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1.はじめに
日本語と英語では名詞句を構成する要素の順序が異なる。日本語では、修飾
語句は名詞の前になり、名詞句の最後尾に名詞がくる。一方、英語では、冠詞
などの決定詞から始まり、修飾語句が名詞の前後に配置される。修飾語句の中
で名詞句を後ろから修飾する表現がいくつかある。前置詞句、不定詞句、分詞、
関係詞節などである。本稿ではその中の関係詞節を取り上げる。関係詞節には
主語と述語動詞が含まれており、多くの情報を使って名詞句を修飾することが
可能であるが、そのために複雑である。先行詞の名詞句と関係詞節が意味的に
どのような関係にあるのかを考察することで関係詞節の特徴の一端を明らかに
していく。本稿では特に先行詞の定性に注目していく。関係詞節には制限的関
係詞節と非制限的関係詞節があるが、主に制限的な場合を扱っていく。

2.冠詞と関係詞節の機能
中島  において、先行詞につく冠詞の意味と関係詞節の関係が分析され
ている。まず、そこでの分析を見ていく。中島  では、制限的関係詞節を
5HVWULFWLYH 制限的 と 'HVFULSWLYH 記述的 に分類し、働きの違いは統語構造
に関係するとされている。 が 5HVWULFWLYH の  が 'HVFULSWLYH の例である。

 $Q\ERRNZKLFKLVDERXWOLQJXLVWLFVLVLQWHUHVWLQJ
 ,ERXJKWDERRNZKLFKZDVDERXWOLQJXLVWLFV

 では、ZKLFK 以下の関係詞節は ERRN の意味を制限し、DQ\ は ERRNZKLFKLV
DERXWOLQJXLVWLFV 全体にかかるとし、この場合を 5HVWULFWLYH としている。
一方、  の関係詞節は DERRN の説明、記述をしているとしているとし、この
場合を 'HVFULSWLYH としている。次のように異なる統語構造が想定されている。
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 $Q\>ERRNZKLFKLVDERXWOLQJXLVWLFV@LVLQWHUHVWLQJ
 ,ERXJKW>DERRN@>ZKLFKZDVDERXWOLQJXLVWLFV@

中島  では関係詞節のこれら二つの働きを冠詞との関係で分析している。
例えば、次の文では WKH の機能の違いから関係詞節の働きが変わってくるとさ
れている。

 7KH*UHHNVZKRZHUHSKLORVRSKLFDOOLNHGWRWDON

この例の関係詞節は、WKH の解釈によって 5HVWULFWLYH にも、'HVFULSWLYH にも
考えられるとしている。中島  では定冠詞の機能を次の  つに分けている。

D$QDSKRULF 照応的 
E&LUFXPVWDQWLDO 情況的 
F5HVWULFWLYH 制限的 

 の例の WKH は情況的、または、制限的と考えられている。前者の場合は、関
係詞節は 'HVFULSWLYH であり、後者の場合は、5HVWULFWLYH であるとされてい
る。
不定冠詞の場合も冠詞の働きによっては、関係詞節は 5HVWULFWLYH になった
り、'HVFULSWLYH になったりする。不定冠詞の機能は次の  つに分類されてい
る。

D8QVSHFLILHG この場合はD DQ\ 
E,QGHILQLWHO\VSHFLILHG D DFHUWDLQ 
F&ODVVLILFDWRU\ D DVSHFLPHQRI 

 のように、不定冠詞の機能が 8QVSHFLILHG の場合には関係詞節は
5HVWULFWLYH に、  のような ,QGHILQLWHO\VSHFLILHG の場合と  のような
&ODVVLILFDWRU\ の場合には関係詞節は 'HVFULSWLYH になるとされている。
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 $QDXWKRUZKRVSHDNVDERXWKLVRZQERRNVLVDOPRVWDVEDGDVDPRWKHU
ZKRWDONVDERXWKHURZQFKLOGUHQ
 7KH\SRLQWHGWRDGRJZKRZDVORRNLQJDWKLPKRSHIXOO\
 7KLVLVDGRFWULQH,GRQ WEHOLHYHLQ

