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渋沢

はじめに

優介

英語では、よく同一の語が複数の品詞に用いられる。ある品詞の語を、別の品詞として用
（Conversion）
、
または接辞抜きに（ゼロの接辞が付加されたと考えて）
いることを品詞転換（1）
品詞のみを転換することから、ゼロ派生（Zero Derivation）とも呼ぶ。こう考えた方が、
①一般性が高い、
②文法機能および意味の発生の仕方の特異性を浮き立たせることができる。
このゼロ派生は主要３品詞、すなわち名詞（N）
、動詞（V）
、形容詞（A）間でよく見られ、
転換のタイプとしては名詞化、動詞化、形容詞化のつごう６タイプが認められる。
（N → V）を主題的に
本論文では要点を絞るために、特に使用頻度が高い名詞由来動詞（2）
扱い、ゼロ派生が特定の機能を帯びた語法であるという点を論証するために、英字新聞の
headline に用いられた名詞由来動詞を分析対象に、本来動詞と名詞由来動詞が用いられた場
合とに見られる表現効果
（語学的特性）
、
イメージ性について関連性理論の視点から分析する。
headline に多用される名詞由来動詞の特性を分析するとともに、本来動詞を用いた場合とも
比較して議論する。
また、名詞の持つ視覚的イメージ性に注目し、この視覚的イメージ性がより多くの読者を
惹きつける鍵になり、読者の関連性を高めていることを指摘し、これが妥当性のあることを
論証する。関連性理論における関連性とは何かを明確にすることで、名詞由来動詞の解釈と
関連性とがどのように関わっているのかについて議論していく。

２

品詞の概念と語形成

文と同様に語にも内部構造が認められる。たとえば walked の内部は walk という動詞と
-ed という形態素（3）から、government という語は govern という動詞と -ment という要素
から成っている。
語に関する内部構造の解明は、一般に形態論で扱われるが、ある語に、接辞を付加するこ
とで別の語を作る操作を派生（derivation）
、語と語を並列させて別の語を作る操作を複合
（compound）と呼び、これらの操作によってできた語を、それぞれ派生語、複合語と呼ぶ。
派生と複合は、頻繁にとられる方法で基体（4）に形態素や別の語を付加させて、より長い
語を作るという共通点を持ち、接辞付加（affixation）が派生の基本特性であるといえる。
英語が他の言語と比べて、極めて多くの語彙を持つようになった要因のひとつに外来語へ

─ 473 ─

の容認度が高く、また造語力のある言語であるということが挙げられる。造語は通常、語形
成によるが、英語ではその中でも派生、特に接辞付加によらないいわゆるゼロ派生の自由度
が極めて高く、これが英語の表現力をより豊かにしている。
近代英語において、古英語期、中英語期に見られた複雑な屈折変化は簡略化が進み、その
結果として、語の形態はそのままに品詞のみが転ずるゼロ派生が生じた。ゼロ派生とはすな
わち、屈折が消滅した結果生まれた文法事象であるといってよく、品詞転換が起きることは、
近代英語の一大特質であるといえる。
名詞と動詞は、英語の品詞のうちで中心的であることは疑いない。伝統的な言語学では、
品詞の定義について、意味、文法機能の面からの定義を試みたが、結果的に失敗に終わった。
その原因は、品詞の区別を外界に求めたところに限界があったからである。
一方、認知言語学では、品詞の区別を外界ではなくヒトの脳内にあるとした。この立場で
は、品詞の違いはヒトのとらえ方の違いということになる。英語（言語）に複数の品詞が認
められるのは、ヒトには、自己の経験や認識を表現するための認知が複数存在するからであ
るといえる。
認知言語学において、特にラネカーの文法理論では、品詞を以下の２つに分類している。
①モノ的な認知を表す品詞、②関係的な認知を表す品詞。前者には、名詞、代名詞などが、
後者には、動詞、前置詞、形容詞などが分類されている。ラネカーの仮説では、名詞と動詞
がヒトの世界認識の最低限必要な認知単位であり、世界にあるたくさんの実体はバラバラに
存在しているのではなく、
互いにさまざまな関係を築いているとしている。認知言語学では、
名詞を次のように定義している。
「名詞＝対象が実体でも非実体でもモノ（thing）的に概念
化したもの」（高橋による

