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1.はじめに

現代田本語には形態・意味的に類似した次のような三つの構文が存在する。

(I)a.先生は太郎が天才だと思っている。

b.先生は太郎を天才だと思っている。

C.先生は太郎を天才と思っている。

(1)は主に認識動認が生起した文で現れる現象であるため、仁田(1980)などで「認識動向

構文j と呼ばれている。従来の研究は、本来(la)のような形で現れるはずの文が(lb)のよう

な形で現れる現象の原因を明らかにするためのものがほとんど、で、あった。そのため、 (1C)

のような構文はほとんど注目されず、(lb)と同類のものとして扱われるか、または、(1b)か

ら派生された構文だと見なされる場合が多かった。そこで、本稿で、は(1c)のような構文に注

目し、 fNP1ヲNP2トVIJ型は fNP1ヲNP2夕、、ト VJ型から「ダj が省III各、または脱悲

した構文ではなく、本来「ダj が存在しない構文であることを主張する。

2.先行研究

fNP1ヲNP2ダト VJ型と fNP1ヲNP2トVJ型の相違に注目した研究としては、森

山(1988)、間部(2001、2004)などがある。森山(1988)は fAはBダト思う Jと fAヲBダ

ト思う j、fAヲB ト思う j の三つの形式について、後二者は前者から「引用の格成分が，

引用成分の中から抽出される場合j であるとし、このような現象を円!用成分の繰り出しj

と呼んでいる。さらに、森山(1988)は fAヲB ト思う J型を「同定型j と称し、 rAはBダ

ト思う j型と主主別している。しかし、森山(1988)は「引用の繰り出し型jを「引用型j と f向

定型j の中照的な存在として考えており、この構文に生起する「トJにおいても円i用j

というべきか「同定j というべきか唆昧であると述べている。

1 本稿は、考察対象を名詞に限定するため、以下では fNPlヲNP2(ダ)と VJ と表記することにする。た

だし、先行研究では fAヲB ト思ウJという表記をしているため、先行研究を用いる場合は rAヲB ト思

うj のまま表記する。
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[設1]引用成分の繰り出し(森山(1988:80))

Xガ fAハBダj ト思ウ 引用型

XガAヲ rBダJ ト患ウ 引用の繰り出し型

XガAヲBト忠ウ 詞定型

しかし、森山(1988)の「同定Jは、単にコピュラ文のように AとBが rA=BJの関係に

あることを意味しているのか、それともまた別の意味で用いられているのかがはっきりし

ていない。もし rAニ BJの意味関係、を「同定j と言うならば、上記の三つのタイプのAと

Bは全て結果的に rA=BJの意味関係にあり、 fXガAヲB ト患ウJ型のみが「同定」の意

味を表わしているとは言えない。このように、森山(1988)の f開定型jは、具体的にどのよ

うなものを表わしているのかという点では説明が不足しており、突き詰めて検討する必要

があると患われる。

rAヲB ト思う jとrAヲBダト思う jの異なる振る舞いについて論じた研究としては、

阿部(2001、2004)がある。 阿部(2001、2004)は、 rAヲB ト思う Jが fAヲBダト思う j

から「ダj が省略された構文だとする先行研究の主張に異論を唱えている。

阿部(2001、2004)によると、省略した文中要素はいつでも復元可能であるから、 fAヲB

ダト思う j に対する何らかの操作は rAヲB ト患う j にも等しく適用できるはずだが、例

(2)、(3)のようにそれができないため，両構文は等しいものではないと述べている。

(2)a. (みんなは) これを吉報だと思った。

b. (みんなは) これが吉報だと思った。

(3)a. (みんなは) これを吉報と患った。

b.*(みんなは) これが吉報と患った。

上記の(2a)の「これを吉報だと患ったjは、 (2b)の「これが吉報だと思ったjのように「ヲj

を「ガj に置き換えることが可能であるが、 (3a)の「これを吉報と思Lったj の場合、 (3b)の

ように「ヲJを「ガJに量き換えることができない。つまり、 (2b)に可能な操作が(3b)には

適用できないことから、 (3a)が(2a)から「ダjが省略された構文だとする議論は妥当ではな

いということである。

しかし、上記の現象で fAヲB ト思う j が fAヲBダト思う Jから「ダj が省略された

ものではないということが言えるとしても、 rAヲB ト思う jが fAヲBダト思う jから fダj

が脱落した構文である可能性がまだ、残っている。つまり、上記の阿部(2001)の議論は、「ダ

の脱落j の可能性までを否定するものではないことである。

(4)a.皆にはこれが吉報らしい。

b.*皆にはこれが吉報だらしい。
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上記の(4)では、「吉報jが述語として働く 2ため「ダjが必要であるはずだが、「らししリ

