
文頭に出現する rトイウJに関する考察

一引用という観点からの分析-

リュブリヤーナ大学

守時 なぎさ

11文頭に出現する rトイウコトJと rトイウノJ

l.1.複合辞rトイウJ
r佐藤トイウ人Jやr新種のキノコが発見されたトイウ情軌に見られるようなトイウは,

目本語教育の立場から見るとなかなかr自然なJ習得が難しい言葉である.この原因はいく

つか考えられるo例えば,文法的にはトイウの記述が余り進んでおらず,その意味や機能が
明らかになっていないこと,語用論的にはトイウは談話に依存する場合が多々あることから

教授ノ習得のコツがつかみにくいことなどが挙げられよう. r名詞句トイウ名詞句Jに関す

る先行研究には田窪く19891や益岡.田窪く19921が,またr述語句トイウ名詞句Jに関す

る先行研究には主なものだけでも大島く1991J
,メイナ-ドく1997J ,益岡く20001 ,守時

く2000Jなどが挙げられるが,まだトイウの全容が明らかになったとは言えないoそこで本

稿ではトイウを用いた表現のうち,特に文頭に位置するものをとりあげ,その用法を分析.

考察することにするlo

l.2. 考察の進めかた

トイウが文頭に位置する場合,トイウの後にはコトやノという形式名詞が後続し rトイウ

コトJ rトイウノJのこつの表現形式の可能性があるo これまでに,トイウコトやトイウノ

あるいはトイウモノについてはは-文頭に位置する場合に限らず,主名詞である形式名詞コ

トノノノモノの意味的差異に注目して部分的に分析した先行研究はいくつかあったく庵ら

2000,寺村1981,益岡.田窪1992などl.しかし管見する限り, rX+トイウ+形式名軌

という表現形式の総合的な分析,またこれらの表現形式が共通にもつ言語形式rトイウJに

注目した横断的な考察は見られないようであるo

そこで本稿は, rX+トイウ+形式名詞Jという表現形式のうちから-トイウが文頭に生

起する場合を取りあげる.トイウが文頭に生起するのは.形式名詞がコトもしくはノになる

場合で, rトイウコトJと rトイウノJというこつの可能性がある.分析では,トイウコト

ノトイウノの用法を整理するとともに,トイウという言語形式に注目してこのこつの表現形

式が共通に持つ特徴を考察する.用例はF新潮文庫の100冊Aから書き言葉の例を採集する2.

また分析を通して,テキストがr文Jという文法的な境界を超えた意味的まとまりを形成し

ているという談話的特徴も指摘する.このような考察を通し-トイウが表す広義のr引用J

がトイウコトノトイウノの用法- またこれらの談話的特徴を生み出す-要因となっているこ
とを明らかにするo

2.用例の出現傾向と用法の分析

2.1.トイウコトノトイウノの出現状況

まずはF新潮文庫の100冊jlを対象に,トイウコトノトイウノがどのような助詞を伴いなが

1本稿は第20回日本語連絡教育会議で行ったrトイウコトJ rトイウノJ rトイウモノJに関する発表の-

部を抜粋.加筆したものである.
2 話し言葉に生起するトイウコト.トイウノには話し言葉特有の用法が見られるが,紙幅の関係上議論を別項

に譲るo
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ら出現するか,その傾向を調べてみたo これをまとめたのが次の表1である.

表1こトイウコトノトイウノが文頭に出現する文例数く後接する助詞別l

トイウコト 文例の数

ノへ 13

2

ヲ 2

ガ 1

モ 1

合計 19

トイウノ 文例の数

ノ1 76

モ 7

合計 83

上の表に見られるように,トイウコトはトイウノに比べて出現数が非常に少ないo後接する

助詞を見るとノ1が最も多いが-他の格助詞や副助詞モも用いられている.
-方トイウノは,

トイウコトに比べると出現数が多い.その中でもハが後続する例が最も多く最も多く く全体

の92%J
,それにモが続くoトイウノにニiヲ.ガなどの格助詞が後接する例は見られなか

ったo

この表から見る限り-文頭に現れるトイウコトノトイウノにはrJIJが後接しやすいと言

うことができよう.またトイウコトには格助詞が後接することもあるが,トイウノには後接

しないとも言える.これは日本語の指導において留意してよいことだと思われるo

2.2.トイウコトの用法

まずトイウコトの文頭に現れる用法を分析するo

E解釈1

文頭に現れるトイウコトの中でもっともよく見られる用法は,先行する部分で述べられる

内容xに対して後続する部分でYOJ-ように解釈をする例である.