2010

参照）

この立場からすると、名詞はモノ的な認知、存在を表す。一方、動詞はモノとモノ、ヒト
とモノとの関係性を表し、情報の伝達が主たる役割である。
動詞は、関係性を表す品詞のひとつであるが、一般に、伝達に際して情報の受け手に与え
るイメージ性、インパクトが強い。ところが名詞には、絵に描ける具体性があり、視覚的イ
メージ性が動詞よりも強いといえる。
本来、名詞は関係性を表す品詞には分類されないが、具体的イメージを持ちやすいという
点で、動詞にはない視覚的イメージ性を持つ。つまり、本来、動詞の役割である情報伝達を
視覚的イメージ性の強い名詞に担わせる（名詞由来動詞を用いる）ことで、情報の受け手に
強いインパクトを与えることが可能である。

３

関連性の概念―関連性があるとはどういうことか

Sperber and Wilson は、Relevance（1999）において発話解釈は、人間の認知に関する基
本的な想定に基づいていると提案している。つまり、
人間は常に関連性を求める存在であり、
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人間の認知システムは、知覚、記憶、推論とも潜在的に関連性のある情報を求めるように働
く特徴を持ち合わせている。
そこで本論文では、名詞由来動詞を解釈する際に、関連性がどのように関わるかについて
議論していくが、ここでは先ず関連性理論とはどのような理論なのかを述べる。
コミュニケーションを、コード（記号）を媒介した情報の伝達行為とするならば、新聞・
雑誌などのメディアは、不特定多数の受け手へと情報を発信する。日常生活における情報伝
達を単純化して図示すると次のようになる。
[ コード伝達モデル ]
伝達内容―――――――――― ことば

――――――――伝達内容の理解

コードを中心に据えるこのモデルでは、
送り手が、
あるメッセージをコード化（encode）し、
それを受け手が読解（decode）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
ルはコード伝達モデルと呼ばれる。このモデルは、情報の送り手に重きを置いたモデルであ
るが、いくつかの問題点が指摘されている。具体的に言うならば、情報の送り手と受け手と
が、同じ認知環境を共有していないと正確な情報伝達がなされないことになる。
しかし、そのような状況は、現実的には考えにくく、個人の認知環境は違っていて当然で
ある。
これに対して、送り手の意図的な内容を解釈するためには、推論（inference）という作
業が大きな役割を果たす。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
ると考える Sperber and Wilson は、個人の持つ想定がそれぞれ一致するということは考え
にくいとし、この想定の差を埋めるために、また送り手の意図する内容を的確に理解するた
めに、推論作業が必要であるとしている。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 Paul Grice である。
Grice は、推論に焦点をあて情報解釈のプロセスを生み出した。ことばに現れている面と、
ことばには現れない面とを区別して、情報解釈において推論がどのようなプロセスを経るか
の説明を試みた。このモデルは、受け手の情報解釈に重きを置いているという点でコード伝
達モデルとは大きな違いがある。
（maxim）を設定し、
協調の原理（Co-operative Principle）をもとにいわゆる４つの公理（5）
これら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。
[ 推論モデル ]
伝達内容――――――――――コード化（記号化）――――推論⇒伝達内容の理解
推論モデルでは、
送り手の意図を推論という作業を通して受け手側が解釈するかどうかで、
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コミュニケーションが成功したか否かが決定するといえる。関連性理論は、情報の伝達行為
のなかで、特に受け手、解釈する側がどのようなプロセスを経て送り手の伝達的意図をとら
えるかについて解明する理論で、受け手の視点から Grice の推論モデルに修正を加えた理論
であるといえる。
関連性理論でいうところの、
「関連がある情報」とは、情報の受け手が持っているすべて
の情報であるが、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い。
時と場合に応じて、必要な情報を取捨選択し、適切な認知環境を準備したうえで伝達内容の
理解に臨む。
つまり、「関連がある」ということは、
「情報の受け手が、伝達内容を理解しようとする際
に、認知環境に思い浮かぶ情報に関連がある」ことである。
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。
認知効果とはあるコンテクストにおいて情報を処理する際、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３つがあるとされている。①不確かなコンテク
スト的想定を確定化（強化）する場合、②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、③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 2003

