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Abstract

　　The　goal　of　this　paper　is　to　explain　the　usage　of　non－restrictive　adnominal　clauses　in

Japanese．　Chapter　l　outlines　the　main　characteristics　of　the　restrictive　and

non－restrictive　adnominal　clause，　and　focuses　on　the　use　of　the　non－restrictive

adnominal　clause　and　the　type　of　information　they　provide　about　the　modified　noun

and　the　main　clause．

　　In　chapter　2　thg　usage　of　the　non－restrictive　adnominal　clause　wil　be　examined

focusing　on　the　type　of　information　it　adds　to　the　modified　noun　and　the　main　clause．

The　information　of　the　non－restrictive　adnominal　clause　is　then　examined　in　relation

to　the　context．

　　In　this　paper　the　usage　of　non－restrictive　adnominal　clause　is　also　examined　in

comparison　with　other　similar　clauses　and　constructions．　The　conclusion　derived　from

this　is　that　the　non－restrictive　adnominal　clause　is　used　mainly　to　avoid　long

constructions，　and　to　place　the　focus　on　the　main　clause　or　on　the　main　clause　and　the

adnominal　clause　at　the　same　tirne．



96 モハンマド・ファトヒー

はじめに

1　先行研究に見られる記述

　1．1被修飾語に対する情報付加

　1．2　主節に対する情報付加

　1。3　「述定的装定」の連体節

2　非限定的な連体節の用法について

2．1被修飾語に対する働き

2．2主節に対する働き

2．3　文章レベルでの働き

　2．3．1「まとめ直し」の働き

　2．3．2　「場面の展開」の働き

　2．3．3形式②の連体節に見られる働き

3　まとめ

はじめに

　日本語の連体節は大きく二つのタイプに分けら

れる。「内の関係」の連体節と「外の関係」の連

体節という二つのタイプである。次の（1）～（3）のa

は前者の例であり、bは後者の例である。

（1）a

（1）b

（2）a

（2）b

（3）a

（3）b

君がそのとき聞いた足音

誰かが階段を降りて来る足音

サンマを焼く男

サンマを焼く匂い

彼が受けた罰

人をだました罰

（（1）～（3）は寺村1992：167より）

　「内の関係」の連体節の場合は「君が足音を聞

いた」、「男がサンマを焼く」、「彼が罰を受けた」

という書き換えで示せるように、一重下線部の修

飾部内に二重下線部の被修飾語を復元できる。そ

れに対して、「外の関係」の連体節の場合は次の

（1）～（3）のcで示されるように、修飾部内に被修飾

語を復元できない。

（1）C　誰かが足音｛＊が、＊を、＊に、＊で、

　　　…｝階段を下りて来る。

（2）c　サンマを匂い｛＊が、＊を、＊に、＊で、

　　　…｝焼く。

（3）c　人を罰｛＊が、＊を、＊に、＊で、…｝だ

　　　ました。

　佐久間（1958：44－55）は連体修飾表現を「装

定」と呼び、それに対して、「君が足音を聞いた」、

「男がサンマを焼く」、「彼が罰を受けた」などの

ような主部一述部の表現形式を「述定」と呼んで

いる。本稿では、佐久間（1958）の「述定」と

「装定」という用語を用いる。そして、（1）a～（3）

bの下線部を「修飾部」、二重下線部を「被修飾

語」と呼ぶ。

　本稿の目的は、一一般に、限定的な用法と非限定

的な用法があるとされる「内の関係」の連体節の

用法について考察することである。

　本稿の構成は次の通りである。第1節では、連

体節の限定的・非限定的用法に関する先行研究に

簡潔に触れる。まず、金水（1986b）による限定

的用法と非限定的用法の定義を挙げ、両者の違い

に触れる。次に、益岡（1995）に見られる非限定

的用法に関する記述を概観する。第2節では、手

元のデータに基づき、連体節の用法について考察

する。被修飾語に対する働き、主節に対する働き、

文章レベルでの働きという三つの観点に注目し連

体節の用法を分析する。第3節では、本稿の考察

をまとめる。

1　先行研究に見られる記述

　金水（1986b：606f．）によると、限定的な連体

節は「修飾される名詞の表す集合を分割し、その

真部分集合を作り出す」働きを持つが、非限定的

な連体節は「背景、理由、詳細説明などの情報を

主文に付加する」働きを持つと言う。

（4）どの映画を見ようかと家族で相談した結果、

　　今回は息子が好きな映画を見ることにした。

　　（金水（1986b：607）より。）
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（5）日曜日に何をしようかと家族で相談した結

