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はじめに

《説明の構造》と《おしはかりの構造》

ー「ーノダロウJをともなう文の機能ー

塩浜E佐子

本論文では《説明の構造》と《おしはかりの構造》が共存する「ーノダロウJ

という文の構造、機能の分析、記述をおこなれ

先行研究では fーノダロウJの形態について記述するさいには、『ノ Jと『ダ

ロウJに分ける研究者が多く、形っくりとしては、これが定説化しているようで

ある。しかし、意味・機能を考えるさいに『ノ Jと『ダロウJと考える研究者と

fノダj と fダロウJと考える研究者、両方を認める研究者とでは、 r-ノダロウJ

の本質の捉え方に大きな違いがある。筆者は、『ーノダロウjは「ノ j と『ダロウj

にも「ノダj と『ダロウJにもわかちがたいと考えるが、論理構造を考えるさい

には、《説明の構造》と《おしはかりの構造》、「ノダJと『ダロウj の複合と考え

分析を進めていく。(しかし、「ーノダロウJを、構成する形態素にわけ、その形

態素の意味の複合が「ーノダロウj のあらわす意味であると決めてかかるのは危

険であることも同時に明記しておく。)

本論で記述する《説明の構造》とは、先行する文にえがかれている出来事の原

因や理由、あるいは結果や意味を明らかにするための説明の構造(過程)である。

この時、説明を必要とする“出来事"の含まれる文を〈説明され〉の文とよび、

その〈説明され〉の文の出来事の原因、理由、結果、意味を明らかにしている文

を〈説明〉の文と呼ぶ。例えば、『風見院長はまだ晩飯がすんでいなかった。出産

がふたりつづいたのだ。J(石川遥三『酒落た関係])という用例の場合、『風見院

長は…Jの文が{説明され〉の文で結果としての出来事をえがいており、『出産が

…j の文が〈説明)の文として、その結果がおきた原因、理由を明らかにしてい

る。また、『経子の書おきであった。娘は家出したのだ。J(石川達三『酒落た関係.!I)

というような用例では、『経子の…Jという文が〈説明され〉の文で、その後の結

果の説明の理由となる出来事をさしだしており、『娘は…Jの文は〈説明〉の文と

してく説明され〉の出来事の結果、意味をえがきだしている。

そして、本論で記述する《おしはかりの構造》とは、経験の中にすでに確認さ
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れている事実、あるいは一般的な命題がえがかれている文を根拠として、その文

にえがかれている出来事の原因、理由または意味や結果をつきとめるために想像

や判断の過程が進行する構造のことである。このとき、事実、命題がえがかれて

いる文をくおしはかられ〉とよび、そこからひきだされる想像や判断がえがかれ

ている文を{おしはかり〉とよぷ。例えば、『雲が出てきた。(これから)雨が降

るだろう。Jという例の場合、「雲が出てきた。Jというすでに確認された事実がさ

しだされた〈おしはかられ〉の文があり、その出来事を根拠に、r(これから)雨

が降るだろう。Jと判断している(おしはかり〉の文がある。めのまえの事実とこ

れまでの経験や一般的な知識をもとに思考しひきだされたのが「雨が降るだろ

う。j という出来事なのである。

上記のように《説明の構造》と《おしはかりの構造》を規定すると両方を含む

「ーノダロウj の文の複雑さがあらわになる。端的にいうと、原因や理由あるい

は意味を明らかにするために〈説明〉がもとめられるが、その原因や理由、意味

をつきとめるために(おしはかり〉の過程が進行しているのである。『ーノダロウJ

の構造、機能において、このふたつの方向の異なる思考過程は同時に進行してい

る。逆にいうと、ふたつの方向の異なる思考過程をえがきだすための一つの形式

として『ーノダロウJは機能しているのである。

先行研究

森田良行・松木正恵 1989W 日本語表現文型~ rのだろう Jでは、 fーノダロウJ

を、『断定判断を示す「のだJに対応する推量判断で、活用語の連体形を受けるJ

とし、『変化形として、『のであろう Jrのでしょ(う)J、話し言葉では『んだろう j

fんでしょ(う)Jが用いられるJと解説している。その典型的な用法として、①

現実の事柄をもとにして、その背後の原因や理由を推測する、②前件・後件の事

実を一つの因果関係としてとらえ得る可能性があるという判断を表す、③種々の

状況からある事柄を事実と認、め得る可能性があるという推量判断を表す、④疑問

形で、ある結論に至るまでの事情や事柄の背景にある原因・理由などを問う、の

四つをあげ、さらに周辺的なものとして、 (1) 感嘆文の形で驚嘆・不満・喜び等

を強める用法、 (2) 自分が推量した事柄について、相手に確認・同意を求める用

法(疑問調をもちいない場合)、 (3)終助調「かJを伴って反語・強調を表す用法、

の三つをあげている。さらに、『のだろう Jと『だろう Jの違いについては、以下

のような用例をあげ、説明している。

a心配したから疲れたのだろう。

b心配したから疲れただろう。

aは、『心配したJr疲れたJという既知の事実の聞に、「心配したj ことが原
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因で『疲れたJという因果関係を認める可能性を表明している。ところが「だ

