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はじめに

英語が他の言語に比べ、極めて多くの語彙を持つようになった要因とし
て、外来語への容認度が非常に高く、柔軟で、造語力のある言語であると
いうことが挙げられる。英語は長い歴史の中で、他言語から多くの語彙を
取り入れながら今日の姿を築いてきた。
また、英語は語形成能力に優れた言語であり、語形成の発達が英語の語

彙、表現をより豊かなものにしてきたといえる。語形成とは、さまざまな
方法で新しい語を作り出す方法であるが、一般に、既存の語に接辞（接頭
辞や接尾辞）を付加させて新語を作る①派生（ ）、②逆成（

）および、③転換（ ）は頻度も高く、その他にも④複
合（ ）、⑤短縮（ ）、⑥混成（ ）および⑦語根
創造（ ）などが挙げられる。
英語では、同一の語が複数の品詞として用いられることがあり、語の形

態はそのままに、品詞のみを変えることを品詞転換、またはゼロの接辞が
付加されたと考えて、ゼロ派生とも呼ぶ。古英語期、中英語期の時代で
は、ゲルマン語本来の屈折言語としての特性が強く、高度で複雑な屈折に
よって文法標識を示していた。
ところが、時代の推移とともに語尾変化の簡略化が進み、近代英語期で

は、かつてのような複雑な語尾変化はほとんど見られなくなり、この時代
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を の時代とも呼ぶ。
品詞転換とは、近代英語の特徴のひとつであり、屈折が消失した結果生

まれた文法事象であるといえる。特に、品詞転換、いわゆるゼロ派生が英
語の表現をより豊かなものにしていると考えられる。
本稿では、英字新聞の に用いられている名詞由来動詞を分析し、
本来、名詞である語を動詞として解釈する際、読み手は、関連性理論にお
ける知見─具体的には、人間の認知傾向を表す関連性第 原理、意図
明示コミュニケーションを表す関連性第 原理─を応用し、推論能力
によって適切な解釈を可能にしていると主張する。

意図の明示、非明示とコミュニケーションモデル

本稿の目的は、 に用いられた名詞由来動詞の解釈プロセスを、
関連性理論の知見を応用し、明示することである。
言語学において、意味論が対象とするのは、言語内の意味であるのに対

して、言語外の意味を対象とするのが語用論だということができる。関連
性理論は、人間の認知傾向と、ことばとの関係を研究する認知語用論のひ
とつであり、その理論を科学的に証明することを目指し、発話がいかに解
釈されるのかということを明らかにしようとする理論である。

（ ）

この（ ）の文の意味を考えてみよう。教師が学生に対して言ったと仮
定する。教師が、いつも持っているはずの時計を忘れ、学生に時間を尋ね
ていると単純に解釈することもできる。しかし、実際に教師が（ ）の文
を口にした時に意図したことは、再三の注意にも関わらず遅刻を繰り返す
学生への警告であるかもしれないし、事実上の落第通告であるかもしれな
い。
つまり、 が実際の発話として考える場合、下記の
つのレベルが考えられる。

（ ）単に時間を尋ねている
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（ ）遅刻した学生への警告・落第通告

　一般に（ ）を「字義通りの意味」、（ ）を「発話の意図」と考える。
（ ）を聞いて（ ）のような意図された意味を得るためには、コンテクス
トや状況に合わせて適切に解釈する能力を要する。
語用論におけるひとつの目的は、受信側（聞き手）が、どのようにして

文の意味と、送信側（話し手）の意味の間にあるギャップを埋めて解釈を
行うのかを解明することにある。
文の意味とは、コンテクストが関与しない文法によって決定される意味

を指す。一方、送信側による、話し手の意味とは、コンテクストが関与
し、明示的、または非明示的に伝えようと明らかに意図した意味を指す。
文の意味と話し手の意味を適切に解釈するためには以下の要素を考える必
要がある。