　　果、今回は息子が好きな映画を見ることに

　　した。（金水（1986b：607）より。）

　上の（4）は限定的、（5）は非限定的である。（4）では、

修飾部が被修飾語「映画」の集合を分割し、ある

特定の映画、すなわち「息子が好きな映画」を問

題にしている。それに対して、（5）では、修飾部が

被修飾語「映画」を選ぶ理由を付加している。

　非限定的用法に関するより詳しい記述は益岡

（1995）に見られる。益岡（1995）は、非限定的

連体節の機能には、主節に対する情報付加と、主

名（本稿の言う「被修飾語」に対する情報付加が

あるとしている。そのうち、主節に対する情報付

加には、主なものとして、修飾部と主節の間に

「対比・逆接」、「継起」、「因果・理由」、「付帯状

況」の関係表示があると述べている。一方、被修

飾語に対する情報付加の構文においては、被修飾

語を文脈に導入するために必要とされる予備的、

背景的情報が修飾部によって付加されると指摘し

ている。

　次に、益岡（1995）による記述を概観する。

L1では被修飾語に対する情報付加、1．2では主節

に対する情報付加を取り上げる。

1．1被修飾語に対する情報付加

　益岡（1995）は次の（6）のような例を神戸新聞か

ら引用し、修飾部が被修飾語に予備的・背景的情

報を与えると述べている。

（6）コカイン密輸事件で逮捕、送検された角川

書店社長の角川春樹容疑者は、父親の源義

氏ともども異色の俳人として名が通ってい

る。（神戸新聞1993．8．31益岡（1995：

142）より。下線部は筆者。以下同様）

　（6）では、修飾部「コカイン密輸事件で逮捕、送

検された」は被修飾語「角川春樹容疑者」にこの

ような予備的、背景的情報を与えることによって、

被修飾語を文脈に円滑に導入できると説明してい

る。また、次のような例を挙げている。

（7）「私、東京から来ました中川亜矢子と申し

　　ます。実は、婚約していた大西明彦さんが

　　ここへ取材に来ていて、行方不明になった

　　んです。（山村美沙「愛の飛鳥路殺人事件」

　　益岡（1995：143）より。）

　（7）では、修飾部「婚約していた」は「私」と被

修飾語「大西明彦さん」との関係を明らかにし、

中川亜矢子の行動及び状況を裏付けている。もし、

修飾部によって付加された情報がなければ、「『大

西明彦さん』という人物の文脈への導入は唐突な

ものとなり、文意が不明瞭になるであろう」と益

岡（1995：143）は説明している。

1．2　主節に対する情報付加

　益岡（1995）はまた、主節に対する情報付加と

して、修飾部と主節の間に「対比・逆接」、「継

起」、「因果・理由」、「付帯状況」の関係が認めら

れる場合があるとしている。以下にそれぞれの例

を順に挙げていく。

「対比・逆接」

（8）スタート時、最近の高校生を教えるのは難

しいのでは、と不安だったという染丸師匠

は、…今やノビノビ授業に取り組んでいる。

（神戸新聞1993．6．14益岡（1995：140）

より。）

（→　…不安であったのに、今やノビノビ

授業に取り組んでいる）

「継起」

（9）控え室に戻った私は、9分間、時間を過ぎ

　　たことを、係の人にわびた。（「マンボウ酔

　　族館」益岡（1995：141）より。）

　　（→　私は控え室に戻って、9分間、時間

　　を過ぎたことを、係の人にわびた。）

「因果・理由」



98 モハンマド・ファトヒー

⑩最後のバスに乗りおくれた僕はしょうがな

く橘寺をうしろにして一人でてくてく歩き

出しました。（堀辰雄「大和路・信濃路」

益岡（1995：141）より。）

（→最後のバスに乗りおくれたため、し

ょうがなく橘寺をうしろにして一人でてく

てく歩き出しました）

（1995：144）　より。）

　益岡（1995）は、上の働～⑮の連体節を取り除

くと、それぞれが不完全な文になってしまうため、

修飾部が主節に対して単に何らかの補足的な情報

を付加しているだけだとは考えられないとしてい

る。

「付帯状況」

（11）血の気が引いていく思いで出場者表を見上

げていた勇の肩を金村が強く叩いた。（高

橋三千網「九月の空」益岡（1995：142）

より。）

（→　勇が血の気が引いていく思いで出場

者表を見上げていたとき、勇（彼）の肩を

金村が強く叩いた。）

　以上、修飾部が被修飾語や主節に対して持つ働

きを概観した。次の1．3では、益岡（1995）のい

う「述定的装定」の連体節に関する記述をまとめ

る。

1．3　「述定的装定」の連体節

　益岡（1995：144）は、非限定的連体節には

「情報付加」の働きをしていると言えないものも

あるとして、次の四つの例を挙げ、この種の表現

を「述定的装定」と名づけている。

⑫修一は動揺する自分を感じながら言った。

　　（柴田翔「十年後」益岡（1995：144）よ

　　り。）

⑬　身内の病人を秘して公務出張に精励してい

　　る局長に一種の感動を覚えた。（松本清張

　　「中央流沙」益岡（1995：144）より。）

（14）ミネラルウォーターがないとは何というホ

　　テルだと私は思い、早くも下痢になった自

　　分を想像してゲンナリした。（「マンボウ酔

　　族館」益岡（1995：144）より。）

⑮　次の日、私は完全にくたびれきっている自

分を発見した。（「マンボウ酔族館」益岡

（12’）

（13’）

（14’）

（15’）

＊修一は自分を感じながら言った。

？局長に一種の感動を覚えた。

？自分を想像してゲンナリした。

＊次の日、私は自分を発見した。

（（12’）～（15’）は益岡（1995：144）より引

用）

　そして、これらの連体節が、形式的には名詞に

かかっているが、次の（12”）～（15”）が示すように、

意味内容からすれば、「述定」として機能をして

いると述べている。

（12”）修一は自分が動揺するのを感じながら言

　　　った。

（13”）局長が身内の病人を秘して公務出張に精

　　　励していることに一種の感動を覚えた。

（14”）自分が下痢になったのを想像してゲンナ

　　　リした。

（15”）次の日、私は自分が完全にくたびれきっ

ているのを発見した。

（（12”）～（15”）は益岡（1995：145）より引

用）

　益岡（1995：145）は更に、（12’）～（15’）が示すよ

うに、修飾部を取り除いた場合、文が不完全なも

のになってしまうのは、主節の述語が事物（人物

を含む）ではなく、事態を要求するからであると

説明している。

2　非限定的な連体節の用法について

　前節で見たように、金水（1986b）は限定的連
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体節に対して、非限定的連体節が「背景、理由、

