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三層モデルによる独り言の分析

長谷川　葉子
カリフォルニア大学バークレー校

第 2章

要旨： 言語現象は，規範的に，話し手・聞き手が共存する場面を想定して論議されるが，
言語使用の本質は，このような単純な定型では解釈し難い．独り言という定型を離れた
現象を精査することは，他者との交流を目的とした場合とそうでない場合に，ことばの
構造や使用形態がどのように違うかという根本的な問題の理解に重要である．本章では，
三層モデルの枠組みが独り言の分析にどのような洞察を喚起してくれるのかを中心に考
察してみる．

1. はじめに

日本語母語話者による言語学の論文には，その研究主題の如何を問わず，
「独り言」という言葉がよく登場する（上野（1972），陳（1987），森山（1989），
仁田（1991），Maynard （1993），宇佐美（1995），小野・中川（1997），鈴木 

（1997），森山（1998），Okamoto （1999），伊豆原（2003），Shinzato （2004），
その他多数）．たとえば，「日本語母語話者は，『あ，そうなんだぁ』，『ふぅん，
なるほどね』，『いい部屋だなぁ』のような発話を聞くと，独り言だとして理解
する」といった主張であるが，それらを独り言とみなすのは自明の理として扱
われ，そう判断する根拠は吟味されないのが常である．（この点，黒田（1992） 
は，以下に述べる通り，非常に稀な例外だと言える．）たしかに，日本語母語
話者にとっては，それらの発話は明らかに独り言的であり，説明の必要性は全
く感じないのだが，これはきわめて示唆的な現象なのである．つまり，日本語
母語話者は，直感的に，言語の思考表現機能と伝達機能（三層モデルにおける
「状況把握」と「状況報告」）という二元性を感得していることになる．一方，
英語学の論文で，monologue，self-talk，soliloquy といった，「独り言」に相
応する言葉が言語現象の説明に援用されることは皆無だと言ってよい．なぜ，
このように極端な違いが生ずるのだろうか．

筆者は，20年ほど前に，日本語における思いの表出と伝達表現との相違に
興味を持ち，実験的に収集したデータに基づいた独り言の研究を始めた．その
結果を逐次，英語論文として発表したのだが（その集成が Hasegawa （2010） 
である），非日本語母語話者の査読者からは，必ずと言っていいほど，例とし
て挙げてある発話文がどうして独り言だと断定できるのかという質問が寄せら
れた．各文には英訳が付けてあるのだが，それを見ただけでは，独り言かどう
か判断できないからである．
一方，日本語母語話者の査読者の中にも，英語母語話者のように，独り言と
いう範疇がしっかりとは確立していないと思われる人たちもいたが，ほとんど
は，筆者の独り言か否かの判断に異論はないようであった．ある査読者のコメ
ントが特に興味深かったので引用しておこう．この査読者は，「あ，そうなん
だぁ」は，独り言的でもあるし，同時に，対話的でもあるとした上で，以下の
程度差の判断を提示した．

（1） あ，そう． より対話的
あ，そうなの．
あ，そうなんだぁ．
あ，そうか． より独り言的

そして，この査読者は，このような違いは，文の命題的意味にではなく，文
末の対人的モダリティに由来するものなので，筆者の「日本語では，聞き手の
存在を想定しない表現（独り言）と人に語りかける表現の間には形態的なずれ
がある」という主張には妥当性があるとした．
この妥当性を裏付けるもう一つの例を挙げると，日本語では，発話を文字起
こししたものを読めば，それが独り言なのか，あるいは電話での対話の片方の
みの記録であるのかは容易に判断できるが，英語では，この判定はきわめて難
しいのである．そもそも，英語母語話者には，独り言と対話とを直感的に識別
する慣習はない．独り言という概念が常に念頭にある筆者にとって，これは驚
愕の発見であった．
区別意識のない英語母語話者に「独り言らしさ」を説明するのは至難である．
独り言と対話の形態的違いは何なのか，さらに，言語学のどの副領域で検討し
たらいいのか，当時，全く目処が立たなかった．この点，廣瀬（2016）の「三
層モデル」は，独り言を論じる際，日本語母語話者特有の洞察に頼らない，普
遍的有用性の高い理論的枠組みである．
一般に，理論的枠組みの重要な機能は，研究に方向性を与えてくれることで
ある．グライスの「含意理論」，フィルモアの「格文法」や「フレーム意味論」，
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ブラウン・レビンソンの「ポライトネス理論」などに見られる通り，長く研究
されてきた事象も，新しい理論的枠組みによって，それまでには考えられな
かった方向から光が当てられ，より深い理解が可能になるということは周知の
通りである．本章では，廣瀬の提唱する「三層モデル」が独り言の分析にどの
ような洞察を喚起してくれるのかということを中心に考察してみたい．

