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文末焦点と文末重点から見た 
背景型・連続型の関係詞節

　

女　鹿　喜　治

1. はじめに

　基本的に、制限的な関係詞節は先行詞となる名詞を同定したり、分類す
る。先行詞の属性を表すとも言うこともできる。

(1) She married a man that she met on a bus.  (Swan 2005: 480)
(1′) [a man [that she met on a bus]]

そして、関係詞節は先行詞と共に、全体的には、複合名詞句を構成する。
例えば、(1)の複合名詞句の構造は、簡単に示すと、(1′)のようになるとい
うのが典型的な考え方である。
　しかし、不定名詞に後続する制限的な関係詞節が文末に置かれると、(2)-
(3)のように、興味深い現象が見られることがある。

(2)  She returned holding a glass of colorless liquid which she held out to me. 
 (福地 1995: 116)
(3)  Ann defeated the World Champion in a game that sent the sellout crowd 

into frenzy.  (福地 1995: 107)

(2)の意味は「彼女は無色の液体の入ったグラスを持って戻ってきて、それ
を私に差し出した」、(3)は「アンは試合で世界チャンピオンを打ち負かし
て、満員の観衆が熱狂した」である。((3)の関係詞 thatの先行詞は主節全体
である。)
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　福地 (1995: 111, 117)によると、(2)-(3)の主節と関係詞節では、それぞれ
の節が表す出来事 (event)が時間軸に従って連続的に続いているため、両者
の間には物語的 (narrative)つながりが生じている。したがって、(2)-(3)は、
概念的に、二つの節を並列させた関係と見なせるという。

(2′) a.  [She returned holding [a glass of colorless liquid [which she held out to 
me]]]

 b.  [She returned holding a glass of colorless liquid] [which she held out to 
me]

つまり、(2)の統語構造は (2′a)だが、実際には、(2′b)のように、複合名詞
句が名詞と関係詞節に解体されてしまい、重文と類似した構造になってい
る。（1） 情報伝達の観点では、(2)の関係詞節は主節とは別の断定を表してい
る。福地 (1995: 117)はこのような関係詞節を『主節の内容に続く「連続」
型』(以後、連続型の関係詞節 )と呼んでいる。
　この連続型と対照的な関係詞節に、『主節の内容の「背景」型』(以後、
背景型の関係詞節 )がある。((1)もこの中に含まれる。)

(4)  His son returned home with a girl who wore a showy coat. 
 (福地 1995: 116)

(2)-(3)と同様に、(4)の関係詞節も不定的である。このため、福地 (1995: 
116-7)によると、関係詞節は断定され、話者にとって主節と同等の重みを
もって伝えられる。だが、(2)-(3)と異なり、(4)では、主節と関係詞節の間
に時間的順序 (物語的つながり )が感じられないという。つまり、(4)の関
係詞節は先行詞のa girlの属性を表しているに過ぎない。
　ちなみに、福地 (1995: 117)は非制限的関係詞節と背景型・連続型の関係
詞節との間の類似性を指摘し、(5)と (6)の例を挙げている。そして、(5)は
(1)と (4)のような背景型の関係詞節に近く、(6)は (2)-(3)のような連続型に
つながる言い方だと述べている。

(5) Go to Cincinatti, which is on the Ohio River.  (福地 1995: 117)
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(6) He gave the letter to the clerk, who then copied it.  (福地 1995: 117)

なぜなら、(5)は話者による後からの付け足し、思いつきのようなものであ
り、主節との内容上のつながりがない。それに対し、(6)では、主節内容と
関係詞節内容は時間的に一本の線でつながっているからであるという。
　筆者の知る限り、このような連続型・背景型の関係詞節に関する最近の
研究は福地 (1995, 2001, 2003, etc.)によるもので、量と質という点で、それ
に比肩するものは他にない。
　また、福地 (1995: 115-118)が示唆するように、不定的な関係詞節が背景
型や連続型に解釈されるのは主節と関係詞節の意味関係によるものである。
関係詞節を伴う複合名詞句そのものを単独で見た場合には、単なる名詞句
としか解釈できない。例えば、(2)の複合名詞句a glass of colorless liquid 
which she held out to meはどう見ても「彼女が差し出した無色の液体の入っ
たグラス」という意味の名詞句であり、関係詞節はa glass of colorless liquid
を同定しているに過ぎない。
　以上をまとめると、不定的な関係詞節は主節とは別に断定され、単独で
一単位の情報を提供する。その中でも、(2)-(3)のような連続型の関係詞節
を含む文は、あたかも主節と関係詞節が二つの文のように並び、重文とし
ての情報伝達を行う。それと対照的に、(1)と (4)のような背景型の関係詞
節にはそのような機能はなく、ただ単に先行詞の属性を表すのみである。
　ところで、Leech and Svartvik (2002: 210-11)によると、英語では、文中
に要素を配置する際、次の二つの原則が働いているという。

