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『日本語に主語はいらない

百年の誤謬を正す』

金谷武洋
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「基本文」の日英仏比較（１）

…英語や仏語において「人称代名詞」が必要なのは、何よりも「基本構文」のせい

である。基本文と言うと 多くの人が英語の基本五文型というのを思い出すのでは

ないだろうか。久しぶりに受験時代を思い出して、ここに掲げてみよう。基本文型

は以下の五つとなる。文型の後に例文を添えておく。

（あ） S – V ： Peter smiles.

（い） S – V – C ： Mary is happy.

（う） S – V – O ： Mary sees Peter.

（え） S – V – O – O ： Mary gives Peter a flower.

（お） S – V – O – C ： Peter finds Mary intelligent.

次に仏語の方はどうか。英文とほぼ同じ意味の例文を掲げてみよう。上記の（え）

に当たる仏文は「ピーターに」のところが前置詞句となって下のようになるから、

これは不可欠ではない補語とみなして、基本文からはずしておこう。

Pierre donne ces fleursàMarie.



「基本文」の日英仏比較（2）

また、先に述べたように、人称代名詞を使うと仏語では必ず語頭が変わるという

点があって、これが英仏語の大きな違いとなっている。英仏語の並行性を強調す

るため、基本文では意図的に代名詞を避けた。それが以下の四つである。英文（

え）に相当する仏文は除外したから、（け）は英文の（お）に相当する。

（か） S – V ： Pierre sourit.

（き） S – V – C ： Marie est heureuse.

（く） S – V – O ： Marie voit Pierre.

（け） S – V – O – C ： Pierre trouve Marie intélligente.

これら、英仏文での基本文型に共通するのは次の３点である。

（１） 基本文すべてに S （主語）がある。

（２） 基本文すべてに V （動詞）がある。つまり英仏文の基本文はすべて動詞

文である。

（３） 他動詞文はかならず O（目的語）を持つ。英文の（う／え／お）と仏文の

（く／け）。



「基本文」の日英仏比較（３）

さて、ここで特筆したいのは「これらの S と V 、それから他動詞で O がなけれ

ば、非文法文」という事実だ。つまり名詞で新しい情報が導入された後でも、英

仏語などでは、いちいち旧情報を繰り返さなくてはいけない。そして、「その煩

わしさ」を軽減する、せめてもの手段」が代名詞というわけなのである。英仏語

などが代名詞を必要とする 大の理由はまさにこれである。

では、次に日本語の基本文を眺めて英仏語のそれらと比較してみよう。St-Jacques

（1971）も言うように、以下の３通りがそれである。

（さ） 名詞文 ： N-da   ； 赤ん坊だ

（し） 形容詞文 ： Adjective ； 愛らしい

（す） 動詞文 ： Verb ： 泣いた

（さ）には「元気だ」なども含まれる。学校文法では形容動詞、日本語教室では

「ナ形容詞」と呼ばれるものを述語に含む文だが、文法的には名詞文となるにす

ぎない。なお、この「だ」はもちろん「です・でした・だった」なども含んでい

る。



「基本文」の日英仏比較（４）

「基本文」とはそれだけで自立している文、という意味である。（さ）から（す）

までの日本語の例文は、例えば英語ならそれぞれ「She is a baby. She is cute.

