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｢象鼻文｣とは ｢象は鼻が長い 日という形をした文のことです｡この文は,三上尊氏が 訂現代語法

序説』でもF現代語法新説｣でもしきりに論じ,遂に 『象は鼻が長い』という毒物で,E]本文法の大話

題 として,その位置を確定することになった,そういう文のことです.,象鼻文をめぐる文法論議は,そ

瑚 妾もずっと盛んで,多くの人が,この話題で論文を書いています｡この間題はテ当然 ｢は 蔓と≦~が 妻

の間長でもありますから,最近では,野田尚史氏の 軒｢は 書と｢カ-1= (くろしお出版1996)という書

物によって,いちばんよく,論がまとめられていると思います｡まれ 明白は,青山文啓さんが,二二重

主語構文という扱いで≡この問題を整理して下さるでしょう 6私は文法g)論議で,これら沢山の考察を

越えることは到底できませんから,ここで文法の議論はせずラ専ら表現論の立場で,象鼻文に対する自

分の興味を跡づ持てみたいと思いますさ

ま｡感情 ｡感常を表す形容詞 (形容動詞を含む)と乍可絶表現 ･取望表現とが,その対象を ｢jJjLagj主

語で表すことが多いこと

感情 -感覚を表す形番詞の対象の表し方は9

禽ワインが好きだ｡トマトが嫌いだ,}あいつが憎い℡君がうらやましい｡母が恋しい,J悪ノ樋 言放L,い o

凍背中がかゆい｡傷口が痛い年休がだるい｡

のようなもので.好き嫌いや感じの向く先 は 標物,)を ｢か きで表しますo可能 ･願望の方は

液滴が飲める｡英語が話せる田昔が忘れられない｡文法が鋤 畢しにくい中海が見える8波音力哨弓えるe

東水が飲みたい｡小説が読みたいa休みが取りたいC勉強がしたいD

iSDようをこなります ¢

これらの言い方の率で,ある時期から,西欧語の影響もこよるものれ ｢が iの位置に rを 章が来て

据わる傾向が生じていますe｢水を飲みたい まや ｢英語を話せる量のようなのが,その山番顕著なもの

で,｢署が好きだ｣なども｢君を好きだ ∃と言いたい大損 -るか漬 臼れません｡ これは〉多分 ｢アイラ

ブユ-1 から｢君を愛してるよ Eなど言う方が現代的だと思うことがあるのではないでしょうか6そん

な日本語は,本来無かったと思います.純粋感覚表現の rかゆい iや ｢痛い 名の所闘 ま,性贋が違うと

見えて9｢を｣の入り込む余地は無いようです｡

2｡テーマ主語とレ-マ主語

チェコの学者マテジウスたちの言い出した rテーマ･レ-マ論｣というものがありますoi920年代

のことですeテーマは9とかく初めに掲げられ レ-マは,とかく後に来て締め括りをするという考え

方です｡象鼻文の ｢象は｣はテーマ主語と呼ぶのがふさわしく,｢鼻が Jはレ-マ主語と呼ぶのがふさ

わしいと,私は思いますので,そういう言葉を用います｡象鼻文をテ-マ .レ-マで解釈するのは私が

始めではありません｡最近完結した三省堂の 『言語学大辞典』で,河野六郎氏がその立場での解説をし

ておられます｡ (｢日本語 lの項目と｢FSPIの項目)

以下,私の考え方で,テーマ主語とレ-マ主語を論じます｡日本語の文の2大形式を ｢判断文 ‖二

｢現象文日二に分けたのは,三尾砂(みお･いさ()氏です (もう一つ ｢末展開文 Iを置いて)｡佐久間鼎氏の

｢品定め文1｢物語り文 lに始まり,三尾氏のこの名称で,大方の理解が落ち着いたと思います｡私も

これに従います｡判断文の標準型を ｢AはB｡lと考えます｡表現者が,AとBとの間に何かの一致点

を見出して,両者を identifyする言い方で,これを私は ｢AB串噺文 Jと申します｡AB判断文の述

語部分Bが,述語構造の内師 こ,必要な主語Xを ｢が ･iで立てると,｢AはxがB.iという形になり
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ます｡これを,先頭からABCで言えば,rAはBがC｡lとなり,こ41が貌駄文で4-｡また..それを

