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1..はじめに

本編では ｢とい う｣の用法について考察するO

｢という｣という表現は日本人が使う日本語では非常に頻繁に使われるにもかかわらず､

外国人に対する日本語教育では体系的に教えられることが少ない｡それはひとつには ｢と

いう｣の用法の全体像がきちんと把接されていないためだと考えられるO

｢という｣を正確に使えない､或はそれを避けて表現する日本語学習者の日本語は､ど

うしても外国人っほい日本語だという印象 をぬぐえない(

これまでにも ｢という｣に-_r3いて触れた様々な研究が存在 す るが ､あ る - ･ 部 の 用法につ

いてだけ述べられていた をqi､郭の間藤の癖で副次的に扱われて レ1た 首rl5す る こ と が 多 く ､

｢という_童lJ7全体橡を明らかにした研究はまだないように思 う ｡

そこで本稿では ｢という｣の全体像を明らかにし､従来 軒つ なぎ｡弱 と し て 簡 単 に 凍 わ れ

できた用法について新たな考察を試みる｡

∴ ∴ ,.∴ ;- 告 榛 .: ･ .r ･_ L上 .I

｢という,Eは構造 上 助詞 rと蔓と動詞 ｢いう (言う1,,jとに分けることができる,, 動

詞 ｢いう｣が本来的な意味で使われる場合､助詞 ｢と｣を伴い引用語句等に就 くO

(1)｢こんにちは｣はチェコ語で ｢ドプリ-一デン｣ という｡

この摺例では ｢という｣は ｢引用｣を意味するが､ ｢命名｣を意味する場合 も上記に同

じである()

(2) このあたりを旧市街というO

これらの用法では､動詞 ｢いう｣は否定形 ･過去形 亡推量形 .丁寧形などに変化するこ

とができる｡

｢いう｣が本来的な意味で使われていでも､実質的な意味は薄 くなり､動詞 ｢いう｣が

他の形に変化できない用法がある｡

(3) 今年の会議はスロベニアで開かれるという｡

これが ｢伝聞｣を意味し､ ｢そうだ｣や ｢らしい｣などに言い換えが可能なことはよく

知られている｡ここでは ｢という｣はもはや ｢と｣と ｢いう｣ではなく､ひとつのまとまっ

た単位として捉えられる｡寺村(1984)は､これをもともと助詞や動詞や助動詞であったも

のが結びつき､その結びつきが強くなって一語化したものとして､ ｢カモシレナイ｣や

｢こチガイナイ｣などと共に助動詞の中に含めている｡

｢という｣がひとつのまとまった単位として捉えられる代表格は次の用法であろう｡

(4) スロベニアで戦争が始まるという心配はない｡

この用例では ｢いう｣に実質的な意味はなく､また ｢伝聞｣の意味ではない｡単に修飾
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節 ｢戦争が始まる｣と被修飾名詞 ｢心配｣を形式的につなぐだけの役割を果す｡これを

｢つなぎ｣と呼ぶことにする｡

この用例では ｢という｣を ｢といった｣に置き換えることができる｡

(4)′スロベニアで戦争が始まるといった心配はない｡

しかし､その場合でも､ ｢引用｣や ｢命名｣として使われた場合のようなテンス上の対

立は起こらない｡

この他に､慣用的な用法がある｡｢AというA｣(F酒という酒は全部飲んだ』､ 『今

度という今度は許さない』)～ ｢これという～｣ (『これという計画はない』)､ ｢何 と

いう-｣ (『何という悪い奴』､ 『何ということもない』)､ ｢どこ (だれ)という～｣
(『どこというあてもなく旅に出た』)などである｡これらの ｢いう｣には実質的な意味