She cried.」などと人称代名詞を補って特定されなければ、自立しないが、それは

まったく英語の都合だ。日本語では人称代名詞がなくとも、これらだけで自立文な

のである。…

つまり一番重要なことは、英仏語（など多くの言語）には「人称代名詞がないと正

しい文が作れない」という辛い「お家の事情」があるのに対して、日本語（や朝鮮

語や中国語）にはそんな事情はまったくないことだ。ここで強調しておきたいが、

これは私の意見ではなく事実なのである。…



自立文も意味のすべては分からない。
誤解のないように「意味のすべてを明らかにすることと、文の自立性とは別問題で

ある」ことを、もう一つ別の例を挙げて強調しておきたい。…こんな頼りない（す

）は基本文としてはとても認められない、と言う人が読者の中にもいるかも知れな

い。それなら次の文はいかがだろう。これなら完全な文と認めて下さるだろうか。

田中さんは、昨日そのお店で本を買いました。

確かにこれは「泣いた」などと比べると遥かに情報量が多く、状況がよく分かる文

である。ところがこの文でも「すべての意味はあきらかではなく」、依然として英

語やフランス語には100％の確信を持って訳せないのだ。少なくとも２カ所、問題

がある。

まず、「田中さん」は女性か男性か、女性なら既婚か、未婚か。…

次に「本」だ。田中さんが買ったのは、どうでもいい本なのか、前から欲しいと思

っていた本なのか、そして何冊買ったのか、これら一切の情報がこの文だけからで

は分からない。…

つまり、「基本文の自立性」と「そこに盛られている情報」とは別問題ということ

だ。英語が主語を人称代名詞で明示するのは、そうしないと非文になる、何故なら

主語なしでは動詞が選べないという英仏語の事情のせいにすぎない。…



マルチネの明快な主語の定義

主語をめぐる問題で、何よりも本書でご紹介したいのは、フランスの秀れた（註

：ママ）言語学者アンドレ・マルチネの主語の定義である。…マルチネの主要論

文の一つ『言語学的機能としての主語とバスク語の分析』（1962）をここで引用

してみよう。

主語はあらゆる言語学的事実と同じで、その（具体的）振る舞いにおいての

み定義づけられるものだ。もし命令文、省略文以外で、ある要素が述語と不

可分に現れるなら、それは主語である。この不可分性を持たないものは主語

ではない。それは形（例えば語幹）や文中の位置がどうであれ、他の補語と

同じく一つの補語にすぎない。（訳は金谷）

一行目の「振る舞い」（comportement）の意味は重要である。これは単なる「振

る舞い」ではない。マルチネにとって重要なのは実際の言語行為におけるある名

詞句の構文論上、形態論上の振る舞いである。深層に下りて行って、実証もでき

ず出口もないような演繹的思弁には耽らないのだ。私が括弧付きで（具体的）と

訳し添えたのはそのためである。他にも色々な主語の定義が提唱されているが、

オッカム主義をとる本書ではこのマルチネのものが 良であると思う。…



英仏語における主語の必要性

…日本語の視点から「英仏語などに主語という概念が必要なのは何故か」を問うて

みよう。主語は客観的に観察できる構文的概念である。以下に重要と思われるもの

を四つほど列挙してみよう。マルチネにとっては（あ）が唯一の「主語の条件」で

あるが、特に英仏語の様子を勘案しながら、さらに３点を加えてみる。

（あ） 基本文に不可欠の要素である。

（い） 語順的には、ほとんどの場合、文頭に現れる。

（う） 動詞に人称変化（つまり活用）を起させる。

（え） 一定の格（主格）をもって現れる。

ここで重要なのは、（い）から（え）までの３点を加えるのは（あ）の結論をさら

に強めるためだという点である。反対に、（い）から（え）までの検証結果がどう

であれ、（あ）の結論を覆すことにはならない。この点は極めて重要であるので、

ここに特記しておきたい。そうでなければ、検証リストをさらに長くしていって、

その中で１点でも日本語に該当するものがあれば、主語の存在が正当化できるとい

う、本末転倒の珍事態を生んでしまうからである。



主語の構文的証拠のない日本語（１）

予想通り、上の四つの構文的根拠のうちで日本語にあてはまるものは皆無である。

（あ） 日本語の基本文は主語を含まない。述語一本立てなのである。主語を認

めると、無数の「主語なし文」に「省略」という別な説明を持ち込む必

要があるが、これは多くの場合正しくない。…

「秋刀魚を三枚におろします」に「私たちは」などを加えると、「他の

人たちはそうしませんが」という意味が加わって違う文になってしまう。

「どうして来なかったんですか」という文でも、主語と見られる「あな

たが」をつけると「他の人が来た」という意味が加わってしまう。意味

が変わるとしたら、もはやこれらは「省略」ではないことは明らかだ。…

（い） 日本語では語順にそんな制限はない。とりわけ動詞文における格助詞は

述語である動詞との文法関係を表すので、が格を含めた名詞句の語順の

自由度を支えている。またその一方で語順にある程度の「傾向」が見ら

れるのは事実で、例えば存在文では「机の上に本がある」など「に格・

が格＋ある（いる）」という語順が も自然である。これは明らかに（

い）に反している。



主語の構文的証拠のない日本語（２）

（う） まず誰が見てもはっきりしている英仏語と日本語の大きな違いはこの点

だろう。日本語のみならず、朝鮮語にも中国語にも人称変化という意味

での活用はない。英語では人称変化は（いわゆる「三単現の –S」以外）

は確かに消失の傾向にあり、日本語と英語ばかりを比較しては危険だ。

それでも極めて使用頻度の高い Be 動詞などでは、いまだに英語も≪am

-are-is ≫などを残している。仏語では保守性は英語より高く、…

（え） 学校文法が主語とするものは実は「意味上の主語」であることが多い。

多くは「は」と「が」をそのマーカー（目印）とする例文が挙げられる

のだが、場合によっては「田中さんにこの問題は解けない」の「に」や、

名詞修飾節の「花子さんの学んだ学校」の「の」、団体や組織を問題に

にする「豊島区では、ただいまボランティアを募集してます」の「で」

など、「は」や「が」以外が主語のマーカーとされることもある。つま

り、「主語は主格で現れる」というようなことはとても言えない。



三上章の構文論（１）：主述関係の否定

…三上は、英仏語と日本語では「主語」と呼ばれるものに決定的な違いがあること

を見破って、日本語に主語は不要だ、と喝破した。これが彼の名を不朽のものにし

た「主語無用論」（晩年の表現では「主語抹殺論」）である。

三上は、まず係助詞「は」と、「が」及び同じレベルで扱われるべき「を・に・と

・で」など格助詞とを峻別する。何故なら係助詞と格助詞には、文法的に大きな違

いがあるからだ。格助詞は動詞との文法関係を示すが、係助詞は示さないのである。

まして主語・述語による主述関係というものは日本語にはない、と主張した。三上

は格助詞「が」を他の格助詞と同じレベルに並べるから、が格の名詞句は主語とな

りえず単なる主格補語にすぎない。補語は基本文の不可欠要素ではないから日本語

の基本文は「述語一本立て」だというのが三上の主張である。

…少しだけ言及しておけば、英仏語的な「主述関係」とは明らかに性格を異にする

「題述関係」を「は」の基本的機能と捉えるという点で、三上は松下大三郎や山田

孝雄の考えを踏襲している。いや、係助詞と格助詞と峻別する考えは江戸期の語学

者などにさえ当然のことだった…。（註：本居宣長『詞の玉緒』や冨士谷成章『あ

ゆひ抄』など）



三上章の構文論（２）：ピリオド越えとコンマ越え

三上の本を読んで、主語無用論と並んで目から鱗が落ちる思いがしたのは、「は」

のコンマ越えと、ピリオド越えである。なるほど発想の転換とはこういうことか、

と驚嘆した。すでによく知られているとは思うが、簡単に紹介する。

三上によれば、助詞「は」の働きは節を越えて（コンマ越え）、文さえ越える（

ピリオド越え）ことができる。その点において「は」は「が」以下の格助詞と明

らかにパワーが違うのだ。…

…これまでの「は」を一つの文の境界内に無理矢理押し込んで、格助詞である「

が」と比較してきたのは、その前提に誤りがあったのである。「文法」という用

語自体が、もし「文（の内部の）法（則）」を意味するのだとしたら、「は」は

少なくともこれまでの伝統的な文法を越えた地平に縦横に活躍するスーパー助詞

なのである。「は」の働きは文を飛び越えて、少なくとも段落レベル、談話レベ

ルで考察しなくてはいけないのだ。



三上章の構文論（３）：対比の「は」と否定の「は」
…以上、主題をマークする「は」を説明したが、この「文を越える」働きから、こ

れまで指摘されてきた「対比」や「否定」の「は」もうまく説明できる。

（１）対比

対比とは二つ以上のものを比べることだが、その事自体が「コンマ越え」や「ピリ

オド越え」を想起させるに相応しいものだ。例えば「母は医者ですが、父は教師で

す」という対比の複文では、前の「は」にすでに単文を越えようとする勢いが感じ

られる。だから「父は教師です」と続いて座りがいい。後者の「父は」の方も、前

の文との対比という意味ではやはり単文を越えている。…

（２）否定

…格助詞「を」を使った「豚肉は食べません」は「豚肉を食べる」という事態の可

