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1.はじめに

本稿は､文脈指示における ｢そのN｣について､｢それ｣と置き換え可能性に注目し､指示代名詞 と

の対応関係を明らかにすることを目的とする｡

｢その N｣と ｢それ｣は､共に指示語を含むこと､品詞の差こそあるが名詞相当の働きをすること

やその指示対象など､共通する点が多い｡また､(1)のように両者の置き換えが成 り立つ場合も数多く

認められることから､その違いには注意が向けられておらず詳しい研究は少ない｡ しかし､(2)のよう

に置き換えが不可能な場合も存在する｡

(1) 机の上に本がある｡女は くその本/それ)を持って出て行った｡ (｢それ｣-本)

(2) a｡庭にバラが咲いた｡部屋にまで (その香 り/*それ)が漂ってくるO (rそれ｣-バラ?)

b.彼は優秀なセ-ルスマンだ｡(その実力/*それ)を如何なく発揮 して､今期の会社の売上

に大いに貢献した｡ (｢それ｣-?)

このような ｢そのN｣が ｢それ｣と置き換え可能な文脈､置き換え不可能な文脈に注目し､｢そのN｣

のみが使用できる場合の原因を ｢その｣の用法と ｢N｣の素性に求め分析を行 う｡また､そこで得 ら

れた結果は､｢そのN｣対 ｢それ｣だけではなく､｢そのN｣対 ｢ソ系指示代名詞 1)｣-拡張して考える

ことも可能であることを示したい｡

2.先行研究

先行研究における ｢そのN｣と ｢それ｣についての議論は､両者に大きな違いを認めない説 と置き

換え不可能な文脈の存在を認めるものの､大きく二つに分かれている｡

｢その｣と ｢それ｣を基本的に置き換え可能としているのは､田中(1981)､高橋(1990)などである｡

対して､｢そのN｣と ｢それ｣の置き換えが不可能であるとするものに､近藤(1990)を始めとする一

連の研究がある｡近藤(1990)は両者の置き換え性を述べたものではなく､指示代名詞 ｢それ｣につい

ての研究であるが､｢それ｣には ｢名詞指示｣と ｢補文指示｣の2用法があり､(4)のような ｢補文指示｣

の場合は ｢そのN｣-の置き換えが難しくなることを指摘 している｡

(3) 机の上に本が置いてあった｡彼は地 を向こう-押しやって出て行った｡ <名詞指示>

(近藤(1990),p.31,(1)

(4) 人工衛星はアメリカが最初に打ち上げた｡

いや､それはソ連が最初だろうO(それ- ｢人工衛星を打ち上げたの｣) <補文指示>

(近藤(1990),p.32,(3))

庵(1995a)は､これまでの ｢そのN｣と ｢それ｣について研究をまとめ､現場指示､文脈指示のそれ

ぞれでの置き換え可能性について論じたものである｡現場指示では両者は ｢基本的に等価｣であると

し､文脈指示においては ｢等価でない文脈｣の存在を認めている｡庵(1995a)では､指示対象の違いが

置き換え性に影響すると考え､｢そのN｣と ｢それ｣が等価となるのは ｢個体指示｣､等価とならない

のは ｢非個体指示｣の場合であるとされている｡庵(1995a)の ｢非個体指示｣とされるものは､近藤(1990)

〟)｢それ｣の用法と関連が深い｡

(5) 旅はつらく､困難に満ちていた,jtそれ/ソノ困難)を乗 り越えることによって自分を教育す
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る､それが昔の旅だったとい うのだが､今の旅は-から十まで ｢つくね｣られ､やわらかく

されてしまった｡ <個体指示> (庵(1995a),p,633,(1))

(6) A :人ユニ衛星はアメリカが最初に打ち上げた｡

B:いや､(それ/*その人工衛星)はソ連が最初だろう｡く非個体指示>(庵(1995a),p.633,(3))

先行研究における ｢そのN｣と ｢それ｣の置き換え性は､(7)のようにまとめる事が出来るだろう｡

(7) ｢そのN_l- ｢それ｣: ｢名詞｣を指示

｢そのN｣≠ ｢それ上 ｢補文｣を指示 (｢それ｣のみ使用可能)

