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キーワ‑ ド:述べ立て 推 し量 り 人称制限 述べ立て内容 運用諭的現象

0 は じ め に
本稿では概略次 の よ うな ことを述べ る｡筆者は, か って,文 の発話 ･伝
達 のモ ダ ソテ ィか らした文 の表現類型 として,<働 き掛 け><表 出><述
べ立 て><問い掛け> とい った タイプを設定 した｡そ して,働 き掛けや表
出では, ガ格 に対 して人称制限が存在す るのに対 して,判断 の述べ立 て文
や判断 の問い掛け文 のガ格 には,総ての人称名詞が釆 うる, と述べた｡基
本的に この事 自体 誤 ってはいない｡ しか し,判断 の述べ立 て文 や問い掛 け
文 において も,述べ立 てや問い掛け とい った発話 ･伝達 のモ ダ リテ ィのあ
り方か らして,現れ うる人称 にあ る種 の制約 の生 じることがあ る｡ もっ と
ち, この制限は純統語論的現象 とい った ものではな く,運用 (
語用)論的
現象或いは運用論的現象 に動横付け られた統語一 運用論的現象 であ る と思
われ る｡
筆者が以下本稿 に述べ る よ うな ことに関心 を示 し,以下 に展 開す るよ う
な考察姿勢 を取 るのは,筆者が まず次 の よ うな立場 に立 ってい ることに基
本的に拠 っている｡
文 は,言語活動 の基本的単位であ る｡言語活動は,話 し手が外在世界や
内在世界 との関係 において形成 した判断や感情や意志や要求 な どを聞 き手
(
聞 き手 の想定 しに くい場合を も含めて)に伝 えた り問い掛けた りす るこ
とに よって成 り立 ってい る活動 であ る｡文 は,そ うい った言語活動 の所 産
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であ り,言語活動 の単位体的存在である｡ したが って,文は,そ して,そ
のことに よって,文 の意味‑統語構造は,言語活動 の基本的単位にふ さわ
しいあ り方を していることになる｡文 (したが って言語)が今あるような
構造を しているのほ,文 (言語)が担 ってい る機能を果たすためであろ う
し, また,文 (したが って言語)がそのよ うな機能を果た しうるのは,文
(
言語) の有 している構造に拠 っているのであろ う｡以上 のよ うな ことを
考 えれば,文 の構造 の車には,運用諭的に,或いは,言語 の伝達機能 の点
か ら動機付け られた ものも少な くないだろ うと思われ る｡殊 に, モダ リテ
ィに関わ るよ うな ものには, こ ういった ものがかな り兄い出され るもの と
思われ る｡文 お よび文 の構造がそ ういった ものであることに よって,文法
分析 ･文法記述は,単に文 の構造だけを説 明で きるものであるよりは,文
の担い ･果た している機能を も説明で きる形で行われて こそ よ り望 ましい
もの と言 えよ う｡

Ⅰ 文の表現類型

発話 ･伝達のモダ リテ ィか らした文 の類型ついて極簡単に見てお く0
①

｢つ まらん心配は しないで早 く行け｡
｣(
天使)

②

｣ (
外人)
｢その点はあす集中的に調べ よ う｡

③

④

美律は結局 白状す るだろ う｡ (
燃 えた)
｢お前,高校生か ?｣ (さび)

①が命令を表す<働 き掛け> の文であ り,②が話 し手 の 意志 を 表 出 す る
<表 出> の文である｡ さらに,③が判断の<述べ 立 て> の文 で あ り,④

di
a一
が判断 の<問い掛け> の文である｡働 き掛け と問 い 掛 け が<対話 (

1
･
o
gue
)
> に しか使 えない ･現れない文額型であるのに対 して,表出 と述べ
立ては,対話のみな らず, <独話 (
mo
no
l
o
gue
)
>に も使 える ･現れ る文
類型である｡独話に使 えない ･現れない とは,次の よ うな ことである｡例
えば,命令の文は,対話においてほ, ｢お前なんか死んで しまえ !｣ のよ
うに,働 き掛け として機能 しうるが,独話になると, ｢あんな奴なんか死
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んで しまえ !
｣ の よ うに, もはや命令 としては機能 しえず願望であ り,そ
の文類型を働 き掛けか ら表 出へ と変化 させ ざるをえないO この意味におい
て,働 き掛け の文 は対話 に しか現れ えない と言 うことがで きる｡同様 に,
問い掛け の文 も,対話においては,問い掛け としての横能 を果た している
が,独話 においては, もはや問い掛けではな く,疑 いの述べ立 てであ る｡
対話 に しか現れ ない ことにおいて,働 き掛け ･問い掛けは発話 ･伝達 の
モ ダ リテ ィを明確 に有す る存在であ り,独話に も現れ うることにおいて,
表 出 ･述べ立 ては,発話 ･伝達 のモダ リテ ィが希薄であ る, と言 え よ う｡
芳賀絞 (
1
9
5
4
)は,伝達文 と述定文 との別 を設定 し,伝達文 は,聞 き手め
あての陳述 (
伝達的陳述) に よって成立 し,述定文 は,事柄 めあての陳述
(
述定的陳述) に よって成 り立 ち,伝達的陳述 は不要であ る と述べてい る｡
しか し,独話においては希薄であ ると言えるものの,述べ立ての文 にあ っ
て も,対話 においては,芳賀 の指摘 と異な って, ｢ヨ｣や ｢ネ｣ とい った
終助詞 の在不在 に拘わ らず,発話 ･伝達 のモ ダ リテ ィの存在は明確であ る｡
対話 ･独話 の別 は,発話 ･伝達 のモダ リテ ィの現れ方 ･特徴 ･変容, さ
らにそれに伴 って起 こる文法現象 とい った ものを考 える上において重要 で
ある と思われ るが,本稿 では, こ ういった問題 については扱わない｡以下
に述べ るものは,対話 の場合での発話 ･伝達 のモ ダ リテ ィであ り,それ に
伴 って現れ る文法現象であ る｡

Ⅰ
Ⅰ 述 べ立て と人称現象

1 述べ立て とは
述べ立て とは,話 し手 の視覚や聴覚 な どを通 して捉 え られた世界やあ る
事柄 についての話 し手 の判断 ･解説 を述べ伝 える とい った話 し手 の発話 ･
伝達的態度であ る｡
(
五 両が しとしとふ ってい ます｡ (
光村 ,5下)
②

美樹 は,常識 家だ った｡ (甲虫)

①②は, ともに述べ立 て とい った発話 ･伝達 のモダ リテ ィを持 った文 であ
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る｡①が,話 し手の視覚 ･聴覚な どを通 して捉 え られた現象を描 き出 し伝
えた現象描写文であ り,②が,ある事柄 についての解説や判断が成 り立つ
ことについての話 し手 の判定を述べ伝えた判定文である｡いずれに して も,
述べ立ては,話 し手か ら聞 き手‑の情報伝達である｡

2 述べ立て文の運用論的特徴
述べ立 てが話 し手か ら聞 き手へ の情報伝達 といった発話 ･伝達 のあ り方
であるとい うことか ら,述べ立て文 には,次のよ うな特徴 ･原則が存在す
る｡ もっ とも,述べ立て文が この特徴 ･原則を破 った として も, 日本語の
文 として容認不可能 になるわけではないので, この種の特徴 ･原則は,運
用論的なもの とい うことになるだろ う｡正常な特殊でない述べ立て文紘,
述べ立て文 として機能 してい る限 り, この よ うな特徴 ･原則 に貫かれてい
る, といった ものであ る｡
述べ立て文が話 し手か ら聞 き手‑の実効的な情報伝達である限 り,述べ
立ての内容は聞 き手 の知 らない,或いは充分 了解 していない ものでなけれ
ばな らない｡ これを,述べ立ての内容をめ ぐっての話 し手 と聞き手の情報
位置が 〔
話 し手>聞 き手〕 であると表現 してお こ う｡ もっとも,常に この
特徴 ･原則が額面通 り貫徹 しているわけではない｡た とえば, クイズ ･ク
ェス チ ョ ソ

(
qui
z
‑
que
s
t
i
o
n) に対す る答 としての述べ立 て文 な どは, こ

の特徴 ･原則か ら外れている｡ただ,聞 き手 の知 らない ･充分了解 してい
ない とい った ことをあま り固定的に考 えす ぎてはな らない｡聞 き手 の忘れ
ていることや聞 き手に確認 させ る必要 のあることな ども,話 し手 の発話の
場においては,聞 き手が 自覚的には或いは故意 に充分認識 していない こと
に よって,聞 き手 の知 らない,充分了解 していない ことである｡

3 述べ立てと人称現象
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) 正常な特殊でない述べ立て文 では,述べ立ての内容は聞 き手 の知 ら

ない或いは充分了解を していない ことである, といった ことを受けて,逮
べ立て内容にはある種 の制限が存在 している｡そ の 制限 の 中 に は, ガ格
(
主体 の格)に立 ち うる名詞の人称に対す る制限 といった現j
t方をす るも
のがある｡ この人称制限 としての現れに も,比較的統語論的な趣 の強い も
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のか ら運用諭的色彩 の濃 い ものまで,様 々な ものがあ る｡ こ うい った人称
制限は,統語論的な趣 の強 い ものであ って も,純統語論的であ る とい うよ
りは,運用論的或 いは伝達機能論的 に動機付け られた ものであ る と言 え よ
う｡命令 の二人称 ガ格,意志表 出の一人称 ガ格,誘 い掛け の一 ･二人称 ガ
格か らして,運用論的或 いは伝達機能論的に動機付け られた ものであ る｡
2) 現象描 写文

