
「せっかく」の意瞭と用法

一「前提」との関わりを中心に一

呉　　　珠　煕

1．はじめに

　蓮沼（1987）は、「日本語の副詞の中には、外国語に翻訳しようとしても、対応する表現

がみつけにくいばかりでなく、日本語の類義表現による言いかえによっても、そのニュ

アンスを正確に表しえない複雑な用法を持つ一群がある」（p．203）と述べ、「さすがに、

やはり、せっかく」などの副詞を挙げている。これらの副詞は、それぞれの副詞と文末

のモダリティ形式との共起の仕方が一様でなく、統語的・意昧的な共通性が少ない。そ

のため、呼応関係を重視した日本語の副詞研究1）や、英語副詞との対照を中心とした先

行研究2）などで提示される副詞の枠の中で位置づけられることができず、体系的な考察

が十分に行われていない。

　しかしながら、「さすがに、やはり、せっかく」などの副詞を、先行研究では共通し

て、「語し手が発話以前に持っている前提と現状との関係に基づく話し手の心的態度を表

わす副詞」と指摘している3）。例えば、以下のようなものである。括弧内は前提を表す。

（1）主主注横綱だけあって、強い。（横綱は強いものである）

（2）　日本人はやはり働きものなのだ。（日本人は勤勉だ）

（3）せっかく予約したんだから、旅行に行きましょう。（行為に対して費やされた犬き

　　　なエネルギー）4）

　本稿では、先行研究を踏まえてこれらの副詞は共通して前提5）にもとづく語し手の何

らかの心的態度を表すと考える。ここでは、その検証の一つとして、「せっかく」を取り

上げ、その意昧・用法を「せっかく」に関係する前提を中心に考察することにする6）。

また、「せっかく」の用例に見られる共起の傾向性についても考えてみたい。

2、「せっかく」の叙法上の制限（「もし」「たとえ」との比較）

　説明の便宜上、最初に、rせっかく」の叙法上の制限について述べ、それを基にして複

文における「せっかく」の文類型を規定しておくことにする。
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　まず、「せっかく」は、次のように単文には用いられず、主に複文の従属節に用いられ

るという現象がある7）。

（4）　＊せっかく、雨が降った。

（5）　せっかくお弁当を作ったのに、雨が降った。

　しかし、同じく複文の従属節に用いられる「もし」と「たとえ」は、それぞれ順接の

接続助詞「なら」と逆接の接続助詞「ても」と呼応していて、主節のモダリティ表現に

おける制限はないのに対して、「せっかく」の場合は、接続助詞と主節の両方のモダリ

ティ表現において、一定の共起制限を見せている。すなわち、「なら」のような順接の接

続助詞の場含は、主節の述語が意志、希望、命令、勧誘などといった、事態実現を願う

モダリティ表現に限られるし、また、rても」のような逆接の接続助詞の場合は、主節の

述語が権量、断定などといった認識判断のモダリティ表現に限られるという叙法上の制

限がある。

（6）　もし犯人が捕まるのなら 　すぐに告訴した方がいい。
｛　すぐに告訴するだろう。

（7）　たとえ犯人が捕まっても 　すぐには告訴しない方がいい。
｛　すぐには告訴しないだろう。

（8）せつかく犯人が捕まつたのなら！二‡鴛㍑㌫

（9）せっかく犯人が捕まっても ＊すぐには告訴しない方がいい。

｛　すぐには告訴しないだろう。

以上のような叙法上の制限を基にして、複文における「せっかく」の文類型には次の

ような2つの文型があると考えられる8〕。

（一）せっかく

（二）せっかく

A　のに　　　　～圏だ（だろう）　（鴬（10））

A（のだ）から　　Bしよう　　　（篶（11））

　A：語者が価値ありと認める事態

　B：Aの価値を有効に活用する事態

～B：Aの価値が無効になる事態9）
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（10）せっかく桜雌1左のに、二晩独っ圭。
　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　～B