（ ） 発信者は何を明示的に伝達しようと意図していたのか
発信者は何を非明示的に伝達しようと意図していたのか
適切な解釈をするためにコンテクストを考慮に入れる

コミュニケーションがどのように行われているかを説明する方法とし
て、コードモデル（ ）と呼ばれるものがある。このモデルにお
ける考え方では、あるメッセージを伝えようとする発信側が、そのメッ
セージに関連する信号をコード化（ ）発信し、受信側が、その信号
を読解（ ）するというプロセスを経て情報伝達がなされる。
このモデルでは、同一のコードを持った送信者と受信者が正常に機能

し、信号が消滅する、伝達が妨害されるなどの条件が課されないかぎり、
コミュニケーションは常に成功すると保証されている。
しかし、現実的には、送信側と受信側が全く同一のコードを持ち合わせ

ている状況は考えにくく、個人差があることが当然である。もし、コード
モデルのみが、人間のコミュニケーションを説明する方法であるとすれ
ば、送信側の意図が全て言語化され、受信側はその意味を解釈することに
なる。
人間はお互いの意図を推測によって認識する力を持ち合わせており、送



信側の意図的な内容を適切に解釈するには、推論（ ）という作業
が大きな役割を果たす。この推論をコミュニケーションモデルに導入した
のが、哲学者 である。
このモデルの目的は、どのようにして受信側が、発信側の意味として適

切な仮説を認識するかという点にある。
本稿のテーマに照らし合わせると、英語の語彙は、複数の品詞に用いら

れ、語レベルにおいても妥当な意味を解釈する必要がある。 による
と、ここでいう妥当ということばの意味は、発信側が目指している期待を
満たすことで、受信側にとっては守ろうと努めている基準にかなうもので
ある。

の基本的な前提は、コミュニケーションがただ単に目的を持った
合理的な行動であるというだけでなく、協調的な行動でもあるということ
である。 年代、 は、字義通りの意味に対して、コンテクストで
生ずる意味を会話推意（ ）と名づけ、いわゆる
協調の原理（ ）として公式化した。さらに、この協
調の原理を基盤に、会話の公理（ ）を提案し、この公理を順守し
たり違反したりすることで推意を導くことができるとした。

によるこの理論は、革新的で会話の推意を研究する語用論の発展
に大きく影響を及ぼし、協調の原理という名称からも明確なように、コ
ミュニケーションをみんなで協力して行う作業に似ていると考えた。つま
り、参加者が共通の目的（コミュニケーションを成功させる）に向かう協
調的な行動であると考えている。
また、 が主張していることは、意図的に協調の原理、公理を破る
ことも可能であるため、すべての会話が実際に協調的であり、常に公理を
順守しているわけではないとしている。

関連性理論の原理―関連性理論における関連とは何か

関連性理論は、 とは異なる立場をとっている。誰かと会話すると
いうことは、相手に情報を提供することであると考えている。

と によって提案された関連性理論の目標は、情報
の受信側がどのようにして発信側の伝えようとした内容を理解するのかに
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ついてのメカニズムの解明であるといえる。
の理論が、協調の原理、会話の公理を中心に据え、会話は共同作

業であるという立場をとるのに対して、関連性理論は、受信側に重きを置
いた理論であるといえる。関連性理論は、 による推論的なコミュニ
ケーションモデルにおいて提示された問題点を解決しようとする試みを出
発点に、語用論を認知的な方向へと発展させた。
関連性理論における、「関連がある」という意味を理解するために、本
節では関連性理論の基本原理について述べる。

　関連性理論でのコミュニケーションに関する想定
関連性理論は、次に挙げる想定に基づいている。

（ ） すべての発話には、復合化された文の意味と矛盾しない、言語的に
可能な解釈が数多くある。
しかし、具体的な状況下では、これらすべての解釈が、同等に接近
可能（等しく聞き手の頭に浮かぶ）なわけではない。
聞き手は、それらの解釈に妥当性を評価し、話し手の意味の解釈と
して受け入れるか排除するかを決める単一の、非常に一般的な基準
を持っている。
この基準は、 つの解釈（または 、 のそれに酷似した解釈）を選
び、それ以外の解釈を排除するほど十分に強いものなので、聞き手
は、その基準に合致する、最初に思い浮かんだ解釈こそが、選ぶべ
き最終的な解釈であると見なしてよい。

