説明とは意見が異なる。 
11 他のソ系の特殊用法として「そのはず」、「その気」、「そんなに」、「それほど」等の慣用表現が挙げられ

ている。金水 (1999: 84) は、これらの用法も、ソ系が「間接経験領域」を指示領域とするため指示対象が

確定的ではないことにより説明されると述べている。 
12 (14a) は、指示表現が数量詞に統語的に束縛されている狭い意味での束縛変項照応である。一方、(14b) は、

ソ系の束縛変項照応解釈において、統語的束縛は必須条件ではなく、線上的な先行が成立していれば、文

境界を越える照応でも分配的解釈が生じることを示す例である (金水 1999: 82-83)。上山 (2000)、Hoji et al. 

(2003) 等、統語論的な指示詞分析では両者の違いに関する詳しい言及があるが、本研究では両者とも束縛

変項照応としての解釈を持つことのみに注目し、統語論的な差異については論じない。 
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 (金水 1999: 85, 容認性判断は筆者による) 

 

(14) でコ系・ア系を用いた場合、束縛変項照応としての解釈は成り立たず、特定の対象を

指すことになる。金水 (1999) は、このコ系・ア系とソ系の違いも、「直接経験領域」と「間

接経験領域」という指示領域の違いに由来すると述べる。先述の通り、「直接経験領域」は

言語外世界で話し手が直接知覚した要素を含むため、そこを指示領域とするコ系・ア系の

指示対象は、言語外世界に唯一的、確定的に存在していることが前提となる。従って、(14) 

でコ系・ア系を用いた場合、その対象は言語的先行詞から独立した現場、もしくは記憶内

の確定的な存在となる。 

 これに対し、言語的文脈によって形成される「間接経験領域」は概念的に設定された領

域であり、そこに含まれる要素が言語外世界に存在することは前提されていない。そのた

め、「間接経験領域」を値域とするソ系は、コ系・ア系とは異なり、(14) のように、先行詞

と連動する変域としての対象を指示することができる。 

 一方、(15) では、「そこ」の指示領域を規定する言語的先行詞はなく、「そこ」は指示の

値を持たないように見える (金水 1999: 85)。これは、ソ系が言語外世界に確定的な値を持

たないことを積極的に利用した用法であり、話し手はソ系を用いることで、あえて指示対

象を非特定的なものとして示すという効果を出していると金水 (1999) は論じる。(15) の文

脈で、ア系を用いた場合、聞き手は確定的な場所が指示されていると解釈する。 

 以上のように、談話管理理論は中間構造としての心的表示を仮定し、それを、黒田 (1979) 

が導入した直接経験的知識と概念的知識の区別を踏まえ、「直接経験領域」と「間接経験領

域」の 2 つに分ける。これによって、金水・田窪 (1992b) が従来の指示詞研究の問題点と

して指摘した、「聞き手の知識」を想定した文脈指示用法の説明が排除され、さらに現場指

示と文脈指示を統一的に分析する理論的枠組みを構築することができる。 

 それでは、最初の問題点であったソ系の現場指示が「聞き手領域指示」と「中距離指示」

という機能の異なる 2 つの用法を並立して持つように見えることは、談話管理理論の枠組

みでどのように説明されるのだろうか。4. 4. 1. 1 節で見た通り、談話管理理論はソ系とア系

の非直示用法の再分析をその出発点としており、ソ系の直示用法については、非直示用法

の分析によって得られた枠組みを当てはめることで説明を試みている。そのため、ソ系の

直示用法に対しては非直示用法ほど積極的な説明がなされていない。先述の通り、金水・

田窪 (1992b) では、ソ系の直示用法は、コ系・ア系の「埋め草」と位置づけられている。

金水・田窪 (1992b) によれば、「聞き手領域指示」は、聞き手の存在により話し手が対象を

近距離とも遠距離とも特徴付けられない時に用いられる用法であり、「中距離指示」は近距

離、遠距離が決定された後に生じる副次的な領域を指す用法である。すなわち、談話管理
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理論において、ソ系の本質はあくまで非直示用法であり、「聞き手領域指示」と「中距離指

示」はどちらも、聞き手というコミュニケーション上の要請によって「コ系やア系のすき

まを埋める」(金水・田窪 1992b: 184) ために生じる用法として、消去法的に特徴付けられて

いるのである。 

 本研究では、談話管理理論を、日本語指示詞の直示用法と非直示用法の統一的分析を可

能にする枠組みとして高く評価するものの、以上のソ系の直示用法の分析には経験的及び

理論的問題があると考える。その根拠を次節で述べる。 

 

4. 4. 1. 3 ソ系の直示用法の記述に関する問題点 

 前節で紹介した談話管理理論によるソ系の直示用法に対する説明には、経験的な問題が 2

つと、理論的な問題が 2 つある。 

 経験的な問題の 1 つ目は、「コ系やア系のすきまを埋める」(金水・田窪 1992b: 184) とい

う特徴付けでは説明できないソ系の使用例が多く存在することである。ソ系が実際に用い

られている場面を観察すると、3. 4. 1. 1節で提示した (9) 及び (10) の例に見られるように、

ア系で指示された対象をソ系で指し直す場面が多く見られる。以下に (9) を (16) として再

掲する。 

 

(16)  ゼブラ柄のビル 

（女性 2 人が展望台の窓の前の隣り合ったいすに座り、正面に広がる景色を見ている。

A は共通の友人が住んでいるビルの場所を B に教えようとする） 

  a. A: （指さしをしながら）あそこ見て。斜めに森あるでしょ。 

  b.  B: （A の指さしに合わせて顔を動かす） 

  c.  A: そこの裏！白黒のゼブラ柄のビル、ゼブラ柄の。 

  d.  B: え、どれ、どれ？（指さしをしながら）あの鉄塔が近いやつ？ 

  e.  A: （B の方を見た後、正面に顔を戻し指さし）それ！それ！ 

 白と黒…黒じゃないな、グレーの。B のまっすぐ前。 

  f.  B: あー、あれ…かなあ。 

  g.  A: （B の方を見て）そうそう、（顔を正面に戻し）ねずみ色のやつ。それが C ち

ゃん住んでるんだよね。 

 

前述の通り、(16) において、A と B は、指示対象である「ゼブラ柄のビル」、及びそれが含

まれる空間をア系とソ系の両方を用いて指示している。3. 4. 1. 1 節でも述べた通り、これら

の対象は発話場面で知覚可能な対象であり、また、A は指さしジェスチャーを用いながら
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ソ系を発話しているため、(16c, e, g) のソ系が言語的先行詞に依存した指示を行っていると

は考えられない。また、このソ系が直示用法だとすると、金水・田窪 (1992b) の説明によ

れば、その指示対象は近距離とも遠距離とも特徴付けられない対象でなければならない。

しかし、これらのソ系で指示されている対象は、ア系で一度指示された対象、もしくはそ

れに近接する対象であり、一連の談話において談話参加者から遠距離という特徴付けをさ

れている。以上のように、ソ系の現場指示用法はコ系とア系の「埋め草」であるという消

去法的な特徴付けでは、(16c, e, g) におけるソ系の使用は説明することができない。 

 2 つ目の経験的な問題は、既に第 3 章で論じた通り、このソ系の用法が聞き手の存在を前

提とすることである。(16) のように談話参加者である A と B から等しく離れている対象を

指すソ系は、談話管理理論以前の研究では「中距離指示」と記述されてきた。しかし、(16) 

のソ系は、上述の通り、遠称であるア系と同一の対象を指しており、距離概念ではその交

替要因を説明することができない。金水・田窪 (1992b: 188)、金水 (1999: 86) は、先述の通

り、「中距離」とは見せかけの意義であることを指摘し、それが独り言で現れないこと、及

び聞き手への教導や注意喚起の場面で多く用いられることから、「中距離指示」とされてき

た用法もまた「聞き手領域指示」と同様に聞き手の存在を前提とする形式であると述べて

いる。しかし、それ以降の研究においても、この用法がどのように聞き手と関連している

のかについて具体的な説明は加えられていない。 

 最後に、ソ系の本質は言語的な先行詞に依存した指示であるとする談話管理理論の説明

には理論的な問題がある。金水 (1999: 67) は、ソ系は「本質的に直示の性格が認められ」

ない形式であり、「主に言語的な表現によって談話に導入された要素を指し示す」としてい

るが (金水･岡崎･曺 2002 も参照)、この説明には理論的な面において次の 2 つの問題がある

と思われる。第一に、ソ系の本質は非直示用法で直示用法はその副次的な用法であるとし

た場合、ソ系は抽象的意味から具体的意味を派生させたことになる。これは、認知言語学、

及び文法化の一方向性仮説など言語一般的な理論で仮定されている具体から抽象へという

語の変化の方向性に逆行する。また、これは第 1 章の冒頭で述べた Diessel (1999) が仮定す

る指示詞の文法化の一方向性にも反する。第二に、談話管理理論では、ソ系の本質は非直

示用法であるが、コ系・ア系は直示用法を原型とすると述べている。この説明によれば、

日本語指示詞体系に含まれる形式のうち、コ系・ア系は言語一般的な語の変化の方向性に

合致しているが、ソ系はそれに逆行していることになり、日本語指示詞体系に異なる 2 つ

の派生過程を想定することになってしまう。複雑な理論を日本語指示詞に仮定するのであ

れば、それを説明する根拠が必要だと思われるが、談話管理理論では、コ系・ア系の原型

が直示用法であるのに対し、ソ系の本質は非直示用法であることは前提として提示されて
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おり、それに対する説明はほとんど見られない13。 

 以上の 4 つの根拠に基づいて、筆者は、談話管理理論を用いて日本語指示詞を統一的に

説明するためには、ソ系の直示用法、特に「中距離指示」用法の再分析が必要だと考える。

第 3 章では、近年の言語類型論的な指示詞研究が指示詞分析に導入した注意概念を用いて、

「中距離指示」のソ系を「聞き手の注意の存在」を示すソ系と分析した。また、本章の 4. 1

節では、この分析の枠組みが非直示用法にも拡張できる可能性を提示した。以上のように、

ソ系の「中距離指示」用法と非直示用法を「聞き手の注意の存在」を示す形式と分析する

ことで、ソ系は言語的先行詞に依存した指示を行うという談話管理理論の前提と、そこか

ら生じる説明上の問題点を解消することができると考える。次節では、注意概念を用いて、

談話管理理論が提示した「間接経験領域」を再定義する。 

 

4. 4. 2 「聞き手の注意」と「間接経験領域」 

4. 4. 2. 1 「間接経験領域」の再定義 

 金水・田窪 (1992b: 186) は、ソ系の指示領域である「間接経験領域」を、「主に言語的な

概念によって導入された知識が格納される」領域と定義し、そこには談話によって新規に

導入された要素、及び談話から最低限の推論によって仮定された要素が格納されるとした。

筆者は、ソ系が間接的な指示を行う形式であることには同意するが、それが上の記述のよ

うに言語的先行詞を介した指示に限られるという点には同意できない。4. 1 節の議論に基づ

き、本研究では「間接経験領域」を以下のように規定しなおすことを提案する。 

 

(17)  「間接経験領域」の再定義 

話し手が、「聞き手の注意が存在する」と把握した要素を格納する心的領域 

 

 4. 1 節で論じたように、「聞き手の注意」は発話場面に存在する確定的な対象にも、言語

的先行詞によって設定された概念的な対象にも向けられうる。従って、話し手は、発話場

面で知覚した対象を聞き手の視覚的注意を介して間接的に指示することもできれば14、言語

                                            
13 金水･岡崎･曺 (2002) は、ソ系において非直示用法が本質であると思われる経験的な根拠として、通時

的な証拠があることを示唆している。金水･岡崎･曺 (2002: 231) は、現在入手可能な最も古い 7、 8 世紀の

文献において、ソ系は、非直示用法は多数見られるのに対し、明らかに直示用法であると解釈できる例は

見当たらないと述べる。しかし、彼らはこの観察について、「韻文中心という資料的制約」も十分考慮する

必要があると保留を加えており、この通時的な観察が、ソ系が非直示用法を原型とすることの決定的な証

拠とまでは言えないということも述べている (岡崎 2010 も参照)。通言語的な日本語指示詞研究について

は、第 6 章で詳しく論じる。 
14 話し手は発話場面で知覚した要素を、「直接経験領域」を通してア系・コ系で指すことも、「間接経験領

域」を通してソ系で指示することもでき、その選択は任意である。では、発話場面に存在する要素を「間

接経験領域」、すなわち「聞き手の注意」を通して指示する動機は何だろうか。 
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的文脈によって概念的に設定された領域を「聞き手の注意」が向けられている領域として

指示することもできる。「聞き手の注意」が向けられる対象によって、ソ系の指示領域は確

定的にも、可変的にもなりうるのである。このように、「間接経験領域」に格納される対象

を言語的に導入された要素に限らず、「聞き手の注意」が存在する対象であるとすることで、

ソ系の直示用法と、非直示用法、及び (14) の束縛変項照応としての解釈や (15) の曖昧指

示表現等の特殊用法を同列に論じることが可能になる15。 

 なお、ここで導入する「聞き手の注意」は、あくまで話し手を視点とした概念である。

話し手は、発話場面では聞き手の視覚的注意が向けられている視覚的に確認可能な範囲を、

談話文脈では既に先行する文脈に導入済みの範囲を、「聞き手の注意」が向けられている領

域として解釈する。どちらも、話し手が発話時に一次的に入手可能な情報に基づく判断で

あり、「聞き手の知識」を想定する必要はないため、「相互知識のパラドックス」は生じな

い。 

                                                                                                                                
 本研究では、第 3 章でも論じた通り、発話場面で話し手がソ系を選択するのは、空間情報を示す形式よ

りも、「聞き手の注意の存在」を示す形式を選択することが、当該文脈において、共同注意の形成、もしく

は協調問題の解決により寄与するという判断に基づくと考える。話し手が「聞き手の注意の存在」を示す

形式を選択したという事実は、発話場面において、聞き手が「正解（話し手が意図する対象の特定）に近

付いていること」、そして「（現在注意を向けている対象から）注意をそらすべきではない」(Burenhult 2003: 

374, 括弧内は筆者による) という話し手の想定を聞き手に伝える。 
15 上述の通り、談話管理理論では、ソ系が変域を指示対象とする束縛変項照応としての解釈や、特定の指

示対象を持たないように見える曖昧指示等の用法を持つことについて、ソ系が「間接経験領域」を指示範

囲とするため、言語外世界に特定の値を持たないことに拠ると説明している。「間接経験領域」を構成する

要素を言語的表現から、本研究が主張する「聞き手の注意」に置き換えたとしても、ソ系が、コ系・ア系

とは異なり「言語外世界に確定的値を持たない」対象を指しうるという特徴は変わらない。なぜなら、上

述の通り、「聞き手の注意」は概念的に形成された対象にも向けられうるからである。従って、ソ系の「言

語外世界に確定的値を持たない」対象を指しうるという特質から束縛変項照応としての解釈や曖昧指示が

派生したという金水 (1999) の解釈は、本研究の枠組みにおいても保持されると考える。 

 さらに、「間接経験領域」を、言語的に形成された領域ではなく、本研究が主張する「聞き手の注意」が

向けられている／いた範囲とすることで、曖昧指示が持つ以下の特徴がより自然に説明できると思われる。 

 金水･岡崎･曺 (2002: 225-227) は、曖昧指示を始めとするソ系の周辺的な用法 (logophoric 指示、空欄指

示、慣用表現等) は、指示の値を特定しないために、発話状況に応じて指示対象の特定を相手に委ねると

いう機能を持つことを指摘した。 

 指示対象を特定せず、その解釈を聞き手に委ねてしまうことは、一見、Grice (1989) の「協調の原則」に

おける量の格率に反しているように見える。しかし、ソ系の指示領域を「聞き手の注意」が向けられてい

る／いた範囲と考えた場合、典型的にはソ系が指示する要素は既に聞き手が特定済みの対象となる。 

 Burenhult (2003: 374) は「聞き手の注意の存在」を示す形式は、「（現在注意を向けている対象から）注意

をそらすべきではない」ことを聞き手に伝えると記述している。ソ系が、指示対象を特定しないという協

調の原則に反するように見える曖昧指示をすることができるのは、ソ系がその典型的な用法において、話

し手が多くの手がかりを与えなくとも聞き手が指示対象を特定できるような文脈において用いられるため

であると考えられる。話し手は、ソ系を用いることで、「あなたはもうそれを特定するための手がかりを既

に十分に持っている」ということを聞き手に伝え、コミュニケーションに協調的であることを示すと同時

に、それ以上の手がかりを与えるという義務を免れていると思われる。 

 例えば、本文 (15) の「ちょっとそこまで」の「そこ」は、話し手が指示対象の特定を放棄しているよう

に見え、金水等が「指示の値を持たない」と表現した曖昧指示の典型例だと考えられる。(15) の「そこ」

のように、実際には手がかりが十分ではない文脈で、コ系・ア系ではなく、このソ系を使った場合、話し

手の「これ以上、指示対象を特定するための手がかりを与えない」という意図が、会話の推意として生じ

るのだと考えられる。 
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4. 4. 2. 2  ソ系の直示用法の記述に関する問題点の解決 

 本節では、「聞き手の注意」概念を用い「間接経験領域」を (17) のように記述すること

で、4. 4. 1. 3 節で指摘したソ系の直示用法に関する３つの問題が解決できることを示す。3

つの問題を (18) にまとめる。 

 

(18)  談話管理理論によるソ系直示用法の説明の問題点 

a. ソ系の直示用法には、「コ系・ア系のすきまを埋める」という消去法的な特徴付け

では説明できない例が存在する。 

b. 「中距離指示」用法はなぜ聞き手の存在を前提とするのか、具体的な記述がない。 

c. ソ系の本質は非直示用法であり直示用法はその派生用法であるという説明は多く

の理論的研究で得られた結論に反する。 

 

 まず、(18a) の、ソ系の直示用法に対する消去法的な記述については、第 3 章で論じたよ

うに、「聞き手の注意」という概念によってソ系を再記述することで、金水・田窪 (1992b: 184) 

が今後の課題としたソ系の直示用法の「積極的な性格付け」が可能になる。ただし、第 3

章では、ソ系の直示用法のうち、「中距離指示」のみを再分析の対象としているため、ソ系

のもう 1 つの直示用法である「聞き手領域指示」については (17) の規定では説明できない。

「聞き手領域指示」については第 6 章で論じる。 

 次に、(18b) で指摘した「中距離」という概念を聞き手という概念を用いて再記述する必

要性があるという問題についても、既に第 3 章で議論したように、「中距離指示」とされて

きたソ系の用法を「聞き手の注意の存在」を示す用法と分析することで解決ができる。話

し手がこのソ系を使用する場合、(16) の例が示すように、発話場面で聞き手の視覚的注意

が意図する対象に向けられている／いたと話し手が解釈できなければならないため、この

ソ系の使用においては聞き手の存在が前提となるのである。このように、「聞き手の注意」

という概念を導入することによって、金水・田窪 (1992b: 188)、金水 (1999: 86) が指摘した、

「中距離指示」用法と聞き手との関わりについても具体的に説明することができる。 

 最後の問題点は、ソ系に対し、非直示用法から直示用法が派生するという一般言語理論

に反する説明がなされていることである。本研究では、Diessel (2006) の主張に基づき、「聞

き手の注意」は、発話場面に存在する確定的な対象にも、言語的な対象にも向けられうる

と考える。非直示用法は、発話場面に対する注意が言語的な対象に向けられることで起こ

ると分析することによって、4. 1 節で示した通り、「聞き手の注意」を介する指示として、

ソ系の直示用法と非直示用法を統合することができる。本研究の枠組みでは、談話管理理
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論でソ系の本質とされていた言語的先行詞に依存するソ系の指示は、「聞き手の注意」を介

した間接指示の現れの 1 つと解釈される。 

 

4. 5 まとめ 

 以上、「聞き手の注意」概念を用いてソ系の直示用法、及び非直示用法を分析した結果、

以下のことが明らかになった。 

 

(19) 第 4 章のまとめ 

a. ソ系の「中距離指示」用法と非直示用法は、「聞き手の注意」を介した指示を行う

「聞き手の注意の存在」を示す形式として統合される。 

b. 金水・田窪の一連の研究が提示した「間接経験領域」という概念を、「聞き手の注

意が向けられていた、もしくは現在向けられている」と話し手が把握した要素を格

納する領域と再記述することで、ソ系を間接指示的な形式と定義する談話管理理論

の枠組みに、ソ系の直示用法を自然に位置づけることが可能になる。 

 

 上述の通り、金水・田窪による談話管理理論、またそれ以降の日本語指示詞に関する研

究では、ソ系の本質的な用法は非直示用法であるとされてきた。本研究では、上の (19a) で

述べた通り、ソ系の直示用法と非直示用法の違いは、共時的には、「聞き手の注意」が向け

られる対象の違いに過ぎず、両者は 1つの用法として統合することが可能であると考える。 

ただし、通時的には、両者には基本性 (basicness) において差があると考えられる。筆者

は、「聞き手の注意の存在」を示すソ系においては、聞き手の視覚的注意が存在する物理的

対象を指す直示用法がプロトタイプであり、先行する言語表現を指す用法はそこから派生

した二次的な用法であると考える。この仮説は、4. 4. 1. 3 節で述べた認知言語学等、言語一

般的な理論が仮定する具体から抽象へという語の意味変化の方向性と一致する。また、

Diessel (1999) 等、言語類型論的な研究が仮定する指示詞の文法化の方向性とも一致する。

この仮説については、第 6 章で改めて議論をする。 

 以上の分析において残された問題は、この「聞き手の注意の存在」を示すソ系と、ソ系

のもう 1 つの直示用法である「聞き手領域指示」のソ系との関係を説明することである。

この点については、コ系・ソ系・ア系全体の体系化を試みる第 6 章の中で論じる。その前

に、次章ではコ系とア系の直示用法を取り上げ、会話の推意理論を用いた分析を提示する。 
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第 5章 推意理論を用いたコ系とア系の直示用法の分析 

 

 

5. 1 はじめに 

第 3 章及び第 4 章では、注意概念を用いることで、先行研究で多くの議論がなされてき

たソ系の直示用法と非直示用法が統合的に分析できることを論じた。本章では、今まで触

れてこなかったコ系とア系の直示用法を分析対象として取り上げる。議論の多いソ系とは

異なり、コ系・ア系は、先行研究において一貫して、話し手から「近」、「遠」という意味

的対立を示すと記述されてきた。しかし、コ系とア系の実際の分布をみると、コ系がほぼ

常にア系と交替可能であるのに対し、ア系はコ系と交替できない状況があり、両者の指示

領域は非対称的である。この分布事実は「近」、「遠」という対称的な記述からは説明がで

きない。 

この問題に対し、田窪 (2002, 2008) は「近称制約」という認知的な制約を提案し、その

説明を試みた。しかし、この制約はコ系とア系の指示領域に見られる非対称性の記述的な

一般化であり、なぜこのような非対称性があるのかを説明していない。 

 本章では、指示詞分析に Levinson (2000) の尺度推意理論を取り入れることによって、言

語個別的な制約を用いることなく、言語普遍的な理論の帰結としてコ系とア系の非対称的

分布が説明できることを示す。 

 本章の構成は以下の通りである。まず 5. 2 節で日本語学におけるコ系・ア系の記述を紹

介し、「近称制約」を含むその問題点について述べる。次に 5. 3 節で、Levinson (2000) の this 

/ that についての記述と尺度推意理論を概観し、その後に Levinson (2000) の枠組みを用いた

Enfield (2003, 2009) によるラオ語指示詞の分析を紹介する。5. 3 節の議論を踏まえ、5. 4 節

では尺度推意理論を枠組みとしたコ系とア系の直示用法の従来とは異なる分析を提案する。

そして、この分析では、「近称制約」において記述されていたコ系とア系の非対称性が

Levinson (2000) の尺度推意理論からの帰結として説明できることを示す。最後に 5. 5 節で

習得研究への理論的含意について述べる。 

 

5. 2 従来のコ系・ア系の意味記述とその問題点 

 日本語指示詞コ系、ソ系、ア系の直示用法に関する分析は数多くあるが、既に論じたよ

うに、その議論の中心は常にソ系であった。しかし、議論の多いソ系とは異なり、コ系・

ア系の直示用法については、その指示領域は安定していると見なされ、一貫してコ系は「近」、

ア系は「遠」という概念と結びつけられ記述されてきた (金水･岡崎･曺 2002: 218-220 参照)。

指示詞に対する意味論的アプローチを行った Hoji et al. (2003)、田窪 (2008) は、コ系・ア系
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の意味を (1) の対立に帰した。 

 

(1) コ系とア系の意味記述 

コ系 [+proximal] 

ア系 [-proximal] 1 

 

[proximal] とは、コ系・ア系に与えられる語彙素性であり、[+proximal] はその形式が「近

とみなされる要素と結びつく」ことを、[-proximal] は「遠とみなされる要素と結びつく」

ことを指定する (田窪 2008: 329)2。発話場面の要素に対するこの「近」、「遠」の判断は、

絶対的な基準に基づくわけではなく、認知主体である話し手が主観的に決定する。従って、

発話空間で同じ位置にある対象を「近」と判断しコ系で指すことも、「遠」と判断しア系で

指すことも基本的には可能であると彼らは主張する。 

 話し手の「近」、「遠」の判断の根拠となる文脈要因は、空間情報が主であるものの、そ

れには限られないことを、Hoji et al. (2003: 108)、田窪 (2008: 329) は強調する。彼らは、話

し手が対象を「近」と判断する根拠となりうる空間情報以外の要因の例として、(2)-(4) を

挙げている。以下の例において、「*」はその文が非文法的であることを、「?」は非文法的と

は言えないが不自然であることを示す。 

 

(2) 話し手の聞き手に対する社会的・心理的優位性 

  （殿様が家臣に話している。殿様は 10 メートル先に男の人を立たせて） 

  {あの／この} 男はこんどわしがアメリカから連れてきたアメリカ人じゃ。 

(3) 話し手の対象に対する知識 

  （10 メートル先の犬を指して） 

   a. {あの／*この} 犬はハスキーですか。 

   b. {あの／?この} 犬はハスキーですよ。 

(4) 発話場面における対象の卓立性 

   a.（ポツンと立っている 20 メートル先の木を指して） 

  {あの／この} 木は樫の木です。 

   b.（いろんな木に囲まれている 20 メートル先の木を指して） 

                                            
1 Hoji et al. (2003)、田窪 (2008) は、第 4 章で紹介した「直接経験領域」と「間接経験領域」という概念を

用いた談話管理理論の枠組みに、Ueyama (1998) が提示した D-index という概念を導入し、その下位概念と

して [+/- proximal] を想定した。D-index については、第 6 章で触れる。 
2 Hoji et al. (2003) は、コ系とア系に [Proximal] と [Distal] という語彙素性を与えているが、その素性が指

定する内容は田窪 (2008) の [+proximal],  [-proximal] と同等である (Hoji et al. 2003: 107-108)。 
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  {あの／?この} 太い木は樫の木です。 

(Hoji et al. 2003: 108, 田窪 2008: 329-330，一部筆者改変) 

 

(2)-(4) の例では、対象は話し手からある程度離れているため通常ア系が選択されるが、Hoji 

et al. (2003)、田窪 (2008) は、括弧で示したような特定の文脈の追加により、対象が発話空

間で遠い位置にあっても、話し手はそれを「近」と解釈し、[+proximal] と指定されるコ系

を使って指すことが可能になると主張する。例えば、(2) の場合、話し手が聞き手よりも社

会的・心理的に優位な立場におり、その結果話し手は指示する対象にも優位に関わってい

ると感じられるため、対象への心理的な近さを空間情報に投影して、10 メートル先の対象

を「近」と判断しコ系で指すことが可能になる。(3) の場合は、話し手が対象についての知

識を持たない (3a) よりも、話し手が対象についての知識を有している (3b) の状況の方が、

コ系が生起しやすい。これは、対象に対する知識の有無が話し手の「近」、「遠」の判断に

影響しうることを示していると田窪 (2008) は述べる。(4) の場合、(4a) では発話場面で他

に指示対象の候補となるものがなく対象が卓立していることが、空間的には遠い位置にあ

る対象を話し手が「近」と判断することを可能にしているため、コ系の使用が可能である。

それに対し、候補となる対象が数多くある (4b) ではコ系は用いられにくい。Hoji et al. 

