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第 13 章

言語使用のダイナミクスと用法基盤モデル

アルタ語の文法、 相互行為、 文化からみる位置保持詞の役割

木本幸憲

1. はじめに

我々の言語を運用するにあたって必要な言語知識とはどのようなもので構

成されているだろうか。 もちろん、 音声・音韻のほか、 形態論、 構文的知識

も欠かせない。 しかし、 語彙やより複合的な表現は、 開いたクラスをなす点

で、 言語知識の大きな領域を占める。 母語話者は、 新しい社会集団や組織に

属し、 多様な社会集団に接触するたびに、 新たな語彙やより複合的な表現を

身につける。 また時代が変化するにつれて、 それに応じた新たな語彙を適応

的に覚えていかなければならない。

しかしたとえ豊富に語彙を身につけたとしても、 それが必ずしもあらゆる

場面で発揮されるとは限らない。 実際の言語使用では、 我々は、 思い出せな

い表現がある場合、 うまくいっていないことを何らかの言語的、 非言語的手

段で表出する場合もあれば、 別の語でもってその概念を代替的に表し、 会話

をうまく前に進めるように努力する場合もある。 本章では、 このような、 会

話における非流暢な場面における言語的ストラテジーを問題とする。

例えば日本語では、 以下のような例が観察される。

( 1 )  でもその前には：： （0.6) あの： （0.5) あれがあったんですよ あの： （1.0) 

ええ：：：：：： とね，割とあの (1.0) なんてゆうんですか音楽番組とか．

(Hayashi and Yoon 2006: 48臼87；表記は簡略化）
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この発話は、 1980年代に日本の若者の間でどのようなテレビ番組が流行っ

たかを語っている場面である。 ここでは、 頻繁に発生している発話途中の間

や音の引き延ばしがあることで、 ある語を思い出すのに困難さを覚えている

ことが分かる。 また言語的デバイスとして、「あの：」という表現や、「あれ

があったんですよ」と、 指示詞 「あの／あれ」を用いていることも、 話者が

そのような状況に陥っていることを示すものである。

これと極めて類似した現象が、 今回の分析対象、 アルタ語（オ ー ストロネ

シア、 フィリピン）にもある（この言語の概観は次節参照）。

(2 ) sakay =di:::: (0.4) i-wa ta:: dut. i-lutu=di. 1 

and =3PL.GEN TR-wa OBL.INDF firewood TR-cook=2PL.GEN 

「そして（鍋を）火にあれする。 調理する。」 (arta0114) 

ここでも、 （1)の日本語の例と同様に、 音の引き延ばし (di::::, ta:：)や、 0.4秒

の間が生じているため、 この言語を理解できる人であれば、 話者は該当する

語や表現が思い出せないことが分かる。 そしてそのタイミングで wa という

形式が形態論的に←という他動詞接辞、 統語的に斜格句 (ta dut「火に」）と

いう句を従えて、「火にあれする」とでもいうべき 表現を作りあげている。

結局それは i-lutu「調理する、火に掛ける」という語で置き換わっているが、

それに先行して iwa 「火にあれする」という形式をもちいることで、 火に関

する人間の動作を表す表現が思い出せていないことが分かる。

本章ではアルタ語の wa の記述を通じて、 我々が適切に言語化できないよ

うな場合にどのような行為を行っているのか、 またどのような言語的 ・ 非言

語的な記号がその行為の目的で用いられているのかを明らかにする。 そもそ

も母語話者たちは、「理想的な話し手・聞き手」ではあり得ず、 実際の言語

使用においては発話のエラーなどがしばしば観察される 2。 しかしそのよう

な発話のエラーをパックアップする言語的技能を身につけているため、 我々

はさまざまな非流暢さを克服しながら 会話を前に進めていくことをみてい

く。 この分析を通して、 本章で扱うような会話のストラテジ ーに関わる言語

的デバイスは、 伝統的な理論言語学が扱ってきたような文法現象にも増して
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用法基盤モデルが取り扱うぺき重要性を持っていることを主張する。

2節では、 分析の枠組みと分析対象であるアルタ語の概要を示し、 3節で

は、 アルタ語の当該形式の中心的用法である「位置保持詞用法」(placeholder

use) について記述を行う。 4節では位置保持詞用法以外の用法について観察

を行い、 4節の最後で、 位置保持詞用法とそれ以外の用法の間の関係をネッ

トワ ー クとして記述する。5節では、以上のアルタ語の位置保持詞の記述が、

用法基盤モデルに対してどのような知見を提供できるかについて議論を行

う。

2. 分析の枠組みと分析対象

2.1 先行研究と分析の枠組み

話者が特定の語や表現を思い出せなかったり、 言い方に迷いが生じたりと

いうような言語産出におけるトラプルを経験した場合、 我々はどのような方

略を駆使してその問題に対処しているのだろうか。 一般にそのような状況で

は、 以下のような外在化が観察されると言われている。

• 音の引き延ばし (sound stretch) 、 途切れ(cut-off)

・ 沈黙 (silence)

・ ためらいの間投詞(interjective hesitator) 

ー非語彙的 (uh, uhm) 

ー指示詞、 疑問詞などの語彙的要素

ーゆる＜談話標識と呼ばれるもの(y'kno四， like)

・ 位置保持詞(placeholder)

(Fox 2010: i) 

まず非言語的な側面として、 音の伸ばしや言いかけた語を途中で止めたりす

る現象が観察される他、 発話途中での空白ないし間が観察される。 これはあ

る言語表現にかぶさるようにして観察される特徴である点で、 おそらくどの

言語でも観察される特徴である。 一方で、 個別言語によって異なる言語的な
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デパイス が用いられることで、 言語化の困難さが聞き手にとって理解可能に

なる場合も ある。 その代表例 が、 いわゆる ためらいの間投詞 (interjective

hesitator) や、 位置保持詞 (placeholder) などの形式を用いることである。Ha

yashi and Yoon (2006) によると、 ためらいの間投詞と位置保持詞とは以下の

点で異なる。これは後にwaの特徴を捉える際に重要となるため表1でまと

めるものを参照されたい。

表1 位置保持詞とためらいの間投詞の特徴 (Hayashi and Yoon (2006)より）

位置保持詞 ためらいの間投詞

統語スロット 占める 占めない
（どこでも生起しうる）

指示性 あり（ある指示対象に聞き手の なし
関心を向ける） （単に発話産出のためらいを示す）

発話の進行性 発話を一歩先に進める 発話を産出を遅延させる

タ ー ゲット語 品詞が一致 品詞が不一致
との関係 （置き換えとして機能） （置き換えとは理解されない）

まず、 位置保持詞は、 ある統語スロットを占め、 特定の構文の一成分として

機能する。一 方、 ためらいの間投詞は、 間投詞 (interjective) という語が示

すように、 周囲の語と共に特定の統語フレ ー ムの中で機能を果たすことはな

い。 むしろどの位置にも生起しうる (ibid.: 500,507)。次に、 位置保持詞はた

めらいの間投詞とは異なり、 特定の統語位置を占めることで、 （極めて抽象

的ではある が ） ある概念を指示することで、 ある対象に聞き手の注意を向け

るのに寄与する (ibid.: 500)。（1) の場合には、「あれがあったんですよ （．．． ）

音楽番組とか」と「あれ」を用いることによって、 当該発話が以前存在した

何かについて話していることを理解可能にしている。さらにこの特性はいわ

ゆる発話の進行性にも寄与する。位置保持詞はある統語フレ ー ムの内部に用

いられ、 あるものを抽象的に示す発話を行うことで、 当該発話は一応の完結

ないし前進をみる。ためらいの間投詞によって、 発話が停滞ないし遅延する

のとは対照的である。実際に 例(1)では、「あれがあったんですよ」と言うこ
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とで、 内容の不完全性にもかかわらず、 主語と述語からなる文のユニットが

