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1．はじめに	 	 
	 指示語とは、周囲の物理的なもの・方向・場所などを指し示すために使用され

る代名詞である。話し手からの距離によって決定される英語や中国語の二系列の

指示語（this／that）に対し、日本語の指示語は話し手・聞き手からの距離によっ
て三つの系列に分類されている。いわゆる「こそあ」言葉である。指示語は大ま

かに分けて、目に見える場面に存在する物理的なものを指し示す現場指示のほか、

談話・文章内での対象を指し示す文脈指示の機能がある（Kuno, 1973、金水・田
窪	 1992、他）。指示語の習得は、語彙的な面から言えば困難ではないと言える
が、状況に応じて正しく使用するとなるとそれほど容易ではないらしいことが、

学習者の指示語使用を観察して理解できる。 
	 この研究では、日本語学習者の指示語の習得状況と、指示語の用法を具体的か

つ明示的に教授することによって習得に効果が現れるか否か、特に初級日本語教

科書で解説がほとんどない文脈指示の習得に焦点をあてて調査する。 
 
2．先行研究 
	 佐久間（1936, 1983）は、それまで近称・中称・遠称と距離的に区別されてい
た「こ・そ・あ」の指示語を、対話の場においての内面的な交渉が関わっている

とし、「これ」は話し手の手の届く範囲、「それ」は聞き手の手の届く範囲、そ

して「あれ」がそれらの範囲外にあるものを指すと規定した。この区分は現在の

日本語教科書の現場指示の用法の解説に一般的に採用されている。 
	 文脈内でどの指示語が使われるかには、話者の間での情報の共有（Kuno, 
1973）、感情的な関わりと観点（Maynard, 2007）、認識状況の活性・親近感
（Yoshida, 2011）、対象物に対する焦点の有無（Hasegawa, 2012）など様々な解
釈・アプローチが存在する。例えば、Kunoは主に話し手・聞き手間の対話にお
ける文脈指示の用法を情報の共有という点においてまとめ、以下のように説明す

る。話し手が、聞き手が対象物をあまり知らない（間接的な情報しか持っていな

い）と考える場合「そ」が使われ、対象物について詳しく知っている（直接的な

情報を持っている）と考える場合には「あ」が使われるとしている。次のような

例が挙げられる。 
 
例1） A:	 昨日、山田さんに初めて会いました。あの（*その）人、ずいぶん変 
 	 	 わった人ですね。 
 B:	 ええ、あの（*その）人は変人ですよ。 
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この対話で、Aに、Bが「山田さん」を知っているという知識があるため、共有
情報を指す「あの」が使われる。この場合、「その」の使用は不適切である。

「そ」が使われるのは以下のような場合である。 
 
例2） A1:	 昨日、山田という人に会いました。その（*あの）ひと、道に迷って 
 	 	 困っていたので、助けてあげました。 
 B1:	 その（*あの）ひと、髭を生やした中年のひとでしょう？ 
 A2:	 はい、そうです。 
 B2:	 ｛その／あの｝人なら私も知っています。私も｛その／あの｝人を 
 	 	 助けてあげたことがあります。 
 
（例2）では、Aは初め、聞き手であるBが山田を知らないだろうという想定で
「その」を使い、次にBは自分の知っている山田とAの話す山田と同一人物であ
るかはまだ明確ではないため「その」を使う。B2で互いの知る山田が同じ人物
だと判明したとき、「あの」を使うことができ、BがAほど詳しくは山田を知ら
ないと思うとき、B2で「その」を使うことも可能である。（一方、黒田
（1979）・Hasegawa（2012）らは、独り言などで聞き手の存在を排除した場合、
上の例のA1のように話し手が自分の直接経験を語る時に「あの」が使用される
と分析している。）しかし、話し手が推し量る聞き手の知識・あるいは話し手が

聞き手と共有していると想定する自らの知識を確実に把握するには複雑な問題が

関わってくる。我々の日々のコミュニケーションには、誤解や否定や訂正が常に

同時進行しているからである。 
	 これに対して金水・田窪（1992）は、日本語の指示語の選択は対象に対する話
者の心理的な距離によって決定されるとした。彼らによると、現場と経験スペー

