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研究成果の概要（和文）：ドイツ語の心態詞と呼ばれる語群(例えば、doch, halt, ja, mal, schon, wohlなど)
は、話し手の心の態度を表すと言われ、1960年代後半から現代言語学で注目されているが、その働きの本質は未
だに解明されていない。当プロジェクトでは、ドイツ語の心態詞と日本語の終助詞（例えば、「よ、ね、な、
か」など）を実際のデータに基づき体系的に比較した。その結果、３つの基本的な比較の基盤が設定された。そ
れは、「話し手と聞き手の共有知識の調整」、「聞き手への訴えかけ」、「発話状況とその認識」である。私達
が作ったこの言語運用モデルの枠組みにより、両者の共通点と相違点が体系的に明らかにできる。

研究成果の概要（英文）：It is said that modal particles in German (such as doch, halt, ja, mal, 
schon, wohl) represent epistemic attitudes of a speaker in a certain way and have been getting 
attention in modern linguistics since the latter half of the 1960, yet the core properties have not 
be pinned down. This project has compared empirical data of German modal particles with those of 
Japanese sentence-final particles (such as "yo, ne, na, ka") in a systematic way. As a result, three
 basic categories for the comparison are set up: (1) adjusting common knowledge between the speaker 
and the hearer, (2) speaker's appeal to the hearer and (3) the utterance-situation and its 
recognition by the speaker. We have developed the basic framework of a linguistic performance model,
 in which we can systematically pick up common features and different factors. 

研究分野： 認知言語学
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１．研究開始当初の背景 
(1) ドイツ語の心態詞(Modalpartikeln)は、
話し言葉の中で多用され、従来は、「余分な
語」、「価値のない埋めくさ的語」であると思
われ、せいぜいニュアンスを付け加える「感
情的な言葉」であると考えられてきた。 
(2) 現代言語学では、1960 年代後半から、語
用論(Pragmatics)の枠組みで、心態詞の機能
の研究が盛んになった。 Arnt (1960), 
Krivonosov (1963), Weydt (1969) を出発点
とする研究は、発話行為論、会話分析の一環
として行われ、結局、その本質を捉えられず
に放置された。 
(3) 1990 年代から、心態詞を統語論、意味論、
認知言語学、音声学、音韻論の対象として考
える研究が現われ、現代の研究につながって
いる。 
(4) 当プロジェクトでは、認知言語学的アプ
ローチをとる。ドイツ語の心態詞は、1960
年代から話者の心的態度を示すと言われて
きたが、本質的には、 ①「話し手と聞き手
の共有知識」を調整する行為、②「聞き手へ
の訴えかけ」、③「発話状況とその認識」が
関係することが分かってきた。 これらは、
日本語においては、主に（例えば、「よ、ね、
な、か」のような）終助詞が担っている。 
 
２．研究の目的 
ドイツ語の心態詞と日本語の終助詞の 
(1) 使用のメカニズムを特定するような発話
状況を特定し、追跡調査を行う。 
(2) 共通性と違いを実証的に明らかにできる
ようなコーパス（コンピュータ上で検索可能
データセット）を作成し分析に用いる。 
(3) 言語現象を説明できるような言語運用モ
デルを構築する。 
 
３．研究の方法 
(1) 発話産出実験（2013 年 3月から 5月に実
施）は、10 名のドイツ人母語話者と 10 名の
日本語母語話者の発話音声データという形
で保存されていた。当プロジェクトでは、そ
れらの音声データの文字おこしをし、母語話
者によるチェック、日本語はソフトウエアで
の形態素解析をした後に妥当性チェックを
経てから、統計処理、個々の心態詞と終助詞
の機能分析を行う。 
(2) 新たに小説、映画などの言語資料からデ
ータの抽出を行い、コーパスを作成する。 
(3) ドイツ語と日本語のデータの比較を、オ
リジナルの作品と翻訳作品があるものを対
象にコーパスを作成する。 
(4) 母語話者に対しての聞き取り調査を行
い、収集したデータの分析を行う。 
(5) 関連文献の収集を行い、それに基づき研
究会を催し、議論しながら分析を進める。 
 