作られ、 過去にあるものが存在したのだという情報を提供する発話行為を完

結させている。最後の特徴として彼らが挙げているのは思い出すべきター ゲ

ット語との関係である。ある言葉探しの結果、 あるタ ー ゲット語が産出され

た場合、 位置保持詞の場合には、 その両者の品詞が一致することで、 位置保

持詞がター ゲット語の置き換えであったと理解できるのに対し、 ためらいの

間投詞の場合には、 基本的に両品詞が一致せず、 置き換えであるとは理解さ

れない (ibid.：512)3
0 

2.2 分析対象

アルク語は、 フィリピンのルソン島で話されている言語で、 現在話者数は

9-11人、 消滅の危機に瀕する言語である。話者はみずからを「アルタ、 エ

ディロッド」などと呼ぶ。フィリピンでは、 タガログ語、 イロカノ語などを

話す人々が大多数を占めるが、 一部の集団は、 肌が黒く、 髪が細かい縮れ毛

で、 低身長という身体的特徴を持つ。彼らはフィリビン ・ ネグリート(Phil

ippine Negrito) と呼ばれ、 フィリピンの豊かな自然環境を背景にして伝統的

に狩猟採集の生活を送ってきた。アルタ人はその中の一部族で、 ルソン島北

部のキリノ州やオ ー ロラ州の幾つかのネグリ ートコミュニティに散発的に暮

らしている。

アルタ語は言語的には、 他のフィリピンの言語と同じくオーストロネシア

語族のマラヨ ・ ポリネシア語派に属し、 イロカノ語、 ポントック語などと共

に、 北部ルソン語群を構成する (Reid1989, Kimoto 2017)。アルタ語は／a, i, 

u,e,o,:i/ の6 母音と、Ip, b, t, d, k, g, m, n, IJ, s, h, ?, 1, r, j, w/の16子音を持つ。

母音には長短の区別が存在する。本章では基本的に音素表記用いる が、!jl

はyで、 長母音はコロン（：）で示すこととする。

語順は節内ではVSOの語順を取り、 名詞句内では決定詞に導かれて名詞

が後に続く（がdi gila1Jan (oET male) 「男達」）。名詞修飾は、 修飾部・被修飾部

の語順は自由だが、 両語の間に接続詞 (ligature) a が入ることで、 それが修飾

部 であることの標識となる (med必ttun a 伍ragatan (heavy LIG stone)「重たい

石」）。
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格標示システムはいわゆる絶対格・能格型である。 自動詞の唯一 項をS

とし、他動詞の行為者を表す項をA、対象を表す項をPとすると、日本語、

英語等とは異なり、S と P が同じ形で表れ、A が異なった形で表れる。 例え

ば以下の人称詞（一人称複数形）では、 (3a) の自動詞の S と (3c) の他動詞の P

が＝ami で表され、(3b) の他動詞の A には別の形式、＝mi が用いられている。

(3 ) 格標示システム

a. ［自動詞節 s 項］

Kanta aytay, da in-um-a'}ay =ami ti ay氏

but now because PST-INTR-go =lPL.ABS OBL PROX.OBL 

「けど今は、塾竺旦ここに来たので」

b. ［他動詞節A 項］

da na-rawat =mi Dios. 

because PST.POT-get =I PL.GEN DEF God 

(arta0002, 02:39) 

「我々は神を知ったから（精霊に怯えることがなくなった）」

(arta0114, 16:18) 

C. ［他動詞節P項］

awan =na =ami p如abay-an na Dios. 

NEG =3SG.ERG =IPL.Alls <PST>neglect-TR GEN.INDF God 

「神様は我々を見捨てなかった（ことに感謝している）」

(arta0007, 03:31) 

動詞は無標ではなく、必ず何らかの接辞を付加することで、それが自動詞

であるのか他動詞であるのかが示される。例えば (3a) の in-um-aりay は、um

が用いられることによって、それが自動詞であることが分かる。

本研究で用いるデータは、個々の語のグロスと、文法関係などの節の特徴

をタグ付けしたデー タ (GRAID アノテー ション (Grammatical Relations and 

Animacy in Discourse) ）を用いた 4。 そのデータは、（アルタ語話者の少なさ

により）典型的にはアルタ語話者1 人と筆者とのダイアロー グだが、時にア

ルタ語話者2 人と筆者との会話も収録されている。 その会話はビデオ録画さ
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れ、ELAN ソフトウェア上で書き起こしがされている。 書き起こしたデー

タのうち、アルタ語話者の発話には、語分割した層、語ごとにグロスを付し

た層、 GRAID アノテ ー ションの特定の目的のためにアノテ ーションした

層、英語の対訳の層が付加されている。

このアルタ語話者の発話には2018年4月現在で合計7,408 語が含まれて

おり、ELAN の検索機能を用いてグロスを付した層から PLH (placeholder; 

位置保持詞） を検索した。 その結果、位置保持詞は70例が見つかり、解釈

不能なもの5例を除いた65例を分析対象とした。 そして以下の点について

分析を行った。

(4 ) i. 統語的特徴：何らかの統語的フレ ームに埋め込まれた形で表れてい

るか

u. 形態論的特徴：wa 自体が形態論的に何らかの接辞の付加を伴って

いるか

iii. トラプルの兆候： wa が何らかの産出上のトラプルを示すような兆

候と共に現れているかどうか

iv. 置き換え： wa の産出ののちに、より具体的な表現への置き換えが

生じているか

v. ジェスチャ ー ： wa がジェスチャ ー と共起して表れているか

次節以降では、アルタ語の wa がどのような特徴を持っており、どのよう

な状況で用いられるのかについて見ていく。 まず3節では、当該形式が、先

行研究にあるような典型的な語産出のトラプルに現れ、位置保持詞として機

能している点を見る。4 節では、それ以外の用法について触れ、それらの多

義的な関係性を考察する。

3. 位置保持詞用法

アルタ語の wa のもっとも中心的な用法は、位置保持詞としての wa であ

る 5。 位置保持詞としての wa はまず適切な表現が産出されずに何らかの発
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話のトラプルが見られる際に観察されるため、第一に wa を含む発話は、音

の引き延ばし、タ ー ン途中の間、語境界以外での音の途切れ (cut-o的など、

発話のトラプルの兆候が観察される。 第二に、間投詞と異なり、位置保持詞

としての wa は、統語的に、節内で名詞、動詞、形容詞として機能し、名詞

以外の湯合には、接辞が付加され、他の動詞、形容詞と同じような形態論的

な複雑性が見られる。 第三に、ある適切な表現が wa に続いて産出される場

合が数多く存在し、それは当該構文スロットを埋めた wa の置き換え (sub

stitute) として理解される。

3.1 waの特徴1 :発話トラプルの兆候との共起

最初に 1点目の特徴について見ていこう。 wa （ないしその変種 wana) を含

む発話には、音の引き延ばし、ター ン途中の間、語境界以外での音の途切れ

など、発話のトラプルの兆候が観察される。 例えば、(5)のDの発話では、

1.3秒の間が観察される。 1.3秒というのは実際の会話にとってはかなり際

立った間として理解されるが、実際にこの間は wa の 後に出てくることで、

話者が、押しつぶされたものが何であるかが思い出せない状況にであること

が分かる。

( 5 )  [ arta0007] ((Dはセッションのすぐ前に発生した 2013年8月13日の

台風でどのような被害を受けたかについて語っている。 村の 木々が倒

壊したが、不幸 中の幸いで、暴風雨の最中に 避難していたテントには

木が倒れてこなかったことを述ぺている。））

1. D: Mゃ,piya da awan =na p,imanda.g-an 

good because NEG =JSG.GEN <PST>crush-TR 

2. D: i wa=y (1.3) tolda. 

SG.DEF.ABS wa=SPC tent 

「 （（木によって）） あれが、 （（避難先の）） テントが押しつぶされ

なくてよかった凡」

また以下の(6)では、1行目の Aの発話において、語の途切れが観察される。
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/n叫という音列は、 アルタ語を知っている者にとっては、何かの自動詞接

