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1.はしめに

｢のではないか｣rだろう｣｢のではないだろうか｣などは､話 し手 (書き手)が自らの見解や意見

を述べる表現の文末でよく用いられる形式である｡学術論文や論説文など ｢客観真理追究型のテクス

ト｣(森山 2000b)では､これ らは ｢と言える/と言ってよい｣｢と考えられる/ と考えてよい｣など

の後に付き､さまざまな観点から考察を加えた結果､書き手がたどり着いた結論や主張を述べる箇所

でよく用いられるoi次の 日 )がそ うした例であるが､(1)つは tlH LT)ipC線部の ｢だろう"iを ｢U)

ではないか｣で言い換えたものである｡

日 )対話において､(疑い)くく不確実情報提供H,I(意見要求)(確認要求)のいずれの機能を実現

させるとい うことは､文脈や聞き手と当該情報とcJT)関係によって決まると考えてよい豊皇i｡

そのような意味で､｢ノデハナイカ｣の (確認要求)機能の実現は､多分に語用論的現象で

あると言えるだろう｡ (:宮崎 20倶 L2'T)

日日 '対話において､(疑い) 日不確実情報提供,H (意見要求さく確認要求)のいずれの機能を実

現させるとい うことは､文脈や聞き手と当該情報との関係によって決まると考えてよい旦王

道な立通 ｡そのような意味で､｢'7デハナイカ｣の (確認要求)機能の実現は､.多分に語用

論的現象であると言えるのではなlv二史.

日日 と 日 )'における､｢だろう｣｢のではないか｣は､よく似た意味を表 しているが､ ニ ュ ア ン

スには微妙な差異が認められる｡｢だろう｣｢かもしれない｣｢ようだ｣などの喜忍識的モダリティ形式は､

命題の真偽に対する話 し手の認識的態度を表すのが基本であるが､意見表明を行 う談話 ｡文章におい

ては､独断性の緩和､主張の強さの抑制 といった､話 し手 (書き手)の聞き手 (読み手)2 に向けて

の伝達態度を表す用法にずれ込んだ用法をもつ｡(1)(1)'の ｢だろう｣｢のではないか｣は､こう

したレトリカルな効果を意図 して使用されているケースだと考えられるO

本稿は､認識的モダリティの体系の中で､その位置づけが論者によって異なる ｢のではないか｣ l主を

取 り上げる｡｢のではないか｣についての先行研究の中で､安達 (1999)はもっとも詳細な分析の一つ

だが､そこでは他の認識的モダ リティ形式 とは異質な ｢のではないか｣の振る舞いについて､いくつ

かの興味深い現象が指摘 されている｡だが､安達の分析は ｢のではないか｣の機能の本質を正確に把

握 しているとは言いがたく､現象に対する説明もやや整合性に欠ける部分が散見される｡

以下では､安達が観察 した現象を新たな観点から捉え直し､｢のではないか｣の機能の本質の把握-

の接近を試み､そのレトリカルな使用における機能の特性を､｢だろう｣との比較によって明らかにし

1森山 (2000)は､論説型のテクストの文末に用いられる ｢と言える｣を､話し手が構築した主張や表現につい
て ｢客観的妥当性を承認する標識｣(森山2000b:64)と呼んでいる｡

2 本稿では､以後､話し手 ･書き手､聞き手 ･読み手を代表する名称として､｢話し手｣｢聞き手｣を用いる0

3本稿の ｢のではないか｣は､田野村 (1988)において ｢推定｣を表すとされる第2類の ｢ではないか｣に該当

する｡｢のではないか｣の文体的バリエーションとしては､｢のではないですか 今のではありませんか･んじゃな

いですか｡んじゃありませんか ｡んじゃないか ･んじゃないの･んじゃない｣等､多様なものがあるが､本稿は､
これらを代表する形として ｢のではないか｣を用いる｡
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たい｡なお､以後の考察では､｢と思う｣の後援が可能であるような､下降調で発音される場合の ｢の

ではないか｣と ｢だろう｣を念頭において考察する｡

2.先行研究

｢のではないか｣を正面から取り上げた研究の先駆は､田野村 (1988)である｡これに続く研究で

の ｢のではないか｣の捉え方は､大別すると二つの立場がある｡一つは､｢雨が降っていない?｣のよ

うな ｢否定疑問文｣と､｢雨が降ってるんじゃないか?｣における ｢のではないか｣の用法を連続 した

ものと捉え､これを否定疑問文の中に位置づける立場であるO井上 (1994)､井上 ｡黄 (1996)､森山

(2000a･2002)などがここに属す｡もう一つは､これを否定疑問文とは異なる独立した形式 として

捉える立場である｡認識的モダリティ形式に含めるか否かという点での相違はあるが､安達 (1999)

と宮崎 (2001･2002)がここに属す｡本稿も､基本的に ｢のではないか｣は独立した形式として扱 う

べきだと考えることから､以下では安達と宮崎の ｢のではないか｣の分析の概略を紹介し､問題の所

在を指摘しておきたい｡

2.1 安達太郎 (1999)

安達 (1999)は､｢のではないか｣の振る舞いについて詳細な検討を行った結果､いくつかの重要な

現象を指摘 し､それに対する説明を試みている｡以下に安達の観察の要点を本稿の観点から整理 し列

挙する｡

1)認識モダリティの体系における位置づけ

他の認識的モダリティ形式､および ｢たぶん｣｢どうやら｣｢たしか｣等の副詞との共起関係を

根拠に､認識的モダリティの基本的意味を共有しない異質な存在として､その枠外に位置づけ

る｡

2)機能の派生

否定疑問文のもつ肯定命題-の ｢傾き｣を媒介として､情報要求文から情報提供文-移行 し､

認識的モダリティに近似する不確かさの表現として固定化が進んだものである｡

3)基本的意味

判断を下すための根拠が欠如している場合やその立場にない場合の､話 し手の不確かな意見や

当てずっぽうの考えを伝えるという基本的意味をもつ｡話し手の不確かな考えを聞き手に対 し

て持ちかけ､訴えかけるという意味あいを強く持つ｡

4)使用制限 4

①話し手の意志によってコントロール可能な未実現の行為には使えない (cf｡｢かもしれない｣

なら可能)a

例 :和仁 :君も行くの?