（11）せっかく彼雌2左のだから、童上雌よ。
A

なお、以下においても、このA，B、～Bを上述の定義で用いる。

3一「せっかく」に関する先行研究

3，1見越しの評価（渡辺（1980）、（2000））

　渡辺（五980）は、「せっかく」の意味を次のようにまとめ、「せっかく」を「見越しの

評価を表す副詞」と呼んでいる。

Bが随伴的に成立するという期待と、そのBがまだ実現せず或いは遂に実現しな

かったという現実とを前提として、Bを随伴的に成立させる可能性を持ち或いは

持っていたはずの事態Aを、価値ありと認める話者の評価を表す。（p．37）

　そして、渡辺（2000）は、渡辺（1980）で示した「見越しの評価」という見解を引き

継ぎ、次のように「せっかく」の意味を述べている。

それ自身が語し手にとって価値のあるAが実現しているのに、それに伴って、実現

しているAの価値を完全なものにすることの期待されるBが、まだ実現せず、ある

いはついに実現せずじまいとなり、Aの価値が不完全に終わることへの、惜しみの

気持（p．34）

　なお、渡辺（2000）では、次のようにBが実現されてしまえば、「せっかく」は用いら

れないと述べている。

（12）　＊せっかくAだからBした

（13）　＊せっかく雨が止んだのだから、急いで出発しました。

（14）　＊せっかくパリまで来たので、ルーフルを見て帰りました。（pp32－33）

3．2．価値評価の原理（蓮沼（1987））

　蓮沼（1987）は、我々が価値評価に際して有する犬前提として、次のようなr価値評

価の第一原理」「価値顕現義務の原理」があるとし、「せっかく」とは、このような価値

判断に対する一般通念を前提として有し、その個別的な適用として現実における価値実
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現を願うといった話し手の態度を表すものであると述べている。

〔価値評価の第一原理〕

それ自体「価値あり」という評価しうる事態も、人間がその価値の発揮、有効利用

を図らない限り、ゼロに等しいか、時にはマイナスに転落さえしてしまうものだ。

〔価値顕現義務の原理〕

潜在価値は顕現させなければならない。（p．207）

　つまり、2節で提示した、複文におけるrせっかく」の文類型の中、「せっかく桜の花

が咲いたのに、一晩で散ってしまった（＝（10））」には〔価値評価の第一原理〕が、そし

て、「せっかく彼が帰ったのだから、あとは我々で思う存分楽しくやろうよ（コ（11））」に

は〔価値顕現義務の原理〕が働いていると述べている。

4，rせっかく」に関係する2つの前提

　前節の先行研究をまとめてみると、「せっかく」はある事態Aを価値ありと評価する

が、その評価には、次のように「価値顕現の前提」と「価値消減の前提」が想定されて

いると考えられる。

4，1、価値顕現の前提

　「せっかく」の先駆的な研究である渡辺（1980）は、「せっかく」が「ある事態Aを価

値ありと評価する」と同時に、「その価値を有効活用した事態Bが随伴的に成立するとい

う期待」を前提としていると指摘したが、なぜ、必ずBが随伴的に成立すると期待され

るか、についての説明はない。

　蓮沼（1987）で提示された「せっかく」の前提の内、「価値顕現義務の原理」は、渡辺

（1980）では述べていなかったrBの成立に対する期待」が持たされる理由、そして、前

件と後件の関係による「せっかく」の叙法上の制限を上手く説明していると考えられる。

　2節で述べた構文制限、つまり、「せっかく」は、単文では用いられず（例（4））、価

値ありと評価するある事態Aを前件、その価値の実現に関する事態B（又は～B）を後

件とする複文の従属節に用いられるということは、「せっかく」に「価値顕現義務の原

理」が働いているためであると考えられよう。

　従って、本稿では、「せっかく」とはある事態Aを価値ありと評価するが、その評価に

は、（r価値顕現義務の原理」により）価値は有効に活用されるべきだという期待が前提

とされていると考える。そして、これを「価値顕現の前提」と呼ぶことにする。

4．2．価値消滅の前提

　3．1節で述べたように、渡辺（200σ）では、前件10）の価値を有効に活用した事態Bが
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実現されてしまえば、「せっかく」は用いられないと指摘している。（例えば、例（12）一