ろう jに置き換えると、全く違った意味になってしまう。 bは、『疲れたJか

否かは未知の事柄であり、『心配したJという状況からみて f疲れたJ可能

性が高いという判断を示すことになるのである。

森田 1989における、②を認める考え方は大変興味深いが、②のみをみていて

も、①のみをみていても『ーノダロウJは分析できない。①と②の遣いは「ーノダ

ロウJの用法上の違いというよりも、二つの文の関係ではなく、あわせ文の中の

関係をみたさいの特徴であると考えられる。今回分析したなかでは、あわせ文の

中の関係において、②が成立したうえで、そのあわせ文とその前件もしくは後件

の文との関係において①が成立するというような二重の「入れ子型Jのような関

係をみることができた。用例の数が足りず、この点については推測の域をでない

が、森田がとりだした②の用法は「ーノダロウjの用法をとりだしたのではなく、

あわせ文 r.......から一。jの用法なのではないだろうか。今後さらなる考察が必要だ

ろう。

さらに、『ーノダロウJを中心に考察している論考に幸松英恵 2007♂ヘ 2007b

叫がある。

幸松 2007aでは、従属節と主節による推論の時間先後関係が、実際の事態の継

起順序と逆行している推論について考察している。具体的には、従属節において、

ある事態を提示し、主節においてその事態の原因・理由・事情などを遡って推論

しているタイプの「からj 文を取り上げている。コーパスを用いて「からJ文の

主節述語、従属節述語の構文的な特徴を確認し、結論として、従属節には『証拠

性の存在Jなどが提示され、主節では特定のモダリティ形式を用いる傾向がある

ことを指摘している。その特定のモダリティ形式として多く現れるのが『ーノダ

ロウJであるという。

具体的には、次の(1)、 (2)の用例を用いて下記のように説明している。

(1)電車が到着したから、もうすぐ改札が混雑するだろう。

(1)は『改札が混雑するJという事態が未来において起こるであろうと推論

している。時間性を持つ事態どうしが〈推論の根拠〉と〈推論によって導か

れた判断〉の内容になるとき、事態聞の継起順序と推論の時間的先後の関係

.1 幸松英恵 2007r時間的に逆行している推論に閲する一考察J <W 日本語文法~ 9月

7巻 2号)

句幸松英恵 2007rrノダロウjの意味・機能ー『ダロウJとの比較を通してーJ<r日
本語の研究~ 10・013(4)、108)
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は(1)のように配されるのが典型的である。しかし推論を表す複文の中には

次のように時間的に逆行するように見えるものがある。

(2)改札が混雑しているから、電車がついたのだろう。

(2)は『改札が混雑しているj という現在の事態を出発点に、その事態を引

き起こした原因を遡って推論している。このようにある事態の観察から出発

し、その事態が何故起こったかを説明すべく仮説の提案を行う推論は論理学

で (Abduction) と呼ばれ、現在では {Deduction演鐸法〉、(lnduction帰納

法)に並んで推論の種類の 1つであるとも言われている。

幸松 2007aでは、『従属節である事態を提示し、主節でその事態の原因・理由・

事情などを遡って推論しているタイプの「からj文Jを取り上げているため、「ー

ノダロウjの文全体の分析にはなっていないが、 IーノダロウJの文が「推論の時

間先後関係が、実際の事態の継起順序と逆行している推論Jになっていることを

指摘しており、『ーノダロウJの本質を考える上でおおきな意味をもつものである

と考える。しかし、「ーノダロウJには、「原因を遡って推論するJ以外の使用も

あり、上記のような観点だけでは、「ーノダロウJのさまざまなタイプの取り出し

ゃ、周辺的な用例の説明は困難である。

また、幸松 2007bでは、 IーノダロウJと fーダロウJによる推論の違いを分

析し、 f-ノダロウJの特徴を、① fノダロウJは所与の事態に対する話者の疑問

から発した推論に用いられる、②『ノダロウJによる推論の根拠になる情報の入

手方法は限定されている、③『ノダロウj は所与の事態の原因や実相を特定しよ

うとする推論を表すのが典型的である、④「ノダロウj によって推論される事態

に餓話上の焦点が置かれることはない、という四つをあげている。それぞれ、典

型的な fーノダロウj の用例の特徴づけとして妥当であると考える。しかし、上

記の四つが fダロウJとの違い、という面だけで提示されている点に疑問を感じ

る。①の特徴は、『ーダロウjをともなう文においても観察できる点であるし、@

の特徴にしても、 fーダロウJとの違いだけでなく、 fーノダj との違いにおいて

も考えなければならない点である。さらに、幸松の論考では、分析にあたって、

会話文と地の文とを区別していない点が最大の問題であるように思う。『ーダロ

ウJにしても『ーノダJにしても、会話文にあらわれる機能と地の文にあらわれ

る機能とでは違いがみられる。たとえば、会話文で fーダロウj が使用されたと

きに『おしはかり Jではなく、『念おし的なたずねる文jへ容易に移行してしまう

ことや、『ーノダJにおいても、会話文で使用されると、感情表出的な意味をおび

ることなどが先行研究によって指摘されている。よって、会話文、地の文は、分
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けて分析する必要があるだろう。また、幸松 2007aでは、あわせ文内の関係を、

幸松 2007bでは二つの文の関係を考察している。あわせ文内の関係のみをみてい

ても、(明示的な)二つの文の関係のみをみていても「ーノダロウJの記述は不充

分であると考える。

『ーノダjや「ーダロウJを扱った論考のなかにも、 r-ノダロウj についての

記述がある。奥田晴雄 1984判では、 f述語が「のだろう Jをともなって、おしは

かりの文が説明的にはたらくとき おしはかりの根拠をつとめる事実あるいは判

断は、かなり忠実に段落のなかにあたえられている。ここでは、〈おしはかりの構

造〉と(説明の構造〉とがひとつにもつれあっている。(中略)一方には先行する

文にえがかれている出来事の理由なり原因、あるいは意味をあきらかにする説明

の過程があって、他方にはその、先行する文にえがかれている出来事を根拠にお

しはかる想像なり思考の過程があるが、これらの、ふたつの、方向のことなる過

程は同時に進行している。 j 判と説明している。

また、田野村忠温 2002村では、 fーノダロウjの用法を、 rrsのだろうJは、 fの

ダ」と「だろう Jが組み合わせられたものであるから、あることがら αの背後の

事情が 8であることや、問題の実情が 8であることを、推論して述べたり、推論

や事情についての確認を聞き手に求めたりするのに用いられる。Jと説明している。

野田春美 1997では rrのだろう j は、基本的に、対事的「のだJの機能と「だ

ろう Jの機能をあわせたものだと考えてよいJ村と説明がある。松村明 1947*7、

菊池康人 2000材、三宅知宏 2010判の論考にも、『ーノダロウJの記述には「ーノ

ダJの機能を考慮する必要があることが指摘されている。

上記であげた先行研究にも指摘があるように、「ーノダロウjを分析するには『ー

ノダ」と「ーダロウj の知識が必要不可欠である。だが、管見のかぎりでは、両

方の側面から fーノダロウJを分析している論考はない。

よって本稿では、 r(おしはかりの構造〉と(説明の構造〉とがひとつにもつれ

あっているj という奥田の見解を参考に「ーノダロウJの分析をすすめていく。

川奥田靖雄 1984rおしはかり(ー)J (W 日本語学~ 12月号、明治書院)
川 向上 p.60
町田野村忠温 2002W現代日本語の文法 1 rのだJの意味と用法』和泉書院、 p.72
吋野田春美 1997rrの(だ)Jの機能』くろしお出版 p.212
*7松村明 1947rrの』の一つの用法についてJW日本の言葉』第 1巻第 3号(日本の
言葉研究会)
吋菊池康人 2000r rょうだj と「らしb、Jー『そうだJrだろう Jとの比較も含めて

