
日本語 とスロヴェニア語の基礎動詞

-ヴォイスの観点からの対照- 皇盛千春子

i. はじめに

いろいろな事象を吉菜で表現するとき,その事象に参加するモノやヒトなどのどれを主格に据えて表現す

るか､それがヴォイスである｡それは実際の文の中で､名詞句の格の振りあてと､述語句の形態との相関で

成り立っている｡日本語とスロヴェニア語は､系統はまったく違う二つの言語だが､ともに対格型格組織が

基本で､ふつう､無標の文では主格に自動表現の主役､他動表現の場合は行為主が置かれる｡両言語間の違

いは､日本語では格が後置格助詞で表されるのに対し､スロヴェニア語では名詞句の語尾変化 (場合によっ

ては前置詞+語尾変化)と動詞句の主語との性 ･数による-一致で表されることである｡大ざっばに苦って､

ガ格-主格,ヲ格-対格､ニ格-与格,デ格-道具格と言った具合に､事象の参加メンバ-の格表現はかな

りの部分で1対lの対応が見られ,観念的にはそれほどかけ離れた二言語だとは感じられない｡

いろいろな事象を表現する動詞や形容詞は､その他の語崇とともに､外国語教育の初級段階で必ず教える

ことになるが､学習者の誤用を避けるためには､それぞれの途語句の使用に必要なヴォイス関係の情報を適

確に与えるのが望ましい｡スロヴェニア語話者に日本語を教える場合は､主に (1)接辞ラレおよびサセの

正しい意味と用法､ (2)白｡他動詞ペアの導入方法､特に有対自動詞の意味と使い方､さらに (3)非典

型的他動表現における日本語の特徴の提示に工夫が欲しいCと言うのも､日本語とスロヴェニア語を比べて

みると､自動､他動､受け身.使役､などのヴォイスのカテゴリーを受け持つ文法手段のレベルと機能の分

布が違い､またいくつかの基本表現における格の立て方に違いがあるため､十･分な説明や適確な導入がない

場合には､学習者は母語や既習外国語の干渉による誤用に走ることになるからだ｡

本稿では､まず基本的なヴォイス表現の形態を概観して､日本語とスログェニア語の表現手段の差を考え

る｡そのあと､日本語とスロヴェニア語の基礎動詞をヴォイスの観点から比較対照して､日本語教育の場面

ではどんなことに注意してヴォイスを扱えばよいか､どのようなT夫が考えられるかを提示したい｡

2. ヴォイスの形態

ここでは,項の増減と述語句の形態の関係を見るため, .項動詞 (自動詞)表現(a),二項動詞 (他動

詞)能動表現(b)､二項動詞受動表現(C),そして一項､二項それぞれに一一つずつ項の増える使役表現(d.e)と

間接受け身表現((,g)を図式化し､左にu本譜の､右にスロヴェニア語の対応する例文を並べた｡ (3項動詞

のモデルは省略する｡)

a.太郎が立つ｡

b.太郎が旗を立てる｡

C.旗が (太郎によって)立て丘払る｡

也. 太郎に立た生る｡

監 太郎に旗を立て皇塗る｡

仁 太郎に通り道に立たぬる｡

g.太郎に旗を立てムぬる｡
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図における○は参加メンバ- (項)や矢印は動詞句が表す行為が与える影響の方向である｡b

の能動表現､Cの受動表現での◎は､文中で主語に立てられる方の項を示す｡Cの図および例文で

括弧 ( )で括ってあるのは行為主だが､これは､文中に斜格で表されることも.また省略され
ることもあるからである卓角括弧 E コは.それに括られた事象全体にその外側のメンバ-が働

きかける(也,e)または影響を受ける(i,g)ことを表す｡
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まず日本語の7つの例文の動詞句に注目すると､これらのいろいろな事象は､まず自動詞と他動詞のペア

