日本機能言語学会(JASFL)第９回秋期大会のご案内 return
酷暑の夏もようやく過ぎて、さわやかな季節となりました。さて例年のごとくJASFL秋期大会を下記の要領で開催いたします。今回は特
に、M. A. K. Halliday博士の特別講演を企画しましたので、言語学専門以外の方にもご案内くださり、お誘い合わせの上、多数の方のご参加
をお待ちしております。 日本機能言語学会会長 筧 壽雄

日時：2001年10月6日(土)-7日(日)
場所：東北大学大学院国際文化研究科棟（仙台市青葉区川内）
（２日目午後は仙台国際センター小会議室８）
仙台駅前バスターミナル９番乗車位置より「青葉台」「成田山」「宮教大」行きのいずれかのバスに乗って東北大学川内地区バス停「扇
坂」で下車。所要時間約15分、運賃180円。国際文化研究棟は「扇坂」バス停より徒歩3分。タクシー利用の場合は必ず「東北大学川内キャ
ンパス扇坂」と指示すること。所要時間約10分、運賃1000円程度。
プログラム
10月6日（土）
13：30−14：00 受付
14：00−14：10 開会の辞
筧 壽雄（日本機能言語学会会長）
14：20−17：20 研究発表およびワークショップ（コーヒーブレイクを含む）
18：00−20：00 懇親会
10月7日（日)
9：30−11：30 研究発表
11：30−13：30 昼休み（午後から会場移動）
13：40−14：00 JASFL総会
14：00−14：10 2004年国際選択体系機能言語学会 (ISFC 2004 Kyoto) について
14：10−14：30 休憩・JASFL会員以外の入室
14：30−16：00 特別講演
16：00−16：10 閉会の辞
10月6日（土）
第1室 研究発表
司会 発表者相互
14：20−15：00 岩本和良（カナダ・ヨーク大学）
'Functional Difference between N-Rheme and Rheme Proper: Evaluation of N-Rheme' abstract
15：00−15：40 Wendy Bowcher （東京学芸大学）
'Theme and New in Play-by-Play Talk on Radio' abstract
15：40−16：00 コーヒーブレイク
16：00−16：40 龍城正明（同志社大学）
「キョウトグラマーにおける伝達的ユニットからみた日本語テキスト分析」要旨
16：40−17：20 Elizabeth Thomson (University of Wollongong, Australia)
'Investigating the Staging of Selected Genres in Japanese: Applying Theory to Practice' abstract
第2室 ワークショップ
司会 山口 登（東北大学）
14：20−17：20
山口登、早川知江、須藤絹子、鷲嶽正道（東北大学大学院）
「学術的知識構築のための意味のしかたをめぐって」要旨
16：00−20：00 懇親会（仙台第２ワシントンホテル１階「シャンゼリゼ」参加費5000円；会場準備のため、9月末までに参加希望を山口ま
でメールでお知らせ願います。）
10月7日（日）
第1室 研究発表
司会 佐々木 真（愛知学院短期大学）
9：30−10：10 竹内春樹（岐阜県・中京高等学校）
「テクストにおけるモダリティの展開」要旨
10：10−10：50 長沼美香子（通訳/翻訳者）
「Parallel texts analysisによるTheme展開へのアプローチ」要旨
10：50−11：30 佐藤勝之（武庫川女子大学）
「意味的/語彙文法的ゲシュタルトとしてのテクストーfigure の相互依存関係を中心に」要旨
第2室 研究発表
司会 菅野道夫（理化学研究所）
9：30−10：10高橋祐介、伊藤紀子、藤城浩子、菅野道夫（理化学研究所脳科学総合研究センター）
「状況ベースを使ったテクストの理解と生成：日常言語コンピューティングにおける「状況のコンテクスト」の取り扱いに関する一考察」
要旨
10：10−10：50伊藤紀子、藤城浩子、高橋祐介、菅野道夫（理化学研究所脳科学総合研究センター）
「コンピュータ・ユーザとサポーターの対話におけるジャンル構造の分析：対話型ヘルプシステム構築に向けて」要旨
10：50−11：30藤城浩子、高橋祐介、伊藤紀子、菅野道夫（理化学研究所脳科学総合研究センター）
「コンピュータ・ユーザとサポーターの対話におけるジャンル構造と語彙文法的特徴」要旨
11：30−13：30 昼休み
午後のセッションはすべて仙台国際センター小会議室８でおこないます。
この会場へは、仙台駅から東北大学行きのバスと同系統で「仙台国際センター前」で下車。東北大学のJASFL会場からは徒歩で15分程度。
13：40−14：00
14：00−14：10
14：10−14：30

