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略語 

 

??    無意味形態素 

Acc Accusative  対格 

Adn Adnominal  連体形 

Comp Complementizer  補文標識 

Cond Conditional  条件節標識 

Conj Conjunction  等位接続 

Dat Dative   与格 

Dec Declarative  平叙 

E    活用形 V-e の接辞 

Fut Future   未来 

Gen Genitive   属格 

Hon Honorification  尊敬 

Int Interrogative  疑問 

LE    活用形 V-le の接辞 

LV Light Verb  軽動詞 

Neg Negation  否定 

Nom Nominative  主格 

Noml Nominalizer  名詞化接辞 

NPI Negative Polarity Item 否定極性形式 

Pass Passive   受動 

Past Past   過去 

Pl Plural   複数 

Pol Polite   丁寧 

Pres Present   現在 

Prog Progressive  進行 

SE    V-e 形に接続する接辞 se 

Top Topic   主題 

VN Verbal Noun  動作性名詞 
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はじめに 

 日本語と韓国語の文法が極めて類似していることは広く知られている。どちらか一つを

対象とする研究とは異なり，両言語を対照することによって両言語の異同が浮かび上がり，

一つの言語だけを見ていたのでは分からない特徴が発見されることが期待できる。 

 これまでの，日本語と韓国語の対照研究としては，ヴォイス(Washio(1995))，テンス・ア

スペクト(生越(1997))，複合動詞(塚本(2012))等が挙げられる。これらの研究では，両言語の

異同を明らかにしているだけでなく，どちらか一方の言語だけを見ていては気づきにくい

特徴の発見がなされている。 

 本稿は，日本語と韓国語の様々な複雑述語を扱っている。両言語の文法は極めて類似して

いるため，類似した現象を分類基準として用いることができるという利点がある。本稿の目

指したことは，その類似した現象を両言語の複雑述語に対して，でき得る限り，包括的に適

用し，両言語の複雑述語を分類することである。 

 1 章では，複合動詞を扱っている。影山(1993)以来，複合動詞が語彙的なものと統語的な

ものに分けられることは，日本語研究の分野では広く受け入れられている。本稿では，韓国

語にも語彙的複合動詞と統語的複合動詞が存在することを示す。しかし，韓国語の語彙的/

統語的複合動詞は，これまで研究されて来た日本語の複合動詞と異なり，とりたて詞をその

内部に挿入できる等，構成素が統語的にある程度の独立性を示す。これに基づき，韓国語の

複合動詞は，語レベル(X0)同士が結合して語レベル(X0)を形成する規則(1)によって形成され

るとする主張を本稿では行う。1 

 

(1)    X0 -> Y0  X0 

 

同じ語形成規則が語彙部門にも統語部門にも適用するという点では，影山のモジュール形

態論のアイディアを継承する。本稿は，(1)の規則が語形成部門の規則として，語彙部門に

も統語部門にも適用すると主張する点で，影山の主張とは異なる。 

 更に，日本語にも構成素が独立性を示す複合動詞が存在することも示す。複合動詞の第一

要素が，連用形ではなく，テ形であるものがこれに該当するが，これらの複合動詞も，語彙

的なもの(食ってかかる)と統語的なもの(読んでやる)に分けられることを示す。 

 とりたて詞の挿入等のテストから，第一要素がテ形である複合動詞の構成素が統語的に

独立していることを示し，韓国語の複合動詞と同じ分析が可能であることを主張する。 

 また，これらの観察に基づき，複合動詞の分類として，影山(1993)以来の語彙的/統語的と

                                                   
1 このタイプの規則は韓国語の研究では繰り返し提案されている(T.-G.Chung(1993),K.-

Y.Choi(1991),Sells(1994,1998))。日本語については飯田(2002)，Iida and Sells(2008)を参

照のこと。 
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いう分類に加えて，構成素が独立性を持たないもの(融合型)と独立性を示すもの(独立型)と

いう分類が存在することを主張する。 

 2 章では，軽動詞を扱っている。韓国語の軽動詞構文は，動作性名詞(VN)と軽動詞の間に

とりたて詞だけでなく，否定辞等が挿入できる。そのため，韓国語の軽動詞構文の分析にお

いては，編入を用いない分析が多い。また，韓国語の軽動詞構文の上記の特徴は，VN が軽

動詞に編入しなくても良いことを示唆している。一方，日本語の軽動詞構文は，とりたて詞

しか挿入できないので，一見，日本語の軽動詞構文の方が VN と軽動詞の結びつきが強い

様に見える。そのためか，日本語の軽動詞構文の分析においては，VN が軽動詞に編入する

という分析が多い様に思える。 

 本稿では，表面的な違いに関わらず，両言語の軽動詞構文においては VN が軽動詞に編

入せず，統語的に独立していることを示し，軽動詞構文は，上述の X0と Y0が X0を形成す

る規則によって形成されることを示す。但し，軽動詞構文の形成は，語形成部門ではなく，

純粋な統語論レベルで形成されると主張する。 

 1 章，2 章では，様々なテストに基づき，複雑述語が，語彙的なものと統語的なものに分

かれ，更に統語的なものは複合動詞と軽動詞に分かれ，合計で三つのタイプに分かれること

を示す(複合動詞に関しては，語彙的なものと統語的なもののいずれも，更に，融合型と独

立型の二つの下位系統に分かれる)。 

 

(2)       融合型 

    語彙的   

    複雑述語    独立型 

       融合型 

    統語的 

       独立型 

 

      軽動詞 

 

 2 章では，更に，この三分類を反映するモデルも提案している。そこで用いられている分

析を構成する理論は，目新しいものではない。モジュール形態論(影山(1993))と，下位句構

造統語論(Sub-Phrasal Syntax，Sells(1994)，Iida and Sells(2008))を適切に組み合わせる

ことで，(2)の分類が説明できることを 2 章では示す。 

 3 章では，構成素が統語的独立性を持つ様々な複雑述語を検証した。本稿で語イディオム

と呼ぶ日本語のイディオム(「気になる」)，日本語と韓国語の複合移動動詞(「買いに行く」)，

「なる」構文(「医者になる」)日本語の主語尊敬語化構文(「お読みになる」)，日本語の目

的語尊敬語化構文(「お呼びする」)を検討し，いずれの複雑述語も上記の三分類のどれかに

該当することを示し，本稿で提案するモデルが支持されることを示した。 
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 4 章では，全体のまとめと，本稿において解決できなかった問題を提示した。 

 本稿では，記述的一般化を重んじており，記述的一般化の組み合わせだけで日本語と韓国

語の複雑述語の振る舞いと分類に対する合理的な説明がどこまで可能かを追及する。近年

の生成文法の研究では，「見えない」機能範疇や，「見えない」移動等を用いた分析が盛んで

あるが，筆者は，敢えてその様な立場は採らず，「見える」ものだけで論を展開することと

する。2 

 なお，本研究は平成２５～２７年度科研費(基盤（Ｃ）25370433)の助成を受けたものであ

る。 

                                                   
2 これは「見えない」操作全てを否定するということではない。少なくとも日本語と韓国

語の複雑述語に関してはその様な範疇や操作を仮定する必要がないというのが筆者の見解

である。「見えない」機能範疇については Fukui and Sakai(2003)を参照のこと。 
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1 章 複合動詞 

 

１．０．概要 

 複数の動詞から一つの動詞が形成される複合動詞は，日本語にも韓国語にも豊富に存在

し，それぞれの言語において，多くの研究がなされている。しかし，日本語と韓国語の複合

動詞を対照した研究は，塚本 (1993,1995,1997,2004,2012etc.)，淺尾 (2009)，李忠奎

(2009,2012a,b)，和田(2011)，Wada(2012)などを除き，多くはない。 

 日本語の複合動詞が語彙的複合動詞と統語的複合動詞に分類されるということは影山

(1993,1999 etc.)によって指摘されているが，韓国語の複合動詞も語彙的なものと統語的な

ものに分けられることが，塚本(2012:227)，Y. Choi(2008)，Wada(2012)によって指摘され

ている。この点において，日本語と韓国語は似通っていると言える。一方で，典型的な日本

語の複合動詞の構成素に統語的な独立性が見られないのに対し，韓国語の複合動詞の構成

素がある程度の統語的独立性を示すという相違点も存在する。 

 本章では，影山(1993)のモジュール形態論の概念を両言語に適用しつつも，形態的緊密性

を再考し，最小限の統語構造を形成する規則が語形成部門に含まれると主張することで，日

韓の複合動詞の違いを導き出すと共に，日本語の複合動詞にも韓国語の複合動詞と同じ性

質を持つものが存在することを示す。 

 本章の構成は次の通りである。1.1 節では，日本語の複合動詞について影山(1993)のモジ

ュール形態論の考えを概観する。1.2 節では，韓国語の語彙的複合動詞と統語的複合動詞に

ついて論じ，韓国語の複合動詞においてもモジュール形態論が有効であることを論じると

共に，語形成部門に「小さな」統語構造が許されることを示す。1.3 節では，韓国語の複合

動詞と同様の振る舞いを示す複合動詞が日本語にも存在することを示す。1.2 節と 1.3 節で

は，複合動詞には，構成素がある程度の統語的独立性を持つタイプが存在することを主張し，

1.1 節で見る，構成素が統語的な独立性を全く示さない複合動詞のタイプと合わせて，複合

動詞に語彙的/統語的以外の分類基準があることを示す。1.4 節は本章のまとめである。 

 

１．１．日本語の複合動詞 1：語彙的複合動詞と統語的複合動詞 

 日本語の複合動詞に関しては，多くの研究があるが，それらの形成のメカニズムに関する

モデルを提案したという点で，また，その後の研究に強い影響を与えたという点で，影山

(1993)の論考が第一に挙げられる。本章でも，いくつかの変更を加えつつも影山のモデルを

踏襲するため，本節では影山の議論を概観しながら，日本語の複合動詞の特徴を述べる。3 

 日本語の複合動詞は，構成素の第二要素(V2)の機能によって二つのグループに分類でき

る。(1b)の複合動詞は，V2 がアスペクト等の助動詞的な機能を持ち，第一要素(V1)に修飾

                                                   
3 この節では影山(1993:Ch.3)の概略を紹介するため，影山からの引用に基づいている。煩

雑さをさけるため，影山(1993)という引用は省略する。 
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を加えているのに対し，(1a)の複合動詞の V2 には助動詞的な機能はなく，V1 と V2 が共同

で，一つの本動詞を形成する。 

 

(1) a.   泣き叫ぶ，こびりつく，踏み荒らす 

 b.   払い終える，しゃべり続ける，食べすぎる，食べそこなう 

 

 いずれの複合動詞も構成素が密接に結びついており，これらの複合動詞は一つの語を形

成するという点で共通している。 

 隣接性：(1a)のタイプも(1b)のタイプも，構成素の間に他の語や句などが介在して，構成

素間の隣接性が失われると不適格になる。 

 

(2)  a. *イノシシが踏み畑を荒らす。 

 b. *昨日は肉を食べ少々過ぎた。 

 

 これは一般に形態的緊密性と呼ばれている制約である。形態的緊密性は，語の一部に統語

規則(e.g.スクランブリング)を適用したり，句を挿入したりすることを禁止しており，上記

の現象は，(1)の複合動詞が一つの語を構成することを示している。 

 一方で，これらの複合動詞は，上記の V2 の機能の違いだけでなく，様々な面でも違いを

見せる。以下に，その違いを列挙して行く。 

 意味的透明性：(1a)のタイプと(1b)のタイプの第一の相違点として，意味的透明性に関す

る違いが挙げられる。(1b)のタイプの複合動詞は，複合動詞全体の意味が，V1 と V2 の意味

から構成的に導けるという点で，意味的に透明であると言える。これに対し，(1a)のタイプ

の複合動詞の意味は必ずしも個々の構成素から全体の意味を導くことができない。例えば，

「飲み歩く」の場合，対象は酒類に限定されているが，単独の「飲む」にはその様な制限は

なく，また，(1b)タイプの複合動詞「飲み始める」の「飲む」にも同様の制限はない。4 

 生産性：(1a)のタイプと(1b)のタイプの第二の相違点として，生産性の違いが挙げられる。

(1a)のタイプの複合動詞の生産性に制限があるのに対し，(1b)のタイプの複合動詞の形成は，

完全に生産的である。「かきむしる」が適格であるのに対し，「*こすりむしる」が存在しな

い等，(1a)タイプの複合動詞の生産性には制限がある。これに対し(1b)のタイプの複合動詞

の組み合わせには，意味的な矛盾がない限り，制限がない。 

 (1a)の複合動詞の意味的な不透明性や生産性の低さは，これらが，語彙部門で形成される

ことを示唆している。一方，(1b)の複合動詞の意味的な透明性と生産性の高さは統語部門で

形成される句と類似している。この観察に基づき，影山は前者を語彙的複合動詞，後者を統

                                                   
4 (1a)タイプには現代日本語では単独では存在しない動詞が用いられる(「にじり寄る，踏

みにじる」の「にじる」等)という事実も(1a)タイプが意味的な不透明性を持つことを示し

ている。 
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語的複合動詞と呼んでいる。本稿では，他のタイプの語彙的/統語的複合動詞にも言及する

ため，術語上の混乱を避ける目的で，両者の V1 が連用形であることに基づき，(1a)の複合

動詞を語彙的連用形複合動詞，(1b)の複合動詞を統語的連用形複合動詞と呼ぶこととする。 

 語彙的連用形複合動詞と統語的連用形複合動詞は，上に指摘した違い以外にも様々な側

面においても異なっている。 

 代用表現：語彙的連用形複合動詞と統語的連用形複合動詞の統語的な違いの第三のもの

として，V1 を代用表現に置き換えられるか否かが挙げられる。5  

 語彙的連用形複合動詞の場合，V1 を代用表現「そうする」で置き換えることはできない。 

 

(3) a.   遊び暮らす→*そうし暮らす 

 b.   押し開ける→*そうし開ける 

 

一方，統語的連用形複合動詞の場合，V1 を「そうする」で置き換えることが可能である。 

 

(4) a.   太郎がまだ走っているのを見て，次郎もそうし続けた。 

 b.   調べ終える vs.そうし終える 

 c.   秘密をしゃべりまくる vs.そうしまくる 

 

 この違いは，照応という統語的な関係が，語彙部門で形成される語の一部を参照すること

ができないのに対し，統語部門で形成される語の一部は参照することができると説明する

ことが可能である。 

 V1 の尊敬語化：語彙的連用形複合動詞と統語的連用形複合動詞の第四の違いとして，主

語に対する敬意を表す尊敬語形，即ち主語尊敬化に関する振る舞いの違いが挙げられる。(5)