く11父の同僚の岡田さんという人は酔っ払うと塔おい,太郎o大学つうものはだな.

教師よりできなくて当り前と思うな.教師より,できる学生でなきや1本当は大

学-行く意味ないんだぞカと無茶苦茶なことを言った.トイウコトは,大学は-

物を教わりに行くところと言うより,最低四年間,学間に専念する- という r執

行猶予期間Jを保証されるところ,と考えていいのだろう.く太郎I

上の例では,先行する部分の内容xは岡田が発話したr大学-行く学生は教師よりできなけ

ればならないJである.この岡田の発話から話し手が解釈したのがr大学とは学間に専念で

きる場所であるJというトイウコトに後続する部分であるo後続する部分の内容yは-
-般

的に考えられている大学の特徴というよりは,文脈上xから導かれる解釈であると考えた方

がよい.この例ではトイウコトが生起する文の述部にrと考えていいのだろうJという思考

を表す動詞が生起していることからも, Yが思考の結果導かれた個人的な解釈であることが
表される.

E帰結1

トイウコトが文頭に来る場合一後続する部分で先行する部分の内容xから帰結される内容
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を述べることがあるo 次のような例であるo

く2,ブンは同-時間に世界各地はもとより月面にまで出現しておりますoトイウコト

は,ブンは,われわれ三次元の人間には知ることのできない時間や空間の断層,

ゆがみ- ふくらみ,エアポケット かくしどころ,おとしあな- ほらあな,トン

ネル,あなぐらなどを知っており,それを上手に利用していると考えられます.

くブン1

この例でもトイウコトが生起する文の述部に思考を表す動詞 r考えるJが生起しており,ト

イウコトに後続する内容yが思考の結果導かれたことが表されるo 先の E解釈lと異なるの

は, YがXの根拠を述べていると考えられるところであるo 上の例でトイウコトに先立つ部

分の内容xは. rブンが月面にまで出現しているJであるo 人間はなかなか月に行くことは

できないが,ブンは簡単に行けたことから.プンはきっと人間にはない能力を持っているに

違いないと考えられるo このようにXで述べられる事態を根拠としてYのような内容が帰結
されるとき,トイウコトが用いられるo

E動詞の補語7

先に挙げた表1で,トイウコトには格助詞も後接することを見た.トイウコトに格助詞が

後接する場合,トイウコトは前接する部分の内容と併せて rXトイウコトJという意味的に

ひとまとまりの名詞句として解釈される.まず rxトイウコトJが- 発話行為を表す動詞の

補語成分となる例を見ようo

く31彼女が言うには,家庭が-貧周Iq2たぬL一塵こ盛飽援助超堂無王あ-9-L旦蕗および隻監

lまヱーづヱ且企ql17-JIL,-J-i14-Lt盟葺金ITEo真え工U- l-る血-しか-ij妄ユ-豊勘-01一祝el-qL臥

17-Jk,-J-i--l,-上先.3f,象子二ある-歩Ij3上-ej-鼠にあ-a鼠像が-生上ユー克加屋塵上会社と呈監

-Q周P2板ば皇あとな-9 J一長立ユ阻ま4一冒二二邑気味-Tei一捜巣iこも-あ丘A出鹿王皇なか

-T2鬼且3f屠i壬残念王か7一乱出乱なIi思2工V-
,-る山i,-かL自-分j去t分i壬考えた表し-

豊業盈とゑことを汲El-し-た-Q二空あP-L必題な奨望金を組して-貴ヱi壬娃fJ-払王娃

二二つ二eも取-J3-工らよな-ら-7iV-1盟且リi1-な2-工U-11る.-見-%鬼皇王娃.し-AJーB一以タヒ色呈取9-
たこ上追な-iL姐まB上追孟ねなv-洩しせ-4三-CIL- ii工及き加J,

-た2-たこつ.