（14））

　「せっかく」には、前件の価値を有効に活用すべきだという「価値顕現の前提」が想

定されているという4．五節の説明からは、前件の価値を有効活用した事態Bが実現された

ことを表す前掲した例（12）～（14）のような例文もありうるが、渡辺（2000）の指摘によ

ると非文である。

　ここから、「せっかく」に、「価値顕現の前提」に加えて、価値が有効に活用された事

態Bは、ついに実現しない（～B）という予想が想定されていると考えられる。これを

「価値消滅の前提」と呼ぶことにする。

6。「せっかく」の用法と前提

5．1．rせっかく」の2つの用法

　本稿では、2節で規定した、複文における「せっかく」の2つの文類型（一）（二）を

それぞれ逆接用法、順接用法と呼ぶこととする。

（三）逆接用法1せっかく　A　のに　　　　　～慶だ（二（10））

（四）順接周法1せっかく　A（のだ）から　慶しよう（＝（て1））

　逆接用法と順接用法は、蓮沼（1987）の用語である。また、蓮沼（1987）は逆接用

法、順接用法、圧縮用法11〕の3つの用法を設定している。以下には、蓮沼（1987）の圧

縮用法を本稿に即して再構成して次のように示す。

i咀せっかく連体句（A）十N＋助詞　B（または、～8）

（15）せづかく咲いた桜の花が一晩で散ってしまった。（＝せっかく桜の花が咲いたの

　　　に、一晩で散ってしまった。）

（16）せっかく恵まれたチャンスを利用しよう。（＝せっかくチャンスに恵まれたのだか

　　　ら、利用しよう。）

ii、せっかくのN＋助詞　B（または、～8）

（17）せっかくの桜の花が一晩で散ってしまった。（＝せっかく桜の花が咲いたのに、一

　　　晩で散ってしまった。）

（18）せっかくのチャンスを利用しよう。（＝せっかくチャンスに恵まれたのだから、利

　　　用しよう。）

iii．せっかくだが　　～8

（19）せっかくですが御要望に添いかねません。

　　　（＝せっかくお越し頂きましたが、御要望に添いかねません。）

iV，せっかくだから　　8
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（20）せっかくだから、頂いて帰りましょう。

　　　（二せっかくご用意くださったのだから、頂いて帰りましょう。）

　これらの文型はすべて、括弧内のように「せっかくAのに一Bだ」と「せっかくA

（のだ）からBしよう」に言い換えることが出来る。従って、本稿では、（15）（17）（19）

を逆接用法、（16）（18）（20）を順接用法としてまとめて扱うことにする。

　そして、各用法には「価値顕現の前提」と「価値消滅の前提」の両方が暗示的、又は

明示的に想定されていると仮定できる。以上をまとめると、（三）（四）はそれぞれ（五）

（六）と表せる。

（五）逆接用法

（六）順接用法

「せっかくA（だから　B　しよう）　のに　～8だ」（竃（21））

　　　　　　価値顕現の前提（暗示）

「せっかくA（のに　～畠）

　　　　　　価値消滅の前提（暗示）

価値消滅の前提（明示）

だから8しよう」（麗（22））

価値顕現の前提（明示）

（21）せっかく桜の花が咲いた（のだから花見に行きたい）のに、一晩で散ってしまった。

（22）せっかく彼が帰った（のに、雰囲気が盛り上がらない。でも楽しくやりたい）のだ

　　　から、あとは我々で思う存分楽しくやろうよ。

　以下では、上記で仮定した「せっかく」と2つの前提との関わりについて、各用法別

に刷列を検討しながら考察していく12）。

5．2．逆接用法と2つの前提

　逆接用法における「せっかく」に「価値顕現の前提」とr価値消減の前提」が想定さ

れているという仮定は、一般的には暗示される「価値顕現の前提」（（五）参照）が明示さ

れている例（23）や2つの前提が共に明示されている例（24）が多く見られることからも確

認することができる13）。

（23）島田家・LDK
　　　　　朝食を食べている多恵子、加代子、哲也。

　　　太郎が入ってくる。

　　　多恵子「あら、もう起きたの？」

　　　加代子「せっかく休むんだったらノン旦リ、寝て、旭ま｝）いのに」

　　　太郎、新闘を広げる。

　　　多恵子と加代子、顔を見含わせて首を疎める。　（島田）

（24）せっかくの日曜日だから映画でも見にいけばいいのに、巻脚絆をはき、ルック
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ザックをかついで歩き廻ってばかりいる、彼等のことを友人たちは不思議な眼で