に示す通り，語彙的連用形複合動詞の V1 には主語尊敬語化が許されない。これに対し，(6)

に示す様に，統語的連用形複合動詞の V1 には主語尊敬語化を適用することができる。 

 

(5) a.   ノートに書き込む→*お書きになり込む 

 b.   手紙を受け取る→*お受けになり取る 

(6) a.   歌い始める→お歌いになり始める 

 b.   しゃべり続ける→おしゃべりになり続ける 

 

主語尊敬語化に関する(5)と(6)の違いも，主語尊敬語化が語彙部門でなく統語部門で起こる

と考えるならば，容易に説明できる。 

 V1 の受動化：語彙的連用形複合動詞と統語的連用形複合動詞の第五の違いとして，V1 に

                                                   
5 森山(1988: 47)，Matsumoto(1996:183)，由本(2005:103)，Nishiyama(2008)，伊藤・杉

岡(2002:134)にも同様の観察が見られる。 
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対する受動化の可否が挙げられる。(7)に示す様に，語彙的連用形複合動詞の V1 に受動化を

適用することは許されない。 

 

(7) a.  *書かれ込む (cf. 書き込む) 

 b.  *押され開く (cf. 押し開ける) 

 

一方，統語的連用形複合動詞の V1 は受動化が可能である。 

 

(8)    名前が呼ばれ始めた，愛され続ける，殺されかけた 

 

この違いも受動化が語彙部門でなく，統語部門において適用すると考えると容易に説明が

できる。6 

 V1 位置の軽動詞：二つの複合動詞の第六の違いとして，動作性名詞(VN)と軽動詞「する」

からなる動詞が V1 に現れるか否かが挙げられる。(9)に示す様に，VN+「する」は語彙的連

用形複合動詞の V1 の位置に現れることはない。 

 

(9) a.  *壁にポスターを接着しつける。 

 b.  *柵をジャンプし越す。 

 

 一方で，統語的連用形複合動詞の V1 の位置には，VN+「する」が自由に現れる。 

 

(10) a.   見物し続ける 

 b.   調査し尽くす 

 c.   投函し忘れる 

 

2 章で述べる様に，VN＋「する」は統語部門で形成されることが明らかであることから，

この形式が語彙的連用形複合動詞の内部に現れないのに対し，統語的連用形複合動詞の内

部には現れることは，容易に説明がつく。7 

 包摂関係：二つのタイプの複合動詞の第七の違いとして，包摂関係に非対称性があること

が挙げられる。統語的連用形複合動詞の内部に語彙的連用形複合動詞が生起することは可

能だが，語彙的連用形複合動詞の内部に統語的連用形複合動詞(特に V2)が入り込むことは

できない。8 

                                                   
6 受動化及び使役化と複合動詞に関する同様の観察については寺村(1969)，姫野(1975)，

森山(1988:47)，塚本(1987,1993,2012:181)にも見られる。 
7 同様の観察と分析は森山(1988:48)，由本(2005:104)にも見られる。 
8 この事実は，Kageyama(1984)でも指摘されている。 
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(11) a.   客が船に乗り込み始めた。 

 b.  *客が船に乗り出し込んだ。 

 

この事実は，語彙的連用形複合動詞の形成が統語的連用形複合動詞の形成に先立って起こ

ることを示している。 

 以上の様に，語彙的連用形複合動詞と統語的連用形複合動詞には，先に挙げた様な相違点

が存在する一方で，構成素が緊密に結びついているという点で共通した特徴も存在する。形

態的緊密性については，先に，両者の構成素が隣接していなければならないという事実を挙

げたが，以下に，隣接性以外の共通点を挙げる。 

 とりたて詞の挿入：いずれの複合動詞においても，とりたて詞を V1 と V2 の間に介在さ

せることができない。9 

 

(12) a.  *飛びも上がる，*泣きも叫ぶ，*歩きも回る                          語彙的 

 b.  *食べも続ける，*しゃべりもまくる，*食べもかける                  統語的 

 

統語的な要素は語の内部に介入できないことから，これらの複合動詞が一つの語を形成し

ていることが示される。 

 等位接続における削除：等位接続構造において，これらの複合動詞の一部を削除すること

は許されないことが挙げられる。 

 

(13) a.   その夜，兄は神戸で飲み*(歩き)，弟は大阪で食べ歩いた。             語彙的 

 b.   ちょうど同じ時に，姉は本を読み*(終え)，妹はレポートを書き終えた。 統語的 

 

 この事実も語彙的連用形複合動詞と同様に，統語的連用形複合動詞においても二つの構

成素は完全に融合し，一つの語を形成していることを示している。 

 以上が影山(1993)の提示した観察であるが，語彙的/統語的連用形複合動詞の V1 と V2 が

緊密に結びついていることを示す事実を補足して置く。 

 V1 の空所化：上記の等位構造の削除は V2 の削除であったが，同様に，V1 も空所化する

ことができない。 

 

(14) a.   田中はその辺を歩きまわっている。山田も*(歩き)回っている。         語彙的 

 b.   山田は新聞を読み続けた。田中は雑誌を*(読み)続けた。               統語的 

 

 この事実も，これらの複合動詞の構成素が密接に結びついた語を形成しており，語の一部

                                                   
9 韓国語の語彙的複合動詞の所で論じる様に，一つの語であってもとりたて詞が挿入でき

る場合があることに注意されたい。詳しくは 1.2 節を参照のこと。 



 

9 

 

である構成素に，空所化という統語規則を適用できないことを示している。 

 V2 のみの反復：付帯状況を表す形式として，動詞を反復する形式が知られている。10 

 

(15)    アメをなめなめ，公園に行った。 

 

この動詞反復構文において，語彙的連用形複合動詞も統語的連用形複合動詞も V2 のみを反

復させることは許されず，反復されるのは複合動詞全体である。 

 

(16) a.   道を思い出し思い出し，駅に向かった。                             語彙的 

 b.  *道を思い出し出し，駅に向かった。 

(17) a.   声をかけ合いかけ合い，山を登った。                               統語的 

 b.  *声をかけ合い合い，山を登った。 

 

 この規則も，二つのタイプの複合動詞の構成素が密接に結びついていることを示してい

る。 

 V2 の尊敬語化：また，主語尊敬語化を適用した場合，語彙的/統語的連用形複合動詞の V2

のみに「お」を接頭辞化することはできない。 

 

(18) a.   お乗り換えになる                                                語彙的 

 b.  *乗りお換えになる 

(19) a.   お読み続けになる                                                統語的 

 b.  *読みお続けになる 

 

この事実も，語彙的/統語的連用形複合動詞の内部にとりたて詞が挿入できないという事実

と同様，これらの複合動詞の構成素が密接に結びついていることを示している。 

 「方」名詞化：「方」による名詞化は，語に適用し，句には適用しないことはよく知られ

ている。動詞を「方」により名詞化した場合，動詞の項は，対格等を取ることができず，(20c)

の様に，「の」を取らなければならない。 

 

(20) a.   本を読む 

 b.  *本を読み方  *[N[VP 本を読み]方] 

 c.   本の読み方   [NP本の[N 読み方]] 

 

これは，「方」が名詞化しているのは，構造で表した様に，動詞句ではなく，動詞であるこ

とを示している。項は，「方」により派生した名詞と結びつくために「の」が要求されるこ

                                                   
10 動詞反復については，影山(1980:142,1993:90,264)を参照のこと。 
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とを示している。つまり，「方」名詞化は，句ではなく，語を名詞化する接辞であると言え

る。影山(1993:23)では，「方」を以下の様に定義しており，本稿でもこれに従う。11 

 

(21)    「-方」：[動詞＿＿] 

 

 語彙的/統語的連用形複合動詞に，「方」名詞化を適用することが可能であり，これらが含

む動詞の連続は句ではなく，語であることが分かる。 

 

(22) a.   イノシシが畑を踏み荒らす。                                       語彙的 

 b.   イノシシの畑の踏み荒らし方。 

(23) a.   子供が本を読み続ける。                                           統語的 

 b.   子供の本の読み続け方。 

 

以上の補足も，語彙的/統語的連用形複合動詞の構成素が緊密に結びついていることを示し

ている。以上の観察をまとめると以下の様になる。 

 

(24) 

  語彙的連用形複合動詞 統語的連用形複合動詞 

 

 

相

違

点 

意味的透明性 低 高 

生産性 低 高 

代用表現化 * OK 

V1 の敬語化 * OK 

V1 の受動化 * OK 

V1 の軽動詞 * OK 

包摂関係 統語的複合動詞先行せず 語彙的複合動詞先行する 

 

共

通

点 

隣接性 必須 必須 

V1 の空所化 * * 

とりたて詞挿入 * * 

V2 の反復 * * 

「お」の挿入 * * 

「方」名詞化 OK OK 

 

 先に触れた語彙的連用形複合動詞と統語的連用形複合動詞の相違点と上記の共通点を説

                                                   
11 Kishimoto(2006)は，「方」が vP を補部とするとしているが，本稿ではこの立場は採ら

ない。 
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明するために，影山(1993 etc.)では，語形成部門を語彙部門及び統語部門から独立させ，語

形成部門に属する諸規則が語彙部門と統語部門に適用される，いわゆるモジュール形態論

が提案されている。 

 

(25)  

 

 

 

 

 

 

            音韻部門        LF 部門 

 

 本稿では V1 が連用形を取る語彙的連用形複合動詞と統語的連用形複合動詞に関しては

影山の主張をそのまま踏襲するが，いくつかの表記上の変更点を加える。語彙部門，統語部

門に語形成部門が被さる形の表記を用いるが，(25)の図と本質的な違いはない。 

 

(26)      日本語の連用形複合動詞の語形成モデル 

   

    

 

 

     語彙的連用形複合動詞 

   e.g. 飛び上がる  

 

 

   

                統語的連用形複合動詞 

           e.g.読み始める  

 

       

 

 

 

 

 

語彙部門 

語形成部門 

形態理論 

・接辞のリスト 

・一般的な形態制約 

・その他の一般原理 

語彙部門(語彙的な語形成)+辞書 

 

形態理論 

・接辞のリスト 

・一般的な形態制約 

・その他の一般原理 

統語部門(統語的な語形成) 

D-構造 

S-構造 

統語部門 
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１．２．韓国語の複合動詞 

 韓国語にも複数の動詞から構成される複合動詞が多く存在する。12 

 

(27) a.   Chelswu-ka   ku kay-lul cal   tol-po-ass-ta. 

    チョルス-Nom その犬-Acc よく 回る(Stem)-見る-Past-Dec 

    チョルスがその犬をよく世話した。 

 b.   Chelswu-ka  koki-lul kwuw-e mek-ess-ta. 

    チョルス-Nom 肉-Acc 焼く-E 食べる-Past-Dec 

    チョルスが肉を焼いて食べた。 

 c.   Chelswu-ka   ku chayk-ul ilk-e    po-ass-ta. 

    チョルス-Nom その本-Acc  読む-E  見る-Past-Dec 

     チョルスがその本を読んで見た。 

 

 これらの動詞は，形態論的な特徴や，V2 の機能により三つに分けられる。まず，(27c)の

様に，V2 がアスペクト，恩恵の授受などの助動詞的な機能を持ち，本動詞としての意味を

失っているものを Auxiliary Verb Construction(AVC)と呼ぶ。AVC の V2 の位置に現れる

(助)動詞には次の様なものがある。13 AVC の V2 には本動詞としての用法もあり，最下段に

本動詞としての意味を記載して置く。 

 

(28)    cwu-ta  peli-ta  iss-ta           po-ta  noh-ta  twu-ta 

    やる    しまう  いる(進行・結果) 見る   おく    おく 

    やる    捨てる  いる/ある        見る   おく    おく 

 

 次いで，(27b)の様に，AVC と異なり V2 が助動詞的な機能を持たないものを Multiple 

Verb Construction (MVC)と呼ぶこととする。14 AVC と MVC は V1 が V-e 形という活用

形を取る点において共通している。一方，(27a)の様に，V2 が助動詞的な機能を持たないと

いう点では MVC と同じだが，V1 が V-e 形ではなく，語幹の形を取っているもの(語幹複合

動詞)もある。本稿では，語幹複合動詞については議論しない。 

 1.2.2 節で，まず，MVC について論じ，1.2.3 節で AVC について論じる。これらの節で

は 1.2 節の中心となる主張が展開される。その前に，特に MVC について，複文構造の従属

節の主要部となる動詞と，主節の主要部となる動詞が連続して現れるものを MVC と誤解し

                                                   
12 複合動詞の V1 に現れる V-e 形の活用語尾のグロスとして-E を用いる。 
13 V1 が V-e 形ではなく，V-ko 形をとる AVC も存在する。V-ko iss-ta(進行)，V-ko mal-

ta(～てしまう)等。 
14 MVC は S(erial) V(erb) C(onstruction)とも呼ばれることがある。しかし，Serial Verb

という用語は，他の構造を指す場合にも使われるので(Baker(1989))，混同を避けるために

Y. Choi(2008)に倣い，MVC と呼ぶこととする。 
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た論考が多く見られるため，MVC と単なる動詞の連続とを区別する必要性について 1.2.1

節で触れて置く。 

 

１．２．１．複合動詞(MVC)と動詞の連続 

 MVC に関する議論に入る前に，確認して置かなければならないことがある。V-e という

形は，複合動詞の中に現れるだけでなく，主節や従属節の最後にも現れ得る。V-e 形は(29a)

が示す様に，主節の最後の位置に現れ，丁寧でない平叙や命令を表すだけでなく，(29b)の

様に，従属節の末尾にも現れ，因果的な，もしくは時間的な継起関係を表す。15 

 

(29) a.   pap-ul   mek-e.     

    ご飯-Acc 食べる-E  

    ご飯を食べる/食べろ。 

 b.   pap-ul   mek-e   ca-ss-ta. 

    ご飯-Acc 食べる-E 寝る-Past-Dec 

    ご飯を食べ，寝た。 

 

 上記の(29b)では，V-e という形の直後に動詞が現れており，MVC と表記上は同じ形式に

見える。V-e V という動詞連続を無条件に複合動詞であるとする先行研究が存在するが，

(29b)は複合動詞ではなく，二つの動詞がそれぞれ独立した節を形成する複文である。つま

り，V-e V という動詞連続は，複合動詞(MVC)である可能性と，複文構造の主節と従属節の

一部である可能性がある。MVC について正確な議論を行うためには，複合動詞と複文構造

を分ける必要がある。以下では，(29b)の様な動詞連続は，MVC ではなく，複文構造を持つ

ことを示す。 

 また，(29b)とほぼ同じ意味を表す形式として最初の動詞が V-e-se という形を取るものも

ある。16 

 

(30)    pap-ul mek-e-se       ca-ss-ta. 