のようなモダリティ形式が生起する場合、「ダj は義務的に脱寵する。このような現象に照

らし合わせて考えると、 fAヲBト思う j構文においても「と思う j の前で「ダj が脱落し

ている可能性がある。すなわち、 fAヲBト思うJは fAヲBダト患う j から「ダjが省略

されたものではないとし 1う阿部(2004)の主張に間違いはないが、その議論がもう一つの可能

性(fダj の脱落)を否定するものにはならないということである。

森山(1988)及び、阿部(2001， 2004)は、それぞれの構文に現れた AとBがコピュラ的解

釈であるという点で共通している。しかし、実際、コピュラ的解釈が可能であっても fNPl

ヲNP2トVJの場合、名詞匂の解釈に制約が見られる場合がある。

(5)a. 先生は犯人を太郎だと思っている30

b.??先生は犯人を太郎と思っている。

(5)は fA=BJとし1うコピュラの関係で、あっても、「先生が犯人を捜していてそれが太郎だ

と思っているjのような一般的な解釈だと (5a)は自然だが、 (5b)はやや許容度が落ちるよう

に思える。しかし、 (5b)の場合も、「先生がすでに犯人を特定していて、それが太郎と同一

人物であるj という解釈は可能である。このような現象は fダJの有無が名詞匂の解釈制

約に関連している可能性を示唆する。この点については 5節で詳しく述べる。

本稿では、前者のような解釈を「役割-値j、後者のような解釈を円直一{直Jと呼ぶこと

にする4。本稿では、一つの事物に特定されないものを「役害IJJ、特定される指示的なものを

「値Jという性質を持っと考える。つまり、本稿での「役割--f直J解釈とは、 fAという役

割に値する Bを特定するJということであり、「値一値j解釈とは、「言活者がすでに特定し

2 NP2である「吉報Jが述語として働いていることは、 fである jや過去形「だったjが現れることから

確認できる。

例:みんなにはこれが吉報であるらしし、/皆にはこれが吉報だ、ったらしい。

3 阿部(2004:98)は f犯人は太郎だjのような倒置指定文は fAヲBダト VJに対応させようとすると若干

不自然であり、関じ倒置指定文を fAヲB トVJに対応させると、 fAヲBダト VJの場合よりもさらに

不自然な表現になると述べている。

(i )?探偵は犯人を太郎だと思っているらしいo

(ii )??探偵は犯人を太郎と思っているらしい。

しかし、筆者が(i)の例に対する日本語話者の内省を調べたところ、完全に自然とはいえないが(?)を付

けるほどではないという意見が多かったため、本稿では(i)を、後述の f役割-j直jの解釈が可能であると

考える。たとえ(I)の文の内省判断が阿部(2004)と異なるとしても、(I)と (2)の許容度に差があることは阿部

(2004)と一致しているので、議論に問題はないと考えている。また、(己)の判定は「倒置指定文jの解釈の

場合を想定した判定であるため f(??)Jが筆者の考えでは「鑑一値j として読まれる場合は仏)も成立する

と思われる。

4 本稿での「役割j と「値Jという用語は、メンタノレ・スペース理論での概念、と完全に一致するものでは

ない。
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ている Aという値と、もう一つの値Bを同一化するj ということである。 Aがすでに特定

