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日本語の後置文
一情報提示の方略一

江　ロ 巧

型。序

　日本語は動詞が文末にくるSOV型の言語である。しかし、話し言葉においては、次に

挙げるような語順の逆転がかなり頻繁に見られる。

　（1）　ええ、読みましたよ、その本。

　（2）彼にもらったの、ダイヤのネックレスを。

上のように、標準的な書き言葉においては動詞に先行する文要素が、話し言葉において

動詞の後ろに置かれたものを、本稿では統一して「後置文」と呼ぶことにする。

　この種の構文に関する過去の研究では、後置要素の派生に関するもの（すなわち、移動

によって文末に置かれたのか、あるいはこの位置に基底生成されたのか）、後置要素の情報

量の地位に関するもの、および後置文を生じさせる認知的要因といった観点から考察が行

われてきた。本稿では、これらの先行研究のうち代表的と思われる久野（1978）、高見

（1995）、藤井（1991，1995）を取り上げ、諸説を概観したのち、それぞれの問題点を探っ

てみる。これらの研究に共通する不備は、これらの研究の考察対象からもれる後置文が依

然として存在するという点であり、これにより、後置文の全体像が一部修正を迫られるこ

とになる。本稿では、従来見落とされていたタイプの後置文を含め、後置文を大きく三つ

のタイプに分類し、それぞれのタイプの後置文を引き起こす認知的要因、後置要素の情報

上の地位、派生等に関して再検討を行う。さらに、後置文に見られる諸特性が、関連性理

論の枠組みでも説明可能であることが論じられる。

2。先行研究

　ここでは過去の代表的な先行研究である久野（1978）、高見（1995）、藤井（199i，1995）

を取り上げ、それらを概観するとともに、それぞれの問題点を探る。

2。窟。久野（峯978）

久野（1978：68）は、後置文の伝達機能に関して、次のような仮説を提示している。

（3）　後置文の伝達機能：後置文において主動詞の後に現われる要素は、

　　i）話し手が最初、聞き手にとって、先行する文脈、或いは非言語的文脈から、復元

　　可能であると判断して省略したものを、確認のため、文末で繰り返したものか、

　　ii）補足的インフォーメイションを表わすもの

　　　に限られる。
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2 言語文化論究12

ii）の「補足的」インフォーメイションの定義がなされておらず、明確さに欠けるきらい

はあるが、概して、久野の仮説によれぽ、重要度の高い、必要不可欠な要素は後置されな

いということになる。この根拠として、久野は次のような文を挙げている（p．69）。

　（4）　A：太郎は、昭和何年に生まれた？

　　　　Ba：昭和30年に生まれた。

　　　　Bb：＊生まれた、昭和30年に。

　（5）　A＝君は、どちらの本が面白かった。

　　　　Ba：この本が面白かった。

　　　　Bb：＊面白かった、この本が。

いずれの例においても、Aの問いに対する答えとなる要素は、後置することが許されな

い。久野自身、「後置文は、それが現われる文脈において、後置要素なしでも意味が通じる

時のみ、用いることができる」（p．69）と述べており、次の（6a）が使えるのは、（6b）が使え

る状況、すなわち、話し手と聞き手が（タクシーでなく）バスを待っていた状況でのみ使

える旨述べている。

　（6）a：来た、来た、バスが。

　　　　b：来た、来た。　　　　　　　　　　　　　　　　（久野（1978：76－77））

　なお、後置要素の派生という点に関しては、久野の分析は後置文の前半を省略とみなし、

後置要素は確認のため補ったものであるとする立場であるから、後置要素は、移動ではな

く、この位置に基底生成されたという立場と軌を一にするものである。1

芝。2。高見（図995）

　前述した久野（1978）の仮説は、確かに文中で最も重要度の高い要素が後置できない次

のような例には説明を与えることができる。

　（7）＊君は食べたんですか、何を？

　（8）　＊ヨーロッパへ行きましたか、何回？　　　　　　　　　（高見　（1995：227））

しかし、文中で最も重要ではないにしても、先行文脈や発話の状況から復元されることの

ない、依然として重要度の高い要素が後置された適格な例を、久野の仮説は説明すること

ができない。

　（9）太郎は花子に買ってやったよ、10カラットのダイヤの指輪を。