これらの想定には、いくつか補足をする必要がある。まず、発話の解釈
とは意図された解釈、つまり送信側の意味を指す。送信側が受信側に復元
してもらいたいと思っている解釈は、受信が復元できるように考慮されて
いる。
言い換えると、送信側は自分の発話において意図した解釈が相手に適切

な形で伝達されるようにしている。
次に補足する点は、解釈という用語が、明示的意味、非明示的意味、コ

ンテクストをも含む広い意味で用いているということである。また、コ



ミュニケーションには、誤解が起こる場合もあり得るということである。
どのように発信側と受信側のギャップを埋めるのかということが語用論の
目的のひとつであり、誤解が生ずるプロセスもまた、語用論の目指す目的
であるということができる。誤解は、相手の意図した意味を解釈する際に
不都合が生じ、常に相手の意図した意味を導くとはかぎらないということ
を示している。
人間は誰しも頭の中に多くの想定を持っている。「知識（ ）」

という語を使わない理由は、想定の中には不確実なものや、誤りが含まれ
ている可能性があるからである。人は常に、自分の持つ非常に多くの情報
を思い浮かべているわけではなく、時と場合、コンテクストに応じて必要
な情報を取捨選択し、適切な認知環境を整えたうえで、伝達内容の理解に
臨む。

がその著書 で述べていることは、
可能な解釈を評価する基準は、人間の認知に関する基本的な想定に基づい
ており、その想定とは人間は常に関連性を求める存在であるというもので
ある。
すなわち、人間の認知システムは、知覚、記憶、推論とも自分にとって

潜在的に関連性のある情報を取り出すように働く性格を持っている。
また、発話以外から得られる情報も、関連性を持ちうる。例えば、帰宅

途中で交通事故を目撃したとする。この交通事故による視覚情報は、目撃
者にとって関連性のある情報ということができる。
関連性の概念は、単に発話によって伝達された情報のみならず、

は、例えば知覚、記憶、推論といったあらゆる情報源
から得られるとしており、より形式的にいえば、関連性は、認知的な処理
過程へのインプットとなる外的な刺激（見るもの、聞こえるもの、発話、
行動）、または内的な表示（思考、記憶、推論から得られる結論）が持つ、
潜在的な特性であると定義している。
関連性理論でいうところの、「関連がある情報」とは、受信側が持ち備
えているすべての情報であるが、「受信側が、伝達内容を理解する際に、
認知環境に思い浮かぶ情報」ということができる。関連性理論では、新情
報（新たに提示された情報）が、コンテクストと相互作用することで認知
効果を持つ場合に、当のコンテクストにおいて関連性があるとする。
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そして、人間は自分の持つ想定を増やし、不確実な想定は確実なもの
へ、誤った想定は正しい想定にとって替わることを常に願っている存在な
のである。
ある人が、頭の中に思い浮かべることの想定の総和を認知環境とすれ

ば、われわれは、認知環境が改善されることを常に願っている存在である
といえる。

認知効果
次に、認知効果とは、あるコンテクストにおいて情報処理をする際、当

の情報によって認知環境に変化が起こることである。認知効果には次の
つがあるとされている。

（ ） 不確かなコンテクストを確定化（強化）する場合
既存のコンテクスト的想定と矛盾し、誤った想定を放棄する場合
既存のコンテクスト的想定と結びつき、コンテクスト的含意を引き
出す場合

（東森・吉村（ ）参照）

新情報と既存の想定による相互作用から生ずる認知効果には、①強化、
②放棄、③コンテクスト含意の つがあり、それぞれの効果の大きさに関
連性の度合いは比例する。

処理コスト
関連性理論が、ほかの語用論とは異なっている点は、発話解釈を認知的

な問題としてとらえているところである。つまり、社会的要素・言語的要
素に加えて処理コスト（ ）といった認知的要因も、発話
解釈に影響を与えている。
処理コストとは、受信側が情報を解釈するうえで要する労力のことで、