文末焦点： 情報を伝達する上で重要な新情報を焦点 (focus)として文末に置き、
それに核強勢 (nuclear stress)を与える

文末重点：文法的に複雑で長い語句や節を文末に配置する

この二つの原則によって、文末に位置する要素が情報伝達の中心となるの
が一般的である。
　関係詞節はその統語的性質から文末に置かれることが多い。連続型・背
景型のいずれであっても、文末に関係詞節が配置された場合、その関係詞
節にも文末焦点と文末重点が適用されるはずである。もしそうなら、どの
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ような適用のされ方をするのだろうか。
　この小論では、文末焦点 (end-focus)と文末重点 (end-weight)、そして、談
話がどのようにこの二種類の関係詞節に影響を与えるのかを探る。そして、
連続型の関係詞節を伴う文では、主節と関係詞節の伝達する情報の重要性
は同等か、関係詞節の方へ偏ることがある。また、背景型の関係詞節では、
関係詞節が情報伝達の中心になりやすいことを示す。

2. 主節の内容に続く「連続」型の関係詞節

　背景型・連続型を問わず、不定的な関係詞節を含む文では、主節は先行
詞を談話に導入し、次いで、関係詞節がその先行詞について何らかのコメ
ントを行うという形をとる。福地 (1995: 116)はそのような断定的な関係詞
節は話者にとって主節と同等の重みをもって伝えられると述べている。確
かに、連続型の関係詞を含む文では、主節と関係詞節の間に時間的な連続
性が生ずるため、どちらか一方が重要な伝達情報を担うとは考えにくく、
文末焦点と文末重点が関わる余地はないように見える。
　(7)で、第 2文の関係詞節 (which) I didn’t likeは連続型である。

(7)  In spite of the distractions and constant turmoil, I managed to do a fair 
amount of writing, but none of my efforts ever added up to much. I 
started two novels and abandoned them, wrote several plays I didn’t like, 
worked on poem after poem with largely disappointing results. My 
ambitions were much greater than my abilities at that point, and I often 
felt frustrated, dogged by a sense of failure. 

 (Paul Auster, Hand to mouth: 36)

この談話の構成は、第 1文がマクロ主題 (macro-theme)、後続する第 2–3文
がマクロ題述 (macro-rheme)となる。（2）このマクロ題述の内容は「努力をし
たが、報われることがなかった」である。このため、第 2文の (I) wrote 
several plays I didn’t likeは「いくつか演劇の脚本を書いたが、気に入るよ
うな内容ではなかった」という意味になり、時間的順序が主節から関係詞
へと続くものとして解釈しなければならない。この場合、「気に入らない演
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劇の脚本を書いた」という背景型の関係詞節として解釈するのは適当では
ない。実際、直後の部分が「次々と詩作に取り組んだが、大きな失望とい
う結果になってしまった」という意味であることから分かるように、他の
すべての部分もマクロ主題の内容に合わせ、時間的順序に従って記述され
ている。したがって、(I) wrote several plays I didn’t likeの主節と関係詞節
の情報価値は同等であり、いずれか一方に偏っていはいない。
　(8)ではどうだろうか。第2文でも、主節と関係詞節との間に時間的順序
があるため、物語的つながりが生じている。だが、(7)とはやや事情が異な
る。

(8)  He had a voracious appetite, indeed an impassioned thirst for all kinds of 
learning. He taught himself about the local geology and botany; he found 
a globe from which he could learn geography and foster a love for maps; 
he unearthed scores of textbooks from which he could take on the 
enormous burden of history; he observed and took pains to remember all 
the natural phenomena about him. 