-J (W国語学』第 51巻 1号6月pp・.46・60)
吋三宅知宏 2010rr推量』と f確認要求Jー“ダロウ"をめぐってーJ(W鶴見大学
紀要』第 40号、第 1部日本語・日本文学編 pp・.9・55)
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『ーノダ』と『ーノダロウ』、『ーダロウJと『ーノダロウ』

具体的に用例の分析に入る前に「ーノダj と「ーノダロウJ、『ーダロウj と「ー

ノダロウj の違いについて少し言及しておく。

まず、以下の用例をみてもらいたい。

(つけたし的な説明〉

( i )風見院長はまだ晩飯がすんでいなかった。

出産がふたりつづいたのだ。(石川達三『酒落た関係J)

( ii )彼らは〈中略)電車にのる。パスに乗る。

一刻もはやくかれらの場所へかえりたいのだ。(石川達三『人間の壁J)

(温)そのとき、呼鈴がはげしくなった。

どこかの病室で患者がよんでいるのだ。(石川達三『酒落た関係j)

〈ひきだし的な説明〉

(iv )四年のあいだ 7回も学校をかわって、私にはしたしい友だちがひとりも

できなかった。

せつぽつまった思いで、私は小学校をやめてしまったのだ。

(林芙美子『放浪記J)

(v)子どもはけだものとおなじことで、たベ物によわい。

だから、餌で手なずけるのだ。(石川達三『栖落た関係J)

(vi )経子の書きおきであった。

娘は家出したのだ。 (石川達三『酒落た関係J)

〈つけたし的な説明)(ひきだし的な説明〉とは奥田の使用している用語である。

〈つけたし的な説明)は、原因、理由を明らかにすることに使命をおいており、

その論理のはこぴは、あたえられている結果としての出来事にその原因、理由が

つけくわえられ説明されるというものになる。反対に〈ひきだし的な説明〉は、

結果を明らかにすることに使命をおいており、その論理のはこびは、先行する文

にさしだされている出来事から、結果としての出来事をひきだして説明するとい

うものになる。

では、上記の用例の fーノダj の部分を fーノダロウj に置き換えてみるとど

うなるだろうか。(i ) --(副)の〈つけたし的な説明〉を『ーノダロウJに置き換

えてみると、『ーノダjのさいには、原因、理由がつけくわえられ説明されていた

ものが、 fーノダロウjでは、原因、理由が結果としての出来事からひきだされて

いるようにみえる。〈ひきだし的な説明〉の場合はこのような論理のはこぴの変化

はみられない。この違いは、『ーノダロウJが間接確認、おしはかりという思考を
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あらわすという根本的な機能によるものであると考える。〈つけたし的な説明〉の

用例は、後続の文が原因、理由を明らかにしなければ、先行の文が結果であるこ

とをやめてしまうという、強固な結びつきとはいえない脆い論理のはこびなので

ある。 r-ーノダロウJにすることによって、現実のうえで確実に存在するまたは実

証された明確な原因、理由とは一線を画した、思考の中で導き出される原因、理

由となり、先行する文もまた、結果という意味合いよりも根拠という意味合いを

深め、〈つけたし的〉ではなく〈ひきだし的〉な倫理のはこびに近づいたのだと考

えられる。また、 (iv)の用例は、『私Jという話し手自身のことを自分で説明して

いる。よってこの用例を『ーノダロウj に置き換えた場合自分自身の心情をおし

はかり説明するという少し不思議な文になる。自らの心情は知っているのが前提

であり、相手に説明はできても、自らの心情をおしはかるという思考を文に描き

出すことはあまりないのだろう。この点は「ーノダJと fーノダロウJの違いと

いえる。 fーダロウJと『ーノダロウJの遣いについては、先行研究においても多

く触れられていた。『ーノダJと『ーノダロウJにおいては《おしはかりの構造》

の有無が、「ーダロウJと『ーノダロウj においては《説明の構造》の有無が違い

をうみだしていると考えられる。

用例の分析

具体的に用例の分析を行っていく。用例の提示の仕方は、最初に用例箇所の前

後も含めた文を提示し、その下に用例部分のみを抜き出した。〈説明され) (おし

はかられ〉の箇所には盤盤を、〈説明日おしはかり〉の箇所には箆畿を引いた((説

明され)(おしはかられ〉の文が二つ以上ある場合二つ目の文は孟孟隼皐を引いた)。

また、用例ごとに、以下の五つの項目において〈説明)(おしはかり)の文と〈説

明され) (おしはかられ〉の文とがどのような関係になっているのかを記載した。

1.現実の出来事…ことがらの先行後続と倫理関係

2.思考過程…話し手(かたり手)の思考の順序、先行後続

3. 説明の構造…〈説明〉と(説明され〉

4. おしはかりの構造…〈おしはかり〉と(おしはかられ〉

5.情報の既知未知…話し手(かたり手)にとって出来事が、既知のものであ

ったか、未知のものであったか(適宜記載)

まず、今回集めた『ーノダロウj の用例のなかで数が多かった『結果一理由J

というタイプの用例をみる。本稿では、 f原因Jr結果j という用語を使用してい

るが、あくまでも思考の中で導き出されたものであり、現実の世界における「原

因Jr結果Jとは意味合いが異なることを追記しておく。今後用語の見直しが必要

だろう。
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『結果一理由』

『ーノダロウJの文は、現実にめのまえにある結果や、思考や経験によって得

られた結果から、原因や理由を推論するという構造をとる。現実の世界における

原因結果の時間的関係、論理関係を考えると、原因が先行しであり、結果がその

あとになるが、その現実の世界の出来事が反映されている文の順番をみると、結

果がさきに、原因があとに配置されることが多いようだ。

例えば、以下のような用例がある。

(1)カーブした路上に長さ二メートルほどの筒状のものが数本、落ちて、道

を塞いでいる。蓋王盤立。急カーブの続く道を、やはり猛スピードで通過し

たトラックが荷崩れを起こしたのだろう。勢い良くドアを開けてドライパー

は路面に飛び降りる。

(篠田節子『逃避行~)