JASFL総会
堀 素子（JASFL事務局長）
2004年国際選択体系機能言語学会 (ISFC 2004 Kyoto) について
休憩・JASFL会員以外の入室

龍城正明（同志社大学/ISFC2004開催責任者）

14：30−16：00 特別講演
司会 山口 登（東北大学）（講師紹介）
M. A. K. Halliday （シドニー大学名誉教授）
'Managing Meaning: A Systemic Functional View of How Language Works' abstract
16：00−16：10 閉会の辞
Wendy Bowcher （日本機能言語学会副会長）
なお、宿泊につきましては特に紹介は致しませんので、各自で予約してください。
また、昼食につきましては、第１日目の土曜日は生協食堂が開いておりますが、第２日目の日曜日は閉店となりますので、市内のレストラ
ン等をご利用ください。
なお、JASFL大会のさまざまな情報については次のウェッブサイトをご参照ください。
http://www2.ocn.ne.jp/~yamanobo/JASFL/jasfl2001_tohoku.html
また、大会前日の10月5日（金）にも理化学研究所（埼玉県和光市）でHalliday博士の特別講演があります。これについては上記及び次のウ
ェッブサイトをご参照ください。
http://www.brain.riken.go.jp/labs/lbis/seminar/
大会準備委員：山口

登（東北大学大学院国際文化研究科）yamaguch@intcul.tohoku.ac.jp

Japan Association of Systemic Functional Linguistics Conference 2001 return

We are pleased to announce the 9th JASFL Conference is to be held at Tohoku University with the special guest speaker, Professor Michael A. K. Halliday.
We hope all the members will come and share the pleasure to hear Professor Halliday's 'live talk'. You might want to tell this news to your colleagues and
friends who do not belong to the field of linguistics.
Hisao Kakehi, President of JASFL

Date: October 6 (Sat)-7 (Sun), 2001
Venue: Graduate School of International Cultural Studies, Tohoku University. Kawauchi, Aoba-ku, Sendai
All the afternoon sessions on the 2nd day will be held at Sendai International Center.
Get off Shinkansen at Sendai Station and go to the Bus Terminal. Find Section #9 and take a bus bound for 'Aobadai', 'Naritasan', or 'Miyakyoodai'. Get off
at 'Ougizaka' in Kawauchi Campus of Tohoku University. The building of Graduate School of International Cultural Studies is 3min. walk from the bus
stop. If you take a taxi from Sendai Station, tell the driver to go to 'Tohoku Daigaku, Kawauchi Campus, Oogisaka'. The cost is about 1000 yen and the time
is about 10 min.
PROGRAM
October 6 (Saturday)
13：30−14：00 Registration
14：00−14：10 Opening Address
Hisao Kakehi, President of JASFL
14：20−17：20 Paper Presentations and Workshop (coffee break included)
18：00−20：00 Conference Dinner
October 7 (Sunday)
9：30−11：30 Paper Presentation
11：30−13：30 Lunch Break (Move to Sendai International Center)
13：40−14：00 JASFL Annual General Meeting
14：00−14：10 Announcement of ISFC2004
14：10−14：30 Recess & Registration of Non-JASFL Members
14：30−16：00 Special Lecture
16：00−16：10 Closing Address
October 6 (Saturday)
Room 1 Paper Presentation
Chair: Each Other
14：20−15：00 Kazuyoshi Iwamoto (York University, Canada)
'Functional Difference between N-Rheme and Rheme Proper: Evaluation of N-Rheme' abstract
15：00−15：40 Wendy Bowcher (Tokyo Gakugei University)
'Theme and New in Play-by-Play Talk on Radio' abstract
15：40−16：00 Coffee Break
16：00−16：40 Masa-aki Tatsuki (Doshisha University)
'Analyzing Japanese Text with special reference to a Communicative Unit in the Kyoto Grammar' 要旨
16：40−17：20 Elizabeth Thomson (University of Wollongong, Australia)
'Investigating the Staging of Selected Genres in Japanese: Applying Theory to Practice' abstract
Room 2 Workshop
Chair: Noboru Yamaguchi (Tohoku University)
14：20−17：20 Noboru Yamaguchi, Chie Hayakawa, Kinuko Suto, Masamichi Washitake (Tohoku University, Graduate School)
'Ways of Meaning to Construct Academic/Scientific Knowledge' 要旨
18：00−20：00 Conference Dinner (at 'Champs Elys仔 s' in Sendai Daini Washington Hotel; Fee: ￥5000; E-mail to Noboru Yamaguchi to reserve
your seat by the end of September.)
October 7 (Sunday)
Room 1 Paper Presentation
Chair: Makoto Sasaki (Aichi Gakuin Junior College)
9：30−10：10 Haruki Takeuchi (Chukyo High School, Gifu Prefecture)
'Development of Modality in Texts' 要旨
10：10−10：50 Mikako Naganuma (Translator/Interpreter)
'An Approach to the Thematic Development through Parallel Texts Analysis' 要旨
10：50−11：30 Katsuyuki Sato (Mukogawa Women's University)
'Text as a Semantic/Lexico-grammatical Gestalt: How the Interdependency of Figures is Realized Linguistically' 要旨
Room 2 Paper Presentation
Chair: Michio Sugeno (Brain Science Institute, RIKEN)
9：30−10：10 Yusuke Takahashi, Noriko Ito, Hiroko Fujishiro and Michio Sugeno (Brain Science Institute, RIKEN)
'Text Understanding and Generation with the Situation Base: An Investigation Concerning the Management of the Context of Situation in Everyday
Language Computing' 要旨
10：10−10：50 Noriko Ito, Hiroko Fujishiro, Yusuke Takahashi, and Michio Sugeno (Brain Science Institute, RIKEN)
'A Genre Structure Analysis of Dialogue between Computer User and Supporter: Toward Constructing Interactive Help System' 要旨
10：50−11：30 Hiroko Fujishiro, Yusuke Takahashi, Noriko Ito, and Michio Sugeno (Brain Science Institute, RIKEN)
'An Analysis of Dialogues between Computer Users and Supporters: Genre Structure and Lexic-grammatical Features' 要旨
11：30−13：30 Lunch
The site of the conference in the afternoon is moved to Sendai International Center, which is about ten min. walk from the JASFL venue. If you are coming
directly from Sendai Station, take the same bus route bound for Tohoku University and get off at 'Sendai International Center', two stops before 'Ougisaka'.
13：40−14：00 JASFL Annual General Meeting
Motoko Hori, Secretary of JASFL
14：00−14：10 Announcement of ISFC2004
Masa-aki Tatsuki (Doshisha University/ Organizer of ISFC 2004 Kyoto)
14：10−14：30 Recess & Registration of Non-JASFL Members
14：30−16：00 Special Lecture
Chair: Noboru Yamaguchi (Tohoku University) (Introducing MAK Halliday)
M. A. K. Halliday (Professor Emeritus, University of Sydney)
'Managing Meaning: A Systemic Functional View of How Language Works'
16：00−16：10 Closing Address
Wendy Bowcher, Vice President of JASFL
Concerning your accommodation, we have not arranged any particular hotels as Sendai has a lot of them.
conference as well as JASFL and Systemic Functional Linguistics, please visit the following web site:
http://www2.ocn.ne.jp/~yamanobo/JASFL/jasfl2001_tohoku.html

