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福島県立医科大学看護学部紀要 41-48，2003

Bulletin of Fukushima School of Nursing -論 説圃

追加機能を持つ談話標識の派生

中山 仁 1)

The Evolution of Additive Conjuncts as Discourse Markers 

Hitoshi NAKAYAMA 1) 

しはじめに

意味論，語用論研究の発展にともなって，それまで周

辺的言語事象として捉えられていたものの幾つかが注目

を浴びるようになってきた.談話標識 (discoursernarkers) 

もその一つであり，発話解釈に関して様々な形で重要な

役割を果たすことが明らかにされてきている.本稿で

は，談話標識の中でも比較的新しい，あるいは発展途上

にあると思われる例を幾っか挙げ，その派生についての

妥当な説明を試みる.談話標識をどう定義するかについ

ては未だ議論の分かれるところであり (Schourup1999)， 

定義の仕方によっては含まれる語句の種類にもずれが生

じることもあるが，ここでは談話標識の範轄を確定する

ことが中心課題ではないので，とりあえず， Swan (1995) 

による解説に従って議論を進める.それによれば，談話

標識とは概略， (i)発話同士を結び発話内容の関係を明示

する， (ii)談話の構成を明示する， (血)発話者の意図を明

示するといった機能を持つ語句を表す.たとえば，以下

の文における anyway，anyhow， at any rateは直前の発話内容

よりもこれから話される内容の方が重要であることを含

意している.

(1) l' rn not sure what tirne l' 11 arrive， rnaybe half past seven or 

a quarter to eight. Anyway/Anyhow/At any rate， 1'11 certainly 

be there before eight o'clock. (Swan 1995; 153) 

(1 )のAnyway他は「少なくともjに相当する意味を持

ち，直前の発話内容よりも確実な情報を導入するための

標識として用いられている.このような‘disrnissalof pre-

vious discourse'の用法を含め， Swan は談話標識を21種類

(その他‘focusi時 andlinking' (e.g. with reference to， speak-

1 )福島県立医科大学看護学部 基礎部門外国語

i時 of，regarding etc.) ;‘balanci時 contrastingpoints' (e.g. on 

the other hand， while， whereas) ;‘ernphasisi時 acontrast' (e.g. 

however， nevertheless， rnind you etc.)など)に分類して具体

例の記述を行っている.

談話標識の範時はその談話機能の側面から確定される

ものなので，統語範轄とは別のレベルに位置づけられ

る.しかし，談話標識は統語範障に属する一部の語句が

本来の統語的，意味的役割を失って，副詞的語句や接続

詞的語句に脱範時化(本来副詞，接続詞であった語句も

意味変化を起こす)するという一種の言語変化によって

生じるものが多い.したがって，個々の語句の脱範時化

の過程を検討することは，談話標識の派生および今後の

発展を予測する上で有意義であると思われる.本稿で

は，数ある談話標識のうち Swan(1995)の‘adding'に分

類されている談話標識，すなわち，追加機能を持つ談話

標識の一部を取り上げて，その派生過程を日本語の例も

考慮に入れながら検討し，より一般的な説明を試みる.

これによって，現時点で認められている談話標識のほか

にも談話標識として機能している語句が存在することが

明らかとなり，談話標識の発展の方向性を知る一つの手

がかりを得ることができると思われる.

なお，比較的新しい，発展途上にあると思われる談話

標識の例としてはaswell， on top， plusなどを取り上げる

が，これらに関する具体例の検索は辞書記述にも頼るこ

とが難しい「周辺的なJ言語現象であるため，主に大規

模コーパス (BritishNational Corpus on CD長 OM (以下，

BNC)および、WordbanksOnline( = (1日)COBUILDdirect) )を

利用し，検証を行った.このことは，主に正用法(およ

び誤用)を記述する辞書，および，ネイテイブスピーカ

ーの直観では把握の困難な言語現象の発見にコーパスが

有用であること，また，コーパスの分析によって辞書記

述の精密化が可能であることも示すことになり，新しい
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学問分野であるコーパス言語学の可能性の一端を示すと

いう点でも意義深い.

E固追加機能を持つ談話標識

1 .辞書・語法書に見られる具体例

以下はSwan(1995) が‘adding'として分類する語句と用

例の一部である.