    ご飯-Acc 食べる-E-SE 寝る-Past-Dec 

    ご飯を食べて，寝た。 

 

 この例においても，動詞が連続しているが，(29b)と同様に，それぞれの動詞が独立した

節を形成する複文である。先行研究の中には，この様な動詞連続についても複合動詞とし，

                                                   
15 V-e 形は接続する動詞の最後の母音が/a/と/o/の場合には，接辞の母音は[a]になる。最後

の母音が/a/，/o/以外の場合は接辞は[ə]になる。これ以外にも，母音で終わる動詞と-e が並

ぶと縮約や母音削除等，様々な形が現れる。 
16 V-e に後続する接辞-se のグロスとして-SE を用いる。接尾辞-e-se は，これを含む節

が，後続の節に時間的，因果的に先行することを表わす形式である。 
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複合動詞の中には se の挿入を許すものがあるという誤った一般化が散見されるため，これ

についても誤りを正して置く必要がある。 

 複文構造を取る動詞連続と，複合動詞である MVC が異なる構造であることを最も明確に

述べているのが T.-G. Chung(1993)である。以下では T.-G. Chung の議論を要約し，更にこ

れを補強する根拠を挙げて行く。 

 最初に，V-e-se 形を取った動詞が，後続する主節の動詞と隣接している場合を見ることに

する。動詞連続の最初の動詞が V-e-se の形を取る場合と，V-e の形を取って真の複合動詞を

形成する場合では，様々な違いが生じ，それらの違いのいずれも，前者が複文構造，後者が

単文構造であることを示す。 

 V-e-se 形を含んだ動詞連続が複文であることを示す第一の事実が，否定辞 an のスコープ

に関する現象である。否定辞 an は述語の直前に現れ，後続する述語を否定する。 

 

(31)    na-nun pap-ul  an   mek-ess-ta. 

    私-Top  ご飯-Acc Neg  食べる-Past-Dec 

    私はご飯を食べなかった。 

 

否定辞 an が，V-e-se 形が第一要素として現れている動詞連続の直前に置かれた場合，V-e-

se のみが否定される解釈しかなく，動詞連続全体が否定される解釈が得られない。これに

対して，V-e 形が第一要素となる場合，第一要素と第二要素の全体が否定される解釈が可能

である。17 18 

 

(32) a.   John-i sakwa-lul  an  ssis-e mek-ess-ta.  T.-G.Chung(1993:48) 

    J-Nom リンゴ-Acc Neg 洗う-E 食べる-Past-Dec 

    ジョンがリンゴを洗って食べなかった。(Neg >V1+V2) 

 b.   John-i sakwa-lul  an  ssis-e-se mek-ess-ta. 

    J-Nom リンゴ-Acc Neg 洗う-E-SE 食べる-Past-Dec 

    ジョンがリンゴを洗わないで食べた。(Neg >V1，*Neg>V1+V2) 

 

 この事実は，V1 が V-e 形である場合には，複合動詞としての解釈が可能であり，(33a)に

示した様に，複合動詞全体を否定する解釈が可能であると説明することができる。これに対

し，第一要素が V-e-se である場合には，(33b)に示した様に，V-e-se は従属節の主要部をな

し，an は，V-e-se に先行しているため，V-e-se のみを否定する解釈しかできないと説明す

                                                   
17 S.-Y. Kang(1993)も，同様の事実を指摘しているが，それでも(32b)の様な動詞連続を複

合動詞と主張している。 
18 但し，(32a)の動詞連続の間に音声的な休止を置かずに発音されなければならない。休

止があると複文構造の解釈になる。休止については後述する。 
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ることができる。 

 

(33) a.   [S     an [V0 V1 V2]] 

 b.   [S   [S  an V-e-se] V] 

 

 第二に，第一要素が V-e 形である場合には，副詞句などの要素を第二要素との間に置くこ

とができないのに対し，第一要素が V-e-se である場合，第二要素との間に副詞句などを介

在させることができる。 

 

(34) a. ??John-i mwul-ul kkulhi-e ppalli masi-ess-ta. T.-G.Chung(1993:49,98) 

    J-Nom 水-Acc 沸かす-E 早く 飲む-Past-Dec 

    ジョンが水を早く沸かして飲んだ。 

 b.   John-i mwul-ul kkulhi-e-se ppalli masi-ess-ta. 

    J-Nom 水-Acc 沸かす-E-SE 早く 飲む-Past-Dec 

    ジョンが水を沸かして早く飲んだ。 

 

 この事実も，V-e-se が第一要素となる動詞連続において，V-e-se が従属節をなしていると

すると説明ができる。韓国語は語順の制約の自由度が高いので，従属節は主節内の様々な場

所に現れ得る。従って，(34b)は，従属節が主節の動詞から離れた位置(副詞の前)という従属

節が現れ得る位置に現れているために適格になると考えることができる。一方，(34a)の容

認度の低さは，V1 と V2 が密接に結びついた複合動詞の内部に副詞句が挿入された結果，

形態的緊密性の違反が生じていることに起因するという説明が成り立つ。 

 但し，(34a)については，更に，補足説明が必要である。この節の冒頭，(29)で述べた様に，

V-e という形式も従属節を形成することができる。(34a)は，概略，次の様な構造をなすこと

も可能なはずである。 

 

(35)    [S [S John-i mwul-ul kkulhi-e] ppalli masi-ess-ta] 

        J-Nom 水-Acc  沸かす-E  早く 飲む-Past-Dec 

    ジョンが水を早く沸かして飲んだ。 

 

 事実，S.-H.Lee(1992)は次の様な例を挙げ適格としている。 

 

(36)    ku-nun koki-lul kwu-e masisskey mek-ess-ta. 

    彼-Top 肉-Acc  焼く-E おいしく 食べる-Past-Dec 

    彼は肉を焼いておいしく食べた。 
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 後述する様に，V-e V という動詞連続において，V-e が独立した従属節の主要部となる場

合，二つの動詞の間に，音声的な休止が置かれなければならない。逆に，動詞連続が複合動

詞を形成する場合，休止なしで発音されなければならない。休止は動詞連続が複文構造なの

か，複合動詞なのかを見分ける手がかりの一つとなるのであるが，(36)の様に間に他の句が

入っている場合をどう扱うかが問題となる。(36)は，二つの動詞がそれぞれ節を構成してい

る複文であるために，句の挿入が可能であるという説明も可能だが，逆に，MVC には，句

の挿入が可能であるという説明も可能である。事実，S.-H.Lee(1992,1994)は，MVC には句

の挿入が可能であるという後者の見解を採っている。 

 いずれの分析が正しいかを見極めるためには，複文構造ではあり得ず，かつ，明らかに

MVC である様な動詞連続を用いることが有効である。1.2.2 節で詳しく述べるが，MVC の

中には V1 と V2 の意味から全体の意味を導くことができない意味的に不透明な MVC が存

在する。その代表的なものが，V1 に無意味形態素を含む MVC である。これらが，語彙部

門に登録されており，一つの語をなすことは明らかであり，この様な動詞連続を含む文は複

文ではあり得ない。意味的に不透明な MVC を含む文において，二つの動詞の間に句を挿入

すると，明確に不適格な文になる。 

 

(37) a.   ai-ka     twutie    thay-e na-ss-ta. 

    子供-Nom とうとう  ??-E  出る-Past-Dec 

    子供がとうとう生まれた。 

 b.  *ai-ka     thay-e  twutie  na-ss-ta. 

    子供-Nom ??-E    とうとう出る-Past-Dec 

 

 この事実は，S.-H.Lee(1992)の(36)の例が，MVC に副詞句が挿入できることを示す例で

はなく，複文を構成する V-e V という動詞連続の間に副詞が挿入された例であることを示

すと共に，MVC の構成素の間に，句を挿入することが許されないことも示している。 

 V-e-se 形に話を戻そう。V-e-se V という動詞連続が複文構造であることを示す第三の事

実が，副詞のスコープに関する事実である。T.-G. Chung(1993:51)は，V-e V という動詞連

続の場合は，副詞 yelepen(数回)が二つの動詞をまとめて修飾するのに対し，V-e-se V とい

う動詞連続においては，副詞は V-e-se しか修飾できないことを指摘している。19 

 

(38) a.   John-i      ku chayksang-ul yelepen tul-e        olmki-ess-ta.  

    ジョン-Nom その机-Ac c     数回 持ち上げる-E   移す-Past-Dec 

    ジョンがその机を数回持ち上げて運んだ。 (yelepen>V1+V2) 

                                                   

19 (38a)の二つの動詞は間に休止を置かずに発音されなければならない。休止が置かれると

V-e-se と同様複文になり，副詞は二つの動詞を同時に修飾することができなくなる。 
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 b.   John-i      ku chayksang-ul yelepen tul-ese       olmki-ess-ta. 

    ジョン-Nom その机-Acc     数回  持ち上げる-E-SE 移す-Past-Dec 

    ジョンがその机を数回持ち上げて運んだ。  

    (yelepen >V1 *yelepen>V1+V2) 

 

この事実もまた，V-e-se V が複合動詞ではなく，複文構造を持つのに対し，V-e V が複合動

詞であることを示している。即ち，V-e-se が従属節を形成しているため，その直前に現れる

副詞句は V-e-se しか修飾し得ない。これに対し，二つの動詞が複合動詞を形成している場

合には二つの動詞をまとめて修飾することができる。 

 

(39) a.   [S John-i ku chayksang-ul yelepen [V tul-e    olmki-ess-ta]] 

    J-Nom その机-Acc       数回 持ち上げる-E 移す-Past-Dec 

    ジョンがその机を数回持ち上げて運んだ。 (yelepen>V1+V2) 

 b.   [S John-i ku chayksang-ul [S yelepen tul-ese]       olmki-ess-ta] 

    J-Nom その机-Acc       数回 持ち上げる-E-SE   移す-Past-Dec 

    ジョンがその机を数回持ち上げて運んだ。 

 

 最後に，先に見たような，意味的に不透明であり，複合動詞であることが確実な MVC に

おいて，se を挿入すると不適格になるという事実は se が語の内部に現れ得ないことを示し

ており，se を含む動詞連続が複合動詞ではあり得ず，se を含む文が必ず複文であることを

示している。 

 

(40)    ai-ka     thay-e-(*se)  na-ss-ta. 

    子供-Nom ??-E-(SE)    出る-Past-Dec 

    子供が生まれた。 

 

 以上の様な事実から，V-e-se V という動詞連続は，複文構造であり，決して一つの複合動

詞となることはないことが示される。 

 次いで，V-e V という動詞連続の場合を見ることにしよう。結論から述べると，V-e と V

の間に音声的な休止のある動詞連続は，複合動詞ではなく，二つの節を構成する動詞連続で

ある。以下に，この結論を支持する根拠を見て行く。 

 第一に，T.-G.Chung(1993:48)の否定のスコープに関する議論が挙げられる。否定辞 an が

V-e V という動詞連続の前に現れた場合，否定辞が両方の動詞をスコープに収めることは上

に見た通りである。しかし，二つの動詞の間に音声的な休止が置かれると，最初の動詞を否

定する解釈しか得られなくなる。ここでは，休止を#で表す。 
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(41)    John-i       sakwa-lul ani   ssis-e # mek-ess-ta. 

    ジョン-Nom リンゴ-Acc Neg  洗う-E 食べる-Past-Dec 

    ジョンがリンゴを洗わずに食べた。 

    (Neg>V1，*Neg>V1+V2) 

 

これは，先に V-e-se V という動詞連続と否定辞 an について観察したことと軌を一にして

おり，V-e # V という動詞連続が複文を構成することを示している。 

 第二に，副詞のスコープが挙げられる。S.-Y.Kang(1993)は，動詞連続の間に休止がある

場合は，副詞は V1 のみを修飾し，休止がない場合は，副詞は動詞連続全体を修飾するとい

う観察を行っている。 

 

(42) a.   Tom-i     John-ul    khal-lo tanswum-ey ccill-e-# cwuki-ess-ta. 

    トム-Nom ジョン-Acc ナイフで 一息に    刺す-E # 殺す-Past-Dec 

    トムがジョンをナイフで一息に刺し，殺した。 

    (tanswum-ey>V1，*tanswum-ey>V1+V2) 

 b.   Tom-i    John-ul     khal-lo tanswum-ey ccill-e cwuki-ess-ta. 

    トム-Nom ジョン-Acc ナイフで 一息に    刺す-E  殺す-Past-Dec 

    トムがジョンをナイフで一息に刺し殺した。 

    (*tanswum-ey>V1，tanswum-ey>V1+V2) 

 

この事実も，V-e # V が複文であることを示している。20 

 上に論じた様に，V-e-se という形式を含む動詞連続や二つの動詞の間に休止のある動詞

連続は MVC ではないため，以下の議論では扱わない。この様な見解は，既に，多くの研究

者によって提示されている。21 それにも拘わらず，ここで敢えて議論したのは，多くの研

究者が V-e-se や V-e-#を含む動詞連続も複合動詞として扱っており，そのために複合動詞に

関する議論において，不要な混乱を引き起こしているためである。22 これらの，複文構造

を成す動詞連続を排除した 1.2.2 節からが，本章の本題である。 

 

１．２．２．韓国語の語彙的複合動詞と統語的複合動詞：MVC と AVC 

 本節では，MVC と AVC について，詳細に論じる。1.2.2.1 節では MVC と AVC に様々な

テストを適用し，これらの相違点と共通点を示し，前者が語彙部門で，後者が統語部門で形

成されることを示す。1.1.節で見た日本語の語彙的/統語的連用形複合動詞と異なり，MVC

                                                   
20 S.-Y.Kang(1993)は，この観察にも拘わらず，休止がある場合も複合動詞であると主張

している。 

21 H.-M.Sohn(1976)，Abasolo(1977,1978)，김창섭(1981)，Zubizarreta and Oh(2007)等。 

22 S.-H.Lee(1992,1994)，S.-Y.Kang(1993)，Sohn and Ko(2011)等。 



 

19 

 

と AVC の構成素は統語的な独立性を示す。1.2.2.2 節では，この統語的独立性を説明する提

案を行う。 

１．２．２．１．MVC と AVC の異同 

 以下では，MVC と AVC の類似点と共に，相違点を挙げ，両者の間に，日本語の語彙的/

統語的連用形複合動詞と同様の異同があることを示し，MVC が語彙部門で，AVC が統語部

門で形成されることを示す。 

 隣接性：MVC の構成素の間に，他の語，句などを挿入することはできない。23 MVC で

あることが確実である，意味的透明性のないものを例に用いる。 

 

(43)  a.   atul-i     tutie    thay-e na-ss-ta. 

