
日本語の挙証性 Evidenciality 2001年 8月 3日

第 14回日本語教育連絡会議報告 蓮沼 啓介

0｡間蔓の所在と本報告の主張

英米語の関係節と主節との関係は透明である.文中での構造が先行詞 HeadNounと関

係代名詞 監elaivePronounとの連接により明白に形成されるからである｡これとは対照

的に､日本語の関係節である連体修飾節と主文の要素である修飾される名詞句との関係に

は不明の点が少なくない｡

まず例文の(1)(2)(3)を見よう｡【なおT卜(30)は寺村1992の例文の番号を示す詔｡

☆(1)文子が坐ったうしろの窓には､もみじが青かった｡ TIi30)

☆(2)このごろ自分は､深酒をした翌日には､以前にも増 してなさけない気分に襲われ

るo T仁(33)

☆(3)あんな店で働いているおかげで､男の裏は全部知っている｡ Tト(35)

(Dは従属節である連体修飾節の内容と主文の内容とが空間的な前後関係に立つ事例で

ある｡(2)は従属節と主文の内容が時間的な前後関係に立つ事例であるO(3)は従属節 と主

文の内容が原因と結果という因果関係に立つ事例であるG

これらはどれも寺柑秀夫のいう ｢外の関係｣に当たる事例であるo ｢内の関係｣と ｢外

の関係｣とは寺村によれば､次の棟に区別される｡例文の(4)(5)を見ようO

(4a)君がそのとき聞いた足音

(4b)誰かが階段を降りてくる足音

(5a)サンマを焼 く男

(5b)サンマを焼 く匂い

Tト(7a)

T卜(7b)

Ti-イ8a,)

Tト(8b)

それぞれ aは ｢内の関係｣を示 し､bは ｢外の関係｣を示す例文であるD(舶)は ｢~君が

(足音を)そのとき聞いた｣という文の形に直せるし､(5a)は ｢(男が)サンマを焼 く｣とい

う文の形に直すことができる｡ ｢内の関係｣では修飾される名詞句を修飾節の内部に取 り

込むと修飾節は文になる,)

寺村は日本語の連体修飾を次の様にまとめている(Tip202)o

as内の関係｡これは付加的修飾の場合であり(4a)辛(5a)がその例である｡

b.外の関係Oこれは内容補充的修飾の場合である｡,内容の補充を寺村は普通の補充 と

相対的な補充 とに分類 している｡例文のうち(4b)や(5b)が普通の内容補充の例文である｡

(4b)では修飾節によりどんな足音かが補充されているわけだし､(5b)ではどんな匂いかに

ついて説明が補充されているD次に罷る例文の(6)(7)(8)も普通の補充の例であるLl

(6)漁師は､海上で水死人にであうと､これを(流れ仏)といい､漁運をさずけてくれ

るものとして､喜ぶ風習がある｢, TⅢ-(57)

(7)太才ボップですら､党語と馬乗語との同系を論 じて､見事に失敗 した経歴 もある｡
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(8)聖堂でも私は自分に与えられた影像にしたがって敬度に祈るふりをしていたo

どのような ｢風習｣か､どのような ｢経歴｣か､どのような ｢ふり｣かを補 う役割を修飾

部が担1ているという風に寺村は捉えているわけである,,

さて普通の補充とは区別される相対的補充は､従属節の内容と主文の内容とが ｢相対性｣

とでも呼ぶべき意味特性を持つ関係に立つ｡①②③の棟にこっの事態が相対するかたちで

結合されるO

川tとノ二LF日jRIJ'cLF川72冗∠こ/仁ぎVノ!判′!'ii:･削←ーナ7買 //工モーウ4才//lTrーr'召､/慣モ-ヰT,輿/】与鞘V)ト ~'i鞘リ

