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１．はじめに
中国語場所名詞（趙元任）

*Ta dao men qu
彼 に ドア 行く
Ta dao men nar qu

彼 に ドアあそこ 行く）
*彼はドアに行った。
彼はドアのところに行った。

日本語の名詞の分類＞誰、どこ、なに 英語 who  what

日本の首都はどこですか：What is the capital of Japan?
次の駅はどこですか：What is the next stop?
どこが勝った？阪神： Who won? Chicago Cubs.
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１．はじめに：扱う現象
• 空間のトコロ

｛私、ドア｝のところに来た。 場所化
私がいるところに来た。

• 時間のトコロ
新郎新婦が入ってくるトコロデ音楽が始まる 時間的契機
いま歯を磨いているトコロダ。 進行

• 論理関係のトコロ
もし博士号を取っていれば就職できたトコロダ。反事実条件文
博士号を取ったトコロデ就職口はない。 譲歩
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先どり結論
意味解釈領域における関係

空間＞時間＞モーダル 間の写像関係を明示化する。
三次元＞二次元＞可能世界

「トコロ：相対的位置関係の基準点のほうの位置を表す」

以下の領域間の写像が関わる
空間 領域 空間 基準点の位置
時間 領域 時間スケール 基準イベントの位置
世界 領域 可能世界 現実世界
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１．トコロの空間解釈

• トコロは非場所を場所化する疑似接辞である （寺村（1979）、
田窪（1984））。

• トコロの場所化の性質はそれが基準点を示す性質から導出でき
る（田窪・笹栗（2002）、Takubo(2009)。

• →トコロは、前、後、東、西などと同じように空間方位を表す
関係名詞だけれど、基準点そのものを同定する。
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２．トコロの空間解釈
２．１ 基準点を示すトコロ
空間関係名詞：基準点を取って、方向や位置を返す2項関係の名
詞

１．国語研の東にモノレールの駅がある。 基準点：国語研
２．国語研の前にバス停がある。 基準点：国語研
３．君の右に山田君がいる。 基準点：君
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２．トコロの空間解釈
２．１ 基準点を示すトコロ
トコロは基準点と示す位置が同じことを示す空間関係名詞

〇 ▼ ■ □ ▽ ● →

(5) 〇の前に▼がある。
□の後ろに■がある。
▽の前に●がある。
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２．トコロの空間解釈
２．１ 基準点を表すトコロ
（４） 〇 ▼ ■ □ ▽ ● →

(5) ■のところに★がある。

■を基準点として、その基準点の位置に★が存在することを示
す

トコロは基準点の位置を示す：基準点と示す位置が同じ
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２．トコロの空間解釈
２．２ 場所化機能
• 学校に行く。
• *黒板に行く。 黒板のところに行く。
• *田中に行く。 田中のところに行く。

空間の基準点を表すため、非場所は場所化される。場所自体は
いったん非場所になり基準点化される。

• 国語研のトコロで降りる。
• この地図の国語研のトコロ。Cf.この地図の国語研。
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２.トコロの空間解釈
２．３ 部分化機能
• このかばんは取っ手のところが壊れている。
• 国語研のいいところは所内で文理融合がなされているところで

す。
• この本で分からないところがあれば質問してください。

かばん全体の中で「取っ手」を基準点として同定する。
国語研の性質の中で「xの部分がいい」を基準点として同定する。
本全体の中で「xの部分がわからない」を基準点として同定する。
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１．空間解釈のトコロ：節を取る場合
• 現在国語研が建っているトコロは元は畑であった。

• 田中が立っている後ろに山田が立っている。
• 田中が立っているところに山田が立っている。
• 田中の後ろに山田が立っている。
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２．トコロの空間解釈
２．４ 節を取る場合
これらはトコロを主要部とする関係節のように見えるが、それだ
けではない。例えば、主要部に空間を表す相対名詞を入れると次
のようになる。