2.　「独り言」とは

言語現象の多くは（特に日本語においては），話し手・聞き手が共存する伝
達場面を想定して論議される．たとえば，（a）終助詞「ね」は話し手と聞き手
の情報・判断の一致を，「よ」はそれらの食い違いを前提とするという主張（大
曽 （1986：93）），（b）指示詞の文脈指示用法では，「ア」系は話し手・聞き手
ともに指示対象をよく知っている場合，「ソ」系は，どちらか，または，両者
ともに指示対象をよく知らない場合に使われるという分析（久野（1992：
69）），（c）「です・ます」体から普通体へのスピーチスタイル・シフトは，話
し手が聞き手に共感し，心的距離を縮めたいときに起こるという論理（Ikuta 

（1983）），（d）「はい」の基本機能は会話の促進であるが（例：「はい／*ええ／
*うん，それでは今日は 3ページから始めます」），「うん」の基本機能は相槌で
あるとする見解（Angles, Nagatomi, and Nakayama （2000））などに代表される．
しかし，黒田（1992：93）を引用して言えば，「言語使用の本質は，伝達論

的言語使用理論から期待されるような単純な話し手・聞き手との間に交される
言語行為（中略）といった定型では十全には補足し難いものと考えられ」，
「我々の個々の言語理解行為の対象となる文は，必ずしもすべて話し手が聞き
手を想定して具体化したと単純に解釈できない」のである．したがって，独り
言という，一見些末とも見える言語現象を精査することは，他者との交流を目
的とした場合とそうでない場合に，ことばの構造や使用形態がどのように違う
かを明確にできるばかりでなく，どうしてそのような違いが起こるのかという
根本的な問題にも手がかりを与えてくれるはずである．
「独り言」には，三通りの定義が考えられる．第一に，発話状況を吟味する
と，「発話の届く範囲内に他人（聞き手）がいない場合」と定義できる．しか
し，この定義では，面接のために自室にこもって，想定できる質問に対しての
答えを稽古している事例も含まれることになる．
第二に，「独り言」を発話者の意図に基づいて定義することも可能である．

つまり，話者がその発話は誰にも向けていないと意識すれば独り言となる．こ
の定義では，発話場面に他人がいようがいまいが関係ない．雑踏の中で独り言

をつぶやくことも可能であるし，孤立した場所で思い描く人と（擬似）対話を
することも可能である．また，この定義では，独り言か否かは，発話者のみが
分別できることになる．
第三の定義は，発話の形状に依存するものである．冒頭に挙げた，「独り言」
という用語を言語現象の説明に使用する研究者のほとんどは，おのずから概念
化された独り言の形状的特色に基づいて，当該発話が独り言か否かを判断して
いると思われる．たとえば，詠嘆の終助詞「な・や」，懐疑の助動詞「だろう
（か）」や感嘆詞「あれ・へえ」などが含まれていれば，独り言であると言える
だろう．「疲れたなぁ」，「めんどくさいや」，「あれ，変なやつが覗いてる．誰
だろ」などは，普通，独り言として捉えられるのではないだろうか．
反対に，聞き手の存在を前提とする表現も多々ある．たとえば，呼びかけ表
現「おい・ねぇ」，応答表現「はい・いいえ」，丁寧体の助動詞「です・ます」，
終助詞「よ・ぜ」，伝聞表現「（だ）そうだ」，命令表現「帰れ・帰りなさい」な
どである．1 したがって，もし，これらの表現が含まれていれば，その発話は
独り言とは解されない．しかし，反対に，これらの表現が含まれていないから
といって，即，独り言とは断定できないのも事実である．
筆者は，かつて，日本語母語話者を対象に，数々の独り言発話から抜粋した
文を文脈から切り離して提示し，独り言として聞こえるかどうかというアン
ケート調査を行ったのだが，結果はまちまちであった．結論を言えば，独り言
か否かの判断は状況依存性が非常に高く，文脈のない発話は，この事象に敏感
な日本語母語話者と言えども，独り言かどうかは判断しにくいということにな
る．この点，独り言の特質を吟味する際には，三層モデルは最も洗練された理
論的枠組みだと言えるだろう．

3. 三層モデル

三層モデルでは，言語行動は，「状況把握」（認識・感情など，思いの言語
化），「状況報告」 （言語による状況把握の伝達），「対人関係」 （呼称，ポライトネ
スなどの聞き手への言語的配慮）という三層から構築される．そして，日本語
では，無標の表現形態として，状況把握が状況報告および対人関係から独立し
ているとされる．三層モデルを簡略化して図式にすると，以下のようになる．