    息子-Nom とうとう ??-E  出る-Past-Dec 

    息子がとうとう生まれた。 

 b.  *atul-i    thay-e tutie     na-ss-ta. 

    息子-Nom ??-E  とうとう 出る-Past-Dec 

 

 意味的な透明性が比較的高い MVC においても，同様に V1 と V2 は隣接していなければ

ならない。 

 

(44) a.   Cheli-nun pwucilenhi ttwi-e  tani-ess-ta. 

    チョリ-Top 勤勉に    走る-E 通う-Past-Dec 

    チョリは勤勉に走って通った。 

 b.  *Cheli-nun ttwi-e   pwucilenhi tani-ess-ta.  김영희(1993) 

    チョリ-Top 走る-E  勤勉に    通う-Past-Dec 

 

この事実は，MVC の構成素が，緊密に結びついていることを示しており，MVC が語であ

ることを示唆する。 

 AVC も，同様に，構成素の間に，他の語や句が入ると不適格になる。 

 

(45)  a.   John-i      Mary-lul kyelkwukeynun mann-a  po-ass-ta.   

    ジョン-Nom マリー-Acc   結局は     会う-E   見る-Past-Dec 

    ジョンがマリーに結局は会って見た。       K.-Y.Choi(1991:43) 

 b.  *John-i      Mary-lul   mann-a kyelkwukeynun po-ass-ta. 

    ジョン-Nom マリー-Acc   会う-E 結局は        見る-Past-Dec 

 

 この事実は，AVC の構成素も，お互いに緊密に結びつき，一語を成していることを示し

                                                   
23 後に述べる様に，限定詞(とりたて詞)を挿入することはできる。 
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ている。MVC と AVC の他の共通点については，後で触れることとし，以下に，両者の相

違点を列挙するが，その多くは，影山(1993)が日本語の複合動詞に関して挙げた相違点と対

応する。 

 意味的透明性：MVC は，構成素となる動詞の意味から MVC 全体の意味が予測できる，

(46)の様な意味的に透明なものに加え，意味的に不透明なものも多く存在する。24 

 

(46)    koki-lul kwuw-e mek-ess-ta. 

    肉-Acc  焼く-E  食べる-Past-Dec 

    肉を焼いて食べた。 

 

意味的に不透明なものには V1 と V2 が独立に用いられる動詞であるが，それらの意味から

MVC 全体の意味が導けないものと，構成素に無意味形態素が含まれる例がある。(47)は，

前者の例であるが，MVC が述部である場合にのみ適格になり，MVC の個々の構成素のみ

を含む場合には不適格になる。即ち，MVC の構成素の意味から MVC 全体の意味が構成的

に導かれない例である。 

 

(47) a.   kenmwul-i nayli-e anc-ass-ta.  Y. Lee(2002) 

    建物-Nom 降りる-E 座る-Past-Dec 

    建物が崩れ落ちた。 

 b.  *kenmwul-i nayli-ess-ta. 

    建物-Nom 降りる- -Past-Dec 

 c.  *kenmwul-i anc-ass-ta. 

    建物-Nom 座る-Past-Dec 

 

一方，(48)は後者の例で，MVC に無意味形態素が含まれている。(48)の thay-e，tun-a はこ

れらの MVC 以外には現れることのない無意味形態素である。ここでも，当然，構成素の意

味から MVC 全体の意味を導くことが不可能な例である。 

 

(48) a.   thay-e na-ta  b.  tun-a tul-ta 

    ??-E 出る      ??-E 入る 

    生まれる      出入りする 

 

 句などの統語部門で形成される単位の意味が，それらの構成素から構成的に導かれるの

に対し，語彙部門で形成される単位には不規則性，不透明性が許されるという一般的な前提

に基づくと，MVC が意味的な不透明性を示す上記の事実は，MVC が語彙部門で形成され

                                                   
24 김기혁(1993:218)を参照。 
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ることを支持する。25 

 一方，AVC 全体の意味は，MVC とは異なり，V1 と V2 の意味から構成的に導き出すこ

とができるという点で意味的に完全に透明である。以上の二点は，AVC が統語部門で形成

されることを示唆している。 

 生産性：AVC の示す特徴として，AVC においては，意味的な矛盾がない限り，V1 と V2

の組み合わせは生産的であることが挙げられる。この点においても，AVC は，MVC と対照

を見せ，AVC が統語部門で形成されることを示唆する。 

 

(49) a.   Chelswu-nun chayk-ul ilk-e  po-/  cwu- /peli-ess-ta. 

    チョルス-Top 本-Acc  読む-E 見る/やる /しまう-Past-Dec 

    チョルスは本を読んで見た/やった/しまった。 

 b.   Chelswu-nun chayk-ul ilk-e  /ss-e   /sa     po-ass-ta. 

    チョルス-Top 本-Acc   読む-E/書く-E 買う-E 見る-Past-Dec 

    チョルスは本を読んで/書いて/買って見た。 

 

一方，MVC も，高い生産性を示すが，AVC の様な完全な生産性はない。この事実も，MVC

が語彙部門で，AVC が統語部門で形成されていることを支持する。 

 代用表現化：MVC と AVC の相違点として，V1 の代用表現化が挙げられる。MVC の一

部を代用表現”kulay”(「そうする-E」)で置き換えることはできない。 

 

(50)    kangaci-ka thay-e na-ss-ta.      koyangi-to thay-e/*kulay  na-ss-ta. 

    子犬-Nom  ??-E  出る-Past-Dec 猫-も      ??-E/そうする-E 出る-Past-Dec 

    子犬が産まれた。猫も生まれた。 

(51)   *senswu-to ttwi-e ka-ko,      khochi-to kulay      ka-n-ta. 김영희(1993) 

    選手-も   走る-E 行く-Conj  コーチ-も そうする-E 行く-Prs-Dec 

    選手も走って行き，コーチもそうして行った。 

 

 一方，김영희(1993)，김기혁(1995:224)等が指摘する様に，AVCでは，V1を代用表現”kulay”

に置き換えることが可能である。 

 

(52)    Ywuseni-ka wuywu-lul masi-e peli-ess-ta. 김기혁(1995:224) 

    ユソニ-Nom 牛乳-Acc 飲む-E しまう-Past-Dec 

    Namho-to  wuywu-lul kulay      peli-ess-ta. 

    ナムホ-も 牛乳-Acc  そうする-E しまう-Past-Dec 

                                                   
25 意味的に透明な MVC は統語部門で，不透明な MVC は語彙部門で形成されるとする立

場も有りうる。しかし，この見解が成り立たないことは後述する。 
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    ユソニが牛乳を飲んでしまった。ナムホも牛乳をそうしてしまった。 

 

代用表現を許さないものは語彙的であり，許すものは統語的であるとする影山(1993:80)に

従うならば，この違いも，MVC が語彙部門で形成され，AVC が統語部門で形成されること

を支持する。 

 V1 位置の軽動詞：MVC は動詞と動詞が結合したものであるが，あらゆる種類の動詞が

複合動詞に参加できる訳ではない。動作性名詞(Verbal Noun=VN)と軽動詞が結合して形成

された動詞は，MVC の V1 の位置に現れることができない。 

 

(53)  a.  *pemin-ul senthayk hay nay-ta.  全(2013) 

    犯人-Acc 選択     LV-E 出す 

 b.   pemin-ul kali-e  nay-ta 

    犯人-Acc 選ぶ-E 出す 

    犯人を選び出す。 

 

(53a)の V1 と類似した意味を持つ動詞を用いた(53b)が適格であることを考えると，(53a)が

意味的な要因によって不適格になる可能性は排除される。 

 本稿では 2 章において，VN と軽動詞は統語部門において結合すると主張する。また，多

くの先行研究でも VN と軽動詞の結合は統語部門で起こるとされている。26 これに従うと，

統語部門で形成される VN と軽動詞の組み合わせが MVC 内に現れると不適格になるのは，

統語部門で形成されたものが語彙部門で形成されるものの内部に現れるためという説明が

可能であり，ここでも MVC が語彙部門で形成されることが支持される。  

 一方，AVC では，V1 の位置に軽動詞が現れ得る。 

 

(54)    ce-nun  koki-lul  yoli hay  po-ass-ta 

    私-Top  肉-Acc   料理 LV-E 見る-Past-Dec 

    私は肉を料理してみた。 

 

 AVC が統語部門で形成されるとするならば，同じく統語部門で形成される VN と軽動詞

と共起することが説明できる。 

 包摂関係：MVC と AVC の包摂関係は非対称的である。Y. Choi (2008)は，AVC が MVC

の内部に現れないことを指摘し，MVC が統語部門に先立って語彙部門で形成されているこ

とを支持する事実として挙げている（下線部は AVC の，斜字体は MVC の構成素を表す）。 

(55) a.   cwul-ul    cap-a  tangki-e cwu-ess-ta.  Y.Choi (2008) 

                                                   
26 VN と軽動詞の結合が統語部門で起こるとする立場を取るものとして，一部を挙げる

と，김영희(1988:85)，J.-I. Yeom(1994)等がある。 
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    ロープ-Acc 持つ-E 引く-E  やる-Past-Dec 

    ロープを引っ張ってやった。 

 b.  *cwul-ul   cap-a   cwu-e  tangki-ess-ta. 

    ロープ-Acc 持つ-E やる-E 引く-Past-Dec 

 

 この包摂関係の非対称性も，MVC が語彙部門で形成され，AVC が統語部門で形成される

ことを支持するこれまでの事実と整合的である。 

 これまでに挙げた相違点は，日本語の語彙的/統語的連用形複合動詞の相違点に並行して

おり，日本語において，複合動詞が語彙的なものと統語的なものに分けられたのと同様に，

MVC が語彙部門で，AVC が統語部門で形成されることを支持する。27 以下では，韓国語

に固有の現象に関する MVC と AVC の相違点を挙げるが，これらの現象も。MVC が語彙

部門で，AVC が統語部門で形成されることを示す。 

 toy-接頭辞化：接頭辞に関する事実も，MVC が語彙部門で形成されることを支持する。

김창섭(1981:21)は，次の様な例において MVC に接頭辞 toy-が加えられることを指摘して

いる。接頭辞 toy-は，「逆に」，「再び」といった意味を表す。 

 

(56) a.   toy-oll-a    ka-ta              b. toy-ep-e chi-ta 

    逆-上がる-E 行く                 逆 -背負う-E 打つ 

    (下がっていたものが)再び上がる     背負い投げで投げ返す 

 

 김창섭は接頭辞 toy-が句には接続しないことに基づき，(56)の接頭辞化を受けた MVC は

統語部門で形成された構造ではなく，複合語であると主張している。同様に Y. Choi (2008)

は，接頭辞 toy-を用いて，MVC が語彙部門で形成されることを示している。(57b)に示す様

に，接頭辞 toy-は MVC の tol-a o-ta には先行するが，その構成素である tol-ta が単独で現

れる場合には，これと結合しない。 

 

(57) a.   ku ai-tul-i     toy-tol-a     w-ass-ta.  Y.Choi(2008) 

    その子-Pl-Nom 再び-回る-E 来る-Past-Dec 

    その子供たちはまた帰ってきた。 

 b.  *ku ai-tul-i      toy-tol-ass-ta. 

    その子-Pl-Nom  再び-回る-Past-Dec  

 

 Y. Choi は当該の接頭辞化が語彙部門で起こる過程であるとした上で，(57a)は，tol-a o-

ta という MVC が形成された後に，toy-が接頭辞化していることを示す，即ち，MVC が語

                                                   
27 韓国語の複合動詞が語彙的なものと統語的なものに分けられるという主張は，Y.Choi 

(2008)，塚本(2012)，Wada(2012)にも見られる。 
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彙部門で形成されることを示す事実であるとしている。 

 語彙部門で接頭辞化する toy-は，元々この接辞を持つ MVC が AVC に組み込まれる場合

を除いて，AVC の前に現れることはない。toy-tol-a po-ta は「振り返って見る」という MVC

が存在するため，(58b)は，その解釈では適格だが，「再び回って見た」という AVC の解釈

では不適格になる。 

 

(58) a.   ku   ai-tul-i     tol-a   po-ass-ta. Y.Choi(2008) 

    その-子供-Pl-Nom 回る-E 見る-Past-Dec  

    その子供は回って見た。 

 b.  *ku   ai-tul-i      toy-tol-a po-ass-ta. 

