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1.はじめに

現代日本語には引用構文との関連性でよく取り上げられる次のような構文がある。

(1)a.先生は太郎が天才(だ)と思っている O

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患っている。

(典型的な引用構文)

(認識動詞構文、半IJI新 ti\~ 文)

(1b)は多くの先行研究で、(la)から派生した構文であると主張されている。これは認

識動詞のみで現れる現象であるため、仁田(1980)などで「認識動詩構文j と呼ばれて

いる。さらにはc)は形態・意味的に(1b)によく似ていることからはb)と同一な構成要

素から成り立っていると見なされる場合が多い。本研-究では(1b)、(1c)のような構文

について、それぞれの構文に現れる「ト j の機能が異なっていることを主張する。

2.先行研究

本節では fAヲBダトVJ構文と fAヲBトVJ構文に関する先行研究について批判的

検討を行う O 阿部(2004)は fAヲBダトVJ構文と fAヲBトVJ構文が異なる構造を有

していると論じ、 fAヲBトVJ構文と fAヲBクVJ構文を並行的に捉えることで、 fA

ヲBダトVJ構文との構文的違いを明らかにしようとした。さらに、 fAヲBクVJ構文

との並行性を用い、 fAヲBダトVJ構文と異なる fAヲBトVJ構文の文法的特徴につ

いて i) fトJの前に持制を持たないこと、そして ii)極性、記)ムードが現れないこと

をその統語的根拠として提示した。まず、阿部(2004)は fトj 句が時制を持たないこ

とは次の(2)の例をみると分かるとしている。

(2)a.太郎は花子をかつて女優だったと思っている(らしし¥)。

b.士太郎は花子をかつて女優と患っている(らしし¥)。

次に、 fBトj が極性を持たないことについては、 fAヲBトVJ構文は時制を除いた

状態で否定を表わすことができないため、次のように連用形にして否定辞を伴わせる
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方法により極性を持たないという事実を示した。

(3)a. ??みんながこれを吉報ではなく思った。

b.??僕はそれを図書館ではなく認識してしまった。

最後に、阿部(2004)は rAヲBダトVJ構文と rAヲBトVJ構文の構文的違いは rB

トJにムードが生起しない現象からも確認できると述べている。

(4)??皆がこれを吉報かもしれなく思った。

阿部(2004)は以上のような文が言えないため、 fAヲBトVJ構文には極性とともに

ムードが生起しないとしている。

しかし、統語的根拠として挙げられている根拠の全てが rAヲBクVJ構文と rAヲ

BトVJ構文を並行的に捉えることから始まっているが、この二つの構文を同じ構造

を有するものとして扱っていいのかという疑問が生じる。 rAヲBトVJ構文の起源、を

引用構文とし、かっ rAヲBクVJ構文と rAヲBトVJ構文を向類の構文とすると、

以下のように f思う j の代わりに円言じる j などが生起する文においても両者は同じ

振る舞いをするはずだが(6)をみるとそうではない。

(5)先生は花子を賢いと信じた。

(6)士先生は花子を賢く信じた。

rAヲBクVJ構文は rAヲBトVJ構文とは異なり、限定された動詞(主に「思う j、

「感じる Jなど)に現れるため、両者を同一な構造を持つものと並行的に捉え、その

根拠を rAヲBトVJ に適用するのは無理があるように思われる。つまり、 rAヲBト

VJ構文に生起する動詞が rAヲBクVJ には生起できないという現象が数多く存在す

る限り、 i荷構文を同類の構造を成しているものと考えるのは妥当ではないということ

である。

さらに、阿部(2004)は意味面においては、 rAヲBトVJ構文は「直接性Jがあるも

の、つまり、言語が介在する以前の認識や把握といったものを示す f非言語的認識」

を表わす構文であると論じている。また、 rAヲBトVJ構文に倒置指定文句E人が太

郎だJを入れると rAヲBダトVJ構文に挿入した時よりかなり不自然な表現になる現

象を言語を介在するか否かの違いとして挙げている。

(7)a.?探偵は犯人を太郎だと思っているらしい。

b.??探偵は犯人を太郎と思っているらしい。
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(8)a. ?僕はあたりの籍を一番右のやつだと思った。