４．研究成果 
(1) 発話産出実験の結果は、岡本が 2015 年 5
月 31 日の日本独文学会で口頭発表した。発

話産出実験の目的は、発話環境に聞き手がい
る場合(R1)といない(R2)場合で、ドイツ語の
心態詞も日本語の終助詞も使用頻度に差が
出るのではないか、という仮説を実証するも
のである。これはコンピュータディスプレイ
上に示される5段階の写真を見ながら最終的
な写真に至るまでの写真に対して考えたこ
とを発話してもらうというテストだが、前半
は一人のアシスタントがその場に同席し
(R1)、後半は同席しない形(R2)で行われた。
結果として、出現合計数をトークンとして比
較すると、心態詞は R1:15, R2: 9 であるの
に対して、終助詞の場合は R1:240, R2: 235
となり出現数には圧倒的な差があるが、聞き
手がいる場合(R1)といない場合(R2)に有意
な差があるとは言えなかった。心態詞は、今
回用意した発話実験の環境では出現しづら
いこと、逆に特定の終助詞は頻繁生じること
が分かったが、R1 と R2 の反応にはかなりの
個人差が見られる（以下のグラフ「インフォ
ーマント別終助詞使用数」を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) この発話産出実験の結果、聞き手が発話
状況にいるか否かが関与していないと断定
することはできない。実験後の被験者に対す
る聞き取りの結果、実験中に考えていること
を誰かに伝えるということを考えていなか
ったケースが多々あることがわかった。彼ら
は、「考えていることを伝える」ような発話
行為をしておらず、むしろ、「言葉を使って
見たものを描写する」行為しかしていなかっ
た。今後、発話産出実験は、この不備を改良
すべきである。同時に、「伝達」と「言葉に
よる記述」は異なることを、今回の実験は明
確に示したとも言える。 
(3) 小説、映画などの言語資料から心態詞や
終助詞の比較ができるようなコーパスの作
成を行った。宮崎駿『千と千尋の神隠し』の
映画台詞、映画字幕、コミックの言語資料、
村上春樹『国境の南、太陽の西』（日本語オ
リジナル・ドイツ語訳２つ）、ケストナー『エ
ミールと探偵たち』（ドイツ語オリジナル・
日本語訳 2つ）など。その結果、従来、Es ist 
ja schönes Wetter. の ja と「いい天気です
ね。」の「ね」が単純に比較され共通項が議
論されてきたが、実際には、Sehr lange 



dauert es ja auch nicht. (Kästner) 「そんな
に長いこと笑ってたわけじゃないけどね。」
（池田香代子訳）のような複合的表現が多く
対応している反面、単発的な心態詞や終助詞
は翻訳されていないケースが多いことも判
明した。 
(4) 言語運用モデルの構築に向けて、宮下は
2015 年以来、感情の認知的側面に注目し、
心態詞ならびに終助詞が出現する際には感
情表出が伴っていることを指摘し、心態詞や
終助詞が記述された出来事を「感情的に活性
化」している、と説明している(Miyashita 
2017)。一方で、心態詞や終助詞は、知識か
ら状況へ注意を向ける働きがあり、Ozono 
(2018)が考察している間主観性と事態把握の
仕方の問題とつながる。このような心態詞と
終助詞の認知的メカニズムを説明できる言
語運用モデルは、 ① 話し手と聞き手の知識
調整、② 話し手の聞き手に対する態度（訴
えかけの仕方と強弱）、③ 発話状況の把握の
仕方、を包括するものとなることが明らかに
なった。 
(5) プロジェクトメンバーの間で明らかにな
った共通認識と相違点：岡本は、2015 年か
ら心態詞とイントネーションの関係に注目
しており、終助詞に関しても類似の関係があ
ると主張している(Okamoto 2017)。例えば、
心態詞 aber には「驚き」を表す機能がある
と い う 従 来 か ら の 主 張 (Helbig 1990, 
Zifonun et al. 1997, Müller 2014)に対して、
「驚き」はむしろイントネーションにあると
岡本は主張する。宮下は「驚き」を、むしろ
感情の１つであると捉えている。ドイツ語で、
Das Fleisch ist ja hart! と言った時、「驚き」
は、イントネーションによって付加されると
いうのが岡本の考え方であるが、宮下は、話
し手が心態詞 ja を用いて「その肉が硬い」
という事態を驚きと共に捉えていることを
聞き手に注目させ、聞き手の知識を活性化さ
せると考える。背後には、大薗(2018)が主張
するような事態把握の違いがあり、話し手と
聞き手の間の知識調整が間主観的領域で行
われていると考えられる。 
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