 (Simon Winchester, The professor and the madman: 33)

この第 2文のhe found a globe ... foster a love for mapsとhe unearthed ... the 
enormous burden of historyの意味はそれぞれ「地球儀を見つけて、地理を
学び取り、地図を読み取る楽しみを持つようになった」と「多数の教科書
を見つけ出して、歴史について幅広い知識を得た」で、確かに、主節と関
係詞節の間には時間的な流れが存在する。
　第 1文は「彼はあらゆる種類の学問に対して飽くなき欲求、強烈な渇望
を持っていた」という意味で、マクロ主題である。そして、第 2文はマク
ロ題述で、第1文で示されているマクロ主題の内容を具体的に表している。
興味深いことに、he found a globe ... foster a love for mapsで、マクロ主題
(「彼には強い学習意欲があった」)の内容に該当する部分は主節のhe found 
a globe (「地球儀を見つけた」)ではなく、関係詞節の from which he could 
learn geography and foster a love for maps (「(地球儀から、)地理を学び取り、
地図を読み取る楽しみを持つようになった」) である。また、he unearthed ... 
the enormous burden of historyでは、主節のhe unearthed scores of textbooks 
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(「多数の教科書を見つけ出した」)ではなく、関係詞節の from which he 
could take on the enormous burden of history (「(多数の )教科書から、歴史
について幅広い知識を得た」)である。したがって、(7)とは異なり、(8)で
は、文末焦点と文末重点によって、関係詞節が情報伝達の中心となってい
る。
　ここで、非制限用法の関係詞節とこの連続型の関係詞節との違いが明ら
かになる。福地 (1995: 117)が指摘するように、(6)のような非制限用法の関
係詞節を伴う文では、主節と関係詞節がそれぞれ断定され、物語的なつな
がりが生じるため、非制限用法の関係詞節は (7)のような連続型の関係詞節
に近い。その一方で、(8)のように、関係詞節が情報伝達の中心となり、主
節と関係詞節の間に情報の価値の偏りが生じることがある。この点では、
非制限用法の関係詞節と連続型の関係詞節は機能がやや異なる。
　したがって、(7)-(8)から、連続型の関係詞節の情報伝達機能は主節と同
等で、主節と関係詞節の間には時間的な順序が存在する。だが、文末焦点
と文末重点によって、文末に位置する関係詞節の方が主節よりも重要な情
報を担い、情報伝達の中心となることもある。この点で、非制限的関係詞
節との違いが見られる。

3. 主節の内容の「背景」型の関係詞節

　背景型の関係詞節を含む文には文末焦点と文末重点はどのように適用さ
れるのだろうか
　(9a)は背景型の関係詞節、(9b)は非制限的な関係詞節の例である。Swan 
(2005: 485)によると、不定的な名詞に関係詞節が後続する場合、制限用法
と非制限用法の区別が定的な名詞の場合よりも明確でなくなる。強調の度
合いがわずかに異なるだけで、制限用法と非制限用法のどちらでも可能な
ことがしばしばある。したがって、(9a)と (9b)はほぼ同じ意味であるとい
う。

(9) a. We became friendly with some nurses that John had met in Paris.
 b. We became friendly with some nurses, whom John had met in Paris.
  (Swan 2005: 485)
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だが、一般的に、関係詞節の表す情報が文全体の伝達内容の中で最も重要
である場合には (9a)のような制限用法になり、そうでない場合には、(9b)
のような非制限用法になると述べている。
　よく知られていることだが、福地 (1995: 117)とHuddleston and Pullum 
(2002: 1058-9)によると、非制限用法の関係詞節の伝える情報は主節に対す
る補足や付け足しである。(その典型的な例が (5)である。)このため、主節
が情報伝達の中心となる。その一方で、Swan (2005)が (9a)について述べて
いるように、制限用法の関係詞節は主節よりも情報の重要度が高く、その
文が伝達する情報伝達の中心となる。これは英語がもともと備えている文
末焦点と文末重点が働いているためである。(この傾向は前節で見た連続型
の関係詞節についても見られる。)この点で、(9a)のような制限用法の関係
詞節と (9b)のような非制限用法の関係詞節には違いがある。(これについて
は、この節の後半でもう一度取り上げる。)
　背景型の関係詞節が情報伝達の中心となることは (10a)と (10b)からも窺
い知ることができる。

(10) a. I know a girl who speaks Basque.
 b. A girl I know speaks Basque. (Hooper and Thompson 1973: 490-491)