(2003)、田窪 (2008) が挙げたこれらの要因は、空間的な近接性に対し、心理的な近接性と

呼びうる要因である。 

 では、これと同様に、ア系も空間的に遠い位置にある対象だけでなく、心理的に「遠」

である対象を指しうるのだろうか。すなわち、空間的には話し手から近い位置にある対象

が主観的な判断によって「遠」であると見なされ、ア系で指示されることは可能だろうか。

コ系は [+proximal]、ア系は [-proximal] の指定を受けるという (1) の記述からは、コ系と

ア系の分布は対称性を持つことが予測される。しかし実際はこの予測とは異なり、ア系の

指示領域はコ系よりも狭く、コ系のように空間情報に関する柔軟性は持たない。田窪 (2002: 

200) は、(5) の例を用いてこのコ系とア系の違いを示し、対象が話し手に明らかに近接し

ている場合、ア系は用いられず、コ系を用いた指示が原則であることを指摘した。 

 

 (5) （手をつないでいる人を指して） 

   {この／*あの} 人はアメリカ人です。           

 (田窪 2002: 200) 

 

田窪 (2002) が指摘する通り、(5) の状況のように対象が話し手に接触している場合、また

は明らかに近接している場合、(2)-(4) で示された要因が存在する文脈を想定しても、話し
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手は近接している対象を「遠」と解釈し直すことはできない。(2)-(4) に対応する例として、

以下に (6)-(8) を挙げる3。 

 

(6) 話し手の聞き手に対する社会的・心理的優位性が低い状況 

  （部下が部長に対し、自分のすぐ横に立っている男の人を指して） 

  部長、{この／*あの} 方はアメリカ人なんですね。 

(7) 話し手の対象に対する知識が少ない状況 

  （自分のすぐ横に立っている男の人を指して） 

  {この／*あの} 方は、どちらから来られたんですか。 

(8) 発話場面における対象の卓立性が低い状況 

  （自分のすぐ横にいる大勢の人の中の１人を指さし） 

  {この／*あの} 方がアメリカ人のスミスさんですか。 

 

(6) において、話し手は聞き手である部長の部下であり、指示対象は聞き手である部長が招

待したアメリカ人であるとする。(2) とは反対に、話し手は聞き手よりも社会的に低い立場

におり、結果として対象にも心理的に距離を感じている。しかし、対象が手を伸ばせば触

れられるほど話し手に空間的に近接している場合、心理的な距離の遠さを物理的な距離に

投影し、ア系を用いて指示することはできない。(7) の場合、話し手は指示対象に対する知

識を有しておらず、やはり対象に心理的な距離を感じている。この場合も (3) とは異なり、

心理的な距離を空間的な距離に投影することはできない。(8) では、発話場面に指示対象の

候補となりうる存在が複数あり、対象は卓立性を持たない。先の (4) では、卓立性を持つ

対象は、空間的に離れていても「近」と判断されうるのに対し、卓立性を持たない対象は

「遠」と解釈されうることが示唆されていた。しかし、(8) のように対象が空間的に話し手

に近接している場合、対象の非卓立性によって話し手が対象を「遠」と判断することはで

きず、ア系による指示を行うことはできない。以上のように、指示対象が話し手に空間的

に近接している場合、空間情報以外の心理的な要因が存在する文脈を想定しても、対象の

空間的近接性を取り消して、ア系で対象を指すことはできないのである。特定の文脈を追

加することで、空間的に近い対象だけでなく空間的に遠い対象も指すことができア系と比

較的自由に交替できるコ系に対し、ア系にはこのような柔軟性はなく、空間情報のみが話

し手の「遠」という判断の要因となる。このように、(1) の記述とは異なり、コ系とア系の

分布事実は、コ系とア系の指示領域が非対称的であることを示している。 

                                            
3 (6)-(8)、及び以下の日本語の例の容認性は、日本語母語話者 3 名に対する容認性判断テストに基づく。 
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 田窪 (2002) は、この非対称性は話し手の発話場面の解釈に対して課される制約の存在に

よるとし、これを「近称制約 (Condition on Proximal Construal)」と呼ぶ。 

 

(9) 「近称制約」 

  基本的に遠くにある対象を心理的な操作により近くに捉えなおすことはいつでも 

  可能である。これに対し、近くにあるものを遠くに捉えなおすことはかなり難しい。                       

 (田窪 2002: 200) 

 

しかし、(9) によるコ系とア系の指示領域における非対称性の説明には2つの問題点がある。

１つ目は、これがコ系とア系の非対称性の記述的な一般化に過ぎないという点である。こ

の記述により、コ系とア系の分布が非対称的であることは説明できても、なぜ話し手が遠

いものを「近」と見なすことは自由であるのに、近いものを「遠」と見なすことには制約

が課されるのかを説明することはできない。2 つ目の問題は、この制約は話し手の発話場面

の解釈に関わる認知的な制約でありながら、通言語的な普遍性は持たないという点である。

例えば英語は、以下の例のように、話し手が手に持っている対象を、ア系と同様話し手か

ら離れた位置を示すとされる that を用いて指すことが可能である4。 

 

(10) （話し手が自分の手に持っている品物を指して） 

Would you like {this / that} one?                  

(Fillmore 1982: 46) 

 

従って、もし「近称制約」が存在するとすれば、それは日本語特有の制約ということにな

る。 

 本研究では、田窪 (2002, 2008) が指摘したコ系・ア系の分布事実は、「近称制約」という

特別な制約を想定することなく、新グライス派の尺度推意という言語普遍的な語用論理論

を用いることで説明ができると考える。次節では、5. 3. 1 節で Levinson (2000) による this / 

that の分析と新グライス派の尺度推意理論を概観し、5. 3. 2 節で尺度推意を用いてラオ語指

示詞の意味を記述した Enfield (2003, 2009) の分析を紹介する。 

 

5. 3 尺度推意理論を用いた指示詞分析 

                                            
4 澤田 (2013) は、(10) と同様に、that が話し手が持っている、もしくは話し手に明らかに近接している対

象を指している例を、映画や小説から豊富に挙げ、話し手は、聞き手への注意喚起を強める際に、明らか

に自らに近接している対象を that / there で指示すると述べている (同上, p. 18)。 
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5. 3. 1 Levinson (2000) による this / that の分析 

 第 2 章 2. 2 節で紹介した距離中心主義的な指示詞研究の代表である Anderson and Keenan 

(1985) は、世界の言語の指示詞体系を、その体系の中に含まれる直示中心と距離の数によ

って組織化した。彼らの距離概念を中心とする枠組みでは、デフォルトの直示中心である

話し手から ‘proximal’ / ‘distal’ という 2 つの距離区分が、指示詞における最小の意味的対立

であると考えられ、全ての言語の指示詞体系はこの意味的対立を含むとされてきた 

(Anderson and Keenan 1985: 281)。この意味的対立を示す典型的な例として頻繁に挙げられる

のは英語指示詞の this / that である。 

 これに対し、Levinson (2000, 2004) は、「that の方が広い分布を持ち、this と潜在的に重な

っている」(Levinson 2000: 94) という分布事実を根拠に、this / that はどちらも空間情報をコ

ード化するという従来の記述とは異なり、空間情報をコード化しているのは this だけである

こと、that は空間情報を示さない無標の形式であることを主張した。Levinson (2000) が英語

指示詞体系に導入したこの新たな意味的対立は、従来の ‘proximal’ / ‘distal’ よりもより基本

的な「最小の意味的対立」だと言える。 

 この Levinson (2000, 2004) の議論の背後にあるのは、Grice 派の意味観である。Grice (1989) 

は、経済性を根拠に、「意味は必要以上に増やされてはならない」(p.47) ことを意味分析の

原則とした5。Grice によると、ある意味が語にコード化されていると言う場合、その意味は、

その語が用いられるどの文脈においても語から常に引き出すことができる、文脈から独立

した不変項でなければならない (Grice 1989: 49-50)。ところが、that の場合、‘distal’ である

対象も指すが、(10) のように thisと交替可能な ‘distal’ ではない対象も指す。Grice (1989) は、

ある語がいくつもの意味を持つように見える場合、その語が多義的であると分析するより

も、そこに語用論的な推論が含まれていると分析する方が実際的であるとした。この意味

観に基づけば、that において ‘distal’ は意味ではなく語用論的推論に基づく推意と考えた方

がより経済的である。Grice の意味観に基づき、Levinson (2000) は、この ‘distal’ は、より

強い意味を持つ対立形式 this の存在により生じる尺度推意だと考えた。次節では Levinson 

(2000) の尺度推意理論を概観する。 

 

5. 3. 2 Levinson (2000) の尺度推意理論 

 Grice (1989) は発話を構成する要素の内、語の意味と推論に基づく推意を区別し、意味は

記号にコード化されているが、推意は話し手が会話行動の達成に必要な貢献をしていると

いう談話参加者の想定に基づいた語用論的推論によって生じると述べた。この想定は協調

                                            
5 Grice (1989) はこれを「修正オッカムのカミソリ」と呼ぶ。 
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の原則 (Cooperative principle) と呼ばれ、質、量、関連性、様式の 4 つの会話の格率 (maxims 

of conversations) と 9 つの下位格率により構成される。 

 Levinson (2000) は、Grice (1989) が提示した推意を誘引するこれらの格率を 3 つの発見法

に還元し、それらから導かれる推意を Q 推意、M 推意、I 推意と呼んだ。この内、本研究の

議論に関わる Q 推意は Grice の「量の第 1 格率 (Q1)」と関連して引き出される。この格率

は、話し手に事実と一致する最も強い形式を用いることを命ずる。この格率の背後には、

対照的な意味を持つ形式の集合というメタ言語的概念がある。その対照集合 (contrast set) 

のタイプにより、Q 推意は、尺度の Q 推意 (Q-scalar implicature)、節の Q 推意 (Q-clausal 

implicature)、代替語に基づく Q 推意 (Q-alternate implicature) の 3 タイプに大きく分けられ

る6。以下、指示詞に関わる尺度の Q 推意 (以下、単に尺度推意と呼ぶ7) を簡単に紹介する。 

 尺度推意は、ホーン尺度 (Horn scale) に基づく、情報提供性が強い形式 (S) と弱い形式 

(W) からなる対照集合 <S, W> を前提として生じる (Horn 1989: ch.4, Levinson 2000: ch.2-2)。

この情報提供性の尺度を形成する典型的な集合の例は <all, some> である。このようなメタ

言語的な概念である対照集合が談話参加者の間に共通の想定として存在する場合、その中

の意味的に弱い項目を使用することは、話し手がもう一方の意味的に強い項目を使えない

立場にあることを聞き手に推論させ、その結果、意味的に強い項目の逆が推意として生じ

る。 

 

(11) Q 推意の例 

  尺度：<all, some> 

     “John ate some of the cookies.” 

  推意：+>John did not eat all of the cookies.             

(Levinson 2000:42) 

 

some と言ったときに生じる ‘not all’ は言語的文脈に依存しているため、意味論的含意 

(entailment) のように見えるが、そうではないことを Grice (1989) 及び Levinson (2000) は強

調する。Grice (1989) は、(11) のように語にコード化された意味から生じる「一般化された

会話の推意 (Generalized Conversational Implicature; GCI)」と、特定の文脈によって生じる「特

                                            
6 尺度の Q 推意は対照集合の中の一方が他方を意味的に含意する。節の Q 推意も同様に意味論的含意関係

を持つ対照集合を前提とするが、こちらは <since, if> のような構文的な種類の対照集合に基づいて生じる。

最後に代替語に基づく Q 推意は、意味論的含意関係のない尺度 (例えば <succeed, try>) もしくは集合 (例

えば {yellow, red, blue}) により生じる (Levinson 2000: 43-4, 128)。 
7 尺度推意自体は、新グライス派の推意理論とは独立した理論概念であるが、ここでは Levinson (2000) が

定義した意味でこの用語を用いる。 
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定化された会話の推意 (Particularized Conversational Implicature; PCI)」を区別した。GCI は、

特定の文脈が想定されない限りどの文脈でも成立する推意であり、好まれる解釈、または

デフォルト推意とも呼ばれる。これに対し PCI は、(12) が示すように、特定の文脈が想定

された場合のみ成立する推意である。 

 

(12) PCI と GCI 

A: “What time is it?” 

B: “Some of the guests are already leaving.” 

 PCI: ‘It must be late.’ 

 GCI: ‘Not all of the guests are already leaving.’  

 (Levinson 2000: 16) 

 

some と発話したときに生じる ‘not all’ は、PCI のようにアドホックな推論ではなく、特定

の語の使用によって生じる GCI である。特別な文脈が想定されない限り常に成立する GCI

は、語にコード化された意味として分析されることが多い。これに対し、Grice (1989) は破

棄可能性 (defeasibility) を根拠として、GCI を意味論的含意と区別した。(13) が示すように、

GCI は、それが使用される全ての文脈から抽出可能な不変項である意味とは異なり、特定

の文脈を追加することで破棄されうる。 

 

(13) 破棄可能性 

尺度： <all, some> 

“John ate some of the cookies.” 

推意： +> John did not eat all of the cookies. 

推意の取り消し： “John ate some of the cookies. In fact he ate all of them.” 

(Levinson 2000:42) 

 

Grice (1989) の理論的枠組みを踏襲した Levinson (2000: 22-23) はコミュニケーションを分

析する上で、意味と GCI を区別することの重要性を強調し、これを「文の意味のレベル」

と「話し手の意味のレベル」の中間に位置する第 3 の階層であるとした。 

 Levinson (2000) は、従来 that の意味とされていた ‘distal’ を、GCI の 1 つである尺度推意

と考えた。では、距離情報を持たない that はどのような意味を持つのだろうか。次節では、

新グライス派の推意という概念をラオ語指示詞の分析に用いた Enfield (2003, 2009) の研究

を紹介し、彼が距離無標の指示形式の意味を記述するために提示した ‘DEM’ 概念について
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述べる。 

 

5. 3. 3 推意を用いた Enfield (2003, 2009) のラオ語指示詞分析 

5. 3. 3. 1 Enfield (2003, 2009) によるラオ語指示決定詞の再分析 

 Enfield (2003, 2009) は、フィールドワークによってラオ語指示詞が用いられる場面の映像

データを収集し、そのデータの詳細な分析によってラオ語指示詞の意味を記述した。ラオ

語指示詞は 3 つの指示副詞 (demonstrative adverb) と、nii4 と nan4 という 2 つの指示決定詞 

(demonstrative determiner) を持つ。従来の類型論的研究では、この 2 つの指示決定詞は、英

語の thisと thatと同様に、指示詞において最も一般的な記述概念である話し手から ‘proximal’ 

/ ‘distal’ という距離の対立をコード化していると考えられていた。 

 これに対し Enfield (2003, 2009) は、自発的な相互行為場面の詳細な観察に基づき、この 2

つの形式の内、空間情報を意味として持つのは nan4 のみであることを主張し、ラオ語指示

決定詞の意味を (14) のように再記述した。 

 

(14) Enfield (2003, 2009) のラオ語指示決定詞の意味記述 

nii4  DEM 

   nan4  DEM NOT HERE 

 

(14) で用いられている ‘HERE’ / ‘NOT HERE’ とは、従来の類型論で用いられていた直示中

心とそこからの距離という静的な概念である ‘proximal’ / ‘distal’ と区別するために Enfield 

(2003, 2009) が提示した語彙素性である。‘proximal’ / ‘distal’ が、対象が直示中心である話し

手もしくは聞き手から相対的に対象が「どれぐらい離れているか」を示すのに対し、‘HERE’ 

/ ‘NOT HERE’ は、対象が「どこにあるか」という空間的な位置に関する情報を伝える概念

である  (Enfield 2009: 33)。対象が  ‘HERE’ であるという判断のもとになる話し手の

here-space は、話し手の空間解釈によって決定される。その決定は、発話場面に存在する聞

き手と対象との位置関係や、話し手が従事している手作業と対象との関係、障害物の有無

など、発話場面に存在する多様で動的な要因を考慮した上でなされる。発話場面に存在す

る多様な要因に基づく話し手の任意の空間解釈という点で、‘HERE’ / ‘NOT HERE’ は、Hoji 

et al. (2003)、田窪 (2008) が用いる [proximal] と類似しているが、‘HERE’ / ‘NOT HERE’ は

あくまで発話場面の空間分割に関わる概念であり、話し手の対象への心理的な距離までは

含まないという点で [proximal] とは異なる。 

 

5. 3. 3. 2 ‘DEM’ 概念 
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 (14) で示した通り、Enfield (2003, 2009) は、nan4 には ‘NOT HERE’ という空間情報がコ

ード化されているとする。‘NOT HERE’ という指定を受けた形式は、発話時の話し手の位

置を含む here-space に含まれない対象を指すのに用いられる (Enfield 2009: 37)。 

 一方、nii4 には空間情報はコード化されておらず、‘DEM’ という意味のみが指定されて

いる。第 2 章で述べたように、Enfield (2009: 29) は、‘DEM’ を、全ての指示詞がその意味

的核として持つ「指し示す」機能であると定義する。直示表現の根源である発話場面を「指

し示す」機能のみを持つ ‘DEM’ は、聞き手が対象を特定するための更なる手がかり、例え

ば空間情報などは伝えない。従って、話し手がある対象を指示するために ‘DEM’ のみをコ

ード化する形式を選択する場合、話し手が意図する対象を聞き手が特定するために、対象

が文脈の中で十分な卓立性を持つと話し手が判断しうることがその使用の前提となる 

(Enfield 2009: 36)。すなわち、‘DEM’ のみがコード化された形式を用いるとき、話し手は、

聞き手が発話場面に注意を向けさえすれば、話し手が意図する対象を特定できるだけの手

がかりがそこに存在すると考えているのである。 

なお、この ‘DEM’ は、全ての指示詞の核となる意味概念であるが、指示詞特有の概念で

はない。Enfield (2009: 29) は、‘DEM’ は前言語期に共同注意形成のために用いられる指さ

しに由来する概念であるとし、その起源はジェスチャーにあると述べている。 

 

5. 3. 3. 3 ‘DEM’ 形式から生じる尺度推意 

5. 3. 1 節では、Levinson (2000) が指示詞分析に導入した無標の指示形式と空間情報を持つ

有標の指示形式という新たな最小の意味的対立について述べた。Enfield (2003, 2009) は、

‘DEM’ 概念を提示し、無標の指示形式が持つ意味を定義した。彼の概念を用いれば、

Levinson (2000, 2004) が距離無標であるとした that は、‘DEM’ という機能のみを、this は 

‘DEM’ に加え ‘HERE’ をコード化する形式として記述できる。 

 

(15) Enfield (2003, 2009) の枠組みを用いた英語語指示決定詞の意味記述 

that  DEM 

   this   DEM HERE 

 

これに対し、ラオ語では、5. 3. 3. 1 節の (14) で示した通り、英語指示詞とは反対に、従

来近称指示詞であるとされていた nii4 が ‘DEM’ という機能のみを持つ形式であり、対立形

である nan4 は、‘DEM’ に加え ‘NOT HERE’ をコード化する。体系がコード化する意味情

報は反対であるが、ラオ語指示詞も、無標の指示形式と、聞き手が指示対象を特定するた

めの手がかりをより多く示す有標の指示形式があり、情報提供性において異なる尺度を形
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成しているという点で英語指示詞と同じ構造を持っている。この情報提供性の尺度が話し

手と聞き手に共有されていることにより、話し手が特定的な意味を持つ nan4 が使用可能な

文脈で nii4 を使用すると、聞き手は話し手が nan4 を使えない立場にあると推論し、結果と

して nan4 が持つ意味の逆である ‘HERE’ が尺度推意として生じる8, 9。 

 

5. 4 尺度推意を用いたコ系とア系の分析 

 前節で紹介した尺度推意を用いたラオ語指示決定詞の分析の枠組みは、コ系・ア系にも

応用することが可能である。本研究では、コ系は nii4 と同様、空間情報はコード化してお

らず、‘DEM’ のみを意味として持つという分析を提案する。その根拠は以下の 2 つである。

まず、ラオ語の nii4 と nan4 が、5. 2 節で述べたコ系・ア系の非対称的な分布と同様の分布

事実を見せること、そして 2 つ目に、コ系の意味とされてきた [+proximal] が破棄可能であ

り、GCI の特徴を持つことである。以下、5. 4. 1.節と 5. 4. 2.節でそれぞれの根拠について述

べる。 

 

5. 4. 1 コ系・ア系とラオ語指示決定詞の分布的事実の一致 

 Levinson (2000) と同様に、Enfield (2009) は、nii4 と nan4 の間に意味論的含意関係が成り

立つことを示す根拠として、両者の交代可能性を挙げている。彼は nii4、nan4 が使用され

ている場面のビデオデータをラオ語話者に見せインタビュー調査を行った。その結果、「nii4

は常に nan4 が用いられている文脈で生起しうる可能性があるが、その逆は真ではない」

(Enfield 2009: 36) という結果が得られた。この結果に基づき、Enfield (2009) は、nii4 は nan4

を意味的に含意しているとする。 

 ラオ語指示詞の分布事実は 2 節で述べたコ系とア系の非対称的な分布と一致する。田窪 

(2002) の指摘によれば、コ系は常にア系と交替可能であるのに対し、対象が話し手に空間

的に近接している場合、ア系はコ系と交替することはできない。この分布事実の一致は、

コ系とア系の間にも意味論的含意関係が成り立っており、両者が尺度を形成していること

を示している。この観察に基づいて、本研究では Enfield (2003, 2009) の記述的枠組みを用

い、コ系は ‘DEM’ 概念のみをコード化すると分析する。 

                                            
8 Enfield (2009) は  ‘HERE’ を「推意 (implicature)」としか呼んでいないが、参考として Levinson (2000) を

引いていること、また、情報提供性の異なる対照集合を推論の前提としていることから、この ‘HERE’ は

5. 3. 2 節で述べた尺度推意だと考えられる。 
9 本章は『語用論研究』に投稿した論文の一部であるが、その際に査読者から、‘NOT HERE’ のように語

彙の意味に既に否定が含まれており、それを打ち消すことで ‘HERE’ が導かれるといったタイプの尺度推

意は他に例が見られないというご指摘をいただいた。この点について、今後記述概念の精査、及び推意が

生じるプロセスについての考察が必要であると考えるが、現時点ではこれは解決できない問題として残る。

そのため、本研究では Enfield (2003, 2009) の記述的枠組みをそのまま提示する。 
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 ただし、ア系の指示範囲は、ラオ語の nan4 とは異なる。5. 3. 3. 2 節の冒頭で、‘NOT HERE’ 

という指定を持つ形式は、‘HERE’ とみなされる空間に含まれない指示対象、すなわち、発

話時の話し手の位置を含む here-space に含まれない対象を指すと述べた。Enfield (2009: 37) 

によれば、話し手の here-space に含まれない対象とは、(i) 話し手の here-space にも聞き手

の here-spaceにも属さない対象と、(ii) 話し手の here-spaceに属さず、かつ聞き手の here-space

に属する対象の 2 つを含む。しかし、2 項体系であるラオ語とは異なり、中称のソ系を含む

3 項体系である日本語指示詞では、後者はソ系の指示対象であるため、ア系の指示領域には

含まれない。ア系の意味情報を記述するため、‘NOT HERE’ から、聞き手の here-space をの

ぞいた指示領域を指定する概念として、‘DISTAL’ を仮定する10。 

 

(16) Enfield (2003, 2009) の枠組みを用いたコ系とア系の意味の記述 

 コ系 DEM 

 ア系 DEM DISTAL 

 

(16) は、空間的に柔軟性を持つコ系が、ラオ語の nii4 と同様、‘DEM’ のみをコード化して

いること、これに対しア系は、nan4 同様、‘DEM’ に加え ‘DISTAL’ というより特定的な空

間情報をコード化していることを示している。このようにコ系とア系は情報提供性の度合

いが異なるため、ラオ語指示決定詞と同じように情報提供性の尺度を形成している。この

情報提供性の尺度というメタ言語的概念が話し手と聞き手に共通の想定として存在するた

め、ア系が使用可能な文脈でコ系を使用した場合、ア系がコード化する ‘DISTAL’ の逆す

なわち ‘NOT DISTAL’ が尺度推意される。 

 

(17) コ系の推意 

   情報提供性の尺度： <コ系,ア系> 

    “この人はアメリカ人です.” 