1 命令表現であるにも関わらず，「待てよ」は独り言にも現れる．面白いことに，一般の動
詞命令形は，会話では，下降調（例，「来いよ↓」）でも，上昇調（「来いよ↑」）でも使われる
が，「待てよ↑」は独り言的であり，会話では「待てよ↓」となる．



第 II 部　三層モデルとその適用 第 2章　三層モデルによる独り言の分析 3130

状況把握 　独り言

図 1　日本語の三層構造

「状況把握」とは，話者が状況を把握し，その解釈やそれに関する思いを言
語化する層である．「A が B に X をあげた」とするか，「B が A から X をも
らった」とするかは，この層で決められる．また，「C が Y を作った」や「Y

ができた」といった表現の違いもこの層での現象である．「状況報告」とは，
それらの情報を他者に伝達する際に必要となる言語要素を考慮する層となる．
プラーグ学派の Functional Sentence Perspective やダイクシスの調整などは，
この層で行われる．「対人関係」層では，ブラウン・レビンソンのポジティブ
／ネガティブポライトネス，オフレコードなどの方策や，丁寧体の使用・不使
用などが考慮される．状況報告から区別された対人関係層自体は，英語ではあ
まり大きくは取り扱われないが，日本語では，以下に述べる通り，非常に重要
なレベルである．
この三層モデルの枠組みでは，状況把握のみの段階で発話されれば，独り言
となるわけである．また，状況報告と対人関係は，通常，一体化されているの
で，伝達を目的とした場合，対人関係に左右されない発話は不可能となる．た
とえば，I’ll do it を日本語で言う場合，「わたくしがいたします」，「わたしが
やりましょう」，「ぼくがするよ」，「おれ，やるってば」など，いずれの表現を
取っても，話し手が認識する，聞き手との社会的・心理的関係や発話状況にお
ける社会的・言語的制約が内含されてしまうのである．
一方，英語の三層構造は，無標の表現としては，状況把握と状況報告が一体
化し，それに対人関係の層が付加される．

　無標の発話

対人関係

図 2　英語の三層構造

状況報告
対人関係

状況把握
状況報告

無標の発話である I’ll do it は，聞き手が誰であっても使うことができる．
また，反対に，この発話を聞いただけでは，話し手と聞き手がどういう社会
的・心理的関係にあるのか，どういう状況の下に発話されたのかは推測できな
い．つまり，英語では，日本語の独り言モードに対応する状況把握のみの発話
（廣瀬のいう「私的表現」）と一般会話に使われる発話（廣瀬のいう「公的表現」）
を形態的に区別するのは，非常に難しいのである．（この発話構造の差に起因
する日本語表現と英語表現のそのほかの違いは，本書に収録された廣瀬論文を
参照のこと．）
このように体系化されると，なぜ，英語母語話者が独り言という概念を日本
語母語話者ほどはっきりとは持っていないのか，また，なぜ，当該発話が独り
言か否かということに，英語母語話者は，日本語母語話者ほど敏感ではないの
かということが容易に理解できる．この簡潔な三層モデルは，日英語の深層に
潜む，構造的・語用論的に重要な相違の議論を可能にしてくれたという点で，
高く評価されるべきである．

4. 日本語における独り言

Hasegawa （2010） にまとめた通り，独り言の研究は示唆に富んでいる．た
とえば，「ね」の独り言での頻度は対話での頻度に匹敵して非常に高い（例：
「でも，やっぱ，雑誌って，日本の雑誌の方がいいねえ」，「源氏物語，やだね，
源氏物語は」）．それに比べて，「よ」の頻度は極めて低い．筆者の実験データ
では，4例しか見つからなかった（例：（携帯電話を切った後に）「間違い電話
かよ．キムって誰だよ」）．「ね」と「よ」は常に同じ土俵の上で語られてきてい
るが，「よ」は，規範的には，聞き手の存在を想定し，「ね」の機能は聞き手の
存在・世界観・知識などに依存しないという仮説を教唆する（第 2章）．
また，独り言においては，「コ」と「ア」はつねに眼前指示（deictic）である

が（例：「これ，いつの雑誌だろう」，「まだ，中，生きてんのかな，あのたま
ご」），2 「ソ」はつねに文脈指示（anaphoric）である（例：「ずっと，そればっ
かり聴いてたら，ほんとに仕事んなんないし」）．「コ・ソ・ア」の眼前指示用

