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指示詞の語彙化と束縛変項の用法について 
 

杉浦 滋子 
 
1.指示詞が用いられる指示性の低い用法 
 指示詞の機能は発話の場面における事物を言語の上で指し示すことであり、多くの言語

において、さらに文脈、あるいは知識の中の、観念的に統一体と捉えられるなにかを指し

示す用法がある。この機能を指示性と呼べるであろう。しかし、指示詞がこの意味での指

示性をもたない用法がある。本発表では、そのような指示詞の派生的な用法を対象とする。

まず日本語で例示する。 
(a)名詞の代用形として 
 指示詞が指し示すものは言語の上で名詞句によってあらわされる。そのため、指示詞に

言語的な先行詞がある場合、その先行詞は第一義的には名詞句である。しかし、文語にお

いては、(1)(2)のように指示詞を名詞の代用形として用いる。 
(1)母からの手紙と父からのそれを順番に読んだ。 
(2)心からの親切と見せかけのそれは簡単に区別できる。 
(b)束縛変項あるいは束縛変項を含む表現の代用形として 
 束縛変項とは、論理学において、ある変域の任意の値をとる要素（＝変項）で、量化詞

によって束縛される。この論理学上の束縛変項にあたるものが自然言語にも見られる。 
(3)子供達のうち、家から手紙が届いていた子供は、みなすぐにそれに対する返事を書き始

めた。 
(4)これらの国の中で、どの国がそこの労働者人口の 10％以上を外国人に依存しているでし

ょうか。 
(3)の例で、子供達のうち、家から手紙が届いていた子供は 3 人いたとする。とすると、

「家から手紙が届いていた子供 A,B,C」という集合と、「家から届いた手紙 L1,L2,L3」とい

う集合がある。そのとき、(3)の「それ」が何を指しているか、を考えて見ると、通常の指

示詞として「それ」が用いられているときのようにある特定の事物、例えば特定の手紙を

指しているのではない。そうではなく、「家から手紙が届いていた子供」という集合の任意

の要素 x に対して、「x に届いた手紙」という意味をあらわす。この x が束縛変項である。x
（ここでは「家から手紙が届いた子供」）の値は決まっておらず、「家から手紙が届いた子

供」という集合の要素であるということがわかっているのみである。x の値が決まっていな

いため、x に依存して決まる「x に届いた手紙」の値も決まっておらず、「家から届いた手

紙」という集合の要素である（＝「家から届いた手紙」という集合が x の変域である）こ

とがわかっているのみである。 



        
(c)関係節内の resumptive pronoun（再叙述的代名詞）として 
 日本語の関係節の内部には、意味の上で主名詞が占めるべき位置は通常空白である。し

かし、(5)(6)のように、そこに指示代名詞があらわれる場合が見られる。 
(5)彼がそれに似たものをなんとか作ろうとしたものの成功しなかったロダンの傑作 
(6)今ではそこに住もうという人もいなくなった侘しい安アパート 
(d)語彙化 
 (a)-(c)では、指示代名詞は通常の形でなにかを指示しているのではないが、文脈の中の言

語形式との関係を持っている。それに対し、(7)(8)のように文脈への言及がまったくない場

合は語彙化が起こっている。 
(7a)それでは（別れの挨拶）、それはそうと、それから 
  b)「遠いでしょう？」「いえ、｛それほど⁄そんなに⁄そこまで｝遠くはありません。」 
(8)あれこれ、そこここ、あちこち 

 ただし、「その他
た

」「その後
ご

」の場合には、文脈の中で「その」が指示するものが想定で

きるが、「この他
た

」「あの後
ご

」という形式が許されないので、語彙化していると見るべきで

あろう。そのため、形式の面で、統語的に生産的な方法で生成されない場合も語彙化して

いると言うことにする。1 
 以上、名詞の性格をもっている指示詞について述べたが、形容詞や副詞の性格をもつ指

示詞もあり、これらも指示性の低い用法をもつ。形容詞の性格をもつ指示詞は、名詞を修

飾することによって名詞句全体を束縛変項とすることができる(9)(10)。また、文語では、

resumptive pronoun の属格として機能することがある(11)。2 
(9)どの学生も、その学生にいちばん専門分野が近い教員が指導している。 
(10)どの学生が その学生の指導教員の家の近くに住んでるの？  
(11)私がその名前を忘れてしまったお客さん 
 また、形容詞・副詞の性格をもつ指示詞も語彙化する。 
(12)そうだ！、そうして（そして） 
(13)そんなこんなで、ああだこうだ、そうこうするうちに 
 

                                                  
1 指示するものがあるとしても漠然としている場合も多いので、指示性の点でも低くなる方

向へ移行していると言える。 
2 「そ」のみで指示詞としての機能を持っていた時代の用法の化石化であろう。 



2 テキストの結束性に関わる.語彙化 
 前節で語彙化に触れたが、 語彙化とテキストとの関わりについて考察してみる。 
 指示詞は文脈指示においても使われる。その場合基本的には先行文脈のなかのなにかを

