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0'はじめに

形容詞のなかには._終止形の形で単独で発話されたとき､聞き手になんらかの行動を要求する機能

をもつものがある｡飼えば, ｢うるさい 至｣という発話を聞いたとき､聞き手は (相手との関係を友

好的に保ちたいと考えている限り)なんらかの行動を起こしてその ｢うるささ｣を解消または軽減し

ようとする｡また, ｢危ない 星蔓という発幕を開いた頃合1聞き手は話し手の意味する危険寮を寮顛

してそれを回避する行動をとる魯本稿では,形容詞の終止形が単独で発話され､話し手が聞き手に対

してなんらかの行動を要求する機能を ｢形容詞の行動要求機能｣と呼ぶことにする｡そしてこのよう

な機能をもち得る形容詞の特徴を静用論の観点から分析し､社会言語学的要因が､その使われ方に影

響を与えていることを指摘する¢

A.該当する形容詞

行動要求機能はすべての形容詞蔓=等しく存在するわけではなむさ¢場面の如何にかかわらずこの機能

をもつ形容詞もあれば,文脈や状況が許せば可能なもの､またどのような場面でも不可能な形容詞も

あるo形容詞が行動要求機能をもつには､どのような要素が必要なのであろうかOここではまず､形

容詞の種類を分け､行動要求機能をもつことが A.恒常的に可能なもの､B.文脈や状況が整えば可能な

もJIL.C.どのような状況でも不可能なものとL､その違いと条件を考えてみる.

A.恒常的に可能なもの

危ない 蔓(人が革にひかれそうなのを見て ,重いものが落ちてくるのを見て)

うるさい 星(隣家の学生の騒ぎががまんできないとき｡くどくど文句ばかり言う妻を黙らせるとき)

B.文脈や状況が整えば可能なもの

痛い い いや !(いやな人が腕をつかんで黙さないとき)

熱い !(ひと昔前,薪でたく風呂で､外の薪を入れている人に)

汚い !(泥だらけの事で触られそうなとき)

寒い !(窓を開けようとしている人に)

暑い !(子供が蒸し風呂のような家に帰ってきて母親に)

高い!(値切れる店で客が店員に)

めめしい !(男らしくないことをぐずぐずいっている相手に)

C.どのような状況でも不可能なもの

*うれしい ! 有名だ !

A の二例は､きわめて慣用化が進んでいる形容詞で､単独で発話された場合､聞き手はなんらか

の行動を起こさざるを得ないであろう｡しかしB.の例では､単に話し手の感情や感覚を義顎してい

るとも考えられ､なんらかの文脈下で行動要式を意味することが可能になる｡C.の場合､どのよう

な状況でも行動要求の意味にはとれない｡このことから､形容詞の終止形が行動要求の機能をもつた

めには､以下のような条件が必要と考えられる｡
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1)形容詞の意味が話し手にとって負の要素をもつものでなければならない｡

従って､C.のように常に正の意味をもつ形容詞は行動要求機能を担えない｡

2)負の状況の解消 ･改善は話し手に利益をもたらす｡

3)話し手は聞き手が負の要素を変える能力を有していると考えている｡

従って､聞き手にその能力がない場合は､行動要求ができない (例. ｢悲しい !｣)｡

4)現時点で状況が解消 ･改善ができる場合に形容詞は行動要求の機能を担える｡

解消･改善ができない場合､形容詞の終止形は話し手の不満表出や批判の発話になりやすい (例.

｢厚かましい !｣ ｢くだらん !｣)｡

5)行為要求機能を担える形容詞は.いわゆる感情形容詞､または感情形容詞の意味を合わせもつ

属性形容詞に多い｡また､イ形容詞に多く､ナ形容詞には少ない (イ形容詞は基本的な感情や

感覚を表すものが多い)｡

ただし､ ｢危ない !｣は､他の形容詞と1)､2)の点において要素を異にする｡他の形容詞の意味

が壷と主ににとって負の要素をもつのに対し､ ｢危ない !｣は風皇室にとって負であり､その状態 を

緊急に改善することが盟主圭にとって利益をもたらす点である｡従って､ ｢危ない j｣の発話行為は､

｢警告｣であると考える (｢危ない!｣と他の行為要求機能をもつ形容詞の違いについては､本稿の

論点からはずれるので､ここではこれ以上論じない)｡

2.他言語との比較

1.の例で示した状況下において､他言語ではどのような表現が使われるか､英語とドイツ語(注1)

