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再 -jF轟 音二子為 義 王冠 の 対 貝主翼

垂盛千香子

本稿では.再帰動詞 [;再帰行為を表す動詞)及び再帰行為を表す構文を､スロヴェニア

語 と日本語のそれぞれの言語で紹介 し､さらに､両言語における表現をつきあわせて対照
史J号ゴ~フ_.2-だ.El.L-I_V/lz})チ

†｡再帰行為の位置づけ

まず､それぞれの言語を見る前の段階で､ ｢再帰行為｣とはどのような行為のことをい

うのかを意味のレベルで把握する必要があるoここでは､今までの文献にみられる ｢機動

性｣の特徴付けをもとにした ｢機動行為の典型｣を考え､そのひとつの変形として再帰行

為 を と ら え る C

｢太郎が ドアをあける,I｣の文で蒸されるような､いわゆる胎動行為を､茨のような匡

式の ものと考えるo

飽弧 巨 患 - 息 量
3- ｣._】こ.=｢ん一....:.......こ.....こ..二"ー広山上は_一冊叩....…叩rwmi

他動行為には少なくともふた-1tjTJ動作メンバー (行為主-ageriTJLAA･13と対策-丸 jecも囲 )

が関与 し､その行為はAから0におよぶ｡Aがなんらかの形で働きかけるとき､そこにA

の意志性があ り､0になんらかの変化が起こるO

次に､他動行為の変形 として､再帰行為を考えるO行為主がある対象に働きかけること

では他動行為と同じだが､その対象がここでは行為主と同一一の入またはものであるO再帰

行為は行為主が自身の意志で行い､その行為の結果が行為主の状態変化などに見られる｡再帰行為

･＼こい;∴
[+意志] (例 :太郎がコー トを看る｡)

II｡スロヴェ二ア語における再帰行為表現

ス ロヴェニア語では､人称代名詞の休系が発達している｡再帰辞 se (および si)

は､もともとその人称代名詞の体系の中の再帰人称代名詞の一形態である｡スロヴェ二ア

語の人称代名詞は､指示対象を人称､数､性によってそれぞれ区別する形が存在する｡そ

の うちどれも､ 6柏のうち属格､与格､対格の3格については強勢 (ス トレス)を伴わな

い接語 日英】ciitic)の形があ り､文脈において特に強訴の必要がない場合はこの短い方

の形を使 うことになっている｡下に三人称男性単数を例にとり､その形を示す｡
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たとえば下の例文 (1)の otrok｢こども｣がすでに文脈で明らかな場合､ (2)の ように

人称代名詞の接語形 gaで置 き換えられる｡

(1)Janez je skopal otroka.

個 名/男/単/主H繋/3/単H完/分/男/単目名/男/早/対】

skopati-洗 う､風呂にいれる ot,rok=こども

｢ヤネスは こどもを 風呂にいれた｡ ｣

(21Janez ga je skopal｡

[固名/男/早/主日代/3/男/早/対日繋/3/単日完/令/男/単】

｢ヤネスは 彼 (こども)を 風呂にいれた.｣

再帰人称代名詞は､この人称代名詞に平行 した体系で存在する｡人称代名詞 と違 って､

再帰人称代名詞はすべての性 ･数に共通に使われ､主格の形が存在 しないはかは､他の代

名詞 と同 じように全ての格の形があり､属 ･与 ･対格においての接語形も同じよ うに存在

する｡

(3)Janez se je skopal.

[固名/男/早/主日再/対日繋/3/単日完/令/男/単]

｢ヤネスは 風呂にはいった｡ (-自分自身を風呂にいれた｡)｣

例文 (2)の人称代名詞 ga､ (3)の再帰代名詞 seは､強調を必要 とする文脈では､それ

ぞれ独立形の njega-｢彼を｣､sebe- ｢自分を｣で置 き換えられる｡

(4)Janez je skopal sebe,

[固名/男/早/主日繋/3/単日完/分/男/単日再/対]

ne pa nJega.