   推意： +>発話場面で NOT DISTAL の領域に存在する人はアメリカ人です.       

 

5. 4. 2 コ系の推意の破棄可能性 

                                            
10 ただし、ア系の前身であるカ形は、その発生当初、ラオ語の nan4 と同様に、その指示領域に「聞き手領

域」も含まれていたことが、通時的な指示詞研究で報告されている (李 2001, 岡崎 2010)。金水・岡崎・

曺 (2002: 230-235) によると、ソ系が「聞き手領域指示」用法を派生させていくと共に、カ系の指示領域は

狭まり、現在のように「聞き手領域」をのぞく「遠」の領域のみを指す形式になったという。従って、カ

系発生当時のコ系とカ系は、ラオ語の nii4 と nan4 と同様の分布を示していたが、その後、ソ系が「聞き手

領域指示」用法を派生させたことで、カ系の指示領域の一部が切り取られたことが予測される。日本語指

示詞の通時的研究については、第 6 章で詳しく紹介する。  
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 5. 4. 1 節で論じた通り、本研究ではコ系は空間情報を意味として持たないと考える。しか

し、実際は多くの日本語母語話者がコ系は話し手に近い領域を指すと考えており、また先

行研究もコ系は近接性を意味として持つと分析している。これは、コ系の ‘NOT DISTAL’ が

文脈ではなく語に付随する GCI であることによると思われる。Levinson (2000) は、GCI が

一見したところ慣習的な意味の一部に見えること、また多くの研究でそのように分析され

てきたことを指摘し、その理由について、「この推論が単に語用論的な推論にすぎないこと

がはっきり理解されていないのは、それがごく普通に生じ、一般的で、デフォルトの解釈

傾向を持つためである」(Levinson 2000: 20) と述べている。 

 しかし、Grice (1989) 及びその理論的枠組みを踏襲した Levinson (2000) は、GCI は破棄

可能であるという点で意味論的含意と決定的に異なると主張する。Gazdar (1979) は、発話

の情報内容を、背景の前提 (background assumptions)、文脈要因 (contextual factors)、意味論

的含意、会話の推意などの順序集合と考え、話し手と聞き手共通の基盤に、発話によって

情報内容を増加させる場合、それは既に存在している情報内容と一致しなければならない

とした。Levinson (2000) は、この Gazdar (1979) のモデルを用い語用論的推論の破棄可能性

を論じた。すなわち、語用論的推論は、背景の前提、文脈要因、意味論的含意、他の会話

の推意と矛盾するときに破棄されうる。例えば、(13) で示した、尺度推意 ‘not all’ の言語

的な否定による破棄は、意味論的含意との矛盾により推意が取り消された例である。 

 では、コ系の ‘NOT DISTAL’ はどのように破棄されうるのだろうか。明示的意味が少な

く、指示の値の決定が物理的文脈に依存するコ系の場合、その推意である ‘NOT DISTAL’ は

発話時の文脈要因と矛盾するときに取り消されることが予測される。以下 ‘NOT DISTAL’ 

が破棄される過程を説明する。 

 先述の通り、コ系がコード化する意味は ‘DEM’ のみである。‘DEM’ は発話場面を指し

示す機能のみを持ち、対象を特定する手がかりを聞き手に与えないため、話し手が ‘DEM’ 

のみをコード化する形式を用いた場合、聞き手は、話し手が意図する対象は、聞き手が発

話場面に注意を向けさえすれば特定できるだけの卓立性を持つと判断する。ただし、話し

手が ‘DISTAL’ というより強い形式を用いなかったことから、聞き手は発話空間で話し手

から離れた範囲は探索範囲に含めず、話し手に近接する範囲を探索しようとする。しかし、

指示詞を含む発話がなされ、聞き手が発話場面に注意を向けたときに、卓立性のある対象

が空間的に遠い位置にあるそれしかない場合、聞き手は ‘NOT DISTAL’ という尺度推意を

破棄し、ただ１つ候補となりうる対象をコ系の指示対象と解釈しなければならない。その

典型的な例は、Hoji et al. (2003)、田窪 (2008) が示した (4) のような文脈である。以下に (4) 

を (18) として再掲する。 
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(18) コ系の尺度推意 ‘NOT DISTAL’ が破棄されうる文脈 

  （ポツンと立っている 20 メートル先の木を指して） 

 {あの／この} 木は樫の木です。 

 

(18) のように、発話時に、20 メートル先にある「木」以外に発話空間に ‘DEM’ 形式で指

示されうるだけの卓立性を持った候補が存在しないと聞き手が判断しうる場合、文脈要因

との矛盾により、コ系の GCI である ‘NOT DISTAL’ は取り消される11。この ‘NOT DISTAL’ 

の取り消しにおいて、最も強力なトリガーとなる文脈要因は指さしジェスチャーだと考え

られる。話し手が指を伸ばして意図する対象を指すことで、聞き手にとって探索範囲は大

幅に狭まる。結果として対象の発話場面における卓立性は高まり、例えその対象が空間的

に遠い位置にあっても、聞き手はそれがコ系によって指されている対象だと解釈すること

が可能になる12。 

 Hoji et al. (2003)、田窪 (2008) が挙げた他の例、(2)、(3) も、(4b) のように指示対象の候

補となりうる対象が複数存在する、もしくは明確な指さしジェスチャーがない等の要因に

より、指示対象が発話場面で卓立性を持たないとしたら、心理的な近接性があったとして

もコ系で指示することは困難であり、ア系が選択されることが予測される。 

 

(19) （殿様が家臣に対し、10 メートル先に立たせた複数の男性の方を見て） 

   {あの／??この} 男はこんどわしがアメリカから連れてきたアメリカ人じゃ。 

(20) （10 メートル先の複数の犬の中の１匹を見て） 

   {あの／??この} 犬はハスキーですよ。 

 

Hoji et al. (2003)、田窪 (2008) は、話し手が対象に心理的な近接性を感じる要因の一つとし

て発話空間における指示対象の卓立性を挙げた。しかし、(19)、(20) は、指示対象が卓立性

を持つことは、話し手の対象への心理的な近接性を構成する下位要因ではなく、コ系とア

                                            
11 注 7 で述べた通り、Enfield (2009) は、nii4 の使用に伴い生じる ‘NOT HERE’ を単に「推意」と呼んで

おり、GCI や尺度推意等の概念は用いていない。従って、Enfield (2009: 51-52) は、(18) のコ系と同様、明

らかに話し手に近接していない対象を指す nii4 について、破棄可能性という概念は使っていない。 

Enfield (2009: 51-52) は、発話場面に卓立した here-space がない場合、空間情報をコード化しない無標の

nii4 が選択されると説明している。しかし、上述の通り、Enfield (2009: 36) の定義では、‘DEM’ 形式で指

示される対象は、発話時の文脈において聞き手が特定できるだけの卓立性を持つ対象でなければならない。

従って、卓立した here-space などの空間情報がない文脈で nii4 が用いられた場合、聞き手に意図する対象

を特定させるため、here-space に代わって指示対象に卓立性を持たせる要因が発話時の文脈に存在するべき

であると筆者は考えるが、Enfield (2009) にはこの点に関する説明がない。 
12 先に提示した (6)-(8) が示す通り、ア系が持つ「遠」という意味情報は、指さしジェスチャーという文

脈要因を追加しても破棄されない。 
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系の交替を可能にする、すなわちコ系の ‘NOT DISTAL’ という GCI を破棄する一次的な要

因であることを示している。 

 以上、コ系とア系の非対称的分布がラオ語の指示決定詞の分布と一致すること、そして

コ系の近接性が破棄可能であることから、コ系において近接性は意味ではなく尺度推意と

考えられることを論じた。コ系が空間情報をコード化しない形式であると考えることで、

コ系が持つ他の特徴も統一的に説明することが可能になる。次節では、その一例として、

指示詞の習得におけるコ系の優位性と ‘DEM’ 概念との関係について考察する。 

 

5. 5 習得研究への理論的含意 

 指示詞は子どもが最も早く習得する語の１つであり、他の語彙と比べその使用頻度も高

い。中でも、コ系はア系・ソ系に比べ産出時期が早く、また産出量も多いことが発達心理

学における先行研究によって指摘されている (大久保 1967, 久慈・斉藤 1982, 伊藤 2008

等)。発達心理学的な指示詞の習得研究では、主に、コ系・ア系に対するソ系の産出及び理

解の遅れが議論されてきた。しかし、指示詞習得におけるコ系の初出時期の早さ、及び産

出量の多さ (以下、これをコ系の優位性13と呼ぶ) についてはほとんど論じられていない。

そこで、本研究ではコ系に注目し、(i) コ系が他の形式よりも初出時期が早いのはなぜか、

(ii) (i)にも関わらず、5 歳前後まで成人同様の使用に至らない (伊藤 2008: 78-79) のはなぜ

かという 2 点について、尺度推意理論を用いて論じる。 

 

5. 5. 1 習得におけるコ系の 2つの特徴 

5. 5. 1. 1 指示詞習得に関する先行研究 

 日本語指示詞の習得に関する最も初期の研究の 1 つは、国文学研究者の大久保 (1967) に

よる子どもの語彙発達調査である。大久保 (1967) は、一人の女児を対象に満 6 歳までの自

発的発話資料から、それぞれの語の使用頻度や理解状況をまとめた。(21) は、大久保 (1967) 

が作成した使用語彙表のうち、指示詞の部分を抜き出したものである。 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 本研究では、指示詞習得において、コ系が他の形式よりも早く産出され、かつその産出量も多いことを、

他の形式に対する優位性と呼び、そこに理解の有無は含めない。 
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(21) コ系・ソ系・ア系の使用数と初出時期 

 

 

 

 

 

 

（大久保 1967: 72-73 より指示詞のみ抜き出し。 

( )は初出年月を、[ ]は満 6 歳までの使用数を示す） 

 

大久保 (1967: 73) は、指示決定詞、指示副詞など一部の範疇で例外が見られるものの、「全

体的にいうと、近称『こ』の類が早く使われ、ついで遠称『あ』の類、中称『そ』の類は

遅れるようである」と述べている。 

 この産出順の傾向は大久保 (1967) が調査対象とした女児だけでなく、日本語指示詞習得

における一般的な傾向であることが、他の縦断的研究によって示されている。久慈・斉藤 

(1982) は、1 歳 0 ヶ月から 2 歳 5 ヶ月の子ども 24 人を対象に、約 8 ヶ月間、週に一度、対

象児の母親に指示詞の出現の有無、発音、使い方の例や特徴をチェックリストに記入して

もらう調査を行った。次の (22) は、久慈・斉藤 (1982) による指示代名詞の産出順序を表

したものである。 

 

(22) コ系・ソ系・ア系の初出時期 

 

 

 

 

 

 

           (久慈・斉藤 1982: 234) 

 

久慈・斉藤 (1982) の調査では、「ココ・コレ」が最も早く 1 歳半前後、1 歳 9 ヶ月になると

「コッチ」「アッチ」が現れるという結果が得られた。指示詞の質的範疇により多少の差は
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あるものの、全体として、大久保 (1967) の調査結果と同様に、コ系の初出時期が最も早く、

それに次いでア系が、そしてさらに遅れてソ系が産出されるという結果が出ている。また、

発話データベース CHILDES14を用いてコーパス分析を行った伊藤 (2008: 45) も、久慈・斉

藤 (1982) と同様、指示詞の産出順序について、「コ系・ア系・ソ系の指示詞出現パターン

が多く観察され、一般的なパターンと考えられた」と述べている。 

 この産出順に関して、先行研究は、コ系・ア系に比べソ系の産出が遅れるという点に注

目した。久慈・斎藤 (1982) は、ソ系の遅れを説明しうる要因として、他者視点取得能力と

いう認知的要因を提示した。彼らは、語彙調査と視点変換実験を組み合わせた実験研究に

基づき、ソ系の使用は他者の視点をとるという認知能力の獲得を前提とするため、その産

出がコ系・ア系よりも遅れることを主張した15。 

 ただし、久慈・斎藤 (1982) は、習得においては言語入力の影響も否定はできないとし、

養育者のインプットという環境的要因も調査する必要があることを指摘している。この指

摘を受け、伊藤 (2008) は、CHILDES に含まれる母親の指示詞発話量を調査した。その結

果、一部例外はあるものの、母親の発話における指示詞の発話量はコ系が最も多く、次い

でソ系、ア系という順であり、母親の言語入力の影響は、子どものソ系の産出の遅れを説

明する要因にはならないことが明らかになった (同上, pp. 38-41)。 

 以上、指示詞の産出順について論じた先行研究を紹介した。彼らの議論の中心はソ系の

遅れであり、その遅れの要因として、認知的要因と環境的要因が挙げられてきたが、伊藤 

(2008) の調査により、環境的要因はソ系の産出及び理解の遅れに直接関係していないこと

が明らかにされた。 

 このようにソ系については多くの議論があるが、コ系とア系の間にも初出時期の差があ

ることについては、先行研究ではほとんど論じられていない。次節では、先行研究の指示

詞分析の枠組みでは、コ系の初出時期の早さが説明できないことを示す。 

 

5. 5. 1. 2 習得におけるコ系の優位性 

コ系とア系は、他者視点取得能力を前提とするとされるソ系とは異なり、どちらも話者

の視点に基づいて対象を指示する形式である。それにも関わらず、なぜコ系とア系の間に

も初出時期の差があるのだろうか。 

 国語学・日本語学における指示詞研究で、コ系の初出時期の早さについて説明を加えて

                                            
14 発話データベース CHILDES とは言語研究のための「国際的なデータ共有システム」である (伊藤 2008: 

32)。日本語データとして 6 人の子どもの自然発話データが収められている。 
15 これに対し、伊藤 (2008: 46) は、ソ系の遅れは一般的なパターンではあるものの、個人差もあるため、

認知的要因が関連していると断定することはできないと述べている。 
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いるのは、筆者の知る限り、金水・岡崎・曺 (2002) のみである。彼らはコ系が通時的にそ

の形式も意味も最も変化が少なく安定していると述べた上で、コ系の習得における優位性

にも言及している。 

 

(23) 習得におけるコ系の優位性への言及16 

  これ（コ系の通時的な安定性）は、近称指示詞が個体発生的に最も早く習得され、日

常生活でも使用頻度が高い、という事実とも符合する。この点は多くの言語で観察さ

れることがらである。 

(金水・岡崎・曺 2002: 229) 

 

この記述から、金水・岡崎・曺 (2002) は、コ系の優位性を、コ系が近称指示詞であること、

すなわち、[+proximal] という意味を持つことに帰していると考えられる。 

 発達心理学的な指示詞研究も、日本語学における意味記述を踏襲しており、久慈・斎藤 

(1982: 233) は、コ系が早く産出されることについて、「コ系は、自分の領域にあるものを指

すのだから早く獲得されるのはうなずける」と述べている。このように、多くの研究で、

近称指示詞であるコ系が、初出時期が早く、それに伴い産出量も多いのは、当然のことと

して捉えられている。 

 しかし、近称指示詞が指示詞の習得において優位であることは、通言語的な事実ではな

い。Wales (1986) は、英語を母語とする母親と 1 歳半以上の子ども 10 組を対象に 15 の相互

行為場面を録画し、定冠詞、不定冠詞、代名詞の使用数、それに伴うジェスチャーの種類

を記録した。以下の表は、全データに含まれる母親と子どもの発話における指示詞の平均

発話数を表している。 

 

(24) 母親と子どもの会話における英語指示詞の平均発話率 

                                            
16 金水・岡崎・曺 (2002: 229) は、コ系が「最も早く習得され」ると述べているが、注 13 でも触れた通り、

本研究では、コ系が他の形式よりも早く理解されるとは考えない。この点については、5. 5. 1. 3 節で論じ

る。 
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(Wales 1986: 404, ( )は標準偏差を示す) 

 

Wales (1986) の調査結果を見ると、英語指示詞では、母親の発話においても子どもの発話に

おいても、遠称指示詞とされる that / there の方が、近称指示詞とされる this / here よりも産

出量が多い。これに対し、日本語を母語とする母親と指示詞が出揃った 2 歳半以上の子ど

も 2 組の相互行為場面を観察した伊藤 (2008) の調査結果によれば、日本語指示詞では、母

親の発話においても子どもの発話においても、ソ系・ア系よりもコ系の産出量が圧倒的に

多い。 

 また、伊藤 (2008) と同様に発話データベース CHILDES を用いて、1 歳から 2 歳の英語

を母語とする子ども 5 名が用いる語の頻度を検証した Diessel (2006) は、that は指示詞体系

内のみならず、調査対象の子どもが発話した全ての語の中で、最も産出頻度が高いことを

指摘した (同上、p. 483)。 

 

(25) 1 歳から 2 歳の英語話者の子どもの発話で使用される語彙の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dieesel 2006: 482) 

 

5. 5. 1. 1 節で示した大久保 (1967) の表 (21) を見ると、ほぼ全ての範疇において、初出時

期が早い系列は、初出時期が遅れる系列よりも産出量が多くなっている。従って、英語指

示詞でも、産出量の多い that は this に、there は here に先行して現れることが予測される17。 

                                            
17 that / thereと this / hereの産出順を示す研究はまだ見つけることができていないが、Clark (2003: 208) は、

what を用いた質問文において、What’s that は What’s this に先行して現れ、さらに産出量も多いことを、コ

ーパス分析をもとに示している。 
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 以上、英語指示詞の習得では、日本語指示詞とは反対に、遠称指示詞である that / there が、

子ども及び母親の発話において産出頻度が高いこと、また初出時期も早いことが予測され

ることを示した。なぜ習得において、日本語指示詞ではコ系が優位であり、英語指示詞で

は that / there が優位であるのか、コ系は「近」、that は「遠」という距離概念を用いた従来

の意味記述ではこの点を説明することができない。 

 

5. 5. 1. 3 コ系とア系の対立の理解の遅れ 

前節では、日本語では、従来近称指示詞であるとされてきたコ系が、英語では従来遠称

指示詞とされてきた that / there が、習得において優位であることを論じたが、両者とも、初

出時期は早いものの、その理解は他の形式と同様に遅れることが先行研究によって指摘さ

れている。 

 久慈・斎藤 (1982: 233) は、ア系・ソ系が出るまでのコ系は、単に代名詞的な意味で用い

られていると述べ、これを絶対的用法と呼んでいる。これに対し、伊藤 (2008: 79) は、3

歳児から 7 歳児、計 53 名を対象とした理解実験に基づき、コ系・ア系・ソ系が出揃う 2 歳

半以降も、成人と同様の対立を意識したコ系・ア系・ソ系の使い分けは習得されないこと

を示した。伊藤 (2008: 74-77) は、4 歳以前と 5 歳以降では、指示詞の理解の反応の仕方に

質的な変化が見られ、5 歳以降になると、成人と有意な差は認められなくなると述べる。 

 ソ系の使用は他者視点取得能力が前提となるという久慈・斉藤 (1982) の説明に基づけば、

コ系／ソ系、及びア系／ソ系の対立の理解が遅れることは首肯できるが、話し手の視点に

基づくコ系／ア系の対立の理解も、ソ系と同様に 5歳頃まで遅れることは説明ができない。

なお、ソ系のような他者視点取得能力を前提とする形式を持たない英語指示詞においても、

子どもが成人と同様に指示詞を用いるのは 6 歳前後からであることが指摘されている 

(Clark and Sengul 1978)。Wales (1986) は、指示形式間の対立を習得する以前の子どもの発話

において、指示詞は距離の区別を示さず、注意喚起語 (attention-getter) として発話場面に聞

き手の注意を向けさせる機能を果たすと述べている。 

 なぜ、日本語においても英語においても、話し手を視点とする「近」、「遠」の対立の習

得が、他者視点取得能力を前提とするソ系と同様に遅れるのか、また、なぜ対立を習得す

る以前に注意喚起語として指示詞を用いる場合、日本語ではコ系の産出量が多く、英語で

は that の産出量が多いのか。この点を議論した研究は、管見の限り見られない。 

 5. 5. 1. 2 節で指摘した問題と同様に、本節で指摘した上の問題も、コ系は「近」、ア系は

「遠」をコード化するという従来の記述では説明することができない。しかし、コ系は空

間情報をコード化しておらず、従来意味と考えられていた近接性を破棄可能な推意である

とする本研究の分析では、このコ系の 2 つの特徴を統一的に説明することが可能になると
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考えられる。次節では、尺度推意理論を用いてこの 2 つの特徴について順に考察する。 

 

5. 5. 2 コ系に関する 2つの問題の説明 

5. 5. 2. 1 注意喚起語であるコ系 

まず、5. 5. 1. 2 節で指摘した指示詞習得におけるコ系の優位性が生じる要因として、認知

的要因と環境的要因という 2 つの要因を想定し、それぞれについて説明を試みる。 

 第一に、コ系の優位性に養育者による言語入力という環境的要因が影響していると仮定

する。5. 5. 1. 1 節で述べた通り、CHILDES に含まれる母親の指示詞発話量を調査した伊藤 

(2008) は、母親の指示詞発話量はほぼコ系、ソ系、ア系の順であるため、環境的要因は、

ソ系の産出及び理解の遅れに直接関係していないことを示した。しかし、伊藤 (2008) の調

査結果により、環境的要因とソ系の遅れとの関係は否定されたものの、環境的要因がコ系

の初出時期の早さに影響している可能性は否定できない。上述の通り、CHILDES に含まれ

るどの母親の発話においても、全ての範疇でコ系の発話量がソ系、ア系を圧倒的に上回る

からである (伊藤 2008: 38-9)。同様に、that / this においても、(24) が示すように、母親の

発話において that の使用量が this を大きく上回るため、インプットの影響は否定できない。 

 しかし、コ系及び that の優位性がインプットの影響によると考えた場合、次は、成人の

発話においてコ系 / that の使用量が多い理由を説明する必要性が生じる。本研究の分析では、

この養育者の発話におけるコ系と that の使用量の多さは、前節で述べた通り、両者の指示

領域が広いことにより説明されうる。コ系及び that が示す空間情報が語用論的な推論に基

づく推意であるとすれば、ア系、this が持つ情報とは異なり、破棄することが可能である。

その結果、コ系と that の指示領域は空間情報を示す他の形式よりも広くなるため、その使

用頻度も高まるのだと考えられる。 

 第二に、コ系、及び that の優位性は認知的な要因によると仮定する。コ系、及び that の

習得における優位性が環境的要因によらないと仮定した場合、両者が共通して持つ特性を

特定する必要がある。本研究では、コ系及び that が初出時期も早く産出量も多いのは、両

者が、いかなる空間情報も意味として持たない ‘DEM’ 概念のみをコード化する無標の指示

形式であるためだと考える。 

‘DEM’ 概念は、5. 3. 3. 2 節で述べた通り、前言語期に共同注意形成のために用いられる

指さしジェスチャーに由来する概念である (Enfield 2009: 29)。前言語期の子どもの共同注意

行動を詳細に観察したやまだ (1987: 157) は、子どもが用いるジェスチャーの中でも、指さ

しは、指という「示すもの」と、指示対象である「示されるもの」が分かれているという

点で、後の言語の発達に最も直接的に結びつくものであると述べた。ただし、言語とは異

なり、指さしによって導入される共同注意対象は、発話場面の具体物に限られる。やまだ 
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(1987) は、指さしと言語の違いを以下の 2 点にまとめた。 