• 田中が座っている後ろに山田が立っている。
• 田中が座っている2メートル後ろに山田が立っている。

• [[田中がxに座っている][xの後ろ]
• [田中がxに座っている][トコロ=x] の後ろ
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３．トコロの時間解釈
３．１ トコロデの契機読み
• 新郎新婦が入ってくるトコロデ音楽が始まる。
• 新郎新婦が入ってきたトコロデ音楽が始まる。
• 新郎新婦が入って来ているトコロデ音楽が始まる。

場所ではなく時間を表す。
後件の表すイベントが始まる時間を表す。
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３．トコロの時間解釈：
３．１ トコロデの契機読み
• 開会宣言＞字長挨拶＞来賓祝辞＞卒業生代表挨拶＞入学生代表

挨拶＞ぐでぃんぶー＞くいちゃー＞閉会宣言

• 来賓祝辞の前に字長挨拶がある。 基準点：来賓祝辞
• 来賓祝辞の後に卒業生代表の挨拶がある。基準点：来賓祝辞
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３．トコロの時間解釈
３．１ トコロデの契機読み
• 来賓が祝辞を述べた（すぐ、5分）後に卒業生代表が入ってく

る。（基準点：来賓が祝辞を述べ終わった時間）

• 来賓が祝辞を述べたトコロデ卒業生が入ってくる。
（基準点：来賓が祝辞を述べ終わった時間）（直後）
• 来賓が祝辞を述べるトコロデ卒業生が入ってくる。
（基準点：来賓が祝辞を述べ始める時間） （直前）
• 来賓が祝辞を述べているトコロ｛二、デ｝卒業生が入ってくる。
（基準点：来賓が祝辞を述べている時間） （最中）
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３．トコロの時間解釈
３．２ アスペクトに着くトコロダ
• 来賓が（今から、30分後に）祝辞を述べる。
• 来賓が（今、30分前に）祝辞を述べた。
• 来賓が（今、30分前に）祝辞を述べている。

• 来賓が祝辞を述べるトコロダ。 直前
• 来賓が祝辞を述べたトコロダ。 直後
• 来賓が祝辞を述べているトコロダ。最中
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３．トコロの時間解釈
３．２ アスペクトにつくトコロダ
• 前、後（あと）：基準点を取ってその時間的位置から見て問題とな

るイベントが「以後（まえ）、以前（あと）であることを表す。時
間的距離は基準点からの距離を表す。
来賓が挨拶する30分前（=来賓が挨拶する時間の30分前）
来賓が挨拶した30分後（ =来賓が挨拶する時間の30分後）

• トコロ（で、だ）：基準点そのものと一致する時間的位置を表す。
基準点との時間的距離はゼロ
来賓が挨拶｛する、した、している｝トコロデ
来賓が挨拶｛する、した、している｝トコロダ
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４．トコロの論理解釈：
４．１ 条件文の帰結に付くトコロダ
• トコロダの時間解釈は非状態動詞に限られる。状態動詞では時間解

釈ができない。これはテイル・テイタの結果状態、経験解釈でも同
じである。

• もっと英語ができるトコロダ。（時間解釈不可）
• 10年前にこの本を読んでいるトコロダ。（時間解釈不可）
• 30分前に死んでいるトコロダ。（「死ぬ」の文字通りの解釈では時

間解釈不可）

これらは条件文の帰結の解釈になる。
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4．トコロの論理解釈
4.1 条件文の帰結に付くトコロダ

• アメリカの大学に行けていたら英語ができるトコロダ。
• あの時大学院をやめなければ10年前にこの本を読んでいるトコ
ロダ。

• あそこで電車を降りなければ30分前に死んでいるトコロダ。
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トコロの時間解釈：状態動詞につくトコ
ロダが時間解釈を持たない理由
• 時間解釈のトコロはそれが付く節が表すイベントが持つ時間を

基準点としてその基準点と後件の持つ時間との一致を表す。状
態動詞はそれが表すイベントが時間を持たないし、テイの結果
状態、経験の解釈はいずれもイベントと同定されるイベントと
の関係を表すのみ。