進一 :うん､暇があれば行く (??んじゃないか/かもしれない)0

②相手の意見､主張を受け入れるという状況において､それに対する話し手の態度を表す形式

としては使えない (cf.｢だろう｣｢かもしれない｣なら可能)o

例 :たしかにあなたの言うとおり (だろう/かもしれません/??なんじゃないですか)｡

(｢だろう｣の追加は蓮沼)

③聞き手に比べて話し手が情報的に優位にある場面では､そのままのかたちでは使えない｡文

末に疑いの文の形式 什かな｣｢かしら｣｢だろうか｣)や ｢と思う｣のような形式をつけ､文

'i ここでの用例およびその容認可能性の判断は安達による｡なお､以後の例で出典が明記されていないものは
蓮沼の作例であるO
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未を調整することが必要になる｡

例 :啓子 :もうぼっぼっ来る 〈んじゃないかな/??友 じゃをe/??榊 いですか)0

鷹男 :だあれ ?

啓子 :お宅の洋子 さん0

2.2 宮崎和人 (2001･2002)

宮崎 (2001･2002)は､｢認識的モダリティ｣(epistemicmodality)を､事態に対する話 し手の認

識的な捉え方を表す文 レベルの機能 や意味カテゴリ-と定義するが､｢のではないか｣と ｢だろうか｣

を (疑い)の形式 と呼び､これを認識的モダリティの1タイプとして､その体系の内部に位置づけて

いる｡宮崎によれば､(疑い)とは ｢命題成立 (命題が真であること)について思考を巡 らす態度｣(宮

崎 2001:17)のことで､｢だろうか｣｢のではないか｣は､聞き手に情報を要求するというより､話 し

手自身の推量判断の未成立状態を表すことにその本質がある疑問形式 とされるO

推量判断の形成過程段階から見た場合､｢のではないか｣は､｢だろうか｣ と ｢だろう｣U)中間に位

置するものとされる｡すなわち ｢だろうか｣は､その状況で考えうる可能性の中からいずれノを選択す

べきか思考をめぐらせている段階を､｢のではないか｣は､考えうる可能性の中から一つに絞 り込んだ
段階を､そして ｢だろう｣は､推量判断が-つの帰結に達した段階を表す とい うふ うに説明されJる｡
宮崎は､それぞれの形式の意味や認識的モダリティの中での位置づけを行 うにあた り､共起する副詞
や 疑 問文の種類､判断の継起関係など､さまざまな客観的根拠を挙げ､説得力のある説明を試みてい

る O < 表 i>は､3形式 と副詞､疑問文の共起関係をまとめたものであるO5

く表 1>

『 二二二 = =!

E-/.択 一::

だろうか

補充疑問

真偽疑問 は 問的)

もしかすると等
きっと､たぷん等

確認要求

はないか i だろう

-=- W T 十

3.問題の所在

安達と宮崎の分析は､｢のではないか｣についてもっとも踏み込んだ分析 と言えるが,いくつかの問

題点や疑問点があるoそれぞれについて､順を追って指摘することにしよう.

安達の分析の最大の問題点は､｢のではないか｣の基本的な意味を ｢不確かさ｣とい う意味特徴で捉

え､すべての現象をこれによって説明しようとしている点であるO安達は認識的モダリティの基本的

意味を ｢知らない事態に対する話 し手の捉え方を表す｣(安達 1999:112)とするが､次の (2)のよ

うな､話 し手の記憶について述べる例で､副詞 ｢たしか｣と ｢はずだ｣｢思 う｣｢のではないか｣の共

起が可能なことを根拠に､これ らを認識的モダリティの基本的意味から外れるものとして､その枠の

外に置いている｡記憶にある事態は仮に今忘れているとしても､｢話 し手の知識 として確立しているこ

とがあるはずだ｣と考えるからである｡

(2)主上か昨 日は兄の誕生 日だった (はずだ/んじゃないか/ と思 う)O

5 <表1>は､宮崎 (2002)の二つの表の行の順序を入れ替え､一つの表にまとめたものである｡宮崎 (2001)
では､これに ｢かもしれない｣を加え､4つの形式について他の要素との共起関係や統語的テストによる検証を
行い､その特徴を明らかにしている0
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(2)のような例に見られる現象に対する安達の説明は､明らかに分裂しているOすなわち､｢た し

か｣と共起する ｢はずだ｣｢と思う｣については ｢確信｣を表すとする一方､同じ環境で使用可能な ｢の

ではないか｣は､｢不確かさ｣を表すとする点である｡ しかも､｢たしか｣との共起を根拠に､認識的

モダリティとは異質な存在として､これら三つの形式を一旦はその枠外に出しておきながら､｢不確か

さ｣という共通の意味特徴をもつものとして両者を再び括 り､その違いを ｢不確かさの意味の派生の

し方｣の根本的違いに求めようとしている｡だが､これ対する安達の説明は明解さや整合性を欠き説

得力をもっとは言えない｡

安達の分析の第二の問題は､｢のではないか｣の使用制限に対する説明である｡そこで挙げた例を(3)

