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1. ダイクシス、現実、仮想現実



ダイクシスとはダイクシスとは

直示的中心 (d i ti t ) 〈いま わ• 直示的中心 (deictic center) = 〈いま・ここ・わ
たし〉を基準点とした表現

• 人称詞（一人称・二人称）、指示詞、時間表現
の一部、テンス、移動表現等部、テン 、移動表現等

• 直示的中心は、“現実”の中心として、“現実”
を組織化するを組織化する。

• 言語的表現 (linguistic expression) は、“現
実”を基盤としながら “仮想現実”を形成して実”を基盤としながら、“仮想現実”を形成して
いく。



現実と仮想現実現実と仮想現実

• 本講義でいう“現実”“仮想現実”はメンタルスペ
ース (Fauconnier 1985, 1997) によって表現す

る。記法もメンタルスペースに倣うが、理論面・記
述面において拡張をほどこす。張

• 現実をベースとし、言語表現によって新しいスペ
ース＝仮想現実を設定 「最適化方略」によってース＝仮想現実を設定、「最適化方略」によって
ベースから新しいスペースへと情報を流し込む。

「同 性 を持 要素間を語用論的関数 な• 「同一性」を持つ要素間を語用論的関数でつな
ぎ、アクセス原則によって指し示す。



語用論的関数とアクセス原則語用論的関数とアクセス原則

ベ ス 年前ベース 20年前

a a’a a

a=（私の）妻

“私は２０年前に妻と出会った。”



メンタルスペースの拡張メンタルスペースの拡張

“現実”スペ ス内に「直示空間」（金水 2000)を設定し 直示的中心• 現実 スペース内に「直示空間」（金水 2000)を設定し、直示的中心
(deictic center=｛いま、ここ、わたし｝)を設ける。

• 直時空間以外を「背景的知識」とする。背景的知識には、エピソード記憶
長期的記憶のうち 談話の必要性に応じ その一部が活性化されたも、長期的記憶のうち、談話の必要性に応じ、その 部が活性化されたも

のが含まれる。

• 直示空間とは、主体が現実に働きかけ、新規情報を得るその現場である
。また、新規情報と、すでに得た情報に基づき推論を実践する、その現場。また、新規情報と、すでに得た情報に基 き推論を実践する、その現場
でもある。背景的知識とは、新規情報を蓄蔵し、整理・統合し、圧縮した
結果としての知識である。

• 主体が新規情報を得るインタフェースとして、いわゆる五感（視覚、聴覚、
嗅覚 触覚 味覚）がある また 体内感覚 感情も 直時空間から得ら嗅覚、触覚、味覚）がある。また、体内感覚、感情も、直時空間から得ら
れる新規情報の一つである（金水 2000）。

• 直示空間から主体が得る情報には、直接的知識と間接的知識とがある。
直接的知識とは文字通り 主体を巻き込んで直示空間で発生する出来直接的知識とは文字通り、主体を巻き込んで直示空間で発生する出来
事そのものである。間接的知識とは、言語や非言語的メディアを通じても
たらされる情報である。



直時空間
背景的知識

長期記憶／エピソード記憶
活性／非活性


Deictic 
Center





仮想現実仮想現実
• 言語表現その他を通じて、新たなスペースが構築される。これは

現実の似姿としての“仮想現実”である現実の似姿としての 仮想現実 である。
• 新スペースは、「スペース最適化方略」（Fauconnier 1985）によっ

て現実スペースから情報が流し込まれる。

新スペ スにも 直示空間／背景的知識 直示的中心に相当する• 新スペースにも、直示空間／背景的知識、直示的中心に相当する
要素が設けられる。直時空間に対応するものを「前景（的知識）」、
直示的中心に対応するものを「視点」と呼ぶことにする。

前景／背景 対立は 出来事 ク ／非 ク• 前景／背景の対立は、出来事のアクチュアル／非アクチュアル、
名詞句の役割／個体、kind, object/stageの対立におおむね対応
する。また、空間的存在／限量的存在（金水 2006）も。