｢ABC判断文 lとも言うことができます｡この ｢Aは)をテーマ主語,rBが lをレ-マ主語と言い

ましょう｡これらの言葉を使って,ABC判断文のでき方を言い直すと,次のようになります｡

テーマ主語 ｢AはIは,rAIを主語として掲げ,文脈の進行方向に,この主語にふさわしい相手

を求めます｡ふさわしい相手の文法形式は述語ですが,その述語が,テーマ主語とは別に,述語自身の

ために必要なレーマ主語を立てて ｢BがClとなり,それがテーマ主語 ｢Aは lを受け止めたのが ｢A
はBがC｡｣のABC判断文です｡

｢股 に述語構造は,述語の身の回りに,目的語 .補語 ･修用語を立てて一団となりやすいもので,

外国語でもその事情は同じですが,日本語では,主語までこの一団に加わることが珍しくありません｡

これがレ-マ主語で,この形は,外国語では,かなり珍しいものだろうとと思います｡E1本語では,チ

ーマ主語とレ-マ主語は,極めて合い性のいいもので,主語の重複という性格を全く持ちません. これ

まで,象鼻文が,形の上で説明しにくいもののように感じられたのは,主語の重複という受け止め方を

したからで,その合理的説明のために,あまりにも多くの議論がなされたように思います｡

3｡レ-マ主語構造を実現させやすい,連語的 ｢BがCd表現

｢頭がいい｣｢気が強い jr背が高い !などの言い方は,その上にかぶさる ｢ダレは fという人格

的テーマ主語表現を前提にしているようで,初めからレ-マ主語構造のためにある言い方と感じられま

す｡今,この頬の連語的表現を,思いつくままに,1ページ分だけ並べてみましょう｡次のページをご

覧下さい｡

これらは,いずれも連語的,イデオム的言い方ですが,ひとかたまりとしての熟し方においては,

一つ一つに違いがあります｡例えば rかけがえがない｣という言い方は,｢かけがえがある lとは普通

言わないし,｢かけがえ｣だけの独立用法も思いつきませんから,ほとんど全体で 1語のようなもので

すが,｢貯えがあるJ r貯えがない｣だったら,だれでも,主語と述語を意識しますし,他に｢貯えが

豊かだl｢貯えが乏しいZ｢貯えが底をつく｣などの言い方も思いつきますので,全体 1語の感じはあ

りません｡しかし,やはりイデオム的ではありますし,ダレが貯えているのか,ナこの貯えなのか,な

どの点で,テーマ主語の存在が前提とされていることは,同じです｡

｢象は鼻が長い｣の ｢鼻が長いJは,このイデオム表に載る言葉ではありません｡似ていても ｢鼻

が高い｣の方はイデオム的です｡慢心の意味を表す場合は勿論のこと,正直に鼻の高さを言う場合でも

やはりイデオム的です｡ ｢鼻が高い Ⅰと｢鼻が長い Iとの間に,このようなイデオム性の差はあっても

｢象は鼻が長い｣と｢天狗は鼻が高い｣とは,全く同じ象鼻文です｡

象鼻文は,レ-マ部がイデオム表現になっているものから.｢ここは,おれが引き受けた｡ tのよ

うに全然違う構造が基礎にあるものまで,広い範囲で成り立つものです｡雑多な構造を一言で処理でき

る便利な文ですし,大度量の文です｡この辺は,明日の青山さんの話に期待されるところですが,とり

あえずここでは.象鼻文の内容の広がりを,テーマ側とレ-マ側とに分け,次の節で考えます｡

4.象鼻文の内容の広がり

まず,テーマ側の広がりを追ってみます｡

(1)感情 ･感覚 ･能力 ･願望の持ち主を表す

★鑑娃君が好きだ｡坐隼娃足が痛かった｡妓女娃それが積憤できない｡塾 そこが知りたい｡

この類型においては,テーマ主語が発話さなければ,そこに,発話者の ｢わたLlが潜在すると受け取

られることになります｡

★君が好きだ｡足が痛かった｡それが我慢できない｡そこが知りたい｡

(2)属性の持ち主を表す

★象昼鼻が長い｡延娃顔が売れている｡あの二人は血がつながっていない｡
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吏重言告白勺 ブブ形 レ ---マ ヨ三言吾表 現 の す夕u