に 三ではa｢立つ｣とb｢立てる｣)で,その他はすべて元になる動詞に接辞 (受け身を表すラレ､また

は使役を表すサセ)のついた派生動詞で表現されるのが分かるod方.スロヴェニア語の例文を見ると､こ

の場合は ｢立つ/立てる｣に相当する自費表現と他動表現捻､SはyL主,po§.iaVi由という､語鰍ま共通だ銑 現代

スログェニア語の辞書では二つの違った語粂見EtHノになっている二つの動詞である｡Cの受け身表現は,他

動詞postavitiの分詞 postiiVljenと無動 eによって表される毒dとeの使役表現に関しては､スロヴェエア語

できまE3養語の接辞のような文法的派牛手段はなく､戸･usi主星日 捜す､そのままにする)ちdoyo量i‡主(許す,許可

する),場合によってはdat壷(やる､与えるh povz戚 ili(ひき起こす,～の原因となる)などの動詞を次

の実際の行為を表す動詞と組み合わせて複合動詞として使役の概念を表しているOまた､間接受け身表敬皇ー

と富澤 は､いわゆる ｢迷惑｣の意味とともに表す第3項は､人称代名詞の与範 に この例では 一人称単数

｢私に｣ m主)が受け持ちち動詞句の静態は轟可転の 旦項また捻 2項表現とまったく変わらない郁

以上､図式と例文でごく簡単にヴォイスの広がりを見た｡E3本譜とス田ヴェニア語との射奥で韓をこ注意を

ひくのは､ラL,か.J､う接辞がちスログ温ニア語では奮ったく違う二T,の構造で表現きれる地勢受数表現rc:a

と間接受け身表現([廟の南新 こ使われていることだるうゆまた､使役には積庵的な働きかけの婁豊かに_,許

軌 麹在などE3意味を表すも@_3屯あると雷われるが､田泰語の接辞サセを見てtJ､るださすではbその意味鉛遠

い･は分からない｡,ス顎ヴ淀-==ア語では､場合をこふ邑滝 で複数ある辞書的意味を増さり動詞のうち53---つを選んで

使うため､意味の韓産経しやすをヽp

使役と間接受け身についての詳しいV考察は次CB機会にゆずるが,払 Llの簡単な対照から態､鎮静ラむ′とせ

せは複数の機能を担っており､例えばス田ヴ淀ニア語ではまった宅異なった複数の羊段に対応するので､田

巻語学習者にはそお腹牽ST}格能を明確に説明する必要がある三と虚言分かる診晩節管捻､豪毒こ上房護持撃かぞ翼

義環の}うち._盈藩 &=多芸関して.V基礎率詞の訴壷で明らか臆なったことを逮4{る¢

3} 基礎譜廉の対照

日本語とス田ヴ蕊芸ア語のそれぞれで､外国語として学ぶ際の基礎動詞約200あまりiを出発点とむ,_bヴ

ォイスの観点からの語負数の都合を訴べた｡

野田(呈99糊 の分塀にしたがって.gヨ本譜でいわゆる田他ペアと諾われる ｢立つ/立てる｣のような対立

を中間的も ｢死ぬ/殺す｣のような請負による対立を語巣的ペアとし､中間的または語鼻的な自他のペアを

もたないものは無対日数詞､無対他動詞としてその動詞鞍を教えた｡また､自他といわれるペアの中にはす

でに述べた自費 lH 項) ･地勢 (2項)の対立e)ような項C)噂減捻ないが交替のあるもの く貸す/橋も3る)