話 手 対する聞き手 “ 実”も 話 手 と “仮想 実”• 話し手に対する聞き手の“現実”も、話し手にとっては“仮想現実”
である。

• 仮想現実における視点は直示的中心のコピーであるが、｛いま、こ
こ、わたし｝のすべてが連れだって対応するわけではなく、それら
が分裂する場合がある。特に、聞き手の視点が話し手と対立的に
扱われる場合があり、人称的現象として現れる。



2 指示詞



現代共通語から現代共通語から

人称区分と距離区分• 人称区分と距離区分

• 人称区分には制約が少ないが、距離区分はほぼ場所
表現に限られる表現に限られる

• 聞き手を取り去るか、聞き手と同じ方向を見ると（融合
的視点） （人称区分の）ソ系列は消える的視点）、（人称区分の）ソ系列は消える。
※ソ系列は第３の指示詞であり、近称・遠称体系を補
足する形で分布している。足する形で分布している。

• 過去の直示空間＝直接体験はア系列で指し示される
（観念指示）（cf. D領域：田窪・金水 1996b）（観念指示）（cf. D領域：田窪 金水 1996b）
ex. 中華街で食べたあの肉まん、おいしかったなあ。



時間の流れ時間の流れ

直接経験
直時空間

ア

直接経験

コ

ア

アア

 

speech timet-2 t-1



距離区分

あそこ

そこ

 

ここ

 



人称区分人称区分

• 聞き手領域指示のソ系列は、直示空間内の
要素を指し示すのではなく、聞き手の直示空要素を指 示す なく、聞き手 直示空
間＝仮想現実内の要素を指し示すと考える（
アクセス原則により 結果として直時空間内アクセス原則により、結果として直時空間内
の要素を指し示すことができる）。（金水 2000
））

• 電話の状況を考えるとはっきりする。
ex. そこ、どこ？
（背中をかいてもらう、歯医者などの例も）（背中をかいてもらう、歯医者などの例も）



話し手の直示空間
人称区分

コ
S H

 

ソ

聞き手の直示空間

 
コ

 



話し手の直示空間
電話の状況

ここS


そこ

聞き手の直示空間

S: そこ、どこ？
H: ここは、渋谷。

ここ


H




共有知識共有知識

聞き手と直接経験を共有し な 要素 は• 聞き手と直接経験を共有していない要素ではア
系列が使いにくい（久野 1973）。
A 昨日 田中さんに会いましたA: 昨日、田中さんに会いました。
B: ああ、あの人、ひげ生やしていたでしょう。
ーー
昨日、新しいドイツ語の先生が来たんだけど、そ
の先生 今日さっそく試験をするんだっての先生、今日さっそく試験をするんだって。

• 談話（間接知識）によって言語的に新規導入さ
れる要素は 指示詞の中ではソ系列（と 系列）れる要素は、指示詞の中ではソ系列（とコ系列）
で受ける（ア系列は不可）。



ア
話し手の直接経験

ア（ア）

a b 

ソ非共有知識 コ

speech timeb’共有知識

非共有知識 コ

speech timeb共有知識

言語的文脈言語的文脈
ソ

a’ 

聞き手の直接経験



韓国語／古代日本語の指示詞韓国語／古代日本語の指示詞

韓国語では 日本語に似たi/k / の３系列を用• 韓国語では、日本語に似たi/ku/coの３系列を用
いるが、観念指示（話し手の直接経験内の要素
）は遠称coではなく 中称kuを用いる）は遠称coではなく、中称kuを用いる。

• 上代日本語では、観念指示でソが現れる一方で
聞き手領域指示のソは明確ではない（金水・岡、聞き手領域指示のソは明確ではない（金水 岡

崎・Jo 2002等）
にほ鳥の葛飾早稲をにへすともそのかなしきを（
曽能 奈之伎乎）外 立 め も（ ）曽能可奈之伎乎）外に立てめやも（万・3386）

• 直示空間（現実）vs. 仮想現実空間の体系（ある
いは 可視 不可視）から 直接経験 間いは、可視 vs. 不可視）から、直接経験 vs. 間
接知識の体系へ



ku話し手の直接経験
co韓国語

a b

ku非共有知識
i

speech timeb’共有知識

非共有知識
i

speech timeb共有知識

言語的文脈言語的文脈 ku

a’ 

