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1. はじめに

従来、 選択の接続詞には 「あるいは、 または、 もしくは•••Jとともに「それともJ も拳げ

られている。 ところが、 例(1)のように 「それとも」は他の形式とは一線を画すると言わ

ざるを得ない。

(1)本は図掛館にある。1あるいは／または／もしくは／＊土且ill研究室にある。

甲田(2OOl)は、 選択の接統詞 「それとも」は他の選択の接続詞 「あるいは、 または、 も

しくは、 ないし（は）」と異なって 「「語・句・節・文」＋ ー カという構造をとるJ とし、 助

開 「ー か」があたかも必須要紫であるかのような指摘がされているは I) 。また、森田(1989)

でも 「 AかそれともBか」 の疑問と疑問をむすぶ楊合にのみ用いる、 とする (l:�2) 。確かに、

例(1)を次のように疑IUJの表現にすると 「それとも」は適格となるし、 実際、「それとも」

に疑問表現を伴う例が圧倒的に多く見られるのも事実である。

(1)' 本は図掛館にあるのか。 それとも研究室にある疫ぁ。

(2) 夏であったか、主庄上立秋であったお、 はっきりした記憶はない。（風に）

(3) 「どうしたの？山本さんが倒れたの？土庄上立死んだ＠？」（山本）

しかし、 次のように 「それとも」には疑1gりの形式を伴わない例も見られる。

(4) 「報復」次は5万人殺されるお＆上ねおふ土立上上、 10万人あ＆↓品＆ぬ。

(http://www.mainichi.co.jp/ eye/ opinion/03-2/930.html) 

この例では前件と後件に 「～かもしれない」 が用いられており、 疑Itl表現は見あたらない。

このように 「それとも」は疑問表現以外の叙述形式とも共起できると思われる。 従って｀ 疑

問表現を伴うと言われている 「それとも」が、 なぜ疑問表現と共起しやすいのかや疑IUJ以外

にどのような形式と共起できるのか、 を潤べる必要があると思われる。

そこで、 本秘では選択の接続詞 「それとも」の機能を捉えるため、 その前件と後件に見ら

れる意味的、構文的な条件に注目し、 その特徴を明らかにしたい(il3) 0 
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2. 先行研究

寺村(1992)は、 「あるいは、または、もしくは、ないし（は）」 について、文中における

構文的ふるまいの述いといった観点から研究されている。また、沖(1998)は、「あるいは、

または」の違いについて言及されている。

咽代岡J詞用語辞典』(1995)は、「「それとも」 は二つのもののうちのどちらか一方だけ

を選択しなければならない様子を表しており、疑問を表わす文脈に限って用いられる」 と、

する。また、『日本語文型辞典』(1998)は、「『XそれともY J りくかそれともYかJ の形で、
XかYのどちらかという意味を表わす」と記述されている。

3. 接続詞「それとも」の機能

3. 1 前件と後件の意味的条件
ここでは 「それとも」の前件と後件に意味的にどのようなものが来るのかを見ていく。

(5) 「何だ？どこへ行くんだ？」
「 ここでいいよ、俺は」 「上司の命令です。あなたと柳さん

を、都内のホテルの一室に保護せよとのことです」 ー く中略）ー「じゃ、行くか。 どこ

のホテルだ？もちろんスイ ー ト・ル ー ムだろうな」 「あ、他話になったね」と三枝の要

に手を上げてみせ、さっさと玄1関へ出て行く。 「呆れたもんだ」 と、刑事は苦笑して、

三枝の要へ礼を言ってから出て行った。 「一�どこのホテルだ？ニュ ーオータニか？オー

クラ？それともフェアモント？ 」 （女社）

(6)男性、女性、同性愛者、異性愛者、 バイ・セクシャル、それとも、まだ自分の性に目採

めていないのだろうか。そこで、この1週間を台北の 「同志」（岡性愛者）として過し、

その生活と問題を理解してみようではないか。

(http:/ /www.sinorama.eom.tw/j p/ 1998/ l 99809/709098j l.hlml) 

