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非限定的名詞修飾の機能

山 田 敏 弘

1.はじめに～限定的名詞修飾と非限定的名詞修飾

名詞修飾節の分類としては,寺村秀夫(1975-1978)による内の関係･外の関係という

構造的分類がよく知られているが,機能的分類として限定的名詞修飾と非限定的名詞修

飾という2種類があることもすでによく知られている(益岡隆志1997補説第1章

f乃亡erαJね)｡

限定的名詞修飾は,先行する名詞修飾節が被修飾名詞に対してある意味を付与し,そ

のことによって主文中で描写される名詞の範囲を限定する機能をもつ名詞修飾である｡

(1)私は図書館で借りてきた回の表紙を見せる｡(R16)

(2)飛行機の小窓から見えた且は灰色に濁って霞んでいたからだ｡(B19)
非限定的名詞修飾は,先行する名詞修飾節が被修飾名詞に対して背景的な情報を付加

するが,名詞の範囲を限定しない名詞修飾表現である｡

(3)学生時代やんちゃだった匝∃が,芽実と出会ってからはおとなしくならざる
を得なかったほど,おてんばで危険だらけ｡(B15)

(4)プレラにショッピングにいくという 匡≡王室]と別れて,私は図書矧こいく｡
(R15)

(1)(2)のような限定的名詞修飾は,被修飾名詞｢本｣｢空｣が単独で使用された場合に

指示する事物の中から,名詞修飾節か表す性質をもつ事物だけに限定して取り出す機能

をもつ,まさに被修飾名詞だけに対する修飾表現である｡

一方,(3)(4)のごとき非限定的名詞修飾はt被修飾名詞を限定する機能をもたずt｢ぼ

くは学生時代やんちゃだったが,芽実と出会ってからは～｣のような述定義現に類似し

た機能をもつ｡

本考察は,このような非限定的名詞修飾の機能に関する考察である｡

なお,本考察では,名詞修飾節を下線で,被修飾名詞を枠で囲んで示す｡

2.先行研究と非限定的名詞修飾に関する議論の問題点

非限定的名詞修飾に関するもっともまとまった考察は,前節でも挙げた益岡(1997)

である｡益岡(1997)では非限定的名詞修飾の機能を次のように分類し記述する｡

(1)



情報付加〈主節に対する情報付加:対比･逆接t
継起,

原因･理由,付帯状況

主名詞に対する情報付加:名詞を文脈に導入するにあたって

必要となる予備的･背景的情報の提示

述定的装定:｢修一は動揺する自分を感じながら言った｣のように

｢自分が動揺するのを感じながら～｣と述定化可能なもの

述定的装定に関しては,述語が知覚や認識など内容補充を必要とする動詞に制限され

ている｡非限定的名詞修飾表現の一部に含められることは理解されるにしても,情報付

加という機能とは大きな違いが認められるため,このような述定的装定は本考察の対象

から外す｡

述定的装定を除く情報付加について,益岡(1997)は名詞修飾表現が使われている場合

の分類を中心に考察している｡ほかの非限定的名詞修飾に関する論考についても,多く

が名詞修飾表現が使用されている場合の分類および分析に重点を置いたものである｡し

かし,作文教育をはじめ国語教育への適用を考えた場合,どのような場合に非限定的名

詞修飾が使用可能であり.その場合,対応する複文等の表現が存在するとすれば,なぜ

複文ではなく非限定的名詞修飾表現が用いられるか,という点について,より掘り下げ

ていかなければならない｡

本考察では.なぜ非限定的名詞修飾表現が使われるかに重点を置いて考察を行い,付

随して益岡(1997)の分類を再検討しながら,非限定的名詞修飾の機能をより立体的に

描くことに主眼を置く｡

以下,まず第3節で構文的な理由から非限定的名詞修飾が用いられている場合を検討

し,続いて第4節で非限定的名詞修飾のもっとも重要な機能である,いわゆる情報の背

景化という機能を,前後の文脈も考慮に入れながらいくつかの観点から考察していく｡

この2節で非限定的名詞修飾表現のおおよその機能を記述した後,付随する問題点を第

5節においていくつかまとめて述べていく｡

3.構文的冗長性の回避

まず最初に,文レベルに存在する理由によって,非限定的名詞修飾表現を用いた方が

対応する複文表現よりもすっきりと表される場合について考えておく｡

非限定的名詞修飾節に修飾された名詞は,主節において次のような格を伴って現れる｡

(5)あらゆるものにきちんと興味を示す アンジュラ は,細い-でも力強い一指先

で茂みをかきわけて,他にも花を次々に見つけた｡(R73)