ENがKいヨ 気が長い 短い ENがV3 影がさす

間がいい 悪い

運がいい 悪い

仲がいい 悪い

愛想がいい 悪い

都合がいい 惑い

調子がいい 悪い

顔色がいい 悪い

物覚えがいい 患い

Ejか長い 芙監い 気がさす

袖が長い 短い 線がある ない 魔がさす

鼻の下が長い 7Uほ がある ない 嫌気がさす

余裕がある ない

幅が広い 狭い 味がある ない 金がかかる

顔が広い 狭い 貯えがある ない 幸がかかる

間口が広い 狭い 力がある ない 手間がかかる

見聞が広い 狭い 絵心がある ない 時間がかかる

肩身が広い 狭い 下心がある ひまがかかる

歯切れがいい 悪い 世間が広い 狭い かけがえが ない

金回 りがいい 悪い

見通 しが摘 3 悪い 背が高い 低い 苗がする

合い性鏑 うい 悪い 目が高い 吐き気がする

付合いがm Lb 悪い 気位が高い 胸騒ぎがする

雪もかいい 敷居が高い 人好きがする

繁 しかいい 腰が 砿い

景色がいい 目が利く

眺めがいい 屈が達しも 遅い 鼻が利 く

見晴 らしがいい 歩みが速い 遅らも顔が利く

思い切 りがいい 手が速い

白保ちがい い 員が速い

きまりが 悪い 気が早い

寝相が 悪い

気色きしょくが 悪い 気力弱虫い 弱い

風当りが強い弱い

気が重い 軽い 運が強い

腰が重い 軽い 悪運が強い

尻が重い 軽い

tjが重い 軽い 耳が遠い

胃が重い 軽い

荷が重い 軽い

責任が重い 軽い

足取 りが重い 軽い

底が深い 浅い

根が深い 浅い

読みが深い 浅い

線が深い 浅い･薄い

馴みが深い浅いく薄い

ふ ところが深い

欲が深い

造詣が深い

奥行 きが深い

手がとどく
l..I

呂がとこ㌔

思いがとどく

足が㌻くむ

血が騒く~

jjが尽きる

見当が違う

愛想が隼きる

薬が利く 流れが変わる

融通が利く 勢いが衰える

つぶしが利く 食が進む

にらみが利く 勝敗が決まる

押さえが利く 卵がかえる

鮭が育つ

気がつく 肩が凝る

察 しがつく 病勢が革まる

目度がつく 面目がつぶれる

E]塁がつく 信用がぐらつく

目が 近い 見当がつく 考えがまとまる

緑が遠い 近い

FNが_KDfr=ヨ

根が正直だ

波が静かだ

様子が変だ

先が楽 しみだ

あとが厄介だ

結末が悲惨だ

腹がきれいだ

形勢が不利だ

引き際がきれいだ

都合がつく

話しがつく

勝負がつく

決着がつく

けりがつく

里心がつく

買い手がつく

折り合いがつく

時がたつ

弁が立つ

噂が立つ

腹が立つ

.T
U

色がさめる

色がみせる

溜飲が下がる

エンジンがかかる

酔いがまわる

酔いがさめる

勘が働く

株が上がる

当てがはずれる

灯がともる

値が張る

気がとがめる

世話が焼ける

ENがVているヨ

血がつなが1ている

度胸がすわっている

日がおごっている

手がすいている

E3が据わっている

腰が引けている

寿命が来ている

条理が立っている

目が輝いている

たかが知れている

見当がついている

汚土が決まっている

用が足りている

地味が肥えている

目が肥えている

舌が肥えている

薯がおごってiil,る

金がうなっている

しわが寄っている

筋が通っている

ENがⅤない召

気がきかない

気が進まない

気がおけない

気が知れない

気がすまない

手が届かない

手か回らない

手が出ない

手がつかない

辻樺が合わない

波長が合わない

帳尻が合わない

割が合わない

首が回らない

笑いが止まらない

身がもたない

虫が好かない

らちがあかない

油断がならない