(5)の話し手にとっては r者II内のスイ ー ト・ル ー ム 」 といえば「ニュ ーオータニ、オーク

ラ、フェアモント」などを挙げることができ、それを並ぺ立てている。(5) (6)のような例

においては、話し手（啓き手）にとって取りあげられるすぺての項目を列推しており、それ

を選択肢として並ぺ立てている。

このように 「それとも」は話し手（柑き手）にとって取りあげられる要素を選択肢として

提示する時に用いられる接殺洞である。よって、rそれとも」 の前後には同類または類似す

る項目が提示されなければならない。Rllち、「それとも」の前件と後件に並べ立てられる選

択肢は話題が同じでなければならない。 (5) は 「都内のスイ ー ト・ル ー ム」、 (6) は「人間

の性」という共通の話題で結んでいる。
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このように 「それとも」の前件と後件には対等なものが来なければならないが、特に以下

のようにその前後の述部が対立関係である例が多く見られる。

(7) 「 コップに半分水が入っている。これをまだ半分しかふ②ぶぶなぶと見るか、主庄上土．

もう半分ふ2よと見るか。（中日）

(8) 「あなたはどうおもいます？あたしをパパに姜辺磁奴以え、の、 それとも会お共ぶば辺し

記の？J (搬少）

(7) の前件と後件の述部は 「入っていない」と「入った」 で、( 8)は「会わせたい」と
「会わせたくない」で、ともに肯定と否定の対立となっている。

(9)昨年の夏であったがあるデバートで色紙展が開かれ、私も五枚の色紙を割り当てられ

た事がある。その時、金粉をまいた方が蕊か、土庄上立裂かで大そう悩んだ事があった

のだ。（風に）

(10) 「君のおじいさんがく世界が終る〉って言ったのは、俣のデータ研究を始める槌？土立

凸？」（世界）

(11)砲話料金はエ尤ゑ？土込ととは緑？ifi報通信都誠会は、NTTの接続料狩定のあり方

について答申草案をまとめた。(http://cgi4.zdnet.eo.jp/g/0 l-0208022cl !-/broadband 

/0208/01/ntt-setuzoku.html) 

(9)の前件の 「表」と後件の海」は正反対の概念であることから、前後は意味的に対義

的対立関係にあると哲える。(10)の 「前」と 「あと」 も対義語であり、(11)の 「下がる」

と 「上がる」も対義語関係にある。

(12)線滋？それとも絡桃蒻？ （www.utel.co.j p/hiyari/syosinsya.html) 

(13)麟？立珪上認？契約条項チェック！ （w ww.zentaku.or.jp/004/hou ritsu-4.hlml) 

以上のように、前件と後件が対義語関係にあるのは特に語レペルの接続の場合に多く見ら

れる。

(14)雨音 「 （感梢を抑え） ・ ガ蒻屈認になさいますか？主且上上庭槻ですか？」 （ラプ）

(15) 「呆れたもんだ」と、刑事は苦笑して、 三枝の要へ礼を言ってから出て行った。r_

どうやって尾島が社長に復描するのを阻．lとするかよ 」
「でも、それにも二通りのやり方

坦送と思うの」と、〈理屈屋〉嬢が言う。「お＠森昆は長え克ゑのか、土狂と立属屈総

様のか、よ」（女社）

(14)の 「晋通預金」と 「 定期預金」も 「銀行の預金には滸通と定期があるJ という意味

では対立関係にあると哲える。(15)も「今の桑田社長を守る」 と「尾島復帰を妨害する」 と

いう二通りのやり方が対立している。これらの例においては前件と後件は二者択ー的に並ペ

立てられ、それを附き手に選択するように提示している。
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(16) 「 ジュン、 あんた、終文の？それとも｀蕊妾よ必yの？」（一瞬）