このように中島  では冠詞の働きによって関係詞節の働きが変わると説
明している。冠詞の働きが関係詞節の働きに関係していることが示されている
が、冠詞の機能を分類しどの機能であるかを解釈するという複雑な過程を経る
ことになる。  のように二つの解釈が可能な場合もある。複雑な冠詞の機能に
依存する 5HVWULFWLYH、'HVFULSWLYH 以外の方法で関係詞節を特徴づけることが
できないであろうか。冠詞が持つ機能の中でも別の機能に着目して、単純に、
定冠詞と不定冠詞というくくりで考えることはできないであろうか。

3.先行詞の定性と制限的関係詞節の分類
河野  の制限的関係詞節の分析にも冠詞が関係している。関係詞節の用
法は、制限的用法と非制限的用法の  種類に分類できる  。関係詞節自体の形
は同じであっても、先行詞と関係詞の間に休止を置かない制限的用法と休止を
置く非制限的用法の  種類である。命題という観点から見れば、制限的関係詞
節は先行詞が含まれる主節の一部になっているが、非制限用法の関係詞節は先
行詞が含まれている節とは別個の独立した命題を表していると考えられる。
河野  は制限的関係詞節でも非制限的関係詞節と同様に別個の命題を表
していると解釈できる場合があると主張し、「制限的な制限節」と「非制限的
な制限節」に分類している。そこでは、次の例が「非制限的な制限節」の例と
して挙げられている。

 0DQ\RIWKHUHVFXHGSDVVHQJHUVZHUHILUVWWDNHQWRWKHLVODQGE\
KHOLFRSWHUVWKDWWKHQUHWXUQHGWRFRQWLQXHWKHVHDUFK

この例においては関係詞節内に WKHQ があることから関係詞節が主節から独立
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した命題であることを示していると主張されている。
河野  はいくつかの非制限的な制限節の特徴を指摘しているが、その中
の一つとして先行詞が不定名詞句であることをあげている。一方、制限的な制
限節については、定名詞句が先行詞の場合生起しやすいと指摘している。さら
に、それぞれの制限節の働きについては、非制限的な制限節の働きを「属性叙
述機能」、一方、制限的な制限節の機能を「下位類形成機能」と呼んで区別し
ている。非制限的な制限節の先行詞は個体を表しており、関係詞節はその個体
の属性を述べているが、制限的な制限節の先行詞は類を構成し、関係詞節はさ
らにその下位に類を生み出しているとされている。先行詞に不定冠詞がつく場
合の関係詞節は「属性叙述機能」を、先行詞に定冠詞がつく場合の関係詞節は
「下位類形成機能」を果たしていることになる。例を挙げる。

 D7KHSROLFHPDQDUUHVWHGDPDQZKRNLOOHG0DU\
E7KHSROLFHPDQDUUHVWHGWKHPDQZKRNLOOHG0DU\

D の場合は先行詞を DPDQ と考え、DPDQ が表す任意の個体について関係詞
節が個体の持つ属性を述べていると考えられている。一方、 E の場合は先行
詞を PDQ と考え、PDQ という類を関係詞節でさらに下位類に分類し、定冠詞の
WKH が下位類に属するメンバーが同定可能な個体であることを示すと考えられ
ている  。
河野  は「制限的な制限節」と「非制限的な制限節」の特徴をまとめて
次のように述べている。

 D両制限節はいずれも限定修飾機能をもつという点では共通している。
Eしかし、両制限節の限定修飾能力には相違があり、後者は前者ほど
限定する力はない。
F後者は主節とは独立の命題を表し得るが、前者は表せない。
河野  

しかしながら、河野  では次のような例は「制限的な制限節」と「非制
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限的な制限節」という分類の例外であるとしている。

