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 2010.11.03 ろう学校教師のための言語学入門（15） 

日本語のしくみ日本語のしくみ日本語のしくみ日本語のしくみ 

                                                                    矢沢国光 

  

［０］はじめに［０］はじめに［０］はじめに［０］はじめに 

◇聾学校教師に必要な言語学とは◇聾学校教師に必要な言語学とは◇聾学校教師に必要な言語学とは◇聾学校教師に必要な言語学とは 

 ２０１０年夏のろう難聴教育研究会大会で、森山新先生（お

茶の水女子大学）は、子どもの格助詞の獲得（発達）が、格

助詞のプロトタイプ的な意味から順次派生する流れと軌を一

にしているのではないか、という仮説を提案されました。 

 たとえば、格助詞「デ」の用法のプロトタイプ（原型）は 

  公園 で 遊ぶ （場所を表すデ） 

です。ここから 

  はさみ で 切る （道具を表すデ） 

  電車 で 行く （手段を表すデ） 

  不況 で 失業者が 増えた （原因、背景を表すデ） 

など、「デ」のさまざまな意味が派生してきます。 

 子どもの「デ」の使い方も、場所の「デ」が真っ先に現れ

て、そのあと道具→手段…が現れるのではないか、というの

です。 

 そして、格助詞で表される「格関係」は、日本語に限らず、

どの言語にも見られる、言語の普遍的なしくみであることも、

話されました。 

 多くのろう児・難聴児が、手話先行の言語発達をします。

聾学校の教員としては、手話言語の発達のようすと日本語の

発達の関連を知る必要があります。そのためには、日本語と

手話に［というよりさまざまな言語に］共通する普遍的なし

くみと、日本語や手話といった個別言語におけるその具体的

な現れ方を知っておく必要があるということです。 

 聞こえる・聞こえないにかかわらず、生まれたばかりの子

どもは、コミュニケーションはできても、「言語」は持って

いません。子どもは、言語のないコミュニケーションから出

発して、少しずつ言語を増やしていきます。コミュニケーシ

ョンにおける言語の割合が増加してくる、といってもよいで

しょう。言語は、コミュニケーションの一つの手段です。 

 コミュニケーションの手段としては、言語のほかに、表情、

身振り、音声、もの、絵を描くなど、さまざまな「非言語的

コミュニケーション手段」があります。 

 これらの「非言語」と比べて、言語は、コミュニケーショ

ン手段として、どのような特徴を持っているか。それを明ら

かにすることも、「言語（日本語）のしくみ」の課題です。 

 

 以上のことから、聾学校教師に必要な言語学は、次のよう

な問いや課題に答えるものでなければならないでしょう。 

 １ どの言語にも共通して存在する言語の構成要素――た

とえば「格関係」のような――にはどのようなものがあるか。

その中で日本語の構成要素の特徴は何か。 

 ２ 子どもの言語獲得・言語発達を評価したり、支援した

りするために役立つ言語学、特に、手話が先行する子どもの

日本語獲得の支援に役立つ言語学。 

 ３ 日本語指導に役立つ日本語のしくみを知ること。 

  

日本語のしくみ 

［Ｏ］はじめに 

 ◇聾学校教師に必要な言語学とは 

 ◇小泉文法 

［１］発話の単位 

  （１）二重分節：音韻と語の使い回し 

 （２）文、重文、複文、節 

［２］文の基本構造 

 （１）述語 

 （２）［行為項］と［状況項］ 

 （３）疑問文、否定文、強調文の構造 

［３］品詞 

 （１）品詞とは 

     ◇伝統的国文法の品詞論への批判 

 （２）主要品詞の特質 

    １）動詞の特質 

     ◇動詞の否定形と時制の語形変化 

     ◇動詞の要望形と要望法 

     ◇準動詞ダ 

    ２）名詞の特質 

     ◇名詞述語文 

    ３）形容詞の特質 

    ４）名容詞の特質 

    ５）副詞の特質 

［４］語の転用（品詞の転換） 

 （１）動詞の転用 

 （２）形容詞の転用 

 （３）名詞の転用 

 （４）独立文の名詞化、副詞化 

［５］格関係 

   ◇格助詞の種類 

 ［６］伝達内容についての話し手の認識や姿勢を表すし

くみ 

 （１）動詞の相（アスペクト） 

  （２）動詞の態（Voice） 

  （３）法（modality） 

 ［７］その他のしくみ 
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    ◇小泉文法◇小泉文法◇小泉文法◇小泉文法    

「さまざまな言語に共通するしくみを解明する」といっても、

筆者には、日本語以外の言語については、ほとんど知識があ

りません。だからあれこれの言語についての知識を基にして

「言語の普遍的なしくみ」を述べることはできません。 

 代わりに、筆者の長年の言語学の師であった小泉保先生の

『現代日本語文典――21 世紀の文法』（大学書林、2008 年。

以下「小泉文法」と略記）によって、日本語のしくみを考え

たいと思います。 

 小泉先生は、英語、ドイツ語、フランス語といった西欧語

だけでなく、フィンランド語の専門家であり、また比較言語

学の専門家であることから、言語の普遍性にもっとも通じて

いる言語学者の一人と言えます。また、音声学から始まり、

音韻論、形態論、統語論、語用論といった言語学の幅広い分

野にその研究が及んでいる、という点でも「言語の普遍的な

しくみ」にもっとも近づいた言語学者と言えます。 

 小泉先生は、フィンランドでの日本語教育をきっかけとし

て、日本語研究に入り、後半生は、特に外国人に対する日本

語指導を念頭に置いて、「世界に通用する日本語文法」を目

指していました。 『現代日本語文典』がその到達点です。で

すから、『現代日本語文典』は、他の多くの言語との比較を

いつも念頭に置きながら日本語について述べています。 

 今回は小泉先生の『現代日本語文典』――小泉文法――に

即して、日本語のしくみを探検していきたいと思います。『現

代日本語文典』は、２００９年１２月に逝去された小泉保先

生の最後の著作です。 

 

 以下、順次日本語のしくみに焦点を当てて、述べていきま

す。今回は、「日本語のしくみ」の細部に立ち入ることなく、

全体像がつかめることに主眼を置きました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  ［１］発話の単位［１］発話の単位［１］発話の単位［１］発話の単位 

 （１）二重分節：音韻と語の使い回し（１）二重分節：音韻と語の使い回し（１）二重分節：音韻と語の使い回し（１）二重分節：音韻と語の使い回し 

 話し手と聞き手のやりとりとして、コミュニケーションは

成り立ちます。 

 話し手の一回の発話（話し手が交替するまでの発話）を「談

話」ということにします。談話は、いくつかの「文」から成

り立ちます。文は、話し手が何かを伝えようとして話す発話

の最小単位です。 

 子どもが家の外を指して母親に対して「あっち」と発話す

れば、日本語としては不完全で、聞いた母親は「あっちに行

きたい」といっているのだなと、語を補って解釈します。「あ

っち」だけでは文になっておらず、「あっちに行きたい」が

「文」です。 

 

 人の言葉には、繰り返し使われる単位があり、それが「語」

です。鳥のさえずり声にも、本当は、［同一の個体（ある１

羽の鳥）においても、同一の種（その仲間）においても］繰

り返し使われる発声単位があるのかも知れませんが、われわ

れ人間にはまだそれを認識できません。 

 Ａ ウマ イットウト キヌ サンタント カエル。ヨイ

カ？ 

 Ｂ ヨイ 

のようなコミュニケーションが、普段は離れて暮らす部族間

で成り立つのは、お互いに意味を共有する「ウマ」「キヌ」

「ヨイ」のような「語」があるからです。 

 接触の少ない者同士でも会話が成り立つためには、語は、

伝わりやすく、また、記憶しやすいようにできていなければ

なりません。そのためのしくみとして、「連続的に変化する

［アナログの］音声を少数個の音韻（音素）の体系［デジタ

ル記号］へと作り替える」ことと「音韻の組み合わせによっ

て作られた少数の語を、さまざまな意味に拡張使用する」と

いうしくみが発明されたのです。同じ音韻がさまざまな語に

使い回され使い回され使い回され使い回され、同じ語がさまざまな意味に意味拡張されて使い使い使い使い

回される回される回される回されること――ここに人の言葉にとって「音韻・語」の成

立の画期的な意義があります。言葉の本質は「（有限な記号

が無限に）使い回される」ことにあります。 

 