能性を否定するだけで、この文の外へは出ない。それどころか、三上章的正確さで

言うなら、「を」がかかるのは語幹の「食べ」までである。

それに対して、スーパー助詞「は」の方は「食べません」を越えて、さらに他の文

への勢いをたもつ。それは例えば「他の肉なら食べますが」などという文を予想す

る勢いだ。こういう文が続かない場合は「対比」とは言えない「否定の『は』」と

呼ばれているだけで、明らかに対比と否定はつながっている。「潜在的に肯定文と

対比させた否定文」を表すのが「否定の『は』」なのである。



自動詞／他動詞をめぐる誤解
「を」を取る自動詞

（92j）義経が安宅の関を通った。 （通る／通す）

（93j）夏夫はすぐアパートを出た。 （出る／出す）

（94j）フランス語を春子に教わった。 （教わる／教える）

（95j）秋子からこの荷物を預かった。 （預かる／預ける）

（96j）橋本先生は学校を変わった。 （変わる／変える）

…日本語に即した自他の対立の機能と仕組みがちゃんとあってうまく説明できるの

だ。それは英仏語の文法のような構文的なものではない。したがって格助詞「を」

の有無などとは一切関係ないのである。



自動詞／他動詞をめぐる誤解
受身文が作れる自動詞文

…自動詞文から受身文が作れない、などという定義も英語（や仏語）ならばこそ。

日本語では「どこ吹く風」だ。

朝の３時に冬彦に来られた。

愛の祖母に死なれた。

雨に降られた。

これからも明らかなように、普通は日本語の自動詞文とされる文からは受身文が

問題なく作れる。しかもそれは相当する能動文とは異なった意味（機能）を帯び

た文として成立している。…



自動詞、他動詞、受身、使役が乗る連続線

…自／他動詞の形から意味へと進んでみよう。一体、日本語では自他の対立はど

んな機能を担っているのだろうか。形の上での自他対立がみられない英仏語の文

法では構文論に終始せざるを得ないから、必然的に自／他動詞そのものの意味対

立については多くを語らない。したがって、我々はそれを日本語自体に探ってい

かなくてはならない。…

日本語教室で文法を教える際、自動詞、他動詞、受身、使役らはいずれも重要な

文法項目だが、これらは実は「連続線上の４点」として捉え説明することができ

るのだ。以下、それを説明していく過程で、助動詞や形態素と姿を変えて再使用

（リサイクル）された二つの動詞「する」と「ある」が、この連続線を形態論的

に支えていることを指摘する。…



「受身」と「使役」は連続線の両端（１）

受身 普通形 使役

日本語 食べられる 食べる 食べさせる

英語 be eaten             eat                   make eat

仏語 être mangé manger              faire manger

（表１）

この表から、

（a） 英仏語における本動詞（be, make/etre, faire）の助動詞へのリサイクル

（b） 「受身」と「使役」が共に「普通形」からの派生形であること

の２点は明らかである。（b）は「受身」と「使役」が「普通形」より複雑な形態

をしており、有標的（marked）で一目ある、と言ってもよい。

（b）が日本語について言えるのは瞭然だが、（a）についても、前述のように受身

の「れる・られる」は –(R) ARERU という一つの形態素に収斂でき、その古形は –

(R) ARU だから、これは「有る・生る」などとも書かれる存在の動詞「ある」から

来ていることは、形態論的にも意味論的にも明らかだ。英仏語と日本語の違いは、

日本語の膠着語的性格から、リサイクルされた動詞「ある」が語幹に潜り込んで見

えにくくなっているというだけだ。むしろ子音語幹＋ARU の保存状態は極めて良い。



「受身」と「使役」は連続線の両端（２）

同様に、使役の「せる・させる」も古形は =(S)ASU となり、後半の活用も本動詞

「す」とほぼ並行的だから、こちらもまた本動詞「す」の再利用である。「す」は

現代日本語なら「する」だ。つまり（a）についても、日本語でもその事情は英仏

語と同じなのである。ただし、再利用の様子が英仏語と比べて確かに若干「見えに

くく」なってはいる。それは、分かち書きのために原形を留める英仏語と違い、膠

着語である日本語では動詞が語幹に溶け込んで一体となっているからである。

さらに面白いのは助動詞としてリサイクル（再利用）されるために選ばれた動詞が、

日本語と英仏語でそっくりだ、という点だ。…

使役についても、少なくとも仏語では同じことが言える。この言語にける使役の助

動詞 faire 本動詞「する」である。



スーパー動詞 do

上記の使役表現に関する日、英仏語の比較の表で、日本語では「する」が、仏語

では faire が使われているのを見た。ところが英語ではここで当然予想されよい

do が現れない。その理由は、do が重要でないのではなく、むしろ助動詞として

他の様々な機能を帯びてしまっていて「使役まで手が回らない」からである。角

田太作（1991）の注目した英語動詞 do の重要性は同じインド・ヨーロッパ語族

かつゲルマン語派のドイツ語と比べるとさらに顕著になる。以下にその主たる働

きを箇条書きで述べてみよう。…

（Ⅰ） 疑問文

（Ⅱ） 否定文

（Ⅲ） 他の一般動詞の代表

（Ⅳ） 強調文

これらの例から英語における動詞 do の機能重複はまさに驚くべきものと言わねば

ならないことが理解されよう。角田はこの do の八面六臂の活躍ぶりをもって「万

能助動詞は他の言語に見当らない、珍しいものである」とも「英語はこれらの点で

実に特殊な言語である。決して、人間言語の中で代表的な、標準的言語ではない」

とも述べている。…



動詞「ある」と「する」のリサイクル（１）

自然の勢い ← → 人為的意図的行為

(R)ARE- ・ ARI- ・ SI- (S)ASE-

（１）受身 （２）自動詞 （３）他動詞 （４）使役

（＋自発／可能／尊敬）

（図６）

（92j）義経が安宅の関を通った。 （通る／通す）

（93j）夏夫はすぐアパートを出た。 （出る／出す）

（94j）フランス語を春子に教わった。 （教わる／教える）

（95j）秋子からこの荷物を預かった。 （預かる／預ける）

（96j）橋本先生は学校を変わった。 （変わる／変える）

自動詞の方に ARU- がついているのは後半の三つの文の「教わる（osow-ARU）、

預かる（azuka- ARU）、変わる（kawa- RU）」だ。つまりこれらが有標である



動詞「ある」と「する」のリサイクル（２）

から、他動詞の方は –SU をつける必要はない。つけてもいいし、確かにそうした

例もあるのだが（回る／回す、渡る／渡す）、 小努力の法則からはあまり賢明で

ないと言える。このように、自動詞には「分かる・始まる・止まる・すわる」など、

-ARU で終わっているものが多い。…

もっとも一見 –ARU が見えても、その前の部分が子音一つだけになってしまうよう

な動詞（割る・刈る・去るなど）は自動詞とは限らない。これらは WAR- , KAR-,

SAR- を語幹とすべきものである。

「ドイツ語が分からない」というのは、取りもなおさず「自分にとって意味のある

部分に分かれることなく、ひと塊の無意味な音の流れとして聞こえる」ということ

である。この意味でこそ「分かる」が＜understand＞とはまるで発想が違うことが

理解できるのだ。…自動詞「分かる」と「この子供は聞き分けがいい」の他動詞

「分ける」は意味的に繋がっている。…

一方、先の例で他動詞の方に SU がついているのは 初の二つの「通す（too-SU),

出す（ da-SU）」だ。上と同様に、他動詞がすでに有標であれば、それに対立する

自動詞は –ARU をつけて有標化する必要はない。



自／他動詞の機能対立

今こそ問うてみよう。日本語における自動詞と他動詞の機能の差は何なのか、と。

そこで浮かび上がるのがリサイクルされた動詞の本来の意味だ。自動詞には存在

／出現を示す「ある（有る／在る／生る）」が使われている。…英語の There is,

日本語の「ある」は「人間のコントロールの利かない自然の勢いと状態を表現す

る。…他方、他動詞には「する」の古形である「す」が使われている。ならば、

他動詞は自動詞とは反対に「人間の人為的、意図的な行為」を表すのだ。

忘れてならないのは常にペアとして機能するからこそ自／他動詞だという事実で

ある。その対立からこそ意味が発生する。故に片方が有標であればすでに自他の

対立は明らかで、充分である。



自動詞と受身、他動詞と使役（１）

考えてみると自動詞文「ドイツ語が分かる」と受身文「太郎が殺される（古語で

「殺さる」）」は、意味的にも形態的にも底で繋がっていることが明らかになる。

「分かる」も「殺さる」も共に「動詞の語幹＋ある」であるし、意味も「人間の

コントロールを越えた出来事」なのであるから。ただ、語源的には同じでも、自

動詞には受身のニュアンスが次第に薄れてしまったという状況がある。

一方、形の上で使役と他動詞も良く似ている。ここでは動詞「する」（古形は「す

」）を語幹に組み入れて再利用（リサイクル）した様子が見てとれる。「起こす・

倒す・沸かす・殺す」などの他動詞は明らかに「語幹＋す」である。というよりは

