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ひとりごととはひとりごととはひとりごととはひとりごととはひとりごととはひとりごととはひとりごととはひとりごととは        

�� ひとはひとは無意識無意識のうちにひとりごとをのうちにひとりごとを言言っているっている。。  

�� あまりひとりごとをあまりひとりごとを言言っていないつもりでもっていないつもりでも観観
察察してみるとしてみると案外頻繁案外頻繁にひとりごとをにひとりごとを言言っていってい
ることがあるることがある。。  

�� 言語言語のの基本基本ははコミュニケーションコミュニケーションといわれるといわれる
がが、、ひとりごとはひとりごとはコミュニケーションコミュニケーションのの役割役割をを
果果たしていないたしていない。。  

�� ひとりごとはなぜひとりごとはなぜ存在存在しし、、どんなどんな役割役割をを果果たしたし
ているのかているのか。。  
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ひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとの種類種類種類種類種類種類種類種類        

�� （（１１））不特定不特定のの聞聞きき手手・・読読みみ手手をを予測予測したものしたもの。。
TwitterTwitter, , ブログブログ  

�� （（22））聞聞きき手手ではないがではないが、、人間人間にに向向かってのかっての反応反応。。テテ
レビレビにに映映っているっている人人にに向向かってのかっての発言発言。。  

�� （（３３））聞聞きき手手ではないがではないが、、あるある程度人間性程度人間性をを感感じるこじるこ
とのとの出来出来るる機械機械などのなどの動動きにきに対対するする反応反応。。  

プリンタプリンタのの誤作動誤作動にに対対してして：「：「ええかげんにせえやええかげんにせえや」」  

このようなこのような場合場合にはひとりごとのにはひとりごとのプロトタイププロトタイプからから少少々々
逸脱逸脱しているのでしているので、、考察考察のの対象対象からはずすからはずす。。  

  （（４４））純粋純粋にに聞聞きき手手をを想定想定していないひとりごとしていないひとりごと。。  
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ひとりごとをひとりごとをひとりごとをひとりごとをひとりごとをひとりごとをひとりごとをひとりごとを許容許容許容許容許容許容許容許容するするするするするするするする言語言語言語言語言語言語言語言語とととととととと        
しないしないしないしないしないしないしないしない言語言語言語言語言語言語言語言語        

�� 化粧化粧がが決決まったときにまったときに鏡鏡をを見見てて何何かいうかかいうか。。  

�� 日本人女性日本人女性：：よっしゃよっしゃ。。    

��                   よしよし。。  

�� 中国人女性中国人女性：：ジェスチャージェスチャー((人差人差しし指指とと中指中指をを
立立てるてるVV字字のの手手))、、或或いはいは、「、「好好。」（。」（HAOHAO））とと言言

うう。。  

�� アメリカアメリカ人女性人女性：：思思ってもっても何何もいわないもいわない。。  

�� ロシアロシア人女性人女性：：思思ってもっても何何もいわないもいわない。。  
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ひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのデータデータデータデータデータデータデータデータ日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語とととととととと中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語II        

�� いただきますいただきます。。  
�� 我我      开开    动动      了了..  
      WoWo    KaiKai    Dong LeDong Le..  

        私私  始始めるめる  動動くく  助詞助詞  
�� ただいまただいま  
�� 我我    回回      来来      了了..  
      WoWo  HuiHui    LaiLai    LeLe..  

      私私  帰帰るる  来来るる  助詞助詞  
�� ～～がないじゃないかがないじゃないか  
�� いわないいわない((中国語中国語))  
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ひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのデータデータデータデータデータデータデータデータ日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語とととととととと中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語IIII        

�� ～～ちゃんちゃん可愛可愛いないな  

��   ～～好好        可可  爱爱      啊啊!!  

      ～～HaoHao      KeKe  Ai Ai     aa!!  

    ～～とてもとても  かわいいかわいい  感嘆助詞感嘆助詞  

�� 〜〜  好好  帅帅    啊啊!!  

    HaoHao33  shuaishuai44    aa  

    とてもとても  格好格好いいいい    EMPEMP  

  ““格好格好いいいい〜〜！！！！””  

  （（例例えばえばジョニージョニー••デップデップのの映画映画をを見見ながらながら。。。。。。））    
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ひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのデータデータデータデータデータデータデータデータ日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語とととととととと中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語IIIIII        

�� 暑暑いい  
�� 好好        热热!!  
            HaoHao      ReRe!!  