として再掲する｡

(3)たしかにあなたの言うとおり (でしょう/かもしれません/??な榊 )｡

(3)は､副詞 ｢たしかに｣の ｢命題受容｣を表す用法の例であるが､｢だろう｣｢かもしれない｣

は自然に共起するのに対し､｢のではないか｣ではそれが不自然になる｡その理由については､次のよ

うに説明される｡すなわち､｢だろう｣｢かもしれない｣は､聞き手が述べた意見に対する反応として､

話し手自身がどのような判断を行ったかという態度表明を表すのに対し､｢のではないか｣は､言及さ

れる事態が不確かであることを表しはするものの､話し手がどのような判断を表明するのかを表すこ

とができない｡その結果､自分とは関係のないことを言っているような､無責任な印象を与えてしま

い､不適切になるというのである｡

結局､(3)での ｢のではないか｣の不自然さについても､｢不確かさ｣という唯一･の意味特徴から

説明されるわけだが､本質を捉えた説明とは言えない｡

一方､｢のではないか｣に対する宮崎の説明は､その中核に迫るものとして高く評価できる｡だが､

一つだけ疑問な点が残る.すなわち ｢のではないか｣が ｢考えうる可能性の中から1つに絞 り込んだ

段階｣(宮崎 2002:140)の判断を提示するということと､話し手の主張の強弱がどのように関連づけら

れるかが不明な点であるO例えば､(1)(1)'の ｢だろう｣と ｢のではないか｣を比較した場合､｢だ

ろう｣よりも ｢のではないか｣のほうが､いっそう話し手の強い主張を表 しているといったニュアン

スが感じ取れるが､こうしたニュアンスの差異は､判断の形成過程段階の相違 という観点だけでは説

明できない｡｢のではないか｣｢だろうか｣｢だろう｣は､談話 ･文章において､話し手から聞き手に向

けての伝達態度の調整といった､レトリカルな効果を意図した使用があり､こうした用法におけるそ

れぞれの機能の相違についてもなお検討する必要があるのである｡

4.解答の試み

この節では､副詞との共起関係､譲歩の文脈での使用､文末形式の付加などの点で､｢のではないか｣

が示す特有の現象を取り上げ､それが生じる理由についての説明を試みる｡

4 1 副詞との共起関係が意味すること

安達 (1999)は､｢のではないか｣が認識的モダリティに属すかどうかの判断をするにあた り､ 1)

他の認識的モダリティとの共起､2)モダリティ副詞との共起､3)｢たしか｣との共起､という三つ

のテス トを行っている｡次の (4)(5)は､そのうちの2) 3)に当たるものである｡

(4)iたぶん/ひょっとすると/どi空包)佳織はもう出かけたのではないか｡(安達の例)

(5)左と史ここに置いたんじゃないか｡

上の例で明らかなように､｢のではないか｣は､｢たぶん｣｢ひょっとすると｣｢どうやら｣のような

｢推量｣｢蓋然性判断｣｢証拠性判断｣のそれぞれに対応するモダリティ副詞と共起するばかりでなく､

認識的モダリティとは共起しないとされる ｢たしか｣とも共起可能であるo安達は､ 2)と3)のテ
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ス トを第二､第三の根拠として ｢のではないか｣を認識的モダリティから外すわけであるが､こうし

た見方は､認識的モダリティを ｢知らない事態に対する話し手の捉え方｣と狭く規定する安達の立場

に基づく｡

｢のではないか｣を認識的モダリティに含めるか否かの議論はここでは措くとして､安達の観察を

本稿の観点から捉え直せば､｢のではないか｣は､､判断の根拠のタイプ､およびそこから結論を導く様

式を狭く限定しないという性質を有していると言える｡すなわち､話し手の直感や記憶､内的思考､

外的状況のいずれも根拠となり得るということで､｢たぶん｣｢ひょっとすると｣｢どうやら｣など､異

なる類型の認識的モダリティに対応する副詞や､記憶の検索を表す ｢たしか｣と共起可能だという事

実は､こうした ｢のではないか｣の特徴から説明可能である｡

｢のではないか ｣は､手持ちのデータから導き出した帰結を話し手の個人的見解 ･見込みとして聞

き手に訴えかけるという働きに機能を特化させた形式と捉えることができるO話 し手の確信度につい

て言えば､｢のではないか｣は中立的で､特定の確信度を指定するものではないと考えるのが適切であ

る｡｢もLかすると｣｢きっと｣など､異なる確信度を表す副詞と共起可能であることは､こうした ｢の

ではないか｣の機能の特性を端的に示す証拠であるC.

埠,望 rたしかに｣と譲歩の談話構造

2_1において､｢のではないか｣は r命題受容｣を表す ｢たしかに⊇の後に使えないという使 用制

限をもつという安達の指摘を紹介した,J安達はそ{J7)理由を､∴不確かな｣ 判断を表 す- ｢ の で は な いか_i

が与える ｢無責任な印象｣という点に求めているが､これは誤った説明と言 わざ る を 得 な いC 安 達は

｢たしかに_iの直後に使われるモダリティ形式の共起関係に注目してこうした結論を下しているのだ

が､談話 レベ叫 こ観察の範囲を広げると､これとは異なる現象が観察できるからである｡

結論を先取りして言えば､｢のではないか｣は次のような譲歩の構造をもつ談話のⅩ～の部分では債

用されないが､Yの部分なら使用可能である｡

(6)譲歩の基本構造 6

A :Ⅹ

B :Ⅹ'

Y

(6)は､話者交代がある会話に見られる譲歩の基本的構造を図式化 したものであるoXとYは､

対比的な関係を有するものとして会話参加者に解釈されるような発話である｡すなわち､何らかの意

見表明を表すAの発話Ⅹの後に､それを承認するBの発話Ⅹ'が続き､その後にXとは対立的なBの

意見Yが表明されるといった構造のものである｡

対話では､｢譲歩｣は､とりあえず相手の意見を正しいものとして受け入れる姿勢を見せて､その後

でそれとは異なる (対立的 ･対比的な)意見を話し手が主張するといった展開の型をもつ｡これは､

聞き手の意見を妥当なものと評価 し､一旦譲って受け入れる姿勢を見せ聞き手-の配慮を示しておい

て､その後でいっそ う妥当なものとして自らの意見を提示し､効果的に相手を説得 しようという話し

手の目論みを実現するレトリカルな表現である｡話者交代がない文章や独話では､Xは先行の文脈で

述べられた話し手の意見や他者の発言などを表すが､この場合も基本的に (6)に準じた構造で説明

可能である｡

｢たしかに｣は､こうした譲歩型の談話展開において聞き手の意見-の同調を表すⅩ'の部分でよ

く使われるものだが､｢だろう/かもしれない/にちがいない｣のようなモダリティ形式は､これと自

6 couper-Kuhlen&Thompson (2000)の譲歩の基本構造の図式化に基づく0
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然に共起するO-方､｢のではないか｣の共起は極めて不自然である｡この点は安達の指摘の通 りであ