はなく､形式的につなぐだけの役割を果すので､ ｢という｣の意味としては ｢つなぎ｣ と

同一に分類することができる｡

以上､ ｢という｣の基本的な意味をまとめると次のようになる｡

1,引用 ｢いう｣の実質的意味あり 動詞 ｢いう｣の活用あり

2.命名 ｢いう｣の実質的意味あり 動詞 ｢いう｣の活用あり

3.伝聞 ｢いう｣の実質的意味希薄 動詞 ｢いう｣の活用なし

4｡つなぎ ｢いう｣の実質的意味なし ｢いう｣一十｢いった｣の場合あり

ただし､テンス上の対立なし

3.｡ ｢という｣の用法の重なりについて

｢という｣の基本的な意味については上記の通りであるが､これらは ｢という｣の用法

として個々に独立しているわけではない｡ ｢引用｣｢命名｣｢伝聞｣の意味では用法が重

なることはないが､ ｢つなぎ｣に関しては他の3つと用法が重なると思われるものがある0

(5) これだけ説明してもまだ分からないという人がいるのです｡

この例では ｢まだ分からない｣と ｢言う｣のか､或は ｢という｣が修飾節 ｢まだ分から

ない｣と被修飾名詞 ｢人｣を形式的につなぐだけなのかは微妙である0

また､

(6)上海という中華料理店はどこにあるのですか｡

では､ ｢命名｣と ｢つなぎ｣の両方が重なった用法である｡

(3)′今年の会議はスロベニアで開かれるという通知を受け取った｡

(3)は ｢伝聞｣の用法であったが､(3)′も ｢伝聞｣の意味をいくぶん含んでいる｡形の

上では修飾節 ｢今年の会議はスロベニアで開かれる｣と被修飾名詞 ｢通知｣を ｢という｣
がつなぐという構造になっているO

以上のことから､ ｢という｣の用法の観点からは､先に述べた ｢つなぎ｣とは別の概念

が必要になるo意味としての ｢つなぎ｣は引用 ･命名 ･伝聞の意味を含まず､単に形式的 ･

機能的につなぐことを意味したが､用法の観点からほそれが単に ｢つなぎ｣として用い ら

れる場合もあるし､他の用法と重なる場合もあり､またどちらとも取れる微妙な用法もあ

るoそれを便宜上 『つなぎ』と記すことにするo

｢引用｣｢命名｣｢伝聞｣｢つなぎ｣『つなぎ』の関係を図に示すと以下のようになる｡
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(1)(2)(3)- もは上に挙げた用例であるO

iic 紅コなぎ』としての ｢という｣の問題点

次 に ｢と い う i の 『つなぎ甥の樗 法 に つ い て や や詳しく見ていくことにするO先に述べ

たように 軒つなぎ』は単なる 邑つなぎ｣の場合だけではなく､｢引庸｣ 凍 名｣ ｢伝軌

を含む場合もある｡ ｢という｣の伺法が多岐にわたっているのは 軒つなぎ打 F使われる場

合の用法が多岐にわたっているからであろう｡

軒つなぎ』の ｢という｣を形式の菌から見て､問題点を整理したいと思う｡

a, rNl (P)というN2 (P)｣

a-1 Nlが固有名詞､N2が普通名詞の場合

一般には､Nlが聞き手に良く知られていない場合に ｢とvlうN2｣を後続させて ｢N

lというN2｣という名詞句で償われると言われている｡この場合N2はNlの上位概念

とも言われる｡

(7) 私はプルゼ二という衝で生まれました｡

しかし､プルゼ二を知らない人が､知っていると考えられる人に質問する場合には､こ

の関係は逆になる｡

(8) プ)i,ゼ二という衛はどこにあるのですかO

これをまとめると､プルゼ二が話し手と聞き手双方に知識として共有されているという

前濃があれば単に ｢プ)i,ゼこ｣と使われるし､その前姥がなければ ｢ブルゼ二という街｣
と使われると言えそうである｡

｢加藤さん｣が話し手と聞き手に共通の知り合いの場合には単に ｢加藤さん｣と使われ

るが､そうでない場合には ｢加藤さんという人｣と便われる｡

しかし､知識の共有という前経の有無だけで全てを説明することはできか -C例えば､

聞き手 ･読み手に知られている可能性が全 くないのに ｢というN2い うぎ使われない場合が
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あるのはどういう訳か｡小説の初めの部分などはその代表である｡