既 に何度か述べ ているこ とではあ るが,現象描写文 のガ格 に立 ち うる名
詞には,次 の よ うな人称 制限が存在す る｡
①

(*私/ *君/子供)が運動場 で遊 んでい る｡

①が示す よ うに,現象描写文 のガ格 は三人称 に限 られ てい る｡ これ も,料
話 の場合 であ って,独話 においては, この制限の解除 され ることが あ るの
か もしれ ない.例 えば, ｢ウィスキ ーも日本酒 もちゃんぽんにのみ ち らし
た塾蚕 こ うして しずかに雨 の音 を ききなが ら,床 のなかに じっ としてい るO

‑｣ な どは,容認可能であろ う｡独話 に現れた現象描写文 であ って,一人
称 ガ格 を取 ってい る (
ちなみに,上の文は 【
F
放浪記』の中の一節に少 し手を加え
たもの｡元の文では下線部分が ｢
私のなさけないすがたが｣となっている｡
それに して も,対話での現象描写文は,そのガ格 に三人称 の名 詞 しか取
らない｡現象描写文 は,話 し手 の視覚 ･聴覚な どを通 して捉 え られた現象
の描 き出 し ･述べ立 てであ ることに よって,話 し手であ る一人称者や聞 き
手であ る二人称者を ガ格 に取 りえない ことにな る｡
3) 判

定

文

3.
1
) あ る事柄 についての解説や判断が成 り立つ ことについての話 し手
の判定 を述べ伝 えた判定文 にあ って も,それが対話におけ る述べ立 て とし
て概能 してい ることに よって, あ る種 の人称制限 の生 じることがあ る｡例
えば,
①

〈
僕/彼)は学校‑行 く｡

①' ‡
僕/彼)は学校へ行 くだろ う｡
②

*星 は学校へ行 く｡

②' *君 は学校‑行 くだろ う｡

3
6
例文 が示す とお り,①①'
は述べ立 て文 として何 ら問題 はな い が,そ れ に
対 して,②②'
は,正常 な特殊 でない (
対話での)述べ立 て文 と し て ほ 容
認不 可能であろ う｡①①'②②'は,断定 の時 のみではな く,｢ダ ロウ｣ に
ょる推 し量 りにあ って も,あ るタイプの事態については, (
対話で の)逮
べ立 て文 では,一人称 お よび三 人称 ガ格は現れ うるものの,二人称 ガ格は
現れ えない, とい った ことを示 してい る｡当然

｢(
壁 /蛋 /壁 )は 次 の 選

｡
｣や
挙で委員に (
選ばれ る/選ばれ る だ ろ う)

｢(
漢/君/彼女)な らモ

の大学 に (
合格す るわ/合格す るだろ う)
｡
｣ の よ うに, ガ格 に人称 を選ば
ない判定文 (この種 のガ格 に人称 を選ばない述べ立て内容には,<事 の成
り行 き> とい った ものがあ る) も数多 く存在す るものの,上 に挙げた例文
か ら分 か るよ うに,判定文 の中には二人称 ガ格 を取 りえない といった人称
制限 の現象 を示す ものが存す ることも, これ また事実であ る｡

3.
2
) 人称制 限の現れ るレベル
上で述べた よ うな人称制限 の現象が発生す るのは,述べ立て文 が話 し手
か ら聞 き手へ の情報伝達 とい った発話 ･伝達 のモ ダ リテ ィを有 してい るか
らに外 な らない｡人称制限発現 の基因が発話 ･伝達 のモ ダ リテ ィの レベル
に存す ることについては,以T に述べ る よ うな ことがその一つ の傍証にな
ら う｡
①

*星 は学校へ行 くだ ろ う｡

②

君は学校 ‑行 くだ ろ うが,僕 は行かない｡

が示す よ うに,① には二人称 ガ格が来 られないのに対 して,② の下線部に
は二人称 ガ格が釆 うる｡② の下線部は, ｢雨は降 る宣生 えが, さほ ど激 し
くな らないだ ろ う｡
｣ が可能であ るのに対 して,r*あ っち‑毎壁 が,行 か

｣ ｢*彼 も行 く垂 が,僕 は行かない｡｣が逸脱文 であ ることか ら分か
ない｡
る よ うに,<言表事態めあてのモ ダ リテ ィ> ほ存在す るものの,<発話 ･
伝達 のモ ダ リテ ィ> ほ存 しない連接 の接続節であ る｡① が示す よ うに,発
話 ･伝達 のモ ダ リテ ィまでが存在す る<文>では,二 人称 ガ格 を取 りえな
い とい った人称制限 の現象が発現す るのに対 して,(
参が示す よ うに,発話
･伝達 のモ ダ リテ ィを持たない<接続節> の中では,人称制限 の現象が発
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現 しない とい うことは,述べ立 て文 におけ る人称制限が,発話 ･伝達 のモ
ダ リテ ィの レベルに発生す る現象であるといった ことを意味 しているもの
と思われ る｡

Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ どのような事態が述べ立て内容に成 りに くいのか
述べ立て文 は,話 し手か ら聞 き手‑の情報伝達 といった発話 ･伝達 のモ
ダ リテ ィを持 った文である｡話 し手か ら聞 き手‑ の情報伝達であることに
よって,それが実効的になされ るにあたっては,述べ立て内容にある種 の
制限の生 じることがある｡ こ ういった述べ立 て内容上の制限が発生す るの
は,一人称者が話 し手であ り,二人称者が聞 き手に外 な らないか らである.

1 文法論的趣を有するの
話 し手か ら聞 き手‑の情報伝達が実効的に行われ るために述べ立 て内容
に生 じるある種 の制限が, ガ格 の人称制限 として現れ, しか も,ある種 の
表現形式や類型的な意味のあ り方 と結びついている, といった統語論的趣
や意味論的趣が比較的高い もの,言い換 えれば,文法論的趣 を看す るもの
に,次の よ うな ものが存在す る｡
1
) 聞 き手の決意の述べ立て
既に, 玉,3,3) ｢判定文｣ の箇所 で触れた よ うに, r*君は学校へ

｡
｣といった文 は,対話での述べ立て文 としては,容認
(
行 く/行 くだろ う)
しがたい ものであろ う｡同様に,
①

*墨 は明 日彼女を 耽 る/叱 るだろ う)
｡

①' (
僕/彼)は明 日彼女を i
叱 る/叱 るだろ うl｡
の よ うなタイプの述べ立て内容 も,‑
‑
一
人称お よび三人称 ガ格を生起 させ う
るものの,二人称 ガ格は取 らない｡ これ らは,いずれ も<意志的動作遂行
〜スル
の決意> といった ものを表 した述べ立て内容である｡次 の よ うな ｢
ツモ リダ｣ といった形式 を看す る文 と基本的に等価 な述べ立て内容を表 し
た場合である｡
⑧

*墨 は明 日彼女を (
叱 るつ も りだ/叱 るつ も りだろ う)｡

3
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②'僕 は明 日彼女 を (
叱 るつ も りだ/ *叱 るつ も りだ ろ うⅠ
｡
②"壁 は明 日彼女 を 耽 るつ も りだ/叱 るつ も りだろ う)｡
例文か ら分 か るよ うに,意志的動作遂行 の決意 を表す

｢
〜 スル ツモ リダ｣

紘,一人称 と三 人称 ガ格を取 りうるが,二人称 ガ格 は取 りえない (
一人称
ガ格が

｢
〜 スル ツモ リぞヱヱ ｣ を取 りえない ことにつ い て は,後 に 述 べ

る)0
上 に述べた ことは,意志動詞 のル形が述べ立 て文 の述語 を形成す る時は
常 に二人称 ガ格 を取 りえない とい った ことを意味 しは しない｡例 えば,チ
言者や易者が,或 いは予言者や易者ぶ って, ｢
君 は明 日きっ と彼女 を (
吃
る/ 叱 るだ ろ う)
｡
｣ と言 うことは充分 あ るだ ろ う｡ また,臨床心理学者が
｢あなたは一年以内に彼 と別れ ますO
｣ と言 った りす るよ うな こともない こ
とはないだろ う｡ただ, ここで注意 しておか なければな らないのは, いず
れ の場合 も,述べ立て内容は既 に聞 き手 の決意 を表 してほいない｡述べ立
て内容は,<聞 き手 の決意> か ら聞 き手 の決意 とは関わ りな く起 こる<寮
の成 り行 き> といった ものに移 ってい る｡ ｢
君 は明 日きっ と彼女 を (
叱る
/ 叱 るだろ う)
o
J｢あなたは一年 以内に彼 と別れ ます｡｣ な どとい った二人
称 ガ格 を取 る意志動詞述語 の文が,対 話での述べ立 て文 として出現可能 に
な るのは,述べ立 て内容が,聞 き手 の意志的動作遂行 の決意 を表 してい る
のではな く,既 に,意志的動作であ りなが ら聞 き手 の意志 とは拘わ りな く
起 って しま う事 の成 り行 きとい った ものを表す よ うにな ってい るか らに外
な らない｡決意 といった心的態度 を形式的に顕在化 させ る ｢*君 は明 日き
っ と彼女 を 耽 るつ も りだ/叱 るつ も りだ 色土)
O
｣ になれば,予言者 の発
言 といえ ども,容認 しがたい ものに止 どま らざるをえない ことを考 えれば,
話 し手が ど うい った タイプの存在 であ るか といった運用論的な要素 よ りほ,
述べ立 て内容 の変容が, この種 の二人称 ガ格 を取 る意志動詞述語 の文 を述
べ立て文 として容認可能 な ものに してい るのだろ う｡
意志的動 作遂行 の決意が,一人称 ガ格や三 人称 ガ格 の述べ立 て文 には成
るものの,二人称 ガ格 の述べ立 て文 に成 りがた いのは,次 の よ うな ことに
拠 ってい る｡述べ立 て文 は,話 し手か ら聞 き手への情報伝達 とい った発話
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･伝達 のモダ リテ ィを持 った文である｡話 し手か ら聞 き手‑の情報伝達が
実効的な ものであ るためには,述べ立て内容が,話 し手は知 っていた り充
分了解 した りしているが,聞 き手は知 っていなか った り充分 には了解 して
いなか った りす るものであ るといった ことが必要になる｡それに も拘わ ら
ず,二人称者 (聞 き手) の決意 といった心的態度は,話 し手が了解 してい
るのに聞 き手は了解 していない とい うよ うな話 し手 と聞 き手の情報位置が
〔
話 し手>聞 き手〕 といった ものには,通常成 りえない ことに拠 っている｡
それに対 して,三人称者の決意であれば,決意 の何 らかの外的現れを通 し
て話 し手であj
t聞 き手であれ共にそれを了解す ることは可能である｡ した
が って,話 し手が充分了解 しているのに も拘わ らず,聞 き手が末だ了解 し
ていない, といった状況の発生は,充分考 えられ るところである｡言わず
もがなではあるが,一人称者の決意は,話 し手は充分了解 してい るが,聞
き手の知 らない ことである｡
問題になるのは,述べ立て内容総体が話 し手 と聞 き手 の情報位置 におい
て 〔
話 し手>聞 き手〕 といったあ り方で存在 しえるか否かであった｡ した
がって,