るが､ここで注目したいのは､これに続く対立意見であるYの部分には､｢のではないか｣が自然に生

起するという現象の存在である｡この点を実例で示そう｡ 7

(7 )中村 (政):放射性廃棄物の処理は産む娃技術的には難しい､おカネのかかる問題かもしれ
皇室友けれども､地域的には限定された問題ではないでしょ_うか｡

(座談会 ｢グローバルな視点から見る原子力｣KS1634)

(8)高階 :それはたしかにアイコンを作らない理由でしょうね｡しかし､サイン的なものは通

用するんじゃないでしょうむo(対談 ｢絵の言葉｣小松左京 ･高階秀爾 KSO624)

(9) 巽 :(中略)だから､褒む娃いろいろ煮詰まらないところもあるような気はするんですが､

読み直して新しい発見をさせることのできる作家というのはそう多くはないのでは

ないかという気がします｡その点､小松､筒井というのは大きいですね｡

(座談会 ｢SFへの遺言｣KSO157)

(10)苦悩 ?- ,7:Lit_旦)iE､苦悩は超越的なものになりうるかも知れない｡だが､その超越 自体

が､人間的なものをまぬがれ得ないのではないか｡より正確な ｢世界｣と ｢人類｣の表象

に達するためには-- (｢復活の目｣KS1470)

(ll)私も思わず溜息をついた｡- このフランスで､"白鳥の湖"とはOたしかに不朽の名作iL

はちがいない｡ しかし､今ではポリショイかレニングラー ドの公演ぐらいしか､客を呼べ

ないのではないか｡それとも "節"古典主義という以上､そこに何か画期的な新演出があ

るのか? (｢鷺娘｣KSO717)

(7)～ (9)は座談会 ･対談､(10)(ll)は小説の地の文の独白的な部分の例であるが､Ⅹ'に

当たる発話では ｢たしかに～かもしれない/だろう/ような気がする/にはちがいない｣が用いられ､

それに続く発話Yでは ｢のではないか｣およびそのバ リエーションの表現が使用されている｡上述の

ように､譲歩表現は､XよりもYのほうがいっそう妥当なものであるとして話し手が主張する際に用

いられるレトリックである｡だとしたら､同調を表すⅩ'の部分よりもYに､そうした話 し手の態度

を表すのに相応 しい表現が用いられるはずである｡ ところが､上の例ではいずれも､Ⅹ'ではなくY

に ｢不確かさ｣を表すとされる ｢のではないか｣が使われているのである｡これはいったいなぜであ

ろうか｡

結論を先取りして言えば､｢のではないか｣が表すのは､色々検討した結果到達した結論を､自らの

実感や直感に適合した考えとして､話し手が発言の場に差し出すものである｡ 8 このことを説明するた

めに､(7)(8)(10) (ll)の下線部の前後を入れ替えて意味の変化を観察することにしよう｡

(7)'? 放射性廃棄物の処理は産む邑技術的には難しい､おカネのかかる問題ではないでしょ

乏史｡けれども､地域的には限定された問題かもしれません｡

(8)'? それはたしかにアイコンを作らない理由なんじゃないでしょうかo Lかし､サイン的

なものは通用するでしょうね｡

(10)'??苦悩?- たしかに､苦悩は超越的なものになりうるのではないかOだが､その超越

自体が､人間的なものをまぬがれ得ないかも知れない｡より正確な ｢世界｣と ｢人類｣

の表象に達するためには-I

(ll)'??私も思わず溜息をついたO - このフランスで､"白鳥の湖"とはoたしかに不朽の名

7 例文末の ( )内のKSは小松左京コーパスの略号で､数字はそのファイル番号であるo

b' こうした事態までも ｢不確か｣と呼ぶとすれば､｢不確か｣という語の意味は説明されることなく不明のまま
に残されていると言わざるを得ない｡
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作なのではないカ㍉ しかし､今ではポリショイかレニングラー ドの公演ぐらいしか､客

を呼べない泣与がいない｡それとも "釈"古典主義という以上､そこに何か画期的な新

演出があるのか?