参照）

次の事例をもとに、認知効果について考えてみる。
事例：
歯医者嫌いの少年がとうとう歯の痛みに我慢できずに今、歯医者の診察台に座っている。
しばらく待つと、目の前にトレーに入れられた診察に使われる道具一式が運ばれてきた。そ
の道具のなかに、おそらく麻酔に使われるであろう注射器らしいものも準備されている。
このような状況で、一般的な知識・想定は、
「注射器が準備されているということは、今
日の治療では、麻酔をされる」
「虫歯は、麻酔をしなければ耐えられないほど進行してしまっ
た」「抜歯される可能性も考えられる」といったところであろう。
（1）a. If we find an injection device on the examination table, we might be injected.
b. Dentist comes closer with an injection device.
c. I am injected.
（1a）は、既存の想定（旧情報）である。そこに（1b）という新情報が加わり（1c）という
結論を導き出す。このようなプロセスによって得られた（1c）を Sperber and Wilson は文
脈含意（contextual implication）と呼ぶ。
同じ既存のコンテクスト的想定があるとき、歯科医が麻酔を手にして口の中を観察し始め
たとする。この場合、
診察台にいる少年にとって新情報（歯科医が麻酔を手にしている）は、
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既存のコンテクスト的想定を強化したことになる。これを Sperber and Wilson は先に挙げ
た認知効果のうち、①既存想定の強化（Strengthening existing assumption）と呼び、文脈
含意同様、新情報が既存想定を強化するときその情報は関連性があるといえる。
また、歯科医が手にしていたのは麻酔をかけるための注射器ではなく、口腔内を消毒する
ために使う器具だったと見間違えたとする。この場合、
（1c）に挙げた注射をされるという
結論と矛盾することになる。これは、認知効果のうち、②矛盾による既存想定の破棄
（Contradicting and eliminating existing assumption）と呼ばれる。
新情報と既存想定による相互作用から生ずる文脈効果には、文脈含意、強化、破棄の３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。
関連性理論では、発話解釈を認知的問題としてとらえている。つまり、社会的要素・言語
的要素に加え、処理労力といった認知的要因も発話解釈に影響を与えている。処理労力
（Processing effort）とは、受信側が情報を理解するうえで要する労力のことである。関連
性についていうと、情報を解釈する際の労力にも関連性が関わる。処理労力について
Sperber and Wilson は次の項目に分類している。
[ 処理労力 ]
１．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より少なくなる。
２．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
ト的構造で、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。
３．言語的複雑性：より複雑な語、概念、音声、統語構造、音韻構造が用いられていれば、
必要とされる処理コストはより大きくなる。
４．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 2009

参照）

具体的にいうと、例えば、文字情報の場合、くせのある筆記体よりも活字体の文字のほう
が読みやすいであろうし、長い文章のうえに二重否定などを含む複雑な文章を理解するには
処理労力がかかる。
認知効果の面では、効果と関連性は比例の関係にあるが一方で、処理労力の面では、反比
例の関係にある。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
処理労力といった２つの要素が関わっており、これらの要素は相関関係にあるといえる。
認知効果、処理労力、関連性の関係は次のようにまとめることができる。
１．ほかの条件が同じであれば、認知効果が高ければ高いほど関連性が高い
２．ほかの条件が同じであれば、処理労力が低ければ低いほど関連性は高い
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一般に人は、関連の度合いが最大になるような情報を求めており、発信側は、受信側の関
連性が高まるような工夫を凝らす。headline の場合、名詞由来動詞の多用により、書き手は、
処理労力をかけずに読者の知りたい記事に関する情報を与えてようとする。一方、
読み手は、
headline から自分が必要とする情報が手に入るという推論のもと解釈を始める。
たとえ、自分が予想していた返答に反するものであったとしても受け手は、当の内容が効
率性という観点から最もよい手がかりであるという信念の基に推論を開始する。複数の解釈
可能な選択肢があったとしても、実際に適切な意味が得られるとそれ以上推論を続けないの
は、Sperber and Wilson によると最大の関連性を得るためであると指摘している。
つまり、書き手は関連性が最大になるような情報を与え、読み手は当の情報が最も効率性
の高い情報であるということを信念に推論をしていることになるから、読み手は余分な労力
を使うことなく適切で十分な情報を得られるまで推論を続けることが可能になる。