(6)ぼくが居残り,十七世紀に活躍したフランチェスコ･コッツァの油彩画の施行

(2)



処置について顕微鏡やⅩ線などで慎重に点検していると,そこに一旦帰ったは

アンジュロ が顔を出した｡(B60)

露出狂t と耳元で囁くと,恥ずかしそうにぼくの胸に頬を押しつけてくる

匡司を,ぽくは子猫みたいだと思うことが多い｡(B16)

(8)不思議そうに訊いた固に,私は胸をはってこたえたのだった｡(R2叩
しがみついてくる 匡司に現実へと連れ戻される｡(B86)
まもなく高梨と口づける アンジュロ

(11)花の聖母教会とも呼ばれる

と目が合った｡(B59)

この大聖堂 の,白と緑とピンク色の大理石で装

飾された概観は,威厳と優雅さに溢れ,見上げる者を圧倒する｡(BlO)

(5)(6)はガ格,(7)はヲ胤(8)(9)はニ1軋(10)はト格のt それぞれ格助詞によって被修

飾名詞が主節の述語と結びつけられており,(11)は連体的な助詞ノによって主節の名詞

にかかっていっている｡

先行研究においては,主節と名詞修飾節との意味的関係の違いはあっても,複文でも

同様の表現が可能であることが一般的であるかのように記述されることがあるが,これ

らを複文表現で表すと次のようになる｡

(5)■ァンジュラは,坤こきちんと興味を示すので,細い-でも力強い一

指先で茂みをかきわけてt 他にも花を次々に見っけた｡

(6)■ぼくが居残りt十七世紀に活躍したフランチェスコ･コッツァの油彩画の施行

処置について顕微鏡やX線などで慎重に点検していると,アンジュロは一旦帰っ

たはずだったが,そこに顔を出した｡

(町芽実は,露出狂,と耳元で囁くと,恥ずかしそうにぼくの胸に頬を押しつけて

くるので,ぼくは彼女を子猫みたいだと思うことが多い｡

順正はそう訊いたが,そんな彼に私は胸をはってこたえたのだった｡

芽実がしがみついてきて,(ぼくは)彼女に現実へと連れ戻される｡

アンジュロが高梨とロづけ,そのアンジュロとまもなく目が合った｡

(11)'この大聖堂は花の聖母教会とも呼ばれ,その,白と緑とピンク色の大理石で

装飾された概観は,威厳と優雅さに溢れ,見上げる者を圧倒する｡

非限定的名詞修飾を用いないで表現された(5)■～(11)-をもとの(5)～(11)と比較してみる

と,次の点に気づく｡

まず,(5)(6)のようなガ格で主節とつながる場合を除けば,被修飾名詞と述語との関

係を明確にするために名詞句が繰り返されるか代名詞化されて表現されている点である｡

このため(7)-～(11)'は冗長的な印象を受ける｡複文によっても言い換えられる意味的関

係を,名詞修飾節の出来事が主節の出来事に対してもっていても,構文内部に軸となる

共有される名詞句が存在し,それらがそれぞれの出来事の中核となる述語に対して異な

(3)



る格形式で表されるのであれば,構文的な冗長性を回避するために非限定的名詞修飾が

用いられていると考えることができる1｡

また,非限定的名詞修飾によると,名詞修飾節の出来事と主節の出来事との意味的関

係を読み手/聞き手に委ねることも可能である｡(5)'(7)■では理由を表す｢ので｣で,(6)-

(8)では逆接の｢が｣で,その他はテ形と同様に多様な機能を持っいわゆる連用中止形

で表したが,これらが唯一の複文としての言い換え表現であると断言できる証拠はない｡

たとえば(9)なども理由と解釈してもよいかもしれない｡

主節と名詞修飾節それぞれの出来事間の意味的関係はそれほど明確ではなく,非限定

的名詞修飾の機能は,あくまでそこに表される出来事の背景化(次節で詳述)が本質であ

り,意味的関係の明示的な読みはその一部でしかない｡

日本語のような目的語が述語に先行する言語においては,被修飾名詞が名詞修飾節の

あとに置かれ,名詞修飾節内で被修飾名詞がとる格表示を表示する手段は講じられない

ことが多い｡また,2つの出来事の関係を明示する形式も,構文内部に含まれない｡こ

のように,日本語の名詞修飾は格表示と意味的関係の解釈を文脈にゆだねられることで.