この 「 殺す」と「殺されるJ も能動と受勅という対立関係にある。

例(5) - (16) の前件と後件は意味的に同類もしくは類似関係、 または対立l関係にある

という特徴が見られるが、 次の(17)はそうでない。

(17) ［冊き手が何かを捜している状況］本は図苔館にあるよ。それとも、彼女を捜してるの？

(17)の前件は r 本.Jについて、後件は 「彼女.J について述べられており、 二つは対象が異

なっているが、「開き手の捜し物」という共通の話題でくくることができて「それとも」は

適格となる。 ところが、 次のような例は不可となる。

(18)＊本は図栂館にある。それとも、 研究室にある。

前件と後件は「本」 という共通の話俎で結ばれているが、「本」の所在について 「図掛・館

にある」と 「研究室にあもという二つの1祈言・確言の文を同時に成立させることは現実に

は無理であろう。この前件と後件は同じ批界では同時に成り立たない。この例をrそれとも」

で繋ごうとする場合は、 例 (17) のように後件に 「本」 以外の別の名詞を挙げなければならな

くなると思われる。

以上、「それとも」の前件と後件の意味的な特徴を見てきたが、 前件と後件が一つの事態

について両立しない楊合、 または一つの事態や事物を設定できない場合は 「それとも」 と共

起できないことがわかった。即ち、「それとも」は一つの事態について同時に両立する前件

と後件を結ぶことができる。従って、 例(7)-(16)のように前件と後件が対立関係にあるも

のが多く用いられるようになるのではなかろうか。

3. 2 「Xそれとも」について
「 XそれともY」の 「Y 」 が省略されたものであるが、これは上で見たように「それとも」

の前件と後件の意味的な特徴と深く関わっていると言える。

(19)［父は金沢支店に転勤になった1 「久男さんは、と2おぷ↓必辻必9よ。東京にいたいの、

それとも・・・」侶子は瑶ねた。 「僕はまあ、 どっちでもいいんです」（太郎）

(20)吉田 「（その様子に）どうしたんですか？」 雨音「いえ、 何でもないです（と、 笑顛を

作る） 」 吉田「質問していいですか？ J 雨音「はい」吉田「前の彼と別れた原因は？ J 

雨音「＿」吉田 「雨音さんの方が媒いになったんですか？それとも…」雨音「どうし

てそんなこと屈Jくんですか？ 」 吉田 「今後の参考に」（ラプ）

(19)は文脈から 「東京に残るか金沢へ行くしかない」 という選択）I女が認められ、 前件 「東

京にいたいの」 が提示された段階で後件にはr東京にいたくないの」 か 「金沢へ行きたいの」

のような文が想定できると思われる。話し手と11Hき手にとって 「 Y」が明白なことなら敢え

て言わなくても会話は成立する。 (20) は文脈から後件に「前の彼にふられたんですか？」の
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ような内容の文が想定できるが、 後件を酋わなくても会話には何の支節もない。 それは先行
する文脈から後件の内容が明白であるからである。(19)(20)の前件と省略された後件は上で

見たように二者択ーの対立関係にあり、 その前件と後件は同時に両立するものである。
(21)結婚って天国？土立上立・・（http://www20.tok2.com/home/singo77 /)

(22) 日本銀行は 「ニッポンギンコウ」、土狂上ふ．．．．

(http:// www.boj.or.jp/wakaru/etc/name.hlm} 

(21) の後件には 「地猥」 、 (22) の後件には 「ニホンギンコウ」が入るに迩いない。 (21)

は r結婚は天国か地獄である」というのは批間一般的にクIIられていることであり、後件に 「地
氏が来るのは当然のように思われる。 (21) は「日本」 の読みは「ニッポンかニホンである」

というのが常戯であり、 当然のように 「ニホンギンコウ」 が省略されていると言える。
「それとも 」 の前件と後件は一つの事娘について同時に両立するものであるため、 「 Xそ

れとも」 のように後件が省略されても簡単に復元することができ、 会話には何の影閤もない。
3. 3 前件と後件の構文的条件

ここでは 「それとも」の前件と後件の文型の特徴、 特に疑問表現が圧倒的に多く用いられ
る理由や疑1月以外の形式との共起問題などを見ていく。

原則的に 「それとも」は、 次のように前件と後件に断百・確言の文が来る楊合は共起でき
ない。

(23)本は図t渾館にある。1あるいは／または／もしくは／＊土庄上上i研究室にある。
この例で 「あるいは、または、もしくは」が適格となるのは、それぞれの形式によって、「図

i棘館にある」という断言 ・ 確酋が無効にされ、r研究室にある」 という別の1折酋·確言が前
件と平行した可能性として述ぺられているからであろう。 つまり、 現実に「本」があるのは
「図也館 or 研究室」であり、 この選択肢だけが出されている。結局、「あるいは、または、

もしくは」 の後件には前件と別の11J.界の可能性が述べられていて前件でどのような叙述形式
をとっても問題にはならないということであろう。従って、「あるいは、または、もしくは」

