
主題文の意韓解釈

語用論的経論と語の文法的情報の相互作用

黒沢晶子 (ロンドン大学)

本稿では､主題名詞句 と述部 との間に格関係の対応のない主題文を､聞き手がどのように し

て理解するのかのプロセスについて考える｡語の持つ文法的情報 と語用論的推論によって話

し手の意図する命題の復元が可能であること､また復元には限界があること､及び題述関係

の本質について述べたい｡

14主題名詞句と述部の関係 1

主題文の中には､以下の例文吊 ～(8)のように､何 らかの形で､｢は｣で示される主題名詞

句と述部 との間に格関係の対応のあるものと､(?)～(=)のように､そうした関係にもどす こ

とのできないものとがある｡(分類は野田 iq96による) まず､(!)～(4)は､無題文の格成分

そのものが主題になっている｡

主塵

(ヨ) 父はこの本を貰ってくれた 公吏 この本を買ってくれた 格成分(ガ格)

(2) この本は太郎が書いた 太郎がこの本を書いた 格成分(ヲ格)

(3)a 植物園には､シーボルトが日本から持ち帰ったイチョウがある 格成分(こ格)

シ-ボル トが日本から持ち帰ったイチョウが植物園rt_ある

b この駅は､特急が止まる｡ 特急がこの駅に止まる｡

(4)a グロ-ブ座では ｢リア王｣が上演されている

｢リア王｣がグロ-プ座三上演されている｡

b 会場は､余興が始 まっているo 余興が会場で始 まっている.

格成分 (デ格)

LかL､一見そのように単純には見え+i:い(5)｢象は鼻が長い｣も､無題文 ｢象の鼻が長い(こ

ど)｣の格成分 ｢象の鼻が｣の連体修飾部分である ｢象の｣が主題 となっていると見る(三上

1960)ことによって､主題の文構造上の位置が明 らかになるO(6)～(8)も同様に､格関係 にも

どすことができる｡

皇盈

(5) 象は鼻が長い 盈 42鼻が長い 成分の連体修飾部分

(6) かき料理は広島が本場だ 広島がかき料理の本場だ 述語名詞の連体修飾語

(ワ) 辞書は新 しいのがいい 新 しい辞書がいい 格成分の被修飾名詞

(8) 花が咲 くのは7月ごろだ 7月ごろ花が咲(_ 節 (分裂文)

ところが､(9)～ (=)は､そのような格関係に立つ無題文を作ることができない ｡これを野

田(E?q6)では､破格の主題 と呼ぶ.呼応のおかい ､誤用 とかたづけず､それなI)の表現効果

があると盗め､主題 と後続部分 との関係に過不足があるか希薄であるという点から類型化 を

行っている｡

(?) 五首円硬貨の重畳は､左側 5番の機械で塵盈 LてくださいO過剰型 (_部が書なる)

掴 )a 新聞は小銭をご用意 ください 不足型(三部を補 う)

i本稿の主題文の例文は､三上(1960)､久野(1973)､菊地(1995)､野田(1996)､及びKurosawa(1998)による｡
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b 新聞を買う孝は小銭をご用恵 ください

(書…) このにおいはガスが漏れてるよ 漠然型

ところでt.主題 と述語 との間に明白な格関係の対応のない主題文は､(q)-(=)のような正

誤すれすれの印象を与えるものばかりではない｡例えば(!2)は､文として整い､定型的にな
_･rl ､サ

つ LtJいもO

(ほ) 魚は､鯛がいい｡

これは､形の上では(5)の象鼻文と同 じだが､｢象の鼻が長い(こと)｣ と同 じような絡関係に

立っ無題文を作ることができないO菊地掴95)は､｢魚は鯛がいい｣F酒は日本酒に限るJ｢紙

は再生紙を使っている｣等を..主題Xが ｢述部に対 して格関係をもたず､述部中の-名詞句

Yを含むだけの｣関係であることから､『包含型』とも弓 葦型を立てている｡言い換えれば､

このタイプの主題文はき主題 と述部間のつながりが格関係という文法的関係によってではな

i､｢鯛｣が ｢魚｣の部分集合であるという意味上の知識をもとに理解されるわけであるC

2 変形生成文法での主題の扱い- Fもとの形は何かjという視点

変形生成文法では､現実に乗れた文にはもとの形 と;Lて深層構造が存産 工 文構成要素の

移動によって桑層文が派生ずる､ という考え貫首するO主題文も､ (2)のように主題名詞句

が格成分である場合には､無題文の構成費寮が文頭に移動 し､豊海化 Li工 IE:分析できるG

ところが､(闇 は r魚は｣が移動によをノき派生 したとは説明できない .,そ=竿､久野若妻耶3)はY.