2 「ア」は，「お母さん，レクサス気に入ってるようだったけど，でも，あれは大きい車だし
ねぇ」のように，一見，文脈指示に見える例も多々あるが，「明日も晴れへんかな．明日晴れ
たら，あのサンダルはこ（この発話の前に「サンダル」については語られていないし，発話場
面にサンダルはない）」や「あれ，何てったかな，あれ．あれ，納涼バスだ，納涼バス」の例で
はっきりするように，話し手の意識に浮かんだ，擬似視覚体験によるイメージを眼前指示して
いると解釈するのが妥当である．
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法は，普通，勢力圏説（「コ」は話し手のテリトリー内の事象に，「ソ」は聞き
手のテリトリー内の事象を示すのに使われる）と距離区分説（「コ」は近称，
「ソ」は中称，「ア」は遠称）との二つの枠組みで説明される．「ソ」の不在は，
独り言には聞き手はいないので，勢力圏説では簡単に説明がつく．しかし，な
ぜ，独り言には距離区分説は適応しないのだろうか．今後の研究が待たれると
ころである（第 3章）．
この本の第 4章の主題は，性別を反映した言語形態（gendered language）
だが，女性話者は，独り言では，一人称代名詞を除いては，いわゆる女性語は
一切使わず，一般に「やわらかい男性語」と呼ばれる表現（「知らなかったな」，
「このレストラン，もうないのか」，「頑張るぞ」など）を使う．つまり，女性
語は状況把握には無関係で，状況報告・対人関係の段階で導入・選択されるも
のだと言える．面白いことに，男性話者の独り言には，女性語は一切現れな
い．Ochs （1993）は，言語の指標性を二段階に分け，日本語の「ぜ」や「わ」
の第一次指標機能は「荒っぽさ」や「優しさ」といった意味であり，二次的に
男性らしさ，女性らしさという，性別などの伝達場面の要素を指標するとして
いる．けれども，女性が荒々しさを表現したいときに男性語を使うことはあっ
ても，普通，男性が優しさを表現したいときに，あえて女性語を使うことはな
いし，男性話者の独り言で女性語は決して使われないという事実は，Ochs の
理論の欠陥を指摘するものだと言える．

Hasegawa （2010）の第 5章は，会話に挿入される独り言を扱っている（こ
のテーマは廣瀬・長谷川（2010）の第 5章でも取り上げられている）．たとえ
ば，次のようなやり取りである．

（2） 教師：　ほんとに英語では苦労します．
学生：　えー，ほんとですかぁ？
教師：　ほんと，ほんと．

→ 学生：　へぇー，先生でもそうなんだぁ． （Hasegawa （2010: 158））

日本語の語用論体系では，聞き手は，話し手との関係で，以下の四種に区分
される．

心理的に距離があり，敬意を表したい聞き手には丁寧体が使われ，親しくて
敬意表現は必要のない聞き手（つまり，Brown and Levinson （1978 / 1987） 

聞き手 心的距離＝近 心的距離＝遠
敬意あり （A） 丁寧体
敬意なし 普通体 （B）

の提唱するポジティブポライトネスの対象）には普通体が使われる．（B）の場
合は，「知らないよ」のように普通体が使われ，親しくない関係なので，無作
法に響くことも多々ある．
問題なのは，（A）の場合，つまり，聞き手に対し，親しさと敬意の両方を

同時に表現したいときである．この二つの感情は，共起するのはごく自然であ
るにも関わらず，語用論体系では相容れないものとして扱われている．つま
り，（A）の場合，丁寧体を使えば，必然的に距離感が生まれ，使わなければ，
不当に馴れ馴れしく聞こえてしまうのである．3

日本語母語話者は，聞き手に対し，親しさと敬意の両方を同時に表現したい
ときに，（2）のように，会話の中に独り言と聞こえる発話を混ぜる傾向にある．
独り言には丁寧体は使われないので，この場合，一見，「です・ます」体から
普通体へのスピーチスタイル・シフトのように見えるが，これは会話モードか
ら独り言モードへのメタ語用論的シフト（metapragmatic shift）だと考えるの
が妥当である．
この違いは，典型的なスピーチスタイル・シフトの例と比較すると，明らか
だろう．（3）は，小学三年生の教室談話からの抜粋で，丁寧体は教師という公
的立場からの発話に，普通体は私的立場からの発話に使われている（岡本 

（1997：42））．

（3） はい，では，鉛筆置いてくださぁい．それで，まだ，書けてなくて
も，途中で気がついたらね，発表すればいいんですからね．いいです
か．はい，じゃあ，先ずね，線を引っ張ったところから発表してもら
いまぁす．はい，じゃあ，線引っ張った人，手を挙げてくださぁい．