詳細説明などの情報を主文に付加する」働きを持

つとしている。この情報付加という働きが具体的

にどういうものなのかに関しては、益岡（1995）

がより詳しく説明している。1．1と1．2で見たよう

に、益岡（1995）は非限定的連体節の情報付加と

いう働きに被修飾語に対する情報付加と主節に対

する情報付加があるとしている。更に、1．3で見

たように、この二つの情報付加の他に、情報付加

という働きをしていると言えないものがあるとし、

それを「述定的装定」の連体節と呼んでいる。

　一般的に、修飾部は、例えば「公園で遊んでい

る子供」において、被修飾語「子供」の前に置か

れ、被修飾語に「公園で遊んでいる」という情報

を付加する。この情報は被修飾語を限定する、つ

まり他の子供、例えば、学校で遊んでいる子供や

家で遊んでいる子供から区別するために付加され

る場合（限定的用法）と、被修飾語に関する単な

る詳細で、子供の様子を言っているだけの場合

（非限定的用法）もある。この詳細は1．1で見たよ

うに、被修飾語の様子などを言うだけではなく、

被修飾語を文脈に円滑に導入するための予備的・

背景的情報である場合も見られる。

　また、（5）が示すように、修飾部「息子が好き

な」が被修飾語「映画」を修飾しながらも、修飾

部によって文に付加される情報と主節の担う情報

との間に、何らかの意味的関係が認められること

がある。1．2で見たように、益岡（1995）はその

ような意味的関係に注目し、主に「対比・逆接」、

「継起」、「因果・理由」、「付帯状況」という四つ

の意味関係を挙げている。

　ただし、連体節と主節との間に上記のような意

味的関係を認めた場合でも、連体節の働きは主節

に対する情報付加でなく、被修飾語に対する情報

の付加と考えられる場合もある。例えば、

　⑯では、主節と連体節との間には付帯状況の関

係が認められるため、益岡（1995）の言う主節に

対する情報付加の連体節になる。しかし（16）の連体

節は単に被修飾語「周二」の様子を描写している

とも考えられる。つまり、⑯の連体節の働きは被

修飾語に対する情報付加と見なすこともできる。

本稿では、上の⑯のような連体節の働きを被修飾

語に対する情報の付加とする。一方、連体節の働

きを主節に対する情報の付加と見なすのは、修飾

部が主節に表される事態や事柄に対して補足的も

しくは背景的情報を付加する場合に限る。この点

については2．2で述べる。

　上記の二つの情報付加のタイプの他に、1．3で

見たように、「述定的装定」の連体節がある。本

稿では、この種の連体節を主節に対する情報付加

という働きをするものとする。詳しくは2．2で述

べる。

　本節では、非限定的な連体節の働きについて考

察する。被修飾語に対する働きと主節に対する働

きという二つの観点の他に、文章レベルでの働き

という観点に注目し分析を行う。2．1では被修飾

語に対する働き、2．2では主節に対する働き、2．3

では文章レベルでの働きについて考察を行う。

　また、連体節の働きをより明確にさせるため、

本節では、連体節とそれに対応する述定表現形式

を比較し、それぞれの効果について考察する。考

察にさきだって結論を述べると、書き手が接続詞

などを用いた述定の表現形式ではなく、装定の表

現形式を採用する主な理由は、表現を簡潔化する

こと、また主節の表す事態だけではなく、同時に

連体節の表す事態にも情報上の焦点を当てること

であると考えられる。

　なお、連体節の被修飾語は以下の三つの形式で

現われる。

⑯一方、部屋の隅に腹這いになって、今日は

　　短ズボンをはいている周二は、紙の上に一

①文の題目や主語及び補語

生懸命なにか書いていた。

「楡家の人びと」

（例えば、第1節で挙げている例はこのタイ

プの例である。）



100 モハンマド・ファトヒー

②名詞文の述語

⑰　老教授連を除くすべての人々をファースト

ネームで呼んでいた私だったが、ついに彼

に対してだけは、親しくなった後でもそう

することが出来なかった。

　　　　　　　　「若き数学者のアメリカ」

③連体節と被修飾語のみによる名詞句の形成

⑱　節子は西宮の、遠い親戚にとりあえず預け、

　　ここはお互いに焼けたら身を寄せあう約束

　　の家で、未亡人と商船学校在学中の息子と

　　娘、それに神戸税関へ勤める下宿人。

「火垂るの墓」

　本稿では、①と②のタイプに絞り考察する。な

お、便宜上、それらの形式を形式①、形式②と呼

ぶ。

2．1被修飾語に対する働き

　上の⑯で見たように、修飾部は被修飾語の詳細

を表す場合がある。以下に、例を更に挙げる。

⑲膝に重ねた手に、涙がぽちぽちと落ちてい

　　た。　　　　　　　　　　　「母の贈り物」

20）みつ子は腰を浮かせ、カウンターの隅に置

　　かれた電話に手を伸ばす。

　　　　　　　　　　　　　「きんぎょの夢」

②　ある八月の午後、大きな木箱と水筒を、肩

から十文字にかけ、まるでこれから山登り

でもするように、ズボンの裾を靴下のなか

にたくしこんだ、ネズミ色のピケ帽の男が

一人、S駅のプラットホームに降り立った。

　　　　　　　　　　　　　　「砂の女」

⑲～②では、修飾部が被修飾語のことを詳しく

表している。

　修飾部が被修飾語に付加する情報は1．1で見た

ように、予備的・背景的情報である場合がある。

そして、この予備的・背景的情報が文脈に被修飾

語の導入を助ける場合（例（6））と、修飾部によっ

て与えられた背景的な情報がなければ、被修飾語

に関する情報が不足してしまう場合（例（7））があ

る。

　1．1で見た（6）のような連体節は新聞によく見ら

れるタイプである。次の幽はCNNの日本語版と

英語版のサイトより引用したものである。

22）約2週間前の大型サイクロンで打撃を受け

　　たミャンマー（ビルマ）の軍事政権は、被

　　災状況が深刻でアクセスが難しい一部地域

　　に、国連のヘリコプターを受け入れること

　　で同意した。ミャンマー入りを翌日に控え

　　た国連の播基文事務総長が20日明らかにし

　　た。

（22’）Myanrnar’s　reclusive　gover㎜ent　has

　　agreed　to　allow　U．N．　helicopters　into　some

　　of　the　least　accessible　areas　of　the　country’s

　　cyclone－devastated　delta，　U，　N．　Secretary－

　　General　Ban　Ki－moon　said　Tuesday．

　22）と（22’）を比べてみると、22）の修飾部「ミャン

マー入りを翌日に控えた」に対応する文が英語訳

にはないことが分かる。⑳の修飾部が付加する情

報は「国連のヘリコプターを受け入れることで同

意した」というニュースの背景を説明している。

こういった読者への配慮は日本の新聞などによく

見られる。幽の最初の文における修飾部「約2週

間前の大型サイクロンで打撃を受けた」も同じ働

きをしていると見ることができる。CNNの日本

語版サイトには、ミャンマーのニュースが何件か

あるが、各記事に「大型サイクロンがミャンマー

を襲った」という背景的な情報が含まれている。

　このような読者への配慮は小説にも見られる。

以下の¢3）～2S）の例では修飾部が地名である被修飾

語に対して補足的な情報を付加する。

23）的にされたのは、エーゲ海に浮ぶレスボス

　　島だ。　「コンスタンティノープルの陥落」
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24量の点では日本よりも優位に立つアメリカ