「す」で終わる動詞は他動詞と教えた方が早いであろう。（ただ、その逆は真でな

く、すべての動詞は「す」で終わるとはとは限らない。「開ける・切る・割る」な

ど）。

これらをまとめたのが図６である。ただし、意図的に連用形で表してある。多くの

自動詞、他動詞がこのような、使役、受身をも含めた連続線上にあると言える。線

上には四つの要素が並んでいる。…



自動詞と受身、他動詞と使役（２）

それでは自動詞と受身、そして他動詞と使役の違いは何だろうか。それは自動詞

→受身では、ある人（時には非情物）が「なすことなく手を拱いて」いることを

新情報として表現し、これに鏡像的に、他動詞→使役では新たに「人為的意図的

に」行為する人物（時には非情物）を登場させるところにある。

これは意味の上の違いだが、自動詞→受身、他動詞→使役のそれぞれが形の上か

らも有標化のプロセスであることを指摘しておきたい。連用形（つまり動詞の名

詞形）で一目瞭然だが、図６には、自動詞→受身、他動詞→使役のそれぞれ「I-

→ E-」母音交代が見られる。阪倉篤義（『語構成の研究』角川書店）の言う通

り、五段活用が基本的な動詞の活用であり、下一段活用などは動詞の有標形であ

ったと思われるので、結局、自動詞→受身、他動詞→使役は意味からも形からも

有標化がなされたと結論していいだろう。膠着語でない英仏語などでは、これら

２件の有標化は助動詞の追加をもってなされるから、有標化が一層明瞭になるこ

とも傍証になると思う。



日本語の態を示す連続線

… 図６では故意に連用形を使った。これを含め今後の考察では以下の４点の方

法論的選択を踏まえている。それは、

（あ） （かな書きではなく）訓令式ローマ字で表記する。

（い） （終止形ではなく）連用形を使用する。

（う） 自／他動詞はお互いに形態的対立を持つものに限り、しかも片方が「す」

か「ある」かで有標である場合、それだけで自他はそれぞれ同定される

から、ペアのもう一方は考慮外とする。

（え） 自／他動詞の考察をより広範な態（ヴォイス）の一環として捉える。

である。

…私は江戸の国学者から深い薫陶を得た。特に本居信長の長男、春庭である。彼

の『詞通路』（1828）こそは日本語における自・他動詞を大きく発展させた金字

塔である。動詞の派生形を「自他の詞」という名称で、現代的に言えば態（ヴォイ

ス）の観点から６種類に分類したのは春庭の業績であり、本書の自・他動詞分析の

結果である図６の連続線もまたこうした春庭の研究の遠い末裔である。…



「無標」同士の自／他動詞対立
さて、実を言えば、図６にはまだ他にも改良の余地がある。何故なら、上の連続線

の自動詞と他動詞の間には、再利用された「ある」も「す（る）」も持たない、い

わゆるゼロマーク（無標）の動詞群があるからである。つまり、このグループに限

っては、上に見た我々の方法では自動詞なのか他動詞なのか同定できない。例えば、

連用形で語幹に I- がつくものでも「立ち」なら自動詞だが「焼き」なら他動詞で

ある。語幹に E- がつくものでは「焼け」なら自動詞だが「立て」なら他動詞であ

る。以下にＡとＢの二つのグループに分け、その主な例を挙げてみよう。

連用形 I-自動詞 連用形 E-自動詞

E-他動詞 I-他動詞

立ち／立て 焼き／焼け、切り／切れ

育ち／育て 破り／破れ、割り／割れ

縮み／縮め 折り／折れ、脱ぎ／脱げ

開き／開け 砕き／砕け、ほどき／ほどけ

（Ａグループ） （Ｂグループ）

（表２）

日本語の自／他動詞の体系的理解を阻んできたのは、実はこの動詞群の存在では

なかったか、と私は考えている。



図６の改良（１）

自然の勢い ← → 人為的意図的行為

(R)ARE- ・ ARI- ・ SI- (S)ASE-

（１）受身 （２）自動詞 （３）他動詞 （４）使役

（＋自発／可能／尊敬）

（図６）（註：再掲）

まず初めに、「形からは自他が同定できない」状況を我々は逆手に取る。「再利用

された動詞による自他のマークを持たなければ、自動詞のことも他動詞のこともあ

りうるのは当然だ」と説明できるからだ。つまり図６と矛盾しないばかりか、それ

をかえって強化する要因となるのだ。日本語学習者も納得できる説明だろう。

これらの動詞群を考慮して、連続線は取りあえず次のように修正しよう。まず真ん

中にΦを加えた。これはゼロマークで、これらの動詞の連用形が ARI- も SI- も持

たないことを示している。これで連続線上に並ぶ要素は五つになった。



図６の改良（２）

自然の勢い ← → 人為的意図的行為

(R)ARE- ・ ARI- ・ Φ       ・ SI- ・ (S)ASE-

(1)受/自/可/尊 (2)自動詞 (3)自or他動詞 (4)他動詞 (5)使役

（図７）

さて、この問題を解く鍵はやはり受身／使役も含めた態（ヴォイス）の連続線の

全体像にあると思う。…しかもその違いは連続線上の位置を決めるための目安で

ある「自然か人為か」に関わってくるものである。

Ａグループの動詞の自動詞は「立ち／育ち／縮み／開き」と、内部の「変化・成

長」を意味する動詞群である。これら自動詞が五段動詞で I- を持ち、他動詞の方

は E- を持つ下一段動詞である。

Ｂグループはその逆だ。こちらでは五段動詞で I- を持つのは他動詞で意味的には

外部に対する「破壊性」を強く持った動詞である。「焼き／切り／破り／割り／

折り／砕き」など対象となるものはその形状が変えられる場合が多い。自動詞の

方は E- を持つ下一段動詞である。



図６の改良（３）

自然の勢い ← → 人為的意図的行為

(R)ARE- ・ ARI- ・ Φ      ・ SI- ・ (S)ASE-

(1)受/自/可/尊 (2)自動詞 (3)自or他動詞 (4)他動詞 (5)使役

（図８）

この興味深い事実を今度は連続線上に加えてみるとどうなるだろうか。図７のΦ

のところは二つに分けて、そこにＡグループとＢグループを入れればいいわけだ。

この事実と考え併せたいマッコーレーの言葉がある。有標化は形だけではなく、

意味上の有標化を伴う、というものだ。（“Notes on Clothing Verbs”,1978）。

つまり意味の上からはＡグループの動詞のペアは「立ち／立て」「縮み／縮め」

など、「自然にそうなる」という内部の「変化・成長」、つまり自動詞の方が

「普通・正常」な事態であり、「異常」な事態は、人為的に縮めたり、育てたり

する「意図的行為」と見るべきであろう。これが正しいとしたら、自動詞は I-

を連用形に持つ五段動詞の無標形であることに形の上でも一致している。



図６の改良（４）

なお、先ほどヤコブセンの引用に関して、歴史的な背景を調べる必要があるのは一

部の動詞で十分、とコメントしたが、その一例が「入る／入れる」だろう。連用形

では「 hairi-/ire-」の対立だが、これではその対立が図８に見つからない。ところ

が、歴史的には自動詞の本来の姿が「はいり」ではなく「いり」だったことは入り

口、出入りなどの語彙でもわかる。つまりこの対立は「iri-/irE」となって、歴史的

には(3)のＡグループということになる。

さて、Ｂグループの方はどうだろうか。こちらはＡグループと鏡像的に対峙してい

る。こちらのグループでは「意図的な行為」の他動詞（焼き・切り・割り・壊し）

の方が「普通」で、意味的に無標と言える。自動詞の方が「異常」であろう。それ

と並行して、形の上でも無標なのは五段動詞の他動詞の方なのである。

図８をもって須賀・早津（1995）の呼び掛けた「解明すべき形態的な自他のしく

み」はほぼ完全に解明されたと思われる。そればかりではない。五段動詞が無標、

下一段動詞が有標であるとすれば、図８はなんと４種類の無標／有標関係を含んで

いることになる。すでに見た自動詞／受身、他動詞／使役のそれは英仏語などに照

らしても無標／有標関係は明らかだろう。無標／有標関係を図８に書き加えてみる

と、図９のようになる。楕円内が無標である。有標／無標の対立は四つの長方形で

示されている。



図６の改良（５）

自然の勢い ← → 人為的意図的行為

(R)ARE- ←→ ARI- Ｉ- Ｉ- SI- ←→ (S)ASE-

(1)受身/自/可/尊 (2)自 (3)自 (4)他 (5)他 (6)使役

↑↓  ↑↓

E- E-

Ａグループ →          他 自 ← Ｂグループ

（図９）

煩雑を避けて故意に書き入れていないが、図８や図９にはさらにもう二つの無標／

有標関係がある。(2)自動詞とそれに対立する他動詞、および(5)他動詞とそれに

対立する自動詞の二つだ。とは言え、既述のようにどちらかが自動詞、他動詞と同

定できれば、それだけで対立の条件は満たされるので、もう一方では有標でなくて

もよい。例えば上記の例文の（92j）か（96j）まではすべてこれら二通りの無標／

有標関係のどちらかである。



図６の改良（６）

(1)受身／自発／可能・尊敬との対立では（形態素として）無縁であった (2) 自動

詞だが、SI- を持たない他動詞に対しては（動詞として）有標となる。(5)他動詞

についても同様のことが言える。つまり、(6)使役に対しては（形態素として）無

標だが、ARI- を持たない自動詞に対しては（動詞として）有標になる。同じ(2) 