 

(26) 指さしと言語との違い 

   a.  指さしは『意味されるもの』がいろいろでも、『意味するもの』はいつも同じ単純

な指の形でよい。（従って幼児にとって）ことばよりもはるかにシンプルで使いや

すいから、表出は容易である。しかし、道具が単純すぎて、それが何を示してい

るか明細化した内容は相手には伝わりにくい。 

(やまだ 1987: 109, 括弧内は筆者による) 

   b.  指さしは現前する物しか示すことができないという意味で、具体物にしばられて

いる。〔ここ〕にないもの、見えないもの、抽象的なものを指さしのみで示すこと

はむずかしい。  

(やまだ 1987: 120-121) 

 

やまだ (1987) の記述をまとめると、指さしは、(i) 明示的意味 (denotation) がない、(ii) 現

前する具体物に縛られる直示性を持つという 2 点でことばと異なることになる。(ii) に関し

ては、指示詞は直示表現であるため、どの形式もその解釈が眼前の具体物に依存するとい

う直示性を持つ。しかし、(i) に関しては、空間情報を持たず ‘DEM’ 概念のみをコード化

するコ系及び that は、空間情報等を持つ他の指示形式よりも明示的意味が少なく、より意

味的な欠乏性が高い。従って、コ系及び that は他の指示形式よりもより指さしに近いと考

えられる。そのため、コ系や that は前言語期の指さしジェスチャーの延長線上にある道具

として表出が容易であり、早くから子どもの発話に現れるのではないだろうか。 

 以上、他の指示形式に対するコ系と that の優位性について、それがインプットの影響に

よる場合とよらない場合を想定し、説明を試みた。本研究では、この優位性がインプット

の影響によるのか否か結論を出すことはしないが、どちらであったとしても、コ系と that

が無標の指示形式であるという本研究の枠組みによって、その優位性を説明することが可

能であると考える。 

 

5. 5. 2. 2 コ系とア系と「心の理論」 

コ系に関する 2 つ目の問題は、聞き手視点を必要とするソ系のみならず、話し手の視点

に基づいて用いられるコ系／ア系の対立の習得も 5 歳頃まで遅れることである。この点に

ついて、推意理論を用いて説明を試みる。 

 既に論じたように、本研究では、コ系が示す ‘NOT DISTAL’、及び that が示す ‘NOT HERE’

という情報は、より意味的に強い形式があることにより生じる尺度推意であると考える。
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尺度推意は、対照集合というメタ的概念に加え、協調の原則を前提とした語用論的な推論

により生じる。聞き手が協調の原則を前提として推論を行うことは、他者が自分と同じ意

図、知識、思考を持つ心的状態にあることを知らなければ理解することはできない。その

ため、ソ系のみならず、コ系とア系、及び this と that の対立の理解も、5 歳から 6 歳頃まで

遅れるのだと考えられる。 

以上の結論は、コ系／ア系、及び this / that の対立を理解するには、他者視点の取得のみ

ならず、他者の心的状態の理解、すなわち「心の理論 (theory of mind)」(Premack and Woodruff 

1978) の獲得が必要であることを示唆している。これについてはさらなる検討が必要である。 

 

5. 6 まとめ 

 以上、本研究は新グライス派の尺度推意理論を用いて、コ系・ア系の直示用法を再分析

し、以下の 3 点を明らかにした。 

 

(27) 第 5 章のまとめ 

a. ア系が ‘DISTAL’ という空間情報をコード化するのに対し、コ系は空間情報をコード 

化しない。 

 b. コ系は発話場面を指し示す機能を持つ ‘DEM’ 概念のみを意味として持つ無標の指 

示形式である。 

 c. 情報提供性の異なるコ系とア系は情報提供性の尺度を形成する。従って、ア系の使用 

   が可能な場面でコ系を使用した場合、‘DISTAL’ の逆、‘NOT DISTAL’ が尺度推意され

る。 

 

以上のように尺度推意理論を用いてコ系とア系を分析することで、「近称制約」を仮定せず

にコ系とア系の分布的事実を説明することが可能になる。また、尺度推意理論を分析に用

いることで、例えば英語やラオ語など他の言語の指示詞体系と日本語指示詞の比較も可能

になる。さらに、5. 5 節で述べたように、コ系が空間情報をコード化しないとすることで指

示詞習得におけるコ系の優位性も説明しうる可能性がある。 

 本章で理論的枠組みとして用いた Levinson (2000)、Enfield (2003, 2009) の分析は、指示詞

体系において、空間情報を持たない形式が無標の形式であり、空間情報は 2 次的な情報で

あるとする点で、指示詞の第一義的な機能は対象の空間定位ではなく、対話相手の注意の

焦点の調節であるとする Diessel (2006) の分析と共通している。ただし、Levinson (2000), 

Enfield (2003, 2009) が、指示詞の意味分析において尺度推意という語用論的理論を用いてい

るのに対し、Diessel (2006)、及び第 3章で紹介したÖzyürek (1998)、Küntay and Özyürek (2006)、
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Burenhult (2003) 等は共同注意、注意という概念を用いており、両者が用いる説明の枠組み

は異なる。注意概念を用いる指示詞研究は、尺度推意理論を用いた指示詞研究の枠組みの

中に、どのように位置づけられるのだろうか。 

 次章では、第 3 章、第 4 章で行ったソ系の分析と、本章で行ったコ系・ア系の分析を統

合し、「聞き手の注意」に関わる形式を持つ日本語指示詞が尺度推意理論を用いてどのよう

に体系化されうるのかを論じる。また、第 3 章、及び第 4 章では触れなかったソ系のもう 1

つの直示用法である「聞き手領域指示」用法が、この分析の枠組みにどのように位置づけ

られるのかについても考察する。 
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第 6章 注意概念と推意理論を用いた日本語指示詞体系化への展望 

 

 

6. 1 はじめに 

 第 3 章、第 4 章では、ソ系の直示用法と非直示用法が「聞き手の注意の存在」を示す形

式として統合的に記述できることを示した。第 5 章では、コ系は [+proximal]、ア系は 

[-proximal] という指定を持つという従来の分析に反論し、Levinson (2000) の尺度推意理論

と Enfield (2003, 2009) の記述法を用いて、コ系とア系の意味を以下のように記述した。 

 

 (1)  Enfield (2003, 2009) の枠組みを用いたコ系とア系の意味の記述 

   コ系 DEM 

      ア系 DEM DISTAL 

 

この枠組みに基づけば、第 3 章、第 4 章で論じたソ系は、指示詞の意味的核である ‘DEM’ に

加え「聞き手の注意の存在」という意味情報を持つ形式として記述することができる。第 5

章では、‘DEM’ のみをコード化する無標の指示形式であるコ系と、 ‘DEM’ に加えて 

‘DISTAL’ という空間情報をコード化するア系が対照集合を形成していると分析した。ソ系

が ‘DEM’ に加えて「聞き手の注意」に関する情報を持つとすれば、ア系と同様に、ソ系も

コ系よりも特定的な意味を持つことになるため、両者は意味の特定度において差があるこ

とになる。従って、ア系・コ系と同様に、ソ系・コ系も対照集合を形成していると解釈す

ることができる。本章では、日本語指示詞は無標の指示形式であるコ系を中心に、ア系・

コ系とソ系・コ系という 2 つの対照集合が折り重なって形成されている体系であることを

主張し、尺度推意理論を用いた指示詞分析の枠組みに注意概念をコード化する形式を位置

付けることを試みる。 

 以上の分析で残された課題は、ソ系のもう 1 つの直示用法である「聞き手領域指示」用

法の分析である。今まで論じて来たコ系、ア系、「聞き手の注意の存在」を示すソ系に「聞

き手領域指示」のソ系が加わると、日本語指示詞は 3 つの系列と 4 つの意義を持つ 3 項 4

義体系であることになる1。本章では、ア系・コ系、ソ系・コ系という 2 つの対照集合が折

                                            
1 このような体系は世界的に珍しいものではなく、韓国語、スペイン語、エウォンド語 (Ewondo) の指示

詞が、日本語と同様に 3 項 4 義体系であることが言語類型論的な指示詞研究において指摘されている 

(Diessel 1999, Imai 2009)。ただし、これらの研究において中称の指示形式が持つ 2 つの意味は、国語学・日

本語学における従来の記述と同様に、「聞き手領域指示」と「中距離指示」であるとされている。本研究で

は、これらの言語に含まれる「中距離」という概念も注意概念を用いて再分析できる可能性があると考え

るが、具体的な分析は今後の課題とする。 
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り重なって構成された体系にどのように「聞き手領域指示」が位置づけられるのか、また、

現在の 3 項 4 義体系がどのように形成されたのか、通時的な日本語指示詞研究の成果に基

づいて考察する。 

 本章の構成は以下の通りである。まず、6. 2 節では、国語学・日本語学における先行研究

で日本語指示詞がどのように体系化されてきたのかを紹介した後、李 (2002)、岡崎 (2010) 

等、歴史的な日本語指示詞体系の変遷を記述した研究を概観する。これらの先行研究の記

述を踏まえ、6. 3 節では、日本語指示詞は 2 つの対照集合が折り重なった体系であるという

本研究の主張を展開する。6. 4 節では、この 2 つの対照集合が折り重なった 3 項体系に、い

かに「聞き手領域指示」が位置づけられるのかを考察する。本研究では、「聞き手の注意の

存在」を示す形式から「聞き手領域指示」用法が派生したという仮説を提示する。この仮

説に基づき、注意概念と推意理論を用いた本研究の枠組みにおいて「聞き手領域指示」を

含む現代の日本語指示詞がどのような構造を持つ体系として捉えられるのかということを

論じる。最後に、6. 5 節でまとめと今後の展望について述べる。 

 

6. 2 先行研究における日本語指示詞の体系化 

6. 2. 1 共時的研究 

 第 1 章では、国語学・日本語学における指示詞研究が提示した「対立型の場」と「融合

型の場」、もしくは「人称区分説」と「距離区分説」による説明を紹介し、その後、両者の

統合を試みた談話管理理論について述べた。本節では、コ系、ソ系、ア系という 3 つの系

列を持つ日本語指示詞がどのような構造を持つ体系として分析されてきたのかという観点

から先行研究を見直し、先行研究で提示された 3 つの主な体系化を紹介する。 

 

6. 2. 1. 1 二重の 2項対立 (double binary) 

 第 1 章で述べた通り、佐久間 (1936, 1951) は、指示詞の直示用法を人称との対応関係か

ら説明し、話し手の領域はコ系、聞き手の領域はソ系、それ以外はア系で指されると記述

した。以下に、佐久間 (1951) が提示した図を再掲する。 
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(2)  佐久間 (1951) が提示した図 

    ア系 

 

 

 

 

 

(佐久間 1951: 35) 

 

 これに対し、三上 (1955, 1970) は、日本語指示詞体系は佐久間 (1951) が提示したような

3 つの系列が並列的に存在する体系ではなく、ソ系・コ系とア系・コ系という 2 つの対立が

二重に折り重なった体系であると主張した。 

 

(3) 三上 (1955) による体系化2 

 

                a. 対立型    b. 融合型 

 

 

 

 

 

 

（三上 (1955: 177-8) の記述をもとに筆者が作成） 

 

 (3a) は、話し手と聞き手が向かい合い、それぞれの領域が対立するものとして認知されて

いる「対立型の場」である。三上 (1955: 177-178) の説明によれば、この場合、対立する 2

人の領域の外は意識されておらず、ア系は現れない。一方、(3b) では、話し手と聞き手が

肩を並べ接近しており、聞き手の領域は話し手の領域に吸収されている。この場合、一体

化した両者の領域内はコ系、領域外はア系で指され、コ系に吸収されたソ系は現れない。 

 三上 (1955, 1970) は、日本語指示詞が上述のような二重の 2 項対立である証拠の 1 つと

                                            
2 第１章で述べたように、「対立型」と「融合型」という用語を提示したのは正保 (1981) であるが、ここ

では議論を分かりやすくするため、三上 (1955) 及び次の高橋 (1956) が提示した体系化の説明においても

これらの用語を用いる。 

S 
A 

ソ系 
コ系 

S A 
コ系 

ア系 

S A 

コ系 ソ系 
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して、指示詞が含まれる慣用句の成り立ちを挙げている。慣用句には、「ソコココ」、「ソウ

コウ」等、ソ系とコ系が対になったもの、もしくは「アチラコチラ」、「カレコレ」、「アア

ダコウダ」等、ア系とコ系が対になったものは見られるが、ソ系とア系の組み合わせはほ

とんど見られない (三上 1955: 172-173, 1970: 36)。慣用句がソ系・コ系とア系・コ系の組み

合わせによって成り立っているという事実は、日本語指示詞は二重の 2 項対立であるとい

う三上 (1955) の主張と一致する。 

 しかし、三上 (1955, 1970) が提示した (2) の体系化では説明できない指示詞の用法があ

る。それは、第 1 章、第 3 章で論じてきたいわゆる「中距離指示」のソ系の存在である。

話し手と聞き手から等しく離れた対象を指すこのソ系は、(3) に提示された二重の 2 項対立

の体系の中には位置づけられない。次節では、「中距離指示」のソ系の存在を指摘した高橋 

(1956)、阪田 (1971)、正保 (1981) 等が提示した日本語指示詞の体系化を紹介する。 

 

6. 2. 1. 2 三者共存説 

 国語学・日本語学において、最初に「中距離指示」のソ系の存在を指摘した研究の 1 つ

は高橋 (1956) である。高橋 (1956) は、三上 (1955, 1970) と同様に、日本語指示詞は基本

的にはソ系・コ系とア系・コ系の対立からなると述べるが (高橋 1956: 42)、第 1 章の (4a) で

示したような、話し手が自らの後ろにある対象をソ系を用いて指示するという例に基づき、

ソ系の指示領域はコ系の指示領域よりも広いこと、そのため、話し手と聞き手が接近して

いる以下の (4b) のような場においては、コ系の指示領域がより広いソ系の指示領域の中に

含まれるため、その周縁がソ系で指示されることを主張し、コ系・ソ系の領域に属しない

ものはすべてア系で指されるという佐久間 (1936, 1951) の定義に反論した。 

 

(4)  高橋 (1956) による体系化 

 

a. 対立型        b. 融合型 

ア系 

 

 

 

 

 

 

(高橋 (1956: 41-42) を一部修正) 

S A 
コ系 

ソ系 

S 
コ系 

ソ系 

A 
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 これに対し、阪田 (1971)、正保 (1981) は、ソ系のもう 1 つの用法を、周縁的な用法とし

てではなく、話し手と聞き手から等しく離れた対象を指す「中距離指示」用法として明確

に定義した。また、彼らは、高橋 (1956) とは異なり、「融合型の場」だけではなく、「対立

型の場」にもコ系・ソ系・ア系の全てが出現することを主張した。正保 (1981: 74) は、日

本語指示詞を (5) のように「対立型の場」と「融合型の場」のそれぞれにおいてコ系・ソ

系・ア系の三者が共存する 2 つの 3 項対立が折り重なった体系として捉えた3。 

 

 (5) 正保 (1981) による体系化 

 

      a.  対立型   b.  融合型 

 

 

 

 

 

 

 

(正保 1981: 75) 

 

(6)  正保 (1981) による直示用法の記述 

 対立型 融合型 

コ 話し手が、自分のなわばりにあると 

認定した人／物 

 

それに対する「われわれ」の関心が 

強いもので、近くにある人／物 

ソ 話し手が聞き手のなわばりに属する

ものとして認定した人／物 

 

「ア」で指すには近過ぎるもの、若し

くは、話し手と聞き手の孰れか一方 

或は両者の視野にないもの 

ア 話し手が、「自分」の領域にも、「相手」 

の領域にも属さないと考えたもの 

 

それに対する「われわれ」の関心が 

強いもので、遠くにあるもの 

(正保 1981: 75) 

                                            
3 阪田 (1971)、正保 (1981) は、この三者共存の枠組みを非直示用法の説明にも拡張することを提案してい

る。彼らと同様に三者共存説によって非直示用法の説明を試みる研究として、堀口 (1978a, b) が挙げられ

る。 

コ系 

ソ系 

ア系 

A S S 

A ソ系 

ア系 

コ系 
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上記の図における破線は、それが消極的に形成される領域であることを示している。例え

ば (5a) の「対立型の場」におけるア系は、緊張関係にある話し手の領域と聞き手の領域の

外側にあるもので、話し手が自らとの関わりが強くないと考える対象を指すと定義されて

いる (正保 1981: 71-2)。これに対し、(5b) の融合型のア系は、話し手と聞き手の関心が強

い対象を指すとされており、その例として、話し手も聞き手も知っている対象を指す非直

示的な用法が挙げられている (同上, p.72)4。同様に、正保 (1981) はソ系にも、(5a) の「聞

き手領域」を指す「緊張した」ソ系と、(5b) のコ系とア系で指示される以外の領域を指す

「弛緩した」ソ系の 2 つを想定している。この「対立型の場」と「融合型の場」という概

念を用いた日本語指示詞の体系化は、第 1 章で述べた通り、発達心理学、日本語教育学、

対照言語学等の分野においても、指示詞研究の枠組みとして広く用いられている。 

しかし、正保 (1981) が提示した三者共存説には、2 つのソ系の用法を説明するために、

コ系とア系にも 2 つの意味を想定しているという点で余剰性がある。正保 (1981) による 

(6) の定義を、言語類型論的な指示詞研究で用いられている直示中心と距離という概念を用

いて記述すると、「対立型」とは話し手もしくは聞き手を直示中心とする空間分割として、

「融合型」は話し手と聞き手が一体化した直示中心に基づく空間分割として捉えることが

できる5。この枠組みに基づき、(6) のコ系の定義を再記述すると、「対立型」のコ系は、話

し手から近い対象を指す用法、「融合型」のコ系は、話し手と聞き手に近い対象を指す用法

であると記述できる。これは「話し手から近い対象を指す」という記述に還元可能である。

同様に (6) のア系の定義を再記述すると、「対立型」のア系は、話し手と聞き手から遠い対

                                            
4 第 4 章 4. 4 節で紹介した記憶指示用法に当たる。しかし、4. 4 節でも述べた通り、金水・田窪の一連の研

究では、言語の意味記述において「聞き手の知識」を想定すべきではないとし、「聞き手の知識」に関わら

ず、話し手が対象を直接経験によって知っていればア系を用いて指示をすることが可能であると述べてい

る。正保 (1981) も (i) のように、話し手のみが対象を知っている場合にもア系が用いられることを指摘し

ているが、これは「融合型」のア系本来の用法ではなく、主に聞き手がいない独白や小説のような場で用

いられる例外的な用法であると主張している。 

 (i) A: スミスという人を知っていますか？僕は名前を今ちょっと聞いただけで、何も知らないのですが。 

      B: ああ、あの人はとんでもない人ですよ。 

(正保 1981: 78) 

本研究では、「相互知識のパラドックス」を解消するため、また、(i) のような例を例外とせずに説明する

ため、談話管理理論で主張されているように、ア系の記憶指示用法に「聞き手の知識」を想定する必要は

ないと考える。ただし、記憶指示用法が歴史的に一貫して、話し手のみが知っている対象を指す用法であ

ったとは言えない可能性がある。記憶指示用法の歴史的な成り立ちについては、6. 2. 2 節で述べる。 
5 正保 (1981) は、「対立型」の説明では「なわばり／領域」という概念を、「融合型」の説明では距離（「近

い」、「遠い」）という異なる概念を用いてコ系、ソ系、ア系の直示用法を記述している。しかし、正保 (1981) 

を始め、三者共存説を主張する先行研究では、「なわばり／領域」という概念と距離概念の違いは明確に定

義されていない。先行研究では「なわばり／領域」も距離も、物理的・空間的な距離のみではなく、心理

的な距離によっても決定されると記述されているが、心理的な距離とはどのような要因によって決定され

るのか、具体的な定義はなされていない。 

なお、談話管理理論では、それまでの研究で用いられていた「なわばり／領域」という概念と、距離概

念を、話し手から「近」、「遠」という記述によって統合している。 
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象を指す用法であり、「融合型」のア系は、話し手と聞き手から遠く、かつ話し手と聞き手

の関心が強い対象を指す用法であると記述できる。ただし、上述の通り、「融合型」のア系

に対する「関心が強い」という記述は、非直示用法の説明を意識して加えられたものであ

る。直示用法に限って考えれば、ア系は「対立型」でも「融合型」でも「話し手と聞き手

から遠い」という同一の指定を与えられていることになり、両者を区別する必要はなくな

る。 

 

6. 2. 1. 3 直示的なコ系・ア系と非直示的なソ系 

 三者共存説の余剰性を解消したのが、第 4 章で紹介した金水・田窪の一連の研究が提示

した意味論的な指示詞分析である。4. 4 節で述べた通り、金水・田窪が提示した談話管理理

論では、日本語指示詞を、「直接経験領域」を指示領域とする直示的なコ系・ア系と、「間

接経験領域」を指示領域とする非直示的なソ系の対立として捉えた。さらに、Hoji et al. (2003)、

田窪 (2008) は、語彙の直示性の有無を示すため、D-index という概念を導入した6。Hoji et 

al. (2003)、田窪 (2008) によれば、D-index とは、言語構造とは独立して指示を行うことが

できる語彙が持つ指定である。田窪 (2008: 331) は、「近」、「遠」という距離に関する情報

は D-index という指定を持つ語彙のみが持つと述べ、日本語指示詞体系を、[+/-D] という対

立と、[+D] という指定を持つ形式の中の [+/-proximal] という下位対立との 2 つの対立によ

って構造化した。 

 

(7) 田窪 (2008) による直示用法の記述 

  言語的先行詞が不要 [+D]   コ [+Proximal] 

                 ア [-Proximal] 

  言語的先行詞が必要 [-D] 

(田窪 2008: 328) 

 

[+/- D] という指定を仮定することで、彼らは、コ系とア系のみならず、ソ系も単義の形式

として分析することを可能にした。 

しかし、第 4 章、及び第 5 章で論じたように、本研究では彼らが提示した (7) の体系化

には以下の 2 つの問題点があると考える。1 つ目は、彼らのソ系に関する記述が極端に還元

主義的であることである。(7) の記述では、ソ系は、[-D] という指定を持ち、言語構造に依

                                            
6 D-index は、名詞句の照応関係を分析した Ueyama (1998) が、指示的 (referential) な名詞句と、指示の値

を決定するために他の語との言語的関係が必要な名詞句を区別するために仮定した表示 (denotation) であ

る。 
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存した指示を行う形式であると定義されている。しかし、第 4 章で指摘した通り、これは

ソ系の直示用法を例外的に扱うことで成り立つ分析である。金水・田窪らの枠組みでは、

ソ系は言語的先行詞を介した指示を行う形式であり、先行研究で「聞き手領域指示」や「中

距離指示」とされてきたソ系の直示用法は、コ系もア系も用いることができない時に「埋

め草」として生じる例外的な用法に過ぎないとされている。先述の通り、金水・田窪 (1992b) 

は、話し手がコ系もア系も用いることができないと判断する時とは、対象に何らかの形で

語用論的な要因である聞き手が関わる時であると述べ、「聞き手領域指示」と「中距離指示」

を聞き手に関わる用法として統合することを試みている。しかし、既に第 3 章で論じた通

り、金水・田窪の枠組みを保持する堤 (2012) は、「中距離指示」と「聞き手領域指示」を

単純に統合することは問題であると主張している。 

 もう 1 つの問題点は、ソ系に対する説明が還元主義的である一方で、コ系・ア系の意味

記述には未だ余剰性があることである。第 5 章で論じた通り、コ系は、「遠」である対象の

みを指すア系とは異なり、その指示領域は空間的に柔軟であるため、「近」という意味を仮

定する必要はない。 

以上、先行研究が提示した、二重の 2 項対立、三者共存説、そして直示対非直示という 3

つの日本語指示詞の体系化を紹介し、それぞれの問題点について述べた。本研究が提示す

る体系化は、日本語指示詞を 2 つの対立が折り重なった体系であると捉える点において、

三上 (1955, 1970) に最も近い。三上 (1955, 1970) と本研究の体系化との類似点と相違点に

ついては 6. 3 節で詳しく述べるが、その前に、現在の 3 項 4 義体系がどのように形成され

たのかを知るため、通時的な日本語指示詞研究を概観する。 

 

6. 2. 2 通時的な指示詞研究 

 前節では、先行研究が、多義的に見えるソ系を含む日本語指示詞をどのような構造を持

つ体系として捉えてきたのかを概観した。しかし、日本語指示詞は最初から現在の 3 項 4

義体系であったわけではない。本節では、先行研究の記述に基づき、現在明らかにされて

いる日本語指示詞の歴史的な成り立ちを紹介する。 

 