b.??僕はあたりの箱を一番右のやっと思った。

阿部(2004)によると、 (7b)が(7a)より不自然に感じられる理由は、担j撞指定文は単

純に rAニ BJ という結びつけではなく、 rAなのは何かというと Bだj という一種の

疑問文とそれに対する答えーいわば物事を言語化して分析的に見ているという状況-

であり、言語の介在しない認識を表わすような rAヲBトVJ には生起しないという。

阿部(2004)は上記の例について rAヲJに不特定要素が入りにくい上に、「ト j の問題

(言語を介在した認識なのか否か)が重なり rJ--Jが現れた文が不自然に感じられるの

だと述べているが、以下のように「思う j 以外の動認のが.IJをみると、言語の介在の問

題や、「ヲ j 格の特定要素の問題といった説明を与えるには無理があるように思われ

る。

(9)a.(?)探偵は犯人ヲ太郎ダト確信した。

b.(?)探偵は犯人ヲ太郎ト確信した。

(lO)a.(?)警察は犯人ヲ3番目の容疑者ダト思い込んでいた。

b.(?)警察は犯人ヲ3番目の容疑者ト思い込んでいた。

(9b)と(IOb)は(9a)と(10a)に比べ、それほど許容度の違いがないように思える。言

語の介在という面から考えても、どちらが言語を介在していないのかを判断するのは

容易ではない。また、 (9)、(10)の rAヲj が不特定要素であっても、両方の構文に許

容度の差があまり感じられないということは、「言語の介在J、「不特定要素の有無j

は「夕、、j の出現の可否を説明するには限界があるようである。

本稿は阿部(2004)の主張、つまり、 rr AヲBトVJ構文は rAヲBダトVJ 構文とは異

なる構文であるJことには賛同する立場だが、その根拠に対しては疑問が残るところ

がある。本研究ではその点について新しい根拠を提示した上で、「思う j 以外の引用

動詞を含めた「ダJが現れない rAヲBトVJ構文での「ト j を正しく位室付けること

を呂指す。

次節ではまず、 rAヲBトVJ構文を取る動詞について述べ、これらの動認が rAヲB

トVJ構文の解釈にどう関わっているかについて検討する。

3. r AヲBトVJ構文をとる動詞

本節ではまず rAヲBトVJ構文を敢らない f心理・感情動詞Jについて分析する。

さらに rAヲBトVJ構文のみを取る動詞の特徴について考察し、それらの動認の出現

が rAヲBトVJ構文とどう関わっているかをみる。
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3.1 r AヲBダト心理・感情動詞」構文

