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1 問題の所在

小論の目的は次例のような文末表現の「モノカjの諸用法について文法的な観点から

記述することにある。

(1) a.この度、新しく成立した法案とはどういうモノカ。(疑問)

b.フランス人の男性は日本人女性にも優しいモノですカ。(疑問)

c. もっと上手に嘘がっけないモノカ。(希望)

d. こんな複雑な文章、訳せるモノですカ。(反語)

e.来週の彼女の誕生日、何をあげたモノカ。(適当)

同じように「モノjを使う構文では「モノダjの形が文末の述語になっているものに

ついて多くの研究が蓄積されてきている注l。しかし「モノJに「カjが付いた形につ

いては用法列挙のような形での観察は見られるU ものの、諸用法の文法的性質や用法

問の関係などについて体系的な分析は行われていなしE。小論ではこのような「モノカJ

について体系的な把握を試みることにする。

「モノカjは「モノ+カJという形式である。この形式的特徴から考えると、モノカ

文は「モノ+ダjという形を持つモノダ文に「カjをつけω疑問文の働きを持たせた

ものと見ることができる。この見方でいくと、基本にはモノダ文があり、それにカをつ

けたものがモノカ文だということになる。これに対して小論では、そのように捉えられ

るモノカ文も存在するが、モノダ文をもとに派生されたものでないタイプのモノカ文も

存在するということを主張する。

さらに、モノダ文とは別に「モノカj独自の用法があるという場合、「モノカJを一

つの切り離すことのできない「複合辞jとしてとらえることが考えられる。しかし小論

では「モノダjと直接の関係を持たない「モノカJの3つの用法(上の「希望・反語・

適当J)のうち、少なくとも 2つ <r希望/反語J)は「モノ+カjと分析したほうがよ

いということを示す。その場合、モノカ文は、もとにあるのは r-カJという文であり、

それに「モノJが作用することによってモノカ文に独自の用法・解釈が生じると考える
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のである。例えば、上の「希望j用法としたものは、モノダ文 (11)から派生したもの

でなく、カ文 (2b) との関係から生じた用法であると考えることになる。

(2) a.?もっと上手に嘘がっけないモノダ制。

b.もっと上手に嘘がっけないカ。

以下ではまずモノダ文からの派生と見られるモノカ文について簡単に観察した後に、

モノカ文の中で特徴的な性質を持つ「希望J用法についてやや詳細に分析を加える。次

に「希望」用法での観察を反語・適当などの各用法に応用しながらそれらに共通した性

質があることを見ていくことにする。

2 モノダ文の疑問化

本節では、モノダ文を下敷きとしてできているモノカ文にはどのようなものがあるか

確認していく。

以下にまずモノダ文の基本的な用法を挙げる断。

(3) a.これは、学生が忘れていったモノダ。(代用語)

b.雨の日は、学生は元気がないモノダ。(一般的傾向)

C. 欠席するときは、学校に連絡するモノダ。(当為)

d.今回の彼の行動は、自分がまだ第一人者として活臨できることを示そうと

したものだ。(解説)

e.教師になったばかりの頃は、教室で頭が真っ白になっていたモノダ。(回想)

f.よくあの大学に合格したモノダ。(詠嘆)

g. もう少し将来のことも考えてほしいモノダ。(希望)

ではこれらの「モノダjは「モノカ」に置き換えができるであろうか。

(4) a.これは、学生が忘れていったモノカ?代用語)

b.雨の日は、学生は元気がないモノカ?一般的傾向)

C. 欠席するときは、学校に連絡するモノカ?当為)

d.今回の彼の行動は、自分がまだ第一人者として活翻できることを示そうと

したものか?解説)

e.・教師になったばかりの頃は、教室で頭が真っ白になっていたモノカ?回

想)

f.・よくあの大学に合格したモノカ。(詠嘆)

g.・もう少し将来のことも考えてほしいモノカ。(希望)
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上の例では回想・詠嘆・希望の各用法で単純な置き換えが難しいことがわかる。しか

し例えば上の回想の用法では、テンスを少し変えれば次のように容認度を上げることも

不可能ではない。

(5) 教師になったばかりの頃は、教室で頭が真っ白になっていたモノだったカ?

