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はじめに- 構文と文型

ある文の｢構文｣を見つけることはタ使用されうる文挺kerI_)を戸いくつかの型(蛎 e)に帰属させることを意味す･50

類似したもう-つの用語にr文型｣があるe′,J､論では声構文現象を大きく｢構文J･と.その中核雛分である命韓を形成す

る｢文型｣との二つに分け,後者の｢文型｣についての素描を試みる｡r文型｣が文字通り｢文の型｣を意味するとすれば,

例えばその構成面から,文が述部を備えているか否かによって完全文/不完全文にぅさらに完全文は用舌の数が-つ

かこつ以上かによって単文/複文に,それぞれ分けることができるOあるいは その運用面に文の型を求か Tr,文を

平叙/質問/命令/感嘆に四分することも可能である｡

『基本文型の研究』E林 19603で,｢文型_は いう用語は,考えられうる限りの最も広い意味で使用されている｡文

の型を求める視点としてそこで提唱されるのは,｢起こし文型｣｢運び文型｣｢結び文型｣という三つの領域であるD文の

要素を単純に｢句｣と呼べばFF運び文型｣は単文/複文の区別に関わらず,述部箱書を中心としてそこに従属する句連

鎖の型に着目する領域であるO小論でいう｢文軌 はこの領域に最も近いEもう--つ,重なりの大きい用語に罰 吾学研

究会の｢連語論｣がある:奥田 1960】O日本語の述部用言 (その語幹)はこうした句連鎖を統合した敏 活周に仲介さ

れて助動詞連鎖という選択肢を通過しながら文末に到達しようとするOそこには上に述べた運用論上の区別が明瞭な

形で現われるO｢結び文型jは活用と助動詞連鎖の過程に着目する領域であり.日本語の構文でp述部用言の語幹に従

属する要素と,語尾に後続する要素とが鏡像関係にあることが示されているに の点については,南 1974,Ch礁 r起

こ…_.文型｣は,先行瓦の有無およびそれとの関係が顕尉 離⊂る文頭に着酎 ～る領域でe漢に 『文の姿勢の研究鋸 19733

という大きな研究にまとめられる高石をなす部分であるG

いずれにしてもタこの本で罫かれ.ているのは弔文の中には無駄なものが-一一-つ屯ないという考え方でありき私たち

に親しみのある 英 語の五文型とはこの点で大きく異なるO以下に見るように芳五文型で提示されるのは単 文 /平叙の

うち,接続詞などを含む副詞的な要素を削ぎおとLた,動詞の動議する骨格だけだからである 撮 近公刊された 瞳

太語文型辞典銅ま｢文型｣vT,定義こそ甜 Lていないものの,広範な富雛ヨを見出し語として収録した労作であ Vj ,そこに

収められた見出し語の範園は小論でいうF文型Jをはるかに越えるものである)｡

小論には二つの意露があるO-つは,(碑文｣とtI文型｣という二つの謂語を使いわけることで,考察の対象と限界

を多少なりとも明確にすることであるOもう-つ掻 そのうちのf文型Jを求める場合に遭遇する簡薯点を山代貢的な

ものに限ってリス トすることであるO後者の方の意図については以降の節で取りあげるので匂前者について与この節

で触れた問題を振りかえりながら簡単にまとめておきたい｡ここで｢文型は 呼ぶのはき範囲を単文…般に限ること(寡

際はこの立場を他項丁させるのは後で述べるように難しい)にすれば ,周言を核に必須要素として従属する句のあV)方

を提示する方法であV),その結果としての表示である｡しかし,そのようにして求められた｢文型5の中に9 構文現象

として現われるすべての型が抽出されているとは考えにくいO小論で便 型｣と呼ぶのは,『基本文型の研究』に示さ

れた｢運び文型｣とr結び文型 ｣に現われる要素の一部 (そこでの用語は｢緒叙｣)とを合わせたものであり,｢構文』は｢起