一見、「思う j などの認識動誌と意味的に密接に関わっているように思われる心

理・感情動詞は rAヲBトVJ構文に生起しない。ここでもう一つの興味深い現象は心

理・感情動詞の場合、 rAヲBダトVJ構文に比べ、「ダJが現れない rAヲBトVJ構

文は非文になることである。

(1l)a.母は息子ガ馬鹿ダト心配している。

b.母は息子ヲ馬鹿ダト心配している 10

c.??母は息子ヲ馬鹿ト心配している。

(12)a.母は息子ガ天才ダト喜んでいる。

b‘母は息子ヲ天才夕、、ト喜んでいる。

c.??母は息子ヲ天才ト喜んでいる。

上記のような現象は rBトj が節を成さないという一つの間接的な根拠になる。以

下では、 rBトj とは異なり、 rBダト j がAとは独立した節を持つことを以下の事実を

用いて示す。

まず、一つ I~ の事実として、(11b) 、 (12b)のように rA ヲ Bダト感情動認j のBが次

のようにAとは異なる独立した主語や節をとることが可能であることが挙げられる。

(13)母は、登山に行った息子を天候が大荒れだと心配している。

(13)ではBが「天候が大荒れだJという形の独立した節の形を取っている。つまり、

「大荒れだj の主語は「天候j であり、 rBダト j はAとは独立した節を成していると

考えられる。しかし、(1lc)、(12c)のように感情動詞の場合 rB"Jは生起しない。こ

れは、 rB1、j は rBダト j とは異なり、節を成していない可能性を示唆する。

もう一つの事実は、感情動詞は元々「ト j を除いた rxがAヲVJ型で成立する2項

動詞であることである。(14)、(15)は rBダト Jがなくても文が成立するため、感情

動誌と共起する rBダト Jは独立した節だと考えられる。

(14)母は息子(のこと)を心配した。

(15)母は息子のことを喜んだ20

1 (llb)、(I2b)で感じられる多少の落ち着きの悪さは次のように「ノコト j を付加することにより

解消される。

(llb)'母は息子ノコトを馬鹿ダト心配している。

(I2b)'母は息子ノコトを天才ダト喜んでいる。

このような現象が起こる原因はまだ明らかではないが、これについては今後の課題にしたい。
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以上のような事実から次のようなことが言える。つまり、 rBダト j が節を成してい

て、かっ rBトj が現れないことは、 rBトj が節ではないと仮定すると、(13)のよう

に独立した節をとることから「心配する-喜ぶJなどの感情動詞は節を要求するため、

節ではない rBトj をとることができないというような説明が可能である O したがっ

て、他の説明が可能でない限り、 rBトj が節ではないと考えるのは妥当ではないか

と考えられる。

本節では、 rAヲBトVJ構文に生起しない感情動詞が表れた rAヲBダト感情動詞j

構文の特徴について検討することで、 rBダト j がAとは独立した節を成しており、こ

れはまた rBトj が節を成していないということに繋がる可能性があると論じた。

次節では rAヲ豆トVJ構文と rAヲBダトVJ構文の文法的特徴を検討することによ

り、 fダト Jと「 トJが異なる存在であることを主張する。そのために、 rAヲBトVJ

構文のみをとる動詞を調べ、 rAヲB夕、、トVJ構文とは異なる文法的援る舞いについて

分析する O

3.2 r AヲBトVJ 構文のみを取る動詞

本節では rAヲBダトVJ構文と rAヲBトVJ構文の違いを説明するために rAヲB

トVJ構文を取る動詞について例と共に示す。

先行研究では「ダト J と「ト j の違いについては明確な説明がされず、 rAヲ召ト

VJ構文は rAヲBダトVJ構文から単に「ダj の省略した形だとか、意味栢において

両構文にニュアンスの違いがある(森山(1988))などと述べられている。しかし、認識

動詞の中でも「夕、、Jが現れると fトJのみが現れる時より許容度が落ちる例が多数存

在する。このような現象は rAヲBトVJ 構文が rAヲBダトVJ構文から「ダJが脱

落、または省略されたものと見なすには無理があることを意味する。このような現象

について詳しく検討するため、本節では rAヲBトVJ構文には生起するが、 rAヲBダ

トVJ構文にすると許容度が下がる例を取り上げ、 rAヲBダトVJ構文とは異なる rA

ヲBトVJ構文の振る舞いについて検討する。検討の対象となる動訴は、引用構文に

ついて論じた代表的ないくつかの研究一仁田(1980)、森山(1988)、砂)11 (1989)、阿

部 (2004)、小野 (2005)ーで挙げられた動詞の中でも内的活動を表わす動詞のみ3を対

象とする。以下の{表1]に詳細を示す。

2 (15)も(I1b)、(I2b)と同様に「ノコト j を挿入することにより文が自然になるが、これについて

も更なる考察が必要である。

3 発話動詞の場合は rAヲBダ i、VJ構文と rAヲBトVJ構文の両者が許容されるため、本節の調査

対象としない。しかし、発話動認が rAヲBダトVJ に生起する場合と rAヲBトVJ構文に生起す

る場合には、意味的違いが感じられる場合があり、さらなる考察が必要だと思われるが、これにつ

いては今後の課題としたい。
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[表1]内的活動動詞4のリスト 5