⑧

君は明 日大学‑行 く墜空室 ｡

紘,対話での述べ立て文 として も出現可能であろ う｡ これは, この述べ立
て文 の述べ伝 えている述べ立て内容が, 〔
君 ガ明 日大学‑行 ク〕 といった
ものではな く,例 えば ｢明 日は大事 な試験があるOだか ら,〜｣ とで もい
った脈絡の中での,話 し手に よる推論 といった事態 までを も含んだ 〔
君‑
明 日大学‑行 ク‑ズダ〕 といった推論内容であるか らである｡聞 き手の決
意に関わ るものであって も,話 し手がか くか く推論を行 った といった こと
総体は,情報位置において 〔
話 し手>聞 き手〕であ りうるか らであろ うo
また,

④

(
僕は)君は明 日大学‑行 く主星i｡

が,対話での述べ立て文 として も容認可能なの も,同様 の理 由に拠 るもの
と思われ る｡ さらに,

⑤ 君は近い うちにそれを論文 に纏め る (つ もりな)左蚕 ｡だか ら, こ
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の所盛んにデータや文献を集めていたんだね｡

｢
〜 ノダ｣ の形式を持つ第‑文 の容認可能性が高 くなるの も,述べ立て内
容が単に 〔
君 ガ近 イウチ ニソレヲ論文 二遁 メル〕 といった聞 き手の決意で
はな く,話 し手が引 き出 した回 りの状況に対す る説 明内容になっているか
らであろ う｡
2) 聞 き手の感情 ･感覚

既 に述べた聞 き手 の決意に繋が るものに,述べ立て内容が感情や感覚 と
いった内的状態を表 した ものがある｡ この種 のタイプの述べ立て内容を持
つ述べ立 て文 も,以下に示す よ うに,一人称 ガ格や三人称 ガ格を取 りうる
ちのの,二人称 ガ格 (
主体格)を取 ることがで きない｡ もっ とも,一人称
の場合 と三人称 の場合では,少 しばか り述語 の形式が遮 ってほいる｡ しか
し,そのいずれの場合にあって も,二人称 ガ格は来 ることができない｡
①

‡
私/ *あなた)は母が恋 しい｡

②

(
僕/ *君)は手が痛い｡

⑨

(
あの人/ *あなた)は母を恋 しが っている｡

④

(
彼/ *君)は とて も痛が っている｡

①②⑨④か ら分か るよ うに, ｢恋 しい/痛い｣ であろ うが,｢恋 しが る/
痛が る｣であろ うが,感情 ･感覚を表す述べ立 て内容は,対話での正常 な
特殊でない述べ立て文 として機能 している限 り,二人称 ガ格を取 りえない｡
｢恋 しい/痛い｣は,内的状態の直接的表現で あ り, ｢恋 しが る/痛 が
る｣は,内的状態の外在化 した表現である｡内的状態を直接的に知 りうる
のは話 し手だけであ り, したが ってそれを述べ伝 え うるのも,話 し手だけ
である｡ ｢恋 しい/痛 い｣ といった内的状態を直接的に表す述語を持つ述
べ立て文が一人称 ガ格 しか取 りえない理 由は, ここにある｡話 し手 自身の
内的状態は,直接認知可能であ り,わ ざわ ざ外的な現れを通 して知 る必要
な どない｡ ｢恋 しが る/痛が る｣ といった内的状態 の外的現れを表 した述
語を持つ述べ立て文が一人称 ガ格を取 りえない理 由が ここにある.内的状
態 と言えども,外的な現れを通 してその存在を間接的に了解す ることがで
きる｡それが三人称者のものであれば,話 し手 と聞 き手の情報位置 の′
酎こ
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おいて 〔
話 し手>聞 き手〕 の関係があ りえることに よ り,述べ立 て内容 と
して成 り立 ち うることになる｡それに対 して,それが二人称者のものであ
れば,外的な現れに よ り話 し手であって も知 りうるものの,聞 き手 の現在
の内的状態であることに よって,正常な状況では,話 し手 と聞 き手 の情報
位置が 〔
話 し手>聞 き手〕になることはな く, したが,て,述べ立てが実
効性を持たな くなる｡ ここに現在 の心的状態の外的現れを表 した述べ立て
文が,三人称 ガ格を取 りうるものの,二人称 ガ格を取 りえない理 由があ る｡
また,断定 の形だけでな く,

r*あなたは母が 恋 しい

(
だ ろ う/ ら し

い)｡｣｢*あなたは母を恋 しが っている (
だろ う/ らしい)｡｣｢*君は手が
痛い (
だろ う/ らしい)
oJ｢君は とて も痛が っている (
だろ う/ らしい)
O
｣
な どは,いずれ も,対話での正常 な特殊でない述べ立て文 としては,容認
不可能であろ う｡

｢*あの時あなたは母が恋 しか った｡｣｢*あの時君は手 が 痛 か った｡｣
は,やは り対話での述べ立て文 としては正常ではないが,
⑧

あの時あなたは母を恋 しがっていた｡

⑥

あの時君 は とて も痛が っていた｡

は,対話での述べ立て文 として も容認可能であろ う｡ これは,過去 の内的
状態であることに よって,聞 き手に再確認 させ るとで もいった状況が生 じ
ることにな り, また,内的状態の外在化の表現であ ることに よってその状
態の存在を話 し手が間接的にではあれ知 りうることにな り,話 しの場 にお
いては一時的に話 し手 の聞 き手 の情報位置が 〔
話 し手> 聞 き手〕 に成 りう
るか らである｡

2 運用論的色彩の濃いもの
ここでは,話 し手や聞 き手 の状態 ･立場 な どのあ り方に よって,述べ立
て内容が,話 し手が了解 しているに も拘わ らず聞 き手が了解 していない,
つ ま り,述べ立て内容をめ ぐっての話 し手 と聞 き手の情報位置が 〔
話 し手
> 聞き手〕にな りがたい ことに よ り,述べ立て文 としては立ち現れに くい
ものを, ガ格 の人称現象を中心に して少 しばか り見てい く｡
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1
) 自明な聞 き手 の現在 の事態
次に挙げ るよ うな文は,いずれ も対話での述べ立 て文 としてほ, あ ま り
普通 に現れ るよ うな ものではない｡現れ るとすれば, 特殊 な普通 でない コ
ソテキス トや状況を必要 とす るだろ う｡

①

?あなたは とて も (
忙 しい/忙 しいだろ う)
｡

②

?君 は部屋で本 を (
読 んでい る/読 んでい るだろ う)｡

紘, いずれ も対話での述べ立 て文 としてほ普通でない｡ これは,聞 き手に
とって 自明な聞 き手 の現在 の事態 であ ることに よって,話 し手か ら聞 き手
‑ の情報伝達であ る述べ立 て としては,実効性や有用性 を持 たない よ うに
なるか らであろ う｡ また,
③

墨 は末成年だ｡

④

垂互生 は女 です｡

な どは, 日本語 の文 としてほ何 ら逸脱性 を有 してい るわけではな く, また,
対 話での述べ立て文 として現れないわけではない｡ただ,実効的な述べ立
て文 として機能 してい るためには,述べ立 て内容 を聞 き手に再認識 させ な
ければな らにい よ うな状況が必要 になろ う｡ しか しなが ら, 自分が成年 に
達 してい るのか或 いは末成年 であ るのか,はた また, 自分が女 であ る或 い
は男であ るのかが分 か らない人間の存在 な どほ,通常正常 な状況では考 え
られ ないだ ろ う｡ したが って, こ うい った聞 き手 に とって 自明な 自分 の現
在 の状態 であ る述べ立 て内容を単 に額面通 り聞 き手 に再確認 させ なければ
な らない状況は,通常生 じがたい｡通常 の談話において③④が言外 の意味
を含みやす いのは,上に述べた よ うな ことに拠 ってい るもの と思われ る｡
③ほ,単 に 〔
君 ガ末成年 デアル〕 とい うことを述べ伝 えてい るのではな く,
例 えば, 〔
煙草 ヲ吸 ッテ‑イケナイ〕 とで もい った含意 を含 んで述べ伝 え
てい るのであ る｡④ にあ って も,事 は同様 であろ う｡例 えば, 〔
奇麗 ニシ
ナサ イ〕 とで もい った言外 の意味 を実際には述べ伝 えてい るのであろ う｡
もっ とも,常に こ うい った言外 の意味が ス ムーズに伝わ る とは限 らないO
④ の述べ立 て文 に対 して,

