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0.はじめに
言語における不確実性は避けられないものである｡その根元には､話し手が無限大
の様々な事実を有限の言語手段を用いてしか伝えられないという事実がある｡した
がって､話し手自身にとってアンビギアスでない伝達内容も,聞き手にとってはア

ンピギアスである可能性が十分ある｡ベケシュ (1987)等で論じたように､言
語手段の主な側面の一つは､いかに､そのような伝達に付きものである不確実性を

減らすかというものである｡そのメカニズムの一つとして考えられるのは言語単位
および伝達の単位の境界およびその示し方である｡

本稿の目的は､ ｢物語 り文におけるハ｣ [1]の使用を､不確実性を減らす伝達

ストラテジ-として捉え､その動機付けを言語における境界という観点から論じる
ことであるC

言語における境界の特徴は主として次のようなものがあげられる｡

(a) 境界の明示は原則として必須ではない｡境界の明示はいわゆる文体論的な
現象として考えるO (b)明確に示された境界は､機能的に､語用論的に伝達に貢

献する｡ (C)zipfの法則との関わり. [2] (d)境界を巡る現象は言語のあらゆる
段階において認められる｡ (e) 境界を巡る現象は言語の動的側面と関わってい
る｡

本稿ではまず､上記の (a)～ (d)を取り上げながら,言語の様々なレベルで

の境界を巡る現象の類似性を考察する｡続いて､ ｢語りのハ｣を主題の連鎖におい

て､内容的区切りの境界として捉え､その､境界としての出現的性格 [3〕を論じてい
く.なお､境界の,言語の動的な側面における役割の考察は今後の課題として残し
ておくことにする｡

1一境界及びその不確実性との関わり

i.0 構造の視点と境界の視点
従来主流である構造の視点では､構成成分がどのように関わっているかが主として
究明の課題とされてきた｡一方､境界の視点では､ある構造をなす構成成分の間の

境界がどのように示され､そして,それが成分認識にどう関与しているかというこ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■･.■■.1■-■-
とが注目される｡すなわち､構造を語る前に､構成成分を認識しなければならない､
または､その認識がいかに可能になるか､という視点である｡

1.1 悉意的にできた例
境界の役割を理解するためにまず悉意的に作られた境界明示の典型的な例を取り上

げるOそのような例は､数学､特に代数､プログラム言語などにおける､慈意的に
導入されてきた括弧の用法であるO括弧の役割､両義性をなくして､作用順序を一

様に表示することである｡例えば次の二つの式の (a+b) ｡(C 十 d)と a｡b十

C･dでは作用順位がそれぞれ､一様に限定され､異なっている｡作用順位を表示

するには-種類の括弧で十分であるが､計算の階層性をより明確に表示するために､
何種類かの括弧､ †[()])､が用いられているO後の考察で明らかになるが､

ここで興味深いことは､自然言語においても､階層性を表す様々な構造の境界マ←
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カが自然発生的にできたということである｡

ib2 表記体系の歴史的発展にみられる境界の出現

表記体系においても､歴史的に確認できる境界マーカが出現した例がいくつもある｡

例えば､欧州の､ 15世紀の未に見られるラテン文字 (アルファベット文字)に

おける分かち書きの発達がそのような例であるO例(哩 語と語の間の境界が明示的
に示されていない｡

そのために解釈に暖輝きが生じる¢

=)b FA｡川..1'1■OFl_JtTERATLTRFJSANn!..AN(171_TA(1FS .:rこ1.TI;学 ･砂 ･言語学部)

‖)c FACT_TLTYOFuTERATURESANDLANC,LTAGES (■文学 や言語学祁)

表現eij暖昧さによって不確実性を克服するた鋸 こ､読み手は､誹 聖の解釈の榛東な
可能性を評価し-その場面で不適切なものを放棄しなければならないoこのような

処理のためをニ-3読み手にとって伝達の負担が増えるO語と譜の間の境界を 場 代-

ス｣で表示するようになった結果も負担は減り1伝達がよ町効率的に行われるよう

になった｡同時に､表記体系としてのロ-マ字の性格も変わった｡一旗的に ≠ 表音

文字である ABCEB…がも分かち書きの導太によって､二次的に豪語的性格も備え
慧ようにな､Ir7た.i.