されているという点で、「役割→直j解釈と「値→直j解釈の違し 1が出てくる。

最後に、今までこの種の議論は主に「思う j を中心に論じられてきたが、その他の引用

勤務までを視野に入れると f思う Jの場合とは異なる振る舞いを見せるものが数多く存在

することに気づく 50 fNPlヲNP2トVJ型の特性を明らかにするためには、「思う j だけ

ではなくその他の引用動詞にまで視野を広げ、その振る舞いを精密に検討する必要がある。

そうすることにより、ある種の動詞が rNPlヲNP2トVJ型に生起した場合に見られる相

違が持つ意味が明らかになり、 rNPlヲNP2トVJ型を正しく位置づけることが可能にな

ると思われる。

3.名訴匂の意味解釈

今回(2009)は名詞述語文を分析するに当たって、名詞句単独の意味の理論で記述するべき

問題と文全体の意味論的・機能論的構造の問題を区別して考える必要があると述べている。

(6)a.スミスを殺した犯人は正気じゃない。

b.スミスを殺した犯人はジョーンズだ。

今回(2009)は(6)の例に対し、 (6a)は西山(2003)の「措定文j の解釈が可能で、 (6b)は「倒

誼指定文、倒置同一性文、第二タイプの指定文j といった多様な解釈が可能であり、援数

の要素が複雑に絡んでいるが、これをいくつかの理論に分けて考えるとより簡単に説明さ

れるとしている。すなわち、名詩句の意味論の理論を用いると、 (6a)の主語と述語は対象と

属性の関係にあり、 (6b)は役割と値(主語が役割の場合)、もしくは同一物(主語が値の場合)

の関係にあることが説明される。なお、 (6b)の倒置同一性文の読みと第二タイプの指定文の

読みは文の焦点の違し刈とし 1う機能論的構造の理論で説明されることであると述べている。

以下に、今回(2009:59)の表を示す。

{捜2】 fスミスを殺した犯人は正気じゃない/ジョーンズだj

5 金(2011)は rAヲBダト VJ型に生起した場合「思う j と異なる振る舞いを見せる f予想する、推測す

る、決める、みなすj のような動詞について指摘している。詳しくは 5節で紹介する。

6 今回(2009)は、措定文や倒置問一性文の述語は通常の焦点であるのに対し、倒置指定文や第二タイプの

指定文の述語は選択的焦点になっているとしている。
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類型 主語名詞句 述語名詞句7 意味論的構造 機能論的構造

措定文(属性的) r(役割) insane' 対象と属性 通常の焦点

指定文(掲示的) α(1痘)

但j置指定文 r j 役割と値 選択的焦点

倒寵向一性文 α 同一物 通常の焦点

第二タイプの 選択的焦点

指定文

本稿では文全体の意味や機能論的な詰には注目せず、主語名詞句と述語名詞匂がそれぞ

れ「役割j と「値j のどのようなものを指すかという観点から記述することにする。

4. r自PlヲNP2トVJ型と rNP1ヲNP2ダト VJ型をとる動謁

本稿では rNPlヲNP2トVJのNPlとNP2にそれぞれ与えられる解釈を記述することに

より、最終的には rNPlヲNP2トVJの性質を明らかにすることを毘指す。

以下に、小泉(他)(編)(2004)に挙げられている日本語基本動詞の中でrNPlヲNP2ダト VJ、

または rNPlヲNP2トVJ型をとる動認を示す。

{表 3]動詞リスト

呼ぶ、叫ぶ、読む、発音する、書く、記す、記録する、表現する、翻訳する、開く、

言う、答える、教える、主張する、紹介する、伝える、報告する、疑う、思う、考える、

解釈する、判断する、理解する、見る、認める、信じる、予想する、想録する、感じる、

誤解する、感心する、決める、決定する、定める、改める、改正する、訂正する、!破る、

する、諦める、慌てる、安心する、怒る、恐れる、驚く、悲しむ、がっかりする、嫌う、

苦しむ、楽しむ、泣く、悩む、憎む、喜ぶ、笑う

以下では、上記の動認をさらに rNPlヲNP2ダト VJ型のみを取る勤務、 rNPIヲNP2

トVJ型のみを取る動詞、そしてこのこつのタイフ。を両方取れる動認の 3グループに分類す

る。

(i) rNPlヲNP2ダト VJ型のみを取る動詞

諦める、慌てる、安心する、怒る、恐れる、驚く、悲しむ、がっかりする、嫌う、苦

しむ、楽しむ、泣く、悩む、増む、喜ぶ、笑う

(込) rNPlヲNP2ダト VJ、rNPlヲNP2トVJを両方取れる動詞

開く、言う、答える、教える、主張する、紹介する、伝える、報告する、思う、考え

る、解釈する、判断する、理解する、見る、認める、信じる、予想する、想像する、

感じる、誤解する

(温)rNPlヲNP2トVJ型のみを敢る動詞

7 以下の"insane"は「正気じゃなしリを、ソは「ジョーンズj を表わす。

可
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呼ぶ、叫ぶ、読む、発音する、蓄く、記す、記録する、翻訳する、表現する、決める、