も見られ,それらは別に数えた｡スロヴェニア語の基礎動詞も同じように､ヴォイスの対立のしかたを語嚢

的,中間的,文法的に､また項が増減するのか,交替するのかを見て,それぞれの型に分類される動詞の数

を数えた｡どちらの言語でも､基漣動詞のリストに自他ペアの一方しかなかった場合は,もう山方の劾詞も

リストに加えていった｡最終的な動詞教は､日本語が266,スロヴェニア語が248である｡

スロヴェニア語のヴォイスの大きな特徴とLJて､輔帰辞による他動詞の自動化が挙げられる6前節では､

｢立つ/立てる｣stati/postavitiを例にしてヴォイスの広がりを考えたが､調査の結果を示す表 (次頁)の数

字からも分かるように､スロヴェニア語ではこの例のような中間的自他の対立はごく少なく (今回訴べた基

礎動詞では3組のみ)､それに代わって､自他の対立の大多数を占めるのが文法的増減型ペアである｡スロ

ヴェニア語の場合は単独他動詞に再帰辞seがついて自動詞を派生する｡下の例 ｢開く/開ける｣は日本語

では ｢立つ/立てる｣と同じように中開的自他ペアだが､対応するスロヴェニア語の述語句は､odpret主と

いう単純他動詞と､それに再帰辞がついて派生したodpretiseという自動詞である｡
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a-. ドアが開く｡ O

b-.太郎が ドアを開ける｡ ◎一〇

ヴォイスの対立の型 日本語 スロヴエニア語

語兵的増減型 3組 6組

中間的増減型 62組 2組

文法的増減型 42組

同 形 増 強 型 2組 0

詩 集 的 交 替 型 3組 1組

中 間 的 交 替 型 2軌 0

文 法 的 交 替 型 - 2組

無 対 自 動 詞 56 38
無 対 他 動 詞 651 1∩つtlU｣ー

VrutascくXle-O.

-Tanez幽 vrataB

調査の結束として得られた数字を見ると､日本語の基漣動詞では､ヴォイスの対立のうち譜集的対立 (増

減型､交替型とも)､同形増減型､中間的交替型は例外的に少数で2､対立のほとんどを占めるのが中間的

増減型､すなわち ｢立つ/立てる｣｢開く/開ける｣などのl項動詞と2項動詞のペアをなす自 ･他動詞で

ある｡文法的対立 (文法的増減型､文法的交替型)は､日本語では接辞ラレまたはサセによる派生に当たる

が.この手段は1項 ･2項の対立より,先に見た使役表現や間接受け身表現に使われるものが主流なため､

ここでは考慮に入れなかった｡また､無対動詞を見ると､自動詞が56､他動詞が65で､大体同じぐらいの割

合と見ることができる｡

一方,スロヴェニア語の基港動詞では､同形増減型と中間的交替型は一つもなく,語臭的増減型､中間的

増減型,譜巣的交替型,文法的交替型は少数で,ほとんどの1項 ｡2項の対立を再帰辞seの派生による文

法的増減型が担っているのが分かる｡なお､無対動詞を見ると.自動詞より他動詞の方がかなり多いo

初級学習者の語尭習得という観点から､この調査で得られた数字を棒グラフにすると次頁のようになる｡

両言語とも､左から自動詞の､右からは他動詞の樺を伸ばしてみた｡日本語では､ほぼ中央に自他ペアの対

応の部分が重なっている｡割合を見ると､ここで取り上げた基礎動詞の約半数がこの自他ペアである｡早津

(1989b:250)の報告では､動詞の総数に対する自他対応をなす動詞の数は､調査対象の動詞の総数が多くな

るほどその中に責める自他ペアの割合は低くなるという｡つまり､ ｢より基本的な動詞ほど自他対応をなす

ものが多｣い訳で､日本語に特徴的な自･他動詞の対立は､初級段階の文法事項の重要な部分を占め､適確

な導入法を確立するのは急務だと考えられる｡

一方､スロヴェニア語のほうは､グラフの左から伸びる白砂詞に比べて,右から伸びている他動詞の数の

ほうがかなり多く､その他動詞のうちの約3分の1弱には再帰辞seの付加によって派生した自動詞が対応

している｡スロヴェニア語の再帰辞seは､ここに見るような他動詞の自動化 (項の城少)の他にも､この

調査で2組見られた文法的交替型 (項の交巷)の動詞の対立､さらに相互行為､再帰行為表現､構文レベル

の無人称文など広い範囲に現われるため､文単位でseに遭遇する場合､必ずしも自動詞派生のマ-カ-だ

と理解する訳にはいかない｡スロヴェニア語を外掬語として学習する者の立場から言えば､やたらにどの他

動詞臆もseを付け足して自動詞として使う訳にはいかない､ということになる｡
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員連語基墜勢詞 計266
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金棒的書こ鼠でbス田ヴェニア譜では､畠動詞がかな宅も,h7轟語鉛削泡のような出問的嘩娘墾招ガかイス荻曳