• 英語ができる。：状態はイベンチュアリティ自体の時間を持た
ない

• 10年前にこの本を読んでいる。 現在と「本読み」の前後関係
• 30分前に死んでいる。 現在と「死ぬ」イベントとの前後関係
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４.トコロの論理解釈
4.1 反事実条件文の帰結につくトコロダ

• アメリカの大学に行けてたらいまごろもっと英語ができるトコ
ロダ。

• あの時大学院をやめなければ10年前にこの本を読んでいるトコ
ロダ。

• あそこで電車を降りなければ30分前に死んでいるトコロダ。

これらの文のトコロダは時間解釈ではない。トコロダが付く節が
トコロに渡す基準点情報は可能世界のインデクス。
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4．トコロの論理解釈
4.1 反事実条件文の帰結につくトコロダ
• 反事実条件文の帰結に付くトコロダがもらうインデクスは、現

実世界のインデクスであると考える。これはトコロの空間、時
間の用法が表す位置は、話者の視点がある位置であると考えら
れるから。ここではもう少し強い主張を行い。話し手の可視的
な現実（D-domainと呼ぶ)、つまり話し手が真であることを
知っている現実世界のインデクスであると考える

• If p then q トコロダ: 現在の可視的世界は、ifｐthen qである。
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4．トコロの論理解釈
4.1 反事実条件文の帰結につくトコロダ
• If p then q トコロダ: 現在の可視的世界(w0)は、ifｐthen qト
コロである。

問題となる現在の可視的世界が4つの可能性(p&q, 
￢p&q,p&￢q,￢p&￢q）のうちどれであるのか、またトコロが
つく要素が帰結だけなのか、前件も含むのかで異なる。
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4．トコロの論理解釈
4.1 反事実条件文の帰結につくトコロダ
A. p＆qの世界の集合の中に可視的世界があるとき、「If p then 
qトコロダ。」ということにあまり、情報量はない（言える場合
もある）。Pが可視的であれば、条件文ではなく理由文になる。
B. ￢p＆qの世界の集合の中に可視的世界があるときは条件文
である「If p then qトコロダ。」と言うより譲歩文になる。
C. p＆￢qの世界の集合の中に可視的世界があるとき、 「If p 
then qトコロダ。」pであることを知っていればAと同じ理由で
不適切である。
D. ￢p＆￢qの世界の集合のなかに現実世界があるとき、「 If p 
then qトコロダ」ということは意味があり、前件後件ともに反事
実文になる。
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おまけ
• If p [then q ところだ] qだけがD-indexを持つ
• [[If p then q]ところだ] pもqもD-indexを持つ

• 後件だけがD-indexを持つなら、Cの状況では言えるはず。

もしアメリカに5年もいたのなら、本来これぐらいの英語は読めると
ころだ。

この文は解釈可能とする話者もいると思われる。その場合は、トコロ
ダは後件だけに付くと考えるのがよい。
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４．トコロの論理解釈
４．１ 反事実条件文の帰結につくトコロダ
• 要するに if p,then qトコロダは、真であることを知っている
世界に関する仮定と帰結を述べる言い方になる。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロ譲歩文
トコロデ：空間、時間、論理解釈

• 彼が住んでいたところで立ち退き騒動があった

• 新郎新婦が入場したところで音楽が始まる。契機

• 木村が来たところで情勢に変化はない。譲歩
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：疑問詞のスコープ
の差
• 契機：疑問詞疑問文
誰が住んでいたところで立ち退き騒ぎがあったの？
誰が入場したところで音楽が始まる（の）？

疑問のスコープは文末まで

• 譲歩：肯定文
誰が来たところで、情勢に変化はない（の）。

疑問のスコープはトコロデまで
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：トコロデの二つの
解釈：契機と譲歩の認知的な違い
• 現在の状態に変化があるか否か

契機：後件は新規イベントの導入
• 木村が入場したところで、音楽が始まる。

譲歩：後件は無変化
• 木村が来たところで情勢に変化はない。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：後件の変化の有無
と解釈の差
• 木村がat t入ってきたところで, 音楽がat t’ 始まる。
A)変化解釈：￢音楽の開始 at t→音楽の開始at t’ 

t’=入るイベントインターバルの最後

B) 不変化解釈 or 非時間解釈
木村が2時に入ってきたところで音楽は4時に始まる。

木村が入ってくるということと音楽が始まるということに時間的
な接触or前後関係はない。
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参考： still
ⅰ) a. John is still alive. 

b. *John is still dead.