⑤

｢あなたは女 です｡
｣｢だか らど うだ って言 うの よ｡｣
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とで もいった応答がなされた とすれば,それは聞 き手が述べ立て文 を字義
通 りの意味に解 し, 自明の事 をわ ざわ ざ述べ伝 えている話 し手に対 して,
怪譜を表 した ものであるO 言外 の意味が伝わ らなか った場合であ り,怪讃
さが表 明され る可能性があるのは,述べ立て内容が字義通 りには,聞 き手
に とって 自明な事であるか らに外な らない｡ こ ういった ことが起 き うるの
紘, まさに述べ立て文が話 し手か ら聞 き手‑実効的なの情報伝達を企図 し
た文類型であるか らに外な らない｡(
参④ のよ うに字義の上か らは聞 き手に
とって 自明の述べ立て内容であって,通常⑤ のよ うな反応が起 こらない と
した ら,字義の通 りではない言外の意味を表 していることに よって,結果
として,述べ立て内容が,開 き手に とって了解 していない内容になってい
るか らであろ う｡
もっとも,⑨④, さらに①に対 して さえ字義通 りの意味だけが伝 え られ
ていると考 え られ る場合がないわけではない｡例 えば,
⑥

｢君は未成年だ｡だか ら煙草は駄 目だ｡｣

⑦

｢あなたは とて も忙 しい｡だか らあま り仕事を頼めない｡
｣

⑥⑦ の下線部分は,⑨① の文 と同形 の文である｡同形 の文ではあるが, こ
の場合,伝 えられている内容は,⑨ の場合な どと違 って字義通 りの もので
ある｡③が言外 の意味を含みやすい (
或いは含 まない と正常な特殊でない
述べ立て文 としては成 り立ちに くい) のに対 して,⑥が字義通 りの意味で
可能であるのは次のよ うな ことに拠 っているもの と思われ る｡③は, 〔
君
‑未成年 ダ〕が単独で一つの述べ立て といった発話を形成 していたのに対
して,⑥ の 〔
君‑未成年 ダ〕 は,後文 の理 由を表 し,二文全体が,一つの
述べ立てを成 し,述べ立て内容相当 として機能 していることに拠 ってい る｡
その分,前文 ｢君は未成年だ｡｣は,述べ立て とい った発話 ･伝達 のモ ダ リ
テ ィの発現が希薄で済む ことになるもの と思われ る｡ さらに, ｢*君は明
日大学に行 く気でい る｡
｣ は, やは り単独では既に述べた よ うに正常な述
べ立て文ではないが, ｢君は明 日大学に行 く気でい る｡だが,僕 はその必
要はない と思 う｡｣ の よ うに, 文連続 の中に入れて,発話 ･伝達 のモダ リ
テ ィの発現を抑圧 してやれば,可能になると思われ る｡ これは, この種 の

4
4
ガ格 に対す る人称制限の現象が発話 ･伝達のモダ リテ ィと結び付いている
ことの一つの現れで もある｡ また, こ ういった事は,述べ立 てのよ うな発
話 ･伝達 のモダ リテ ィが希薄なタイプは,談話 ･達文 の車で どの よ うに個
々の文 においてその発話 ･伝達 のモダ リテ ィを発現 させ るのか といった談
話 ･達文 と文 のモダ リテ ィの相関関係 といった重要 な問題に繋が ってい く
問題である｡
自明な内容に対す る制約 ･制限は,何 も聞 き手 の事 を述べ立て内容にす
る場合だけではない｡
⑧

壁 は男です.

といった述べ立 て文 も,字義通 りの述べ立て文 として成 り立つ状況は,
〔
僕 ガ男デアル〕 といった ことが,聞 き手に とって認知 されていない状況
が稀であるといった ことに応 じて,稀であろ うO話 し手が 目の前におれば,
よっぽ ど異様な風体 で もしていない限 り,相手が男か女かは認知可能であ
ろ うし,電話 の場合にあって も,声 の様子な どか ら了解可能であろ う｡や
は り言外 の意味を必要 とす ることが少 な くないだろ う｡それに対 して,
⑨

垂空重は男性です.

は,字義通 りの述べ立て文 として普通に成 り立 ち,最 も使用状況の制約 ｡
制限が少 ないタイプである｡
述べ立て内容に出来 るか否かについての制約 ･制限の大 きさは,
二人称者の事>一人称者 の事>三人称者の事
の順になる｡ こ ういった制約 ･制限の順位を示すのは,述べ立てが話 し手
か ら聞 き手‑の実効的 ･有効的な情報伝達であ り,二人称者が述べ立て内
容を伝 え られ る聞 き手本人であ り,一人称者が対話の片一方 の当事者であ
る話 し手 自身であるのに対 して,三人称者が対話の当事者以外の第三者で
あるといった ことに拠 っている｡
言わず もがなではあるが, こ ういった制約は,不連続な段階的な もので
はな く,連続 してい くものである｡聞 き手について の こ とで あって も,

｣｢あなたは今度 お芝居では女ですO｣｢あなた
｢
君 は この国では末成年 だ.
は病気です｡
｣ の よ うな,話 し手が知 っているに も拘わ らず聞 き手 の知 ら
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ない或いは充分了解 していない述べ立て内容であれは,字義通 りの述べ立
て文 として何 ら問題は生 じない｡

2) 聞 き手にとって自覚的な過去 の出来事
述べ立て内容にな りに くい もの として, さらに, 聞 き手の自覚的な過去
の出来事 といった ものが挙げ られ る｡例 えば,次 の二つの文 の,対話での
述べ立て文 としての普通 らしさ ･現れやす さの違いは, この事 に拠 ってい
るもの と思われ る｡
①

ほ ら,君,今少 し動いた よ｡

②

?ほ ら,君,転んだ よ｡

ほんの少 しぐらいな ら自分が動いて も,無 自覚なまま過 ぎて しま うことが
少 な くないのに対 して,不注意で非意識的に転んだ として も, 自分が転ん
だ ことに無 自覚のままい られ ることは,正常な状況では通常考え られない｡
② の特殊 さは,聞 き手が充分了解 しているほんの少 し前 の聞 き手の 自覚的
な出来事を述べ立て内容に してい ることに拠 っている｡聞 き手に とって充
分 自明な事を述べ伝 えて も,実効的 ･有効的な情報伝達にはな りえない｡
②が対話での述べ立て文 として現れに くく特殊であるの も,述べ立てが話
し手か ら聞 き手への情報伝達に外な らないか らである｡
もっとも,転べば負けであるとで もいった賭けで もしている場合であれ
僕 ノ勝 チ
ば, また,話 しは別であろ う｡② の文を述べ ることに よって, 〔

ダ〕 とで もいった字義以上の意味を伝 えることに よって,述べ立て文 とし
て立 ち現れ うることになる｡ また, 〔
ホ ラ見 ロ,危 ナィ, ソソナ,所 ラ歩
クカラダ〕 とで もいった言外 の意味を帯びて,述べ立て文 として現れ るこ
ともあるだろ う｡ただ,言外 の意味に話 し手 白身常に 自覚的である必要は
ない｡何 らかの言外の意味が発生 さえすれば,② の ような文で も述べ立て
文 として機能 し うるもの と思われ る｡
以下に挙げ る文が述べ立て文 として現れに くいの も,やは り,聞 き手に
とって 自覚的な過去 の出来事は,聞 き手が忘れで もしない限 り,聞 き手に
とって 自明であ り,そ ういった聞 き手に とって 自明な ことを述べ伝 えて も,
話 し手か ら聞 き手への実効的な情報伝達にはな りえない, といった ことに
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拠 っている｡
⑧

?墨 は昨 日 (
僕/彼)を ‡
殴 った/殴 っただろ う)｡

④

?僕は昨 日星を殴 った｡

⑨

?彼は昨 日蔓 を (
殴 った/殴 っただろ う)
｡

二人称がガ格に米にいる⑨だけでな く, ガ格以外に来 ている④⑤において
ち,聞 き手に関わ る過去 の 自覚的な出来事 であることに よって,聞 き手が
その事 を失念 して しまっている,或いは,その よ うな事は起 こらなか った
とで も主張す る, とで もいった状況で もなければ,やは り, これ らの文 は,
述べ立て文 としては現れがたい｡ ｢僕は彼 を殴 ったo
J｢彼は供を殴 った｡
｣
(この両者が ｢グロウ｣を取 りに くい ことについては後述)0｢彼は彼女を

｡
｣が述べ立て文 として極普通に現れ るこ とを 考
澱 った/殴 っただろ う)
えれば,聞 き手の 自覚的な過去 の出来事 の特殊性が理解 され よ う｡
⑥

｢
僕はちゃん と見ていた｡君はあの時彼を殴 った｡
｣

⑦

｢あなたは この前そ う言 った｡間違いない｡ ごまかすな｡
｣

な どの下線部が述べ立て文 として立 ち現れ うるのは,聞 き手に とって 自覚
的な過去の出来事であるはずに も拘わ らず,聞 き手が失念 していた り,失
念 している振 りを した りして,出来事 の存在を否認 した りす ることに よっ
て,聞 き手に再確認 させ ることが必要になることに よ り,話 し手 と聞 き手
の情報位置が話 しの場において一時的に 〔
話 し手>聞 き手〕 になるか らで
ある｡
3) 眼前の話 し手 の事態
発話の当事者 の一人である話 し手の眼前の事態は,聞 き手 の眼前に展開
･存続 していることに よって,通常聞 き手に了解 されているはずであると
見なされ ることになる｡ したが って,眼前の話 し手の事態が,対話での正
常な特殊でない述べ立て文 の内容に成 ることは通常ない｡

①

?僕は本を読んでいます｡

が,眼前 の話 し手 の事態を表 した述べ立て文 としては,通常成 り立ちがた
いのは,上に述べた事に拠 っている｡
②

僕は本を読んでいまLを｡
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③
④

｣｢本を読んでいます｡｣

｢明 日の今頃何 している ?