(9) メロス ( )は激怒した｡ (太宰治 ｢走れメロス｣)
逆に聞き手に既に知られていることが明らかなのに ｢というN2｣を後続させることも

ある｡

(10) むろん泊まるときはちゃんと紀子の部屋を取ってくれたし､上司としての

限度以上になれなれしくはなかったが､一緒に食事をとり､お茶を飲みなが

ら､ときおり交わす雑談の中で､紀子は小杉が四年前に妻を亡くし､いまは

正美という名の息子とふたりでいることを知った･--･｡

紀子が､小杉という男性に惹かれるようになるのに､そう時間はかからな

かった｡ (赤川次郎 ｢孤独な週末｣)

まJjJ､

(ll)プラハという街を愛する人は多い｡

U)場合はどうかO知識の共有の有無では説明できないことは明らかだ｡Alfonso(1966)

は ｢日本語という言葉をどう思いますか｣ (原文はローマ字表記､下線は筆者)などの例

文を挙げ､よく知られた言葉を単に強調するとしている｡

では､ ｢NlというN2P｣の場合はどうか｡

(ll)′ プラハという数々の芸術家を生んだ街を愛する人は多い｡

(ll)〝 数々の芸術家を生んだ街 (である)プラハを愛する人は多い｡

(ll)〝と比べて(ll)′で強調されているのはどの部分なのか｡ ｢プラハ｣なのか ｢数々

の芸術家を生んだ衛｣なのかO

(ll)′では ｢数々の芸術家を生んだ衛｣は ｢プラハ｣を言い換えたものと説明されるこ

とがある｡しかし､ ｢言い換え｣というのは同じ内容 (意味)を髄の言い方で言い改める

ことである｡この例で ｢プラハ｣と ｢数々の芸術家を生んだ街｣が同じ内容 (意味)とい

うのは当たらない｡

これはNlが固有名詞の場合に限ったことではないので､後でまとめてもう一度扱うこ

とにする｡

a-2 N2がコト､ノ､モノなどの形式名詞の場合

この用法には ｢定義づけ｣として､慣用的にひとつの文型になっていると見なせるもの

があるO ｢Nというのは～のことだ｣ ｢Nというのは-ということ (意味)だ｣ ｢Nとい

うのは～の略だ｣などがそれである｡

(12)月刊誌というのは､毎針一回出る雑誌のことです｡

(｢日本語表現文型 中級1.｣)

この用例では､a-1の場合と同じように､ ｢月刊誌｣が聞き手と話し手の双方に知識

として共有されていないという前提で発話されている｡

では､Nlが話し手 ･聞き手共によく知られている場合はどうか｡

三上(1955)は ｢芸術は永遠である｣ (原文はひらがな部分がカタカナ)という例を挙げ､

｢芸術｣に相手の注意を引こうとする時は ｢という｣が入用になるとした｡文脈に従 うと､

｢芸術｣に相手の注意を引こうとする時には ｢芸術 というの (もの)は永遠である｣ とな

るとの説である｡

｢という｣に相手の注意を引く機能があることは確かだが､それは何もNlが既知の場
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合やN2が形式名詞の場合に限ったことではないOむしろ､ ｢という｣を使うと何故相手