聞き手の直接経験



ソ
話し手の直接経験

カ
（ア）

上代日本語（仮説）

a b

ソ非共有知識

speech timeb’共有知識

非共有知識
コ

speech timeb共有知識

言語的文脈言語的文脈

a’ 

聞き手の直接経験



新規導入表現の直接経験への
繰り入れ

現代日本語では 対話で新規に導入された間接知識の要• 現代日本語では、対話で新規に導入された間接知識の要
素は、その対話のセッション中は直接経験に繰り入れられ
ない（金水・田窪 1990）。
A 昨日 新し ドイ 語の先生が来たよA: 昨日、新しいドイツ語の先生が来たよ。
B: {その／*あの}先生、やさしそう？
ーー
A: 先週言ってたドイツ語の先生だけどね。
B: ああ、あの先生ね。まだ会ってないけど。

• 平安時代日本語では 対話の途中でも遠称（カ・ア系列）• 平安時代日本語では、対話の途中でも遠称（カ・ア系列）
で差し始めることがある（藤本 2008）。
（用例省略）
これは 現代語が（発話示現在の）聞き手との知識の対立これは、現代語が（発話示現在の）聞き手との知識の対立
を厳密に示そうとする傾向を持つことを示している。



カ（ア）
話し手の直接経験

カ（ア）
平安時代語

a

直接経験 編入直接経験 編入

b’’

ソ非共有知識

直接経験への編入
のタイミング？
直接経験への編入
のタイミング？

speech timeb’共有知識 言語的文脈

非共有知識

speech timeb共有知識 言語的文脈

（ソ）

a’ b

聞き手の直接経験



コ系列による文脈指示についてコ系列による文脈指示について

系列も 目に見えないものを指すのに用いられる• コ－系列も、目に見えないものを指すのに用いられる
場合があるが、これはあたかも、その事物が、目前に
あるかのように、生き生きと叙述する時に用いられるあるかのように、生き生きと叙述する時に用いられる
ようで、依然として、眼前指示代名詞的色彩が強いよ
うである。（久野 1973/金水・田窪 1992:72）
コの指示対象はソの場合と違 て(1)実質的でなけれ• コの指示対象はソの場合と違って(1)実質的でなけれ
ばならず、(2)文脈の中で顕著でなければならない。（
吉本 1992:115）吉本 1992:115）

• コノは、文脈指示という用法にあって、あえて直示的
に対象を提出することで、その対象に一種の顕著性を
与え そのことによ て当該名詞句が「談話主題 を表与え、そのことによって当該名詞句が「談話主題」を表
すのである。（堤 2005:50）



物語は（対話の）現場で起きている物語は（対話の）現場で起きている

おもしろ とに 多く 被験者は ジ チ• おもしろいことに、多くの被験者は、一つのジェスチャ
ー単位の中で、単に二つの事物を関連づけるだけで
なく 三つ以上の事物をひとつの地（グラウンド）の中なく、三つ以上の事物をひとつの地（グラウンド）の中
に位置づける。これを「グラウンデッド・ジェスチャー」（
細馬 2008）と呼ぼう。（細馬 2008:32）細馬 ）と呼ぼう。（細馬 ）

• ……一種のクリップ・ボードのようなスペースが心的
表示として存在すると仮定してみよう。話し手は、発話表 存在す 仮定 う。話 手 、発話
によって説明したい対象のトークンをこのクリップ・ボ
ードに留めておく。これは、話し手の手元にあるのと心
理的には同じであるから で同定することができる理的には同じであるから、コで同定することができる。
（金水 1990a:64）



話し手の直示空間

これS
 a

言語的文脈

a’



雨は 羅生門をつつんで 遠くから ざあっと云う音をあつめて雨は、羅生門をつつんで、遠くから、ざあっと云う音をあつめて
来る。夕闇は次第に空を低くして、見上げると、門の屋根が、斜に
つき出した甍（いらか）の先に、重たくうす暗い雲を支えている。