 人がコミュニケーションに使う発声を分析すると、その発

声はまず「語」に切り分ける［分節する］ことができる。さ

らに語を切り分けて「音節」を取り出すことができる。これ

が言語学者マルティネスの発見した「二重分節」ということ

です。  

 

    （２）文、重文、複文、節（２）文、重文、複文、節（２）文、重文、複文、節（２）文、重文、複文、節 

 つぎは、国語の教科書にも載っている「ごんぎつね」の一

節です。 

 

 ア ごんは、ひとりぼっちの小ぎつねで、しだのいっぱい

しげった森の中に、あなをほって住んでいました。 

  この文は、並列する［対等な］二つの文からなるとみるこ

とができます。 

 

 イ ごんは、ひとりぼっちの小ぎつねです。 

 ウ ［ごんは］しだのいっぱいしげった森の中に、あなを

ほって住んでいました。 

  

  イの「…子ぎつねで」は、「…小ぎつねです」の中止形で

す。 

 このように、二つの文が対等の資格で結合して一つの文に

なることがあります。それを「重文」「重文」「重文」「重文」と呼ぶことにします。

【註】 
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 ア「美也子は大学に合格したが、正男は合格しなかった。」

は重文ですが、イ「美也子は大学に合格したのに、正男は合

格しなかった。」は、重文ではなく、複文複文複文複文［一つの文の中に、

他の文が節節節節として入り込んでいる］です。なぜかというと、

「美也子は大学に合格したが」は譲歩の副詞節で、主文「正

男は合格しなかった。」に従属していると考えられるからで

す。 

  

 

 また、「しだのいっぱいしげった森」のように複数の語が

結合して一つの語に相当するもの（このばあい名詞）を形成

しているとき、「句」といいます。「しだのいっぱいしげっ

た森」は名詞句です。上図で「美也子は」は（名詞）として

ありますが、正確には、名詞＋格助詞で、名詞項（後述）に

なっています。かんたんのため、図の中では（名詞項）も（名

詞）と書くことにします。 

 

 【註】「形容詞節」を設定しない理由【註】「形容詞節」を設定しない理由【註】「形容詞節」を設定しない理由【註】「形容詞節」を設定しない理由 

 小泉文法では、節は名詞節と副詞節だけで、形容詞節

はありません。なぜでしょうか。 

  文１ 太郎は 本を 読む 。 

は動詞述語が一つですが、 

  文２ 太郎が 読む 本を 次郎も 読みたがっ

た。 

には、動詞が二つあります。これは「太郎が（本を）読

む」という文１が「本を次郎も読みたがった」という文

２の中の名詞「本」を修飾していると考えられます。名

詞を修飾するのは形容詞ですから、文が形容詞節になっ

た、とみることができます。このように、文１が文２に

入り込むとき、文１を「節」と言い、節を含む文２を「複

文」と言います。 

 

 しかし、動詞や形容詞や名容詞が出てくるたびに文

（文の中の文だから節）があると考えると、文の中にや

たらにたくさん文があることになります。「手に 持つ 

青い リンゴが 開いた 目に 入った。」の中の下線

の部分を述語と考えれば、「手にリンゴを持つ」、「リ

ンゴが青い」、「目が開く」という文が入っていること

になります。このように考えるのはやめて、下線の部分

は（述語形ではなく）次にくる名詞を修飾する形容詞形

と考えます。「手に 持つ（リンゴ）」の「持つ」を述

語と考えれば「手に持つ」は文になりますが、「持つ」

を動詞の形容詞形（国文法でいう連体形）と考えれば「手

に持つ」は形容詞句になります。「青い」も形容詞の述

語形ではなく形容詞形（と言うのもおかしいですが）と

考えます。そう考えれば、名詞を修飾する語句の中の動

詞や形容詞は、述語ではなく形容詞形となり、文の中の

述語は（主部の述語）一つだけになります。「形容詞節」

は存在しないことになります。 

 小泉文法では、節は名詞節と副詞節だけで、形容詞節

はありません。 

  これに対して、文が名詞または副詞の役割を果たすと

きは、「名詞節」または「副詞節」となります： 

  父は、母には苦労をかけた と 言った。（名詞節） 

   努力した から 成功した。 （理由を表す副詞節） 

 

 ［２］［２］［２］［２］  文の基本構造文の基本構造文の基本構造文の基本構造                       
  文とは「。」から「。」までの語のつながりです――ふ

つうこのように言います。形式的にはこれで間違いではあり

ませんが、この言い方では、文が文であるための重要な成立

要件を無視しています。それは文には「述語」があるという

ことです。 

 文とは、「述語」を一つだけ含んだものです。 

 文には必ず核となるものがあります。それがなければ文と

は言えない、という不可欠の要素であり、かつまたほかにど

んな要素が必要かを決める力を持つ要素――文全体の要とな

り、文全体を支配する要素――です。それが「述語」です。 

  

    （１）述語（１）述語（１）述語（１）述語 

 述語とは、 

              イイイイ    複文複文複文複文  

 

       （述語）  

     合格しなかった。  

       ／   ｜    ＼  

  （副詞節） （名詞）   （名詞）  

  合格したのに 正男は  大学に  

  ／     ＼  

（名詞）   （名詞）  

美也子は  大学に  

 

         ア 重文重文重文重文  

 

   （述語）――――（述語）  

 合格したが   合格しなかった。  

    ／  ＼           ／  ＼  

  （名詞）（名詞）   （名詞）   （名詞）  

美也子は 大学に    正男は   大学に   

 

   水平線――――は対等の関係を表す。  
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  本を 読む。  （動詞述語） 

  空は 青い。  （形容詞述語） 

  父は 元気です。 （名容詞述語）【註】              

    父は 病気です。（名詞述語） 

の下線部の言葉です。 

 小泉文法では、述語はこの４種類のいずれかに分類されま

す。 

 

 【註】「名容詞」とは、伝統的な国文法の「形容動詞」

に相当するものです。「名詞」と「形容詞」を合成した

命名で、「名詞的な形容詞」という意味です。「ナ形容

詞」と命名する人もいます。名詞と名容詞の違いは、名

詞が「病気な父」とは言えなくて、「病気の父」という

のに対して、名容詞は「元気な父」と言えることです。

名容詞は、意味的には形容詞と同じですから、述語の種

類としては、名詞述語、形容詞述語、名詞述語の３種類

ある、と考えてよいでしょう。 

 

   ごんぎつねのテキストから「述語」を拾い出していくと、

そのほとんどが動詞述語です。名詞述語や形容詞述語はほと

んどありません。 

 

 ア 二、三日雨がふり続いたその間、ごんは、外へも出ら

れなくて、あなの中にしゃがんでいました。 

 イ 「おれがくりや松たけを持っていってやるのに、その

おれにはお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃあ、お

れは引き合わないなあ。」  

  ウ うちの中を見ると、土間にくりが固めて置いてあるの

が、目につきました。 

 エ 「おや。」と、兵十はびっくりして、ごんに目を落と

しました。 

 オ いちばんしまいに、太いうなぎをつかみにかかりまし

たが、なにしろぬるぬるとすべりぬけるので、手ではつかめ

ません。   

 

  下線部はいずれも動詞述語動詞述語動詞述語動詞述語です。「つかめる」は動詞「つ

かむ」の語尾に eru が付いて可能を表す「動詞の語形変化」

ととらえます。 

  

   ごんぎつねのテキストには、次のような名詞述語名詞述語名詞述語名詞述語があり

ました。 

 

 カ と、村の方から、カーン、カーンと、そう式の出る合

図です。 

  キ 「兵十のおっかあは、とこについていて、うなぎが食

べたいと言ったにちがいない。 

  ク 兵十は、今までおっかあと二人きりで、まずしいくら

しをしていたもので、おっかあが死んでしまっては、もうひ

とりぼっちでした。 

 ケ 中山様のおしろの下を通って、少し行くと、細い道の

向こうから、だれか来るようです。 

 コ 「さっきの話は、きっと、そりゃ、神様のしわざだぞ。」 

 

 以上の動詞述語と名詞述語のほかに、どんな述語があるで

しょうか。 

    形容詞述語形容詞述語形容詞述語形容詞述語は、一つだけ見つかりました。 

 サ ちょっ、あんないたずらしなけりゃよかった。 

  

 その他には、単独文ではありませんが、次のような文があ

ります。 

 シ 川には、いつもは水が少ないのですが、三日もの雨で、

水がどっとましていました。 

     