(回想)

このように、用法の細かい違いや文のあり方によっては適格性が変わってくることが

あるが、代用語・一般的傾向・当為・解説の各用法に関してはモノカへの置き換えは容

易であることが多い。

モノダをモノカに置き換えた文には以下のような共通した特徴が観察される。

(6) a. rモノカJの形で上昇調のイントネーションにすると自問の解釈が得られや

すい。

例:学生が忘れていったモノカ?

b. rモノカJを下降調にした場合は「そうか、そうだったのかJと自ら納得す

るニュアンスになる。

c. rモノカJを「モノですかJと丁寧体にすると聞き手への「問いかけjの解

釈が得られる。

例:学生が忘れていったものですか?

d.文末のカは口語としては省略したり「ナノJに置き換えたりすることがで

きる。この場合「問いかけjの解釈になる削。

例:学生が忘れていったもの lo/なのI? 

上記の特徴は、以下のように「一般の名詞+カjの表現の基本的な性質と同様である

ことがわかる。

(7) a.名詞に直接「カ」が連接した場合、聞き手に対する直接の問いかけにはや

や使いづらく、自問の解釈になりやすい。

例:rあの人、学生か?J

b. rカJを下降調にした場合は「そうか、そうだったのかjと自ら納得するニユ

アンスになる。

C. 丁寧体になると聞き手に対する問いかけの働きを持つようになる。

例:rあの人、学生ですか?J

d.文末のカは省略したり「ナノJに置き換えたりすることができる。「あの人、

|学生/学生なのI? J 

上記の観察が、モノカ文と名詞述語疑問文との並行性を示しているのであれば、ここ
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で扱ったモノカ文は、モノダ文を疑問文化してできた文であると考えることができる。

つまり、モノダ文(のある種の用法)は疑問文化できるということである。小論では詳

しく考察する余裕はないが、回想・詠嘆・希望などの主観性の高い用法は疑問文化でき

ないということであり、疑問文のモダリティとこれらの用法のモノダが持っているモダ

リティの性質とが相容れないところがあると考えることもできょう。

以上の観察から、あるタイプのモノダ文は、カを付加することによって問いかけの疑

問文にすることができることがわかった。しかしこの事実は、モノカ文が全てモノダ文

から派生していることを示すものではない。次節では、モノカ文の「希望Jの解釈を分

析し、モノダ文からの直接の派生ではないタイプのモノカ文も存在することを示す。

3 モノカ文の「希望j解釈

モノカ文にはある種の希望を表す用法がある詑

(8) a.雨が降ってくれないモノカ。

b. もう少し、きれいに書けないモノカ。

C. 子供の運動会や参観日くらいは、堂々と胸を張って仕事を休めないモノカ。

d.その悔しい気持ちを、こちらの方にも向けられないモノカ。

e.家族を育てることに、もっと誠実になれないモノカ。

本節では上のような「希望j用法のモノカ文を分析していく。モノダ文にも同じく

「希望jの用法があるため、それと対比して形式面の特徴を押さえ、その特徴が解釈と

どのように関係付けられるかを見ていくことにする。

3.1 r希望j用法の形式的特徴

モノダ文にも以下のような形の希望の用法がある。

(9) a. どこか遠くへ行きたいモノダ。

b. もう少し勉強のことも考えてほしいモノダ。

C. 関係者には、よくよくこのことを肝に銘じてもらいたいモノダ。

d.早く、まじめに働きさえすれば安心して生活できる世の中にしてほしいモ

ノダ。

上の希望の例から r-たい/-てほしいJを除くと希望の意味がなくなることから、

(11) のような形式特徴があることがわかる。

(10) a. どこか速くへ行くモノダ。

b.もう少し勉強のことも考えてくれるモノダ。
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C. 関係者には、よくよくこのことを肝に銘じてもらうモノダ。

(11) 希望用法のモノダの前には r~ たいJ r ~てほしいj が位置する

r-たい/~ほしいJ は希望を表す形式である。この事実からわかることは、希望を表

すモノダ文は、モノダを取ったとしても希望を表すということである。つまり「希望j

の部分はモノダの性質によって導かれているわけではなく、その前接部分で既に表現さ

れているということである。

(12) a.どこか遠くへ行きたい。

b. もう少し勉強のことも考えてほしい。

C. 早く、まじめに働きさえすれば安心して生活できる世の中にしてほしい。

ではモノカ文の前接部分にはどのような特徴があるだろうか。 (8)の諸例から動詞否

定形がカギになっていることがわかる。確かに否定形を肯定形にすると(13)のように

「希望Jの解釈が得られなくなる。

(13) a.雨が降ってくれるモノカ。 (x希望)

b. ?もう少し、きれいに書けるモノカ。 (x希望)