ⅱ) a. If John had taken these pills, he would 
still be alive.

b. If John had taken these pills, he would 
still be dead.

temporary persistence vs. trans-spatial persistence
(Laura Michaelis ())
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文

• 譲歩文は条件文の否定である。（坂原1989）
• ｛この薬を飲め｝ば｛クラークは死ぬ。｝

p⊃q
十分条件の否定
￢(p⊃q)=￢(￢p∨q)=p∧￢q

• この薬を｛飲んでも、飲んだトコロデ｝クラークは死なない。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文
この薬を飲めばクラークは死ぬ。
必要条件：この薬を飲まなければ、クラークは死なない。

p⊃q の必要条件 ￢p⊃￢q=q⊃p＝￢q∨p

必要条件の否定
￢(￢q∨p)=q∧￢p=￢p∧q

• この薬を｛飲まなくテモ、??飲まなかったところで} クラーク
は死ぬ。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：テモ譲歩文とトコロデ
譲歩文の違い

a. 譲歩節の並列はない。
b.  命令文、意向文はない。
c. 前件のテンスはタ形しか使えない。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：前件の複数句の可
能性 前田（1996, 176）
1）a. 彼が行っても、行かなくても事態は変わらない。
b.??彼が行ったところで，行かなかったところで，事態は変わら
ない。
２）山田が行っても、田中が行っても事態は変わらない。
a. 山田が言ったところで、田中が行ったところで事態は変わら

ない。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：前件の複数句の可
能性 前田（1996, 176）
３）a.薬を飲んでも、飲まなくても治る。

b.??薬を飲んだトコロデ、飲まなかったところで治る。

4）a.薬を飲んでも、ゆっくり休んでも治る。
b.??薬を飲んだトコロデ、ゆっくり休んだトコロデ治る。
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前件の複数句の可能性 前田（1996,
176）命令、意向
1）a. 田中が2時に来ても，我々は3時に出よう。

b.* 田中が2時に来たトコロデ、我々は3時に出よう。
2) a. 田中が2時に来ても,君たちは3時に出ろ。

b.*田中が2時に来たトコロデ君たち3時に出ろ。
3) 田中が2時に来たトコロデ会議にはもう間に合わないだろう。
(非意思･非命令）
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：タ形しか許されな
い
譲歩のトコロデはタ形しかとらない（前田(1996：176)）

• 犯人が {死んだ/*死ぬ} トコロデ、何も変わらない。

ここでのタは過去を表すものではなく、未来の事態を表すことも
できる。

• 彼が明日来たトコロデ、どうしようもない。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：テモ譲歩文とトコ
ロデ譲歩文の違い
• テモは、条件文の帰結の代替命題を述べて条件文の否定をする

（十分条件の否定）か、条件文の前件の代替命題を述べて、帰
結が成り立つためには前件以外の場合があることを示す（必要
条件の否定）。

• トコロデは条件文の帰結の代替命題を述べて条件文の否定をす
る（十分条件の否定）。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：譲歩のトコロデ
田窪・笹栗（2002）、田窪（2006）

• 前件のフリップ（思考実験）
pタトコロデは、思考実験で￢pをpにフリップし、帰結を述べ

る。

現在の状況 ￢p∧￢q
この場合、￢pをpに取り換えるとqも取り替わる。すなわち、

p⊃qという条件文が問題となる。

この時、知識ベースから、p∧￢qを導出し、p⊃ｑの反証例とし
て、述べるのが、トコロデである。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：変化の契機を表す
トコロデ

現在の状況：￢p∧￢q

１）pが加わる

２）￢p>>p

３）￢qがqになる

この場合、トコロデは時間の経過に伴う変化を表す。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：契機の読み
• 消費があと2%上がったところで、日本経済はデフレから抜け出

せるだろう。

￢（消費があと2%上がる）at t>> （消費があと2%上がる）at t’.

