
二文 章 鮒 徹 と毒見 と Eヨ 本 譜 牽女育 筑波大学名誉教授 林 四 郎

触 ま､文章論の科学を鷺郭づ喜子ることを≒自分の大豊諜琵u=ト大呂標と考えてPv･きます｡この議題で､去年の今

頃から今環在までの執こ､-つのテーマを捉え愛したので､それを中心に､1冊の本を作ることにしました｡仕

事は茂に終串､『文章論gAj基顧問顛jという庵で.この軟.三省豊から出版されます｡そのテ-マは ｢飽義の文

論を重ねても､文章論はできない｡文章論の発想で文論を捉え直すことから文章論が出発するjというものです

昏その本刊 ま､すべて具体例で考えましたので､今回は､その中の i例を取って､文章論的構文観ということに

つき､お話し致したいと存じますら次の文章を例にします｡

垂肋 の 宙巨ブブ

1∫ !bL オリンt:･'ックに動物が選手として春加したら､金メダルはみんなとられてしまうだろう卜 布達

がじょうだ'juを言った｡ 望なるほど､そうかも知れない由さ例えば､かようをこ似た動物のチ-杏-揺,時速

百十二キロメート)L･で走ることができるし‥ カンガルー-の高とびの記録は､三メ一一一-いレ十五センチである4

2.'しかし､考えてみる'i:_､かわらがこのような実力を発揮するのは.必要にせきられた場合にかざるので

ある寺

度ねら.?T.:一丸t)のには必ず追いつ7.,,rるという酬言があるのだ/ 'かもしかのスピー-ドが時速六一ト旨C,i--.5･

蹴 ま､三十秒ほどで追いつげるgjである⑳

6. I -一度､上野軌物園で､こんなこ'1:があった.～夕丸 損等が帰1た接.園内見回りの確菅がL犬を連か

とび ∈克てほ看ずた告
7.'どこの野竹膚でt･,､カンガJL加のいる所olきくL7)高さは,ニ_i-H,tjレし.かない ｡' これだけあわは.に

トル以上ジャンプできるから､犬t)二メ､･-トルのきくをこえて､自分をisそ1て来るにちが いないぅ 5今の

うちにさくの外にとび出してkIけないと命があぶない.と考えてにけ出したのだろう｡.

8. iこのように考えてくると､掛物をオリンピックに出場させても､えさを目の前に見せて走らせるとか､

あるいは､嬢ろからおとかして追い立てるとかしないと､本気にならないにちカ丸ulない_,

この文章の最初のセンテンスは､次のような構造になっています｡

し､オリンピックに動物が選手として奉加したら､
メダルはみんなとらわてしまうだろう

これを文型枠で示すと次のようになります.

｢ナニナニlと｢タレlが rドウシ】生.
■ ■ 上■ ■ ■

黒い括弧の中は述語のl詞Jの部分､括弧外の二重下鳥把持は述語のr辞Jの部分､即ち文末陳述用の辞です.こうし

て見ると､｢友達がじょうだ'んを言った Iという所が､この文の主要部に見えますが､この見方は､本当に適切

と言えるでしょうか｡

この文章の主旨は.動物がオリンピックに選手として参加したら､本当に金メダルをみんな取られるかどうか

を考えて.結局､動物を人間のような ｢競技する選手 [に仕立てることはできそうもないから､羨技の場でその

能力を発揮させることは不可能だ.即ち.最初の命題は成り立たない､という連旨を論述することにあります.

文章全体の涜わから言うと､冒頭文の働 上の価値は.専らその文の勧 分の中身 r物 オリンピック論jに

あります.そうであれば.友達が冗談を言ったという部分は､本題となる命嶺の内容を r友達の冗談 Jとして扱

ったという､情報の扱いを表現している部分です.ですから､文章論的には,｢と友達が冗談を言った!は ｢と
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られてしまうだろうIの rだろう)が更に延びて行く延長文末辞だと見る方が適切です.よって､この文を次の

ように捉え直すことができます｡

立ヒ｢オルビ'タlに ｢動物lが 【軒として抽し】喪主､ ｢金メルlは 【み肋と恥でしまう】棚 :と､掛 にlうだ舷言った.l~~-~~-~~
ナニ 1レ rウシ ナニ FウナA･