眺めていた。（孤高）

5．3．順接用法と2つの前提

　順接用法における2つの前提のあり方として、5．1節で仮定した（六）「せっかくA（の

に～B）だからBしよう」の文型は、石神（1981）で提示されているものである。石神

（1981）は、「せっかく」の基本的な構文構造は、「せっかくAのに～Bだ（逆接用法）」で

あり、「せっかくA（のだ）から　Bしよう（順接用法）」は、rせっかくAのに～Bだ（逆

接用法）」の否定・反発から派生するものと述べている。そして、「せっかくA（のに～

B）だからBしよう」の構文構造による思考の展開例を次のように示している（pp．1ひ11）。

（25）せっかく弁当を作った（のに、雨が降り出して、出かけられなくなった。しかし

　　　ながら、当初の予定はなんとか実現したい）のだから遠足に行こう。

（26）せっかく雨があがった（のに洗濯がしてない。しかしながら、洗濯はしなければ

　　　ならない）のだから洗濯をしよう。

　「せっかくA（のに一B）だからBしよう」は、まさに1頂接用法に「価値消滅の前提」

が想定されている文型であると考えられる。しかし、例（25）（26）の場含、必ず「価値消

滅の前提（～B）」（＝括弧内の内容）が想定されていると考えるべきであろうか。むしろ

「価値消滅の前提（一B）」（＝括弧内の内容）を具体的に想定して解釈すると不自然に感じ

られるのではなかろうか。

　また、渡辺（2000）では、順接用法における「せっかく」に「価値消滅の前提」が想

定されているために非文になると提示されていた、次の例（27）は、日本語母語語者10人

中6人が自然な文として許容できると判定した14）。

（27）　＊せっかくパリまで来たので、ルーブルを見て帰りました。（＝（14））

　ここから、順接用法の場合、「価値顕現の前提」に加えて、「価値消減の前提」を想定

すべきかという疑間が生じる。

　以下では、この順接用法における「価値消滅の前提」のあり方に重点をおいて考察を行

うことにする15）。

5．3，1．価値消滅の文脈

　次のように、「せっかく　A（のだ）からBしよう」の文型16〕をした順接用法の刷列の

中には、（特に会語文の場合に）「せっかく」を用いた話し手の提案Bに対する、相手の

否定的な態度～Bが前後の文脈に現れている例が多く見られた。この場合、話し手は

「せっかく」を用いて、白分の提案の正当性を主張していると考えられる。これらの例
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は、文脈から「価値消減の前提」が存在していることが読みとれるものと解釈できよう。

（28）一ビキニ姿の加代子だ。

　　　ひろみ、ちあき、みどりも一緒である。

　　　浩介たち、彼女たちの水着姿を眩しそうに見る。

　　　加代子　　「なんでこんなとこいるのよ」

　　　ちあき　「海汚さないでよね」

　　　浩　介　r（ムッとなるが）まあまあ、せっかく会ったんだからさ、一緒に遊ぼ

　　　　　　　うよ、ね？」

　　　加代子　　「行こ！　時間のムダよ」

　　　加代子たち、冷たく去ってゆく。（なま）

（29）石橋先生「（黙って見ていたが）ちょっと待った。席はみんなが自由に決めてい

　　　　　　　いが、それだけはダメだ」

　　生徒　　「どうしてですか？」

　　石橋先生「いつまでたっても伸良くならないじゃないか、努子と女子」

　　生徒　　「いいじゃない、別にそれでも」

　　石橘先生「せっかくおんなじクラスなんだ、伸良くしようよ」

　　生徒　　「一格が合わないんです、私達」

　　羽田　　「こっちの台詞！　でも、先生の言う通りだよ」　（うち）

5，3．2．両義的な解釈

　小矢野（1997b）では、「せっかく」が連体的な複文に使用される刷列の中に、述語と

対象語の語彙的な意味関係が「価値の無効化」を表していることから、見方によって順

接用法にも逆接用法にも解釈することができるものがあると述べ、次のような例を挙げ
ている17）。（p．6）

（30）心を急がされながら電語をしたため、相手に疑いをもたれ、せっかく得た貴重な

　　手がかりを失ってはならない。

（31）いい加減やめてくれ、せっかく釣った真鯛やメジまで放られたんじゃたまんね

　　　よ！

　上記の例は、まず、「（せっかく得た貴重な）手がかりを失う」「（せっかく釣った）真

鯛やメジを　放る／放られる」のように連語論的な見方（ヲ格の名詞と動詞とのくみあ

わせ）を重視すると次のように逆接用法に解釈できる。

（30）’せっかく貴重な手がかりを得たのに、〔それを　失う〕＝ようなことをしてはな

　　　らない。
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（31）’せっかく真鯛やメジを釣ったのに、〔それを　放られた〕＝んじゃたまんねえ。