If you need more information about this

Professor Halliday is also giving a lecture at Brain Science Institute, Riken, Wako City, Saitama-ken. If you are interested in this lecture, please visit the
following web site: http://www.brain.riken.go.jp/labs/lbis/seminar/
Organizer: Noboru Yamaguchi (Graduate School of International Cultural Studies, Tohoku University): yamaguch@intcul.tohoku.ac.jp
Abstracts:
Kazuyoshi Iwamoto, York University
Functional difference between N-Rheme and Rheme Proper: Evaluation of N-Rheme
The difference between the two theories, Systemic Functional Linguistics (SFL) and Functional Sentence Perspective (FSP) has been described by many
linguists. One of the proponents of FSP approach is Firbas (1992), whose approach to Theme/Rheme can be interpreted as the combination of the
Theme/Rheme and Given/New in SFL. According to SFL theory, although the typical order for information structure is Given followed by New, Given and
New can appear anywhere in a clause depending on the contextual constraints of the situation. On the other hand, Theme is realized in the initial position in
a clause with the remainder of the clause falling within the Rheme. In the FSP approach, Theme and Rheme are identified through the interaction of three
factors ﾒlinear modification,ﾓ ﾒcontext,ﾓ and ﾒsemantic structure,ﾓ and the realization of Theme and Rheme is irrespective to word order.
In each of these linguistic traditions, there is a term for the element which carries unknown/newsworthy information: ﾒN-Rhemeﾓ (Fries 1993) in SFL and
ﾒRheme Properﾓ (Firbas 1992) in FSP. By examining a number of advertisements, Fries has found that more than half of the last constituents of those
clauses (N-Rheme) are related to the purposes of the texts or text segments. On the other hand, Firbas claims that an element which is irretrievable from the
immediate context is communicatively dynamic, and such an element can ﾒcontribute to the further development of the communication.ﾓ This study
focuses on clauses in which the elements of N-Rheme and Rheme Proper are different, and examines how those elements are functioning in a text. An
important finding from this study is that most of the N-Rhemes as well as the Rheme Propers in those clauses carry important information, but that they are
related to different purposes of the text.
Wendy Bowcher, Tokyo Gakugei University
Theme and New in Play-by-Play Talk on Radio
This paper aims to explore the relationship between Theme and New choices in a specific register of English and to examine the ways in which these
choices contribute to the realisation of textual meaning. The data used in this study derive from two Australian sports commentaries by two different radio
stations of the same Rugby League football match in Sydney on 14th July, 1996. Specifically the data consist of excerpts of 'play-by-play' talk extracted
from two lengthy extracts of commentary talk. In this study play-by-play talk is considered to be a register at a more delicate level than commentary talk.
The play-by-play talk excerpts are analysed according to Theme and New within the framework of Systemic Functional linguistics. Theme and New are
both ways of realising the flow of informational concerns in texts. Thematic choices are realised by consistuency in the clause while New is realised by
prosody. Each realises a 'wave' of informational prominence. The function of both Theme and New is culminative in a text and is best appreciated when
'enough of the textual environmant is taken into account' (Hasan and Fries 1995: xxviii). The analyses in this study reveal that there is a complementary
relationship between the kind of information carried in the peaks of the Thematic waves and in the peaks of the New waves.
Reference
Hasan, R. & Fries, P. (1995). Reflections on subject and theme: An introduction. In R. Hasan & P. Fries (eds.), On Subject and Theme: A Discourse
Functional Prespective (pp. xiii-xlv). Amsterdam: John Benjamins.