そして､これは､(8)のように考えることが可能である｡

(8) 甘 与.. 〆 ① 名詞を指示 - ｢そのN-j

Lペレ｣ ､＼ - ② 補支え)を指示

(8)からTTま､｢その p-J｣はすべて ｢それ｣で置き換えられるように思われるが､実際 に は ｢そ C'j N J
I

を ∃それ｣に置き換えることが出来ない例も存在することは先に示Lた通りである｡

次に問題となるのは､｢名詞を指示する ｢そのNlと トそれj がどのように対応するかiという問題

であると考えるC,小説での用例をもとに具体的にどのような ｢その 軌 が ｢それ｣と置き換え不可能

であるのか観察し､その要因を探っていく.｡

3 ㌢その卜呈｣と トをれ｣の置き換え

されている例から ｢それ｣-の置き換えを行った｡｢それ｣から ｢そのN｣の復元をすると､分析者の

名詞選択の懇意性が問題 となる可能性があることがその理由である｡なお､置き換えテストを行 うこ

とで意味が通らなくなってしまうもの､元の読みと変わってしまうものを ｢置き換え不可能である｣

と 判 断 し た ｡

以 円こ ｢それ｣に置き換えが可能であった ｢そのN｣､置き換えが不可能であった ｢そのN｣を例示

する｡

(9) ｢それ｣に置き換え不可能な ｢そのN｣

a. 二人のうしろには大型Y?車がとめてあり､やがて二人は (皇空室/それ)に乗ると､行助をお
いてきぼりにして走り去った｡ (冬の旅)

も. 時計の針を眺めながら時間を過すのはどう考えても純粋に無意味な時間の過 し方だったが､そ

れにかわる良い案も思いつけなかった｡人間の行動の多くは､自 と生きつづ
はる_と吏 うー前置から発 しているものなのであって､そその前提/それ)をとり去ってしまうと､

あとにはほとんど何も残らないのだ｡ (壮界の終)

(10) ｢それ｣に置き換え不可能な ｢そのN｣ 3)

a. 加藤新平に激 しく対立している政敵は､三菱の女婿で財閥を背景にした加藤高明であり､あ

らゆる点で相反 していた｡加藤は民衆政治家と呼ぶべき経歴だが (その考え方/*それ)ち

2)指示代名詞 ｢それ｣が ｢名詞指示｣､｢補文指示｣という二つの用法を持っとする近藤(1990)の説を積極的に否定はしないo

Lかし､この用法の対立が ｢その N｣と ｢それ｣の置き換え可能性の説明として有効かどうかについては疑問があるOそれは､

｢補文指示｣とされた例でも名詞に変化を持たせることによって ｢そのN｣との置き換えが成 り立つ場合があるからである｡

(A)に関して､近藤(1990)では ｢その人｣では言い換えられないとされているが､Nを変えることによって ｢そのN｣形式

の使用が可能になる｡

(A) 源氏物語の作者は清少納言だD

いや､(*その人/その作者/それ)は紫式部だ｡ (近藤(1990),(9))※下線部は筆者による｡

｢その作者｣では置き換えが可能で､｢その人｣では不可能であることについては､ここでは詳 しく扱わないが､N の ｢役割

読み｣にLやすさが関与すると思われる (cf古賀(2002))(

3) (10)での ｢*｣は非文､｢♯｣は ｢そのN｣の場合と読みが変わることを表す,
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生活も貴族的官僚的だった｡ (それ-?)(人民は弱)

b.階下でづ!_kが鳴った｡太郎は､体中で くその気配/♯それ)を聞いていた｡

(それ-ベルの音 ?) (太郎)