 このように、述語の中心は動詞述語と名詞述語です。名詞

は、それだけでは述語になりません。準動詞ダ準動詞ダ準動詞ダ準動詞ダ（ていねい形

デス）を付けて「名詞＋ダ」で述語になります（後述）。 

 

   （２）［行為項］と［状況項］（２）［行為項］と［状況項］（２）［行為項］と［状況項］（２）［行為項］と［状況項］ 

 文の中心は述語ですが、述語に従属する（支配される）形

で名詞句や副詞句があります。これを「従属部」といいます。 

 

       述語 

        ｜ 

       従属部 

 

 述語が動詞、形容詞、名容詞の場合、従属部は、いくつか

の名詞類や副詞類――項という――から成り立ちます。そし

て、述語にとって不可欠なものを「行為項」「行為項」「行為項」「行為項」といい、不可欠

でないものを「状況項」「状況項」「状況項」「状況項」といって区別します。【註】 

 

 「政男は 病気でも 会社に 出勤した。」は 

         

 

「この様子では 会社の 将来が 不安だ。」 

                （動詞述語）  

       出勤した 

         ／    ｜    ＼  

     （名詞）    （副詞）    （名詞）  

    政男は     病気でも     会社に  

  ［行為項１］  ［状況項］    ［行為項２］  
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 【註】述語中心の文構造について述語中心の文構造について述語中心の文構造について述語中心の文構造について 

 これまでの西欧言語学は、文を「主語＋述語」に分解し、

述語をさらに「動詞＋目的語」に分解して、分析しました［構

造主義言語学の記述文法も、変形文法も同様］。これに対し

て、小泉文法では、文を「述語が支配する従属部」のように、

述語中心に分析します。なぜ述語中心の文構造が優れている

のか。文構造の立て方は、じつは、文の意味解釈に関連して

います。くわしいことは小泉保『日本語の格と文型』に譲る

として、一つだけ挙げれば、有名な「象は鼻が長い」という

文の構文を分析するのに、「主語＋述語」で分析しようとす

ると、主語は「象は」なのか「鼻が」なのか、という迷路に

落ち込みます。小泉文法のような述語中心の文構造では、「象

は」は［名詞＋主題格の格助詞ハ］として、「鼻が」は［名

詞＋主格の格助詞ガ］として、ともに述語「長い」に従属す

る項目として、無理なく処理されます。 

 

    ◇行為項の数◇行為項の数◇行為項の数◇行為項の数 

 動詞述語または形容詞述語が行為項をいくつ支配するか

は、動詞または形容詞によって決まっています。 

 行為項を１項支配する述語を「一項述語」、２項支配する

述語を「二項述語」、…と呼びます。無項述語もあります。 

 

 動詞述語の場合  

 １項述語 日が 落ちた       

  ２項述語 ぼくは 公園を 歩いた                      

 ３項述語  ぼくは その言葉に 心が 躍った    

 ４項述語  Ｔは 先生に 恩を 仇で 返した 

 

 形容詞述語の場合 

 無項述語 寒い！ 

 １項述語 空は 青い 

 ２項述語 私は 頭が 痛い 

 

（３）疑問文、否定文、強調文の構造（３）疑問文、否定文、強調文の構造（３）疑問文、否定文、強調文の構造（３）疑問文、否定文、強調文の構造 

     文の構造を、 

        述語 

            ／  ｜  ＼ 

   ［行為項］ ［行為項］ ［状況項］ 

のように見ることによって、疑問文、否定文のしくみが明ら

かになります。 

 

◇疑問文の構造◇疑問文の構造◇疑問文の構造◇疑問文の構造 

 ア 昨日絵美さんは正男君にメールを送りました。 

という文の構造は、次のようになります。 

                （述語） 

              送りました 

 

   （副詞） （名詞）   （名詞）   （名詞） 

  昨日  絵美さんは 正男君に メールを  

   ［状況項］［行為項］［行為項］［行為項］ 

 

  この文アに対する疑問文は、二種類作ることができます。 

 一つは、述語「送りました」がほんとうに従属部の［行為

項］や［状況項］を支配しているかどうかを問う疑問文です

［結合疑問文、YES-NO 疑問文］： 

 ア’昨日 絵美さんは 正男君に メールを 送りました

か。 

 もう一つは、各［行為項］や［状況項］が何であるかを問

う核疑問文です： 

 イ いつ 絵美さんは 正男君に メールを 送りました

か。 

 ウ 昨日 だれが 正男君に メールを 送りましたか。 

 エ 昨日 絵美さんは だれに メールを 送りました

か。 

 オ  昨日 絵美さんは 正男君に 何を 送りましたか。 

 

 状況項や行為項のいずれかについてその真偽を問う疑問文

は、後述の「強調構文」の形になります。 

 カ 絵美さんが 正男君に メールを 送ったのは 昨日

ですか。  

 キ 昨日 正男君に メールを 送ったのは 絵美さんで

すか。  

 ク 昨日 絵美さんが メールを 送ったのは 正男君で

すか。  

 ケ 昨日 絵美さんが 正男君に 送ったのは メールで

すか。  

 

    ◇否定文の構造◇否定文の構造◇否定文の構造◇否定文の構造 

  否定文についても、同様です。 

 ア 昨日絵美さんは正男君にメールを送りました。 

に対して、結合否定文は 

 ア’昨日絵美さんは正男君にメールを送りませんでした。 

 核否定文は、 

 イ いつも 絵美さんは 正男君に メールを 送りませ

              （名容詞述語）  

               不安だ  

      ／    ＼      

       （ 副 詞 ）      （ 名 詞 ）                     

この様子では   会社の将来が  

       ［状況項］       ［行為項］  
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んでした。 

 ウ 昨日 だれも 正男君に メールを 送りませんでし

た。 

 エ 昨日 絵美さんは だれにも メールを 送りません

でした。 

 オ  昨日 絵美さんは 正男君に 何も 送りませんでし

た。 

  

   ◇強調構文◇強調構文◇強調構文◇強調構文 

 ア 武雄が 窓ガラスを こわした。 

に対して、［行為項］を強調した 

 イ 窓ガラスを こわしたのは 武雄だ。 

 ウ  武雄が こわしたのは 窓ガラスだ。。 

を、強調構文といいます。強調構文の構造は、次のようにな

っています。 

             

つまり、従属部の強調したい［行為項］を主部に持ち上げて

名詞述語「Ｂだ」とします。主部の述語に形式名詞ノと格助

詞ハを付けて従属部に下げ、「Ａは」とし、「ＡはＢだ」の

名詞述語文にします。 

 

 ［３］品詞［３］品詞［３］品詞［３］品詞 

 どの言語にも、動詞、形容詞、名詞等の「品詞」分類があ

ります。 

 よく国語の授業案に 

   動詞：動作や行為を表す言葉 

   名詞：事物を表す言葉 

と書く人がいますが、これは正しくありません。 

 「あなたは こちらの車を 運転してください」 

の「運転して」は動詞です（「運転する」の変化形）。 

 「車の 運転は 難しいです。」 

 「彼の 運転は 乱暴だ。」 

の「運転」は名詞です。動作を表す言葉でも、名詞の場合が

あるのです。 

 「運転する」の場合は、 

  運転（名詞）＋スル→運転する（動詞） 

のように、名詞に形式動詞スルを付けて動詞になっています。 

  では、どんな名詞でもスルを付ければ動詞になるかといえ

ば、 

  上昇＋スル→上昇する（動詞） 

  ジャンプ＋スル→ジャンプする（動詞） 

はよいですが、「学校」や「新幹線」にスルを付けても動詞

にはなりません： 

  学校＋スル→学校する（×） 

  新幹線＋スル→新幹線する（×）  

 もっとも、 

 お茶＋スル→お茶する（動詞？） 

のような半公認の新造語もあります。これは「お茶」という

言葉が「一緒に喫茶店に行って会話する」という行為の意味

に意味拡張した結果だと言えます。 

 つまり、「動作や行為を表す言葉」という意味的な要素が、

動詞か名詞かを区別する基準に入り込んでいる、ということ

です。したがって「動詞とは動作や行為を表す言葉」という

のも、あながち誤りとは言い切れません。ただ、これだけで

は判定基準（定義）として不十分で、「主語になりうるかど

うか」「述語になりうるかどうか」など、文の中での役割（統

語関係）が品詞分類の主たる判定基準であることは、押さえ

ておく必要があります。 

 繰り返していえば、品詞分類は、「主語になりうるものは

名詞」、「名詞を修飾するものは形容詞」「単独で述語にな

るものは動詞」「動詞や形容詞を修飾できるものは副詞」な

ど、文の中でのその語の位置――統語的な関係――によって、

分類しています。 

 