[否日接日代/3/男/単/対]

｢ヤネスは自分は風呂にはいったが､彼 (こども)は風呂にいれなかった｡｣

5 7



形態素 se がこtvTJように人称代名詞の体系oj中に位置 し､池の人称代名詞と平行 して､

独立形/接語形 という入れ替えを許すg::;は､ seのあらゆる用法の率では実は与まんtjTjが部

に過ぎない｡しかし､意味の上から ｢再帰行為｣の特徴付けを満たす行為を表す動詞は､

ちょうど上にみたような形 と意味で文に現れる形態素 se (対応する他動詞が存在 し､再

帰代名詞の独立形 sebe E費味は ｢自分を｣コと交換可能)を伴 う動詞グループに兄いだ

される｡ここで娃そのような動詞をスロヴェニア語に怠ける ｢旗義の再帰動詞｣とし､そ

の主なものを次に示す¢それぞれの動詞の含み持つ意味 と､それぞれが許す構文の種類と

t z .Gb且e邑まse-着る､｡buもise=履 く､sezutise- (履物を)ぬぐ､sie呂ise-脱 ぐ

β｡obritise-剃る､ope芭ise=やけどをする､poだesaも互se-とかす､prJ喜kodtnla も皇

se-傷を負 う､貫｡aTi且もise=怪我をする､ilmivai,且,S;e-(身体をj洗 う

γ｡kopatise=入浴する､prhaも呈se-シャワ-を浴びる､Llnr豆javitis,e-吉日頭する､

登録する

この中の多くの動詞は をαと鋸 ､案は行為王でもある対象を表す再帰静が対緒をとる

tse/sebe)場合 と､それが与格に降格 しE.si/Fsebiう､軍略を;て接別の名詞句がくる場合の二

極の構文を持っているO対応する他動詞においても くその場合はAと0が二つの別の物)

再帰動詞の場合 と平行 した構文 (影響を被る対象が対格､あるいは与格)が存在する｡

以下 obie岩i:こ着せる/田b且ecujpSe-着る を例にと-5,7､それぞれの構文を見る｡

持]JaTieZ Se jk oE3Ae鑑e上｡

掴 名/男/単/主日南/対冒繋/3/単月完/男/蛍/別

｢ヤネスは服を着た｡ ｣

ilS)Jamez si je obleke且 p且avs岩.

個 名/男/単/主H再/与H繋/3/単〕[完/男/単/分目名/男/早/対3

｢ヤネスはコー トを着た｡｣ plaBと=コ- 卜

(7)Janez ga je obiekel.

掴 名/男/単/主H代/3/男/単/対冒繋/3/単jE完/男/翠/分j

｢ヤネスは彼 (たとえば子供)に服を着せた｡｣

18)Janez mu je oblekel pla巨と.

個 名/男/早/主日代/3/男/早/与IJl繋/3/単jE完/男/翠/分目名/男/早

/対]

｢ヤネスは彼 (たとえば子供)にコー トを着せたO｣

このように二つの構文を持つ動詞は､意味の側面から見て､ α.着脱を表す動詞 ほ 分

の身体またはその一部に何かをつける､取 り外す)と､ β.洗面などの行為や傷などを負
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う行為 (身体またはその一部に変化を生 じる)の一っに大きく分けられる(行為主 または