　　海軍も、太平・大西両洋をつなぐパナマ運

　　河にさえぎられて、…　　　　「戦艦武蔵」

2S）福井県とこちら京都府の国堺をなす吉坂峠

は、丁度真東に当っている。 「金閣寺」

　また、小説では、新しく登場する人物を紹介す

るのに、連体節が用いられる場合がある。以下の

¢6）は冒頭に現われた例である。

26）「こんなことは考えられなかった」大学院

　　博士課程で教育学を専攻するジェーンは、

ストリークを目前に見ながらそう言って首

を横に振った。　「若き数学者のアメリカ」

　2S）～⑳のような表現は「修飾部＋被修飾語＋だ

（主に否定形のジャナイ）」という形の無題の名詞

文である。上記の例が示すように、この種の表現

では、修飾部が被修飾語に付加している情報はあ

る種の性質で、否定形のコピュラによってこの性

質が排除される。

　以上、連体節の被修飾語に対する働きについて

考察したが、本節の冒頭で述べたように、本稿で

は、書き手が接続詞などを用いた述定の表現形式

ではなく、装定の表現形式を採用する理由につい

て考えたい。

　以下の書きi換えから窺えるように、書き手が装

定の表現形式を採用する理由は表現の簡潔化と言

える。

　以下の㈱は連体節が登場人物を冒頭以外で、文

脈に導入するのに用いられる例である。

㈱　「どうしたんです？」私は事務室にいる金

　　子に訊ねた。　　　　　　　「一瞬の夏」

　以上、形式①の連体節を取り上げたが、次に形

式②の連体節に見られる連体節のもう一つの用法

について述べる。

2S）それにおれはきさまが気にいってる、きさ

　　まにはひいきのうしろ盾があるそうだが、

　　そんなものにびくびくするおれじゃあねえ、

　　・・　　　　　　　　　　　　　「さぶ」

　　（cf．おれはそんなものにびくびくする人

　　間／男じゃない。）

29）そんな迷信を信じる吟子ではなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　「花埋み」

　　（cf．吟子はそんな迷信を信じる人間／女

　　ではない。）

⑳　だがそんなことで驚く彼ではない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　「砂の女」

　　（cf．彼はそんなことで驚く人間ではな

　　い。）

⑳’）みつ子は腰を浮かせ、電話に手を伸ばす。

　　電話はカウンターの隅に置かれた。

（27’）「どうしたんです？」私は金子に訊ねた。

　　金子は事務所にいた。

　（20’）、②7）では、「電話は」、「金子は」という名

詞が繰り返され、座りが悪い。

　なお、形式②の連体節に関しては、2S）～陶のよ

うな連体節ではなく、以下の（28’）～（30’）のような

述定の表現形式を用いると、2S）～（30）における修飾

部の表す「～する／しない人間じゃない」という

意味合いが薄れ、（28’）～（30’）が示すように、下線

部の情報が単に事実として報告されているという

意味合いが強くなる。倒では再びこの点に触れる。

宏四30 おれはそんなものにびくびくしない。

吟子はそんな迷信を信じない。

彼はそんなことで驚かない。

　以上、被修飾語に対する情報付加という働きに

ついて考察した。次に、主節に対する情報付加と

いう連体節の働きを取り上げる。
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2．2主節に対する働き

　1．2で見たように、益岡（1995）は、非限定的

な連体節の機能の一つとしては主節に対する情報

付加を挙げ、主節と連体節の間には、「対比・逆

接」、「因果・理由」、「継起」、「付帯状況」という

四つの意味関係があると述べている。手元のデー

タを観察した結果からも、この四つのタイプを認

めることができる。ただし、第2節の冒頭で述べ

たように、本稿では、主節に対する情報付加とい

う働きをする連体節が主節に対して、補足的及び

背景的情報を付加する場合に限る。以下に、例を

一つ挙げ、上述のことについて説明する。

⑪　仕方なく帰りかけると、秘書が、鳴り出し

　　た電話を取った。　　　　　　「結婚以前」

　（3Dは益岡（1995）の分類に従うと、「継起」の

関係を表す例であり、下線部の修飾部「鳴り出し

た」を省くと、なぜ秘書が電話を取ったのかとい

う疑問が起きる。書き手は連体節を用い、「鳴り

出した」という背景的な情報を文に導入する。つ

まり、（3Dにおける連体節の働きは、主節の表す事

態に対する理解を補う背景的な情報を導入するこ

とである。

　さて、なぜ書き手が述定ではなく装定の表現形

式を用いるのかということに関しては、上述した

ように、考えられる理由の一つは表現の簡潔化の

ためである。これは次の書き換えで示すことがで

きる。

（31’）仕方なく帰りかけると、電話が鳴り出し、

　　秘書が電話を取った。

　（31’）では「（私が）仕方なく帰りかけると、電

話が鳴り出し、秘書が電話を取った」というよう

に、主語が頻繁に交替しすぎて座りが悪い。

　主語の頻繁な交替を避ける他に、連体節が表現

の簡潔化のために用いられるのは、連体節と主節

は継起関係にあり、主節が一つ以上の出来事を表

している場合である。以下に例を一つ挙げる。

幽芋をむきおえた女は、それを奏の目に切り、

　　葉ごと刻んだ大根と一緒にして、かまどの

　　上の鍋に入れた。　　　　　　　「砂の女」

　　（→女は、芋をむきおえ、それを養の目に

　　切り、葉ごと刻んだ大根と一緒にして、か

　　まどの上の鍋に入れた。）

　なぜ書き手が述定ではなく装定の表現形式を用