C. ・子供の運動会や参観日くらいは、堂々と胸を張って仕事を休めるモノカ。

(x希望)

そこで次のような形式的特徴があることがわかる。

(14) 希望用法のモノカの前には動詞否定形が位置する

もしモノカ文の希望用法がモノダ文と同様に「モノカjを取っても希望の意味が得ら

れるのであれば、希望を表す仕組みが同じであることになるが、次のようにモノカを取っ

てしまうと希望の意味は得られない。

(15) a.雨が降ってくれない。

b. もう少し、きれいに書けない。

C. その優しい気持ちを、こちらの方にも向けられない。

しかし上の事実だけでは希望用法のモノカ文の「希望Jの意味を「モノカj全体が直

接表しているとは言えない。もう一度上の例の操作をやりなおし、「モノjだけを取っ

てみると「希望Jの意味が浮かび上がってくるからである。

(16) a.雨が降ってくれないカ。(→雨が降ってほしい)
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b. もう少し、きれいに書けないカ。(→もう少しきれいに書いてほしい/瞥

きたい)

C. その優しい気持ちを、こちらの方にも向けられないカ。(→こちらのほう

にも向けてほしい)

この事実は、モノカ文の希望用法の「希望J の部分は否定疑問形式の部分 f~ナイカ J

が担っており、それに「モノJが付加した形式であると分析できる可能性を示している。

モデル化するならば、ナイモノカ文の希望用法の文末部分は、(17a)でなく、(17b)

という捉え方をすべきであるという可能性を示していることになる。

(17) a. f-ナイモノカj←[[ナイ+モノ(ダ)]+カ]

b. f-ナイモノカJ←[[ナイ+カ]+モノ]

次では(17b) の見方が正しいかどうか考えるために、 f-ナイカj という表現と

f-ナイモノカjという表現の相違点と類似点について考える。

3.2 f-ナイカjと r-ナイモノカJ
ナイカ文とナイモノカ文を対応させていくと、以下のようにナイカ文がナイモノカに

置き換えられない場合が出てくる。

(18) a.君、その鉛筆をちょっと貸してくれないカ。

b.寧君、その鉛筆をちょっと貸してくれないモノカ。

(19) a.おい、もう少し静かにしないカ。全然、聞こえないよ。

b.事おい、もう少し静かにしないモノカ。全然聞こえないよ。

(20) a. みんなも一緒に映画を見に行かナイカ。 (fみんなJ=f聞き手jの解釈が可

能)

b.みんなも一緒に映画を見に行かナイモノカ。 (fみんなJ=f聞き手のみJと

いう解釈はできない)

(18a) は依頼、(19a) は命令、 (20a)は勧誘の文である。(18b) は「君jを、(19b)

は「おいJを取ってしまえばモノカ文にできるが、依頼や命令に特有の「聞き手への働

きかけjがなくなり、聞き手がいないか無視して自分ひとりで願いを口にしているかの

ような状況になる。 (20a) の例はモノカ文にしても不適格になるわけではないが、聞

き手に「みんな」と呼びかけて誘いかける勧誘の意味はなくなる。

一方、ナイカ文で主語が人でない場合には、「聞き手への働きかけJが生じ得ないの

で容易にモノカ文になる。

(21) a .時間が、はやく過ぎてくれナイカ
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b.時間が、はやく過ぎてくれナイモノカ

(22) a.雨が降らないカ

b.雨が降らないモノカ

(25 ) 

これらに共通して言えるのは、「モノカ文では「聞き手への直接の働きかけjができ

ないjということである。そこで次のような仮説を立てる。

(23) rモノjが付加された文は聞き手に直接働きかけることができない文を形成す

る。

「働きかけjについて、仁田(1990)は発話・伝達のモダリティを分類して次の四つ

を仮定している。

(24) 発話・伝達のモダリテイ

a.働きかけ(命令、誘いかけ)

b.表出(意志、希望、願望)

C. 述べ立て(現象描写文、判断文)

d.問い掛け(判断、情意・意向の問いかけ)