こし文型｣と[結び文型Jに現われるその他の要素とを合わせたものにほぼ相当するO｢文型｣に掬いあげられないまま

放置された要素には,最近の構文論で積極的に論じられるものも多い｡r文型｣に掬われる要素と,そこには適所が見

つからず｢構文｣の中でしか扱えない要素との関係を考えることは,構文論の蓄積を深め,見慣れた領域に新しい照明

をあてることに繋がるはずであるO

英語の五文型から

｢文型｣を振り返る場合やはりそこに戻らざるをえないのは英文法の教科書に見える｢五文型｣である[別の観点か

ら:林 1960.Ch.12】.以下に例文をそえて-覧する (例文は,(Ⅳb);および(Vd)とその類義文(言h)を除いて,

次の著書から名詞句に多少の変更を加えて自由に引用する:bons1968)a

L sv (a)Thestonemoved. (e)Therewasabookonthetable.

(b)Thebrassshines. (i)JohnwasinCentralPark.

(C)Heshavesbeforelunch.(g)ThedemonstrationwasinCentralParkonSunday.

(d)Thebookssoldquickly.(h)shewasstandingthere.

tL svc (a)Sheisbeautif.Jl. (a)ThebookyiraSVal･uable.

(b)Sheisabeautifulgirl.(e)Theb00kbecamevaluable.

(C)Themilkisyam . (i)Theworkwasdone.
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Ⅲ.svo (a)Hemovedthestone. (e)Hewarmsthe汀】ilk.

(b)Heshinesthebrass. (f)HegavethebooktoTom.

(C)Heshayeshimself. (g)王hadabookonthetable.

(d)Theysoldtheb∞ksquickly. (h)Ibuiltahousebythesea.

Ⅳ.svoo (a)HegaveTomtheb00k. (b)Tellmewhatyousee.

V.svoc (a)Hemakesthebrassshine. (C)Ihadtheworkdone.

(b)Hemadethebookvaluable. (d)Isawherstandingthere.

英語の五文型を一覧して気づくことは,定形動詞だけは品詞 t′で表示されるが,文を構成するその他の要素一 名

詞句,形容詞句,動詞の不定形- は,S(主語),a (補語),0(目的語)三つの構文的役割で表示されることであ

る｡表示に役割ではなく品詞を使用すれば,煩雑になりすぎて (例えば,不定詞,動名詞,現在分詞,過去分詞を含

む動詞の不定形群の表示方法など)文型を五つにまとめることはできないO以下に述べるような問題点を指摘するこ

とはできるが,そこに-つの成果を認めないわけにはいかないO

いずれにしても,この表示方法を見ると,それに対して一つの解釈を試みたい気持ちに駆られるOそれは,定形

動詞だけが-貴して品詞で表示されることから,五文型で意図されているのは個々の動詞の性格づけではないか,と

いう解釈であるO例えば, s̀HINE7はⅠとⅢには定形動詞として現われるが,Vには Cという役割のもとに現わ

れる｡同様に, G̀IVE'はⅢとⅣに定形動詞として現われうる- などは,この解釈を支持しているように思われる｡

さらに,一つの同じ動詞が現れる文型間の相違 (ここでの考え方に従えば,-つの動詞の様々な用法)が,S,a,
∂三つの構文的役割だけでなく,その役割が与えられる句 (以下,｢項｣と呼ぶ)の数によっても特徴づけられるこ