表現上の冗長性を回避し,よりコンパクトな表現を実現しているのである｡

4.談話的要因

前節で見た構文的な要因による名詞修飾節の選択以外に,文脈,すなわち前後の文章

の流れに対する結びつきの強さと,発話場に存在する読み手/聞き手の知識に対する配

慮という2つの要因によって非限定的名詞修飾は用いられる｡

名詞修飾節の出来事は主節に表される出来事との結びつきの強さによって,次のよう

な段階に分類される｡

① 名詞修飾節の出来事と主節の出来事との間に因果関係が読み取れるか継起的な展

閲が読み取れる場合

(5)あらゆるものにきちんと興味を示す アンジュラ は,細い-でも力強い一指先

で茂みをかきわけて,他にも花を次々に見つけた｡(再掲)

② 名詞修飾節の出来事が主節の出来事の付帯状況になる場合

(12)芽実の父親の背後に新しい妻と思われる女性がいっの間にか寄り添うように

立っていた｡そっと手を伸ばし動転している回を支えた｡(B95)
③名詞修飾節の出来事が主節の出来事と関係をもたない場合

1ただし,文脈から省略された名詞句が容易に想起できる場合には,格を伴った再出

の名詞句は省略可能な場合もあり,実際の文でもねじれた格を伴った名詞句の省略は

見られないことではない｡

(4)



(13)ぼくは一度呼吸を整えてから,旦杢塾生塵左匝司といいます,と告げた｡(B93)
①はもっとも名詞修飾節の出来事と主節の出来事とが意味的に密接に結びついておりt

被修飾名詞の主節における有題的性格も強い｡一方,③は主節の出来事自体が存在せず,

当然,名詞修飾節の出来事との問の関係も存在しない｡②はその中間的な性質である｡

①～③は.それぞれ異なる理由によって非限定的名詞修飾が用いられていると考えら

れる｡順に見ていくことにする｡

4.1名詞修飾節の出来事と主節の出来事との間に因果関係が読み取れるか継起的な

展開が読み取れる場合

①に挙げたような用例の場合,第3節で見たような格のねじれがなければ,多くの非

限定的名詞修飾表現は.先行研究で述べられているように,複文でも述定可能である｡

(14)私の二倍ほどものんだ [≡司は,うちに帰るとジャケットを脱ぎ,リビン
グのソファで眠ってしまった｡(R202)

(14)-マーヴは私の二倍ほどものんだので,うちに帰るとジャケットを脱ぎ,リビ

ングのソファで眠ってしまった｡

(15)それから気まずい沈黙かすこし続き,我慢できなくなった区画が,｢あおいっ
て誰?｣といきなり怒鳴った｡(B17)

(15)-それから気まずい沈黙がすこし続き,我慢できなくなって芽実が,｢あおいっ

て誰?｣といきなり怒鳴った｡

(14)(15)は,(14)■(15)一に言い換えても,さほど意味の差は感じられない｡これは,主題

となっている名詞句について述べる場合や,現象描写的に描く場合に多い｡

もし,名詞修飾節の出来事と主節の出来事との間に因果関係や継起的展開か読み取れ

るにもかかわらず,非限定的名詞修飾が選択されるとすれば,それは一 次のようにより

マクロに描かれている事態が要因となっている場合である｡

(16)翌朝は快晴だった｡ひどく暑い一日になるのが,ベッドの中ですでにわかっ

た｡朝食のあと,突然泳ぎたいといいだした アンジュラ を車でスポーツクラ

ブに送り,そのまま仕事にいった｡(R79)

(16)は次のように述定することが文のレベルでは一見可能であるように見える｡

(16)■朝食のあと,アンジュラが突然泳ぎたいといいだしたので車でスポーツクラ

ブに送り,そのまま仕事にいった｡

しかし,やはり(16)のような非限定的名詞修飾表現と,(16)■のような複文表現とでは,

表現上の意図の違いが明確に感じられる｡

(16)は｢私｣の朝の行動を描いている文脈である｡そのため,｢アンジュラが突然泳

ぎたいといいだした｣ことは,脇筋に置かれるべきことである｡非限定的名詞修飾節は,

(5)