分かち書きでは句単位は恒常的であわ､単位の境界を示す手段は区磯り記号､す

なわちスペ-スであるG三の場合号境界を示す方法は直接的であるO

.L記の伺(i)で分かったように､境界を明示することiこよって下位単位から構成さ

れる土俵単位の識別 ゆ認識がより正確に海効率的に行われるようになつ藍o

i.3即興的会話における単位の認識

即興的会話の場合､句または節に相当すると思われる単位の間の境界 把hafe旦980
e盲Cの言うideaui-1iiLS)は積極的に､上昇イントネ-ション､または短めのポ-ズで

示されることが多いOこの場合も単位の性格はいっそう一時的である｡

その範囲がさらに大きくなっている発話の境界は､もっとに明示的に示される｡

例(2)で分かるように､上昇型イントネーションと下降イントネーションによって示
されることが多い｡

(2) 今朝は早く起きて 顔を洗って 朝ご飯を食べて 遠足に行った｡
イントネーション / / / ＼
発話の境界 ♯

節の境界 # # #

(辛-境界 ; /-上昇イン トネーション ; ＼＼-下降イントネーション)

伝達における不確実性を減らすために､発話のような大きな単位は､括弧のような

性格を持つマーカで明示される｡一方, 筆記言語において､イントネーションがも

たらすチャンネルが失われているために､上記で見てきたようにも次第に分かち書
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きゃ句読点などさまざまな区切り記号が発達してきたと思われる｡

2.文構造と境界

2.1 境界と直接構成構造

局所的な現象である統語単位では､例えば､Nl上N2､NガV､Ⅴけ ガラV2,
SlノデS2 のように,その境界が間接的に､その構成単位の結合として､機能語
によって示されている｡

2.2 文の階層構造

文において､接続形式と述部の要素､および接続形式と述部以外の成分の共起制約

から､文の階層構造が確認できた｡大きくは､A､B,C､そしてDという四つの

段階が認められている｡ (南 1964,1974,1993を参照)O

(3)a (E雨が降る3Bので[遠足をやめた】B)B人が映画館に押し掛けたo

(3)b r雨が降る]Cから【遠足をやめた3B)B人が映画館に押し掛けたo

上記の例(3)a,bのように､各々の段階は同じ段階の要素､またはその下位の段階の
要素を含みうるという､イレコ型構造を持っているOすなわち､段階と段階の関係
は次の通りである : A⊆B⊆C⊆Do

段階を構成するのは節という一時的な性格を持っている単位､または節を含む同

レベルまたは下位の段階である｡
段階と段階の境界を示すためには､共起制約という､属性変化に基づいた手段が

用いられている｡属性変化では境界は間接的にしか示すことができない｡

23 文の階層構造のにおける共起 ･呼応 :いわゆる陳述副詞 (工藤20W )

工藤(2αX))は陳述副詞 (｢叙法副詞｣ ･ ｢評価副詞｣ ･ ｢取り立て副詞｣ を含
む)と他の成分との共起の可能性を究明しながら､陳述副詞を､別の成分との共起
または呼応が可能なものとそうでないものと区別している｡

別の成分との共起または呼応が可能な陳述副詞自体はカテゴリ-として唆味で､

文脈にもよる場合が多い｡例えば､以下の程度副詞は<評価性>のため､命令 ･決
意 ｡勧誘と共起しにくい｡

(4)a *だいぶたくさん作ってください｡ (工藤､同)

(4)b ?非常に早く走りなさい｡ (工藤､同)

-一万日5)の程度副詞は<累加的>なため､命令 申決意 ｡勧誘と共起しうるO

(5) もっと正直に言ってみたまえO (工藤)

陳述副詞の大半は文末の様々なモダリティと共起できるので､その基本的な役割は

文末のモダリティを補うことであると考えるO

工藤は､陳述副詞をより広く､叙法副詞として捉え､その使用は任意性を次のよ

うに指摘している (同､2㈱ :188)(
叙法副詞は必要に応じて述語の叙法の程度を強調 功限定したり､文の叙法性を明確化したりす

るものであって､構文上必須のものではない,つまり,任意的であヅこ義務的ではないという
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意味では, ｢請負的｣な く文法的ではない)表現手段である (a.Jyakobson)｡ただ,その語桑

的な内容が､実質概念性が希薄で,形式関係性が濃厚であるという意味では ｢文法的｣である｡

しかし､陳述副詞の役割は文末モダリティを補うことだけではないO工藤 (同)の
以下の二つの例を見よう｡

(6) どうぞこちらに来てください｡ <依頼> (工藤,同)

(7) たぷん晴れるでしょうO <推量 e 推測> 江 藤､同)