    とてもとても  暑暑いい  
�� ははーー、、ふふーー  
�� 言言わないわない((中国語中国語))  

�� 扇風機扇風機がほしいがほしい  
�� 好好          想想          要要        电电扇扇!!  
    HaoHao      XiangXiang    YaoYao      DianShanDianShan..  

              とてもとても  思思うう  ほしいほしい  扇風機扇風機  
�� これじゃないよこれじゃないよ  
�� 不不  是是  这这个个  啊啊..  
        Bu Shi Bu Shi ZheGeZheGe  AA  

                違違うう    これこれ  助詞助詞  
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ひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのデータデータデータデータデータデータデータデータ日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語とととととととと中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語IVIV        

�� ((明日明日はは○○○○をすることにしてをすることにして))今日今日はは～～をしようをしよう  
��   今今    天天      做做  ~ ~ 吧吧..  
            Jin Jin tiantian  ZuoZuo  ~ ~ BaBa  

            今日今日    するする  助詞助詞  
�� よいしょよいしょ  
�� 言言わないわない((中国語中国語))  

�� しあわせしあわせーー  
�� 好好      幸福幸福      啊啊!!  
          HaoHao      XingFuXingFu      AA!!  

    とてもとても  幸幸せせ    感嘆助詞感嘆助詞  
�� 思思ったよりったより涼涼しいしい  
��   没没          那那么么          热热      啊啊..  
              MeiMei        Na Me    Re Na Me    Re     AA  

    ないない  そんなにそんなに  暑暑いい  感嘆助詞感嘆助詞  
                    そんなにそんなに暑暑くないねくないね。。  
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ひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのデータデータデータデータデータデータデータデータ日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語とととととととと中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語VV        

�� 今日今日ははラッキーラッキーかもかも  

��   今天今天  应该应该      会会    走走    运运!!  

        JintianJintian  YinggaiYinggai    HuiHui        ZouZou    YunYun!!  

  今日今日  はずはず  にに違違いないいない  走走るる  運運  

�� いらんかいらんか((雨雨がやんできたがやんできた状況状況でかさについてでかさについて))  

��   不不    用用    哦哦!!  

          BuBu    Yong Yong   oo!!                                                          

ないない  使使うう  助詞助詞  
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ひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのデータデータデータデータデータデータデータデータ日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語日本語とととととととと中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語中国語VIVI        

�� （（電話電話かけてるけどかけてるけど向向こうはなかなかこうはなかなか出出ないない））  
      怎怎么么  还还  不不  接接  电话电话。。。。。。  
  zenzen33meme  haihai22  bubu44  jiejie11  diandian44huahua44  
  なんでなんで  まだまだ  NEGNEG  出出るる  電話電話  

  ““何何でで電話電話にに出出ないのよないのよ。。。。。。””  

�� （（くたくたでくたくたで帰宅帰宅したした時時））  
  累累  死死  了了。。  
  LeiLei44  sisi33  lele    
  疲疲れたれた  死死ぬぬ  ASPASP  

  ““疲疲れたぁれたぁ〜〜〜〜””  
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ひとりごとでひとりごとでひとりごとでひとりごとでひとりごとでひとりごとでひとりごとでひとりごとで落落落落落落落落ちるちるちるちるちるちるちるちる表現表現表現表現表現表現表現表現        

�� ああ、、そうだそうだ、、明日明日はは休休みだったみだった。（。（鈴木睦鈴木睦））  
�� ＊＊ああ、、そうだそうだ、、明日明日はは休休みだったわみだったわ。（。（女女ことばことば））  
�� ＊＊ああ、、そうだそうだ、、明日明日はは休休みでしたわみでしたわ。（。（敬語敬語＋＋女女ことこと

ばば））  
�� ＊＊ああ、、そうだそうだ、、明日明日はは休休みでしたよみでしたよ。（。（敬語敬語＋＋終助終助

詞詞））  
�� ＊＊ああ、、そうだそうだ、、明日明日はは休休みよねみよね。（。（終助詞終助詞））  
�� 中国語中国語    对对了了,,    明天明天  休息休息..  
                DuileDuile,,  MingtianMingtian  XiuxiXiuxi..  

