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「記述」と「まとめ」：事態の把握

具　島　　　靖

　言語による事態の把握における基本的区別が「記述」vs.「まとめ」であ

るとすれば、本論文はこの区別が単純な統語構造によって表現される興

味深い例をいくつか取り上げ、意味論・論述論（argumentation）の観点か

ら考察を加えるものである。1

1　問題提起

　我々の当面の課題は、 （1）の主節動詞句＋when副詞節をどのように理

解すべきかである。ここでは、文脈を明確にするため多少長めに引用して

おく。

（1） In fact, I believe that time is becoming our enemy in the fight for an 

integrated society. Here in the north I think you see things more clearly. 

We who live in London can all too often persuade ourselves, as we sit 

around the dinner table, that we are a model for the world, because we 

eat exotic foods, we watch foreign films, we take our children to the 

park to play with children whose names are not like ours; and because 

we ourselves would never dream of discriminating racially.

 But the writer Max Hastings, formerly the editor of both the 

Telegraph and the Evening Standard, where he made strenuous efforts 

to diversify his newsroom, cut through this smugness recently when 

he wrote that, having thought about it, he could not remember ever 

having invited a Muslim to his house, and rarely saw a black face at 

parties.  I know he is right about the latter, since I was often one of 
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those isolated black faces.

 （T. Phillips, After 7/7: Sleepwalking to Segregation2）

　この一見単純な副詞節が注目に値するのは、通常とは明らかに異質な

意味的役割を主節に対して担っているからである。周知のように、when

副詞節は、一般に2つの異なる事態の同時性を表現するために用いられる。

つまり、ここでは「この独善性を看破した」ことと「イスラム教徒を1人も

家に招待した記憶がない云々と書いた」こととが、異なる二つの別々の事

態であることを前提とし、その2つの事態が同時に生起したことを本来意

味するはずである。

　ところが、この解釈は文脈上ありえない。「この独善性を看破した」こと

と「イスラム教徒を1人も家に招待した記憶がない云々と書いた」ことと

は、全く別の事態とはとうてい言えそうにない。ところが、一方でまた、全

く同一の事態であると言い切ってしまうのもどこか的外れであろう。

　我々はこの現象をどのように考えるべきか、その手掛かりの手始めに、

まずwhen副詞節の基本的用法に立ち返ってみよう。

2　whenの副詞節

　典型的なwhen副詞節の用法は（2）である。もちろん、これは「部屋で二

人きり」という状況で「無理やりキスをした」という別の事態が生じたこ

とを意味する。そして、主節と従節を入れ替えた（3）もほぼ同じ意味を持つ。

　

（2） The boss kissed his secretary by force when they were alone in his 

office.

（3） The boss and his secretary were alone in his office when he kissed her 

by force.

　では次に（4）を見てみよう。

　

（4） The boss kissed his secretary by force when he sexually harassed her.
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一見、（4）は（2）（3）と同じ用法と見えるかもしれない。だが、少し検討

すれば両者の違いが明らかとなる。「セクハラをした」という事態は、「無

理やりキスをした」という事態と同時に起こった別の事態と考えるには

無理がある。むしろ、「無理やりキスをした」という事態は「セクハラをし

た」という事態の具体的内容を提示していると捉えるべきであろう。

　さて、以上の議論を踏まえて（5）を考えてみよう。

（5） The boss sexually harassed his secretary when he kissed her by force.

これは （4）の主節と従節を入れ替えたものである。そして、「無理やりキ

スをした」という事態が「セクハラをした」という事態と同時に起こった

別の事態ではありえない点では（4）の場合と同様である。ところが、（5）

には（4）とは本質的に異なる点がある。

3　「記述」と「まとめ」

　我々の考えでは、（4）と（5）の違いには、「記述」と「まとめ」の区別が

係わっている。本稿では、ある事態を描写する際に、実際に行われた動作・

行為そのものに即してできるだけ客観的に表現したものを「記述」と呼び、

一方、その動作・行為を書き手の視点を通して描いた表現を「まとめ」と

呼ぶことにする。3

　（5）の場合、「無理やりキスをした」という表現は「記述」にあたり、「セ

クハラをした」いう表現は書き手の「まとめ」に相当する。「無理やりキス

をした」という記述は疑う余地がまずほとんどない。一方、それを「セク

ハラをした」と「まとめる」ことは、裁判で争われてもおかしくないほど

議論が分れよう。

　さて、（4）（5）はそれぞれ次のような形式を持つ。

（6）  「記述」＋when「まとめ」

（7）  「まとめ」＋when「記述」
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（4）（=（6））の書き手は「セクハラをした」という「まとめ」を前提に、そ