 ［汗をハンカチでふいた後，手で自分に風を送る動作をしながら］
→ 暑さに負けずに頑張ろうね．
はい，じゃあ，ミヤユタカさん，お願いしまぁす．

ここでは，「暑さに負けずに頑張ろうね」を除いては，全て丁寧体だが，普
通体は，教師の個人的な親しみを込めた励ましであり，教師としての教示的発
言とは違うということの指標となっている．一方，（2）の矢印で示した発話
（「へぇー，先生でもそうなんだぁ」）は，話し手の立場の違いを示すものでは
ないことは明らかだろう．

3 これは，一般的にポライトネスは親しさに対立する概念として捉えられていることに起因
するので，日本語だけではなく，文法化された敬意表現を持つ言語の普遍的な問題だとも考え
られる．
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ポライトネスに関わるメタ語用論的シフトとしての独り言には，数々の規制
が伴う．当然，聞き手の情報のなわ張り（神尾（1990））は尊守されなければ
ならない．したがって，この場合の独り言で言及できるのは，話し手の領域に
あるものだけに限られ，その結果，ほとんどの場合，驚き・感嘆・喜びなど，
話し手の心的状況に関わる発話となる．自分の感情や考えを率直に表すという
のは相手に対する親しみ・信頼感なしにはありえないので，親近感の指標とな
り得るのである．
ここで問題になるのは，メタ語用論的シフトとしての独り言は，普通の会話
における発話のように，明らかに，聞き手への何らかの意味伝達を目的として
いることである．三層モデルでこの現象をどう分析したらいいのか，という問
題を検討する前に，独り言研究の先駆者と言える，アービング・ゴフマンの理
論に触れておく．

5. 英語における独り言

発達心理学者は，長い間，幼児の独り言を研究してきたが（Piaget （1923 / 

2002），Vygotsky （1934 / 1986），Diaz and Berk （1992），など），それ以外
の学術分野で独り言に興味を持つ研究者はきわめて稀である．そういう稀な研
究者にアービング・ゴフマンがいる．ゴフマン（Goffman （1978 / 1981））は，
独り言はまるでカタツムリが殻なしで歩いているようで，非常に奇妙であり，
人と接しているときに独り言をつぶやくのは，社会的脅威であり，4 儀礼上許
されない行為だとする．（ゴフマンによると，これは，社会がお互いの協力か
ら成り立っているという暗黙の了解を真っ向から覆すからである．）したがっ
て，公共の場で会話するのはかまわないし，ペットに話すことも許されるが，
独り言をつぶやくことは許されない．5

しかし，これは規範法則であって，現実には数々の例外がある．たとえば，
男が道を歩いていて，よろめいたと想定しよう．周囲の者にはその原因が分か
らないので，男の歩行能力が疑われる．男は，自分が正常であることを示し，
尊厳を守ろうとする．立ち止まって舗装のでこぼこを調べるのもひとつの方法
だが，What in the world! のような驚きの声をあげて，よろめいたのは自分の

4 電車やバスで隣に座った乗客が独り言をつぶやき続けたら，殆どの人は，ある種の脅威を
感じ，席を立つだろう．

5 なぜ，公共の場での携帯電話の使用が毛嫌いされるのかを，独り言との関係において考察
してみるのも面白いだろう．

身体的欠陥に由来するのではないとほのめかすのも有効な手段だ．自己の心理
状態を外部に明示することによって，周囲の者に状況の説明をしていることに
なる．また，親しい者の死を聞かされた場合に友人や親族が言う，「まさか，
信じられない」，「なぜ彼女が……」などの独り言も社会的に許容される．そ
して，周囲の者は，その発話は独り言だと解するので，言語で応対する義務は
感じない．
同じように，講演者が講演中に原稿のページが抜けているのを発見し，「あ
れ，どうしたんだろう」と言ったり，客を乗せているバスの運転手が，ぎりぎ
りですり抜けていったオートバイに「あいつら，死にたいのか」と言う場面も
独り言としてごく自然である．ゴフマンの例の中で，もっとも身近で説得力が
あるのは，他人の車を自分のものだと勘違いして，鍵を開けようとしてしまっ
た例だろう．万が一，周囲に人がいれば，車泥棒だと誤解されないように，
「あれ，これ，わたしの車じゃない」などと言いたくならないだろうか．これ
らの場合も話者は聞き手にその場で何が起こったかに関する情報を与えている
のである．
一方，同じような目的で Oops!，Hell!，Shit! といった，間投詞や呪い・悪
態の表現も使われる．勿論，「これらの表現は意図して発せられるのではなく，
自動的に出てしまうのだ」と分析することも可能である．6 しかし，それらの
表現は，周囲に人がいない場合には頻度がはっきりと落ち，また，聞き手がど
のぐらい離れているかによって，きちんと届くように，声の音量の調節が行わ
れ，さらに，悪態の場合，近くに女性や子供がいる場合にも頻度が下がると
いった報告から，これらの表現も，何らかの伝達を意図するものだと考えるの
が自然である．これらの，普通の伝達発話とは言えない表現をゴフマンは re-