(闇 では主題が深層構造の段階から主題 としてそこに存在する､とi_!たO

(23a この本は､太郎が書いたo b [[この奉は]主萄[太郎 藁 年率 書いた ]S]S

(闇 a 魚は､鯛がいい｡ b [[魚は]主確[鯛 いい]S]S

この久野の分析を発展させ､Saito(博85)は､日本語の主題文を(闇)のように格助詞のつい

た名詞句が規範的な語順の入れ替わり(sgrambl偏 )で文頭に来ている ｢かきまぜ文｣ と:区別

したo

(!3)では ｢その本を｣が本来の位置から文頭に移動 したと考えるO もとの文の ｢その本を｣

の位置には､移動 した後に 等aP(e)が残るO他方､格の対応がない(i2)のような主題文

がある以上､日本語の主題文は､無題文中に生成された名詞句が文頭に移動 して派生 し

たものとは言えず､主題文の構造は一つだとしたO

(ほ)a [Sその本 lは [S太郎が proi書いた]] b [sTopicl[S‥‥PrOl.…]
(f5)a [S魚は [S鯛が いい]] b [sTopicJ[S … … … … … ｡]]

主題名詞句は文頭に基底生成されると考えるので､対応する位置が後続の節の中に見当たら

な くても､問題はない.移動による漁生でないので､(i4)の後続句の ｢その本を｣の位置に

は､gap(e)ではなく､pro(空項)があると解釈する｡では文構成要素の移動 という大義名

分 のない(15)で､｢魚は｣ と述部 とはどのように して文法的+A:文を構成 しているのか｡

Saito(iq85)は､格の対応によってでは+i:く､aboutnessreJationによってつながっている

(それにより認可される) と説明する｡
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3 関連性理論から見た言語表現と主題文

3.1 過不足ある言語表現

｢魚は鯛がいい｣のように格関係の対応のない主題文は､変形生成文法の基本的な考 え方

｢本来の生成他置から名詞句が移動 して､様々な表層文が成立する｣では明快に説明ができ

ないため､上のように扱う必要があった｡ この見方には､文法的な文であるならば､ きちん

とした格関係にもどせるもの､ もっと-般的+A:言い方をすれば､話 し手の言いたいことは､

過不足な く､すべて明示的に言葉によって表される､仮に省略があっても､それは統語上の

規則から復元可能である､という前提があることになる｡

しかし､言語表現 というものは､そうではな く､話 し手の伝えようとする命題を不完全な

形で言い表すのがむしろ常であり､その過不足分を聞き手が様々+A:形で緩めたり補ったりし

て理解 しているのだ､ というのが関連性理論2 (sperber皮Wilson(1986/95)､Carston(1998))

の基本的な主張である｡例えば､言い誤 り､暗噴､皮肉等､字義通 りの意味でない言語表現

であっても､聞 き手はちゃんと話 し手の意図する意味を理解 している｡

その際､発話解釈の操作基準となるのが関連性 という概念である｡人間は､認知上白分 に

とって関連性のある情報に注意を向ける.また､伝達行為がはっきりとあることを伝えよう

とするものであれば､受け手はそこに最尊の関連性があるものと期待する｡ある言語的 弓 巨

言語的情報が人にとって関連性があるのは､その情報が受け手の持っている文脈的想定 と(D

相互に作用 し合って文脈的含意をもたらす､②想定を裏付け､強化する､③矛盾 し､退ける､

のいずれかの場合である｡例えば､｢パーティーは遅 くお開きになった (p)｣ という情幸鋸ま､

｢パーティーは遅 くお開きになったら成功だ(pならばQ)という文脈的想定を受け手が持ってい

れば､演梓的経論によって ｢′て-ティーは成功だ(Q)｣という文脈的含意を産み出し､ この点

で関連性を持つ｡もL受け手が ｢パーティーは遅 くお開きになった｣と考えていたなら､同 じ

情報がその想定を裏付けたことになる｡また､｢パーティーは早 くお開きになった｣と思って

いた場合は､その想定は否定され､退けられる｡いずれも情幸鋸ま関連性を満足させ､文脈的

効果があるとされる｡文脈的効果が多いほど､また処理労力が低いほど､関連性は高まる｡

(柏)a｡ A:テ レビで何をやってる7 b B:何 もやって+A:いわ.