頭辞の過去形ないしその一部だと分かるが、na1Jーだけでは独立の語とはな

れないだけでなく、それが形態素境界であるかどうかも断定できない （後続

する発話においてはじめて、それが na1Jiw- （「お互いに～し合う」） という相

互形接頭辞での一部であったことが遡及的に分かる）。 従って、1行目を発

話した時点では、語の途中で発話が途切れて間が空いているということにな

る 7
0

( 6 )  [artaOll 7] ((Aは、父から聞いた話として、かつて近隣の部族プッカ

ロット族との4年に渡る争いがあったことを語っている。））

1. A: attisi.？a1Ja da評n a nalJー(1.1)

exist one LIG year LIG PST.JNTR 

2. A: nar;如wa ＝砒

PST.INTR.RECP-wa =JPL .ABS 

「1年経って彼らは、あれになった。 (lit.あれし合った）」

最後に、(7)と、アルタ語の例として最初に挙げた(2)では、引き延ばしが観

察される。 アルタ語では、短音と長音の区別があるが、(7)の Aの発話にお

ける iwa や、（2）のDの発話における＝di は音韻的に長音が含まれていない。

その種の言語知識が参照されることで、聞き手にとっては、話者がある会話

進行上のトラプル、特にある特定の表現の忘却や表現選択の迷いに遭遇して

いることが明らかになる。

( 7) [arta0002] ((Aはかつてどのようにイノシシを狩猟し、村に持って帰

るかについて語っている））

A: i:::'Wa =mi ti dut =!. 

TR-wa =IPL.GEN OBL.DEF firewood =SPC 

「我々は （（捕獲したイノシシを））火にあれする」
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(2 ) （再掲） （（Dはイノシシの調理法について述ぺている））

sakay =di:::: (0.4) i-wa ta:: dut. i-lutu=di. 

and =3PL.GEN TR-wa OBL.INDF firewood TR-cook=2PL.GEN 

「そして（鍋を）火にあれする。 調理する。」

ただし 、重要なことは、ある特定の用法で用いる時を除いて 、 wa 自体が 引

き伸ばされることは全くないことである 8。 これは日本語の「えっと 一 、あ

の一」や英語の[we::::;)] (=well)などの引き延ばしを念頭に置くと極めて奇

妙に見える。 この、 waに引き延ばしが見られないという点は、後述する wa

の談話での役割と密接に関わっているのでここで指摘しておく。

3.2 waの特徴2：形態統語的な埋め込み

2点目の形態統語論的な側面について観察する。 アルタ語のwaは、形態

統語的なフレームに埋め込まれて実現される。 まず表 2 に挙げたように、 ア

ルタ語のwaは、それが実現する品詞によっては、形態論的に複雑な構造を

持ちうる。 waは自由変異の変種として名詞形のwanaを持つ。 さらに表 2

に示したように、動作動詞には自動詞ー他動詞の対立があり、 テンスでは非

過去形と 過去形が区別される。 例えば 自動詞の非過去形であれば 、 maT)uwa

io,, lamanwild.
p
ig「イノシシがあれする」などとなる。 潜在動詞とは、 非過去

形である行為をする潜在性・能力「～しうる」、過去形で結果状態 「～した 、

できた」の意味を表す動詞形である。 例えば makawa i02, lamanwild.pig「イノ

表2 waの動詞・形容詞用法における派生・屈折

時制 自動詞 他動詞

動作動詞 非過去 maりU心a(na) wan, iwa(na) 
過去 na'1u'Wa(na)，血mua(na) niwa(na) 

潜在動詞 非過去 m吐awa(na) mawa(na) 
過去 n吐awa(na) ma心 a(na)

状態動詞 ti匹匹 (na)
形容詞 mewwa(na) 
動名詞 だりU匹 (na) pa1J如a(n),paf]u四 a(n)

シシがあれできる 、しうる」が 挙げられる。 状態動詞 tiC-は、 静的で一時
的な状態を表す接辞であり、 例えばtiwwana ioEF /amarzwild.pigは、「イノシシ
がある状態をしている（e .g．横たわっている）」となる ，。 以下の例 (8)を見て
みよう。

(8) [artaOll 7] ((Aは、 祖父から聞いた 話として 、R に太平洋戦争中の話

をしている。 日本軍が襲ってきた際に、見 つからないように木の陰に
隠れていたことを語る））

l. A: Ti如心ana =d ＝がd “

 

apu =ku 

STV-wa =already =]PL.ABS OBL.DEF grandparent =ISG.GEN 

2. “ 炉da didi ayu =y. Ma1JUWa =tid が

3. 

OBL.DEF trunk PL.GEN .DEF tree =SPC INTR-wa =JPL.ABS OBL.DEF 

ayti. 

PROX.OBL 

「彼ら俺の祖父等は木の幹（（の陰））であれしていた。 ここであ

れした 10。」

4. R: Man-li:sulisu 

INTR-hide 

「隠れていた」

5. A: O:ni. Mak-ko:ber =tid. 

yes INTR-cover =3PL.ABS 

「そう。 手で覆った。」

例えば (8) の1行目のばU-Wanaはwanaに状態動詞接辞のtiC—が 付加され

た形であり、「 木の幹であれしていた（i.e ． 隠れていた）」という状態を表す。

また2行目のmaりuwaはwaに自動詞接辞 ma1J—が付加された形であり、「こ

こであれする（i.e.身体を手で覆った）」という行為を表している。 また既出

の(2) や (7)のi-waは、 他動詞を派生する接頭辞 i-（特に使役移動を表す）が

waに付加された形である。 以上のように、形態論的にも複雑な派生・屈折

を伴う点は、ためらいの間投詞とは著しく異なる点である。
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さらにwaとその派生語は、 ある特定の統語スロットを埋めて、 周囲の言

語的文脈の一部と共に構文を形成する。 waやwanaは接辞なしで用いられ

ると名詞として機能し、 名詞句内の実質名詞の位置を占める。 (5)のよう

に、 決定詞の後に後続したり、 後ろに＝yl=iという特定性を示す標識（ここ

ではSPCとグロスを付記している）が付加される例が頻繁に観察される。 そ

して(9)のように属格人称詞が後続することも可能である。

( 5 )  （再掲）

1. D: Meppiya da

2. D: i

awan =na 

'Wa=y （1.3) tolda. 

