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談話分析と呼ばれている研究の中に､特定の統語構造を持った言語形式が実際の談話の

中でどのように用いられているか､という点を特に間蓮にするものがある｡例えば､少 し

離れたところに山田という人がいるということを言い表す場合に､｢あそこに山田さんが

いる｣という文を使う場合もあれば ｢山田さんはあそこにいる｣と言うこともあるo他に

も ｢あそこにいるのは山田さんだ｣とか ｢あそこにいるのが山田さんだ｣といった言い方

もできる｡今挙げた四つの文は､ ｢あそこに山田さんがいる｣ということを表していると

いう点では同じであるo同じ内容を表すのに､このようにいくつもの表現形式があるのは

なぜなのか｡これほどたくさんある選択肢の中から､話し手がある特定の形式を選ぶのは

どのような動樵に基づいているのか｡またそうやって選びとられた形式は､聞き手の談話

理解にどのような影響を与えているのだろうか｡

このような問題を考える際には､いわゆる文法の規則というものを考えるときとはかな

り違ったことばのきまりを考えなければならなくなる｡文法規則を考える際には､文が文

法的であるか非文法的であるかという点が間違になる｡そこで非文法的だと判定された文

は､たとえば ｢代金を払われさせた｣は間違った文だといったように､正しい文として成

立していないと判断される｡このように文が正しいか正しくないかを問題にする文法理論

に対して､談話分析で間蓮になるのは､文が正しく用いられているかそうでないかという

点である｡たとえば､ ｢山田さんってどのかたですか｣という質問に対して､ ｢え､ご存

じなかったんですか｡あそこにいるのが山田さんですよ｣という答えが返ってきたとする｡

この答えは､なんら不自然なところがないが､もしこの最後の文が ｢あそこにいるのは山

田さんですよ｣とか ｢あそこに山田さんがいますよ｣といった文であったら､非常に奇妙

な日本語だと感じるはずである｡この場合､これらの文自体に開港があるわけではない｡

これらの文はその文だけを見た場合には､十分に正しい日本語である｡しかし､今間蓮に

しているコンテクス トの中で使うには､適切でないということなのである｡したがって､

談話レベルで文を考える際には､文法的か非文法的かを決めるような規則とは別の､ もう

少し濃やかなきまりを考える必要がある.ここで ｢緩やか｣と言ったわけは､その決まり

に従わないと不適切だと感じられる場合が多いが､そうでない場合もあるといったような

幅の広さをもった融通の利 く約束事である場合が多いからである｡たとえば､談話のきま

りの一つに､ ｢緊急な情報はなるべく先に述べよ｣というものがある.｢お生まれはどち

らですか｣という質問に対して ｢静岡です｣と答えた場合､もっとも聞き手が知りたがっ

ている情報がまず最初に述べられており､ ｢緊急な情報は先に｣というきまりに従 った素

直な答えであるといえる｡しかしもしこれが ｢生まれたのは静岡です｣という答えだった

らどうかo生まれた場所を聞いている質間者に対して ｢生まれたのは｣と分かり切 ったこ

とを繰 り返すのは､不要な情報をあえて繰 り返していることになる｡しかし､それでもこ
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の文は奇妙な日本語だとは感じられない｡そうではなくて､ただ単に生まれた場所を答え