自動詞が対立する相手によって無標であったり、有標であったりしても驚くには当

らない。ソシュールが言うように、言語における意味は関係の網から相対的に発生

するのである。これらで図９における無標／有標関係は合計六つとなった。

無標／有標関係を別の例で説明するなら「あけ」という動詞も参考になる。これだ

けでは、これが自動詞か他動詞か分らない。「あき／あけ」の対立を持つ「あけ」

ならば他動詞（窓を開ける）だが、「あかし／あけ」ならば自動詞（夜が明ける）

だからだ。和語の語彙である自／他動詞は漢字表記とは没交渉であるのだから、「

あけ」の自他は対立という関係によってのみ同定されるのだ。「あけ」は「あき／

あけ」の対立では I- ／ E- だから有標であるが、「あかし／あけ」の対立では形態

素 SI- を持つ有標「あかし」に対して無標である。



図６の改良（７）

図９において、(1)受身／自発／可能／尊敬の形態素 (R) ARE- は、(2)自動詞

（無標）の形態素 ARI の母音を E に変えて有標化したものである。(6)使役も

(5)他動詞の形態素 SI- の有標化であろう。ここで使役の形態素の SE- 前の母

音 a の問題があるが、恐らくは(1)の (R)ARE- からの類推であろう。(5)他動

詞の SI- の前の母音が一定でないのはもちろんその語源が子音で始まる動詞「

す」（後に「する」）だからだ。

図９の有標／無標官界は四つとも「自然」と「人為」に関したものである。受

身と使役の有標化は、それぞれ「自然」と「人為」という意味の格を保ちなが

ら、されにその意味を強めている。初めは互いに無標同士であると見えた「立

ち／立て」「焼き／焼け」などの自／他動詞も、図９においては(3)自動詞と

(4)他動詞に二分され、これらはリサイクルされた動詞である形態素 ARI- も

SI- も持っていないという意味では無標でも、その内の下一段動詞（E-）の方

は五段動詞（I-）に対して有標であり、やはり対立を見せていることが解明さ

れた。…



下一段動詞の有標化（１）

前述のように、我々の考察は「五段動詞は無標、下一段活用は有標」という仮説

を援用している。通時的な考察から阪倉篤義が日本語動詞の基本形は五段で、下

一段などは派生形としているが、我々の主張にとっては根幹となる作業仮説でも

あるので、ここで音韻論の方からも傍証を引いておきたい。

それは大野晋や松本克己などの「エ音は本来日本語の母音に存在しなかった」と

いう指摘である。E- 音がなければ下一段動詞もありえないことは言うまでもな

い。ここでは大野の記述を主に紹介してみる。

大野（『日本語の文法を考える』岩波新書、1978年）は古代日本語の音韻を分

析して動詞活用の起源にせまる。その基本データは一字一音の万葉仮名で書かれ

た万葉集の 5,14,15,17,18,19,20, 合計 7 巻だ。ここに使用された万葉集の総数

を各音節ごとに集計するためだ。音節の総数は 4万1947 で、それを母音ごとに

並べると表３のようであったと言う。

大野は言う。「エ列音が目立って少なく、ア列音の三分の一もない。それはなぜ

か。よく考えてみる必要がある」



下一段動詞の有標化（２）

ア列音 12,120 28.9％

イ列音 9,633 23.0％

ウ列音 6,415 15.3％

エ列音 3,838 9.1％

オ列音 9,941 23.7％

（表３）

大野はエ列の音節が少ない理由を語彙の分析に求めた。「エ列は甲類も乙類も言

葉のはじめにに出てくることが非常に少ないそれはエ列の音、エ・ケ・セ・テ・

ネ・ヘ・メ・レ・エの音で始まる言葉の古語を求めてみればよく分る。（中略）

しかもその単語の半数以上は漢語である。だから、その漢語を除けばヤマトコト

バの中でエ列に始まるものはきわめて少ない。エ列音の多くな語中・語尾に現れ

るものである」

エ列が語頭でなく語中・語尾に現れるのは何故か。大野は万葉仮名の分析から、

エ音が母音の連続から合成されてできたのだ、と説明する。エ音は万葉仮名に甲

乙の２種があるから、まずエ音甲類 (e)から見よう。大野によればこれは i と a 



下一段動詞の有標化（３）

の合成から生まれたものだ。その好例が完了の助動詞と呼ばれる「り」の場合だ

が、これも実は「かな書き分析」が故の非科学的命名で、本来は動詞の連用形に

「あり」がついたものである。

四段動詞の「咲く」は連用形 saki-ari の母音融合で sakeri 「咲けり」となった。

同様に「逢へり」の「へ」のエ音もまた「逢ひ＋あり」afi-ari → aferi の転であ

る。金田一京助（1940）が指摘した『日本語は、母音の重出をきらう傾向があっ

て、純粋な日本語には、もともと一語内に母音の二つ続くことがなかった。記・紀

・万葉を通じて、そういう単語が一つもない。これが日本語の上に非常にハッキリ

した特色である」という音韻的事実がこのエ音母音融合起源説の有力な傍証となろ

う。

さて、我々に関心があるのは下二段活用連用形の「エ」音だ。古語の下二段動詞が

現代日本語の下一段であることは言うまでもない。大野によれ下二段活用連用形の

「エ」音は万葉仮名で常に乙類 (e) で表記されている。大野はこのエ音乙類を先

に見た甲類とは逆の順の「 a と i の合成である」と指摘する。



下一段動詞の有標化（４）

「 a と i の合成」からできた乙類 (ë)の他の例では「嘆（なげ）き」がある。これ

は「長息（ながいき）」つまり長い（溜め）息が語源だった。naga-iki → naｇëki

である。ちなみに a と i の連続からエ音が合成されるというのはフランス語にも

例が豊富で、例えば「家」の maison はメゾンと発音する。これも本来は表記通り

に母音を続けて発音していたことの名残だ。

金田一京助（1940）にも大野と同じ主張が見られるが、金田一はエ音を甲類や乙

類に分けていない。…

松本克己（1976）も「エ列音（中略）は本来日本語には存在しなかった音で、お

そらく文献時代からそれほど遠くない時期に、主として a-i および i-a という母音

連続形の融合によって発生したものである」と万葉仮名の甲類乙類には拘泥してい

ない。

ここまで来れば、日本語には本来母音のエはなかったという事実は認めざるを得な

いと思う。果たして大野は「史前日本語で基本的に失われた母音は a・i・u・öと

いう四つであった」と結論する。松本は「a-i-u」の３母音であった可能性まで示

唆している。



有標化の「物的証拠」（１）

さて、これら音韻論からの傍証で、図９における連用形にエ列を持つ下一段動詞

の有標性は動かぬものとなったと思える。例えば(3)自動詞の「立ち」と、これ

に対立する他動詞「立て」を例に取ろう。（(4)他動詞でも、自／他が入れ替わ

るだけで仕組はみは(3)と同様だ）。「立ち」と「立て」は子音語幹の tat- を共

通に持ち、無標は -i が、有標は –i+a （もしくは –a+i ）の融合の結果発生した

–e がつく。無標にはすでに –i があるが、有標形はそこに –a を挿入したとみら

れる。歴史的には、この「母音 a の挿入こそが本書の同定した、有標化の形態的

「物的証拠」に他ならない。五段動詞は同じ語幹を共有する下一段動詞と無標・

有標の関係にあることの裏付けが取れたと思う。

ちなみに、I- と E- の音韻対立からは後者に可能の形態素も生まれることも付け

加えておこう。自動詞「立ち」に対する「立て」には、他動詞「腹を立てる」と

可能動詞「この赤ちゃんはもう立てる」の二つの意味がある。同じ形で意味が分

離するだけだ。ここからも、有標化を担う E- は「普通ではない」という意味以

外は持たないことが分かる。それは(3)自動詞と(4)他動詞をそれぞれ「普通では

ない」とだけ有標化する E- の傍証となるものだ。…



有標化の「物的証拠」（２）

誤解を生じぬようにここで強調するが、(2)自動詞と(1)受身、及び(5)他動詞と

(6)使役の間の無標・有標関係は、今見た(3)自動詞の場合とは事情が多少異なっ

ている。前者は無標・有標関係には違いないが、(3)自動詞や(4)他動詞のように、

同じ語幹を共有する動詞間の無標・有標関係ではないからだ。例えば(1)受身の

「飲まれ」の nom-ARE と(2)自動詞の「止まり」の tom-ARI における ARE- と

ARI-のように、（リサイクルされた動詞起源の）形態素同士の無標・有標関係な

のである。これと同様に(5)他動詞と(6)使役では「倒し」tao-SI と「飲ませ」

nom-aSE などにやはり五段・下一段の無標・有標関係がある。(S)ASE- の SE の

母音に a が選ばれたのは、前に述べた通り、鏡像関係にある受身の (R)ARE-から

の類するであろう。…



註：自動詞と他動詞
「アル」の勢い ← →「スル」の勢い

(R)ARE- ARI- ε SI- (S)ASE-

（１）受身 （２）自動詞 （３）自動詞・他動詞 （４）他動詞 （５）使役

（＋自発／可能／尊敬）

Aグループ Bグループ

連用形 I-自動詞 五段活用 連用形 E-自動詞 下一段活用

E-他動詞 下一段活用 I-他動詞 五段活用

自 他 他 自

立ち／立て（立つ；無標／立てる；有標） 焼き／焼け（焼く；無標／焼ける；有標）

育ち／育て（育つ／育てる） 切り／切れ（切る／切れる）

縮み／縮め（縮む／縮める） 破り／破れ（破る／破れる）

開き／開け（開く／開ける） 割り／割れ（割る／割れる）

入り／入れ（入る/入れる） 脱ぎ／脱げ（脱ぐ／脱げる）

自然な変化・成長を含意 折り／折れ（折る／折れる）

解き／解け（解く／解ける）

砕き／砕け（砕く／砕ける）

意図的破壊的行為を含意



註：自動詞と他動詞の構図

この自動詞／他動詞の区別はさらに、「受身」（「自発」／「可能」／「尊敬」）と

「使役」まで体系的・統一的に説明できるようになる。

「アル」の勢い ← →「スル」の勢い

(R)ARE- ←→ ARI- Ｉ- Ｉ- SI- ←→ (S)ASE-

（１）受身 （２）自 （３）自 （４）他 （５）他 （６）使役

（＋自発／可能／尊敬）

↑↓  ↑↓

E- E-

他 自

Ａグループ →         ← Ｂグループ

有標・無標の対立は、４つの長方形で示される。

点線の楕円のなかが無標である。
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註：連用と修飾の区別；三上章

連用： 早ク髪ヲ刈ッテクレ 「早イ刈リ方」を修飾 形式上の係り方

修飾： 髪ヲ短ク刈ッテクレ 「短イ髪」を修飾 内容上の係り方

参考： 富士山ニ二度登ッタ

本ｦ一冊書クノハ大変ナ労働ダ

補語と修飾語を分離するために疑問詞を使う。

無格： ドレ、ダレ、ドナタ、ナニ、ドコ、ドチラ

連用： ドウ、ドウシテ、ナゼ、イツ、イクツ、イクラ

連体： ドノ、ドンナ

連用補語 ：前提とする疑問詞が連用の疑問詞ではありえないもの

したがって、無格疑問詞＋助詞を前提とせざるをえないもの

連用修飾語：連用疑問詞「ドウ」を前提とすることができるもの

山ノ芋ガ鰻ニナル 右ニ曲ル 左ニ傾ク 花ガ雪ト散ッテイル

デアルの デ

ニ（またはト）ナル、スルの ニ（またはト）

の３つはいくらかの陳述性を備えている。
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註：伝統的な活用解釈（１）；WIKI

伝統的な文法論（橋本進吉らの学校文法）でいう活用とは、音声的な形態の違

い、つまり付属する助動詞や助詞の違いに対応する語感の母音の変化によって

述語を分類している。

例えば、動詞五段動詞の「書く」であれば、「書か（ない）」「書き（ます）」

「書く」「書く（こと）「書け（ば）」「書け」のように母音がa, i, u, eと変化

する。…

伝統的な活用表は形態素の連接による語形変化をそのまま反映しているのでは

なく、終止形・命令形のようにそれだけで意味を持つ単位であるものと、未然

形や仮定形のように「ない(ぬ)」や「ば」を伴って初めて一定の意味をもつも

のが混在している。

これは、現行の活用表が国学以来の伝統にのっとってかな単位で用言を分析し

ていることと、ゼロ形態を想定していないことによる。音素表記によって日本

語の動詞を形態素分析してみると、例えば「書く」「着る」「書かないで」「

着ないで」「書かれる」「着られる」などは、それぞれ「kak-u」「ki-(r)-u」

「kak-(a)-naide」「ki-naide」「kak-are-(r)-u」「ki-(r)-are-(r)-u」のよ

うに分析できる。
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註：伝統的な活用解釈（２）；WIKI

この分析から、「kak-（書k-）」「ki-（着-）」という語幹と、「-u（終止・

連体形）」「-naide（-ないで）」といった語尾、そして派生語幹をつくる接

辞である「-are-（れる、られる）」などの形態素を認定できる。語尾「-u」

が「着-」に連接するときに「kiru」という形態をとることや、「-naide」が

「書k-」と連接すると「kakanaide」となることは、母音連続・子音連続を解消

するために /r/ や /a/が挿入されたものと考えられ、それぞれの形態素は一貫

して同じ形態で記述できる。

このように考えると、日本語の活用とは、語幹／派生接辞／語尾といった形態

素が膠着的に連接していき、結果生じた母音連続や子音連続を解消するために

子音や母音が挿入される過程であるといえる。
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註：活用の変化形；三上章