いるのかは、表現の簡潔化だけでなく、先述した

ように、連体節と主節の両者に表される事態を同

時に情報上の焦点を当てるためであると考えられ

る。

　寺村（1980）は、日本語では非限定的な連体節

が用いられることが多いが、それに対応する英語

の表現形式は接続詞を用いたものが多いと述べて

いる。そして、以下の例を挙げている。

㈹　学校を卒業するのを普通の人間として当然

のように考えていた私は、それを予期以上

に喜んでくれる父の前に恐縮した。

Ihad　come　to　regard　a　university　education

as　commonplace，　and　I　was　touched　by　my

father’s　unexpected　pleasure　at　my　gradua－

tion．　　　　　　　　　（寺村1980：247）

　また、なぜ書き手が接続詞を用いたような表現

形式でなく、連体節を用いるかに関しては、書き

手が連体節を用いることによって、“2つの事柄

の関係に対する判断を話し手が明示を控えて聞き

手にゆだねる“と説明している。

　この寺村の指摘について、以下詳しく述べる。

次の⑭では、主節と連体節との間には「対比・逆

接」の関係が認められる。

⑭　a昨日まで平和に暮していた自分が、いま

　　　一足飛びに殺人犯になってしまったとは、

　　　どうしても信じられなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　「青春の蹉跣」

⑭　b昨日まで平和に暮していたのに、いま一

　　　足飛びに殺人犯になってしまった。
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⑭　c昨日まで平和に暮していた。いま一足飛

　　　びに殺人犯になってしまった。

　前後の文の関係を最も明確に表しているのは、

34bである。逆に、34cは前後の文の関係が表さ

れていない。一方、連体節を用いた34aはその中

間に位置し、文の前半と後半の関係を34bほど明

示的かつ強烈に示すわけでもなく、34cのように

何も触れないのでもなく、34bより緩やかな形で

ほどよく示していると言える。

　このように、書き手は主節と連体節の両者が表

す事態や事柄の関係を明示するのを控えているが、

果たして、これが連体節を用いる目的なのであろ

うか。

　⑭a～cを比較してみると、この中ではbが、

被修飾語「自分」の変化、つまり「平和に暮らし

ている」から「殺人犯になってしまった」という

変化を最も強調していることが分かる。すなわち、

連体節を用いることによって、主節と連体節の表

す事態の両方に焦点をあてることができる。この

ような連体節の用法は上のような場合だけではな

く、次節で示すように、第2節の初めに述べた形

式②の連体節にも見られる。

　なお、第2節の冒頭で述べたように、本稿では、

益岡（1995）の言う「述定的装定」における修飾

部の働きを、主節の述語動詞に対して理由や付帯

状況のような背景的情報を付加するものと考えて

いる。益岡（1995）が説明しているように、主節

の述語が事態を要求するのである。この事態を提

供するのは修飾部である。この意味で、益岡

（1995）の言う「述定的装定」の連体節は主節の

述語の要求する事態を導入することによって、主

節の述語を補足している。以下に、例をいくつか

挙げる。

⑯　火が燃えかけたときに一方的に、立ちさっ

　　ていく男を、彼女は許すことはできなかっ

　　た。　　　　　　　　　　　　「孤高の人」

（3T　しばらくして主人の岩村平助は紅葉谷を散

　　歩している山本を見かけたが、…

　　　　　　　　　　　　　　　「山本五十六」

幽　道で、むこうからやってくる姉たちを見か

けると、私は胸が詰まって、立ちすくむよ

うになった。　　　　　　　　「幻燈書集」

　この用法は主節の述語が動詞述語である場合に

限るのではなく、「副詞的要素＋動詞」という構

造になっているものや述語形容（動）詞にも見ら

れる。以下にそれぞれの例を挙げる。

働…人間の血を摂るのに、罪も感じない自分

　　を変に思った。　　　　　　　　　「野火」

㈲　あなたは、再婚した母を、そんなにいやな

　　のですか。　　　　　　　　　「冬の旅」

　働は「母が再婚したことがいやなのですか」と

いう風に書き換えられる。すなわち、「いや」の

ような形容（動）詞が事態を要求すると考えられ

る。「いやだ」の他に、「好きだ」、「怖い」、「馬鹿

だ」などが挙げられる。

　ここで、どのような動詞の場合にこのような対

応関係が見られるのかについて考察する。⑫～⑮

の例文を見てみると、「感じる」「（感動を）覚え

る」「想像する」「発見する」という四つの述語動

詞は補語として事態を要求する、つまり「ノ」や

「コト」の補語節を取るという点で共通している

ことが分かる。ただし、次の㈲が示すように、補

語節を取る全ての動詞に上記のような対応関係が

見られるとは限らない。（41’）と（41”）は非文法的で

はないが、㈲と異なる意味内容を表している。

㈲　むしろ七瀬は、自分にかわって破瓜の苦痛

に耐えてくれている「彼女」に感謝すべき

なのかもしれなかった。

　　　　　　　　　　「エディプスの恋人」

㈲　太郎は花子がアメリカへ留学することを知

　　っている。

（41’）＃太郎はアメリカへ留学する花子を知っ

　　ている。
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（41”）　＃太郎は花子が留学するアメリカを知っ