のセクハラの具体的内容が「無理やりキスをした」ことであると「記述」

している。一方、（5）（=（7））の書き手は、「無理やりキスをした」という「記

述」を前提に、それが即ち「セクハラをした」ことに相当するという「ま

とめ」を表現していると捉えるべきである。

　では、ここで我々の分析を補足するため、他の例文をいくつか見てみよう。

　（4）（5）とは対照的に、「無理やり」でなければ、「キスをした」という行

為が「愛情表現をした」という事態として「まとめ」られる場合があるの

は当然予期できよう。

（8） The boss kissed his secretary when he showed his affection to her.

（9） The boss showed his affection to his secretary when he kissed her.

　次の（11）では、「セクハラをした」代わりに「経歴を台無しにした」と

書き手は「まとめ」ている。

（10） The boss kissed his secretary by force when he ruined his career.

（11） The boss ruined his career when he kissed his secretary by force.

　さらに、（12）（13）では、「セクハラをした」が「記述」の役割を担っている。

（13）は、「セクハラをした」ことを「経歴を台無しにした」と「まとめ」て

捉え直した表現である。これは、「記述」vs.「まとめ」がある意味で相対的

なものであることを示している。

（12） The boss sexually harassed his secretary when he ruined his career.

（13） The boss ruined his career when he sexually harassed his secretary.
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4　「新しい見方」

　さて、ここで（1）のwhen副詞節に戻ろう。これは形式上（7）として捉

えられる。書き手は「イスラム教徒を1人も家に招待した記憶がない云々

と書いた」という記述を「この独善性を看破した」と「まとめ」ているわ

けである。

　ところで、この個所の「まとめ」は、（5）の場合と多少性格が異なる。こ

の個所の意味は、「イスラム教徒を1人も家に招待した記憶がない云々と

書いた」ことそれ自体を、書き手が「この独善性を看破した」ことに相当

するというまったく「新しい見方」をこの場で初めて打ち出したと解釈す

べきである。すなわち、一つの事態が、視点を変えて別のまったく新しい

側面から捉え直せることを示している。

　例文（6）（9）（11）（13）では、「記述」と「まとめ」の関係がある程度推

測可能な範囲に収まるのに対し、（1）の場合はその関係はまったく予測不

能である点も（1）の主観性（価値性）の高さを例証していよう。

5　その他の構文

　実は、一つの事態が、視点を変えると別の側面から捉えられる状況に係

る構文は他にも存在することを確認しておこう。

　

（14） Some more bad news followed as the latest consumer sentiment figure 

from the University of Michigan fell. （BBC NEWS: 2003/09/26）

（15） To bolster the decision to oust Saddam Hussein, administration 

officials lumped his regime together with al Qaeda, describing them as 

complementary halves of the same existential threat.  （Foreign Affairs, 

September/October 2003）

（16） There was, however, some bad news among the latest GDP data, with 

company profits after tax falling 5％ in the quarter... （BBC NEWS: 

2003/09/26）
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（14）はasの副詞節、（15）は現在分詞構文、（16）はwith構文である。いず

れも、主節との意味上の関係はwhenの場合に準じる。

　これらの例の特徴を挙げれば、主節が書き手のまとめであり、従節はそ

の具体的事実の提示と捉えられる点である。

　ところで、「事実の記述」＋「書き手のまとめ」は論述論（argumentation）

の観点から見れば、あらゆる文章の基本的構成要素であり、議論を推し進

める原動力である。とくに、ニュース記事では大きな役割を担う。ニュー

スが、「事実」の提示という客観性を大儀名分にした、書き手（メディア）

の見解の表出であることは周知のことであろう。4

　一方、（1）は、先に触れたように、主節は従節の単なるまとめに留まらず、

事態の新しい捉え方・解釈を明示的に表現したものである点で、より価値

性の高い表現であると言えよう。

6　by構文

　通常byの副詞句は手段を意味し、ここまで取り上げた構文とは本質的

に異なる意味を担うと考えられる。ところが、次の例文（17）を見てもら

おう。

（17） The DPJ made political history in Japan by putting forward a detailed 

manifesto for this election. （The Economist, Nov 13th 2003）

明らかに、ここでは手段の意味が転用されている。形式的には（18）とし

て想定できよう。

（18） 「まとめ」＋by「記述」

　