　一方、「（せっかく得た貴重な）手がかりを〔対象語〕失ってはならない〔述語〕」

「（せっかく釣った）真鯛やメジを〔対象語〕放られたんじゃたまらない〔述語〕」のよう

に文の成分レベル（対象語と述語との関係）を重視して解釈すれば、次のように順接用

法に言いかえることができると述べている。

（30）”趾貴重な手がかりを得たのだから、〔それを　失ってはならない〕。

（31）”せっかく真鯛やメジを釣ったのだから、〔それを　放られたんじゃ　たまんねえ〕。

本考察で収集した連体的な複文に使用される刷列の中には、このように両義的な解釈

ができるものが27例あった18）。具体例としては次のようなものが挙げられる。

（32）町の油条ナベの油はこの数年、やっと煮えたきり始めたぱかりだ。せっかくのそ

　　　の勢いを押さえつけてはならない　　。（朝日860五21）

（33）共稼ぎは「する」が過去最高の51．4％。特に女性では6割を超え、せっかく手

　　　に入れたキャリアを手放したくないという意識も見て取れそうだ。（朝日000620）

（34）　シーク教徒が多いパンジャブ州は、パキスタンと隣接し、3度にわたる印パ戦争

　　　の戦場だった。せっかく実りかけた南アジア諸国の地域協力を、国内抗争の余波

　　　で後退させてはなるまい。（朝日8508五3）

　これらの例は、小矢野（1997b）を援用して分析すると、まず、ヲ格の名詞と動詞の語

彙的な意味関係が、「価値の無効化」19〕を表しているという連語論的な見方を重視し、

逆接用法に解釈することができる。

（32）’〔せっかく勢いがついているのに、それを押さえつける〕ようなことをしてはな

　　　らない。

（33）’〔せっかくキャリアを手に入れたのに、それを手放す〕ようなことはしたくない。

（34）’〔せっかく南アジア諸国の地域協力が実りかけているのに、それを国内抗争の余

　　　波で後退させる〕ようなことをしてはなるまい。

　また、文成分のレベル（対象語と述語との関係）を重視すると、次のように順接用法

に解釈できるのである。

（32）”せっかく勢いがついているのだから、それを押さえつけてはならない。

（33）”せっかく（立派な）キャリアを手に入れたのだから、それを手放したくない。

（34）”せっかく南アジア諸国の地域協力が実りかけているのだから、それを国内抗争
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の余波で後退させてはなるまい。

　しかし、本稿では、例（32）～（34）のように両義的な解釈ができる用例を順接用法とし

て分類することにする。なぜなら、5．五．節で述べたように、本考察では「せっかく」の

用法を、複文における「せっかく」の叙法上の制限という文成分のレベルの基準から

「順接用法」と「逆接用法」とに二犬別したからである。

ただし、例（32）”一（34）”は、述語と対象語の語彙的な意味関係が、「せっかく」によっ

て評価された価値が無効化することを表しているということから、次のように文型化す

ることができよう。

（七）せっかくA（のだ）から、～Bしないようにしよう。

　これらの例は、「価値消滅の前提（～B）」が述語の語彙的意味として明示化されている

が20〕、それを否定の実現願望表現としてまとめ、全体的には「せっかく　A（のだ）から

Bしよう」のように解釈できるのである。

　以上、順接用法における「価値消減の前提」のあり方について、用例を検討しながら

考察を行った。その結果、順接用法の剛列の中には、文脈から「価値消滅の前提」が読

みとれるものや、述語と対象語の語彙的な意昧関係から「価値消滅の前提」が想定され

ていると考えられるものがあるということが確認できた。

　ただし、このような分析は、前者の場含は、会話文の一部、そして、後者の場合は、

せっかく連体旬（A）十N＋助詞　B（または、一B）」「せっかくのN＋助詞　B（または、

～B）」の形、つまり「せっかく」が連体修飾（節）に用いられた用例の一部に限られた

ことである。

　「せっかくA（のだ）からBしよう」の順接用法は、例（25）（26）のように「価値消滅

の前提」を具体的に想定して解釈するまでの必要がない刷列がある反面、一部ではある

が「価値消滅の前提」が想定されていると考えられる刷列もあることから、「価値消滅

の前提」の想定可能性を完全に無視することもできないと考えられる。言い換えれば、

順接用法は、「価値顕現の前提」と「価値消滅の前提」とを比べると、「価値顕現の前

提」の方に重点が置かれた用法であると考えられる。

6．rせっかく」の用例に見られる共起の傾向性

　本節では、連用的な複文形式の場合を中心に、刷列における「せっかく」と接続助詞

との共起の傾向性を、「せっかく」の表す価値評価の特徴と関連させて考えてみたい。

　特に注目したいのは、「せっかく」が順接関係の複文に用いられる場含、理由・原因を

表す「（のだ）から」の形を取る場合が、70例中56例（80．00％）あるのに対して、同じく
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理由・原因を表すrので」の形は2例（2．85％）しかないこと、そして、逆接関係の複文