蓋王盟主。急カーブの続く道を、…荷崩れを起こしたのだろう。

現実の出来事 結果(後続) 理由(先行)

説明の構造 説明され

おしはかりの構造 おしはかられ

思考過程 先行

説明

おしはかり(判断)

後続

(1)の例は『落下物Jというものが〈説明され〉の文にあらわされており、 fな

ぜその状態になったのかj ということが『急カープの続く道を、やはり猛スピー

ドで通過したトラックが荷崩れを起こしたのだろう。Jによって説明されている。

また、『カーブした路上に長さ二メートルほどの筒状のものが数本、落ちて、道を

塞いでいる。落下物だ。Jというものの状態が根拠となり、「急カーブの続く道を、

やはり猛スピードで通過したトラックが荷崩れを起こしたJことがおしはかられ

ている。〈説明され〉の文が〈おしはかられ〉にもなっているのである。また、「落

下物j がおちている、という現在の事態を出発点に、その事態になった理由を遡

って推論している。よって、思考の過程としては、結果が先行して(出発点とし

て)観察され、原因が後続して、おしはかられ(仮説として提案され)、説明され

るのである。また、〈説明され〉によってさしだされている文の内容は、話し手(か

たり手)にとっては既知の情報だが、おしはかられている内容は未知の情報であ

ることがほとんどである。

この項目において、(説明〉の文が、ものの状態の理由をさしだしている場合、

〈説明され〉と(説明〉の出来事は、先行一後続という時間の先行関係のあるも

のになる。

-89・



(2)アパートの入口は片聞きのドアなのだけれど、いつか定かではないかなり

昔に、蝶番がいかれてしまったのだろう。開けっ放しにして、コンクリート

プロックのようなもので止めてあった。

(宮部みゆき『夢にも恩わないj])

…蝶番がいかれてしまったのだろう。 …止めてあった。

現実の出来事 理由(先行) 結果(後続)

説明の構造 説明

おしはかりの構造おしはかり(想像)

思考過程 後続

説明され

おしはかられ

先行

(2)の用例は一見すると (1)とは異なった構造にみえるが、文の順番が現実の世

界の出来事の継起的な順番と順行しているだけで、同じ論理構造をしていること

がわかる。

(3)秋也はとりあえず自分のデイパックからプラスチックボトルを取り出し、

ねじ込み式の封を切って、匂いを嘆いだ。少し手にこぼして、慎重に嘗めた。

さらにひと口飲み、異常がないことを確かめてから、典子に渡した。息主且

ボトルを受け取り、ほんとうにひと口だけ、こくっと飲んだ。恐らく水が貴

重になるかも知れないことを、わかっているのだろう。

(高見広春『バトル・ロワイアル上j])

典子は…こくっと飲んだ。恐らく水が…わかっているのだろう。

現実の出来事 結果(後統・同時) 理由(先行・同時)

脱明の構造 説明され

おしはかりの構造 おしはかられ

思考過程 先行

(話し手の)情報 既知

説明

おしはかり

後続

未知

(3)の例は「ひと口だけ、こくっと飲んだj という動作が〈説明され〉の文に

あらわされており、『なぜその動作になったのかJということが f恐らく水が貴重

になるかも知れないことを、わかっているのだろうけによって説明されている。

また、『ひと口だけ、こくっと飲んだJという彼女の動作が根拠となり、『恐らく

水が貴重になるかも知れないことを、わかっているjことがおしはかられている。

(説明され〉の文が〈おしはかられ)にもなっているのである。おしはかられて
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いる内容は、結果としての出来事の外でおこっている別の出来事ではなく、結果

としての出来事に含まれる、内的なものであるといえる。「ーノダロウJで差し出

されている出来事が、〈説明され〉の文でさしだされる出来事に含まれる、内的な

理由であることから、現実の出来事は先行一後続の関係をもちつつ同時的でもあ

る。

上記の 3例は、出来事の原因、理由が「ーノダロウJの文にえがかれている。

しかし反対に、具体的な出来事から導き出される「帰結Jや『判断j や「法則J

を、 fーノダロウJの形式を用いてえがくこともできる。例えば、 「法則の具体的

なあらわれとしての出来事一本質的な特徴づけJとして分類した用例には以下の

ようなものがある。

『法則の具体的なあらわれとしての出来事一本質的な特徴づけ』

(4)麻理は、その魚類と、スガスガしい空気と、両方のために、救われた。

疎開して、一カ月も経たぬうちに、メキメキと、肥り始め、血色が、美しく

なった。子供の時に、片貝の海岸へ連れて行った場合と、まったく、同様の

結果だった。海が、彼女の体質と、適合するのだろう。

それでも、私は神経質になって、重い物を運んだり、家庭菜園の鍬を持つ

ことを、禁じたが、

fだって先生は、適度に労働しろッて、仰有ったじゃないのJと、ムキにな

って、反抗するくらい、元気になった。

(獅子文六『娘と私~)

麻理は…同様の結果だった。海が、…適合するのだろう。

現実の出来事 結果(法則の具体的あらわれ) 本質的特徴づけ

説明の構造 説明され 説明

おしはかりの構造 おしはかられ

思考過程 先行

(話し手の)情報 既知

おしはかり(判断)

後続

既知

(4)の用例は、話し手(かたり手)が観察した、法則の具体的なあらわれとし

ての出来事が〈説明され〉の文にあらわれ、そこから、本質的な特徴をおしはか

り、説明している。話し手(かたり手)が観察した出来事が、おしはかりの出発

点となっている。《説明の構造))((おしはかりの構造》は保持していると考えられ

る。奥田 1990では、『本質的な特徴づけJの項目の解説に r((説明の文》のさしだ

される一般的な命題のなかには本質的な特徴、法則的な関係が一般化されていて、
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《脱明されの文》にさしだされる出来事は、その本質的な特徴、法則的な関係の