「モノjの性質によって働きかけの意味はなくなるとしても、否定疑問文の形式はさ

まざまな解釈が可能であるため、それ以外の解釈も得られる。岡野村(1988)では否定

疑問文の解釈の一つに「願望J(r早く春にならないかなあJ)や「危倶J(rそんなに乱

暴に扱って壊れないかしらJ)といった用法を挙げている。ここで挙げられた例をモノ

カ文にしても同様の解釈が得られる。これらは上の分類でいえば「表出Jにあたり、聞

き手の存在を前提とせずに表現する類型にあたる。

では次にナイカ文とナイモノカ文とで平行する性質を挙げる。まず、「カjという形

式を使っているにも関わらず、いわゆる疑問文としては使えないという点が挙げられる。

希望を表す場合、疑問詞疑問文を構成する疑問詞を文中に入れることができないからで

ある。

(25) a.太郎は来ないモノカ/太郎は来ないカ(ナ)

b.・誰が来ないモノカ (x希望)/誰が来ないカ(ナ) (x希望)

また、ここまでの例で「希望jの解釈としたものについては、文末が上昇イントネー

ションにならないという点も挙げられる制。「ナイカjの依頼や勧誘の用法では文末に

上昇イントネーションが見られるが希望用法には見られない。さらに「カjを省略して

上昇イントネーションをつけた形は希望用法でなくなり、「モノカJを丁寧にして「モ

ノデスカJとした形も希望の意味としてはやや不自然になる。
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(26) a .君が行ってくれないか?/君が行ってくれない?依頼)

b.雨が降ってくれないものか。/・雨が降ってくれないもの?

c.雨は降ってくれない|もの?/ものなの?I (r一般的傾向jモノダ文の疑

問文になる)

d.雨|が/は|降ってくれないものですか。 (r一般的傾向Jを問う解釈が強

く、「希望jの意味にはとりにくい)

もう一つの平行性は動詞のタイプと希望の種類の関係である。日本語における基本的

な希望表現には、自分自身の行動の希望を表すタイと他の人の行動の希望を表すテホシ

イの区別がある。ここまでモノカ文の希望解釈については両者は区別せずに示してきた

が、動詞のタイプによって両者の使い分けがなされている。非意志動詞はテホシイに対

応し、意志動詞そのままであればテホシイを表せるが、タイを表すことができるのは意

志動詞の可能の形に絞られる。

(27) a.雨が降っテホシイ。(・雨が降りたい)

b.雨が降らナイカ(ナ)。

c.雨が降らナイモノカ。

(28) a.太郎に言っテホシイ。

b.太郎が言わナイカ(ナ)

c.太郎が言わナイモノカ

(29) a .自分で冒いタイ。

b.・自分で言わナイカ(ナ)/自分で言えナイカ(ナ)。

c. *自分で言わナイモノカ/自分で言えナイモノカ。

この制限は、語用論的な前提として、自分の行動の希望を述べるときには当然その行

動の意志は持っていなければならないことと関係していると思われる。いずれにせよ、

ナイカとナイモノカの平行性がここでも見られたのは、「ナイカ+モノjというモデル

化の妥当性を示すものと考えることができる。

3.3 r-ナイモノカjと r-ナイカナJ
r-ナイモノカjの検討の最後に、これとよく似た意味になる r-ナイカナjとの異

動をまとめる。

(23)で立てた仮説は、「モノカJは聞き手への働きかけができなくなる文を形成する

というものであった。これとよく似た性質を持つ表現として、終助詞の「ナJが挙げら

れる。 (27)-(29)でも例に付しておいたが、「ナJがあったほうが r-ナイモノカJの

文に近い解釈が得られる。

(30) a .子供の運動会や参観日くらいは、堂々と胸を張って仕事を休めないモノカ。

司
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(27 ) 

