
連体修飾節の構造と機能

蓮沼 啓介

上 達体修飾節の構造について

これまでの通説をまず紹介 して､次に新説を提出するという順序で報告を行 うことに致

します｡

(イ)通説の紹介

開cCa皆ieyi972に発行研究の纏めがある〕

(D Lq.Yamada-sam ga sa'-ru o ka′仁te い rlLi- (p205)

配 を 駅 摘 morikey ACCkeep-P'TCP b e-P琵FJS

L̀転 官amadakeepsthemoⅠ攻ey

C｡監 sa′ru0 ka′tteトru選Ya謂民地-sa言iー

配Cawlley1972によれば､日本語の関係節は 七TunCatedsentence台形文からなる｡台形

文とは､修飾される 剖㌘つま机呂詞句 と 名 詞 /差引 こ接続する casem沌紺 ここでは格助 詞

が/]':期 し7ニ文のことである｡ LHa ,:]コ頭 ぐこ う べ 沌 部 分 を 与fTj断 す る と , 汀1,l;:の捷括 弧 に

括 られた 部 分 に な る ,3 l 長 ∴ 三 角 錐 や PJji 錐 17,3 て っ ぺ ん の 部 分 を 矧 斯 し た立体が三 角 錐 嚢

や 円錐台であ る の と 似 通 っ て い る の で､ 首 を 切 l/:) 落 とした形をLているという資嫁で台形

文と呼ぶわけである｡要 す る に首切 り落 とし文ないし首切り文 という意味の名称である｡

監eemani985では日本語の関係節は 芸汀enOmまnalextemairelatiyvT鮎 名詣句に発行する

外部関係節に分類 されている｡

(2)JohrigaveaChecktoI,hefarmer繭osecowsBHlstc舶 (p14i)

(3)Everystudentwho鮎ryadvised押SSedtheexam (p14j)

(2)や(3)の例文に見 られる下線部の箇所は NP名詞句であるがもこうした名詞句は

(the.every)といった指示詞､プラス(farmerやStudent)といった共通名言司､プラス修飾

節(血osecowsBin stole9Who鮎ryadvised)から成り立 っている｡英米語では修飾節

である関係節は共通の名詞を示す名詞句に後続するので､pLOStnOTninlexterriairelative

名詞句に接続する外部関係と言 うことになるO 共通の名詞を示す名詞句は関係節の内部に

は出現せずに関係節の外部に出現するので外部関係節と名付けているわけである｡

こうした通説の見方に立つと､日本語の関係節には独立の文であれば存在する筈の共通

の名詞を示す名詞句が欠如 しているという結論に至 らざるを得ない｡ この欠落を特に強調

した見解が先に見た様に McCawleylt372であり､ truTiCatedsente王ICeすなわち首切り文

という名称にはかならない｡聞き手は関係節の意味を理解する際には欠落 した名詞句を挿

入することになる｡ これがこの見方の到達点です｡

(ロ) 新説の提起

本 日の報告では関係節と主節 とは重なり合っていると解する新説を提出いたします｡
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(i)b'EYaiI】ada-samga ka′ttei-ru【sa′ru】gaie-karanigeJLa】.