sponse cry （反射的叫び）と名付けた．7

Response cry は，「自己のコントロールの効かない状態における心理状態の
発露」という，自己完結型の行為だと考えられているが，これは，慣習化・儀
式化された，極めて厳格な規則に基づく，社会的な行為である．自分の行動に
向けられた他人の評価の補修作業には，まず，自分の行為を目撃した人間がい
るのかどうかを判断するのが先決だ．誰も見ていなければ，補修作業は必要で
はない．また，response cry には，周囲の者は応答する義務はない．一般概念

6 この場合は，「話者」と言うより「音源」と捉える方が適切だろう．
7 ゴフマンは，重いものを持ち上げる際のうなり声や，痛みに反射して出るうめき声も 

response cry に含めている．また，彼は，self-talk （独り言）を response cry に含める時もあ
るが，両者を区別する時もある．
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での聞き手は存在せず，行為者とその目撃者（earwitness）がいるのみである．
これらの考察から，ゴフマンは，公共の場における独り言は，私たちが周囲
に対するコントロールを失うことによって，何か不都合なことをしでかし，そ
れを取り繕う（自身の尊厳を取り戻す）必要性を感じたときに発せられると提
唱する．対話という規範的な言語活動から逸脱した，このような言葉の使用が
可能であることに気づけば，人々がこれを特殊な伝達手段として利用し始める
のは当然のことだろう．

6. 三層モデルによる日本語の独り言の分析

日本語でも英語における response cry に相当する発話は見られるが，聞き
手に対しての親しさと敬意の両方を同時に表現する為の独り言（つまり，会話
モードから独り言モードへのメタ語用論的シフト）は，英語の場合とは比べ物
にならない程，高度な伝達技術だといえる．この場合の独り言は，勿論，聞か
れることを想定した発話だが，相手に語りかけてはいない．「告げるのではな
く，示す」のである．私達は成長のかなり早い時期にこの高度なテクニックを
身につけるようで，Vygotsky （1934 / 1986）は，幼児の独り言は外国語を母
語とする子供や聾唖の子供たちに囲まれると頻度が激減するので，独り言では
あっても，聞かれることを前提とした社会的行為だと報告している．
共に相手に聞かせることを目的としたものではあるが，「告げる発話」と「示

す発話」には深長な相違がある．この二つを識別するため，前者を「報告モー
ド（発話）」，後者を「提示モード（発話）」と呼ぶことにしよう．これを三層モ
デルの枠組みで表現すると，以下のようになる．

　　　状況把握　　　　独り言モード
提示モード

　　　　　　　　　　　報告モード
対人関係

図 3　日本語発話のバリエーション

図 1で示した通り，日本語の無標表現形態は，状況把握が状況報告および
対人関係から独立しているが，メタ語用論的シフトとしての独り言を考慮する
と，日本語では三種類の発話形態が可能だということになる．状況把握の段階
で発話されれば，普通の独り言であり，そこに状況報告と対人関係が考慮され

状況報告
対人関係

状況把握
状況報告

れば，聞き手に向けられた一般的な報告モードの発話となる．そして，三番目
に，状況把握と状況報告を融合させ，対人関係を切り離した場合は，敬語の使
用・不使用に伴う，表現上の問題を回避するために使われる，提示モードとい
う特殊な発話形態となる．
このような，複雑な発話技法の分化は，先に述べた通り，聞き手に対する親
しさと敬意の両方の感情が共起するのは不自然ではないにも関わらず，日本語
の語用体系では，この二つは相容れないという事実に由来する．丁寧体を使え
ば，必然的に心理的距離感が生まれ，使わなければ，敬意を表することはでき
ないのである．したがって，聞き手に対して親しさと敬意の両方を同時に表現
したいときに，提示モードという，日本語としては特殊な発話形態が選ばれる
ことになる．
別の視点から考えると，多くの研究者が指摘するように，日本語には，対人
関係を反映しない，ニュートラルな表現は難しいと言える．けれども，対人関
係を切り離した，中立的な発話が求められる場合も当然あり，そのときに報告
モードから提示モードへのメタ語用論的シフトが起こるのである．