龍城

正明、同志社大学

「キョウトグラマーにおける伝達的ユニットからみた日本語分析」

選択体系機能言語学のアプローチを日本語分析に適用させる場合、日本語の節境界をどこに設定するかについて、常に議論され続けてき
た。これは日本語という言語がもつ種々の性質上（主語の欠如や動詞、助動詞の欠如など）、節という単位のみで分析することがいかに困
難であるかを物語っている。本発表ではこの点に鑑み、日本語分析において、節という単位を無視するのではなく、これにとらわれること
なく、節よりも大きな単位である「伝達的ユニット」を設定することにより、日本語がいかに効果的に分析されるかを実証する。ここでは
選択体系機能言語学の理論枠組みを用い、そこで発展させられた各種の概念を用いながら、現在同志社大学のチームにより開発中の、日本
語という言語を記述するための文法「キョウトグラマー」の枠組みを通して、テーマ構造やモダリティー構造に関して日本語分析法を検討
していくことにする。
参考文献
Halliday, M.A.K. 1994:. An Introduction to Functional Grammar, 2nd ed. London: Edward Arnold.
Tatsuki, M 1998: "An Analysis of the Japanese Clause from the Viewpoint of Systemic Functional Linguistics: Towards the Kyoto Grammar" Paper
presented at ISFC 25.
龍城正明 2000: 「テーマ・レーマの解釈とスープラテーマ：プラーグ言語学派から選択体系機能言語学へ」小泉保（編）『言語研究におけ
る機能主義：誌上討論会』くろしお出版
Tatsuki, M. 2001: "Analyzing the Thematic Structure in Japanese: Marked and Unmarked Themes in a Communicative Unit." Paper presented at ISFC28
Elizabeth Thomson, University of Wollongong
Investigating the Staging of Selected Genres in Japanese: Applying Theory to Practice
It has been shown that the social purpose or function of a text impacts on the shape or organization of the text (Halliday and Hasan 1985; Martin 1992;
Fries 1995; Matthiessen 1995). A set of texts with a similar social purpose have been found to pattern in similar ways and cluster into types or genres. Each
genre displays internal organization around stages which together realize social purpose. This paper aims to investigate the possibility that the organization
of a selected group of Japanese written texts are staged and organised into genres in a similar manner. The approach is a Systemic Functional one in which
the operations of the system of THEME and the system of LOGICO-SEMANTIC RELATIONS in the lexicogrammar are tracked and described in five
instances of three genres. These include one factual news commentary; two folktales (minwa) and two narratives (monogatari). The unit of analysis over
which Themes operate is the T-unit. Using this unit, the study presents organisational evidence that T-units pattern to organise the stages of texts which in
turn organise into genres.
References:
Fries, P. (1995). Themes, Methods of Development, and Texts. On Subject and Theme, A discourse functional perspective. R. Hasan and P. Fries.
Amsterday, John Benjamins Publishing Company. 118: 317-360.
Halliday, M. A. K. and R. Hasan (1985). Language, context, and text: Aspects of language in a social-semiotic perspective. Geelong, Deakin University.
Martin, J. (1992). English Text, System and Structure. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company.
Matthiessen, C. M. I. M. (1995). THEME as an enabling resource in ideational 'knowledge' construction. Thematic Development in English Texts. M.
Ghadessy. London, Pinter.
山口登・須藤絹子・早川知江・鷲嶽正道、東北大学
ワークショップ
「学術的知識構築のための意味のしかたをめぐって」