｢それ｣と置き換え不可能な場合の ｢そのN｣は､Nによって指示されているものと､｢それ｣によ

って指示されると予想 されるものが一致 しない｡これには､｢その｣の用法の違いが関連すると考えら

れる｡

4.｢その｣の用法とNの特徴から見た置き換え性

ここでは､両者が置き換え不可能になった原因を ｢そのN｣と ｢それ｣の両面から分析する｡

4 1 ｢その｣の用法から

｢そのIと ｢この｣の対立に関する議論の上で､｢その｣｢この｣には ｢指定指示｣｢代行指示｣ とい

う~二つの用法があることが指摘されている (cf. 林(1972)､田中(1981)､天野(1993))o

｢指定指示｣とは ｢その｣によって無数にある N の中から特定のものを指定 し限定を加える(ll)の

ような用法であり､｢代行指示｣とは(12)のような､｢その｣の ｢そ｣部分だけで先行部分を受けている

rそ+の+N｣と考えられるような用法である｡

(ll) 近所に太がいるo豊里圭は良く吠えるo <指定指示>

(12) 犬 とその同類である狼O(その同類-｢犬の同類｣) <代行指示>

(9)､(10)を見ると､｢そのN｣から ｢それ｣-の置き換えが可能な場合､｢その｣の用法は ｢指定指

示｣であり､置き換え不可能な場合 ｢その｣は ｢代行指示｣であることが確認できる｡つまり､｢その｣

の用法分類は､｢そのN｣と ｢それ｣の置き換え性を見る上でも有効であるとい うことができるだろ う｡

4. 2 Nの特徴から

次に､｢その N｣を構成するもう一つの要素である名詞の特徴が､｢それ｣との置き換え可能性 に及

ぼす影響をみていく｡

実際､Nの特徴が直接的に ｢それ｣との置き換え性に関与するとは断定 Lがたい｡しかし､Nの ｢代

行指示読み｣の しやすさ4)が､間接的に置き換え性に関与 しているのではないかと考えることは可能で

あるOまた､具体的な ｢その｣の ｢代行指示｣使用のパターンを知ることで､学習場面での活用 も期

待できるのではないかと考えた｡

｢それ｣と置き換え不可能な ｢そのN｣のNについて､観察されたものを示す｡

(13) ｢それ｣と置き換えができない ｢そのN｣の名詞

① 感覚､感情に関わる

その匂い､音､気配､味､気持､-

② (人などの)属性に関わる

その実力､力､弱点､考え､本質､癖､考え方､思考､意見､-

③ 先行部分と (論理的な)相対的な関係をもつ

その原因､結果､理由､-

｢それ｣が主に指示する対象である､モノ｡コ ト名詞については(13)の通 りである｡

これ らの名詞は､｢何 らかの ｢相対性｣をはらんでいる｣とい う共通の特徴を持つといえるだろ う｡

そ うしたとき､｢相対性｣を持っ名詞は､モノ･コ トに限られるものではない｡例えば､場所名詞 (上､

i) ｢代行指示｣の ｢その｣に付くNは､庵(1995b)では Hの格｣を必要とする ｢1項名詞｣である｣とされた｡,

A 昨日久 しぶ りに墓室を読んだよ｡

Bl'♯ああそうですか｡ B2:えっ､造型り (庵(1995b),(29))
また､｢1項名言机 は統語的な概念であるため､具体的な意味特徴での分類はなされていない0
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Fなど)は､｢相対性｣を持つ名詞の典型であるoつまり､｢それ｣と対応する ｢その N｣のみに限定

された分析では､名詞側からみていく上でカバーすることができない部分が存在するOこの範囲を埋

めるためには､さらに ｢ソ系指示代名詞｣全体との関係を包括的に見ていくことが必要である0

5.｢そのN｣対 ｢ソ系指示代名詞｣への発展性

議論を｢ソ系指示代名詞｣対｢それ｣に発展させた場合､これらのNの特徴を見ていく上で､三宅(2000)

で提唱されている名詞の ｢飽和性｣によってなされた名詞の分類 5)が有効に働くのではないかと思われ

る｡三宅(2000)では､名詞を [+飽和性]､ト 飽和性]という素性で二分し､さらに具体的な意味分

類を行っている｡

(14) [+飽和性]の名詞は､パラメ-タ6)を含まず､単独で外延を決定できるo

[-飽和性]の名詞は､パラメータを含み､単独では外延を決定できない｡(二宅抱帥0)q(5))