具体的なあらわれであるJ(奥田 1990、p.204) とあり、(説明され〉として、本

質的な特徴、法則的な関係の具体的なあらわれとしての出来事が複数提示され、

その複数の出来事にあらわれる法則的な出来事を法則化(一般化)する〈説明〉

の文があるというような用例が掲載されている。上記の例もこれに当てはまるだ

ろう。

『判断の担拠一成立する判断』

次の (5)の用例は、話し手(かたり手)が観察した出来事、今現在おかれてい

る状況を根拠に、成立するであろう判断をおしはかり、説明しているものである。

めのまえで観察される出来事や状況が、おしはかりの出発点となっている。 (5)

の用例は(説明され〉において、個別具体的なことがさしだされ、〈説明〉の文で、

その個別具体的なことから導き出される判断をおしはかつている。このとき〈説

明〉の文でさしだされる事柄は、やや一般化されたものとなる。

この項目では、「具体Jから『一般Jへという判断の過程が成立している例と、

『具体jから f具体jへという、やや想像に近い過程が成立している用例がある。

(5)がらがらと引き戸を開ける音が聞こえた。顔を上げると、白髪頭の年配の

女性が底に入ってくるところだった。日傘を腕にかけて、すっきりした無地

のワンピースを上品に着こなしている。初めて見る顔だが、きっとこのあた

りに住んでいるのだろう。買い物帰りらしく、高級スーパーのロゴが入った

買い物袋を手に提げていた。笑顔で会釈してきたので、俺も会釈を返した。

午前中にやって来るのはこういう年配の人たちばかりだ。

(三上延『ピプリア古書堂の事件手帖~)

初めて…住んでいるのだろう。買い物…手に提げていた。

現実の出来事 成立する判断(先行) 判断の根拠(後続)

説明の構造 説明

おしはかりの構造おしはかり(判断)

思考過程 後続

(話し手の)情報 未知

説明され

おしはかられ

先行

既知

(5)の用例は f買い物帰りらしく、高級スーパーのロゴが入った買い物袋を手に

提げていたJという具体的な内容が〈説明され)としてさしだされ、その具体的

な内容を根拠に、「きっとこのあたりに住んでいるのだろう Jという、〈説明され〉

でさしだされている根拠から成立するであろう判断をおしはかり、説明している。
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このとき『きっとこのあたりに住んでいるJという内容は、やや抽象的、一般的

なものになっている。

『くりかえし・具体化・雷い直し』

次の用例は、話し手(かたり手)が観察した出来事を、さらに具体的に、くり

かえして、あるいは、言い直して、おしはかり、説明しているものである。話し

手(かたり手)が観察した出来事が、おしはかりの出発点となっている。くりか

えし、具体化、言い直しには、時間的に配置されるような、原因、結果の関係は

ない。現実の出来事の継起順もない。出来事と出来事の聞に、条件、条件づけら

れの関係もなく、〈説明)の文が具体的に、くわしくのベる、くりかえされる(説

明され〉の文の内容の大きさとひとしいような関係にある。

『言い直しJには、(説明され〉と(説明〉の文のあいだに、『いやj などのメ

タ言語的な接続がつくことが多い。

(6)でも、近づいてゆくに従って、前方の植え込みの陰に、白っぽい人影がふ

たり、肩を寄せあうようにしているのが見えてきた。ひとりが顔をあげて僕

と中年おじさんを見た。もうひとりは足元を見つめている。いや、僕のこの

位置からは見えないけれど、植え込みの向こう側にあるもの、彼の足元にあ

るものを見つめているのだろう。不思議なエンジンだ。これほどフルに回転

しでも過熱しない。熱くならずに冷えていくばかりだ。冷たい血を吐き出す

ばかりだ。

(宮部みゆき『夢にも恩わない~)

足元を見つめている。いや、僕の…見つめているのだろう。

現実の出来事 結果 言い直し、具体化

説明の構造 説明され 説明

おしはかりの構造 おしはかられ

思考過程 先行

(館し手の)情報 既知

おしはかり(想像)

後続

未知

(7)門野は仲居相手に酒を飲みながら女将を待った。さっき、トイレに立つふ

りをして部屋の様子を窺ったのだが、どうやら、奥の部屋に大手註券会社の

社長と暴力団組織の幹部が密会しているらしい。巨額の金を動かす相談がは

じまっているのだろう。もちろん、その仲介は五頭会長だ。実際にそれを取

り仕切っているのが女将の葉月である。

(小杉健治『裁きの扉~)
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密会しているらしい。巨額の…はじまっているのだろう。

現実の出来事 状況 くりかえし、具体化

説明の構造 説明され 説明

おしはかりの構造 おしはかられ

思考過程 先行

(話し手の)情報 既知

おしはかり(想像)

後続

未知

(6)の用例は、「雷い寵しJの例である。〈説明され〉と〈説明〉の文の間に r"、

やJということばが挿入され、〈説明され) (説明〉で同じような内容がさしださ

れている。同じような内容とはいっても、(説明)でさしだされている内容は、〈説

明され〉でさしだされている内容よりも、内容が濃いものになっていたり、確信

的なものになっていたりする。

(7)の用例は、『…社長と暴力団組織の幹部が密会しているらししリということ

から f巨額の金を動かす相談がはじまっているJと、 f密会jの内容を具体的にお

しはかり、説明している。しかし、この例に関しては、「…社長と暴力団組織の幹

部が密会しているらしいJということを根拠に、その『密会Jの内容を予測して

いる用例であるとも考えられる。『ーノダロウJにおける具体化は予測や予組に近

いようである。

あわせ文のふくまれる場合の《観明の構造》と《おしはかりの構造》

この項目では、あわせ文とその前あるいは後の文との関係を考察した。あわせ

文の例の場合、《説明の構造))((おしはかりの構造》は、あわせ文内で成立してい

るようにみえ、あわせ文と前後の文との関係を見落としがちである。しかし、こ

の項目においても、《説明の構造》と《おしはかりの構造》は二つの文との関係に

おいて成り立っている。あわせ文内で{因果関係)をみいだすことは可能である

が、その(因果関係〉がこれまで述べてきた《説明の構造》と《おしはかりの構

造》とイコールであるとはいいにくい。

(8) r置くところがないんで、窓をつぶしちゃったんですよj

fそういうことカリ

『まあおかげで、少しは、外の騒音も遮られているような気もするんですけ

どJ青年は雷った。

「相当頭にきてるようだねJ

「このあたりに住んでいる人、みんながですよJ

fふうんj 草薙は、テレビに繋がれたイヤホンに目をとめた。たぶん騒音が

うるさし、から、こうしてテレビを見ていたのだろう。となると、仮に不審な
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物音がしたとしても、聞いている可能性は低かった。