変化形 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

強変化 弱変化 中変化

五段活用 一段活用 三段活用

カ変の来ルとサ変のスル

語幹 ik- mi- me- s- k-

定言法 行ク 見ル スル

ム

概言法 行コウ 見ヨウ シヨウ

｜

命令法 行ケ 見ロ シロ

ド

仮定法 行ケバ 見レバ スレバ
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註：活用表；三上章

語幹 中立形 自立形 条件形 概言形 命令形

ik 行キ 行ク 行ケバ 行コウ 行ケ

itt 行ッテ 行ッタ 行ッタラ 行ッタロウ

行ッタリ

中立形は固有のムードもテンスももたない。後続の動詞のムードなどによって

逆応する。助詞をつけることもある。「行キナガラ」「行ッテハ」「行ッテモ」

語幹用法として、「…スル」「仲直リスル」「ガッカリスル」「説明スル」

自立形の３つの用法：終止、連体、インフィニチブ

条件法は係り専門で、あとに助詞などをつけない。一形一法。

概言法はほとんど終止法専門、まれに連体としも使われる。一形一法。

命令法は終止だけに使われる。一形一法。
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註：各活用形の用法；三上章

A） 文の途中に使われる

a) 固有のムードをもたない。

語幹用法

中立法

b) 一定のムードを示す。

中立法 ＋

条件法

連体法 ＋ 名詞 ＋

終止法（命令形以外）＋ 接続助詞

B） 文の終止に使われる。

終止法（自立形、概言形、命令形）

インフィニチヴ ＋ ka（疑問文）
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註：形容詞の活用形；三上章

語幹 連用 連体 終止 中止

美シ 美シク 美シイ 美シイ 美シクテ

静カ 静カニ 静カナ 静カダ 静カデ



註：英文法に誑かされた自動詞・他動詞；金谷武洋

１．英文法に引きずられた解釈

他動詞： 対格「ヲ」を要求するもの

自動詞： 対格「ヲ」を要求しないもの

仕方がなく例外をたてて、運動に関する対格をとるものは自動詞とした。

通過 空ヲ飛ブ。道ヲ行ク。

分離 家ヲ出ル。席ヲ立ツ。

日本語の自動詞には受け身が成立する。（能動主格の無断交替はいけない。）

ミズカラでなく、オノズカラソウナルという意味で自動詞を使う場合が多い

というのは意識されてきた。

２．その修正：金谷武洋の解釈

日本語では、自動詞と他動詞の区別は、構文的にはできない。日本語では、

自動詞と他動詞は語彙として対立している。対立のない「食べる」や「飲む

」は他動詞ではない。日本語の自動詞・他動詞は、受け身・使役までも巻き

込む連続体の一部として捉えるべきものである。その連続体は

「自然（おのずから然る）」から「人為（人が為す）」

に渡っている。



註：自動詞の定義；金谷武洋
学校文法では、他動詞を「ヲ」を必要とする動詞、自動詞をその他のように位置づける。で

は、次をどう説明するか？

「子供ヲ二人授かる」 （自動詞：「授かる」／他動詞：「授ける」）

「英語ヲジョンに教わる」 （自動詞：「教わる」／他動詞：「教える」）

「車が角ヲ回る」 （自動詞：「回る」 ／他動詞：「回す」）

「太郎は会社ヲ変わった」 （自動詞：「変わる」／他動詞：「変える」）

（１）日本語では、自動詞と他動詞は形が違う。同じ語幹を共有し、形の上で対立するペア

が自動詞／他動詞である。

（２）自動詞は、人間の力の及ばない自然な勢いを表す。他動詞は、意図的な行為を表す。

（３）語幹が子音ひとつ（：三段活用；スル・クル）でない場合、対立する自／他動詞のペ

アのうち、

-ARU で終わるものがあれば、それが自動詞である。

-SU で終わるものがあれば、他動詞である。

これはそれぞれ動詞「アル」と「スル」が付加したものであり、（１）の定義と意味

的にも一致する。

回る／回す 通る／通す 渡る／渡す なる／なす

（４）-ARU も –SURU も両方とも付かない動詞がペアとなるときは、I/E の対立で説明する。

立つ／立てる 育つ／育てる 焼く／焼ける 割る／割れる
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『英語にも主語はなかった

日本語文法から言語千年史へ』

金谷武洋



目次

序章 上昇気流に乗った英語

第１章 「神の視点」と「虫の視点」

第２章 アメリカよどこへ行く

第３章 英語を遡る

第４章 日本語文法から世界を見る

第５章 近の主語必要論



「ある」日本語と「(主語が～)する」英語

（所有） have money.        お金 ある。

（所有） have a son. 息子 いる。

（欲求） want this house. この家 欲しい。

（欲求） want to see this. これ 見たい。

（理解） I understand Chinese. 中国語 が 分る。

（必要） need time.                          時間 要る。

（知覚） see Mt. Fuji. 富士山 見える。

（知覚） hear a voice. 声 聞える。

（好き） this city. この街 好きだ。

（嫌い） hate cigarettes. 煙草 大嫌いだ。

註：類型言語学的な比較をする場合、基本文や基本語彙（右側）を比較する。

見る： visible → see

聞く： audible → hear

日英比較の場合なら、ノーマン・コンクエスト以降、半分前後を占めるに

至った仏語（ラテン語）系の語彙はふつう使わない。



英語史の時代区分

古英語（Old English） 700-1000年

中英語（Middle English） 1100-1500年

近代英語（Modern English） 1500-1900年

現代英語（Present-day English） 1900年-

（表５）

…英語の歴史は大きく上の四つに区分されるが（表５）、その 初の境界線が、こ

の衝撃的な1066年の「ノルマンの征服」である。これを境に、それ以前は古英語、

それ以降は中英語と呼ばれる。ここでは、『スタンダード英語語源辞典』巻末の時

代区分にならった。近代英語はいわゆる英国ルネッサンス以降で、ヘンリー８世（

在位：1509-1547）を皮切りにエリザベス１世統治下（1558-1603）でチュー

ダー王朝の絶対王政が確立したイギリスの第一期黄金時代である。つまり古英語と

中英語では、その背景となった時代の国力に雲泥の差がある。20世紀以降の英語を

特に現代英語と呼ぶが、本書では現代英語の考察は不要なので行わない。…



古英語には主語がなかった（１）

…結論から先に言えば、古英語には主語がない。「ノルマンの征服」の後の中英語

としては、「英詩の父」と言われるチョーサーの『カンタベリー物語』が有名だが、

これはかなり現代英語に近く、スペルさえ慣れると我々でもかなり読める。当時の

政治状況を反映してフランス語からの語彙がかなり多いが、それでも大半が現代英

語まで残されたのだからあまり違和感がない。ちなみに、現代英語のおよそ半分は

フランス語から入ったものだ。この点、日本語における漢語に似ている。

一方、古英語の方は全然分らない。代表的な文献としてよく挙げられる８世紀前半

の『ベオウルフ（Beowulf）』を見てもお手上げだ。英語がかなり読める人でも、ま

るで読めないだろう。『英文法を撫でる』における渡部昇一の洒落た表現を拝借す

れば、「チョーサーは霞の中、ベオウルフは濃霧の中」という状況である。…

ここでは、 J. スミスの『Essentials of Early English』を参考にしつつ簡単な古英語

の文を見てみよう。これだけで古英語に主語がなかったことの論証として充分であ

ると思う。現代英語訳と単語の意味を日本語で添えておく。



古英語には主語がなかった（２）

（２７） Se fläford Þone cnapan bindeÞ.

The lord        the servant            binds.