に用いられる場合は、「のに」の形を取る場合が多い（n9例中92例（77．32％））というこ

とである21）。

【表11

用法
　　逆接用法竺2立（Aなのに　　～8だ 　　　順接用法竺2皿A（のだ）から　　　Bしよう

合計

形態

のに 92（77．32） 92（48．67）

ても 13（12．60） 13（6．87）

ながら 8（6．72） 8（4．23）
逆
接
接
続

て 3（2．52） 3（！．58）

が 2（1．68） 2（1．05）

けど 1（O．84） 1（O．52）

（のだ）から 56（80，OO） 56（29．62）

のだし 4（5．71） 4（2111）順
接
接
続

からには 2（2．85） 2（1105）

ので 2（2．85） 2（1．05）

なら 6（8．57） 6（3．17）

合計 五19《62．96》 70《37．03》 　189《100．00》

＊（）は縦列の合計を100．OO％にした場合の各セルの比率を表し、《》は右下の全合

計を100．00％にした場含の各用法の合計値の比率を表す。

　次の図は、言語学研究会（1986）の複文22）に関する説明を、前件（従属節）の内容が

事実的であるか条件的であるか、そして、前件と後件の関係が主観的であるか客観的で

あるかという基準からまとめたものである。

【図て】

事実的（確定）

条件的（仮定）

　まさめ（順接）

客観的　　　主観的

するので　　するから

すれば　　するなら

　うらめ（逆接）

客観的　　　主観的

しても　　するのに

しても

　咽1〕を参照すると、「せっかく」が主に共起しているrから」「のに」「ても」は、前件

（従属節）の内容が事実的であるといえる。さらに、刷列数が多い接続助詞「から」、「の

に」は、複文の前件と後件の関係が主観的であるといえる（189例の中148例（78．30％））。
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6，1．事実的内容に用いられる接続助詞との共起について（rあいにく」との比較）

　本節では、「せっかく」が、前件（従属節）の内容が事実的である場合に用いられる接

続助詞と主に共起することについて考えてみたい。

　赤羽根（1986）は、複文における「あいにく」と「せっかく」の評価対象の範囲を次

のように説明している。

　まず、「あいにく」と「せっかく」は、次のように同様な場面で用いられ、その相手に

「残念」であるという気持ちと共に、父の不在を伝えることができる。

（35）　お父様はいらっしゃいますか。（父が不在の場合）

（36）　あいにくですが…。

（37）せっかくですが…。

　しかし、次のように記述し分けると「あいにく」の評価対象は主節であるのに対し、

「せっかく」の評価対象は従属節に表されている事態であることがわかると述べている。

（PP．11昏118）

（38）　あいにく、お越しくださったのに父は留守です。

（39）＊あいにくお越しくださったのに、父は留守です。

（40）＊せっかく、お越しくださったのに父は留守です。

（41）　せっかくお越しくださったのに、父は留守です。

　ここから、両者は評価を表す副詞であることが共通しているが、「あいにく」の評価対

象は主節であるのに対し、「せっかく」の評価対象は従属節に表されている事態である

ことから、両者の評価対象は異なるといえる。

　申右（！980）は、「あいにく」「さいわい」などがある事態に対して評価を行うために

は、評価の対象となる事態が既定事実である（又は、話し手がそう信じて認めている）こ

とが条件となると述べている23）。

　従って、「あいにく」は評価の対象となる文の内容がまだ事実的でない、未実現の事

態を表す命令文、願望文などには用いられにくい。

（42）？？あいにく、旅行は中止しよう。

（43）ηあいにく、旅行は中止したい。

　これに対し、「せっかく」は従属節の事態を評価対象としているので、従属節の事態が

事実的であることが必要である。そして、従属節の事態さえ事実的であれば、主節には

未実現の事態が来ることができる。
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（44）せっかく雨があがったのだから、旅行に行こう。

（45）せっかく雨があがったのだから、旅行に行きたい。

　以上から、「せっかく」の評価対象は複文の前件（従属節）の内容であり、そのため、

「せっかく」が前件（従属節）の内容が事実的である場含に用いられる接続助詞と主に

共起すると考えられよう。

⑥，2．前件と後件の関係

　次に「せっかく」と「から」　「のに」とが共起する用例の数が多いということについ

て考えてみたい。前述したように、「から」「のに」は複文の前件と後件の関係が主観的

であるという特徴を持っている。

　石神（1981）は、次のような例を挙げながら、「せっかく」による価値評価は語し手の

独自の設定によるものであると述べている。例（46）（48）は、「雨があがったら旅行に行く

ことにする」、例（47）（49）は、「雨が降ると仕事がないから旅行に行くことにする」とい

う異なる状況を語し手が設定していると考えられる。

（46）せっかく雨があがったのに旅行は中止になった。

（47）せっかく雨が降ったのに旅行は中止になった。

（48）せっかく雨があがったのだから旅行に行こう。

（49）せっかく雨が降ったのだから旅行に行こう。（p8）

　つまり、語し手が独自に設定した状況により、「雨が降る」「雨が上がる」という相反

する自然現象に対して、同じくr価値あり」という評価が行われるのである。このよう

に「せっかく」の表す価値評価は、話し手の独自の状況によるものであり、その価値の

実現を表す事態（後件）との関係づけも、話し手の主観が大きく関与していると考えら

れる。「せっかく」が前件と後件の関係が主観的である「から」rのに」と共起する刷列

の数が多いということは、このような「せっかく」の表す価値評価の主観性が反映され

たものと考えられよう。

　なお、上記の例を、前件と後件の関係が客観的（論理的）である「ので」「ても」にす

ると次のように不自然に感じられる。

（50）ηせっかく雨があがっても旅行は中止になった。

（51）ηせっかく雨が降っても旅行は中止になった。

（52）PPせっかく雨があがったので旅行に行こう。

（53）ηせっかく雨が降ったので旅行に行こう。
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7，まとめ