C｡(放送がないのではなく)見たい番組が放映されていない

上の会話で答えが字義通 りにではなく､活 し辛の意図通 り理解されるのは､聞き手が呼 び

出しうる文脈的想定の下で関連性への期待を最 もよく満たす解釈を選ぶからである｡上の例

で 部のように意味を補い拡充するごとをenrichmentという｡

解釈の前提 となる文脈的想定が変われば､結論 も変わる｡昼間テ レビの放送がない国へ行

った日本人同士の金言舌なら､｢何 もやってない｣は実際に放送がないことを発見 したのだと理

解されるかもしれない｡ この想定によって解釈が変わること､つまりある言語表現に対する

前提(想定)も結論 (解釈)も固定的なものでないことは､語用論的推論に特徴的な点である｡

また､話 し手が予期 したのとは異なる文脈的想定を聞き手が持つと､誤解が起きる｡｢情け

は人のためならず｣や ｢転石苔を生ぜず｣に新 しい解釈が生まれたのは､別個の想定の下に

意味を解釈 した結果 と言える｡話 し手の意図する命題は､言語記号 というコー ドにのせて表

す Lかないが､聞 き手はその不完全な言語表現をキかかりに､それが関連性ある情報だとい

う見込みの下､呼び起 こすことのできる文晩的想定を前提 として､命題を復元するしか+A:い

のである｡ これが言語理解の本質である｡

2関連性理論は､裟知心理学に基礎を置き､聞き手の観点から菟藷理解がどうなされるかを見た語用論の理論｡西Lh

(呈999)に簡潔な解説がある｡
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3.2 意味拡充 (enrichment)と表意 (explicature)
carston(i988)は､次の例 を用いて意味拡充の概念を説明 している｡

(門)a. A: HowisJanefbeiinga氏e沌eFfifStyearaもuniversity?

b. B: Shedidn'tgetenoughunitsandcan'tcontinue.

(椅)a. 地 didn'tpassenotlgh ioquali亘forad如 垣

yearstudy,and,asaresult,地 cannotcontinue地 建垂;
衆 意 (exp‖C,atu.pe)

b, 幽 壷建監延建塵幽 蓮, 塘 意 (廃 !r庖 ture)

:代名詞は何 を堵Lているか (指示付与)