7. 小説における報告モードと提示モード

これまでに述べた通り，日本語母語話者は，独り言モードと会話モードの使
い分けに習熟しており，聞き手の存在を意識している場合でも，報告モードと
提示モードを適宜，使い分けている．このような，微妙な発話・伝達体系を会
得した言語使用者は，その技能を書き言葉にも応用するのではないだろうか．
（4）は幸田文の『流れる』の冒頭であり，長年，筆者を悩ませてきた文であ
る．

（4） このうちに相違ないが，どこからはいっていいか，勝手口がなかった．

ドメニコ・ラガナ（1975：47-49）は，最初，この文がこうも難解なものだ
とは想像しなかったと述べている．それぞれの語の意味をすべて理解しても，
この文が何を言っているのか，全く理解できなかったそうである．彼の解釈で
は，「ある場所に家が一軒（あるいは数軒）在る．その家は現在では何か別の
もの，おそらく別の家と相違していない（あるいは，昔と変わっていない）．
だれかがだれかに向かってこう質問する．だれかが（あるいは，だれが），あ
るいは何かが（あるいは，何が），どこから入ったらよいか，と．（飛躍）．こ
の家には勝手口がなかった．」
このように各構成部分の解釈を細かに明示されると，これは，たしかに難文
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である．ラガナにとって，最も理解し難かったのは，「どこからはいっていい
か」と「勝手口がなかった」がどう関係し得るのかだった．
この小説の主人公（梨花）は，芸者置屋に派遣された女中で，冒頭は，彼女
が最初に雇い主の家を訪れる場面である．当時（1900年代前半）は，雇い人
は，玄関からではなく，勝手口から入るのが定めであった．したがって，日本
語母語話者には直感的に理解できる通り，「どこからはいっていいか」は，語
り手が，なぜ，「勝手口がない」という描写をしたいのかの理由付けである．

Tansman （1993：13） は，この文を以下のように英訳している．

（5） This was certainly the house, but there was no kitchen door.  Where

was the entrance?

この英訳は自由間接話法を使っている．『流れる』は一人称小説（語り手＝
主人公）であるが，この二つの役割は，英訳では，時に，はっきりと分別され
る．指示代名詞 this は，主人公の視点から選択されている（その家は主人公
の目の前にある）が，was は，主人公ではなく，語り手にとっての（英語の物
語というジャンルにおける約束事としての）過去形になっている．「どこから
はいっていいか」に対応する，Where was the entrance? の質問自体は主人公
のものだが，そのテンスは，主人公のものではなく，語り手にとっての過去形
である．
ふと，これは，会話に挿入された独り言に似ていると気づいた．「このうち

に相違ない」は主人公の声であるが，「勝手口がなかった」は，普通の，一人
称小説の地の文で，作者は，語り手として，読み手に状況を説明しているわけ
である．これを三人称小説的に変換してみると，

（6） 梨花は，「このうちに相違ない」と思ったが，勝手口がなかった

のように，「このうちに相違ない」は主人公（梨花）の思考として表現し，「勝
手口がなかった」は状況を説明する語り手の声だとするのが自然だろう．勝手
口がないのは，梨花にとっては，現況で，過去になかったわけではないからで
ある．
それでは，ここで挿入されている「どこからはいっていいか」は誰の声なの
だろうか．

（7） 梨花は，「このうちに相違ない」と思ったが，勝手口がなかったので
「どこからはいったらいいのだろうか」と戸惑った

のように，主人公の声だとすることも可能ではあるが，「勝手口がなかった」

と描写する語り手の声だと考える方が自然だと思える．もし，これを語り手の
声だとすると，「どこからはいっていいか」と「勝手口がなかった」は違うレベ
ルの発話である．
ここに三層モデルを導入し，前者を提示モード節，後者を報告モード節とす
ると，すっきりと説明がつく．つまり，「勝手口がなかった」は，語り手が読
み手に語りかけている部分であるが，「どこからはいっていいか」は，読み手
を無視した，語り手の独り言であると分析するのである．したがって，読み手
を想定している部分には，「勝手口がありませんでした」のように，丁寧体を
使うことも可能だが，独り言である「どこからはいっていいか」に丁寧体を使
うことはできない．8

（8） # どこからはいっていいでしょうか，勝手口がありませんでした．

丁寧体を使う場合は，

（9）  「（まあ）どこからはいったらいいでしょう」，勝手口がありませんで
した

のように，直接話法にしなければならない．
この，提示モードと報告モードを混合する技法は，主人公と語り手が同一で
ある，一人称小説にはよく馴染むが，三人称小説では，（10）のように，いか
にも座りが悪くなる．