とは大切な認識であるoまた,-つの動詞のある用法が項の数によって特徴づけられることと関連して,文型のⅢ,

Ⅳ,Vを見ると分かるように,項の間は階層関係 (あるいは従属関係)によって結ばれているG単純化 した表現を

すれば,定形動詞の後に 0が現われる場合に限り,もう-つ (その左側に)0あるいは (その右側に) Cを従属

させる選択肢が生まれると考えられるからである｡

英語の五文型の表示に蘭わるもう一つの特徴は,副詞句 (以下すべて,前置詞句を含む)にはどの役割も振られ

ず,表示の範囲外に追いやられていることである｡つまり,役割表示される句 (項)には資格があることになる｡ し

かし,英語は主語や目的語などの中心的な役割を動詞との位置関係によって決定するが,そうした言語では見えにく

い問題が日本語にはあるO日本語では,役割を振られる句に英語の前置詞に相当する助詞が付属していて,外見上ほ

とんどが連用修飾句として振る舞うように見える点である｡｢連用修飾句｣とは単純にいえば,｢用言を修飾する句｣つ

まりr用言に従属する句｣のことであり,副詞句と名詞句との区別は日本語ではそれほど自明のものとはいえないC別

の表現をすれば,英語では副詞句と名詞句の区別は比較的はっきりしているように見えるが,副詞句が連用か連体か

は不確定である｡それに対して,日本語では連用と連体の区別は割合はっきりしているが,名詞句と副詞句との間に

は不確定性が高いoLかし,英語でも他動詞/自動詞の区別や再･J尉七名詞などは,名詞句と副詞句との一線が紛れや

すい場所であるo例えば,(Ic)では誰のヒゲを剃るのか,(ⅢC)では｢自分を｣なのかr自分で｣なのかは必ずしも明ら

かとはいえない [Lwons1968,Ch.8]｡つまり,一方で項の有無やその指示対象の異同を巻き込んで,他方で名詞句

と副詞句の間に一線の引けない唆昧さに連なる｡これらは同じコインの裏表と見ていい問題かもしれないが,結果的

には,文型の帰属にはユレが生じることになる【さらに,英語で副詞句が主語になる例については :Sanders1984】｡

ところで,文型は定形動詞以外の要素を役割で表示することとならんで,その表示から副詞句を追いはらうこと

で五つにまとめることが可能になったDしかし,副詞句を表示の範囲外におくことには何も間嶺がないのだろうかも

例えば,(ic-g)から副詞句を除けば,文としての情報的な価値を欠いてしまうことは明らかである｡このことから,

副詞句や名詞句など品詞論的な範晴には優先権を与えない,項の認定方法を捜し求める必要がある｡副詞句は,特に

文型(日で無視できない問題を提示する｡副詞句を項として認めるか否かは,動詞と最も密接な関係にある項の性格

に関わるO例えば,(IDと(Iど)を比較すれば, d̀emonBtration'のように出来事を表わす名詞句が主語として現わ

れる場合,この文型に特有の場所を表わす副詞句だけでなく.その外側に時を表わす副詞句が項として選ばれること

を認めないわけにはいかない [IJyOnS1968,Ch.8]oこのことは,項の間に階層関係があることを示唆 しているだけ

でなく,動詞と密接な関係にある項の性格が文型のあり方を決定する要因として働くことを物語っているD

最後に,英語の五文型に関わる最も重要な点は,表示が単文 (そのうちの平叙文)に照準を合わせて行なわれる

ことである (そして,この扱いが正しいかどうかは保留するとしても,英語で動詞の不定形群が文型表示の対象にな

ることは,これらが単文内の要素であり述部の資格がないことを意味する)｡二つ以上の述部 (定形動詞)が現れる
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文を複文と呼べば,単文と複文の区別は結尾 -文中の述部の数に帰着する｡このように考えればタ(Ⅳb)揺-文中