(東野圭吾『探偵ガリレオJ)

…目をとめた。…うるさいから、…テレピを見ていたのだろう。

盆盟主主 ← 塾盟【(説明/特徴/既知(焦点)) →(税明され/既知)】

【おしはかり 1] I因果関係をおしはかる|

【おしはかり 2]根拠[結果(眼前の状況) ] おしはかり[理由]

例えば上記の用例で、あわせ文内の〈因果関係)を《説明の構造))((おしはか

りの構造》とみて分析した場合、あわせ文内での《説明の構造))((おしはかりの構

造》をそれぞれ《説明の構造 1))((おしはかりの構造 1))とすると《説明の構造 1))

は〈説明) (原因)から(説明され) (結果)がひきだされるような構造になって

おり、《おしはかりの構造》は、一つの結果としての出来事から、一つの原因とし

ての出来事をおしはかつているのではなく、二つの出来事の関係性をおしはかる

という構造になっていると説明できるかもしれない。また、あわせ文と、さらに

その前の文とで成立する《説明の構造》と《おしはかりの構造》を《説明の構造

2)) ((おしはかりの構造 2))とすると、《説明の構造 2))は〈説明され)(結果)に(説

明) (原因)をつけたすような構造になっており、《おしはかりの構造 2))は前の

文をくおしはかられ〉としてその原因をあわせ文全体が〈おしはかる〉という構

造になっているため、《説明の構造))((おしはかりの構造))1と2が、入れ能型の

構造になっているようにみえる。

しかし、先にも記述したように、あわせ文内の(因果関係〉は《説明の構造》

《おしはかりの構造》とはいいにくい。 (9)の例で、 fたぶん騒音がうるさ b、から、

こうしてテレビを見ていたのだろうけという文は、「草薙は、テレビに繋がれた

イヤホンに闘をとめた。 jという「イヤホンjの存在理由の説明になっており、「イ

ヤホンj が存在する理由のおしはかりにもなっている。では、あわせ文内はどう

だろうか。通常、「ーノダJを含む文が説明をになうのだが、『こうしてテレビを

見ていたのだろう j は「たぶん騒音がうるさいからJという『騒音がうるさいj

ことの税明にも、「騒音がうるさいJ理由のおしはかりにもなっていないだろう。

さらに、このあわせ文内の(因果関係〉は『ーノダロウJがなくとも成立するも

のである。こう考えていくと、あわせ文内の〈因果関係〉は本論でいう《説明の

構造》や《おしはかりの構造》とは別の層が織り成す機能であり、さらにいうな

らば、 r.......からーJという文に特有の機能であるといえるかもしれない。よって、

この項目でも、以下のように用例を分析することができるだろう。
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-・目をとめた。…うるさし、から、…テレビを見ていたのだろう。

現実の出来事 めのまえの状況 理由(先行)

脱明の構造 説明され 説明

おしはかりの構造 おしはかられ

思考過程 先行

(館し手の)情報 既知

おしはかり

後続

未知

(9)勇気を出して、ふたを少しだけ開けてみた。茶筒の底から、怯えた眼が見

上げている。飛び出してくる気配はない。茶簡はつるつるしているから、這

い上がることができないのだろう。すぐにまたふたを閉じ、ごみバケツに放

り込んだ。明日の朝までには窒息死するはずだ。

(山崎洋子『輝きの一瞬』短くて心に残る 30編)

飛U泊してくる気百四まなL¥…つるつるしているから、遣い止:がることができないのだろう。

現実の出来事 めのまえの状況 理由(先行・同時)

説明の構造 説明され 説明

おしはかりの構造 おしはかられ

思考過程 先行

(話し手の)情報 既知

おしはかり

後続

既知

(9)の用例も (8)の用例と閉じように考えることができる。「飛び出してくる気配

はない。Jという状況の理由をおしはかり、説明しているのは、『茶簡はつるつる

しているから、這い上がることができないのだろう。Jという文全体である。『茶

簡はつるつるしているJということと「遣い上がることができなbリを因果関係

としてとらえ得る可能性と結びつきをマークしているのは r......からーJという文

の機能であるだろう。

(10)多美は、それまでずっと、すこしも休まずに登りつづけてきたので、休

息が必要だったし、そのついでに、昼ご飯も食べたほうがいいということに

なったのだ。多美は、一生けんめいに食べようとしたが、とうとう半分ほど

残して、食事を終わりにした。きょうは、ずっときんちょうのしどおしだっ

たし、つかれすぎていたので、思ったほどの食欲がなかったのだろう。 三

人は、山小屋めざして、下りはじめた。

(三輪裕子『ぼくらの夏は山小屋で~)
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…終わりにした。…っかれすぎていたので、…食欲がなかったのだろう。

現実の出来事 めのまえの状況 理由(先行・同時)