(2) moreover; furthermore; in additlOn; as well as that; on top 

of that; another thing is; what is more; besides; m any case 

(3) a. The Prime Minister is unwilling to admit that he can 

ever be mistaken. Moreover， he is totally incapable... 

b. She borrowed my bike and never gave 1t back. And as 

well as that / on top (~f that， she broke the lawnmower 

and then pretended she hadn't. 

C. What are you trying to get a job as a secretary for? 

You'd never manage to work eight hours a day. Besides 

/In any cαse， you can't type. 

Swanの簡単な解説によれば，これらの表現は直前の発

話に対して情報あるいは意見を追加するために用いられ

る.すなわち，そのような表現は「これから発話を追加

する」という話し手の意図を明示する機能を持つ語句で

あると言うことができる.これを COBUILD2に記述され

たmoreoverの例で考えてみる. (4)はCOBUILD2による

moreoverの語義で、ある.

(4) You use moreover to introduce a piece of informatlOn that 

adds to or supports the previous statement. 

COBUILD2ではmoreoverに IPRAGMATICSJ というレ

ーベルを与えて，それが話用論的意味を持つ語句である

ことを明記している.ではどのような意味で話用論的な

のか.COBUILD2のPRAGMATICSの解説 (pp.xxxiv-

xxxvii) に従えば， moreover は‘discourseorganizerラとして

機能していると考えられる. discourse organizerとは談話

が聞き手(読み手)にとって理解しやすくなるために添

えられた語句のことであり 's1gnpost'や 'lmkword'とも

呼ばれ，語句によっては話し手(書き手)の(心的)態

度を表明するものもあるとしている. moreoverの場合も，

話し手が次に「先行する発話に加えてまだ言いたいこと

がある」という話し手の意図を明示しているという意味

で，話し手の心的態度が現れていると解釈できる.ま

た， (3)の例で興味深いのは，いずれの場合も談話標識に

先行する文よりも後続する文の方が深刻さを増す内容に

なっている.このことから (3)のような談話標識では，

単に情報が迫加されるのではなく，事態の重大さ(深刻

さ)が追加されることを明示していると言える.

このように， moreoverを初めとする上記(2)の表現は単

に2つの文の論理関係を表すのではなく 2つの発話同

士を結ぶものであり，発話時点での発話者の心的態度を

表明するために用いられているのである.

2. 統語的な接続詞と談話標識の遣い

見かけは同一の語でもそれが丈と関わるのか，発話と

関わるのかでその性格は異なってくる.文同士の接続と

発話同士の接続がどのように異なるのか， andを例に比較

しておこう. (5a)のandはknowの目的語内で 2つの文を

並置するために用いられている.この場合， andの前後を

入れ替二えても全体の意味内容に変化は生じない. また，

andを取り除くと文法的な文は成立しなくなる.つまり，

この文のandは純粋な等位接続詞であり，統語的に義務的

な要素として働いている.一方 (5b)のAndは先行する発

話に対して別の話し手が質問を導入するために用いられ

ている.つまり， Andは先行する丈とは独立しており，等

位接続の機能は果たしていない.質問の意味解釈ヒAnd

はなくても済む，つまり，統語上はoptionalであるが，

「次に質問をしたい」という合意を持つAndを明示する

ことによって，質問をスムーズに導入することができ

る.このような場合， Andは話し手の意図を含んだ語用

論的な連結語，すなわち，談話標識として機能している

と言える.

(5) a. You need to know what rights you have and how to 

use them. 

b. "We're trying to sort out our next holiday." "And 

where's the favourite place?"“Oh， America." (LDOCE干)

なお， Swan (1995) には(5b)のようなandについては言

及されていないが，COBUILD2による andの当該語義(You

use and at the beginning of a sentence to introduce something 

else that you want to add to what you have just said) から明ら

かなように，‘adding'の一例に含めることができる.

談話標識がいわゆる接続詞と区別して扱うべきである

ことが分かつたところで，談話標識に共通する特徴を挙

げ，談話標識をもう少し厳密に捉えておく.ここでは

Schourup (1999) が挙げている以下の 7つの特徴を参考

にする.