思う、疑う、後悔する、まよう、分かる、信じる、確信する、決心する、決意する、

決める、推量する、認める、みなす、仮定する、想定する、想像する、推測する、感

じる、気づく、見て取る、意識する、覚悟する、期待する、推定する、解釈する、捉

える、判断する、見る、考える、認める、予想する、願う、望む、祈る、意図する、

企む、もくろむ、 誤解する、勘違いする、思い込む、解釈する、後悔する、心配する

本稿では{表1]の動詞の中でも rAヲ召(ダ)トVJ構文を取る動詞のみを取り上げ

る。以下では、それらの動詞を例と共に示す。

(l6)a.花子は太郎を天才だと思った。

b.花子は太郎を天才と思った。

(17)a.外車を富の象徴だと考えた。

b.外車を富の象徴と考えた。

(18)a.偽の金を本物だと信じた。

b.偽の金を本物と信じた。

(Ig)a.今回の事件を殺人だと判断した。

b.今回の事件を殺人と判断した。

(20)a.彼の行動を謝罪の表現だと解釈した。

b.彼の行動を謝罪の表現と解釈した。

(21)a.ハーレムを危険な場所だと意識した。

b.ハーレムを危険な場所と意識した。

(22)a.科学を人類発展の唯一な道だと捉えた。

b.科学を人類発展の唯一な道と捉えた。

(23)a.太郎ヲ犯人だと確信した。

b.太郎を犯人と確信した。

(24)a.会議の時間を8時だと思い込んだ。

b.会議の持聞を8時と思い込んだ。

(25)a.あの男性を女性だと勘違いした。

b.あの男性を女性と勘違いした。

4 仁田(1980)は引用句によって文を埋め込むタイプの動詞を「引用動詞j と呼び、ヲIJ有動認を、発

話をや心とした f外的な言語活動を表わすものJ と、思考・認識・知覚といった「内的活動を表わ

すものj に二分した。本稿では後者の[内的活動を表わすものj という用語を用いる。

5 研究者によって引用動訴の定義や範屈などについて多様な意見が存在し、その例として提示して

いる動詞の種類も様々である。だが、本稿では引用構文を成す動詞がどのような特性を持っている

かを考察することを目的とするため、いくつかの代表的な引用研究で例として挙げられている動詞

を合わせ、それについて調べた。
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(26)a.彼の社交辞令を好意だと誤解した。