を例に考えてみる｡この二言請においては､以下のように動詞の命令形､名詞､感嘆詞､平叙文な ど

が使われている (英 ･独の日本着訳はひとつの目安と考えていただきたい)｡

｢危ない !｣- 英 :Watchoutl.｢気をつけろ｣ (動詞の命令形) 独 :Vor由cht!｢注意｣ (名詞)

｢うるさい !｣-英 :Shutup!｢黙れ｣､Bequiet!｢静かに｣ (動詞の命令形)

独Ruhe!｢静かさ｣ (名詞)

｢痛い !｣- 英 :Stopit!｢止めろ｣ (動詞の命令形)､Ouch!｢あっ｣ (間投詞)

You'reh血 gme.rあなたは私を傷つけている｣ (平叙文)

独 :Horauf!｢止めろ｣ (動詞の命令形)､Au!｢あっ｣ (間投詞)

DutuStWeh!｢あなたは私を傷つけている｣ (平叙文)

英語､ドイツ語では形容詞の終止形を使って行動を要求することはない｡また､負の現状を伝える

ことによって事態の改善を求めることもない｡ただし､平叙文で負の状況を伝え､間接的に行動要求

をすることはありえる｡例えば､いやな人が腕をつかんで話さないとき､日本語で ｢清い !｣といっ

て腕を話すことを要求できるが､英語やドイツ静では､ ｢あなたは私を傷つけている｣という意味の

平叙文を使うことができる｡この場合､英語 ･ドイツ語では聞き手が負の事態を引き起こしているこ

とを指摘する表現であるが､日本帝では話し手が負の事態に置かれていることを述べることで､聞き

手の改善行動を要求している､という違いがあり､注目に値する｡

中川 (1987)によれば､中国語では (形容詞自体は描写性が弱いものの) ｢危険｣は注意を喚起す

る場合に用いられ､ ｢快 (はやく) !｣などのように形容詞を単独で用いて他者の行動を要求するこ

とができるという｡そして､テレビを見ている子供に対して､日本語で ｢(音が)大きい !｣といえ

ば音を′トさくすることが期待されるのに対して､中国語では ｢大 日 といえば音をさらに大きくする
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だろうと述べているsつまり.中国語では､形容詞が単独で用いられた場合､ ｢他者への働きかけと

して機能する｡それも r快 (はやく,) !』を典型とLtT T危険 邑』は例外となるのであるが､盈姦重

畳塞畢する事態に重き塾塾という意味になる｣ 仲 川 1987:50) (下線筆者)というのである｡ト

ルコ詩においても､Se88izという ｢静かjを意味する形容詞 e副詞は､単独では r静かにしろ｣を意

味するという報告がある (注2)｡

英語やドイツ語の例でもわかるように､これらの言語では､萌在の負の事態を改善するために､話

し手は r墓墓辿 重患 ｣を表現することによって､その事態に立ち到らせようとするが､日本語の場

合､ ｢監星と迎 重畳｣を描写することによって､望ましい事態に立ち到らせようとするのである0

3.ヒントとしての行動要求機能

SeaT旦e(ま975)は発静内行為を大きく5つに分類 (断定型､行為指示型､行為拘束型､表出型､宣言)