(6) connectivity; optionality; non拍 truth-conditionality;weak 

clause association; mitiality; orality; mult1-categoriality 

このうち，特にconnectivity，optionahty， non-truth-condi-



tionalityの3つが談話標識を特徴づけるのに重要であると

Schourupは考えている.実際，上で、見たmoreoverやandの

例もこれら 3つの特徴を合わせ持っていることが分か

る.ただ， Swan (1995) の解説で「談話標識は通例文頭

に位置する」とあることから， initialityも重要な要素であ

ると考えられる.しかも，談話標識は発話同士を連結す

るのであって 2つの丈の命題内容間にあるような密接

な関係を示す(特に従属)接続詞とは異なるので，先行

する発話と後続する発話との聞に位置することによって

発話聞の関係を保障するのが言語伝達上自然な形である

と考えられる.また， Swanの用例を見ると，多くの場

合，談話標識が独立した音調単位を持つ(あるいは談話

標識の直後にコンマ・イントネーションによる区切りが

存在する)ので， weak c1ause associationも見逃せない特徴

である.おそらく，これら 7つの特徴は，全て，あるい

はほとんどにおいて当てはまることが重要なのではな

く，これらの特徴をより多くもつことによって談話標識

としての典型性が高まると考えるのが適切であると思わ

れる.すなわち，談話標識の範障はプロトタイプ論的視

点から捉えられるべきものであると言えよう.

談話標識の範鴎の確定についてはそれ自体興味深い問

題であるが，本稿の目的からそれるので，話を元に戻し

て，以下では上記の特徴の有無を考慮に入れつつ，追加

機能を持つ談話標識の派生とその範轄の発展，拡大につ

いて+食言すを行なう.

3. I追加」の意味と類義表現

追加機能を持つ談話標識の例は(2) (および(5)) に挙げ

た通りであるが，その他，辞書や語法書からはどのよう

な表現を挙げることができるであろうか.それには， (2) 

の中のいくつかの談話標識と類義関係にある表現を取り

上げて，それらの表現が(6)にある談話標識の特徴を持っ

かどうかを検討することである程度把握できる.たとえ

ば， moreoverの類義表現としては， furthermoreのほかに

もfurther，additionally， alsoを挙げることができる.また，

in any caseの類義表現としては (besidesの他に)anywayが

挙げられる .COBUILD2によればこれらには全て

PRAGMATICSのレーベルがあり， しかも， (6)の談話標識

の特徴にもほぼ当てはまることは容易に判断がつくの

で，談話標識のさらなる例として認めることができる.

さらに数種類の類語辞典を参照すると moreoverやinad-

ditionの類語として(7)のようなものに行き当たる.

(7) too; to boot; into the bargain; added to this; to top it all 

(off) ; as well; on top; plus 

これらは「追加Jの意味を持つという点では類義表現
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であるが，談話標識には含まれない，あるいは，典型的

な談話標識とは言い難い表現であるものも含まれる.こ

れらも同様に(6)の特徴と照らし合わせて検討してみょ

っ.
まず， tooは談話レベルではなく，統語レベルの「追

加jを表す語である. もちろん， tooの直前がコンマによ

って区切られることはあるが，否定の作用域に含まれる

ことなどから分かるように， weak c1ause associationという

特徴を持つとは言えない. したがって， tooは談話標識の

範轄からは除外される.それ以外の表現は， tooとは異な

りより詳細な検討が必要であると思われる.というの

も，それらはtooほどは統語的に緊密な関係を持たず，い

わば挿入句的に文同士の接続関係を示すので，それらが

さらに発展して発話同士を結ぶ機能を持ち合わせている

可能性があると考えられるからである.

tooを除いた(7)のそれぞれの表現が追加機能を持つ談話

標識としての資格があるかどうかを検討する一つの方法

は，これまでにも行なってきたように(6)に挙げた談話標

識のそれぞれの特徴の有無を確認することであるが，こ

こではその中でも特にweakc1ause associationとinitialityに

注目して，それらの特徴をもっ度合いを調べ，それぞれ

の表現の談話標識らしさについて検討してみたい.とい

うのも，これら 2つの特徴は，それぞれ複数のテキスト

からなる談話同士を結ぶ談話標識の中心的な特徴であ

り，そのような連結は談話標識の独立性が高い場合，つ

まり，より談話標識らしい場合であると考えられるから

である.談話標識によって結ばれる 2つの発話は単一の

文を指すばかりでなく，複数の文からなるーまとまりの

談話である場合もあるのである.たとえば， (8)のよう

に，談話標識によっては前の段落全体を受ける形で次の

段落の冒頭部分に現れるものもある.