-qi-Qが私10l-ム生をEl-麓豊茶l妄上三i-皇5-こ-とJ三な良il-トイウようなコトを,イ-
ストン教授に涙ながらに懇願したのであった. く数学1

上の例はトイウコトに rようなJという例示を表す形式が介在し- 後ろには格助詞ヲが承接

するoトイウコトが生起する文の述語句には r懇願するJという発話行為を表す動詞が現れ

る.懇願の内容は,先行する破線部に表されており, rDという評価は私の人生を無にして

しまうから,なんとかC以上にしてもらえないかJというものであるo この内容がトイウコ

トでまとめられ, r懇願するJという述部の補語として解釈されるo この例には- いくつか

興味探い特徴が見られるo まず,発話の内容が発話動詞と同-の. r文Jに表されていないこ

とであるo 発話動詞は-般に r太郎がFアイが逃げたilと言ったJのように発話内容が同-

文中の引用句で表されることがないo しかし上の例では,発話の内容は破線部のように独立

した文で,発話動詞が述部に文とは独立した文で表されている.また,発話の内容は-つの

述語句で表されているのではなく,複数の r文Jで表されていることも注目される.上例で

は破線の部分が発話の内容であり, 6文にわたっているo このように- 発話の内容が必ずし

も同-文中に表されるとは限らないこと,しかも複数の文にわたる場合もあることなどは日

本語の指導の際に留意してよいだろうo

さて, rXトイウコトJという意味的なまとまりが,他の動詞の補語になる例も若干見ら

れる.
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く4うしかし,ここにひとりの病人がいるとするo甲はそれを見てやさしい心がひき出

され,乙はそれを見て冷酷な心になるとするoここで明らかに人間は分けられて

しまう.トイウコトにはならないだろうかJく塩狩峠l

この例では後続する部分にr く-にJなるJという動詞句が生起し.出来事が結果的にその

ように決まったことを表すo このトイウコトに前接する部分は,この述語句によって結果的
に決まった内容が表され,ト人の病人を前にしたとき-人間は明確に分けられてしまうJ

ということである.この例も,トイウコトは前文以下と意味的に連続体をなしており- r文J

という形式と意味の区切れが必ずしも対応していないo

2.3. rトイウノJ

E換言1

次にトイウノの用法を分析する.トイウノでは,先行する部分で述べられる内容xを別の

視点から後続する部分のように言い換える例が見られるo

く5J健康の問題は人間的自然の問題である.トイウノは,それは単なる身体の問題で

はないということであるo健康には身体の体換と共に精神の体操が必要であるo

く人生論l

トイウノに先行する部分の内容xはr健康の間題は人間的自然の間題であるJであるoトイ

ウノに後続する部分の内容yはrそれは単なる身体の間題ではないJと述べられ.さらに精

神にも鍛錬が必要であると続くo XとYとの関係をみると, xとYはr健康は身体と精神に
またがる間題であるJという-つの事態を異なった表現で表したものだと言えるo なお,ト

イウノが生起する文の述部に上のようにrということであるJという形式が現れ, rトイウ

ノはYということであるJとなることがしばしばあるo

E理由I

rトイウノJが文頭に現れる例で最も多いのが,次のようにYでXの理由を述べる例であ

るo

く61ところが, new ph.D.たちにとって,これも救いの神になるとは限らない.トイ
ウノは,教授がかなり正確な評価を書いてしまう迦ム崖o く数学J

く7フその日私は何時になくその店で買物をしたoトイウノはその店には珍らしい棒榛

が出ていた92iE. く樺棲J

く6lのXはr博士号取得者にとってはこれが救いにはならないJという内容であるo Yの内

容はr教授が博士号取得者についての評価を正確に書くJであるo後続する文の述部にrか

らだJという理由を表す助詞が生起していることからも分かるように, YはXに対する理由
を表す.もう-つの例を見ようo く7Iでトイウノに先行する部分の内容xはrその日私は何
時になくその店で買い物をしたJで, YはrそOl店には珍しい樺棲がでていたJである.そ

の店にはいつもはない棒棲があったことから,棒壕を購入した,という解釈がなされること

から, YはXの理由を表していると考えられる.トイウノが生起する文の述部にrのだJと

いう関係づけのモダリテイ形式が現れており,理由という関係づけを行っていると解釈され
るo
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3.トイウコトノトイウノと意味解釈の手がかりになる表現形式

以上,トイウコトとトイウノの用法を分析してきた.これまでに挙げた例では,多くの場

合,意味解釈を助けるような表現形式が生起していたo そこで本小節では- この表現形式に

注目して,トイウコトノトイウノの分析を行う.