  ウ    （名詞述語）  

       窓ガラスだ  

                ｜  

            （名詞） 

          こわしたノは  

            ｜  

         （名詞）  

         武雄が  

 

 ア   （動詞述語）  

        こわした  

       ／      ＼  

  （名詞）      （名詞）  

   武雄が      窓ガラスを  

  ［行為項］    ［行為項］  

 

  イ    （名詞述語）  

       武雄だ  

                ｜  

            （名詞） 

          こわしたノは  

            ｜  

         （名詞）  

        窓ガラスを  
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 ところで、 

 ア 私は 毎朝 公園を 歩きます。（動詞述語） 

 イ 歩くことは 健康によいです。（名詞） 

において、「歩く」は、アでは述語になっており動詞ですが、

イでは主語を表す名詞です。「歩く＋形式名詞コト」で名詞

化しているのです。また、 

 ウ 長島選手は、９月に 合宿をした。 

  エ 長島選手は、９月に 合宿した。 

は、いずれも日本語として正しいですが、ウでは、「合宿」

は名詞であり、エでは、「合宿＋する」で動詞になっていま

す。 

 このように、適当な語（形式名詞コトや形式動詞スル）を

付加して、動詞が名詞になったり、名詞が動詞になったりす

ることができます。品詞は、他の品詞に転換することができ

るのです［品詞の転換を「語の転用」といい、転用のしくみ

については、次項で述べます］。 

 ～コトのような特別の語を付加しなくても、 

 「父が 新聞を 読む 」の「読む」は動詞ですが 

 「新聞を 読む 父」の「読む」は、「新聞」という名詞

を修飾しているから形容詞です。このように語の「転用」（品

詞の転換）が当たり前のように起きていることを考えると、

統語的関係だけで品詞分類しても、語の特徴が浮かび上がっ

てこないという難点があります。小泉文法では、たとえば形

容詞について、本来の形容詞を「本質形容詞」とし、「子ど

もノ 絵本」のように「名詞＋ノ」で形容詞なったものを「派

生形容詞」とよんでいます。同様に本質名詞／派生名詞、本

質動詞／派生動詞、本質副詞／派生副詞の区別をしています。 

 ここで本質名詞、本質動詞、…とされたものを考えてみる

と、 

  ・本質動詞…動作や行為を表す言葉 

   ・本質名詞…人や事物を表す言葉 

  ・本質形容詞…状態や様子を表す言葉 

    ・本質副詞…動作・行為や状態・様子の程度・態様など

を表す言葉 

という意味的な分類になっています。 

 品詞分類は、統語的分類と意味的分類の二つの方法が交差

する分類になっています。ただ、「文の構造」を見ていく際

には、語の統語的分類が第一になります。このことは、実際

に文の構造分析を進めていくあいだに、明らかになってくる

はずです。 

   この項目の締めくくりとして、「ごんぎつね」の中の一文

の構造分析をしてみましょう。 

 

  兵十は、ぼろぼろの黒い着物をまくし上げて、こしのと

ころまで水にひたりながら、魚をとるはりきりというあみを

ゆすぶっていました。 

   兵十は、（ぼろぼろの黒い着物をまくし上げて、）（こし

のところまで水にひたりながら、）（魚をとるはりきりとい

う）あみを ゆすぶっていました。 

  はじめの二つの（ ）は副詞節になっています。３番目の

（ ）は、「あみ」を修飾する形容詞節（小泉文法では形容

詞類）です。したがって、この文の構造は、次のようになっ

ていると考えられます。 

 

                      （述語） 

        ゆすぶっていました 

   ／  /    ＼   ＼  

（名詞）   （副詞）      （副詞）    （名詞） 

 兵十は   まくし上げて  ひたりながら  あみを 

       ｜    ／   ＼    ／  ＼ 

         （名詞） （副詞） （名詞）（形容詞）（形容詞） 

      着物を  腰の    水に  とる  はりきりという 

        ／ ＼  ところまで       ｜ 

   （形容詞）（形容詞）          （名詞） 

  ぼろぼろの   黒い              魚を 

 

 以上見てきた「文の基本構造」において、 

 述語となるのは、動詞、形容詞、名容詞＋準動詞ダ、名詞

＋準動詞ダでした。また、述語に従属する行為項や状況項と

なるのは、名詞＋格助詞や副詞でした。 

 ここに出てきた動詞、形容詞、名容詞、名詞、副詞動詞、形容詞、名容詞、名詞、副詞動詞、形容詞、名容詞、名詞、副詞動詞、形容詞、名容詞、名詞、副詞の五つ

は、文を構成するもっとも基本的な品詞です。 

 動詞、形容詞、名容詞、名詞、副詞の五つを「自立語自立語自立語自立語（実

質語）」とし、それ以外を「付属語付属語付属語付属語（機能語）」とする分け

方もあります。 

 

  ごんは、外へも 出られなくて、あなの 中に しゃが

んでいました。 

において、二重下線が自立語、下線が付属語です。 

  

小泉文法では、「自立語」に「助詞」を対置して、「ある自

   意味的な品詞分類意味的な品詞分類意味的な品詞分類意味的な品詞分類 

 ・動詞…動作や行為を表す言葉 

 ・名詞…人や事物を表す言葉 

 ・形容詞…状態や様子を表す言葉 

 ・副詞…動作・動きや状態・様子の程度・態様などを表

す言葉 

統語的な（形式的な）品統語的な（形式的な）品統語的な（形式的な）品統語的な（形式的な）品詞分類詞分類詞分類詞分類 

・動作や動きを表す言葉で、述語となる…動詞 

・○○ガ～のように、格助詞が付く言葉…名詞 

・名詞を修飾することのできる言葉…形容詞 

・動詞を修飾することのできる言葉…副詞 
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立語に附属して、他の自立語との関係を示したり、自立語に

特定の意味を付与する自主性のない語を『助詞助詞助詞助詞』と呼ぶこと

にする」として、「助詞」をさらに格助詞、副助詞、接続助格助詞、副助詞、接続助格助詞、副助詞、接続助格助詞、副助詞、接続助

詞、終助詞詞、終助詞詞、終助詞詞、終助詞の四つに分類しています。このことからも、動詞

など５品詞が基本的な品詞であることが分かります。 

 

 では、動詞とか名詞とか、「品詞」を区別することには、

どのような意味があるのでしょうか。その問題に進む前に、

「品詞」がこれまでどのように扱われてきたのか、また、小

泉文法では、どのように扱われているかを見ておきましょう。 

 

◇伝統的国文法の品詞論とそれに対する小泉文法の◇伝統的国文法の品詞論とそれに対する小泉文法の◇伝統的国文法の品詞論とそれに対する小泉文法の◇伝統的国文法の品詞論とそれに対する小泉文法の

批判批判批判批判 

 動詞、形容詞、名容詞の区別は、その語形変化の違い（活

用の有無や活用表の違い）によって区別する、というのが伝

統的な国文法の考え方でした。小泉文法も、動詞、形容詞、

名容詞の区分に語形変化の違いから入っていますが、動詞の

活用表に代わる語形変化表を提案したり、「形容動詞」に変

えて「名容詞」を提案するなど、内容的には抜本的に改革を

加えています。何よりも大きな違いは、伝統的国文法の動詞

「活用表」が、動詞の語幹末母音の変化――書カ（ない）、

書キ（ます）、書ク、書ク（とき）、書ケ、書コ（う）など

――の分類に止まっており、その結果、動詞のさまざまな使

われ方――時制、対極性（肯定／否定）、他の品詞との関係、

法、態、相など――における語形変化を部分的断片的にしか

把握していないという欠陥があったのに対して、これを解決

し、全体を把握する語形変化表を作ったということです。 

 動詞や形容詞の「活用」は、もともと、動詞や形容詞のさ

まざまな使われ方に伴って生ずる語句の形態面の現象であ

り、その基になる「使われ方」こそが本質的な問題です。国

文法は、肝心な「使われ方」を解明するのではなく、「活用

表」の作成で終わっていたのです。 

 

 