たのとは違った意味､あるいはそれ以上の意味も込められたものとして､つまり ｢生まれ

たのは静岡だが､育ったのはほかの土地だ｣といったような含みを持たせた文として理解

されるのである｡このように､談話のきまりは ｢規則｣といったがんじがらめなものなの

ではなく,むしろ ｢原理｣とでもいったような､毅やかな社会規範なr)であるO

そこで､次にはこのような言葉のきまりをとらえるのに､どのような方法が有効なのか

といった点が問題になる｡,文法性の判断ならば､分析者の内省を分析の役に立てることは

できるが､あるコンテクス トで適切かどうかという問題は､安易に分析者の言語直感に頼

るわけにはいか巻くなる｡普通はそのような使い方はしないが､なにか春別告動機があれ

ばそのような使い方をしてもよいといったような現象が葡手となるわけだから､訓練され

た分析者といえども普通でない場合までも含めた判定を行うのは非常に困難な作業になっ

てくる｡

そこで考えられるのは､間藤となっている形式を持つ文が実際に周いられた談爵の例を

なるべくたくさん収集し､その使用の傾向性を求めることによって､それに影響を与えて

いると思われる要因を探 り出すというものであるO すなわち､数量的な調査簿巣を手がか

りとしで､当の文形式が説教においてどのようを模能を果たすかを考えたりその選択をつ

かさどる原理を明らかにしようと試みるというものである,_,

このような手法には､確かに重大な間藤があるOまず.､実際に僚周されたデ一夕は､あ

まりに複々雑多な要因が絡んでいるた捌 :､その億周を司る原理を正しく反映させている

とは限らないし ある--一つの形式が選択されるときにー必ずしもある一つの鹿渡だけに従っ

ているとも限らず､いくつかの原理が複合的に関わっていることも十分に考えられること

である.また､いくつもある原理の中には,互いに矛盾しあったり反発しあったりする段

撃すら存在するOたとえば､先に ｢緊急を情報は先に述べよ｣という原理を碍介したが､

これはもう一つ別の原理 ｢聞き手にとって予測可能な情報を先に述べよ｣というものとは

往々にして対立するo緊急な情報というのは聞き手が予測できないものである場合が多く､

そのようなときは予測可能な情報を先に述べることと緊急な情報を先に述べることが合い

矛盾する結果となるわけであるoそのような場合､それらの原理の一方を捨てて俺の一方

をとるとか､裾対立する両者に何らかの形で折り合いをつけさせるといったような駆け引

きが､我々の言葉の使用の場面では行われているのであるo種々雑多な要因が関わるため

に､正確な傾向性がつかみにくいという関連もあるが､それに関しては､なるべく多くの

データを集めることによって､その危険性を回避する努力をしなければならない｡

もうひとつの大きな間蓮は､数量的な傾向性といったものを求めた場合､その傾向から

はずれてしまった用法､つまり少数派の用法やそれを司る要因が見過ごされてしまうので

はないかという点である.しかしこの雀の研究では.傾向からはずれた相法も当然分析の

対象となる｡傾向からはずれたということは､大勢が従っている原理に従わなかったとい

うことであるから､それなりの理由がなければならない｡その理由を探し出すことがこの

種の研究にとっては重要な課題となるわけである｡さらに､周辺的な用法､典型例からは

はずれてしまった用法が､典型的な用法の原理を考察する際の大きな手がかりとなるといっ

たことも在々にして起こることなのである｡

さて､そこで､以下においては数量的な調査を用いた分析の例として､ ｢～は～だ｣と
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｢～が～だ｣という二つの形式に関する分析を碍介することにしたい｡これらはコピュラ

文と呼ばれているタイプの文で､コピュラ文にはいくつかのタイプが認められるが､ここ

では ｢医者は田中さんだ｣と ｢田中さんが医者だ｣という例に準 じるタイプに関して考え

ていくことにする｡

これら二つの文は､ ｢医者はどの人か｣という質問に対する答えの文に相当するもので

ある｡すなわち､ ｢医者であるものはどれかというと､この人だ｣のように､ある集合の

中から ｢医者｣に相当する特定のものを選び出す文であり､その点で両者は同義であると

いえる｡このように ｢AはBだ｣という構造と､その名詞句を入れ替えた ｢BがAだ｣ と

いう構造が同義になる場合があるということについては､三上章をはじめとして多 くの研

究者が注目しており､コピュラ文を分類する際の重要な手がかりとなっている｡しかし､

これらの形式が実際の談話の中でどのように使い分けられているかという点に関しては､

これまでほとんど関心を持たれてきていない｡

そこで､以下においてはこれら二つの形式が談話を構成する際にどのような役割を果た

しているのか､話し手はどのような原理に従ってこれち二つの形式を使い分けているのか.

といった点を考えてみることにしたい｡ここでは談話に関わる開港として ｢予測可能性｣
と ｢後続談話-の持続｣という二つの点について､実際の談話資料を用いた数量的な傾向