しているが､本稿で考察している形容詞の行動要戎機能は､この発話行為の分類によれば,行為指示

型の ｢依頼｣または ｢命令｣と考えられる (注3)｡

依頼または命令 (以下､まとめて鼠短という)の発話行為は､島々なストラテジ-によって遂行さ

れるが,Blu皿･王こuika.S,House,& G.Kasp叫1989:18-17)は､これらのストラテジー ･夕･l'プを

まとめて句直接的か間接的かの基準で三つに分け､直接的表現レベル､壌周的な間接的表現レベル､

非慣用的な間接的表現レベルとしている (注4)堤

当該の日本語の形容詞の使われ方は､この分類では非慣周的な間接的義顎 レベルであるヒント

(StrongHintBと姐主脳H由tsに分けられる)に位置づけちれる｡ S̀tTO喝HintB'は行為遂行に関わる

ものや要素に部分的に言及しているものである (飼｡台所をル-ムメイトに片づけてもらいたいとき

{嘗ouh盈Ve且e免もhekitcheninaright盈望盟こ'という)a岨̀ dfiints'は放籍に関する言及はないが､

文脈から依頼ととれるもの (例.道でしつこくつきまとう男に対して､女性が r̀manun'という)で､

当該の形容詞の使い方は ヒントの車でも最も間接的といわれる̀M並afiintB'に属すといえよう｡先に

述べた英語や ドイツ語の平叙文の記述も,ここに位置する｡Blu皿-K此 a,S.House,& G｡

Kasper(1989)によると､M並d詑血tBは最も間接的な表現､すなわち､依頼の発話行為としては最毛

不透明なストラテジ-と解されている｡この研究では､英語,フランス語､ヘブライ語､スペイン語

の異文化間で依頼の発話行為を分析したが､非慣用的な間接的発話-ヒント (Stmngh tS,M血d

Hints)の出現率は直接的発話および慣用的な間接的発話に比べて大変低かった (各言語ごとに全体の

2%～8%)｡ヒントは最も不透明で間接的な発話行為のストラテジーで､聞き手が駿東として受け取

らないリスクが高い｡しかし､比較的少ないとはいえ､被験者がこのストラテジーを選択するのは､

それなりの理由があると思われる｡Weizman(1989)はヒントが使われる意義として､以下のことをあ

げている｡

1.聞き手は､依頼と理解しなかった場合でも､話し手の負の事態に気づき､それを自主的に改善す

ることができる｡

2.聞き手は依頼と理解した場合でも､分からなかったふりができる｡そうすれば､望まれている行

動をとらなくても拒否したことにはならない｡また､望まれいている行動をとったときにも､自

分の行為で自発的にしたふりができる｡

3.話し手は､聞き手が望んでいる行為をしてくれた場合でも､自分では要求しなかったふりができ

る｡
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このように,ヒントは話し手にも聞き手にも推測や憶測を許し､人間関係保全のためには誤解の逃

げ道をも残す､不透明なストラテジーであるといえよう｡

4.聞き手志向の発話

議論を日本着の形容詞の行動要求機能に戻そう｡形容詞の行動要求機能は､依頼の発話行為の観点

からはヒントに分類されることはすでに述べた｡また､ヒントは最も間接的で不透明な発話行為であ

り､依頼として受け取られないリスクが高いこと､依頼の発話行為のストラテジーとしては最も頻度

の低いものであることも述べた.