　以上、前提と関わりをもつモダリティ副詞の一つとしてrせっかく」を取り上げ、考

察を行なった。ここまで述べてきたことをまとめると、次のようになる。

①rせっかく」とは、ある事態を価値ありと評価するが、その評価には、「価値顕現

　　の前提」と「価値消減の前提」という2つの前提が想定されていると考えられる。

②「せっかく」の用法としては、叙法上の制限により、「逆接用法」と「順接用法」

　　を設定することができる。

③各用法における2つの前提のあり方については、次のように示すことができる。

逆接用法　「せっかくA（だから　B　しよう）　なのに～慶　だ」

　　　　　　　　　　　　　「価値顕現の前提」　　「価値消滅の前提」

　　　　　　　　　　　　　　　　暗示　　　　　　　　明示

順接用法　rせっかく　A（のに　～遭）　だから慶　しよう」

　　　　　　　　　　　　　「価値消滅の前提」　　「価値顕現の前提」

　　　　　　　　　　　　　　　　暗示　　　　　　　　明示

④「せっかく」と接続助詞との共起においてはある傾向性が見られるが、これは、

　　　「せっかく」の表す価値評価の特徴に起因するものと考えられる。

腱】

1）山田（1936）、時枝（1973）など、いわゆる陳述副詞を中心とした研究。

2）中右（1980）、澤田（！978）など、いわゆる評価の副詞を申心とした研究。

3）蓮沼（1987）、西原（！991）、森本（1994）などを参照。

4）西原（ヱ991）の例（p．78）。しかし、「行為に対して費やされた犬きなエネルギーという前提は、r圭ユ

　　かく桜の花が咲いたのに、一晩で散ってしまった」のように、自然現象に対する評価には適用でき

　　ない。「せっかく」に想定される前提については、本論で詳説する。

5）前提には、次のように「論理的（意妹論的）前捉」と「語用論的前提」とがある（顕山（1982））。

　　S1がS2を論理的に前提するとは、S2の真がS1が真偽値を持つための必要条件であるとき、

　　そしてそのときに限る。（中略）語用論的前提は、S1という文そのものではなくてS1の発話とそ

　　の状況との関係であり、前捉S2がその状況で満たされなければ「S1の発語は不適切になる」と

　　いうだけであって、S1が真偽値を欠くか否かには影響しないのである。（pp．82－85）

　　　この内、本論文が問題とする副詞に関係するのは「語用論的前提」である。これらの副詞における

　　「語用論的前提」に関しては、西原（1988）が詳しい。なお、本稿では、言及した副詞類に関わる前

　提を、rその副詞が適切に使われるため、発話時に備えなければならない知識」と定義する。

6）前提と関係するモダリティ副詞としては、本文の中に挙げられている「やはり、さすが、せっかく」

　　以外にも、「どうせ、なまじ」（渡辺（1980））「いっそ、せめて」（板坂（1971））などがある。

7）渡辺（1980）、蓮沼（1987）にも同様な指摘がある。しかしながら、「せっかく」は「せっかくのチャ

　　ンスを利用しよう」のように単文に用いられることもある。「せっかくの」の文型と複文との関係につ
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　　いては後述する。