　（10）私言ったの、結婚したいって。　　　　　　　　　　　　　　　　（ibid．，232）

そこで高見（1995：228）は、こうした経験的事実に基づき、後置文に関して次のような一

般化を提示している。2

　（11）　日本語の後置文に対する機能論的制約：

　　　　日本語の後置文において主動詞の後ろに現れる要素は、その文中で最も重要度が

　　　　高い情報を表わす要素以外のものに限られる。

（7）、（8）の非適格性、および（9）、（10）の適格性を見るにつけ、高見の提示したこの仮

説は記述的妥当性を備えているといえる。そして、なぜ後置要素は文中で最も重要度の高

い情報として解釈されないのかという点について、高見は、久野（1978：60）の、日本語

において最も重要な情報は、通例、動詞の直前に置かれるという見解にふれ、自身の仮説

は久野の提示した原則から自然に導かれる帰結であるとしている。
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日本語の後置文 3

　ただ、高見の提示した（9）、（10）のような命題をもつ後置文で、高見は何を根拠に、先

行する要素が後置された要素より重要であるとみなしているのだろうか。察するに、高見

は文中の命題に対する考慮は抜きにして、（7）、（8）のように、質問文で疑問の焦点とな

る要素、すなわち最も重要な要素は後置が許されず、動詞に先行しなけれぼならないとい

う事実があるため、（9）、（！0）についても同じ見方をそのまま適用していると考えられる。

しかし、この見方には疑問が残る。実は、高見は1994年の論考で日英語の後置文の情報構

造を比較しているが、ここには自己矛盾の危険性をはらむ議論が見られる。この点につい

ての詳細は、3節に譲ることにする。

2。3。藤井G9鱗，欄5）

藤井（1991，1995）は、テレビのインタビュー番組の中に現れた後置文の例を詳細に検討

し、発話者の認知状態を考慮に入れながら、語順の逆転が生じた要因や機能を論じたもの

である。後置文の全出現例に占める語順逆転の諸要因の割合が、数値的データとなって示

されており、大変興味深い。二つの論考における数値に若干の違いはあるが、語順の逆転

は、概略次の三つの要因によって引き起こされると論じられている。

　（12）　i）語用論的有野性

　　　　ii）発話計画の失敗

　　　　iii）強調、その囲

まず最初の要因として、藤井は、先行する談話の脈絡から予測しにくい情報、およびより

重要な情報がある場合、そうした情報は最初に伝える事が急務であるとするGiv6n（1988）

の「急務のコミュニケーションの原則」（Principle　of　communicative　task　urge鷺cy）を

引用し、語順の逆転が起こるのは、上の原則に沿って語用論的により重要性（語用論的有

標性）をもつ情報を先に発話したことにより、重要性の劣る情報が認知的に取り残され、

結果としてそれが後置されたのだと説く。このケースの具体例としては、質問（例（13））・

応答のケースが圧倒的に多く（66％）、その他否定などがこれに続く。

　（13）ひと回り上なの、お父様が。　　　　　　　　　　　　（藤井（1995：184））

　語順の逆転を起こす第二の要因は、話し手が本来は省略すべきでない要素を誤って省略

したために、聞き手の発話の理解に困難をきたすと判断し、修復の目的でその要素を後で

補うケースである。次の例で後置要素「野坂さんの」がなけれぼ、聞き手は、それまで話

題になっていた自分の父親にとっての「時代」のことを尋ねられているととる可能性があ

るという。

　（14）　それはどんな時代だったんでしょう、野坂さんの。　　　　　　　（ibid．，188）

　最後の要因としては、後置要素は、先行文脈その他から明らかであるため省略可能であ

るが、確認や強調などの目的で明示されるというものである。

　（15）　口からでまかせなんです、あれ。

　（16）　どこかのおじさんがやってたんだと思うんです、私。　　　　　　（ibid．，191）

　以上が藤井（1991，1995）の論旨である。彼女の挙げた後置文を引き起こす諸要因をな

がめて改めて気づくことは、これら後置文が、リアルタイムで発話の場にいる発話者の置

かれた状況を反映しているということである。すなわち、実際の発話の現場で、話し手は

時間という制約のもとに置かれているため、自分が発話しようとする文の計画を十分に立
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4 書語文化論究12