決定する、定める、改める、改正する、訂正する、する、限る

上記の動詩類の中でも fダjの生起が必須的なωタイプと「ダj が生起しなし¥(ili)タイプ

は、金(2011)で指摘8しているように、一方の構文しかとらないため、現象の差が比較的は

っきりしている。しかし、(己)タイプの動詞においては、「ダトj と fトj を両方取れるた

め、表面的に両構文の意味の差や文法的違いがはっきり見えない。そのため、本稿では(込)

タイプの動認が生起した構文に注目し、一見、意味や形態の苗で類似しているように見え

る荷構文の差について論じたい。

5. rNPlヲNP2トVj型の名詞匂制約

本節では rNPlヲNP2ダト VJ型と rNPlヲNP2トVJ型を両方取る(註)タイプの動

詞類が生起した文の名詞句の解釈の制約について論じる。

前節で示した(込)タイプの動詞は、基本的に rNPlヲNP2ダト VJ型と rNPlヲNP2

トVJ型の両方に生起する。しかし、臼)タイプの動認が常に両構文に生起可能だとは言い

難く、構文タイプによって名詞匂の解釈が制限される場合が存在する。

5. 1 rNPlヲNP2トVj型に見られる名関句の解釈制限

以下の例文の rNPlヲNP2ダト VJ型の名詞句は、「役割→直Jとして自然に解釈され

るが、 rNPlヲNP2トVJ型の名詞匂は「役割一値j の解釈だと許容度が少々落ちる。

(7) 開く-

a. 先生は寅任者を太郎だと開いたようだ。

b.??先生は責任者を太郎と聞いたようだ。

(8) 言う-

a. 先生は責任者を太郎だと言っている。

b.??先生は責任者を太郎と言っている。

(9) 答える/伝える/報告する

a. 先生は責任者を太郎だと答えた/伝えた/報告した。

b.??先生は責任者を太郎と答えた/伝えた/報告した。

(10) 紹介する/教える/主張する:

a. 先生は責任者を太郎だと紹介した/教えた/主張した。

8金(2011)では、動詞の種類を人間の精神活動を表わす動詞に限っているが、感情動認は rNP1を NP2

ダト VJ型のみをとり、思考・判断動訴の一部は rNP1をNP2トVJ型のみをとるものが存在すると指

摘し、これらの現象は rNP1をNP2ダト VJ型と rNP1をNP2トVJ型が派生関係ではないという裏づ

けになると論じた。
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b.??先生は責任者を太郎と紹介した/教えた/主張した。

(11) 思う/考える/みる/信じる/想像する/感じる/誤解する/予想する/判断する/認める:

a. 先生は糞任者ヲ太郎だと思っている/考えている/みているIf言じている/想録している/

感じている/誤解している/予想している坤j断した/認めた。

b.??先生は責任者ヲ太郎と思っている/考えている/みている/信じている/想録している/感

じている/誤解している/予想している/判断した/認めた。

(12) 解釈する/理解する.