主人が 召使を 縛る。

さて、「主人が召使を縛る」という意味の古英語は、現代英語（および中英語）と

どこが違うだろう。一番大きな違いは、このままの順では現代英語として正しい文

にならないことだ。一方、古英語の方は（よく現われる語順の傾向はあったが）語

順は基本的に自由で、SVO, SOV, OVS, OSV, VSO, VOS のどれでも意味は同じだった。

それが中英語以降は語順が固定されて行く。かくして、この文のように他動詞であ

れば、現代英語ではただ一つ。SVO の「The lord binds the servant.」でなければい

けない。

幸いなことに他動詞文の語順については統計がある。中尾俊夫の前掲書によれば、

現代英語の SVO 語順は、近代英語を代表するシｴークスピア（1564-1616）で

90％以上、中英語の代表チョーサー（1340頃-1400）では84％だが、古英語の

アルフレッド大王（849?-899）ではついに50％を割って40％まで下落するので

ある。…



動詞の活用とは何か（１）

…「bindeÞ」の語尾「-eÞ」は、３人称単数の活用語尾である。現代英語であれば、

binds と「３単現の –s 」がつくところだ。「それなら、語順はともかくとして、

Se fläford が主語なのではないかと思われるであろう。それが違うのである。…

ヨーロッパで主に発展した比較言語学がすでに明らかにした事実のひとつに、「時

代を遡って も古い文献の印欧語を観察すると、動詞も名詞も形が不変だった」と

いうことがある。…A. マニエ教授〈ベルギ^－人）の『機能主義言語学と古典ギリ

シャ語』によれば、「古い印欧語の動詞は人称の区別も明らかでなかった。単に裸

の語があるばかりだった」とある。…

つまり、行為者は文脈によって理解されたのだ。この段階では古い印欧語は、日本

語同様、動詞活用というものを知らなかったことになる。主語などあるはずがない。

また曲用と呼ばれる名詞の語尾変化もなかった。「愛」が名詞の「愛」にも動詞の

「愛する」にもなる中国語のようなものだったのである。

マニエはこれを印欧語第一期と呼ぶ。マニエによれば、これに続く第二期で人称語

尾、つまり活用が発生する。大切なくだりなので、ここも引用和訳してみよう。



動詞の活用とは何か（２）

第二期の印欧諸語は、これに続いて名詞や動詞を語尾変化させるようになっ

た。かくして初めて屈折語となったのである。屈折のための活用語尾として、

語幹に -m, -s, -t, -nt などが付加された。

後の、語幹に付加される語尾のうち、特に 初の二つ「 -m, -s」を覚えておい

てほしい。この少し先で、この２つの子音が重要な役割を演じるからだ。第一、

単数に限って言えば、比較言語学者のパンヴェニストがすでに「対話する１人称、

２人称」と「対話に参加しない３人称」の間に断絶があることを論証している。

…さて、マニエの言う印欧語第二期とは、我々の手の届くラテン語、古典ギリシ

ャ語、サンスクリット語などの世界である。活用（人称と数による動詞変化）と

曲用（文法関係を示す名詞変化）とがこの時代においては見事に体系をもって完

備している。…

特に動詞の人称変化を失ったのはスカンジナビア諸語と英語である。英語では動詞

活用と言っても、先ほどの「３単現の s 」しか残っていない。しかし、古英語にお

いては、例えば規則動詞の「lufian」（現代英語の to love）でも、少なくとも単数

では次のように１，２，３すべての人称で活用形が揃っていた。「lufi(g)e/lufast/

lufaÞ」。



古英語から中英語へ（１）

第二期から第三期が、英語の場合は先に見た古英語から中英語への移行にあたる。

ノルマンの征服を境とした変化だ。中英語に至って「主語のための指定席が用意

された」のである。それと並行して、活用や曲用の語尾が次第に消えていく。そ

して現代英語に至っては、活用では「３単現 s 」のみ、曲用は人称代名詞（例え

ば I/me, he/him など）のみを残して、普通名詞は消滅では消滅する。語形変化と

いう点でまるで英語は第一期の「裸の語」しかなかった時代に舞い戻ったかの感

がある。しかし、第一期との大きな違いがある。それが「義務化された主語」の

出現なのだ。

ここで３つの時期を表６にまとめてみよう。

動詞の活用語尾 不可欠主語 英語

第一期 なし なし ゲルマン古語（？）

第二期 あり なし 古英語

第三期 消失へ向かう あり 中英語

（表６）



古英語から中英語へ（２）



スペイン語の事情



行為者表現へのシフト



65

『現代日本語文典 21紀の文法』

小泉 保



目次

第１章 日本語の音声

第２章 日本語の音素

第３者 日本語の形態

第４章 日本語の統語

第５章 日本語の意味と語用

練習問題の解答

参考文献



註：結合価文法の効用（１）
『日本語の格と文型』小泉 保

…ある出来事や状態を伝えるのに、言語表現を用いるのが普通である。言語表現は

文という単位で組み立てられている。文を形成するためには、まず文の中核となす

述語を選定しなければならない。述語は、動詞のみならず、形容詞や名詞を述語と

して使うことも可能である。

述語が決定されると 、その述語がもっているいくつかの文型の中から、その状況で

表現するのに も適切な文型が選び出される。この文型に必要な行為項をはめこめ

ば、基本的な文が形成されることになる。これに状況項や修飾語が付加されれば、

文が完成する。

すなわち、次のような手順で文が作り出される。

述語の選定 → 文型の選定 → 行為項の挿入 → 状況項と修飾語の付加

したがって、変形文法の主張するように、基底文から変形によって、表層文が導き

だされるのではない。受動文や使役文にもそれぞれの文型がある。この文型に行為

項が納まり、状況項や修飾語句が添加されて、まとまりのある受動文や使役文も成

立する、…



註：結合価文法の効用（２）
『日本語の格と文型』小泉 保

文の中心が述語であり、それぞれの述語が複数の文型に用いられるので、辞書は

こうした文型を文法情報として提示し、これに適した文例を用意することが望ま

しい。述語は動詞に限らず、形容詞や名容詞それに名詞も述語として働くことに

留意しなければならない。こうした述語と文型を取り入れることにより、日本語

辞典は実用的な威力を発揮することになる。なお、同じ語形の語において、相互

を区別するのは意味ではなく、文型による。

「解決ヲ図る、時計ヲ計る、長さヲ測る、重さヲ量る、暗殺ヲ謀る」の「図る、

計る、測る、量る、謀る」はいずれも「～ヲ」の文型をとる「はかる」であり、

「議案ヲ会議に諮る」の「諮る」は文型「～ヲ～ニ…」をとる「はかる」である。

また、日本語教育においても、こうした文型に基づけば、段階的に日本語の運用

力を高めることが容易になるし、学習者も文型を通して表現力を豊かにすること

ができる。いままでのように、「～ハ～ガ」の文型についても、無駄な論争に明

け暮れすることなくすなおにこの文型がいかに重宝されているかを認め、その表

現力の柔軟さを理解していただきたい。…



３．１ 語形変化を行なう語
動詞の語形変化（１）

語形が変化する語は、動詞と形容詞、および準動詞である。準動詞は名詞と名容詞

に付加されて、これらを述語化する働きをもっている。「名容詞」は形容動詞の改

称で、「名詞的形容詞」を意味する。（註：寺村秀夫の命名）

１）動詞語形変化の方式

動詞は文法的カテゴリーによって変化する。文法的カテゴリーとしては、数、人称、

文法性、時制、相、および対極性などがある。日本語は対極性と時制によって変化

し、数、人称、文法性で変化することはない。対極性とは肯定と否定の対立を意味

する。日本語は動詞と形容詞において、「非過去」と「過去」による時制の対立を

もっている。

動詞「書く」の非過去形は「カク」：過去形は「カイタ」

これらは肯定系であるが、否定形では次のようになる。

「書く」の否定形では、非過去形は「カカナイ」で過去形は「カカナカッタ」

である。



動詞の語形変化（２）
上の否定形における否定の要素は「ナイ」と「ナカッタ」である。これはまさしく

形容詞「ない」の非過去形と過去形に相当する。すなわち、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るのである。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色