射杓 と帰陪句とで語った所がこの文の文章上のメイン発言譜持分であり､点線で囲んだ所は､文末の情報操作部

分です｡

｢股 に､文章には､読者に提供されるr情報 Jの部分と､その情軸を提供する側の ｢情押管理lの部分とがあ

ります｡両者を､文章叙述の ｢情報層r｢情酔哲理層 Lと名づけてみます｡情報管理層と言えば､あまりに尤ち

らしく響きますが､私たちが日常の談話で､発言の文末を ｢たりして Iとぼやかしたり､rなんちゃって fとと

はけたりするのが､その好見本ですから.この種の情報管理表現に､rたりして･なんもゃって部分 (というあ

だ名をつけておきましょう｡

文法を1文の範囲から解放して文章全休の中で考える､そういう文法を ｢文章化文法 Iと名づけます.文章化

文法の要点となる所を､この文章の中から幾つか拾ってみます｡

ケニアの草原でかもしかを追うチーターを,4-3文は.次のように描きます.

4-3たとい､そのとちゅうで､ほかのかもしかがとび出して来ても､見向きもしない｡

1丈文法では､この文の構造は､次のように見られます.

- 織結句

塾辿 ､rその途中1で ｢他のかもしかlが 【とび出して来】≦塾､【見句きもし】辿 .
Il7 紳 ■ ▼レ iJ ryI'J il■ rウシ ;l■

皇吐 ､｢ドコlで rダレlが 【ドウシ】塾 ､【ドウシ】辿 .

この文で､条件句の主語は r他のかもしか lであり､帰結句の主語は､文脈に残存している｢チーター Jです｡

そして､その文脈ゆえに､ ｢他のかもしかがとび出して来るfことは.チーターの百に映る､どうでもいしトうと
崇に過ぎません.であれば､それは｢rタレlが 【ドゥス)I,】[ことではなくて､｢｢ナニlが 【ドゥナル】A

こと､もっと簡単に.-一つの 【ドゥナル】ことだと見た方が現実に合っています.また､追うチーターの行動 ｢

見向きもしない=ま､チーターの徽助もしないトを見るような､安定状態の表現ですから,｢【ドウシ】皇聖 l
と見るよりも｢どt'ウダ】.tという形容詞の執 }切り表現に当ると扱う方が適切です.そうすると､この文は

､文脈に残存する主語チ-タ-を視界に入れて､

- 射年旬 一 掃結句 -

i｢タレ1はさ､生起 ､ 【ドゥナッ】圭塾､ 【ドゥダ】｡
という構造で捉えるのが､文章のLを最もifG払こ捉えた見方だとだと言えるでしょう.

次の例.今のチーターの行動を､更に彼のLlで描き出したのが次の文です.

4-4チーターは､｢度ねらったえものには必ず追いつけるという自信があるのだ｡

これは,昨年のこの会でお話し申した r象鼻文 Iの例に､大変ぴったりの文です.

rチーターlは ｢｣妻ねらったえものには必ず追いつけるという自信lが 【ある】のだ.
劉′テーマ講 ナ ニ i,-マ王E 葺 寺

となっています.こ個 別ま大事ですが､この理解をまたもう一歩､文章化して進めることができます.

｢チ-タ-1はrr度ねらったえものIkは 【必ず追いつける】という自信があるのだ,
Tレ 主 ■ ナニ ■ Jl (ウ■ i(JI

と見たらどうでしょう.こうすると,かもしかを追うチーターの行動が始まってからの文脈を､4-2文から4-4文

までの述鮒 こ注目して､

卜･.まっしぐらに激 ､かける】⇒ 【見向きもしない】⇒ 【必ず追いつける】主史う削砂 車重
という叙述の発展として捉えることが､｢層しやすくなると思います｡

もう互文進んでみましょう申

4｢5 かもしかのスピードが時速六十キロメ-i)レとすれば,チ-タ-は､だいたい倍のスピ-Fを持っている

から､五百メ-i)レはなれた所にいるえものには,三十秒ほどで追いつけるのである｡

この文では､条件帰結の関係が重層して設けられていますから,その関係を2様に解釈することができます｡ニ
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つの解釈を並べてみます｡

撃 二 二 条件句 二二 二 二二 二 掃結額-
i J:如し始終 棚 IB掛 ロヨ些 けサ 別棟弛北一機ってLT喝書聖 掘 り 槻 い観も朝出E珊 飽咽る優堕,