上の (7)'- (ll)'は､それぞれ元の文章の ｢かもしれない-のではないだろうか｣｢だろう--→の

ではないだろうか｣｢かもしれない-のではないか｣｢にはちがいない-,のではないか｣ 9 という表現の

前後を入れ替えたものである｡その結果は､いずれの場合も非常に不自然な談話展開になっている｡

特に､(ii)'では､｢確信｣を表す ｢にちがいない｣(宮崎 2002)がYの部分に用いられているにもか

かわらず､不自然さがとりわけ強く感 じられる例である｡これはいったいなぜであろうか｡

こうした現象を説明するためには､認識的モダリティの形式の ｢だろう｣｢かもしれない｣｢にちが

いない｣と ｢のではないか｣の本質的な相違を明らかにしておく必要があるO前者のグループは､｢推

量｣｢可能性｣｢必然性｣といった判断 (宮崎 2002)を表すが､これらはいずれも現実世界との関連を

ひとまず捨象し､論理や思考 ･想像の次元において成立する判断を表すという共通の特徴をもつ｡言

い換えれば､これはあくまでも話し手の考えの上で成り立つ判断を表すということである｡-一方､｢の

ではないか｣は､根拠となる知識や情事維〕種類ー結論を導く様式については特に指ill=:せず､発話の現

場で実感として把握されている､話し手個人の考えや意見を表すものであるOその意味で､｢のではな

いか｣は判断や発言責任に対する話し手のコミットメントを伴うが､前者の耳ダ!,7テ1形式は､あく

までも話 し手が設定した論理や思考の次元において､その範河内での話 し手の判断を表しているとい

う 点で､両者の働きは大きく異なるL,

日,)～ HH の例で､Ⅹ'では ｢のではないか｣が使われず､Yでなら使用が自然である理由は

以上の説明で明らかであろう{=すなわち､これらは ｢一つの考え方としては Ⅹ 'ということも言 え る

が､Yのほうがいっそう自分の実感に沿ったものである｣といった意味を表す表現である｡つまり､

自分がコミットしない意見であるⅩ'に対しては､あくまでも考えの上で成 り立っ判断を表す ｢だろ

う｣｢かもしれない｣｢にちがいない｣の使用が適切なのであるo iO一方､自らが実感 として保有する

見込みや見解を表す ｢のではないか｣は､そうした態度を表すのには適さないO前後を入れ替えた例

がいずれも不自然であるのはそのためである｡

4.3 文末調整が必要な理由

これまでは ｢のではないか｣が付加形式を伴わない場合について考察してきたが､実際の談話や文

章では､｢のではないか｣がそのままの言い切りの形で用いられることは少なく､何らかの付加形式を

伴って使用されることが多いO例えば ｢のではないかという気/感 じがする｣｢のではないか土塁i/

思われる/考えられる｣｢のではないだろうか//のではあるまいか/のではなかろうか ｣ 1t｢のでは/-i

い旦三を/起立と｣などがその代表的なものであるO

安達は､｢のではないか｣の後にこうした形式の付加が必要となる理由について､｢話し手の不確か

な考えを聞き手に対して持ちかけ､訴えかけるという意味あいを強く持っている｣ためだとし､それ

9 それぞれの形式の普通体の形式で代表させて示すOなお､(ll)の ｢にはちがいにないj は､新しく言い換え

た文では､対比を表す ｢は｣をF環いてある｡

10 対話では､聞き手の意見Ⅹに対する話し手の見かけ上の同調を表すⅩ'で ｢だろう｣｢かもしれない｣｢にち

がいない｣使われることも同様に説明できる｡ちなみに､このことはこれらの形式がYで使用されないというこ

とを意味するものではない｡事実､使用される例はいくらでもある｡重要なのは､譲歩の談話では､Ⅹ'に ｢の
ではないか｣が使用されないという点である｡

11 宮崎は､｢のではないだろうか｣は､｢のではないか｣と ｢だろうか｣が結合したものではなく､｢のではない

か｣の疑問機能を疑いに特化させたもので､確認要求に使用できない点を除けば､｢のではないか｣と振る舞いは
同一だとしている (宮崎2002:142脚注23))0
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を避け､調整する手段として ｢かな｣｢かしら｣｢だろうか｣｢思 う｣などが使われると説明している｡

｢不確かな考え｣という部分を除けば､安達の指摘は基本的に正 しい｡4.2の考察で明らかなよう

に､｢のではないか｣は､自らの考えや実感を直接的に表明し､それを聞き手に訴えかける話し手の態

度を表すものである｡つまり､そのままの形では話 し手の強いアピールの姿勢が前面に出やすいため､

その調整が必要になる｡上記の下線で示 した付加形式は､呼びかけ表現 としての性質を有する ｢ので

はないか｣を､述べ立て表現､独白的表現､自問的表現といったものにその表現類型を変更する働 き

をもつ｡つまり､これ らの付加によって ｢のではないか｣の呼びかけ ･訴えかけのニュアンスの緩和

が図れるため､単独の形よりも付加形式を伴 う形で使用される傾向が強いのだと考えられる｡ 12

5.認識的モダリティとレトリック

ある文末形式が共起するか否かは､それが付加する述語や文の意味的タイプと深い関係をもつ｡｢の

ではないか｣と ｢だろう｣は､共起可能な述語や文の意味タイプに重要な相違がある｡この節では､

この点をまず確認 し､それ との関連で､レトリカルな使用における ｢のではないか｣と ｢だろう｣の

機能の本質的な相違の解明を試みる｡

5｡ 1 共起する文の意味的タイプからみた ｢のではないか｣と ｢だろう｣

宮崎 (2002)は､モダリティ形式の付かない述語の無標形式を､その認識的意味の違いから三つに

分類し､それぞれを ｢事実の確認｣｢確信的な判断｣｢主観的な評価｣と呼んでいる｡｢のではないか｣

と ｢だろう｣の比較で問題 となるのは､このうちの ｢主観的な評価｣を表す場合である｡普通 ｢だろ

う｣は ｢主観的な評価｣を表す述語には付かないし､付いた場合は用法が変わるとされるが､｢のでは

ないか｣の付加は可能である｡また､森山 (2000b)が ｢客観的妥当性を承認する標識｣と呼ぶ ｢と

言える/と言っていい｣といった文末形式を伴う表現には ｢のではないか｣｢だろう｣のどちらも付加

が可能である｡

以下ではこの二つに､身体感覚を表す述語を加え､三つの述語 ･文の意味的タイプを区別 し､それ

ぞれと ｢のではないか｣｢だろう｣および関連するいくつかの文末形式との共起関係を検討する｡

(12)は､身体感覚を表す述語との共起関係を表す例である｡

(12)ちょっとのどが痛い tと思 う/ような気がする/*んじゃないか/*んじゃないだろうか

/??かもしれない/*だろうio

｢のどが痛い｣｢背中がかゆい｣など､話し手が発話時に直接的に知覚する身体感覚を表す文には ｢の

ではないか｣｢だろう｣｢かもしれない｣などは付かない.一方､｢と思 う｣｢ような気がする｣は付加

が可能であるO

(13)～ (15)は､｢主観的な評価｣を表す文との共起関係を表す例であるO

(13)A :どっちのワインがおいしいと思う?