                そうだそうだ、、    明日明日  休休むむ  
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�� 誰誰かか留守留守のの間間にに来来たかもしれないたかもしれない。（。（ひとりごひとりご
とと可能可能））  

�� 誰誰かか留守留守のの間間にに来来たかもしれなかったたかもしれなかった。（。（ひとひと
りごとりごと不可能不可能））  

�� ああ、、そうだそうだ、、誰誰かか留守留守のの間間にに来来たのかもしれたのかもしれ
なかったなかった。（。（ひとりごとひとりごと可能可能））  
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ひとりごととひとりごととひとりごととひとりごととひとりごととひとりごととひとりごととひとりごととモダリティモダリティモダリティモダリティモダリティモダリティモダリティモダリティのののののののの関係関係関係関係関係関係関係関係        

�� 文文＝＝命題命題++モダリティモダリティ  

�� 文文はは出来事出来事やや命題命題をを伝伝えるだけではなくえるだけではなく、、話話
者者・・著者著者のの出来事出来事やや命題命題にに対対するする態度態度をを表表
すす。。このこの態度態度のことをのことをモダリティモダリティというという。。  

�� モダリティモダリティにはには許可許可、、強制強制、、禁止禁止などをなどを表表すす
根源的根源的モダリティモダリティとと可能性可能性をを表表すす認識的認識的モダモダ
リティリティのの22つがつが通常区別通常区別されるされる。。  
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徴候徴候徴候徴候徴候徴候徴候徴候からからからからからからからから推測推測推測推測推測推測推測推測したしたしたしたしたしたしたしたモーダリティモーダリティモーダリティモーダリティモーダリティモーダリティモーダリティモーダリティ        

�� 非過去形非過去形ではでは対話対話でもでも独話独話でもでも用用いることがいることが出来出来るる。。  
�� 泥棒泥棒はは裏口裏口からから侵入侵入したらしいしたらしい。。  
�� 泥棒泥棒はは裏口裏口からから侵入侵入したようだしたようだ。。  
�� 「「たた」」形形になるとになると対話対話のみでのみで使用可能使用可能。。  
�� 泥棒泥棒はは裏口裏口からから侵入侵入したらしかったしたらしかった。。  
�� ＊＊ああ、、そうだそうだ、、泥棒泥棒はは裏口裏口からから侵入侵入したらしかったしたらしかった。。  
�� ああ、、そうだそうだ、、泥棒泥棒はは裏口裏口からから侵入侵入したらしかったんだしたらしかったんだ。。  
�� 泥棒泥棒はは裏口裏口からから侵入侵入したようだったしたようだった。。  
�� ああ、、そうだそうだ、、泥棒泥棒はは裏口裏口からから侵入侵入したようだったしたようだった。。  
�� ああ、、そうだそうだ、、泥棒泥棒はは裏口裏口からから侵入侵入したようだったんだしたようだったんだ。。  
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ひとりごとでいえないひとりごとでいえないひとりごとでいえないひとりごとでいえないひとりごとでいえないひとりごとでいえないひとりごとでいえないひとりごとでいえないモーダリティモーダリティモーダリティモーダリティモーダリティモーダリティモーダリティモーダリティ表現表現表現表現表現表現表現表現        

�� ＊＊明日明日はは学校学校にに行行くつもりだくつもりだ。。  

�� ああ、、そうだそうだ、、明日明日はは学校学校にに行行くつもりだったくつもりだった。。  

�� ＊＊明日明日はは休休みのはずだみのはずだ。。  

�� ああ、、そうだそうだ、、明日明日はは休休みのはずだったみのはずだった。。  

�� 「「つもりつもり」」とと「「はずはず」」はすでにわかっていることはすでにわかっていること
をを示示すす。。  
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ひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとのひとりごとの条件条件条件条件条件条件条件条件        

�� そのその場場でで気気がついたことでなければならないがついたことでなければならない。。  

�� 前前からわかっていることはひとりごとでからわかっていることはひとりごとで言言えなえな
いい。。  

�� 聞聞きき手手をを意識意識したした表現表現（（終助詞終助詞、、敬語敬語、、女女ことこと
ばなどばなど））はは出出すことがすことが出来出来ないない。。  
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遂行文遂行文遂行文遂行文遂行文遂行文遂行文遂行文とのとのとのとのとのとのとのとの違違違違違違違違いいいいいいいい        