Hooper and Thompson (1973)によると、統語構造が異なる (10a)と (10b)は
同じ意味で、どちらも「私の知り合いの女の子はバスク語を話します」と
なる。これは文末焦点と文末重点によって、(10a)の関係詞節の内容が情報
伝達の中心となるからである。つまり、(10a)では、主節で「私にはある女
の子の知り合いがいます (I know a girl)」と述べ、a girlを新情報として談話
の中に導入し、次いで、関係詞節で「その子はバスク語を話します (who 
speaks Basque)」と先行詞のa girlについて叙述を行うという二段階での情
報伝達を行っている。この時、文末焦点と文末重点によって、第二段階の
情報が最も重要な伝達情報となる。(Swan (2005)が (9a)について「関係詞
節の表す情報が文全体の伝達内容の中で最も重要である」と述べているの
はこのことについての言及である。)また、これと同じやり方の情報伝達が
(10b)の主部 (a girl I know)と述部 (speaks Basque)でも行われている。（3）

　これを (9a)にも当てはめてみると、「私たちは数人の看護師と親しくなっ
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たのですが (we became friendly with some nurses)、その看護師たちはジョ
ンがすでにパリで会ったことがある人たちだったのです (that John had met 
in Paris) (→私たちが親しくなった数人の看護師はジョンがすでにパリで会
ったことがある人たちだった )」という意味になる。(その一方で、(9b)は
「私たちは数人の看護師と親しくなったが、ジョンはすでにその人たちにパ
リで会ったことがあった」となる。)
　このように、(9a)と (10a)のような背景型の関係詞節を伴う文では、主節
よりも関係詞節の方が断定的で、情報伝達の中心となる。言わば、主節と
関係詞節の情報伝達機能の役割が入れ代わり、(10′a)のような統語構造の
文が、(10′b)のような概念構造のものに解釈され直されている。(福地 (2003: 
5)は主節と関係詞節の主従関係が逆転していると述べている。)

(10′)  a. [I know [a girl [who speaks Basque]]]
  b.  [[I know a girl] who speaks Basque] → [[A girl [I know]] speaks 

Basque]

　だが、(10′a)のような構造の文を (10′b)のように解釈するのは突飛なこと
に見えるかもしれない。もう少し、背景型の関係詞節を伴う例文を検討し
てみよう。
　安井 (2000: 24-25)によると、不定的な名詞句に後続する関係詞節はその
先行詞となる名詞の上に「後から加えられたもの」をその内容とするため、
常に新情報であり、主節よりも情報価値が高い。そして、(11)では、notに
よって否定されるのは主節ではなく、関係詞節であるが、この理由は、一
般に、否定されるのは情報価値の高い新情報の部分だからであるという。

(11) He is not a person who bakes bread.  (安井 2000: 24)

(11)は、文末にある関係詞節の情報価値が高くなり、主節と関係詞節の機
能が逆転すると、not以外の副詞でも主節を飛び越えて関係詞節を修飾でき
るということを示唆する。
　(12)-(13)はこれを支持する根拠となる。(12)の第1文において、that節内
の主節poor children lived in familiesと関係詞節の that drew 63 percent of 
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their mean income ... from public assistanceはそれぞれ「子供が貧困家庭に
住んでいた」、「(貧困家庭は )平均収入の63％を勤労所得から、18％を公的
援助から得ていた」という意味である。

(12)  A study last year by Leif Jensen and his colleagues at Pennsylvania State 
University found that in 1969, poor children lived in families that drew 63 
percent of their mean income from earnings and only 18 percent from 
public assistance. By 1989, the proportion of family income derived from 
earnings had fallen to 46 percent and the proportion derived from welfare 
had doubled.  (U. S. News & World Reports, 07/25/94: 31-8)

この文で興味深いことは、副詞句の in 1969は主節ではなく、関係詞節を修
飾していると解釈せざるを得ないということである。統語構造はともかく、
「1969年には、子供が貧困家庭に住んでいた」(in 1969が主節を修飾 )と解
釈することは語用論的に見て不適切であり、「1969年には、(貧困家庭は )
平均収入の 63％を勤労所得から、18％を公的援助から得ていた」(in 1969
が関係詞節を修飾 )とする方がはるかに適切だからである。また、後続す
る談話内容 (第 2文 )が関係詞節と関わっていることもこの考え方を支持し
ている。したがって、that節は「1969年には、子供がいる貧困家庭は平均
収入の63％を勤労所得から、18％を公的援助から得ていた」という意味に
なる。
　このように、副詞句の in 1969が主節を飛び越して、関係詞節を修飾する
という現象はこの部分が (10′b)と同じ概念構造になっているためである。つ
まり、(12′a)のような統語構造の文が、(12′b)のような概念構造に解釈され
直されている。

