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北大文学部紀要 43-1 (1994) 

命令文と「命令'性」

高橋英光

o.初めに

この論文は(英語の)命令文には様々な「命令性」の度合いがあること，

そしてこの命令性の度合いは SPEAKERCOMMITMENTと言う概念でと

らえることができる事を示す。

命令文は日常頻繁に使われる文だが，ここでは命令文を主節にのみ生じ，

通常主語を持たなく，動調が不定詞であるものと形式的な定義を与えておく。

命令文はこれまで4つの観点、から研究され，初期の生成文法的分析CKats-

Postal1964， Lees 1964， Thorne 1966)，語用論的研究 CSadock1974， Green 

1975， Mittwoch 1976， Downes 1977)，記述・機能的研究 CBolinger1977， 

Davies 1986) ，哲学的研究 CHare1970， Huntley 1984， Hamblin 1987， Merin 

1991)カ宝あり， HYPOTHETICALITYY， NON-PASTCfuture)， SECOND 

PERSONという 3つの本質が指摘されている。ここではこの他に

SPEAKER COMMITMENTと呼べる本質的素性があること，そしてこの

概念を設けると命令文に特有な振舞いの幾っかを説明できることを示す。

1 .命令文と話者のコミットメント

まず SPEAKERCOMMITMENTを以下のように定義しよう。

(1) SPEAKER COMMITMENT :話者が(命令文の発話時において)聞き
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手の行為の実行に向けて適用する指令的効力の行使の度合い

この定義の中の「効力」、force"と言う言葉は Talmy1988の論文の中で

使用された意味で使われる。つまり命令文は発話と言う状況の中で一方の実

体(話者)がもう一つの実体(聞き手)に対してある対人的心理的な力を行

使し，ある行動を起こさせようとする構文であるとする見方である。

例えば(2)のような命令文を見ると，

(2) Sleep until noon. 

この文の自然な解釈は，話者が聞き手に昼まで寝なさいと言ってる，つまり

commandの解釈である。しかし次の(3)のような発話の中でのこの命令文の

解釈を見ると，

(3) Sleep until noon， and you'll miss lunch. 

この場合，話者は聞き手に昼まで寝ていなさいとは言っていない事になる。

ここでは IFyou sleep until noon， THEN you will miss lunch， so don't 

sleep until noon.のようなもので，この発話の中では「条件」と「警告」の

両方が意味される。

さて，一方向じ命令形が以下の(4)の発話に現れると，

(4) Sleep until noon; you are very tired. 

「命令」もしくは真剣な「助言」と解釈される。

以上の簡単な観察から次のような提案ができる。 (3)と(4)の中の命令形の解

釈の根本的な違いは SPEAKERCOMMITMENTの違いから生じている。

つまり (3)の命令文は SPEAKERCOMMITMENTの値が低い，一方(4)の命

令文は値が高い。そして，これと関連する第 2の提案として(2)のような単独
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の命令文は SPEAKERCOMMITMENTの数値が潜在的に多義的・不確定

であると言うことである。

上の提案の妥当性を調べよう。命令文と頻繁に共起する副詞語句のーっと

して pleaseがある。この pleaseが命令文と共に生じるときは，常に聞き手の

未来の行為に対する話者の丁寧ではあるが切実な感情を表す点において t話

者の態度を表す語句J Cattitudinal)の機能を果たす。すると pleaseは話者が

命令文の内容に真剣な態度を持っているときのみ命令文と共起する，換言す

ると speakercommitmentが高い命令文としか生じないことが予測される。

例えば(3)と(4)のなかでpleaseが命令文と共起できるかを見ると，

(3)' ??Please sleep until noon， and you'll miss lunch. 

(4)' Please sleep until noon; you are tired. 

(3)'は奇妙なのに(4)'は完全に適格である。 (3)'の奇妙さは pleaseの執揃な響

きと一方命令文の内容に対する話者の commitmentの欠知の間の衝突とし

て見ることができる。例文(5)は話者が軽い気持ちの提案の命令文であるが，

pleaseを加えると不自然になる。1

(5) Sleep until noon， or it might also be a good idea to wake up early and 

take a shower. 

(5)' ??Please sleep until noon， or it might also be a good idea to wake up 

early and take a shower. 