b.子供の運動会や参観日くらいは、堂々と胸を張って仕事を休めないカナ。

c.その優しい気持ちを、こちらの方にも向けられないモノカ。

d.その優しい気持ちを、こちらの方にも向けられないカナ。

ナは聞き手の存在を顧慮しない発話を構成するため、聞き手への働きかけをしないモ

ノカ文と同様の機能を持つことができると考えられる。しかしモノカ文との違いも見ら

れる。第一に、ナイカナは聞き手への呼びかけとともに発話することができ、聞き手へ

の働きかけも(間接的ながらも)できる。

(31) a .・君、その鉛筆をちょっと貸してくれないモノカ。

b.君、その鉛筆をちょっと貸してくれないカナ。

第二に、モノカと異なり、副詞「もしかするとJrひょっとするとJとの共起が可能

である。

(32) a.?もしかすると/?ひょっとすると雨が降ってくれないモノカ。

b. もしかすると/ひょっとすると雨が降ってくれないカナ。

宮崎 (2005)によると、これらの副調は「当該発話が可能性を想定してのものである

ということを表示する (p.36)Jと分析されている。これが正しいとすると、「ナイカナJ

は可能性を想定しつつ発話しているが、「ナイモノカjは希望を表しはするが、可能性

を想定して発話しているわけではないということになる。確かに、例えば試合観戦中に

ふと「あいつ、今度の玉を打たないかなjと思いつくことはあっても「あいつ、今度の

玉を打たないものかjという希望を持つことはなさそうである。モノカはその種の「そ

の場における軽い思いつきjの希望を表現するのには向いていなし=。

これと同様の性質が希望用法のモノダ文にも観察される。籾山(1992)では、次のよ

うな例をもとに希望用法のモノダ文を「希望の和らげJとしている。

(33) a.私はどうしても中国に行きたい。

b. X私はどうしても中国に行きたいモノダ。

(34) a. A:お昼ごはん何にする?

b. B: aラーメンが食べたい。

b?ラーメンが食べたいモノダ。

モノダには「希望(の強さ)を〈和らげる〉あるいはく弱める〉働きJがあるため、

(33b)では「どうしてもJという希望を強める副詞的要素と共起できず、 (34b)では

「聞き手に対する直接的な希望の表出でなくなり、むしろ聞き手の存在を前提としない

「独自的Jな言い方になるJと説明している。この例はモノカでも同様の性質があり、
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同じ聞いに対して「ラーメンが食べられないカナjと答えることはできるが、「ラーメ

ンが食べられないモノカjと答えるのはかなり不自然であるω。

本節では「モノカjの希望用法について分析を加えた。その結果、「希望Jの意味の

基本的な部分は r-ナイカjの部分が担っており、それに「モノJが持つ以下の制限

(再掲)がかかることによって解釈を特定しているという分析を提出した。

(35) rモノJが付加された文は聞き手に直接働きかけることができない文を形成す

る。

以下では、モノカの別の主要な用法についてもこの制限が働いているかどうかを確か

めながら分析の正当性を検証していく。

4 モノカ文の「適当J解釈

森田・松木(1989)による説明および例を以下に載せる。(例文番号を本論文に合わ

せ、「モノカjをカタカナに改めた)

r(疑問詞+)動詞+(た)ものかJr形容詞+ものかjの形で、この状況ではどうする

のが一番よいか、思案するときに用いられる。動調が過去形をとることが多いのは、仮

想を表すからであろう。女性では「ものかしらjも使われる。

(36) a. もちろん本人の目的は京都観光にあるとしても、案内する暇がなく、どう

したモノカと迷っております。(早稲田大学語学研究所編『日本語教科書中

級第二部J)
b. rまどをいくつつけたモノカと僕はひじように気をもんだことがあったっ

け..J (国木田独歩「牛肉と馬鈴薯J)

文法的な面でいうと、モノカに前接する動詞は意志動詞でなければならない。上の説

明にもあるように「どうするのが一番かjと考えるため、意志的にできることがらでな

ければならないからであると考えられる。

(37) a.こんな夜中に電気をつけたモノカ。

b.・電気がついたモノカ。

この用法は希望用法と違って「もとの文Jを想定することが困難である。「モノダj

文がもとになっているとも考えられないし、希望用法のモノカ文と違って「モノ」を取っ

た文は全く別のものとなる。

(38) a.・こんな夜中に電気をつけたモノダ。

F
同

utu 
q
L
 



( 29) 

b.どうしたか(→×どうしたものか)