SG.DEF. ABS wa=SPC tent 

p如anda:g-an

good because NEG =JSG.NEG <PST>crush-TR 

「（（木によって）） あれが、 （（避難先の）） テントが押しつぶされ

なくてよかった。」

( 9 )  [arta0606]

Kon/a tanakwan i 四a=di, daylek.t. 

but different SG.ABS. DEF wa = J PL.GEN dialect 

「けど、 彼らのあれ、 方言は違う。」

さらに、 形態論的に動詞として実現しているパクー ンも、 統語的には節の主

要部として機能している。 (7)のi-waは形態論的には他動詞接辞iーを付加

していることによって、 1行目で示されている表現全体が他動詞節として一

つの構文をなしている。

( 7 )  （再掲）

1. A: i·:."'Wa =mi が dut =t. 

TR-wa =IPL.GEN DBL.DEF firewood =SPC 

「我々は（（捕獲したイノシシを））火にあれする」

ここでは＝mi が他動詞のA項「我々が」、 ゼロで実現している名詞句がP項
「それ（（ ＝ 捕獲したイノシシ））を」、 そしてh・ で導かれる句は斜格句「火に」

を導く。 また(8)の 1行目(331ページ）の“wwanaは形態論的には状態動詞
の形であり、 状態動詞は自動詞節を形成する。 実際に三人称複数の＝tid「彼
らが」 という接語化した人称詞と、 ti apu = ku「私の祖父等」 という名詞句が
一致する(agreement)ことによって、 自動詞節が形成されている。 一方で 2
行目の加llJUWQ は形態論的に自動詞であり、 ここでも三人称複数人称詞＝tid
が後続することで、 自動詞構文が形成されている。 まとめると、 waは、 名
詞句のなかの名詞、 節の述語動詞など、 形態統語的にあるスロットを占める
という特徴を観察した。

3.3 waの特徴3 :置き換え可能性
アルク語のwaは、 より具体的な語彙によって置き換えられる例が頻繁に

観察される。 これはこれまでに見た(2 ), (5), (6), (8), (9)に共通して見られ
る特徴である。 置き換えの構文的パタ ーンは名詞と動詞によって異なる。 後
続する発話でwaへ の置き換えが発生する場合、 名詞は、 waと対応する名
詞だけが置き換わる。 一方、 動詞の場合、 waと動詞接辞（任意で人称接語）
を含む語全体が置き換わる。 上述した例に関して図式化すると、 図1のよう
になる。 例えば(5)と(9)では、waが、 それぞれtolda「テント」、dayyalek.t「方
言」に置き換わったと理解されることで、「テントが押しつぶされなくて良
かった」、「彼らの方言が異なる」 ということが言いたかったのだと理解でき
る。 一方、 動詞の場合は、 語根だけでは成立せず、 適切な接辞が付加されて
初めて動詞になるため、 置き換えは接辞を含んだ形で起こる。 また(6)のよ
うに人称接語も含んだ形で置き換えられることもある。
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(5)' j'Wa=y 

「あれ（（が押しつぶされなくてよかった））」

↓ （置き換え）

tolda 「テント」

(9)' i 1 四a=di

「彼らのあれ（（が異なる））」

↓ （置き換え）

血yyalek「方言」

a． 置き換えが名詞で発生する場合

(2)' i--wa ta dut 

「火であれする」

↓ （置き換え）

i-lutu「調理する」

(6)' nalJiW—
四a =tid 

「彼らは互いにあれした」
↓ （置き換え） ，

 

呵i?-Jara ．ァa.pa=直

「互いに仲直りした」

b． 置き換えが動詞で発生する場合

図1 waと談話上での置き換え

以上、 アルタ語のwaの三つの特徴を見てきた。 一つ目として、 発話産出

のトラプルの兆候がwaの産出と共に見られること、 二つ目として、 waは

さまざまな形態統語的フレ ー ムに埋め込まれることで実現すること、 そして

三つ目として、 waによって占められた形態統語的フレ ー ムは、 後の文脈に

おいて置き換えの対象となることを観察した。

これは、 Hayashi and Yoon (2006)のいう位置保持詞の特徴と一致する。 ま

ず、 位置保持詞は、 ためらいの間投詞と同じく、 発話産出のトラプルの際に

現れる点は、 waの一つ目の特徴から導かれる。 次に、 位置保持詞は、 間投

詞と異なり、 ある統語スロットを埋める。 特にアルタ語のwaは統語的スロ

ットを占めるだけでなく、 形態論的にも複雑になりうる。 さらに、 位置保持

詞は、 トラプルとなった発話産出のタ ー ゲット語と置き換えの関係にあるこ

とが分かる。 この置き換えの関係は、 上述の通り、 一貫してwaと後続の語

の品詞が一致していることからも、 分析者にとっても、 さらに会話参与者で

ある聞き手にとっても理解可能となる。

上記の特徴を踏まえて、 waが単に発話の遅延を表出 するものではなく、

Hayashi and Yoon (2006) が位置保持詞の特徴として述べた「発話の進行性」

と合致することを見てみる。 例えば、(6)のnaりiwwa=tidという発話を振り

返ってみる。 この発話は、 明らかに「あの 一 」などのためらいの間投詞が行

っている以上の役割を担っている。 一つ目に、 実際に何が起こったのか、 具

体的には述べられていないにもかかわらず、 三人称複数の人称接語、 過去

形 ・ 自動詞 ・ 相互形（「お互いに～した」）という構文的フレ ー ムにwaが埋め

込まれることによって、「仲直りした」という情報が、 当該語彙がなくても

明白に理解可能となる。 それを示す例として、(6)の続きのやりとりを見て

みよう。

(6)' [artaOll 7] 

1. A: atti si.-p呵 a dagun a —- （1.1) 

exist one LIG year LIG PST.INTR 

2. A: na1Jiw-wa 

「仲直りした」

4. A: naが？—？ara:ra.-pa

=tid. 

PST.INTR.RECP-wa =JPL.ABS 

「一年経って彼らは、 あれになった。(lit． あれし合った）」

3. R: Tl呵企？ara:ra.抒

PST.INTR. RECP-friend 

＝がd

PST.INTR.RECP-friend =JPL.ABS 

「彼らは仲直りした」

Aがwaを用いて「彼らはあれし合った」と言い切ることで、 RはAが言お

うとしていることを予想し、 n 呵 i?—?ara:ra.-pa「仲直りした」という発話をA

への「助け船」として行っている。 実際にその理解の候補はAが言おうと

していることと合致するものであったことが、 4行目のAの発話で明らかに

なる。 このような的確な助け船が可能なのは、 waを用いて発話を言い切る

ことと関係している。 これを、「一年経って、 えー と」とためらいの間投詞

で発話を遅延させていることと比べるとどうだろうか。 単なるためらいと比

べてwaを用いた発話は、 聞き手の推論を可能にする情報量が多いことがわ
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かるだろう。 換言すると、 ためらいの間投詞と異なり、位置保持詞は聞き手

に情報を提供し、発話を一歩前に進行させる力を持つと言う こ とが出来る。

さらに、認知的な観点から こ の発話の進行性を捉えるならば、waそのも

のの産出は、 タ ー ゲット語を思い出す認知プロセスが副次的になり、 思い出

せない状況に対する代替手段を講じている現れであると分析できる。 ためら

いの間投詞は、「あの一」「え 一 つと」、 英語でwe:::llなど、しばしば母音等

の引き延ばしが特徴的である。 話者は母音等を引き伸ばしながら、 タ ー ゲッ

ト語を思い出す認知プロセスに従事している。 しかし、 アルク語のwaが位

置保持詞として用いられた場合、waa，匹四などの引き延ばしは合＜見られ

ない。 こ れは、 検索している語の代わりに別のものでその形態統語的スロッ

トを充てがう こ とで、完成させたかった発話とは異なる発話を構築するプロ

セスに移行しているからであると解釈できる。

以上の2点から、waを用いて話し手が行っている こ とは、 具体的な語で

はなく、代わりのものでそのスロットを充てがい、 発話を一歩先に進める こ

とで、 話者が言わんとしていることにヒントを与え、聞き手の推論を誘う こ

とにあると言えるだろう。

4. waの位置保持詞以外の用法

以上がwaの位置保持詞用法であり、 大部分が こ の用法、 つまり(i)発話産

出のトラプルにおいて出現し、(ii)形態統語的フレ ー ムに埋め込まれて実現

し、(iii) 後の文脈で置き換えの対象となる、 という共通点を持つ。 しかし、
一部の例については こ のような一般化は当てはまらない。 まず4.1節では、

少数の例において、形態統語的フレ ー ムに収まっていないものが存在するこ

とを見る。 続く 4.2節と 4.3節では、そもそも発話産出のトラプルとはなっ

ていないが、皿aが出現する2つの用法について見ていく。 それらがどのよ

うな用法間のネットワ ー クをなしているかについては4 .4節で論じる。

4.1 形態統語的統合性の低い用例

少数ではあるが、 以下の2例において、 明確に統語的なスロットを埋めてい

るとは言い難い例も見られた。

(10) [arta0114) ((Dは、 竹筒を用いた炊飯方法について解説している。 竹

筒の側面に穴を開けて、 そ こ から米と水を入れた後、その穴の近くに

割れ目を入れ、そ こ に板を噛ませて蓋にする、という解説を行ってい

る））

1. D: Amma: ．． ：四a, ti1)iya:b-an =di tamman, 

if wa crack-TR =3PL.GEN again 

「もし 一、 あれ、 もう一度（（竹筒に））割れ目を作ったら」

2. i-so:li =di tamman i tullub =na =y 
TR-return =JPL.GEN again SG.ABS.DEF cover =JSG.GEN =SPC 