この様な観察から， pleaseが共起できる命令文の SPEAKERCOMMIT. 

MENTの範囲は狭く限定されていることが判る。 pleaseは弱い COMMIT.

MENTの命令文とは生じない。また中途半端な軽い COMMITMENTとも

共起しない。もっぱら非常に高い値の命令文としか使われない事になる。

そこでfigure1のような作業仮説を立てよう。つまり命令文の

SPEAKER COMMITMENTは最小値[-1]から最大値[+1]までの連続
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体をなしている考え方である。

Figure 1 Imperatives & Speaker Commitment Continuum 

-Eム
。 くくくpleaseくくくく 1

-maximum zero neutral + maximim 
(18) 

LOW 

(20) (19) 

HIGH 

more conditional more directive 

warnmg 

threat 

command 

plea 
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この図が表しているのは，命令文は原理上この連続体上のどの地点でも生

じ得るということである。連続体上の地点が高ければ高いほど命令文はより

指令的 (directive)になり，低ければ低いほど条件的(conditional)になる。

例えば， (4)の命令文は「命令j，i懇願j，i助言」等を意味するが，これらの

意味は連続体の高い地点、から生じ， pleaseももっぱらこれらの高い地点から

生じると考えられる。一方で(5)のように控え目な提案の命令文は[十1Jと[oJ

の聞の中間地点から生じ，他方(3)のような「条件+警告」の命令文(話者が

聞き手に対して命令文の字義通りの内容を実行することに対して警告してい

る命令文)は，最も低い地点([-lJに近い地点)から生じると考えること

カまできる。

無論，多くの場合命令文は「命令」を意味するわけであるから，この図の

連続体上高い位置から生じると考えるのが自然である。しかし命令文が実際

の発話の中で伝える非常に豊かな意味を観察してみるといわゆる「命令」の

意味は内在的，本質的な物ではなしむしろ典型的な (prototypical)読みで

あり，命令形に内在的なのはあくまでももっと抽象的，一般的な仮定性

(HYPOTHETICALITY)と見なす方が以下の議論で扱う命令文の振舞いに

もより一貫した説明ができる可能性を聞く事になる。

例えば(6)(7)は通常「冗談j，或いは「皮肉」と理解される命令文である。
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(6) Write a letter in blood. (And she will read it.) 

(7) Marry your mother. (If you love her that much.) 

figure 1で提案した連続体上でこれらは [oJまたは [OJに近い所から生

じるとして取り扱うことができるが，それには 2つの理由がある。第一に，

pleaseは命令文の SPEAKERCOMMITMENTの数値の高さを測定する尺

度になることを既に見たが，ここでpleaseを加えると(6)'(7)'のように非常に

奇妙な命令文になる。

(6)' ??Please write a letter in blood. 

(7)' ??Please marry your mother. 

つまり，高い commitmentを伴わないことが判る。第二に，これらの命令

文は[-lJに近い地点から生じているとも考えられない。もし[-lJに近

いなら， DON'T write a letter in bloodとか DON'Tmarry your motherの

ような「警告」の解釈が可能なはずである。しかし(6)(7)にその様な読みはで

きない。要するに話者は正にも負にもコミットしていないと言える。つまり

これらは [oJの(に近い)SPEAKER COMMITMENTの例と言える。

2.話者のコミットメントと命令文の振舞い

次にこれまで提案してきた speakercommitmentと言う観念が命令文に

特有な 3つの振舞いを説明する上で有効であることを示す。

第一に広く了解されている事項として， knowとか ownのような状態術語

(stative predicates) は命令文に使われない。

(8) ??Know the answer. 

(9) ??Own the house. 
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しかしこの同じ命令文が次の側ωの発話の中では適格になる。

(10) Know the answer， and you'll get an A. 

(11) Own the house， and you can invite a 10t of peop1e. 