(12′)  a.  [In 1969, poor children lived in [families [which drew 63 percent of 
their mean income from earnings and only 18 percent from public 
assistance]]]

  b.  [In 1969, [poor children lived in families] which drew 63 percent of 
their mean income from earnings and only 18 percent from public 
assistance] → [In 1969, [families [in which poor children lived]] drew 
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63 percent of their mean income from earnings and only 18 percent 
from public assistance]

したがって、(12)でも、第 1文の that節の中にある関係詞節の情報価値が
高いために、副詞句の in 1969が主節を飛び越えて、関係詞節を修飾してい
る。これも文末焦点と文末重点が適用されているためである。
　(13)は、(12)と異なり、形容詞が文中のどの部分に言及するのかを表す
例である。第 3文は「したがって、世界で初めて注目を浴びたアメリカ人
水泳選手の一人はオリンピックの金メダリストであったが、彼女の最もす
ばらしい功績は三個のオリンピック・メダルを勝ち取った後のことだった
のは皮肉なことである」という意味である。

(13)  Even today, most Americans pay very little attention to swimming as a 
sport.... Every four years, however, the Olympic Games come along and 
people are, once again, aware of the swimmers. After all, their victories 
are an opportunity to feel patriotic. It is ironic, therefore, that one of the 
first American swimmers to win worldwide attention was an Olympic 
champion whose greatest achievement came after she won her three 
Olympic medals. Gertrude Ederle earned a gold medal at the 1924 
Olympic Games in Paris (for the 400-meter-freestyle races).... But her 
triumph came in 1926. In the summer of that year she became the first 
woman to swim the English Channel. 

 (Allen Guttman, Triumph and Tragedy of American Sport: 56-7)

ここでも、前後の談話内容から判断すると、ironic (「皮肉」)なのは that節
の主節one of the first American swimmers to win worldwide attention was an 
Olympic champion (「世界で初めて注目を浴びたアメリカ人水泳選手の一
人がオリンピックの優勝者であった」)ではなく、関係詞節のwhose greatest 
achievement came after she won her three Olympic medals (「(彼女が)最もす
ばらしい功績をあげたのは三個のオリンピック・メダルを勝ち取った後の
ことだった」)である。統語的には、ironicのような形容詞は that節の意味
内容に言及するはずである。だが、そうでないのは、この場合も、文末焦
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点と文末重点によって、関係詞節の情報価値が高くなったためである。
　したがって、文末焦点と文末重点によって、関係詞節の情報価値が高く
なり、主節のように解釈されるようになると、(12)のように、副詞は主節
を飛び越えて、関係詞節を修飾することがある。また、(13)のように、形
容詞も副詞と同じように主節を越えて関係詞節に言及することもある。こ
れが (10′b)のように、関係詞節を主節のように捉える根拠となる。
　もう一つ、(10′a)を (10′b)のように捉えることのできる根拠がある。(14)
の第 1文は「レナード氏の友人は彼の主治医でもあった」という意味であ
る。

(14)  Mr. Leonard had a friend who was also his doctor. Both of them were in 
their sixties, and had rather old-fashioned ideas, so they enjoyed each 
other’s company. One day Mr. Leonard went to the doctor’s surgery, and 
when it was his turn to see him, they greeted each other happily. “I’ve 
come to see you as a patient, not a friend this time,” Mr. Leonard said. 