（10） 梨花は，「このうちに相違ない」と思ったが，どこからはいっていい
か，勝手口がなかった

これは，三人称小説の地の文に語り手の独り言を挟むと，語り手の存在が強く
前面に出てきて，一人称小説のようになってしまうからである．
次に，（11）と（12）を比べてみよう．

（11） 茂が台所できゅうりを切っていると，オヤ，裏庭で変な物音がする．
（12） 茂が台所できゅうりを切っていると，オヤオヤ，今度は警官がやって

きた．

（11）の下線部分は，茂の意識を表し，（英語レトリックの用語を使えば）自由
間接話法である．一方，（12）は，全て語り手の声であり，「オヤオヤ」を茂の
声とは解釈できない．ここでも，報告モード（「茂が台所で……今度は警官が

8 この，丁寧体の使用・不使用の考察は，廣瀬（個人談話）による．
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やってきた」）に提示モード（「オヤオヤ」）が挿入されているので，三人称の語
りとすれば，不自然さを感じる人が多いことだろう．しかし，もし，これが 

（13）のように，一人称の語りであれば，ごく自然である．

（13） 茂が台所できゅうりを切っていると，オヤオヤ，今度は警官がやって
きた．我輩は，そそくさと退散することにした．

『流れる』の冒頭は，以下のように続く．（14）では，文ごとに，主人公の声，
語り手の声の判断をかぎ括弧内に示しておく．

（14） 往来が狭いし，たえず人通りがあってそのたびに見とがめられている
ような急いた気がするし，しようがない，切餅のみかげ石二枚分うち
へひっこんでいる玄関へ立った［語り手］．すぐそこが部屋らしい［主
人公］．云いあいでもないらしいが，ざわざわきんきん，調子を張っ
たいろんな声が筒抜けてくる［主人公］．待ってもとめどがなかった
［語り手］．いきなり中を見ない用心のために身を斜によけておいて，
一尺ばかり格子を引いた［語り手］．と，うちじゅうがぴたっとみご
とに鎮まった［語り手］．どぶのみじんこ，と聯想が来た［語り手］．
もっとも自分もいっしょにみじんこにされてすくんでいると，「どち
ら？」と，案外奥のほうからあどけなく舌ったるく云いかけられた
［語り手］．目見えの女中だと紹介者の名を云って答え，ちらちら窺う
と，ま，きたないのなんの，これが芸者家の玄関か！［語り手］．

幸田文の文体は，しばしば，端正，流麗であり，感覚的だと言われる．『流
れる』の冒頭に見られる，「どこからはいっていいか」，「しようがない」，「ま，
きたないのなんの，これが芸者家の玄関か！」のような，報告モード文に提示
モード文を挿入するという技法を巧みに使用していることが，そういう印象を
与える一因となっていると言えないだろうか．

8. まとめ

本章では，廣瀬の提唱する三層モデルが，筆者が長年関わってきている独り
言の研究にどのような洞察を与えてくれたかということを考察してみた．図
1-3のように，三層モデルを単純化すると，これは，とても簡潔な枠組みであ
るが，この章で論じた通り，独り言の研究における難問に新しい分析の可能性
を提示してくれる，非常に有効な理論である．
日本語の話し言葉では避けることのできない，敬語の使用・不使用の選択で

あるが，敬語という体系は，欠陥を多々含んでいる．中でも，日常的に問題と
なるのは，敬語は，聞き手に対する敬意と心的距離感を一括りにして表現して
しまうということである．したがって，敬意は表現したいが，距離感は排除し
たい（つまり，親しみも共に表したい）場合には，敬語を回避するのが望まし
いのだが，そうすると，タメ口になってしまい，敬意が失われる．その場合，
この敬語体系の根本的欠陥を補うため，巧妙な日本語話者は，会話を一時的に
中断して，独り言と理解される発話モードに移行するという，メタ語用論的シ
フトを行う．三層モデルは，この複雑な機構を，報告モードと提示モードに区
別して図式化できることを示唆してくれた．前者は，日本語の無標発話モード
であり，「状況報告」と「対人関係」が融合している（したがって，敬語の使
用・不使用が問題となる）が，後者は「状況把握」と「状況報告」のみを合体
させたもので，「対人関係」に左右されない発話方法である．
そして，本章の最後には，三層モデルを適応することにより，言語使用の研
究の展望が広がる可能性の一例として，報告と提示という二つのモードを巧み
に組み合わせることは，書き言葉にも応用されていることを論じてみた．自由
間接話法と絡めると，面白い文体研究ができそうである．
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