に定形動詞が二つ現われるので,実際は複文 (主文さま命令文)であるOこれまで述べてきた文型表示に関わる視点を6

順序を変更Lて簡単にまと繰れ吉葉欠の六項星になる｡

瑚 乱 川rJhつ V)建部か &.項の間の階層関係

b唄に7謀る,-f='VI,G･j貨耳等 ピ.項の持つ指示対象の有無と異同

C.項の数 £項の性格

以下一 二の順序で,例示ならびに問題点の指綿を行なうCただし∋鵬 についてはラ他の五項E3の例示がこの間題の

重要性についての傍証となると考え,三三では触れない [詳Lくは 三青山互996;最も墓要な論考ま二宮島1996j,I

何が一つの述部か

以下では,動詞写形容詞,助動詞をあわせて鳩 言｣と呼ぶ ほ本語では,述部を定形動詞として性格づける構文
貴会tyh/育:技商法宴会放げ.積ここ放1けヰ室数､本.Lわl′ヽ1 盈洩T7j-Bだ7''いヒトi='2:/Tl,A- TJ:F:G/ET/･払符/Lrが-J･-1rEWd--.r"d>J-叫ルー……∫/〟,L1､m,-"州.nJJ.L=.かJL,び′い_pノふY′O税WJ!｣桝 JαノりrJVノreLR甥Vjl,Li:聯プていの匂州琵uJ滞jf-JJj､か苛つ台問題であ

るr,rかIJ､てくれる｣のような用言連鎖には,軸 )のように授受動詞には従属する項がない落合とき く蝕 )のように両様

くす璃牢釈ができる場合と∋二通りに分かれるげ グセントの持つ,単語の境界を知ら替る働きについ ては無視 す る )U 撤 )

は招a)のような従属関係にあり昌 3矧 こ示すように蘭 に｣という句をrかく｣に従属する領域から｢くれる｣の 領 域 に 移

動する二･とはできなi,＼Gしかし昌2繊ま通勘塵).Tは うな従属閑孫にあると薦えら那 _姿 この場合は繊 )に示 す よ う に ｢私

に｣を｢くれる｣の領域に移動することができる｡,このような周貰連鎖を分解 しない限りa 文型の記述は 発 に 進 ま な い.｢

摺 鎧_掛忠断 r焼固をかいてくれたE〔沢木耕太郎 『深夜特急 乳当節滞貨磨TL.3望ほ9遠]

bを家臣ま私に地fgiをかいてくれた

掬 乱 〔艦は [[紙に地図をかいて.]くれ二∋た〕

g｡､芋[被は L[地図をがバて_巨組 .:くれコた]

拘 [彼は [私に [親快走かFv､て_葺く紀 √こj

b鳥波を諾 江湖讃那-3ttい 若鳥 私にくれ]TL::i

e.[彼は 江私に 地 図 を か い て コ く れ 〕た]

灘 ノラに見られるもう-一 方 の 従 属 開 幕 怯 撞 功 に 売 した もC3であるrJこれはj:3aJ,に示した齢 に等しいO実際 tl縄 の磯 ｣

同様も秘 匿 ｢私 は協 の か ら だ jOm_,よ -rjな モ j 打 ノCの解釈しか許さない｡これるコニ ｢軌 の£三,lに多義性rjT,あそ項の

性格づけがや従属関係の明 確 化 に 欠 かせないことを示す例であるC

項になるための資格掴 - 必須と随意

ある用言に対して必須要素ならばその句は項だがや随意要素ならば項ではない｡このことはその句を移動あるい

は省略可能かによ.って棚 叶できる [これらの操作を含む判別羽幌の詳細は :戯ユe軸 n且982誹 払.虹 例えば,棒)では

両方の例に用言スルが現れる0時a)と(鋤 の違いは芦r休養｣が前者には現れるが,後者には現れないことであるrJL

かLFく5a)のスルにとって｢休養J'は項だが,｢ゆっくり｣はそう呼べないOこれに対して棒も)のスルにとって項はrゆ

っくり｣であるOこれは(5a)では｢ゆっくDJの移動やぎ略が可能なのに,(5b)では不可能なことから分かるO

(5) a｡温泉でゆっくり休養する.

態.温泉でゆっくりする.

また,(6)のように用言｢ある｣と運用修飾句｢武道館で｣が現れる文の間にもB同様の性格づけがあてはまるO軸 )に

現れるデは格助詞であり,(6b)のように移動も自由であるoLかし,(6C)のように｢武道館で摘ミ強調構文の焦点にな

れば,この項には省略はもちろん移動の自由さえない ((6a)と(6b)は動詞述語文だが,(6C)は名詞述語文である)O

(6) 乱 武道館で次のコンサー トがある.

b｡次のコンサ- 卜が武道館である.