「それの蓋をそ こ に差し込む。」

こ の例では、1 行目でwaが出現しているが、接続詞 ammaの後は、 述語が

生起するスロットである。 もしこのwaが何らかのスロットを埋めていると

したら、 こ のwaを名詞述語と考えなければならず、この文脈にそぐわない。

こ のようなwaは、 名詞的概念を指示しているとは考えにくい。 以下の例も

同様である。

(11) [artaOllO] ((Aは、 かつて市販の布が入 手できなかった頃、どのよう

に揮や服を作ったかについて述べている。 木から繊維を取って、泥に

浸ける場面。））

l. A: Amma i-wa =di tih
 

tabug aydiゎ,pa a 

2. 

if TR-wa =JPL.GEN DEF.OBL mud and soil LIG 

me.'一四a melel-lamna 

ADJ wa ADJ.RDP-soft 

「（（繊維を））柔らかい土や泥に浸けると、」

こ れは構文的には、土と泥という2つの名詞のあとで、 aという語によって

(ligatureと呼ばれる修飾関係を表す機能語）、 修飾語である形容詞を導いて
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いる。 2行目ですでにme ．．ーという形容詞を標示する接頭辞が産出されたに

もかかわら ず、 具体的な形容詞が出て来ず、waを介在した後に やっと

melel-bJmna「とても柔らかい」という形容詞が産出される。 ここでは明らか

に形容詞カテゴリ ーの産出トラプルが生じているが、waという名詞が登場

している。

このような例は、 形態論的な複雑性を持たないシンプルなwa自体が、 品

詞を越えたやや広範な表現の代替形式として働きうることを示唆する。 ただ

し、 このような例は上記の2例のみであり、 多くの場合には特定の統語的ス

ロットを埋めるという傾向を示す。

2. A: awan =tep ta ya Ilok.a:no. 

NEG =stiWyet INDF.OBL DIST Ilokano. people 

「イロカノ人はまだいなかった」

4.2 慣用句用法

これまで見てきたすべての例は、 何らかの発話産出のトラプルに対応する

ため、waが効果的に用いられる例であった。 しかしこの節と次節で見る例

は、 そのような発話産出のトラプルの対処とは考えられない。 3.1節で見た

ように、 発話産出のトラプルであるかどうかは、 音の引き延ばし、 語の途中

での途切れ、 間などで確認できる。 さらに位置保持詞の場合には、 より具体

的な表現への置き換えが見られる。 しかし以下(4.2節と4. 3節） で見る例に

はそのような特徴は全く見られない。

これには2つの用法が含まれる。 ま ず挙げられるのは、 慣用句用法で

あ る。 以下のよ うに、 aytawa=di：が（も しくは tawa=di:ti )「かつて、 昔」、

unadda wa「そして、 その後」は、waが用いられているが、 慣用的な表現と

して構文化しており、 発話産出のトラプルの兆候もみられなければ、waの

スロットが他の具体的な表現に置き換わることもない。 まず以下の例を見て

みよう。

�
�

 

(12) [arta0002] ((Aはかつて暮らしていたDisubuという地域のことを語

っている。Yが昔はアルタ人以外は住んでいたかと尋ねた後である。））

ここで ay tawa=di：がは「かつて、あの頃、当時」という定型句である。 通常、

aytaは遠称指示詞「あれ、あそこ」として、前置詞と同じく目的語を取って、

ayta Disubu「ディスプで」などとなるが、 ここではwaを使うことで漠然と

遠いものを指し、 さらに＝di：がという時間的に隔たった過去を示す標識が付

加されることで、 漠然と遠い過去を示す用法として用いられる。

GRAIDデータの中には aytawa=di:tiという事例は上の例を併せて 2例あ

るが、 これは他の談話でも ay tawa=di．．が、 単なる不定前置詞taによって導か

れる tawa=di:ti「かつて」 がある。 またGRAIDデータ以外では、unadda「~

の後で」にwaが入り、 unaddawaとなることで、「そして、 その後」 という

談話標識として機能する例もある 11
0

4.3 非象徴記号への指標用法

慣用句の用法は比較的少数の例にしか見られないものであるが、 発話産出

のトラプル以外でwaが出現する例で多いのは、 指さし、 描写的ジェスチャ

-(depictive gesture) 、 擬音（特に非慣習的な声まね・音まね）等を指標する用

法である。 以下の例を含め、 13例で図像的ジェスチャ ー と共起し、 かつ発

話産出のトラプルと見なされないケ ース（すなわち発話産出のトラプルの兆

候が見られず、 置き換えが発生していない例）が観察された。

(13) [arta0606] ((Cは、 アルタ人と近接した地域に住む人々、 通称イラギ

ン人が彼らの目から見て野蛮であることを批判的に語っている。 ここ

では、 イラギン人は愛想が悪く、 話しかけても振り向きもせず背中を

向けたままであると述ぺている。））

1. A: Ayta 心a =di.Ti, awan =tep ta, 1. C: Ti'W-'Wana =te: =ti, muna=te:=ta. 

DIST.OBL wa =before NEG =still/yet INDF.OBL 

「昔は、 まだいなかった」

STV-wa =just =PROX.OBL like=just=DIST.OBL 

「（（イラギン人は）） ここでこうやっているだけである。 こうや
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って。」

2. C: maski meJ?a:du pubu.·bud =mu si.？呵 ＝te: =tiddya 

e ven plenty ask =2sG.GEN one/same =only =DIST.PL.ABS 

「君がどれだけ話しかけても、 結局一緒である」

3 .  C: konta tit-taりりag =te:. Ti'W匹ana =ta. 

but STY-turn.back =only STv-wa =DIST.OBL 

「むしろ背中を向けているだけだ。 こういう風に。」

ここでwaの派生語であるtiwwanaが1,3行目に出てきているが、 語の産出

のトラプルがあって、 それに対処するためにwaを用いて発話を組み立てて

はいない。 表現産出のトラプルの兆候も見られないばかりか、3行目に至っ

ては、tit-t 呵りag「そっぼを向いている、 背中を向けている」という状態動詞

を含む表現が産出されたあとで、tiwwanaというwaを用いた状態動詞に言

い換えられている。 つまり、3節の基準で言うと、 語産出のトラプルの兆候

や置き換えなどの特徴が見られず、 形態統語的フレ ー ムに埋め込まれてい

る、 という特徴だけが確認できるのである。

ここでのwaの機能はむしろ、 具体的な言語表現を絞り込まない代わり

に、 他の記号的資源に依存することを示す発話として理解できる。 その証拠

に、 この書き起こし資料だけでは、 どのような内容が表現されているのか極

めて不明瞭である。 しかしここで何が言いたいのかは映像を見れば明白であ

る。 図2に示したように、 話者Cは、1行目の直前までは、 画面の右手前

にいる聞き手を向いて話しているが、1行目のtiwwanaを発しながら、 それ

と同期させるように聞き手に背中を向ける。 そしてこれは3行目のtit-taりりag

「そっぽを向いている、 背中を向けている」という表現で語彙化されるに至

るが、 その語彙が出てもなお、 その直後に、 実際に聞き手に背中を向けた状

態で、 Tiw-wana=ta. 「こうやっている」という表現を選択する。 この身体動

作に表現上の意味の多くが依存しているからこそ、 聞き手はその動作に当該

発話の意味を見出し、 当人が何を言おうとしているのかが明確に分かる。

，， 
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図2 イラギン人がそっぽを向いた演技的ジェスチャ ー