8）文類型（一）に該当するrせっかく」の用例には、「のに」以外に「ても、ながら、て、が、けど」のよ

　　うな逆接の接続助詞が屍られた。また、文類型（二）の場合は、「（のだ）から」以外にも、「のだし、か

　　らには、ので、なら」のような順接の艦続助詞がある。本稿では、刷列数が最も多くあった「のに」

　　「（のだ）から」を代表形とする。6節の表互を参照されたい。

9）Aは前件又は従属節、B（～B）は後件又は主節と呼ぶこともできる。

10）本稿でいう事態Aに該当する。

1！）渡辺（1980）の「庄縮表現」に由来する用語。

12）資料については最終都の1資料一覧】を参考されたい。

ユ3）以下、例文の中、点線が施されている部分は附値顕現の前提」、波線が施されている部分は「価檀

　　消滅の前提」が明示されていると解釈できる事態を表している。

14）「せっかくAだからBした」の文型の許容度に関しては、より多くの人々を対象にしたアンケート調

　　査が必要であろうが、機会を改めて行うことにする。

15）rせっかく」の基本的な構文構造は「せっかくAのに～Bだ」であり、「せっかくAだからBしよう」

　　は「せっかくAのに～Bだ」から派生したものであるという石神（1981）の昆解に対しても、通時的な

　　考察による検討が必要であると考えられるが、別稿に譲ることにする。

16）例（29）のような、連文構造の用例が31例あった。これらの例は、「せっかく」が用いられている文が、

　　直後に来る文に対する理由・根拠を表していると考えられる。従って、本稿では、「せっかくAだから

　　Bしよう」の順接用法に該当するものとする。

17）小矢野（1997b）では、本稿の順接帽法に該当するものを「まさめの関係づけの使用」、逆接用法に該

　　当するものを「うらめの関係づけの使用」と呼んでいる。

18）rせっかくAした十N」「せっかくの山の例は全465例中201例である。

19）「（せっかくの）勢いを掘主皿」「（せっかく手にいれた）キャリアを玉政立」「（せっかく実りか

　　けた）南アジア諸国の地域協力を後退地」のように、「せっかく」によって評価された「勢い」

　　「キャリア」「実りかけた南アジア諸国の地域協力」の価値が無効化することを表している。

20）注19）の下線部分。

21）今回収集した「せっかく」の刷列の総数は465例である。

22）言語学研究会（1986）では、いわゆる複文に該当するものをつきそい・あわせ文と呼んでいる。

23）中右（1980）では、これを「叙実的前提」と呼んでいる。

隅例出則
出典は以下に示すとおりである。なお、出典がないものは作例である。

（朝利850813）一「朝臼新聞、社説」、1985年8月13日

（朝予u86012！）一「朝日新闘、社説」、1986年1月21日

（朝刊000620）一「朝日新聞、社説」、2000年6月20日

（孤高）一『孤高の人』（新田次郎、ユ960）、新潮文庫ユ00冊CD－ROM版

（人民）一『人民は弱し官吏は強し』（星新一、1960）、新潮文庫！00冊CD－ROM版

（島田）一嶋田太郎氏の災難j，r土曜ドラマ館」

（嘘）一『嘘』、r土曜ドラマ館」

（なま）一『な・ま・い・き盛り』ドラマシナリオ

（うち）一『うちの子にかぎって』ドラマシナリオ

【資料一覧】

＜新聞〉朝日新聞　社説85－86，00，201．9／天声人語8587，00．2－01．9／レイディ通信（対談）99，10－01．1／ア

　　　　　　　　　エラ（おすすめ記事）98．10－00．7／ひととき（読者投稿）99．2－01．1／自分にごほうび隊（趣昧）

　　　　　　　　99．2－00．3／地球の暮らし（エッセイ）98．10－00．05

〈シナリオ〉「土曜ドラマ館」（ラジオ）：F　M福岡土曜日　12＝30－！2：55放送、’97．10一’01．8

　　　　　　　　　　　　　　　　　（h枇p：／／㎜．nishitetsu．co．jp／nnr／inf／drama／）

　　　　　　　　　　ドラマシナリオ：BANISBANFORSC跳PT（h的）：／／www，piaia．onjp／ban／pm舖e．html）
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＜小説〉新潮文庫100冊CD－ROM版
　『アメリカひじき・火垂るの墓』（野坂昭如、1960）■『エディプスの恋人』（筒井康隆、1970）／『コンスタ

ンティノープルの陥落』（塩野七生、！980）／『さぶ』（山本周五郎、1960）／卜瞬の夏』（沢木耕太郎、！980）

／『塩狩峠』（三浦綾子、1960）／r花埋み』（渡辺淳一、1960）／『華岡青洲の妻』（有吉佐和子、1960）／『雁の

寺・越前竹人形』（水上勉、1960）■『錦繍』（富本輝、1980）／r孤高の人j（新田次郎、1960）／r国盗り物語』

（司馬遼太郎、1960）／ポ黒い雨』（井伏鱒二、1965／66）／『砂の女』（安部公房、1960）／『山本五十六』（阿川

弘之、1960）／『女社長に乾杯！』（赤川次郊、工987）／r沈黙』（遠藤周作、1966）／『青春の蹉蜘（石川達三、

1960）／『楡家の人びと』（北杜夫、！960）／『太郎物語』（曾野綾子、1970）／冨新橘鳥森口青春篇』（椎名誠、

1980）、ノ『人民は弱し富吏は強し』（星新一、工960）／『忍ぶ川（三浦哲郎、1960）／『世界の終りとハードポ

イルド・ワンダーランド』（村上春樹、1985）／『戦艦武蔵』（吉村昭、1960）／軒砂の上の植物群』（音行淳之

介、1960）／『著き数学者のアメリカ』（藤原正彦、1970）／『点と線』（松本清張、1950）
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