(8) …He is no more mercenary than anyone else in the play. 

Indeed， he pursues his vendetta against Antonio not because 

he is out of pocket， but because he is filled with hatred. It is 

the same hatred in the hearts of those who treat him with 

contempt. Shakespeare had very little time for haters， what-

ever their ethnicity. 

Moreover， one of the most eloquent denunciations of 

anti-semitism as penned by Shakespeare. We hear it 

in Shylock's 'If you prick us， do we not bleed?' speech. 

(WordbanksOnline) 

つまり，当該語句が段落冒頭にあり，しかも，コンマ・

イントネーションによって後続する文と音調単位の上で

も独立していれば，その語句は文同士の接続機能から発

展して，談話標識としての機能を果たしているという十
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分な根拠を与えることになる.そして，その語句が生起

する用例において，そのような場所に現れる頻度が高く

なるほど，その語句が談話標識としてより典型的なもの

と考えることができる.そこで 以下ではBNCおよび

WordbanksOnl ineのコーパスデータを利用して， (7)で挙げ

た (too以外の)表現の生起状況を観察し，それぞれの談

話標識としての可能性について見てゆく.

E悶談話標識への派生の可能性

1 .可能性の低いtobootとintothe bargain 

-~支に to bootとintothe bargainは意味ヒは「おまけにJ

に相当する語句だが，いずれも weakclause association， 

initiahtyの特徴は認められない.まず， to bootの一般的な

意味と用法を COBUfLD2ので確認してみる .(9)はbootの

第7義， (10)がその用例である.

(9) You can say to boot to emphasize that you have added 

something else to something or to a list of things that you 

have just said. 

(10) a. He is making money and receiving free advertising to 

boot ! 

b. They have to be thin， attractlve and well-dressed to 

boot. 

(9)から分かるように， to bootは(i)追加機能があるこ

と， (註)項目を並べ立てる形で使われることがあること，

(出)項目を追加した直後に現れる，という語法上の特徴を

持つ. (10)の用例を見ると，いずれの場合も tobootは同一

文中で，項目を追加した直後(文末)に現れる形をとっ

ている.特に， (lOb)で、はthin，attractiveに続いてwel1-dressed

が追加されているが，これら 3つの項目の接続が‘thin，

attractive and well-dressed'というように，ーまとまりの形

容詞句になっていることからも， well-dressedの句内での

接続が密接なことは明らかであり， したがってtobootも

この句の中に取り込まれる形で、well-dressedと結びついて

いるのが分かる. (9)， (10)を見る限り， to bootは節との関

係が強く，その位置は文末以外に考えられない.という

ことは， weak c1ause associatlOn， initialityのいずれの特徴も

J寺つことカfできないということになる. もちろん， (10)だ

けでは検討すべき用例として不十分なので，コーパスを

用いて検証してみる.すると， WordbanksOnlineとBNCの

すべての用例においてtobootは文末に位置している.た

だし， WordbanksOnhneにおける86例中11例， BNCにおけ

る75例中 5例でtobootの直前のコンマ・イントネーショ

ンを確認することができる.以下はBNCからの例である

が， to bootを含む追加l要素(名詞句からなる文)が先行

文と独立している珍しい例と言える.

(11) And here it is: 1 have proof that Neil Kinnock once spent a 

night of passion alone in a miner's cottage with a wel1-known 

writer. A well-known male writer， to boot. 

このような例は(10)と比較すればtobootの丈からの緊密

性は緩くなるが，それでも tobootは依然として先行文内

の一部， しかも文末の要素 (awel1-known writerの性別)

に関する情報を追加しているために文末以外に置かれる

可能性は残されていないようである.したがって，実例

から見てもtobootが談話標識として認められる可能性は

低いと言わざるをえない.

次にCOBUfLD2で、tobootと同義(実際には「類義J) と

表示されている intothe bargainについて同様の検討を行

う. COBUfLD2における意味と用例の-部は以下の通り.

(12) You use into the bargain when mentlOning an additional 

quantity， feature， fact， or action， to emphasize the fact that it 

is also mvolved. 