　　ている。

　⑫～⑮の例文の述語動詞は実はもう一つの点で

共通している。それは、⑫～⑮における述語動詞

の対象語、すなわち連体節の被修飾語は、（12”）～

（15”）が示すように、述語動詞の要求する事態の主

体でもあるという点である。ただし、以下の⑫が

示すように、連体節の被修飾語は主節の述語動詞

の要求する事態の主体になる場合だけでなく、そ

の対象語になる場合がある。

⑫　教授の部屋を出る時、図書室に返す本を頼

　　まれた西島は、『木材工業ハンドブック』

　　『イラスト事典』『レタリング』の分厚い三

　　冊を抱えて先に立った。　「果て遠き丘」

　　（→本を図書室に返すのを頼まれた）

　⑫において、連体節の被修飾語「本」は主節の

述語動詞の要求する事態の対象語である。

　なお、池上（1982）に倣い、本節で取り上げた

（12）～（15）と（12”）～（15”）のような対応関係を名づける

と、⑫～㈲における表現形式は〈モノ〉的な表現、

（12”）～（15”）における表現形式は〈コト〉的な表現

となる。池上（1982）によると、日本語は英語と

比べて、〈コト〉的な表現への志向が強いようで

ある。そうすると、本稿で挙げている例が示すよ

うに、書き手はなぜ池上（1982）のいう〈モノ〉

的な表現を採用したのかという疑問が生じる。

　池上（1982：83）は「子供が泣いているのに出

会ったよ」と「泣いている子供に出会ったよ」と

いうような例を挙げ、前者は日常的に普通の表現

であるとし、それに対して、後者については“あ

まりに固体の輪郭が目立ちすぎて「固い」表現と

感じられる”と述べている。しかし、手元のデー

タを見てみると、池上（1982）のいう〈モノ〉的

な表現が少なくはない。書き手がこのような表現

を採用した理由として考えられるのは、連体節の

表す事態ではなく、その事態の主体などの参加者

に焦点をあてるからである。例えば、上の㈲の連

体節を「母が再婚したこと」に書き換えると、

「再婚したこと」に焦点があてられ、母のことが

いやになったという意味まで含まれない。それに

対して、「再婚した母」では、母のことがいやに

なったということが強調される。

　以上、連体節の主節に対する働きについて考察

した。次節では、文章レベルでの連体節の働きを

観察し分析する。

2．3文章レベルでの働き

　前の二つの節では、被修飾語及び主節に対する

連体節の働きを取り上げたが、本節では、一つの

文を超え、文章レベルにおける連体節の働きにつ

いて考察する。なお、本稿で言う文章における連

体節の働きというのは、被修飾語や主節に対する

働きと対立するものではない。ここでは、それら

とは異なった角度から観察することにより、連体

節の用法について複眼的に考えたい。以下に、

2．3．1で「まとめ直しの働き」、2．3．2で「場面の

展開の働き」、2．3．3で「形式②の連体節に見られ

る働き」という三つの文章レベルでの連体節の働

きを取り上げる。

2．3．1「まとめ直し」の働き

　連体節は先行文脈に言及されている情報をまと

め直すことがある。次の㈲は、連体節が先行文脈

をまとめ直している例である。この連体節の形式

は先述した形式②である。

⑬「うまい」と、秋山大治郎がつぶやいた。

　　ひとりごと、なのである。それにしても、

　　めずらしいことといえよう。

　　浅草の外れ。真崎稲荷明神社に近い一軒家

　　の小さな道場に独り住む大治郎は、近辺の

　　百姓の女房が夕飯の仕度をしてくれ、我が

　　家へ帰ってしまうと、あとは黙念と夕飯を

　　終え、読書にふけるか、または灯を消して

　　端座し、いつまでもいつまでも瞑想にふけ

　　って倦むことを知らぬ。

　　だがしかし、これまでについぞ〔ひとりこ
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と〕など、もらしたことのない彼であった。