主聖墜僕 は洋学史 の本を読んでい る｡

そ涼
1に対 して,②お よび⑧ の後文や④が対話での述べ立て文 として普通に
出現可能なのは,現在 の話 し手 の事態ではな く,過去や未来や習慣的な話
し手の事態であるか らである｡言わず もがなではあるが,過去お よび未来
の話 し手の事態は,必ず しも聞 き手に了解済みであるわけではない｡ また,
習慣的な事態は,話 し手の行 っている現在 の事態であって も, ポテ ンシャ
ノ
レなものであって,発話の場において聞 き手の眼絹に展開 ･在続 してい る
わけではない｡
さらに,現在 の話 し手の事態で も,電話な どに よる会話 の場合であれば,
聞 き手 の眼前に展開 ･存続す るものでない ことに よって,述べ立て文 とし
ての容認可能性は高 くなるもの と思われ る｡
⑤

｣｢ ,発表

電話で ｢今,何 している? ち ょっと出て来 ないかい｡

今

用のシジュメを打 っている｡ち ょっと無理だ よ｡
｣
の下線部分がそ うである｡
これ も既に述べた事 と関わ るが, ｢ノダ｣を文末に持つ文では,

⑥

｢
何を してい るって｡見 りゃ分か るだろ うっ｡子供達に説教を して
いるんだ｡｣

の よ うに,述べ立て内容が,単に眼前の話 し手 の事態そのものではな く,
話 し手の行 っている事態に対す る話 し手 の説 明付けであ ることに よって,
述べ立 て文 として極普通 の ものに成 っている｡

Ⅴ‡ 問い掛 け文 と人称現象

1 問い掛 け文の運用論的特徴
問い掛け文 とは,<問い掛け> とい った発話 ･伝達 のモダ リテ ィを有 し
ている文 である｡問い掛け といったモダ リテ ィは,話 し手が聞 き手に情報
を求め るといった発話 ･伝達的態度である｡問 い掛けが,話 し手が聞 き手
に情報を求め るといった ものであることに よって,問い掛け文 には,次の
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よ うな特徴 ･原則が存在す る｡ もっ とも, この種 の特徴 ･原則は,運用論
的 な もので,問い掛け文が この原則 を破 ったか らとい って,直 ちにそ の間
い掛け文が 日本語 の文 として非文法的な存在にな るわけではない｡
問い掛 け文 が話 し手が聞 き手 に情報 を求め るものであ り,そ してそれが
実効的に機能 してい る限 り,問い掛け内容は, クイズ ･クェスチ ョソで も
ない限 り,話 し手は知 らない或 いは充分 了解 していないが,聞 き手は知 っ
ている或 いは充分 了解 してい るものでなければな らない｡ これを, 問 い掛
け内容 をめ ぐっての話 し手 と聞 き手 の情報位置が 〔
話 し手<聞 き手〕であ
る と表現 してお こ う｡

2 問い掛 け文 と人称現象
1
) 特殊 でない普通 の問い掛け文 では,問い掛け内容が,話 し手は知 ら
ないが,聞 き手 の知 ってい ることであ る, といった ことを受けて,問い掛
け内容 にあ る種 の制限が存在 してい る｡そ の 制限 の 中 に は, ガ格 (
主体
格) に立 ち うる名詞 の人称 に対す る制約 として現われ て くる ものがあ る｡
以下,話 し手 は知 らないが聞 き手は知 ってい る, とい った問い掛け内容に
料せ られ る運用論的原則が, ガ格 に立 ち うる名詞 の人称 に対す る制約 とし
て立 ち現れて くる場合 について,少 しばか り見てみ ることにす る｡
2)

や

｢*君 は明 日学校 に行 きます｡
｣r*あなたは彼 を叱 るつ も りです｡｣

｢*塾姓

はお母 さんが恋 しいo
J｢*塾 ま手が痛 い｡｣な どほ,対 話での

正常 な特殊 でない述べ立 て文 としてほ,立 ち現れがたい もo
=であ ったo L
か し, これ らの叙述 内容 を問い掛け文 にす る と,
①

｢
君 は明 日学校 に行 きますか ?｣

②

｢あなたは彼 を叱 るつ も りですか ?｣

⑨

｢あなたほお母 さんが恋 しいの ?｣

④

｢
君 は手が痛 いの ?｣

が示す よ うに,総 て特称でない普通 の問い掛け文 として成立す ることにな
る｡述べ立て文 では,普通でなか った<聞 き手 の決意>や<聞 き手 の感情
･感覚> とい った叙述 内容は,問い掛け文 にす ることに よって,文 の叙述
内容 として立 ち現れ うろことにな るo これは,聞 き手 の決意や聞 き手 の感
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情 ･感覚 とい った 内容が, まさし く聞 き手 に とっては 自明であ るが話 し手
が知 らない ものであ る といった ものであ り, そ ういった問い掛け内容 のあ
り方が,話 し手が聞 き手 に情報 を求め るとい った問い掛け文 の発話 ･伝達
的にあ り方 に叶 ってい るか らであ る｡ さ らに,本稿で問い掛け系 の文 とし
て挙げ るものは,狭義 の問い掛け文 に限 られていない｡か って筆者が<疑
似疑問> と呼んだ

｢
〜 ダ pッノ

(
〜デ シ ョウノ)
｣ (もっ とも, 通常上昇

音調を有す るが,上昇音調が必須条件 であ る とい うわけでは ない)や

｢
〜

ネ｣ といった文末尾を持つ文 も, この問い掛け文系 に含 まれ る｡事実,逮
べ立 て文 としては容認 しがたか った ｢ホ君 は明 日学校 に行 く｡｣ は,いず
れ も,
①' ｢君 は明 日学校 に行 くだろ っノ｣
①" ｢
君 は明 日学校 に行 くを｡
｣
が示す よ うに,容認可能 な極普通 の文 にな る｡ もっ とも,

｢
〜カ

(〜 ノ)

?｣ の狭義問い掛け文 と ｢
〜 ダロッノ｣や ｢
〜 ネ｣ の文が常 に同 じよ うな
振 る舞 い方 をす る とい うのではない｡ これ ら三者には,判定 の遂行 ･放棄
に関 して次 の よ うな順序関係 にあ る｡

｢
〜 ネ｣ の文> ｢
〜 ダ ロッノ｣ の文> ｢
〜カ
｢
〜カ

(ノ)
｣ の文

(ノ)
｣ とい った文末尾 を有す る狭義問い掛け文 は,判定放棄 の 文

〜 ネ｣ とい った末尾を持つ文は,一度話 し手が
であ る｡それ に対 して, ｢
判定 を下 した上で聞 き手 に対 してその判定 の妥 当性 の確認を求め る もので
あ った ｡ ｢
〜 ダ ロッノ｣ とい った文末尾を持 った文 は,判定その ものは遂
行 していない ものの,判定 内容に対 して何 ら予断を有 していない とい った
ものではな く, 問 い掛け内容 の肯定確認を予定 した ところの問い掛けであ
〜 ネ｣ と ｢
〜 ダ pッ}｣ の判
ることを形式 に焼 き付けてい る形 であ る｡ ｢
定遂行度 の違 いに応 じて,③④ では,次 の よ うな異な りが生 じる｡
③ ' ｢ぉ母さんが恋 しいだろ っノ｣
④' ｢手が痛 いだろ っノ｣
⑨" ｢ぉ母 さんが恋 しいね｡｣
④" ｢手が痛いね｡｣

5
0

｢〜 ダロッノ｣末尾を持つ③'
④'が何 ら問題がなか った のに対 して, ｢〜
ネ｣末尾 を持つ③"
④"紘, 聞 き手が子供や患者 な どの よ うな話 し手 自身 の
判定 を押 し付け られ る (
或 いは話 し手 白身 も共 に同 じ感情や感覚 を有 して
い る) よ うな状況 でなければ,使 いに くい｡同 じことが
⑨

｢
彼 の買 って きた ケーキ,おい しいで し ょノ｣

⑨' ｢
彼 の買 って きた ケーキ, おい しいね｡
｣
につ いて も言 える｡⑥'
が最 も普通 に使われ る状況は,話 し手 も聞 き手 も
共 に彼 の買 って きた ケーキを食べ ている とい った ものであ る｡それに対 し
て,⑨ には,話 し手 も共 に食べ ている といった状況 は必ず しも必要ではな
い｡
この2)で見た よ うな現象 は,< 聞 き手 の決意>や<聞 き手 の 感情 ･感
覚> とい った叙述 内容 の特性 と,<述べ立 て>や<問 い 掛 け (
およびその
下位的タイプ)
> のモダ リテ ィ的意味 のあ り方 お よびそ うい ったモ ダ リテ ィ
的意味か ら来 る述べ立 て文や問い掛け文 が看 してい る運用論的特性 との相
関関係に よって生 じた ものであ る｡

3) 問い掛け内容は,通常,話 し手は知 らない或 いは充分 了解 していな
いが, 聞 き手は知 ってい る或 いは充分 了解 してい る とい った ものであ った｡
その事 に よって, あ る種 の問い掛 け内容 においては, ガ格 にあ る人称 の名
詞が立 ちえない とい った ことが起 こって くる｡
①

*墜 ほ 明 日彼女 に会 い ますか ?

①' l
星/壁)は明 日彼女 に会 い ますか
②

*壁 は (
お金が欲 しいです/ お金を欲 しが ってい ます)か ?

②'君 はお金が欲 しいですか/彼 はお金を欲 しが ってい ますか ?
③

*塾 は il
=
]が まぶ しい/ 日を まぶ しが ってい る) の ?