(4) 【Susannaが 飼っている 【猪 】は 生意気だ】O

例文の(Da/bや(4)において､前半の鍵括弧の内側が関係節であり､又後半の鍵括弧の

内側が主節であると位置づけるわけです｡こうすると､日本語の関係節は､名詞句の外部

に位置するという見方は成立 しなくなります｡むしろ名詞句は関係節の内部にその要素 と

して登場するという新 しい見方が成立することになります｡また日本語の関係節は台形文

ではないという結論に至 ります｡共通の要素を示す名詞句が通常の位置から述語の右側へ

移動 しているという変則形の文ではあるものの､名詞句が欠落 しているわけではないか ら

です｡上部を外すことが出来それ故復元が可能である組立式の円錐の形に瞭えたら良いの

かも知れません｡

(-)通説の根拠を点検する

名詞句に後続する外部関係節であるという言語の事実に求められます｡ これが根拠の-で

すoこうした典型に照 らしてそれに強引に合わせて考えると､日本語の関係節 もまた外部

関係節であると解することが出来ます｡但し､違いも残 ります｡英米語では関係節は典型

的には名詞句に後続するのに対 して､日本語の関係節は名詞句に先行するといった対照的

な差異が目立ちます｡とはいえ､修飾される名詞句が関係節の成分ではなく主節の成分で

あるという見方は日本語の関係節でも十分に成 り立ちます｡こうした見方に立つと､日本

語の関係節は独立の文としては未成熟であり､名詞句が欠落 しているという結論に到達す

ることは避け難 くなります｡英米語にも変形の関係節があります｡例文の(5)をご覧下さ

い ｡

(5)どWhat(hesays)】isnotimportant】,

EWhat(hesays)】という関係節の部分は､関係代名詞として関係節の成分である What

が同時に名詞句相当の 甘hatとして主節の成分 ともなっていて､関係節の内部に共通の名

詞を示す名詞句が出現する internalrelativesの一変種になっています｡

問題はどの種類の関係節が関係節の典型であり標準であるかという点に関わりますo

英米語では圧倒的に多い名詞句に後続する外部関係節が､いかなる根拠に基づいて関係

節の典型であると言えるのか｡ここに問題の中心がある筈です｡にもかかわらず､英米語

では圧倒的に多い名詞句に後続する外部関係節が､そもそも関係節の典型や標準であるの

かどうかという問題は論議すらされていません｡要するに､肝心要の問題が論議の対象 と

されることなく､実は回避されてしまっているのですO論点の回避は余 りにも明白ですO

根拠の二への疑問｡根拠の二は日本語の事実に関わります｡日本語の動詞や形容詞には

もともと別の語形をした終止形と連体形があって､連体修飾節は終止形の接続とは異なっ

た連体形の接続形式によって修飾される名詞句に接続 していたことは明々白々たる事実で
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あるか らです｡

(6)かわいた 花 缶C= 玲E* 花の かわいた(カワキタル)

(7)紅い 花 串や EPEP 花が 紅い

荏 -つて例文の(6)に見られる様に修飾 される名詞を連体修飾節鞘勾部に取 り入れても､独

立の文にはなりません｡とすれば修飾 される名詞はあくまでも主節の成分であって､連体

修飾節の成分ではないという結論に至ることは避けられません｡ 日本語の関係節にはこう

i⊂こコニ三｣-i.LL__ムー--iF/r::二1.､､Lゝムム■､ヽ
し7こJlT=-妃b･′.Jj7よ宵貫か敢然 として貰えていることをここでEa,蓮すわ･げには参 りません-吉温

語を材料にして分析する限り､修飾される名詞句は主節の成分であって連体修飾節の成分

ではないという結論は不可避です｡

とはいえ､近世譜や近代語では動詞や形容詞の終止形と連体形は同形になってしまい､

そこに(形容動詞の例を除けば:3差異は認められません｡とすれば古典語に罷られた差異に

鉄づ く説明が近代譜にも当てはまるのかどうかという点は即断できませんoここには未決

の三急王寺が耗 17いスlr27写せ_~HI'りJLH･V′_ノ~叫′~■-t'nノー-/TL-ノO

ここで､近代語における動詞や形容詞の終止形は､由輿語における終止形ではな くて､

古 典 語 における連体形が変化発展 した語形であると思われるという点が 肝 心 で す ｡ こ ジー痛

は 感 情形容言責継､わゆるシャ形容詞の例を見れば明らかになりますL,近代語 の 形 容 詞 の 終 止

形は､古典語の連体形か ら派生 したイ音便の形が､連体形だけでなく終止形とし_ノても胃い

られた語形であると思われるからです｡

(鋸 tanosト(良)io-hanasi o+.aTiaSigataTiOS仁(良)i

従って修飾 される名詞句を連体修飾節の内部に取 り込みますと独立の文に限りなく接近す

ることになります｡足 りないのは格関係を示す助詞(と文末成分)だけとなります｡つまり

古典語では連体形の活用語尾が reiativizerいわゆる関係詞 として機能 していたわけで

すが､近代語ではかって連体形の活用語尾が有していたこうした機能は消失 して､日本語

の連体修飾節は関係節 として純化された､独立の文としての完成に一歩近づいたというこ

とになります｡

(こ) 新説の根拠を提出する

( Db'【 Yamada-sam ga ka′tt e i-ru sa/ru】ga ie-karanige-ta.

C'【 sa′ru o ka ′ tte i-ru Yamad a- sam】ni e ki-mae deoa i- s i-ta.