�� 発言発言によりにより事態事態がが成立成立するわけではないするわけではない。。  

�� 遂行文遂行文はは誰誰もいないところでもいないところで発話発話されてもされても効効
力力をを持持たないとたないと考考えられるえられる。。  
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MirativityMirativityとのとのとのとのとのとのとのとの関係関係関係関係関係関係関係関係        

�� DeLanceyDeLancey, , Scott Scott ((20012001) ) ““The The mirativemirative  and and 

evidentialityevidentiality,,””  Journal of Pragmatics Journal of Pragmatics 3333, , 369369--382382..  

�� The term The term ‘‘mirativitymirativity’’  refers to the linguistic refers to the linguistic 

marking of  an utterance as conveying marking of  an utterance as conveying 

information which is new or unexpected to the information which is new or unexpected to the 

speakerspeaker. .   
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LhasaLhasa  TibetanTibetan        

�� AA. . nganga--rr      debdeb    de de yodyod  
            II--LOC book that existLOC book that exist  

          ‘‘I have that bookI have that book..’’  
In answer to someone asking me whether I own a particular bookIn answer to someone asking me whether I own a particular book, , 
even if I have not seen my own copy in yearseven if I have not seen my own copy in years..  

bb. . nganga--rr  debdeb  de de ‘‘dugdug  
        ‘‘idemidem..’’  
What I would say ifWhat I would say if, , after having sincerely said to my interlocutor after having sincerely said to my interlocutor 
that I did not have the bookthat I did not have the book, , I returned home and found it on I returned home and found it on 
my shelfmy shelf..  

MirativityMirativityはは基本的基本的にに対話対話でで用用いられるいられる。。  
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眼前描写眼前描写眼前描写眼前描写眼前描写眼前描写眼前描写眼前描写のののののののの現象描写文現象描写文現象描写文現象描写文現象描写文現象描写文現象描写文現象描写文        

�� 仁田義雄仁田義雄((１９９１１９９１））『『日本語日本語ののモダリティモダリティとと人人

称称』』  ひつじひつじ書房書房  

�� わあわあーー、、空空がとてもがとても青青いい。。  

�� 見見てみなてみな、、波波がが荒荒いよいよ。。  

�� おおーーいい、、山山のの端端がまっかだがまっかだ。。  

�� 本多啓本多啓((to appearto appear) ) 「「共同注意共同注意とと間主観性間主観性」「」「ひひ

つじつじ現代現代のの意味論講座意味論講座ーー新新しいしい意味研究意味研究のの
地平第地平第５５巻主観性巻主観性とと主体性主体性」」  
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日英語日英語日英語日英語日英語日英語日英語日英語におけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおける自動詞自動詞自動詞自動詞自動詞自動詞自動詞自動詞・・・・・・・・他動詞他動詞他動詞他動詞他動詞他動詞他動詞他動詞        

  

�� AlfonsoAlfonso  

�� situations which involve some sudden situations which involve some sudden 

cognizance of a fact and the spontaneous cognizance of a fact and the spontaneous 

reaction to it reaction to it   

�� ああ、、かかったかかった。。  

�� HeHe’’s caught ones caught one..  

�� HeHe’’s got ones got one..  
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HindsHinds        

�� HindsHinds, , John John ((19861986) ) Situation vsSituation vs. . Person FocusPerson Focus..  くろしくろしおお出出
版版  

�� あらあら、、ミルクミルクがこぼれたがこぼれた。。((赤赤んん坊坊ががミルクミルクをこぼしたをこぼした
ときとき))  （（ひとりごとひとりごと可能可能））  

�� OhOh, , nono, , she spilled the milkshe spilled the milk..（（ひとりごとではひとりごとではOhOh, , nono!!のの
みみ））  

�� ああ、、こぼれちゃったこぼれちゃった。。  

�� OhOh, , I spilled itI spilled it..  

�� ああ、、割割れちゃったわれちゃったわ。。  

�� OhOh, , nono, , I broke itI broke it..  
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