てる余裕がないまま、さしあたって急務とされる情報を先に伝える。その後、伝えそこな

った本来伝えるべきであった情報を補うという図式である。後置文が話し言葉に特有の現

象であるとされるのも、まさにこのような理由からである。

　しかし、たとえ話し言葉であっても、実際に使われる後置文はこれだけであろうか。例

えば、相手に脅しをかけるねらいでやんわりと言われた（17）、また、聞いている相手に緊

張感を引き起こす（18）のような発話も確かに聞かれる。

　（17）おい、見たぞ、おまえがあいつに車の陰で金を渡しているところを。

　（！8）　きのう真夜中に電話がかかってきたんです、あなたと同じ名前を名のる入から。

この類の発話は、上に見た、リアルタイムの発話の状況に置かれ、時間の制約を受けて言

われた発話とは図式が異なる。話し手は、伝えたい内容を本来の語順に納める時間的余裕

は十分あったと考えられるが、語順を逆転させた背後には話し手の何らかの意図があった

と思われる。そしてそれは、先行する部分よりもむしろ後置する部分に聞き手の注意を向

けようとする意図であろう。もし、そうだとすれぼ、この類の発話は、久野（1978）、高見

（！995）、藤井（1991，1995）ではいずれも扱われていないタイプの発話である。とすれば、

このタイプの後置文を組み込んだ、後置文全体の図式を修正する必要がある。次節では、

後置文を新たに三つのタイプに分類し、後置文が発話された認知的要因、後置要素の情報

的地位、派生などに関して、先行研究の再検討を試みる。

3。後置文の図式一再検討

　本節では、前節の最後に言及したタイプの後置文を含め、後置文を大きく三つのタイプ

に分類する。なお、注意を要するのは、実際に使われる後置文が、すべてこの三つのタイ

プのいずれかに明確に分類されるということでは決してないということである。ここに挙

げる三タイプの後置文は、それぞれ異なる特徴をもった典型例であり、実際に現れる後置

文のトークンは、複数のタイプの特徴を同時に共有しているケースもある。したがって、

後置文の全体的分布は、後述する三つのタイプを典型例として連続体をなすものと考える。

3」。タイプ翌

　まず最初のタイプは、典型的には、久野（1978）が挙げたタイプの後置文である。

　（19）本当にだめだね、君は。

　（20）読んだことがありますか、君は、この本を。　　　　　　（久野（1978：67））

すなわち、先行文は通常の省略文である。この段階で省略された要素は、発話時点で、話

し手・聞き手双方に明らかなコンテクストから復元可能であると話し手が考えたため省略

されたものであるが、後に確認のため、あるいは、なけれぼ聞き手の文の理解に困難を生

じる可能性があると判断され追加されたものである。ただし、この要素を同定する手がか

りは既にコンテクストの中に存在するので、この要素は新情報ではなく、よって情報伝達

上、必要不可欠な要素とはみなされない。久野の分析では、文中で最も重要度の高い要素

（＝焦点）は後置要素にはなりえないということであったが、これは久野が述べている通

り、「後置文の前半は省略文なのだから、省略文に通用する談話上の制約が、そのまま後置

文にもあてはまる」（p．69）ことから説明される。（4）を再びみてみよう。
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（4）　A：太郎は昭和何年に生まれた？