Bニこっちのほうがおいしい (と思う/ような気がする/んじゃないか/んじゃないだろ う

か/?かもしれない/??だろう)｡

(14)アイデアは王辻ユ(と思う/ような気がする/んじゃないか/んじゃないだろうか/ ?かも

しれない/??だろう)0

(15)彼のや り方はひどすぎる tと思う/ような気がする/んじゃないか/んじゃないだろうか

12 論説文や意見文では､段落末や文章の最後の締めくくりの箇所で､｢のではないか｣(その多くは付加形式を伴

ラ)がよく使われるが､一つの段落で何度も使われることは少ないCこれはそれぞれの部分で､自らの到達した
結論を総括的に述べ､これを読者に訴える表現として ｢のではないか｣が適しているからだと思われる｡だが､

あまり使いすぎると扇動的な印象を与えるせいか､使用は一定限度に抑制される0
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/ ?かもしれない/??だろう)0

｢おいしい｣｢いい｣｢ひどすぎる｣などは､話し手の ｢主観的な評価｣を表すが､このタイプでは

身体感覚の場合よりも共起制限がゆるみ､｢のではないか｣｢のではないだろうか｣などの付加が可能

になる｡｢かもしれない｣は､碗曲用法でなら使用できなくもないが､他人事を述べているような無責

任な印象があり､やや不自然である｡｢だろう｣は､もっとも制限がきつく､その使f削ま極めて不自然

である｡

(16)は ｢と言える｣を用いた例であるが､共起制限は ｢主観的な評価｣よりもさら自由になり､

上のすべての文末形式が使用可能になる｡

(i6)これは妥当な緒論と言える ‖二思う/ような気がする/のではないか/のではないだろうか

/かもしれない/だろう)く)

以上が文末形式との共起関係であったが､次は､確信度を表す ｢おそらく｣｢たぶん｣などの副詞と

の共起関係を表す例である｡

(17)たぶん (*ちょっとのどが痛い/??こっちのほうがおいしい/??彼のやり方はひどす ぎる

/つ?アイデア''/jlいいJo
i

/三.,

nBt)たぶんアイデアはいい tと思 う//窄ような 気 が一重 る /んじゃないか/んじゃないだ ろ うか

/ ?かもしれ な い/??だろうio

(19) ?董そらくこれは妥当な結論と言える｡

[120)おそらくこれは妥当な結論と言える ‖二思う/ ? よ うな気がする/ノのではないか /′(7)では

ないだろうか/かもしれない/だろうIIG

副詞は語によって意味 や用法が異なり､容認度についても一概には半順行できないが､全般に無裸形

のままでは落ち着きが悪いのに対し､文末形式を付加すると容認度が上がる傾向が見られるO

<表 2>は､上の観察を整理したものである｡

<表 2>

ような気がする ○ lo ○

のではないか( ×i ○ ○ i

lのではないだろうか I × ■ ○ l ○ '

篭かもしれない 〉く l △i ○l

Eだろう 】 × i × i ○ r

当該の意味タイプと ○共 起可能 ×共起不可能 △場合によって共起可能

ここで､述語 ･文の意味タイプとの共起関係において､｢のではないか｣と ｢だろう｣が示す分布 上

の相違が生じる理由について考察しておこう｡

まず､身体感覚を表す文に ｢のではないか｣や ｢だろう｣が付かない理由は単純である｡体の痛み

やのど渇きといった身体の感覚は､話し手の直接的な知覚を通して把握されるものであり､それを話

し手の意見や思考内容として表現することは､その本来の性質にそぐわないからである｡

次に､｢主観的な評価｣では ｢だろう｣の使用が容認できないが､この点は森山 (1992)や宮崎 (2002)

ーi8-



がすでに指摘するところである013 宮崎はその理由について､(推量)を表す ｢だろう｣は､｢話 し手の

経験の外にある事実を想像や思考によって認識する｣ということを表すのに対し､｢(主観的な評価)

の内容は､話し手の中で決まる事実であり､推量の対象とならない｣(宮崎 2002:133)からだと説明

している｡ 14

-方､｢だろう｣とは対照的に､｢のではないか｣が ｢主観的な評価｣と共起できる理由は､｢のでは

ないか｣は､話し手自らが実感として抱いている見込みや見解を表すものだからである｡これは､話

し手によって直接的､実体験的に把握されているという点で､間接的な知識や思考内容を表す ｢だろ

う｣とは性質を大きく異にする｡｢主観的な評価｣との共起において､この二つが対照的な振る舞いを

見せるのは､そのためである｡このことを端的に示す例を挙げておこう｡

(21)日中双方に理由はあろうが､観光ビザの本旨をはき違えているのではないか｡

(｢毎日新聞｣社説 2004年 2月 27日朝刊)

(21)～??日中双方に理由はあろうが､観光ビザの本旨をはき違えているだろう｡

(21)は､｢外国人客を阻む閉鎖体質｣と題された新聞の社説の例である｡日本が ｢観光立国｣を目

指しながらも､中国からの観光客が少ないのはビザの取得が至難の業だからだということを述べ､外

務省､法務省の閉鎖体質を批判している文章の中の一文であるO(21)の ｢のではないか｣を ｢だろう｣

に言い換えると､(21)'のように非常に不自然な文なるが､それは ｢はき違えている｣という述語が

この社説の執筆者の ｢主観的な評価｣を表しているからである｡(21)は､日本政府の外交政策を批判

し､認識を改めるべきだという異議申し立てを行い､認識の修正を訴えている文であるが､こうした

執筆者の批判 ･異議申し立ての意図を表す表現には ｢のではないか｣の使用が相応 しく､｢だろう｣は

適していない｡娩曲用法の場合は ｢主観的な評価｣に ｢だろう｣が付加できるが､この文脈はそもそ

も娩曲に述べる配慮を必要としない文脈だからである｡

最後に ｢と言える｣の場合だが､｢と言える｣ではさらに共起制限がゆるみ､｢のではないか｣｢だろ

う｣のどちらも使用可能になる｡その理由は､これらのレトリカルな使用における機能の移行 ･拡張

という観点から説明できるが､この点については､｢と言える｣および､これと関連する他の形式も加

え､次の5.2で考察することにしたい｡

5 2 ｢のではないか｣と ｢だろう｣のレトリカルな使用

｢のではないか｣と ｢だろう｣が互換性をもつ場合の例を観察すると､前按する述語の形態や意味

に共通する特徴が観察できる｡すなわち､｢と言える/考えられる｣｢と言って/考えて/見て/ (も)