スは別個のものではなく、連続的な質を持つものであり、その二つはどちらも視

点者（話し手・聞き手）の経験的現実であるとされる。金水・田窪は、

Fauconnier（1984）のメンタル・スペース理論を用いて、談話における話し手・
聞き手の知識・情報の管理（談話管理）を現場と経験スペース（経験的領域）と

いう観念で捉え、現場指示と文脈指示の統一的扱いを試みた。視点者からの遠近

の距離は、この現場と経験的領域によって指定される。談話内の要素で一方の直

接経験領域にしか入っていないもの、つまり対話において話し手と聞き手の両者

に共有されていない知識を指示する場合、基本的に「そ」が用いられるが、聞き

手と話し手に共通して経験スペースの中にある対象は「あ」で示される。それに

対し、指し示す対象が聞き手側の要素ではなく、話し手に「近い」と判断される

時に「こ」が用いられる。この「近さ」とは文脈指示では心理的距離のことであ

るが、具体的には対象の所有・所属関係、談話への対象の導入者優先、情報の多

寡など、複数の要因が存在する。さらに、金水・田窪では、指示語は発話行為の

種類（教示・命令・質問など）によっても制約を受けることが指摘されている。 
	 金水・田窪をはじめ、上に述べた指示語の分析・研究は全て学術論文によるも

のだが、指示語の用法を学習者に理解しやすく解説したものがYamaguchi
（2007）である。Yamaguchiでは、日本語の三系列の指示語を代名詞「これ・そ
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れ・あれ」、限定詞「この・その・あの」などに分類した後、指示する対象を

「物理的対象」「文脈内の対象」「心理的対象」の三つに分けて説明している。

さらに文脈指示については、指示語の対象が文脈の中で既に言及されたものを指

す前方照応、対象となる事柄が後に現れる後方照応についても解説を加えている。

Yamaguchiの言う「心理的対象」は基本的にKuno（1973）を踏襲しているが、話
し手の対象に対する心理的な近さというものに注目した点は金水・田窪（1992）
の立場に近いと言える。 
	 日本語学習者の指示語の習得を調査した研究に、Niimura & Hayashi （1994, 
1996）がある。Niimura & Hayashiは英語と日本語の指示語の使用に関して、それ
ぞれの第二言語学習者（中級と上級レベル）を対象に実験を行い、結果を考察し

た。日本語学習者を対象にしたテストは、文章（会話文・短い文章）を読んで空

欄に「こ・そ・あ」を入れるというクローズテスト形式であった。その結果、文

脈指示だけでなく現場指示においても日本語母語話者と学習者の間に差が見られ

た。そして分析の結果、第二言語学習者にとってより困難な指示語の用法は文脈

指示であることがわかった。これらの研究を通してNiimura & Hayashiは、物理的
な対象物に対しての指示語に比べ、談話・文章内での指示語の使用の方が習得が

