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研究成果の概要（和文）：次の３つの観点から成果を得た。（1）資料の収集と感動詞の地理的

変異の解明 :方言区画にしたがった全国８地点での自然談話資料で「感動詞音声データベー

ス」を作成し、全国 2000地点への通信調査によって地理的変異を解明した。（2）文法論的・

会話分析的解明 :個々の感動詞の文法論的記述をすすめるとともに、会話における感動詞の

機能を明らかにした。(3) 感動詞の言語学的位置づけを明確にする : 感動詞の言語的性格

を明らかにし、どのような研究対象として存在しているのかを明確にした。 

研究成果の概要（英文）：In order to understand the present situation of modern Japanese 

interjections and their linguistic status, we have conducted a series of investigations 

from the following three points of view: 

  (1) To clarify the national distribution through data collection 

We have built a sound database of Japanese interjections using collected data 

of natural discourses from 8 dialectical zones.  We have also clarified the 

distribution of Japanese interjections through a questionnaire survey conducted 

in 2000 areas. 

  (2) To conduct grammatical and conversational analyses 

Through grammatical analyses, we have made descriptions of Japanese 

interjections, and at the same time, we have also clarified their functions in 

conversation. 

  (3) To clarify the linguistic status  

We have clarified essential characteristics and the linguistic status of 

Japanese interjections. 
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研究分野：日本語学・方言学 

科研費の分科・細目： 言語学・日本語学 
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１．研究開始当初の背景 

音声コミュニケーションの研究が注目され

始めている。どのような情報をもった話し手

と聞き手が、どのような気持ちで発話するの

かといった発話状況を重視する研究であり、

文の骨格部分の文法研究ではなく、文の伝

達・表出部分を重要視する研究である。具体

的な分析対象として、たとえば終助詞、感動

詞、フィラー、さらには言いよどみなどがク

ローズアップされることになる。このような

研究のためには、自然会話での使用状況を綿

密に整理し、それに基づいた理論化が必須で

ある。 

本研究は、感動詞に焦点をしぼる。従来の研

究では、感動詞は概念も明確でなく、さまざ

まな語の寄せ集めであり、「感動の意味を表

わす語」といったまとめ方もされていた。研

究も、その語の意味を記述することでおわっ

ていた。近年、田窪行則・金水敏や森山卓郎

らによって、談話管理理論や情報科学理論に

基づいた整理が始まり、ようやく本格的な研

究が始まったばかりである。ただ、内省や作

例によっているものが多く、実際の言語使用

現場での生々しい様相を十分には捉えきれ

ていない。方言や自然会話に基づいた研究を

精力的にすすめつつあるメンバーが集まり、

感動詞の地域性について明らかにするとと

もに、認知科学的・社会科学的なアプローチ

分析を統合して、日本語音声コミュニケーシ

ョンにおける感動詞のはたらきについて明

らかにしようとするものである。 

２．研究の目的 
現代日本語感動詞の実態を把握し、総合的

分析によって言語学的性格を解明するために
、次の３つの観点から総合的研究を行う。（1
）資料の収集と感動詞の地理的変異の解明 :

方言区画にしたがった全国８地点での自然談
話資料で「日本語感動詞音声データベース」
を作成し、全国2000地点への通信調査によっ
て地理的変異を解明する。（2）文法論的・会
話分析的解明 :個々の感動詞の文法論的分析
によって、現代日本語感動詞の体系を明らか
にし、会話における機能を明らかにする。(3) 
感動詞の言語学的位置づけを明確にする : 
感動詞の言語的性格を明らかにし、どのよう
な研究対象として存在しているのかを明確に
し、言語学的位置づけを明らかにする 
 
３．研究の方法 
（1）資料収集と感動詞の地理的変異の解明 
 現在までに、札幌・弘前・東京・名古屋・ 
大阪・広島・松江・奄美・沖縄の合計７地点 
で、女性話者 3～4 人による自由談話資料を 
収集し、質問調査も弘前・広島・長崎・奄美・ 
沖縄の合計 5地点で行っている。さらに、2010
年度に全国 2000地点への通信調査を実施し
た。 
（2）文法論的・会話分析的解明 
 文法論的研究では、個々の感動詞、特に応
答詞について、「いいえ」と「いいや」など
否定応答詞の意味を分析する作業を進め、体
系が明らかにしようとしている。肯定の応答
についても、「うん」と「はい」「そう」を含
む意味体系が明確になっている。フィラーに
ついても、その用法や意味分析が進んでいる。
また、認知的な観点からも考察が進んでおり、
理解と発話産出の関係からの分析も進みつ
つある。 
 
(3) 感動詞の言語学的位置の明確化 

 これは、最終的な結論になるものなので、
継続して考察中であるが、現場性・体験性に
基づいて感動詞を位置づけようとする視点
と、副詞との関係や、感動詞の独立性、後続
要素との関連性などから、従来、〈独立性〉
が強調されてきた感動詞を、「立ち上げ詞」
として捉えるという重要な視点が提示され
ており、その実証に向けて、今後も継続的に
研究がされつつある。 
 また、感動詞を含めたパラ言語の全体像を
明らかにし、その視点から考察していく必要
性も提起されている。 
４．研究成果 
（1）資料収集と感動詞の地理的変異の解明 
 現在までに、札幌・弘前・東京・名古屋・ 
大阪・広島・松江・奄美・沖縄の合計７地点 
で、女性話者 3～4 人による自由談話資料を 



収集し、質問調査も弘前・広島・長崎・奄美・ 
沖縄の合計 5地点で行った。現在その資 
料の整理中であるが、すでに、否定応答詞に 
ついては、言語類型論的な観点からの分析が 
進んでおり、そのバリエーションのタイプか 
ら、種々の語形によって意味的なニュアンス 
を表現する「語彙型」、後ろに続く述部で表 
現する「単一型」、そしてその中間的な性格 
をもつ「中間型」の 3類型になるのではとい 
った成果が得られており、「単一型」は周辺 
地域に分布している可能性が高いとの、分布 
についての仮説もできている。 
全国 2000地点への通信調査結果は、担当の 
東北大学が震災で影響を受け、整理が遅れて 
いる。 
（2）文法論的・会話分析的解明 
 文法論的研究では、「いいえ」と「いいや」
など否定応答詞の意味体系が明らかにされ
つつあり、肯定の応答についても、「うん」
と「はい」「そう」を含む意味体系が明確に
なっている。フィラーについても、その用法
や意味分析を進めた。また、認知的な観点か
らも考察が進んでおり、理解と発話産出の関
係からの分析も進めつつある。 
(3) 感動詞の言語学的位置の明確化 

 これは、最終的な結論になるものなので、
継続して考察中であるが、現場性・体験性に
基づいて感動詞を位置づけようとする視点
と、副詞との関係や、感動詞の独立性、後続
要素との関連性などから、従来、〈独立性〉
が強調されてきた感動詞を、「立ち上げ詞」
として捉えるという重要な視点が提示され
ており、どのように後続する要素と関連する
かの実態把握等、その実証に向けてさらに研
究がされつつある。 
(4)論文集の出版 
上記のような研究成果をまとめ、『感動詞の
言語学』(ひつじ書房)という論文集を、2012
年秋に刊行できる予定である。 
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