いい｣｢と言う/考える/見るべきだ｣など､発話 ･思考動詞の引用形式を要素に含む評価的複合形式

であるという点である｡｢のではないか｣が後続する例を以下に挙げる｡

(22)そして､上田秋成がまた芭蕉嫌いでした｡芭蕉のような深刻ぶ り､もったいぶり､哲理趣

味といったところが大嫌いです｡まだ芭蕉自身はいいけれども､その芭蕉をかつぎ回って

いる深刻面の芭蕉俳譜が嫌いで､これに対する憎しみはたい-んなものです｡そうい う点

も土田秋成の一面でありますが､同時に大阪的な特色と言えるのではないかと思いま宜O

(シンポジウム報告 ｢大阪学を作った人々｣矢沢永- KS1604)

(23)ふつ うの住居空間と同じ床のところに台所を持ってくることを最初に提案したのは､例の

『アンクル ｡トムズ ｡ケビン』を書いたス トウ夫人のお姉さんです｡このことはよく知 ら

13 仮に｢だろう｣が使えたとしても､それは主張の強さを抑制する､(娩曲)用法としての用法である(宮崎2002･
133),

1̂Z ちなみに､｢と思う｣はそうした制約をもたないが､その理由は ｢だろう｣が思考内容そのものを構成するの

に対し､｢と思う｣は､思考内容の外側にあって､それを対象化する表現だからである (宮崎2002:165)｡
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れていることですが､それ と同じように､日本でも､約七､八十年を隔てて変化が起きた

と考えていいのではないかと思いますo

(パネルディスカッション ｢地球時代の食の文化｣加藤秀俊 KS1294)

(24)鈴木 :そ うですね｡ですか ら違った人が来たという証拠があれば､例えば骨から､これは

異人種 とい うことがわかれば､これは問題でしょうが,それが見あたらないとすれば､

一応､日本の本土の中だけで起こった現象 と考えるべきではないかと思 うんですO

(対談 ｢日本人のル-ツをたどってみると｣小松左京 ｡鈴木尚 KSi422)

(22)～ (24)は､｢のではないか｣の後にさらに ｢と思 う｣が続いているが､それぞれの ｢のでは

ないか｣を ｢だろう｣に言い換えることが可能である｡

上記の評価的複合形式は､典型的な認識的モダリティとは異なるものの､自分の意見や結論には客

観的妥当性があるとい う話 し手の認識的態度を表す固定表現として､学術論文や論説文､専門家の対

談などでよく使用されるものである｡すなわち ｢そ う判断 し結論づけることが可能だ/妥当だ/必要

だ｣といった意味の､自分の事j断に対する話 し手の評価的な態度を表 しているものである.｡ここでは

これらをまとめて ｢客額的妥当性を表す形式｣と仮に呼んでおこう.こ,

客観的妥当性を表す形式は､それに ｢のではないか_j｢だろう｣｢かもしれない｣が付加できるとい

的妥当性を表す形式に ｢のではないか｣｢だろう｣｢かもしれない Jが付 く場合の意味 申機能は∴ 起 語

の無標形に付く場合 とは異なってお り､そ の 区別が必要である｡

客観的妥当性を表す形式は､現実に正 しいかどうかはともかくとして､当該の結論が妥当であBJ')確

かなものであるとい う話 し手の認識的態度を表すものである｡そして､こうした形式に ｢のではない

か｣｢だろう｣が付加 した場合の意味は､自分の判断を疑 うというも(jjではなくt聞き手に対 す る 伝達

態度を表す ものに機能を変化させていると考えられる｡すなわち､｢だろう｣の場合は､それが思考 す

想像の限 りでの判断だとい う基本的意味の拡張として､断定の緩和､主張を抑制する ｢娩曲用法｣へ

の移行が見られる｡一方､rのではないか｣は､話し手の下した判断や結論を妥当なものとして提起し､

聞き手の認識の共有や賛同を期待するといった伝達態度の表示-と機能を移行 させている｡上の例で

は､｢と思 う｣が付いて思考内容を対象化 しているのでこのことが見えにくいが､これを外 した例を示

し ｢のではないか｣と ｢だろう｣のニュアンスの違いを観察してみよう｡ 16

(24)チ-応､ 日本の本土の中だけで起こった現象と考えるべき tではないか/空ろiio

(24)'において､｢だろう｣を用いた場合は､自ら下した判断や結論について､それを話 し手限 り

の考えとして主張を抑制 し冷静な態度で述べるというニュアンスがあるのに対 し､｢のではないか｣を

使用 した場合は､それを積極的に読者に提起 し賛同を呼びかけるといったニュアンスが感 じ取れる｡ 17

これは､機能が移行 した後でも､それぞれの基本的意味が名残 りとして残存 し､それが両者のニュア

ンスの微妙な違いに影響を与えているのだというふ うに捉えることが可能である｡

15 森山 (2000b)は､｢と言える｣の文法的位置づけを行うにあたり､発話時の話し手の認識を表す ｢と思う｣

と ｢と言える｣と認識的モダリティ表現の共起を比較している｡その結果､話し手の判断を表す表現として ｢彼
は無実だと思うかもしれない/だろう｣とは言えないことから､｢と思う｣は認識的モダリティと共起しないが､