指示するので、指示詞を使うことでテキストの結束性に寄与することになる。このように、

先行文脈に登場するなにかを指示することで結果的に結束性を高めるという段階から、よ

り直接的に先行文脈と後続文脈との関係を表わす段階へと移行する。「そして」を例にとる

と、語彙化以前には「そうして」という形で、「そうする」が先行文脈にあらわれる動作を

指していたであろう。しかし、使用されるうちに、先行文脈にあらわれるなにかを指示す

るというよりは先行文脈と後続文脈の間の時間的関係をあらわすと再分析され、形式の面

でも「そして」と変化した、と考えられる。 
 さらに興味深いのは、共時的に指示代名詞を伴う形式と伴わない形式がほぼ同じ意味を

持ちつつ平行して存在することである。（なお、(14m)を見ると、先行文脈が必ずしも言語

的なものでなくともよいことがわかる。） 
(14a)｛それなのに/なのに｝ ちっとも 勉強しない。 

b)｛それなら/なら｝ 向こうで待ち合わせましょう。 
c)｛そうだとしたら/だとしたら｝ かなり困ったことになる。 
d)｛そうだとすると/だとすると｝ かなり困ったことになる。 
e)｛それで/で｝ あなたはどうしたいの。 
f)｛それでは/では｝ 細かいことは後で詰めることにしますか。 
g)それはあげられないけど ｛その代わりに/代わりに｝ こっちを貸してあげる。 
h)｛その挙句に/挙句に｝ 勘定はこちらで持たされた。 
i)買物に行くなら ｛そのついでに/ついでに｝ これを投函してきて。 
j)｛そのほかに/ほかに｝ 買ってくるものはありますか。 
k)｛その結果/結果｝ 交渉は決裂した。 
l)（相手の言ったことに対して）｛そうでしょう/でしょう｝？ 

m)（相手の行動に対して）｛そうはさせるか/させるか｝！ 
 初は指示代名詞を伴う形で語彙化し、その後指示代名詞が脱落した形式へと変化した

ものと思われる。次のような形式についても、指示代名詞があらわれる形式を想定すると、

文法化の過程がより明確に想定できる。3 
(15a)従って 人口の増減はこのようなカーブを描くと考えられる。 

b)つきましては 以下のような手順で進めたいと思います。 
c)よって、A とＢは等しい。 

 
3 指示性の低い用法で用いられる形式 

形式が変化したり（「それでは」→「そいじゃあ」「そんじゃあ」「ほんじゃ」）語彙化す

                                                  
3 通時的に指示代名詞を含む形式が実際あったと主張しているのではない。 



るのはソ系列に限られるという指摘は三上(1970)に見られる（もっとも(13)に見るように指

示詞が対で語彙化する場合にはソ系列以外も語彙化するので、単独で語彙化する場合のこ

とである）。4それではなぜソ系列だけにこのようなことが起こるのだろうか。Sugiura 1995
では、(16)のヒエラルキーに基づき、(17)の規則が働くため、と提案した。なお、(16d)と(16e)
では前者の方が優先されるため、指示詞に中称がなく遠・近しかない言語においては遠称

＜近称となり、遠・中・近称をもつ言語においては中称が も指示性が低くなるとした。 

(16)指示性のヒエラルキー(Sugiura 1995)  
a.単数＜複数 
b.中性＜男性＜女性 
c.非人間＜人間 
d.非近接＜近接 
e.非遠方＜遠方 

(17)指示性の低い用法においては、利用可能な形式の中で、 も指示性の低い形式が選ばれ

る。 
 これは、英語(18)、フランス語(19)、ドイツ語(20)のような言語の現象も併せて説明しよ

うとしたものである。(18a)(20a)は名詞の代用形の例、(18b)(19a)は束縛変項の例、(19b)(19c)
の y,(20b)(20c)は語彙化の例、(18c)(18d)(19c)の il,(19d)(20d)は日本語で例示しなかったが、

意味役割としては存在しないが統語的に名詞句が要求される場合にあらわれる虚辞の例で

ある。(20e)は虚辞とは異なり、具体的に言及する必要性がない場合に代替的に用いられる

用法である。 
(18a) my   own  feelings and those      of    my  mother  
   私の 自身の 感情  と 遠方複数指示詞 前置詞 私の 母 
   「私自身の感情と私の母のそれ」 

b) Every   student has   a         mentor   specializing    in  
すべての 学生  持つ ひとりの 指導教員 専門としている 前置詞  
that                student’s field. 
遠方単数指示形容詞 学生の  分野 

「どの学生にも、その学生の分野を専門とする指導教員がついている。」 
c) There                         is         a       nice  museum  

遠方場所指示名詞＋前置詞 存在動詞 ひとつの よい 博物館  
in our town. 
前置詞 我々の 町 

「うちの町にはよい博物館がある。」 

                                                  
4ただし、「このあいだ」（→「こないだ」）、「この前」、「この度

たび

」などにおいても語彙化は見

られるので、ソ系列に限るとは言い切れない。しかし、コ系列の語彙化においては発話時

への言及が失われることはないので、ソ系列との区別は可能である。 



d) It                      surprised  me   that     they   came. 
三人称非人間単数代名詞 驚かせた 私を 補文標識 彼ら 来た  

「彼らが来たことが私を驚かせた。」 
(19a) Je  vous    suivrai         là             où           vous    irez. 