（２）（２）（２）（２）主要品詞の特徴主要品詞の特徴主要品詞の特徴主要品詞の特徴 

 文の基本構造を構成する「述語」と述語に支配される「従属部」に出現する語句を品詞分類すると、述語になりうるのは、動

詞、形容詞、名容詞、名詞です。ただし、名容詞と名詞は、準動詞「ダ」を伴ってはじめて述語となります。述語に直接従属す

る［行為項］、［状況項］となりうるのは、名詞または副詞です。 

 

１）動詞の特質１）動詞の特質１）動詞の特質１）動詞の特質 

    ◇動詞の否定形と時制の語形変化◇動詞の否定形と時制の語形変化◇動詞の否定形と時制の語形変化◇動詞の否定形と時制の語形変化 

 『現代日本語文典』には、次のように書かれています。21p。【 】内は矢沢が補ったものです： 

 動詞は、一般に、文法的カテゴリー文法的カテゴリー文法的カテゴリー文法的カテゴリーによって変化します。 

  文法的カテゴリーとしては、数、人称、文法性、時制【非過去／過去】、相【アスペクト】、対極性【肯定／否定】などがあ

ります。 

  たとえば「書く」という動詞の変化は、 

  対極性によって 

   肯定→書く 

   否定→書かない 

と変化します。さらに、時制によって、 

   肯定 書く の非過去→書く 

      書く の過去→ 書いた 

   否定 書かない  の非過去→書かない 

      書かない の過去→書かなかった 

となります。これをまとめると、次のようになります。（ ）は、ていねい形。 

 

 

 

 

 

非過去 書く（書きます）  

直説法 

肯定形 

過去 書いた（書きました） 
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非過去 書かない（書きません）  

否定形 過去 書かなかった（書きませんでした） 

  

  これは「直説法」（伝達内容を事実として伝える）のばあいで、他の「法」のばあいについては、「法」のところで記します。 

 

 このように、日本語のばあい、動詞は対極性と時制によって変化し、数、人称、文法性によって変化することはありません。 

 また、動詞の否定形が、「書かない」のように「動詞＋形容詞ない」によって表されるというきわだった特徴があります。つ

まり、日本語では、肯定形は動詞として変化するが、否定形は形容詞として扱われています。このように、形容詞が時制で変化

することと、動詞の否定形が形容詞であることが日本語の特徴です。 

 

◇動詞の要望形と要望法◇動詞の要望形と要望法◇動詞の要望形と要望法◇動詞の要望形と要望法 

 動詞→動詞の語幹名詞＋たい→動詞の要望形［これは形容詞］ 

  読む→読み＋たい→読みたい 

  食べる→食べ＋たい→食べたい 

 

  「たい」の代わりに「たがる」を付けると、動詞の要望法になる。これは、動詞です。 

  読む→読み＋たがる→読みたがる 

  食べる→食べ＋たがる→食べたがる 

 

◇準動詞◇準動詞◇準動詞◇準動詞    ダダダダ 

 名詞述語と名容詞述語は、 

  名詞、名容詞＋準動詞ダ  

の形態をとります。 

    ダも普通の動詞と同じく、対極性と時制で変化します。また、準動詞には、直説法、条件法、推量法の三つの法があります。

（小泉文法 33p） 

 

   非過去  学生だ（学生です）   肯定形 

   過去  学生だった（学生でした） 

   非過去  学生ではない（学生ではありません） 

 

   直説法 

 否定形 

   過去  学生ではなかった（学生ではありませんでした 

   非過去  学生なら  肯定形 

   過去  学生だったら 

   非過去  学生でなければ 

 

   第一 

 条件法  否定形 

   過去  学生でなかったら 

  非過去  学生なら  肯定形 

   過去  学生だったなら 

  非過去  学生でないなら 

 

  第二 

 条件法  否定形 

   過去  学生でなかったなら 

   非過去  学生だろう（学生でしょう） 肯定形 

   過去  学生だったろう（学生だったでしょう） 

   非過去  学生ではないだろう（学生ではないでしょう） 

 

   推量法 

 否定形 

   過去  学生ではなかった（だ）ろう（学生ではなかったでしょう） 
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 ２）名詞の特質２）名詞の特質２）名詞の特質２）名詞の特質 

 名詞は名詞は名詞は名詞は、格助詞ガ、ヲ、ノを付加することのできる語群です。つまり、主格（…ガ）、対格（…ヲ）、属格（…ノ）という形

がすべて成り立つのが名詞です。 

 （○）病気が 治った。 

 （○）病気を 克服した。 

 （○）病気の人 がいた。 

  すべて（○）だから、「病気」は名詞です。 

 

 （○）あの人の 親切が うれしかった。 

 （○）あの人の 親切を 忘れない。 

 （×）親切の［→親切な］人が いた。 

  （×）があるから、「親切だ」は名詞＋ダではなく、名容詞です。 

 

 「負けるが勝ち」と言いますが、これは慣用句で、ふつうは、「負ける」にガは付きません。「負ける」は名詞ではなく動詞

です。名詞として使いたいときは、「負けるのが…」のように、形式名詞「ノ」をつけて名詞化します。「きれいがすき」は宣

伝文句にはありますが、日本語としては違和感があり、その違和感によって印象づけるのが狙いでしょう。名詞化するには、「き

れいなノがすき」のように、形式名詞「ノ」を付けます。 

 

 ◇名詞述語文◇名詞述語文◇名詞述語文◇名詞述語文 

 名詞述語と名容詞述語は、 

   名詞＋準動詞ダ（ていねい形はデス） 

の形態をとります。ダの語形変化については、動詞のところで述べました。 

 

  問題は、名詞述語文の解釈です。 

 ア ３ｍの５倍は １５ｍだ。 

 イ 太郎は 小学部だ。 

  ウ 生徒たちは、ろう学校の名称廃止に 反対だ。 

   

 アイウの下線部が名詞述語です。 

 アでは、３ｍの５倍 ＝ １５ｍ  ですが、イでは、太郎＝小学部 ではありません。太郎は、「小学部（の子ども）という

状態にある」という意味です。 

 ウでも、生徒たち＝反対、ではありません。生徒たちは、「ろう学校の名称廃止に反対という状態にある」という意味です。 

 日本語の「ＡはＢだ。」という名詞述語文の意味は、「ＡイコールＢ」ではなく、「ＡはＢという状態にある」という意味だ

と、小泉文法は述べています（82p）。なるほどと思います。  

 

３）形容詞の特質３）形容詞の特質３）形容詞の特質３）形容詞の特質 

 形容詞は形容詞は形容詞は形容詞は、「名詞を修飾する語句」です。形容詞は、述語になりますが、［行為項］や［状況項］にはなりません。 

 「おいしいが一番」は、コマーシャルとしてはいいですが、正しくは「おいしいノが一番」または「おいしいコトが一番」で

す。「おいしい」は形容詞で、そのままでは「○○ガ…」（［行為項］の主格）にはなりません。行為項にするには、ノまたは

コトを付けて名詞化します。 

 

 ４）名容詞の特質名容詞の特質名容詞の特質名容詞の特質 

名容詞名容詞名容詞名容詞は、名詞的な形容詞です。名詞との違いは、「ノ」ではなく「ナ」が付くことです。（×）親切の人，（○）親切な人。 

 

  「クリーンな政治」はある政党のポスターに書かれたスローガンです。 

 （○）クリーンな政治 
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 （×）クリーンの政治 

 ですから、「クリーンな」は名容詞です。外来語も名容詞になるのです。 

 これに対して、 

 （×）Ａランクな旅行 

 （○）Ａランクの旅行 

ですから、「Ａランク」は名詞扱いで、名容詞にはなっていません。  

 「ハイレベル」はどうでしょうか。 

 （○）ハイレベルな日中交渉  ［名容詞＋名詞］ 

 （○）ハイレベルの日中交渉   ［名詞＋ノ＋名詞］ 

 （○）ハイレベル交渉         ［合成名詞］ 

  いずれも○です。「ハイレベル」のように、名詞に分類しても名容詞に分類しても、どちらでもよい言葉もあります。 

 「クリーンな」という名容詞の成立事情を考えてみると、もともと「きれいな」という名容詞があり、「クリーン」という外

来語が意味的に「きれいな」と同じなので（または近いので）、「きれいな」と同じ語形変化を獲得したと見られます。 

 

  ５）副詞の特質５）副詞の特質５）副詞の特質５）副詞の特質 

 副詞は副詞は副詞は副詞は、「名詞以外のもの、つまり、動詞、形容詞、名容詞、副詞を修飾する語句」です。副詞は、述語にはなりません。副

詞は［状況項］になります。 

 