ブ‡② 時間的な前後の関係 :前日←く当日)→翌日

It/-?③ 因果関係 :原因←-→結果 / 罪<-〉罰

先に見た例文の(H･(2)く3)はそれぞれに当たる例である｡

以上､寺村秀夫による連ノ酎疹飾節の樺額を概観 したが､続いて泰報告で行 う主張の説明

に進むことにしよっ｡,

本種告での主張は簡単であるGすなわち ｢外の関係｣とは g:tt/ide言iCiLH拍7を示す関係

であると主張する｡要するに 喜【外の関係｣とは EvideLYiCiともiな関係のことである､′言い換

え れ ば鈷題と挙証の関係のことである｡｢外の関係｣のうちでも普通の補充は命題と証拠

の関係にある｡本報告ではまずこの点を指摘し､更に時間oj許す範囲で相対的補充にも触

れるつもりである｡ さ て {A b)( 5 b )描)(?,)(8)の例文は次の様な内容を表 Lている｡

(鰭 )足音がす一るし,この足 音 は ｢誰かが階段を降りてくる十証拠である.I

(5tf)匂いがするハこの匂いは ｢L(誰かが)さんまを焼いている｣証拠であるC,

(6')漁師には ｢(漁師は)海 卜で水取入にであ;)と､これを(流れ仏)といい､漁運をき

ずけてくれるものとして､喜ぶ｣ことを裏付ける/証拠である風習がある｡

(79)天才ボップには r(かれが)発語と馬乗語との同系を論 じて､見事に失敗 した｣こ

とを示す//裏付ける/証拠である経歴 もある｡

(8■) ｢(私は)自分に与えられた影像にしたがって敬度に祈る｣という事実を裏酬 ナる

ふり-偽 りの証拠を狸造 していた｡

(8)の例は証拠が偽りの場合であるが､連体修飾節と主文との関係が事実 と証拠 との関係

であることは明白である｡

ところで､これまで ｢外の関係｣を Evidentialな関係として説明する試みは行われな

かった｡それは何故かと言えば､結局のところ､挙証性には二つの類型があることが全 く

見逃されていたか らであろう｢)

1.挙証性の二類型 TwotypesofEvidenciality

挙証性にはふたっの類型がある｡ところがこれまでは Chafe1992に見 られる挙証性が

Evidentialityの標準形とされて来た｡Chafe1992の主張を極 く掻い摘まんで紹介して置

i_1 ,･
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(9/)tfeelsomethingcrawlingupfnyleg, Chafe,ed.p263(1)

(lO)It'sprobablyaspider｡ p263(2)

(ll)Itmightbeaspider｡ 芸)264(3)

Chafeは次のように語っている｡

Peopleareaware,｡-〇㌔thatnotaH knowledgeisequallyreliable(p264)｡

知識の信頼度には段階があって､知識の信頼度に対する話 し手の評価 (thespeaker's

assessmentofitsdegreeofreliability).を示す語嚢があり､実際英米語の談話では

maybe9PTObably,orcertainly,Ormightormay(inConversationalEnglish)などか使

い分けられている､と｡

ところでChafeの説では､挙証性の proto-typeはどの言語に求められるかという論点

が明確には設定されていない｡ここに問題が残されているO｡この点を明らかにするため

に､英米語とは際立って異なった Evidentialityの用法を発達させた 払shaya族の事例

を見て置 くことにしようO 縦のコラムには Performativeを別格として Factualに続 き

Visual,Auditory,Inferential,Quotativeといった Evidetial祖arkerの種類が層を

成して連なっている｡ 横の方向には 談話､物語､回想といった話のモ- ドが並んでいるO

Spontaneous 圭Responsive(WithSuffix-m-) Na汀ative Remote

Performative(tmperfective -ti,ela ーtiJd .-yo舶 -mLyd

Performative(Perfeclive) -meLa -yd

FAG(ual(Imperfective) _一応d

Visual(Perfec(ive) -yd

Auditory I仇Znd

王nferentiaZT -qd

Quotative -do

Performativeの欄は自発と応答に仕切られ､応答の場合の Evidentialmarkerは自発

の場合とは異なって Factualや Visualの markerと同一であることが分かるO例文を挙

げて置 く｡(Oswalt1986,pp35-36)0

(SD Performative-言mperfective:DqOWaOq-伽Ia→ qowd･qala･
l!ampacking(asuitcase).I e- a/qlttAp)I

(S2) Performiltive-Perfcctivc二 Dqmt}aOq-川C/(.I- {](,tt,LjJ7,,TL,ln･
■りustpacked,I q→ h,/_m▲JJJ..,Y.

~ ∴ ∴ ニ ー t

lYes,ihavedonethaL､
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(Sl)と(S2)が自発の場合の例文である｡自発というのは言い出しないし呼びかけというこ