より難しいと結論する。彼らの実験での日本語母語話者の指示語の選択は金水・

田窪の理論に則した解答であるとされ、学習者がより母語話者に近い指示語の用

法を習得するには、金水・田窪（1992）の提唱する理論や観念を教授する必要が
あると訴えている。さらに、日本語学習者には文脈指示の用法を実際の母語話者

の用法を反映した豊富な内容で、周到に準備された解説・練習等が必要であると

述べている。 
	 このように、様々な視点や解釈が介在する指示語の特殊な用法を習得するには、

学習者は具体的・明示的な指導を受ける必要があると思われる。 
 
3．初級日本語教科書における指示語の扱い	 
	 教室で教えられる外国語としての日本語では、「これ・それ・あれ」等の指示

語は、初級のかなり早い時期に学習者に教授され、その後も頻繁に使われる表現

である。初級日本語で導入されるのは、「これ・それ・あれ」の非生物に対する

指示代名詞、名詞に前に置かれる「この・その・あの」の指示形容詞、場所を表

す「ここ・そこ・あそこ」などがある。北米の大学で使用されている代表的な初

級日本語の教科書を見ると、例えば「げんき」（Banno, Ikeda, Ohno, Shinagawa & 
Tokashiki, 2011）では、第二課で「これ・その」などの指示語が、話者からの物
理的な距離で決定される現場指示の用法で導入される。「ようこそ」（Tohsaku, 
2006）では、第一巻の二つ目の章になる第一章で「こそあど」言葉が現場指示で
導入される。「なかま1」（Makino, Hatasa & Hatasa, 1998）では、第三課で指示
形容詞の「この・その」等が導入され、第四課で「これ・それ」が導入される。

これらの教科書に共通して説明されている現場指示は、話し手に近いものに

「こ」系列の指示語が使われ、聞き手に近いものに「そ」系列、そして両者から

遠く離れているものに「あ」系列の指示語が使われるというものである。これは

前述のように、佐久間（1936、1983）によって提唱された規定を踏襲している。 
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	 文脈指示については「げんき」の全二十三課（二巻）を通して解説されること

はない。「ようこそ」でも一巻・二巻のどちらにも文脈指示についての解説はな

い。一方、「なかま」では第三課で現場指示が紹介されると同時に、文脈指示の

説明が最小限に記されている（「それ can be used to refer to something mentioned 
previously」p.116）。その後、第二巻目「なかま2」（Hatasa, Hatasa & Makino, 
2000）の第二課で、「そして、つぎに、それから」などの対話内の連結語句
（transition devises）としての「そ」と「あ」の使い方に関しての説明がある。そ
れに続いて聴解練習と共に、「そ」系列・「あ」系列のどの指示詞が使われてい

るか選び、そしてなぜその指示詞が使われているのかを答えさせる練習がある。

文脈指示の用法が見落とされがちな中でこの用法説明にページを割いたことは特

筆に値するが、短い聴解練習であることと解説が比較的簡潔であることから、こ

れのみで学習者が指示語の用法に関してどの程度習得し成果をあげるかについて

は、多少不安な点が残るという印象がある。 
	 興味深いことに、各教科書に掲載されている文章・読み物などを見ると、そこ

には文脈指示の指示語がしばしば使用されている。一つ例を挙げる。 
 
例 3） 七月七日は七夕です。（中略） 
 「おりひめ、ひこぼし、あなたたちは一年に一度だけ会ってもいい。それ

 は七月七日の夜だ。おりひめ、あなたはその日、天の川の向こうに行って

 もいい。」 （中略） 
 この日、私たちは赤や青などいろいろな色のたんざくに願いを書きます。 

（げんき I	 読み書き編 12課より引用、下線部筆者） 
 
まず最初の二つの「そ」は、前の文脈の内容を指し示している。最後の「こ」は、

初めに出てきた「七月七日」を指すものだが、ここではこの文章の中心的な話題

であるがゆえに話し手の焦点・注目度が高く（別な言い方をすれば心理的距離が

近く）、「そ」ではなく「こ」が使用されるわけである。ところが、これらの指
示語の使い方に対しては何の解説も加えられていない。 
	 上記のように、指示語表現には指し示す対象の判断・話し手からの心理的な距

離など、複雑な情報管理を必要とするが、初級教科書には文脈指示に関する解説

がほとんどと言っていいほどない。初級日本語教科書の多くは、日本語学習の過

程において、あたかも学習者が文章内での文脈指示の指示語使用を自然習得する

ことが期待されているかのように思われる。しかし、ただ漠然と日本語の指示語を

読んだり聴いたりしているだけで、学習者が文脈指示の用法を正しく習得できるか

否かは甚だ疑問である。Niimura & Hayashi（1994）によると、現場指示であれ文
脈指示であれ、指示語の使用には上級レベル学習者でさえも習得度に問題がある

と報告されている。それは教育現場で日本語を教える教員にも明らかな事実と言

えよう。本研究に入る前に、以下に学習者の指示語の誤用例を紹介したい。 
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4．学習者の文脈指示の誤用例	 
	 以下の例は、日本語の二年目と三年目の学習者の自由作文を抜粋したものであ