他動詞の場合の影響を受ける対象が与格で表される構文では､対格に位置する名詞句は前

者の場合は身体に取 り付ける､または取 り外すもの (身体に変化を及ぼすために用いるも

の)､後者の場合は実際に変化が起こる身体の部分の名称である｡

aとβの両グループにおいて､影響を受ける対象 (再帰行為においてはA/0､他動行

為においては0)が､他の名詞句を伴 う構文において対格から与格へ降格するのは､発請

者の行為を見るときの関心が､影響の対象からそれら対格にある名詞句 (着脱物 または身

休の部分)へと移行するからだと考えられる｡

なお､いくつかの動詞 γは､その動詞が含む意味からも (対象は常に行為主全休)対象

が対格をとる構文だけしかとらない｡

Ⅲー日本語における再帰行為表現

仁田(1982)は､ ｢再帰性｣を ｢動作主から出た働きかけが､結局は動作主自身に戻 って

動作が完結するといった現象を言う｣と規定している｡そ して､再帰的にしか使われない

少数の動詞を ｢再帰動詞｣とし､その他､普通の他動詞であるがその-用法 として再帰的

に使われるものとして ｢他動詞の再帰用法｣について論 じている｡仁田の挙げる再帰動詞

は ｢浴びる｣｢着る｣｢はく｣｢脱 ぐ｣｢かぶる｣の五つである｡たとえば､

日1)太郎がコ- 卜を着た｡

という例文で､行為主 (A)は太郎であ り､コー トを着る行為は太郎 (a)の意志によって行

われる｡太郎は自分の身体から離れた位置にあるコー トをとって自分の身休につけるO結

果として､太郎の外見はコー トを看ていない状態から着ている状態に変化するoなお､仁

田の挙げる五つの再帰動詞のほか､ ｢羽織る｣｢背負 う｣｢かつ ぐ｣｢(パイプを)くわ

える｣も他者に向ける行為の時には使えないことから､再帰動詞であると言える｡

あるものを自分の身体につけるという意味では､次の文も同じ様な表現であるO

(12)太郎がマフラーを巻いた｡

上の二つの例文 (ll)と(12)について､ ｢が｣格にたつ行為主が､自分自身の身体ではなく

誰かはかの者の身休に何かをつける､という表現に言い換えてみると次のようになる｡

(13)太郎が子供にコー トを着せたO (*着たO)

(14)太郎が子供にマフラーを巻いた｡

例文 (13)は例文 (ll)の再帰行為文に対応する他者に対する行為文と言えるが､同 じように

ものを身体につける行為でも､その帰着点が行為主自身ではなく他の者の身体の場合は､

｢着る｣という語童を使えないので､その代わりに ｢着せる｣という動詞を使 う｡つ まり

再帰 =対他者 (非再帰他動) (｢着る｣:｢着せる｣)という対 立があるわけだが､例文
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(1プけ tは mペア7=-汁 再帰 :対他者という意味の対立が､例文 出 目二(i3)の対立と同じ

関係であ りながら, 動詞の入れ替わ りがなく.同じ ｢巻 く｣という動詞が使われているO

再帰､対他者の区別を持たない ｢巻 く｣のような動詞が､仁田の言 う ｢再帰的に使われる

他動詞｣と言 うことになるo

また､高橋 (1985)の場合は､ ｢日本語ではfFS,態論的なカテゴリーとしての再帰動詞は発

達 していないが､構文論的なカテゴリーとしての再帰構文がある｡ ｣とレそ,吹(:,Tjような

例 を示 している｡

tli5)太郎が窓から首を出 したO

この再帰構文の特色は､対象を表す ｢を｣格成分が動作主に付随 L/Tいる動作主の身徳の

一部を蓑す名詞類によって形成 されていることであるC

｢を｣格に身体部位が くる他動詞の再帰用法には､その意味内容から大きく分けて次o],,

二っがある｡

①洗面など､身体の外見を整える行為 (結巣はその身体部分の外見の変鋸

(顔 ル身体 8手を)あらっ､ ((,uプを)剃る (髪 を ,3 とか す

②負傷などの行為 摘吉巣はその身体部分の変化)

(頭を)うつ､ ほ を)折 る､ ほ を)かむ､ (手を)切る､ ほ を)くじくL
/二㌻一..Lヽ _〔･⊥･-?
し十･き二1-}郎/a

③身体の部分の移動 EIJ結果はその身体部分 の ,q=塁糞 や位置 の 変 鋸

EtlT p靴をIi挙げる､ .f:厚を) かける ､ I:首 を)か し げ る ､ (百 を)出す､

(手を)叩 く､ i:手を)振る､ r身体 を)曲 げる

まに､ ｢マフラーー-を巻 く｣の韓に､着脱行為に関係する様 々な表現も他動詞と ｢を｣格

名詞の組合せによって表され るOこの場合は､ ｢を｣格名詞は身体から取 り外 しのできる

物体である｡

④着脱行為 (結果はモノの取 り外 しによる身体の外見の変化)