脇筋の出来事を脇に置き,主筋として描かれるべき出来事にスポットライトを当てた表

現としてt(16)のようなマクロな事態の中では用いられなければならないのである｡

次節とも関連するが,次のような文はどうだろうか｡

(17)｢手伝うわ｣私が食器をゆすいでいると,鼻を赤くした

た｡(R45)

(17)'｢手伝うわ｣私が食器をゆすいでいると,

アンジュラ が釆て言っ

アンジュラが鼻を赤くして釆て言っ

た｡

(17)と(17)'とでは描いている事実が異なる｡非限定的名詞修飾を用いた(17)は,ト節の

主語である｢私｣の目から観察された状況を後件に描くが,そこで観察されたのは｢ア

ンジェラが釆て言った｣という出来事である｡一方,テ節に述定化した(17)では,｢ア

ンジュラが鼻を赤くして来て言った｣が観察された出来事として表現されている｡つま

り観察された出来事内において｢アンジュラが鼻を赤くした｣ということも実現されて

いるのである｡おそらく,｢鼻を赤くした｣のは,｢私が食器をゆすぐ｣前であろうから,

この解釈では正しくないことになる｡

このように,非限定的名詞修飾表現が用いられているのは,主筋にスポットライトを

当てるために必然的なものであり,それ以外の描き方であってはならないのである｡

逆に,述べられている出来事が,いずれも主筋として述べられるべきものである場合,

装定できない｡

(18)｢ミラノまでついてきてくれる?｣(中略)

うん,構わないよ,とぼくは小さく呟いた｡

｢ごめんね,でも一人では自信がないんだ｣

｢いいよ,つきあうよ｣

ぽくはもう一皮言った｡芽実に抱きつかれた｡(B72)

(18)では,｢芽実｣と｢ぼく｣との会話のやりとりが描かれている｡そのため波線部

は主筋でなければならない｡これを次のように装定化するとやはり奇異に感じられる｡

(18)-?もう一度言った 匝∃は芽実に抱きつかれた｡
ただし,小説というジャンルの作品においては,必ずしもこのような理論どおりにな

らないこともある｡

(19)アンジュロがやってきて,イタリア語で雨が激しくなったことをぼくらに告

げた｡雷なんて珍しい,と濡れた服をひっぱって,アピールした｡

背が高くて色白の青年だった｡まだ顔に幼さが残っていた｡アンジュロは無邪

気に笑った｡(B38)

(19)は｢アンジュロ｣の動作を基本的には述べた文章と理解されるが,波線部分は

｢ァンジュロ｣の属性を示している｡波線部の後にも｢アンジュロ｣の動作を述べてい

(6)



るため,動作の継起的な描写とすれば,波線部分は装定化されて次のようになっても当

然であると考えられる｡

(19)一筆が高くて色白の青年でまだ顔嘩､)る
アンジュロ は無邪気に

笑った｡

これを(19)のように装定化しないのは,作者の個性としかいいようがないQ

また,述定と装定では述べられている状態の意味が変わる場合もある｡

(20)男が去った後,ぼくは芽実に負けないくらいの大きな声で,あおいに当たり

散らした｡あの男のことを君はどんな親しげに普段読んで居るんだろうな,と｡

あおいは冷静さを少しも崩さず,そんなぽくの嫉妬心を包み込むような微笑み

を口許に湛えて｢彼とは幼なじみなんだもの｣と低い声で告げるだけだった｡

(R55-56)

波線郡を装定化して次のようにすると意味が大きく変わる｡

(20)･卿匝]はそんなぼくの嫉妬心を包み込むような微
笑みを口許に湛えて｢彼とは幼なじみなんだもの｣と低い声で告げる

(20)は一時的な非付帯状況として描かれているのに対し,(20)'は｢あおい｣の恒常的

な属性として描かれている｡これも,非限定的名詞修飾表現が背景的な情報を描くとい

う性質によるものと考えられ,(20)のように述定表現であれば,主筋に展開する1つの

出来事としての読みが強くなるものと考えられる｡

4.2 名詞修飾節の出来事が主節の出来事の付帯状況になる場合

付帯状況とは,主節に描かれる出来事と同時に,ある出来事あるいはある出来事の結

果状態が存在する場合のことである｡

付帯状況を表す非限定的名詞修飾とは次のようなものである｡

(21)ニュースは金曜日の晩に届いた｡ダニエラとルカが婚約したのだ｡

スイートなディナーをおえ,二人が報告に寄ってくれたとき,マーヴと私は居

間にいた｡(中略)