性を求めてみることにする｡ここで用いる談話資料は､エッセイや解説文などの書 き言葉

で､その中で使用された ｢AはBだ｣という文93例､ ｢BがAだ｣という文 122例に

ついて調査し､その結果を手がかりにして分析を行った｡

まず､予測可能性について調査した結果を見ることにしたい｡予測可能性というのは､

｢AはBだ｣ ｢BがAだ｣のAI〕それぞれの項が､聞き手にとって予測可能であると話 し

手に考えられるかどうかという開港である｡たとえば､直前の文脈で述べられたことは今

現に活性化されている情報であるから予測可能性が高いと判断できる｡しかし､そうでな

い場合でも､たとえば ｢私Jや ｢これ｣のような表現は発話場面を構成する要素であるか

ら予測可能性は高い｡このように､先行文脈に現れていなくても予測可能性が高いと判断

できる場合も含めてABそれぞれの項の予測可能性を調べた結果､次のような傾向性が明

らかとなった｡

(1) ｢AはBだ｣ ｢BがAだ｣のA項に関しては､聞き手にとって予測可能性が高 く､

容易に活性化できると考えられる名詞句が用いられている｡

(2) ｢AはBだ｣ ｢BがAだ｣のB項に関しては､先行文脈の情報を引き継いでいるか

どうかで次に示すような顕著な対立を見せる｡

① ｢AはBだ｣のB項は先行文脈の情報を全く引き継いでいないものが全体の 89%

を占める｡

② ｢BがAだ｣のB項は先行文脈の情報を引き継いでいるものが全体の90%近 くを

占める｡

まず､上記 (日 に関して次の用例を見てみよう｡

(1)アルザスはフランスの北東部に当たりライン川をはさんだ隣国はドイツである｡

トミ1

これはアルザスについて語った文脈で､その隣国が話題として持ち出されている例であ

るOアルザスという地域が話題に上れば､それと隣接関係にある隣国ということが らは､
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聞き手にとって唐突に現れた予測できをいものではない｡アルザスについて語られれば､

そこでの人々や気候や経済や､あるいはその隣国といった間轟に斎藤が発展することは十

分に予測できることである｡

このほかに､先行文脈の特定の箇所というよりは､文章全体の目的や書き手の意園といっ

たものから活性化が可能になる場合もあるO

(2)今の暮らしを､より快適に暮らしやすくO皇猛藍胞 (ク)

この例は住宅のリフォームの宣伝コピーからとったものであるが､商品の宣伝という場

面で､売り手のコンセプ トを語るということは十分に予測できることであるので､予測可
一㌧卜L･::日.~Lp:_L_
EF5こ十!jノセ,し/Eb(,

次には上記 (2)に示したBの部分の予測可能性について見てみたいOこの場合は①②

に示したように､先行文脈の博捜を引き継いでいるかどうかで顕著を対立を見せるO まず､

①の ｢AはBだJのほうから見ていく｡

｢AはT3だ｣のB項における予測可能性の有無を判定した蘇果､B項は発行文脈の情報

を全く引き継いでおらず､予測可能性が認められないか､きわめて低いとされたものが全

体の86%を占めていることが分かったOつまり ｢AはE3.だ｣における33項の傾向怪とし

ては､予測可能性の低いものが圧倒的に多いということである｡.典型的な柳 真数のような

ものである｡

./,う_ i::_1･

｢外国人｣というのはこれ以前の文脈に現れておらず､ここで初めて言及されたもfyr)で

あるし､それ以前の文脈から牽測して導き擬すことも彊来ない内容である｡すなわち_こ

こで初めて導入された新 しい内容の項であるといえる｡ ｢Aはfl,だ｣においてはこの稜の

例が多数を責めたC

それに対して②の ｢BがAだ｣の場合はB項が先行文腺の情報を引き継いでいるものの

方が庄倒的に多く､そのような例が全体の90%近くを占めたOつまりこの場合は ｢射ま

Bだ｣の場合とは逆に､予測可能性の高い場合が多数を責めているのである｡

(4)塩と硫黄を含んでじっとりとうず くまる､ イナス400メ-T.ui/壁

皇藍も監な主と壁坦丞皇胞 くべ)

これは指示詞 ｢それ｣で直接的に照応を行っている例である｡指示詞が用いられた例は

非常に多く､全体の40.2%にも及んでいる｡指示詞以外の名詞句が用いられた例も予

測可能性があると認められたものがほとんどであった｡

次に､後続文脈-の持続を調べた結果をまとめることにする｡これは､ ｢AはBだ｣

｢BがAだ｣のAB各項が後続する談話の中でも引き続き語り継がれてly,1ったかどうかを

見たものであるが､その結果は次のようなものであった｡

(1) ｢AはBだ｣の場合,A項は後続談話に持続しない場合が88事2%と高い｡それ

に対してB項の方は持続する確率が83.9%である｡

(2) ｢BがAだ｣の場合､A項が後続談着に持続することもある (32.0%)が､全

く持続しない例も相当数ある (68.0%)0 B項についてもほぼ同様の結果を得

た (45,9% :54.1%)0

たとえば次の(5)は､ ｢AはBだ｣のB項が持続していっている例である｡
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(5)ところでホームズの活躍する推理小説を書いた人物はコナン .ドイルで空耳i､こ

