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図 1 英会話学習の到達度 
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表 1 ［NP1で NP2］の解釈 
文     解釈      比率 
(1) (a) 1ヶ月学習すれば英会話が習得できる．  90% 
(2) (b) 毎日 15分続ければ英会話が習得できる． 50% 
 (c) 15分で英会話の一表現が習得できる．  20% 
(3) (d) 1年学習すれば英会話が習得できる．  80% 
 (e) 1年学習して英会話を習得した．   20% 
(4) (f) 10年位かけないと英会話は習得できない． 80% 
 (g) 10年かけて英会話を習得した．   20% 

適正値に関する知識と非適正値についての解釈： 
［時間量名詞句＋で］節の解釈を中心にして 
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1111 はじめに 
 言語表現を解釈する過程で，われわれは，意識的に，
あるいは無意識的にさまざまな知識にもとづく推論を
行っていると考えられる．本稿では，［時間量名詞句＋
で］節をともなう文の解釈をめぐる事例研究をもとに，
一般に適正値，あるいは非適正値として認識されやす
い時間量名詞句の解釈について，語用論的な観点から
考察を試みる． 

2222 適正値と非適正値をめぐる解釈    
 本稿では，時間量名詞句 NP1をともなう［NP1で NP2］
という連鎖をもつ次のような文の解釈について，アンケ
ート調査を試みた1． 

(1) 1ヶ月で，英会話． 
(2) 15分で，英会話． 
(3) 1年で，英会話． 
(4) 10年で，英会話． 

 この(1)～(4)は，異なる時間量をあらわす名詞句 NP1

を［で］節として先行させ，後続する名詞句 NP2として
「英会話」という共通した語彙的要素をもつ．これらの
文の解釈について，アンケートからは表 1のような結果
が得られた．(a)～(g)に示した解釈の背景には，英会話の
習得に要する学習時間についての一般的な知識の存在が
うかがえる．図 1は，アンケート結果をもとに，英会話
の習得に関する一般的な知識を図式化したものである．
ここでは，横軸に学習時間 Time を，縦軸に英会話学習
の到達度 Achievement of Learning Englishをとり，両者の
相関を示している．「15分＝15minute」「1ヶ月＝1Month」
「1 年＝1Year」に対応する ALE の値は低く，一方，「10
年＝10Year」に対応するそれは高くなっている． 
 ある時間量 T における ALE の値が大きいことは，そ
の時間量において英会話学習の到達度が高い，すなわち，
英会話習得という事象が起こりやすいと認識されている
ことをあらわすが，図 1からは，「10年」は英会話習得
の〈適正値〉として，また「15分／1ヶ月／1年」は〈非
適正値〉として認識されていることがわかる． 
 こうした知識は，(a)～(g)の解釈にも反映されている．
適正値である［Time 10Y］については「一般に英会話習
得には 10年位かかるものだ」という一般性解釈(f)がとら
                                                           
1 アンケートの被験者は早稲田大学の学部生・院生，10
名，質問総数は 20問，アンケートはメールによる自由記
述回答方式で行った．表 1ではアンケート結果の大まか
な傾向のみを示す．なお，アンケート結果に付した比率
は，複数回答を含む． 

れ，また「一般に起こる
可能性の高い事象が起こ
った」という事実解釈(g)
が引き出されることにな
る． 
 一方，非適正値である
［Time 1M］，［Time 1Y］
については「何らかの条
件を満たすことで，短期
間に英会話を習得するこ
とができる」という可能解釈(a)と(d)が引き出される．こ
こでの「何らかの条件」とは，次のようなものである． 

(5) a. 現地に滞在して学習すれば，可能である． 
b. 集中的に学習すれば，可能である． 

 被験者があげた条件は，(5a)と(5b)の 2つのタイプに下
位分類されるが，現地に滞在することは英会話の学習時
間を実質的に増加させることでもあり，集中的に学習す
ることもまた学習時間の増加を意味すると考えられる．
［Time 1M］，［Time 1Y］に対応する ALEの値が低いと
いう知識を前提するなら，ALEの値をより高くする方策，
すなわち非適正値であるはずの［Time 1M］，［Time 1Y］
をより適正値に近づけるための方策が(a)(d)の解釈とし
てあらわれていたということになる2． 
 同じく非適正値である［Time 15m］についても，ALE
の値をより高くするような解釈がとられている．(b)の
「毎日 15分続ける」という解釈は，「15分」を積算する
ことによって，総量としての学習時間を増大させるよう
な解釈である．一方，(c)では，こうした時間量の拡大で
はなく，習得対象である英会話の量の縮小が図られてい
る．ここでは，習得されるべき英会話を「一表現」と限
定することで，「15 分という時間量内で習得可能な量」