(めがねを)かける､とる､ (タイピンを)とめる､つける､ (帯を)しめる､

(マスク 9手袋などを)する､ (指輪を)はめる､はずす

意味の側面からみて､上に四つのグループに分けた動詞は､再帰構文においてどれも

｢を｣格名詞 との組合せにおいて再帰性を表すO｢を｣椙名詞で表されるものは､①から

③の場合､それが主格 (｢が｣柏)にたつ行為主の身体部位であるのが自然の解釈であり

また④の場合は､その物体の出発 ･帰着点は行為主の身体であるのが普通である｡そうで

ない場合は､普通､次のような表現をしなければならない｡

(16)太郎は主監些手を洗ったO (｢を｣格名詞が身体の一部)
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(17)太郎は花子の指に指輪をはめた｡ (｢右-l格名詞が身体につけるもの)

他動詞の対象である ｢を｣格名詞がからだの部分の場合､それが誰の身体であるかを区

別する所有を表す修飾句 (例文 (16)の ｢子供の｣)は､それが行為主自身のものである場

合は ｢自分の｣｢自身の｣といった語句は出てこないのが当り前である｡また､ ｢を｣格

名詞句が着脱行為の対象としての物体である場合は､その物体が誰の身体につけはず しさ

れるかは､第二目的語の ｢に｣格で表される (はずす場合は ｢から｣格)｡さらに､着脱

行為表現の場合､物のつけはずしの出発 ･帰着点が行為主自身の身休である場合 は､その

出発 ･帰着点が身体のどの部分かを細かく言わないことが多いOそれは ｢を｣格 にある名

詞句で表される物の種類ですでに区別されているようである｡着脱の出発 ･帰着点が他者

の場合は､それが他者の身体のどの部分かをより細かく言 う傾向があるのではないか ｡

(18)太郎は手袋をはめた｡ (再帰行為)

(19)太郎は子供に手袋をはめたo (対他者行為)

(20)太郎は子供の手に手袋をはめた｡ (意味は例文 (19)と同じだが､より自然 な文に感 じ

られる｡)

または､次のような授受動詞 との組合せも､例文 (19)より自然な表現に感 じられ る｡

(21)太郎は子供に手袋をはめてやった｡

IV.両言語における再帰表現の対照

スロヴェニア語の再帰辞 se は､その最も基本的な機能 として､ふつ うは他動行為表現

に使われる他動詞を､その対象が行為主自身である (0-A)という場合の再帰行為のマ

-カーとして､生産的な役割を持つことを見た｡下にみる三組の例文は､どれ も､ (a)が

対格名詞を対象 (0)とする他動詞文､ (b)が対格形の再帰辞 se を持つ再帰行為表現で

ある｡

(22a)Janez je videl otroka.

[国名/男/早/主日繋/3/単日完/男/早/分目名/男/早/対]

｢ヤネスは子供を見た｡｣ videti-見る

(ZZb)Janez 旦塁 Je Videl (vogiedalu).

[国名/男/早/主日再日繋/3/単日完/男/早/分】｢鏡の中｣

｢ヤネスは (鐘で)自分を見た｡ ｣

(23a)Janez je poとesal otroka.

個 名/男/早/主日繋/3/単日完/男/早/分目名/男/壁/対]
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｢ヤネスは手軽の磐をとかLJた爪音 印tT;eS統主-(髪をう[･かす

i'23b)Janez se Je POvCeSal,

【属 名/男/単/主H再H繋/3/単日完/男/単/分j

｢ヤネスは髪をとかした｡ ｣

(2舶)Janez je ob且ekei otroka.