る。これは、オンラインで提出の宿題で、教員とクラスメートが読者としてアク

セス可能になっている。文脈指示のミスに下線を引いた。 
	 

例4）	 木曜日、友達のフウくんのいえに行った。あの人は料理するのが下手だ。 
 この日、部屋に入ったとき、テーブルの上においしそうな料理が置いて 
 あった。	 
 
まず初めの「あの」は「フウくん」を指すわけだが、この文章を読むクラスメー

トや教員が知っている人物ではないため、「あの」を使用することは不適切であ

る。次の「この」はこの場合完全に間違いとはいえないが、日本語母語話者が

「こ」を使う場合と同じ意味合いで使用されたかどうかは判然としない。以下の

（例5）では、現場指示か文脈指示なのかが曖昧だが、過去の出来事として前述
の対象物を指すのであれば「こ」ではなく「そ」の方が自然に感じられる。 
 
例5） おばあさんが、からいりょうりをつくりました。おばあさんは「これはと 
 りにくです」といいました。これはほんとにとりにくだとおもいました。 
 
さらに下の（例6）は現場指示と考えることもできるが、どちらにしても「うど
ん汁」は話の中で筆者のごく近くに存在し、さらにこの文章の焦点になっている

ため、「そ」ではなく「こ」を使ったほうが適切である。 
 
例6）出汁を買って、インターネットのレシピを使って、うどん汁を作りました。	 
	 美味しかった。「その味だ！」と思いました。	 

 
	 以上のように習い始めて1～2年程度の、日本語の作文を書き慣れつつある学習
者にとっては指示語を使用する機会が多いにもかかわらず、文脈指示の用法は難

解で、適切な使い方がされていない場合が多く見られる分野であると言える。 
 
5．本研究	 
5.1	 被験者と方法 
	 この研究では、カナダの大学で日本語を学習する二つのグループを比較した。

まず一つは日本語のみを学習する被験者5人（以下、『日本語グループ』と呼
ぶ）で、母国語は英語（2人）、韓国語（2人）中国語（1人）に分かれた。もう
一つのグループは、日本語と同時に日本語言語学を学ぶ被験者5人（以下、『言
語学グループ』と呼ぶ）で、母国語は英語（3人）、中国語（2人）であった。ま
た、日本語母語話者5人をコントロールグループとしてテストした。 
	 両グループの学生は20代の男女学生で、実験当時同じ大学で同じレベルの日本
語（三年目の日本語）を履修していた。日本語既習時間は全員同じ（ポストテス

トの段階で260時間程度）で、到達レベルとしては初級上から中級である。使用
教科書は「げんきBook II」で、プレテスト以降に「上級へのとびら」に移行し
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た。言語学グループは同学期に別に日本語言語学のコースを履修し、その中で指

示語が文脈内でいかに使われるかについての具体的・明示的な指導を受けた。す

なわち、Yamaguchi（2007）を用いて、既習の現場指示の用法に加えて、談話・
文脈内での前方照応・後方照応で使われる指示語や心理的な指示対象といったケ

ースを短い文章を通して解説を受け、その上で練習問題を解いていく課題を授業

内に、そして宿題としても与えられた。練習問題や宿題は、文章内の指示語が指

し示す人物や物を特定し、さらにそれらの指示語が三つのうちどの用法で使われ

どんな機能を果たしているかを考えるというものであった。日本語グループはそ

うした指導を全く受けなかった。 
 
5.2	 テスト 
	 指導の効果を計るため、指示語に関する指導が行われる前と後でプレテスト・

ポストテストを行った。プレテストは秋学期の10月に行われ、ポストテストは年
が明けた冬学期の3月に行われた。両テストの形式はほぼ同一で、日本語の短い
文章を読み、指示語が出てくる部分で「これ・それ・あれ」などの中で最も適切

なものを一つ選び丸で囲む、というものである。以下にプレテストの文章を記載

する。 
 
例7） Read the following passage and choose the most appropriate word in（	 	 ）for 
 (1) ~ (5).  