③'あなたは 目が まぶ しいの/後室は 目を まぶ しが ってい るの ?
の よ うに,<決意>や<感情 ･感覚> を問い掛け内容 とす る問 い掛け文 で
紘, 二人称 (
主体格) ガ格や三人称 ガ格は取 りえて も,‑
一人称 ガ格 は取 り
えない｡‑
一人称 ガ格が生 じえないのほ,次 の事 に拠 ってい る｡問い掛けが
特殊 でない もの として機能 してい る限 りは,問い掛け内容は,話 し手は知
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らないが聞 き手は知 っているといった ものでなければな らない｡それに対
して,話 し手 の決意や話 し手 の感情 ･感覚 といった心的態度や内的状態は,
聞 き手は知 らず とも話 し手に とっては 自明の ものであるOそ ういった もの
を,聞 き手は知 っているが話 し手が知 らない もの として問い掛け ることは,
通常あ りえない｡それに対 して,三人称 ガ格 を取 りうるのは,決意や感情
･感覚 といえども,第三者 の ものであれば,その外的な現れを通 して,請
し手 よ りも聞 き手が発 に察知 している とい うことは,充分あ りうべ きこと
である, といった ことに拠 っている｡二人称 ガ格を取 りうろことについて
紘,既に述べた｡

Ⅴ 推 し量 り形式 の現れ方

1 述べ立てと言表事態めあてのモダ リテ ィ

述べ立ての判定文 は,認識系の言表事態めあてのモダ リテ ィを有 し, こ
の認識系 の言表事態めあてのモダ リテ ィつ ま り判断のモダ リテ ィには,大
きく<断定> とく推 し量 り> とがある｡ さらに,推 し量 りには,推 し量 り
の様態のあ り方や真正か疑似かな どに よって,幾つかのタイプが存す る｡
そ して,断定 と推 し量 りをその構成要素 とす る<判断のモダ リテ ィ> とい
った文法 カテゴ リを持 ち うるといった ことが,そ の文 が<働 き掛 け>や
<表 出>や<現象描写文> ではな く, まさに<述べ立ての判定文>である
ことのの重要 な一つの特徴なのであ る0

2 推 し量 り形式の現れ方 と人称現象

1
)

｢弘志は 目標 の大学 に (
合格 した/ 合格 しただろ う/合格 した らし

i
l
i
o
｣や ｢僕は彼に (
投票空屋/投票す るだろ う/投票す るか も しれ な
11
㌦｣ のよ うに,断定 の表現形式 を取 りうるともに,様々な推 し量 りの表
現形式を取 りうることが,述べ立ての判定文 の特徴であった｡ しか しなが
ら, も う少 し詳 しく見ていけば,述べ立て判定文が断定 と推 し量 りの分化
を看 しているといった ことに間違いはない ものの,述べ立て内容のタイプ
に よっては,推 し量 り系の表現形式 の現れに くい もの も少 ないない ことに

5
2

気が付 くだ ろ う｡断定 と推 し量 りの存在 ･分化 を有 してい る,言 い換 えれ
ば,断定 と推 し量 りが共 に 自由に現れ うる とい った こ とが,述べ立 て判定
文 の重要 な‑つ の特徴 であ るに も拘わ らず,存外推 し量 り系 を取 りえない
述べ立 て内容が少 な くないのであ る｡以下,推 し量 り系 の現,
1
1万 を主 にガ
格 (
主体格) の人称 のあ り方 と関連 させ なが ら見てい くことにす る｡推 し
量 り系 の現れ方 とガ格 の人称 のあ り方 との制約関係は,意味論的 ･運用論
的に動横付け られた統 語論的現象 なのであろ う｡

2) 三人称 の場合
以下, ガ格 を占め る名詞 の人称 の タイプご とに,推 し量 り系 の表現形式
の現れ方 を考察 してい くことにす る｡ まず,三人称 の名詞が ガ格 に来 てい
る場合 につ いて見てい く｡
三人称 ガ格 の場合は,断定 弓任し量 り系 の表現形式 の現れに制限はない
もの と思われ る｡例 えば,
①

彼は明 日大学 に (
行i/行 く責ゑヱ /行 くむも立 拠

/行 く覧圭

がいない/行 く旦主とニ
/行 く娃空室 ).
述べ立 て内容が未来 におけ る意志的動作遂行 の三人称者 の決意 を表す場合
であ って も,①が示す よ うに,断定形式 のみな らず, 自由に推 し量 り系 の
形式 を取 りうる｡ ちなみに

｢
〜 ラシイ｣ は, ｢
〜 ヨウダ｣ ｢
(シ) ソウダ｣

な ど徴候 の存在 の元での推 し量 りを表す諸形式 の代表 として挙げてあ る｡
②

彼女は とて も (
寂 しが ってい旦/寂 しが ってい る墨色 旦/寂 しが っ
てい るか もしれ ない/寂 しが ってい るにちがいない/寂 しが ってい
る主立ヒ/寂 しが ってい る廻

三
責)0

② か ら分 か るよ うに,三 人称者 の感情や感覚 とい った内容 を持 った述べ立
て判定文 にあ って も,三 人称 ガ格 の場合,断定 ･推 し量 り形式 の現れに制
限はない｡

⑨

A氏は次 の選挙で委員に (
選ばれ旦/選ばれ る董卓ヱ /選 ばれ る史
もしれ ない/選ばれ るj
生を薮 迦

/選ばれ る旦 主上二
/選ばれ る墜

里だ)
0
が示す よ うに, 当然 の事 ではあ るが,主体 の意志 とは関わ りな く起 こる未
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乗 の事 の成 り行 き とい った述べ立 て内容 を持 った文 の場合 にあ って も,断
定 ･推 し量 り形式 の現れ に制限はない｡
以 上は, いずれ も非過去 の事態 についての事であ るが,既 に実現 して し

まってい る過去 の事態 について も,同様 の事が言 える｡
①'彼 は早速その事 について i
調査 した/調査 しただろ う/調査 したか
もしれ ない/ 調査 した にちが いない/調査 した らしい/調査 したは
ずだ)
0
②'あの子 は とて も †
痛が っていた/痛が っていただろ う/痛が ってい
たか もしれ ない/痛が っていたにちがいない/痛が っていた らしい
/痛が っていたはずだ)0

⑨'B君 は選考試験 に (
,
ミス した/ パス しただろ う/ パス したか もしれ
ない/ パス したにちが いない/パス した らしい/ パス したはずだ)｡
が示す よ うに,三人称 ガ格 にあ っては,断定 ･推 し量 りの形式 を選 ばない

,｢*彼は僕 を殴 っただ ろ う｡｣は,一人称 ガ格 の 3.2.A)の

(もっ とも

箇所 で述べ る よ うな理 由に拠 って成 り立たない)｡

3) ‑人称 の場合

3
.
1
) 非過去 の事態
述べ立 て内容 として表 され てい る事態が,既 に実現 して しまった過去 の
事態であ るのか, そ うでないのかに分 けて,一人称名詞が ガ格 に来 る場合
の推 し量 り形式 の現れ方 について見てい くことにす る｡非過去か過去かに
分けたた のは,実現済 みか香 かに よって,推 し象らなければな らない必要
性が異な って くるか らであ る｡当然,末実現 の事 の方が推 し量 らなければ
な らない可能性 は高 くなって くる｡
まず,非過去 の事態 の場合 について考 えてみ る｡

A)最初 に,述べ立 て内容が未来 におけ る意志的動作遂行 の話 し手 の決
意を表す場合 について見てい く｡
①

僕は彼 に (
投票す る責旦 i/投票す るか もしれ ない) ｡

①'僕 は彼 に (*投票す る旦 ｣
辺【
二
/ ?投票す る些旦 牡 養吏 ?/投票す
るはずだ)｡
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述べ立 て内容が,話 し手 の決意,言 い換 えj
lは,話 し手が動作遂行 の決意
を発現 させ さえすれば実現す る事態 を表 してい る よ うな 場合 は,例文①
(
彰'
が示す よ うに,｢
〜 ダ ロウ｣｢
〜 カモ シレナイ｣ の推 し量 り形式 は取 り
うる ものの,

｢
〜 ラシイ｣｢
〜 ‑チガイナイ｣｢
〜‑ズダ｣ とい った推 し

量 り形式は通常取 りえない｡
もっ とも,述べ立 て内容が,話 し手 の決意 ･話 し手が動作遂行 の決意を
発現 させ さえすれば実現す る事態か ら,話 し手 の決意だけでは実現 を決定
で きない ところの成 り行 き的事態 に移 り変われば,話 しは別 であ る｡
①" 僕 は彼 に投票す ることにな る (らしい/ にちがいない/ はずだ)0
〜 ラシイ｣｢
〜 ニチ
① "の よ うに,成 り行 き的事態 の表現 に してやれば,｢
ガイナイ｣｢
〜‑ズ ダ｣ の形式 も可能 にな る｡
話 し手 の決意 を表す述べ立 て内容が

｢
〜 ラシイ｣｢
〜‑ ズダ｣ を取 りえ

ないのは,話 し手 の決意 の存在 は,話 し手が 自分 の心 の中を振 り返 りさえ
すれば分 か ることであって,それを外在的 に存在す る徴候や痕跡 に よって
推 し量 った り,一定 の根拠か らの推論過程 を経 て推 し量 った りす る必要 な
どはないか らであろ うO｢
〜 カモ シレナイ｣ と ｢
〜 ニチ ガイナイ｣ には,
① と①'
とが示す よ うに,微妙ではあ るが,異な りが 存 す る (もっとも,こ
〜 ニチ ガ イ
の異な りは,後に述べるようは絶対的なものであるわけではない)0 ｢
ナイ｣ は,｢
〜 カモ シレナ イ̲
H=比べ て,単 に確か らしさの程度が高 い と
い っただけでな く,外在的に存在す る根拠か ら押 しての推 し量 りとい った
傾 向が強 い よ うであ る｡ この外在的に存在す る根拠か ら押 しての推 し量 り
とい った傾 向性 が, ｢
〜 ニチガイナイ｣ を して,話 し手 の決意 とい った述
べ立 て内容 と共麗 しがた くしてい る要 因であろ う と思 わ れ る｡①'
系 の推
し量 り形式 は,何 らか の点において外か ら押 しての推 し量 りを表す形式 で
あ った.それに対 して,｢
〜 ダ pウ｣や