;意味の一義化

三確言筋による意味拡乳 もeヱばichment

鹿意 (expiica細e)-真偽を問 うことのできる命題

(J7a)の質問に対する答え(nb)はb言語記号に泉された論翠形式のままではな く､まず sheが

誰を婚すれ 鴬殊釦 ､くつかあるgetや un主音が何を鴬喋するのかをはっき根 ざせな 仁てはな

こっrd:いOさらに省略 された部分 を経論によって補 うことで初めて日8a)のように命題 とLての

碑容を整える｡ 二の意味の補いが意味拡充十erir立地memを)で､ こうLて得 られた命題冊 盈日を

表意 というoHSajは､Lか Lそれだけでは昭 a)の質問に答えたことにな らない,J聞 き手は､

汗8a)の表意者もt:星二(磯 )を推論によって得ることで､結 L車の鴬渓する意味 を理解 LiI:ご

ly:主 なるO 二の(磯 )を碓意HmpiiGai覗ぎe律 いうO衆意が言語 インプッ トそのままの論理形

式 を展開､肉付け Lた命葛であるa)に対 し駕塘意は衆意にもとづ くが､衆意 とは別個の論理

形式を持つ命題であるO また､衆意は明示自倒云連だがぅ碓意は非明示自研云達であるQ

ところで､.関連性理論では､拡充は言語コ- ド解読によってではな く､語確論的塘論によ

るとされるo Lか し (椅a)の意味拡充部分は､すべて(沌C)のように語用論的推論によって

得 られたものなのだろうかC語にはそれの求める語の範噂や文法的役割が何かという文法的

情報が含 まれている3｡continueという動詞には､withsome血 ng,離se払ooi,inone'sjob,as

managerなどの前置詞句や動詞､形容詞が補語 とLて続 く可能性があるoこの文法的情報は､

意味拡充に一定の制約 をもたらし､解釈の処理労力を軽減する釧 二､-役貰 っているO語の持

つ文法的情報は､ どんなカテゴリーの語､句が求められるかを知 らせるのだが､具体的に何

が補われるかを決めるは､語用論的経論の役割 となるOここでは､withuniversitystudyとす

るのが文脈的効果 をもたらす解釈 であるO

以下...この文法的情報 と語用論の相互作用 という視点から､ 日本語の主題文の意味理解に

ついて考えてみたい ｡

3.3 格成分が主題である文の格助詞の復元

格関係の対応がある主題文の中で､(り～(4)は､格成分その ものが主題になっている｡無

題文では規範的には格助詞が明示 されるが､主題文ではガ格､ ヲ格は助詞が明示 されず､

(3b)(4b)のようにこ格､デ格 も省かれることがある｡ この見えない格 を聞 き手はどのように

して復元 しているのだろうか｡

3.2で触れたように､個々の述語は､それ自体､共起する名詞句の格が何々かという情報

を持っている｡ (2)では､動詞 ｢書 く｣はガ格 とヲ格の名詞句をとる｡ この語棄情報に照 らし

3sperber&Wilson(1986/95:205.211)で示された基本的な考えをKempsonetaJ(2001)が形式意味論の立場から発展させて

いる｡ま'た､文法埼知識による予読陀 ､､う観点では､寺村(i9871に実験と考察がある｡
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合わせれば､主題文 ｢この本は太郎が書いた｣の主題は､対応する無題文でヲ格であること

がわかるわけだ. これは､結合価 ということとは必ず Lも一致 しない｡ニ格やデ格な どにな

ると､それは動詞にとって必須項の格 とは言えない場合のほうが多 く+i:るからである与｡例 え

ば､動詞 ｢止 まる｣の必須項は一つ(ガ格)だけで､他の補語が+A:くても文法的+A:文が作れる｡

しか し､(3b)の ｢この駅は特急が止まる｣に対応する無題文が ｢特急がこの駅に止 まる｣だ

と分かるのは､｢止まる｣が<場所>を表す名詞 と共起関係にあり､その格はこかデだが､与

えられた名詞が ｢駅｣+i:らこ格をとる (もL ｢線路上｣ならデ格) ということが語桑情報 と

して ｢止まる｣に備わっているからである｡

格助詞を復元することは､主題名詞句が無題文のどの構成要素なのかを知るというこくて

あり､主題 と述部 とのつ+i:がりを理解することである｡ コー ド化されていない意味 を補 うと

いう点で､ これも広い意味での拡充と言えるだろう｡ ただ､ このとき復元するのは格 とい う

文法的関係であり､聞 き手が頼 りにしているのが語乗それ自体の持つ情報であることが(沌)

の拡充t:は根本的に異なる点である｡

3.4 格関係の対応のない主題文の意味拡充

(LO)(‖)(12)や以下の(2H+A:ど､格関係の対応がない場合は､3.3のように言語の持つ情

報だけで拡充が行われるわけではない｡(10)｢新聞はノJ､銭をご用意 ください｣は､駅 の売店

の貼 り紙だという場面から､｢大勢の乗客が朝夕のラッシュ時に効率的に新聞を買えるように

するには､乗客が予めノj＼銭を用意することが必要だ｣という想定が呼び起 こされ､｢新聞皇墓

皇墓｣ と意味 を拡充することが可能になる｡ (吊 ｢このにおいは､ガスがもれてるよ｣は､

｢ガスがもれれば､においがする｣と:いう想定を呼び起 こす ことは容易であり､～ガスが もれ

ているために､このにおいがLている (と話 L手が伝えようとLている仁 と整えることがて

きる｡ (=)の主題 と述部のつながりは野田が言 うように漠然 としてはいるが､聞き手はー百科

事典的+i:知識を動員することで､文脈的想定と文脈的効果のある解釈を得るのにさ して困難

はない｡では､ (12)はどうだろうか.