この用法では、waという極めて抽象的・スキーマ的な意味しか持たない
語を用いることで、 結果的に他の記号的資源に聞き手の注意を向ける役割を
果たしている。 Kendon (1980) における「発話」の定義や、 Enfield (2013) 

の 「記号の複次元性」などで述べられているように、 発話は、 記号としては
複合的であり、 言語的、 パ ラ言語的、 非言語的な記号が同時並行的に外在化
することによって構成される。 waを用いることで、 言語的な資源の実質的
意味内容が希薄であることが示され、 間接的に、 その発話はより意味的な貢

献度の高い非言語的情報に対して聞き手の注意を向ける役割を果たしてい
る。

4.4 タプーの用法

位置保持詞は、 社会文化的にそれを明示的に言うのがためらわれる場合の
代用として用いられることもある。 例えば、 日本語の「あれ」は適切な言葉
が思い出せない時のみだけでなく、「例のあれ、 持って来たか」（e .g .賄賂）な
ど、 直接的にある対象に言及することが憚られるときに用いられうる。 中国

語でも位置保持詞が 同様の用法で用いられると報告されている(Cheung

2015)。 アルタ語のwaと同語源語のkuwaという形式が、 位置保持詞として

用いられているフィリピン諸語でも、 カンカナウイ語(Kankanaey)、 イスナ

グ語(Isnag)、 イクウィス語(Itawis)では、 主に女性器に言及する際にその代

用としてkuwaが用いられるとまとめられている(Blust and Trussel In prog-
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ress)。 しかし、アルタ語の 文脈では、その種の 忌避的用法は見られない。

GRAIDでアノテ ーションをしたコ ー パスにも出て来ないばかりか、筆者が

フィ ー ルドワ ー クをしている中でそのような用法に出会ったことがない。

その 理由として考えられるの は、アルクの 文化と関係していると思われ

る。 アルタは性に開放的な文化であるため、生殖器に言及することはタプー

に当たらない。 成人男性は、「あいつは大きいペニスを持っている！」「あの

女性の 性器を食ぺたいか？」などの 冗談めいた会話は特別なものではなく、

そのような大人の会話に対して複雑な笑みを浮かべているのは、思春期の 子

どもくらいである。 また、上で挙げたフィリピンの 一般的な農耕民の 文化と

異なり、アルク、そして隣接するアグタの文化では、宗教を含めた超自然的

崇拝は、極めて限定的である庄もちろん伝統的 に 精霊などの 存在は信じら

れており、病気、怪我、死などは基本的 に 精霊が原因であると考える。 しか

しその 精霊を口にすることは全く問題にならないため、精霊について語る際

にも代用表現が用いられることはない。 おそらくそれゆえ に 、位置保持詞の

初aがその種のタプ ーに関わる語の代わりに用いる用法は、この 言語では慣

習化していない。

4.5 用法間のネットワ ー ク

3節ではwaの位置保持詞としての用法を詳細に検討し、4節ではwaのそ

の 他の 用法、つまり、形態統語的結合性の 弱いwa (4.1節）、慣用句 の中に

現れるwa (4.2節）、ジェスチャー 等の非言語的記号を指標するwa (4.3節）

について見た。 これらはすべて、典型的な位置保持詞が持つ特徴群からの微

妙な差異として捉えられる。 位置保持詞としての waは、(i) 音の引き延ば

し、ター ン途中の 間、語境界以外での 音の 途切れなどの 発話産出の トラプル

の 兆候、(ii) 形態統語的フレ ームヘの 埋め込み、(iii)置き換え可能性、によ

って特徴付けられた。 形態統語的結合性の 弱いwaに関しては、(i) の 特徴を

持っているものの 、(ii)の 特徴が欠落している。

一方で、後の2 つの用法（慣用句の中に現れるwa、ジェスチャー 等の非言

語的記号を指標するwa)は、(ii) の特徴を持ってはいるもの の、発話産出の

トラプルに関連した (i) や(iii)の 特徴は見られない。 慣用句の中に現れるwa
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は、位置保持詞が本来的に持つ意味の 抽象性が、一般性の 高い時間関係を表

す方向で転用されている。 一方で非言語的記号を指標するwaは、位置保持

詞がもつ意味的抽象性によって、他の記号的資源が意味的貢献度の 高い記号

であることを指標するような用法として転用されていると整理できる。

5. 言語知識を構成するもの

5.1 アルタ語のwaの典型性と周辺性

本章で論じたアルタ語の位置保持詞に関する議論が、用法基盤のアプロ ー

チないし、そこで想定されている言語知識にどのような示唆を与えることが

できるだろうか。 それを議論するために、一般的な文法現象とアルク語の

waの特徴を別の観点から眺めてみる。

まず、アルタ語のwaは、言語学者に親しみのある言語現象と異なり、発

話の 産出にある種の 困難がある時に用いられる形式である。3.1節で観察し

たように、 アルタ語のwaは、その 前後文脈において、 音の引き延ばし、タ
ー ン途中の間、語境界以外での 音の途切れなど、発話の トラプルの兆候が見

られる。 さら に waは 4.3節で見たように、ジェスチャー が当該発話を理解

する上で鍵となる際に、その言語チャンネルにおいて出現する。 このような

現象は、共時的な文法システムの 究明 において、極めて周辺的な位置を占め

ると言わざるを得ない。この種の 現象が従来の言語学で取り扱われてこなか

った理由は、複数存在する。まず、ソシュ ールによるシステムと使用の 区別

と、後年の アメリカ構造主義と生成文法におけるシステムないし構造の解明

を言語学の 目的 に 掲げたことが挙げられる 13。第二に、特に生成文法はその

当初から言語理論を理想化された話し手・聞き手に対するモデルとしてきた

(Chomsky 1965: 3-4）。 したがって、ここで見たような言語的デバイスの 機

能は、問題にすぺき現象にさえなっていない。 つまり、伝統的な理論言語学

では扱い に くい周辺事例どころか、観察対象から「正統な手続きをもって」

除外される例 に 当たると言える。

しかし、そのような機能的周辺性にもかかわらず、アルタ語のwaなど、

言語的デバイスは、個別言語の 音韻論、形態論、統語論、意味論的現象と密
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接に結びついている。 音韻的側面を例に取ると、 アルク語の wa は比較言語