F7')ア ナ二 Tウ-,i

帰結句 -

2 捗もし鯉光一闇 E掛 買i呈宣建 こ子牛 捉 ま瀞 :A･uL'-亨終って減軽 掘 項 を紬 鶴細腕 髄鯨海域る趣 垂A
ナニ =ノ串ぎ gレ Fウダ ナニ Fウナ

私は､解2の方が叙述者の心理をよく映していると思いますが､それをもう-一歩､文章化文法で考えてみます

i,辞2の最初･.7)条件句は､サータ.--1が3()抄畦でかもしかに追いつくと計算するために前提となるテ-タを緬

の中に呼び出して試算にかかるまでの､やむを得ざる寄り道で､文章の叙述表面には出さなくてもいいような､

言わは独り言のような発言だと感じられます.であれは､これも､情榊 の言葉で､それが文頭に出てきた

ものと見るこTができますt発言の頑も亡､とかく出て来る｢斬り!の文句というのが､それだと思いますeこ‡li_

を ｢つぶやき部分 iと名づけます.

また.､解2.の帰結句の中の条件句 r大体悟のスビートを持っているかちぎは.理由の言い方とし.てよく使われ

るタイプのものT･すから､ど.の頬の条件表現は rナニユエ再-/いう型の株用語だと見ればいいでL三二う_そうす

るL_封棚 が亙零して設t.:,.1らわている推しlrIな構文も ■ラ'j;7;_tように漸 ~■わはt叢だ簡単な扉 )に最良て菜

ますや

ノ:)ふやき部分 -･-･[1-甘言./

かむしかくT_･:I-71ビ･I.Fが

時速6OL辛uとすt-tは

一･･才-Jtl.i

--主語は

｢.ALL.--1.

ま欝

F

Ef

経やデア-3♭『

喜五百増 感 れ尭郵 こも語る萎望墓重量か
)(i)には∴i0秒程で

-つける
喜

述語 - 工-≡

次のようをこ≠藍腎性の条件文と捉えられます申

･一一一一一点句-- I-｣I叶一一

はン加1)きく蛸jまでE鮎Illtー〔キ卓也とれくして純か如-jが 徹 ji-さく脚 こ1】三相 】堅.
rコ Ir)スん Jrレ rJヨウニ rウ.I/ Fウシ

しかし,これも､文章化文法で見れば､実に簡単な文で､

二 .I:-i : -_I-fl:::_I:;

l

までおとなしくして

邑前まで来ると､ Z世 たカンガルー i
L 時の環牒 ｣ ｣ - 主語- j

急に柵をとびこえてにげ た.

と理解することができます手

私の文章封ヒ文法では､構文要素を示すのに､上の図のように､箱書き郎軌)ます.これを ｢文型ボックス量と

弥します.文型ボックスは.文の噂を越えることがありますや713文では,柵の中のカンガルーが､突然目の前

に.大敵とする犬を発見します.それで､そ噺如こ.

7-4自分は3メール以上ジャンプできるから,犬も2メ叫 の柵をこえて自分を襲って来るかもしれない｡

7-5しかも､柵の中はせまいた

716今のうちに柵の外にとび出してにけないと命が危ないと考えて,にけ出したのだろう｡

という3文が続きます.私たちの頭は､こういう文章の流れを,当然,次のような構造において理好㌻るでしょ

う.
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- 後句

;･･･齢 は ノ･-ノ.A/:
妻カンガルーは; 自分は3メール以上 しかも. 今のうちに

ジャンプできるから､ 柵の中は 柵の外に

犬も2メートルの柵を せまい｡ とび出して

越えて自分を集って にげないと

来るかもしれない. 命が危ない､

と【考え】三 【にげ出し】艶 ｡

･-･-7-4文 日日1- ･一一7-5文 ･一一一 --------一一-1･･--･7-6文 -～-I------------

ここでは､716の文が半分に切れて.前半は､7-4文･7-5文と合体して､2文半から成る文型ボックスの中に
入り､そのボックスが ｢考えるIという､7-6文第1動詞の補語を構成している訳です｡ こういうことは､文章

の流れにおいて､少しも奇妙なことでないどころか､大変自然な現象です.この自然さが説明できる文法でなけ

れば､本当の文法ではありません｡それができるのが ｢文章化文法 lです.

そして.最後の文を迎えます.

- 条件匂

えさを目の前に見せて走らせるとか,

あるいは､

後ろからおとかして追い立てるとかしないと

本気にならない

&3'LL

にちがいない｡

ここでは､最も大きなボックスを作って処理しました.他の処理法も､勿論考えられますし､それをいろいろ考

えるのは大切なことですが､ここでは､それは省略します｡

最後に､文章化文法の要点をまとめておきます.