C. いつ行ったか(→×いつ行ったものか)

この用法の変わった点として、タ形(過去形)のテンスの解釈のずれが挙げられる。

「どうしたものかJと考え込む場合、「どうした(のか)Jという形が通常過去のことに

ついて尋ねるのと異なり、実際には未来に何をするか、ということで考え込んでいる。

それに対して (38a) に文頭に「よくJを付加して「よくこんな夜中に電気をつけたモ

ノダjとすると「詠嘆Jのモノダ文になるが、明らかに「電気をつけたJという過去の

ことがらについて詠嘆(憤慨)している内容となり、テンスの解釈が適当のモノカと異

なる。このようにこの用法ではタ形が問題になるところであるが、いまは森田・松木

(1989)の説明に従っておく。

このタ形の問題を除くと、この用法に関しては「どうして「思案するJr考え込むJ

という解釈が出てくるのかJというのが基本的な問題である。まず、この用法は希望用

法と異なり、疑問詞を使うことができ、疑問詞がない場合も疑問文が基本となっている。

(39) a.こんな時に誰が謝りに行ったモノカ。

b.このような時だからやはり私が謝りに行ったほうがいいのか、それとも彼

女に行かせたモノカ。

この例ではどちらも「思案jしており、自分に問いかける疑問文とみることができる。

このように、この用法の特徴は、「自問Jの疑問文になるところであると考えられる。

「カjを文末に付けると文体的にぞんざいな文を構成するが、適当用法のモノカ文は丁

寧にすると逆に少しすわりの悪い文になってしまい、また、自問の文であることは変わ

らない。以下の文は聞き手に対する問いかけとしては使うことが難しいt帥。

(40) a.?これから先、どうしたモノですカ。

b. ?こんな時に誰が謝りに行ったモノですカ。

つまり、適当用法のモノカ文は聞き手に対して問いかけることができない文になって

いるのである。

この性質について説明を与えるとすると、希望用法のところでみた「モノjの性質が

役に立つのではないかと考えられる。希望用法のところでは「モノJの性質によってそ

の文が「働きかけjになれなくなると考えたが、適当用法では「聞き手に対する問いか

けjができなくなっている。「働きかけJと「問いかけjは、先の仁田(1990)のモデ

ルでいうと二箇所にまたがっていることになるが、その性質を考えると、いずれも「聞

き手に対して何らかの反応・行動を要求しているJという点は共通している。「働きか

け」であれば動作、「問いかけJであれば回答という反応を要求しているのである。そ

こで、その二つを合わせて「反応要求jと呼ぶことにし、以下のような語用論的な制限
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を文に課する要素として「モノJを捉えなおすことにする。

(41) rモノJが付加された文は聞き手に対する反応要求ができない文を形成する。

この性質を仮定すると、疑問文に「モノJが付加された場合は聞き手に「回答jを求

めることができなくなる。適当用法のモノカ文は希望用法と異なりベースは疑問文であ

ることから、上の制約により「回答要求jの機能を持てなくなる。疑問文が「回答要求J

できない場合、その「聞いJを自らに向けて「自問Jになるか、次節で織論するように

「聞いJの文でない解釈になるかのどちらかである削。適当用法は前者のほうを取り、

問いかけが自らのほうに向いて「思案する/考え込むjような働きを持ことによって

「自問jの性質を持つようになったものと考えることができる。

本節ではモノカの「適当j用法について考察した。モノカの前の動詞が意志動詞のタ

形でなければならないことを確認し、「カJを文末に持つ文としては「問いかけJの機

能がなく、「自問Jに限定されることを指摘した。この性質は前節で考察した「モノJ
の性質を拡張して (41)という形にすれば、「カJによる疑問文の可能な解釈の一つが

生きたものと見ることができる。 r-したほうがいい」というような「適当jの意味自

体については「モノカjの性質から直接は導き出せないと思われるが、少なくとも「自

問Jの性質は「モノJの性質から導き出すことができる。もしこの分析が正しければ、

ここでも r-カJという文に「モノJが作用したものとしてモノカ文を捉えることがで

きることになる。

次節では反語解釈のモノダ文を考察し、疑問文が「回答要求」できない場合のもう一

つの解釈の可能性と結びつけて分析する。

5 モノカ文の「反語J解釈

ここで扱う「反語Jは「モノカjの代表的な解釈である。日本語記述文法研究会

(2003)では rrものかJrてたまるかjは反語的な意味が固定化した形式である。 fもの
かjは一般的な性質に基づいてそれが成り立たないことを確認させるものであり、 ..J
と記し、反蹄の解釈が強く定着していることを示している。以下に例を示す。

(42) a. 誰が、こんな夜中に電気をつけるモノカ。

b.誰もいないのに電気がつくモノカ。

C. こんな時にあいつが来てくれないモノカ。

d. こんなタイミングであの人に会ったモノカ。

例えば (42a) をパラフレーズすると、「誰がこんな夜中に電気をつけるものか、いや

誰もっけないjとなる。その後半の解釈が反語の解釈である。

(42a)・(42b)で分かるように、意志動詞か否かに関係なく反語解釈は生じる。 (42c)
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の例は同じ形で希望用法 (rあいつに来てほしいJ)にも取れるし、反語 (r来てくれな