(13) a. This machine is designed to save you etlort， and keep 

your work services tidy into the bargain. 

b. She is rich. Now you say she is a beauty into the bar-

gazη. 

to bootの場合と比べると，語義説明の中にリスト表示

的な用法や位置に関する記述が含まれていないという点

で、weakclause associationの特徴を持つ傾向がやや高いと

推測される.これをコーパスで検証して みる.

WordbanksOnlineでは45例中43例が(13)と同様に文末で，し

かも，いずれもコンマ・イントネーションは認められな

かった.ただし， to bootと異なる点として，文頭に現れ

る例が2件あり，いずれも段落冒頭に用いられていると

いう点が興味深い.一方， BNCでは103例中93例が文末用

法で，そのうちコンマ・イントネーションの言志められる

ものは 2例であった. しかも，多くの場合，文末におけ

るintothe bargainによって強調されるのはtobootの場合と

同様に文中の一部の要素であり，丈全体ではない.な

お，文頭に現れる用例は 3件であるが，段落冒頭ではな

かった.その他の例は文中であった.

以上より， weak clause association， initialityに関して言え

ば， mto the bargainはtobootよりも僅かに談話標識として

の発展の可能性はあると思われるが，現時点では統語レ

ベルでの追加機能に留まっていると言えよう.

2. added to thls 

COBUILD2によれば，added to this [that ]は以下のよう



な意味と用法を持つ.

(1引 Youuse added to this or added to that to introduce a fact 

that supports or expands what you are saying. 

(15) More than 750 commercial airliners were involved in fatal 

accidents last year. Added to that were the 1， 550 smaller air-

craft. 

(14)の意味記述から分かることは，先のtobootおよび

into the bargainと異なり，何に対して追加されるかが，よ

り幅を持たせた形(すなわちwhatyou are saying) で表さ

れているということである.つまり，先行文の一部の語

句を指すだけでなく，先行文によって表される内容を受

けることも意味する.そして，このことはthis[that]を含

むことによって明示化されている.事実， (15)でも thatは

more than 750 commercial airlinersを指しているのではな

く， r死亡事故を起こすことjを指している.また， (15)の

用例の特徴は， added to thatが文頭で、用いられていること

と，その語句の後が倒置文であるということである.と

いうことは， added to this [that] は典型的な談話標識の場

合と比べて後続部分との統語的な依存関係が強いことに

なるが果たしてどうなのであろうか.また， r前に言った

こと」を受けるということは，先行する発話を受けて後

続する発話につなぐ機能を持つことも十分考えられる.

このことをaddedto thisを対象にコーパスを用いて検証し

てみる.この場合， r主語+be added to thisJのように

addedが純粋な受動文の過去分詞として用いられる例は除

外して考える(これはBNCでもタグ付けの点で上記の場

合と純粋な受動文の場合とを区別していることからも妥

当と言えよう).そうすると，予想されることは，追加さ

れる要素が名詞句であれば， (15)のように‘addedto this + 

be+NP'の形をとり，追加される要素が丈(あるいは発

話とも考えられる)であれば， added to thisは文頭，文

中，文末のいずれかに位置するということである.

WordbanksOnlineによれば， added to thisで検索した13例の

うち 7例が(1日と同様の形式の文 6例が文修飾的な用法

であり，文頭位置であった.しかも，その 6例のうち 5

例が‘Addedto this，'という形で独立した音調単位を持って

おり，さらに，その 5例中 2例が段落冒頭に位置してい

た. BNCでの検索によると，該当する61のうち， (15)のタ

イプは32例，文修飾的用法は29例ですべて文頭位置

(うち，独立の音調単位を持つ‘Addedto this，'は24例

で，段落冒頭は 3例)であった.ここで注目すべきは，

WordbanksOnlineとBNCの両者に共通して，文修飾的用法

が全体のほぼ半数を占め，そのほとんどがコンマ・イン

トネーションによって独立の音調単位を持つ点である.

weak clause associationとinitialityの観点から見てこれらは
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談話標識としての機能を持つ条件を満たす.特に，段落

冒頭の 3例についてはその機能の発達が特に進んでいる

ものと言える.

したがって， added to thisに関して言えば，談話標識と

しての機能面の発達を見ることができるので，典型的な

談話標識とは言えないにしても，その範轄に含めること

が可能となる.