｢
〜 カモ シ レナイ｣は,単 に不 確

か さ ･確実でな さを表す ことに よって,未来 の事態 の実現 を左右す る話 し
手 の決意 の表現に も現れ うるもの と思われ る｡ また, この

｢
〜 ダ ロウ｣や

｢
〜 カモ シレナイ｣ は, よ り,推 し量 りの表現か ら娩 曲的な述べ立ての表
現 に移 り行 く傾 向に有 る｡
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B) 述べ立 て内容が話 し手 の決意 に密接 に関わ ってはい る ものの,先 に

述べた よ うな<事態 の実現 を決定す る話 し手 の決意 の未来 におけ る発現>
とい った ものではな く, まさに,そ の述べ立 て内容が<話 し手 の心 中の決
意 の現在 におけ る存在> とい った ものであ ることに よって,次に挙げ るよ

｣｢〜 スル気 ダ｣｢〜 スル所存 ダ｣ とい った表現は,

うな ｢〜スル ツモ リダ

｢〜 ダ pウ｣や ｢〜 カモ シレナイ｣ とい った推 し量 り形式す ら取 りえないO
②

僕 は彼 に投票す るつ も り宣 O

②' *僕 は彼 に投票す るつ も り (
だろ う/か もしれ ない/ らしい/ にち
がいない/ のはず だ

)｡

②②'
が示す よ うに,話 し手 の心中の決意 の現在におけ る存在 を表す r〜 ス
ル (
ツモ リ/気/所 存) ダ｣ は,断定形式 は取 りうるものの,推 り量 り系
の話形式を取 ることはで きない｡ これは,決意 といった 自分 の現在 の心 的
態度は,意識 を有 してい る状態 にあ る人問に とっては 自明のの ことであ る,
とい った ことに拠 っているのであろ う｡現在 の心的態度であ って も, これ
が話 し手 の ものではな く,三 人称著 の ものであれば, こ うい った現象は起
こらない｡
⑧

後室 は彼 に投票す るつ も りだ｡

③'後室は彼 に投票す るつ も り (
だろ う/か もしれ ない/ らしい/ にち
がいない/ のはずだ)｡
か ら分か るよ うに, ガ格が三人称者であれば,つ ま り,述べ立 て内容が現
在 の決意 とい った三人称者 の心的態度であれば,話 し手 に とってほ,決 し
て 自明の ことではあ る とは限 らず,推 し量 る必要, しか も外か らの徴候 ･
根拠 ･論理 な どに よって推 し量 る必要 の生 じることがあ る｡ したが って,
三人称者 の場合は,断定 ･推 し量 りの形式 の現れ に制限はない｡

C)述べ立 て内容が,話 し手 の 自覚的な感情 ･感 覚い った現在 の内的状
態 を表 してい る場合 も,上で触れた ｢〜 スル ツモ リダ｣ のケース と同様 の
制約 を示す｡

④

私は娘 の結婚が とて も嬉 しい/僕 は頭が痛il｡

④' *私は娘 の結婚が とて も嬉 しい (
冬 うi /如

しれな い //ち 上 土 /
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にちがいない/はずだ)0
*供は頭が痛 い (
だろ う/か もしれ ない/ らしい/ にちがいない/
はずだ)
0
④④'
が示 してい る よ うに,述べ立 て内容が,自分 の心 の中を振 り返 りさえ
すれば, 自明にな るよ うな現在 の感情 ･感覚 とい った 内的状態 を表 してい
る場合,断定形式 は取 りうるものの,推 し量 り系 の諸形式 は生起で きない｡
もっ とも, 自覚的な感覚現象か ら生理現象‑ と述べ立 て内容が変化 してい
けば, この種 の制約 の解除が起 こって くる｡例 えば,
⑨

たぶん供は心臓が悪 い窒うえ ｡

⑤' ど うや ら僕 は心臓が悪 い (
旦上土ニ
/か もしれ ない)｡
⑤"ぉそ らく僕 は心臓が悪 い 壬
にちがいない/ 廷空室)｡
の よ うに,話 し手 自身 の内的 な生理状態 と言 え ども, 自覚的でない ことが
あ ることに よって,推 し量 り系 の諸形式 を取 りうるよ うにな る｡
もっ とも, こ うい った推 し量 り形式 の現れに対す る制約は,主体 を表す
格 に一人称名 詞が来 る とい った純文法論的な現象がその実 の基 因 とな って
引 き起 こされ ているわけではない｡話 し手 に とって 自覚的な現在 の内的状
態 であ る とい った述べ立 て内容 の意味論的 なあ り方がそ の基因であ る｡話
し手 の内的状態 の表現は,話 し手 を主体 に し,感情 ･感覚 とい った 内的状
態 を表す語 を述語 として構成 され ることが,最 も多 い ことに よって, この
種 の制約 は,現象的にガ格 (
主体格) の人称 との相関 とい ったあ り方 を呈
す ることにな るのであ る｡ したが って,述べ立 て内容が 自覚的な話 し手 の
現在 の内的状態 を表 してお りさえすれば,統語構造 ･表現形式 のあ り方 に
関わ って こない｡例 えば,今 自分が食べ てい るケーキに対 しては,
⑥

このケーキはおい しい｡

と断定形式 で しか表現す ることがで きない (
つ ま り, ｢
*このケーキはお
い しい (
だろ う/ か もしれ ない/ らしい/ にちがいない/ はずだ)
｡
｣ とは
言 えない) が, 目の前 に置 かれた この ケーキに対 して述べ る場合であれば,
同一 の表現形式 であ りなが ら,断定 ･推 し量 り形式 の現れに制限は起 こっ
て こな い｡
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D) 最後 に,述べ立 て内容が話 し手 の意志 とは関わ りな く起 こる未来 の

成 り行 き的事態を表 してい る場合について考 えてみ よ う｡
⑦

僕 は代表理事 に く
良 基/ なる宣旦 旦/ な る愛三
旦上車重吏 / な る互と
il
/ な るにちがいない/ な るはず

だ

)

この場合 は,⑦ の例が示す よ うに,断定 ･推 し量 りの形式 の現れ を選ばな
いO これは, 自分 の ことであ って も, 自分 の 自覚的な意志 の与 り知 らぬ成
り行 き的事態であ ることに よって,断定が出来 る場合 もあれば,推 し量 ら
なければ な ら な い 場合 (
主観的な想像作用 ･推量作用によって捉えられる場合
もあれは,外的な徴候や根拠による推 し量 りや推論によって捉えなければならない
場合) もあ るか らであ る｡

3
.
2
) 過去 の事態
続 いて,述べ立 て内容が一人称者 の過去 の事態を表 してい る場合につい
て見てい く｡

A) まず意志的動作 について考 えてみ る｡ これは,例 えば
①

供は彼 を殴 っ左 .

① '*
僕 は彼 を殴 った空ろヱ o
①"僕 は彼 を (
殴 ったか もしれ ない/殴 った らしい/殴 ったにちがいな
h/
/
殴 った娃生壁)0
①①"が示す よ うに,断定形式や

｢
〜 カモ シレナイ｣r
〜 ラシイ｣ ｢
〜 ニチ

ガイナイ｣ ｢
〜‑ズダ｣ とい った推 し量 り形式 を取 りうる も の の,①'
か
ら分 か るよ うに,

｢
〜 ダ ロウ｣ の推 し量 り形式 を取 る ことはで きない｡ こ

れは次の よ うな事 に拠 ってい るもの と思われ る｡過去 に 自分 が行 った意志
的動作は,それが無意識 の状態下 (
例 えば,酪酎 してい る といった状態)
で行われた り,忘れて しまった りで もしない限 り,発話時において も,確
かに記憶 してい るはず の ものであ る｡そ うい った事態に対 して,心 の中に
残 された記憶 を手繰 って行 って推 し量 る とい った捉 え方で表現す ることは,
不都合 になる｡ これが ,
｢
〜 ダ ロウ｣が使 えない理 由であろ う｡それに対 し
て,無意識下で行われた り忘れ て しまった りした場合であれば,外的に存
在す る徴候 ･痕跡や根拠 あ るいは人か らの証言 な どに よって,外か ら推 し
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量 る とい ったあ り方で捉 えて表現す ることは, 当を得た ことであろ う (ち
っ とも,｢
〜 ‑ズ ダ｣は,必ず しも自分が忘れてい る必要はない｡相手が
忘れていて,それ を根拠 に よって確認 させ る とい った場合に も使われ る)O
これが ,
｢
〜 ラシイ｣r〜 二手 ガイナイ｣
｢
〜 ‑ズ ダ｣
｢
〜 カモ シレナイ｣が
使 える理 由であろ う｡ また,｢
〜 カモ シレナイ｣ と ｢
〜 ニチ ガイナイ｣ は,

A)では,微妙 なが ら異
この項 では同 じ振 る舞 いを示 してい るが , 3.1.
な った振 る舞 いを取 ってい る｡
もっ とも,｢僕が彼 を殴 った のだろ うO｣ は, 可能 な表現であ るO これ
ち,既 に述べた通 り,

｢
〜 ノダ ｡ウ｣形式が使用可能 なのは,｢
〜 ノダ ロ

ウ｣が,単 に過去 の 自らの意志的動作を推 し量 ってい るのではな く,例 え
ば,｢彼が こぶを こしらえてい るのほ,僕が彼 を殴 ったのだろ う｡｣ の よ う
に, あ る現象 の存在 に対す る説 明のを推 し量 りとして働 いてい るか らであ
る｡
また,述べ立 て内容が決意 の実現 を表す場合,非過去形 と過去形 で推 し
量 り形式 の現れ方が,対照的な関係にあ り,はば相称関係 にあ るのは注 目
して よい｡
B) 次に, 自覚的な感情や感覚 とい った内的状態を現す形容詞の過去形