6. 2. 2. 1 カ(ア)系発生以前のコ系とソ系 

 通時的な指示詞研究では、日本語指示詞はもともとコ系とソ系の 2 項体系であったとさ

れている。現在参照することができる最も古い文献として指示詞研究で使用されているの

は、上代7に編まれた『上代歌謡』、『万葉集』等の歌集である。これらの内、より古くに成

                                            
7 以下、李 (2002)、岡崎 (2010) に従い、國語学會編『改訂國語の歴史』に基づいて時代区分に関する用語
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立したとされる『上代歌謡』には、ア系の前身であるカ系の例が全くない。また、『万葉集』

では、カ系は見られるものの、コ系・ソ系に比べてその数量は圧倒的に少なく、語形も限

られている (李 2002: 126)。このため、上代の日本語指示詞研究の草分けである橋本 (1966) 

及びその後の研究では、日本語指示詞はもともとコ系とソ系による 2 項体系であり、上代

にはカ系は発生直後の未発達な状態であったと分析されている。 

 では、現在のようにカ(ア)系が発達する以前のコ系とソ系はどのような対立を示していた

のだろうか。広範囲に渡る歴史的な資料の検証をもとに、日本語指示詞の歴史的な変化を

追った李 (2002)、岡崎 (2010) は、カ(ア)系が発達する以前のコ系は、発話場面で話し手が

知覚可能な対象全てを指していたと述べている (李 2002: 156, 岡崎 2010: 88)。李 (2002) 

はこの初期のコ系の用法を「知覚対象指示」と呼んでいる。これに加え、上代のコ系には、

現在と同様に先行する言語的対象を指示する非直示用法も持っていた。しかし、これらは

非常に数が少ない。そのため、李 (2002)、岡崎 (2010) は、コ系の原型は直示用法であり、

(8) のような非直示用法はそこから派生しつつあった二次的な用法だと捉えている。この彼

らの分析は、第 1 章の冒頭で述べた Diessel (1999) 等の言語類型論的な指示詞研究が仮定す

る指示詞の文法化の一方向性仮説と一致する。以下の例において、破線は指示対象である

言語的先行詞を指す。 

 

(8) 上代のコ系の照応用法 

  …矢形尾の我が大黒に白塗の鈴取り付けて朝狩に五百つ鳥立て夕狩に千鳥踏み立て追

ふごとに許すことなく手放ちもをちもかやすきこれをおきてまたはありがたし… 

    （矢形尾のわが大黒に白く光った鈴を取り付けて、朝狩に五百もの鳥を追い出し、夕

狩に千もの鳥を踏み立てて、追うたびに取り逃がすことはなく、手離れも戻りも思い

のままである。これのほかにまたとは得がたい） 

(万葉集 4011／李 2002: 139) 

 

 これに対し、上代のソ系は、コ系とは反対に、主に発話場面で話し手が直接知覚できな

い対象を指していたとされている。しかし、そこに直示用法を含むか否かにおいて、李 

                                                                                                                                
を以下の通り用いる。 

(ii) 時代区分 

上代：奈良時代とそれ以前 

中古：平安時代 

中世前期：院政・鎌倉時代 

中世後期：室町時代 

近世前期：江戸幕府成立から宝暦頃まで 

近世後期：宝暦頃から明治維新まで 
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(2002) と岡崎 (2010) の意見は異なる。以下に、彼らが挙げる上代のソ系が持つ用法の例を

示す。 

 

(9) 上代のソ系の用法 

  a. 照応用法 

    我がやどに 花そ咲きたる そ(其)を見れど 心も行かず はしきやし… 

   （我が家の庭に花が咲いているが、それを見ても心は晴れない） 

(万葉集 466／李 2002: 131) 

  b. 曖昧指示 

    逢はむ日を その日と知らず(其日等之良受) 常闇に いづれの日まで 我恋ひ居 

    らむ 

   （あなた再び見る日がその日だとは分からないが、先の見えない常闇の中であなた 

       を見る日まで私はあなたを愛し続けているでしょう） 

                                           (万葉集 3742／岡崎 2010: 90) 

  c. 観念用法 

    ぬばたまの その(其)夜の梅を た忘れて 折らず来にけり 思ひしものを 

   （漆黒の夜、あの時の夜の梅を忘れて折らないで来てしまいました。前から折ろう 

       と思っていたのに） 

(万葉集 466／李 2002: 141) 

  d. 直示用法 

    袖振らば 見つべき限り 我はあれど その(其)松が枝に 隠らひにけり 

   （袖振るあなたを見える限り私は見つづけているのに、その松の木の陰にもう隠れ 

    てしまいました） 

(万葉集 2485／李 2002: 142) 

 

(9a, b) は第 4 章で紹介した現代のソ系が持つ非直示用法と同じ用法である。(9c) は第 4 章

で想起用法、もしくは記憶指示用法として紹介した用法であり、現在の日本語指示詞体系

ではア系が担っている。 

 岡崎 (2010) は、上代のソ系が持っていた用法は (9a, b, c) の 3 つであるとし、発話場面

で知覚可能な対象を指していたコ系に対し、当時のソ系は、言語的先行詞や記憶内の対象

等、話し手にとって不可視的・非感覚的な対象を指していたと定義している。李 (2002) は、

このコ系とソ系の対立を、話し手の直接経験に基づく指示と、間接経験に基づく指示の対

立であると記述している。ただし、李 (2002) は、(9d) のような例を挙げ、上代のソ系も数



98 

は少なく語形も限られていたものの、現在のソ系と同様に直示用法も持っていたことを指

摘している (同上, pp. 141-2, 170)。李 (2002: 141-142) は、(9d) の「その松」は、話し手と

聞き手から等しく離れた対象を指しており、次節で述べる同時代のカ(ア)系の直示用法と交

代可能な用法であると述べている。 

 

6. 2. 2. 2 カ(ア)系の発生 

 前節で述べた通り、上代の日本語指示詞体系においてカ系は発生から間もなく未発達で

あった。コ系からの分化後間もないカ系が持っていた用法は以下の 2 つである。 

 

(10) 上代のカ系の用法 

  a. 直示用法 

    沖辺より 満ち来る潮の いや増しに 我が思ふ君が み舟かもかれ(弥不根可母 

    加礼) 

   （沖のあたりから満ちて来る潮のように、いよいよますますわたしが大切に思うあ 

       なたのお舟でしょうか、あれは） 

(万葉集 4045／李 2002: 155, 岡崎 2010: 92) 

  b. 観念用法 

    かの(可能)児ろと 寝ずやなりなむ はだすすき 宇良野の山に 月片寄るも 

   （今夜はあの子と寝ず仕舞いになってしまうのだろうか。はだすすきの茂る宇良野 

    の山に、もう月が傾いてしまっている） 

(万葉集 3565／李 2002: 155, 岡崎 2010: 92) 

 

李 (2002: 155) は、(10a, b) の用法は発話時に発話場面で知覚可能な対象を指すコ系に対し、

「空間的・時間的に『非近(遠)』に属するものを指している」と定義している。これらのカ

系の用法は、前節の (9c, d) に示したソ系の用法と重複しているように見える。李 (2002: 

142) は、話し手と聞き手から等しく離れた対象を指す (10a) と (9d) は、発話場面の状況

も、対象への話し手と聞き手の関わり方もほぼ同じであると述べている。また、(9c) と (10b) 

のような、過去に話し手が直接経験した対象への指示も、現代ではア系のみが担っている

が、上代ではソ系とカ系の両方が担っている。ここから、上代にはまだソ系とカ系との住

み分けがなされていなかったことが分かる。 

 また、当時のカ系の指示領域も現在のア系とは異なる。話し手と聞き手の両者から「遠」

である対象を指す現在のア系とは異なり、上代のカ系の指示領域にはいわゆる「聞き手領

域」も含まれていた。この「遠」である領域と「聞き手領域」が未分化のまま融合してい
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る領域を、李 (2002) は「非近」と呼ぶ。中古の資料ではカ系の数も増え、わずかながらア

系も現れ始めるが、その指示領域は依然として「非近」であり、そこには (11b) のように

「聞き手領域」も含まれている (李 2002: 206-207, 岡崎 2010: 95)。 

 

(11) 中古のカ系の直示用法 

     a. 話し手から遠い対象の指示 

    祭の日に暁に詣でたまひて、帰さには、物御覧ずべき御桟敷におはします。御方々

の女房、おのおの車ひきつづきて、御前、所しめたるほどいかめしう、かれはそ

れと、遠目よりおどろおどろしき御勢ひなり。 

   （あれがあの六条院の対の上(紫の上)だと、遠目にもわかる御威勢） 

(源氏物語 藤裏葉 3 巻 p.446／岡崎 2010: 95) 

  b. 聞き手に近い対象の指示 

     御几帳のもとに落ちたりにけり。これはいかなる物どもぞと御心おどろかれて、

「かれは誰がぞ。けしき異なる物のさまかな。たまえ。…」 

    （それは誰のです。見慣れぬ変なものだが。よこしなさい） 

(源氏物語 賢木 2 巻 p.145／岡崎 2010: 95) 

 

カ(ア)系は中世に入っても、(11b) のように現在の「聞き手領域」をその指示領域に含んで

いたが、中世末期には、現在の話し手と聞き手両者から「遠」である領域のみを指すよう

になった (李 2002: 222, 岡崎 2010: 99)。これと同時に、時間的に「遠」である対象を指す

観念用法の例も増加し、中世には、観念用法はソ系からカ(ア)系に完全に移行した。 

 

6. 2. 2. 3 ソ系の直示用法の発達 

 6. 2. 2. 1 節で述べたように、上代のソ系が直示用法を持っていたか否かについて、李 

(2002) と岡崎 (2010) の主張は異なる。岡崎 (2010) が上代のソ系には直示用法は見られな

いと主張しているのに対し、李 (2002: 142, 163) は、非直示用法が中心的な用法ではあるも

のの、ソ系のいくつかの語形において話し手と聞き手両者から離れた対象を指す直示用法

が見られると述べている。李 (2002: 141-142) は、上代のソ系には、現在のような「聞き手

領域」と結びついた指示は見られないと主張しており、現在のいわゆる「中距離指示」こ

そが、上代、中古から続くソ系の直示用法の原型をとどめる用法であることを示唆してい

る。 

では、上代以降、ソ系はどのように「聞き手領域指示」用法を派生させていったのだろ

うか。上代におけるソ系の中心的な用法は、発話場面で話し手が直接経験しえない不可視



100 

的・非感覚的な対象への指示であり、「聞き手領域指示」用法はそれに遅れて発生した有標

な用法であるという点で、李 (2002) と岡崎 (2010) の記述は一致している。しかし、「聞き

手領域指示」用法が発生した過程に関しては、両者の分析は異なる。 

 6. 2. 2. 1 節で述べたとおり、李 (2002: 296) は、上代以前の日本語指示詞は、話し手が直

接経験可能な対象を指すコ系と、(9a-c) が示すように、間接経験的な対象を指すソ系との対

立であったと述べている。この直接経験と間接経験という対立に、カ(ア)系の発生とともに

「非近」という空間概念が加わり、それに伴い「近」という概念も生じた。しかし、カ(ア)

系が未発達であった上代、そして中古は、発生間もないカ(ア)系とともに、ソ系が新しく生

じた「非近」という領域を指していたと李 (2002: 295) は述べる。それが、先の (9d) のよ

うに、話し手と聞き手から等しく離れた対象を指すソ系の直示用法である。李 (2002) は、

ソ系の非直示用法と (9d) のような直示用法は、話し手が優位に関わらない対象を指すとい

う点で共通しているとし、これらを合わせて「非一人称」と呼んでいる。 

 中古になると、文献にソ系の直示用法の数は増えていき、(12) のように「非近」である

対象の指示に加え、(13) のように、現在の「聞き手領域指示」用法に近い例も見られるよ

うになる。 

 

(12) 中古の話し手と聞き手から等しく離れた対象を指すソ系 

かくいふ所は、明順の朝臣の家なりける。「そこもいざ見ん」といひて、車よせて下り

ぬ。田舎だち、ことそぎて、馬のかたかきたる障子、網代屏風、三稜草の庵など、殊

更にむかしの事を移したり。 

（「そこも見てみましょう」と言って車を寄せて下りた） 

(枕草子 95／李 2002: 181) 

 

(13) 中古の「聞き手領域指示」のソ系 

  碁打ちはてて結さすわたり、心とげに見えてきはきはとさうどけば、奥の人はいと静

かにのどめて、「待ちたまへや。そこは特にこそあらめ、このわたりの劫をこそ」など

言へど…  

  （「お待ちなさいな。そこはせきですよ。この辺りの劫の所を打つべきですよ」） 

(源氏物語 空蝉 1 巻 p.121／李 2002: 180, 岡崎 2010: 93) 

 

しかし、李 (2002: 108) は、中古にはカ(ア)系も聞き手に近い対象を指していることから、

まだ日本語指示詞に「聞き手領域」という概念はなく、現在の「遠」である領域と「聞き

手領域」が未分化のまま融合していたと主張する。 
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先述の通り、カ(ア)系は、中世末期には「聞き手領域」をのぞく、話し手と聞き手から「遠」

である領域のみを指すようになった。これに押されて、ソ系も「非一人称」から「二人称」

を分化させ、「聞き手領域指示」用法を持つようになったと李 (2002: 264-265) は述べる。

ただし、ソ系の「聞き手領域指示」用法が安定して現れるようになった後も、ソ系は完全

に「聞き手領域」のみを指すようになったわけではない。(9d)、(12) のようなソ系の原型で

ある「非近」の対象を指す用法は、いわゆる「中距離指示」用法として現在の日本語指示

詞に残っている (李 2002: 308)。 

これに対し、岡崎 (2010: 101-103) は、ソ系の直示用法はその発生当初から聞き手と関連

していたと主張している。岡崎 (2010) は、李 (2002) とは異なり、(9d)、(12) のような「非

近」である対象を指すソ系の直示用法の存在には言及しておらず、上代のソ系が持ってい

た用法は、照応用法、曖昧指示用法、観念用法のように、不可視・非感覚の対象を指す非

直示用法のみであったとしている。上代のソ系は、不可視である対象の 1 つとして、(14) の

ように発話場面に存在しない聞き手のいる場所を指していた。岡崎 (2010: 103) は、この不

可視である聞き手のいる場所への指示が、(15) のように可視的な聞き手がいる場所への指

示に広がったことで、ソ系の直示用法が発生したのではないかと予測する。 

 

(14) 相手のいる場所を指すソ系（不可視） 

   我が里に 大雪降れり 大原の 古りにし里に 降らまくは後 

   （わが里に大雪が降った。大原の古ぼけた里に降るのは後だ） 

 

   （上の歌に対する返歌として） 

我が岡の 龗(おかみ)に言ひて 降らしめし 雪の摧けし そこに散りけむ(彼所尓

塵家武) 

（わが丘の龍神に頼んで降らせた雪のかけらがそこに散ったのでしょう） 

(万葉集 104／岡崎 2010: 101-102) 

 

(15) 相手のいる場所を指すソ系（可視） 

うちわたすをちかた人にもの申すわれそのそこにしろくさけるはなにの花ぞも 

   （遠くに見える人に私はお尋ねします。そのあなたの近くに白く咲いている花は何

の花ですか） 

(古今集 1007／岡崎 2010: 102) 

 

このように岡崎 (2010) は、ソ系の直示用法は「聞き手領域指示」から始まったとし、現在



102 

のいわゆる「中距離指示」用法は「聞き手領域指示」用法から派生した周辺的な用法であ

って、その例は中世末期頃まで見られないと述べている。しかし、「ソ系列が話し手からや

や離れた領域の対象 (中距離) を、いつ、どのようにして指すようになったのか」は疑問で

あるとし、「中距離指示」用法が派生した過程の記述に関しては、今後の課題として残して

いる (同上, p. 103)。 

以上、ソ系の直示用法の派生過程に関する李 (2002) と岡崎 (2010) の分析を紹介した。

「非近」である領域の指示から「聞き手領域指示」が生じたとする李 (2002) に対し、岡崎 

(2010) は、ソ系は非直示用法から「聞き手領域指示」という直示用法を派生させ、さらに

そこから「中距離指示」用法が派生したと想定している。本研究では、両者の内、李 (2002) 

の分析を支持する。その理由については、6. 3. 1. 2 節で述べる。 

 

6. 3 2 つの対照集合 

 6. 2 節では、3 項 4 義体系である日本語指示詞が共時的な研究においてどのような構造を

持つ体系として捉えられているのかを紹介し、さらに、通時的な研究において、現在の 3

項 4 義体系である日本語指示詞の歴史的な形成過程がどのように記述されているかを概観

した。以上の先行研究の分析に基づき、本節では、第 3 章から第 5 章で論じてきた本研究

のコ系、ソ系、ア系に対する分析を統合し、日本語指示詞は <ソ系, コ系> という対照集合

に、<カ(ア)系, コ系> という対照集合が加わって、現在の 3 項体系に至ったことを論じる。 

 本節で提案する体系化は、6. 2 節で紹介した 3 つの体系化の内、三上 (1955, 1970) が提示

した、ソ系対コ系とア系対コ系という二重の 2 項対立に最も近い。しかし、本研究が示す

体系と三上のそれとの間には重要な違いが 2 点ある。1 つ目は、ソ系の定義である。三上 

(1955: 177) は、ソ系対コ系の対立において、ソ系は「聞き手領域」を指すとしている8。本

研究では、第 3 章で論じた通り、このソ系は「聞き手の注意の存在」を示すと考える。2 つ

目の違いは、三上 (1955, 1970) は、ソ系対コ系とア系対コ系という対立を、それぞれが同

等の意味を持って拮抗する 2 項対立であるとしているのに対し、本研究では、これらの 2

項対立は、情報提供性に差のある対照集合であると考える点である。第 5 章では、コ系は

指示詞の意味的核である ‘DEM’ 概念のみを意味として持ち、他の情報は持たない無標の指

示形式であると論じた。本研究では、日本語指示詞体系は、この無標の指示形式であるコ

                                            
8 三上 (1955, 1970) は、ソ系の照応用法は、二重の 2 項対立の中に含めていない。三上 (1970: 37) は、照

応用法を「中立的」な指示であるとし、これは「融合型の場」において、ア系でもなくコ系でもない対象

を指す場合に現れると述べている。この説明に基づけば、ソ系の非直示用法を考慮に入れた場合、二重の

2 項対立という体系化は崩れ、高橋 (1956) が提示した 2 項対立の「対立型」と、3 項対立の「融合型」と

いう体系に近くなると考えられる。本研究では「聞き手の注意の存在」という概念を用いれば、直示用法

と非直示用法を統合することができるため、上のように 2 種類の体系を仮定する必要はなくなると主張す

る。 
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系を中心に、ソ系対コ系とア系対コ系という 2 つの対照集合が折り重なって構成された体

系であると考える9。 

以下、6. 2. 2 節で紹介した通時的な指示詞研究の記述を踏まえ、本研究の枠組みにおける

それぞれの 2 項対立に対する分析を順に示す。 

 

6. 3. 1 ソ系対コ系 

6. 3. 1. 1 無標の指示形式であるコ系 

 6. 2. 2 節で紹介したように、李 (2002)、岡崎 (2010) はどちらも、上代のコ系は、発話場

面で話し手が見ることができる、もしくは感覚することができる対象全てを指していたと

記述している。上代のコ系に対する彼らの記述は、Enfield (2003, 2009) が指示詞の意味的核

として提示した ‘DEM’ の定義と一致する。第 5 章で述べた通り、‘DEM’ は、空間情報は

示さず、発話場面を「指し示す」機能のみを持つ。 

 李 (2002: 292) は、カ(ア)系が発生する以前のコ系は直接経験しうる全ての対象を指して

いたが、カ(ア)系の発生とともに、日本語指示詞に空間的な「近」と「非近」という対立が

生じたと述べている。この李 (2002) の記述から、カ(ア)系が発生するまでコ系は「近」と

いう概念と結びついていなかったことが分かる。岡崎 (2010) の記述においても、コ系に対

し「近」という指定が与えられるのは、カ(ア)系が定着し始めた中古以降である。 

コ系が「近」という概念と結びついていく過程は、尺度推意理論を用いた本研究の枠組

みでは以下のように捉えられる。コ系は、もともと ‘DEM’ 概念のみをコード化し空間的な

概念は持たなかった。しかし、「非近」という空間情報を持つカ(ア)系が発生したことで、

意味的に強いカ(ア)系と無標のコ系との対照集合が形成され、コ系の使用に伴いカ(ア)系が

持つ「非近」という情報の逆である「近」という尺度推意が生じるようになった。 

ただし、李 (2002)、岡崎 (2010) の記述とは異なり、このコ系の使用に伴って生じる「近」

という尺度推意は、現代においてもまだ意味化 (semanticize) されていない。なぜなら、第

5 章で論じたように、この近接性は破棄可能だからである。 

 このように、日本語指示詞においてコ系は、上代から現在に至るまで一貫して、‘DEM’ の

みをコード化する無標の形式であり、コ系が示す近接性は現在でも意味論的含意ではなく、

                                            
9 このように二重の 2 項対立という構造を保持することで、三上 (1955, 1970) が指摘した指示詞を用いた

慣用句の成り立ちについても説明が可能になる。阪田 (1971)、正保 (1981) の三者共存説、金水・田窪の

一連の研究における直示対非直示という体系化では、慣用句がソ系とコ系、ア系とコ系という組み合わせ

によって成り立っていることが説明できない。 

 ただし、「ソコココ」、「ソウコウ」等、ソ系とコ系が組合わさった慣用句に含まれるソ系は、明らかに「聞

き手領域指示」ではない。本研究では、ソ系の原型が「聞き手領域指示」ではなく「聞き手の注意の存在」

を示す用法であると考えることで、慣用句で用いられているソ系が持つ意味も分析可能になると考えるが、

この点に関する検討は今後の課題とする。 
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一般化された会話の推意 (GCI) の 1つである尺度推意である。ただし、Levinson (2000) は、

語が持つ意味と GCI とを厳密に区別しつつも、これらの階層は連続的であるとし、完全に

文脈に依存した推意 (「特定化された会話の推意 (PCI)」) から GCI、そして文脈から独立

した意味へと進んでいく文法化は通言語的に頻繁に見られる現象であると述べている (同

上, p. 27)。従って、コ系が示す近接性も、今後使用の中でさらに慣習化が進み、文脈から独

立した意味になっていく可能性は十分にあると考えられる。 

 

6. 3. 1. 2 上代の「聞き手の注意を存在」を示すソ系 

 6. 2. 2. 3 節で述べたように、上代のソ系の直示用法に関する李 (2002) と岡崎 (2010) の

分析は異なる。岡崎 (2010) が、上代のソ系は非直示用法しか持たず、非直示用法から「聞

き手領域指示」が派生したと述べているのに対し、李 (2002) は、上代のソ系では非直示用

法が中心的であるとしつつも、いくつかの語形において、話し手と聞き手から離れた対象

を指す直示用法も存在したことを指摘している。李 (2002) はソ系が持つこれらの用法を合

わせて「非一人称」と呼び、「聞き手領域指示」用法は、カ(ア)系の発達によって、「非一人

称」の領域から「二人称」が分化させられたことによって生じたと推測している。 

本研究では、以下の 3 つの根拠に基づき、李 (2002) の分析を支持する。1 つ目は、(9d) の

ように、数は少ないとしても、上代の文献において実際に直示用法が確認できるという経

験的な根拠である。2 つ目は、岡崎 (2010: 103) 自身が指摘する通り、非直示用法から「聞

き手領域指示」が派生したと仮定すると、ソ系のいわゆる「中距離指示」がどのように派

生したのか説明ができない点である。最後は、岡崎 (2010) が仮定する発話場面で知覚不可

能な対象を指す非直示用法から「聞き手領域指示」などの直示用法が生じたという派生の

過程は、第 1 章で述べた一般言語理論が仮定する直示から照応へという一方向性仮説に反

するという理論的な根拠である。以上の 3 つの根拠により、本研究では、李 (2002) による、

ソ系は「非近」の領域を指す用法から、「聞き手領域指示」を派生させたという分析を支持

する。 

ただし、第 3 章、及び第 4 章で述べた通り、本研究の枠組みでは、ソ系は「聞き手の注

意」という概念によって再分析されるべき形式であると捉えられる。従って、李 (2002) の

「非近」という概念を用いた分析も、「聞き手の注意」という概念を導入して再検討する必

要がある。以下、李 (2002) の記述に基づき、上代のソ系は、第 3 章で提示した「聞き手の

注意の存在」を示すソ系だと解釈可能であるという仮説を提示する。 

李 (2002) が「非一人称」と呼ぶ範疇の中に含まれるソ系の用法は、大きく分けて、(i) 照

応用法・曖昧指示等、現在のソ系も持つ非直示用法、(ii) 話し手と聞き手から等しく離れた

対象を指す直示用法、そして (iii) 現在はア系が担っている観念指示用法の 3 つである。以
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下、これら 3 つの用法が「聞き手の注意の存在」を示す用法として統合できることを論じ