いはずがない/きっと来るJ)とも取れる。しかし同時に両者の解釈を得ることはでき

ない。同様に (42d)も適当用法 (r会うべきなのかどうなのか困ったJ)にも取れるし、

反語 <r会えるはずがないJ)にも取れる。しかしやはり同時に二つの解釈は得られない。

つまり反語解釈は希望・適当の解釈とは別のものであるということである出20

「反語Jは普通の疑問文にも見られる解釈であるが、必ずしも疑問文が反語の解釈を

持たなければならないわけではない。それに対して、モノカ文は反語解釈を強制する性

質がある。この性質をとらえて「反語的な意味が固定化した形式Jという記述がなされ

るのであろう。以下の例を比べてみる。

(43) a. 田中は来るか。

b.田中は来るモノカ。

(43a)は普通の解釈では「問いかけJの疑問文のように感じられる。イントネーショ

ンをわざと下げて言えばなんとか反語としても解釈できる。一方、 (43b) はまず反語

の解釈しか思いつかない。問いかけとして解釈するにはわざわざ上昇イントネーション

にし、モノダ文の疑問文として解釈できるように「モノJのところをやや強調気味にし

なければならない。この事実からみると、「モノカJが付いた疑問文は反語の解釈がか

なり強制されやすいということがいえる。

ここで問題は、なぜモノカ文が「反語Jという特殊な解釈を引き起こすか、というこ

とである。もちろん既に反語のための形式として定着しているからという説明も成り立

つのであるが、何も動機無しに反語に定着したと考えるよりは、なんらかの理由があっ

て反語の解釈になったと考えるほうが自然である。

この理由を考える場合、従来は「モノダJの意味論的性質に理由を求めていたように

思われる。例えば日本語記述文法研究会 (2003)では rrものかjは一般的な性質に基

づいてそれが成り立たないことを確認させるものであり、…J(51ページ)という説明

を与えている。これはモノダ文の基本的な意味である「一般的傾向jという性質から直

接説明を与えようとしたものである。しかし一般的傾向について問う疑問文は第2節で

考察したとおりであり、そこでは「反語Jの解釈は得られなかった。つまり「一般的傾

向」のモノダ文はそのまま疑問文にしても「反語Jの解釈にはならないのである。上の

説明の引用でも、モノダ文の疑問文化という捉え方はしていないようであり、疑問文自

体に「モノJの「一般的傾向Jという性質が作用したものとして捉えているように思わ

れる 11':13 しかしなぜ「反語jという解釈がそこから導き出されるのか、このままでは

明確ではない。

一方、同書50ページの「だろうかjの説明の箇所では rrだろうかjは話し手自身に

問いかけることによって、反語解釈が出てくることもあるjとしている。この説明法は

ここまで見てきた「モノJの持つ性質と合致するように思われる。つまり、反語の解釈

においても「モノjは r-カJという疑問文に働きかけ、前節でみたような性質により
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反応要求をプロックすることで疑問文が持つ基本的な「問いかけJの働きを消失させる