しかし､日本語の形容詞終止形の使われ方には､1.のA.でみたように大変明確な行動要求機能

があったり.B.のように文脈が許せば強い行動要求となるものを含んでおり､上記で語られたヒン

トの特徴とは必ずしも一致しない｡これはどのように考えればよいのであろうか｡筆者は､日本語が

聞き手志向の言語であることに関連性を求めたいと考えている｡日本語が聞き手志向の言語 (聞き手

がインターアクションの重要な鍵を握るという意味で)であることに関しては､これまでも指摘され

てきた｡例えばLakoiF(1985)は､日本語のインターアクションでは発話の意味を決定 (判断)する責

任は聞き手にあることを指摘している｡ また.Ckncy(1986)は､日本人のコミュニケーション･スタ

イルを論じて､日本人が明瞭な意思伝達よりも ｢思いやり｣(empathy)を強調することを指摘してい

る｡単一民族文化的社会である日本では､このような間接的コミュニケーション･スタイルが育まれ

るとし､意思伝達の主な責任は聞き手にあると主弓長している (1986:217)｡

聞き手志向の強い日本語では､ヒントでなんらかの行動を要求されているか否かの判断は､聞き手

にゆだねられているといえる｡聞き手は相手の気持ちや状態をたえず探り､相手の欲するところを常

に充たすぺLという社会的規範がある｡聞き手は相手が不快であったり不満であるか否かにたえず気

を配るべき立場に置かれている｡既にみてきたように､行動要求機能をもち得る形容詞は､感情形容

詞または主観的意味の性格をもつものが多かった｡主観的意味をもつ形容詞は､話し手自身の内的な

喜怒哀楽や主観的判断を表す｡従って､話し手が負の事態におかれていることを主観的に表現すると､

聞き手は､負の事態を解消 ･改善する義務感を強くもたされることとなる｡使われる形容詞の主観性

と日本語の聞き手志向性 (気配り)の要因が､欧米詩の語用論の観点からはきわめて間接的表現とさ

れるヒントに､行為要求の強い力を与えていると考えられる｡そして､主観性の強い一部の形容詞の

使われ方が慣用化し､イディオムのように用いられるようになったのではないだろうか｡

5.おわりに

本幕は､形容詞の終止形が単独で発話されたときに担う行動要求機能を着用論の観点から分析した｡

他言帯との比較により､日本語で形容詞が行動要求に使われることの特異性が明らかになった｡この

行動要求の内容は､話し手が聞き手に現状を望ましい事態にたち到らせるよう働きかける種類のもの

である｡望ましい事態に立ち到らせるよう他者に働きかけるとき､他言語では望ましい事態を表現す

るが､日本語では望ましくない事態を描写することも明らかになった｡この形容詞の使われ方は､命

令 ･依頼の表現としては最も間接的であるが､発語内行為の働きは強い｡この働きの強さの要因を筆

者は､形容詞の主我性と､日本語の聞き手志向性 (気配り)に求めた｡

この分析を通して､異文化 ･異言語間の語用論的分析には､きわめて柔軟なアプローチが必要なこ

とが示唆された｡また､発話の ｢間接性とは何か｣という､対照研究ではきわめて根元的な問題に直

面することにもなったが､この間賓に関しては､稿を改めて考えてみたい｡
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<注記>

注i ドイツ語の表現については,ドイツ在住TJ7フランクフルト会議参加者のご教示による｡

注2 トルコ語の表現については､土屋順一氏のご教示による｡土屋氏はフランクフルトの会議のあ

と､トルコで格好の例を採取している｡航海中のヨットの中で､あまりトルコ語ができないア

メリカ人がトルコ人従業員に"Se鎚iz''といった｡ ｢今日はずいぶん静かね｣というつもりだっ

たがそのトルコ人はますます黙り込んでしまったという｡ ｢静かにしろj という意味に受け取

ったらしい.1

注3 分類の訳は 『語用論』(池上 ･川上訳､1987)による｡

斯定型,行為音素型､行為拘束型､表出型､童蕎

注4 Blum-Kt此a.S.∫.House.良G.Kasper(1989)の分類は以下のものである.上から下へ順に間

接性が増加するという中

産盈艶麗邑ヒ生壁 :

MoodDerivable(動詞の文法的ムードで発語内行為が分かるもの)

例.Leave m ealone.;Cleanupthatmesヨ,

PerformatlVeS(遂行動詞を使って発語内行為が明示されるものう

軌 faⅡlasking.voutodeanupthem es8.

HedgedPerfornatlVe8(緩衝的表現で発語内'FJ-･為の意味が穏和さ打ているもJ))

例.Iwouldliketoa8kyoutog一Veyourpresentationaweekearlierthanscheduled.

ObllgatlOnStatements(聞き手の行為遂行の義務を述べたもの)

飼,You'1Jhave i,ilinOVethatcar.

Wanも凱atement8(話し手が聞き手に行為遂行を希望している旨を述べたもの)

例.Ire玉山ywishyou'dstopbotheringme.

S喝geStOryFom ulae(提案がなされているもの)

楓 Howabout血eaningup?

QueTyPmparatory (聞き手の準備条件 (能力や自発性)を聞くもの)

軌 Couldyoucleanupthekitchen,pieaSe?;Wouldyoumindmovingyourcar?

非慣用的な間接的蓑現レベル :

StrongHints(行為遂行に関わる物や要素の部分的言及)

例.Youhavele氏thekitcheninaTightmeSS.

MildnntS(依頼に関する言及はなにもないが､文脈から依頼ととれるもの)

飼.rmantn (通りでつきまとう男に)
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