 D:HDUHEOHVVHGZLWKWKHVXQWKDWULSHQVWKHULFH
E$ZRPDQZKRPDUULHV\RXQJLVXQOLNHO\WREHKDSS\

D は定冠詞が先行詞にあるので制限的な制限節、 E は不定冠詞が先行詞
についているので非制限的な制限節になるはずである。ところが、制限的な制
限節であれば VXQ を先行詞として類を表すことになるが、
ここでは先行詞は WKH
VXQ になる。また、 E については先行詞は DZRPDQ となるが、個体ではなく
類と解釈される。類と解釈されるのは定冠詞のついた非制限的な制限節の特徴
であり、不定冠詞のついた制限的な制限節の特徴ではない。したがって、これ
らの例は「制限的な制限節」と「非制限的な制限節」という分類の例外になる
と指摘している。 D では、本来一つしか存在しない VXQ を制限することはで
きないわけであるが、修飾することで VXQ という物のいろいろな側面が描写さ
れている。このような働きは先行詞を類と分類することではとらえきれないと
いうことであろう。一方、 E では先行詞が DZRPDQ であり、類を表している。
類を表すことは定冠詞のついた名詞句の特徴とされているので問題になる。河
野  は「制限的な制限節」と「非制限的な制限節」の分類は多くの場合は
有効であるが、これらは例外になるとしている。
先行詞の定性に関していえば、「非制限的な制限節」という考え方が必ずし
も当てはまらないことになる。冠詞にはいくつかの働きがあるがことは中島
 でも指摘されている。冠詞のどのような特徴が関係節に影響を与えるの
かということのとらえ方に問題がありそうである。定冠詞の WKH は同定可能で
あることを示すとしているが、同定の過程に関係節がどのように関与している
かは分析されていない。次にそのような観点から定冠詞と関係詞節の関係を考
えてみたい。

4.「はみ出し」と「吹き出し」
安井  では、「はみ出し」と「吹き出し」という用語で関係詞節を定性に
基づいて分析している。冠詞の働きが関係詞節の振る舞いに影響を与えている
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ことがわかる。
定冠詞の WKH は、後続する名詞句が何らかの意味で、話し手と聞き手の双方
に了解されている内容であることを表しているが、安井  は、先行詞に定
冠詞がついた場合の関係詞節ではこの了解されている内容の具体的説明が表現
されるとしている。この機能を「吹き出し」と呼んでいる。次の例で考えてみ
る。

 7KHERRN,ERXJKW\HVWHUGD\LVDERXWVHPDQWLFV

安井  は、話し手は関係詞節で聞き手に対して WKH の具体的指示内容を提
示しているとしている。関係詞節は適用範囲を限定しているのではなく、すで
に限定されていることを説明しているのである。この例では、定冠詞の WKH が
あるということは、WKHERRN とすれば、どの本を指しているのかわかるはずで
あるが、どの本のことであるかを関係詞節で具体的に説明していることになる
のである。
不定冠詞が名詞句につく場合はどうであろうか。安井  では、不定冠詞
のついた先行詞に後続する関係詞節の機能は「はみ出し」と名付けられている。
次の例では、DSHUVRQ だけでは説明しきれないため関係詞節で説明を加えない
と話し手が意図した文はならないのである。

 $EDNHULVDSHUVRQZKREDNHVEUHDG

話し手が表現しようとすることが名詞句だけでは表現しきれないので関係詞節
にはみ出してくるのである  。
さらに、安井  ではこうした冠詞と関係詞節の関係を情報構造的にとら
え直している。そこでは、定冠詞が先行詞につく場合の関係詞節は旧情報を表
し、不定冠詞がつく先行詞の関係詞節は新情報を表すと指摘されている。否定
文の意味を比較することでそのことが明らかにされている。

 D,GRQ WOLNHWRVLWLQWKHVSRUWVFDU0DU\GULYHV
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E,GRQ WOLNHWRVLWLQDVSRUWVFDU0DU\GULYHV