の注意を引くことができるのかということの方が問題である｡

b. ｢SというNJ

b-1 Nがノ､コ3㌦ などの形式名詞の場合

Sの示す内容が真であるかどうか､確実であるか不確実でるかによって ｢という｣の健

胃条件が異なるという指摘があるO 例えば久野(1973)は､ ｢太郎が結婚直後死んでしまっ

たこと/の′/と言うこと/と言うのは悲劇だ｡｣｢太郎が花子をなぐった*こと/*の/

と言うこと/と言うのはうそだ｡｣ (原文はひらがな部分がカタカナ)という例を挙げ､

前者は主語節の表す命蓮が真であるとvlう前線を含んでいるから ｢こと､の､と言うこと､

と言うの｣の四通りの形式が周いられ得るが､後者はその前提を含んでいないから ｢こと､

の｣は用いられない､と説明しているoLかし､その理由については 説明されていないO

また､主語節の表す命轟が真であるという前提を含んでいる場合に ｢という｣を使うのと

使わないのでどのような違いがあるのか､或はまったく違いがないのかについても説明は

ない,J

また､三五 1955)は 『彼がうそをついたJということは疑わしい』『いや､彼がうそを

ついたことは確かだ』 (原文は(],らがな部分がカタカナ､また 軒』は筆者うという例を

挙げl前者を引周連体､後者を連体法と名づけ､主語節の内容が確実な時にただの連体法

を使い､不確実な時は連体引糟を使う傾向が認められるとしたO更に ｢彼がうそつきな く

-ことは確かだ_i tTJL原文はfJhらがを部分がカタカナ)という曹操 を挙げ､ ( 3'の車に

うっか蔓プ｢という｣を入れることはめったにある重いとしているが､で は ぎ儀 がうそを-rJ

いたということは確かだEはどうをのかについては言及を避けている｡

Aifonso(1966)は ｢どうしてそうなのかということは誰も知らないのです i (原文はロ

英文訳にはそれが現れないと説明している (Alfonsoによる英文訳は 2'Whyisitsonobody

knowsリ ｡しかし､どうしてここで ｢という｣を使うのか､ ｢ということ｣を省略した

場合にどんな意味の違いが生 じるかについては説明されていない｡

b-2 Nが普通名詞の場合

これについては､SとNの修飾構造の類型によって ｢という｣の使われ方が違うという

説がある｡修飾構造の類型とは､SとNが意味的格関係にあるか否かにより区別されるも

のである｡

｢黒津が作った映画｣と ｢子供を誘務する映画｣を例にとると､ ｢崇拝が作った映画｣

の場合には ｢黒津が (その)映画を作った｣と､格助詞を介 してひとつの文を形成しうる

ような関係にあるのに対 して､ r子供を誘窃する映画｣はそのような関係にない｡寺村

(1984)は前者のような関係を ｢内の関係｣､後者のような関係を ｢外の関係｣と呼んで区

別した｡

この ｢内の関係｣｢外の関係｣と ｢という｣の使われ方について､中畠(1990)は､ ｢内

の関係｣の修飾構造の中に ｢という｣が挿入された場合､それは ｢伝聞｣または ｢評価の

対象｣を表し､ ｢外の関係｣の修飾構造の中に ｢という｣が挿入された場合には､ ｢つな

ぎ｣または ｢評価の対象｣を表すとした｡

｢伝聞｣｢つなぎ｣については間畏ないが､ ｢評価の対象｣というのはその概念が不明
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際で､且つ疑わしい｡｢内の関係｣に ｢という｣が挿入された場合､それが ｢伝聞｣を表

