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琉球諸語における除括性（clusivity）
調査票の提案と今後の展望

令和3年度 第2回「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメン
テーションの作成」オンライン研究発表会（2021/12/12）

下地理則(九州大学）

2



この発表では

• ⾔語類型論における除括性
(clusivity; Filimonova 2005)

• 琉球諸語20⽅⾔以上のデータをもとに
以下を指摘
• 除括性の主要な類型タイプは全て

⾒つかる
• 琉球のINCL-onlyタイプは，通⾔

語的によく知られるものと異なる
• 主要なタイプに当てはまらないタ

イプがある（沖縄語謝名⽅⾔）

話し手（1人称） 聞き手（2人称）

僕らは
先に帰ります

話し手（1人称） 聞き手（2人称）

そろそろ僕らも
帰ろうか

Unified WEタイプ: 除外・包括区別なし

INCL-EXCLタイプ: 除外形・包括形それぞれあり

INCL-onlyタイプ: 包括形のみあり
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除括性の表示法：1, 2, 3を用いる(Boas 1911)
宮古語伊良部島方言（下地2018）を例に

指⽰対象 除括性 例⽂ 「私たち」
1+3 除外 僕らは先に帰ります。

banti=a sac=n paradi=doo.
banti

1+2 包括 僕らも帰ろうか？
duu=mai parade=ru?

duu

除外（聞き手含まず） 包括（聞き手含む）

3 1 23 1 2 2話し手（1人称） 聞き手（2人称）

僕らは
先に帰ります

話し手（1人称） 聞き手（2人称）

そろそろ僕らも
帰ろうか
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琉球諸語における
除括性：
主要な３タイプ

5



言語類型論における
除括性に関する主要な3タイプ

• Universals Archive 1480 (2021年10⽉15⽇時点)
(for UA, see https://typo.uni-konstanz.de/rara/archive-intro/)
• IF there is a special form with the meaning ‘speaker + non-participant(s)’ (i.e. 

“we exclusive”), THEN there is a special form with the meaning ‘speaker + 
hearer(s)’ and/or ‘speaker + hearer(s) + non-participant(s)’ (i.e. “we 
inclusive”).

• 主要なタイプ（用語はCysouw 2003, 2005に従う)

Unified WE WeUNFD
INCL-EXCL WeINCL WeEXCL
INCL-only WeINCL 何かと兼⽤
*EXCL-only 何かと兼⽤ WeEXCL 6
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INCL-onlyタイプ: Canela-Krahô (Popjes
and Popjes 1986: 175-176)

a. wa po pupu
1.pron deer see
ʻI see a deer.ʼ (or ʻWe (excl) see a deerʼ)

b. ha cu jê ne po nõ cura
hey incl relative and deer art kill
ʻHey, relative, letʼs go and kill a deer.ʼ

SG(1)
wa

EXCL(1 + 3)
INCL(1 + 2) cu

8



INCL-onlyタイプの分布
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奄美南部（湯湾）
（Niinaga 2014）

波照間
（⿇⽣2020）

喜界島上嘉鉄
（⽩⽥2016)

徳之島伊仙
（Kato 2019）

沖永良部国頭
（横⼭2017）

今帰仁与那嶺
（仲宗根1983)

⿊島
（原⽥2015)

与那国

多良間
（下地2006）

奄美北部（名瀬）
（⽥畑2011)

与論
（⼭⽥1981）

⾸⾥
（Shimoji 2012）

瀬底島
（内間1984）

伊良部⻑浜 国頭村謝敷
（内間1984）

宮古新城
（王p.c. 2021）

INCL-EXCL

INCL-only

Unified WE

⽯垣四箇
(Topping 2020)

10
宮古久松

（陶p.c. 2021）

⼤神
（Pellard 2010）

宜野座村惣慶
（ファンデルルベ

2020）



INCL-EXCLタイプ：
南琉球宮古語伊良部島方言（下地2018）

指⽰対象 除括性 例⽂ 「私たち」
1+3 除外 僕らは先に帰ります。

banti=a sac=n paradi=doo.
banti

1+2 包括 僕らも帰ろうか？
duu=mai parade=ru?