である。だから、日本語の動詞は時制と対極性で変化していることになる。

また、時制としては、過去と非過去の２種が認められる。「カイタ」は過去形であ

るが、「カク」は現在を意味するわけではないので、非過去として扱うことにした。

基本的には、対極性と時制から次のような語形変化の枠組みが立てられる。括弧内

は丁寧形を示している。なお、動詞の語形変化は、次の五つに分けられる。

(a)直説法 (b)条件法 (c)命令法 (d)意向法 (e)推量法

…言語はある事柄を相手に伝える音声的手段である。伝達内容を事実として伝える

のが直説法であり、相手にある事を行うように働きかけるのが命令法、ある事柄を

条件として提示するのが条件法、ある事柄を話者の意向とし伝えるおが意向法、さ

らにある事柄を話者の推量として話せば推量法となる。



動詞の語形変化（３）

非過去 カク（カキマス）

肯定法

過去 カイタ（カキマシタ）

(a) 直接法

非過去 カカナイ（カキマセン）

否定形

過去 カカナカッタ（カキマセンデシタ）

非過去 カケバ（オカキニナレバ）

肯定形

過去 カイタラ（オカキニナッタラ）

(b) 条件法

非過去 カカナケレバ（オカキニナラナケレバ）

否定形

過去 カカナカッタラ（オカキニナラナカッタラ）



動詞の語形変化（４）

肯定形 カケ（カキナサイ）

(c) 命令法

否定形 カクナ（カイテハ イケマセン）

肯定形 カコー（カキマショー）

(d)意向法

否定形 カクマイ（カキマスマイ）

非過去 カクダロー（カクデショー）

肯定形

過去 カイタ（ダ）ロー（カイタデショー）

(e)推量法

非過去 カカナイダロー（カカナイデショー）

否定形

過去 カカナカッタ（ダ）ロー

（カカナカッタデショー）



従来の活用法

従来の動詞の活用では次のような変化が認められてきた。

未然形 連用形 終止形 連体形 仮定(已然)形 命令形

「書く」 カカ カキ カク カク カケ カケ

→ 否定形 副詞形 述語形 形容詞形 条件形 命令形

この変化方式は、語幹末の母音が「-カ、-キ、-ク、-ク、-ケ、-ケ」と変化する

ので、「カキクケ」４段活用と呼ばれてきた。しかし、こうした語幹末母音配列方

式による活用では、連用形の「カキ」から、そのままでは過去形の「カイタ」を導

き出すことはできない。そもそも未然形の意味がよく分らないし、「カカナイ」は

否定形としたほうがよい。「カケバ」を仮定形とするのはいいが、命令形の「カケ」

はあっても、禁止形の「カクナ」は出てこない。さらに過去否定形の「カカナカッ

タ」は導き出しようがない。語形変化表はすべての変化語形を表示できるモデルで

なければならい。この点、語幹末母音配列方式は不完全であって、役に立たない。

本書は従来の活用方式を改め、理論的根拠に基づく語形変化表を提示した。さらに、

「否定形、副詞形、述語形、形容詞形、条件形」と呼ぶことにした。



動詞の過去形



動詞の副詞形



動詞の条件法



４．１ 日本語の統語 結合（１）

統語論は、文の構造を分析する部門である。文の中核をなすのは述語であって、

述語が文を構成するのに必要な名詞を要求する。日本語には、述語として、動詞

述語、形容詞述語、名容詞述語、名詞述語の４種の述語が用いられている。

述語とこれが支配する名詞との間には「結合」という機能が働いている。 次に示

された [1] 「赤ちゃんが笑った」という文では、動詞述語「笑った」と名詞項「

赤ちゃんが」との間に両方を結びつける「結合」という要素が働いてゐると考え

られる。すなわち、上位項の「笑った」と下位項の「赤ちゃんが」は結合線によ

って結ばれているのである。

[1] (1) 笑った（動詞述語）

(2)   

(3) 赤ちゃんが（名詞項）

ここでは、動詞述語「笑った」が主語の「赤ちゃんが」を「支配する」、また、

下位項の「赤ちゃんが」は上位項の「笑った」に「従属する」と呼ばれている。

要するに、(1)「笑った」と(2)「赤ちゃんが」という語だけでは、文は形成さ

れない。両方の語を関係づける結合という作用が働いてこそ、「赤ちゃんが笑

った」という文が形成されるのである。



結合（２）

次に[2] 「猫がねずみを追いかけた」という文では、「追いかけた」という動詞

述語は追いかける「猫が」と追いかけられる「ねずみを」という２つの名詞項を

必要とするのである。

[2] 追いかけた

猫が ねずみを

そこで、２つの名詞項と述語を結合線で結ぶと上のような文の構造が取り出される。

ここで２つの従属項を支配する動詞述語「追いかけた」は「結線」と呼ばれている。

さらに[3]「青い空」という句であるが、支配項の名詞「空」が形容詞の「青い」

を支配している。そこで、[4]「小さな猫が大きなねずみを追いかけた」と言う文

の構造は次のように組み立てられる。…

[3] [4] 追いかけた

空

猫が ねずみを

青い

小さな 大きな



行為項と状況項

このように、述語が必要とする名詞項が行為項であるが、文の中には述語が必ず

しも必要としない名詞項も含まれている。これは「状況項」とも名づけられてい

る。

[6] 正雄は美和子に喫茶店で合った。

「合う」という述語は、会う人の正雄とその相手の美和子を必要とするから、こ

れらは行為項に相当する。だが、会った場所を表わす「喫茶店で」は、文を形成

するのに必要不可欠な要素とはされない。これは述語を修飾する副詞句で状況項

にすぎない。



述語と行為項の数



ゲーデル 不完全性定理

林晋／八杉満利子 訳・解説



目次

まえがき

第Ⅰ部 翻訳

訳注

第Ⅱ部 解説

１ 不完全性定理とは何か？

２ 厳密化、数の発生学、無限集合論 1821－1897

３ 論理主義：数学再創造とその原理 1884－1904

４ ヒルベルト公理論：数学は完全である 1888－1904

５ 数学基礎論論争 1904－1931

６ 不完全性定理とその後

７ 不完全性定理論文の仕組み

８ 論文の構造

９ あとがき



註：山崎さんのご教示

山崎さんのご教示：

「自然数理論を形式化した形式的体系で、体系が無矛盾であれば命題 p もその

否定 not p も共に証明できないものが存在する」という意味で排中律が成り立

たない。



１．１ ゲーデルの定理と、その不完全性

…まず、この二つの定理を、厳密さを損なわずにしかし平易に述べてみると、次

のようになる。

１ 数学の形式系、つまり、形式系と呼ばれる論理学の人工言語で記述された

「数学」は、その表現力が十分豊かならば、完全かつ無矛盾であることは

ない。（第１不完全性原理）

２ 数学の形式系の表現力が十分豊かならば、その形式系が無矛盾であるとい

う事実は、（その事実が本当である限り）その形式系自身の中では証明で

きない。（第２不完全性定理）

次に、これら二つの不完全性定理のもつ意味を解釈してみると、上記の１と２は

それぞれ次のようになる。

１′ 数学は矛盾しているか不完全であるか、どちらかである。

２′ 数学の正しさを「確実な方法で」保証することは不可能であり、それが正

しいと信じるしかない。

…



１．２ 数学的不完全性定と数学論的不完全性定理（１）

ゲーデルのよって証明された二つの不完全性定理、すなわち…１と２は、厳密な

数学の定理であり、数学的不完全定理と呼ぶことができる。「形式系」という言

葉を使っているからである。これに対して、その「意味」である１′と ２′は、

「解釈された不完全性定理」であり、数学の定理ではない。１と２の「数学の形

式系」が１′と ２′では「数学」に置き換えられているところに注意してほしい。

「数学の形式系」でなく、「数学自体」について語っているのである。「数学の

形式系」でなく、「数学自体」が完全であるか、と問うには、まず、数学とは何

かを問わなくてはならない。それは数学についての議論、すなわち、数学論とな

る。したがって、１′と ２′は数学論的不完全性定理と呼ぶべきものである。つ

まり、不完全性定理には、少なくとも「数学的不完全性定理」と「数学論的不完

全性定理」の２種類がある。そして、この２種類が同じものだというためには、

「数学＝数学の形式系」という条件が必要となる。不完全性定理が、さまざまな

解釈を許し、さらには、数々の誤解を巻き起こす主な原因は、この数学と数学論

の二重構造なのである。（もう一つ、「有限の立場」というものについての見解

の相違も不安定性の大きな要因になっているが、これは後の 5.11 で説明する。）



数学的不完全性定と数学論的不完全性定理（２）

不完全性定理の標準的解釈は「数学＝数学の形式系」という条件を仮定する。

初に説明した１′と ２′という解釈でもそうである。この等式を、この解説では

「ヒルベルトのテーゼ」と呼ぶことにする。…つまり、これは数学に対する意見

の主張であり、一種の数学観なのである。 数学的不完全性定理から数学論的不完

全性定理を導くには、ヒルベルトのテーゼのような、数学や数学の形式系につい

ての何らかの数学観を持つことが必要になる。しかし、このテーゼのような数学

観は、経験に基づいてその正しさを論じることはできるが、それを数学的に実証

することはできない。また、科学的に実証するというのも難しい。自然科学的に

実証することはまず無理で、社会学程度の蓋然性しかない。そのために、多くの

対立する意見が可能となるのである。…

多くの入門書は、ヒルベルトのテーゼを暗黙裡に仮定し、数学的不完全性定理を

人間の知の限界を示す定理と結露づける。しかしゲーデルは、人間の知には標準

的解説で喧伝さるような意味での限界はないという立場をとり、数学的不完全性

定理はヒルベルトのテーゼが単純な意味では成りたたないことを示す根拠だと理

解していた。ゲーデルはプラトニズム的数学論を展開したことで知られていた。

…



１．３ ヒルベルトのテーゼと計画

繰り返すが、ゲーデルが証明した１、２のような数学の定理から、先に説明した

１′と ２′のような、哲学的な結論を導くためには、数学的議論だけでは不充分

で、次のテーゼが必要である。

ヒルベルトのテーゼ：現実の「数学の理論」は、数理論理学の概念である形

式系により、忠実に再現されるので、数学の理論について語るには、形式系

について語れば充分である。つまり、「形式系」という言葉で「数学の理論」

という言葉を置き換えてもよい。

…



２ 厳密化、数の発生学、無限集合