3.1.用法別に見た意味解釈の手がかりになる表現形式
採集したデ-タで,意味解釈を助けるような表現形式を用法別に挙げると,次のようにな

るo

トイウコト E解釈1ということだ

E帰結1くという1ことだ,わけだ- など

E動詞の補語1発話行為を表す動詞, rなるJ rするJなど

トイウノ E換言1ということだ

E理由1からだ,ためだ- のだ- わけだ,など

文頭に現れるトイウコトが,後続する郡分でr解釈1やE帰結1を表すとき,文末にrとい
うことだJやrわけだJなどの形式が生起するo またトイウコトが先行する文を引用しE動

詞の補語1として機能する場合は,文末に発話行為を表す動詞やその他の動詞が後続する.

-方,トイウノを見ると,後続する部分でE換言1を表すときはrということだJ3,
t理由l

を表すときは,理由を表す様々なモダリテイ形式が生起する.

3.2. 意味解釈の手がかりになる表現形式の生起ノ非生起

次に,これら意味解釈の手がかりになる表現形式が生起している場合が,全体の例のどの

くらいの割合を占めているかを調べたo それをまとめたのが次の表である.

表2二トイウコトノトイウノと意味解釈の手がかりになる表現形式の有無

生起4 非生起 合計

トイウコト 16 3 19

トイウノ 68く83%I 14く17%1 825

トイウコトについては,採集したデ-タが少ないので手がかりになる表現形式の生起との相

関について言うことを差し控えた方がよいだろう. -方トイウノの方は,全体の8割以上の
例で手がかりになる表現形式が生起している.ということは,トイウノという形式が文頭に

出現したら,まず手がかりになる形式がないかどうかを後続部分で探してみることが-正確

な意味理解の助けになると言うことができるo その反面,手がかりになる形式が生起しない

3興味深いことに, rということだJという言語形式は,トイウコトがyでE解釈コや-E帰結1を表す用法.およ

びトイウノがE換言1を表す用法に生起しているD 同じ言語形式が述部に生起しながら- Yで表す内容がL解釈1

かE帰結1か,あるいはE換言1と異なってくるのは,名詞rコトJもしくはrjJが本来持つ意味の違いに起

因すると予測されるo この分析に関しては,同じく形式名詞である rモノJも考察の対象としながら,稿を改め

て論ずることにしたいo
4 r生起Jには-トイウコトの後に発話行為動詞やr-にするノなるJなどの動詞を導く場合も含む.
5

トイウノが文頭に位置する例は,全部で83例であったが.そのうち rというのはなぜかo Jという疑間形式で

用いられている例を省いたo
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場合も2割近くあることは看過できないo この場合は-言語的な手がかりが表されていない

のであるから,前後で述べられる内容や文脈を手がかりに聞き手が自ら意味解釈を行うしか
ない.

さらに下の表は,トイウノと手がかりになる形式の有無を用法別に調べたものであるo

表3.こトイウノと意味解釈の手がかりになる表現形式の有無.トイウノの用法別

トイウノ 生起 非生起 合計

換言 3 6 9

理由 65 8 73

合計 68 14 82

YでXを言い換える E換言Jの用法では,手がかりになる表現形式が生起しないことがしば

しばあるようだが,これも全体数が少ないため傾向とまでは言えないo YでXのE理削を
述べる用法では手がかりになる表現形式が生起する例が多いo しかし73例中8例は生起して

おらず- これは全体の1割強にあたる.トイウノが文頭に出現し- rからだJ rのだJ rわ

けだJなどという理由を表す形式は生起していないがYがXに対して理由を述べると解釈さ

れる例が,しばしば観察されるということである.

では,このように意味解釈の手がかりになる表現形式が生起していないトイウノの例をい

くつか見てみよう.

く8J E換言1海は荒れていたo波はつぎつぎとひまなく押し寄せ-今来る波と次の波

との間に,なめらかな灰色の深淵をのぞかせた.暗い沖の空に累々と重なる雲は,

重たさと繊細さを併せていた.トイウノは,境界のない重たい雲の累積が-この

上もなく軽やかな冷たい羽毛のような笹縁につづき,その中央にあるかなきかの

灰青い空を囲んでいたりしたo鉛いろの海は又,黒紫色の岬の山々を控えていた.