について見てみ よ う｡
②

僕 はあの時ち ょっぴ り寂 しか っを O

②' *僕 はあの時 ち ょっぴ り寂 しか った̲
f
iを 互

｡

②"あの時涙 を流 しいた のだか ら,僕 はち ょっぴ り (
寂 しか ったむ も主
;旦 孝三
迦
塾生吏 /寂 しか った旦立上/寂 しか った旦

/叔 しか った

はずだ)0
が,示す よ うに, これ もA) の意志的動作 の場合 と基本的に同様 のあ り方
を示す もの と思われ る｡ もっ とも,②"の系列 の推 し量 り形式 は,意志的
動作 の場合 に比べ て,稀 であ る と思われ る｡② "紘,忘れて し まって い た
過去 の 自覚的であ った 内的状態 を,外か ら推 し量 る とい った捉 え方 で表現
されてい る｡
既 に述べた よ うに,r*僕は寂 しが ってい る らしい｡｣や

｢*僕 は痛が っ
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てい るか もしれ ない｡
｣ な どが, 言 えない ことか らすれば, 過去 の場合,
次 の言い方が成 り立つ ことは,注 目して よい｡
③

掛 まあの時ち ょっぴ り (
寂 しが っていた廻 ふ れない/寂 しが って
いた らしい/寂 しが っていたにちが いない/寂 しが って い た は ず

宣)
.
(
参は,成立す るだけでな く, さらに,②"よ りもっ と普通であ りもっ と自
然であ る｡ これは,③が,既 に動作 の表現であ りA) の意志 的動作 の箇所
で述べたの と同 じよ うな事情 が働 いてい るか らであろ う｡ もっ とも,

r *

僕 は寂 しが っていただろ う｡｣ は, これ また A) と同様 に言 えないだろ う｡

C) 最後 に,述べ立 て内容が話 し手 の意志 とは関わ りな く起 こる成 り行
き的事態 の過去形 につ いて見てみ よ う｡
④

僕 は合格 した｡

④'見に行 ってはいないが,僕 はたぶ ん合格 したをを i｡
④"僕 は (
合格 した旦吐

/合格 した史宣 長れ ない/合格 したにがいな

い/合格 した廻 三
窒).
自分 の 自覚的な意志 の与 り知 らぬ成 り行 き的事態であれば,発話時以前 に
起 こった事態 と言 え ども,当初 においてほ未だ知 っていない ことは充分有
り得 ることであ り,色 々なあ り方で推 し量 ることが必要 にな る場合が生 じ
て くる｡ こ うい った事情が,断定形式 のみな らず,様 々な推 し量 り形式 の
現れを可能 に してい るのであろ う｡

4
) 二人称 の場合
本稿 の前半部分 で述べた よ うに,二人称 を ガ格 (
主体格)に取 る場合は,
推 し量 り形式 を取 りうるか否か といった判断 のモダ リテ ィのあ り方以前 に,
述べ立 て とい った発話 ･伝達 のモ ダ リテ ィを取 ることにおいて,既 にかな
りの制約 ･制限を有 していた｡以下では,述べ残 した ものを,推 し量 り形
式 の現れ方 とい ったあ り方 か ら,少 しばか り取 り挙げてお く｡

4
.
1
) まず,述べ立 て内容が,聞 き手 の決意 の存在 を表す場合につ いて
見てお く｡既 に述べた ことか ら明 らかな よ うに,話 し手か ら聞 き手へ の実
効的 な情報伝達 とい った運用論的 ･伝達機能論的 な点か ら,

6
0
①

>
!
=呼び出 しがあ ったか ら,君 は明 日学校 に (
行 く気でい旦/行 く気

でい る責旦 旦/行 く気 でい る主上土工
/行 く気 でい るか もしれない)0
紘,対話での通常 の述べ立 て文 としては成 り立 ちがたい (いずれ も,正常
な文 として成 り立たせ るためには,文末に ｢ネ｣ を付加 して問い掛け系に
す る必要があ る)｡しか しなが ら,これ も,既 に述べたが,単 に聞 き手 の決
意 の存在 を推 し量 り ･述べ伝 えてい るだけではな く,話 し手 の推論その も
のを述べ伝 えの内容に してい ることに よって,次 の よ うな表現
①'呼び出 しがあったか ら,君 は明 日学校 に ‡
行 く気でい る提 要堅/行
く気でい るにちがいない)｡
紘,対 話での述べ立 て文 として可能 であろ う｡ もっ とも,

｢
〜 ニチ ガイナ

｢
〜ノ､ズダ｣ に比べ て普通 さや 自然 らしさが落 ちる｡ ｢
〜 カモ シ
レナイ｣ と ｢
〜 ニチ ガイナイ｣ は,事実同 じ振 る舞 い方 を示 し,共通性 を

イ｣ は,

持 ちなが ら,別 の現象 に対 して も現れた よ うに,微妙 なが ら も あ る種 の

(
｢カモ シレナイ｣ は ｢ダ pウ｣寄 り,｢ニチガイナイ｣ は ｢‑ ズダ｣寄 り
といった)異な りが存 してい る｡
推 し量 り形式 の現れ方 については,基本的に同様 な傾 向性が,<事態 の
実現 を決定す る聞 き手 の決意 の未来 におけ る発現> を表す場合 に も,<現
在 におけ る聞 き手 の 自覚的 な内的状態 の存在> を表す場合に も, さらに,
以上 の よ うな述べ立 て内容 を形成す る述語が過去形 を取 った場合 にあ って
ち,観察 で きる もの と思われ る｡
②

君は彼 に投票す る (*だろ う/ *らしい/ ?か もしれ ない).

②'君 は彼 に投票す る (
はずだ/ にちがいない)0
⑧

君 は彼 に投票 した く*だろ う/ *らしい/ ?か もしれない)｡

⑨'君 は彼 に投票 した く
はずだ/ に ちがいない)0
④

*君 は頭が痛 い 〈
だろ う/ らしい/か もしj
tない)0

④'君 は頭が痛 い (
はずだ/ にちがいない)0
⑤

*あの時君 は少 し悲 しか った (
だ ろ う/ らしい/か もしれ ない)｡

⑤'あの時君 は少 し悲 しか った (
はずだ/ にちがいない)0
④や⑤ に対 して も,不咲 きは (
④ の方が不鱗 さは高い｡ これ らの中では最
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も聞 き手 に とって 自明 ･自覚的であ るものに対 して話 し手 の推論 を押 し付
けてい るか ら) あ るものの,対話での述べ立て文 として可能であろ うと思
われ る (
当然②②'が成 り行き的事態の読みを持つ場合の推 し量 り形式の現れは,
問題にしていない)0

4.
2
) 述べ立て内容が聞 き手 の意志 とは関わ りな く起 こる成 り行 き的事
態であれば,非過去形 ･過去形 を問わず, これ も既 に触れた よ うに,対 話
での述べ立 て文 として普通 に成 り立つ｡
①

君 は今度 の選挙で委員 に (
選ばれゑ /選ばれ る登 を旦/選ばれ る史
もしれ ない/選ばれ るらしい/選ばれ るにちがいない/選ばれ るは

室賀)
0
①'君 は試験 に (
受か った/受 か っただ ろ う/受か ったか もしれ ない/
受か った らしい/受か ったにちがいない/受か ったはずだ)｡
①①'
が示 してい るよ うに,聞 き手 の意志 の与 り知 らぬ成 り行 き 的事態 で
あ ることに よって,聞 き手 に とって必ず しも了解済み ことではな く, また,
話 し手 に とって も確かな ことであ る とは限 らず,色 々あ り方で推 し量 るこ
とに よって捉 えなければな らない場合 も生 じて くるのであ る｡
本稿 で述べ て きた よ うな現象は,そ の大多数が OK か OUT かに割 り
切れ るものではない｡ 自然 らしさ ･普通 さの度合 とい った程度性 を持 った
ものであ った｡その意味で明確 さに欠け る点の存す ることは避けがたい｡
これは,運用論的或 いは伝達機能論約に動棟付け られた文法現象 のあ る種
の宿命 であろ う｡

ⅤⅠ 残 し た 問 題

述べ残 した問題 も少 な くない｡最後 に‑= それ らについて触れてお きた
い｡

1
) 本稿で r*君 は〜す る気でい る｡｣とい った文 は,正常 な述べ立 て文
しては成立 しがたい, と述べた｡事実話 し手か ら開 き手‑ の情報伝達 とし
てほ使われ ないだ ろ う｡ しか しなが ら, この文 末形式 の文 であ って も,情

6
2
報伝 達 ではな く,相手 が行 お うとしてい る行 為 に対す ろく な じ り ･叱責>
とい った ものに発 話 の 目約 ･機能 が移行 して しまえば, ｢君 は僕 を殴 る気
で い るO｣の よ うに,成 立可能 であ ろ う｡こ うい った発話 の横能 の移行, そ
の条件 な どとい った問題 には全 く触 れ るこ とがで きなか った｡

2
)
や

｢*僕 は彼 を叱 っただ ろ う｡｣ が推 し量 りとして逸脱 的であ る こ と

｢
*
君 は子供 を叱 る よ｡｣ が正常 な述べ立 て としては不 自然 であ る こ と

,｢彼が あれ 以上悪 さを続

につ いては,既 に述べ た｡ しか し,次 の よ うに

け ていた ら,僕 は彼 を叱 っただ ろ う｡｣や ｢そ んな事態 になれば,君 は子供
を叱 る よ｡｣ にすれ ば, 容認可能 にな った り, 自然 さが増 した りす るだ ろ
う｡ こ うい った反事 実的 な条件 や仮定条件 の元 で の振 る舞 い方 につ いては,
一切 考慮 していない｡総 て述べ立 て事態 が現実的 なあ り方 を とって存在 し
てい る場合 に考察 が限 られ てい る｡

付記 本稿の一部を ｢
土曜 ことばの会｣で話させていただいた｡その折 り,会員
の諸氏か ら様 々な御意見を戴いたOそれによって述べ方を少 しは改善できたO記 し
て感謝の意を表 したい｡また,枚数がかな り超過 して しまったため,参考文献を総
て省略 した｡
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