C'次のコンサ- 卜があるのは武道館である｡

つまり,用言rある｣に対して必須要素をマークするこのデは格助詞ではなく助動詞ダの連用形と考えられる [水谷

i95割｡この文型については項の階層関係の観点から再び取りあげるO

項になるための資格(2)- 格と格助詞

不定名詞に付属する格助詞は｢何が先生の愛読者だ 賢｣｢何を泣いているの?｣のように周言の項と呼べない藤倉が

あるも平叙文に現われる場合でも,形式名詞に付属する格助詞に絃注意が必要であるO次にあげる(7畠)の形式名詞ツ

モリが格助詞ガによって周言との間を仲介される句は9(7b)あるいは(冒C)のように,別に主部｢打った観 jが現れるの
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で項とは畔べないO(7d)は格助詞から発達した接続助詞の例であV),これらはすべて文型ではなく構文の要素であるo

(7) a.ホームランを打つつもりが,ファールになった･

b.ホームランを打つつもりが,打った球はプア-ルになった.

C.ホームランを打ったつもりが,打った球はファールになった.

d.ホームランを打つつもりだったが,打った球はファールになった.

つまり,格助詞が項をマークすると見なすのではなく,体言の下位分類に充分な配慮が必要である｡

項の間の階層関係

ある用言の文型を記述する場合は,そこに従属する連用修飾句が項か否かを判別し,その項の数と,用言と各項

の間に格助詞が仲介して作りあげる階層関係に焦点があてられる｡先に階層関係について取りあげる｡(8a)は(8b)に

示すように,｢テーブル｣が用言アルに最も深く従属する項であるO同じ用言アルに同じ体言｢庭｣が従属するのに,(8a)

では二に(9a)ではデでマークされること,(8a)では時を指す修飾句が現われないのに,(9a)では(9b)に示すようにま

さにそれが項であることなどは,｢テーブル｣という具体物と｢パ-ティー｣という出来事の違いに求めるほかないから

である 〔青山 1984;橋本 1993]｡さらに(9a)では｢地震｣などの災害の場合,予定ではなく予言を表わすので,用言

と最も深い関係にある項に文型のあり方を決定する力のあることが分かるQ

(8) a.庭にテ-プルがある.

b.[[庭に [テーブルがあ]]る]

(9) a.あした庭でパーティーがある.

b.[あした [庭で [パーティ-があ]]る]

しかし,このガによって用言に最も深く従属する項がいつもマ-クされる,と-一般化して考えるのは問題である [こ

の点に関連して :仁田1985].前の節であげたのは極騰な例だとしても,項をマークするガの場合でも,最も浅く従

属する例の方が圧倒的に多いからである [青山/岡部他1997.p.39札 したがって,辞書の文型記述ではi組み合わ

せられる格助詞によって作りだされる階層関係は用言ごとに異なることを念頭に置く必要があるC

項の数- 結合価

｢文型｣の存在を疑う人は多いO確かに,長い複文に連体修飾が二重三重に現われ,その中に並列表現が連鎖すれ

ば,文型を見出すことは不可能なことのように思えるcLかし,｢ココガイタイ｣と｢ココニイタイ｣を瞬時に聞きわけ

て｢痛い｣および｢い-たい｣と理解するのは,音形が呼びだす文型情報を参照するからだろうDこのような前提に立っ

て文型に現われる項の数について簡単に触れる｡文型の本体は,用言に従属する項の数と用言とそれぞれの項とを仲

介する格助詞の組み合わせであり,これは結合価とも呼ばれる [日本語-の最も早い適用例は :Rickn eyer1977;

石綿/荻野 198弧 次にあげる(10a)は二項であり(lob)と(10C)は三項だが,同義関係を保ちながらも格助詞の組み

合わせは異なる (本来の従属文法は,構成要素にではなく単語に構文関係の基礎を求めるが,ここでは用言の結合価

に論頓を限る)o

(10) a.警備艇のサーチライ トが あたりを 照らした.

b,督備艇が サーチライトで あたりを 照らした.