この(10)ωの中の命令文は「命令」を意味しないので， pseudo imperativeと

かapparentimperativeと呼ばれるが，このようにある命令形が異なる発話

の中での容認性の違いは SPEAKERCOMMITMENTの概念により説明す

ることができる。前に指摘したように命令文の典型的な読みは commandで

ある。したがって(2)のように単独で解釈されると一般に commandと受け取

られ易い。つまり，文脈をもたず孤立した命令文は高い commitmentの読み

を強く示唆する。高い commitmentの際命令文は聞き手による行為による状

態の変化をもたらす指令的力 (directiveforce)の実際の適用を伴う。明らか

にこの状態の変化と言う概念がstativepredicatesの意味的性格一一変化の

欠知，状態の無変化一ーと衝突することになる。

しかし，もしある特殊な文脈が与えられ，その文脈が命令文に話者の指令

的力の行使の欠知を許ものであるならばstativepredicatesが命令文に生じ

ることを妨げる要因がなくなる。(10)(11)の場合は命令形のすぐ後にIF-THEN

の解釈を促す THENに当る節が表れているため，状態動詞の命令文では

あっても， SPEAKER COMMITMENTの数値が [oJに近いと計算し易く

なる。つまり命令形が純粋に「条件」を意味し易い。(10)帥に p1easeを加える

と他の点では適格であった発話が不適格になる。

(10)' ??P1ease Know the answer， and you'll get an A. 

(In' ??P1ease Own the house， and you can invite a 10t of peop1e. 

この事からも側(11)の命令文の COMMITMENTの数値は少なくとも [lJ

と[oJの中間点より低い事は明白である。その一方マイナス点から生じてい

ないことも明らかである。なぜなら，これらの命令形の解釈は純粋な条件
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(conditional)であって，マイナスの commitmentに特徴的な「警告J，つま

り負の意味は含まないからである。結果として，通常の常識とは反対に

stative predicatesは命令文に可能でトあると言うことになる。ただし制約があ

りSPEAKERCOMMITMENTのイ直が [oJまたは [oJに近くなければな

らない。

第二に命令文がある特殊な文脈で過去の出来事に言及する場合がある。

ωIn those days Tim was a1ways hungry. Give him a few dollars， and 

he was happy. 

(13) A: How was the party?一一B:Turn up yesterday and you'd have had 

a rea1 shock. 

ただし(12)(13)のような過去についての命令文には 2つの制約があり 1つに

あらかじめ過去の状況が設定され，さらに命令文の読みは純粋に条件でなけ

ればならず r命令」の読みではいけない。これも命令文の本来の意味が命令

であると言う常識への反例になるが， SPEAKER COMMITMENTの概念

を使うと，この様な命令文は [oJまたは [oJに近い commitmentから生じ

ると仮定できる。この事は再びp1easeを使ってテストすることができる。

ω， In those days Tim was a1ways hungry. ??P1ease give him a few 

dollars， and he was happy. 

(13)' A: How was the party? - B: ??P1ease Turn up yesterday and you'd 

have had a rea1 shock. 

言うまでもなく倒(13)は負のコミットでもない。、Don'tgive him..."とか，

、Don'tturn up..."のような読みはできない。

結果として過去の事柄に言及する命令文が生じる条件は，第一に過去の状

況設定をする表現が先行すること第2に命令文が [oJ周辺の SPEAKER

COMMITMENTであると説明できる。
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第 3に I譲歩」を表す帥(15)のような命令形を考えよう。

(14) Love me or hate me， but you are my daughter. 

回 Believeit or not， she is my daughter. 

ここでも pleaseを力日えてテストすると，

。4)'??Please love me or hate me， but you are my daughter. 

(15)' ??Please believe it or not， she is my daughter. 

(14)' (15)'の様に不適格になり，また、Don'L."のような否定の読みもないこ

とからこれも [OJ周辺の commitmentを伴うと取り扱うことができる。

3.話者のコミットメントと Attitudinalitems 

SPEAKER COMMITMENTとは心的概念であり，英語の命令文の表面

的な形式から直接観察することはできない。しかし話者はこの commitment

の程度を pleaseの様な言語形で表現する手段を持っている。するとこの様な

副詞語句は SPEAKERCOMMITMENTの明示的な標識と見なすことがで

きる。以下の議論では命令文と共起できる please以外の Attitudinals-do，

for heaven'sake， T AG， just-を観察し， figure 1のcommitmentcontinuum 

上どの位置から生じるのかを指定することを試みる。

まず(16)はattitudinalと高い COMMITMENTの命令文の共起可能性を例

示している。

同 Please/Do / For heaven's sake/ Just sleep until noon; you are tired. 