掴 名/男′/翠/主日繋/3/単H完/男′/単′/分H名/撃//単〆対〕

Fヤネスは子供に服を着せた｡｣ obie己j-着せる otTOk=こども

ほ触)Janez se Je Obleke且.

掴 名/男′/単/三日西日繋/3/挙H完,,･/男/翠/分3

｢ヤネスは服を着た｡｣ ,3b且e邑ise=着る

土の三組の例文で蓑蔑されるそれぞれの行為を､百本語で表現する場合はどうなるだろ

うかく,

i:22a')太郎が子供を見たむ

(ZZb亨)太郎が (鏡の中の)自分を見たO

ほ33言う太郎が子供の髪をとか L,たo

t23b書)太郎が髪をとかしたe
Jq▲ll⊥_LIJT▲′.1'I⊥LI.ーnrl_ト;ゝさ.lL

tt£隻語JAポぎ)7vuT皆uLL月奴官有で㌻?こ e

t2馳')太郎が服を着たO

日本語の ｢見る｣は普通の他動詞で､ r再帰的に使われる他動詞｣には含まれないO

｢とかす｣は ｢再帰的に使われる他動詞｣で､ ｢着るjは少数の ｢再帰動詞｣と言われる

ものの一つである｡

まず (22a')-(22b-)のペアから考える｡スロヴェニア語の例文で (22a)の対格名詞句

otrokaが再帰行為表現の文 (22b)では seに入れ替わったように､日本語の表現において

も ｢を｣格名詞が ｢子供を｣から ｢自分を｣にかわっただけで､他にはどの文成分にも変

更がみ られない.日本語で一般に他動詞 と言われるものを使 う表現では､再帰辞 seは

｢自分を｣で置き換えられることがわかる｡

次に (23a'日 23b-)では､ (b)から(a)という方向で (再帰行為表現一対他者他動行為

表現)文の構造を比べてみる｡再帰行為表現 (23b℡)の文構造はまったく変わらないまま､

他動行為表現ではそれに新たに文成分 ｢子供の｣が加えられた形になっている｡｢子供の｣

は､日本語文で ｢髪｣にかかる連休修飾句である｡

日本語における ｢他動詞の再帰用法｣で､ ｢を｣格名詞が身体部分を表す場合は､再帰

行為表現では､その身体部分が特に行為主自身の物であることを言う必要がないことを見

たo しか し､対応する他動行為の場合は､それが行為主 とは別の者の身体部分だというこ

とを明確にする必要がある｡ここで考えられるスロヴェニア語話者の誤用は次のような文
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である｡

(25)*太郎が子供に髪をとかした｡

スロヴェニア語では他動詞が目的語をふたつ持つ とき､第一目的語が対格で､そ して第二

目的語 (あいかた)が与格で表されるのが最も基本的な他動詞文である｡再帰行為を表す

ときに特別なふるまいを見せる動詞 ｢とかす｣を使 う場合も､行為が及ぶ相手 (子供)杏

｢に｣格で表 してしまう可能性がある｡

この ｢髪をとかす｣-poとesatiという表現を､日本語の構文で身休部分が明示 されてい

るように､スロヴェニア語でも ｢髪｣に言及する表現に変えて考えてみよう｡

(26日anez mu je poEesal lase｡

[国名/男/早/主日代/3/男/単/与日繋/3/単日完/男/早/分目名/男/複

/対]