    その-子供-Pl-Nom  再び 回る-E 見る-Past-Dec  

 

 この事実もまた，MVC が語彙部門で，AVC が統語部門で，それぞれ形成されることを示

すこれまでの観察と整合的である。 

 名詞化：MVC が語彙部門で形成されるとすると，語彙部門でしか適用しない規則の対象

となることが予測される。一方，語彙部門で適用される規則は統語的に形成される AVC に

は適用されないことが予測される。J.Yoon(1989:216)は，韓国語の名詞化には，統語部門で

適用するものと，語彙部門で適用するものがあるとしている。統語的名詞化と語彙的名詞化

は，共に-ki，あるいは-(u)m という接辞を伴い，形態上は区別がつけにくい。しかし，これ

らの名詞化された動詞を修飾する要素の形式が，統語的名詞化と語彙的名詞化では異なる。

前者においては，副詞や項などの要素は節に現れる形式，即ち，副詞形や，対格等を伴って

現れる。一方，後者においては，修飾要素は連体形や属格-uy を伴って現れる。 

 

(59) a.   ppalli kel-um                        統語的名詞化 

    速く  歩く-Noml 

    速く歩くこと 

 b.   ppalu-n  kel-um                     語彙的名詞化 

    速い-Adn 歩く-Noml 

    速い歩み                              최형용(2003:138) 

 

(59a)は統語的名詞化の例であるが，副詞形 ppalli(速く)が現れている。(59b)の語彙的名詞

化の例では連体形 ppalu-n(速い)が現れている。 

 語彙的名詞化の場合，二種類の名詞化接辞-ki，-(u)m の内，どちらの接辞が選択されるか

は予測できない。また，名詞化された際の意味を予測することもできない。例えば，上記の

kel-um は動作を表すが，ci-m(背負う+-名詞化接辞)は「荷物」という具体物を表す。更に，

全ての動詞にこの名詞化が適用する訳ではない。以上の点から，この種の名詞化接辞の接辞
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化が語彙部門のプロセスであることが支持される。この語彙的名詞化が MVC に適用するこ

とは，MVC が語彙部門で形成されることを支持する。28 

 

(60) a.   cwulki-e chac-ki 

    楽しむ-E 探す-Noml 

    (ブラウザの)お気に入り 

 b.   nayli-e pat-ki 

    下す-E 受ける-Noml 

    ダウンロード 

 c.    tun-a tul-m 

    ??-E 入る-Noml 

    出入り 

 

 AVC は，統語的な名詞化は受けるが，語彙的な名詞化は原則的に適用されない。29 この

事実も，AVC が統語部門で形成された後に，さかのぼって，語彙部門の規則を適用するこ

とはできないとして説明することができる。 

 日本語の複合動詞の区分に使われたテストとして，V1 に主語尊敬形が現れるか否かと，

同じく V1 に受動形が現れるか否かというテストがあることは 1.1 で見た通りである。韓国

語の複合動詞の区分においては，これらのテストは，下記の理由により，利用できない。 

 V1 の敬語化：MVC を尊敬語化すると，尊敬語化形態素-(u)si-は，V2 には接辞化するが，

V1 には接辞化しないという観察は，次の김기혁(1995:223)の観察をはじめとして多く見ら

れる。30 

 

(61) a.   sensayngnim-kkayse elyewu-n kopi-lul pes-e na-si-ess-ta 

    先生-Nom(Hon)     難しい  状況-Acc  脱ぐ-E 出る-Hon-Past-Dec 

    先生が難局を抜け出された。 

 b.  *sensayngnim-kkayse elyewu-n kopi-lul pes-usi-e na-si-ess-ta 

    先生-Nom(Hon)     難しい  状況-Acc  脱ぐ-Hon-E 出る-Hon-Past-Dec 

 

 尊敬語化が統語部門の規則であると仮定すると，この事実は，日本語の語彙的連用形複合

動詞の場合と同様に，MVC が語彙部門で形成されることを支持する様に見る。しかし，日

                                                   
28 이정훈(2006)も同様の見解を取っている。 
29筆者が知る限りでは語彙的な名詞化を受けた AVC は ill-e twu-ki(言う-E おく-

Noml：「凡例」)のみである。 
30 I.-H.Jo(1990)，S.-H.Lee(1992,1994)，T.-G.Chung(1993:100)，Y.Suh (2000:11) 

J.-S.Jun(2007)等にも同じ観察がある。 
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本語の複合動詞の場合とは異なり，尊敬語化を用いて，MVC と AVC を截然と区分するこ

とはできない。 

 AVC を尊敬語化した場合，V2 のみに尊敬語化接辞が接辞化する形式は適格だが，V1 に

も尊敬語化接辞が接辞化した形式に関しては，研究者の文法性判断に揺れがある。(62b)の

様に，AVC の V1 の尊敬語化が許されないとする判断がある一方で，(63b)の様に，AVC の

V1 の尊敬語化が，MVC 同様，可能であるとする判断もある。  

 

(62) a.   apeci-ka ku si-lul   ilk-e   po-si-ess-ta. T.-G.Chung(1993:33,102) 

    父-Nom その詩-Acc 読む-E 見る-Hon-Past-Dec 

    お父様がその詩をお読みになった。 

 b.  *apeci-ka ku si-lul   ilk-usi-e    po-si-ess-ta. 

    父-Nom その詩-Acc 読む-Hon-E 見る-Hon-Past-Dec 

(63)  a.   sensayngnim-kkeyse ttena   peli-si-ess-ta.  김기혁(1995:223,281) 

    先生-Nom(Hon)      去る-E しまう-Hon-Past-Dec 

    先生が去ってしまわれた。 

 b.   sensayngnim-kkeyse ttena-si-e   peli-si-ess-ta. 

    先生-Nom(Hon)      去る-Hon-E しまう-Hon-Past-Dec 

    先生が去ってしまわれた。 

 

 以上の様に，韓国語では，日本語と異なり，尊敬語化によって，語彙的な複合動詞と統語

的な複合動詞を明確に分ける確固たる事実が得られないため，これらを区別する基準とし

ては採用しない。 

 V1 の受動化：MVC の V1 の位置に受動化形態素が現れる場合がある。 

 

(64)    thokki-ka    saca-eykey   cap-hi-e         mek-hi-ess-ta   

    ウサギ-Nom  ライオン-Dat 捕まえる-Pass-E 食べる-Pass-Past-Dec 

    ウサギがライオンに取って食われた。T.-G.Chung(1993:272) 

 

 日本語の語彙的連用形複合動詞では V1 を受動化することができないので，上記の事実

は，MVC が語彙部門で形成されるという本稿の主張の反例の様に見える。しかし，この事

実は，本稿の主張の反例とはなり得ない。韓国語の受動化(使役化)形態素の-i，-hi，-li，-ki

は日本語の受動化形態素-(r)are とは，大きな違いがあるためである。これらの形態素は，1)

接続する動詞が限られている，2)異形態の内の，どの接辞が選択されるのか，完全には予測

できない，3)これらの接辞を伴った派生動詞が受動なのか，非対格自動詞なのか，あるいは

使役なのか，完全には予測することができない，等の性質を持ち，日本語の-(r)are の生産

性や意味的透明性と際立った違いがある。これらの事実は，韓国語の受動化(使役化)の接辞
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が語彙部門で接続することを示唆しており，MVC の V1 にいわゆる受動形(使役形)が現れ

ることは，むしろ予測されることである。従って，この現象は，MVC と AVC を区分する

テストとして用いることができない。 

 上述の諸現象の内，尊敬語化と受動化を除いた全ての現象が，MVC と AVC が異なって

いるだけでなく，前者が語彙部門で，後者が統語部門で形成されることを一貫して示してい

る。 

 一方で，これら二種類の複合動詞には，最初に挙げた隣接性に加えて，他にも共通点が見

られる。両者の共通点を以下に列挙して行く。 

 形態の類似：MVC と AVC はいずれも V-e V という形式を取るという点で，形態的に類

似している。31 

 V1 の空所化：MVC と AVC の共通点として，いずれの複合動詞においても，V1 を空所

化することができないことが挙げられる。32 

 

(65)    Chelswu-nun Yengi-uy   cean-ul *(pat-a) tuli-ko,  

    Yengi-nun Chelswu-uy   ceyan-ul pat-a tuli-ela.  김창섭(1981:19) 

    チョルス-Top ヨンイ-Gen 提案-Acc 受ける-E 入れる-Conj 

    ヨンイ-Top チョルス-Gen 提案-Acc 受ける-E 入れる-Past-Dec 

    チョルスはヨンイの提案を受け入れ，ヨンイはチョルスの提案を受け入れた。 

(66) A:   ku chayk-ul ilk-e   po-ass-ni?  J.-O.Cho(1988) 

    その本-Acc  読む-E 見る-Past-Int 

    その本を読んで見た？ 

 B:   kulay, *(ilk-e)  po-ass-e. 

    うん， 読む-E 見る-Past-E 

    うん，読んで見た。 

 

 これらの事実は，MVC も AVC も，一つの語を形成しており，これに空所化という統語

的規則が適用することは，形態的緊密性の違反であり，その結果，不適格になると説明する

ことができる。 

 休止の禁止：MVC と AVC の類似点として，音声的な休止に関する類似が挙げられる。

MVC では V1 と V2 の間に，音声的な休止が入らないことは，1.2.1 節で見た通りである。

AVC を構成する二つの動詞の間にも音声的な休止があってはならないことは，

김창섭(1981:23)によって指摘されている。 

                                                   
31 MVC，AVC のいずれにも，V-e V という形式以外に，V-ko V という形式が存在する(-

ko は等位接続の標識)。MVC の例としては，mek-ko sal-ta (食べる-Conj 生きる=生活す

る)，AVC の例としては mek-ko iss-ta(食べる-Conj いる=食べている)が挙げられる。 
32 空所化に関する観察は他にも S.-Y.Kang(1995)，김기혁(1995:282)にも見られる。 
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 V1 の長さと限定詞の挿入に関わる制約：MVC と AVC の類似点として，いずれも同じ音

韻的な制約に従う点が挙げられる。動詞の中には V-e 形が，語幹の母音と接辞-e の間に働

く形態音韻的な条件によって，1 音節になるものがある。V-e 形が 1 音節になる動詞が AVC

のV1として現れる場合，限定詞の挿入ができないという制約があることはY.-M.Cho(1991)，

Cho and Sells(1994)などで指摘されている。 

 

(67) a.   cap-a-to  cwu-sey-yo. Y.-M. Cho(1991)，Cho and Sells(1994) 

    持つ-E-も やる-Hon-Pol 

    持っても下さい。 

 b.  *ca-to cwu-sey-yo 

    寝る-E-も やる-Hon-Pol 

    寝ても下さい。 

 c.  *hay-nun po-sey-yo 

    する-は 見る-Hon-Pol 

    しては下さい。 

 

 (67a)では V-e 形の V1 は 2 音節であり，この場合は，AVC の間に限定詞を挿入すること

ができる。しかし，(67b,c)では，V1 の V-e 形は母音の縮約などの規則により，1 音節とな

り，この場合には限定詞を挿入することができない。次の例は，MVC の例であるが，V1 の

kkye(抱く)は，語幹が kki-であり，-e が接続すると，語幹末母音の i が半母音化し，1 音節

の kkye([ʔkjə])という形式になる。33これに限定詞を加えると，上述の AVC の場合と同様，

不適格になる。 

 

(68)   *kkye-nun/man/to     an-ass-ta.  김창섭(1981:54) 

    抱く-E-は/だけ/も 抱く-Pres-Dec 

    抱き-は/だけ/もした。 

 

 次の例の kka mek-ta において，kka は「剥く」を mek-ta は「食べる」を意味するが，

これらが複合語を形成すると，「すっかり忘れる」という意味になる。34 意味的に不透明で

あるため，この複合動詞は明らかに MVC であるが，kka-ta の V-e 形，kka は 1 音節であ

る。この場合も(68)と同様に，限定詞が挿入されると不適格になる。 

 

(69) a.   yaksok-ul kka    mek-ess-ta  

                                                   
33 この動詞の最初の子音は，無声軟口蓋閉鎖音で，声門の緊張を伴う音である。適当な音

声記号がないため[ʔk]という表記を用いる。 
34 kka mek-ta には「剥いて食べる」という透明性の高い意味もある。 
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    約束-Acc  剥く-E 食べる-Past-Dec  

    約束をすっかり忘れた。 

 b.  *yaksok-ul kka-to      mek-ess-ta. 

    約束-Acc  剥く-E-も   食べる-Past-Dec  

 

 この制約は MVC や AVC 以外の環境で生じる 1 音節 V-e 形と限定詞の結びつきには

適用されない。次の例に現れる，kki-ta((メガネを)かける)の V-e 形は，母音の融合によ

り，1 音節の kkye([ʔkjə])という形式になる。しかし，MVC/AVC の場合と異なり，限定

詞の接続は許される。このことから，V1 の音節数に関する制約は，MVC/AVC が共有

する，これらの複合動詞に固有の制約であると考えられる。 

 

(70)    [S ankyeng-ul kkye-to]     kyeysok nun-i  nappa-ci ess-ta. 

    メガネ-Acc かける-E-も    続けて  目-Nom 悪くなる-Past 

    メガネをかけても目が悪くなり続けた。 

 

 この節では，MVC と AVC の異同を示す諸特徴を見て来た。相違点に関しては，日本語

において語彙的連用形複合動詞と統語的連用形複合動詞を区別するのに用いられたテスト

と同様のテストと，韓国語に固有のテストから，MVC が語彙部門で，AVC が統語部門で形

成されることが示された。一方で，MVC と AVC には，音韻的な制約等，共通点もあるこ

とが示された。これらの共通点をもたらす規則，制約が，独立した語形成部門にあり，その

規則が語彙部門でも，統語部門でも適用するとすると，MVC と AVC の相違点と共通点を

同時に説明することができ，モジュール形態論の妥当性が韓国語においても支持されるこ

とが分かる。35 

 これまで述べて来たことは，韓国語の複合動詞と日本語の複合動詞に，全く同じモデルが

適用できることを示している様に見る。しかし，韓国語の複合動詞には，日本語の連用形複

合動詞には見られない特徴がある。 

 以下に挙げる限定詞の挿入と V2 の反復は，MVC と AVC が共有する共通点であるが，日

本語の語彙的/統語的連用形複合動詞には見られない特徴であり，複合動詞の構成素が統語

的にある程度，独立していることを示す特徴である。 

 限定詞の挿入：MVC/AVC の V1 と V2 の間に，限定詞と呼ばれる助詞が挿入できる。36 

限定詞(Delimiter)とは，日本語のとりたて詞と同様の特徴を持つ助詞であり，次の様なもの

                                                   
35 韓国語でもモジュール形態論が有効であるとする見解は，Y.Choi(2008)，Wada(2012)

にも見られる。 

36 同様の観察は김창섭(1981:54) H.-S.Choe(1988a:209)，김기혁(1995:414)，内山(1997)，

J.-S.Jun(2007)にも見られる。一方，Y.Suh(2000:25)は，同様の例を不適格と判断している。

筆者の実施した調査によれば，(73)とそのの類例は，全て適格と判断された。 
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がある。 

 

(71)    to   cocha  nun     kkaci  

    も   さえ   は(対比)  まで 

 更に，一般に，限定詞に分類されない，複数を表す-tul という接辞も MVC の内部に挿入

できる。37 接辞-tul は，文内の様々な位置に現れ，主語が複数であることを示す。次の例で

は，主語は明示されていないが，副詞 cal に接尾辞化した-tul が主語が複数であることを示

す。 

 

(72)    cal-tul  hay-ss-ta. 