a. 先生は神を太陽だと解釈している/理解している。

b.??先生は神を太陽と解釈している/理解している。

(7a)'" (12a)の例で、見られるように、 rNPlヲNP2ダト VJ型の名前匂は「役割ーイ直Jの

関係としては自然に解釈されるが、(7b)'"(12b)の r:t¥TPlヲNP2トVJ型の場合には、 f役

割→痘jの解釈だと、前者に比べ許容度が落ちる傾向がある。しかし、(7b)'"(12b)の文も、

すでに話者が NPlを特定していて、それと 1対 1に対応している値が NP2に表示される

意味的な等価な関係にある「値→亘j の解釈を想定すると自然に解釈が可能になる。

また、次のように、 (7)"，(12)の例文で役割として解釈されやすかった NPlを、 NP2と同

じカテゴリに属する ff直Jとして解釈される名詞に変えると許容度が上がる現象が存在す

る。

(13) 先生は次郎を太郎と開いたようだ。

(14) 先生は次郎を太郎と言っている。

(15) 先生は次郎を太郎と答えた/伝えた/報告した。

(16) 先生は次郎を太郎と紹介した/教えた/主張した。

(17) 先生は Appleを青りんごと患っている/考えている/みている/信じている/想像して

いる/感じている/誤解している/予想している/判断した/認めた。

(18) 先生は Appleを青りんごと解釈している/理解している。

このような現象から、 fNPlヲNP2トVJ型には、名詞匂の解釈に制限が見られること

がわかる。すなわち、 rNPlヲNP2トVJ型の NPlは「役割j としての名詞句は許さず、

「値Jとしての名詞句を要求すると考えられる。 rNPlヲNP2トVJ型にこのような解釈

の制約が見られる原因を明らかにするためには更なる考察が必要だが、おそらくこのタイ

プの NP2がコピュラ関係を成立させる名詩述語として働かないためではなしゅ=と思われる。

つまり、 fNPlヲNP2ダト VJ型の NP2はNPlの述語として働いているため、名詞述語

文に現れる多様な解釈が可能だが、 fNPlヲNP2トVJ型の NP2はNPlの述語として働

いていないため、名詞述語文のような多様な解釈が制限され、 rf直ーイ直j のように NPlと
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NP2を単純に結び付ける解釈がされるのだと思われる90

次節では fNP1ヲNP2ダト VJ型に制限される名詞匂の解釈の問題について論じる。

5.2 rNP1ヲNP2ダト VJ整に晃られる名詞句の解釈制限

(22)'" (24)の例を見ると、今までの現象とは逆に、 rNP1ヲNP2ダト VJ型を取る場合、

文の許容度が寵ちる現象が存在する。

(19) a. 先生は責任者を太郎だと開いたようだ。

b.??先生は責任者を太郎と開いたようだ。

(20) a. 先生は責任者を太郎だと言っている。

b.??先生は責任者を太郎と言っている。

(21) a. 先生は責任者を太郎だと答えた/伝えた/報告した。

b.??先生は費任者を太郎と答えた/伝えた/報告した。 (再掲)

(22) a. *太郎はアップ2ノレをエップノレだ、と開いた。

b.太郎はアップノレをエップノレと開いた。

(23) a. ?太郎はアップノレをエップノレだと言った。

b.太郎はアップノレをエップノレと言った。

(24) a. ??太郎はアップ。ルをエッフ。ルだと答えた/伝えた/報告した。

b. 太郎はアップノレをエップノレと答えた/伝えた/報告した。

(22)'" (24)のNP1とNP2は「値j としてしか解釈されないような例である。同じ動認で

あっても、 (22a)'"(24a)は(19a)"'(21a)の現象とは異なり、 rNPlヲNP2トVJ型の場合、

「値一鑑Jとして自然に解釈されるが、 (22b)-----(24b)のように rNPlヲNP2ダト VJ型に

すると、許容度が落ちるとしづ、(19)-----(21)とは対照的な現象が見られる。このような差が

見られる原因は、名詞勾の性質に起因するものである。つまり、 (22)'"'--(24)のように、 NPl

とNP2が「音声Jとしてしか解釈されない場合の両者は独立したこつの値として存在し、

一方に対して属性を認めたり、定義したりすることはできない。そのため、両者はもっと

も単純なレベルの「間一性Jの関係として解釈される。一方、(19)'"'--(21)での名詞匂の関係

は単なる「間一性j を超えた多様な意味関係が想定可能である。

上記のように、同じ動詞で、あっても異なるタイプの名詞句を受けることができるという

9実慨を観察してみると、 「彼を英雄と思っている人はいまだに多しリのような文や「私はあの老人を不審

者と患っていたjのように、 fNPlヲNP2トVJ型においても f値ーイ藍jではなく、 f対象引車)一属性(役

割)Jのような解釈が可能な場合が存在する。この場合、本稿で扱っているような構文とは異なる、 「ダj

が脱落した文である可能性がある。このような仮説を検証するためには、本来 fダjが存在しない文と fダJ

が脱落した文をどのように箆Bりするかという開題を明らかにしなければならないが、この点については今

後の課題としたい。
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現象は、これらの動詞が、二つの意味機能を持っているからだと思われる。 f開く 10、言う、

答える、伝える、報告するj のような動詞はモノとしての言葉を再現する機能と、内容を

持つコトとしての言葉を伝える機能の二つの側面を持っており、どうしづ名詞匂を取るか

によって顕在する機能が異なる。つまり、(19)-----(21)のように「役害IlJと f値j を両方表せ

る名詞匂と共起する時には、内容を持つコトとしての言葉を伝える機能をしており、 (22)