duu

除外（聞き手含まず） 包括（聞き手含む）

3 1 23 1 2 2話し手（1人称） 聞き手（2人称）

僕らは
先に帰ります

話し手（1人称） 聞き手（2人称）

そろそろ僕らも
帰ろうか
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琉球におけるINCL-onlyタイプ：
宮古語新城方言(データは王丹凝, p.c. 2021）
INCL⽂脈：Aさんと私は⼀緒にたくさんの⼈が集まるランチ会に⾏った。
Aさんが私に⼩さい声で

EXCL⽂脈：AさんとBさんは夫婦。Aさんが調査者に対して

(1) kamarii=du uu=dara. {bantaa/duutaa}=ja sadarii=du ikadi.
退屈して=FOC いる=でしょ {GNRL/INCL}=は 先に=FOC ⾏こう
「退屈してるね。私たちは（私とあなた）もう先に帰ろう。」

(2) {bantaa/*duutaa}=ja kanu tukja=n=na funi=n=du nuurjuutaa.
{GNRL/*INCL}=は あの とき=に=は 船=に=FOC 乗っていた
「私たち（AとB）はあの時は船に乗っていた。」

SG ban
PL EXCL bantaa

INCL duutaa12



琉球におけるINCL-onlyタイプ：
宮古語新城方言の体系
• General 1PL (bantaa) + INCL (duutaa)
• 類型論でよく認知されているINCL-onlyタイプとかなり違う。

SG
wa

EXCL
INCL cu

SG ban
PL EXCL bantaa

INCL duutaa

よく知られるINCL-onlyタイプ 新城⽅⾔
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琉球におけるINCL-onlyタイプ：
宮古語新城方言の体系
• General 1PL (bantaa) + INCL (duutaa)
• INCL-EXCLタイプからUnified WEタイプへの通時的な変化の

途上？

SG ban
PL EXCL bantaa

INCL duutaa

SG ban
PL EXCL banti

INCL duu

SG anu
PL anta

伊良部島⽅⾔
(Shimoji 2008)

上段：新城⽅⾔
下段：⼤神島⽅⾔

（⽇本放送協会編1972）
⼤神島⽅⾔

（Pellard 2010）

INCL-EXCL INCL-only Unified WE
14

SG anu
PL EXCL antaa

INCL tuutaa



主要3タイプに
分類不可能な体系
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波照間
（⿇⽣2020）

喜界島上嘉鉄
（⽩⽥2016)

今帰仁与那嶺
（仲宗根1983)

⿊島
（原⽥2015)

与那国

本部町瀬底島
（内間1979）

伊良部⻑浜

国頭村謝敷
（内間1984）

宮古新城
（王p.c. 2021）

⽯垣四箇
(Topping 2020)

宮古久松
（陶p.c. 2021）

宜野座村惣慶
（ファンデルルベ2020）

今帰仁謝名

名護市幸喜
（かりまた2008）

多良間
（下地2006）

久⽶島儀間
（内間1984）

国頭村
謝敷
(伊豆山1992)

今帰仁村
与那嶺
(仲宗根1983)

今帰仁村
謝名

本部町
瀬底島
(内間1979)

名護市
幸喜
(かりまた2008)

宜野座村
惣慶
(ファンデルルベ2020)

久米島
儀間
(内間1984)

EXCL wannaa ワッ[た]ー wattaa? wattaa watta waˑha wattaa

INCL waakaa ワー[ちャ]ー agamii? ʔagaŋ ʔaga aga ʔagataa



謝名方言の人称代名詞体系
（先行記述なし；本発表者による暫定版）
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wattai=ja       suba kamabin.
私たちEXCL=は そば ⾷べます。

{agatai/wattai}=ja nuu kamiiga?
私たちINCL＝は 何 ⾷べようか？

2 1 3 2 1



人称対立あり 人称対立なし

2 1 3 3

wattaa=ja      suba kamabin.
私たちEXCL=は 沖縄ソバ ⾷べます。

wattaa=ja          suba kamabiin.
私たちEXCL=は そば ⾷べます

2 1 3 2 123

agamii=ja         nuu kamabiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか

2 1
3 3

2

attaa=ja suba giseesiba
彼ら=は 沖縄ソバ らしいけど
wattaa=ja         nuu kamiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか？