４

headline における表現と関連性

headline の表現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の選択）
、
言語的・論理的に複雑かどうかなどが、認知効果、処理労力、関連性と大きく関わってくる。
新聞のように、不特定多数に向けられた情報発信の場合、視覚的イメージ性を与え、読者を
惹きつけることが求められる。
関連性における「関連」とは、情報の受け手の認知環境に変化が起きることであり、関連
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、いかに効率よく記事の内
容を伝達できるかという headline の特性を考えると、
関連性をより高くする工夫のひとつに、
視覚的イメージ性を持ちやすい名詞に関係性、伝達の役割を果たす動詞の役割を担わせる、
名詞由来動詞の多用が挙げられる。名詞由来動詞の多用は関連性、すなわち認知効果を高め
る工夫のひとつであるといえよう。
英字新聞の headline 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。headline の多くは、文としては不完全なものが多く、機能語もしばしば
おち、内容語のみになっているケースが多い。冠詞・Be 動詞は省略され、過去の事実も現
在形で表記する、パンクチュエーションの多用などが挙げられる。
しかし、実際に headline 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、headline には書式、読者の注目を惹くためにインパク
トをも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。
たとえば announce の意味で air/notify/proclaim/report/reveal/tell などが、prohibit の
意味では ban/bar/block/check/curb/halt/kill/limit などが挙げられるが、前者の意味では
air が、後者の意味では ban が、多用される傾向にある。
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その特徴としては、①たいてい一音節で短いこと②比喩的用法が中心であることが挙げら
れる。たとえば、air〈日常：< 大気に触れさせる >〉
、
〈新聞：< 公表する >〉が挙げられる
が、これらも上述の headline 英語の諸特徴と同列に受け取ることができる。これに照らすと、
たとえば、次のような名詞由来動詞が挙げられる。
eye

目論む、追求する：

Ishiba eyes role in Sudan for SDF
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のものであるが、
「検討する」
「目論む」という内容を伝えるために plane, scheme, aim, design, intend のよう
な語を用いず、eye という語を選択している。読み手は、元来名詞である eye が動詞として
用いられていることから、eye の機能・役割から推論を働かせて「目論む」
、
「意図する」な
どコンテクストに合った意味を導き出す。
head

先頭にたつ、率いる：

DPJ lawmaker to head Upper House
face

直面する：

Tokyo governor must face the opposition
Lay judges face first demand for death
Kan may face Ozawa-linked challenge
Nagoya assembly faces recall referendum
voice

ことばに表す、表明する：

Japanese ministers voice high hope for Obama
この他にも、hand/mouth/nose/shoulder/foot/elbow など身体部位名詞が、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、蹴る」
、
「肘でつく」などの意味解釈が可能であろう。
また、生活道具を表す名詞も数多く動詞化され headline にも多用されている。
hammer

ハンマーで叩く：

Hatoyama hammers Fukuda in Diet
ここでは本来、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。
ax

斧で切る：
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Hatoyama axes deadline on Futenma
Nissan to ax 20,000, log /180 bil. loss
Ex-Fujitsu chief Nozoe axed as adviser
monitor

監視する：

Kanagawa still to monitor teachers
以下、類例を追加する。
name

名付ける：

Michelin names Tokyo gourmet capital
star

現れる：

Miss Universe may star in U.S. TV show
Nokia plans cell phone service in spring
Kotooshu targets yokozuna status
New Cabinet scores 64.4％ support rate
Haneda previews international hab
Nagasaki issues plea for peace
China edges Japan as No.2 economy
JAL hoping to relist by end of 2012
Bear assaults nine in Takayama
Support rate for Cabinet nosedives
これら名詞由来動詞はメトニミー、つまり隣接性に動機づけられた推論といえる。身体部
位名詞の場合、当の部位の機能・役割・位置から、道具動詞の場合、当の道具の「行為・動
作」を連想することで、本来名詞である名詞由来動詞の意味解釈も、適切に行うことができ
る。名詞由来動詞について適切な解釈を得られるのは、隣接性に基づく推論によるところが
大きい。
ある品詞の語から別の品詞の語へと変わることを一次転換とするならば、例えば、可算名
詞から不可算名詞へ、自動詞から他動詞へ変わることを二次転換（品詞内転換）と呼ぶ。
近代英語における助動詞 can, may, have は、古英語期では動詞であった。同様に、do,
have には動詞と助動詞の用法が認められるが、本来は動詞だけで、助動詞用法は後に発達
した。
動詞から助動詞の用法も認められる、動詞における、いわゆる、二次転換は、意味の漂白、
あるいは意味の主観化とも呼ばれる。動詞から助動詞に転位することで具体的・客観的意味
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を失って抽象的な意味を持つためである。この過程を具体的な意味領域から抽象的な意味領
域への転位とみなし、品詞転換はメタファーに動機づけられていると認知言語学の立場から
は考えられている。