　ところで、COBUILDは図らずもbyの4番目の定義（19）の例文として

（20）を挙げている。これはまさしく（18）の形式に当てはまる。ところが

惜しいことに、COBUILDの説明（19）は‘one thing’ と‘another thing’が
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単純に区別できるものでない場合があることを考慮に入れていない。

（19） If you achieve one thing by doing another thing, your action enables 

you to achieve the first thing.（COBUILD改訂第4版）

（20） The all-female yacht crew made history by becoming the first to sail 

round the world…

7　「まとめ」の階層性

　最後に、本稿のまとめとして例文（21）を見てみよう。

（21） The boss disgraced his family’s name when he ruined his career by 

sexually harassing his secretary. 

（22） 「まとめ」＋when「記述（＝「まとめ」＋by「記述」）」

これは、（22）の形式を持つと想定できる。すなわち、when副詞節内の（「ま

とめ」＋by「記述」）部分それ自体が、「記述」として機能しているという2

重構造である。

　次に、（23）を（24）として見てもらおう。

　

（23） ?The boss ruined his career when he disgraced his family’s name.

（24） 「記述」＋when「まとめ」

この文の意味に多少なりとも不自然さ（文頭の?記号で表現してある）が

感じられるとすれば、それは、（25）として表した「まとめ」の階層構造が

係わっていると思われる。

　まず、（25）においては、上位の描写ほど価値性が高くなっていること

に注意すると、（24）の「記述」がこの階層ではかなり上位に位置している

ことに気づくだろう。この価値階層の上位の要素を「記述」として用いた

ことが不自然さにつながっていると推測できよう。
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（25） Disgrace his family’s name

 　　　⇧
 Ruin his career

 　　　⇧
 Sexually harass his secretary

      　　　⇧
 Kiss his secretary by force

8　結論

　本稿では「書き手のまとめ」＋「事実の記述」というパターンとしての

統語構造をいくつか取り上げてきた。その際、的確な意味の把握に何らか

の違和感があるとすれば、それは、統語構造上は、通常は別々のもの（‘one 

thing’ と‘another thing’）として含意されるべき事態を扱っているからで

はないだろうか。主節とwhen副詞節あるいはby＋doingは、通常別々の

ものであることが統語上含意されるはずである。その状況下で、「まとめ」

と「記述」として意味を捉え直す作業が読み手にとって負荷となることは

容易に想像できよう。

　ここで扱った、「書き手のまとめ」＋「事実の記述」の重要性に鑑みれば、

その表現の統語的ヴァリエーションが複数あってもなんら不思議ではな

いが、本来の意味からの転用の多様性は興味深い。それは、裏を返すと、「記

述」と「まとめ」という関係それ自体を担う本来の言語表現が皆無なこと

を意味し、それも興味をそそる。

　さらにまた、主節が従節の単なるまとめではなく、書き手による事態の

新しい捉え方を表す場合こそが、言語固有の能力の真の意味での発現で

あり、その事例の分析・検討を今後さらに追究することが必要なことは言

を俟たない。
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注

1 本稿で扱ったwhen, by, asの用法については、OED等主な辞書には特別な記述

はない。また、筆者の知る範囲では、残念ながら先行研究も見当たらなかった。

2 T. Phillipsのこのスピーチは以下のサイトを参照せよ。http://www.cre.gov.uk/

Default.aspx.LocID-0hgnew07s.RefLocID-0hg00900c002.Lang-EN.htm

3 この「記述」／「まとめ」という区別は、哲学では、「事実」／「価値」の区別（な

いしは区別の無さ）として議論が尽くされている。詳しくは、藤沢（1998）p. 

124、Blackburn（1996）の‘fact / value distinction’の項を参照せよ。

4 ここでは、このニュース記事の物語構造に触れる余裕がないが、いづれ稿をあ

らためて扱いたいと考えている。
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