Sleep unti1 noon， won't you?; you are tired. 

高い COMMITMENTの命令文とは全ての attitudinalが共起する。次に
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軽い気持ちの命令文と attitudinalとの共起可能性を(17)で調べよう。

(17) a ??Please/ ??Do/λ?For heaven 's sake sleep until noon or it might also 

be a good idea to wake up early and take a shower. 

b ??Sleep until noon， won 't youえorit might also be a good idea to 

wake up early and take a shower. 

c Just Sleep until noon or it might also be a good idea to wake up early 

and take a shower. 

do， for heaven's sakeの様な響きの強い attitudinalはpleaseと同じく中

途半端な数値の SPEAKERCOMMITMENTの命令と共起しない。TAGも

同じく悪く， justでさえ他の attitudinalよりは良いがやはり不自然である。

次に(18)は負の commitmentの命令文と attitudinalとの適合性を示してい

る。

(18) a λ?Please/ ??Do / ??For heaven 's sake sleep until noon and you'll miss 

lunch. 

b ??Sleep until noon， won 't you， and you'll miss lunch. 

c Just Sleep until noon and you'll miss lunch. 

予測される通り強調的な attitudinalはここでも容認性が低く， TAGも不

自然である。また justは再びここでも他の attitudinalよりは良いがやはり

奇妙である。興味深いことにはjustは側の様な「冗談J，I皮肉J，I純粋」な

条件の読みの命令文とは一般に共起し易くなる。

(19) a Just write a letter in blood. 

b Just marry your mother， if you love her that much. 

c In those days Tim was always hungry. (?)Just give him a few 

dollars， and he was happy. 
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d A: How was the party? B: ?Just turn up yesterday and you'd have 

had a real shock. 

e (?)Just know the answer and you can get an A. 

この節での観察から figure2の様な結論が得られる。

句
E
ム

Figure 2 Speaker Commitment & Attitudinal items 

。 1 

maximum zero neutral +maximim 

LOW HIGH 

くくp!ease/doくくくくくくくくく

くくforheaven's sake 

くくTagくくくくくくくくくくくくくくくく

?くく?くくjustくくくくくくくくくくくくくく?>>?>>?>>?>>?>>?>>?>>justくく?くく

つまり Please，do， for heaven's sakeは高い commitmentの命令文以外と

は使われない， tagも高い地点に生じる。 justはより柔軟で，より広い地点か

ら生じる一文脈によっては[oJや負の commitmentとも共起すると言う結果

が出た。

4 .結論

以上の議論は次のように要約できる。

1 (英語の)命令文には HYPOTHETICALITY，SECOND-PERSON， 

NON-PASTの他に命令文の重要な特性として SPEAKERCOMMIT“ 

MENTと呼べる特性がある。

2 SPEAKER COMMITMENTは[-lJから[+lJまでの連続体をなす

とみることができる。

3 命令文はこの SPEAKER COMMITMENTに関して潜在的に不確定

(indeterminate)である。
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ただし典型的な命令文は[+lJに近い，高い SPEAKER COMMIT-

MENTを伴って使われる。

4 I命令J (command)の読みは命令文の内在的意味ではなしむしろ「典

型的な」読みで、ある。

5 副詞語句としての please等の attitudinalはspeakercommitmentの言

語的具現化と見る事ができる。また attitudinalsと呼ばれる語句は一般

に特定の高い speakercommitmentの命令文としか生じない。

(注)

* この論文は 1993年 9月22日第 l回認知機能言語学談話会(北海道大学文学部)，及び

1993年 10月2日日本英文学会北海道支部第 38回大会(北海道教育大学函館分校)にて

口頭発表された原稿に基づいている。参加者の様々な助言，提案に感謝の意を表したい。

1 ただし(5)'の発話は， orの前に長いポーズが置かれると適格になる。それはポーズがor

以下の部分を、fter-thought"的にさせるため，前半の命令節が単独で解釈されるため

と思われる。

2 このように状況設定をする表現とは、SpaceBuilder" (cf. Fauconnier 1985)の一種

と考えることができる。
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