 以上の五大品詞のほかに、品詞としては、接続詞、助詞（格助詞、副助詞、終助詞、接続助詞）、代名詞（人称代名詞、指示

代名詞、疑問代名詞、不定代名詞）、数詞などがあります。また、特別な機能を持つ名詞として「ノ、コト、ヨー、トキ、オリ、

マエ、アト、アイダ、トコロ、ハズ、ワケ、ツモリ」などの「形式名詞」があり、次に述べる名詞化に大きな役割を果たします。 

 

 

［［［［４４４４］語の転用（品詞の転換）］語の転用（品詞の転換）］語の転用（品詞の転換）］語の転用（品詞の転換） 

 英語の「fire」は名詞（火、火事）ですが、そのままの形で動詞（火を付ける、発射するなど）にもなります［一般的には to

＋動詞または動詞＋ing で動詞が名詞化します］。 

 このように、品詞が変わることを「転用」と言います。 

 日本語には、転用のしくみがたくさん用意されています。 

 

 文の基本構造をもう一度思い出してみましょう。 

 文の要であり、支配的な力を持っているのは「述語」です。そして、述語に従属する［行為項］と［状況項］があります。［行

為項］は述語を意味的に完結させるために必要なものであり、［状況項］は、述語を修飾するものです。 

  ［行為項］は名詞類または副詞類で、［状況項］は副詞類です。したがって、品詞の転用としては、「名詞類への転用」と「副

詞類への転用」が重要になります。 

 名詞類は、本来の名詞のほかに、動詞、形容詞、名容詞または副詞から名詞に転用されるもの、そして独立文が名詞に転化し

たものがあります。 

 副詞類も、本来の副詞のほかに、動詞、形容詞、名容詞、名詞から副詞に転化したものがあります。また、独立文から副詞類

に転化したものもあります。 

 

         （述語） 

            会った 

     ／       ｜         ＼ 

   （名詞）   （名詞）    （副詞） 

 太郎は    花子と     喫茶店で 

 ［行為項］ ［行為項］ ［状況項］ 
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    １）動詞の転用１）動詞の転用１）動詞の転用１）動詞の転用 

    【動詞の名詞化】【動詞の名詞化】【動詞の名詞化】【動詞の名詞化】 

 動詞を名詞に転用する方法は二つあります。 

 一つは、動詞の語尾をイ段またはエ段にする方法です。 

  行う→行い、読む→読み、歩く→歩き ［語幹末母音による名詞化。この方法でできた名詞を「動詞の語幹名詞」という］ 

 動詞の語幹名詞＋形容詞タイ→動詞の要望形 

例 読む→読み（語幹名詞）＋タイ→読みたい（要望形） 

   食べる→食べ（語幹名詞）＋タイ→食べたい（要望形） 

 もう一つは、動詞の形容詞形＋形式名詞ノまたはコトです。 

  行う→行うこと、読む→読むこと、歩く→歩くこと、 

  1964 年に東京でオリンピックが開催されたことは、重要な事件である。 

   1964 年に東京でオリンピックが開催されたのは、重要な事件である。 

 

  【動詞の副詞化】【動詞の副詞化】【動詞の副詞化】【動詞の副詞化】 

 動詞の過去形の語尾タまたはダを、それぞれ、テまたはデに変えて、副詞にすることができる。 

  書く→書いた→書いて、読む→読んだ→読んで、起きる→起きた→起きて、 見る→見た →見て 

     例：字を見て 初めて分かった。 

 

    【動詞の形容詞化】【動詞の形容詞化】【動詞の形容詞化】【動詞の形容詞化】 

 動詞の「活用」は転用のしくみの一つです。 

 これから 本を 読む。 ［直説法の非過去］ 

 さきほど 本を 読んだ。 ［直説法の過去］ 

の下線部分は、述語形です。 

 これから 読む 本 

 さきほど 読んだ 本 

の下線部分は、形は述語形と同じですが、そのあとにくる「本」を修飾している形容詞になっており、「形容詞形」です。【註】 

 

 【註】小泉文法では、伝統的国文法の「動詞の活用表」（語幹末母音配列方式による活用）は日本語文法としては不十

分なものとして退け、それに代わって「動詞の語形変化」を提案しています。それは、語形変化表が「すべての変化語形

を表示できるモデルでなければならない」からであり、そうした観点から見ると、国文法の動詞活用 

   表は、役に立たないからである。23p 

   

 

     「書く」の語形変化 

 従来の動詞

活用法 

 小泉文法での呼び方            例  

 

 

  

カカ 

カキ 

カク 

カク 

カケ 

カケ 

未然形 

連用形 

終止形 

連体形 

仮定形 

命令形 

否定形 

副詞形、名詞形 

述語形 

形容詞形 

条件形 

 手紙を書かない。 

 手紙を書き、返事を待った。手紙を書きたい。 

 手紙を書く。 

 私が書く手紙を投函してください。 

 手紙を書けばよいでしょう。 

 手紙を書け。 

 

 

 ２）形容詞の転用２）形容詞の転用２）形容詞の転用２）形容詞の転用 

 【形容詞の名詞化】【形容詞の名詞化】【形容詞の名詞化】【形容詞の名詞化】 

 形容詞語尾イをサに変える。 

 高い→高さ、長い→長さ、美しい→美しさ 
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 【形容詞の副詞化】【形容詞の副詞化】【形容詞の副詞化】【形容詞の副詞化】 

 形容詞語尾イをクに入れ

替えると、副詞形になる。

また、形容詞の副詞形に助

詞テを付けると、言い切り

の形（＊）になる。 

 高い→高く（副詞形）→

高くて（言い切りの形） 

 

  ＊言い切りの形も副詞形の一種である。「今朝は 寒く

て、起きられなかった」の「寒くて」は「起きられなかった」

に対してその理由を示す副詞句となっている。 

 ただ、「大きくて 強い人」のように「等位接続」にも使

われる。    

   

  ３）名詞の転用３）名詞の転用３）名詞の転用３）名詞の転用 

   【名詞の副詞化】 

 名詞＋格助詞で状況項としての副詞句を作ることができる

： 

 太郎は［行為項］ 花子に［行為項］ 喫茶店＋で（格助

詞）［状況項、場所を表す副詞句【註】］ 会った。  

 

  

 【註】場所を表す副詞句が状況項ではなく、行為項（述

語にとって不可欠の項）になることもある： 

 美和子は［行為項］ 神戸＋で（格助詞）［行為項、

場所を表す副詞句］ 生まれた。 

 

 絵美は［行為項１］ 花瓶を［行為項２］ テーブルの上

＋に（格助詞）［行為項３、位置を表す副詞句］ 置いた。 

 

 なお、「父は毎朝散歩しています」の「毎朝」は、それだ

けで副詞になっています。 

 

   【名詞の動詞化】【名詞の動詞化】【名詞の動詞化】【名詞の動詞化】 

 中国語由来の名詞で「する」を付けて動詞になるものは多

い。 

 運転→運転する、食事→食事する、挨拶→挨拶する、… 

これらは 

 運転をする、食事をする、挨拶をする、… 

のように、「名詞＋格助詞ヲ＋動詞スル」の形から格助詞ヲ

を省略した省略形とも考えられる。しかし、「成就する」、

「歩行する」、「前進する」のような自動詞的な意味を持つ

場合には、「成就をする」、「歩行をする」、「前進をする」

はやや不自然な感じがする。 

 

 

    【名詞の形容詞【名詞の形容詞【名詞の形容詞【名詞の形容詞化】化】化】化】 

 名詞＋属格の格助詞ノで、形容詞になる： 

  太郎の［帽子］、電車の［時刻表］、円の［中心］ 

 

 ４）独立文の名詞化、副詞化４）独立文の名詞化、副詞化４）独立文の名詞化、副詞化４）独立文の名詞化、副詞化 

【独立文の名詞化】 

 日本語は述語が文末にくるので、文末の述語（動詞述語、

形容詞述語、名容詞述語、名詞述語）を形容詞形にして、ノ

やコトという形式名詞を付ければ、名詞句になる。 

 文１ アメリカに行った。 

 文２ （文１）は、初めてだった。 

 文１を名詞化して、文２に挿入する： 

 アメリカに行ったのは、初めてだった。 

  「行った」は動詞の形容詞形、「の」は形式名詞。 

 