脱明の構造 説明され 説明

おしはかりの構造 おしはかられ

思考過程 先行

(話し手の)情報 既知

おしはかり

後続

既知

(10)の用例は、あわせ文内が r.......のでーj の文であり、 r.......からーJの文とは意

味、機能が異なるが、その違いについては別に詳しい論考があるだろう。そちら

を参照されたい。

〈脱明され/おしはかられ)(脱明/おしはかり〉の文と〈担提・前提〉が明示的

な場合

次の用例は、《脱明の構造》の(説明され)と《おしはかりの構造》の〈おしは

かられ)、さらには複数の(根拠・前提〉とがからみあっているものである。(説

明され〉と〈おしはかられ〉は上記までの用例のように重なってはいるが、その

重なっているもの以外にも(根拠・前提)が複数明示されており、それぞれが思

考に関わりながら成立している用例である。要するに、一つの〈説明され)(おし

はかられ〉の文がもとめる説明、おしはかりをみちびきだすための〈根拠・前提〉

が文として散りばめられているのである。この(根拠・前提〉の文は、あくまで

も〈根拠・前提〉であり、〈説明され) (おしはかられ)の文のように、何かをあ

きらかにするために説明を求めていたり、何かをつきとめるためにおしはかるこ

とを要求してはいない。

この項目に分類した用例は、《説明の構造》と《おしはかりの構造》そして、そ

の思考を助ける出来事(事実)が明示され、思考の過程でからみあい、〈脱明)(お

しはかり〉の文にえがかれる出来事を導き出しているのである。項目として上げ

ているが、「ーノダロウJの分析タイプではなく、《説明の構造))((おしはかりの構

造》で結びつく文とそれ以外の文との関係をみているにほかならない。よって、

下記の分析は、上記までの分析を小説のよみとの関わりも含めて分析したものだ

と考えてもらいたい。

(11)激しい雨の音が周囲の音を消してしまうため、いっそう寒々しく感じら

れて、皇女を寝かせつけたばかりの女房は金を頭まで引き上げて横になった。

ふっと、周囲がいっそう暗くなる白廟の聞に置かれていた灯台の火が消えた

金主。今日はこの天候のお陰でいつもより早い時刻から灯台を点し、油を継

ぎ足しもしなかった。油が切れてしまったのだろう。この雨では、油を持つ
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てくるだけで濡れてしまう。

(宮乃崎桜子『陽炎羽交J)

. ((説明の構造)}((おしはかりの構造》で結びつく文

ふっと…灯台の火が消えたのだ。油が切れてしまったのだろう。

現実の出来事 結果 原因

説明の構造 説明され 説明

おしはかりの構造おしはかられ

思考過程 先行

(館し手の}情報 既知

おしはかり(想像)

後続

未知

. ((説明の構造)}((おしはかりの構造》以外の結びつきの文

今日は…継ぎ足しもしなかった。油が切れてしまったのだろう。

現実の出来事 原因 結果

脱明の構造 O 説明

おしはかりの構造 o (根拠) おしはかり(判断)

思考過程 先行 後続

(話し手の)情報 既知 未知

(11)の用例は、〈説明) (おしはかり〉でさしだされる文が、灯台が消えたこと

の原因脱明でもあり、油をつぎ足さなかったことの結果説明にもなっている文で

ある。〈おしはかられ) (根拠〉との関係のなかで、一つの〈説明) (おしはかり〉

の文が、原因にも結果にもなっている。『今日はこの天候のお陰でいつもより早い

時刻から灯台を点し、油を継ぎ足しもしなかった。j という事実は、「ふっと、周

囲がいっそう暗くなる。府の聞に置かれていた灯台の火が消えたのだ。Jというこ

との補助的(間接的)な原因、理由としての役割ももっている。「今日はこの天候

のお陰でいつもより早い時期jから灯台を点し、油を継ぎ足しもしなかった。Jとい

う文は《説明の構造)}((おしはかりの構造》で結びついている文ではなく、小説の

内容を描写する記述の文であるため、分析のさいには、《説明の構造》と《おしは

かりの構造》の部分に rOJをつけている。

『予測』

「ーノダロウJの典型的な例は、観察した出来事の起こった原因、理由をあき

らかにするものであるといわれている。原因ー結果は、原因が結果より先行して

いなければ、原因となりえないだろう。そのため、原因や理由は、観察した出来

事、または、話し手の現在から考えると、過去にあることがほとんどである(同
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時であることもある)。未来の出来事が、話し手の観察した出来事の原因、理由に

はなり得ない。では、 fーノダロウ』のふくまれる文が、未来の出来事をあらわし

ているものはないのか、というとそうではない。 r-ノダロウJは、未来の出来事

もさしだすことができる。このように、未来の出来事をさしだすことができるの

は、『ーノダロウJがおしはかりという、『間接認識(確認)Jという現実の捉え方

をすることに起因するだろう。この『予測Jという項目は、「ーノダロウJが《お

しはかりの構造》をもつために成り立つ項目なのである。

また、『予測j は、『ーノダロウJという形式を用いて表現することがほとんど

である。その理由は、「予測Jが、「将来どうなるかをあたえられた情報などに基

づいておしはかるJというものだからである。根拠となる情報をもとにするとい

う点で、上記まででみてきた『ーノダロウJの特徴と一致する。この点は後に記

述する『ただの想像Jと「予測j との違いである。しかし、根拠となる情報が、

話し手の思考や感情、なにかへの評価などである場合、 fただの想像」と『予測j

の境界は暖昧になるようである。(13) の用例がそれにあたる。

(12)母の腕には点滴の針が紳創膏とゴムバンドで固定されている。主こ茎ゑよ

ころ母の体内に差しこまれているのはこの一本だけだが、やがては晶の穴に

酸素吸入の管を通す日が来るのだろう。点滴の針を刺すのを見たことがある。

肉の落ちたミイラのような母の腕に無数の針の跡と皮下出血の黒い癒。私は

目をそむけた。

(宮脇俊三『殺意の風景~)

…固定されている。…管を通す日が来るのだろう。

現実の出来事 根拠 予測

脱明の構造 説明され 説明

おしはかりの構造 おしはかられ

思考過程 先行

(話し手の)情報 既知

おしはかり(推論)

後統

未知(想像)

(13)先生に、初めてご子息の正彦さんを紹介された。アメリカに留学中で、

去年の暮れに、帰国したということだった。私と閉じ二十五歳ということ

だが、さすがに、アメリカに留学中ということで、洗練されていると感心

ムt:.o 恐らく、将来は、先生のあとを継がれるのだろう。夕食のあとで、

先生が、特別に、私だけを二階の書斎に呼ばれた。

(西村京太郎『十津川警部の挑戦~)
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…洗練されていると感心した。…先生のあとを継がれるのだろう。

現実の出来事 根拠 予測

説明の構造 説明され

おしはかりの構造 おしはかられ

思考過程 先行

(錯し手の)情報 既知

説明

おしはかり(推愉)

後続

未知(想像)