どうにもならない事を どうにかするためには 手段を選んでいどうにもならない事を、どうにかするためには、手段を選んでい
る遑（いとま）はない。選んでいれば、築土の下か、道ばたの土の
上で、饑死（うえじに）をするばかりである。そうして、【この門】の上
へ持って来て 犬のように棄てられてしまうばかりである 選ばなへ持って来て、犬のように棄てられてしまうばかりである。選ばな
いとすれば――下人の考えは、何度も同じ道を低徊した揚句に、
やっと【この局所】へ逢着した。しかし【この「すれば」】は、いつまで
たっても、結局「すれば」であった。下人は、手段を選ばないというたっても、結局「すれば」であった。下人は、手段を選ばないという
事を肯定しながらも、【この「すれば」】のかたをつけるために、当
然、《その後》に来る可き「盗人（ぬすびと）になるよりほかに仕方
がない」と云う事を、積極的に肯定するだけの、勇気が出ずにいたな 」 う事を、積極 肯定す け 、勇気 ず
のである。

下人は、大きな嚔（くさめ）をして、それから、大儀そうに立上っ
た。夕冷えのする京都は、もう火桶が欲しいほどの寒さである。風た。夕冷えのする京都は、もう火桶が欲し ほどの寒さである。風
は門の柱と柱との間を、夕闇と共に遠慮なく、吹きぬける。丹塗の
柱にとまっていた蟋蟀も、もうどこかへ行ってしまった。



下人は 守宮 （やもり）のように足音をぬすんで やっと急な梯子を下人は、守宮 （やもり）のように足音をぬすんで、やっと急な梯子を、
一番上の段まで這うようにして上りつめた。そうして体を平にしながら、頸
を出来るだけ、前へ出して、恐る恐る、楼の内を覗いて見た。

見ると、楼の内には、噂に聞いた通り、幾つかの死骸が、無造作に見ると、楼の内には、噂に聞いた通り、幾つかの死骸が、無造作に
棄ててあるが、火の光の及ぶ範囲が、思ったより狭いので、数は幾つとも
わからない。ただ、おぼろげながら、知れるのは、《その中》に裸の死骸と
、着物を着た死骸とがあるという事である。勿論、中には女も男もまじっ
ているらしい そうして 《その死骸》は皆 《それ》が かつて 生きていたているらしい。そうして、《その死骸》は皆、《それ》が、かつて、生きていた
人間だと云う事実さえ疑われるほど、土を捏ねて造った人形のように、口
を開いたり手を延ばしたりして、ごろごろ床の上にころがっていた。しかも
、肩とか胸とかの高くなっている部分に、ぼんやりした火の光をうけて、低、肩とか胸とかの高くなっている部分に、ぼんやりした火の光をうけて、低
くなっている部分の影を一層暗くしながら、永久に唖の如く黙っていた。

下人は、《それらの死骸》の腐爛した臭気に思わず、鼻を掩った。しか
し、《その手》は、次の瞬間には、もう鼻を掩う事を忘れていた。ある強い
感情が ど ご く【 】 嗅覚を奪 ま た だ感情が、ほとんどことごとく【この男】の嗅覚を奪ってしまったからだ。

下人の眼は、その時、はじめて《その死骸》の中に蹲（うずくま）ってい
る人間を見た。檜皮色（ひわだいろ）の着物を着た、背の低い、痩せた、
白髪頭の 猿のような老婆である 《その老婆》は 右の手に火をともした白髪頭の、猿のような老婆である。《その老婆》は、右の手に火をともした
松の木片（きぎれ）を持って、《その死骸》の一つの顔を覗きこむように眺
めていた。髪の毛の長い所を見ると、多分女の死骸であろう。



3 移動動詞・敬語



大江(1975)より大江(1975)より

クa. ユク, go
話し手または他者が話し手のホームベースを出発し
て動く その動きを話し手が出発点から眺め 描くて動く。その動きを話し手が出発点から眺め、描く。

b. クル, come
話し手が自らのホームベースに位置し 話し手または話し手が自らのホ ムベ スに位置し、話し手または
他者の動きをその場所（到達点）への動きとして眺め
、描く。