D で否定されているのは、「ある特定のスポーツカーに同乗すること」で
あり、関係詞はその特定のスポーツカーをメアリーが運転していることを表し
ている。関係詞節で WKH が指示している内容を表しているにすぎず、否定の対
象にならない。一方、 E では、「メアリーが運転するスポーツカー」が否定
されており、関係詞節が表す「メアリーが運転する」が否定の対象となる。否
定の対象になるということは新しい情報を表しているということを示している。
安井  では定冠詞の意味の中でも既定性と関係詞節を結び付けている点
が特徴的である。中島  や河野  はこの特徴と関係詞節とを関係づけ
られてはいない。安井  は先行詞につく定冠詞の WKH を後方照応的である
としているが、中島  では WKH の後方照応的な働きを取り上げて関係詞節
を分類してはいない。
冠詞をとおして関係詞節の働きを分析してきたが、安井  により冠詞の
働きの中でも定冠詞の持つ既定性という特徴が関係詞節の働きに関与している
ことが明らかになった。さらに、既定性から考えることによって情報構造的に
関係詞節をとらえることが可能になる。

5.情報構造
 つの考え方を概観したが、それぞれの分析の基準に違いがある。中島 
は冠詞の機能を基準にした分析であり、河野  は命題という論理学的な解
釈の視点からの分析である。一方、安井  は冠詞に加えて情報構造という
観点からの分析である。ここからは、関係詞節の特徴を捉えるためには情報構
造の視点も取り入れることが有効であることを示していく。

5.1定冠詞の予測性
冠詞は情報に関して話し手がどのように理解しているかを表す。定冠詞を使
うということは話し手が名詞句の指示することを既定的な内容であると理解し
ていることになる。安井(2000)で主張されているように、定冠詞のついた名詞
句を先行詞とする関係詞節が既定性の根拠になる具体的指示内容を明らかにし
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ているとするならば、定冠詞は聞き手に指示内容が後続することを予測させる
表現ということになる  。次の例の容認可能性の違いは定冠詞のこうした予測性
と関係している  。

 D+HJUHHWHGPHZLWKWKHZDUPWK,KDGH[SHFWHG
E +HJUHHWHGPHZLWKDZDUPWK,KDGH[SHFWHG
 D+HJUHHWHGPHZLWKDZDUPWK,KDGQRWH[SHFWHG
E +HJUHHWHGPHZLWKWKHZDUPWK,KDGQRWH[SHFWHG

D では関係詞節では「予想されていた」という意味を表しているので、WKH
の持つ予測性という意味と矛盾しないが、 E では WKH で予測させておきなが
ら関係詞節では「予測されていなかった」と表しているのでここで矛盾が生じ
ているのである。これらの例は定冠詞に予測性という特徴があることを例示し
ている。
定冠詞に予測性があるとするならば、先行詞に定冠詞つく場合は、情報構造
的には関係詞節の情報量は少なくなる。定冠詞の存在が聞き手に修飾語句が後
続することを予想させる。予想されることが生じるということは、その情報量
は少ないということになる。このように先行詞の定性と関係詞節を情報構造的
に結びつけることができる。定冠詞の予測性という働きと情報量を関係づける
ことで説明が可能な現象がある。

5.2限定する力
  においてすでに触れたことであるが、河野  は「制限的な制限節」
と「非制限的な制限節」の特徴を比較して、「両制限節の限定修飾能力には相
違があり、後者は前者ほど限定する力はない」と論じている。後者、つまりは
「非制限的な制限節」は限定する力は弱いということである。
「非制限的な制限節」には原則として不定冠詞が先行詞につくとされている
ことを考えると、冠詞による予測性からこのことをとらえることができる。定
冠詞の場合は予測性が働くが、不定冠詞の場合は予測性が働かない。不定冠詞
は聞き手に関係詞節が後続することを予想させないので、関係詞節の情報量が
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多いということになる。情報量が多いということは、先行詞と関係詞節の独立
性が高くなり、両者の結びつきは弱くなると言えよう。つまりは、「限定する
力」が弱くなると考えられる。情報構造的に分析することで、この特徴が裏付
けられる。関係節の働きを考える場合に情報構造的な分析が有効であることを
示す事例である。