対立がほとんどないことを考えるとち初級日凄語数潜の場面では､このグラフの由動詞と胎教詞が量なって

態ILlる部分､つまり且環 や三蔵養親の意味的対立が見られる部分め挺動詞 をつまり肴鍵田動詞)の内容をきち

に詳しく分析して､教綬法に結び付ける必要があると思われる.

寧捧f互昏87さではb有尉自動詞が表す事象の特徴として､非情物の状鰻の変化を表す尊もめが参れ その変化

の要鏑の主なものは外囲でもそれを葡鰭物の聴きかけと白紙カに分けても＼る｡

72. 明りが消えるO

73.手配が整うg

75.台風で木が倒れも電線が切れるせ くすべて撃捧且987の例｡番号もそのまま¢)

72｢773.は有情物の働きかけによる変化､75.は白熊の力の例である｡か林(ま996)は､ ｢困ったなあ､ドアが

あかないD｣｢ああ,あいた｡｣などの例について､ r日本語では勺行為の結果を表現する場合にはかな哲

人為が加えられていることが分かっていても,相対自費詞が好まれて使われる｣としているO｢外国語とし

て日本語を学習する人にとって相対自動詞によって､行為の結果の状態を表現することが難し｣く､これを

さらに ｢ヴォイス全体のなかで自他動詞を位置づ軌 使い分けられるようになるのは困難｣(小林1996:63)

なのである｡さらに F習得の立場から見ると､自動詞による結果の状態の表現は､(i)…母語の表現形式と

矛盾する(2)他の表現でもその事憩は表現できるという点から学習動機の低いものにな｣っているとある

が､これは､本稿のヴォイスの形態の対照で見たC.の2項受動表現の形が.旗が立つ/立てられる､明りが

消える/消される,手酷が整う/整えられる のように自動詞と競合して使われるという事実があり､さら

にス-｡ヴェニア語の対応を考えると､形の上で対応していると見られるC.の受動形は変化の対象が非情物の

場合の状態表現によく使われるが､自動詞､特に再帰辞によって派生した自動詞は､行為の結果より行為の

過程に焦点を当てるもので､主語が非情物の場合はその変化の原田がどこから果ているか分かりにくいもの

か､そうでない場合は主語が人間 (有情物)である場合に使うほうが普通である｡早津の例の75.に関して

払 スロヴェニア語では変化の原因である自然力 (風､水など)を主語に据える表現があり､何ら不自然で

はない｡
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Vetermujeodneselklobuk.(風が帽子を持って行った｡)-風で相子が飛んだ｡