学で盛んに議論された規則的音変化で説明される通時的変化を被っている。

wa はマレ ー ・ ポリネシア祖語の ＊kua (Blust and Trussel In progress)'what

chamacallit' から ＊K が消失した形であり、 こ れは偶発的に生じた音変化では

なく、＊manuk > manu:「鳥」、＊kulit > ulit「木の皮」、 "kayat > arat「噛む」な

ど広範なアルタ語の語彙に生じた規則的変化である。 つまり音韻的には規則

変化を被った表現群の一部をなしており、 オノマトペや間投詞などにおい

て、 規則的音変化から例外的に免れる語群とは異なるのである 14
0

また、3.2節で見たように、 アルタ語の wa は、 アルタ語の他の勧詞、 形容

詞に見られるのと同じような形態論的複雑性を有する。 表2で示したような

wa の自動詞形、 mayuwa 「あれする」や、 その過去形 mina1Juwa「あれした」

以外にも、 (6) で見た「お互いに～し合う」という自動詞相互形 ma1Ji'UIwa「お

互いにあれし合う」など、 形態論的に複雑になりうる。 統語論的にも、 それ

が動詞として実現した場合には項を従える述語として、 名詞として実現した

場合には名詞句の語彙的主要部になる。 そして意味論的にも、 4.5 節でまと

めたように、 その用法群は多義性を持つものと理解できる。 要約すると、 ア

ルタ語の wa は、 相反する2つの側面を持ち、 一方で機能的には こ れまで言

語学で扱うことが難しかった文脈で現れるのに対し、 他方で、 その音韻的、

形態的、 統語的振る舞いと、 その多義性は、 言語学が従来扱ってきた現象と

類似した特徴を持つ。 つまり、 アルク語の wa はその言語現象としては周辺

的な側面と典型的な側面の両方を持ち合わせている。

5.2 位置保持詞からみた用法基盤のアプロ ー チと言語知識

相反する特徴を持つアルタ語の位置保持詞は、 用法基盤のアプロ ー チとそ

こ で提唱される言語知識においては、 どのような位置づけを与えられるだろ

うか。 そして位置保持詞の研究から用法基盤モデルでの言語研究にどのよう

な示唆があるだろうか。

まず、 アルタ語の位置保持詞は、 機能的周辺性にもかかわらず、 文法の他

の要素と同じく、 典型的な文法的特徴を備えているため、 それらの知識は、

言語個別的に学習・習得されなければならない言語知識の 一部をなす。 しか
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し以下に述べるように、 用法基盤モデルにおける言語知識の実態を明らかに

しようとするためには、 位置保持詞が持つ機能的周辺性も積極的に取り込ん

でいかなければならない。

歴史的には、 用法基盤モデルは生成文法における文法の自律性に対するア

ンチテ ー ゼとして提案された こ とも影響し、 音韻論、 形態論、 文法など「コ

ア」な言語知識が言語使用からどのように定着し、 構造化されるかを解明す

ることに研究のフォ ー カスが置かれてきた。 例えば Du Bois (1985: 363) 

の、「話者がもっとも多く行うことを文法はもっともうまくコ ー ド化する」

(grammars code best what speakers do most) というテ ー ゼの基盤となる証拠

は、 文法関係、 格組織など、 一見すると使用から独立した自律的システムに

見える文法現象が、 語用論的要因によって形成されるという事実である (Du

Bois 1985, 1987)。 こ のような伝統的な用法基盤のアプロ ーチはいわば、「も

っとも自律的に見える言語知識がいかに我々の非言語的概念構造や実際の言

語使用から創発しているか」を明らかにするものだといえる。

しかし、 こ のような伝統的な用法基盤のアプロ ーチによる研究は、「言語

知識とはどのような知識から成り立っているか」という問題には完全に答え

る こ とは出来ない。 従来の理論言語学では重要でなかった現象も、 実際には

言語知識の一部をなすという こ とも論理的にありうるからである。 例えば、

定延 (2005)は、 ためらいながら発話する際に「高と二ですね ー」など発音

が伸びたり、 とぎれたりする現象を取り上げた上で、「つっかえ方」が、 個

別言語、 話者の表出的態度などに応じて体系的に異なる こ とを示している。

その上で定延は「つっかえ現象は、 言語による制約を受け、 発話態度の表現

に応じて使い分けられ、 定められた言語的環境で生じるものであり、 言語研

究の射程に入れてよいものではないか」 (ibid.: 225)と述ぺる。 また、 Geert

Brone らは、 2 者間、 3 者間会話における視線の研究を踏まえ、 視線を逸ら

す こ ととタ ー ンを保持する こ とが関係している こ となどを量的に示した。 そ

の上で、 こ のような視線という非言語的な要素も、 それが定着した意味と形

式のペアをなすのであれば、（マルチモー ダルな）構文として認められるので

は な い か と 議 論 し て い る (Brone, Oben, Jehoul, Vranjes, and Feyaerts 2017: 

475)。 こ の 2 つの研究は、 言語を用いるために必要な知識には、 一見する
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と言語とは無関係な知識が深く関与していることを示すものであり、 従来理

論言語学で十分に取り上げられることのなかった周辺的な現象を見ていく必

要性を示唆している。

アルタ語の wa もこのような意見と同じ線の議論が成り立つ。発話のトラ

プルで出現するという生起文脈の非典型性にもかかわらず、 具体的にどのよ

うな言語的デパイスが用いられるのか、 どのような状況、 前後文脈で用いら

れるのか、 どのような形態統語的環境に現れるのかは、 言語によって大きく

異なる。 ゆえに、 そのような言語的デパイスを適切に用いる能力は、 当該言

語を使用する上で習得しなければならない言語知識の一つであぢ。 この線の

研究は、 言語知識が、 文法関係や格組織など長い言語学の伝統の中で明らか

にされてきた文法現象以外のものからも成り立っていることを示す好例であ

る。

さらに、 本章で見たような言語使用の実際に深く結びついた形式は、 用法

基盤モデルにおける言語知識の姿を考慮すると、 むしろモデル化するに当た

って示唆的な現象であることが分かる。 用法基盤モデルにおいては、 言語知

識の多くの部分は、「日本の首都は東京である」のような宣言的知識 (declar

ative knowledge) ではなく、 自転車の乗り方や、 靴紐の結び方などに類する

手続き的知識 (procedural knowledge) に比するべきものとして議論されてき

ている (Langacker 1987: 57; 2008: 216, Gupta and Dell 1999, Kemmer and Bar

low 1999: xii, Bybee 2002: 8)。 例えば Langacker (2008) は、 言語運用する際

に必要な能力とは、 ある種の技能 (skill) だと述べる。

Talking can thus be characterized as socioculturally grounded cognitive ac

tivity. Like any complex activity (e.g. building a house, running a business, or 

playing baseball), it draws on a wide array of resources and requires an elabo

rate set of general and specific abilities. (...) Knowing a language is a matter 

of controlling a vast repertoire of skills collectively used for talking in certain 

sociocultural contexts. (ibid.: 216) 

（ゆえに話すことは社会文化的な基盤を持った認知的活動として特徴付

けられる。 他のいかなる複雑な活動（家を建てる、経営を行う、 野球を
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するなど）と同じく、 話すことには、 多様な資源が利用され、 多数の汎