(12)魚は､鯛がいい｡

(12)の主題 と述部の関係は､｢鯛｣が ｢魚｣の部分集合だという知識をもとに理解される､ と

(7)｢辞書は新 い ､のがいい｣や次の例のように､格関係にもどせるもの もある｡

(20) 魚は築地がいいO 築地の盈五三い い ｡

次に､X,Yが何 を婚すかの知識が+tければ､ この構文がH2)型か(7日20)型かの判断はでき

ない ｡ どちらの型でも ｢Yがいい｣にはYを選び出す という意味があるが､ この点か らだけ

では､ ×とYの関係が何なのかということは分からないからである｡

(2t)魚は､マヒマヒがい い｡

マヒマヒが魚の名前なのか､魚の捕れる場所､売っている市場の名なのか､はたまた魚料理

の店､魚料理の名人の名+i:のか､それを知ら引 すれば､あるいはそのどれであるかを類推 さ

せるコンテクス トがなければ､主題 と述部の関係はわからず､従って文の意味 も理解できな

いO従って､(i2)は､｢い い｣という述語の意味､あるいは ｢×はYがい い｣という構文だ汁

からほ理解できず､ ×がYを含むという知識に依存するこt:に+A:る｡

次に､魚が鯛を含むという関係を知っていても､それで(E2)の意味が確定 Lたわけては+A:

い ｡伐に何のコンテクス トもなく(12)を単独で聞いたとして､とられる解釈は(22a)だろうが､

レス トランでメニューを選ぶ際の発話なら(22b)が､また､これから料理 をしようという場面

でなら(22C)が最 も関連性ある解釈 とLて選ばれるはずである｡

4 これに対 して､述語に対する必須項とそれ以タトの付加部の区別に明瞭な-線を画することはできず､述語-項の構

造は不確定なものだという主張 (Marten1999) もあるO
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(22)a 魚は､その中で鯛カと 畳まは主上 王 o 魚の中で､鯛が-番すばらい ､o

b 魚塗壁追､鯛(料理)を連星上之i｡ 魚塗壁に鯛を注文する(意志衷呪 二格)

C 魚塑墾蛙､鯛(料理)を素材にして焦る i ｡鯛を素材にして魚料理を作る(意志表明)

ここでは､文脈的想定と言語コ- ド情報の相互作用という語用論的推論が解釈に不可欠+a:役

割を果たす｡ もう一つ､別の例を見てみよう｡

(23) 物理学は､就職が大変だ｡

(24)a 物理豊艶 学生週､就職するのが大変だ｡ 物理学科の学生が…

b 物理学の分野では就噴口を見っけるのが大変だ｡ 物理学の分野で…

(23)の ｢物理学｣を ｢物理学科の学生(卒業生)｣ととるか､｢物理学の分野｣ととるかは､想

定の立て方で決まってくる｡｢音語学科の学生は卒業が大変だが｣と:いう蒐話に続 くものなら､

｢物理学科を卒業すると就職が難 い､｣という想定が最 も呼び起こしやす く､関連性を持つ｡

格関係の対応のない主題文で主題名詞句と後続節との間に成 u立つ a.boutnessre暑at血

(Sai玩 博85)というのは､関連性理論の観点から言えば､衆意 (真偽を問うことのできる命

堰)を復元するのに語確論的推論による意味拡充が必要な関係のことだと言えようO

3.5 ウナギ文 (述語の復元)

ここまでの主題文は､述語はあっても主題との関係が明示きれていないため､その関係の

復元が課題だがbウナギ文は､ (27)のように述語そのものが明示きれていない幻で､まず述

語を復元することが課題 となるO 例えば[:28)のような可能性があるO

(27) 太郎 :ぼ くはウナギだo 5

(281Ja 太郎はウナギを注文するO 太郎が… 由

b 太郎はウナギが好 きだL塵崇豊O 太郎が…

C 太郎はウナギを釣ろうとLている｡ 太郎がラ"