　　　Ba：昭和30年に生まれた。

　　　Bb：＊生まれた、昭和30年に。

Aに対する返答Baは省略文である。省略の順序に関して、久野（1978：15－16）は次のよ

うな一般化を提示している。

　（21）省略順序の制約：省略はより古い（より重要度の低い）インフォーメイションを

　　　　表わす要素から、より新しい（より重要な）インフォーメイションを表わす要素

　　　　へと順に行う。即ち、より新しい（より重要な）インフォーメイションを表わす

　　　　要素を省略して、より古い（より重要度の低い）インフォーメイションを表わす

　　　　要素を残すことはできない。

この制約によれば、最も重要な要素を省略することはできないのだから、Baのように、最

も重要な情報「昭和30年に」は明示されなければならない。Bbのように、この情報が前半

部分で省略され、後半で補足的に追加されることは決してない。

　このタイプの後置文を話す発話者の認知状態を考えれば、藤井（1991，1995）が指摘し

たように、まずさしあたって重要な情報を先に伝えようとする話し手の心理があると思わ

れる。そして認知的に取り残された要素が後で補われるという図式である。この意味で、

後置要素はまさにafterthoughtを表わすといえる。一般に、このafterthoughtという用

語には「補足（部）」という訳語が与えられるが、本稿ではこの訳語は避けたい。というの

は、「補足（部）」というのは、情報の重要度という点からみて二次的という含みがあるし、

また後述するタイプ2の場合には、afterthoughtでも重要度の高いケースがあるからであ

る。本稿で用いるafterthoughtは、あくまで認知的に後行ずる思考内容という意味である

ことを明記しておきたい。

3．2。タイプ2

　二つ目のタイプの後置文の例としては、先に挙げた（9）、（10）などである。

　（9）太郎は花子に買ってやったよ、10カラットのダイヤの指輪を。

　（10）私言ったの、結婚したいって。

これは、高見（1995）が、後置要素でも情報の重要度が高いケースがあるとして挙げた例

である。先に見た一つ目のタイプとの最も大きな違いは、タイプ1の後置要素が旧情報で

あったのに対し、このタイプは後置要素が新情報であるという点である。しかし、違いは

この後置要素の情報的価値だけにとどまらない。後置文の前半部分にも違いがある。確か

に、タイプ1ともタイプ2とも、後置文の前半は省略文である。しかし、この省略の意味

が二つのタイプで異なっている。タイプ1は、いわば談話的省略とでもいえよう。すなわ

ち、既に先行談話に存在するなどの理由で、旧情報であるために要素が省略されたもので

ある。ところがタイプ2では、後置要素は新情報であるため、コンテクストから復元可能

という理由で省略されたものではない。この要素を次のように省略してしまったら、あい

まいどころか、話し手の伝えんとするところが全く不明になってしまう。

　（9’）　太郎は花子に買ってやったよ。

（9’）の聞き手は間違いなく、「え、何を？」と問い返すであろう。結局、タイプ2の後置文

の前半部は、談話的省略と呼ぶべきものではなく、ここで構文法的省略と呼んでおこう。3
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このような省略が可能なのは、つまるところ、日本語が構文法的に「主語、目的語などの