IJヽ J.F_一一がttLごi!iT･･TiT.汁,PIr･･t_ー_法-_-Af_=_ーD.a｣-_L*
特損 j',iどは劉網(=呼姶してを渡 文乗七夕リアイ 日､梶{-JT,部分:,が､括魂のように､
叙述を囲み､そのモダリティの範囲を明示的に示しているのである｡これはすなわ

ち､工藤が考えている､モダuデイを補うまたは増強する一時的な役割と同時に､

モダリティの境界を明示するという二次的な役割が認められると考える｡もしそう

であるならば､今まで見た境界の示し方と矛盾していない｡あるモダリティを持っ

位を明確に示すためには㌔括弧のような手段がもっとも適切であるOそうであるな

らば､日本語におYyミてはモダリティ.ごと､それを区別する括弧ができたという興味
深い結果になる.､

. ､ ･,I..･ -ン一 ･ ･--一 .二二l;.‥､

工藤による叙法副詞とモダ亨ノjデイと の 関 係の性格付けとは少し巣なってVvJ去るが､野

胃相995,3は象印立て助詞と文末モダ 亨ーjテ ィの関係を整理してももるOその結果は次拾
ように簡単にまとめることができる .♪

く取t.描,[/C助詞は,述語形式 (.I)階層)と強い相関を示していこう,,

･呼応に近い関わり方で､当該のモダリティ頂範囲が明確に示されうる｡

｡さらに､ハのように､ヒi]オドを越えることができる｡

取り立て助詞の文末モダリティとの呼応関係は､陳述副詞の場合と同様､各々の取

り立ての作周範囲を示すための括弧のような手段として､再解釈でSきるOことに

ピリオド越えの掴 ま情報の包み方の一種として捉えることができる (MaynaTd旦987,
Beke喜2002を参照)Oまた､金水(1995)の ｢物語のハ ｣ とも関わっていることであ
るが､この間題については次の節でより詳しく述べるO

2.5 動的観点

文レベルの階層構造と関わる現象は､とくに南(ま993)､工藤(2000)は､固定した文
法現象としてではなく､動的に､プロセスとして捉えようとしているOそれはすな

わち､これらの現象が伝達において次第に形成されていく､出現的な考え方である

という解釈もできるO南は(1964,1974)の研究結果をもう一度､コーパスで検証し､
その結果､文における段階をいっそう､統計的な傾向､すなわち伝達における様々
なプロセスの現れとしてとして捉えることができる｡また､工藤も､取り上げてい

る現象を検証するためにコーパスを用いている｡工藤はさらに､共起と呼応の違い
を､簡単に換言すれば､関係性における ｢可能｣が ｢必須｣ に近づいていくプロセ
スとして捉えている｡

本稿でも､これから取り扱う ｢語りのハ｣の文脈における機能も,このような動
的な側面から捉えることを試みる｡
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3. r語 りのハ｣と不確実性

3.i 企水 (1995)の ｢語りのハ｣

金水 (1995)は ｢語りのハ｣を､述語の-夕形と呼応する､物語文の特徴的なハの用
法として規定づけている｡その歴史的出現に見られる特徴は次のようにまとめられ

る｡

･古典には ｢語りのハ｣は見られない｡

･江戸時代の話し言葉には用いられたようであるO

｡言文一致運動以降､ ｢語りのハ｣が急速に広がるo

･ ｢語りのハ｣という用法は浸出的に現れた｡

金氷は上記のように､ ｢語りのハ｣の出現について述べているが､その動機付けに

ついては述べていない｡本稿では､ ｢語りのハ｣を含めて､主題のパラグラフにお

けるハの用法の動機付けを､境界および境界による不確実性の減少という観点から

考察してみる｡

3.2 主題の連鎖における ｢名詞句+ハ｣の在 り方

Beke菖(20α))､ベケシュ(2002)で論じたように,物語 り文における同一指示対象の連
鎖は二種類あるOそれは,以下の表 1に見られるように､ ｢主複の連鎖｣と ｢非主

題の連鎖｣というように区別できる｡

表 1 主題および非主題の連鎖における r名詞句+ハ｣ (『羅生門B)
行# 下人形式 老婆 形式 文# 内容的切れ目指摘頻度

G- Nwa 80:El】それほど､この男の悪を憎む心は､
R Np ･老婆の床に挿した

｡松の木片《きざれ》のように､
G' 抄 ｡勢いよ<燃え上り出していたのである｡

5 G Nwa 81:[3]●下人には､
R Nga従 ･勿論､何故老婆が死人の髪の毛を抜くか

G O ･わからなかった｡
82: 従って､

Rf Np ･合理的には､それを善悪のいずれに片づけてよいか
10

15

20

G Q) 申知らなかった｡
ら Nwa 83: しかし下人にとっては,

R O

G L)
G i)