新説では例文の(1)b'/C'のうち鍵括弧で括った部分が関係節であると主張 します｡

修飾 される名詞句である sa''ruや Yamada一一sanが関係節の成分であるとする本報告の

主張が成 り立つには､これ らの名詞句を関係節に取 り込んだ語形が文でありうることを示

し､更に名詞句を述語の右側に移動することを介 して倒置形が生成することを示す必要が

ありますO

まず格助詞を接続 しない無格形の例文を見て置きます｡
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(1)b"??どYamada:sariga Sa′ru¢ ka′ttei-ru】｡

C"??【Yamada-san¢ sa′ruo ka′tteトru】｡

格助詞を欠いたこうした例文は非文になりはしないで しょうかO

そこでまず無格形の事例を見て置きます(注 1)｡

(:10)あいつバカじゃないか

(ll)私(儀)､この度､結納の儀を取 り交わしました｡

(12)a｡しいちゃんが この人 好きなんだよ

尾上1987､例文(34)

自宅採集 ※

b.この人 しいちゃんが 好きなんだよ

C.しいちゃんが 好きなんだよ､ この人

(10)(ll)(12)aほどの例文 も指示対象が場面や状況において明白である場合に使われて

います｡つまり無格形は指示対象が場面や状況において明白である場合に使われる語形で

あると言 うことです｡ しかも(12)の b/Cに見られる棟に､格助詞の付かない名詞句であ

る ｢この人｣を移動 させると､誰が誰を好きなのかという入間模様を巡 る事実関係に関 し

て別の意味が発生 して意味が多重になりますO こうして見れば､(12)Cはもともと構造的

に格関係の指定が空白のままに残 されている文であると解せます｡多義的とも両義的とも

言っていい文であるわけです｡

倒置形ないし変則形の事例を見て置きましょう｡

(12)Cの様な文型を倒置形ないし変則形の文型と呼んで置きます｡変則形の文はもとも

と構造的に格関係の指定が空白のままに残されている文であると言えましょう｡

(13)バカじゃないか､あいつ (10)の倒置形

(14)よく言 うよ､あいっ

(15)ちょいと出ました､三角野郎(が) (八木節の出だ し)