    よく-Pl  する-Past-Dec 

    (お前たち)よくやった。 

 

 次の例は，MVC に限定詞が挿入された例である。 

 

(73)    John-un   hakkyo-ey kel-e-to   tani-ess-ta.  T.-G.Chung(1993:17) 

    ジョン-Top 学校-Dat  歩く-E-も 通う-Past-Dec 

    ジョンは学校に歩いても通った。 

 

 日本語の語彙的連用形複合動詞にとりたて詞を挿入することができないことは，1.1 節で

見た通りである。これについて，影山(1993:76)は，複合動詞の内部にとりたて詞の様な統

語的要素を挿入することができないことは，複合動詞が一つの語であることの「信頼できる

基準」であるとしている。これを考慮すると，MVC にとりたて詞が挿入できることは，MVC

が語であることを否定する事実の様に見る。1.2.1 節では，V-e V という連続は，複合動詞

(MVC)である可能性と，複文である可能性があることを論じた。語の内部への限定詞の挿入

を，語か否かを判断する確実な基準であるとする立場を堅持するならば，(73)の例は，複文

構造の従属節に限定詞が接続した例であると考えられるかも知れない。確かに，(73)は，複

文構造を成すとも，MVC を成すとも考えられる点で曖昧である。しかし，無意味形態素を

含む MVC など，意味的透明性の低い MVC，即ち，明らかに語彙部門に含まれる，一つの

語である MVC を考慮に入れると，この様な曖昧性は排除できる。 

 次の例は，無意味形態素を含む MVC に，限定詞や-tul を挿入することが可能であること

を示している。 

 

(74)    thay-e-tul na-ss-ta.  淺尾(2009) 

                                                   
37 J.-J.Song(1997)は-tul に焦点を示す機能があると指摘しており，この指摘を受けて，淺

尾(2014)は，-tul が限定詞に分類できる可能性を示唆している。 
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    ??-E-Pl   出る-Past-Dec 

    (複数の子供等が)生まれた。 

(75)    kenmwul-i nayli-e-nun   anc-ass-ciman,  Wada(2012) 

    建物-Nom 降りる-E-は   座る-Past-が 

    建物が崩れ落ちはしたが， 

 

 (74)では，主語の複数性を表す-tul が，(74)では，限定詞が，意味的透明性が低い MVC に

挿入されている。これらの例において，V1 は無意味形態素であるため，V1 が従属節を形成

する可能性は排除される。これらの動詞に限定詞等が挿入できるという事実は，語彙部門に

登録されている一つの語の内部に限定詞などの要素が挿入できることを示している。 

 MVC と同様に，AVC においても，V1 と V2 の間に限定詞を挿入することができる。 

 

(76) a.   nay-ka Mary-lul   mann-a-nun      po-keyss-ciman, 

    私-Nom マリー-Acc 会う-E-は        見る-Fut-が 

    私がマリーに会っては見るが， 

 b.   nay-ka Mary-lul   mann-a-nun  cwu-keyss-ciman 

      私-Nom マリー-Acc 会う-E-は    やる-Fut-が 

    私がマリーに会ってはやるが，  K.-Y.Choi(1991:235) 

 

 この事実に対しても，複合動詞の内部に限定詞が挿入されているのではなく，下の様に，

V2 が V1 を主要部とする節を補部に取る複文構造を取っており，その従属節の V1 に限定

詞が接続していると解釈することも可能かも知れない。 

 

(77)    [S[S         V1-e]-nun V2]  

 

 しかし，否定極性表現(NPI)に関する次の事実は，AVC を含む文が，単文であり，複文で

はあり得ないことを示している。韓国語の否定極性表現の amwuto(誰も)等は，否定辞と同

節内になければならないという制約がある。38 

 

(78) a.  *na-nun [John-i     amwuto manna-ss-ta-ko]     an mit-nun-ta.  

    私-Top ジョン-Nom 誰も    会う-Past-Dec-Comp Neg 信じる-Pres-Dec 

 b.   na-nun [John-i amwuto an manna-ss-ta-ko]        mit-nun-ta. 

    私-Top ジョン-Nom 誰も Neg 会う-Past-Dec-Comp 信じる-Pres-Dec 

    私はジョンが誰にも会わなかったと信じている。 

(78a)は amwuto が従属節に，否定辞が主節にあるために，上記の同節条件が満たされない

                                                   
38 H.-S.Choe(1988a:215)参照。 
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ため不適格になる。(78b)では，amwuto も否定辞も従属節の内部にあるために適格となる。 

 AVC を含んだ文において，amwuto が V1 の目的語として現れ，否定辞が V2 の位置に現

れた文は，下に見るように適格である。 

 

(79)    na-nun amwuto mann-a cwu-ci    anh-ass-ta. 

    私-Top 誰も    会う-E やる-Comp Neg-Past-Dec 

    私は誰にも会ってやらなかった   K.-Y.Choi (1991:226) 

 

AVC に複文構造を仮定するならば，(79)は，amwuto が従属節に，否定辞が主節にあること

になるため，不適格になることが予測される。(79)が適格であることは，これが単文である

ことを示しており，AVC が一つの語であることを支持する。ここでもまた，一つの語の内

部に限定詞が現れ得ることが分かる。39 

 V2 のみの反復：韓国語には，述語分裂構文(Predicate Cleft)と呼ばれる構文がある。述語

分裂構文とは，述語の語幹に-ki という接辞が接続し，更に，それに限定詞-nun(は)が接続

し，その後ろに時制辞等を伴った述語が現れる構文である。 

 

(80)    na-nun kyokwase-lul ilk-ki-nun    ilk-ess-nuntey, 

    私-Top 教科書-Acc   読む-Noml-は 読む-Past-が 

    私は教科書を読んだことは読んだが， 

 

述語分裂構文において，MVC でも，AVC でも，V1 と V2 をまとめて反復することができ

るだけでなく，V1 と V2 を切り離して V2 のみを反復させることができる。40 (81)は MVC

の，(82)は AVC の V2 のみが反復された例である。 

 

(81)    John-i      kapang-ul  cap-a  kkul-e   olli-ki-nun        olli-ess-ta. 

    ジョン-Nom かばん Acc つかむ-E 引く-E 上げる-Noml-は   上げる  

                                                                -Past-Dec 

    ジョンはかばんをつかんで引き上げたことは引き上げた。 T.-G.Chung(1993:9) 

(82)    ku ai-tul-i     cwul-ul    cap-a     po-ki-nun        po-ass-ta. 

    その子-Pl-Nom ロープ-Acc つかむ-E 見る-Noml-は     見る-Past-Dec 

    その子供たちがロープをつかんで見たことは見た。 Y.Choi (2008) 

 この事実は，反復という操作が複合動詞の一部だけを取り出せることを示しており，

                                                   
39 H.-S.Choe(1988b)は，AVC が複文構造から再構造化により単文になるとしている。し

かし，複文構造の証拠として挙げられた事実には問題がある。これについては 1.2.3 節で

論じる。 
40 同様の観察は，E-Y.Yi(1996)，Y.Lee(2002)，이정훈(2006)，J.-S.Jun(2007)，

Y.Choi(2008)，淺尾(2009)にも見られる。 
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MVC/AVC の V1 と V2 が独立していることを示している。  

 以上の様に，韓国語の複合動詞は，語彙的なものと統語的なものに分けられるという点で

は，日本語の複合動詞と共通しており，モジュール形態論の有効性が期待できる。一方で，

日本語の語彙的/統語的連用形複合動詞と異なり，韓国語の複合動詞は，語彙的なものであ

れ，統語的なものであれ，構成素に統語的な独立性が見られるという点で，日本語の複合動

詞とは異なっている。以下に，これまで述べて来た現象を日本語の語彙的/統語的連用形複

合動詞のデータと共に示すが，日本語の語彙的 /統語的連用形複合動詞と韓国語の

MVC/AVC の間には，類似点と相違点があることは明らかである。 

 

(83) 

 日本語連用形複合動詞 韓国語複合動詞 

 語彙的 統語的 MVC AVC 

意味的透明

性 

低 高 低 高 

生産性 低 高 低 高 

代用表現化 * OK * OK 

V1 の軽動詞 * OK * OK 

toy- 接 頭 辞

化 

  可能なものあり * 

語彙的名詞

化 

  可能なものあり * 

包摂関係 語彙的なものが統語的なものに先行 

隣接性 必須 必須 必須 必須 

V1 の空所化 * * * * 

限定詞挿入 * * OK OK 

V2 の反復 * * OK OK 

 

１．２．２．２ 提案：MVC と AVC 

 1.2.2.1 節で見た現象の多くは，韓国語の複合動詞が語彙的なものと統語的なものに分け

られることや，両者に共通点があることを示している。これらの事実は，同じ語形成規則が

語彙部門と統語部門に適用するとするモジュール形態論との親和性を示している。一方で，

韓国語の複合動詞には，日本語の連用形複合動詞にはない，構成素の独立性という特徴があ

ることは先に見た通りである。本稿では，日本語の語彙的/統語的連用形複合動詞の様に，

二つの構成素が密接に結びついたものを，融合型と呼び，韓国語の MVC や AVC の様に，

構成素にある程度の統語的独立性が見られるものを独立型と呼ぶことにする。 

 本節では，韓国語の複合動詞が持つこれらの特徴を導き出す分析を提案する。モジュール



 

34 

 

形態論を採用しつつ，独立型の複合動詞に見られる構成素の独立性を説明するに当たって，

語形成部門はある種の「小さな」統語構造を含み得ると仮定する。 

 この仮定は一般的ではないが，MVC/AVC の構成素がある程度の統語的独立性を見せる

ことを説明するためには必要な仮定である。41 42 この仮定に立って，MVC/AVC は，V0レ

ベルが結合して V0を形成する規則によって形成されることを提案する。43 

 

(84)            V0 

 

    V0         V0 

    kwuw-e     mek-ta                                               MVC 

    焼く-E      食べる=焼いて食べる 

    ilk-e        po-ta                                                 AVC 

    読む-E      見る＝読んで見る 

 

 (84)は，AVC と MVC が形成する単位を V0であるとしているが，次の様な事実がこれを

支持する。よく知られている様に，否定辞 an は述語の直前に現れなければならず，述語か

ら離れた位置に現れると不適格になる。44 

 

(85) a.   Chelswu-nun pap-ul   an  mek-ess-ta. 

    チョルス-Top ご飯-Acc Neg 食べる-Past-Dec 

    チョルスはご飯を食べなかった。 

 b.  *Chelswu-nun an  pap-ul   mek-ess-ta. 

    チョルス-Top Neg ご飯-Acc 食べる-Past-Dec 

 

この事実は，否定辞 an は語(V0)には接続するが，より大きい，句(V’/VP)のレベルには接続

しないことを示している。45 否定辞 an が MVC と AVC の直前に現れ MVC/AVC 全体を否

定するという下の事実は MVC/AVC が単一の述語と同じレベル，即ち V0であることを示し

                                                   
41 統語構造が語彙部門に現れるとする分析案は，J.-S.Jun (2007)，이정훈(2006)，

Y.Choi(2008)，Wada(2012)にも見られる。しかし，V1 が VP を構成するとする J.-S.Jun

や，V1 が副詞であるとする이정훈と，本稿の主張は異なっている。 
42 1.3 節で論じる様に，日本語の一部の語彙的複合動詞の振る舞いを説明するためにも必

要な仮定である。 
43 Y. Choi(2008)，和田(2011)，Wada(2012)でも同様の提案がなされている。 
44 不可能を表わす否定辞 mos も an と同じ特徴を持つ。 
45 an のこの性質について，an を接頭辞とする分析も一見可能な様に見える。しかし，2

章 1.6 節で述べる通り，主に音韻的な理由により，an が接辞であるとする考えは否定され

る。 
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ている。46 

 

(86)    Chelswu-nun kaymi-lul an   palp-a cwuki-ess-ta.                    MVC 

    チョルス-Top アリ-Acc  Neg 踏む-E 殺す-Past-Dec 

    チョルスはアリを踏み殺さなかった。 

(87)    Chelswu-nun ku  chayk-ul an   ilk-e   po-ass-ta.                   AVC 

    チョルス-Top その本-Acc   Neg  読む-E 見る-Past-Dec 

    チョルスはその本を読んで見なかった。 

 

 MVC/AVC について，(84)の構造を提案するのは，本稿が初めてではない。MVC につい

ては，T.-G.Chung(1993:14)で，AVC については K.-Y.Choi(1991)，Sells(1999)で，全く同

じ構造が提案されている。47 いずれの論考においても，(84)は統語部門の規則として提案さ

れているが，モジュール形態論を採用する本稿では，この「小さな」構造が語形成部門の規

則であり，それが語彙部門で形成される複合動詞にも適用されると主張する点で，これらの

論考とは異なっている。また，上記の論考は，分析の対象を MVC に限定するものと，AVC

に限定するものに分けられるが，両方を対象とする点でも，本稿は，先行研究とは異なって

いる。48 

 以下に，MVC と AVC を形成するモデルを提示する。モジュール形態論に従い，語彙部

門と統語部門に加えて独立した語形成部門が存在すると仮定する。語形成部門にある(84)の

規則は，語彙部門でも，統語部門でも適用すると考える。(84)が語彙部門で適用すると，MVC

が，統語部門で適用すると AVC が，それぞれ形成される。49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
46 後述する様に，AVC の前に an が現れた場合，V1 のみを否定する解釈も可能である。 
47 Poser(2002)も日本語の軽動詞構文について同様の構造を提案しており，それを small 

category と呼んでいる。 
48 Y.Choi(2008)，浅尾(2009)，Wada(2012)も，MVC と AVC を同時に扱っているという

点で，他の論考とは異なっている。 
49 同様のモデルは Y.Choi(2008)，Wada(2012)でも提案されている。 
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(88)  韓国語の語形成モデル(暫定的) 

   

    

 

 

 

       MVC:kwuw-e mek-ta  

                  焼く-E  食べる 

 

 

   

                   AVC:ilk-e   po-ta 

                          読む-E 見る 

   

       

 

 

 

 前節で述べた，MVC と AVC の相違点は，(84)の適用する部門の違いを反映しており，両

者の共通点は，同じ規則によって形成されることを反映している。更に，(84)の構造では，

構成素が統語的に独立しているため，限定詞を複合動詞の内部に挿入できることや，動詞を

反復した場合に，V2 のみを反復できることを説明できる。MVC も AVC も，二つの構成素

が独立しているために限定詞の挿入は可能である。 

 

(89)            V0 

 

    V0 –限定詞  V0 

 a.   kwuw-e-nun mek-ta                                               MVC 

    焼く-E-は    食べる=焼いては食べる 

 b.   ilk-e-nun    po-ta                                                 AVC 

    読む-E-は    見る＝読んでは見る 

 

 動詞反復における V2 のみの反復も，V1 と V2 が統語的に独立しているため，V2(下線部)

だけを取り出すことが可能であると説明できる。 

 

 

 

   V0 

 

V0   V0 

統語部門 

語彙部門 

語形成部門 
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(90)            V0 

 