る。 

まず、1 つ目の照応用法と曖昧指示は、既に第 4 章で論じたように、「聞き手の注意の存

在」を示す用法の 1 つの現れであると解釈される。「聞き手の注意の存在」を示すソ系の指

示領域は聞き手が注意を向けうる領域である。4. 4. 2 節で述べた通り、話し手は、発話場面

で知覚可能な領域を「聞き手の注意」が向けられている領域として間接的に指示すること

もできれば、言語的文脈によって概念的に設定された領域を「聞き手の注意」が向けられ

ている領域として指示することもできる。言語的に設定された領域の中でも、先行文脈に

導入済みの対象は、「聞き手の注意」が既に向けられていると解釈しやすいため、その指示

において「聞き手の注意の存在」を示す形式が用いられる。これが指示詞の照応用法と呼

ばれる用法である。曖昧指示は、第 4 章で論じた通り、聞き手が既に注意を向けていると

いう情報を利用して、指示対象の特定を相手にゆだねてしまう用法である。従って、照応

用法と曖昧指示用法はどちらも「聞き手の注意の存在」を示す形式が持つ典型的な用法で

あると言える。なお、第 3 章で、ソ系と同様に「聞き手の注意の存在」を示す形式である

と分析したジャハイ語の ton も、照応用法と曖昧指示用法を持っている。 

2 つ目の話し手と聞き手から等しく離れた対象を指す直示用法もまた、第 3 章で論じた現

在の「中距離指示」用法と同様に、「聞き手の注意の存在」を示す用法と再分析することが

可能であると思われる。しかし、李 (2002) が挙げる (9b) や (12) の例には、話し手と聞

き手の位置関係や、視覚的注意の向き等の発話場面の文脈情報が十分に示されていないた

め、この仮説を検証することは困難である。そのため、以下にこの直示用法が空間概念で

はなく「聞き手の注意」に関わっていることを示す間接的な証拠を1つ挙げる。李 (2002: 296) 

は、カ(ア)系の発生とともに、空間のみならず時間的な領域にも「非近」という概念が生じ

たと述べている。空間的な「非近」を示す用法は話し手と聞き手から等しく離れた対象を

指す直示用法であり、時間的な「非近」を示す用法は話し手の過去の記憶内の対照を指す

観念指示用法である。先述の通り、カ(ア)系が発生間もなく未発達であった時代は、カ(ア)

系とともに、ソ系もまた上記の直示用法と観念指示用法を担っていた。その後、カ(ア)系が

発達し、その用法が安定していくと、観念指示はソ系からカ(ア)系に完全に移行した。しか

し、李 (2002: 308) が指摘する通り、話し手と聞き手から等しく離れた対象を指す直示用法

は現在もなおソ系に残っている。なぜ、カ(ア)系が空間的・時間的に「遠」である領域を指

す形式として定着した後も、カ(ア)系に吸収された観念指示とは異なり、直示用法はそのま

まソ系に残ったのか。李 (2002) はこの点に関して説明をしていない。本研究では、(9d) や 

(12) のような直示用法がカ(ア)系に吸収されずにソ系に残ったのは、この直示用法が「遠」

に還元できる空間情報に基づいて対象を指す用法ではなく、現在と同様、聞き手の視覚的
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注意が発話時に向けられている／いたか否かという文脈情報に基づいて選択される用法で

あったためだと考える。このように考えることで、カ(ア)系とソ系のすみわけの歴史的な過

程における、観念指示と直示用法の非対称性を説明することが可能になると思われる。 

最後に、ソ系の観念指示について述べる。観念指示とは、第 4 章で想起用法、もしくは

記憶指示用法と紹介した用法に当たり、話し手が過去の直接経験によって得た長期記憶領

域内の対象を指すと定義されている (金水・田窪 1992b 等)。話し手が過去に直接経験した

対象は、聞き手が注意を向け得ない対象であるように思われる。ただし、先述の通り、上

代の日本語において、「聞き手領域」は言語的に分化されていなかった。従って、発話空間

に存在する対象だけでなく、長期記憶領域内の対象の指示においても、話し手の領域と聞

き手の領域は未分化であり、その指示において言語的な区別はなされていなかったと考え

られる。本研究では、上代のソ系の観念指示は、曖昧指示と同様、聞き手に対象の特定を

ゆだねる指示であったと考える。岡崎 (2010: 226) は、「ちょっとそこまで」の「そこ」や、

「その辺にあるでしょ」の「その辺」等、言語的先行詞を持たず指示の値も持たないよう

に見えるソ系の曖昧指示とは、不定の部分 (x) を含む指示であり、話し手が x を明示しな

いことで、「聞き手自身で検索せよ」というメッセージを伝え、聞き手が自ら一般知識や長

期記憶の中から適切な指示対象を検索することを求める用法であるとした。(9c) に示した

上代のソ系の観念指示の例においても、言語的先行詞はなく、話し手は「その夜」がどの

夜であるのかを明示していない。この上代の観念指示は、先に述べた曖昧指示と同様に、

ソ系の「聞き手の注意の存在」という意味情報を利用し、話し手は指示対象の特定のため

の情報を聞き手に与えず、長期記憶領域内から聞き手自身で任意の対象を検索せよという

指令であったと思われる。中世に入り日本語指示詞に「聞き手領域」という概念が確立し、

同時にカ(ア)系に「遠」という概念が確立した後、観念指示の対象は、より特定的な「遠」

という情報によって、話し手の長期記憶内にある対象として再解釈され、カ(ア)系に吸収さ

れていったと考えられる。 

 以上、上代のソ系は「聞き手の注意の存在」を示す形式であったという仮説に基づき、

ソ系が持っていた 3 つの用法について考察した。しかし、上記の本研究の仮説には 1 つの

問題点がある。それは、なぜ、上代の文献において「聞き手の注意の存在」を示す直示用

法の数が極端に少ないのかという問題である。上代のソ系が「聞き手の注意の存在」を示

すソ系だとすれば、現在のように、聞き手が注意を向けている概念的な対象を指す非直示

用法と同程度に、聞き手が注意を向けている物理的対象を指す直示用法も同様に存在して

いたはずである。 

本研究では、この直示用法が上代の文献にほとんど現れないのは、「聞き手の注意の存在」

を示すソ系の直示用法が持つ以下の 2 つの特徴によると考える。 
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 まず、「聞き手の注意の存在」を示すソ系の直示用法は、対話場面で用いられやすいとい

う特徴を持つ。筆者は小説 19 作品から「聞き手の注意の存在」を示すソ系だと考えられる

例を 31 例収集したが、そのすべてが、話し手と聞き手が面と向かって対話している場面に

おける発話の中で用いられており10、語り手によるモノローグ、もしくは登場人物の独り言

の中にはこのソ系は現れなかった。李 (2002)、岡崎 (2010) が用いた『上代歌謡』や『万葉

集』等の上代の文献において「聞き手の注意の存在」を示すソ系の直示用法がほとんど現

れないのは、これらの文献が歌集であり、眼前に対話相手が存在しない文脈における発話

が中心であることによるのではないだろうか。 

 2 つ目に、上の特徴と関連して、「聞き手の注意の存在」を示すソ系の直示用法は、口語

的であるという特徴を持つ。岡崎 (2010: 103) は、歴史的な資料では「中距離指示」のソ系

はほとんど見られないと述べつつ、例外として以下の例を挙げている。 

 

(16) 例えば、Socouotouoruuataso? (そこを通るはたそ。) 通る人は誰かといふ意 

(『ロドリゲス日本大文典』／岡崎 2010: 98) 

 

『ロドリゲス日本大文典』は、中世末期の文献であり、宣教師が一般的な日本人の対話場

面における日本語の使用を記述した資料である。これは、当時としては珍しい完全な口語

の資料である。 

 以上は検証を伴わない仮説である。しかし、上代の日本語に関する資料は歌集が中心で

あり、発話場面の文脈情報を伴う談話を分析することは不可能であるため、仮説によって

当時のソ系の用法を推測することしかできない。この点は本研究の分析上の問題点として

残される。 

 

6. 3. 1. 3 「聞き手の注意」に関わるコ系とソ系の対象集合 

 以上の議論に基づき、本研究では、カ(ア)系が十分に発達する以前から現代に至るまで、

コ系とソ系は以下のような対照集合を形成していると考える。 

 

(17)  カ(ア)系が発達する以前のコ系とソ系 

   コ系：‘DEM’ のみをコード化し、話し手が知覚可能な全ての対象を指す。 

   ソ系：‘DEM’ に加え、「聞き手の注意の存在」を示す情報を持ち、「聞き手の注意」

が向けられている／いた物理的対象、及び概念的対象を指す。 

                                            
10 これらのソ系は全て、引用符 (「」) 内に現れていた。例の一覧は稿末の資料を参照。 
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では、この対照集合において、より意味の弱いコ系の使用によって生じる尺度推意とは何

だろうか。(17) の記述が示すように、ソ系は、話し手が意図する対象に関する「聞き手の

注意」の状態を知らせる情報を持つ。第 2 章でも述べたように、Tomasello (1999) は、共同

注意を確立する過程で話し手がとりうる「聞き手の注意」に関わる行動を以下の 2 つに大

きく分けた。 

 

(18) 共同注意の確立に関わる 2 つの行動 

   a. 何かに向けて対話相手に注意の転換を促す行動 

   b. 何かに対する対話相手の注意に自分の注意を同調させる視線追従行動 

(Tomasello 1999: 63-64, 69) 

 

ソ系は、(18b) の、話し手が「聞き手の注意」に追従することで共同注意を確立させる形式

である。従って、このソ系が使用可能な文脈でコ系を使用すると、(18b) の逆、すなわち、

(18a) の聞き手に注意の転換を促す指令が尺度推意として生じると考えられる。 

第 3 章では、(18a) の聞き手に注意の転換を促す機能を持つ形式の 1 つとしてトルコ語の

şu を紹介した。Küntay and Özyürek (2006) によれば、şu は空間情報を持たず、聞き手が意

図する対象に注意を向けていないことのみを伝える「聞き手の注意の不在」を示す形式で

ある。Küntay and Özyürek (2006) の用語を用いれば、コ系の尺度推意は şu と同様「聞き手

の注意の不在」と記述することができる。 

「聞き手の注意の不在」という情報に関わるコ系と şu を比較するため、第 4 章の 4. 3 節

で挙げたトルコ語指示詞と日本語指示詞の談話直示用法を比較した例を以下に再掲する。 

 

(19) 後方の言語的対象を指す談話直示用法 

   Hasan-a   {bu-nu / şu-nu} söyle-yeceğ-im,  

   ハサン-与格  DEM-対格  言う-未来-1 人称単数  

“Anne-n-i         meraklan-dır-ma.” 

   母-所属 2 人称単数-対格 心配する-使役-禁止 2 人称単数 

    「ハサンに｛*そう/こう｝言うつもりです。『君の母親を心配させるな』」 

 

(20) 前方の言語的対象を指す談話直示用法 

   Bugün ders  yok-muş    ama,  

   今日  授業  ない-伝聞   が  
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   {bu-nu / *şu-nu} hiç  bil-mi-yor-du-m. 

   DEM-対格     全く 知る-否定-状態-過去-1 人称単数 

「今日は授業がないそうですが、私は｛それ/これ｝を全く知りませんでした」 

(林 1989: 100, 容認性判断及び統語情報は筆者による)11 

 

(19) が示す通り、コ系と şu はどちらも後方照応用法を持つ。これは、コ系と şu がどちらも

「聞き手の注意の不在」という情報に関わるという上の主張と一致する。第 4 章の 4. 3 節

で論じた通り、後方照応では、聞き手が注意を向け得ない発話時に先行文脈に導入されて

いない対象を指すため、その指示において「聞き手の注意の不在」を示す形式が用いられ

るからである。 

反対に、(20) の前方照応は、聞き手が注意を向けることが可能な先行文脈に導入済みの

対象を指す用法であるため、先述の通り、「聞き手の注意の存在」を示す形式が選択される。

従って、(20) の文脈で、「聞き手の注意の不在」を意味論的含意として持つ şu は、前方照

応では決して用いられない。しかし、日本語の場合、ソ系が無標の形式ではあるものの、(20) 

が示すようにコ系も使用が可能である。(20) におけるこの şu とコ系の容認度の異なりは、

意味と推意の違いを示していると考えられる。şu において「聞き手の注意の不在」は語に

コード化された意味であるため、破棄することは不可能であり、(20) の文脈で şu が用いら

れることはない。これに対し、コ系が示す「聞き手の注意の不在」という情報はあくまで

ソ系という対立系の存在によって生じる尺度推意であるため破棄可能であり、特定の文脈

を想定することで、ソ系の代わりにコ系を用いることが可能になる12。 

                                            
11 トルコ語指示詞の bu が近接性を意味情報としてコード化しているのか、コ系と同様に ‘DEM’ のみを持

つ無標の指示形式なのかは、現時点では不明である。 
12 同様に、コ系が「聞き手の注意の不在」という尺度推意を持つと考えることによって説明が可能になる

現象として、コ系の遠距離照応用法が挙げられる。 

 (iii) 遠距離照応用法 

   「私は帝政ロシアの皇女アナスタシア」。そういい続けたアンナ・アンダーソンさんが、不遇のまま 

   八十二歳で死んでもう八年以上たつ。イングリッド・バーグマン主演の映画『追想』のモデルにも 

   なり、晩年は米国に住んだ。英紙サンデー・タイムズが先ごろ、ウラル地方の鉱山都市で見つかっ 

   た十一体の遺骨について、最後の皇帝ニコライ二世と家族全員などであることが確実になったと報 

   じた。遺骨に残る傷跡などが一家のものと一致したという。ところが最近になって、AP 通信が「四 

   女のアナスタシアとアレクセイ皇太子の遺骨は含まれていなかった」という米国の法医学者の分析 

   結果を伝えた。英紙が本当なら、アンナさんは完全に偽物だし、AP の報道通りなら、「兵士に助け 

   られ、脱出した」という数奇な話が多少とも真実味を帯びてくる。ロマノフ王朝の最期は、いまだ 

   になぞめいている。一家は｛この／*その｝鉱山都市のイバチョフ館と呼ばれる屋敷に幽閉されてい 

   た。 

(金水 1999: 78-79) 

庵 (2007)、金水 (1999) は、(iii) のように先行詞と指示詞の間に距離がある場合、ソ系を用いることはで

きず、コ系のみが使用可能であると主張する。このように指示対象である先行詞が発話時から時間的に離

れている場合にコ系が選択されるという現象は、コ系が持つ「近」という推意によって説明することはで

きない。しかし、コ系が「聞き手の注意の不在」という尺度推意を持つと仮定すれば、発話時から時間的
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以上、無標のコ系と、「聞き手の注意」に関する情報を示すソ系が形成する対照集合と、

そこから生じる尺度推意について論じた。本節では談話直示用法を用いて、コ系が「聞き

手の注意の不在」という尺度推意を持つことを検証した。ただし、以上の分析は先行研究

で用いられている作成に基づくものである。4 章 4. 2 節で紹介した通り、Diessel (2006) は、

指示詞の直示用法のみならず、非直示用法も、対話相手の共同注意的な焦点の調節を果た

す機能を持つと述べている。従って、今後は、直示用法のみならず、非直示用法において

も実際の談話例を用い、どのような文脈が想定された場合に前方照応におけるコ系の「聞

き手の注意の不在」という尺度推意が破棄されるのかを分析していく必要がある。また、

第 1 章で述べた通り、指示詞の基本的な用法は直示用法であるため、このコ系の尺度推意

と破棄可能性を検証するには、第 3 章のソ系の分析と同様にビデオデータを用いて、コ系

が用いられている場面の文脈情報を詳細に観察する必要がある。ビデオデータに基づくコ

系の直示用法の分析もまた、今後の課題である。 

次節では、日本語指示詞体系におけるもう 1 つの対照集合である <カ(ア)系, ソ系> につ

いて述べ、日本語指示詞にカ(ア)系と「非近」という意味情報を加えた指示詞の意味増加の

メカニズムについて考察する。 

 

6. 3. 2 コ系とカ(ア)系の対照集合 

カ系はコ系から母音交替によって分化した形式であるとされている (橋本 1966)。この分

化に伴い、日本語指示詞体系に 2 つの空間情報が加わった。1 つは、もちろん、カ(ア)系が

発話空間から分化させた「非近」という空間情報である。そして、もう 1 つは、情報提供

性の異なる代替形、カ(ア)系の存在によって、コ系の使用と共に生じる「近」という空間情

報である。この「近」、「非近」という概念は、空間のみならず、時間的領域へも拡張され、

先述の通り、カ(ア)系は話し手が過去に経験した対象、すなわち時間的に「遠」である対象

を指す観念指示用法も持つようになった。 

では、なぜ、<ソ系, コ系> という 2 項対立に空間情報を持つカ(ア)系が生じたのか。以

下、本研究が用いるマックス・プランクの認知人類学研究グループを中心とする研究者達

が提示した指示詞研究の枠組みにおいて、指示詞体系に空間情報が加わる過程がどのよう

に説明されているのかを紹介する。 

                                                                                                                                
に距離が離れている言語的対象は、既に聞き手が注意を向けうる範囲に属していないと想定することが可

能であり、そのため、コ系が使用されるのだと分析することができる。 

 なお、堤 (2012: 178-179) は、(iii) のように先行詞と指示詞の間に距離が空いていても、コ系に加えソ系

も使用可能な例をいくつか挙げている (同上, p. 190 も参照)。堤 (2012) の議論より、遠距離照応において

も、特定の文脈が想定されれば、コ系の推意は破棄可能であることが予測される。この用法についての詳

細な分析は今後の課題とする。 
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第 2 章で述べた通り、Diessel (2006) は指示詞を、意図する対象に向けて互いの注意の焦

点を調整し共同注意を確立させるための形式であると定義した。Enfield (2009) は、Diessel 

(2006) の定義と同じ内容を、協調問題 (coordination problem) の解決という表現を用いて表

している。協調問題とは、対話参加者が共通理解にたどりつくため、対話によって互いの

意図を解釈しようとする過程で生じるものであり、これを解決することで両者は意図する

対象への共同注意を確立することができる (Enfield 2009: 27)。 

Enfield (2009) は、指示詞の意味とは、自発的な相互行為場面において繰り返し生じるこ

の協調問題に対して、その共同体が提示した解決策であると定義する。従って、指示詞が

その体系に新たに意味を加える場合、その新しい意味は共同体にとって協調問題の解決に

より寄与する特定的な情報であることが予測される。Enfield (2009: 31) は、通言語的に、指

示詞体系が意味を増加する際、最も一般的に付加されるのは空間的な情報であると述べる。

このように、Diessel (2006), Enfield (2009) 等、認知人類学研究グループに属する研究者によ

る分析では、空間情報とは、より効率的に協調問題を解決する、もしくはより効率的に共

同注意を確立するために指示詞体系に加えられた二次的な情報として位置づけられている。

話し手が認知可能な発話空間全体を指していたコ系から、その中の特定の領域を指定する

「非近」という空間情報を持つカ(ア)系が分化した日本語指示詞における意味増加の過程は、

彼らの主張の正当性を示す経験的な証拠となりうる13。 

以上のように、カ(ア)系が発生したことで、<ソ系, コ系> に加え、<カ(ア)系, コ系> と

いう対立が生じ、2 つの対照集合が折り重なった 3 項体系が完成された。最後に残されたの

は、以上の用法よりも後に成立した「聞き手領域指示」用法である。次節では、日本語指

示詞のソ系においては「聞き手の注意の存在」を示す用法がプロトタイプであり、「聞き手

領域指示」用法はそこから派生した有標な用法であるという仮説を提示する。さらに、こ

の仮説を踏まえて、注意概念と推意理論を用いた本研究の枠組みにおいて、「聞き手領域指

示」を含めた現在の 3 項 4 義体系である日本語指示詞がどのような体系として捉えられる

のかということについて論じる。 

 

6. 4 「聞き手領域指示」用法を含めた日本語指示詞の体系化 

6. 4. 1 「聞き手の注意の存在」から「聞き手領域」へ 

 本研究では、6. 3. 1. 2 節で論じた通り、上代のソ系は「聞き手の注意の存在」を示す用法

として解釈できると考える。この「聞き手の注意の存在」という概念を用いて、6. 2 節で紹

                                            
13 コミュニケーションの場が特定の地域に限られる共同体では、協調問題の解決に寄与する情報として、

より特定的な「川上・川下」、「丘の上・下」等の地理的な空間情報が指示詞の意味として加えられること

がある (Imai 2009, ch. 6 参照)。 
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介した「聞き手領域指示」の派生に対する李 (2002) の分析を以下のように再記述する。以

下の表において、破線は用法が完全に分化していないことを表している。 

 

 (21) 日本語指示詞における「聞き手領域」派生の過程 

時代区分 ソ系 カ(ア)系 

a. 上代 「聞き手の注意の存在」 

照応用法、曖昧指示用法、観念指示用法、直示用法 

「非近」 

観念指示用法、直示用法 

b. 中古 「聞き手の注意の存在」 「非近」 

 

c. 中世 「聞き手の注意の存在」 

照応用法、曖昧指示用法、直示用法 

「聞き手領域」 

直示用法 

 「遠」 

観念指示用法、直示用法 

 

 6. 3. 1. 2 節で述べたように、本研究では、ソ系の原型は「聞き手の注意の存在」を示す用

法であり、上代のソ系が持っていた照応用法、曖昧指示用法、観念指示用法、従来「中距

離指示」と分析されていた直示用法は全てこの「聞き手の注意の存在」を示す用法の現れ

の 1 つであると考える。これらの用法の内、「聞き手領域」の分化に伴い、観念指示は「遠」

と再解釈され、カ(ア)系に吸収されたが、その他の用法は現在もソ系に残っている。この事

実は、上代から現代に至るまで、ソ系は「聞き手の注意の存在」という意味を持ち続けて

いることを示している。 

 6. 2. 2. 3 節で示したように、中古になると、ソ系には「聞き手領域指示」と見られる例が

現れ始める。ただし、この時点ではカ(ア)系も「聞き手領域」を含む「非近」の領域を指し

ており、両者は交替可能であった。従って、中古ではまだ「聞き手領域」という概念は日

本語指示詞において意味化されていなかったと考えられる。 

 中世に入ると、ソ系において「聞き手領域指示」用法が増加していく。これと前後して、

カ(ア)系が「聞き手領域」を含まない「遠」である領域を指すようになり、「聞き手領域指

示」のソ系とカ(ア)系は交替不可能になった。これによって、「聞き手領域」は意味化され、

ソ系は従来の「聞き手の注意の存在」を示す用法に加えて、「聞き手領域指示」用法を持つ

ようになり、ソ系は多義的な形式となった14。 

                                            
14 現在、この (21b) から (21c) にかけての過程にあると考えられる指示詞の例として、ティリヨ語指示詞

が挙げられる。ティリヨ語は、話し手を直示中心とし、話し手から指示対象への距離によって 3 つの指示

形式を使い分ける指示詞体系を持つとされてきた。しかし、実際の運用では「聞き手」という要因が「中

距離指示」形式の選択に強く影響を与えることが、Meira (2003) のフィールドワークによる調査と実験に

より明らかになった。例えば、話し手から指示対象が数百メートル離れている場合、話し手は「遠」とい

う情報を持つ形式を使って指示対象を指すが、同じ状況で明らかに聞き手が指示対象に接近している場合、

ティリヨ語母語話者 10 人中 9 人が「遠」という情報を持つ形式ではなく、「中距離指示」形式を選択した。 

「聞き手領域」 
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 (21) と同様の派生過程は、日本語のみならず、他の言語にも見られる。Burenhult (2003) は、

本研究と同様に、ジャハイ語指示詞に「聞き手の注意の存在」を示す用法から「聞き手領

域」が派生した過程を想定している。第 3 章で紹介した通り、Burenhult (2003) は、フィー

ルドワークによる観察と実験に基づき、ジャハイ語指示詞 ton を、本研究が定義する「聞き

手の注意の存在」を示すソ系と同じく、発話場面で聞き手が視覚的注意を向けている対象

を指す形式として記述した。それに加えて ton は、やはりソ系と同様に、発話場面で聞き手

に近接する領域を指す用法をも持つ。Burenhult (2003: 367) は、ton においてこの「聞き手

領域指示」は二次的な用法であるとし、ton が聞き手に近接する対象を指すように見えるの

は、聞き手に近接した位置にある対象には聞き手が注意を向けやすいことから生じた典型

性効果 (typicality effect) によると分析した。すなわち、ton においては、対象に聞き手が注

意を向けているという状態がプロトタイプであり、「聞き手領域指示」は、聞き手が自らの

近くに存在する対象に注意を向けているという場が繰り返し経験される中で慣習化した用

法だと解釈されるのである。 

 本研究では、ソ系も ton と同様に、聞き手が自らに近接する対象に視覚的注意を向けてい

るという場面を繰り返し経験することによって、聞き手に近接する「聞き手領域」という

概念と結びついていったのだと考える。この「聞き手領域」という空間情報が意味として

指示詞体系に加えられた背景には、6. 3. 2 節で論じたコ系からカ(ア)系が分化した過程と同

様に、協調問題の解決、及び共同注意の確立という目的により寄与する情報が意味として

加えられていくという指示詞体系における意味増加のメカニズムが働いている。先述の通

り、空間情報は、通言語的に指示詞において最も慣習化されやすい情報である。コ系から

のカ(ア)系の分化、そして「聞き手の注意の存在」を示す用法からの「聞き手領域指示」の

分化は、どちらも、より特定的な情報を追加していくことで、より効率的に共同注意を確

立しようという指示詞体系の意味変化の方向性に沿ったものだと考えられる。 

 以上、ソ系の原型である「聞き手の注意の存在」を示す用法から、「聞き手領域」が派生

し意味化していった過程について論じた。ただし、「聞き手の注意の存在」と「聞き手領域

指示」は連続性を持つものの、それらは本質的に異なる用法である。「聞き手の注意の存在」

を「聞き手領域」に還元することには、少なくとも以下の 3 つの問題があるからである。 

 