 文１ 電話を かけた。 

 文２ （文１）ところが 留守だった。 

 文１を名詞化して、文２に挿入する： 

   電話を かけたところが 留守だった。  

      「かけた」は動詞の形容詞形。「ところ」は形式名詞。 

 

  独立文は、形式名詞コトとノを使って、名詞句化できる。 

  独立文     →             名詞句 

 （述語形）        （形容詞形）＋コト 

  象は鼻が長い。 →     象の鼻が長いこと 

 父は毎朝散歩しています。 → 父が毎朝散歩していること 

 社長はあいかわらず元気だよ。→社長があいかわらず元気な

こと 

 

  【独立文の副詞類（副詞句、副詞節）化】【独立文の副詞類（副詞句、副詞節）化】【独立文の副詞類（副詞句、副詞節）化】【独立文の副詞類（副詞句、副詞節）化】 

 独立文は、形容詞形＋形式名詞＋格助詞によって、副詞句

に転化できる。 

  真希さんは病弱だ。［独立文］→真希さんは病弱な（名

容詞の形容詞形）の（形式名詞）で（格助詞）［理由を表す

副詞句］ 

  

 独立文はまた、述語形＋格助詞によって、副詞節に転化で

きる。 

  真希さんは病弱だ。［独立文］→真希さんは病弱だ（名

容詞の述語形がそのまま名詞に転用される）から（格助詞）

［理由を表す副詞節］91p   【註】 

 

［［［［５５５５］格関係］格関係］格関係］格関係 

 ２０１０年夏のろう難聴教育研究大会で、森山新先生が「認

      （述語）  

    起きられなかった  

      ／       ＼  

  （名詞）    （副詞） 

    今朝は     寒くて  
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知言語学から見た格助詞」の話をされました。その中で、「手

話言語の格関係を習得していれば、日本語の格関係の習得に

も役立つはずだ」と言われました。 

 「格関係」とは何でしょうか？ 

 「太郎が 次郎に ボールを 渡す」の文で、 

 「太郎」は「渡す」という動作の主体（動作主）を表し、 

 「次郎」は「渡す」という動作の相手（到着点）を表し、 

 「ボール」は「渡す」という動作の対象を表しています。 

 このように動詞（渡す）に対するそれぞれの名詞（太郎、

次郎、ボール）の果たす役割（動作主、到着点、対象）を「格」

と言い、それぞれ「主格」、「与格」、「対格」などと呼び

ます。また、そのときの〈動詞―名詞〉関係を「格関係」ま

たは「格の構造」と言います。【註】 

 

 このように、動詞などの「述語」が、〈誰が〉、〈何を〉、

〈誰に〉などの「項目（名詞）」を支配している構造――「述

語と述語に支配される項目」という構造は――は、日本語に

限らず、英語でも中国語でも、そして手話でも、どんな言語

にも見られる普遍的な構造です。 

 

 ただし、ある名詞が主格を表すのか、対格を表すのか、与

格を表すのかといった「格の表示」の方法は、言語によって、

異なります。日本語は「太郎＋が」、「次郎＋に」、「ボー

ル＋を」のように、「格助詞」を名詞に付加して（後置詞）、

格を表します。英語は、前置詞や語順によって表します。手

話には手話の表し方があるはずです［すでに研究が進んでい

ると思います］。 

 

 森山先生は、「だから、手話言語で格の構造を習得してい

れば、それは日本語の習得にも役立つはずだ」と言います。

日本語と手話のように、二つの言語の発達を支援するために

は、二つの言語に共通する言語的しくみ――たとえば、述語

と格の関係――を知っておく必要があります。 

 

 日本語の格助詞については、すでにこの連載でも詳しく述

べました。ここでは、格助詞にはどんなものがあるか、その

種類だけ、小泉文法に従って確認しておきたいと思います。 

 

 

◇格助詞の種類◇格助詞の種類◇格助詞の種類◇格助詞の種類       太字が格助詞 

 政男はははは    学校へへへへ 行った。［主題格ハ、着点格ヘ］主題格ハ、着点格ヘ］主題格ハ、着点格ヘ］主題格ハ、着点格ヘ］ 

（動作主） （移動の方向） 

 

 尚子はははは  コーヒーをををを 飲んだ。       ［対格ヲ］対格ヲ］対格ヲ］対格ヲ］ 

（動作主） （対象） 

 

 洋は 尚子とととと 喫茶店でででで 会った。 ［共格ト］共格ト］共格ト］共格ト］ 

 （動作主）（会う相手）［状況項］ 

 

 美和子は 神戸でででで 育った。           ［具格デ］具格デ］具格デ］具格デ］ 

  （主題） （場所） 

 

 絵美は 洋にににに チョコレートをををを 渡した。   ［位置格ニ］位置格ニ］位置格ニ］位置格ニ］ 

 （渡す人） （渡す相手） （渡すもの）  

 

尚子はははは  音楽がががが  好きだ。   ［主題格ハ、主格ガ］［主題格ハ、主格ガ］［主題格ハ、主格ガ］［主題格ハ、主格ガ］ 

（主題） （対象） 

 

会議は二時からからからから五時までまでまでまで 続いた。［起点格カラ、到格マデ］起点格カラ、到格マデ］起点格カラ、到格マデ］起点格カラ、到格マデ］ 

 （主題） （起点）   （到達点） 

 

象は  馬よりよりよりより  大きい。      ［比格ヨリ］比格ヨリ］比格ヨリ］比格ヨリ］ 

（主題）（比較の基準） 

 

雪が 降る町                   ［主格ガ］主格ガ］主格ガ］主格ガ］ 

（主語） 

 

雪のののの   降る町                 ［属格ノ］属格ノ］属格ノ］属格ノ］ 

（属格） 

 

 以上１１種の格助詞がある。 

  

  【註】ここでは、動詞に対する名詞の関係――格――

の例として、動作主、到着点、対象を挙げましたが、さ

まざまな言語学者がさまざまな格を提案しています。動

作主格、経験者格、道具格、対象格、起点格、着点格、

位置格、主題格などです。これは、ある出来事をどのよ

うに認知するのかいうことに関わっており、格の研究

は、次第に認知言語学の領域に移行していると言えま

す。小泉文法では、伝統的文法の総括をふまえ、なおか

つ認知言語学の成果を取り入れて、日本語の格の体系を

提案しています。関心のある読者は、小泉保『日本語の

格と文型――統合価理論にもとづく新提案』（大修館書

店、2007）をご覧ください。参考までに、同書 86-87 ペ

ージの「日本語の格と意味役割一覧」を掲載しておきま

す【文末にコピーあり】。なお、この表では、属格「ノ」

が未だ入っていません。 
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［６］伝達内容について話し手の認識や姿勢を表すし［６］伝達内容について話し手の認識や姿勢を表すし［６］伝達内容について話し手の認識や姿勢を表すし［６］伝達内容について話し手の認識や姿勢を表すし

くみくみくみくみ 

  

 日本語の動詞には、その語尾にさまざまな言葉が付いて、

動詞に新たな意味を付け加えます。 

 

 二、三日雨がふり続いたその間、ごんは、外へも出られな

くて、あなの中にしゃがんでいました。［しゃがんで（「し

ゃがむ」の副詞形）＋いました（継続相動詞イルの過去形の

ていねい形）］ 

 

 ごんは、村の小川のつつみまで出てきました。  ［出て（「出

る」の副詞形）＋きました（クルの過去形のていねい形）］ 

 

 ごんは、見つからないように、そうっと草の深い所へ歩き

よって、そこからじっとのぞいてみました。［のぞいて（「の

ぞく」の副詞形）＋みました（試行相動詞ミルの過去形のて

いねい形）］ 

 

 なにしろぬるぬるとすべりぬけるので、手ではつかめませ

ん。［つかむ＋エルの否定のていねい形］ 

  

 うなぎを ふりすてて にげようとわしがいたずらをし

て、うなぎを取ってきてしまった。［「にげる」の意向法の

非過去形］［取る＋クル＋完了相動詞シマウの過去形］ 

   

 ごんはほっとして、うなぎの頭をかみくだき、やっと外し

て、あなの外の草の葉の上にのせておきました。［「のせる」

の副詞形のせて＋準備相オクの過去形のていねい形］ 

   

 …ごんが弥助というお百姓のうちのうらを通りかかります

と…［通る＋カカルのていねい形］ 

   