｢礼拝堂のなかで｣

ダニエラはいい,思いだしたのかルカとうっとりみつめあい,二度たてつづけ

にキスをする｡

すでに寝室にひきあげていた アンジェラ もまきこんで,私たちはその夜ワイ

ンを二項あけた｡(R82)

(22)気がつくと私はマーヴの髪をくり返し指で抗いていた｡(中略)

大きな身体｡顔に顔をちかづけて,寝息に耳をすませる｡私は,眠っている

田にヘッドカヴァーごと腕をまわした｡(R47)

(7)



(23)帰ってしばらくはダニエラのうちに泊めてもらっていたこと,仕事をみつけ,

アパートを借りたこと･ちょうどそのころ,店のお客さんだ三阜[≡司と会っ
たこと｡(R99)

これらを述定すると次のようになる｡

(21)-ダニエラはいい,思いだしたのかルカとうっとりみつめあい,二度たてつづ

けにキスをする｡

アンジュラもすでに寝室にひきあげていたけれど,(その)彼女もまきこんで,

私たちはその夜ワインを二填あけた｡

(22)一大きな身体｡顔に顔をちかづけて,寝息に耳をすませる｡マーヴは眠ってい

たが, そんな彼に私はヘッドカグァーごと腕をまわした｡

(21)(22)は,いずれも逆接とは言い難い前置き的な接続助詞を用いて(21)●(22)-のように

述定することが表面上可能であるが,やはり(21)-(22)tは｢下手な｣文章という印象を受

ける｡(23)に至っては.適切な述定表現か見っけにくい｡

その理由は,時間的に先行する,あるいは併存する出来事を,逆接という節の制限か

もっとも緩い,言い換えれば文に近い述べ方をする節によって表現している場合,継起

的馴旧序で描くのがもっとも自然であり,逆接を表す｢けれど｣や｢が｣を用いて表面

的には述定できても,時間的に逆行して描くことはやはり不自然さを感じさせるためと

考えることができる｡非限定的名詞修飾を用い,時間的に先行･併存する出来事を主筋

からはずすことで,描かれる出来事を時間軸上に継起的に配置するという効果が得られ

るのである｡

4.3 名詞修飾節の出来事が主節の出来事と関係をもたない場合

非限定的名詞修飾節の多くは,前節までに見てきたように,被修飾名詞を主節と共有

しなから主節に対して何らかの意味的関係をもっ｡しかし,中には連用修飾成分となら

ない場合もある｡

(13)ぼくは一度呼吸を整えてから,日本から釆た 囲といいます,と告げた｡
(再掲)

(24)崇がぼくの前を遮るような形で立ちはだかった｡突然現れた匝司｡(B160)
(25)私は起きあがり,マーヴの寝顔をじっとみつめた｡がっしりしたあご,かす

かにのびているひけ,ながいまつ毛｡私を好きだと言う

に目の前にいて,私を抱きしめてくれる

[≡司,土廷⊥_墾茎
田｡眠っているマーヴに足をか

らませ,肩のくぼみに顔をこすりつけてみる｡(R36)

(8)



(13)は名詞修飾節を伴った名詞句が述部を構成すると考えられる用即であり,(24)(25)

はいわゆる体言止めの用法である｡

(13)のような場合,単独で｢阿形といいます｣と述べることも可能である｡ここで非

限定的名詞修飾が用いられているのは一発話場に存在する読み手/聞き手の知識に対す

る配慮という要因によってである0｢社昆先日ご連絡いただいた直垂亘司から1番
にお電話です｡｣や,｢ただいまご紹介に預かりました 固です｡｣のような用例も,
下線を引いた名詞修飾節がなくても導入可能である｡ここで名詞修飾節が用いられるの