先週の月曜日に、友だちがプレゼントをくれました。もらったときに、

「1）（これ・それ・あれ）は何？」と聞いたら、友だちは「おみやげだ
よ」と言いました。あけてみると、2）（これ・それ・あれ）はとても小
さいネコのお守り（=lucky charm）でした。友だちは、「3）（この・そ
の・あの）ネコをさいふに入れておくと、お金がたまるんだよ」とおしえ

てくれました。4）（こんな・そんな・あんな）習慣（=custom）は私の国
にはありません。5）（これ・それ・あれ）は、私が初めてもらったお守
りでした。 
 

プレテスト・ポストテストとも、選択すべき指示語の部分は文章内に5箇所あっ
た。そのうち、上のテスト文では、（1）と（3）が現場指示であるのに対し、
（2）（4）（5）は文脈指示にあたる。 
 
6．結果と考察 
	 各テストでは正解一つにつき1点とし、一人合計5点満点で計算した。解答は日
本語母語話者の解答を正解とし、複数の解答が可能な箇所もあった。グループご

との正解を合計したものが表1である。 
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表1（正解合計） 
    	 プレテスト  ポストテスト 
言語学グループ（N=5）  18    18 
日本語グループ（N=5）  21    19 
母語話者（N=5）   25    25 
 
両学習者グループは母語話者グループほど出来はよくないものの、二つのグルー

プで一見ほとんど違いが見られない。またプレテストとポストテストでも特に変

化がない様に見える。上の結果をさらに詳しく検討するため、現場指示と文脈指

示に分けたのが、以下のグラフ1である。 
 
グラフ1（現場指示と文脈指示、各グループの平均（%）） 

 
 
	 指示語の用法の種類を分けた結果、指示語の種類によって正解率に微妙な差が

あることがわかった。言語学グループでは現場指示の指示語は正解率がポストテ

ストで多少低くなっているのに対し、文脈指示の正解率は多少上がっている。逆

に日本語グループは、現場指示の正解率がポストテストで上がったのに対し、文

脈指示の正解率は下がっている。以下において、文脈指示の結果に注目して分析

する。 
	 上の文脈指示の結果を、さらに学習者の第一言語によって分けてみた（グラフ

2）。彼らの第一言語は、英語（E）・中国語（C）・韓国語（K）である。 
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グラフ2（文脈指示	 第一言語ごとの平均（%）） 

 
 
	 日本語グループの全ての被験者と言語学グループの中国語母語話者がプレテス

トに比べてポストテストでの文脈指示の正解率が落ちているのに対し、言語学グ

ループの英語母語話者のみがプレテストからポストテストに移行するにつれて正

解率が伸びている。日本語グループの結果と比較してみると、明示的に受けた指

示語用法の指導の効果が言語学グループの英語母語話者に現れたものと推測され

る。しかし、その傾向は言語学グループ内の中国語母語話者には現れなかった。 
	 テストの解答を個別に詳しく見ると、今回のテストの文脈指示では「こ」

「そ」どちらでもよい項目があったにもかかわらず、「あ」を選んでしまう間違

いが両学習者グループで見受けられた。日本語グループの中国語母語話者は、プ

レテストで文脈指示に関して全て正解を選ぶことが出来たが、ポストテストでは

正解率が大きく減少した。これは、文脈指示の用法を習得したように一時的には

見えても、実は確実には習得していない証拠と考えられる。言語学グループの中

国語母語話者は、「そ」が正解である部分に「あ」を選択する傾向がポストテス

トで多少強まった。同じ傾向の間違いは言語学グループの英語母語話者にも見ら

れたが、それはポストテストでは減少していた。英語・中国語とも二系列の指示

語を持つ言語であるが、日本語の「あ」と「そ」の両方が遠称（英語で言う

'that'）に相当する指示語として英語・中国語母語話者の両者に判断され、そのた
め「あ」と「そ」の違いが両学習者にとって曖昧になってしまっている可能性が

あると言える。ポストテストで言語学グループの中国語母語話者の正解率が英語

母語話者のように伸びなかったのは、彼らの第一言語が日本語の指示語習得に何

らかの影響を与えていたからではないかと考える。両言語の文脈指示の用法につ

いて、以下に考察する。 
	 まず中国語の指示語は、英語と同じく二系列（这 'this'・那 'that'）であるがそ
の用法は英語とは違い、文脈内では多くの場合どちらを使ってもよい（私信	 朱