日本語では､文脈にもよるが､変化の原因となる非情物は斜格 (～で､～のために)で表し､動詞句は自動

表現を好むようである｡

以上見てきたように､日本語には､主体の変化を引き起こす外からの原因が､人間の行為など､かなり特

定できる事象 (つまり他動行為)も､行為の出所を言わずに対象を中心に据えて表現する有対自動詞がある

ことが浮かび上がった｡

4.基本表現における ｢向き速い｣

今回とりあげた基礎動詞を見ていく過程で,何を主語に据えて事象を表現するか､という根本的な部分

で,スロヴェニア語と日本語に正反対の格配分のあるものがいくつか浮かび上がった｡2項動詞のうち､参

加メンバ-の一方がモノ､もう一･方がヒトの場合で､どれも対象に変化を及ぼすような典型的他動行為では

なく､感情 ,思考表現である｡spominiti=思い出させる､skrbeti=心離させる､など､スロヴェニア語では

モノが主格で､ヒトは対格で表されるので.その日本語訳は使役形に当たる｡また､感情や感覚表現には､

スロヴェニア語では動詞を使うが､日本語では形容詞表現のものもいくつかある｡skrbeti=心配だ､

zebsti=寒い､boleti=痛い,などで､これらもスロヴェニア語では､心配の原因や痛さの原因である非情物

が主格で､影響を受けるヒトは対格で表される｡これら､感情 ･思考 ｡感覚表現では､スロヴェニア語では

対格で表現されるヒトが､日本語の表現では主格､または主題としての格配分であることを学習の上で強調

して導入する必要があるだろう｡

5,おわりにかえて

連絡会議における発表では､本稿の内容に対し､いろいろなご意見や挺集をいただいた｡特にスロヴェニ

ア語と同じスラブ語に属するチェコ語話者に日本語を教えていらっしゃるカレル大学の先生方,またチェコ

で翻訳･通訳に携わっている方から､鼻毛なお話をうかがうことができた｡まとめると次の点である｡

i. 日本語を教える場面では､受け身の接辞レル ･ラレルと～テアルの二つがチェコ語の受け身に当たる,

と説明している｡対照にはやはり～テアルも合めての比較論壷が欲しい｡

ii. 日本語で書かれたチェコ譜文法書には､人称代名詞与格の機能がはっきり書かれていないが､ヴォイ

ス､特に間接受け身に関連して､チェコ語またはスラブ語の与格の機能を十分に説明する研究が欲しい｡

iji.チェコ語､スログェニア語などのスラブ語には共通点が多い｡日本語の自他の習得は一般に難しいと

言われるが.スラブ語前者のための自他動詞の導入法というものが編み出されてもいいのではないか｡

また､日本から出席いただいた先生方からは､･一一･番最近のインターネットによる作文教育の報告､日本国

内の日本語教育の環境からの実証報告などが､さまざまなヴォイスの形態の使用の実態を教授法に結び付け

るための参考になるだろうというご助言をいただいた｡

ここにいちいちお名前を記すことができないが､それぞれ示唆に富むお話をして下さった皆さまに､ここ

でお礼申しあげます｡

注記

1. 日本語は下の疫 に共通して現われる計236の動詞を扱った｡

鮎『日本語能力試験出題基準』国粋交流基金i994の4級､3級語嚢にある動詞｡ただし,3級のリス トの

｢漢語+するj (安心する､菓内するなど)と敬詰 (申す､いたすなど)は省いた｡払 『品詞別 ｡レベル
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別1--万話語巣分類集』専門教育出版1991の動詞リス トレベルCのうち,文化庁 3 (譜条擦準表､第一一水準

約三千語)､国研 2 (基蕃語二千)と紀されているものG

スログェニア語では､現在初級段階で最も使われているという次の教科書星こ諾ム呈上に共通して現われる費

詞計207を扱った白ただ し,祷助勢鞄 Tnij招fj=-な汁れぼなら軌 ､-.sme臼=～してもよい)法除いた0

7LMartinaKJiZaj-OrLarUc7FnOSeSlovenHE'n0---1emalSkt'slovarcW Drぬvnazalo皇baS!ovenije,Ljubljanai989の37

-40頁動詞リス ト､鼠 HerminaJugKranjecSLovellSyC7nazalujce写9-m_at転FFLj地主jan盈旦995の225-227責勢討

形感 ilス トと互～ま2課の蕃文鳩 よぴ2さこ出てくる動き乱 を ILde鮎 e地 tEYi画 afiCaM油e呈主e&Gぬ V聯 ,

odkFivajmosioveTLfvCvino1996LjubljanaFFの i-1O課の勅書私

2, ここで語嚢的対立に分類した動詞は増減型が､できる/作る､死ぬ/殺す､する/なる､交替型が勝つ

,/負ける､教える/習 う､専る iあげる/もらう､のそれぞれ 3観であるo蘭 軽増減型は終わるb7pJtら

くの2勢詞､中間的交番型は､貸す/借 りる､見つける/見つかるの 呈魁である¢
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