（日本経済がデフレである）at t>> （日本経済がデフレでなく
なる） at t’.  
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４．４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：契機と譲歩
契機解釈と譲歩解釈は相補分布？

統語構造が異なる
契機は、アスペクト句（＝イベント）＋トコロデ
譲歩は、文（＝命題）＋トコロデ

タ： 契機解釈ではアスペクト＝f（τVP’)
タ： 譲歩解釈ではモダリティ＝w0 でないことを表す
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：疑問詞と譲歩
• 誰が来ても、私は行くだろう。
• 誰が来ても、私は行こう（と思う）。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：量化詞としての疑
問詞
• 疑問詞の意味
Hamblin（1958, ）の疑問の意味論：可能な答えの集合
誰が行くの

答えの集合
{xが行く、yが行く、zが行く….}

Wh-Q morpheme   φ、ka はjoin operation ( disjunctを作
る）
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文

• 誰が行っても、事態に変わりはない。
Xが行く∧事態に変わりはない。
Yが行く∧事態に変わりはない。
Zが行く∧事態に変わりはない。
…..
「も」の累加機能：これをmeet（conjoin)する。
Xが行く∧yが行く∧zが行く.。。∧事態に変わりはない
∀x.xは人間 xが行く∧事態に変わりはない。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：
• トコロデもandの意味を持つためmeet operationの機能を持つ

（あるいはmeet operationをindicateする）
Xが行く∧事態に変わりはない。
Yが行く∧事態に変わりはない。
Zが行く∧事態に変わりはない。
…..
これをmeet（conjoin)する。
Xが行く∧yが行く∧zが行く.。。∧事態に変わりはない
［∀x.xは人間|xが行く］∧事態に変わりはない。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文
• トコロデの契機用法

累加の意味がないためmeet機能を追加できない⇒疑問詞は文末
のQにより、join 機能が追加される。 (cf. Sabolsci (to appear))
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文
• トコロは参照点を表す： cf. メンタルスペース理論の焦点スペース： （観

察）視点を持ち、構造情報が更新される

• 空間の参照点： 場所の関係節句
彼が住んでいたところで立ち退き騒動があった。

• 時間の参照点： アスペクト句
議長が閉会の辞を述べたところで，記者たちが入ってきた。

• 世界の参照点： モダリティ句
彼が出席したところでパーティーは成功しないだろう。
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４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：まとめ
• 譲歩の意味： 条件文の反証 十分条件、必要条件の否定

前件が対照集合を持つ連言で表すことができる。

A）トコロは視点のある参照点を表す
B）デが後件の状況が前件の状況で成立することを意味する。
C） qが変化しないとき、譲歩と解釈される。

タトコロデ譲歩の用法
D） p タトコロデq、文脈の想定Aにｐを加える。

51



４．トコロの論理解釈
４．２ トコロデ譲歩文：特性の説明
• 焦点状況（普通は現実の状況）の状態を前提とし、思考実験に

よる代替状況の状態を述べる。
A）並列が不可能：一つの焦点状況の中の一つの命題のフリップ
を行うため。
B）命令、意向が帰結に来ない：二つの状況の関係を問題にする
ため、帰結も状況を表すため。
C) タトコロデの形しか使えない。焦点状況（普通は現実の状
況）以外の代替状況を構成するため。
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５ 結論 意味領域における解釈の違い
空間＞時間＞モーダル 間の写像関係を明示化する。

三次元＞二次元＞可能世界
「トコロ：相対的位置関係の基準点のほうの位置を表す」

以下の領域間の写像が関わる
空間 領域 空間 基準点の位置
時間 領域 時間スケール 基準イベントの位置
世界 領域 可能世界 現実世界
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