指示対象が場面や状況において明白である場合には格指定がなくともあるいは格指定が

解除されても聞き手には簡単容易に指示対象が確定できます｡ こうした場面や状況におい

て使われる語形であるわけです｡ 日本語の述語は横書きでは左側､縦書 きでは上方､時間

軸の中では前方に当たる語句を支配 します｡(13)(14)の ｢あいっ｣や(15)の r三角野郎｣

は述語より右側に位置 していて､述語の支配領域の外部に出ているため､格支配を受けず

に無格形のままで用いることが出来ると考えられます｡

変則形を延長すると何が起きるのでしょうか｡主節に登場する名詞句の指示対象を､関

係節に出現する同一の名詞句の指示対象に代入するという操作を設定すると､変則形を延

長することができます｡この場合､関係節にあっては名詞句の指示対象は既に主節におい

て決定されていて新ためて捜索が不要であるという意味で､明白であるからです｡指示対

象が明白とは指示対象への到着可能性が高いということになります｡

(ホ )連体修飾節の二類型

-･(常 1-



日本語において一般的である名詞句に先行する関係節もまた独立の文としての資格をほぼ

備えた語形であることがはっきりします｡英米語と日本語との違いは､名詞句相当語句の

有無に求められるのではなくて､VO言語とOV言語との対照に求められることになりま

す｡英米語のごときVO言語ではVつまり動詞を典型とする述語部分は後続する語句を支

配 します.｡従って､主節と､関係節という従属節とで共通の名詞を必要とする場合には､

headf10un先行詞(もしくは先頭詞)の後に､関係代名詞を置いて関係節の成分とすること

かできます｡これに対 して､日本語の如きC)V言語では､述語部分は先行する語句を支配

することになりますので､従属節である関係節は主節の述語部分よりも前方に位置するこ

とになり､かくて主節の成分を複製することが出来ないこととなりますC,

(もしノ無理にそうすると従属節に先行詞が出現 して主節にその派生体である関係代名詞が

.腎かれノることとなり､主従関係のねじれ現象が糞隼 す る こ と は避 け ら れ な い 1(

そ の 代 わ り に ､ E I本譜では主節と従属節とで同一Lの名詞句を共同利用すると㌔いう方略が

採用されるに至 --｣たものと考えられますO英米言酎ま ｡,叩-y-拍gstral,e紺 を採用 した制 こ対

Lて ､ 日 本語 は shari鳩 S七m.七碓yを採用したと言えそうで恥､血T}Hは,讃tingsてT離e 酢 と

oveHappirlgS七rategv の対 照と言い換えても良いでしょうL-1

それではどちらの StTate酢 が優れているのでしょうか｡どのような優劣 や差異が発生
L .,.､ー>t"い_pF).-.1｢ヽ....へr

㌻るのでしょっzj＼rJふた-Jlの strate酌 r に 対応しこ関係節の文とLLUj元脱炭 を｣遅いか＼発

生することになりますLICOPyの方が関榛節の文とLての完成度は高く､その結果､関係

節が直接に命題を表明することになりますG関係節を次々と並列することも関係節の内部

に更に関係節を設定 して立体的に重層することも白在になりますOこちらは精神の発達に

貢献する度合いが高い形式と申せましょう｡

oveTlapでは関係節には格関係の指定が空白の成分が出現 しますD従って､独立の文と

しての完成度はやや低 くなります｡㌍係節の内部に更に関係節を設定 したり､関係節を並

列させたりするには限界が発生 します｡人間生活の日常に適 した程度の複雑さの度合いを

持つ言語が日本語なのです｡こちらは生活の改善に貢献する度合いが高い形式と申せましょ

つcJ

2.機能

日本語の関係節は internalrelativeの一変種なのである｡ それは敢えて名付ければ､

名詞句を内部に包み込む関係節 ovemominalintemairelatives ということになる｡

日本語の連体修飾節は未だ完成品には至っていない半製品に瞭えることができる｡それ

は命題を表明してはいない｡話 し手は､命題の真偽にコミットすることを留保 したまま､

限りなく命題に近い語形を提示することになるわけです｡こうした発言は知識の提示とは

異なる意見の開陳にとどまるものなのですO要するに日本語の連体修飾節は未成熟な語形

であると言 うことでありますo知識の確認や生成は聞き手に委ねられている,手掛かりと
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いうかヒントの提出である｡それは聞き手にその有する認識能力を発動するように促 し誘