｢ヤネスが彼 (子供)の髪をとかした｡｣

スロヴェニア語では､ ｢髪をとかす｣という行為は poEesatiという動詞によって対象

(｢髪を｣)についてまですでに表現されている｡例えば､髪ではなく､ひげを とかすの

であれば､上の例文 (26)の lase-｢髪を｣の位置に brado-｢ひげを｣という名詞句が現

れ､その部分を明確にすることになる｡

-方､日本語においては､ ｢とかす｣という動詞だけでは行為が十分に表現 されていな

い｡｢髪を｣という名詞句が必ずついてまわ り､連語 (名詞+動詞)として初めて ｢身体

部分に対する行為｣を表現 していることになる｡従って､次のような文 も日本語 では非文

であるO

(27)*太郎が子供をとかした｡

(28)*太郎がとか した｡

次に､ (24a')(24b')のペアを考える｡この二つの日本語の文では､他動行為表現 と再帰

行為表現の問にかなりの違いがある｡二つの文の間でまったく変更のない部分 は主格名詞

句 ｢太郎が｣と ｢を｣格名詞句 ｢服を｣の二つだけである｡一番大きな違いは､やは り

｢看る｣ ･｢着せる｣という動詞の形態の対立であろう｡スロヴェニア語では､形態素

se を元の他動詞に付加することにより､再帰行為を表す再帰動詞が派生され､ seは動

詞とは切 り離された位置に存在するため､再帰動詞の派生 (obleEi-oblevcise)が見た目

にも明らかである｡しかし､日本語では､対他者他動表現 と再帰行為表現では､わずかに

ki-(者)という語根を共有するだけで､動詞自体の形態の対立がみられる｡ この ように

考えてくると､スロヴェ二ア語の再帰動詞はあくまでも形態素 seを伴わない他動詞から

の派生関係にとどまるため､純粋な ｢再帰動詞｣ という動詞グループを立てることに意義

があると思われるのは､実は日本語においてである｡

日本語を学習する場面では､次のような誤用が生 じないようにしなければな らないo

6 3



(29)*太郎が服を着せたC

(再騰行為を表 したいのに.,Ej本譜に怠ける動詞の対立を無祝した場合)

(30)*太郎が子供に服を看た｡

(対他者行為を表 したいのに､Ej本譜の動詞の対立を無視 した場合)

また､ .f23av)･,nJ｢再錯節に使われる他動言勘 が環れる文で辻､行為が向けられるあい寿､

た (子供)が､ ｢の｣格の連体修飾句で表されるのに対 LJ､ (12蝕や1,I(19対聴音機動行為を表

す細動享表せ7S汁 息t,lh-+-汁｢ダウf格で表されるO従 って､次のような文が非文 となる｡IJl,JJ■./JH-.1〈 _ヽすく7-ヽ ′ヽノYiydLVd､EY■､-】

輝u*太郎が子供の服を着せた, (子供の服を ｢その子供とは違 う誰かに_j着せたという

解釈だけが可能)

つ まり､ F~再帰動詞 ｣に対応する ｢対他者櫓動詞｣と､ ｢再帰的に使われる他動詞 JO〕

対他者表現では､どちらにおいてもあいかたに言LLy:～,及ぶ必要があるが､それを衷す名詞句

が構文においてとる格に違いがあるL-,さらに ｢再帰動詞｣と ｢再帰的に使われる他動詞｣

の再帰行為表現においては､ ｢を｣格にある対象物 rCH が､行為主 lLAjのものである

ことが当然 と解釈できたが､ ほ2,b9)のふつうの他動詞が預れる文ではそれが行為主の阜)那

であるllp_とを ｢自分の｣と必ず言い及ぶ必要があるo

7:I32)太郎が子供の顔を見た｡ i:身捧部分が職者･17)物tTj場合)