の場合は (23) のような例でも適格となる。
ところが、 「 それとも」はそうでない。 「 それとも」 は前件を無効にすることができず、 そ

れを認めた上で後件にもう一つの可能性を述べていると言える。従って、 (23) のように前

件の叙述形式が断酋 ・ 確酋である楊合、それをそのまま成立させるために、後件に前件と同
じ叙述形式が来ることは認められない。それは前件と後件の断言・確言を同じ椛界で同時に
成立させることは現実に無理だからである。即ち、「それとも」 の後件は前件と両立可能な
ものの提示でなければならない。そのために両立する 「図術館か研究室か」のような助桐 「 ～
かーか」 を伴ったり、 (23) ＇ のような疑l！りの形式を伴ったりするのではなかろうか。 これが、
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「あるいは、 または、 もしくは」 と界なる 「それとも」 の構文的な特徴である。

(23)' 本は図哲館にあるのか。 それとも研究室にあるのか。

次は 「それとも」が疑問以外の形式と共起する楊合である。

(24)「〈前略〉烏たちは雨ふりに対してとても敏感なの。知ってた？」 「知らないJ
「雨が降っ

ていたり、 雨が降りそうだったりすると、 烏たちはぜったい木の枝には姿を見せないの。

でも雨が降りやむとすぐにやってきて、 大きな声で嗚くのね。 まるで雨があがったこと

をみんなで祝福しあうみたいに。 どうしてだかはわからないわ。雨があがると虫が地面

に出てくるせいぬ＆し誌交ぶ。それとも単に烏たちは雨あがりが好きなだけお＆よ哀ぶ，

ぬo でもそれで、 私は天気の具合を知ることができたの。 烏の姿が見えなければ雨だし、

烏がやってきて嗚けば雨はあがったのよ」 （世界）

(25)このところ、 良く判らないのだが、 あまり栂けないままでいた。多分天気のせいお＆↓

髯。 それとも、 月初めに、 この業界の某診燎所で定期他康診断を受けたせいぬ＆し

＆訟o (http:/ /www.pro.or.jp/ �fuji/pasocomlife/2001-06-22.html) 

(24)は 「 どうしてだかわからない」という文が来て、 その理由を「それとも」 で接続す

る例であり、その前件と後件には 「 ～かもしれないJ が用いられている。 「～ かもしれない」

ははっきりと1祈言・確認できないということを意味しており、話し手の中には判断できない

という迷いがある。前件と後件の迷いは同時に両立するものであるため、 「ー かもしれない」

は 「それとも」 と共起できるのである。(25)も「書けない」 理由として前件と後件に二つの

項目が取りあげられており、 そのどちらにも可能性があるという例である。 (24) (25) のよう

に前件と後件に 「ーかもしれない」 が来る楊合は 「それとも」 は適格となるが、 次のように

前件と後件に 「～にちがいない」 「ー だろう」のような文が来る湯合は不可となる。

(26) 本は図柑館に蕊必おおおo I*それとも、 あるいは、 または、 もしくは1研究室にある

品o

(27) 本は図栂館にあるぷuo|＊それとも、 あるいは、•または、 もしくは1研究室にある

ぷ盆o

(26) (27)は前件と後件に「ーにちがいない」
「～ だろう」のような形式が揃った例であるが、

これらの形式は濡い確信を表わす（断酋・確言に近い）形式であるため、「それとも」 と共

起できない。即ち、 話し手の中で断言・確言の文が前件と後件に同時に共存するという矛lili

が生じるからであろう。 それに比ぺて（糾）（25)の 「～かもしれない」は確信が低い（可能性

の度合いが低い）ため、前件と後件を同時に成立させることができ、 「それとも」が適格と

なると思う。

しかし、 「それとも」 の前件に「～にちがいない」
「ーだろうj のような断言・確言の文が
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来ても後件に疑間の形式が来れば、 前件と後件の両方が両立するようになって適格となる。

(28)香水嫌いのナボレオンとしては、 ラヴェンダーの香気の中での作業は、かなりつらいも

のであったぷみふ主庄とと、 こ の時の苦痛な体験が、彼を香水鎌いにしたの廷ゑょぉ。

(http:/ /www.sankei.eo.jp/news/021007 /l 007boo015.hlm) 