(28ja-Cの解釈では､述語 と主題名詞句 との間には､絡関係があるO同 じウナギ文でも､｢花

は桜木｣のように格関係の対応のないものもあるoいずれも､述語､そ して次に主題 と述部

とのつながりを複元するのは､ これまでと同様､文脈を想定 し､関連性を持つ解釈をするこ

とによる｡

3.6 復元はどこまで可能か

3.6.1 文法の役割と語用論的推論

ここまでで見てきたE3本語の主題文は､主題 と述部の問に格関係 という文法時関係がなく

ても拡充によって命題が復元できる､つまり理解できるものだった｡それでは､復元はどこ

まで可能+a:のだろうかO主題 と述部 との間に何 らかの開きがあるとして､それはどこまで埋

めることのできるものなのか｡次の例文は､新聞のコラムの (朝日新聞コラム『閑話休題 冷や汗

の中の英語』岬98.H.i)書き出しの文である｡読み始める前に与えられた情報 とLては､見出し

と筆者が論説副主幹だということだけで､ほかにコンテグス トはない 0

(29) 冬時間の米国は､話が しにくい｡

さて､ この主題文はどのように解釈できるだろうか｡読み手 として私が経験 したのは､複数

の解釈が可能だが､どれとも決めがか ､､ということだったOその後､何人かの日本人に解

釈を尋ねてみたが､皆､さあ､と首をひねり､こういう意味かもLれないけれど… と次のう

ち一つか二つを挙げた｡

(30)a 冬時間塞塾堂のアメリカに住んでいる人と電話で話すのは難 しい0

b 冬時間去塾生のアメリカについて話すのは難 しい｡

5久野(1978)で<省略>､野B(1996)で<破格の主選一不足型>｡奥津(1978)で<ダの述語代用>｡菊地 (1995)で<文
脈破産の｢Yけ>+_りすヽ'rヽI-■■It-.｣/ヽ,O
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C 冬時間窒塵豊のアメリカ呈藷すのは難 い ､｡

コンテクス トが与えられていないので､それ抜 きに文法的知敦 と盲科事典的知識を総動員

すると､次のよう+i:可能性が見えてくる｡まず､述語 ｢話をする｣ と近い共起関係にあるの

は､｢誰かに｣｢誰かと｣｢何かについて｣などだが､これに ｢冬時間のアメリカ｣を当てはめ

ると､(30b)の解釈 となる｡｢誰か｣の人間の代わりに場所を用いて ｢北京(政府､事務所､そ

こに住む親戚)と話す｣のように言うことはあるが､｢冬時間のアメリカと話す｣は意味上変

則的であり､こうは言わ+A:t､だろう｡また､他に ｢話をする｣と共起可能+A:のは ｢いつ｣｢ど

こで｣などで､(30C)の解釈 も文法的には可能である｡ところが､(30b)(30C)の解釈では､そ

れを関連性のあるものとするような文脈的想定が得づらい｡ (意味を成 しにくい)