(12)の用例は、『母の腕には点滴の針が粋創膏とゴムバンドで固定されているJ

という相手の様子が『説明されJの文にあらわされており、『今後どうなるのかJ

ということが「やがては鼻の穴に酸素吸入の管を通す日が来るのだろう Jによっ

て説明されている。また、 f母の腕には点滴の針が粋創膏とゴムバンドで固定され

ているJという様子が根拠となり、『やがては鼻の穴に酸素吸入の管を通す日が来

るのだろう j ことがおしはかられている。〈説明され〉の文が『根拠Jにもなって

いるのである。 (12)の用例で、『母の腕には点滴の針が紳創膏とゴムバンドで固定

されているj というのは、直接的な根拠とは言えなb、かもしれない。恐らく、言

語的に明示されるものではないが、病気の進行に関する法則、知識が背後にあっ

て(説明〉の文でさしだされるところの判断があるのだろう。

(13)の用例も(12)の用例と同様の分析ができる。しかし、この用例は、客観的

な根拠が示されているわけではないので、「ただの想像Jとも考えられる用例であ

る。「予測Jと「ただの想像j とは連続的なものであるだろう。

《鋭明の構造》と《おしIまかりの構造》の周辺

上記までの用例は、《説明の構造》と《おしはかりの構造》が文で明示されてい

たが、次からみる用例は〈説明され) (おしはかられ〉が文に明示されておらず、

《構造》とよべる論理のはこびがみられないものである。用例の分析は文章のみ

で行う。

『ただの想像』

次の(14)のような用例は、〈説明され) (おしはかられ〉となる文が、言語的に

(テクスト内)に明示されておらず、さらに『ーノダロウJが、〈説明〉としての

役割ははたしていないようにもみえる例である。このとき、おしはかりの(根拠)

となりそうな、一般常識的なものは存在しているのかもしれないが、その〈根拠)

は〈説明され) (おしはかられ〉にはなっていない。

(14)美雪は、前を向いた。果てしなく続いて見える町並みの背景は山々であ

る。薄背くかすんでいる。左手から正面にかけてが、険しく高くなっている。
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あのどこかに、中仙道で一、三の難所といわれた鳥居峠があるはずである。

鳥居峠を越えてきた人はホッとして、この奈良井の宿に泊まり、これから鳥

居峠を越えようとする人も、奈良井の宿で泊まって、英気を養ってから出発

したのだろう。

(志茂田景樹『警視総監・鳳美雪~)

(14)の用例は、難所の手前あるいは、反対にみれば、難所を越えたあたりに、

宿町がもうけられるという、一般常識的なものが根拠としてある。このタイプと

して分類した用例は、話し手(かたり手)の「ただの想像Jであり、(説明〉とし

ての役割は、はたしていないが、話し手の思考によってまたは、『間接認織Jによ

って得られた、〈おしはかり〉であるという点は共通している。

r r-というのだろうJ r-とよぶのだろう』、由来』

このタイプの用例は、動調述語ではあるが、時間的なありか限定性がなく、《質》

《特性))((関係))((状態》などを表現するような名詞述語文的な機能をはたしてい

る文であるといえるだろう。《本質的な特徴づけ》という名詞述語文の基本的な性

格も保持している。

(15)ぽつりぽつりときおりふってくる。初時雨というのだろう。

(石川達三『酒落た関係~)

(15)の用例は、出来事、状況に対して、名付けが当てはまるのかどうかという

ことが不確かなのであって、『初時雨Jということば自体が不確かなのではない。

fぽつりぽつりときおりふってくるJという具体的な状況から、この状況が f初

時雨j であると状況を一般化し、(判断〉している文である。また、おしはかりの

文は記憶あるいは名づけの不たしかさを表現しているのであって、想像の不たし

かさを表現してはいない。 (pp.51-52) *10要するに、「ぽつりぽつりときおりふ

ってくるJという状況に対して、自分(発話者、かたり手)の知っている『初時

雨Jという名付けが当てはまるのかどうかということが不確かなのであって、 f初

時雨J自体が不確かなのではない。ということである。

『感噴的なもの』

感嘆的な文では『何と~なのだろう Jrなんて~なのだろう j という固定化し

た形式が使用され表現される。話し手(かたり手)の感情表出的な表現である。

* 10奥田嫡雄 1985rおしはかり(二)J
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このような表現は、名調述語にも、形容詞述語にもみられた。慣用的な表現にな

っているのだろう。用例が少なく、このような表現手段として使われる「ーノダ

ロウJの機能については、記述できるまでに至っていない。このような用例もあ

るとして、項目のみたて、用例だけあげておく。

(16)ルートのためにはいつでも無制限の時間が用意されていた。何であれ彼

から質問されるのを喜んだ。子供は大人よりずっと難しい問題で悩んでいる

と信じていた。ただ単に正確な答えを示すだけでなく、質問した相手に誇り

を与えることができた。ルートは導き出された答えを前に、その答えの見事

さだけでなく、ああ、自分は何と立派な質問をしたのだろう、という思いに

酔った。博士はまた、ルートの身体を観察する天才でもあった。

(小川洋子『博士の愛した数式~)

最終的に『ーノダロウJの文すべてを貫く特徴(本質)は、 「間接確認Jだと

いうことになる。そこに、地の文の、典型的な『ーノダロウJの用例であれば、

(説明され> (おしはかられ〉が存在する、といえそうである。

おわりに

本論では、『ーノダロウj のみならず、「ーノダJや『ーダロウj の先行研究も

概観した上で、なぜ、 fーノダロウj の分析に、『ーノダJと fーダロウJ両方の

アプローチが必要なのか、それに関係して、なぜ、二つの文の関係をみなければ

ならないのかを解説した上で分析方法を提示し、具体的な用例を用い、『ーノダロ

ウ』の意味、機能の分析、記述をおこなっている。

『ーノダロウJは、文と文、出来事と出来事の関係をみなければ分析できない

という点で「ーノダJ的であるが、つけたされた、あるいは、ひきだされた「出

来事Jr判断Jが、思考や想像によってみちびきだされたものであることをマーク

している点で『ーダロウJ的でもある。しかし、〈説明〉とくおしはかり〉という

思考過程が同時に存在しているのであるから、やはり fーノダロウJはわかちが

たくむすびついているのである。

今回、本論では、筆者の力不足のために、地の文ののべたてる文にあらわれる

fーノダロウj の文を分析することしかできなかった。地の文にあらわれる、た

ずねる文の「ーノダロウJについてや、会話文の「ーノダロウJの分析ができな

かったことが悔やまれてならない(紙面の都合上、名調述語文、形容詞述語文の

用例分析も省かざるを得なかった)。今後も説明やおしはかりについて探求し、文

学作品のよみに貢献できる研究にしていきたいと考えている。

(しおはま・あさこ 会員)
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