文構成素の省略を許す」（cf．久野（1978：80））言語だからである。では、タイプ2の省略

が談話的要因によるものでないとすれば何によるものなのか。本稿では、話し手がさしあ

たって認知的に先行した情報を伝え、そこからもれたものが省略されたのだと考えたい。

にもかかわらず、こうした要素は情報的に必須の要素であるから、後でafterthought的に

追加されなけれぼならない。これが、タイプ2の後置文が発話される図式である。

　タイプ1の場合、前半部分は談話的省略文であったため、必然的に、後半部分に重要な

要素はこれなかった。一方、タイプ2に関しては、高見（1995）の議論をもちだせぼ、重

要な情報はこれるものの、それは文中で最も重要な要素ではなかった。しかし、果たして

これは妥当な一般化であろうか。

　そこで今、次のようなタイプ2の後置文を例にとって考えてみよう。

　（22）　マックスはスーに買ってやったよ、エメラルドのネックレスを。

　（23）　きのう男の入がやって来ましたよ、青い目をした。

高見の立場からすれぼ、上の文は前半部分に情報の焦点がおかれているということになる。

では、上の構文が用いられた場合、後置部分に焦点をおいた解釈は不可能であろうか。高

見は、1994年の論考で日英語の後置文の情報構造を比較して論じているが、その中で、次

のような英語の後置文を取り上げている。（24）は重名詞句移動、（25）は名詞句からの外置

の例である。

　（24）Max　bought　for　Sue［an　emerald　necklace］．

　（25）　Aman　came　yesterday［with　blue　eyes］．

高見は、英語において上のような後置文が許されるための条件を、次のような制約の形で

提示している（p．230－231）。

　（26）英語の後置文に課される機能的制約：英語の後置文は、後置要素が文の焦点

　　　　（＝最も重要な情報）として解釈される場合にのみ適格となる。

つまり、この制約からいくと、（24）、（25）の適格性は、それぞれan　emerald　necklace，　with

blue　eyesを焦点として解釈することが可能であることを示している。日本語と英語という

違いはあれ、全く同じ命題をもつ文であるから、英文（24）、（25）の解釈が日本文には不可

能ということはあるまい。また、高見は文の情報構造に関する議論の中で、情報の「透明

性」という概念をよく用いる（cf．　Takami＆Kuno（1992））が、高見にすれぼ（23）に現

れた「やって来る」などは、それがもつ意味内容が薄いため、まさに情報的に透明な動詞

といえるであろう。とすれぼ、残る「男の人」と「青い目をした」のうち、より箪笥な特

徴である後者に焦点があるとする解釈も決して的外れではないであろう。今、仮に一歩譲

って、それでも（22）、（23）は、後置文という特有の構文に現れているから依然として前半

部分がより重要だという議論を容認するとしても、上のように単に命題内容だけを考慮す

れぼ、「エメラルドのネックレス」や「青い目をした」に少なくとも先行部分と同等の情報

的価値を認めることは決して冒険的な試みではないように思われる。したがってタイプ2

に関しては、後置要素には先行部分と同等もしくはそれ以下の重要性をもった要素がこれ

るという見方をとることにしたい。

　先に、タイプ2が発話される場合、話し手はさしあたって認知的に先行する情報を最初

に提示すると述べた。ごく自然に考えれば、認知的に先行する部分が、同時に情報の重要
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度も高いとする見方が妥当であるように思われようが、こと後置文に関しては、必ずしも

そうはいかないように思われる。というのも、よく観察すると、後置文の先行部分には必

ず述語動詞が現れている。しかし、上に見たように、野駒での情報の重要度を検討してみ

ると、必ずしも動詞が最も重要な情報をになっているとは限らないことがわかった。これ

は何を意味しているのであろうか。我々日本人は、ある出来事を観察して、それを言葉と

して言語化する際、述語動詞を中心に文を組み立てようとするのではないか。つまり、出

来事に関与するモノよりも、まず現象としてコト的にとらえることが優先するのではない

か。特に話し言葉に特有で、インスタントな状況に置かれた発話者の認知状態を反映する

後置文で、専ら述語動詞が先行することは、述語動詞が文を構築する際の基本的フレーム

のような役割を果たしているのではないかと考えられる。このような理由から、タイプ2

の後置文で先行している（動詞を含む）要素は、認知的に先行した情報とみなすのが適当

であり、これを即、情報の重要度に結びつけて考えるのはどうかと思われる。

　以上、タイプ2の後置文を、タイプ1との違いに焦点をあてて論じてきた。しかし忘れ

てならないのは、両タイプとも、発話者がリアルタイムの発話の現場で時間の制約のもと

に置かれ、文の構成を十分に推敲する時間のないまま発話を試みた結果、まずさしあたっ

て認知的に先行したものが発話され、その後に、補足的な要素にせよ、必須の要素にせよ、

取り残されたものを後で追加するという図式においては、タイプ1、タイプ2ともかわら

ない。その意味で、両タイプとも後置要素はafterthoughtであると考える。

3。3。タイプ3

　これまで見てきたタイプ1とタイプ2の差以上に異なる性格をもつのがタイプ3である。

これは先述した通り、久野（1978）、高見（！995）、藤井（1991，1995）いずれの研究にお

いても取り上げられることのなかったタイプの後置文である。例をもう一度挙げておこう。

　（17）おい、見たぞ、おまえがあいつに車の陰で金を渡しているところを。

　（18）　きのう真夜中に電話がかかってきたんです、あなたと同じ名前を名のる人から。

既に取り上げたタイプ！、タイプ2は、刻一刻と進行する発話者が置かれた状況、発話の

際の差し迫られた心理過程からして、結果的に後置文になるのはやむをえない側面があっ

たが、このタイプ3に関しては、発話者は発話計画を練る十分な時間があったと考えられ

る。とすれば、次のように通常の語順で表現することもできよう。

　（17’）　おい、おまえがあいつに車の陰で金を渡しているところを見たぞ。

　（18’）　きのう真夜中に、あなたと同じ名前を名のる人から電話がかかってきたんです。

しかし、これを敢えて語順を逆転させた背景には、発話者のあるねらいがあったと考えら

れる。（17）を聞く側の心理を考えてみると、「おい、見たぞ」と言われて、何らかの動揺が

生じるであろう。そして、「見た」内容を保留された分、実際にそれを提示された時の心理

的インパクトはより大きくなると思われる。（18）についても、やはり冷静にゆっくりとし

た調子で言われたとしよう。聞き手は、前半部を聞いた段階で緊張感をもつであろう。そ

して、必然的に後半部分に通常以上の注意を向けざるをえない。この類の発話が、発話者

の文構築の十分な推敲のもとに言われたものであることは、この種の後置文が、書き言葉

である小説でも用いられる手法であることからもわかる。例えば、次のような場合である。

　（27）部屋の中から何か奇妙な音がします。恐る恐るドアを開けてみると、突然暗闇の
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　　　中から飛び出してきました、見たこともないほど大きな黒い猫が。