(3)話題の抱囲や中心を表す

★そ岬 蔓,担当大臣が説明します｡表日本帝国は,万世一系の天皇これを統治す｡
これらは.提示語とか題目語とカd乎ばれるのにふさわしいbのです｡

(4)環境語を表す

★塾 茎波が静かだ｡≦墓些海がよく見える｡型 担 土 こう主星,金力撫 いのだ｡

｢今日は )は時の環境を, ｢こ こは｣は所の環境を表し, ｢本当のところはlは ｢金が無い tと発言す

る心の環境を表します｡私は,こういうのを環境語 (時の環境語,所の環境語,心の環境語)と言うこ

とにしています｡

(5)場の主語を表す

★この家は玄関が二つある｡ こ こは忍耐が必要だ｡

所の環境語の例でもありますが,r～にはlとか ｢～では｣とか副 -たくなる例として挙げ,こういう

のを ｢場の主語 lと言ってもいいかと思います｡

次に,レ-マ側の広がりを観察します｡

(1)レ-マ部の主述にイデオム性がある場合

★おしゃれは金力油 かゝる｡秋は食が進む｡あの子は気立てカか い｡それは些塾埜腿 宜鼻｡
こ こは,前ページの語例表が大いに活躍するところです｡

(2)レ-マ部の主述にi語との文寸応性がある場合

★宇宙は限りが無い｡その件は解決力哨 んで卜を｡それは荷が重いです｡

これらを次のように言うと,述語が 1語になって,AB判断文になります｡

☆宇宙は塞堅塁｡その件は解決済みだ｡それは垂堅王室｡
(3)レ-マ部の主述が,イデオム的でない一般的主述関係である場合

★象は鼻が長い｡キリンは首が長い｡ここは海が近い ｡東京は土産物が少ない｡

これが,いちばん普通の象鼻文と言えるでしょう｡

(4)レ-マ主語が,テーマ主語の属性の中心点を,観点として掲げている場合

★El本は壁 壁少なくて,辿 壁多い｡ターナーの絵は光の効果些鮮やかだ｡君は墨壷壁偏っている｡
これは説明文や議論文には大事な盲孔一方で,論点の提示に役立ちます｡

(5)レーマ主語が,テーマ主語についての論述を幾つかの部分に分けて示す場合

★ここは,塾 空海で,塾皇重き山だ｡怪物は,塾 堕猿,堕壁度,塾 蛇で,塾 ぬえ鳥のようだった｡

前項の第 1例は,この頃の例でもあります｡また,この場合は,レ-マ主語の ｢が lを ｢は tに換えた

言い方も.当然成り立ちます｡ (｢は Iの対照用法と言われるもの)

(6)レ-マ主語が,感情 ･感覚 ･願望の対象や可能事項の対象を示す場合

★スロベニアの人はワインが大好きだ｡今日は塾 ｡あの吠え方は,塗壁組 のだ.今夜は堕
が飲めるぞ｡

この類は,今日最初に話題にしたものです｡

(7)テーマ .レ-マを込めて,ABCの関係が偶発的,臨時的で,論理的でない場合

★塾は聖皇雲が皇室塁だった｡塾 は塑力型 ｡

5｡象鼻文の変異形

テーマ主語を rは｣で表しレ-マ主語を ｢が lで表すのだけが象鼻文ではありません｡次に示すよ

うな,いろいろの形も,象鼻文の変異形と扱います｡

★象は,鼻は長いが,首は短い｡キリンは,首が長いが,鼻は普通だ｡ あ!ここも人がいっぱいだ｡

あなた皇室人が悪い ! オレ墜≦ 休みが取りたいよ｡ 貢タイル窒皇彼女塑 型いい｡ ママ 雄

ク主背中i=かいいの｡

｢も｣ ｢こそj ｢だって_a｢なら主なとは, ｢は lに代わり得る提示形式です｡文脈の中で,レ-マ主

語が ｢は iによって東胡弓表現になることは,既に申した通りです｡また,｢が lが鳥 ヒ較のために ｢の
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方が Bとなったりもします｡更に,特に話し言葉の一日では一 ママ !- Jの例のようもこ,ナー∴マ主語
もレ-マ主語も,｢は Iや ｢が lを落して,無じるLになってしまうことが珍しくありません｡