情報を解釈する際の労力にも関連性が関わる。 は、処
理コストについて次の項目に分類している。

（ ） 最近使われたかどうか：より最近に使われた語、概念、音声、統語



構造、コンテクスト的想定で、これらが用いられていれば、必要と
される処理コストは少なくなる。
頻繁に使われるかどうか：より頻繁に使われる語、概念、音声、統
語構造、コンテクスト的想定で、これらが用いられていれば、必要
とされる処理コストは少なくなる。
言語的複雑性：より複雑な語、概念、音声、統語構造、音声構造が
用いられていれば、必要とされる処理コストは大きくなる。
論理的複雑性：否定語を含む表現、否定表現は肯定表現に比べて処
理コストがかかる。

（今井（ ）参照）

において、きれいに印刷がされている文字と、印刷機の不具合
でところどころインクがかすれている文字とを比較した場合、両者の情報
にはまったく同じ認知効果がある。しかし、処理コストの面ではそれぞれ
異なる。
つまり、まったく同じ情報が伝えられていたとしても、伝え方次第では

当の情報を解釈することが容易にも困難にもなる。
一般的に言えば、どのような情報にも、知覚的に目立つかどうか、読み

やすいかどうか、言語的・論理的に複雑かどうかなどが個々の認知システ
ムに異なる処理コストをかけることになる。

　認知効果、処理コスト、関連性の関係
関連性の評価には、認知効果とその認知効果を得るために必要とされる

処理コストの 要素が関わっており、認知効果と関連性は比例の関係にあ
る一方で、処理コストの面では、反比例の関係にある。認知効果、処理コ
スト、関連性の関係は次のようにまとめることができる。

（ ） ほかの条件が同じであれば、（ある情報を処理する人にとってその
情報の）認知効果が高ければ高いほど、（その時点でその人にとっ
て）関連性は高くなる。
ほかの条件が同じであれば、処理コストが低ければ低いほど、（そ
の時点でその人にとってその情報の）関連性は高くなる。
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一般に人は、関連性の度合いが最大になるような情報を求める存在であ
るので、送信側は受信側の関連性が高まるような工夫を凝らす。
に関して言えば、同じ内容を伝達する場合でも、視覚的イメージ性を持ち
やすい名詞を動詞として使うことで送信側は、読者の意識を惹くために、
関連性の持つ外的な刺激（視覚）と内的な刺激（思考、推論）の両者に働
きかけている。
認知言語学における の文法理論では品詞を、①モノ的な認知

を表す品詞、②関係的な認知を表す品詞に二分している（
参照）。
名詞は前者に、動詞は後者に分類され、役割、機能の点でも異なる。本

来、名詞は、動詞の属する関係的な認知を表す品詞には分類されないが、
視覚的イメージを持つ。
本来、動詞の役割である情報伝達を、視覚的イメージ性を持つ名詞に担

わせる（名詞由来動詞の使用）ことで、受信側に外的な刺激（視覚）と内
的な刺激（思考、推論）の両者から働きかけることができる。あえて普段
とは違う役割、機能を担わせることで読者の意識を惹きつけ、関連性を高
める効果が期待できる。
送信側の発話の意図（非明示的意図）を、適切に解釈するためにはコン

テクストや状況に応じた推論が大きく関与している。
はコンテクストを、発話場面において活性化される想定の集団であると考
えており、人間は、意識的、無意識的に関わらず自動的に可能なかぎり、
最も効率的な情報処理を目指す存在である（認知原理第 原理）。

の特徴と関連性

自体においても、知覚的に目立つか、読みやすいか（字体や文
字の大きさ）、言語的・論理的に複雑かどうかなどの要素が、読み手の意
識を惹く因子として考えられる。
一般に、テレビやラジオ、新聞などの場合、不特定多数の視聴者、読者