｢彼は無実だと言えるかもしれない/だろう｣のように､｢と言える｣ではそれが可能なことを根拠の一つに挙げ､

｢と言える｣を認識的モダリティ表現の内側の ｢コト｣の領域に属するものとして位置づけている｡

16 聞き手が目の前にいる対話では､上昇調のイントネーションの ｢のではないか｣｢だろう｣は､話し手の疑い

の気持ちや､聞き手-の確認要求の意図を表すが､ここではこれらが下降のイントネーションで発音される場合

を念頭においている0

17 ｢ではないか｣(第 1類)は､｢認識生成のアピール｣(蓮沼 1995)をその基本機能とするが､｢のではないか｣

との連続性が見て取れて興味深いn
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6 おわりに

本稿の考察をまとめておく｡本稿では､｢のではないか｣が ｢不確かさ｣を表すとする安達の説明に

対し､｢のではないか｣は確信の度合いや判断の様式については指定せず､話 し手の実感に基づいた見

込みや個人的見解を聞き手に持ちかける表現であるという主張を行った｡また､客観的妥当性を表す

判断の表現に ｢のではないか｣が付加する場合は､こうした判断を提起 しその共有や賛同を呼びかけ

る話し手の伝達態度を表す用法-機能を移行させていることを指摘 した｡この場合 ｢だろう｣ との互

換性が生じるが､｢だろう｣では主張を抑制する娩曲表現に変化するのに対 し､｢のではないか｣は､

自分の判断を積極的に提起 し呼びかけるといったニュアンスをもつ点で､両者には相違があることを

述べた｡

ここで､ 2. 2で取 り上げた ｢のではないか｣をめぐる宮崎の議論を､本稿の観察で明らかになっ

た事実と関連させて捉え直しておきたい｡

宮崎は､判断形成過程段階から見た場合､｢のではないか｣は ｢だろうか｣と ｢だろう｣の中間に位

置するものとするが､この説明は ｢主観的な評価｣の表現以外に ｢のではないか｣が付いた場合に当

てはまるものである0 5.1での観察で明らかなように､｢主観的な評価｣に付加する場合では､判断

の確かさの点で ｢のではないか｣と ｢だろう｣の位置が逆転するように見える現象があるからである｡

｢主観的な評価｣は､対象に対して話し手が実感 として抱く評価を表すものであり､本来不確か さ

とは結びつかないものである｡この場合 ｢だろう｣は､こうした直接経験的な評価を思考内容 として

間接化するため､娩曲用法でない限り使用が不適切になる｡一方､｢のではないか｣は､話 し手の対象

に対する把握を､自分の意見 ･見解 として発言の責任を引き受けるとい う意味で主体的に述べるもの

である｡もちろん ｢のではないか｣の付加によって､付加する以前の無標形の場合よりも若干の間接

化を受けることは確かだが､話 し手の主観的な評価を､意見 ･見解 として提示することはごくあ りふ

れた当たり前のことであり､何 ら自家撞着など起こすことなしに実行できる首尾一貫した行為である｡

つまり､ここでの ｢のではないか｣は､確実に把握 している評価的判断を自らの意見として表明す る

もので､これは ｢不確かさ｣とは無縁のものである｡ 18

最後に､今後の課題について簡単に触れておく,まず､第-の､そして最大の課題は､認識的モダ

リティの体系において ｢のではないか｣をどう位置づけるかという問題である｡本稿はこの問題につ

いての定見を提出しないまま議論を進めてきたが､この間題はモダリティをどのように定義す るか と

いう本質的な問題にかかわるものであり､その検討は今後の課題としたい｡

もう一つの問題は､文体や文章 ･談話のジャンルと､｢のではないか｣や ｢だろう｣の機能 ･用法の

関連性の問題である｡本稿は､下降調のイントネーションで発音される場合の ｢のではないか｣｢だろ

う｣を念頭におき議論を行ったが､対話で使用される ｢のではないか｣｢だろう｣の多くは､上昇調で

発音されるものである｡ 19 っまり､文体や文章 中談話のジャンルの違いによって､これらの音調や意

味 ･用法は規定されるという側面をもつのである｡また､レトリカルな使用を観察する方法として ｢客

18 ｢のではないかという+名詞｣の形で､｢のではないか｣が連体修飾する場合の例をコーパスデータで観察す

ると､最も多く使用される名詞は ｢気がする｣の ｢気｣であるDこのほかに､｢主張 合質問宇提言 O発言｣｢意見 g
仮説 ｡仮定e考え･信念 ,独断 ･判断｣｢学説｡理論･論文｣｢憶測 ｡推測 由想像 仝予想｣｢疑い｡疑問･懐疑｣｢印

象･感じ･気分 ･実感｣｢恐れ ｡危慎 ｡恐怖 ｡懸念,心配｣など､発言､思考､判断､感覚､心理にかかわる名詞
が多く使用されているo

i9 田野村 (1988)は､第2類の ｢ではないか｣(- ｢のではないか｣)は､｢殆ど全ての場合､上昇調で発音され

る｣と述べている｡対話での使用､特に丁寧体の場合は､そのようなことが言えると思うが､学術論文や論説文

の文末の ｢のではないか｣は､音読される場合､下降調で発音されるのが自然だと思われる｡また､｢だろうか｣
｢と思う｣を伴う ｢のではないだろうか｣｢のではないかと思う｣は､必ず下降調で発音されると思う｡なお､安

達と宮崎の考察では,こうした ｢のではないか｣の音調の区別については､特には考慮されていないようである｡
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観的妥当性を表す形式｣を暫定的なタイプ として設定 したが､その詳細についても検討が必要であるO

共起関係 を考える際の文の意味タイプ としては ｢主観的な評価｣ と ｢客観的妥当性｣以外にも別のタ

イプを考える必要があるのかもしれない｡本稿が提起 した ｢のではないか｣の意味 ･機能についての

説明の妥当性 を､文章 4談話のジャンルや音調の違いを考慮に入れ､実際のデータに基づき検証する

ことが今後の課題である｡
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