A.構文表示のための前提事項

1.構文要素をボックスで表わす.ボックス内の情報を類型として代表することばを､次のように用意する｡

名詞句 ダレ ナニ (適宜､ナニゴレ ナニモノと当ててもよい)

動詞句 アル スル ナル ドゥスル ドゥナル

形容詞句 ドゥダ

副詞句 ドノヨウニ ドレホド ナニユエ

以上の疑問詞頬を ｢代表疑問詞 lという｡

2.各ボックスは､文の中で構文要素となるために､大抵の場合､テニヲハを必要とする｡テニヲハはボック

スの外に書く.テニヲハ無しで構文要素となるときは､代表疑問詞がそれを表わすことになるが,各ボックスに

は､文法同語で要素名 (格の名)を注記することを原則とする｡

構文要素には､下記の種瓶があり､代表疑問詞との関係は､多く.次のようになる.

環境語 時の環境語 イツ

所の環境語 ドコで

JLの環境語 ナニユユ

主語 タレが タレは ナニが ナニは

目的語 ナこを

補語 ナニに ナニで -

修用語 Fノヨウニ ドレホド

述語 アル ドゥスル ドゥナル ドゥダ ナニゴトだ ナニモノだ

(注記)連体修飾語 rドノヨウナ 再ま部分的には頻繁に現れるがも常に名詞句もこ注ぎ込むから､枚正して構文要

素になることがない.即ちボックスの中がドノヨウナとなることは無い.
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B.文章化文法の要訣

文法が･r文章化け るとき常に起こる現象を､次のように｢プロセスiと瑳える9番プロセスの例をこは､原則

として､r裁物の能力iで･･V73説明例に現れたものを長靴3る.

ま,摺素拡大プロセス】文型ボックスは､珪宣･ii9/畳嬰I入れ引ヒの4原理で拡大するが､いくら駄
してt).一つの代表疑問詞で表わされる.(注ぎL括り･並び･入れ子の説明は略す)

(例)H文 4-5文6-3文 8-1文

2早E要素転換プロセス】構文要素 (=文型ポック封 の性格が､叙述もこ伴ってb他の性格に転ずることが義

る.特に争いケ一一スに､次のようなものがある.

①巨 タラ条件句がイツ要素に転ずる

(帆)6-3文

②カラーノデ条件句がナニユエ要素をこ転ずる

(例)4-5文

③テ前句がト′ヨウニ要素に転ずる

(例)81戊 ｢えさを目の前に見せて走らせる?は｢rドウシ!て=ごりスル日 の形がr‖'ノヨウニ11rド
ゥヌル3日こ転じた争

㊥ドゥス小で終わる述語句がドゥナル要熱亡転する

(例)4-3文の射部iJ述語

⑤動詞の否定形が形容冨酢拭転じ,J賢母ダ要素もこなる

ti伊l)413文の帰酢 J述語

3,r述語辞成長プロセス3述語の抑 持分が捲辞的に発展して､諸種の文末形式を生す1も.橋脚 .

a)中0滴著な現集として､i･･_'7あえず次の2形式を挙げることかできる｡

①コトガデキ,･L,形式 元来の主語述語性力味わilて文末中断辞となっているせ

(例)4-4文の｢という自信があるltを文末辞と抜-r液のも同TL'.,類型に郡 -る.

②与Z)シテ･ナン1-ヤ7テ形式

4.rつぶやき部翻ヒプロセス..j心の朋 語の一つであるナニユエ要素がメタレベルでのナニユエ(発言の理

由づけ･弁解の言葉r独り言など)になる場合､F.つぶやきiの部分となることがある.これは構文要素から外

れた存在となる.

(例)4-5文

以上の前提事項やソロセスは.その名づけ方などは極めて林的ですが､その内容は､特に個性的に作り設けた

ものではなく,私たちの東が,日本語の処理という形で言語思考をするときに,謙もが無意識に行なっている､

J地 組軒ラ動があると考え､それを跡づけてみたものです.

結論を-と言で言えば､r文法は文章すけ るほど簡単になって､考案の思考に奉仕するBということです中国

語扱育･日本語扱菅の別なく､言語教育の現場で､これから最も考えるべきことに､良い文章化文法の開発とい

うことがある､というのがこの度¢満場綻巌です.
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