こうした一連の後置文において、話し手は意図的に語順を逆転させ、聞き手の注意を後置

要素に向けようとしているものと考えられる。したがって情報の重要度という点において

は、前半部分よりも後置要素の方が高いとみなしてよいであろう。またこの場合の後置要

素は、発話の際、認知的に取り残されていたというのではなく、意図的にこの位置にもっ

てこられたため、もはやafterthoughtの性格は有していない。さらには、後置要素の派生

という点に関しては、当初から発話計画を練った上で、通常なら動詞に先行する部分を意

図的に後ろにもつてきたため、タイプ1、タイプ2と違って、移動という見方をとるのが

妥当であると思われる。

　以上、本節での議論を表にまとめてみる。

先行要素 後置要素

省　略
発話者の

F知状態

情報の

V・旧

先行要素との相対的

@情報の重要度

発話者の

F知状態
派　　生

タイプ1
談話年

氏@略

認知的に

諱@　行
旧 低　　い

after－

狽?ｏｕｇｈ?
基底生成

タイプ2
構文法

I省略

認知的に

諱@　行
新 同等か低い

after－

狽?ｏｕｇｈ?
基底生成

タイプ3 意図的に語順操作 新 高　　い
意図的に

縺@　置
移　　動

尋。関連性理論による後置文の説明

　この節では、後置文にみられるさまざまな特徴が関連性理論の枠組みで説明可能である

ことを見ていく。

　関連性理論（Relevance　Theory）は、　Sperber＆Wilson（1986）によって提唱された

発話の解釈に関する理論であり、その基本的概念は次のようにまとめられる。

　（28）発話は、

　　i）発話を解釈することによって得られる認知的効果が大きいほど、

　　　また

　　ii）発話を処理（＝解釈）するコストが低いほど

　　　その発話の関連性は高い。

ここでは発話により、聞き手の認知的環境に変化が生じた時、認知的効果が得られたとさ

れる。上の原則を後置文にあてはめて考えると、後置文は語願の逆転が起こっているので、

通常の語順の場合に比べて、文を処理するのに要するコストは高くなる。したがって、後

置文が関連性をもつためには、その高いコストを補うだけの何らかの認知的効果がなけれ

ぼならないことになる。

　まず、タイプ1の後置文をふり返ってみよう。このタイプの後置要素はコンテクストか

ら復元可能な要素であるため、必須要素ではなかった。しかし発話者は、確認のため、あ

るいはそれがなければ聞き手にとって文の理解が困難であると判断してこれらの要素を追

加したのであった。聞き手にしてみれぼ、仮に復元可能な要素でも、それが明示されるこ
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とによって省略要素に関する想定を強化されることになり、また文の理解に困難をもって