   兵十のうちのだれが死んだんだろう  ［死んだ＋ノ＋準

動詞ダの推量法の非過去形］ 

    

  わしがいたずらをして、うなぎを 取ってきてしまった。  

［取って（「取る」の副詞形）＋きて（クルの副詞形）＋終

結相動詞シマウの過去形］ 

  

 おしろの前まで来たとき、加助が 言いだしました。［「言

う」の副詞形＋ダスの過去形のていねい形］ 

   

 神様が、おまえがたった一人になったのをあわれに思わっ

しゃって、いろんな物をめぐんでくださるんだよ。［「恵む」

の副詞形＋クレルのていねい形＋形式名詞ノ＋準動詞ダ＋終

助詞ヨ］ 

 

 おれがくりや松たけを持っていってやるのに、そのおれに

はお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃあ、おれは引

き合わないなあ。［持っていく＋授受動詞ヤル］ 

   

 そして、足音をしのばせて近よって、今、戸口を 出よう

とするごんを、ドンとうちました。［「出る」の意向法の非

過去形］ 

 

 うちの中を見ると、土間にくりが固めて置いてあるのが、

目につきました。［置いて＋ 処置相動詞アル］ 

 

  （１）動詞の相（アスペクト）（１）動詞の相（アスペクト）（１）動詞の相（アスペクト）（１）動詞の相（アスペクト） 

 行為の局面（行為が継続中、行為が完了した、など）を表

すのが「相」で、これは 

  動詞＋相の助動詞【註】 

によって表されます。 

 時計が動いて・いる。［助動詞「いる」を付けて継続相］ 

 時計が止まって・いる。［助動詞「いる」を付けて結果相］ 

 窓を開けて・おく。［助動詞「おく」を付けて準備相］ 

 窓があけて・ある。［助動詞「ある」を付けて処置相］ 

 窓を開けて・みる。［助動詞「みる」を付けて試行相］ 

    【註】慣例にしたがって「助動詞」としたが、小泉文法

では、「助動詞」というカテゴリーは雑多な語の掃きだめと

なっているとして、排除している。イル、オク、アルは動詞

の一種と見る。 

 

    （２）動詞の態（（２）動詞の態（（２）動詞の態（（２）動詞の態（Voice）））） 

 態（Voice）は、動詞で表された行為の向かう方向――能動

 【この章の内容】  

    ・否定：話し手が話す内容の全部または一部

について、肯定しているか否定しているかを示

すしくみ。  

 ・疑問：文の一部または全部についての疑問

を表すしくみ。  

 ・時制：話し手が話す内容を時間的にどう認

識しているか示すしくみ。  

 ・態（Voice）：動詞で表された行為の向かう

方向――能動態、受動態、使役態――を示すし

くみ。  

 ・やりもらい  

 ・相（ Aspect）：動詞で表される行為の継続や

終了などの相を示すしくみ。  

  ・法（Modality）：話し手が伝達内容をどのよ

うに見ているか――間違いなく真実だと見てい

るか、たぶん…と見ているか、そうする必要が

あ る ／ な い と 見 て い る か な ど ― ― を 示 す し く

み。  
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態、受動態、使役態――を示すしくみです。 

 

 主語 →（行為）→ 他者 ［能動態］  

 主語 ←（行為）← 他者 ［受動態］ 

  

 使役主 → （圧力）→動作主→（行為）［使役態］ 

 

 ママは 太郎を ほめた。［能動文］ 

 太郎は ママに ほめられた。［受動文］ 

  先生は 太郎に 絵日記を 書かせた。［使役文］ 

 太郎は 先生に 絵日記を 書かせられた。［使役の受動

文］ 

 

（３）やりもらい（３）やりもらい（３）やりもらい（３）やりもらい 

   態の一種に、行為の恩恵方向を示す「授受動詞」と呼ばれ

る動詞（やる、くれる、もらう）があり、これを使った表現

を「やりもらい」と呼んでいます。「やりもらい」は、文の

意味が複雑で、また敬語表現にも深く関わっており、外国人

には習得が難しい言い回しだといわれています。 

 

  書いて やる（さしあげる） 

  書いて くれる（くださる） 

  書いて もらう（いただく） 

 

 やりもらい文における行為の「受益者」が何かに注目する

と、次の４種に分かれます（鈴木康之「日本語学の常識」、

数学教育研究会）。 

 ア 太郎が 花子を 駅まで送ってやる。［行為の直接の

対象は「花子」（対格）で、受益者も行為の対象と同一の「花

子」］ 

 イ 私は 妹に 時計を買ってやった。［行為の直接の対

象は「時計」（対格）で、受益者は行為の間接的対象（与格）

の「花子」］ 

 ウ ぼくは おじさんの 畑仕事を 手伝ってやった。

［行為の直接の対象は「畑」（対格）で、受益者は、畑の所

有者である「おじさん」（属格）］ 

 エ 太郎が 花子の 相談に のってやる。［行為の直接

の対象は「相談」で、受益者は相談の帰属する「花子」］ 

 （下線が受益者。波下線が行為とその直接の対象。） 

 

（４）法（（４）法（（４）法（（４）法（modality）））） 

 伝達内容についての話し手の見方（事実として伝える、命

令する、条件として提示、意向を示す、推量など）を表す表

現を「法」と言います。法の表現には、語形変化によるもの

（これを叙法 mood という）とよらないもの（これを法的表

現という）の２種類があります。 

 ここでは、語の形式面のみしるし、使い方については、あ

とまわしにします。 

 

    【法の表現その１【法の表現その１【法の表現その１【法の表現その１    叙法】叙法】叙法】叙法】 

 まず、語形変化による法の表現は、以下のようになります。 

 さきに述べたように、動詞は、時制と対極性（肯定／否定）

によって変化します。この変化を、以下の五つの「法」につ

いて記すと以下のようになります。（ ）内は、ていねい形

です。（なし）の箇所は、該当する語形が欠落していること

を示します。たとえば「命令の過去形」は、命令ということ

の性質上ないので、欠落します。 

  

  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   非過去  書く（書きます）  

 肯定形    過去  書いた（書きました） 

   非過去  書かない（書きません） 

 

  直説法 

 

 否定形    過去  書かなかった（書きませんでした） 

  

 

   非過去  書けば（お書きになれば）  

 肯定形    過去  書いたら（お書きになったら） 

   非過去  書かなければ（お書きにならなければ） 

 

  条件法 

 

 否定形    過去  書かなかったら（お書きにならなければ） 

 

 

   非過去  書け（書きなさい）  

 肯定形    過去   （なし） 

 

  命令法 

    非過去  書くな（書いてはいけません） 
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 否定形    過去     （なし） 

 

 

   非過去  書こう（書きましょう）  

 肯定形    過去  （なし） 

   非過去  書くまい（書きますまい） 

 

  意向法 

 

 否定形    過去  （なし） 

 

 

   非過去  書くだろう（書くでしょう）  

 肯定形    過去 書いた（だ）ろう（書いたでしょう） 

   非過去 書かないだろう（書かないでしょう）  

 

  推量法 

 

 否定形    過去 書かなかった（だ）ろう（書かなかったでしょう

）  

 

  

    【法の表現その２【法の表現その２【法の表現その２【法の表現その２    法表現】法表現】法表現】法表現】 

 これには「認識的法」と「義務的法」の二種類があります。この表現では、動詞述語のほかに、形容詞述語、名詞述語も入っ

てくる。 

 「認識的法」は、伝達内容の真実性に関する話し手の見方を表す。 

 恵子は 病気に ちがい・ない。 

 恵子は 病気か・も・しれ・ない。 

 恵子は 病気の・はず・が・ない。 

 恵子は 病気らしい。 

 恵子は 病気だ そうだ。 

 恵子は 病気の・よう・だ。 

 恵子は 病気・みたい・だ。 

 「義務的法表現」は、伝達内容を実現する必要性の大きさを表す。 

   君は 行かなければ・ならない。 

 君は 行って・も・よい。 

 君は 行く・必要・が・ありません。 

 

 

    ［７］その他のしくみ［７］その他のしくみ［７］その他のしくみ［７］その他のしくみ 

 ・人称：話し手（第一人称）、聞き手（第二人称）、伝達の非関与者（第三人称）を区別して表すしくみ。 

 ・～いく、～くる（直示動詞） 

 ・こそあど（空間の直示） 

  ＊「直示」とは、直接事物を指し示す表現で、指さしと一緒に使われたりします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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