用性のある能力や特定的な能力が要求される。 （・・・） 言語を知っている

とは、 ある社会文化的な文脈で話すのに用いられる、 膨大な技能のレバ

ートリ ー を使いこなせるということである。（筆者訳））

これは、 会話の文脈で心aを適切に使いこなす能力を有していることが、 む

しろ言語知識の中核的な位置を占めることを示唆している。四aは、 述ぺ語

数 7408 語中 70 回出現することを考えると、 頻度の点で周辺的であるとは

言えない。 また、 位置保持詞が典型的に出現する文脈である、 言葉探しは、

特定の言語を越えて遍在的に見られる現象であり、 この言語的デバイスを用

いる技能は、 当該言語話者にとって欠くことの中核的な技能の一つである。

アルタ語の位置保持詞は、 言語モデルを構築するにあたって周辺的な現象な

いし排除すぺき現象ではなく、 むしろ当該社会文化的な文脈で母語話者が身

につけておくべき技能の一部をなすのである ”。

用法基盤モデルの元での研究は、 構文文法、 認知文法からの理論的・記述

的研究、 談話・テキストからの統計的アプロ ー チ、 心理言語学における定

着 ・ 強化の研究、 言語変化、 文法化、 構文化の研究が主で、 話し言葉におけ

る会話のダイナミクスとの関係で論じられることは多くない。 しかし今後、

用法基盤のアプロ ー チが、 多くの関連分野の知見を取り込むことで、 言語知

識とはどのような知識で構成されているのかという問題に、 一歩踏み込んだ

議論が期待できるだろう。ここでの分析が参考にした分野に限って言えば、

社会学におけるエスノメソドロジ ー の流れを汲む会話分析 (conversation

analysis) や、 談話機能主義言語学との接点である相互行為言語学 (interac

tional linguistics) からは、 会話の基本的な構造に関する豊富な知見や、 相互

行為における言語的資源の役割が明らかにされてきた。 また言語の社会化

(language socialization) のアプロ ー チでは、 言語習得というプロセスを具体

的な文化 ・ 社会における言語使用の営みの中で捉えようとする試みが展開さ

れてきている。 言語習得という現象を、 それぞれの社会・文化の一員になる

プロセスとして捉えることで、 親子の相互行為やそれを支えるその社会の規

範からみた子どもの言語使用•発達について生産的な研究が蓄積されてきて
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いる。 そして最後に、 ジェスチャ ー の記述方法は、 Adam Kendon によって

体系化が試みられ、 心理言語学的指向性を持ったMcNeil!や喜多壮太郎など

によって、 種々の実験方法が確立されている 16。 このような分野の知見を取

り込み、 具体的な言語使用の事実に迫ることで、 我々の言語知識の内実がよ

り高い精度で明らかになっていくだろう。

略号一覧

ABS 絶対格 NEG 否定 RECP 相互形

DIST 遠称（指示詞） OBL 斜格 SG 単数

DEF 定 PL 複数 SPC 特定性標識

GEN 属格 POT 潜在動詞 STv 状態動詞

INDF 不定 PROX 近称（指示詞） TR 他動詞

INTR 自動詞 PST 過去時制

LIG 連体・連用修飾標識 RDP 重複
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注

1 アルタ語の 行間注釈 (intcrlincarizing glossing) については、 The Leipzig Glossing 

Rules に従う (https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf) 。 X-Y は接頭

辞．接尾辞区切りを、 Y=X は接語区切りを、 ぷ》は接中辞区切りを表す。 グ ロ ス

については略号一覧を参照。

2 近年の流暢性、非流暢性に関する研究の概観としては特に Lickley (2015)を参照。

3 間投詞についてはこれまで多くの研究の蓄積があるが、 特に Ameka (1992) を参

照。 一方位置保持詞に関しては、 Hayashi and Yoon (2006) の区別を基盤として、

Amiridze, Nino, Boyd H. Davis, and Margaret Maclagan (eds.) (2010) の各論文で個

別言語の記述が展開されている。

4 GRAID プ ロ ジェクトの概説については、 Schnell and Schiborr (2018) などを参

照。またアルタ語デー タのアノテー ション方法については Kimoto (2018) を参照。

5 位置保持詞の wa は、 語源的にどのような意味から発達したのかは明らかではな

い。 Blust and Trussel (In progress) では、 台湾原住民語以外のオーストロネシアの

言語の祖先として再建されるマレ ー ・ポリネシア祖語 (Proto-Malayo Polynesian) 

として ．kuwa という形式を立て、 そこに ‘whatchamacallit' という意味を当ててい

るのみである。

6 これは能動態の文なので、 文字通りには「木がテントを押しつぶさなくてよかっ

た。」 となるが、 日本語での自然さを考慮してこのような訳出を行った。

7 ここでの言い回しとして naり—で自動詞過去形になりえるので、 相互形接頭辞の途

切れであるとは断定できない。

8 この事実を指摘して下さった高梨克也氏（京都大学）に感謝する。

9 tiCーは tittuttud「座っている」、 ti抒ulot「揮を着ている」、 “??adu.-yu 「遠くにいる」

など、 一時的状態を表すのに用いられる派生接辞である。 がC—におけるCは、 後

続する頭子音が重複することを示す （例： tiC-tuttud > tit-tuttud 「座っている」、

tiC-?adu.-yu > ti??adu.-yu「遠くにいる」 など。 (8) での tiC-wana >“山—wana も同様）。

10 これは文字通りには現在形であるが、 この文脈では過去の語りにおいて出現した

形なので、 ここでは理解を容易にするために夕形で訳している。

11 例えば以下の例を参照。

(i) Atti．．如i-細伍：ta. u匹必四＝4 呵9・か匂ga ＝祉

exist RDP-bicycle after wa=just PST:INTR:RECP-collide =JPL.ABS 
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「自転車がやってきた。そして、 彼らは衝突した。」 (arta0006) 

12 例えば、 人類学者トーマス＝ヘッドランドのアグクの文化についての以下の記述

を参照。 "Their religious beliefs and practices are individualistic, sporadic, and of sec

ondary value in their ideology. Their animistic system has less control over their daily 

lives, for example, than do the religious systems of other, non-Agta tribal animistic so

cieties in the Philippines." (Headland 1986: 131)（彼らの宗教的信念や実践は個人主

義的、 散発的で、 彼らのイデオロギ ーにとって二次的な価値しか持たない。 例え

ばフィリビンのアグク以外のアニミズム的社会の宗教的システムに比ぺて、 彼ら

のアニミズム的体系は日常生活にそれほど影響力を持たない。（筆者訳））この記

述は、 筆者がアルタの文化を参与観察した感触と合致する。

13 ここでは、 システム・使用の区別 として過度な一般化を行ったが、 ソシュ ールに

おけるシステム、 つまりラングは、 社会的に共有された存在であるのに対し、 使

用、 つまりパロ ールは、 個人のものであるという対立は、 もちろん後年の生成文

法における言語能力と言語運用の区別には引き継がれていない。

14 オノマトペや間投詞などの 、 いわば周辺的な語群は、 規則的な音変化に抗う特徴

があることが知られている。 日本語ではヤが遅くとも平安期には摩擦音化した

が、「ピトクビトク」などのオノマトペは p 音が残った点 を参照されたい（小松

1989)。アルタ語の四は、 他の語彙と同じく、 t音を失った点で、 規則的な音変

化に従順な語彙である。

15 山梨(2009)も、 同書の第6章で、 発話行為や隣接対、 話法等に関わる慣用表現や

構文を分析した上で、 同様の議論を展開している。

母語話者は、 単に個々の単語や構文を慣習的に習得しているのではなく、 第

6章にみたような隣接対のグロ ーバルな構文のパタ ー ンを習得している（筆

者注：山梨(2009)第6章語用論からみた構文現象の諸相〕。母語話者は、 こ

の種のグロ ーパルな構文のパク ーンに関わる慣習的な知識を習得しているか

らこそ、 日常言語の実際の運用において、 臨機応変に柔軟な対話やテクスト

の展開を可能とする伝達を行うことができる。これまでの言語学の研究で

は、 「文法」の名のもとに、 個々の文レベルにおける単一の構文が分析のク
ー ゲットになっている。生きた文脈における日常言語の文法のメカニズムを

明らかにしていくためには、 さらに複数の発話単位から構成されるグロ ーパ

ルな構文の諸相を考察していく必要がある。 (ibid.:280)

さらに、山梨(ibid.: 263-264)、Thompson and Hopper (2001)も参照。

16 会 話 分 析 に つ い て はSacks,Schcgloff and Jefferson (1974) , Schcgloff and Sacks 

(1973)，串田・平本・林(2017)を、 言語の社会化については、 Ochs and Schieffelin 
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(2001), Takada (2012)を、 ジェスチャ ー研究については、 Kendon (1980), McNeill 

(1992)，喜多(2002),Enfield (2009)などを参照。
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