 (L. A. Hill, Amusing Tales: 36) 

この第 1文でも、主節と関係詞節の伝達内容の重さに偏りが生じている。
むしろ、主節の伝達する情報量は単独では足りないくらいである。なぜな
ら、主節のMr. Leonard had a friendは統語的には全く問題ないが、「レナー
ド氏には友人がいた」という伝達内容は語用論的にやや不充分である。こ
の文の情報伝達はa friendの属性を表す関係詞節who was also his doctorが
続くことによって成り立つ。もちろん、関係詞節のalsoは主節の friendと
関わっていることからも分かるように、主節に情報量が全くないというわ
けではない。だが、この場合、主節は名詞のa friendを談話に導入し、関係
詞節がレナード氏の「主治医」としての友人にまつわる話の端緒を提供し
ているだけである。実際、第 2文以下 (特に、第 3･4文 )の談話内容はそれ
に関わるものとなっている。
　このように、背景型の関係詞節が情報伝達の中心となる場合、主節は単
独では充分な伝達内容を持っていないことがある。これは (10a)の I know a 
girlと (12)のpoor children lived in familiesにも当てはまる。なぜなら、I 
know a girl (「私は女の子と知り合いだ」)は統語的には問題なくても、実
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際に用いられる談話は想定し難いからである。Poor children lived in families 
(「子どもは貧困家庭に住んでいた」)についても同様である。このような主
節の伝達内容の希薄化も (10′b)のように、関係詞節を主節のように解釈す
る根拠の一つとなりうる。事実、福地 (2001: 22-23; 2003: 4-6)はこのよう
な主節を「情報量のない (少ない )主節」と呼んでいる。そして、主節内容
を前提であるかのように読み取るのが自然で、このような文では、主節は
先行詞となる名詞を談話の中に導入する機能が主であり、主要な情報伝達
は関係詞節で行うという形となると述べている。
　主節の情報量が充分なのか、あるいは、少ないのかは多分に語用論的要
素に左右される。だが、(10a)や (12)、(14)ほどではないにしても、主節の
意味内容だけでは何か一つ物足りない感じを与えてしまうこともある。(15)
の第 1文は「科学雑誌『ネイチャー』の近刊号で、スミソニアン博物館の
古植物学者のスコット･ウィングとその同僚たちは腰くらいの高さのシダ
が密生し、あちこちに背の低いヤシの木や灌木が点在していた地域の様子
を描写している」という意味である。

(15)  In an upcoming paper in the scientific journal Nature, Smithsonian 
Institution paleobotanist Scott Wing and his colleagues describe a terrain 
that was a sea of waist-high ferns, dotted here and there with tiny palm 
trees and shrubs. Grasses had not yet evolved, although flowering plants 
were just beginning to flourish. Unlike popular depictions of dinosaurs 
living in swampy marshes or dense forests, paleobotanists have shown 
that much of the landscape was dry, with only sparse clumps of trees, 
much like a modern savanna. 

 (U. S. News & World Reports, 06/07/93: 62-72)

第 1文で、主節は先行詞のa terrainを談話に導入し、次いで、関係詞節が
それに関する叙述を行っている。この場合、主節のdescribe a terrain (「あ
る地域の様子を描写している」)は単独では、「どんな地域なのだろうか」
という印象を読み手に与えるため、語用論的に伝達内容がやや不充分であ
る。この文の情報伝達も関係詞節の that was a sea of waist-high ferns ... tiny 
palm trees and shrubsが伴うことで完結する。当然、後続する談話内容 (第
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2文と第 3文 )が関係詞節の内容に関わっていることから、第 1文の情報伝
達の中心は主節ではなく、関係詞節にある。
　ただし、関係詞節が文末にあるからといって、常に情報伝達の中心とな
り、談話の流れの中にあるわけではない。文末焦点と文末重点は原則に過
ぎないからである。例えば、on one photo, they noticed a thin, dark-red line 
that appeared to meander from an ancient cemetery, cross a stream and wind 
around a hill toward the remains of an ancient villageでは、関係詞節に文末
焦点と文末重点が置かれていると解釈するのが一般的である。それに沿っ
て解釈すると、「彼らはある一枚の写真の上に細い暗赤色の線があるのに気
付いた。それは古代の墓地から曲がりくねって進み…うねりながら古代の
村の遺跡に向かっているように見えた」となる。
　この文を伴う実際の発話は(16)である。そのおおよその談話の流れは(16′)
になる。

(16)  One spring morning, archaeologists Payson Sheets and Tom Sever were 
sitting at their camp in the jungle of Costa Rica, looking through a set of 
aerial photographs of the surrounding terrain. On one photo, they noticed 
a thin, dark-red line that appeared to meander from an ancient cemetery, 
cross a stream and wind around a hill toward the remains of an ancient 
village. Rushing to the location shown on the image, Sever and his team 
began digging. It was not long before they hit pay dirt: the remains of an 
ancient footpath used by the people who lived there some 2,500 years ago. 
 (U. S. News & World Reports, 09/13/93: 69-74)