3. to top it all (ott) 

COBUILD2にはこれに関する記述がないので，コー

パスからその分布状況を検証してみる.その結果，

WordbanksOnlineで、認められる 11例中10例が文頭位置(う

ち 2例は段落冒頭)， しかも，そのすべてにおいてコン

マ・イントネーションが存在していた. BNCでも 17例中

16例が文頭位置(うち， 3例は段落冒頭)で，コンマ・

イントネーションが存在したものは 7例にのぼる. (16)は

BNCからの一例である.

(16) Dr RusseU， on the other hand， was a very successful man...， 

and he moved in some of the highest spheres of Brisbane 

society. Belinda knew this because she had seen his photo-

graph in the social pages of the newspaper more than once. 

She had been tempted to cut out the photographs and keep 

them， but she hadn't. 

And to top it all oJf， he was gorgeous. Or Belinda thought 

so， anyway. 

(16)で、はtotop it all off は直前の文 (Shehad been tempted 

to cut out the photographs and keep them， but she hadn't.)を

接続するのではなく， (Dr Russell，... was a very successful 

manを中心とした)前段落の内容全体を受けて「その上」

とつなぐ形をとっている.その他の実例などを考慮に入

れでも totop it all offはmoreoverなどとほぼ同様に談話標

識としての資格を十分に持っていると言える.

また， to top it all offは通例好ましくないことに関して

用いるとされており，日本語の「挙句の果てに，かてて

加えて」に相当する意味を持つことが多い. (16)の例から

はその意味を汲み取るのが難しいかもしれないが，

Belindaの境遇(上記には記述されていないが，先行文脈

で、Belindaは社会的・経済的にDrRusselより劣っているこ

とが描写されている)を考えると， Dr Russelの恵まれた

境遇はBelindaにとっては彼女の立場をより劣って見せる

「好ましくないもの」という見方もできる.そういった

Dr Russelの特徴の一つをtotop it al offを用いて，いわば

駄目押しのように追加描写していると解釈すれば，この

語句もまた否定的意味合いを持ち合わせていると言うこ

とができる. to top it al offがそれ自体(その語句を構成
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する話の意味の総和)では表現しえない否定的な含意を

持つということは，この語句がもはや単なる接続機能を

持つ副詞的語句として存在しているではなく，談話上独

立語としての資格を得るまでに発展していることを示唆

している.

さらに， to top it all (off)は「…すれば」という文全体

にかかって仮定を表すto不定詞句の形をとっているが，

このような形で談話標識として用いられる例は他にもあ

り，典型的なものとしてはtotell the truthやtosum upなど

が挙げられる.また， to crown (it) allは意味上も形式上も

to top 1t all (off)と類似しており興味深い.このような背景

から，この形式の談話標識はある意味で、生産的で、あり，

追加機能を持つ談話標識に限らず，その他の談話標識の

発展にも関わってくるのではないかと思われる.

4. as wellとontop 

as well は一般にtooやalsoと同義関係にある語と見なさ

れ，その語法上の振る舞いは特にtooと共通するところが

ある.たとえば，仰のようにaswell はtooと同様に通例文

末に現れる(この点についてはalsoと異なる).また，文

脈に応じて文中の様々な要素に焦点を当てることもでき

る(この点についてはalsoも同じ). 

(1司 Wehave meetmgs on Sundays as well[too]. (Swan 1995; 

[too] は筆者による加筆)

文末位置に現れる点については COBUILD2における as

wellの意味記述からも見出すことができる.

(18) You use as well when mentioning something which hap-

pens in the same way as something else already mentioned， 

or which should be considered at the same time as something 

else already mentioned. 

その他にも aswell はtooと統語上，意味上とも共通点を

持ち合わせていることから， as wellは談話標識の範時外

の存在であると判断されるかもしれない. しかし，その

一方で， as wellがaswell asから派生した表現であること

も見逃すことができない.というのも， as well as thatは

(2)に示したように談話標識として位置づけられているか

らである.以 FのCOBUILD2のaswell asの意味記述では

らyouwant to (mention)'の部分によって話者の発話意図が

表されているのが分かる.

(19) You use as well as when you want to mention another item 

connected with the subJect you are discussing. 