は,単に聞き手への配慮に他ならない｡

ただし･(13)のように自己紹介文や,｢社長･先日ご連絡いただいた直垂司から
1番にお電話です｡｣のように,ある固有名詞を文脈に導入する文であるか,｢ただいま

ご紹介に預かりました 画です｡｣のように状況に確実に存在していることがわかっ
ている(つまり聞き手によって同定されうる)人物について述べる場合には,このよう

な非限定的名詞修飾節は冗長的であるが,次のような場合には省略が不可能であると考

えられる｡

(26)私,東京から釆ました中川亜矢子と申します｡実は婚約していた 大西昭彦さ

回がここへ取材に釆ていて,行方不明になったんです｡(益岡1997‥171)
これは,益岡(1997)において,｢主名詞(本考察における被修飾名詞)に対する情報付加｣

と呼ばれる用法である｡益岡(1997:170)によると,このような｢主名詞に対する情報付

加｣の名詞修飾節はt被修飾名詞を｢文脈に導入するに当たって,予備的な情報を連体

節によって付加している｣もので,それによって被修飾名詞が｢円滑に文脈の中に持ち

込｣まれるという機能をもっものと説明される｡

しかしながら,このような文脈への円滑な導入は何も非限定的名詞修飾表軌こ限った

機能ではない｡たとえば,｢実は,大西昭彦さんという方が｣のように,｢～という｣を

用いることによって,聞き手にとって新しい情報であることは明確にできる3｡

非限定的名詞修飾節は,名詞に先立って述べられるという日本語の語順における特性

によって,聞き手(あるいは読み手)のもつ知識に対する配慮を行う用法をもたせること

ができるが,それは結果であって,4.2節や4.3節で挙げたような,主節の出来事と

の意味的な結びっきが相対的に弱い場合に,そのような機能を担いうるだけのようにも

考えられる｡

2厳密には｢日本から釆た阿形です｣かこの条件に該当する典型例であるが,(13)も同

様に考えてよいものと考えられる｡

3同格の名詞を前置しても同様の効果が得られる｡

(i)夜,ぼくは芽実の部屋で,ルームメイトの韓国人,

(9)

インスーを紹介された｡(B44)



もう1つの体言止めの用法について,(24)は,｢それは,突然現れた回であった｣
のように言い換えられることから,上で見た(13)と同様.被修飾名詞が述部となってい

る用例と考えられる｡しかし,その修飾節は,(13)や他の上で見た用例のように,聞き

手の既存知識と結びつけられるものではない点が新奇な文体として効果を生んでいると

しか言いようがない｡

(25)については,デッサンされる事物のように,描写される名詞句を列挙する用法と

考えられる｡このような場合も,聞き手に新たな情報を提示する機能を非限定的名詞修

飾表現は担っている｡

このような名詞修飾表現の運用はl次のような表現でも同様である｡

(27)夕食にはひさしぶりに和食をつくった｡(中略)マーヴはもともと日本食が好

きだし,お鮨とすきやきしか知らなかったという アンジェラ にも,料理は好

評だった｡(R77)

(27)一夕食にはひさしぶりに和食をつくった｡(中略)マーヴはもともと日本食が好

きだし,アンジュラはお鮨とすきやきしか知らなかったけれど,彼女にも料理

は好評だった｡

(27)では名詞修飾節が4.2節で述べたような付帯状況を表しているが,｢マーヴが日

本食が好きである｣こととの対比において,｢アンジュラに好評であった｣ということ

が述べられていると考えられる｡

そのために,｢アンジュラがお鮨とすきやきしか知らなかった｣ことを脇筋に置くた

めに非限定的名詞修飾が用いられていると考えることができる｡

4.4 まとめ

ここまでの議論をまとめると次ページの表のようになる｡枠内の例文は一例のみを示

す｡

名詞修飾節の出来事と主節の出来事との関係性が弱い場合,よりマクロな事態の描き

方からの要請や聞き手への配慮によって,非限定的名詞修飾表現が用いられる｡反対に,

関係性が強い場合(太線で囲った部分),①格のねじれがない,②描かれているマクロな

事態に沿ったものである,という2点が満たされれば,複文とは自由に交替される｡

実際には,主節との意味的関係が強い場合に,どのような格において軸となる名詞が結

びついているかなど,詳細を詰めなければならない部分もあるが,大枠としてこのよう

に示せると考えられる｡

(10)