    V0         V0 

 a.   kwuw-e    mek-ki-nun  mek-ta                                   MVC 

    焼く-E  食べる-Noml-は  食べる 

 b.   ilk-e-       po-ki-nun    po-ta                                     AVC 

    読む-E      見る-Noml-は 見る 

 

(88)のモデルでは，MVC と AVC は，語形成部門で語として特徴づけられるので，その一部

に空所化という統語規則が適用できないことも説明できる。(65)と(66)を再掲する。 

 

(91)    Chelswu-nun Yengi-uy   cean-ul *(pat-a) tuli-ko, (=(65))              MVC 

    Yengi-nun Chelswu-uy   ceyan-ul pat-a tuli-ela.  김창섭(1981:19) 

    チョルス-Top ヨンイ-Gen 提案-Acc 受ける-E 入れる-Conj 

    ヨンイ-Top チョルス-Gen 提案-Acc 受ける-E 入れる-Past-Dec 

    チョルスはヨンイの提案を受け入れ，ヨンイはチョルスの提案を受け入れた。 

(92) A:   ku chayk-ul ilk-e   po-ass-ni?  J.-O.Cho(1988) (=(66)) 

    その本-Acc  読む-E 見る-Past-Int 

    その本を読んで見た？  

 B:   kulay, *(ilk-e)  po-ass-e.                                            AVC 

    うん， 読む-E 見る-Past-E 

    うん，読んで見た。 

 

 以上の様に，モジュール形態論と「小さな」構造を形成する規則を組み合わせることによ

り，MVC，AVC の相違点と共通点が容易に導ける。同時に，日本語と韓国語を対照すると，

日本語の語彙的/統語的連用形複合動詞が融合型であるのに対し，韓国語の複合動詞は独立

型であるということが導き出せる。 

 本稿では，語の内部に統語的な要素が挿入できないという基準を，ある単位を語と判定す

る絶対的な基準としては採用せず，構成素に限定的な統語的独立性があるものでも，単一の

X0 節点を構成するものは，語と認定し，複合語の中には，構成素が密接に結びついたもの

(融合型)と構成素に限定的な独立性が見られるもの(独立型)が存在することを主張した。こ

の区別に加えて，モジュール形態論に従って複合語を語彙的なものと統語的なものに分け

るため，複合動詞は語彙的/統語的という基準と，融合型/独立型という基準によって，四つ

に分類できることになる。50 

                                                   
50 本稿の融合型/独立型という区分は，Y.Choi(2008)の amalgam/analytic compounds と

いう区分に対応する。 
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(93)     

 

 

 

 

 この表を見る限り，日本語は融合型，韓国語は独立型と言えるように見る。しかし，日本

語にも独立型の複合動詞が存在する。それについては，1.3 節で論じる。 

 

１．２．３．先行研究 

 1.2 節では，先行研究で提示されたデータや，筆者の調査に基づいたデータを整理・分類

し，MVC が語彙部門で，AVC が統語部門で形成されることを示し，データを簡潔に説明す

るモデルも提示した。その一方で，先行研究の主張には，踏み込んだ言及を避けて来た。以

下では，争点となり得る点に関して，重要な先行研究を紹介し，その問題点を指摘する。 

 以下で論じる点は，次の二点である。まず，MVC に関して，これが統語部門で形成され

るとする主張について論じ，次いで，AVC は複文構造から再構造化によって単文構造にな

るという主張について論じる。 

 AVC についてはほとんどの研究者が統語部門で形成されるということで意見が一致して

いるが，MVC については，語彙部門で形成されるとする立場と，統語部門で形成されると

する立場がある。51 以下では，MVC が統語部門で形成されるとする立場を採る研究者が挙

げる論拠を紹介し，その問題点を指摘する。 

 MVC が統語部門で形成されるとする立場を代表する T.-G. Chung(1993)を例に挙げる。

T.-G.Chung は，本稿と同様に，「小さな」構造を作る規則によって MVC が形成されるとし

ているが，本稿とは異なり，MVC は統語部門で形成されるとしている。T.-G.Chung が挙

げる根拠の第一のものとして，MVC 形成の生産性がある。新たな MVC を作れるだけでは

なく，MVC の形成規則を再帰的に適用し，二つ以上の動詞を含む MVC が可能であるとし

ている。この高い生産性は MVC が統語部門で形成されるとする立場と矛盾しない。 

 

(94)    saca-ka        sasum-ul cap-a    mwul-e ttut-e  mek-ess-ta. 

    ライオン-Nom  鹿-Acc   捕らえる-E かむ-E ちぎる-食べる-Past-Dec 

    ライオンが鹿を捕まえ，かみ，ちぎり，食べた。 T.-G. Chung(1993:91) 

 

 しかし，T.-G. Chung(1993:注 16)も認めている様に，生産性が高いということが即ち，語

彙部門の操作ではないということを保証するものではない。語彙部門の中にも生産性の高

い過程や再帰的に適用される過程は存在し得る。意味的透明性についても同様の議論が成

                                                   
51 MVC が統語部門で形成されるという立場をとるものとして，Y.Lee(2002)，E.-Y.Yi 

(1996)等が挙げられる。 

 語彙的 統語的 

融合型 日本語：語彙的連用形複合動詞 日本語：統語的連用形複合動詞 

独立型 韓国語：MVC 韓国語：AVC 
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り立つ。語彙部門で形成される複合語が全て意味的に不透明な訳ではなく，意味的な透明性

が高い複合語も存在し得るため，(94)の様な MVC の生産性と意味的透明性だけを以て，こ

れらが統語部門で形成される根拠とすることはできない。 

 MVC が統語部門で形成されるとする立場を採る研究者にとって最も重要な事実は，V1

と V2 が統語的に独立していることを示す，次の二つの事実である。第一に，(73)に見た様

に，MVC の内部に限定詞を挿入できることが挙げられる。 

 

(95)    aki-ka      ki-e-to    ka-ss-ta.  T.-G.Chung(1993:88) 

    赤ん坊-Nom はう-E-も 行く-Past-Dec 

    赤ん坊がはっても行った。 

 

 第二に，(81)で見た様に，述語分裂構文において，MVC の V2 だけを取り出して反復す

ることができるという事実が挙げられる。 

 

(96)    John-i      kapang-ul  cap-a    kkul-e olli-ess-ta. T.-G.Chung(1993:89) 

    ジョン-Nom かばん Acc つかむ-E 引く-E 上げる-Past-Dec 

    ジョンがかばんをつかんで引っ張り上げた。 

    John-i        kapang-ul   cap-a     kkul-e  olli-ki-nun olli-ess-ta.  

    ジョン-Nom かばん Acc つかむ-E 引く-E 上げる-Noml-は 上げる 

                                                                -Past-Dec 

    ジョンがかばんをつかんで引っ張り上げたことは引っ張り上げた。 

 

 T.-G. Chung(1993: 89)は，いずれの現象についても，MVC の一部に統語的な過程が適用

しており，MVC が語彙部門で形成されるとするならば，上記の二つの例は，形態的緊密性

の違反として不適格になるという誤った予測が導かれるとしている。上記の二つの例がい

ずれも適格であることから，MVC は統語部門で形成されると考えるのが妥当であると主張

している。52 

 しかし，1.2.2.1 節で見た他の現象は，MVC が語彙部門で形成されることを強く支持して

いる。まず，MVC の中に意味的に不透明なものが多くあることは，(47)，(48)で触れた通り

であり，これらは語彙部門で形成されると考えざるを得ない。更に，これらの意味的に不透

明な MVC の内部に限定詞を挿入できることも，これらの V2 のみを取り出して反復するこ

とが可能であることも，(74)，(81)で見た通りであり，上記の二つの操作が語の一部を適用

の対象とすることは明らかである。53  

                                                   
52 同様の議論は E.-Y.Yi (1996)，Y.Lee(2002)にも見られる。 
53 Y.Lee(2002)は，意味的に不透明な MVC が統語部門で形成されるとしているが，な

ぜ，不透明な MVC が統語部門で形成できるかには言及していない。 
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 加えて，MVC が AVC と同様に，統語部門で形成されるのであれば，Y. Choi (2008)が指

摘した(55)の事実，即ち，MVC の内部に AVC が混ざることはなく，常に MVC は AVC の

内側にしか現れないという包摂関係の非対称性を説明できない。 

 

(97) a.   cwul-ul    cap-a  tangki-e cwu-ess-ta  (=(55)) 

    ロープ-Acc 持つ-E 引く-E  やる-Past-Dec 

    ロープを引っ張ってやった。 

 b.  *cwul-ul    cap-a  cwu-e  tangki-ess-ta. 

    ロープ-Acc 持つ-E やる-E 引く-Past-Dec 

 

 MVC に語彙的名詞化が可能なことや，toy-接辞化に関する AVC との違い，MVC の V1

を代用表現に置き換えることができないことも，MVC が統語部門で形成されるとする立場

では説明ができない。 

 上記の統語部門説に対する批判において，意味的に不透明な MVC を重要な証拠として扱

って来た。統語部門説を擁護する立場を維持しようとするならば，意味的に不透明な MVC

は語彙部門で形成されるが，意味的に透明な MVC は統語部門で形成されるという反論もあ

り得るであろう。しかし，この反論も有効な反論とはなり得ない。その理由として，(97)の

MVC と AVC の包摂関係の非対称性，(56)の接頭辞 toy-の添加，(50)の代用表現化が依然，

説明できないことが挙げられる。 

 述語の直前に現れる否定辞 an のスコープの解釈も，MVC が語彙部門で形成されるのに

対し，AVC は統語部門で形成されることを支持する。全(2013)は，na-ta(出る)，nay-ta(出

す)，tul-ta(入る)を V2 とする MVC について論じている。全は，これらの V2 を含んだ MVC

が語彙部門で形成されることを確認した上で，これらの MVC に，否定辞 an，mos が先行

する場合，MVC 全体を否定する解釈は可能だが，V1 だけを否定する解釈が得られないこ

とを指摘している。 

 

(98) a.   aki-ka    an  il-e      na-ss-ciman,  kkay-e na-ss-ta. 

    子供-Nom Neg 起きる-E 出る-Past-が  覚める-E 出る-Past-Dec 

    子供が起き上がらなかったが，目が覚めた。*an > V1，OK an > V1+V2 

 b.   pomwul-ul mos  chac-a nay-ss-ciman, al-a   nay-ss-ta. 

    宝物-Acc   Neg  探す-E 出す-Past-が 知る-E 出す-Past-Dec 

    宝物を探し出せなかったが，割り出した。*mos > V1, OK mos > V1+V2 

 

 もし，MVC が統語部門で形成されるのであれば，an が MVC 全体と結合した構造(98a)

に加えて，(98b)の構造も可能なはずであり，V1 のみを否定する解釈も可能なはずである。 
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(99) a.   [an [V1 V2]] 

 b.   [[an V1] V2] 

 

事実，統語部門で形成される AVC に関して，二つの解釈が可能であることは，T.-G.Chung

自身が観察している。54 

 

(100)    John-i ku si-lul an ilk-e po-ass-ta. T.-G.Chung(1993:31) 

    J-Nom その詩-Acc Neg 読む-E 見る-Pst-Dec 

    ジョンはその詩を読んで見なかった  an >V1+V2 

    ジョンはその詩を読まないで見た    V2>an>V1 

 

 AVC 全体を否定する解釈の場合は，(99a)の構造を，V1 のみを否定する解釈の場合は，

(99b)の構造を，それぞれ，取っていると考えると，否定の解釈は容易に導ける。MVC が

AVC と同様に，統語部門で形成されるとする立場では，なぜ，前者には V1 のみを否定する

解釈が許されず，後者にはそれが可能であるかを説明することができない。 

 ここで重要なのが，否定辞 an の位置づけである。上に見た通り，an と AVC が結びつい

た場合，二つの解釈が可能である。これは，V1 と V2 が結びついた後に，an との結合が起

きても，an と V1 が結びついた後に，この単位と V2 との結合が起きても適格であること

を示している。これは，否定辞 an と AVC の形成が同じレベル，即ち，統語部門で起こる

ことを示している。これが正しいなら，MVC が語彙部門で形成されるとする本稿の立場か

らは，MVC に先行する an が MVC 全体を否定する解釈しかできないことは，自然に導き

出せる。 

 以上の様に，MVC が統語部門で形成されるとする先行研究には，問題点が数多くあり，

この立場を採ることができないことは明らかである。 

 次に，AVC に関する先行研究の問題点を指摘する。AVC が V0と V0が結びついて V0を

形成する構造を取るとする分析は，本稿だけでなく，K.-Y.Choi(1991)や，Sells(1998)にも

見られることは，先に述べた。一方で，H.-S. Choe(1988a,b)は，AVC は V2 が V1 を主要

部とする節を補部に取る複文構造を形成し，それが再構造化を受けて，最終的に単文構造に

なると主張している。 

 

(101)    [S [S       V1-e] V2-Neg] ⇒ 

    [S         V1-e V2-Neg] 

 

 最終的に単文構造を成すことを示す根拠は，(78)に見た，否定極性表現に関する事実であ

る。この点においては，本稿の主張と相違点はない。問題となるのが，AVC がある段階で

                                                   
54 同様の観察については Sells(1998)にも見られる。 
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複文であることを支持するとして，H.-S. Choe が挙げた根拠である。 

 H.-S.Choe(1988b)は，AVC が派生のある段階で複文構造であることを示す根拠として，

二つの副詞が，V1 と V2 をそれぞれ修飾することができるとしている。 

 

(102)    Chelswu-nun cangnan-ulo yelepen thokki-lul cap-a po-ass-ta.  