このワークショップでは、選択体系機能理論の枠組みに基づき、学術的知識がどのような意味のしかたによって構築されるのかを検討する
ことにする。
山口登
「選択体系機能理論の構図」
学術的知識構築のための意味のしかたを検討するための思考枠組みとして、選択体系機能理論の概略を提示する。
須藤絹子
「学術的テクストにおける因果関係を示す意味のしかた：文法的比喩を中心に」
事象と事象の間の「因果関係」を解釈構築することが、学術的知識の構築にとってきわめて重要な意味のしかたの１つである。ここで
は、The Economic System’という経済学にかかわるテクストを例にとり、この種のテクストにおいては、事象間の因果関係の解釈構築が、い
わゆる「一致したcongruent」節と節の結合体つまり節複合によって具現される過程間の関係としてではなく、複数の過程が文法的比喩（と
りわけ名詞化）によって圧縮され単一の節によって具現されることでなされる意味のしかたを検討することにする。
早川知江
「知識の生産と伝達のための語彙-文法的パターン」
知識の生産と伝達を目的としたテクストにおいては、その目的を達成するために、語彙-文法的資源がさまざまな機能をはたしている。特
に、結束性と名詞化、主題-題述構造、情報構造などは、互いに相互作用し合って効果的に機能する。ここでは‘The Economic System’という
経済学にかかわるテクストを例にとり、その中でこれらの語彙-文法的資源がどのようなパターンで使用され、それらが「知識の生産と伝達
のため」にどのような機能をはたしているかを検討する。
鷲嶽正道
「機能的視点からみたテクストの展開構造」
対人的相互作用は、一定の展開段階をもつテクスト構造つまり選択体系機能理論で言うジャンルをなしており、私達は特定の社会に生ま
れおちると、その社会が求めるさまざまなジャンルを身につけていく。そういったジャンルの中には、日常的な知識とは異なる学術的な知
識の構築にかかわるテクスト構造を示すジャンルがある。ここでは、‘The Economic System’という経済学にかかわるテクストを例にとり、
その中でどのような展開段階が当該の知識生産に貢献しているのかを検討する。
分析対象とするテクスト：
‘The Economic System’Louis D. Hayes. Introduction to Japanese Politics. New York: Paragon. 1992. Ps.323.
竹内春樹、中京高校(岐阜県)
「テクストにおけるモダリティの展開」
研究の目的
textは、書き手がその意思を読み手に伝えるために書くものだが､特にmodality表現は､interpersonalな意味を伝えるために重要であると思われ
る｡この研究ではtextの展開上、modalityがどのような働きをしているかを分析､考察する｡新聞英語という模範的かつ論理的な英語表現を分
析するため､その分析結果は学習者が英文を読んだり書く際に大いに寄与すると思われる｡
分析方法
まず新聞の健康欄の記事を､schematic structureの観点から三つのstagesに分ける｡最初のstageは問題点の提示、次のstageは説明､そして最後
のstageは解決策を表すものとする｡
次にそれぞれのstage毎にmodalityの数量､種類を調べる｡Halliday(1994)及びMartin, Matthiessen and Painter(1997)の区分に従い､probability,
usuality, obligation, inclination, abilityに分類｡それぞれをさらに､congruent と metaphoricalな表現に区別｡Congruentな表現については､modal
operators､mood adjunct、predicatorに分類し、metaphoricalな表現は､mental clause, attributive clauseに区分した｡
分析結果
1. modalityは､すべてのstageで出現するが､最後のstageで出現率が高かった｡
2. probability, usuality, obligation, inclination abilityは、三つのstagesで出現率が違った｡
3. 特にprobability、そしてobligationの出現率が高かった｡
4. congruent とmetaphorical な表現に分けた時､congruentな表現が多かった。
考察
stage毎にmodalityの出現率は違うし､また種類別の出現率も異なるが、解決法のstageで、obligationが多いのは当然のことと思われる｡つま
り事故や病気を予防するための方法､規制､義務といったものが表現されるからだ｡Congruentな表現が多いということからは､agentを明示した
直截的表現が好まれていることが分かる｡それによって､簡潔になるし説得力が増していると見るべきだろう｡
それぞれの文章について個々のmodalityの機能を見ていった場合､modalityの働きにより､筆者の主張がよく表現され､論理的で説得力に富
む文章になっていることが分かる｡英文学習の場合､このようなジャンルの時にはmodalityの働きに着目することが必須であると思われる｡
参考文献
Halliday, M.A.K. (1994) An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold.
Martin, J.R., C.M.I.M. Matthiessen, and C. Painter. (1997) Working with Functional Grammar. London: Arnold.
長沼美香子(通訳/翻訳者)
mikakon@d9.dion.ne.jp
「Parallel texts analysisによるTheme展開へのアプローチ」
An Approach to the Thematic Development through Parallel Texts Analysis
日本語という環境におけるThemeの分析には、これまで様々な方法が試みられている（例えば、Teruya 1998, Thomson 1998, 龍城 2000な
ど）。いずれも、HallidayのThemeの定義を出発点としながらも、日本語というユニークさゆえに課題は残されている。
通訳/翻訳者は異なる言語の狭間に位置し、起点言語テクストを読者として分析し、目標言語テクストへと変換して更なる読者に向けて発信
する。その過程が介在する、2つのテクスト、即ちparallel textsを分析することで、言語学理論へのフィードバックができるのではないかと
思われる。
本論では、これまでの方法論を、日本語と英語のparallel textsにおけるTheme展開の分析で検証し、新しいアプローチの可能性を提案するも
のである。
References
龍城正明 2000. 「テーマ･レーマの解釈とスープラテーマ: プラーグ言語学派から選択体系機能言語学へ」小泉保(編)『言語研究における機
能主義』くろしお出版
Teruya, K. 1998. An Exploration into the World of Experience. Ph.D. thesis, Macquarie University.
Thomson, E. 1998. ﾒThematic Development in Noruwei no Mori: Arguing the need to account for co-referential ellipsisﾓ in JASFL Occasional Papers. Vol.
1 No. 1.
佐藤勝之、武庫川女子大学
「意味的/語彙文法的ゲシュタルトとしてのテクスト：figureの相互依存関係を中心に」
テクスト分析の方法として一般にトップダウンとボトムアップの方法が認められることは、つとに池上（1975:8章）が「微視的なアプロ
ーチ」対「巨視的なアプローチ」という形で整理しているところだが、選択体系理論の観点からEggins(1994)は、（１）ジャンルを具現する
図式構造(schematic structure)が具体化したものとしてのテクスト（コンテクストから見たテクスト）、（２）主題の展開のしかたによって捉
えられる節のつながりとしてのテクスト（語彙-文法から見たテクスト）、（３）そしてこれらトップダウンとボトムアップの方法の重なり
あうところに認められる談話意味的単位としてのテクスト、という３つの分析の視点を提示している(pp.111-113)。
本論では、これらの分析法を参照しながら、テクストはfigureの相互依存関係に基づくsequenceから構成される意味的現象であり、言語的
には語彙文法的単位である節複合の連鎖として実現するゲシュタルトであるとする基本的立場から、Halliday&Matthiessen(1999)の言う、