(29) ごらん、川がきらきらと光っている。きょうもみんなで水遊ぴ品＆就ぬ必ぬ。土L上立

ポー トにのって、 ずっとIll下の枇界へ体験なみょぉ。 (http://wwwO2.so-net.ne.j p

�kens/leave/leave 19.htm) 

次は疑問の形式を伴う例でも 「～かもしれない」のような形式を伴う例でもないが、 「そ

れともJと共起できる例である。

(30)私の知らない曲が流れている間中、目を閉じて、首をうなだれたまま聴き入っている若

い男性の姿が、ひどく荘厳なものに見えて、私は珈琲カップを両手で口のあたりに持っ

ていったまま、 ぽんやりとその青年を見つめていました。何か巨大な物に祈りを探げて

いるような、土且上立、とても恐しい人に叱られて全身で懺悔しているよよお、土Q上

ちらにもとれる表梢と姿勢で、 青年は静かなシンフォニイに聴き入っているのでした。

（錦細）

この例は形式的には疑IHJ文ではないが、文の中に「そのどちらにもとれる」という前件と

後件が同時に両立するような表現があって 「それとも」 との共起が可能となる。

以下では 「それとも」の前件と後件の両方に疑問の形式が用いられる例を見てみる。(31)

(32)は前件と後件にYES-NO疑問文が来ている例である。

(31) 「 どうしたの？山本さんが倒れたの？主庄上上死んだの？」（山本）

(32)黒柳 「 トサカの味は、シャキシャキしてるんですか、それともピロピロ？」（1）•t楽）

次のように前件にWH疑問文が後件にYES-NO疑lk1文が来る楊合においては、版し

い制限はあるものの、 共起できると思われる。

(33) 「而会人は母親だったのか？ 」 と河豚から訊かれた。 「いや。友人だった」行助は持楊

で鋸をとりあげながら答えた。 「友人ならここにたくさんいるというのに。 どうして母

親がこないんだい。 それともいないのか？」 「病気でこられないのさ 」 （冬の）

(34)どうしてこ叛を食ぺないの？それとも、もう食べたの？

(33)の後件の 「いない」、(34)の後件の 「もう食べた」 は、 前件の「どうして母親が こ な

いのか」、「 どうしてご飯を食べないのか」 の理由の一つになり得る。このように理由をliIJう

前件に対して後件にその理由の答えになり得るようなものが提示される場合は「それとも」

と共起できるが、その他の（例(35)のような）楊合は不可となると考えられる。

(35)＊何食べる？それともカレー食ぺる？

- 192- (73) 



l”
 

(35)は後件の 「 カレ ー
」 は前件の 「何食ぺる」 の答えの一つにはなり得るが、 その理由に

はなれないために 「それとも」とは共起できない。 つまり、 前件と後件が同時に両立するこ

とができないため、 不可となる。

次のようにいわゆる疑いの 「かな」 「かしら」 のような形式による疑問表現も用いられる。

(36)ショ ー ウインドウのガラスに映ったのをチラリと眺めると、 四十男で、 いささか目つき

はよろしくない。 しかし、 純子の経験上からいって、 痴漢というタイプにも見えなかっ

た。探偵か、 それとも典信所おお？今のところ見合いの話もないのだが。（女社）

(37) 黙柳 「女房孝行の方が入るのお↓＆、 それとも入っちゃうと女房孝行になっちゃうのあ

認？」城 「女房孝行になるものらしいですよ」 （倶楽）

rそれとも」 は次のような「だろうか」とも共起できる。 「だろうか」は ,mき手に向かっ

て発すれば問いかけの文となるが、 ここでは心内発話である。9

(38) その見えない誼みは何だろうかと私は考えた。苦悩だろうか？それとも老師自身の耐え

がたい無力感ぷゑよお？ （金閣）

次のような話し手の意志を表わす疑間表現も用いられる。

(39) ドア ー が開いて刑事が入って来た。 「 どうだ索直にドロを吐くか」 刑事がいった。 r.il!c.