除外 包括

人称対立性について
•⼈称対⽴性：視点の対⽴・融合（三上1955; 正保1981; ⾦⽔・⽥窪1992）が基盤

• ⼈称対⽴あり「私たち」 聞き⼿(2)と対⽴（「こっち vs. そっち」） 除外に対応
• ⼈称対⽴あり「私たち」 第三者(3)と対⽴（「こっち vs. あっち」） 包括に対応
• ⼈称対⽴なし「私たち」（対話メンバーを単に指す「私たち」）
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こっちあっちこっちそっち



人称対立あり 人称対立なし

2 1 3 3

wattaa=ja      suba kamabin.
私たちEXCL=は 沖縄ソバ ⾷べます。

wattaa=ja          suba kamabiin.
私たちEXCL=は そば ⾷べます

2 1 3 2 123

agamii=ja         nuu kamabiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか

2 1
3 3

2

attaa=ja suba giseesiba
彼ら=は 沖縄ソバ らしいけど
wattaa=ja         nuu kamiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか？

除外 包括

ワッター系とアガ系：
琉球語研究のこれまでの問題点
• 内間(1979, 1994)，伊⾖⼭(1992)
• 除括性と⼈称対⽴性が渾然⼀体となった分析

• ⼈称対⽴あり「私たち」 聞き⼿(2)と対⽴（「こっち vs. そっち」）＝除外に対応
• ⼈称対⽴あり「私たち」 第三者(3)と対⽴（「こっち vs. あっち」）＝包括に対応
• ⼈称対⽴なし「私たち」（対話メンバーを単に指す「私たち」）
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こっちあっちこっちそっち

想定されず



人称対立あり 人称対立なし

2 1 3 3

wattaa=ja      suba kamabin.
私たちEXCL=は 沖縄ソバ ⾷べます。

wattaa=ja          suba kamabiin.
私たちEXCL=は そば ⾷べます

2 1 3 2 123

agamii=ja         nuu kamabiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか

2 1
3 3

2

attaa=ja suba giseesiba
彼ら=は 沖縄ソバ らしいけど
wattaa=ja         nuu kamiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか？

除外 包括

ワッター系とアガ系：
琉球語研究のこれまでの問題点
• 内間(1979, 1994)，伊⾖⼭(1992)
• 除括性と⼈称対⽴性が渾然⼀体となった分析

• ⼈称対⽴あり「私たち」 聞き⼿(2)と対⽴（「こっち vs. そっち」）＝除外に対応
• ⼈称対⽴あり「私たち」 第三者(3)と対⽴（「こっち vs. あっち」）＝包括に対応
• ⼈称対⽴なし「私たち」（対話メンバーを単に指す「私たち」）

• 謝名⽅⾔の実証データから，包括の２パターンの区別は重要とみられる
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こっちあっちこっちそっち



解決するために：
3カテゴリーの網羅的調査
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人称対立あり 人称対立なし

2 1 3 3

wattaa=ja      suba kamabin.
私たちEXCL=は 沖縄ソバ ⾷べます。

wattaa=ja          suba kamabiin.
私たちEXCL=は そば ⾷べます

2 1 3 2 123

agamii=ja         nuu kamabiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか

2 1
3 3

2

attaa=ja suba giseesiba
彼ら=は 沖縄ソバ らしいけど
wattaa=ja         nuu kamiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか？

除外 包括

除外文脈 対立包括文脈 一般包括文脈



調査
• オンライン調査（Zoomを使⽤）

• 下地，話者（同席者：話者のパートナー（別⽅⾔話者かつ⾔語学者））
• 事前に⽤意した調査票を事前に翻訳しておいてもらい，逐⼀チェック
• 話者の⽅は⼥性60代，⾔語学者，謝名⽅⾔の⺟語話者
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調査票を事前に送付，訳
を書いておいてもらう。
擬似対⾯調査で
画像を使いながら
例⽂を１つ１つ確認

S

P

調査票とその結果は
LSJ163予稿集（別添）



結果：
除括性ではなく人称対立性が効いている
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問題ない
ケース
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2 1 3 3

wattaa=ja      suba kamabin.
私たちEXCL=は 沖縄ソバ ⾷べます。

wattaa=ja          suba kamabiin.
私たちEXCL=は そば ⾷べます

2 1 3 2 123

agamii=ja         nuu kamabiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか

2 1
3 3

2

attaa=ja suba giseesiba
彼ら=は 沖縄ソバ らしいけど
wattaa=ja         nuu kamiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか？