いた時は、要素を提示されることであいまいさが解消される。このように後置要素を解釈

することにより得られる認知的効果を確かに認めることができる。

　これに関連して、宮地（1984：82）は、文脈上完全に既知の要素は省略するのが普通で

あるとして、次のような例を挙げている。

　（29）　S：　あそこに白い旗が見えますね？

　　　　A、：？見えます、白い旗が。

　　　　A2：　見えます、白くて細長い旗が。

　（30）　S：　あした会議に出席されますか？

　　　　A1：？出席します、あした会議に。

　　　　A2：　出席します、少し遅れますが。

関連性理論では、例えば、学生であることが明白な人物が「私は学生です」と言ったとし

ても、聞き手に何の認知的効果ももたらさないため、この発話は全く関連性がないとされ

る。同じ理由で（29A、）、（30A1）はともに容認度が下がると考えられる。この場合、　A、は

既にSが発言した内容の一部を後置部分でそのまま繰り返しているので、聞き手となるS

にとっては、この要素はあまりにも明白すぎて確認という機能すら果たさないのであろう。

一方、（29A2）、（30A2）の返答のように、新たな情報が加わると容認性が上がるとされる。

これは次のような対話でも同様であろう。

　（3！）　S：あしたの会議は出席されますか？

　　　　A：ええ、出席しますよ、あしたの会議は。

この対話は上に見た（30）ときわめてよく似ており、（3！）におけるAの返答の「あしたの会

議は」は、一見相手の発言内容の単なる繰り返しのように思われるが、実際には容認され

る。これは察するに、助詞「は」が、「…に関して言えば」という、いわば黛強められた主

題”とでもいうべき機能を果たしており、これによって確認あるいは強めといった効果が

もたらされ、容認性が上がるものと思われる。

　次に、後置文の別の特徴として、後置要素が置かれることで文の再解釈を強いる場合に、

文は容認されないといわれることがある。例えば、次のような文である。

　（32）a。何日に、お宅に伺いましょうか。

　　　　b。＊お宅に伺いましょうか、何日に。　　　　　　　　　　（久野（1978：71））

　（33）a。太郎は花子より背が高い。

　　　　b。＊太郎は背が高い、花子より。　　　　　　　　　　　（高見（1995：226））

（32b）では、前半の文が正否を問う質問として解釈されるのに対して、後置要素「何日に」

は、前半を疑問詞疑問文として再解釈することを強いることになる。（33b）では、前半を聞

いた段階では、太郎が一般の人に比べて背が高いと解釈するが、この解釈は後半で修正を

余儀なくされる。このような文は、後置要素によって新情報を伝えており、ある意味で聞

き手に認知的効果をもたらしているとみることもできようが、再解釈を余儀なくするため、

文処理にいかなる認知的効果をもってしても償えないほどの高いコストを強いるため、容

認されなくなるものと考えることができよう。

　これに関連して、藤井（1995：171）は興味深い事実を報告している。彼女が調査したデ

ータ中、逆転要素がある名詞句を修飾しているケースで、例えば、他に競合する名詞句が
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存在して修飾関係があいまいになるといったケースは一つもないという。具体例を一つ挙

げておく。

　（34）接骨医行ってね、「魚の目治らない？」って聞いたんです、うちの近所の。

この例では、文主語が省略されており、後置要素が「接骨医」を修飾することは、統語的

にも語用論的にも明らかであり、「逆転文を取り巻く環境が複雑であっても、聞き手の理解

に支障をきたすことはない」。すなわち、このことは、後置文というのは、ただでさえ本

来の語順が逆転していることから文処理にある程度のコストを課すのに、さらに修飾関係

を複雑にさせるなど、より以上の解釈上の負担を強いるような発話はもはや修復不可能な

までに関連性を失ってしまい、容認されなくなるということなのであろう。

　最後に、前節でみたタイプ3の後置文の発話の図式を今一度みてみる。このタイプは、

発話者が意図的に語順を操作し、後置要素に聞き手の注意を向けるねらいで発話されたも

のであった。

　（17）おい、見たぞ、おまえがあいつに車の陰で金を渡しているところを。

この文の前半部分は情報として不完全である。話し手が見た内容が、先行談話から復元さ

れるわけではないからである。したがって、聞き手はここで文処理を中断させられること

になる。これは聞き手に心理的動揺を与え、これにより、後で提示される情報に強めの効

果がもたらされる。この図式は、大江（1984）が、本来の語順を逸脱した英語の構文に関

して、黙サスペンス”という用語を用いて語順操作がもたらす効果を説明した図式ときわめ

てよく似ている。大江が挙げた例文（p．55）を一文引用する。

　（35）　：Even　the　ki且d且ess　he　had　shown　her　on　the　train　she　now　regarded　with

　　　suspicion．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Greerle，　G．，　S如規加％Z　Tη伽）