私 あなた 従うだろう 遠方場所指示詞 場所関係代名詞 あなた 行くだろう 
「私はあなたの行くところについて行きます。」 

b) être        là 
存在する 遠方場所指示詞 

「在宅している」 
c) Il                          y                  a    un      Dieu. 

三人称男性単数代名詞 遠隔場所指示詞＋前置詞 持つ ひとつの 神 
「神は存在する。」 
d) Il                    arrive      tous   les   jours des touristes. 
三人称男性単数代名詞 到着する すべて 冠詞 日  観光客 

「毎日観光客が到着する。」 
(20a) mein Motorrad   und  das           meines Freundes 

私の オートバイ と 遠方事物指示詞 私の 友達の 
「私のオートバイと友人のそれ（オートバイ）」 
b) Ist        noch etwas     Tee    da? 

存在動詞 まだ いくらか お茶 遠方場所指示詞＋前置詞 
「まだいくらかお茶が残っていますか？」 
c) Da                     ich Kopfschmerzen hatte, blieb   ich zu    Hause. 
遠方場所指示詞＋前置詞 私 頭痛          持つ 残る 私 前置詞 家 

「私は頭痛がしたので、家にいた」 
d) Es                      donnerte  die  ganze  Nacht.5 

三人称非人間単数代名詞 雷が鳴る 冠詞 全部の 夜 
「夜通し雷が鳴った。」 

e) Es                     wurde        den  ganzen Tag  getanzt. 
三人称非人間単数代名詞 存在動詞過去 冠詞 全部の 日 踊る（過去分詞） 
「終日ダンスが行なわれた。」 

しかし、(16)は次の二点で不十分である。 
(i)代名詞と指示詞を区別していない。 
(ii)言語によっては近称・中称・遠称の三つが認められていても、指示性の低い用法におい

て用いられるのは中称ではなく遠称である（トルコ語、スペイン語）。 
 (i)に関しては、(21)(22)に見るように、文脈指示の指示代名詞と代名詞の機能は重なるし、

                                                  
5 口語では、es の代わりに遠方指示名詞 das を用いることができる。 



言語の通時的な変化の中で、指示詞が代名詞に変化した事例もいくつか知られている。 
(21)佐藤君て覚えてる？ 彼⁄あの人 いまロンドンにいるんだって。 
(22)（遠くに見える人に初めて言及して）HE’s        up     early. 
                  彼（強勢） 存在動詞 起きている 早く 
  「あの人早起きだな」 
しかし、(18b)で見たように英語では指示形容詞が名詞を修飾して束縛変項として機能する

名詞句を形成することはできても、(26)で見るように指示名詞がそれ自身束縛変項として機

能する名詞句となることはできず、代名詞が用いられる。 
(23)Every    box has    a         label   showing     

すべての 箱 持つ ひとつの ラベル 見せている  
what  is         in       it⁄*that. 
何   存在動詞 前置詞 三人称非人間代名詞⁄遠方指示名詞 

「どの箱にも、その箱の中に何が入っているか書いてあるラベルがついている。」 
 このため、(16)に次の項を加えることが必要となる。また、(16f)により、英語・フランス

語・ドイツ語の虚辞として用いられる形式が正しく予測できる。（(18c)で there が用いられ

ることには更なる説明が必要。） 
(16)f.代名詞＜指示名詞 
 日本語の「彼」「彼女」が代名詞であるとすると、(16f)に照らして束縛変項として機能し

ないことを説明する必要があるが、より指示性の低い「自分」という形式があるからと説

明できる。 
(24)どの院生も ｛自分⁄*彼（彼女）｝が書いた論文に自信を持っている。 
 (ii)に関しては、指示性の低い用法において言語によって中称（日本語）もしくは遠称（ト

ルコ語、スペイン語）が選ばれるかの違いはあっても、今回考察の対象とした中には近称

が選ばれる言語はないので、その範囲では(16d)は修正しなくてよいと思われる。その上で

日本語と例えばトルコ語の違いは、それぞれの言語の指示詞に特有な性質に還元する方向

で考えていくべきではないか。具体的には、トルコ語においては şu は「対象を談話へ新規

導入する」という、指示詞本来の性質と異なる性質をもつため、指示詞のヒエラルキーか

ら除外される、というように考えることができる。 
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