と考えるのである。確かにここで示した反語の例は、全て聞き手になんらかの反応を要

求するものではないように思われる。

前節でみた適当用法の場合は、疑問文の持つ「回答要求jの機能がプロックされるこ

とで「自問」の機能が浮かび上がったと分析した。それに対して反語用法の場合は、疑

問文がそもそも f問いjでなくなっていると考えれば「反語jの解釈が導き出されると

思われる。つまり「問いjの形をとってはいるが、実際は話し手がその「答えJを持っ

ていると考えるのである。

わざわざ疑問文の形を持って発話されているにもかかわらず「答えjを持っていると

すれば、グライス流語用論の量および質の原則に反するため、疑問文をそのまま肯定文

にしたものがその「答えjであると解釈することはできない。逆にその命題を否定した

ものが「答えjであると考えることで疑問文の形で主張内容を提示することに意味が出

てくる。その内容が「反語Jの解釈ということになる。

この説明が正しければ、反語の文はこれまでのモノカ文と異なり、聞き手に対してな

んらかの主張を行う文ということになる。聞き手に対する反応要求ではなく、仁田

(990)のいう「述べ立てjの文となるわけである。そうすると、希望・適当の用法の

場合と異なり、聞き手の存在を無視するような働きはないことが考えられる。それを示

す証拠として、反語用法では丁寧文も自然に用いられることが挙げられる。希望用法や

適当用法では丁寧文にすると不自然であったので、これは大きな違いである。

(44) a.誰が、こんな夜中に電気をつけるモノですカ。

b.誰もいないのに電気がつくモノですカ。

C. こんな時にあいつが来てくれないモノですカ。

d.こんなタイミングであの人に会ったモノですカ。

(44c)・(44d)の形では、反語の解釈としてなら問題ないが、希望/適当の解釈は難し

くなる削。希望/適当の解釈だけを見ると仁田(1990)のいう「表出Jの機能と強く

結びついているようにも見えるが、上の事実から考えると、反語の「モノjを表出の機

能と結びつけるのは適当ではなく、「反応要求jをプロックする性質によるものとする

小論の仮説のほうが用法をひろく予測することができると思われる。

以上、本節では反語の用法について考察し、反語の解釈を生み出すメカニズムをここ

までの「モノJの性質によって説明することを試みた。

6 むすび

小論ではモノカ文の希望・適当・反語の用法について文法の面から考察を加え、これ

らの用法は以下に示す「モノJの性質が r--カJという形の文に作用して生じたもので

あるという仮説を提出した。
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(45) rモノ」が付加された文は聞き手に対する反応要求ができない文を形成する。

上記の性質は、語用論的な作用に関する制限として働き、勧誘、命令、問いかけなど

の作用を消去するものである。これによって 3つの用法のあり方について一定範囲で説

明を与えることができたと考える。

この性質は「モノJの持つ本質的な性質と関わっていると考えられるが、例えば「一

般的傾向Jといった具体的な意味論的実質から導き出されるのか、あるいは、意味論的

な性質だけでなく形式名詞による名詞文であるという文法的な性質とも関係を持ってい

るのか、ということについては明らかではない。「複合辞」ゃ「文法化Jの研究とも関

係付けながらさらに考察を進めていく必要がある。

-小論は、塩塚 (2006a)およびそれを発展させた塩塚 (2006b)をもとに江口が論点を追加し整理

しなおしたものである。また、平成18年度科学研究費基盤研究(c)r非項空所関係節および関数的

名詞の統語論的・意味論的研究J(課題番号16520271 研究代表者 江口正)による研究成果の一

部である。

注

注1 例えば寺村(1993)、森田・松木(1989)、籾山(1992)、坪根 (994)、藤井 (996)、揚妻

(1997)、揚喪(1999)、北村 (2001)、北村 (2004)、北村 (2005)などの研究が挙げられる。

注2 例えば森田・松木 (989)、グループ・ジャマシイ (998)、日本語記述文法研究会 (2003)、

メイナード (2005)などに記述が見られる。

注 3 r名調+ダ+カjの『ダjは主文末において現れないため、 fモノ+ダ+カjは『モノカJに

なる

注 4 以下の例で文頭に r.Jが付されている場合はその文が不適格であることを、 r?Jが付され

ている場合はその文が不自然であることをそれぞれ示す。また、文末の r?Jは上昇イント

ネーションであることを示す

注5 用法の分類は当面の議論に必要なものに絞っている。分類法の詳細やその成否についてここ

では触れない。「代用語J用法の実質名詞的性質とそれ以外の形式名詞的性質に関しでも議

論することはしない。

注 6 次節からいちいち示さないが、希望・適当・反語の解釈の場合、カの省略やカを「ナノJに

置き換える操作はできない。

注7 グループ・ジャマシイ(1998)には次のような説明がある。「あるできごとの実現を望む話

し手の気持ちを表す。「…なかったものかjは、実現しなかったことに対して困惑する気持

ちが含まれる。また、文末に r(と)考えるJを伴う場合は、実現が可能かどうか考えると

いう意味になる。次(原文 (6))のようにひかえめな依頼の表現として用いられることもあ

る。J
-彼と話しができないものでしょうか

i主8 r疑問文jに上昇イントネーションは必須の関係というわけではない

注9 小論では詳しく考察する余裕がないが、この極の「モノダ/モノカjの性質は「和らげjに

よるものというよりは、 f現場性Jおよび f時間的限定性Jがなくなることによって生じて
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いるのではないかと考えられる。

注10 rどうしたものですかJは問いかけとして使いにくいが、「どうしたものでしょうか」とする

と問いかけとしても使えるようになる。「モノJに Iダロウ/デショウjが後続する場合に

は小諭で考察した性質のいくつかが観察されなくなるため、さらに考察を深めていく必要が

ある。

注11 間接疑問節のような形で単に同時に複数の可能性を述べるだけの文になる場合もありうる。

注12 なお、反語解釈には希望・適当解釈の場合に見られたようなモノカに前接する形式について

の制限はないように思われる。

注目 この捉え方のモデルは小論のものと同じであることに注意されたい。

注14 これらを「ものですかjを fものでしょうかJとすると希望/適当の解釈も可能になる。
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