他にも，表5（予稿集p. 181）のid5の状況セットはここと同じパターン



• 対⽴する第三者を想定できない場合＝⼀般包括の解釈にしかな
らない場合
• 「私たちは⽔がないと⽣きていけない」

• agamiiのみ。
• ただし，wattaaを使うと
「⽕星⼈は⽔がなくても⽣きていけるが・・・」のようなニュアンス
「他の島は⽔が豊かだけど・・・」のようなニュアンス

• 「ぼーくらーはみんなーいーきているー♪」
• agamiiのみ。
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人称対立性の程度差で
揺れが生じるケース
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28

⾃分のチーム

監督

相⼿チーム

wattaa=ja ʔittaa=ni=ja      makirarandoo!
俺たちEXCL=は お前ら=に=は 負けんぞ！

3

1

2
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⾃分のチーム

監督

相⼿チーム

wattaa=ja attaa=ni=ja      makirarandoo!
俺たちINCL=は あいつら=に=は 負けんぞ！

2

1

3

2

1

3

{wattaa/?agamii} =ja  ama=nii
俺たちINCL=は あいつら=に
makirarandoo! 
負けんぞ！



30

2

1

3

{wattaa/?agamii} =ja  ama=nii
俺たちINCL=は あいつら=に
makirarandoo! 
負けんぞ！
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2

1

{?wattaa/agamii} =ja  
俺たちINCL=は
makirarandoo! zisin mutee!
負けんぞ！ ⾃信 持て！
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太郎たち
グループ

areemun=ja wattaa=ga     saa.
洗い物=は      僕たちINCLが    やろう。

あなたたち
グループ

俺たちは料理するよ。

料理と洗い物
どっちする？
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（料理は太郎たちがやるって。）
areemun=ja {agamii/?wattaa}=ga saa.
洗い物=は 私たち=が やろう。あなた太郎

夜
あなたの班
の部屋で



34

（明⽇の当番，仕事⾊々あるけど）
areemun=ja {agamii/*wattaa}=ga  saa.
洗い物=は       私たち=が                     やろう。



人称対立性で
説明できない
ケース
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{agamii/*wattaa}=ja   mazjun saa.
私たちINCL=は 一緒に やろう

{*agamii/wattaa}=ja   mazjun saa.
私たちINCL=は 一緒に やろう

昔からの仲の「私たち」

今即席で⽣じた「私たち」

⼀般包括
(Aが予測される）



ここまでの
まとめ
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調査結果の分析① 使い分けの要因は？
• 除括性ではなく⼈称対⽴性による使い分けでほとんどの例を説明
• 唯⼀，説明不可能なのはこれ：
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{agamii/*wattaa}=ja   mazjun saa.
私たちINCL=は 一緒に やろう {*agamii/wattaa}=ja   mazjun saa.

私たちINCL=は 一緒に やろう

昔からの仲の
「私たち」（⼀般包括）

今即席で⽣じた
「私たち」（⼀般包括）



調査結果の分析① 使い分けの要因は？
• 除括性ではなく⼈称対⽴性による使い分けでほとんどの例を説明
• agamiiの使⽤制限：慣習化された「私たち」（⼀般包括）
• これが満たされない場合，⼀般包括でもwattaa（デフォルト？）
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{agamii/*wattaa}=ja   mazjun saa.
私たちINCL=は 一緒に やろう {*agamii/wattaa}=ja   mazjun saa.

私たちINCL=は 一緒に やろう

昔からの仲の
「私たち」（⼀般包括）

今即席で⽣じた
「私たち」（⼀般包括）



調査結果の分析② 人称対立性の性質
• 眼前指⽰で，対⽴相⼿がその場にいて対⽐される場合によりはっ

きりとwattaaが選好される
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⾃分のチーム

監督

相⼿チーム

wattaa=ja attaa=ni=ja      makirarandoo!
俺たちINCL=は あいつら=に=は 負けんぞ！

2

1

3

2

1

3

{wattaa/?agamii} =ja  ama=nii
俺たちINCL=は あいつら=に
makirarandoo! 
負けんぞ！

2

1

{?wattaa/agamii} =ja  
俺たちINCL=は
makirarandoo! zisin mutee!
負けんぞ！ ⾃信 持て！

wattaa/*agamii wattaa/?agamii ?wattaa/agamii



調査結果の分析② 人称対立性の性質
• 情報構造的な対⽐性とは異なる概念のようだ（現在調査中）
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太郎たち
グループ