5.3接触節
関係詞節を導く関係代名詞が複数可能な場合がある。関係代名詞が関係節内
の動詞の目的語と関係づけられる場合である。この場合は、WKDW、ZKLFK また
は ZKR、接触節のどれを用いても文法的に問題はない。この三者の間に違いは
あるのであろうか。
織田  によれば、先行詞との FORVHQHVV に違いがある。最も遠い距離に
耐えられるのが ZKLFK と ZKR であり、接触節が最も FORVH な関係にあるとされ
ている。つまり、ZKLFK と ZKR、WKDW、接触節の順で先行詞と FORVHQHVV が高く
なる。これを情報構造的に考えれば、FORVHQHVV が高いということは、聞き手
が予想しやすいということであるから、情報量が少ないということになる。接
触節の情報量は少ないということになる。情報量が少ない関係詞節は、先行詞
に定冠詞がつく場合の関係詞節であるから、接触節は先行詞に定冠詞がつく場
合に用いられやすいと予想される。
小寺  では接触節内の主語には人称代名詞が多く、接触節の情報量は少
ないことを指摘している。また、小寺  は実際のデータの分析から、接触
節が用いられるのは先行詞に定冠詞がつく場合に多い傾向があることを示唆し
ている  。これは上記の予想を裏付けていると言えよう。
ここでも冠詞と情報構造を考えることで正しい予想が可能になる。関係詞節
の特徴を理解するためには冠詞と情報構造を活用することが有効であることが
示された。

6.おわりに
冠詞と関係詞節の働きの関係を探ってきた。冠詞の働きだけではなく情報構
造に目を向けることが関係詞節の特徴を明らかにするために有効であることを
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示した。関係詞節と先行詞の関係の一端が明らかになった。名詞句は限定詞か
ら始まるので、限定詞が名詞句全体に影響を与えることになる。ここでは、冠
詞に注目してきたが、冠詞以外の限定詞が先行詞につく場合についても同様の
視点からの分析が可能であろう。

注
関係節の制限的な用法と非制限的な用法の区分についてはここでは論じないが、明確な
分割が難しい場合もあると思われる。小池  では次のように論じられている。「母
語話者は、多くの場合、必ずしも関係代名詞の つの用法を明確に区別して理解している
とは限らない。意味はあくまでも文脈によって決せられるのである。母語話者の心的文法
には、厳密な文法項目についての情報が記述され、整理されているのではなく、予想外に
簡素化された状態で、柔軟性のある知識として、「文ないし情報を連結させるための連結
要素」というような大枠の括りをしているのではないだろうか。関係代名詞について言え
ば、先行詞と呼ばれる構成要素が一旦認識されると、それと結びつけて考えること（＝情
報の連結）が可能な要素と関連付けないし結び付けを行っているのである。」 S 
中島  の 5HVWULFWLYH、'HVFULSWLYH と河野  の「非制限的」と「制限的」は、
同様の統語構造が想定されていることになる。
河野  で例外とされた  の例も安井  の「吹き出し」と「はみ出し」という
考え方で説明可能であろう。
  D:HDUHEOHVVHGZLWKWKHVXQWKDWULSHQVWKHULFH
 

E$ZRPDQZKRPDUULHV\RXQJLVXQOLNHO\WREHKDSS\

D では WKH があるので後続する関係詞節で WKH が既定としている具体的な内容を表し
ている。一方、 E では ZRPDQ だけでは話し手の意図する内容には不足するので関係詞
節で不足した部分を表している。
中島  では、WKH は聞き手にとっては制限を予期する記号になっていると指摘してい
る。例えば、$OOWKHVROGLHUVWKDWZHUHEUDYHSXVKHGRQにおいては、制限用法の DOO 
WKHが 5HVWULFWLYH な関係節を予告していると指摘している。WKDW、WKRVH> 1 ZKLFK
ZKR@も同様であることも指摘されている。
安井  は予測性が関係しているとしているが、詳しくは論じられていない。
小寺  では、接触節は DOO のような不定代名詞を含む名詞句に続く傾向があること
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も指摘されている。これは不特定な数量に関する情報を示す表現についても、不特定の数
量に関連した内容が後続されることが予測されるためと考えてよいのかもしれない。
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