すべてのものに動揺と不動と,たえず動いている暗い力と,鉱物のように凝結し

た感じとがあった.く金閣寺1

く91は別 rやはり,わかりませぬかJと,深芳野はすっかりおびえている.トイ

ウノは-彼女の居間でさえ,ほんのわずかの時間,空けておいても,そのあいだ

に人が忍んでいたらしい形跡が残されているo泥一朽菓,ねずみの死体,男の下

帯といったもので1どうやらいやがらせであるらしいo く国盗りl

まずく81ではXがr沖の空に重なる雲が重たさと繊細さを併せていたJ
, Yがr重たさJと

r軽やかさJの様子を個々に述べていることから- YはXの言い換えだと考えられるo先に
見た換言の用法ではYの述部にrということだJという言語形式が生起していたがト上例で

はこのような形式は生起していない.したがって.先行する部分の内容xと後続する部分の

内容yをよく見比べて,どのような意味関係にあるかを解釈する必要がある.
-方く91は後

続する部分でr深芳野がおびえているJという内容xに対する理由を述べているo文末にrか

らだJ rのだJ rわけだJなどのモダリテイを表す形式が生起していないため, Yの内容r深
芳野が嫌がらせを受けているJがxに対してどのような意味関係にあるかを聞き手は自ら解

釈しなければならない.

意味解釈の手がかりになる表現形式が生起しない上のような例では, Yがxに対してどの

ような意味関係にあるのか,聞き手は言語的な手がかりなしで理解しなければならないとい

う負担があるoそこで,日本語教育では次のような注意を喚起するとよいだろう.まず作文

に際しては,手がかりになる表現形式を用いた方が,聞き手に発話意図を誤解なく伝えるこ

とができるo だから,手がかりになる表現形式を用いて,伝えたい意図を明瞭に示した方が
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よい.読解に際しては,まずトイウコトノトイウノの後続部分に意味解釈の手がかりを探す

ことが効率的かつ正確な文章理解を促進することになるoその形式に即して,意味解釈を進

めればよいからであるo しかし,必ずしも言語的手がかりがあるとは限らないことも,念頭

に置いておかなければならないo この場合は,前後の内容をよく読み文脈を考慮した上で,
全体を理解することによってトイウコトノトイウノの用法を理解する必要があるo

3.3.文境界と意味のまとまりの非相関

これまでに見てきた例では,意味解釈の手がかりとなる言語形式が現れる場合は,常に文

末に現れている例ばかりであったoしかし手がかりは必ずしも文末に生起するわけではないo

次の例を見られたい.

く101 rいやなに-そのう-ただみたいなものじや.トイウノはつまり,これはプ

レゼントなのM,いや,どうもo ごめんJくブンl

上例のトイウノは後続する部分で理由を説明する用法である.下線部rのでしてJという形
式が現れており, rこれがプレゼントだJということを理由として示していると解釈される

が,これは主文末に現れているのではないo そもそも上に挙げた例は会話として想定されて
おり,提題のrはJが-文中にこつも現れること,トイウノで始まる文は文法的にrテJで

接続される従属節と主文との論理関係が硬立していないなど,いわゆるr文法軌な文では
ない.しかし,我々はこのような文を見聞きして-話し手の発話意図を解釈することができ

るばかりでなく,日常の会話の中にはこのようなr文法的Jではない文例が頻繁に見られるo

トイウノに後続する部分では,先行する部分に対する E理由lが述べられているが,その理

由の部分は従属節の部分までであって,主文の謝罪は含まれない6o

次の例もトイウノが後続する部分では由lを述べる例であるが,この例ではE理由Jが

文という文法的な境界を越えて表されているo

く11J ところで明治改元以来,急速に起った西洋医学の隆盛に対し,皇漢医道復興

運動という-種の反動が起った.トイウノも,表面華やかに,スム-スに入って

きたようにみえる欧化思想の中で, -方では何かにつけても日本古来のものでな
くてはならないという壊夷思想も根強く残っていたo皇漢医道復興もこの流れに

沿ったもので-漢方から発達した日本古来の医道を復興し西洋医学を排斥する,

という運動を始めたわけである. く花l

例に挙げた最後の部分にはrわけであるJという理由を表すモダリテイ形式が生起しているo

トイウノに後続する部分の内容yは,欧化思想.壊夷思想という時代の影響を受けた皇漢医

道復興運動について述べているが,トイウノ以下2文にわたって述べられているo これは,

文という境界を越えて,意味的に-つのまとまりを成す内容が複数の文にわたって表されて

いる例であるo

このような例を見ると,トイウコトノトイウノに後続する部分の内容yは-必ずしも r文J

という形式的なまとまりで表されているのではないと言える.これは,例く3う で女子学生の
イ-ストン博士に対する懇願が,トイウコトに先立っ6文にわたって述べられていたことを