c. come
聞き手―結局は聞き手の視点をとる話し手―が聞き
手のホームベースに位置し、ある動きをその場所（到
達点）への動きとして眺め、描く。（p. 45）



久野 (1978) より久野 (1978) より

(1)「来ル 行ク の視点制約(1)「来ル・行ク」の視点制約

a 話し手が動く主体である場合
発話場所が到達点であれば「来ル 出発点であれば発話場所が到達点であれば「来ル」、出発点であれば
「行ク」が用いられる。

b 話し手が動く主体でない場合b 話し手が動く主体でない場合
「来ル」 発話の時点、或いは動きの動作の起きる（起
きた）時点に到達点にいる（いた）（動きの主体以外のきた）時点に到達点にいる（いた）（動きの主体以外の
）人に話し手の視点が接近している時用いられる。
E(到達点側の人）＞Ｅ（動きの主体, 出発点側の人）
「行く」 その他の場合に用いられる。
E(動きの主体, 出発点側の人）＞Ｅ（到達点側の人）
（pp 253 254）（pp. 253-254）



田窪 (1990) より田窪 (1990) より

対話者間の移動を考えると 話者の領域に向かう移動は「来る」 それ以• 対話者間の移動を考えると、話者の領域に向かう移動は「来る」、それ以
外は「行く」で表される。対話相手の領域が対立的に考えられれば、当然
対話相手への移動は「行く」で表される。これが日本語の「行く／来る」の
区別である。区別である。
(24) 甲：きょう、君の研究室に行くよ。

乙：何時ごろ来るの？
これに対し、英語の移動動詞は、対話相手への移動と自分への移動とを
区別しない区別しない。
(25) a  I will come to your office tomorrow.

b When are you coming?
このことは、英語の come と go が融合型をなしていると考えれば説明が、英語 g 融合型をな る 考 れ 説明
つく。つまり、自分と相手とを同じ領域にいると扱い、その領域内の移動
は come で表し、その領域から外に出るときは go を使うわけである。この
場合、相手を意識しない独立型の場合は、自分の領域内への移動とそ
れ以外とは区別されると予測される (25)を独り言で言う場合は(26)のよれ以外とは区別されると予測される。(25)を独り言で言う場合は(26)のよ
うに go と（ママ）使うであろう。
(26)  I will go to his office tomorrow.
この点で中国語は英語型、朝鮮語は日本語型をなす。（pp. 138-139）語 英語 、朝鮮語 語 す pp



共感度の序列による
「来る」の分析

ここ S H その他• ここ>S>H>その他

• 「来る」は「ゴール>主語」でなければ使用できない。

を「 表す• xのホームベース(大江 1975)を「ウチ(x)」と表す。ウチ
(x)はxの自宅、勤務地、親族等。「ウチ(x)」はxと同じ
序列に位置するが xとの関係は必ず「x>ウチ(x)」序列に位置するが、xとの関係は必ず「x>ウチ(x)」。
*私が私のうちに来た

• 「H>その他」は文脈によってははっきりしない• 「H>その他」は文脈によってははっきりしない。
あした、お宅に業者が｛来る／行く｝と思います。

• ゴールと主語がともに「その他」の場合は 「視点の接• ゴ ルと主語がともに「その他」の場合は、「視点の接
近」(久野 1978)によって「来る」の使用が可能になる。
田中が山田のうちに｛来た／行った｝中 う ｛来 行 ｝



• 英語・中国語型(田窪 1990)は
ここ>S=H>その他

• 古代日本語はおそらく英語・中国語型。

いかなるをりにかあらむふみぞある まゐりこいかなるをりにかあらむふみぞある。まゐりこ
まほしけれど、つゝましくてなむ（蜻蛉日記）（
黒川 ）黒川 1905）
九州の一部、北陸方言なども。



昨日、留守の間に
田中がうちに来た

あ、田中が来た。 来年、またここに来たい。



田中がうちに来た。

 

ウチ(S)>その他 S>その他 ここ>S



古代語・敬語動詞における
視点中和

移動 存在移動 存在

中立 ゆく／く あり

謙譲 まゐる（出仕）／まかづ（退出） はべり

尊敬 おはす

金水 (2004) p. 187 より（修正）



おはす

おはす
（存在）

おはす
（移動） honorific

center

はべり

まゐる

はべり
（伺候）

まかづまゐる
（出仕）

まかづ
（退出）



現代語における視点中和現代語における視点中和

• 「いらっしゃる」は視点中和が弱まり、「来る」
の尊敬語になりつつある（水谷 2005)語 )