 

                                                                                                                                
 Meira (2003) の記述から、現在のティリヨ語指示詞は、聞き手に近接する領域の指示において、中距離

指示形式が選択される傾向は強いものの、遠距離指示形式と中距離指示形式が交替可能であり、まだ「聞

き手領域」が完全には意味化されていないという点で、(21b) の中古から (21c) の中世前期にかけての日

本語指示詞と同じ段階にある指示詞だと考えられる。ただし、Meira (2003) は「中距離」という概念を用

いているという点で本研究と異なる。 
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(22) 「聞き手の注意の存在」を「聞き手領域」に還元することの問題点 

  a. 「聞き手の注意の存在」を、「聞き手領域」を形成する一要因としてしまうと、堤 

(2012) が指摘したア系との交替可能性の問題 (第 3章参照) を説明することができ

ない。 

    b. ソ系の直示用法を「聞き手領域」という記述で統合した場合、ソ系の直示用法と非

直示用法の連続性を説明することができない (第 4 章参照)。 

  c. 「聞き手の注意の存在」を手がかりとした指示は、基本的には視線追従による共同 

    注意の確立であり、あくまで話し手の視点に基づく指示である。それに対し、「聞 

       き手領域指示」は、話し手の視点を聞き手に投射した聞き手視点の指示であり、両 

       者は質的に異なる15。 

 

従って、本研究では、「聞き手領域」が意味化された中世以来、ソ系は異なる 2 つの用法を

含む多義的な形式であり、現代の日本語指示詞はコ系、ア系と、2 つの意義を持つソ系によ

って構成される 3 項 4 義体系であると主張する。 

 Burenhult (2003) は、先述の通り、ジャハイ語指示詞 ton は、ソ系と同様に、聞き手が視

覚的注意を向けている対象を指す用法、照応用法、そして「聞き手領域指示」用法を持つ

と分析している。Burenhult (2003: 367) は、これらの用法に、「聞き手にとって認知的にアク

セス可能 (Addressee-anchored cognitively accessible) 」という記述概念を与えている。筆者も、

仮に、ソ系が持つ 2 つの用法を単一の概念によって記述するのであれば、それは「聞き手

の注意の存在」や「聞き手領域」という概念ではなく、「認知的なアクセス可能性」のよう

な、より広い概念であるべきだと考える。 

 次節では、本節で示した二重の 2 項対立である日本語指示詞体系が、「聞き手領域指示」

用法が加わることでどのように変化したのかを考察する。 

 

6. 4. 2 現在の日本語指示詞体系 

6. 4. 2. 1 「聞き手領域」に関する対照集合 

 6. 3 節では、カ(ア)系の発生によって、日本語指示詞にもともと存在した <ソ系, コ系> と

いう対照集合に、<カ(ア)系, コ系> という対照集合が加わり、二重の 2 項対立からなる 3

                                            
15 第 3 章の注 2 で述べた通り、金水 (2000: 162-163) は、「聞き手領域」には、「あなたのそばの」対象、「あ

なたの持っている」対象に加え、「あなたの見ている」対象も含まれると記述している。ただし、金水 (2000) 

は、「『中距離指示用法』は（中略）ひとまず議論の外に置いておく」と述べているため、ここで言及され

ている「あなたの見ている」対象は、本稿の第 3 章で挙げた「聞き手の注意の存在」を示すソ系のように、

話し手と聞き手から距離的に離れた対象ではないようである。金水 (2000: 162) は、例を挙げていないため、

どのような用法を想定し、上のような記述を行ったのかは明らかではない。 
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項体系が形成されたことを論じた。6. 4. 1 節では、この体系に含まれる「聞き手の注意の存

在」を示す用法から「聞き手領域指示」が派生し意味化された過程について述べ、両者は

連続性を持つものの、現在は別個の用法であり、どちらかに還元することはできないと論

じた。従って、「聞き手領域指示」用法が新たな意味として日本語指示詞に加わった時点で、

<「聞き手の注意の存在」を示すソ系, コ系> という対照集合に加え、<「聞き手領域指示」

のソ系, コ系> という新たな対照集合が形成されたと考えられる。 

 この対照集合では、‘DEM’ 概念のみをコード化するコ系に対し、ソ系は ‘DEM’ に加え

「聞き手領域」という空間情報を持っており、より意味的に強い形式である。そのため、

このソ系が使用可能な文脈で話し手が意味的に弱いコ系を使用すると、意図する対象は「聞

き手領域」にはないという尺度推意が生じる。例として、以下に、第 1 章で提示した (1) の

例とそれに続く談話の一部を (23) として再掲する。 

 

(23) 絵本 

  a. A: 次何読みたい？  

  b. B: （部屋の隅の本棚を見ながら）こっち、こっち。 

  c.  A:  何がいい？ 

  d.  B:  （その中の 1 冊を取り出し、A に向かって提示しながら）これ。 

  e. A: それ、さっき読んだじゃん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 (23b)：本を差し出して発話 

 

 

この (23b, d) の B の発話に含まれるコ系をソ系に置き換えることはできない。(23b, d) に

おいてコ系で指示されている対象は、明らかに話し手である B に近接している、もしくは B

と接触している対象であり、かつ、聞き手である A から離れている対象であるため、ソ系

がコード化する「聞き手領域」、すなわち聞き手から「近」であるという空間情報と矛盾す
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るからである。これに対し、(23e) の発話におけるソ系をコ系に置き換えることは、非文で

あるとまでは言えない。これは、コ系の持つ領域に関する情報が破棄可能な推意であるた

めである。対話相手が触れている対象であっても、以下のように、特定の文脈が加えられ

ればコ系による指示が可能であるということは、先行研究でも指摘されている。 

 

(24) （2 メートルほど離れたところで幼児を抱いている妻に対し） 

   {この／その}子、お前によく似ているね。 

(金水・田窪 1992b: 132) 

 

金水・田窪 (1992b: 132-3) は、(24) で指示対象である子どもが話し手自身の子どもであっ

た場合、例え指示対象が聞き手に接触していても、話し手はコ系を選択することができる

と述べる。すなわち、「所有関係」という特別な文脈が存在すれば、話し手はコ系の使用に

より生じる、意図する対象は聞き手に「近」である領域にはないという尺度推意を破棄し、

明らかに聞き手に近接する対象であっても、コ系を用いて指示することが可能なのである。

これに対し、(25) に示す通り、ソ系は、「所有関係」という文脈を想定しても、聞き手から

「近」という情報を破棄することはできない。この非対称性は、コ系においては近接性に

関する情報は会話の推意に過ぎないのに対し、ソ系において聞き手から「近」であるとい

う空間情報は意味論的含意であり、破棄することが不可能であることによると考えられる。 

 

(25) （幼児を抱いている話し手が 2 メートルほど離れた所にいる聞き手に対し） 

   {この／*その}子、あなたによく似ていますね。 

 

 第 5 章では、話し手が対象を「遠」であると判断しア系を選択する場合、その判断に関

わる情報は空間情報のみであり、従来の研究で想定されていた話し手の対象に対する心理

的な距離は、対象は「遠」であるという話し手の判断に関わらないことを示した。ソ系の

場合も、金水・田窪 (1992b) を始め、従来の研究では、空間的な情報だけではなく、対象

の「所有関係」等、心理的な情報も「聞き手領域」の形成に関わるとされていた。しかし

実際は、(25) に示したように、指示対象が相手の所有物であるという情報によって、指示

対象が自らに近接している対象を聞き手への配慮によって、コ系ではなくソ系を用いて指

示をすることはできない。この非対称性は、ある対象が「聞き手領域」に含まれるか否か

という判断には、ある対象が「遠」か否かという判断を下す場合と同様に、話し手の判断

基準となるのは空間情報のみであり、対象に対する話し手の心理的な距離に関する情報は

ソ系やア系の選択には関わらない可能性を示している。 
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 第 5 章では、心理的な距離を含まない空間情報を表すため、Enfield (2003, 2009) の 

‘HERE’/ ‘NOT HERE’ という概念を導入した。彼の記述法を用いれば、本節で論じた「聞

き手領域指示」のソ系とコ系の対照集合は以下のように記述することができる。(26) にお

いて、‘A’ とは ‘Addressee’ を指し、‘(A)’ とは、here-space が聞き手を中心に形成されるこ

とを示している。 

 

(26) 「聞き手領域指示」のソ系とコ系の対照集合 

  コ系  DEM 

    ソ系  DEM HERE(A) 

 

6. 4. 2. 2 「聞き手領域」の発生による他の対照集合の変化 

 前節では、日本語指示詞に「聞き手領域指示」用法が加わったことにより、<「聞き手の

注意の存在」を示すソ系, コ系>、<カ(ア)系, コ系> という二重の 2 項対立に、<「聞き手領

域指示」のソ系, コ系> という新たな対照集合が生じたことを論じた。では、この新たな対

照集合の発生により、日本語指示詞体系はどのような影響を受けたのだろうか。 

 直接的な変化は、<カ(ア)系, コ系> と同じく、空間情報に関わる <「聞き手領域指示」

のソ系, コ系> という対照集合が生じたことで、ア系の指示領域とコ系のデフォルト解釈の

幅が狭まったことであると思われる。第 5 章でア系・コ系分析の枠組みとして用いた Enfield 

(2003, 2009) の ‘HERE’／‘NOT HERE’ という概念では、話し手の領域以外の ‘NOT HERE’ 

で指される範囲の中に、「聞き手領域」は未分化のまま融合していた。ラオ語は「聞き手領

域指示」の形式を持たず、「聞き手領域」が意味化されていないためである。そのため、第

5 章では、ア系の意味を記述するために、Enfield (2003, 2009) が提示した ‘NOT HERE’ と

いう概念から、聞き手の here-space に含まれる領域を排除した ‘DISTAL’ という概念を仮

定し、<ア系, コ系> という対照集合の存在によって、コ系の使用に伴い ‘NOT DISTAL’ と

いう尺度推意が生じると論じた。 

ただし、「聞き手領域」が意味化されておらず、空間情報に関わる対照集合が <カ(ア)系, 

コ系> しかなかった中世より前の日本語指示詞体系では、ラオ語の指示詞体系と同様に、

聞き手の位置を考慮せずにコ系とカ(ア)系が使用されていたと思われる。この時のア系は、

ラオ語の nan4 と同様に、‘NOT HERE’ という意味情報を持っていたと考えられる。しかし、

<「聞き手領域指示」のソ系, コ系> という新たな対照集合が日本語指示詞に加わったこと

で、ア系は「聞き手領域」を除いた ‘DISTAL’ である領域を探索せよという指令として、

コ系は、特別な文脈が仮定されなければ、「話し手に近く」かつ「聞き手の領域に含まれて

いない」 ‘NOT DISTAL’ である領域を検索せよという指令をデフォルトの解釈として持つ
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ことになった。従って、現代の日本語指示詞においてコ系が使用された場合、聞き手が注

意を向けるべき範囲は「聞き手領域」という概念が誕生する以前よりもより狭まっている

と考えられる。 

 一方、「聞き手領域」の意味化は、上代から存在していた聞き手の注意の状態に関わるソ

系とコ系の対照集合には、現時点では直接的な影響を及ぼしていないと思われる。上述の

通り、「聞き手の注意の存在」と「聞き手領域」は、それぞれ注意と空間情報という異なる

要因によって用いられる別個の用法だからである。この 2 つの対照集合は、先述の Burenhult 

(2003) が提示した「聞き手の認知的なアクセス可能性」という広い概念を用いて、<「聞き

手の認知的なアクセス可能性」を示すソ系, コ系> というより包括的な対照集合として記述

することが可能である。しかし、そのように記述したとしても、6. 4. 1 節で論じた通り、両

用法は連続性を持ちつつも質的に異なる用法であるため、ソ系とコ系が持つ照応用法や直

示用法など、個々の用法を分析するためには、<「聞き手の認知的なアクセス可能性」を示

すソ系, コ系> という対照集合の下位に、<「聞き手の注意の存在」を示すソ系, コ系> と <

「聞き手領域指示」のソ系, コ系> という別個の 2 つの対照集合を想定することが必要であ

り、1 つの概念によって統合することはできないと本研究は主張する。 

 

6. 5 まとめ 

 以上、本章では、通時的な日本語指示詞研究の成果に基づいて第 3 章、第 4 章、第 5 章

の議論を統合し、日本語指示詞は無標の指示形式であるコ系を中心に、ア系・コ系とソ系・

コ系という 2 つの対照集合が折り重なって形成されている体系であること、ソ系・コ系と

いう対照集合は、<「聞き手の注意の存在」を示すソ系, コ系> と <「聞き手領域指示」の

ソ系, コ系> という別個の 2 つの対照集合からなることを主張し、尺度推意理論を用いた指

示詞分析の枠組みに注意概念をコード化する形式を位置付けた。本章で論じた内容を以下

にまとめる。 

 

(28) 第 6 章のまとめ 

  a. コ系は、上代から現在まで一貫して、‘DEM’ のみをコード化する無標の指示形式 

     である。 

  b. 日本語指示詞はもともと、無標のコ系と、「聞き手の注意の存在」を示すソ系のみ 

    を有する 2 項体系であった。両者は対照集合を形成しているため、コ系の使用に 

    伴い「聞き手の注意の不在」という尺度推意が生じる。 

  c. コ系からカ(ア)系が分化したことにより、日本語指示詞に、より共同注意の確立に 

    寄与する特定的な意味である空間情報が加えられた。 
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  d. これによって、第 5 章で論じた <カ(ア)系, コ系> という対照集合が形成され、日 

    本語指示詞は 2 つの対照集合が二重に折り重なる 3 項体系になった。 

  e. 「聞き手の注意の存在」から、より特定的な空間情報を持つ「聞き手領域指示」用 

    法が派生し、意味化された。 

  f. これによって、d の体系に、無標のコ系と「聞き手領域」を示すソ系が形成する対 

    照集合が加わった。 

 

 (28a-f) は、指示詞の使用の中で、意図する対象に向けより効率的に共同注意を確立させ

るというコミュニケーション上の目的を達成するため、意味増加のメカニズムが働き、体

系に新たな指示形式や意味情報が加えられ、日本語指示詞体系が複雑に変化してきたこと

を示している。ただし、体系が複雑化することが、必ずしも効率的なコミュニケーション

に貢献するとは限らない。本章では、現代の日本語指示詞体系において、ソ系という同一

の形式が異なる 2 つの意味を持ち、異なる 2 つの対照集合を形成していると論じた。これ

は体系として余剰性があるとも言える。現時点では、ソ系に異なる 2 つの用法が並列的に

共生しているが、今後、より効率的な共同注意の確立という指示詞体系の意味増加に働く

動機と同じ動機によって、どちらかの用法が衰退していき、ソ系が単義の形式に戻る可能

性もあるだろう16。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 言語類型論的な指示詞研究の 1 つである Dixon (2003) は、通言語的に、指示詞体系に含まれる形式の数

は、母語話者が少ないほど多くなり、母語話者が多いほど少なくなると述べている。この記述より、特に

多くの構成員を含む大きな共同体では、指示詞体系において形式や意味が増加することは、必ずしも共同

体内のコミュニケーションの効率化に寄与しないことが窺える。 
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第 7章 まとめと今後の課題 

 

 

7. 1 まとめ 

本研究では、マックス・プランク心理言語学研究所内の認知人類学研究グループに所属

する研究者たちを中心とする一連の指示詞研究が提示した、注意概念と推意理論を導入し

た指示詞分析の枠組みを用いて、ソ系の多義性とコ系とア系間の非対称性という 2 つの問

題を分析した。また、この 2 つの分析に基づき、日本語指示詞は、2 つの対照集合が重なり

合って存在する体系であるという分析を提示した。以下、本研究のこれまでの分析を章毎

に簡単に要約する。 

 まず、第 1 章では、指示詞の直示用法の意味的な特徴について論じた後、本研究の分析

対象である日本語指示詞の直示用法に関する先行研究を紹介し、先行研究の分析における 2

つの問題点を指摘した。第 1 章で指摘した問題点を以下に再掲する。 

 

(1) 先行研究の残された問題 

  a. ソ系は「聞き手領域指示」と「中距離指示」用法を持つ多義的な形式なのか、もし

くは両者は同一の原理によって統合することが可能であるのか。統合が可能である

とすれば、どのような原理によって統合されるべきなのか。 

  b. コ系とア系は、「近」、「遠」という対称的な意味を持つと記述されているにも関わら 

    ず、なぜ実際の分布は非対称的であるのか。 

 

第 1 章では、国語学・日本語学における従来の日本語指示詞研究において、以上の問題が

未だ解決されていないのは、その分析手法に問題があるためだと考えられることを指摘し

た。以上の問題提起に基づき、第 1 章では、近年の通言語的な指示詞研究が提示した枠組

みと分析手法によって、日本語指示詞の直示用法を再分析することで、(1) で指摘した問題

点を解決するという本研究の目的を示した。 

第 2 章では、本研究の分析の枠組みである、マックス・プランク心理言語学研究所の認

知人類学研究グループに所属する研究者たちが中心となって行った近年の言語類型論的な

指示詞研究を紹介した。彼らは、指示詞は典型的な空間直示表現であり、直示中心と距離

という概念によって意味を記述することが可能であるという従来の分析に疑問を呈した。

例えば、Enfield (2009: 25) は、言語類型論的な記述が進んでいるにも関わらず、これまで指

示詞の意味的特性がほとんど理解されないままであったのは、指示詞が、それが用いられ

ている発話状況の中で検証されてこなかったことによると指摘している。認知人類学研究
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グループはこの問題意識に基づいて、世界的な規模でフィールドワークを行い、それによ

って得られた自発的な相互行為場面のデータを詳細に分析することで、指示詞を始めとす

る空間表現の意味と機能を記述した。その結果、Diessel (1999, 2006)、Özyürek (1998)、Küntay 

and Özyürek (2006)、Burenhult (2003) 等の研究は、距離概念に加えて、注意、共同注意とい

った認知心理学的な概念を、Levinson (2000)、Enfield (2003, 2009) は尺度推意理論という語

用論的理論を指示詞分析に導入し、新たな指示詞分析の枠組みを構築した。第 2 章では、

これらの研究が、従来の指示詞研究を批判し、新たな概念や理論を取り入れた経緯と、そ

の具体的な分析内容を紹介し、本研究が用いる分析の枠組みの概略を説明した。 

 第 3 章では、第 2 章で紹介した新たな指示詞分析の内、Diessel (2006) 等が提示した注意

概念を用いた枠組みによって、日本語指示詞の統合的な研究で「残された問題」とされて

きたソ系の「中距離指示」用法を再分析した。その結果、このソ系の用法は、話し手と聞

き手から「中距離」にある対象を指すのではなく、トルコ語指示詞 şu と反対に、またジャ

ハイ語指示詞 ton と同様に、発話時に聞き手が既に視覚的注意を向けている対象を指すこと

を明らかにした。本研究では、このソ系を、Küntay and Özyürek (2006) の用語を用いて、「聞

き手の注意の存在」を示すソ系と呼んだ。 

 第 4 章では、第 3 章で提示した「聞き手の注意の存在」という概念を用いることで、ソ

系のいわゆる「中距離指示」用法と非直示用法が統一的に分析できることを論じた。Diessel 

(2006) は、発話空間で物理的な対象に向けられる聞き手の視覚的注意は、談話・テクスト

内では言語的対象に向けられる注意に拡張されると述べた。Diessel (2006) の主張に基づけ

ば、発話場面で聞き手が視覚的注意を向けている対象を指すソ系は、談話・テクスト内で

は聞き手が注意を向けうる先行文脈に導入済みの言語的対象を指すことになる。このよう

にソ系が持つ前方照応用法は、「聞き手の注意の存在」を示す用法の 1 つの現れとして分析

することができる。さらに、注意概念を用いた本研究の分析と、日本語指示詞研究におい

て影響力を持つ談話管理理論との関わりについても考察した。談話管理理論は、日本語指

示詞研究で初めて直示用法と非直示用法の統一的な分析を可能にした重要な研究であるが、

この理論は、ソ系の直示用法を例外として位置付けていた。本章では、談話管理理論が提

示する「間接経験領域」という概念を、「聞き手の注意」という概念を用いて再定義するこ

とで、ソ系の直示用法が彼らの枠組みに自然に位置づけられ、分析上の問題点が解消され

ることを論じた。 

第 5 章では、従来の研究でほとんど言及されて来なかったコ系とア系の直示用法を取り

上げて分析し、田窪 (2002) が指摘したコ系とア系の分布における非対称性が、言語普遍的

な理論である新グライス派の尺度推意理論から帰結する形で説明可能であることを示した。

Levinson (2000) の尺度推意理論と Enfield (2003, 2009) の記述法に基づけば、コ系とア系の
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非対称性は、以下のように説明することができる。コ系は空間情報を持たず ‘DEM’ という

指示詞の意味的核のみをコード化しているため、原則的に発話空間に存在する全ての対象

を指示することができる。これに対し、ア系は ‘DEM’ に加え ‘DISTAL’ という空間情報を

持つため、コ系よりも指示領域は狭い。このように、強い意味を持つア系と弱い意味を持

つコ系は、<S, W> という対照集合を形成している。そのため、ア系が使用可能な文脈で意

味的に弱いコ系が用いられると、ア系が持つ ‘DISTAL’ の反対である ‘NOT DISTAL’ が尺

度推意として生じる。以上の分析に基づき、コ系は ‘DEM’ 概念のみをコード化する無標の

指示形式であり、従来コ系の意味とされてきた近接性は、より特定的な意味を持つア系の

存在により生じる会話の推意であることを主張した。さらに、コ系が無標の指示形式であ

ると考えることで、子どもの指示詞習得においてコ系が優位である理由も説明されうるこ

とを論じた。 

 第 6 章では、李 (2002)、岡崎 (2010) を中心とする通時的な日本語指示詞研究の成果に基

づいて、第 3 章、第 4 章の注意概念を用いたソ系の分析と、第 5 章の推意理論を用いたア

系・コ系の分析を統合し、日本語指示詞は無標の指示形式であるコ系を中心に、ア系・コ

系とソ系・コ系という 2 つの対照集合が折り重なって形成されている体系であること、ソ

系・コ系という対照集合は、<「聞き手の注意の存在」を示すソ系, コ系> と <「聞き手領

域指示」のソ系, コ系> という別個の 2 つの対照集合からなることを主張した。本章で示し

た、指示詞の意味的核である ‘DEM’ のみをコード化するコ系から空間情報を示すカ(ア)系

が分化し、さらに「聞き手の注意の存在」を示すソ系から「聞き手領域」という空間情報

を持つソ系が分化して現在の日本語指示詞体系が形成されていったという日本語指示詞の

意味増加の過程は、Enfield (2009) が論じた、協調問題の解決という目的により寄与する情

報が意味として加えられていくという指示詞体系における意味増加のメカニズムと一致す

る。本章の分析は、指示詞において空間情報は二次的であるという近年の言語類型論的な

指示詞研究の主張を支持する経験的な証拠となりうる。 

 

7. 2 結論 

上述の通り、第 1 章では、本研究で解決すべき 2 つの問題として、上の (1a, b) を指摘し

た。第 2 章から第 6 章の議論を踏まえ、(1a, b) の問題に対する本研究の結論を以下に述べ

る。 

 まず、(1a) のソ系の直示用法に関して、本研究では、「中距離指示」用法は「聞き手の注

意の存在」を示す用法として再分析できること、ソ系の非直示用法も「聞き手の注意の存

在」を示す用法の 1 つの現れとして解釈できること、「聞き手領域指示」は、「聞き手の注

意の存在」を示す用法から派生した二次的な用法であることを論じた。以上の議論に基づ
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き、(1a) の問いに対して、以下の説明を提示する。「聞き手領域指示」用法は、歴史的に見