｢は 】も｢が iも,重なった言い方になることがありますゥ

東私堕 ,この問題払 どうもこの点払 納得歩行かないで招-i¢
こういうのは,屋上に屋があって,しかも不自然でない象鼻文です｡

古典語文の中IT,rjt)9象鼻構造は,全く変わらずにありました｡ iF枕 草 子 』や ir'徒然草.M沖 は.象

鼻文だらけと言ってもいいほどです｡徒然草から,いくつか例を引いてみます8

貴薄物の表紙娃疾く損ずる壁わびしきDLやせまLti･耳やあらましと思il事蛙,おはやう堕,せぬ壁よ

きなりや

これらは,現代文と全く変らない､｢は は ｢が !による象鼻文ですo

凍もののあはjl娃秋をそまされ 世娃定めなき皇皇いみじけれ. 何事も古き世堕 至墓はしき｡

よろつの車も始め終りこそをかしけわ｡ この巨細壇杜 どそうの書をするdtjの車),V･yHノ--ノ竺･ty'y抑 ′
亨ゝBr夏ノ＼′Eヽ♪J･ づLト】-J,.

なるものl_多かり｡

ここ&こは ｢が 書は登場しませんが,係助詞のあれこれがしきりに働いてラ象鼻文の構造を作っている様

子が ,わかっていただけることと思いますo

古典語の文車をこのようもこ見渡すと,少なくと吏うヶ徒然草の文章などはA日本語教翻こ無縁のむの

で な い ことが感じられるではありませんか.

6.熟慮文の発生と存在の仕方

発生と言ってむき歴史的をこ跡づ軒で,本当をこ発生を実証するのではありませんO私の考え 方 で 1.発

生を系統づ持てお{:うとするのですゆ次のようにたどりますO

蛋且BAB半月断文 禽象は強い¢象はおとなしい｡宇勧 ま無限だO等富も南限だむ

く2)象鼻判断文 東象は力が強い｡象は性質がおとなしいo

はき象鼻存在文 禽宇宙は限りが無い｡宇富む限りが有るC

掴)象鼻ナル述文 女学生は休みが始まる｡

(5)象鼻スル述文 束それは私がやるり

(6)連結文 ･条件文の前句や後句の中での象鼻文 女言鵡兵答案は℡機械が採点して,事務が保管するo

(7)文章中の要素残存による象鼻文 束彼女は美しい｡目が澄んでいる｡

ここに掲げた各文の名称は,私の日本語基幹文型の体系に位置づくもので,相応の説明を要します

が ,今はこれに触れることができません｡ただ,この体系の各部分に象鼻形式が広く分布するものであ

ることを申しておきますo日本語基幹文型のことは,別に発表の機会を持ちたいと思イています｡

象鼻文には以上のような広がりがありますが,その中核になる0)は,象鼻判断文ですO

7｡結び

テーマ ,レ-マ論は,思考の展開経路を跡づけて出て来た理論ですから,言語学の分野の中では,

文章論に位置づくものです｡象鼻文が,テーマ主語とレ-マ主語を具えていることは,この文が,文章

展開の完結性に必要な要素を,1文の中にぜいたくに持っていることを意味します｡AB判断文は,穀

も単純な論理をずばりと言い放つ言い方ですから,重大な決心とか,すべての出発点になる大前提とか

杏,中にこめて言う時に役立ちます｡それで,作品の冒頭文に ｢吾輩は猫である. 1とか ｢大口本(紬や

まと)は神国(紬のくに)なり｡『神皇正統記JJなど,また,外国文でもrDieWeltistmeineVorstellung.

く世界はわが現識なり)ショーペンハウエル『意志と現識としての世界山 のように記憶に残る文がありま

す｡藤村 『夜明け前Jの冒頭 ｢木曽路はすべて山の中であるojもこの型に属します8 この文型は単純

明快が命です｡象鼻文は判断文のきめを舶jかくし,現象文を取り入jlて色影を豊かにします｡3点で立

つ文なので.2点のAB争断文より安定感があります｡面白い働きをする文です｡
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