figureによるsequenceの構成のしかたを吟味することで、テクスト構成(texture)の１つのありようを捉えたい。具体的には、彼らがsequenceの
分類の要因として挙げている、temporalかどうか、拡充(expansion)がどれになるか、equalかunequalかについて、佐藤(1998,1999)の類似した議
論を踏まえてこれらを再整理・再検討するとともに、テクストを観念構成的なconfigurationと見なすときにどうしても必要となる、「節複合
の連鎖」という形で具現する「談話機能的単位」の設定基準を明確にし、さらに具体的な書記テクストをこの基準によって分析することで
これらの単位の相互依存的結びつきの実相を捉え、テクストの「多声的な構造」の一端をつかみたい。
Text as a semantic/lexico-grammatical gestalt: how the interdependency of figures is realized linguistically
Various top-down and bottom-up functional/structural approaches to textual analysis have already been arranged by Ikegami(1975). From the standpoint of
systemic theory Eggins(1994) proposes the following three approaches to text: (1)text realized by the schematic structure which is a realization of genres
(text from the viewpoint of context), (2)text as a concatenation of clauses considered to be an unfolding of Themes (text from the viewpoint of
lexicogrammar), and (3)text as a discourse-semantic unit, where the top-down and bottom-up approaches intersect.
Referring to these concepts I will examine several aspects of texture, especially recognizing that text is a semantic and lexico-grammatical gestalt-semantically sequences composed of figures by means of interdependency, which is linguistically realized as a succession of clause complexes. Specifically,
I will first reconsider Halliday&Matthiessen(1999)'s factors of sequences (temporality, expansion,equality) referring to Sato(1998,1999) in which I have
discussed similar questions, then I will establish the 'discourse-functional unit' reified as a series of clauses, and its criteria, by examining written samples.
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「状況ベースを使ったテクストの理解と生成：日常言語コンピューティングにおける「状況のコンテクスト」の取り扱いに関する一考察」
選択体系機能理論の思考法によると、我々の言語使用は、それを取り巻く「コンテクスト」が「意味」と「言い回し」とを通して具現さ
れているものである。つまり、人間の言語使用においては、語列としての言語だけでなく、それを取り巻く「状況」が重要な役割を担う。
それ故、我々の目標としている「日常言語コンピューティング」において、状況のコンテクストの取り扱いは最も重要な課題の一つであ
る。本発表は、日常言語コンピューティングにおける「状況のコンテクスト」の取り扱いに関する予備的考察である。
この目標に向けて、我々は「記号ベース」の構築を企図しているが、これは「状況ベース」「意味ベース」「語彙文法ベース」のデータベ
ース部分と、テクストコーパス、電子辞書により構成される。本発表では、「状況ベース」部分に焦点を当てる。状況ベースで取り扱うの
は、活動領域、役割関係、伝達様式という、状況コンテクストの三要素、それらを共有するテクストタイプの持つ「状況タイプ」、および
それらのテクストタイプが共有するテクストの展開としての「ジャンル構造」である。本発表では、これらのコンテンツの状況ベース内で
の連関を、テクストの理解・生成という観点から考察する。
具体的には、ワープロソフトの操作に関する対話をテクストコーパスとして採用し、対話の展開を検討する。我々はこの対話資料をもとに
既にFujishiro et al (2001) でジャンル構造を提案している。本発表で我々はこれを承けて、この種の対話を扱うヘルプシステムにおいて状況
タイプとジャンル構造とをテクストの理解と生成とに使用する方途を考察する。この際、状況ベースを使ったテクストの理解と生成のプロ
セスについて、複数のパターンを考察し、それらのパターンの使い分けに関しても言及したい。
参考文献：
Fujishiro, Hiroko, Noriko Ito, Yusuke Takahashi and Michio Sugeno (2001) How difference in mode influences conversations in Japanese: toward everyday
language computing. Paper presented at ISFC2001, Carleton University, Ottawa, Canada
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「コンピュータ・ユーザとサポーターの対話におけるジャンル構造の分析：対話型ヘルプシステム構築に向けて」
本発表では、コンピュータの操作に関する対話の分析結果を提示し、自然言語対話型ヘルプシステム構築への応用方法を考察する。
従来、アプリケーションソフトに付属しているマニュアルやヘルプの類は、アプリケーション制作者側から書かれたものであり、ユーザに
とっては必ずしも分かりやすいものにはなっていないことが問題視されている。それに対して、カスタマーサポートセンターの電話口など
における人間同士の質疑応答の場合には、適切なアドバイスを受けることが出来る割合が高い。これは、サポートセンターの人間が、電話
をかけてきたユーザとのやりとりを通して、ユーザのコンピュータに関する知識の程度を推測し、やりとりが進むにつれてその判断を更新
し、その判断から適切な言葉遣いを選んで、ユーザに説明することが出来るからである。
これは見方を変えると、ユーザの言語使用の中に、その人のコンピュータの習熟度を示すような言葉遣いが含まれていることを示唆してお
り、我々の目指すところは、ユーザの言語使用から、その人の習熟度を推定し、それに応じて適切な操作や説明を提供することにある。
この目的を達成するために、我々は、コンピュータ・ユーザ役とサポート役の２人による対話を収録し、選択体系機能言語学の枠組みを用
いて分析を行った。
本発表では、サポート役の発話に焦点を当てる。特に、操作方法を説明する際のジャンル構造とコンピュータ用語の代替として使用される
日常的な言葉を調べた。例えば、初心者ユーザに向けて説明する時には、質問に直接答える前に、画面やキーボード上のどの部分に着目す
ればよいのかを日常的な語彙を使って示したり、画面上にあるアイコンやメニューの名前や機能を説明したり、今までにどのような操作を
行ったかを質問する、などの段階を添える場合が多くみられた。
Fujishiro et al (2001)で提示されたジャンル構造を、質問の内容別にさらに綿密に記述することにより、対話システムのテキスト生成に利用で
きるようなものを提案する。
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「コンピュータ・ユーザとサポーターの対話におけるジャンル構造と語彙文法的特徴：対話型ヘルプシステム構築に向けて」
我々の研究チームでは、選択体系機能言語学に基づく日常言語コンピューティングのモデル化を目指し、現在、ドメインをヘルプシステム
に限定し、対話型ヘルプシステムの構築に向けた研究を行っている。