すことが多いが､そうでない場合もあるとして中畠が挙げた例文は､ ｢また碁に熱中して､

廊下を歩きながら碁の本を読み､教室でも机の下にかくして碁の間蓮に没頭するという男

があらわれた｡｣など､修飾節の長いものばかりである｡そしてこの例では ｢そのような

変わった (珍しい ･おもしろい ･きとくなり･｡)男｣という意味合いが含まれるが､ ｢と

いう｣を取 り去るとそれが薄れる､としている｡

修飾節が長くなると ｢という｣を挿入したほうが､修飾 ･被修飾が明瞭になり､文とし

て分かりやすくなる｡それは三上(1955)が ｢連体法｣ ｢引用連体｣についての説の中で述

べたところでもある｡

(13)当店では､中世の貴族が使っていたテ-ブル ｡椅子 B食器で､当時の雰囲気

をそのままに残 した中で食事を召し上がりたいという方のために特別室を用

意いたしております｡

この例では修飾構造は ｢内の関係｣であるが､ ｢という｣の意味は ｢伝聞｣ではない｡

すると､中島によると ｢評価の対象｣ということになるが､一体誰がどんな評価を下すの

か｡

(14)お膳の下と顎の下で大地がゆらゆらゆれてグアツという風の音にひっくり返

されるような気がした､砂をかぶったのはそれからだ｡野村はこういう時に

私を大事にしてくれる ( )男であった｡

(坂口安吾 ｢戦争と一人の女｣)
｢内の関係｣挿入された ｢という｣が ｢評価の対象｣を表すなら､上の例で ｢という｣

が挿入されないのはなぜか｡もし､ ｢という｣が挿入されれば ｢私｣の ｢野村｣に対する

｢評価｣の意味合いは強まるのか｡

5‥ 『つなぎ』としての ｢という｣の用法

以上､ 『つなぎ』の ｢という｣の問題点を列挙した｡少なくとも今までの研究では 『つ

なぎ』としての ｢という｣の用法が語り尽くされていないことが明らかになった｡

実際の用例を見てみると､今までの研究では説明のつかないものが多数ある｡

(15)そのことから､いま過ぎたばかりの昭和前期の日本というのはあれは本当の

日本だったのかどうかということが変に気になってきて､その気になり方

が､日本人の経たながい時間に多少の関心を持つ契機になったような気 もす

る｡ (司馬遼太郎 ｢歴史と視点｣)

(16)医学というものは､学問としてつねに進歩 している｡

(なだいなだ ｢お医者さん｣)

(17)机の上の仕事というのも､けっこうつかれますね｡

(｢日本語表現文型 中級1.｣)

これらの用例では ｢という (の/もの)｣がなくても文は成 り立つが､ ｢という (の/

もの)｣加えることによって､その前の語句に対する話し手の何らかの態度を示す ものと

考えられる｡
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以下に､ 『つなぎ』としての ｢という｣は ｢客体描写｣を表すのではをいかという仮定