b.彼の社交辞令を好意と誤解した。

(27)a.?実証可能なもののみを科学だとみる 60

b.実証可能なもののみを科学とみる。

(28)a.#母は花子を息子の嫁だと認めた70

b.母は花子を息子の嫁と認めた。

(29)a. ?一日の消費カロリーを2000kcalだと仮定した。

b.一日の消費カロリーを2000kcalと仮定した。

(30)a.?参加率を8害IJだと推測した。

b.参加率を8害IJと推測した。

(3I)a.?今月の使用料を約90万円だと推定した。

b.今月の使用料を約90万円と推定した。

(32)a.?訪問客を20万人だと予想した。

b.訪問客を20万人と予想した。

(33)a.士睡眠時間を8時間だと決めたo

b 睡眠時間を8時間と決めた。

(34)a.*読者を消費者だと見なした。

b.読者を消費者と見なした。

以上の例をみると (16)~(26)の「思う、考える、信じる、判断する、解釈する、意

識する、捉える、確信する、思い込む、勘違いする、誤解する j は fAヲBダトVJ構

文と fA ヲ B ト VJ 構文の両方に生起可能である。一方、 (27)~(34) の f 見る、認める、

仮定する、推測する、推定する、予想する、決める、見なすj は fAヲ3ダトVJ構文

をとらず、 fAヲBトVJ構文をとることがわかる。さらに、これらの動訴は典型的な

引用構文である fAガBダトVJ構文にすると許容度が下がる。

(35)a.実証可能なもののみを科学とみる。

b.?実証可能なもののみが科学だとみる。

(36)a.花子を息子の嫁と認めた。

b.?花子が恵子の嫁だと認めた。

(37)a.一日の消費カロリーを2000kcalと仮定した。

b.?一日の消費カロリーが2000kcalだ、と仮定した。

みる j の場合、 fタj 形は不自然であるため、{ノレj 形で示した。

母は花子ヲ嫁だと認めたj は f母は花子ヲ嫁と認めたj の意味とは異なり、 f花子と嫁が同ー

であると認めたj という意味になる。#は文法性には問題ないが、文の意味が変わってしまう文を

意味する。
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(38)a.参加率を8害IJと推測した。

b.?参加率が8害IJだと推測した。

(39)a.今月の使用料を約90万円と推定した。

b.?今月の使用料が約90万円だと推定した。

(40)a.訪問客を20万人と予想した。

b.?訪問客が20万人だと予想した。

(41)a.睡眠時間を8時間と決めた。

b.士睡眠時間が8時間だと決めた。

(42)a.読者を消費者と見なした。

b.士読者が消費者だと見なした。

(35)~(42)の例を見ると、「見る、認める、仮定する、推測する、推定する、予想す

る、決める、見なすj の動詞のとる rAヲBトVJ構文は rAヲB夕、、トVJ構文とは異

なり、典型的な引用文に置き換えられないことがわかる。このことから rAヲBトVJ

構文を rAヲBダトVJ構文、あるいは rAガBダトVJ構文から派生されたものと分

析するのは説得力に欠けると考えられる。さらに、この考え方を発展させると、 rA

ヲBトVJ構文の fトj は引用助言可ではなく、5]IJの性質を持つものであると仮説を立

てることができる O これについては5節で考察する。まず、次節では、 rAヲBトVJ構

文が見せる rAヲBダトVJ構文とは異なる文法的な振る舞いについて詳しく検討する。

4. r AヲBトVJ構文の文法的特性問 rAヲBダトVJ構文との相違から-

本節では rAヲBダトVJ構文との比較を行い、文法的な面での相違を分析する。ま

ず、文法的な違いとしては rAヲ3トVJ構文の語順の入れ替え制約や否定のスコープ

について検討する。

4.1語JI債の入れ替え制約

rAヲBトVJ構文は rAヲJと fBトj の語)1債を入れ替えても、完全に自然な文で

はないにしても、 rAヲ Bダト VJ 構文に比べ、比較的自然に感じる。以下の(43a)~(48

a) は rA ヲ Bダト VJ の rA ヲ j と rB ダト j の語傾を入れ替えた例文8で、 (43b)~(48b) 、

(49)~(56) は rA ヲ B ト VJ 構文の rA ヲ J と rB ト j の語}棋を入れ替えた例文である。

(43)a.?? 1万円だと会費を思った。

b.?l万円と会費を思った90

8 紙幅の関係上、前節で挙げた動詞の中の一部の191Jを示した。

9 (43b)-(48b)の文の許容度に関しては、自然な文とはいえないが、 (43a)-(48b)に比べ多少許容度

が上がる意見が多かった。
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(44)a. ??殺人だと今回の事件を判断した。