                                                           
2 (e)の事実解釈には，「留学して習得した」という条件
付き事実解釈と，「1年という短期間で習得した」とい
う非適正値解釈が見られる． 
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に縮小しようとしている．(b)(c)は，ともに，「15分」と
いう非適正値を適正値化するような解釈となっている． 
 ［NP1で NP2］という連鎖からなる文は，解釈者（被
験者）に与える情報量は決して多くはない．そのため，
解釈者はさまざまな発話状況を想定しながら解釈を行う
ことになる．一般性解釈や事実解釈を受けにくい(1)～(3)
の発話状況ないし発話目的としては，次のようなものが
あげられている． 

(6) a. 英会話学校の宣伝 
b. 英会話教材の宣伝 

 こうした発話状況ないし発話目的が想定されていると
いうことは，(1)～(3)がある商品の宣伝を意図した表現だ
とする解釈を受けていることを意味する．ここで，ある
商品の性能について考えてみよう．作業量が固定されて
いるなら，より短時間で一定の作業量をこなすことがで
きる商品の性能は，より高いと判断されるだろう．すな
わち，Time の値が小さければ小さいほど，商品の性能
Effectivenessは高くなることになる．「英会話学校」とい
う商品の場合を考えるなら，短期間に英会話を習得させ
ることができる商品ほど Effectivenessは高いことになる． 
 図 1における［Time 15m］，［Time 1M］，［Time 1Y］
は，学習者の側から見れば ALEの非適正値となるような
値である．しかし「英会話学校」という商品の側から見
た時，これらの値は Effectivenessの適正値に転じている． 
 非適正値としての条件と〈到達すべき対象＝英会話〉
とが提示された時，解釈者は，その 2つの情報を有意味
な結合をもつものとして解釈しようとするだろう．Grice
流の会話の公準から見れば，こうした 2つの情報は，伝
えられるべき価値のあるもの，すなわち，informative
な情報として解釈されねばならないことになる．このよ
うな語用論的な要請を満たすものが，上掲のような状況
解釈である．ここでは，一般的な非適正値が有意味とな
るような発話状況が想定され，そうした情報を
informativeなものとするような解釈が行われている． 

3333 ［で］節の解釈：乗法における単位とその量化 

 最後に，［で］節をともなう文が乗法概念の導入に関
与する事例を見てみよう． 

(7) (a) 兎の耳は1匹で2つある．3匹でいくつあるか． 

(b) 単位あたりの耳の数  × 何通り  ＝ 積 

 この(7a)は小学校算数のかけ算の導入段階で使用され
る文章題の 1 つである．ここで［で］節は〈単位あたり
の耳の数〉について，それが〈何通り〉あるかをあらわ
すものとなっている．(7a)における［で］節は，量化詞
に準じる解釈を得るという点できわめて興味深い． 

(8) (a) 時速 50キロで 2時間走った．何キロ走ったか． 

(b) 単位時間あたり距離  × 移動時間  ＝ 移動距離 

 この(8)では［で］節は〈単位時間あたり移動距離〉と
いう内包量としてあらわれている．この(8b)に見られる 3
つの関係項は，次のような事例にも認められる． 

(9) (a) 100キロを 2時間で走った．時速何キロか． 

(b) 単位時間あたり距離  × 移動時間  ＝ 移動距離 

 (9b)における演算は〈移動距離〉からの逆算となるが，
この(9b)における3項は，(8b)の3項に等しいものである．
ここで，［で］節は〈移動時間〉，すなわち〈単位時間
あたり移動距離〉について，それが〈何単位〉あるかを
あらわすものとなっている．これは，(7)における［で］
節ときわめて類似したものと言える．さらに，(9b)にお
ける 3項は，次のような関係に置き換えることができる． 

(10) 単位時間あたり仕事量  × 所要時間  ＝ 総仕事量 

 この(10)に対応する自然言語の表現としては「2時間で
英単語を 100 覚える」のような例をあげることができる
が，これは，本稿で扱った(1)～(4)の事例と同質のものと
考えてよいであろう．(1)～(4)における「英会話」は，英
会話として習得すべき総量をあらわしており，〈総仕事
量〉と〈所要時間〉のみが言語化されていたのが(1)～(4)
の文であったと言える．〈所要時間〉として言語化され
た［で］節のうち，「15分で」は，〈単位時間＝15分〉
が〈1 単位〉であり，それが反復されるという解釈を得
ていたことになる．一方，「1ヶ月で／1年で／10年で」
については，これら〈所要時間〉に内在する単位時間量
の値は未分明である．しかしながら，図 1 に示した英会
話学習の到達度についての知識もまた，こうした単位時
間量，および単位時間あたり習得量にもとづく演算結果
をあらわしているとも言える．(1)(3)(4)における〈所要時
間〉は単に連続量としての総時間量をあらわすものでは
ない．〈1日あたり習得量〉や〈1回あたり習得量〉とい
った量に分散されるような〈単位時間〉の存在もまた，
そこに想定されるのである． 

4444 おわりに 
 一般的知識において非適正値と認識されるような情報
を含む文の解釈においては，それを適正値化するため，
さまざまな方策がとられる．また，課題達成に関わる仕
事算的な文脈において，［時間量名詞句＋で］節は，量
化詞に準じる機能をはたしているとも考えられる． 
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