殊、2014年8月4日）が、体系的に「这」が時間空間的に近い対象、「那」は時間
空間的に遠い対象に対して使用される（Teng, 1981）。つまり今現在話題に出た
対象やこれから起こる事柄には「这」が使われ、過去の出来事や談話の背景にあ

る対象には「那」が使われる。一方英語では、Strauss（1993a, 1993b）によると、
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'this'は強い焦点が向けられた対象に、'that'は中程度の焦点が向けられた対象に使
用される。英語の文脈で使うべき指示語を選ぶ際、Straussの言う｢焦点
（FOCUS）」、すなわち話者が対象に対して払う注意の度合いというものが関
わってくるわけである。こうして見ると、英語の文脈指示は日本語の「心理的距

離」という考え方に比較的近いものが関係しているため、日本語の文脈指示の用

法は英語母語話者にも受け入れやすいのかもしれない。具体的な結論を出す前に、

英語・中国語における指示語の用法をより綿密に調査する必要があるが、日本語

の指示語は英語母語話者よりも中国語母語話者にとってのほうが習得しにくい面

があるのではないかと察せられる。ポストテストの時期が指示語についての明示

的指導を受けてから数ヶ月経っていたこともあるが、中国語母語話者は、彼らの

第一言語の指示語の用法に影響を受けてしまったのではないだろうか。 
 
7．おわりに 
	 本研究では、日本語文法の指示語の用法を明示的に指導することによる効果に

ついて検証した。日本語の三系列の指示語は、特に文脈指示の使い方が複雑であ

るため、その用法を詳しく教授することで学習者の指示語の習得を促すことが目

的であった。結果として、文章内で適切な指示語を選ぶ形式のテストで、指示語

についての解説を受けた言語学グループとそうでない日本語グループのテスト結

果には一見、大きな違いが見受けられなかった。しかし、現場指示・文脈指示の

二つの用法と学習者の第一言語（英語・中国語・韓国語）に分けて分析した結果、

言語学グループの英語母語話者のみが文脈指示の正解率が伸びたことがわかった。

逆に言えば、言語グループの中国語母語話者はポストテストでの文脈指示の正解

率が伸びなかった。これは、英語と中国語における指示語の用法を比べた時、英

語の指示語の用法のほうが、比較的日本語のそれに近く、英語母語話者に習得さ

れやすかったのではないかと考えられる。また、ポストテストの行われた時期が

指示語の指導の行われた時期から数ヶ月経っていたこともあるからか、中国語母

語話者の日本語の指示語の用法が中国語の指示語の用法に影響を受けてしまった

と推測される。 
	 今回の研究は少人数の被験者を対象に行われたため、結果の考察に限界がある

ことは否めないが、今後の研究課題としてより多くの学習者を研究対象とするこ

とが第一に挙げられる。さらに学習者の第一言語の影響についての考察をより可

能にするため、複数の第一言語グループを調査することが望ましいだろう。また、

テスト項目も現場指示と文脈指示だけでなく、｢こ｣系列対「そ」系列、｢そ｣系列

対「あ」系列など、満遍なく取り入れることが理想的である。 
	 日本語学習者は基本的な指示語の用法を初級の初めに習い、その後現場指示に

限らず文脈指示でも作文・談話の中で指示語を使用していく。学習者が中級・上

級のレベルに達するのを待たずに、初級の段階でより明確に文脈指示の用法を教

授していく必要があるのは言うまでもない。日本語の教室指導において、学習者

がより自然且つ母語話者に近い指示語の用法を習得できるよう、様々な指導法を

工夫していくことが不可欠であろう。 
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