
言語の普遍性と個別性　第２号

－ 135 －

Gaston GROSS (2009), Sémantique de la cause,
Peeters Leuven-Paris

高　田　晴　夫

　本書は、因果関係を表すフランス語の構文を体系的に網羅的に記述することを目指す意

味・統辞論的な研究である。著者のガストン・グロス氏は、言語研究が、コンピュータの

記憶容量の飛躍的発展に伴い、言語情報処理技術者との接近が見られた1980年代に、パリ第

13大学に、電子辞書の作成を目標とするLLI研究所（Laboratoire Linguistique Informatique。

ただし同氏は2005年に退官し、チュニジア人のＳ.メジュリ氏に引き継がれている。現在

名称が変わりLDI＝Lexique Dictionnaires Informatiquesとなっているが、電子辞書の作

成という目標は継承されている。）を立ち上げる。このことから推察できるように、本書は、

フランス語の自動処理システムの実現という明確な目標を見据えながら、その達成に不可

欠な電子辞書構築への貢献を念頭において書かれた著作であると言うことができる。

　さて、本書は365ページに及ぶ浩瀚な著作であり、その構成は以下の通りである。

　序章、第１章（Paramètres d’analyse de la cause）、第２章（Causes événementielles）、

第３章（Causes et métaphores）、第４章（Causes aspectuelles）、第５章（Les causes du 

faire）、第６章（Causes et états）、第７章（Causes et inférences）、第８章（Causes et 

énonciation）、終章

　序章においてまず、本書が言語的に正しい表現を取り扱い、現実との妥当性（adéquation）

のみが問題になる科学表現は取り扱わないことが明かされる。そして本書における研究対

象が、argumentそのものもprédicatであるところのprédicat（このようなprédicatを著者

は二次的prédicat、またそれが表す原因をcause externeと呼ぶ。）を含む文に限定される

ことが示される。argumentが人間名詞でも具象名詞でも場所名詞でもよいと定義される

prédicat（このようなprédicatを著者は一次的prédicat、またそれが表す原因をcause 

interneと呼ぶ。）を含む文は排除される。二次的prédicatは形態論的に様々な形をとって

実現される。たとえば、Paul a cassé la vitre parce qu’il était dépitéにおいては接続詞

parce queにより、Le gel de cette nuit a provoqué de graves dégâtsでは動詞provoquer

により、La fonte des neiges est la raison de ces innondationsでは名詞raisonにより、Ces 

innondations ont eu lieu en raison de la fonte des neiges では成句en raison deによりPaul 

a cassé la vitre par dépitにおいては前置詞parにより実現される。以下単にprédicatと言

えば二次的prédicatを指す。

　Chapitre 1では、理論と分析のためのパラメーターが明らかにされる。まず形式論理学
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的の分析方法に基づき、伝統文法における主節、従属節、原因の接続詞からなる複文を、