その一環として、コンピュータのユーザとサポーター間の対話を収録し、その分析を行った。ユーザ（初心者、初級者、中級者、上級者）
がどのようなタスクをこなす際に、どのような部分で躓き、それをどのような言語表現を用いて表現するか。それを受けたサポーターがど
う対処するか。その際、実際にどのようなストラテジーを用いて問題解決をしてゆくのかを観察し、ジャンル構造を抽出することによっ
て、対話型ヘルプシステムへの応用を計っている。
これらの資料をもとに、Fujishiro et al (2001)では、インターネット掲示板でのヘルプ（ネット上でのＱ＆Ａ）と、ユーザとサポーター間の対
話型ヘルプ（口頭でのＱ＆Ａ）とのジャンル構造の違いを提示した。また、Ito et al(2001)では、ジャンル構造を質問の内容別に再構成し、
工学的応用の可能なレベルにまで詳細化している。
本発表では、Ito et al(2001)の提示するジャンル構造をもとに、各ステージ（構造のelement）において、どのような言い回しが用いられてい
るか、その語彙文法的特徴を明らかにしていきたい。これによって、ジャンル構造の裏付けをすると共に、各ステージで交換されるべき意
味の特徴に語彙文法的特徴がどのように反映されているかをみてゆき、ステージの特定、テキスト生成などに応用可能な資源を提示した
い。
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Introducing Professor Michael Halliday for his Plenary Talk at JASFL 2001 Tohoku University
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Title: Managing Meaning: a Systemic Functional View of How Language Works
Good afternoon, JASFL and non-JASFL colleagues who are interested in this special occasion. First of all, I am very glad to tell you that this impossible
occasion has been made possible by the strong helping hand given to the Japan Association of Systemic Functional Linguistics by Professor Michio
Sugeno, now leading the Laboratory for Language-Based Intelligent Systems, Brain Science Institute, Riken. We are very grateful to Professor Sugeno as
well as Riken for this wonderful occasion. And at Riken, on the 5th October prior to this occasion, Professor Halliday already talked on Meanings,
Wordings and Contexts: Modelling the 'Language-Brain', which was very valuable to the Systemic-Functionally oriented project of 'everyday language
computing' currently carried forward by Professor Sugeno's research team. The main purpose of Professor Halliday's lecturing trip to Japan this time is to
see about and give an additional impetus to the development of this particular research project, and perhaps, to commemorate the long-awaited publication
by Kurosio Publishers of the Japanese version (Foreword by MAKH) of one of his most important writings, An Introduction to Functional Grammar (2nd
Edition), translation and adaptation of which were carried out by Professor Hisao Kakehi and myself, with the arduous editing support given by Miss
Kyoko Takigami of Kurosio Publishers.
Now, I am very much honoured to introduce to you Emeritus Professor Michael Halliday at the University of Sydney. For fear that my introduction should
be a waste of time, for I suppose most of you must already know about him as a world-renowned linguist and about the great academic achievements he has
been building up so far, by pioneering an important linguistic tradition of Systemic Functional Theory, I will talk not so much about his biography and
bibliography which could be obtained easily, but rather, I will talk briefly about one very significant aspect of his way of thinking about language which
tends to refuse an easy access.
Ever since he started thinking about language, Professor Halliday's main interest has always been in 'meaning'. And, for Professor Halliday, meaning is not
a closed stable product which is ready-made or given in your mind and is simply waiting for a linguist to describe it or to connect it with the other readymade product of phonology; but rather, meaning is open dynamic process both as text and as system; in other words, meaning is process which has been
being constantly created and re-created phylogenetically in the evolution of human beings, ontogenetically in the growth of an individual, and
logogenetically in the development of text.
Hundreds or maybe thousands of generations of our ancestry down to ourselves have learned to mean interpersonally, ideationally and textually at one and
the same time, to construe our experience and construct our own livable world, in which we, gradually by interacting with other meaning people, have
developed all different kinds of ways of meaning for different purposes in different contexts of situation. In order to construe their experience, children,