「剣客商売」

子は、早々に寝室へ退散してしまった。

　　　　　　　　　　　　「きんぎょの夢」

　上の⑬を読むと、「「うまい」と、秋山大治郎が

つぶやいた。ひとりごと、なのである。それにし

ても、めずらしいことといえよう」と書いてある

ように、秋山大治郎が独り言をいうのは珍しいこ

とであると分かる。それに続いて「…我が家へ帰

ってしまうと、あとは黙念と夕飯を終え、読書に

ふけるか、または灯を消して端座し、いつまでも

いつまでも瞑想にふけって倦むことを知らぬ」と

書いてあるように、なぜそれがそんなに珍しいこ

となのかを説明している。そして最後に、今まで

秋山大治郎について分かったこと、つまり、独り

言を言わないことが連体節「これまでについぞ

〔ひとりごと〕など、もらしたことのない彼であ

った」によってまとめられている。以下に例をも

う一つ挙げておく。

⑭　（省略）（周二を）無理に連れていこうとす

　　ると、顔をくしゃくしゃに歪め、せい一杯

　　の力で抵抗した。それから便所の中へ逃げ

　　こみ、一体何をしているのか、一時間も二

　　時間も出てこないことがあった。戸に耳を

　　当てて様子を窺うと、ときたま堪えかねた

　　ようにしゃくりあげるかぼそい泣き声が聞

　　きとれた。そんなときにも、この意気地の

　　ない末っ子をなぐさめるのは下田の婆やの

　　務めで、（省略）。そんなふうに婆やから特

別の寵愛と庇護を受ける周二ではあったが、

彼女が一緒の寝床に寝てくれることは、半

分は大安心なことで、半分は有難迷惑なこ

とともいえた。　　　　　「楡家の人びと」

　㈲における連体節は先行文脈に言及されている

「砂子の神経は高ぶっていた」という情報を受け、

この情報を違う言葉で言い換えている。

　以上、「まとめ直し」という連体節の働きにつ

いて述べた。次に、「場面の展開」の働きを取り

上げる。

2．3．2　「場面の展開」の働き

　ここでは、文章における連体節のもう一つの働

きとして、「場面の展開」という働きについて述

べる。この働きをする連体節は、先行文脈におけ

る事態に継起する事態を表す。

㈲　エディは私の横のソファに坐り、煙草を取

　　り出した。マッチを探るエディの顔は険し

　　かった。　　　　　　　　　「一瞬の夏」

㈲　（伸子は、昌也と二人でラーメン屋を出る

　　と、「アパートに寄って行く？　お茶ぐら

　　い出すわよ」と誘った。「うん、それじ

　　ゃ」）翌日、出社した伸子は、自分のデス

　　クに、一通の白封筒が置いてあるのを見た。

　　　　　　　　　　　　　「女社長に乾杯1」

　㈲では、「煙草を取り出した」という事態に継

起する事態「エディがマッチを探る」が連体節に

よって表現されている。㈲にも同じことが言える。

　以下の㈲、㈲、㈲では、連体節が先行文脈にお

ける事態に継起する事態を表すが、㈲、㈲と異な

り、先行文脈における事態と連体節における事態

との間には因果関係が認められる。

上の⑬、⑭は形式②であるが、次に形式①の例

を挙げる。

㈲　みつ子のせいで、砂子の神経は高ぶってい

　　た。妹たちの言うことが、いちいち気にさ

　　わる。姉のいらだちを感じとった和子と信

⑱　フォアマンはそれまでと同じように前進し、

　　パンチを出していたが、アリをロープにつ

　　めての、不用意な左フックがアリの体をと

　　らえることなく右に流れたその瞬間、アリ

　　の右フックがフォアマンの頬を綺麗に打ち

　　抜いた。よろめいたフォアマンに、廻り込
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㈲

（50）

んだアリが右で追い打ちをかけた。

　　　　　　　　　　　　　　「一瞬の夏」

どうぞ、とも言わずに、ガチャン、とコー

ヒーが置かれる。カップから溢れたコーヒ

ーが、受け皿にたまっていた。

　　　　　　　　「壁際族に花束を（下）」

津上はトラックの傍まで行って、背を見せ

て立っている田代の革外套の肩を敲いた。

振り向いた田代は津上と知ると、急ににや

にやして、「見付かりましたか」と言った。

　　　　　　　　　　　　　　　　「闘牛」

　㈲では、先行文脈における事態「アリの右フッ

クがフォアマンの頬を綺麗に打ち抜いた」結果、

フォアマンがよろめいた。この事態は連体節で表

現されている。㈲でも、「ガチャン、とコーヒー

が置かれる」という事態の結果、カップからコー

ヒーが溢れるのであり、◎は「田代の革外套の肩

を敲いた」という事態の結果、田代が振り向いた

のである。

　連体節のこの「場面の展開」という働きに関す

る記述は増田（2001）に見られる。以下にこの働

きに関する記述を概観する。

　増田（2001）は、修飾部と主節との間に因果関

係が認められるものに絞って、次の（sDのような連

体節を「談話展開型連体節」として挙げている。

⑪　コボちゃんのお母さんは、26日に歯医者に

　　行くということを忘れないように、壁にか

　　かっているカレンダーの26日の日付を○印

　　でかこんでおきました。それをこっそり見

　　ていたコボちゃんは、お母さんのいない間

　　にカレンダーの日付のすべての日を○印で

　　かこんでしまいました。

　　　　　　　　　（増田（2001：53）より。）

　（50では、修飾部「それをこっそり見ていた」は、

先行文脈「お母さんは、壁にかかっているカレン

ダーの26日の日付（歯医者の予約日）を○印でか

こんでおきました」をまとめ直し、後続する事態

「カレンダーの日付のすべての日を○印でかこん

でしまいました」と関連付けると増田は説明して

いる。

　さらに、増田（2001：52）は、この働きをして

いる連体節の特徴として以下のものを挙げている。

・テキスト冒頭以外に現れる

・修飾部の述語動詞はタ形あるいはテイタ形をと

　る

・被修飾語が主節の述語動詞に対して主格である

場合が圧倒的に多い

・修飾部中に「コ・ソ」の指示詞を含むことが多

い

そして、指示詞を含まない例として、次の⑬を挙

げ、「二重連体節」と呼んでいる。

國　コボちゃんは、お父さんの大きなかさを抱

　　えて駅まで迎えに行きました。コボちゃん

　　は改札口でお父さんが来るのを今か今かと

　　待っています。そこへお父さんがやって来

　　ました。かさを持って待っているコボちゃ

んに気がついたお父さんは、自分のかさを

背中に隠しました。

　　　　　　　（増田（2001：54）より。）

　國では、連体節に先行文脈における事態を受け

る指示詞が含まれないが、先行文脈における事態

が連体節の形（二重下線部）で連体節（下線部）

に挿入されている。

　増田（2001）の言う「談話展開型連体節」は、

本稿で言う「場面の展開」の連体節である。ただ

し、増田（2001）は、先行文脈に表されている事

態全体が連体節の述語動詞の対象になっているも

のに限定して考察をしている。例えば、⑪、國に

おける主節の述語動詞「見る」、「気がつく」の表

す事態は先行文脈に表されている事態に後続する

ものであり、述語動詞は先行文脈の事態を対象に

する。それに対して、本稿では、「場面の展開」
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の連体節は㈱～⑩で見たように、その述語動詞が