で幕を進めてみる｡｢客体措写｣とは､その語 q旬 8節が着し辛と聞き手 (書き手と読み

辛)の共通理解の上で瞬時に了解され話が先に進むのではなく､その語 ･旬 ,節に距離を

置き､いわば ｢まな坂｣の上にのせ良く吟味したり改めて考えたり説明した上で請を進軽

よっとする着し手の態度を言うことにする｡

上に挙げた(15)から(17)の例では､それぞれ ｢- 潤 和前期の日本j｢医学｣ ｢軌の上

の仕事｣を聞き手 ｡読み手に鮮時に了解させて着を進めるのでほなく_pそれぞれの語句に

寂轟を置.Vこて､改町 し宿した喜プ静聴し/-i:;I)況明した;Jjする話pL,手 ･書き手tJ-}態度が二5誹お も

える｡符に(且6)の ｢医学｣のように短い語に ｢とLi1-う｣を加える時などは､名詞句として

時間的に引き延ばし 聞き手 h読み手に印象づけるという作周も加わるものとと思われる｡,

4.のa-2で述べたように､三木 1955)の言う ｢楯手の注意を引こうとするときには

『という』が大柳 こなる｣のは ｢という｣のこの･｢客体描写｣の磯能のためだ之二思われる｡l

また､ r命各jの 『つなぎ,眉に関しては払下のように説明できるo

nS)昨日上海に縛ってきま号d-jき(,

ニ17/潤 で ｢上海N言が中華料理店だと聞き手に終結に了解され る場 合 に は 間 違 はない ,,

かし丸了解されなミ}ゝ場合には ｢上海｣を r客体描写 3㌦

もi好 韓日上海といiう (中華新選)店に行ってきまし7=O

と､ ｢上海｣を説明しなければなら翫 -Oこれは4uLy,C,a-1で述 べ た よ 封 こ∴鎧采言わ

る 現象であるO

潮 の周例 (｢メtL17スは激怒 したく)日 のように､聞き手 亡読み手に愁られていか ′濁

前なのに小説の初めの部分で ∃という｣を億わ飢 甥 は､ ｢客体猪写｣の必要がないから

である｡と言うよりJ.j､､説の頭から主丸盆を ｢客体描写｣し､評価や説明してしまったの

では小数はおもしろくない,J

勿鼠 地名など小説の展開上 ｢客体描写｣をしての説明が必要であれば ｢という｣が償

われるO

(19)八つ墓相というのは､鳥取県と岡山県の県境にある山中の-寒村である｡

(横藩正史 ｢八つ墓村｣)
この例のほか､ ｢Nというのは～のことだ｣など､4.のa-2で述べたように ｢定義づ

け｣としてひとつの文型になっているとみなせるものについても､聞き手に知られていな

いため ｢という｣により ｢客体描写｣されていると考えられる｡

次の例もまた､聞き手がそれを知らないこと､即ち酵時に了解されないことを前連に

｢という｣が使われている｡

(20)あまりたまってほいなかったけれど､せっかくの天気だから､午前中に洗濯

をし､昼食は近所のそぼ屋でカツ井定食というのをたべた｡カツ井のほかに

味噌汁と冷やっことおしんこがついているので定食ということになるらしか

った｡ (椎名誠 ｢ジョン万作の逃亡｣)
(ll)′の用例 (｢プラハという数々の芸術家を生んだ街を愛する人は多い｡｣)のよう

に､従来 ｢言い換え｣と説明されたものについてはどうか｡これは ｢という｣により前の

語 ･旬 ･節を ｢客体描写｣し､その後に新たな意味や評価を下したり､説明したりするも
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のと考えられる｡