旦、 こ こよりもっと居心地のいい留腟場の方へ入れて文ゑよお」刑事はそういいなが

らJJnii栢の周辺をぐるぐる廻った。（孤荷）

次のように開き手への問いかけとなる誘いかけも共起できる。

(40) 「ほら、 水溜りだよ」
「放してくれ。 この手を放せよ」 「もうちっとだ、 おめえ倒れちま

うぜ、 栄ちゃん」 「さぷだな、 どうしたんだ」 「堀江町へゆくんだ。 ほかにどうしようも

ねえからな、 それとも浅草の店へぬ品a必：」 「ばか云え、 おらあ綿文へ談判にいくんだ」

（さぶ）

以上のように 「 それとも」の前件と後件の文型の特徴を見てきたが、「それとも」 は前件

と後件に1訴言・確言の叙述形式同士をつなぐことはできないことがわかった。 それは前件の

断言・確言をそのまま認めた上で後件にも同じ叙述形式を用いると、 その両方が同じ世界に

同時に共存するという矛）目が生じるからである。RIち、「それとも」 の後件には前件と両立

するものを提示しなければならない。そのために両立するような「～か～か」 や疑問文、「～

かもしれない」のような形式が用いられるようになると思う。

3. 4 その他：選択できない選択肢の提示

ここで取りあげる例も構文的な特徴の一つとして捉えられるが、「それとも」 の前件と後

件に対等な選択肢が提示されるのではないため、 構文的な特徴とは分けて述べたい。

(41)〈前略〉高円寺の駅近くの屋台やスタンド・パアで安くて強い酒を飲み、少し陽気になっ
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てアパートヘ怖り、「見れば見るほど、 へんな頗をしているねえ、 お前は。 ノンキ和尚

疇は、 実は、 お前の寂照からとントを得たのだ」
「あなたの寝／碩だって、 ずいぶんお

老けになりましてよ。 四十男みたい」 「 お前のせいだ。吸い取られたんだ。 水の流れと、

人の身はあサ。ィPJをくよくよ川端やなあぎいサ」 復がないで、 早くおやすみぬお品よ。

立廷上、 ごはんをあがりよああ乳落ちついていて、 まるで相手にしません。「酒な

ら飲むがね。水の流れと、 人の身はあサ。 人の流れと、 いや、 水の流れえと、 水の身は

あサ」唄いながら、シヅ子に衣服をぬがせられ、シヅ子の胸に自分の額を押しつけて眠っ

てしまう、 それが自分の日常でした。） （人間）

(42) 「純子、会社を辞めおおぬ 「ええ？」今度は純子が鵞く番だ。 「何よ、 出しぬけに」 「す

ぐに辞めるんだ！ 」
「何を雷い出すの？」 「いいか、 徊話の応対もろくにできんお前を、

秘掛にするなどと……。 下心があるに決まっとる！ 」
「ちょっと待ってよ」 「いいや、 だ

めだ。主庄と立お前は社長の愛人にでもなりよ＆疫ぬ？」 （女社）

(41) (42)では話し手は前件に命令表現を用いて開き手に対して自分が望んでいることを弛

く要求しており、 それを通らせるために後件を提示している。 その後件とは、 開き手にとっ

ては都合の悪いことであるが、 話し手にとっては最初から前件を選択させるための手段の一

つである。(41)の話し手はHIき手にltlき入れてもらえないことをわかっていながらも、 前件

の遠がないで早くおやすみなさい」を要求し、 それを通らせるために、 前件よりも実現の

可能性が低いと思われる後件の「 ごはんをあがりますか」を提示している。(42) の後件の「お

前は社長の愛人にでもなりたいのか？」には 「そんなことはないはずだ」という含意があっ

て前件の 「すぐ会社を辞めなさい」の方を弛く要求している。

このように 「それから」 の前件には命令表現が後件には疑lil表現が来る場合は、「Yをす

るくらいならXをした方がましだ」という読みが取れるのであろう。

(43)黒い盆の上に、 沿気の立つ茶碗を三つ戟せて、 少女が戻ってきた。1}昧とilll井の前に茶

碗を似き、 少女は部屈の間に1乎んだまま、 両方の掌で残りの一つの茶碗をかかえこむよ

うにしながら茶を啜りはじめた。illl井がその少女に戸をかけた。 「もう帰っ＄＆おおぞ。

主旦ゴ俺と 一緒に帰りぬぉぬそして、 伊木の方を向くと、「この子はね、 男と二人

だけでいるとき、 男が自分をクドかないと、 その男がどうかしているんじゃないか、 と

おもう癖があるらしいのでね、時々こういうことを言わなくちゃいけないんだ。〈後略）」

（砂の）

(43)の前件には許可の表現が後件には疑間の表現が来ている。後件の「俺と一紹に帰りた

いか」には 「いや、俺と一紡に焔りたくはないはずtとという含意があって前1件の 「もう俯っ

てもいいぞ」 を弛めている。
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これらはr現代副詞用語辞典」 (1995) にも 「相手によって選択できない内容を選択肢の