この例で下線部の名詞句は、主動詞regardedの目的語であるが、本来の語順を逸脱して文

頭に前置されている。大江の言葉を借りれば、「文頭に名詞句を置き、すぐあとに明らかに

主語である名詞句を続けさせることによって聞き手の側に知覚処理の困難さから来る一種

のサスペンス（＝文処理過程の中断）4を生じさせ、その結果強めの効果が作り出される」

（p．56）というものである。このサスペンスという概念を、日本語の後置文に関しても適用

すれぼ、意図的な語順の逆転から生じる文処理上のサスペンスはコストを高めることにな

るが、それによって聞き手が被る心理的影響、後置要素に向けられる注意といった認知的

効果は、コストを補って余りあるほどに高く、これはタイプ1およびタイプ2の後置文が

もたらす認知的効果よりも有意に高いと思われる。このことにより、同じ後置文でもタイ

プ3は、発話される状況、発話者の意図などが絡んで、聞き手に及ぼす認知的効果のきわ

めて大きい、より関連性の高い発話だということがいえる。

　以上、本節では、後置文がもつさまざまな特性が、関連性理論の枠組みで説明可能であ

ることをみた。

5。要約

　本稿では、日本語の話し言葉において典型的に見られる後置文を、それが発話される認

知的要因、後置要素のi青今上の地位、派生といった観点から分析した。

　まず先行研究として、久野（1978）、高見（1995）、藤井（1991，1995）を取り上げると
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ともに、それらの問題点を探った。高見は、後置要素の情報上の地位という観点から久野

の仮説の不備を補ったが、文で最も重要度の高い情報は後置要素になれないとした見解に、

依然残る問題点が指摘された。一方、藤井の研究は、語順の逆転を引き起こす認知的要因

を数値的に分析した研究であった。しかし、この藤井の研究を含め先行研究において共通

して見逃されていた後置文が存在し、このタイプを含めた後置文の全体像の再検討が迫ら

れた。

　本稿では、後置文を複数の観点から大きく三つのタイプに分類した。タイプ1、タイプ

2は従来の研究で考察されていたタイプであり、話し言葉という、時間の制約のもとに置

かれた話し手が、さしあたって認知的に先行した要素を提示し、その後で、取り残されて

いたafterthought的要素を追加するという図式であった。しかし、タイプ2はタイプ1と

違い、後置要素も新情報であり、その情報的価値は先行部分と同等になりうることが指摘

された。一方、三つ目のタイプは、書き言葉である小説においても時に用いられる手法で

あり、発話者が文構築の十分な推敲を練った上で、特に後置要素に聞き手の注意を引きつ

けるねらいで、意図的に語順を逆転させたものであった。このため、後置要素の情報の重

要度は、先行部分よりも相対的に高く、またその性格ももはやafterthought的なものでは

ないと論じられた。

　最後に、後置文がもつ諸特性、具体的には、それぞれのタイプの後置要素が果たす機能、

および、解釈上先行部分の再解釈を余儀なくする後置要素が容認されない理由などが、関

連性理論の枠組みで説明されることが示された。この理論では、語順の逆転を生じている

後置文が関連性をもつためには、文処理上要するコストにみあうだけの認知的効果が求め

られるが、特にタイプ3においては、発話の状況および発話者の意図などが絡んで、処理

過程の中断がかえって後置要素に向けられる注意をより強めるという図式が、関連性理論

によってより明らかにされた。

注

1。井上（1978）もこれと同じ立場である。

2。高見（！994）で提示されている一般化も同じ主旨である。

3。久野（1978：78）は、次のi）のような後置文をii）のような省略文であると分析し

　ている。

　　i）馬鹿だよ、山田は。

　　ii）［山田は］馬鹿だよ、山田は［馬鹿だよ］。

つまり、i）の後半部分の「馬鹿だよ」の省略は、前半の「馬鹿だよ」を先行詞とした、

言語的文脈による構文法的省略であるとしている。本稿で用いた構文法的省略”は、

　（先行する）言語的文脈にいっさい先行詞をもたないため、久野の意図する概念とは若干

異なる。

4。N’サスペンス”の解説は筆者。
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P*stp*simg Åë*mestreÅëtivms im Japameese
           -Strategies for Presenting Information-

Takscaaai EGCTCffg

    In spoken JapaRese, sentence elements are often placed in postverbal position

against the canonical SOV word order of Japanese. Prevlous studies cited here have

investigated the postposing constructiens in terms of the informational status of

postposed elements, the speaker's cognitive status and so on. Unfortunately, however,

there is a type of postposing construction which has fallen outside the scope of

investigation of those studies.

    The present study argues that the postposing constructien can justifiably be

classified into three subtypes. According to this analysis, the first two subtypes are

uttered under the restriction of time and without an elaborate consideration of how to

erganize the text, the postposed element being added as an afterthought. In contrast,

the third subtype exemplifies the picture of utterance in which the speaker purposeful-

ly reverses the word order to draw the hearer's attention to the postposed element,

which no longer serves as an afterthought.

   It is also shown in this paper that some properties peculiar to this construction can

be accounted for within the framework of Relevance Theory.
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