prédicatとargumentからなる文に還元できると主張する。接続詞は原因のprédicatに、主

節と従属節はargumentに還元されることになる。伝統文法では明確な定義が与えられる

ことのなかった従属節の性質もここでは明確な理論的な資格を得ることになる。次に、

prédicatの意味はargumentの位置にどのような要素が現れるかにより一義的に定義でき

るとし、argumentをclasseに範疇化する。まず、３つのhyperclasseすなわちévénement、

action、étatのhyperclasseが区別され、さらに多数のclasse d’objets（=classe sémantique）

が設定される。それでも不十分な時は、あらゆる分布的環境の列挙に頼る。これが、本書

の 随 所 で 見 ら れ るsubstantif approprié、adjectif approprié、adverbe appropriéと か

opérateur appropriéとして列挙されているものの実体である。これはclasse d’objetsだけ

で容認できない文を排除できない場合に用いる方法である。ある原因のprédicatは、音素

が弁別特徴の束により他の音素から区別されるのと同様に、分布上頻繁に現れる要素の束

で他の原因のprédicatから区別されるのである。

　Chapitre 2では、argumentがévénementであるような原因のprédicatがテーマとなる。

causes à effet構文（prédicatの左側に原因となるものが、右側に結果となるものが来る構

文）とcauses explicatives構文（左側に結果が右側に原因がくる構文）におけるそれらの

意 味・ 統 辞 的 特 徴 が 明 ら か に さ れ る。causes à effet構 文 で はcauser, provoquer, 

déterminerのような動詞的prédicatのみならずcauseやraisonのような名詞的prédicatも記

述される。他方causes explicatives構文では、à causeやparce queとして実現する原因の

prédicatの意味・統辞的特徴が明らかにされる。

　Chapitre 3では、メタフォールの力で原因のprédicatとなるconduire à、venir à、être 

une source de、donner naissance àの 特 徴 が 明 ら か に さ れ る。 た と え ばLa crise 

économique a abouti à un conflit majeurのような文において、aboutir àが本来移動を表す

prédicatから原因のprédicatになるのは、主語の比喩的解釈によると説明される。　　

　Chapitre 4では、アスペクトを示す原因のprédicat であるdéclencher, allumer, prolonger, 

perpétuer, interrompreなどの特徴が記述される。たとえばCette nouvelle a déclenché un 

conflit socialにおいては、un conflit socialは起動相において捉えられると説明される。

　Chapitre 5では、人間の活動（action）に作用するfaire、ordonner、motiverやmobile、

motifのような原因のprédicat の分析が中心になる。たとえばPaul nous a fait sortirとCela 

a fait que nous ne pouvions pas partirにおけるfaireの違いは統辞的なものであることが明

らかにされる。

　Chapitre 6では、argumentがétat（状態）であるような構文では、原因のprédicatは、

＜状態の始まり＞、＜状態の継続＞、＜状態からの脱出＞の３つのタイプの意味的特徴に

より区別されることが論じられている。たとえば、Le juge a mis Paul en détentionでは
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＜状態の始まり＞が、Le juge a maintenu Paul en détentionでは＜状態の継続＞が、Le 

juge a libéré Paul  de  sa détentionでは＜状態からの脱出＞が関与していることが示され

る。

　Chapitre 7では、推論が因果関係の解釈を生み出す構文の特徴が明らかにされる。たと

えばQuand j’ai ouvert la porte, la porte a claquéの従属節が原因を表し、主節が結果を表

すのは経験に基づく推論によるとして、因果関係の解釈における推論の重要性が強調され

る。ちなみにこの文における原因のprédicat はquandである。

　Chapitre 8では、発話行為者が、蓋然性（probabilité）や手がかり（indices）に基づいて、

原因を推測したり追求したりする構文を分析している。前者ではconjecturer、supputer、

supposer（憶測）が、後者ではsoupçonner、se douter que（知的操作）、flairer、subodorer

（嗅覚）、deviner、entrevoir、pressentir（直感）、またsans doute、vraisemblablement（可

能性）が原因のprédicatになることが明らかにされる。

　終章において、本研究を通して、原因のprédicatはそれぞれ多くのopérande（操作対象と

な る 文。本 書 で は 二 次 的prédicatのargumentの こ と で あ る。特 にprédicatの 右 側 の

argumentを指す。）の中からそれ固有のopérandeを選択するという特徴が明らかになった

と主張している。また統計的に原因のprédicatが働きかける補語（=opérande）には、否定的

な要素が圧倒的に多く見受けられるという事実は、「人間とは、不幸な時にしか原因を考

えない生き物である」ということを示しているという印象的な言葉で締めくくられている。

　本書の原因のprédicatの分析は、Le monde（10年分）とFrantextのデータベースから

構築された非常に大きなコーパスに基づいている点を指摘しておかなければならない。

コーパスの整理に協力したと思われる２人の人物の名前がタイトルの下に挙げられている

ことは、この研究が共同作業の成果であることを示している。

　他方、本書はrelateurとconnecteurに明確な定義を与えずに、同じような文脈で同じよ

うな意味で随所に用いている点は、本書を多少なりとも読みにくいものにしている。

relateurはargumentのschémaを意識した文脈やargumentの間の関係に焦点を当てるとき

に用いられ、他方、connecteurは二つのprédicatの間の接続を意識するときに用いられて

いるようである。しかし、ここでどちらも原因を表す二次的prédicat を指すことを忘れて

はならない。

　冒頭に述べたように、本書は、フランス語のテキストの自動処理システムに欠かせない

辞書構築という大きな目標を実現するために書かれた研究である。そこで展開されている

分析は、伝統文法の構文分析が常識になっている者にとっては、多少とも面食らうかもし

れないが、形式論理学的分析方法と分布主義的手法を用いながら、上記の目的を達成せん

がために描き出された新しいフランス語の姿に、美しいと感じるのは私だけであろうか。
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