-----(24)のようにそノとしての音声と共起する際には、単に音声を再現する機能をしているの

である。このように、名詞の性質によって rNPlヲNP2トVJ型をとるか rNPlヲ NP2

ダト VJ型をとるかが分かれる現象は、この二つの構文が異なるタイプの構文であるという

主張の裏づけにもなると思われる。

5.3 r値j として解釈され難い名詞句

津田(2003)は、属性を叙述する名詞述語文は、<部類>、<側面>、く部分>の 3層から

なる「属性の階層構造j を想定することが可能であり、名詞述語文はく部類〉をプロトタ

イプとした構文であると述べた。また、津田(2003)は、日本語の名詞述語文は基本的にく部

類>、<側面>を表すことができるとしている。以下で、く部類>とく側面>に関する、津

田(2003)の説明を次のようにまとめる 110

<部類>:rXcYJの関係にある文。

(25)彼は幹事だ。

a.(幹事が複数名で構成される場合)rXcYJ 

b.(幹事が一名の場合)rX=YJ 

<側面>:rXは[z+[Y]]だjにおいて rXのYJとすることが可能で、「太郎の性格j、

「今日の天気j といったように、 Yが主題Xに対し、属性叙述の何らかの基

準となる項目を表しているもの。

(26) a.JII田くんはすなおで朗らかな性格です。

b.あの力士は立派な体つきだ。

c.今自はいい天気だ。

10 r開く j の場合、 「言う、答える、伝える、報告するj とは性質が異なるが、伝達・発話内容の着点と

いう観点からすると、 f開く j もこれらの動詞と同類のものとみなすことができる。

11津田(2003)は<部分>についても次のように説明しているが、一般的にこのタイプのものは名詞述語文

として成立しないため、本稿では取り上げない。

<部分>: rxは[z+ [y]]だj においてXとYの関に論理的な関係が成立せず、また、 [Z+ [y]]全体

でも主題Xが属する集合を表しているとは捉えにくいもので、<部類>の属性叙述としては成立しな

いもの。例:?吋皮は高い背だ/??彼は大きな手だ/??彼は青色のセーターだ。
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ここで、 (25)と(26)を本稿で扱う構文に適用してみると、 rNPlヲトIP2ダト VJ型の場合

は自然だが、 rNPlヲNP2トVJ型にすると許容度がやや落ちる現象が見られる。さらに、

く部類>を表す名詞述語文より、<側面>を表す名詞述語文のほうがより許容度が落ちる

ように思える。

(27) a. 皆は彼を幹事だと患っている。

b.(η皆は彼を幹事と思っている。

(28) a. 先生は川田くんをすなおで朗らかな性格だと患っている。

b. ??先生は)11田くんをすなおで朗らかな性格と思っている。

(29) a. 私はあの力士を立派な体つきだと患っている。

b.??私はあの力士を立派な体つきと患っている。

(30) a. 太郎は今日をいい天気だと患っている。

b.作太郎は今日をいい天気と思っている。

(27)のNP2はく部類>を表しており、く部類>を表す名詞述語文は rNP1=NP2Jの場

合も可能であるため、属性を表すとしても「値j として解釈される場合が混在している。

しかし、 (28)'"'-'(30)の場合は、 NP2がNP1の側面を表しているため、 rNP1=NP2Jの関係

にはなれないタイプであり、従って、 NP2は r1直j として解釈され難い。すなわち、属性

を叙述する NP2の中でも、く側面>を表す名詞は基本的に r11産j として解釈され難いため、

rNPlヲNP2トVJ型に生起すると許容度が下がるのだと思われる。

6.副総との共起現象

本節では、(証)タイフoの動詞が生起した文について rNP1ヲNP2ダト VJ型と fNPlヲ

NP2トVJ型の高IJ詩との共起現象の相違について考察する。まず、前節までの観察に基づ

いて考えると、 fNP1ヲNP2トVJ型は仮説として次の二つが想定される。一つ呂は fNP1

ヲNP2トVJ型は本来「ダj が存在しないと考える立場で、二つ自は fNP1ヲNP2ダト

VJ型から「ダjが脱落したものと見なす立場である。本章では高IJ詞との共起現象を根拠に、

前者の仮説が妥当であることを主張する。

6.1程度部飼との共起現象

(31) 花子は美人らしい/かもしれない。

(31)は、モダリティ要素の影響により「ダj が脱落した構文である。 (31)が元々 「ダJが

存在していない文ではなく、「ダj が脱落した文であることは次のように「ダj の異形であ
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る「であるjや過去形である「だ、ったj が生起可能なことから根拠付けられる。