したがって，通例aswellは談話標識としての機能は持

たないと考えられているが， as well asからの派生後も談

話機能が失われず，条件が整えば談話標識として機能す

る可能性は残っていないであろうかという疑問が生じ

る.その手がかりの一つはaswellが文中の一部の要素か

ら文をつなぐ役割を担う存在へと変化する可能性につい

てである.このことは既に COBUILD2の用例からうかが

うことカすできる.

~O) a. Wピdbetter buy some milk， and some honey αs wel/. 

b.‘What do you hke about it then ?' -'Erm， the his-

tory， the shops -people are quite friendly as well. 

(20a)のaswell がsomehoneyにかかるのに文すし， ~Ob) では

people are quite friendlyという文にかかっている.つまり，

as wellが語句と語句の連結から丈同士の連結を担ってい

る. 2つの要素A，BをむすぶAas well as B がBand A as 

well へと変化すると， A， Bの対-象は詩句から丈，さらに

は発話へと拡大し，それとともにaswellの生起位置も文

頭に移動しやすくなるのではないだろうか.

さらに， as well asは通例inaddition toと同義(COBUILD2

の意味記述も全く同じ)と見なされるが，in addition to 

thatから派生したと考えられる inadditlOnは(2)に見るよう

に談話標識としての資格を持つ.それならば， as well as 

thatから談話標識としてのaswell への派生も自然な過程と

して存在するのではないだろうか.

これをWordbanksOnlineを用いて検証すると，文末用法

のaswellが9，079例存在する一方で，文頭でしかもコン

マ・イントネーションの認められる aswell ('As well，')の

例が36例見られた.そのうち31例が段落冒頭に現れてい

る. BNCからは13例が'Aswell，'の例として認められ，

weak clause assoClatlOnおよび、initialityの特徴を持ちうる

ことが分かった.以下はWordbanksOnlineのoznews

(Australian news)内の一例.

(21) Any expectation that the current series of eight tests will 

somehow not go ahead is overly optimistic， there did seem to 

be a clear undertaking that， when these tests were over next 

May， there would be no more. 

As well， France will sign up for the Comprehensive Test 

Ban... 

以上より，文頭のaswellの生起頻度は低いながらも存

在し，機能面でも談話標識としての役割を果たしている

ことが分かった.

このことは談話標識に関わるより一般的な意味で、有意

義な結果をもたらす.すなわち， as well as thatから aswell 



への談話標識の派生という過程は，一般的に言えば，先

行発話を受ける指示代名詞 (that) を含む談話標識がある

場合，その指示代名詞が直前の前置詞(ここではas) と

ともに脱落して，より単純な談話標識へと変化する過程

であると言うことができる.事実，これはωに示すよう

に， as well 以外にも当てはまる.

位2) a. Instead of that，…コ Instead，• 

b. Besides that， ...コ Besides，

興味深いことに，このことは凶に示すように，日本語の

場合にも当てはまる. しかも，日本語の場合は(23a)のよ

うに「にもかかわらず」と，通例では意味を成さない形

で独立して語葉化している点も見逃せない (1にも関わら

ずJのように漢字を含む表現だけでなく，仮名のみの表

現も多く用いられるという点も語葉化を反映していると

思われる)• 

(23) a. それにも関わらず，コ…. ~にもかかわらず，…

b. ….それと同様に，…コ…. ~と同様に，…

コ…. ~ ~同様に，…

より一般的に言えば，これらは文法化という言語変化

の過程を経て文法範時に変化が生じたのである.複合前

置詞句としてのaswell as NP (もちろん，それ以前に比較

構文としてのas...asが位置づけられる)は指示代名詞の

削除という共通の現象によって丈副詞としてのaswell に

変化し，さらには談話標識としてのaswell へと発展した

と捉えられる.

同様に，文末で見かける ontopについても談話標識への

発展の可能性を見い出すことができる .COBUILD2， 

LDOCE3などによれば，on top (of)は「複数の問題に加え

てさらに問題が生じることを含意J(indicate that a particu-

lar problem in addition to a number of other problems-

COBUILDりするという.

(24) A stepfamily faces all the problems that a normal family 

has， with a set of add出onalproblems on top. (COBUILD2
) 

コーパスによる検証の結果， on topも先行発話を受ける

that [this] を伴って現れることが可能であり，さらに，

予想通り文頭の(しかも独立した音調単位を持った)on 

topが生起する例を見ることができる.