b.?殺人と今回の事件を判断した。

(45)a. ??本物だと偽の金を信じた。

b.?本物と偽の金を信じた。

(46)a.??謝罪の表現だ、と彼の行動を解釈した。

b.?謝罪の表現と彼の行動を解釈した。

(47)a.??犯人だと太郎ヲ確信した。

b.?犯人と太郎ヲ確信した。

(48)a.??8s寺だ、と会議の時間を思い込んだ。

b.?8時と会議の時間を思い込んだ。

(49)?息子の嫁と花子を認めた。

(50)?2000kcalと一日の消費カロリーを仮定した。

(51)? 1万円と使用料を推定した。

(52)?8割と参加率を推測した。

(53)?20万人と来年の訪問客を予想、した。

(54)?8時間と睡眠時間を決めた。

(55)??科学と実証可能なもののみをみる O

(56)??消費者と読者を見なし、戦略を立てた。

以上の例の中で(55)の「みる j、(56)の「見なすJは rAヲBトj 構文の諾)1頃が決ま

っており、 rBトAヲj のような語版の入れ替えを許さない。これらの動詞がこのよう

な振る舞いを見せる理由についてはさらなる考察が必要だが、 rAヲBダトVJ構文に

すると許容度が下がる (49)~(54)の rA ヲ豆ト VJ 構文は rA ヲ B ダト VJ 構文に比べ、

fトj の出現位置が比較的自由である。さらに、元々 rAヲBダトVJ構文にすると許

容度が下がる (49)~(54)だけではなく、 rA ヲ Bダト VJ 構文と rA ヲ B ト VJ 構文を両方

とる (43)~(48)の動詞においても同様な現象が見られる。つまり、同じ動詞であっても

rBダトAヲVJ の形は非文であるが、 rBトAヲVJの形になると許容度がいくらか上

がる現象が見られる。このような現象は rAヲBダトVJ構文と rAヲBトVJ構文を

両方取ることが可能な動認であっても「ダト Jと「ト j の振る舞いが異なるというこ

とを意味する。本節では rAヲj と rBトj の語)1慎の入れ替えの問題について分析し

た。次節では否定のスコープの問題に関して論じる。

4.2否定のスコープ

rAヲBトVJ構文は否定のスコープにおいても rAヲBダトVJ構文と異なる振る

舞いを見せる。以下の句7)~(59)が自然であるのに対し、 (60)~(67)は若干落ち着きが
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悪いように感じる上に、否定辞のスコープも (57)~(59) とは異なる。

(57)a.私はこのダイアモンドを本物だと信じない。

b.私はこのダイアモンドを本物と信じない。

(58)a.私は太郎ヲ馬鹿だと思わない。

b.私は太郎ヲ馬鹿と思わない。

(59)a.私は外車を富の象徴だと考えない。

b.私は外車を富の象徴と考えない。

(60)?投票率をお害tJと推測しなし守。

(61)?睡眠時間を[8時間と決めなし¥]。

(62)?今月の使用料を{約90万円と推定しなし守。

(63)?実証可能なもののみを{科学とみなし守。

(64)?花子を息子の{嫁と認めなし守。

(65)?訪問客を[20万人と予想しなし寸。

(66)?読者を[消費者と見なさなし、]。

(67)?一日の消費カロリーを[2000kcalと仮定しなし寸。

上記の例文を見ると、 (57)~(59)の否定文は否定辞のスコープが文全体にかかってい

るのに対し、 (60)~(67)は否定辞のスコープが「ト j 句までしか及ばないことがわかる。

これは rAヲBトVJ構文の rAヲj と rBトj が同じ節内に存在しないという証拠に

もなると思われる。しかし、 f思う、考える、信じる j のように rAヲBダトVJ構文

と rAヲBトVJ構文を両方とる動認の場合には「ダト Jと「ト j の否定のスコープの

違いが見られない。このような現象の原因についてはまだ明らかになっておらず、更

なる考察が必要だと思われる。

以上の現象が「れしか取らない(60)~(67)の場合に起こるという事実と、この場合

否定のスコープの違いが見られることをあわせて考えると、これらの動認は3項動詞

であり、 rBトj も節ではないことが予想される。しかし、 rBトj が独立した項であ

ることを主張するには、まだ根拠が不十分であるため、今後の分析の可能性として残

しておく。

本節では rAヲBダトVJ構文とは異なる rAヲBトVJ構文の文法的な振る舞いに

ついて考察した。次節では、今までの議論に基づき、「ト j の機能について論じる。

5. rトj の機能

5.1 r引用のトJと「引用ではないトJ

本節ではここまでの考察結果に基づき、 rAヲBダトVJ構文と rAヲ8トVJ構文に

っ，ム
ウ

i



生起する fトj がそれぞれ異なる意味機能を持つことについて、先行研究を踏まえて

より詳しく述べる。

城田(1993)は「ト j の機能について、 1次的には高IJ詞助詞、 2次的には文法格助詞と

して働いているとした。城田(1993)によると、高IJ詞助詞である fト1Jは f連れ・相

手を表し、用言を修飾する j 機能をし、文法格助詞である「ト 2J の一次機能は述諾

転化補語であり、二次機能は様態を表し用言を修飾する高IJ詞格であるという。城田(1

993)によると、本稿で扱っている fトJは文法格助詞である fト2J に該当する。以

下に「ト2J の城田(1993)の例を挙げておく。

(68)a.1羽田が大臣トなった。

b.岡田を大臣トした。

c.[青田を大臣ト思う。

d.次の建設計画は市庁ト決まる。

e.先生ト見える/ 分 か る 。 ( 城133(1993:82)) 

王名を柿エ門と改める。(文法格助詞「ト 2J の一次機能:述諾転化補諾表示)