(32) 花子は美人であるらしい/かもしれない。

(33) 花子は美人だ、ったらしい/かもしれない。

しかし、 (34)の rNPlヲNP2トVJ構文は(27)のような「ダj の脱落の現象ではないよ

うに，思える。

(34) 先生は花子を美人と思っている。

(34)が(32)とは異なり、「ダj が脱落した文で、はないということは、次の(35)と(36a)には

「すごく j が挿入可能であるのに対し、 (36b)にはそれが不可能なことから説明できる。

(35) 花子はすごく美人らしい/かもしれない。

(36) a. 先生は花子をすごく美人だと患っている。

b.??先生は花子をすごく美人と患っている。

この現象は、「ダJを伴って程度性を持つ名詞句が rNP2トJでは程度性を持たないとい

うことを意味し、これはまた rNP2Jが述語として{動いていないことに繋がる。このよう

な現象から rNPlをNP2トVJ型は rNPlをNP2ダト VJ型から「ダj が脱落した構文

ではないことが言えると思われる。

6.2 文部舗との共起現象:単一の場

(37)の例を見ると、 rNPlヲトJP2トVJ型は fNPlヲNP2夕、、ト VJ型とは異なり「単一

の場12Jを構成していることがわかる。

(37) a.洋子はお見合いの相手をきっとハンサムな人だと予想している。

b.洋子はお見合いの相手をきっとハンサムな人と予想している。

(37a)は「洋子が相手をきっとハンサムな人だと予想しているJとしづ解釈と、「洋子が相

手をハンサムな人だと予想しているj ことに対して発話者の方が「きっと j という信念を

抱いているとしづ解釈が両方可能である。すなわち、「きっと j は f洋子Jの信念世界に属

しているとも「発話者j の信念世界に属しているとも解釈できる。一方、 (37b)にはこのよ

うな解釈の暖味性は存在せず、「きっと j は話者の信念、に属しているものとしか解釈できな

し¥0

12 場Jとし、う概念、は砂)11(1988)に基づいている。詳しくは砂川(1988)を参照されたい。
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「きっとJは文副詞であり、本来ならば、「話者j の観点から述べられるはずだが、 (37a)

で主体「洋子jに属するものとしても解釈可能であることから、 (37a)は二重の場を持つが、

(37b)はそうではない。また、 (37a)と(37b)の解釈に違いが生じることは、 (37b)の文が(37a)

から「ダj が脱落したものではないという裏づけにもなると考えられる。

7. まとめ

本稿では、 rNPlヲNP2トVJ型と rNPlヲNP2ダト VJ型の名詞匂解釈に見られる

制限や、高IJ詞共起制限現象を取り上げ、前者の構文は後者の構文から「ダj が脱落した構

文ではなく、本来「ダj が存在しない構文であることを主張した。

その意味的な綬拠である名詞匂解釈の制限とは、 fNPlヲNP2トVJ型の名詞句は「値

→直j としての解釈は可能だが、「役割一{直Jのようには解釈され難し¥とし 1うことであり、

これと関連して、 NP2に f値j として解釈され難し 1名詞が生起する場合には「ダj が必要

とされる現象についても指摘した。

また、文法的な根拠としては、 rNPlヲNP2トVJ型は rNPlヲNP2ダト VJ型と異

なり、程度高IJ認と文高IJ詞が挿入できない現象について考察した。

以上のことから rNPlヲNP2トVJ型は、本来「ダjが存在しない構文であり、意味構

造においても、 rNPlヲNP2トVJ型は rNPlヲ NP2ダト VJ型より解釈のi揺が限られ

ることがわかった。

本稿で指摘した rNPlヲNP2トVJ型と rNPlヲNP2ダト VJ型の意味的・文法的な

違いは、これらの構文に生起している「トJの意味機能に起因している可能性が疑われる。

すなわち、「値一値j の解釈がされる rNPlヲNP2トVJ型の「ト j は NPlとNP2を間

一化する「同一性j を表す形式として機能しており、 rNPlヲNP2ダト VJ型の「トJは

様々な意味の主-述関係、にある文を受けることができる「引用Jの形式として機能している

可能性があるということである。このような仮説を検証するためには、更なる考察が必要

だが、今後の課題としたい。まだ検証しなければならないことは残っているが、本稿で指

摘した現象は rNPlヲNP2トVJ型を正しく位置づけるための一つの手がかりになると思

われる。
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