常に先行文脈の事態を対象にしているものに限定

している。

　なお、ここでは、「場面の展開」という働きを

する連体節を述定の表現形式と比較し、連体節の

機能について考えたい。

　まず、上の◎と次の（52’）を比較してみよう。

（52’）お父さんはかさを持って待っているコボ

　　ちゃんに気がつき、自分のかさを背中に隠

　　しました。

　（52’）の文は「お父さんがかさを持って待ってい

るコボちゃんに気づいた」ことと「お父さんがか

さを背中に隠した」ことを単に並べて状況を説明

しているが、國では、連体節に表されている「お

父さんがかさを持って待っているコボちゃんに気

づいた」という事態が被修飾語「お父さん」の前

に置かれることによって、その事態に注目を集め、

被修飾語「お父さん」の次の行動に対する期待が

高まると考えられる。言い換えると、主節に表さ

れる「お父さんがかさを背中に隠した」という情

報に焦点があてられる。

　「場面の展開」という働きをする連体節の効果

は他にもある。例えば、上の㈲は次の（49’）と比較

してみると、

＠49’）コーヒーがカップから溢れ、受け皿にた

　　まっていた。

　（49’）では、「コーヒーがカップから溢れた」と

いう事態が新情報として提供されているのに対し

て、㈲では、書き手が「カップから溢れたコーヒ

ー」という連体節を用い、この情報をあたかも旧

情報のように提供している。そうすることによっ

て、話のテンポが速くなり、読み手は文によって

描かれる状況を思い浮かべることができる。すな

わち、㈲に見られる連体節は読み手を話に巻き込

む効果があると言える。

2．3．3形式②の連体節に見られる働き

　ここでは、連体節が名詞文の述語名詞を成す場

合（形式②）の一つの用法に触れたい。1．2で見

たように、修飾部と主節の間には、いくつかの意

味関係が認められる。このような意味関係は連体

節とそれに先行する文脈や後続する文脈との間に

も見られる。次の㈹の連体節は主節に表されてい

る事態の「理由」を表している。

⑬　しかも雪の道であった。だが、加藤にとっ

　　てはそのぐらいの道程はたいしたことはな

　　かった。研修所時代には一日に百キロ歩い

たことのある彼だった。 「孤高の人」

　⑬の連体節は、なぜ雪の道を歩くのが加藤にと

ってたいしたことではないのかを説明している。

ここで、書き手が述定でなく装定の表現形式を用

いているのは、先行文脈で述べられた情報と結び

つけるためである。述定の表現形式「彼は研修所

時代に一日に百キロ歩いたことがある」を用いる

と、この情報を単に事実として報告することにな

る。それに対して、装定の表現形式では、連体節

の担う情報「彼は研修所時代に一日に百キロ歩い

たことがある」を、先行文脈における情報「加藤

にとってはそのぐらいの道程はたいしたことはな

かった」の理由とする書き手の判断を表すことが

できる。この⑬のような構文（無題の名詞文）に

おける連体節の用法は「のだ」文の用法と同じで

あると考えられる。例えば、次の⑭に見られる

「のだ」については、久野（1973：144）は「の

だ」を含む後者の文が前者の文を説明していると

述べ、「雨に濡れたからです」で書き換えられる

としている。

⑭風邪をひきました。雨に濡れたのです。

　さて、なぜ書き手は「のだ」を含む表現形式を

用いず、⑬に見られる連体節を用いているのか。

上の㈲を次の（53’）のパラフレーズと比較して見る

と、倒に見られる連体節は2．1の2S）～㈹で見た連
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体節の用法に似ている。

（53’）彼は研修所時代には一日に百キロ歩いた

　　ことがあるのだった。

　ぽ）では、「研修所時代に一日に百キロ歩いた」

ことを一回事象的に捉えているのに対して、㈹で

は、「研修所時代に一日に百キロ歩いた」ことを

名詞修飾表現として被修飾語「彼」の前に置くこ

とによって、彼が一日に百キロ歩いたりするよう

な人間である」という意味合いが読み取れる。言

い換えると、「研修所時代に一日に百キロ歩いた」

ことを一回事象的に捉えている（53’）に対して、㈹

は被修飾語「彼」の本質を表している。この⑬に

見られる連体節の効果は⑭における連体節にも認

められる。

　なお、上の（53）の他に、「が」や「から」のよう

な接続助詞の助けで「対比・逆接」や「因果・理

由」の意味関係を表すこともある。次に、連体節

を含む下線部の文とそれに後続する文との間に

「対比・逆接」の関係が認められる例をいくつか

挙げる。

㈲　何事もゆるがせにしない、万事に眼の行き

　　届く吟子だったが、この一、ニカ月、荒い

　　言葉はほとんど吐かなくなっていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　「花埋み」

⑯　老教授連を除くすべての人々をファースト

　　ネームで呼んでいた私だったが、ついに彼

　　に対してだけは、親しくなった後でもそう

　　することが出来なかった。

　　　　　　　　　　「若き数学者のアメリカ」

⑰　そんな期待を毎日もちつづけた信子だった

　　が、日の経過はそれを水のように薄め、つ

　　いに心が固定してしまった。　　「白い闇」

倒　二十五歳の今日まで、女体を知らぬ大治郎

　　であったが、これは我からのぞんでしてい

　　ることなのである。　　　　　「剣客商売」

働柏木を知ってから鶴川をいくらか疎略にし

ていた私であったが、失って今更わかるこ

とは、私と明るい昼の世界とをつなぐ一縷

の糸が、彼の死によって絶たれてしまった

ということであった。　　　　　「金閣寺」

　2．2の（34で見たように、書き手は連体節を用い

ることで、主節と連体節の両者が表す事態を強調

することができる。この種の連体節と違って、書

き手は㈲～働が示すように、連体節を用いている

と同時に、連体節を含む文と後続する文との間の

意味関係を示す接続助詞を用いている1。そして、

そうすることによって、前後の文の担う情報を強

調することができるのである。ここで、上の㈲と

それを書き換えた次の（55’）を比べる。

（55’）吟子は何事もゆるがせにせず、万事に眼

　　が行き届くが、この一、ニカ月、荒い言葉

　　はほとんど吐かなくなっていた。

　（55’）では後者の文にのみ焦点があてられるが、

逆に、㈲のような表現形式を用いることによって、

前後の文の内容を強調することができる。この点

においては、上の㈲の連体節は2．2の（34に見られ

る連体節と共通している。

3　まとめ

　以上本稿では、被修飾語に対する働き、主節に

対する働き、文章レベルでの働きという三つ観点

に注目し連体節の働きについて考察した。

　先行研究で見たように、非限定的連体節の機能

は「情報付加」であるとされている。本稿では、

連体節とそれに類似する述定の表現形式とを比較

することによって、連体節が用いられる理由や効

果について考察を深めることができた。そして、

連体節が用いられるのは表現を簡潔化するため、

また主節に表される事態のみか、または主節と連

体節のそれぞれに表される事態に同時に情報上の

焦点を当てるためであることが分かった。また、

2S）～（30）と⑬で示したように、第2節の始めで述べ

た形式②の連体節が、被修飾語の本性及び本質を
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表し、述定の表現形式よりも、被修飾語の本性及

び本質を強調することがある。

注

1　（5Z～倒の場合、「連体節一主節」構造を用いると、「は」を伴う題目が連続し文が成立しない。

用例の出典

「壁際族に花束（下）」赤川次郎　角川文庫　1987

「きんぎょの夢」向田邦子　文春文庫　1997

「結婚以前」赤川次郎　角川文庫　1989

「白い闇」松本清張　新潮文庫　1935

「果て遠き丘」三浦綾子　集英社文庫　1978

「母の贈り物」向田邦子　文春文庫　1997

「猟銃・闘牛」井上靖　新潮文庫　1950

『CD－ROM版新潮文庫の100冊（新潮社）』に収録された作品のうち、採用した作品は以下の通りである。

「一瞬の夏」沢木耕太郎

「エディプスの恋人」筒井康孝

「女社長に乾杯1」赤川次郎

「金閣寺」三島由紀夫

「剣客商売」池波正太郎

「幻燈壷集」三浦哲郎

「孤高の人」新田次郎

「コンスタンテイノープルの陥落」塩野七生

「さぶ」山本周五郎

「砂の女」安部公房

「青春の蹉跣」石川達三

「戦艦武蔵」吉村昭

「楡家の人びと」北杜夫

「野火」大岡昇平

「花埋み」渡辺淳一

「冬の旅」立原正秋

「火垂るの墓」野坂昭如

「山本五十六」阿川弘之

「若き数学者のアメリカ」藤原正彦
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