の人は小説家になる前は開業医だったのです｡そしてこの ドイルの告白によりま

すと‥ ｡ 0 (論)

持続が認められない例としては次のようなものがある｡ ｢AはBだ｣の例であるが､そ

の直後に着港が変わっており､Aに関してもBに関しても語り継がれていってはいない｡

(6)三月ノヾイ証明の目的は､ある犯行の被疑者となった人物がほんとうは犯行者でな_り､

という結論をだしてみせることですoところで次の主張が正しいということにはだれ

も異存がないでしょう｡ (論)

以上述べてきた ｢予測可能性｣と ｢後続文脈への持続｣の調査結果を簡単にまとめると

次のようになる｡

観察 1 ｢AはBだ｣ ｢BがAだ｣のA項は予測可能性が高い場合が多い｡

観察2 ｢AはBだ｣のB項は､予測可能性が低い場合が多い｡

観察3 ｢BがAだ｣のB項は予測可能性が高い場合が多いO

観察4 ｢AはBだ｣はA項が持続する場合が少ない｡

観察5 ｢AはBだ｣はB項が持続する場合が多い｡

観察6 ｢BがAだ｣の持続に関しては顕著な傾向性は認められない｡

以上の観察をもとにして､ ｢AはBだ｣と ｢BがAだ｣という二つの形式がどのような

原理に基づいて使い分けられているかという点について考えてみたい0

まず､観察 1と2からは､ ｢AはBだ｣は予測可能性の高いAを低いBより先に述べる

｢高一低｣という情報の流れになっていることが分かる｡さらに､観察 1と4､および2

と5から､ ｢AはBだ｣は予測可能性の高いAよりも予測可能性の低いBの方が後続文脈

に持続する可能性が高いことが分かる｡

このことから､この形式は､聞き手にとって予測可能な情報であるAをまず述べて､そ

れに関連するものとして､予測できない情報Bを提示するという棟能と､後続の談話で新

しくトピックとなるはずのBを､Aを介して先行文脈と関連づけることによって談話内に

導入するという機能を二つながらに担うものであるということができる｡

次に､ ｢BがAだ｣の方は､観察 1と3から､直前の先行文脈の情報を引き継いで予測

可能性の高いBが､同じく先行文脈を引き継ぐなどして予測可能性の高いAよりも先に配

置されていることが分かる｡AをさしおいてBのほうが文頭に用いられたことの理由は､

Bが直前の先行文脈を引き継いでいるということのほかに､Bが情報価値の高い焦点情報

であるために､ ｢緊急の情報を先に述べよ｣という原理に従ったためであると考えられる｡

すなわち､直前に述べた事柄を､それ以前の談話で前提となっている事柄と関連づける働

き､というのが ｢BがAだ｣のもっとも普通のあり方であるといえる0

以上の考察からこれら2種の形式の使い分けには､次のような語順の原理が関わってい

るものと考えられる｡

まず､ ｢AはBだ｣の方は(1)｢予測可能性の高い情報は予測可能性の低い情報よりも先

に述べよ｣という原理と､(2)｢後続文脈に続く情報はなるべく後続文脈に近い位置に配置

せよ｣という原理に従ったもの､それに対して､ ｢BがAだ｣の方は(3)｢先行文脈を引 き

継いでいる情報はなるべく先行文脈に近い位置に配置せよ｣という原理と､(4)｢緊急な情

報はなるべく先に述べよ｣という原理に従ったものであると考えられるOまた以上の(2)と

- 129 -



(3)の原理から､ ｢関連のある情報はなるべく近い位置に配置せよ｣というより上位の原理

を考えることが出来る｡

以上見てきたようにーある形式の使用の実態を数量的に調査することによって､その形

式がもっとも普通に使われる場合の傾向性が明らかになる｡それを手がかりにして､話し

手がどのような動機に基づいてこの形式を用いたのかといった問題や,その形式が実際の

談話の中でどのような棟能を果たしているかという点が明らかになる｡ここで扱った形式

に関しては､今のところ典型的な用法の分析しか進められていない段階であるが､今後､

非典型的な例､つまり大勢の傾向に従わなかった例にまで分析を広げることによって､我々

tfj言語使籍の実態がさらに17,､つそう明らかになるはすであるL,
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