も想起させる. r文Jとは,命題とモダリテイによって構成される単位であるが,この単位

は文法的な単位であるo -方,談話における r意味Jのまとまりを考えた場合,必ずしも文

6
なお話し言葉におけるトイウコトノトイウノには,書き言菓とは異なった特徴が見られるo 例えばトイウコト

が格助詞デに承接して談話の新しい展開を表す用法が見られること, rトイウノJが副助詞たけでなく格助詞ガ
にも承接する例が見られることなどであるo 話し言葉におけるトイウコトノトイウノについては.紙幅の都合上

本稿では論じきれないため,項を改めることにしたい.
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法的な単位である r文Jと r意味Jとが対応しているわけではないと言える.

4.トイウが行う広義の r引用J

4.1. r引用Jとは

以上,トイウコトおよびトイウノの用例を概観してきた.小節ではこれまでに分析してき

た用法および談話における特徴を,二つの表現形式に共通して現れるトイウを中心に考察す

るo

まずトイウの意味機能について考える.トイウは-引用句を導く助詞rトJと発話動詞r言

ウJが文法化した複合辞であるo 砂川 く20001によると r引用Jは次のように定義される7o

く121 砂川 く2000Jによる r引用Jの定義

ある発話の場くないしは思考の場Jで成立した発話くや思考lの内容を-そ

れとは別の発話の場において再現することo くibid.二156J

この定義を r太郎がFアイが逃げたjlと言ったJという引用文で見てみようo この引用文で

は,主文の話し手による発話r太郎がFアイガ逃げたJlと言ったJと, r太郎Jによる発話

rアイが逃げたJというこつの発話によって構成されている. r太郎Jによる発話は主文の

発話に先立って成立しており,主文の話し手は既に成立したr太郎Jの発話の内容を,主文

の発話の場において再現するo それぞれの発話では,発話者.聞き手.発話の内容.発話行

為が行われた時空間的場面が明らかで,これがもっとも具体的な引用の例であるoしかしr述

語句トイウ名詞句Jや鳩詞句トイウ名詞句J
,あるいは本稿で分析した文頭に現れるトイ

ウなど,文法化した辞トイウにおいては,先行する部分が主文の発話の場において再現され

てはいるものの,先行する部分は r発話くや思考I Jという行為としての具体性が希薄にな

ってくる.

そこで本稿ではF弓r用Jlについて-基本的には砂川 く20001に従うものの,広義に捉えて

下のように考えたいと思うo

く13, 引用とは,主文の発話の場にない所与の内容を再現することである.

r所与の内容Jというのは,発話や思考の内容だけでなく,主文の発話の場面においてr既

に在るJと話し手によって考えられている内容も含むo例えば,先行文脈の内臥先行耳脈
中に含意される内容,また話し手や聞き手が共通に持っていると想定される知識や-般的常