を対象としているため、関連性の度合いを高めるために社会的要素の強い
流行語などを使うのもひとつの手段である。しかし、このような語、表現
は一過性のもので一部の、特定の年代層には有効であるが、実際、多くの



人の関連性を高めるには適していないように思える。
関連性理論における「関連」とは、受信側の認知環境に変化が起きるこ

とであり、関連性の有無は、認知効果の有無であるといえる。限られたス
ペースで、効率よく記事の内容を伝えるという の特徴を考えると、
名詞由来動詞の使用は、関連性を高める工夫のひとつであると考えられる。
英字新聞の の特徴として、インパクトのある表題をつけようと
する結果、特有の表現が生まれた。しかし、実際に でよく用いら
れる語（時事英語で一般にいう「見出し用語」）という決まった語がある
わけではなく、 には書式、読者の意識を惹くためにインパクトを
持たせるなどといった理由から、特徴的な語彙の選択傾向があり、それを
一般に「見出し用語」と呼んでいる。
その特徴としては、たいてい一音節で短い、比喩的用法が中心であるこ

とが挙げられる。たとえば、 〈日常： 大気に触れさせる 〉、〈新聞：
公表する 〉が挙げられる。これも上述の 英語の諸特徴と同列
に受け取ることができる。また、身体部位名詞、生活語彙名詞が多く用い
られている。本稿では、要点を絞るために身体部位名詞、生活語彙名詞を
主題的に扱う。以下､ 本節では つの例を考察してみたい。

（ ） 　目論む、追求する：

この記事は、石破大臣（当時）が、自衛隊派遣を検討しているという内
容であるが、「検討する」「目論む」という表現に

のような語ではなく、 という身体名詞を選択している。
これには、名詞には視覚的イメージ性があり、具体的なイメージを持ちや
すいという点（外的刺激）、また、 の機能、役割から思考、推論を働
かせて「目論む」、「意図する」などコンテクストに適した意味を導きだす
（内的刺激）といった二重の原理が働き、読者の意識を惹きつけていると
考えられる。

（ ） 　先頭に立つ、率いる：
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この の解釈においても、 の位置関係からも体の上部に位置
していること、機能、役割から「（ものごとを）考える」、「先頭に立つ」、
「率いる」といった意味を内的刺激、外的刺激の両者を通して導き出すこ
とが可能であろう。

（ ） 　直面する：

これらの記事の解釈においても、顔の位置から何かに（真正面から）直
面する、受け止めるなどの意味を導き出すことが可能であろう。
この他にも、 などの身体部位名詞

が、動詞化されるケースが多い。それぞれ、「手渡す」、「ささやく、口を
動かす」、「（においを）嗅ぐ」、「かつぐ」、「踏む」、「肘でつく」などの解
釈が推論から導くことが可能であろう。
また、生活道具等の生活語彙も、数多く動詞化され、 にも多用

される。

（ ） 　ハンマーで叩く：

　
ここでは、生活道具であるハンマーを、戦いに使う特殊な道具にみたて

て、その口論の激しさをイメージさせている。

（ ） 　 で切る：

本来、木を伐採するための道具であるが、 を木に入れるときの激し



さ、勢いの強さも同時に伝達していると考えられる。

おわりに

本稿では、英字新聞の に用いられる名詞由来動詞を分析し、名
詞を動詞として解釈する際、読み手は、関連性理論における知見、原理を
応用し、推論能力が適切な解釈を可能にするということが妥当であると論
じてきた。
まず、英字新聞では限られたスペースに、読者の意識を惹きつけるよう

な をつけようとする結果、名詞由来動詞を多用する傾向にあるこ
とを指摘した。次に、 に用いられる名詞由来動詞の特徴として、
（ⅰ）たいてい一音節で短いこと、（ⅱ）比喩的用法が中心であること、（ⅲ）
身体部位名詞、道具名詞（生活語彙名詞）、その他日常生活と関連がある
名詞が多用される傾向にある、といったことを挙げて、解釈のプロセスを
関連性理論の知見を応用して分析した。
身体部位名詞や生活語彙名詞が多用されているのは、新聞のように、不