とであるo要するに､自分が今行 っている行為あるいは今し方行ったばかりの行為を自ら

述べ立てる言い方である｡

それに対 して例文の(S7)は応答の事例であるO 話 し手が自ら行った自分の行為でも､聞

き手から見れば目撃という視覚に映 じた事態であることを示す 鮎rkerが使われている｡

英米語の挙証性を推算型と呼ぶことにすれば､これとは対照的な 監ashaya pL｡mO族の挙

証性は体験型と呼ぶことが出来るO体験の積率に応じて別の 招arkersが使い分けられて

いることは明白である,j様々の人間体験を主観的な確信度に応 じて分類 し序列を酎 ナたも

のと言えよう.問題は次の点にある｡即ち､どちらが挙証性の prot0--typeに当たるのか｡

また日本語の挙証性はどちらの 毎peに近いのかoこういった論点がこれまで見過ごされ

て来たと言わねばならない｡

2｡Ej'本譜の挙証性はどちらのタイプか

寺村197rt(且992､p285)にせよ､鮎攻i且986にせよ､Cぬfe摘86の:i=:デjL/に関 われている｡

しか しながら,､仁削 979の指摘する表出型と訴え型に見られる人称 制 約 か ら簸てもE庸二語

の 挙証性は体験型に近いと言えよう｡

(12)僕/衆君/寒波//ガ彼 女 こ ソノ事 ヲ伝 エ ヨ ウ (｡

(呈那 私/演習/*彼女/- トデモEjガ痛 ィ｡

( 7小 今度 ノ研究発表-/釆僕/君/寒波ガシテクダサイマセ ンカ†｡

(:15､)来私l/君/*被/モ北海道へ行 ッテ ミマセシカ

話 し手は百分の意図や感覚については毎分限りの体験であり自分 だ けが述 べ 立 て る こ と が

出来るわけである｡ 一一万､聞き手の意向を問い応答を求める発言では相手の立場に立っ

て相手の行為というか将来の行為についての相手の意向を言い表すことになるC

3む相対的補充への拡張は可能か｡

(3')｢あんな店で働いている｣ことの裏付け/証拠として ｢(おかげで)男の裏は全部知っ

ている｣という事実が持ち出されている｡

(3')のように因果関係へは拡張が可能であるoまず命題が提出され､次に証拠が持ち出

される｡原因が結果の裏付けとして持ち出されることもあるし､また逆方向に結果が原因

の裏付けとして持ち出されることもある｡

(i')(2')の様な時空の関係を示す例文にも適用可能かO日本語では､関連のある事実を

並列 してそれぞれ相対する事実の証 しとする用法が発達している｡

(2')｢深酒をした｣という事実を補強するために､その裏付け/証拠 として r(翌日に)

以前にも増 してなさけない気分に襲われる｣という体験を持ち出している｡

(i')｢文子が坐った｣という事実を補強するために､たまたま同 じ時空で生 じた ｢うし

ろの窓には､もみじが育かった｣という別の事実を裏付け/証拠 として提出しているO
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そもそも寺村の指摘する相対の関係とは何か｡どうやらそれは広い意味での因果関係を

示す概念である模様である｡但 し､この場合には､因果関係という概念そのものの見直 し

が必要になる｡

4.残された問題｡カテゴり-の拡張は可能か?

因果関係には実は適時的と共時的との二種類の因果関係がある｡

適時的な因果関係とは一方向的に到着目標に向かう一神教的な時間において成立 しやす

い因果関係の概念である｡戻 りたい､でも戻れないOここでは時間の流れは不可逆的であ

る0-万､共時的な因果関係は､時間の流れを剰郡に切断 してしまう仏教的な時間におい

て成立 しやすい因果関係の概念である(立川1999､pp128--130)｡同時的ないし刺那的な因

果関係といってもいいOこちらでは一瞬一瞬の利郡に切断された時間を重ねかつ束ねて集

積 して行 くという微分積分的な時間概念が必要になるrJ

ところで剃郡において何が生 じるのか｡磁力を事例に考えて見よう｡磁石のN極とS極

とは互いに引き付け合 うし､同じ極同士では互いに反発 しあう′｡互いに引き付け合う相互

作用と反発 し合う相互作用がそこには見られる｡特に引き付け合う相互作用の場合には剃

郡において同時に存立する二つの要素が引き付け合い複合体を形成する｡それぞれの複合

原因が複合体である原因複合を生成する｡原因複合はここでは結果である｡

どちらの因果関係においても原因は結果を産出する創造の力を持つ｡原因は永遠の循環

である永劫回帰を突き破 ってその外に超出-跳出する力を持つ｡原因を生み出す力は神秘

の中にあるO さて共時的な因果関係においては複合体である原因複合が因果関係における

新たな第一原因となり､新たな原因と結果の連鎖を開始するO 複合原因の片割れが原因複

合の証拠 となり､原因複合が複合原因の他の片割れの証拠 となるという関係であるO

共時的な因果関係とは別々の出来事が ｢ところ｣という同一の時空で発生 したことを伝

えるカテゴリーであり､日本語にはこうした関係を表す語形が見られるということである｡
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