• 「まいります」は視点中和の効果が残っている
が これは現代敬語が聞き手中心になっていが、これは現代敬語が聞き手中心になってい
ることによる。

ただ ま参りました （ 来る）a. ただいま参りました。（＝来る）
b. 明日、お宅に参ります。（＝行く）
cf. 「敬語的人称」「絶対敬語から相対敬語へ
」（菊地 1994）」（菊地 1994）



テンス・アスペクト



浜田 (2001)浜田 (2001)
(1)物語がその時間性によ て 「発話部 前景部 背• (1)物語がその時間性によって、「発話部・前景部・背
景部・コメント部」の四層構造をなしていること (2) そ
れぞれの層が 図地という認知プロセスと関わっていれぞれの層が、図地という認知プロセスと関わってい
ること (3) 背景部はさらに、微視的なものと巨視的な
ものに分かれること (4) 四層構造の境界部を示す表ものに分かれる と ( ) 四層構造の境界部を示す表
現が存在していることを示し、日本語の叙述形式との
関連を論じた。（浜田 2001: 325）

• 「発話部・前景部・微視的背景」は本講義の「前景（的
知識）」に相当する。「巨視的背景」は「背景的知識」に
相当する メント部は 親スペ スの前景相当する。コメント部は、親スペースの前景。



物語の時間的展開のイメージ物語の時間的展開のイメージ

語りの場の時間

1 2 3 4 5 76

語りの場の時間

物語時間1

3 4 71 2

物語時間2
65

赤字：前景
青地 背景青地：背景



テンスと情報テンスと情報

• 金水 (2001) 
七分の一は循環小数だったね？数
答えは三番でした

背景的知識を入手した時点によって「た」を付背景的知識を入手した時点によって「た」を付
加する。

高 ( ) 東北方言• 高田 (2004) 東北方言

• 黒木 (2008) 平安時代語黒木 (2008) 平安時代語



田窪 (1993)田窪 (1993)

• 反事実的な解釈を受けやすい条件文は、次
の特徴を持つ。
(a) 前件に、「て-い」や状態動詞など、状態を
表す表現が来る表す表現が来る。
(b) 後件も、状態形が多い。
(c) 後件には 原則として「だろう」 「はずだ」(c) 後件には、原則として「だろう」、「はずだ」
、「と思う」などの推量の表現が来る。(p. 170)



（承前）（承前）

状態形の条件文が非現実と結びついているのはなぜ• 状態形の条件文が非現実と結びついているのはなぜ
かという問題を考えた。状態形自身が非現実性と結
びついているのではなく、状態形がすでに決定していび いているのではなく、状態形がすでに決定してい
る現実を指し、それを仮定するところに、反事実性が
生じることを示した。（中略）ただ、後件が日本語では、
「いまごろ」 「ところだ」のように 「いま」の時点の対「いまごろ」、「ところだ」のように、「いま」の時点の対
応物で表現しているのに、英語では、by now のよう
に、now より前の時点を問題にする。

((57) If you had arrived on time, we would have
finished by now.

君が時間通りに来ていたら、いまごろはとっく君が時間通りに来ていたら、いまごろはとっく
にすんでいるところだ。



（承前）（承前）

英語 反事実条件文 は 評価時より時制が• 英語の反事実条件文では、評価時より時制が一
つ前に設定されることになることなどを考え合わ
せると 日本語では 評価時の状況と照合してせると、日本語では、評価時の状況と照合して
いるのに対して、英語では、評価時以前の状況
と照合していると考えることができる これは 言と照合していると考えることができる。これは、言
い換えれば、状態で評価するか、動作、過程で
評価するかの違いと捉えることも可能で これま評価するかの違いと捉えることも可能で、これま
で、様々に言われていた「なる」言語である日本
語と「する」言語である英語の違いにつながる現語と「する」言語である英語の違いにつながる現
象の一つに数えられる可能性がある。(p. 181)



まとめ（省略）



付記付記

• 本講義のスライド、参考文献は、下記のサイ
トに掲載予定。載
http://skinsui.cocolog-nifty.com/linguistics/