C｡警備艇が サーチライ トを あたりに 照らした.

d.当局が 今回の事件を 法に 照らし (て考えること…)

ただし,(iOc)と(且od)のように項の数と格助詞の組み合わせ (つまり結合価)が同じ豚舎でも,両方の項の間に置き

換えができなければ (当然,同義関係は保たれないが)文型を別に認める必要がある [青山 1997;橋本 1993]｡こ

の扱いは,文型が単語の性格によって実体化されるという次の立場を反映させたものである [奥田1960;宮島 1972]｡

指示対象の有無と異同

最後に,同義関係の基礎になる指示対象の問題を取りあげる｡(ll)と(12)は同じ文型の対を取りながらも,そこに

現れる体言の指示には違いがあるOまず,(ll)に現れる｢老人｣はどちらも総称的にも個別的にも解釈できるが,T哀

れ｣は総称的にしか解釈されない｡つまり,(lla)と(llb)には擬似的ではあっても同義関係が成立している｡

(ll) a.彼女は 老人を 哀れに 感じる,

b｡彼女は 老人に 哀れを 感じる.

(12) a,社長は 息子を 秘書に 雇った.

b.社長は 息子に 秘書を 雇った｡
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ところが,(12a)と(12b)の間にはどのような意味でも同義関係は成立しないOというのは,(lea)で個別的に解釈され

るのは｢社長｣とF息子｣の二つに限られるのに対して.(12b)ではそれらに加えて｢秘書｣も個別的に解釈されゥ同義関

係を経緯する条件の一つである指示に違いが見られるからである｡このことから,｢社長｣や｢秘書｣など組織内の役割

を表わす体言と,｢息子｣など親族を表わす体言とを,さらに｢老人｣や｢哀れ｣を,この種の文型を探索してそれを基礎

に分類する端緒が開ける｡

もう一つ,指示の問題で見逃せないのは身体部位であるO骨折を表現する場合,例えば｢あばら骨がおれる｣と｢あ

ばら骨をおる｣の自他両形が存在する (用例をrあばら骨｣にしたのは慣用句の問題を避けるためである)｡自動詞の場

合は,t'呈3a)に示すように｢あばら骨｣の持ち主は｢軌 であり号指示はこの文型内で決定される｡(13b)(1封)

iJ臓 畠.故は あばら骨が おれた. 非意志的/受動者

b.彼は (自分の)あばら骨を おった. 非意志的/受動者 ;意志的/能動者

C.彼は (相手の)あばら骨を おった. 意志的/能動者

ところがJ'&動詞の場合,指示は文型内では決定できない蘭商であV),(13b)と(13C)両用の解釈が可能になる｡｢あ

ばら骨がおれたlと｢あばら骨をおった｣の二つの表現が併存するの揺,(且3a)の自動詞的な用法と(i3C)の他動詞的な

用法の区別を保持するためだと思われるが,そのために(13b)は両義的である (この間題は｢血が流れる｣とF血を流すj

の両形が持つ区別とはまた別種のものである昌戦争で何万人もの若者の血が揺れた｣r血を流して死んでいた｣)Oこ

のことは,最初に述べた｢構文｣とr文型｣の区別が敢然と行なわれる性質のものではな(,構文の間頗 に の吸合は文

脈の流れを背負った文のあり方)が文型の内郭に侵食して現われることを示LでいるGそして,｢文型｣の対象と限界

を明確にしながら｢構貰｣との関係を考えることは子 方では静的な辞書と動的な辞書とfjr)投書粉 鞄を考えることだが

地方では日本語とし､tう個別言語の発展形態を跡づけることにも繋がるはずであるo

謝辞 .1盟8年7月に開催されが 日本語教育連絡会議j(カレル大祭 チェコ)で聴衆したものの教書機 であるD全壊中お世話になれた五十嵐挙紳:氏

にjポLを削 ノあげる｡またナ市内を案内していただいた互-iNana鞄 那emV義民にむこの境を借りて一言お礼を糾 ノあげる次第である｡
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