who are born newly into our socio-semiotically constructed world, have to learn how to mean appropriately in those different contexts of situation and
culture in which they are inevitably involved day after day, again gradually by interacting with other meaning people. But for a group of people or for a
growing child, new ways of meaning have been being constantly demanded by ever-increasing semantic pressures, namely, by our constant social-semiotic
negotiation with not only our material environment but also our textual environment. Above all, such new ways of meaning as to construe processes as if
they were things have become ever-increasingly more important for us to construct the kind of uncommonsense and scientific knowledge and reality that
can help us to protect and prosper ourselves, or maybe privilege some of us. Now we have a whole range of semiotic things in the textual environments of
phylogenesis and logogenesis, which do not exist in the material environment in a real sense. In other words, we have abundant semiotic things effected by
what we could call 'thingization', as it were, or perhaps 'reification' of phylogenetic and logogenetic kind.
In our field of linguistics, such frequently used words as 'text' and 'language' as well as 'meaning' are good examples of phylogenetic thingization of the
processes in the material environment. Because they are thingized instead of 'processized', we can handle them very easily in our semiotic space and
construct new knowledge and reality. But once they are thingized, they tend to start concealing their true nature of process from our immediate view or
consciousness. Ideally, if they had been construed as processes rather than as things, we could be 'texting' and we could be 'languaging', so to speak. And if
they had been construed as such, 'text' and 'language' would no longer be any such things that we could obtain or acquire from out there or from our
biological makeup. Rather, both of them would be the same constantly continued processes of meaning on innumerable social occasions, and they would
look different only when they are seen from different angles or perspectives. Text would be the instantial process of meaning on each social occasion,
whereas language would be the systemic process of meaning in accumulations of such social occasions, namely, in a significant set of social practices.
To the best of my understanding, Professor Halliday's enormously important theoretical and applicational contribution to linguistics and other related fields
of study and practice has been his unceasing efforts to trace and reverse the semogenic or meaning-creating process in the three different time depths of
human evolution, individual growth and textual development, by means of de-thingizing 'text' and 'language' which have already been thingized, and to reconstrue them as instantial and systemic process of meaning. In other words, he has been endeavouring to put 'text' and 'language' back into the real
contexts of situation and culture where they actually belong and function, and to see how text works and how language works, or rather by de-thingizing
'text' and 'language', how text texts and how language languages to serve and sometimes dis-serve our needs, and, eventually, to construct and re-construct
and sometimes, of course, mis-construct the reality of our world, as clearly illustrated by the series of multimodal ways of meaning by mass media for
ideologically construing the recent events in New York City, Washington D.C. and southern Pennsylvania.
Well, very luckily, from now on today, we have the privilege of hearing Professor Halliday's talk, to which I hope this introduction might have some
relevance. The title of his talk is: Managing Meaning: a Systemic Functional View of How Language Works.
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