(15) 三宅(200跡 こおける [-飽和性j,の名詞の分類

(役寄j) 作者､委員長､主役､弁護人､

(親族関係) 父､母､娘､息 仁 兄､

(非分離所ノ勘 定､手､頭､-

(その他) 舞台.本場､癖､身の上､原発､勝者､ (三宅寝oo{Ji),鳩目

名詞C･,)分類を利肝 孝-ることで,i｢その洞｣にどのような意味特徴を持つ名詞が使われた場合､どの形読

｡I7)ソ系指示代名詞と対応しない可能性がある(I)かを具体的に示すことができるのではないかと考える

(描)を参考に ｢ソ系指示代名詞｣との置き換え性をまとめると次のようになる,J

u6)｢そのN｣から ｢ソ系指示代名詞jへの置き換え不可能性 ※ Tその｣は ｢代行指示｣

澱 劃 =その作者､委員鼠 主役､弁護人 - 1

才 ｢*そい-｣

｢*そこ｣

1

巨 それ｣
_ノ

･親族関係 :その父､母､娘､息f一､兄､･｡

再目対的位置 :その上､下､左､右､前､後､

弓巨分離所有 こその足､手､頭､.

｡感覚､感覚 :その匂い､音､味､気持､･

･属性 :その弱点､実力､本質､癖､考え方､

昏論理的相対関係 :その原因､結果､理由､

(16)の名詞は､相対的位置 6)を示す名詞以外は ｢指定指示｣として使用されることも可能である｡

つまり､N側から ｢その N｣と ｢それ｣をみた場合､Nがト 飽和性]の素性を持つからといって必ず

しも ｢それ｣との置き換えが不可能になるわけではなく､置き換え不可能になる要素を持っていると

いえるに過ぎない｡ しかし､[一飽和性]という素性をもつ名詞の典型である相対的位置を表す名詞群

は､｢～の｣というパラメ-タを必須とするという特性により､｢その N｣という形をとったとき､よ

り ｢その｣が ｢代行指示｣用法として使用されやすい｡このことから､｢飽和性｣という名詞の素性か

らみた場合､ソ系指示代名詞との置き換え可能性は段階があるということができるだろう｡

これを図示すると､次のようになる｡

5)三宅(2000)における ｢飽和性｣による分類は､西山(1990)の ｢飽和名詞句｣､｢非飽和名詞句｣を元にしたものであるO西山(1990)

とは､これらの概念を句レベルではなく､｢語以下のレベルの意味論において導入さjtるべき概念である｣と主張する点で異な
っている0

6) ｢相和的な位置関係｣を示す名詞は､何らかの形で相対性をはらんでいる ト 飽和性]の名詞の中でも､特に ｢～の｣を必

須とする､いわば典型的な [-飽和性]名詞であると言える〔
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(17)｢その N｣と ｢ソ系指示代名詞｣の置き換え可能性 (Nの素性から)

置き換え可能性 名詞の素性

向

a.[+飽和性]

b.[一飽和性](dのタイプ以外): ｢指定指示｣

C.[-飽和性](dのタイプ以外): ｢代行指示｣

低 d.[-飽和性](相対的な位置関係を表す名詞)

6｡まとめ

本稿では､｢その N｣から ｢それ｣-の置き換えが不可能な場合の要因を､｢その｣の用法と名詞の

素性 とい う二面から検討 した｡これらは互いに関連性を持つ問題であり､次のようにまとめることが

できるO

(18) ｢その N｣側から見た ｢それ｣-の置き換え性●iその N｣と ｢それ｣の置き換えが可能 :

｡｢その｣の用法 :｢指定指示｣

･名詞の素性 :[+飽和性],[-飽和性]●｢その N｣と ｢それ｣の置き換えが不可能 :

｡｢その｣の用法 :｢代行指示｣

･名詞の素性 :[-飽和性]

｢その｣が ｢代行指示｣の場合､｢それ｣との置き換えは不可能である｡また､｢その N｣の形を取

る場合､名詞には ｢代行指示｣になりやすいもの､なりにくいものが存在するし､名詞の[飽和性]と

いう概念を利用することで､名詞の素性も ｢その N｣と ｢それ｣の置き換え性に関わることを示 した｡
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