(21)図式としては､ユダヤ人という ｢ヨ-ロソバ｣からの難民がパレスチナ難民

をつくった､今､パレスチナ難民は祖国を打ち立てることによって､ユダヤ

人を新しい難民としてはならない -それがパレスチナ解放運動の根本にあ

る思想ですが､根本の思想としてそうしたものがあるせいもあってか､いろ

んな国のいろんな民族の人間が参加していて闘争自体も開かれた感じが しま

す｡ (小田実 ｢歴史の転換の中で｣)
(22)青春という思索と苦悩の時代をどう生きるか｡

(増田四郎 ｢大学でいかに学ぶか｣)
(23)あきらかに､情死とわかったので､刑事たちの顔には､弛緩 した表情があっ

た｡犯罪がなかったという手持無沙汰がどこかにあった｡

(松本清張 ｢点と線｣)
(24)わたしは架空の学夜でく言葉>という謎o)周辺をめぐって講義にならぬ講義

を､架空の聴き手にむかって棲み重ねていった｡

(吉本隆明 ｢言葉という思想｣)
以上の例では､それぞれ rユダヤ人が 『ヨ-ロッパ』からの難民であるコト｣､ ｢青春

が思索と苦悩の時代であるコト｣､ ｢犯罪がなかったのが手持無沙汰であるコト｣ ｢<言

葉>が謎であるコト｣を説明したり新たに意味づけをしたりするために ｢ユダヤ人｣｢青

春Jなどを ｢客体描写｣ したものと見られる｡

4,のb- 1で述べたように､ ｢S (という)コト/ノは～だ｡｣でSの示す内容が真で

あるという前捻がない場合には ｢という｣が必要になるのは以下のように説明できる｡

久野(1973)の挙げた例文 ｢*太郎が花子をなぐった こと/の はうそだ｡｣が非文 なの

は､ ｢太郎が花子をなぐったコト｣に ｢という｣を付けない､即ち ｢客体描写｣ しない場

合には､ ｢太郎が花子をなぐったコト｣が酔時に聞き手に了解されてしまう｡既に了解 さ

れてしまった事がらについて ｢うそだ｣と言っても､その判断を受け入れる余地がない｡

従って､文が成り立つためには ｢太郎が花子をなぐったコト｣を ｢客体描写｣ し､そのコ

トに距離を置き､まな板の上にのせ吟味できる状態にしておいた上で ｢うそだ｣という判

断を下さなければならない｡つまり､ ｢太郎が花子をなぐったコト｣に ｢という｣を続け､

｢太郎が花子をなぐったという こと/の はうそだ｡｣としなければならない｡

逆に見ると､ ｢という｣を使わず ｢客体描写｣ しない場合には ｢Sコト/ノは～だ｡｣
でSが真であることが文の成立に必要だが､Sを ｢客体描写｣し ｢Sというコト/ノは～

だ｡｣ではSが真であることは文の成立に必要なvlo｢という｣がSに距離を置きSの内

容を吟味しようという話し手の態度を表しているからである｡

4.のb-2で､修飾構造の類型と ｢という｣の使われ方についての中畠(1990)の説を批

判的に検討し､修飾節が長くなると ｢という｣が ｢欲しい｣という三上(1955)の説に触れ

た｡ ｢修飾節+被修飾名詞｣の構造で､ ｢修飾節｣が長くなると ｢被修飾名詞｣との間に

｢という｣が ｢欲し｣ くなるのは､ ｢という｣が挿入された方が ｢修飾｣と ｢被修飾｣の

関係が明瞭になるからである｡それは ｢という｣により ｢客体描写｣された ｢修飾節｣が

聞き手に醗時に了解されず､距離を置いて認識されるためだと思われる｡距離を置いて認

識された ｢修飾節Jの後に ｢被修飾名詞｣が続くと､その構文上の関係が明瞭になるので
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ある｡

｢とを-う｣により ｢客体譜写｣された語句は､聞き手に瞭時に了解されないことが前碇

になっている｡従って聞き手はその語句を匪時に了解する必要がなく､そのことにより聞

き手の精神的負担を軽減する作用があると考えられるO話し言葉で ｢という｣が額繁に使

われるのはそのためであり､ ｢軽い｣会着や､少し ｢棄い｣ことを ｢軽く｣言おうとする

時などは特に好んで使われる,,それはしばしば音便の形で現れるO

(25)でも､それがプロの集団だからね｡プロというのは､敵に勝つ前に味方に勝

つO味方に勝つ前に百分に勝,J2-C

(小林繁 ｢週刊宝石｣1993年3月i8日号)

(26)昔は働いても働いても食えない貧乏な時代ってのがあってさrJ

(27)死ぬことってのは､はっきりしてるけれど､生きることははっきりしていな

いからな,, (同上ti

く28)私って負けず嫌いだからり 博 森明菜 ｢JHJNONJi993年 7月号,!

鉄 工 『つなぎ』としての ｢という｣について､それが ｢~客体措写｣を表すという仮達

を立証すべく論を進めた,｡

6"まとめ

これまであまり注意の払われをかった ぎ~という｣の用法の全体像を明らかにし､特,に従

来 『つなぎ』とLて簡単に教われできたものの庸法に焦点を当てて考察を進めてきた｡そ

して､ 『つなぎ』としての ｢という｣が ｢客体描写トビ話し手の態度を表すことを論 じた,:,

その中で､ 『つなぎ』としての ｢という｣には､その前の語 手旬 白筋に距離を置く機能

があることが明らかになったが､ ｢距離を置く｣ごとが ｢自分は関わっていない｣ことを

表し､そのことから ｢という｣が ｢伝聞｣を表すようにようになったのかどうか｡これに

ついては更に考察を深めなければならない｡

また､例えば ｢私はお酒を呑まないことにしている｣がお酒を呑まない ｢決意｣を表す

のに対し ｢私はお酒を呑まないということにしている｣がお酒を呑まない ｢仮装｣を表し､

更に ｢実は春むのだが｣という含みがあることについても､その理由～ ｢という｣の機能

を解明しなければならないO

更に､隣接する ｢こういう～｣｢そういう-｣などについても研究する必要があると感

じている｡
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