areemun=ja wattaa=ga     saa.
洗い物=は      僕たちINCLが    やろう。

あなたたち
グループ

俺たちは料理するよ。

料理と洗い物
どっちする？

対⽐焦点 指⽰空間に
対⽴相⼿いる

対⽐焦点 指⽰空間に
対⽴相⼿なし

（料理は太郎たちがやるって。）
areemun=ja {agamii/?wattaa}=ga saa.
洗い物=は 私たち=が やろう。あなた太郎

夜
あなたの班
の部屋で
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agamii

慣習化された仲間集団
なら使⽤可能



「（あなたたちに対する）私たち」
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1 3 32

1 2 23



「（彼らに対する）私たち」
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1 3 32

1 2 23



4. おわりに
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本発表で示したこと
• 琉球諸語に関して，除括性の主要な類型タイプは全て⾒つかる

• Unified WE, INCL-EXCL, INCL-only
• 琉球のINCL-onlyタイプはよく知られるものと異なる

• General + INCLの体系
• 沖縄語今帰仁謝名⽅⾔：主要なタイプに当てはまらない。⼈称対⽴性という類型変数？

指⽰対象 除括性 例⽂ 謝名 新城 瀬底島 ⾸⾥
1+3 EXCL 私たちそばを⾷べます。 wattaa bantaa wattaa wattaa
1+2 vs. 3 INCL (a) あの2⼈はカレーだって。じゃあ

私たちは何⾷べようか？
duutaa agaami

1+2 INCL (b) （隣の⼈に）私たち何⾷べようか？ agamii
?? INCL-only INCL-EXCL Unified WE
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謝名の体系はINCL-EXCLからの変化？
• 南北琉球に広く分布するINCL-EXCLは琉球祖語に遡る可能性。
• だとすると，謝名はINCL-EXCL > Unified WEの途上の状況？
• wattaa（EXCL)の拡⼤の過程？（宮古語でもみられる並⾏発達）

• 除括性 >⼈称対⽴性 > 複数性

例⽂ ⾸⾥ 謝名 瀬底島（内間の分析
が正しいと仮定）

除外 私たちそばを⾷べます。 wattaa wattaa wattaa
対⽴包括 あの2⼈は沖縄ソバだって。じゃあ

私たちは何⾷べようか？
agaami

⼀般包括 （隣の⼈に）私たち何⾷べようか？ agamii
Unified WE INCL-EXCL
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残された課題①
沖縄語のワッター系・アガ系の対立再考
• 名護市幸喜⽅⾔(かりまた 2008: 19，太字は発表者)

「aga は聞き⼿を含む包括的複数inclusive plural の代名詞である。
wattaa は聞き⼿を含まないexclusive plural の代名詞である（中
略）ただし，wattaa を包括的複数で使⽤することもある」
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国頭村
謝敷
(伊豆山1992)

今帰仁村
与那嶺
(仲宗根1983)

今帰仁村
謝名

本部町
瀬底島
(内間1979)

名護市
幸喜
(かりまた2008)

宜野座村
惣慶
(ファンデルルベ2020)

久米島
儀間
(内間1984)

EXCL wannaa ワッ[た]ー wattaa? wattaa watta waˑha wattaa

INCL waakaa ワー[ちャ]ー agamii? ʔagaŋ ʔaga aga ʔagataa

国頭村
謝敷
(伊豆山1992)

今帰仁村
与那嶺
(仲宗根1983)

今帰仁村
謝名

本部町
瀬底島
(内間1979)

名護市
幸喜
(かりまた2008)

宜野座村
惣慶
(ファンデルルベ2020)

久米島
儀間
(内間1984)

EXCL wannaa ワッ[た]ー wattaa? wattaa watta waˑha wattaa

INCL waakaa ワー[ちャ]ー agamii? ʔagaŋ ʔaga aga ʔagataa



{*agamii/wattaa}=ja   mazjun saa.
私たちINCL=は 一緒に やろう

残された課題② agamiiは人称代名詞か？
• agamiiの使⽤制限：慣習化された「私たち」（⼀般包括）

• 友達，家族，ある程度の期間⼀緒にいる仲
• 慣習グループ「今⽇から私たちINCL別々のクラスだね」(*W/A)
• ⾮慣習グループ「今⽇から私たちINCL同じクラスだね」（W/*A）
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{agamii/*wattaa}=ja   mazjun saa.
私たちINCL=は 一緒に やろう