５

おわりに

本稿では、まず、英字新聞ではスペース上の問題や、読み手にインパクトを与えるような
headline を付けようとする結果、いわゆる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、headline に用いられる名詞由来動詞の特徴として①たいてい一音節で短いこと②
比喩的用法が中心である③身体部位名詞、道具名詞、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、これを関連性理論の視点から論じてきた。読
み手は、名詞由来動詞を解釈する際、当の名詞の持つ目的役割（Telic Role）
・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由来動詞に、情報伝達の
役割を担わせたほうが具体的イメージを持ちやすいのと同時に、読者の注意を惹き、関連性
を高める効果が期待できる。
関連性の効果には、認知効果、処理コストの２要素が強い結びつきをなしているが、名詞
由来動詞を、読み手が適切に解釈する際、特に、認知効果に挙げた項目のうち、最近使われ
たかどうか、頻繁に使われたかどうかの２要素が大きく関係していると考えられる。これら
２つの項目に関連した語であれば、関連性も高いと言える。新聞のように、不特定多数の読
者が見込まれ、読者の意識を惹きつけようとする場合、なるべく多くの読者の認知環境に標
準を設定し、認知効果をより高めようとする結果、身体部位名詞や道具名詞など、身近な名
詞が動詞化されるケースが多い。
また、推論について付け加えておかなければいけないことは、①隣接性に基づく推論と②
コンテクスト的想定にもとづく推論とがあることであるが、本論文では主に、コンテクスト
的想定に基づく推論に関して言及してきた。
また、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ろう。今後の課題としてはメタファーの視点からの分析を試みることを
挙げておく。

註
（1）接辞を付加させずに品詞のみを変えること。ゼロの接辞を付加させたと考えてゼロ派生とも
呼ぶ
（2）元来名詞を動詞として用いること
（3）意味を持つ最小の言語単位、単独で使用できる自由形態素と単独では使用できない拘束形態
素とがある。拘束形態素はふつう接辞と呼ばれ、派生接辞と屈折接辞とからなる。前者は派
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生語をつくり、通例、付加される語の品詞を変えたり、新しい語を作り出すが、後者は文法
関係を表すだけで品詞を変えたり、新しい語を作り出すことはない。
（4）ある語からすべての派生接辞を引き去ったものを語基または基体という。
enlightenment における light や manly, mannish, unmanliness における man が語基にあたる。
一 方、 あ る 語 か ら 屈 折 接 辞 を 引 き 去 っ た 部 分 を 語 幹 と い う。Refreshments に お け る
refreshment, talk-s, talk-ed, talk-ing において -s, -ed, -ing を引き去った部分が語幹である。
（5）Grice は協調の原理を基に、量の公理（Maxim of quantity）、質の公理（Maxim of quality）、
関連性の公理（Maxim of Relation）、様態の公理（Maxim of Manner）の４つの公理を設定し
た。
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Interpretation of Conversion and Relevance Theory
SHIBUSAWA, Yusuke
In English, the use of conversions, or zero derivations, is common. Conversions utilize
three main parts of speech: nouns, verbs, and adjectives. The focus of this paper is limited
to noun-to-verb conversions, especially de-nominal verbs appearing in newspaper
headlines.
The purpose of this study is to analyze the features of de-nominal verbs and what kind
of effects they have. In addition to expressive effects, noun visual images are examined.
Visual images develop the degree of relevance, therefore, words receive greater attention
from readers. Validity evidence for this proposal is examined by referring to relevant
theory.
Nouns and verbs are main parts of speech. It has been difficult to define parts of speech
in terms of meaning and grammatical function. The reason is that linguistic has asked for
the external world in traditional linguistics.
In contrast, cognitive linguistics researchers have classified parts of speech into two
categories（meaning and function）. However, there are problems in dealing with these:
one is showing cognition of objects, while the other is showing cognition of relevance. The
former, object, includes nouns and pronouns. The latter, relevance, includes verbs,
prepositions and adjectives.
Therefore, nouns show cognition concerned about objects, while verbs show cognition
concerned about relevance. In other words, the role of verbs is to inform.
Traditionally, nouns are not included in the former group because they indicate images
by themselves. In short, by playing the role of informing in place of a verb, readers
receive greater impact from these modified nouns.
In newspaper headlines, de-nominal verbs referring to the text body are tools often
employed. Their two main features are the use of mono-syllable words and metaphors. In
conclusion, when readers encounter de-nominal verbs, they start inferencing by utilizing
contextual assumptions.

─ 483 ─