他方､(30a)の解釈は､文脈的効果がある (意味を成す)が､｢話をする｣が文法的に求め

るもの以上の拡充をしないと得 られない｡その拡充は､日米は昼夜が逆転 しており､国際電

話がかけにくいという経験や知識が読み手にあり､かつ記事の書 き手が取材のためアメリカ

人と英語で通嶺 Lな くてはならない ､という状況を想像 して初めて ｢そういう意味かな｣ と

考えっく類のものである｡

読み手が解釈を保留せざるを得ないのは､仮に文脈的効果のある(30a)を思いついても､そ

の通 りだという確信を与えるようなコンテクス トがないからである｡前置きのない場合､普

通は文法的に復元可能な範囲で文を作るものだが､(30a)は文法 との間に大きな飛躍がある｡

そのために読み手は､(30a.)をとるか､(30b)早(30C)をとるかのジレンマに悩むわけである｡

実際には､(30a)が正 しいのだが､それがはっきりするまで､さらに 即 行読み進 まな くて

はならない｡ この文には､文法から見た復元の Lやすさと､語用論的推論の しやすさとに差

があり､複数の解釈から-つを選ぶのが難 しいO選べ+A:いということは､読み手が書 き手 に

期待 している関連性は十分満たされず､伝達はうまくいかなかったということである｡

3B6.2 意味拡充の限界

次の(3la)は､Kuno(lq73)で ｢主題は述部と何 らかの関係があれば文法的+i:文が得 られると

は限らない｣ ことの例 として挙げている例である｡

(31)a*USスチールは､僕のアパー トの窓が汚い . 6

bUSスチ-ルと言えば､その工場から煙が出るせいで､僕のアハ○-Lの窓が汚いんだ｡

(3Ia)を(3Jb)の意味だとLても､そう解釈することは不可能である｡たとえ聞き手に ｢USス

チールは､鉄鋼会社で工場があり､その工場からは一日中よごれた煙が出ている｡話 し手は､

工場の近 くに住んでいる｣という知敦があったとしても､である｡因果関係を述べているか

ら意味が補えないのでないことは､(32a)を見れば明 らかである｡

(32)a. 妥ワインは､頭が痛 くなる｡

b 妥ワインは､それを担 げ ､頭が痛 くなる｡ 妥ワインを飲むと､頭が痛 くなる｡

(32a)は､格関係の対応はないが､(32b)のように拡充ができる｡この拡充が難 しくないのは､

妥ワインと頭痛 との因果関係は､呼び起こしやすい､極めて-般化 した想定だからだろう｡

(3は)の]Sスチ-ルと話 し手個人のイ主まいの窓がきたないこととの因果関係は､(31b)のよ

うに複雑であ県 たやす くその文脈が想定できるものでは+A:い.

もう-つの問題に､題述関係とは何かということがある｡(3Ia)ち(32a)も述語の性質から

言って判断文 (品さだめ文)だが､判断文というのは､主題名詞句の属性はこうこうだ､ と

叙述する性格を持つO(32a)のほか､(3)(5)(6)(7)(8)(I2)(23)+A:どの判断文を見ると､話 L

手が主題名詞句の恒常的+J状態､性質､くりかえし起きる事柄を述べているのが分かる｡(引a)

は､これに対 して､USスチールという会社の性質を述べているとは考えにくい｡そのつなが

6Kuno(1973.･254) JamesMcCawⅠeyによる例文
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リは､｢USスチ-ルと言えば｣という程度のもので､これを題述関係 というこt:はできない

のであるO これも(3la)が非文と見+i:される理由である0

4 結び

主題文には､｢象は､鼻が長い｣のように主題名詞句と述部 との間に格関係の対応のあるも

のと､｢魚は､鯛がいい｣のように､その対応のないものがあるO文には､ もとになる深層文

があ県 その成分が移動 Lて表層文が派生する､ と いう生成文法の立場からは､主題名詞句

は､移動によって文頭にあるのではな く,本来その位置に生成 Lたものであ卓上 述部 とは

.qhn吊nf3ccrDinilnnでつ+'､がつていろtとされる,_.㌔_.k.Y.ヒ_V.ど.ちヨー;岩IJ;L=ちly■td!■L-℡J Ii

Lか L､話 し手の意図 Lた命題は､常に過不足なく､すべて言語によって明示的に表され

るわけではないO語用論理論である関連性理論では､不完全な言語衆硯を､意味拡充するこ

とで衆意 (真偽の問える命題)を得ている､とするO解釈の基準 となる瑚 ま､関連性 という

概念である｡同時に､文の意味解釈には､語の韓つ文法的情報 (どんな範噂の語が要求され

るか)が関わっており､語用論的推論 との相互作,F削こよって､主題文は理解されている｡

鴬嬢基充には､--常の限度があ書き､どん引 =離れた関係でも聞き皐に理解できるyiは言え

ないo復元のための労力が不当に大きすぎると､それはいわゆる悪文､ または非文になるG

悪文､非文は､言語理解において､聞き孝がど'Q)ように文法的知識と樵 々㌢署料亭顔的細波

を使っているかを示 しているO

意味理解は文法的制約と語踊論的碓論の南面からなされる｡-見,甘述部和 こ対応するも(/7

がないようl=見える主題名詞句も頂二の過程を経て､述部 tlg)開演が明 らか喜=なる鋸であるn,
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Kurosawa,Akiko(1998) ThèAnaphor-1ess'TopicConstructioninJapanese.ms.SOAS.tJniversityofLondon.

Marten,Lutz(1999)SyntacticandSemanLl'cUndeTSPeCtJicationintheVTel'bPhrases.PhDthesis.tJniv.ofLondon.

Saito,Mamoru(1985) SomeAs砂mmeln'esinJapa作eseandthel'TTheoTett'caLImplications. PhDthesis. MIT.

Sperber,Dan良DeirdreWilson(1986/1995) Relevance.B!aekweIL

(邦訳 :内田他 訳(1993)『関連性理論』研究社出版)

- 3 0 -