昔からの仲の
「私たち」（⼀般包括）

今即席で⽣じた
「私たち」（⼀般包括）



残された課題③ 謝名の双数形の2種
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wattai=ja       suba kamabin.
私たちEXCL=は そば ⾷べます。

{agatai/wattai}=ja nuu kamiiga?
私たちINCL＝は 何 ⾷べようか？

2 1 3 2 1



残された課題④人称対立性と
直示システムとの関連再考
• 内間(1979: 213）「この1人称代名詞の中から見出されたアガーミ意識と
ワッター意識は，指示代名詞の構造とも深く関係している。」
• 甲類：話し⼿と聞き⼿の区別ない視点（融合視点） vs. 第三者

• 甲類の直⽰指⽰システムは除括システムと連動との主張
• 問題：除外を⽀える視点（対⽴視点；「こっち」vs. 「そっち」）は？
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残された課題④人称対立性と
直示システムとの関連再考
• 内間(1979: 213）「この1人称代名詞の中から見出されたアガーミ意識と
ワッター意識は，指示代名詞の構造とも深く関係している。」
• 甲類：話し⼿と聞き⼿の区別ない視点（融合視点） vs. 第三者

• 甲類の直⽰指⽰システムは除括システムと連動との主張
• 問題：除外を⽀える視点（対⽴視点；「こっち」vs. 「そっち」）は？
• 本発表でいう対⽴包括の指⽰領域を⽀えているシステムではないか？
• 予測：謝名のようなシステムの必要条件として，甲類である必要？
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2 1 3 3

wattaa=ja      suba kamabin.
私たちEXCL=は 沖縄ソバ ⾷べます。

wattaa=ja          suba kamabiin.
私たちEXCL=は そば ⾷べます

2 1 3 2 123

agamii=ja         nuu kamabiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか

2 1
3 3

2

attaa=ja suba giseesiba
彼ら=は 沖縄ソバ らしいけど
wattaa=ja         nuu kamiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか？



調査票の提案
• これまでINCL-EXCLとされてきた⽅⾔，INCL-onlyと⾒られる

⽅⾔の中には，謝名のようなシステムを持っている可能性があ
る。

• 現状，⽇琉諸語の除括性を調べる調査票はある
• 国⽴国語研究所消滅危機⽅⾔プロジェクト調査票
• 今回明らかになった着眼点（⼈称対⽴性）がない
• 網羅できる調査票と画像素材を提案しておく（別添）
• コロナ・・・
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2 1 3 3

wattaa=ja      suba kamabin.
私たちEXCL=は 沖縄ソバ ⾷べます。

wattaa=ja          suba kamabiin.
私たちEXCL=は そば ⾷べます

2 1 3 2 123

agamii=ja         nuu kamabiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか

2 1
3 3

2

attaa=ja suba giseesiba
彼ら=は 沖縄ソバ らしいけど
wattaa=ja         nuu kamiiga?
私たちINCL=は 何 ⾷べようか？

⼀般主題 対⽐主題 ⼀般主題

⼈称対⽴性あり ⼈称対⽴性なし



焦点の場合にAの領域でWが若干使いやすくなるが，
（命題レベルではなく）眼前対立の有無をもっとコント
ロールして追調査する必要あり

⼈称対⽴性あり なし
主題 対比性あり（対比主

題）
W
あの人たちはソバらしいけど私
たちは何食べようか

A
他の人たちは別々にやるらしい。
私たちは一緒にやろうね。

なし（一般主題） W
（店員に）私たちはソバ食べま
す。

A
私たちは何食べようか？

焦点 対比性あり（対比焦
点）

W
（太郎たちは料理するんだ
ね。）
じゃあ洗い物は私たちがやろう。

A/?W
（太郎たちは料理するらし
い。）
じゃあ洗い物は私たちがやろう。

なし（情報焦点） W
（家族の中で買い物に行く人を
選んでいる）今日は私たちで行
こう。あんたたちは家にいなさ
い。

A/?W
（誰が買い物に行く？と聞かれ
て）
私たちで行こう。
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