G Nwa

G7 Nga連体
G o

G Nwa

G o

G LI
G O

G い R Np

原文における文の通し番号

｡この雨の夜に､この羅生門の上で､死人の髪の毛を抜く
･と云う事が､それだけで既に許すべからざる
｡悪であった｡

84:【1】勿論､下人は､
･さっきまで自分が､盗人になる気でいた
･事なぞは､とうに忘れていたのである｡

85二[61●そこで､下人は､
･雨足に力を入れて､
･いきなLJ,梯子から上へ飛び上った｡

86:【11そうして
･聖柄《ひじりづか》の太刀に手をかけながら､
8大股に老婆の前へ歩みよった｡

Np: 名詞句+格助詞
内容における切れ目の指摘頻度 Nwa: 名詞句+ハ

原文における改行パラグラフ 0: 省略
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主題の連鎖は､名詞句十ハという指示表現を含むが､非主題の連鎖はそのような指

示表現を含まないoこのような指示形式の用法は､Giv6n(1983,1989)の､ある

指示対象の主題性は､その文脈における出現頻度に比例するという主張に疑問を投
げ掛ける｡ある指示対象の主題性はむしろ､あらかじめに主題としてのステータス

を与えられたかどうかによって決定されると考えたほうがより妥当である｡蓑 1で

分かるように.!そのような主題および主題の連鎖を中心にも内容のブロックが形成

されている｡調査で内容の何らかの切れ目が指摘されたところでは､指示形式が名
詞句+ハとなりL;それ以外の箇所ではほぼ省略となるO 言うまでもなく､物語り文

における一貫性のもっとも基本的な現れ方であるトピックリペラグラフである｡

Bekevs(呈99?k)で報告したように､単文モ-ドにおける内容的区切りの認識も耳ま
たは単文モードから複文モード;＼の･･7＼ラフレ一･での場合も､内李鍾勺区切りは､主題
を中心に認識または形成されている｡

主題連鎖においjて名詞句十烏が内容的区切りの認識と強く開わっていることは義

2でも明らかになって7V,ちる｡ 蓑望盲封ま資料の 『羅生門』で,.8人OI]非調査者を=よる

内容区切りの指摘の有無と表題 弓巨妾遠の雨連鎖における指義形式との関わりが嘉
されている.I

表 2 内容的区切ijの指溝と指示形式との相関 i:i野羅生門虐)
A を主題の連鎖)F

車 :-:::忘 三 t

指示形式

頂7 招

' -. ∴● I .~l~,

B (非主題の連鎖) ‡指示形式

r:I.: 埠IP;串 ..､乱臣'l串;二や

1 3(Ⅹ∴-8.O p<0.005)

主題の連鎖では蒐Zカ号名詞句+ハと内容的区切りの強い相関を嘉しているO非主題

の連鎖では実は正確な相関率を計算するための観察件数が少なすぎるが､内容的区
切りの付近に完全な名詞句が高い頻度で現れるのが著しい｡これはすなわち､主題

以外に登場する指示対象も､最初は完全な形で文脈に導入されると言うことの現れ
｢てT̂プ､i-'E･J/7､㌧VJーQJしっ~フ′1｣Teノ0

3.3 主題の連鎖における ｢語りのハ｣のもう一つの働き
前節では名詞句+ハと内容的区切りの認識との相関から､名詞句+ハがパラグラフ

の主題として機能するということを見てきた｡名詞句+ハが内容的区切りの冒頭に
現れるということから､トピック 手パラグラフの構造を想定できるOまず..主題文

の構造が (ll)の様であると考えるO

(8) 主題 (NP+WA)……叙述 1
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表1で分かるように､(9)の､トピック｡パラグラフの構造も､主題文の構造と類
似しているのである｡

(91 主題 (NP+WA)…...…叙述l
宙略"",…...….." ......,..叙述2

省略‥……..….…….…..…叙述∩

(9)は､いうまでもなく､三上(1960)のピリオド越えのハであるO別の分析をたどっ

て､Ham ada(1983)も同様な結果に至った｡

ところが､表1では､(9)のようなトピック･パラグラフがいくつか連なってい
たのであるOそれを図式化して次のようにも表すことができるO

(101 x+wA""..…Pl (-叙述Pl)