れば、「聞き手の注意の存在」という原理から生じた派生的な用法である。しかし、両者は

通時的には連続性を持つものの、現在は「聞き手の注意」と「聞き手領域」という異なる

原理に基づく別個の用法であり、共時的には統合することはできない。従って、ソ系が持

つ 2 つの直示用法は「聞き手」という要素を介した間接的な指示であるという共通点を持

つものの、共時的には、ソ系は多義的な形式である。ただし、今後どちらかの用法が衰退

していき、ソ系が単義の形式になる可能性は否定できない。 

 次に、(1b) で指摘したコ系とア系の非対称的な分布については、新グライス派の尺度推

意理論を用いて、コ系とア系は情報提供性の異なる対照集合を形成しているという分析を

提示した。この分析に基づき、(1b) の問いに対し、以下の説明を提示する。コ系とア系の

内、空間情報を意味として持つのはア系のみである。従来コ系が持つとされてきた「近」

という概念は、意味的に強いア系の存在によって生じる尺度推意であり、破棄することが

可能である。空間情報を持たないコ系の指示領域はア系より広いため、両者には分布上の

非対称性が生じる。 

 以上の結論は、第 2 章で紹介した枠組みによってコ系・ソ系・ア系の直示用法を再分析

したことで得られたものである。この分析には、以下の 3 つの利点がある。 

1 つ目は、通言語的な概念と理論によって、日本語指示詞の直示用法を記述できることで

ある。第 1 章、第 6 章で概観したように、国語学・日本語学における指示詞研究は、佐久

間 (1936) 以来長い歴史を持っており、豊かな記述的伝統を有している。しかし、そこで用

いられている概念や理論の多くは日本語指示詞の分析に特有のものであり、その結果とし

て、国語学・日本語学における指示詞研究と、言語類型論的な指示詞研究は相互交流がな

い状態であった。本研究では、近年の指示詞研究が提示した注意概念と推意理論という言

語普遍的な枠組みを用いて、トルコ語、ジャハイ語、ラオ語、ティリヨ語、英語等、様々

な語族に渡る言語の指示詞形式と対照させながらコ系・ソ系・ア系の直示用法を分析した。

これによって、これまでの日本語指示詞研究の成果を通言語的な枠組みの中に位置付け、

日本語指示詞を他言語と比較可能な形で記述することができた。 

2 つ目に、以上の分析の成果は、日本語指示詞研究の進展のみならず、マックス・プラン

ク心理言語学研究所の認知人類学研究グループを中心とする指示詞研究が提示した分析の

枠組みの発展にも寄与するものである。第 2 章で紹介した近年の指示詞研究は、世界規模

のフィールドワークと、その知見に基づく抽出タスクや実験の成果によって、従来の距離

中心主義的な指示詞分析に反論し、注意概念や推意理論を用いた新たな指示詞分析の枠組

みを構築した。しかし、彼らの分析はフィールドワークを中心とするものであるため、談

話・テクスト分析に基づく非直示用法の分析は進んでおらず、今後の課題とされている。 
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一方、国語学・日本語学の分野では、特に金水・田窪の一連の研究以降、非直示用法が

指示詞分析の中心であったため、談話・テクスト内のコ系・ソ系・ア系について豊富な記

述的研究がある。第 4 章では、金水・田窪の一連の研究が提示した談話管理理論における

ソ系の説明を、「聞き手の注意」という概念を導入して再分析した。このように、注意概念

を用いた非直示用法の具体的な分析例を提示することで、言語類型論的な指示詞分析の枠

組みを理論的に発展させることができると考えられる。 

また、第 5 章、第 6 章で紹介したように、日本語指示詞研究では、通時的な分析や習得

研究も盛んに行われている。第 5 章では、Levinson (2000)、Enfield (2003, 2009) が提示した

「無標の指示形式」が習得において優位である可能性を提示した。第 6 章では、通時的な

日本語指示詞研究の記述に基づき、日本語指示詞が歴史的に空間情報を意味として慣習化

させてきた過程を記述した。このように、通時的な視点や、指示詞の習得過程の分析を取

り入れることで、近年の通言語的な指示詞分析の枠組みをさらに精緻にすることができる。 

 最後に、コ系・ソ系・ア系の 3 項を有する日本語指示詞体系を分析することで、「聞き手

の注意」概念を用いる指示詞分析と、尺度推意理論を用いる指示詞分析を統合し、発展さ

せるための 1 つの事例を示すことができる。第 2 章で紹介したように、マックス・プラン

クの認知人類学研究グループを中心とする近年の指示詞研究は、「聞き手の注意」という概

念を用いて指示詞の意味を分析する研究と、新グライス派の尺度推意理論を用いて指示詞

を分析する研究の 2 つに大きく分けられる。前者は、トルコ語、ジャハイ語等、3 項以上の

指示形式を有する体系の中の、いわゆる中称の形式のみを分析対象としている。一方、尺

度推意理論を用いる Levinson (2000)、Enfield (2003, 2009) は、英語、ラオ語等、2 項体系の

指示詞を分析対象としている。このように、注意概念を用いる研究と尺度推意理論を用い

る研究は、距離中心主義的な従来の分析に反対しているという点で共通しているものの、

それぞれの分析がどのように関連しているのかはこれまで明確にされてこなかった。本研

究では、第 6 章において、注意概念を用いた中称の形式であるソ系の分析と、尺度推意理

論を用いたア系・コ系の分析を統合し、日本語指示詞は無標の指示形式であるコ系を中心

に、ソ系・コ系とア系・コ系という 2 つの対照集合が折り重なって形成されている体系で

あるという分析を提示した。このように、3 項を有する日本語指示詞体系を分析対象とする

ことで、尺度推意理論を用いた指示詞分析の枠組みに注意概念をコード化する形式を位置

付けることができることを示した。 

 

7. 3 今後の研究の展望 

以上、注意概念と尺度推意理論を用いた近年の言語類型論的な指示詞研究の枠組みによ

って日本語指示詞の直示用法を分析した結果を提示し、この分析の成果が日本語指示詞研
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究の進展のみならず、通言語的な指示詞研究の枠組みの発展にも寄与することを述べた。 

以上の分析をさらに進めるため、今後は以下の 2 点に取り組んでいきたい。 

1 つ目は、指示詞が用いられている自発的な相互行為場面のデータをさらに収集すること

である。本研究では、第 1 章において、Enfield (2009: 25) の「指示詞は本質的に文脈に拘束

されている」ため、その意味は、「自発的な相互行為の中で、その文脈に含まれる豊かな情

報全てを取り入れた形で検証される必要がある」という指摘を紹介し、自発的な相互行為

場面の観察に基づいて、コ系・ソ系・ア系の直示用法を再分析することを目標として設定

した。実際に、第 3 章では、複数のビデオデータとそれを書き起こした文字化データに基

づき、いわゆる「中距離指示」のソ系が、「聞き手の注意の存在」を示すソ系として再分析

されうることを示した。しかし、第 1 章の注 9 において指摘した通り、第 5 章、第 6 章で

は、主に国語学・日本語学における先行研究が挙げた例を分析対象としており、ビデオデ

ータが十分に活用されていない。特に、第 5 章でも述べた通り、コ系の使用に伴って生じ

る尺度推意が、どのようなトリガーによって破棄されるのかを詳細に記述するためには、

発話時の文脈情報を含むデータに基づく検証が非常に重要である。今後、撮影対象と範囲

を広げ、さらにデータを増やしていく必要がある。 

2 つ目に、本研究が提示した日本語指示詞の直示用法に対する分析をより精緻なものにす

るためには、非直示用法の詳細な分析を行わなければならない。第 4 章では、Diessel (2006) 

の主張に基づき、「聞き手の注意」という概念が、物理的な発話場面から談話・テクスト内

に拡張されることを論じ、ソ系の直示用法と非直示用法を「聞き手の注意の存在」という

概念によって統合した。しかし、本研究の分析対象はコ系・ソ系・ア系の直示用法であっ

たため、コ系、ア系も含めた統合的な非直示用法の分析は行わなかった。本研究では、第 3

章から第 6 章の議論に基づき、日本語指示詞体系は、無標のコ系を中心とし、ソ系・コ系、

ア系・コ系という 2 つの対照集合が折り重なって形成されている体系であるという結論を

提示した。この体系がどのように談話・テクスト内に拡張されるのか、無標の指示形式で

あるコ系は談話・テクスト内でどのように機能するのか、ア系の ‘DISTAL’ という空間情

報、コ系の尺度推意は談話・テクスト内でどのように解釈されるのか、ア系とソ系は発話

場面と同様に任意に交替することが可能なのか等の問いに対する説明は、現時点では課題

として残されている。注意概念と尺度推意理論を用いた本研究の分析の枠組みを、談話・

テクスト内に拡張し、単一の原理によって日本語指示詞の直示用法と非直示用法を統合的

に記述することを今後の課題の 1 つとする。 
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【資料】「聞き手の注意の存在」を示すソ系の例 

（以下の例において、破線はソ系と同一指示の先行詞を示す） 

 

(1) 小型エレベーター 

  （佳代子とその夫、そして五反田は並んで空港の通路を歩いている。佳代子とその 

  夫は五反田の指示に従いエレベーターを探している） 

   「あれのこと？」 

   佳代子が斜め前方を指差した。チューブ型の小型エレベーターが隅にある。 

   「でもあれ、利用客用ではなくて、空港スタッフ用じゃないかな」 

   「それでいいんだ。そこを使って、地下へ行く」 

   五反田はてきぱきと指示を出す。   

(伊坂幸太郎『モダンタイムス』下) 

 

(2) 事故現場 

（コンビニの前の駐車場で、コンビニの店長と男が並んで立っている） 

コンビニエンスストアの駐車場脇を走る坂道を眺めた。そこを上がっていくと、辺

見のお姉さんの家のある街区のはずだ。 

「あ、あれな」金子店長が、私の横で言った。何も喋っていないのにいったい何の

話なのかと私は訝る。すると歩道の端に小さな瓶とそれに挿さった花があるのが分

かった。なるほど、私がそれを見つめているのだと彼は勘違いしたらしい。 

「一年ぐらい前かな、そこで交通事故があったんだよな」（中略） 

「夜中に，バイトを終えて、帰るときにそこで轢かれちまったんだ。人の命なんて

呆気ねえもんだよな。…」 

(伊坂幸太郎『SOS の猿』) 

 

(3) マンションの前の道 

  （マンションの部屋に猿の化身が現れ、その部屋の中にいる人々に対し、先ほど部屋

から逃げた男の行方について話し始める） 

 「さっきの男、○○さんでしたっけ、車を走らせて逃げましたけどね、また戻ってき

ますよ。そろそろガソリンがなくなるのですが、深夜営業のスタンドは限られます。

ほら、このマンションの前の通りを行けば、そのスタンドに着きますから。あ、考

えれば、觔斗雲は燃料いらずで、エコですね。まあ、それはさておき。とにかく、

この前の通りを走ってきます」 
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 わたしはじっと聞くだけだった。 

 猿の化身は引き続き、喋りつづける。饒舌で、時折、歯を鳴らすような音を立てる。

それから、部屋の壁に掛けられた時計を指さした。「あと、三十分後、その道に来ま

すよ」                                  

 (伊坂幸太郎『SOS の猿』) 

 

(4) ペンション 

  （女の子と此木はバスの最後部のシートに並んで座っている） 

   女の子は覗き込むように此木を見ている。 

   此木は視線を外し、天井近くの広告に見入ったふりをする。（中略） 

   女の子は此木の視線を辿って、自分もその広告を指さした。 

   「そう、流聖はそのペンションに行ったんですよ。…」 

 (堀川アサコ「暗いバス」) 

 

(5) 丘の下の茂み 

  （男性と女性が並んで丘の上に立ち、足下の景色を眺めながら、西暦 2201 年にはこの

場所がどのような状態になっているかについて話している） 

   「そうすると、西暦二二〇一年ですね？そのころには、市もすごく大きくなってる

だろうな」 

   「ええ、そうなのよ。いまでは巨大都市(メガロポリス)の一部になって、ずっとそこ

まで延びているわ」彼女は足もとの森のはずれを指差した。「二〇四〇番街が、その

カエデの茂みをまっすぐ通っているのよ」 

(ロバート F. ヤング／伊藤典夫(訳)『たんぽぽ娘』) 

 

(6) 向こう岸の川辺 

（コーホイと「わたし」は並んで土手に立ち、川の向こうを見ている。コーホイは川

の向こうの川べりに、イガイイーと呼ばれる精霊がいると主張する） 

「あそこにいるのが見えないか？」 

彼はじれったげに切り返してきた。 

「イガイイー、雲の上の存在が川べりに立ってこちらに叫んでいる。おれたちがジ

ャングルに入ったら殺すと言っている」 

「どこだ？見えないよ」 

「すぐそこだ！」 
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一見何もない川辺を凝視しながら、コーホイは言い放った。 

(ダニエル・L・エヴェレット／屋代通子(訳) 

『ピダハン ―「言語本能」を超える文化と世界観―』) 

 

(7) 病院の中庭 

（病室で祖母は窓際のベッドの上に体を起こしており、歩美はその傍らに座っている） 

「依頼人と話すのは、そこの、中庭にしてもらおうか」 

祖母の目が笑い、ベッドのすぐわきにある窓を見下ろす。色のない初冬の芝生が、

眼下に広がっていた。 

「あそこなら私も様子が見られるから安心だ。どう？そこのベンチ」 

「いいよ、わかった」 

(辻村深月『ツナグ』) 

 

(8) サークル部屋の扉 

（大学の建物の中でサークルの部屋を探している） 

どんよりと暗い廊下を歩いていき、落書きだらけの防音扉を見ていくが、ライヴの

フライヤーがべたべた貼ってあるものの、どこもサークル名が書いていない。無精

鬚を生やした男に尋ねると、「そこ」とあっけなく扉のひとつを指差した。 

(恩田陸『ブラザー・サン シスター・ムーン』) 

 

(9) 女の人 

（雨と雷の中、愛は自分の先を歩いていく女の人を追いかけている。道の先のお墓の

ところで女の人は待っている。そこに知り合いのアレチさんが立っている。アレチさ

んは愛を見つけて驚く） 

「なんで、なんでここにおる…。」 

アレチさんは、農協てぬぐいで、顔をぬぐった。でもそれもびちゃびちゃだから、

ちっとも役に立たなかった。 

「あの人が…。」 

女の人を指さした。女の人はそこに立ち尽くしてる。（中略） 

「あの人？なんじゃ、そんなもんおらん。」 

ああそうか、アレチさんには見えないのか。困ったな、私また、変な人と思われる。 

（中略） 

「女の人？」 



129 

「そう、髪の長い、その人が、私をここまで連れてきた。」 

「誰じゃそれは、ここにおんのか？」 

「おる。そこに。私らを見てる。」 

（中略） 

アレチさんは声も出さずに月を見ていたが、やがて私の指さす方を見る。アレチさ

んには女の人が見えないが、女の人は悲しそうにアレチさんだけをじっと見ている。

愛はそのことに気づき、彼女がアレチさんに伝えたいことがあることを知る。 

「アレチさん。アレチさんに伝えたいことがあるんやって、あの女の人。」 

「そこに、立ってるんじゃな、その、女の人が。」 

「そう、あのね、（中略）お花ありがとう、て。」 

 (西加奈子『きいろいゾウ』) 

 

(10) マンション 

（運送屋の寺田が、草に荷物を届けに来て玄関先で話をする） 

「今さ、大人用のオムツを大量に届けてきたんだ。親の介護なんだろうねえ。うち

のボロ家と違って、あんなにいいマンションに住んでいても寝たきりじゃ，看病す

る方もされる方も大変だよ。奥さん、やつれちゃって」 

    寺田は築三十年近いアパートに，妻と娘ふたりの家族四人で暮らしている。 

    「いいマンションて、そこの紅雲町の？」 

寺田が話しながら例のマンションの方向を顎でしゃくったものだから、草はようや

く痛みの引き始めた腕を揉むのを止めて訊いてみた。 

(吉永南央『萩を揺らす雨』) 

 

(11) アパートの部屋 

（草はミツキという女子高生が乗った車をタクシーで追っている。あるアパートの前

にミツキが乗っていた車が止まっているのを見つける） 

停車したタクシーを降り、草はその車に近付いた。半開きの助手席の窓から覗いた

が、紫煙が漂う車内にミツキの姿はない。 

   「ミツキさんは？」 

煙草をくわえた運転席の男が答えた。 

   「俺も待ってるんだけど。駅まで送る約束なんで」 

   ちょっと見、男は強面だが愛想は悪くない。 

   「中じゃないの？」 
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   「部屋はそこ。でも電気はすぐ消えちゃったな。どこ行ったんすかね」 

   男は手前から二番目の部屋を指差した。掃き出し窓は真っ暗だ。 

(吉永南央『萩を揺らす雨』) 

 

(12) レストランの席 

（哲士とその先輩がレストランで食事をしているところに、哲士の知り合いの亜理子

が声をかける） 

かなりの勢いで料理を平らげていると、ふいに脇から声をかけられた。驚いて振り

向くと、そこには亜理子の笑顔があった。（中略） 

「亜理子ちゃんも、来てたの」 

「うん、そこの席」 

亜理子は嬉しそうに少し離れた小さなテーブルにちらりと目をやった。 

(乃南アサ『水の中のふたつの月』) 

 

(13) 密集地域 

（わたしと中尉は高い屋上に立っている。眼下は屋根が続いており、住宅が密集して

いる。わたしは 800 メートル先の戦いが行われているあたりを双眼鏡で見ている。中

尉は双眼鏡を使わずに同じあたりを肉眼で見ている） 

「ここから見ていると、あそこでそんな激戦が展開されているなんて思えませんね」 

「まったく。しかしこれだけは言っておきますが、密集地域の中では事態はひじょ

うに悪いです。こう申し上げるのも、あなたがそこへ行こうとなさっているからな

のですよ、バンクスさん」 

   （中略） 

「中尉、あの家のことですが。わたしの両親が幽閉されている家です。その家はこ

こから見えますか？」 

中尉の手が軽く私の方に触れたが、わたしは双眼鏡から目を離さなかった。 

「バンクスさん、左の方に塔の残骸があるのが見えますか？ちょうどイースター島

のモアイ像のように見えます。そう、そこです。そこから右の方にある、大きな黒

いビルの残骸に向かって線を引いてください。古い織物倉庫です。今朝、その線ま

で我々が日本軍を撃退したのです。あなたのご両親が幽閉されている家は、だいた

いあなたの左側にある高い煙突と同じ線上にあります。密集地域を横切ってまっす

ぐ線を引いていってください。ちょうど我々が今立っているところの少し左手のほ

うまで。そう、そう…」 
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(カズオ・イシグロ／入江真佐子(訳)『わたしたちが孤児だったころ』) 

 

(14) ボイラーのようなもの 

（わたしと中尉は戦闘が行われている住宅が密集する地域を歩いている。中尉が先に

立って歩いているが、立ち止まり道の先にあるものを指す） 

しかし、あるところで中尉のほうから立ち止まり、わたしが追いつくとこう言った。 

「バンクスさん、どうかそれをよく見てください」彼はわたしたちのいるところか

ら少し左手にある大きなボイラーのようなものを指した。それは煉瓦の粉で覆われ

てはいたが、ほぼ無傷のまま残っていた。 

(カズオ・イシグロ／入江真佐子(訳)『わたしたちが孤児だったころ』) 

 

(15) 林 

（崖の上で万里子が男の子に双眼鏡を貸す。男の子は双眼鏡で崖の下の景色を見る） 

男の子は目にあてて、しばらく柵の向こうを見ていた。 

「ちっとも見てないや」やがて男の子は母親をふりかえって言った。「ぼくのとじゃ

比べものにならないよ。ほら、お母さま、あそこの林だってよく見えやしないよ。

見てごらん」 

（中略） 

「見てごらん、お母さま。あそこの林だって見えやしないよ、すぐそこの」 

(カズオ・イシグロ／小野寺健(訳)『遠い山なみの光』) 

 

(16) 正面玄関 

（警察官である私は、事件のあったホテルの前に立ち、従業員に現場がどこかを訪ね

る） 

二メートルほど登ったところで、ようやく長上荘の姿が見えてきた。二棟の木造家

屋。前もってきいたところによれば、左が本館で右が別館であるという。屋根は積

雪を防ぐためか、かなりの傾斜がついている。私は足を止め、近くにいた制服巡査

を呼んだ。  

「現場はどちらの建物です？」 

   「本館一階の食堂の中です。中に入ったら階段を下りてください」 

私は眉をひそめた。 

   「階段を下りるって、ここが一階だろう？」 

「あ、これは失礼しました」 
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巡査は目の前にある正面玄関を指さして、「そこを入ったところは、二階なのです」 

(大倉崇裕『丑三つ時から夜明けまで』) 

 

(17) 木の看板 

（私と猫のにゃおりは一緒に道を歩いている） 

「ここだ、ここだ」 

って、にゃおりがいう。 

「えっ？」 

「ほら、そこだよ、そいつを探しに来たんだろ」 

見ると、柱から横棒が出ていて、そこから木の看板が下がっている。 

(北村薫「くしゅん」『9 の扉』) 

 

(18) 波 

（湖の中の道を歩いていた僕と棗は、迫ってくる波を見て、馬に乗って走って逃げる） 

背後から迫る低い振動音に、水が跳ねる音がはっきりと混ざるようになった。一瞬

だけ、視線を振った。波は百メートル後方まで迫っていた。（中略） 

「来てるッ。棗ッ。もうそこまで来てるッ」 

棗は動かない。 

(万城目学『偉大なる、しゅららぼん』) 

 

(19) 本 

（書店を経営している魚沼と、キリオンと富雄は、魚沼の書店の中で娘が死んでいる

のを見つける） 

「ともかくも入りましょう」 

「気をつけてくださいよ、魚沼さん」 

キリオンが声をかけると、魚沼は気味悪そうな顔つきで、暗い書店内に入っていっ

た。富雄とキリオンが、板戸をはめたウィンドウの前で待っていると、店内で物音

がした。本の山がくずれた音らしい。魚沼のののしり声がして、灯りがついたと思

うと、こんどは妙な声がした。 

キリオンは店内にとびこんだ。雑誌がくずれた床に女が倒れていた。魚沼はその

わきに立って、口をあけていた。 

「この人ですよ、キリオンさん。秋草先生の本が、そこにある。また取りかえにき

たんですよ」 
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 口をあけたまま、上ずった声でいって、魚沼は床を指さした。あおむけに倒れて

いる女のそばに黄色のあざやかな腰巻をかけた四六判の本が、落ちていた。 

(都筑道夫「署名本が死につながる」) 

 

(20) ベッドの膨らみ 

（島田と宇多山達は、宮垣先生を探しに彼の部屋へ向かい、扉を開けたところで室内

を見回しながら会話をする） 

 ゆっくりと扉が開かれるー。 

（中略） 

 奥の壁際―鏡の扉から出てすぐ左手―に据えられた大きなベッド。ナイト・テー

ブルの上におかれたグラス、白い錠剤の入った薬瓶。そして、人の形に盛り上がっ

たベッドの掛け布団。 

（宮垣先生……） 

 通路から寝室に入った宇多山は、白い布がかぶせられた枕の上の膨らみを見やり

ながら、 

「これはどういうことです？」 

   と島田に向かって訊いた。 

「宮垣先生は、ちゃんとそこに」 

   島田はそれを無視してベッドのそばへ足を進めた。 

(綾辻行人『迷路館の殺人』) 

 

(21) 火事のビル 

   （「おれ」とタカシは部屋に駆け込み、窓際のテレビをつけて、並んで火事のニュー

スを見ている。タカシがテレビに映っているビルについて発話する） 

タカシが興味深そうにテレビを見ていた。 

「そこで燃えてるのが、あのビルか」 

「そうだ。やつらのほうがひと足早かったみたいだな。そのビルは半年前にもボヤ

騒ぎがあって、老人がひとり店を閉めてでていっている」 

(石田衣良『憎悪のパレード 池袋ウエストパーク XI』) 
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用例出典（文字データ） 

綾辻行人『迷路館の殺人』 講談社文庫. 

伊坂幸太郎『モダンタイムス』(下) 講談社文庫. 

伊坂幸太郎『SOS の猿』 中央公論新社. 

石田衣良『憎悪のパレード 池袋ウエストパーク XI』文藝春秋 

大倉崇裕『丑三つ時から夜明けまで』 光文社文庫. 

恩田陸『真昼の月を追いかけて』文春文庫. 

恩田陸『ブラザー・サン シスター・ムーン』河出書房新社. 

神坂智子『シルクロードヘディンの手帳』 白泉社. 

カズオ・イシグロ／小野寺健(訳)『遠い山なみの光』 早川書房. 

カズオ・イシグロ／入江真佐子(訳) 『わたしたちが孤児だったころ』 早川書房. 

北村薫「くしゅん」『9 の扉』 角川文庫. 

ダニエル・L・エヴェレット／屋代通子(訳)『ピダハン:「言語本能」を超える文化と世界観』

みすず書房. 

辻村深月『ツナグ』 新潮文庫. 

都筑道夫「署名本が死につながる」『古書ミステリー倶楽部』光文社文庫. 

西加奈子『きいろいゾウ』 小学館文庫. 

乃南アサ『水の中のふたつの月』文春文庫. 

堀川アサコ「暗いバス」『Fantasy Seller』 新潮文庫. 

万城目学『偉大なる，しゅららぼん』 集英社文庫. 

吉永南央『萩を揺らす雨』文春文庫.  

ロバート F. ヤング／伊藤典夫(訳)『たんぽぽ娘』河出書房新社. 

 

用例出典（映像データ） 

テレビ朝日「11 人もいる！」第 7 話 (2011 年 12 月 2 日放送分) 

 

 