(25) Another operation was necessary when it was found a 

growth on my kneecap was burying into the bone. 

On top ofthat， my knee was slightly off line. (BNC) 
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(26) In 1979， the maximum a Chief Inspector could earn was 

8000 pounds. Now he can expect to make more than 29000; 

even with inflation， an increase of more than 40 per cent. On 

top， he's given a 3500 housing allowance， and can look for-

W訂 dto a pension of up to 19500 pounds a year. (BNC) 

上記いずれの例においても， 1さらに問題が生じるJと

いう合意は失われていない.ωでは「ひざに腫揚が発見

され， もう一度手術が必要である」という問題に加えて

「ひざが少し利かなくなっている」という問題が重なっ

ている状況を表している.凶は「支給額の増大jが話題

なので，一見して問題とは関わりないように思われる

が，これに先行する文脈(ここでは省略)で「過剰な支

給の問題」を取り上げていることから Ontopは単に

「手当が多い」ことを付け加えるために用いられている

のではなく， 1問題は他にもある」ということを示す談話

標識として用いられているのである.このように， on top 

の合意という点から見ても，本来のontopと談話標識の

on top of that， on topが別個のものであるとは考えにくい

のである.

as wellにしても， on topにしてもそれが談話標識として

機能する頻度は未だ低く， したがって，談話標識として

の典型性という点で言えば周辺的な存在であろう. しか

し，同一の派生パタンを持つ表現が複数認められること

から，談話標識の発展性，あるいは生産性の一端を示す

興味深い現象であると考えられる.今後このようなタイ

プの談話標識の分布をさらに調査することによって，談

話標識の発展性だけでなく，その範轄の適切な捉え方に

ついても有意義な結果を得ることができると思われる.

5. plus 

文法化によって複合前置詞句が談話標識へと変化する

現象については既に触れたが，前置詞(あるいはその他

の機能語)が談話標識に変化する例は他にもある.典型

的な例としては， butが元来‘outside，without， except'とい

った副詞あるいは前置詞から接続詞へ，さらには以下の

ような談話標識へと変化する現象が挙げられる.

間 Derekmistook the name of the company for that of a per-

son and blurted out，“But， who is he ?" (BNC) 

仰のButはDerekの抱く意外な気持ち，戸惑いなどを表

しており，論理的な対立関係を表しているのではない.

butの談話標識としての用法は定着しているが，これと同

様の言語変化による比較的新しいと思われる談話標識に

ついて認識することは，談話標識の発展性のもう一つの

方向性を知るという意味で重要と思われる.その新しい
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談話標識の一つが中山(1998)でも指摘したplusである.

plus はCOBUILD2では等位接続詞として挙げられている.

以下は文頭でplusが用いられる例である.

側 Wehad to have an actor who could generate real empathy 

Plus he had to carry the audlence through a lot of plot. 

(COBUILD2
) 

上記の例の場合， plusは「さらに何か言いたいjことを

明示する談話標識として機能していると考えられる.さ

らに， BNCから得られた以下の例ではplusの直後にコン

マ・イントネーションがあり，独立した音調単位を持つ

に至っている.

(29) Chang achieved his potential fast， spottmg his strengths 

and hitting the ball on the rise. Plus， Chang executed well 

during match play. 

U固まとめ一拡大する範曙

談話標識の範障は統語上の制約を受けないために，比

較的自由にその範時を拡大できるものと思われる.拡大

の要因としては語句の類義関係と文法化が中心に据えら

れるが，他の類義表現の生起状況やレジスターの違い，

個々の表現の持つ合意などの関係からその存在意義が認

められた場合，新たな談話標識としての発展が可能にな

ると考えられる.また，追加機能を持つ談話標識の場

合， moreoverを典型性の度合いの高い存在， as wellなど

をその度合いの低い存在と位置づけることによって，個

々の談話標識の持つ意味 L 語用論上.の多様性と整合す

る形で同一範時内に取り込むことができた.今回は追加

的な機能を持つ談話標識についてのみ検討したが，この

ことはf也のi炎日首標j哉にも当てはめることも可能である.

今後はより広範に談話標識の分布を調査し，典型的な談

話標識と周辺的なそれとの関係についてのより詳細な検

討を加えたい.
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