省略...… ".P2

省略‥.……Pm ,′/′内容的区切り/

X+WA………Ql (-叙述Ql)

省略………Q2

番略………Qn /内容的区切り/∫

つまり､一つの同一指示対象の主題連鎖において､主題が内容的区切りごとに､名
詞句+ハとして表されているということである｡主題が文脈で成立しているにもか

かわらずこのような現象が起こるのは問題である｡なぜなら､このような主題の明

示がGrice(1975)の会話法則のmaximofquantityに逆らっているからである｡
にもかかわらず､このような用法が観察できるということは､名詞句+ハが主題以

外の役割を担っていると考えられる｡ここでは､このような名詞句+ハの､金水

(1995)が指摘した､語りのハとしての文末 (パラグラフ末)の夕との呼応､または

野田(1995)が指摘したその他の､文末形式との可能な呼応にもどるひっようがあ
る｡このような明示的な主題提示は､呼応する要素と括弧構造をなしているので､
主題の役割とともに､内容的区切りの範囲を明示する役割も果たしていると考えるC

それを裏付けるために､日本人8人を対象に､主題の名詞句言い換え調査と内容
的区切りの切れ目指摘調査を行ってみた｡

表3 境界明示の揺れ (『羅生門』)/日本人8人による切れ目指摘調査/

切れ目指摘頻度 NP+ハの選択頻度 めの選択く頻度 その他の形式
7

5

3
1

7//8

5′/8

3/ー8

巧/8

しノ′8 0

3//8 0

5/ノ′8 0

3/8 4/8

結果は表3に嘉されているように､内容的区切りが明確に認識されればされるほど､

名詞句+ハが明示的に提示されやすいのであるoこれはすなわち､内容的区切りの



境界を明示ずるかどうかは話し手がある程度悉意的に選択できるということを意味
する｡言い換えれば､話し手および書き手が､内容的区切りをどれだけ細かく明示

しているかということによって､いわゆる文体的レベルで､語りのリズムをコント

冒-ルできると考えるoS｡K.Maynard(1987)が提唱しているstageingと深く関わっ
ていることである｡

4. 終わL)に : 境界明示の語用論的意義

BekevsH998,印刷中)では､境界明示が不確実性の現象にいかに責献するかが論じ
られている｡主な結果は次のようである｡

榊 )の園式で分かるように､要素の線状的組み合わせの場合､単位の境界が明示
されなかった場合, m個の下位要素では､上位要素の数の可能性が､介与嘘の数

I_ll.F..ll-.l.__i-l-r
liI-1LIVIJ9rJaL,

.1けさ <.li7,x,?...TA:…!雄 心 1 ¥･T,> _;I;萱- 境界.･'

括弧構造を給っている境界 明 示 は 可 能 な 上 種 単位を明粛㌢ることで≠可能な下位単

位の組み合わせの探索の負 担 が ､ も っ と も 有 利な場合､魔界を明哀 しなかった場合
に比べて､そgj謹/mまで減 ら す こ と が で き る｡

こ擬ような単純な考察 か ら も 分 か る ように竜揖規約に現れた境界閣議と損､う機能

は竜それだけ伝達恥の竃献が太きい(ll)で､境界明嘉に欄も篭られてもノきる言語形式の安
定した摺接収針一つ重要な動機柑狩として考えるO

注意

[u 金水棋995)はその特殊な頗法として軌 時勢の一夕と康応する ｢語りの用
を考察しているC

[2]zipfの法則 獅弛 且990を参照)によれば∴言語に関わらず､十分大きなサ
ンプルにおいて､おける各々の語意項目の頻度 fと順位 rの積が不変であるOすな
わち､ fXr--CL,この法則と密接に関わブrいるのは､次の経済原理であるD す

なわち､恒常的な性格の強い (使周頻度が高い)要素または認識しやすい要素ほど､

その要素を明示する必要が少ないOそして逆に､一時的性格が強く (使用頻度が低
く)､認識しにくい単位ほど､要素が明示的に示されるようになるOこれはまた言

語および伝達における単位またはその境界の現れ方についても確認できる｡さらに,

Zipfの法則の法則は､いわゆる ｢自然文法｣ (Mayerthalerを参照)の考え方の根底
にもあると思われる｡

[3] ｢出現的｣は英 emergentの訳語として用いている｡金水 (1995)は ｢浸
出的｣という用語を使っている｡
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