文脈における被修飾名詞単独の場合の聞き手理解

可 難/否

主
節
と

の

関
係
性

強

(14)私の二倍ほどものんだマーヴ
は～眠ってしまった｡

弱
(22)私は,眠っているマーヴに?腕

をまわした｡

(26)実は婚約していた大西昭彦さ

んが～行方不明になったんで

す｡

5.付随するいくつかの問題点

5.1時･場面の限定を行う｢非｣限定的名詞修飾表現

非限定的名詞修飾表現の中にはt 次のような用例が見られる｡

(28)店に入ってきた巨‡司は,雨と新鮮な外気の匂い｡(R28)
(29)自殺した母のことを考えた｡ぼくを残して死んだ母をかつて子供だった頃の

匝∃は恨んだことがあった｡(B94)
(30) シャワーをあびたあとの E≡司はいい匂いがして,私は苦しくなってしま

う｡(R97)

これらは,複文として述定すれば,｢店に入ってきたとき｣のように時間を表す節を

伴うものとして表せる｡

このような時間的な意味を持っ名詞修飾節は,たしかに被修飾名詞だけを見れば｢マー

ヴ｣にしても｢ぼく｣にしても,固有に存在するものであり,被修飾名詞が単独で用い

られる場合の真部分集合を名詞修飾節が表しているとは考えにくい｡

しかしながら,被修飾名詞が存在する無限の時間から一部を切り取ったものとして,

他の時間での存在とパラディグマティックな関係にある｡このようなパラディグマティッ

クに並べられた複数の要素から1つを選び出すという方法は,限定的名詞修飾の機能そ

のものである｡

次のように場面か限定されている場合も,同様に,場面的な限定を行う名詞修飾表現

であると考えられる｡

(31)塁ヱ主囲は,あおいに似ている｡(B25)
(32)夕焼け色に染まる

るんだ｡(BlO)

ドゥオモのクーポラ

(11)

を見つけると,なぜだろう,安心す



これを裏付けるように,通常,非限定的名詞修飾節の内部の要素は疑問化されない

(益岡1997:161など)が,これらの名詞修飾節内部の要素は疑問化することができる｡(28)

(31)についてのみ例を挙げる｡

(28)'どこに入ってきた E≡司が,雨と新鮮な外気の匂いがしたの?

(31)■互生旦囲が,あおいに似ているの?
このような事実から,非限定的名詞修飾は被修飾名詞の性質のみによって決まるもの

でもなく,継起や原因･理由など背景となりうる事態に限定的性質が存在しないために,

非限定的に解釈されるのであると考えることができる｡

5.2 主題の転換

付随する問題点の第2としてt名詞修飾表現を用いないと,被修飾名詞が主題化され

ないという現象について触れておく｡

(33)道理だ,と言ってマーヴは微笑む｡やさしく,思慮深く｡(R52)

この(33)を名詞修飾表現を用いると次のようになる｡

(33)t道理だ,と言った[≡司(?は/が)微笑む｡やさしく,思慮深く｡
非限定的名詞修飾表現(33)'は,主題マーカーである｢は｣を用いると奇異に感じられ

る｡これは(33)'に表現される名詞修飾節と主節の2つの出来事の間に,理由,逆接,継

起などといった明確な論理関係が読み取りにくく,主節が現象描写的であることも手伝っ

て,｢は｣の対比的な読みが強くなることによるためと考えられる｡

しかし,主節における主題性についても考える必要があり,すでに紙面も尽きたため

また改めて考察することとする｡

6.おわりに

非限定的名詞修飾を用いる場合についてのまとめは4.4節に示したとおりである｡

基本は,マクロな文脈から見て外れない限りにおいて,コンパクトに示せる非限定的

名詞修飾は,描写にメリハリを付仇筋をはっきりさせるために有効な手段であるとい

うことである｡

これまでの国語教育の文法は.特に形式のあるものについて,その解釈を行うことば

かりを求めてきた｡これからは,名詞修飾のような形式としては存在しない表現につい

て,使用という側面から表現力を付けるためにも活用されることを望みたい｡

用例出典(略号に続く数字はページ)

R:江国香織『冷静と情熱のあいだRosso』角川文庫版

B:辻仁成『冷静と情熱ああいだBlu』角川文庫版
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