識などである.このような内容は- 主文の発話の場において取りあげられない限り- r既に

在るJが,主文の発話の場にはrまだないJ内容だと考えられるo このような内容を主文の

発話の場面で言い表すことが,本稿で考える r広義の引用Jであるo

所与の内容は,話し手によって r既に在るJと考えられているものの,現実世界では実は

そのような内容は生起していなかったかもしれない.また- 元の発話は再現された言語形式

とは異なっていた可能性もあるo-例えば先のr太郎がFアイが逃げたilと言ったJという引

用文で考えると,実は太郎はそのようなことは言っておらず,主文の話し手の聞き間違いで

あったかもしれない.あるいは,太郎はrアイがいないぞJと言ったのを,主文の話し手が

rアイが逃げたJと解釈し,表現したのかもしれないo 当該の内容が引用されているという

ことは,あくまでも言語的な世界において当該の内容が r所与Jなのであり,引用句で表さ

れている表現は,主文の話し手が当該の内容は r所与Jであると考えていることを表してい

る.換言すればr引用Jという表現手段が用いられた表現は,話し手が当該の内容をr所与J

7 砂川く20001はr引用は再現であるJという立場をとり,藤田く20001なども同様の立場である.-方鎌田く20001

らはr引用は創造であるJという立場をとり引用再現説に対するo これらのこつの説に関する具体的な議論は本

稿では至福の都合上省略するo詳しくは上に挙げた三編の研究に論じられているので参照されたいo
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と見なし-話し手の視点から再現された表現だと考えることができるo rアイがいないぞJ

という発話を聞いてFアイが逃げたdと r再軌するところに,当該のr所与の内執をど

のように捉えるかという話し手の伝達する祝点が反映されることになるo

4.2.引用の視点からみたトイウコトノトイウノ

上で論じた広義の引用に基づくと-文頭に現れるトイウコトノトイウノは談話ら羊おいてど

んな役割を担っていると言えるだろうか.

ここで,上で分析したトイウコトノトイウノの用法を再度列挙するo

トイウコトニ解釈,帰結,動詞の補語

トイウノ
ニ換言,理由

いずれの場合にも共通しているのが-文頭に現れるトイウコトノトイウノがそれらに先行す

る部分を引用しているということであるo先行する部分をトイウで引用し,さらにその内容

をコトやノという名詞で表すのがこれらの表現の特徴であるo

ところがトイウが引用する部分は,独立した文で表されているoすなわち-先行する部分

が述べられている時点では,当該の内容は引用ではなく主文の発話の場で話し手によって発

話される内容として示されているo これがトイウで引用されることによって,叙述されたば

かりの内容がr所与Jの内容として示されることになるoなぜ,話し手は叙述されたばかり

の内容を引用して, r所与Jの内容として提示するのだろうかo

これは,当該の内容を所与の内容として提示することによって,その内容についてもう-

度言及したいという談話的な意図があるからだと考えられるoつまり先行する部分で言い足

りなかったことを付け加えるという意図であるo引用された内容は,まずコトかノで捉えら

れることによって,その内容のどの側面に視点が当てられるかが決まる8oその徽後続する
部分で, r解釈J r帰結Jやr換言J r理軌などが述べられるが,それには手がかりにな

る言語表現が生起することもあるQあるいは,先行する内容がトイウコトで受けられ, r動

詞の補軌 として機能する場合もある.いずれにせよ,先行する部分で述べられた内容につ

いて,何らかの形で補足を行うことが,トイウコトやトイウノを用いる談話的な意図だと考
えられる.

ただし,後続する部分で先行する部分のr補足Jを行うと言っても- これはトイウコトや

トイウノの前後を局所的に見た場合の依存関係であるo談話における主題を見た場合,必ず

しも後続する部分が先行する部分に従属している例ばかりではなく,後続する部分でr補足J

される内容が談話の主題として発展していく場合も少なくない.

5. まとめ

以上,文頭に出現するトイウを取りあげ,トイウコトおよびトイウノの用法を整理し,ト

イウが表す広義のr引用Jという視点から両表現形式に共通した特徴を考察したoトイウが

広義のr引用Jを行うことから,トイウコトおよびトイウノは後続する部分で,先行する部

分に対する補足的な叙述を行う.補足的な叙述がどのような内容はl主名詞になる形式名詞

コトおよびノによって決定される.また,トイウがr引用Jを行うことから-トイウコトや

トイウノは文法的なまとまり r文Jを越え,談話において意味的なまとまりを形成すること

も観察したo

8 rコトJと rノJによって所与の内容のどの側面が取りあげられるかという点については,本稿で論ずる糸別岳

の余裕がないo本稿で取りあげたほとんどの例でトイウコトとトイウノの代替が不可能であることを考えると-

非常に興味深いテ-マであるo関連する議論として,寺村く19811にコトとモノが表す意味の相違に詳しく論じ

られているので.興味のある方は参照されたいo
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今後は,トイウが表すr引用Jが1文頭以外に出現するrトイウJを用いた表現形式にど

のような形で現れているのかを分析するとともに,トイウに後続する形式名詞がどのような
意味的差異を引き起こしているかの詳細な考察も行っていきたいと考えるo
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