片方に爵くことによって、もう一方を選択させる」 とあるように、 選択するまでもない、つ

まり、あらかじめ話し手によって答えが出ているような用法である。 一殷的に話し手が冊き

手に何かを 「選択」するように迫る時には、 概ね対等な選択肢を提示すると思う。ところが、

ここで取りあげた例は前件に話し手が弛く望んでいる内容を提示し、 それを選択させるため

に後件に1月き手の嫉がる内容を提示しており、 その後件は前件を通らせるための手段として

用いられている。

ここで、 なぜ例 (41) ~ (43) のように前件と後件に際たりのある文型が来るのかを考えてみ

よう。

(44) ＊本は図宙館にある。それとも研究室にある。

(44)' 本は図也館にある。それとも、 彼女を捜してるの？

(44)
＇ が適格となるのは、「あなたの捜し物」 という同じ話題でくくることができたから

である。 (44) を「それとも」 で繋ごうとする場合、 前件と後件を同時に成立させるためには、

前件の r本」 以外の別の名詞を挙げなければならなくなり、 その結釆 (44) ＇ のように前件と

後件の文型に大きな隔たりができてしまう。 この楊合、 後件が疑問文になるのは、前件で断

言・確言しているため、 「それとも」 の後件は 「本」についての情報提供が出来なくなり、

別の話題を提出しなければならなくなるからである。 つまり、 別の話題を提出するというこ

とは問き手の存在が不可欠となることと連動していて後件に疑問文が用いられるようになる

のではなかろうか。

上の説明のように例 (41) ~ (43)の楊合も、 前件の命令、 許可の叙述形式と同じ叙述形式を

後件に用いることは現実に無理であるため、 それから外れる叙述形式を用いるようになり、

それが疑問文につながっていると言える。

4. まとめ

以上の考察をまとめてみると、次のようである。

選択の接続問「それとも」は一つの事態について同時に両立するものを結ぶものである。「そ

れともJは前件の叙述形式をそのまま認めた上でそれを成立させるために、後件には前件と

両立するものしか来ることができない。例えば、 前件に断言・確首の文が来る場合、 後件に

も同じ叙述形式が来ると、現実に矛盾が生じて 「それとも」 は共起できなくなる。従って、

後件には前件から外れる叙述形式をとろうとし、 疑問の形式が用いられやすくなると言える。
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［注l

1)「それとも」が栢レペルのものを接絞するときは、 必ず助詞「か」をとらなければならないが、 文
レペルの場合は助開 「加がなくても接絞できると思われる。

2)氏は疑問の助詞がなく、 名詞に直接ついても、 意味は疑問文と同じであるとし、「パナナ、 それと
もみかん、 どっちが食ぺたいの」のような例を挙げて 「それとも」を用いると必ず疑問意毀が出て
くるところが特徴であると、 する。 ところが、＂「それとも」を用いると必ず疑問意説が出てくる”
という説明は正確ではないと思われる。例えば、 「パナナ、 それともみかんを食ぺた」のような叙
述文では 「それとも」は用いられない。 「バナナ、 それともみかん、 どっちが食ぺたいの」という
文が適格となるのは、 「それとも」の影響ではなく、「どっちが食ぺたいのJ という疑問文の影響で
はなかろうか。

3)接萩する項の文法的レペルについては、 甲田(2001)に詳しくもいてあるので、 本桜では触れな
いことにする。氏はその中で 「もしく（もの接続の範囲を語レペルまでとしているが、 実例は少な

いが、 句または節、 文レペルまでの接絞も可能であることを付け加えておきたい。
（例）ひとは嘗きながら、上上上伍由くことによって思索することができる。（人生）
（例）私たちにとって、 大切なのは、 ナショナル・コンセンサスなどではなく、 インターナショナ

ル ・ コンセンサスではあるまいか。上上ふ止その両者の対立関係に目を向けることだろ‘
（風に）

つ。
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