(3封太郎が (鐘で)自分の韓を見たご (J行為主の身穣部分の場合)
IrヽLJt IーrLrr170叱ーLと:コL
llj隼,EX人員fbZPき琴蔓を兄7こ｡

普通の他動詞を使う時､例文 (23b')の様な再帰構文に準 じると-.例文 持卑)に見るように

太郎(,r=}見た ｢鷹｣と言うのほど/J)顔のことなのかはっきりしない文になってしまう,

V.まとめ

本稿で見た両言語の再帰行為表現を表にまとめると下のようになるO

スロヴェニア語では再帰辞 seまたは siとして文の表層に現れる部分が､日本語では

｢再帰動詞｣が含む意味の一部､または他動詞の再帰用法では ｢を｣格名詞の示す内在的

意味にあたり､文の表層には現れてこない｡

本稿では､再帰行為を表現する日本語の構文を詳 しくみることにより､

1｡日本語の再帰動詞､再帰的に使われる他動詞､その他の他動詞など､それぞれの動詞

と共起する ｢を｣格名詞句の種類の区別､

2.所有を示す再帰代名詞 ｢自分の｣の使用の分布

な どを知ることが日本語の学習の場面で重要であることがわかった｡

どの範囲の行為を再帰行為 ととらえるかは言語によりズレがある｡しか し､もっとも中

核的な再帰行為として､スロヴェニア語 と日本語に共通なのは､明らかに着脱行為 (着る

脱 ぐなど)とその周辺であることが明らかになった｡
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スロヴェニア語

ploskati

巳重量

再帰代名詞句+他動詞

自分 (の顔) を見る

場所格+自動詞

風呂にはいる

再帰動詞

服を着る

靴を脱ぐ

他動詞の再帰用法

髪/ひげをとかす

足を折る

ブローチをつける

手をたたく

ヲ格名詞必須

連絡会議では､スロヴェ二ア語 と同じスラブ語圏出身の方､スラブ語圏での日本語教育

の経験のある方などが多く､発表に対 して示唆に富むコメントをいただいた｡その主なも

のを以下､箇条書 きにする｡

(1)本稿の出発点は ｢他動行為｣であ り､その主な特徴付けとして､ [+意志] と [+変

化]が挙がっている｡再帰行為の特徴付けにも､ [+意志]とあるが､後に分類 してある

動詞が表す行為を一つ一つ見ると､ [+意志]の特徴付けを満たさないものもある (｢足

をくじく｣など)｡このようなものも再帰行為と呼ぶのか?反対に､行為の型としての特

徴付けを再検討する必要があるのではないか?

(2)例文 (19)太郎は子供に手袋をはめたO

(ZO)太郎は子供の手に手袋をはめた｡

(21)太郎は子供に手袋をはめてやった｡

において､ (20)が (19)より自然な文とは必ずしもいえない｡ (20)の方が､ ｢手に手袋を｣

という繰 り返 し (に近い)形が耳ざわ りで不自然にも思える｡また､スロヴェニア語 との

比較においては､スロヴェニア語で代名詞与格の使用が発達 している分､日本語ではその

機能役割を授受動詞がカバー していると考えられるのではないか ?
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の両方が出てくると.再帰辞 (スロヴェニア語の se/siにあたる)が姿を消すという､お

もしろい現象があるs

輔 例文 (27)か ら(34ほ で､スロヴェニア人の日本語学習者がまちがう可能性のある非文

が挙がっている｡(28)*太郎がとかした｡を見ると､反対に､スラブ語を学ぶEj本人がも

のを言い過ぎるという傾向が思い出され i'動詞句だけで十分言い及んでいる表現を､さら

に名詞句を付け足 した文にしようとする｡)興味深いr_

(5)着脱行為の表現 として､例文 (5)Janezsejeob且eke且｡

｢ヤネスは服を着たO ｣

沌)JTanezsijeobiekeipia竃6/.

｢ヤネスはコー トを着たO ｣

に並んで､

JaTseZ .3 〔 紹 C3b旦e駄ei ユAql礼｡U.

訂固名 / 男/ 単/ 主 日 南 /対日繁/Y3/単H完/男/単/ノ写}日前置jti名/一女//臥 /＼緋

V = r-の坤/＼ naUとも=刀ワン

｢ヤネスはガ ウンを着た0 8

の ように､前置詞をともなった周辺緒にある名詞句で着脱する尊)のを表 し～再帰代名詞は

対橋形のままで使用する可能性 もある8

時毒こ､ i:呈,iにある こす意志コという特徴指をさと機動行為 再帰行為など､各行為,Jj型 と

の関係についてるま､文献の読み直しも必要であるとともに､引き続 きこれからOj研究の諜
如=ll_ー--b .ヽ--I
認 こし-lt二号見ても一＼きたいO
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