城田(1993)はこれらの「ト j は文法格の「ニJ と同じく、事実ないし想定において

「甲は乙ダJの関係が成り立ち、述語転化補語と思われるとしている。さらに、述語

転化補語について f名認の述語形(名詞十ダ)を文の述語の内容の布告充のために取り組

む形である j とした。以上をまとめると、「名詞十夕、、j を補語にとる場合の「ト Jは

「ト 2J の一次機能である述語転化補語であるということになる。城間 (1993)では

fダj が現れる文と fダj が現れない文を区別し、それぞれを受ける「ト j の機能が

異なるとは論じられていないが、 (68)に対し、「ダJの省略で「ト j は引用の「ト j

と考えてもよいものがあるように見えるが、「大症となった J 、「名を柿ェ ~'l ト改め

るj などの例を引用と考えるには無理があるため、 fトJは「ニj と同義と考えるの

が適当だとしている。これは「夕、、j が生起しないほうが自然に感じられる (68a)、(68

b)、(68d)、(68e)、(68f)のような文の「ト Jを「ダト J と同様に「引用のト j と見る

には無理があることを示唆する。この問題を解決するためには、 (68)のような文に生

起する「ト j を「ニj と向義の一つ意味に考えるか、あるいは f引用のト Jと円|用

ではないト(これが「ニj と同義かどうかは別として)J に二分するかというどちらか

の立場を取る必要があると思われる。

さらに、 森山 (1988)は典型的な引用文と r~ ヲ~ト思ウ J という文の連続性につい

て次のように指摘している。

引用の格成分が、引用成分のなかから抽出される場合がある。すなわち、

Aガ rBハ Cダj ト思ウ(引用型)→Aガ Bヲ rcダj ト思ウ(引用繰り出
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し型)→ Aガ Bヲ C ト思ウ(同定型)のような書き換えが可能である。同

定型では、 ト格の意味は、引用と言うべきか同定の「と Jと言うべきか、

微妙な境界上にある。このような一連の現象を引用成分の繰り出しと呼ぶ

ことにする。 (森山 (1988:80))

本稿は、引用構文に現れる「ト Jの意味を基本的に連続したものとして捉える森山

(1988)と異なり、 rAヲ B トVJ 構文に生起する fトj と rAヲ Bダト VJ 構文に生

起する「ダトJの fトJの意味機能を区別して考える必要があると考える。そこで、

本節では rAヲ B ダト VJ構文や rAヲ B トVJ 構文に生起する「ト j の意味機能

を「引用のト j と「引用ではないれの二つの機能に分け、さらに、 「ヲ|用ではない

トj は同定の意味機能を持っと考える。

[表2]rトj の機能

rAヲBトVJ構文の「ト:r引用ではなし 1 トー同定j

rAヲBダトVJ 構文の「ト J: r引用のト J

以上の[表2]の主張は4節までみてきた次のような事実から導かれたものである。

1. rAヲBトVJ構文を耳元る動誌には次のような3つのパターンがある。

i) fAヲBダトVJ構文と rAヲBトVJ構文を両方取る動認

(例:思う、信じる、考えるなど)

ii) r Aヲ3ダトVJ構文のみをとる動認(例:感情動詞)

iii) rAヲBトVJ構文のみをとる動詞(例:推測する、予想する、決めるなど)

II. rBダト Jは rAヲJと独立した節を成す。

国ダト j と「ト j は語般の入れ替え及び、否定のスコープにおいても差が見られ

る。

国.1の3つのパターンが存在することや耳の現象から、 fトj は「ダれから「ダJ

が脱落・省略したものとは考えられない。

N.以上をまとめて考えると、節を取る fトj は引用であり、名詞を取る「トJは引

用ではないということが予測される O

本節ではここまで見てきた fトJの機能について節を取る「引用の打、名詞をと

る「引用ではないト Jについて議論をまとめた。しかし、円|用ではないト Jは何か

という問題が残る。次節ではこの問題について述べる。

5.2 r引用ではないト J: r同定j

本節では「引用のト j と「同定のト Jを区別した上で、「同定j の機能について考
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える。以下では fトj の機能について f具体化j と捉えた先行研究について検討する。