(16′) 「ペイソン・シーツとトム・セヴァーは周辺の地域の航空写真を調べ
ていた」(第 1文 )→「彼らはある一枚の写真の上に細い暗赤色の線が
あるのに二人は気付いた」(第 2文の主節 )→「その場所に急いで行っ
て、発掘を始めた」(第3文 )→「間もなく、彼らは大発見をした」(第
4文 )

　(16′)から、談話内容はトム・セヴァーたちの発掘作業に関するもので、
談話の流れは第1文→第2文の主節→第3→第4文のようになっている。当
然、第2文の関係詞節 (「それは古代の墓地から曲がりくねって進み、…う
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ねりながら古代の村の遺跡に向かっているように見えた」)はその中に入っ
ていない。
　しかし、関係詞節の内容が談話内容に全く関わっていないというわけで
はない。「セヴァーとそのチームのメンバーが発掘を始めた」(第3文 )のは
「ある一枚の写真の上に細い暗赤色の線があるのに気付いた」(第 2文の主
節 )からというよりも、むしろ、「その線は古代の墓地から曲がりくねって
進み…うねりながら古代の村の遺跡に向かっているように見えた」(第2文
の関係詞節 )からであることを談話内容が示唆しているからである。文末
に置かれる要素は、基本的に、文末焦点と文末重点によって、重要な情報
を担う部分となる。このため、談話の流れによって、主節が情報伝達の中
心になったとしても、文末に位置する関係詞節は重要な情報を担う要素の
ままであり、談話の流れから完全に孤立するわけではない。少なくとも間
接的な影響を談話内容に及ぼす。
　最後に、福地 (1995: 117)は (5)のような非制限的な関係詞節は背景的な
関係詞節とよく似ていると述べているが、(9a)、(10a)、(12)-(14)から、背
景型の関係詞節と非制限的な関係詞節との違いが明らかになる。つまり、
背景型の関係詞節はその文が伝達する情報の中心となるが、逆に、非制限
的な関係詞節は話者による後からの付け足しや思いつきを表すため、情報
伝達の中心にはならない。また、情報伝達の中心となる背景型の関係詞節
を伴う文の場合、主節の意味が希薄になり、単独では充分な情報伝達が困
難なことがある。それに対して、非制限的な関係詞節を含む文では、主節
と関係詞節はお互いに別個の情報伝達をするため、そのようなことにはな
らない。

4. まとめ

　連続型の関係詞節の表す情報は時間軸に沿って進み、その伝達される情
報の重要性は主節と同等である。だが、文末焦点と文末重点によって、関
係詞節に情報伝達の重点が置かれることもある。背景型の関係詞節を伴う
文では、文末焦点と文末重点によって、関係詞節が情報伝達の中心となる
傾向がある。
　関係詞節が述部に現れる場合、その統語的性質上、文末に配置されるこ
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とが多い。そのため、文末焦点の対象になりがちである。しかも、文全体
から見ると、節としての性格上、比較的語数が多くなりがちになるのは否
めない。それは関係詞節が担う情報量が増加することを意味する。当然、
文末焦点だけでなく、文末重点も置かれがちである。このような関係詞節
は主節よりも重要な情報を担うようになり、逆に、主節の伝達内容は希薄
になりがちになる。このため、統語的には従属節にもかかわらず、関係詞
節が主節のような情報伝達をするようになる。

注

1. (2′b)のブラケット ( [   ] )は統語構造を示すというよりも、関係詞節をどのよ
うに解釈しているのかを便宜的に示すもので、むしろ、概念構造というよう
なものである。

2. マクロ主題とは、山口 (2000: 29)によると、談話の最初に配置されるトピック
文のことである。このトピック文に後続する一連の文をマクロ題述と呼ぶ。マ
クロ題述を構成する文はそれぞれの主題となる要素をこのマクロ題述の中か
ら選択して、展開していく。

3. Erteschik-Shir (2007: 52-3)はa person I knowの f-structure (= focus structure)は
a personfoc [Itop know __ ]で、 Itop know [a person]focと同じだと述べている。こ
れは、(10a)の I know a girlと同様に、(10b)のa girl I knowもa girlを新情報と
して談話に導入する働きをしていることを意味する。
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