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研究成果の概要（和文）：視線には、見るための視線と見せるための視線があり、後者は社会的視線である。そ
の中に見つめ合うアイコンタクトと見せるための視線（共同注視）がある。最も洗練されたものはろう者の手話
の中の文法的視線である。例えば三人称を表す視線など、手話者の見せる視線は規則に従って巧みに使われてい
る。代表者はその中で、一旦その機能を止めて、話題を変えたり、話の場や話者が演じている（話法）人を変え
たりするときに、聴き手を見つめる視線があることを発見した。それはインド舞踊や落語・講談などにも見られ
ることを確認し、またその使われ方がジャンルが与えているイメージを説明するに足りる規則を持つことを明ら
かにした。

研究成果の概要（英文）：Social eye is not an eye for observing.  It falls into (1) eye contact and 
(2) eye for joint attention or shared attention which usually appears with pointing.  In other 
words, (1) is EYE TO GAZE EACH OTHER, and (2) is EYE TO SHOW.The most sophisticated social eye is 
that in sign languages.  In Japanese Sign Language, for example, eye movement diagonally upwards 
refers to the third person. Native signers generate these movements ingeniously, but stop generating
 EYE TO SHOW and gaze at the addressee once they finish indirect speech, or when they change the 
subject, as if placing commas and periods. 
 Similar kinds of eye usage are seen in performing arts such as Indian Dance, Japanese kodan and 
rakugo.  I call this kind of eye “setting-switch marking eye” (SSME); it is EYE TO GAZE EACH OTHER
 converted into EYE TO SHOW. Our survey demonstrates the frequency and duration of SSME and their 
latent rules, which relate to and influence on the general impression of each genre.   

研究分野： 言語学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
視線には見るための視線（生理的視線）と他者に見せるための視線（コミュニケーションのための社会的な視
線）がある。後者の見つめ合いや、指差しに伴う共同注視などは研究されてきたが、代表者は、今まで気づかれ
なかったコミュニケーションの中の場や話題を変えるときの見つめ合いを発見した。「見せる」ための「見つめ
る目」であり、これは日本手話の視線の文法を研究する中で発見したものであるが、インド舞踊、落語、講談
等、他の芸術・芸能にも無意識的に使われていることが分かった。新たな種類の視線の発見はコミュニケーショ
ンや視線の研究の発展に貢献すると同時に、伝統芸能などに使われる視線の普遍的な表出の方法の発見でもあ
る。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



Para-linguistic Eye Gaze as Setting-Switch Marking 
 

Social eye, an eye for communication, is not an eye for observing.  It falls into (1) eye 
contact and (2) eye for joint attention or shared attention which usually appears with pointing.  
In other words, (1) is EYE TO GAZE EACH OTHER, and (2) is EYE TO SHOW. 

The most sophisticated social eye is that in sign languages.  In Japanese Sign Language, 
for example, eye movement diagonally upwards refers to the third person. Native signers 
generate these movements ingeniously, but stop generating EYE TO SHOW and gaze at the 
addressee once they finish indirect speech, or when they change the subject, as if placing 
commas and periods.  

 Similar kinds of eye usage are seen in performing arts such as Indian Dance, Japanese 
kodan and rakugo.  I call this kind of eye “setting-switch marking eye” (SSME); it is EYE TO 
GAZE EACH OTHER converted into EYE TO SHOW.  

Indian Dance tells a story through physical movements of hands, neck, eyes, eyebrows 
and even body orientation strictly by the rule, which is very similar to Deaf sign languages.  
The dancer gazes at the audience only when the setting (place and time) changes.  Kodan 
and rakugo are Japanese traditional storytelling in which a single performer in kimono plays 
several different roles in a sitting position.  Kodan is usually a more dramatic performance 
on historical materials, while rakugo tends to be more comical, dealing with folk culture.    

My objective is to prove the existence of SSME in Indian Dance, kodan and rakugo using 
ELAN, the software which creates complex annotations on video resources, by referring to 
eye usage in Deaf sign languages.  The ELAN image also demonstrates the frequency and 
duration of SSME and their latent rules, which relate to and influence on the general 
impression of each genre.       
     

This will be presented at the 3rd International Conference on Sociolinguistics. 
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