まず、藤田 (2000)の「具体化j について述べる。藤田(2000)は次のような例を上げ、

[ト Jは「具体化j の機能を持つとしている。

(69)彼は、入社以来無遅刻無欠勤と頑張っている O

(70)一家は、全員で十五人と大所帯だ。

しかし、 (69)を(71)のように変えると、 (71)は非文になる。

(71)士彼は、休日出勤と頑張っている。

(藤田(2000: 137)) 

「ト j 匂が具体化を表わすとすると、 (71)のような例も生起可能ながずだが、実際

(71)は非文になる。このような(71)の非文法性は「具体化Jではなく、「同定j という

考え方をすることで、説明できる。つまり、「無遅刻無欠勤Jは f彼j の属性を表わ

しているため、「頑張っている j の具体化として考えることができるが、 (71)の「休

日出勤j は人の属性ではなく、勤務体制を表わしており、「同定j としては捉えられ

ないため、 (71)は非文になるのだと思われる。さらに、 f具体化Jでは説明できない

「トJには次のようなものがある。

(72)大阪で、はバカをアホという。

(73)花子は太郎ヲタッちゃんと呼ぶ。

(74)私はこの犬を二郎と名付けた。

(72)~(74)は主体の認識の中で rA=BJ という f同定関係j を想定する構文であり、

これらの構文の rBトJを具体化として捉えることはできない。このような「同定J

の fトj の前には「ダj が現れない。

(72)サ大阪で、はバカをアホだという。

(73)情花子は太郎ヲタッちゃんだと呼ぶ。

(74)サ私はこの犬を二郎だと名付けた。

以上、本節では先行研究の「具体化j という捉え方の問題点を指摘し、 f引用の

れとは異なる「同定のト j の機能について示した。「同定のト j の前には「ダJが

生起せず、 fヲi用のト J とは異なる性質を持つ。しかし、 fヲi用ではなし、トコ同定の

トj と見なすにはまだ根拠が不十分なところが多く、更なる考察が必要であると思わ

れる。この問題については今後の課題としたい。
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6.まとめ

本稿では従来引用構文との関連性でよく取り上げられてきた fAヲBトVJ構文の

「ト Jの機能について三つの菌から考察を行った。

第一に、 fAヲBトVJ を取らない感情動詞を用い、 fBダト j は fBトj とは異なり、

fAヲj と独立した節をなすことを示した。

第二に、 fAヲBトVJ構文の文法的な振る舞いについては次の2点について考察した。

まず、 fAヲBトVJ の形を取るが、 fAヲBダトVJ の形には現れない苦手J詞を調べ、そ

れらの動詞が構成する rAヲBトVJ構文の特徴について考察を行った。これらの動詞

を見ていくと、 fトJと fヲJの語JI摂の入れ替えが rAヲBダトVJ構文に比べ、比較

的自由であることが分かった。次に、 rAヲBトVJ構文と fAヲBダトVJ構文は否定

のスコープにおいても異なる振る舞いを見せることを示した。その結果 fAヲBダトV

なしリは文全体を否定する反面、 rAヲBトVないj は「ト j 勾までしか否定のスコー

プが及ばないことがわかった。そしてこのような現象を根拠に fAヲBダトVJ構文と

fAヲBトVJ構文の「ト j が異なることを示した。

最後に、 rAヲBトVJ構文に生起する「ト Jは rAヲBダトVJ構文の「ト j とは異

なる機能を有することについて rAヲBダトVJ構文の「ト Jは引用の機能を果たし、

rAヲBトVJ構文の「ト j は同定の機能を果たすと論じた。

このように fAヲBトVJ構文は引用構文と密接に関わっている rAヲBダト VJ構

文と形態的に非常に類似しているが、文法的な振る舞いや「ト Jの機能面においても

異なる振る舞いをする。

本稿では「ダト j と「ト j の異なる振る舞いを取り上げ、前者は「引用のト j、後

者は「引用ではないト Jであることを主張したが、この考え方を発展させて rAヲB

ダトVJ構文と rAヲBトVJ構文の構文構造がどう異なっているのかという問題にま

では踏み込むことができなかった。また、本稿の考察対象となった動詞は認識動認が

主であったが、今後の研究では代表的な引用動詞とされる発話・伝達動詞が rAヲB

トVJ構文に生起する場合を含めて論を進める必要があると思われる。
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