特定多数の読者が見込まれる場合、なるべく多くの読者の認知環境に基準
を設定する必要があるからであろう。
読者は、名詞由来動詞を解釈する際、当の名詞の持つ機能、役割・コン

テクスト的想定から転換後の意味を推論する。視覚的イメージ性の強い名
詞に、情報伝達の役割を課したほうが具体的イメージを持ちやすいのと同
時に、読者の意識を惹きつけ、関連性を高める効果が期待できる。
関連性には、認知効果、処理コストの 要素が強い結びつきをなしてい

るが、特に①最近使われたかどうか、②頻繁に使われたかどうかの 要素
が大きく関係していると考えられる。
関連性理論における人間の認知にかかわる基本的な考えは、「人間は意

識しているといないとにかかわらず、自動的に可能なかぎり最も効率的な
情報処理を目指す」というものである。この傾向を表したのが関連性の第
原理、認知原理である。第 原理は、意図明示的コミュニケーションの
原理を表す。以下を参照されたい。

（ ）関連性の原理Ⅰ（認知的関連性の原理
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）：

（人間の認知は、関連性を最大にするように働く特性を持つ）
（ 参照）

（ ）関連性の原理Ⅱ（伝達的関連性の原理
）：

（すべての顕示的伝達行為は、それ自体が最適な関連性を持つことを
受信側に生じさせる）

関連を持つということは、不必要なコストを払うことなしに、できるだ
け多くの認知環境の改善をもたらすことである。つまり、関連性は、認知
効果の大きさ（認知環境の改善の度合い）、認知効果を受けるために必要
なコストのバランスの上に成り立っている。
関連性を高めるためには、処理コストが低くなるような伝達の手法を

とるのが一般である。ところが、 の場合、名詞由来動詞を用い
て、通常とは異なる意味を課すので認知効果は高まるが、処理コストに
関していうとコストは高くなる。それにもかかわらず、読者が品詞転換
後の意味を適切に解釈できるのは、関連性の第 原理である認知原理、第
原理である意図明示的コミュニケーション原理、顕示的伝達（

）の原理が働いているからであると考えられる。
顕示的伝達とは、送信側の「あなた方に関連のある情報を伝えるので注

目してください」という意思表示である。言い換えると、「これからあな
た方の関連性の度合いを高めます」ということを受信側に伝えていること
になる。これを受けて、受信側は、関連性の第 原理、第 原理に基づい
て推論を行う。こうして適切な解釈が導かれるのである。
なお、品詞転換はメタファーに動機付けられているという立場に立て

ば、隣接性に基づく推論の分析も可能である。今後の課題として、メタ
ファーの視点から分析も試みたいと考えている。



注
会話というものは、参加者の協調の上に成り立っているものであるから、
会話への参加者はこの原則を心得ておかねばならず、またこれを（会話へ
の参加を放棄しないかぎり）順守しているという主張。

　 　根底には、会話における自分の貢献を、それが生ずる時点において、自
分が参加している会話のやりとりの中で合意されている目的や方向性から
要求されるようなものにせよという原理がある。
協調の原理を支えるものとして つの公理（ ）が立てられる。
（ア）量の公理（ ）：自分の貢献を、要求されている分量に

すること。要求以上であっても以下であってもいけない。
（イ）質の公理（ ）：真でないことを自分が知っていること

や、真であるという証拠を持たないことを言ってはならない。
（ウ）関連の公理（ ）：関連性のあることを言え。
（エ）様態の公理（ ）：明瞭で、簡潔で、順序立った話し方

をせよ。
これらの公理はそれぞれ情報量の公理（ ）、真実性
の公理（ ）、関連性の公理（ ）、明快
性の公理（ ）と呼ばれることもある。
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