う語形である｡知識の確認や生成が簡単かつ容易であることが状況や文脈において明白な

事態が前提とされている｡格関係が指定されていない意義はここにある(注 1)｡

構文の上では､述語の支配圏の外部に位置 しているので､格関係は無指定ですむ｡

意味の上では､格関係は聞き手の側で捜し当てるものとして､その指定は聞き手に任せ

てある｡その上で､Relevantな格関係､時には破格の関係を選択する｡Relevance理論

との接点がここにある｡Relevance理論が説 くように､真理関数に依る意味確定の操作が

行われるわけであります｡寺村1977が問題提起 し松本1995が個々の選択要因を分析 した連

体修飾節について理解の候補を選択する要因は､一般化すれば､Relevance理論の説 く関

連性の強い発言を行 うという全般的な想定に基づいて､順次聞き手のよって処理されるこ

とになるわけです(注 2)0

関係｣と呼ばれる日本語における連体修飾節にはこうした誘発の機能が伴 うC

先に述べた様に英米語は copyingstrategyを採用したのに対 して､日本語は sharing

strategyを採用 したと言えそうです｡duplicatingstrategyと overlappingstrategy

の対照と言い換えても良いでしょう｡ それではどちらの strategyが優れているので しょ

うか｡どのような優劣や差異が発生するので しょうか｡ふたっの戦略の利害得失をここで

再確認 して見たいと思います｡

連体修飾節の二類型は西洋精神と日本精神の違いに対応 した語形であると申せましょう｡

真理の探求と和の尊重｡対論と問答｡全面論争と質疑応答といった対照 も東西精神の基

調に見られる差異に対応 していることは明白です｡

西洋では関係節に於いて提出された命題の真偽値をめぐって激 しい討議が交わされる｡

真偽値を判定する受け入れられた手続きや方式があれば､真偽値は確定する｡それが明白

ではない領域､例えば形而上学や世界宗教の分野とか､真偽値とは異なる命題値である正

誤値とか義邪値とか善悪値とか審美値を巡る争いには往々にして決着は付かない(注 3)､｡

日本では関係節に置いて開陳された意見を手掛かりやヒントにしなが ら､聞き手は､自

らの認識能力を発動 して､既知の知識を確認 したり新たな知見を確保 したりするOこうし

て認識の共有が広 く図 られるO見解の相違は簡単には架橋されず､そのままに残 されるこ

とが多い｡既成の共通認識や信念共有の範囲では集団意思の形成は強固であるが､その範

河は限定されていて､結局､意思形成は最大公約数の集約に終わることも多いO

中右i98的1明瞭に対照 した英米語の yesと日本語のハイという応答詞の振る舞いの間

に見られる差異 も､こうした彼我の精神の基調の差異に基づき発生 した現象である｡英米

語では肯定命題を軸として yesandnoが使い分けられるが､日本語では全体命題を軸 と

してハイとイイエが使い分けられるC英米語では命題の真偽値に関心が集中するが､日本

語では話 し手 と聞き手の意見の異同に関心が集中する｡

-70-



自然認識 と人間認識を事例に､連体修飾節の二類型の有する利害得失を確認 して置こう｡

自然法則の認識のように､入間の介在を排除 した自然の世界に見 られる規則性を発見する

という課題に答えるには､西洋精神の方が有効である｡自然法則の認識には､その真偽値

を確定する確立 した方法が存在 しているからである(注4)0

これに対 して風景の描写や人間の観察は根本的に再現であり､自覚であるから､話 し手

とは別に聞き手 も又自力で認識に到達する日本語の方が､結局は精度の高い認識に到達で

きることになると言えそうである(注 5)｡自分で試して初めて得心がゆく｡経験合理性と

いう生活世界の合理性は言葉だけでは説明し切れるものではないO 見れば分かるOやって

見ればわかる｡という入間体験の確実性にその究極の根拠を有するからである(注6)0

西洋で有力な説明の合理性は議論や論証に用いられJる合矧 生であるO これに対 して､経

験の合理性は入間生活の現場において用いられる合理性である.連体修飾節の二類型は相

互補完的であって相互排斥的ではないOこれが本報告(/rj到達点である,J

2002甘 7【24記 7'V封 細部修正

例文出典

出典'JI〕明記 されていない 例文は､筆者による作例であるcJ

ながら尾崎絶世産が歌 う場面で昭子が発 した発言のメモであるC,iIU乳8昌宏頃の放映場面o

注

(注 1)尾上且987は主語に焦点を絞 って無格形の例文を分類する先駆的かつ入念な試みで

あるが､｢存在｣ ｢可能｣ ｢情意｣の疑問文の場合には ｢述語の特殊性から､主語の

承認 と述語の承認との間に原理的に先後が｣(OTiOe互996,p8)ないことを実に的確に指

摘 している｡こうした疑問文における述語は ｢存在の認識の形式｣(尾上1987､5貢)で

あるという尾上の指摘は鋭い｡だが､ここで ｢形式｣とは一体何を表す概念であるか

の再吟味が不足 しているとの憾は否めないO ここで尾上が ｢形式｣と呼んでいる事柄

は､聞き手の備える認識能力を指 し示す概念である模様である｡尾上は ｢ハ｣が使え

ない理由については極めて説得力のある説明を行っているが､その反面をなす無格形

が使われる条件については､何 ら首尾一貫 した説明を提出してはいない｡格助詞の付

かない名詞(句)からなる無格形の使用条件は､聞き手の認識能力の及ぶ射程内に指示

対象が存在 していて､聞き手は簡単容易に指示対象に到着する可能性を有 しているこ

と､つまり到着可能性の度合いが高いという事実であるに違いない0 ｢単に分離さ

れてある｣(Onoe1996,p6)といった文学的というか直感的な用語を用いた説明では､

確かに鋭い洞察を含んではいるものの､いささか無力かつ心 もとないと感ずるのは私

ばかりでは無 さそうであるO
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(注{)〕WHson2002

(注 3)ここに Habermas理論の精華と限界があることは見やすい｡Habermasは安直な真

理の合意説に寄りかかることにより､判定方式が確立 しているのかいないのかという

肝心かつ要をなす問題から目を反らしているのである｡

(注4)Descartesは 『方法序説』に於いて､神への信頼と自然の光の力によって確実な

認識が確保されることを明証 している｡ 神が自然に与えた法則に自然は従 うのである

し､人間には自然の光という認識の能力が備わっているからである｡

(注5)人間には光と闇の側面があって､自己認識や他者理解の能力ばかりでなく自己欺

瞳や他者欺岡の能力も又備わっているO その結果､自己欺晴の--変種である強い思 い

込みと､人格の中軸を形成する強固な信念とは連続 してしまい､その間に明白かつ分

明な - 一一線を画すことは所詮できないことになるからである｡

(注6)現場指示のコソア ドの交替は､こうした日常世界における人間経験に基づいて成立

しているわけである,Jこの点については､蓮沼1984を参照されたいo
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