    チョルス-Top いたずらで  数回    ウサギ-Acc 捕まえる-E  

    見る-Past-Dec   

    チョルスはいたずらで数回ウサギを捕まえて見た H.-S.Choe(1988b) 

 

 H.-S.Choe(1988b)は，yelepen（数回）が V1 を cangnan-ulo(いたずらで)が V2 をそれぞ

れ修飾するとし，この解釈が可能であるのは，V1 を主要部とする節の内部に yelepen を，

V2 を主要部とする主節に cangnan-ulo を置くことが可能であるためで，この観察は AVC

が複文をなすことを支持するとしている。 

 しかし，この観察には問題がある。K.-Y.Choi(1991:250)は，H.-S.Choe の様な解釈は不可

能であるとしており，更に，彼らの議論とは独立に，김기혁(1995:229)も，(103)の例におい

て，副詞は，V1 と V2 の全体を修飾する解釈しかないとしている。 

 

(103)    Namho-nun swukcey-lul ppalli kkuthnay peli-ess-ta 

    ナムホ-Top  宿題-Acc   早く  終わらせる-E しまう-Past-Dec 

    ナムホは宿題を早く終わらせてしまった。 

 

 以上の様に，副詞の解釈に基づいて AVC があるレベルで複文構造を持つとする H.-

S.Choe(1988b)の主張は，観察のレベルで問題があり，確固たる証拠にはなり得ない。加え

て，副詞が二つの動詞を同時に修飾する解釈しかないと言う(103)の観察は，AVC を含む文

が単文構造であることを示している。 

 H.-S.Choe(1988a:212)は，AVC が派生のある段階では複文構造であることを示す事実と

して，V2 を主要部とする主節の主語と，これと同一指示の V1 を主要部とする埋め込み節

の主語の両方が実現する(104)の例を挙げている。 

 

(104)    Chelswu-nun (ku/caki-ka)   thokki-lul cap-a po-ass-ta.  

    チョルス-Top (彼/自分-Nom) ウサギ-Acc 捕まえる-E 見る-Past-Dec 

    チョルスはウサギを捕まえて見た。 

 

 H.-S. Choe によると，Chelswu が主文の，ku/caki(彼/自分)が V1 を主要部とする補文の

主語であり，両者が実現することは AVC が複文構造を取ることの証拠になるとしている。

しかし，この議論にも問題がある。S.-H.Lee(1994)は，(104)自体は適格な例であるとしつ



 

43 

 

つも，(105)に見る様に，明らかな単文構造においても「主語」の重出は起こるため(104)の

「主語」の重出は AVC の複文性を支持する根拠とはなり得ないとしている。 

 

(105)    Chelswu-nun (ku/caki-ka)  keki-ey  cikcep ka-ss-ta. 

    チョルス-Top (彼/自分-Nom) そこ-Dat 直接 行く-Past-Dec 

    チョルスは自分が直接そこに行った。 

 

S.-H.Lee は，「主語」の重出は単なる強調形であり，AVC が複文構造であることを支持する

証拠とはなり得ないとして，H.-S.Choe の主張を否定している。55 「主語」が重出すること

が事実であるとしても，明らかな単文であっても重出が許されるので，AVC が単文構造で

あるとする，本稿や K.-Y.Choi の主張と矛盾しない。 

 AVC が複文構造をなすことを示す証拠として H.-S.Choe(1988b)は V1 と V2 のいずれも

主語尊敬語化の対象となるという観察を挙げている(文法性判断は H.-S. Choe のもの)。 

 

(106)    apenim-kkeyse    thokki-lul  cap-usi-e        po-si-ess-ta. 

    父(Hon)-Nom(Hon) ウサギ-Acc 捕まえる-Hon-E 見る-Hon-Past-Dec 

    お父様がウサギをお捕まえになられて見られた 

 

 H.-S.Choe によると，V2 の主語と同一指示の空の代名詞が V1 を主要部とする埋め込み

節の内部にあるため，V1 の主語尊敬化が可能になるとし，AVC が複文構造をなすことを支

持する証拠となるとしている。 

 

(107)    [NPi [ ei …. V1-Hon] V2-Hon] 

 

 K.-Y.Choi(1991:250)は，(106(105)の観察に対しても文法性判断に異を唱え，完全に不適

格であるとして，AVC が複文構造であることを示す根拠となり得ないとしている。確かに，

AVC の V1 が主語尊敬語化の対象にならないとする観察は多くの先行研究に見られる。56 

しかし，一方では，一部の AVC では V1 の主語尊敬語化が可能であるとする観察も見られ

る。김영희(1993)はある特定の動詞が V1 として現れる場合には V1 の主語尊敬語化が可能

であるとしている。 

 

(108) a.   emenim-kkeyse    kuke-l   tusi-e        peli-si-ess-ta. 57 

                                                   
55 K.-Y.Choi(1991:250)は，(104)が完全に不適格であるとして，H.-S.Choe の主張を否定

している。 
56 T.-G.Chung(1993:102)，S.-H.Lee(1994)，김영희(1993)等を参照。 
57김영희(1993)が V1 の主語尊敬語化が可能であるとして挙げた例の多くが V1 に補充
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    母(Hon)-Nom(Hon) それ-Acc 召し上がる-e しまう-Hon-Past-Dec 

    お母様はそれをお召し上がりになってしまった。 

 b.   han cam phwuk  cwumwu-si-e twu-si-ciyo.  

    一つ眠り ゆっくりお休み-E    おく-Hon-Pol 

    ゆっくりお休み下さい。 

 

 また，Sells(1998)は V-e V という形式を取る AVC では V1 を主語尊敬語化することがで

きないが，V1 が V-e 形以外の形を取る AVC では V1 の尊敬語化が可能であるとしている。 

 

(109) a.   ilk-(*usi)-e po-si-ta 

    読む-Hon-E 見る-Hon-Dec 

 b.   ilk-(usi)-ko kyeysi-ta 

    読む-Hon-Conj いる(Hon)-Dec 

    お読みになっている。 

 c.   ilk(-usi)-ci      anh-usi-ta 

    読む-Hon-Comp Neg-Hon-Dec 

    お読みにならない。 

 

 更に，기타무라(2004:55)は AVC の中でも V1 に主語尊敬語化を許すものと許さないもの

があると指摘している。 

 

(110) a. ??apeci-kkayse na-eykey chayk-ul ilk-usi-e     cwu-si-ess-ta. 

    父-Nom(Hon) 私-Dat  本-Acc   読む-Hon-E くれる-Hon-Past-Dec 

    父は私に本を読んで下さった。  

 b.   sensayngnim-kkeyse Chelswu-lul manna-si-e   po-si-ess-ta. 

    先生-Nom(Hon)      チョルス-Acc 会う-Hon-E 見る-Hon-Dec 

    先生はチョルスにお会いになってみた。 

 

 以上の様に，AVC の V1 の主語尊敬語化に関しては，様々な記述上の問題があり，今後の

研究を待たなければならない。しかし，いずれの観察においても V1 の主語尊敬語化に制約

が多いという点においては共通しており，H.-S.Choe の観察とそれに基づく主張をそのまま

受け入れることはできないことを示している。 

 以上の様に，H.-S.Choe(1988a,b)の，AVC が派生のある段階で複文構造を取るという主

張には，信頼できる根拠はない。 

 更に，否定辞 an の，X0(V0,Adj0)としか結合しないという性質は，複文構造から単文構造

                                                   

形(Suppletion Form)を含むことは興味深い。 
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への派生という H.-S.Choe(1988a,b)の分析に疑問を投げかける。下の様な AVC に an が先

行する場合に，an が V1 のみを否定する解釈と V1+V2 全体を否定する解釈は(100)で見た

通りである。 

 

(111)    John-i ku si-lul an ilk-e po-ass-ta. T.-G.Chung(1993:31)(= (100)) 

    J-Nom その詩-Acc Neg 読む-E 見る-Pst-Dec 

    ジョンはその詩を読んで見なかった。an >V1+V2 

    ジョンはその詩を読まないで見た 。   V2>an>V1 

 

 再構造化を仮定する場合，(112)の様な構造から V1 が V2 に移動した場合，V1 のみを否

定する解釈は得られるであろうが，an と V1+V2 は姉妹関係にないため，全体を否定する

解釈は得られない。次いで，V1 が an を伴って繰り上がったとしても，やはり an と V1+V2

は姉妹関係にないため，全体を否定する解釈は得られない。 

 

(112)  [V’[S an  V1-e]  V2] 

 

 かといって，an を(再構造化の後の)V1-e と V2 と姉妹関係にある位置に置くこともでき

ない。 

 

(113)  [an [V’[S ti ] V1-ei V2]] 

 

なぜなら，(85)に示した様に。an は X0としか結合しないが，上の構造では V’と結合してお

り，そもそも不適格な構造であるからである。 

 以上の様に，再構造化による説明は否定辞 an のスコープの問題を解決することができな

いという問題点がある。 

 1.2.3 節では，本稿の主張と対立する主要な先行研究として，MVC が統語部門において

形成されるとする主張と，AVC が派生のある段階で複文構造を取るとする主張を取り上げ，

いずれの主張にも重大な問題点があることを指摘した。 

 

１．３．日本語の複合動詞 2 

 1.1 節と 1.2 節では，言語の違いを超えて，日本語の語彙的連用形複合動詞は韓国語の

MVC と，日本語の統語的連用形複合動詞は韓国語の AVC と，それぞれ共通した特徴を持

つことを示し，影山(1993)のモジュール形態論が支持されることを示した。 

 1.1 節と 1.2 節からは，日本語と韓国語の複合動詞の違いは，複合動詞の構成素が緊密に

結びついて融合型の複合動詞を形成するか(日本語)，構成素にある程度の独立性がある独立

型の複合動詞を形成するか(韓国語)にある様に見える。 
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 しかし，日本語にも韓国語の MVC と AVC に相当する複合動詞が存在し，同じ分析が可

能であることを以下に見て行く。58 

 

１．３．１．語彙的テ形複合動詞 

 日本語には数は多くないものの，以下の様に，V1 がテ形を取る複合動詞が存在する。 

 

(114)    うってかわる  打って出る    見てとる      やってのける 

    取って返す    取ってかわる  食ってかかる  ほっておく 

    切って取る    買って出る    割ってはいる  くれてやる 

 

これらの動詞の特徴として，V1 の形態の他にも，V2 が助動詞的な機能を持たないという

点が挙げられる。後述する様に，本稿では，これらの動詞が語彙部門で形成されると主張す

るため，これらを語彙的テ形複合動詞と呼ぶことにする。 

 日本語の複合動詞の大多数を占める，V1 が連用形を取る複合動詞と異なり，語彙的テ形

複合動詞についての研究は多くない。森山(1988:45)，姫野(1999:8)などで言及されているが，

例えば森山は，これらが語彙的であると述べるに留まっており，立ち入った分析は提示され

ていない。59 

 以下に，(114)の語彙的テ形複合動詞の特徴を挙げ，これらが語彙部門で形成されること

を示す。 

 隣接性：語彙的テ形複合動詞の構成素の間に，語や句を挿入することはできない。 

 

(115) a.   彼は上司にいつも食ってかかる。 

 b.  *彼は上司に食っていつもかかる。 

 

 この事実は，語彙的テ形複合動詞の構成素が密接に結びついており，その一部にスクラン

ブリングなどの規則を適用したり，副詞を挿入したりすることはできない，即ち，これらが

一つの語であることを示唆している。 

 意味的透明性：語彙的テ形複合動詞は，味的透明性が低い，即ち構成素の意味から全体の

意味を導き出すことはできないことが挙げられる。例えば「買って出る」の場合，V1 を他

の動詞に変えることはできない。また，語彙的テ形複合動詞の構成素を単独で用いると不適

格になる場合が多い。 

 

                                                   
58 以下で扱う日本語のテ形複合動詞が韓国語の MVC と AVC と対応することを指摘した

のは筆者が知る限り浅尾(2009)が最初である。 
59 森山はこれらを「複合というよりも連合というべきかもしれない」としているが，連合

をどう定義するかは述べていない。 
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(116) a.   憎まれ役を買って出る。 

 b.  *憎まれ役を買う。 

 c.  *憎まれ役を/に出る。 

(117) a.   上司に食ってかかる。 

 b.  *上司に/を食う。 

 c.  *上司に/をかかる。 

 

 意味的透明性の低さは，このタイプの複合動詞が語彙部門で形成される語であることを

支持する。 

 生産性：語彙的テ形複合動詞は(114)に挙げたもの以外のものも含めても数が限られてお

り，生産的とは言えない。生産性の低さは，これらの語彙的テ形複合動詞が語彙部門で形成

されることを支持する。60 

 代用表現化：語彙的テ形複合動詞の構成素を代用表現に置き換えることは許されない。淺

尾(2009)は，韓国語との対比において，(114)が MVC と極めて類似した性質を持つことを

指摘しているが，その一つとして代用表現化を取り上げている。(117b)を「買って出る」の

一部が代用表現化されたものとして解釈することはできない。 

 

(118) a.   買って出る  淺尾(2009) 

 b.  *そうして出る 

(119)    田中は５時にやって来た。和田(2011) 

   *山田は６時にそうして来た。 

 

代用表現化が許されないことも，このタイプの複合動詞が語彙的連用形複合動詞と同様，語

彙部門で形成されることを支持する。 

 V1 の位置の軽動詞：語彙的テ形複合動詞には V1 の位置に VN+軽動詞「する」が含まれ

た下の様な形式のものが存在しない。 

 

(120) a.   選挙に打って出る。 

 b.  *選挙に出馬して出る。 

(121) a.   事情を見てとる。 

 b.  *事情を了解して取る。 

 

 本稿では，2 章において，VN+「する」が統語部門で形成されると主張するが，これに従

うと，VN+「する」が，語彙的テ形複合動詞の内部に VN+「する」が現れないことは，こ

                                                   
60 但し，「かかる」は「なめてかかる」，「あきらめてかかる」の様に，V1 に心的態度を表

わす動詞を取り，ある程度の生産性を示す。 
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のタイプの複合動詞が語彙部門で形成されることを支持する。 

 包摂関係：語彙的テ形複合動詞は統語的連用形複合動詞に先行することはできるが，逆の

順序になることはできない。 

 

(122) a.   彼は不用な品を子供たちにくれてやり続けた。 

 b.  *彼は不用な品を子供たちにくれ(て)続けてやった。 

(123) a.   選挙に打って出続けた。 

   b.  *選挙に打ち続け(て)出た。 

 

 この事実も，語彙的テ形複合動詞が統語部門に先立つ部門，即ち，語彙部門で形成される

ことを支持する。 

 V1 の尊敬語化：語彙的テ形複合動詞に主語尊敬語化を適用すると，尊敬の形式は V2 に

は現れるが，V1 に主語尊敬語化の形式が現れることはない。 

 

(124) a.   先生は選挙に打ってお出になった。 

 b.   先生は選挙に打って出られた。 

 c.  *先生は選挙にお打ちになって出た/出られた。 

(125) a.   社長は仲介役を買ってお出になった。 

 b.   社長は仲介役を買って出られた。 

 c.  *社長は仲介役を買われて出られた。 

 

 この事実も，語彙的連用形複合動詞と共通しており，語彙的テ形複合動詞が語彙部門で形

成されることを支持する。 

 V1 の受動化：語彙的テ形複合動詞の V1 に受動化を適用することはできない。受動化の

形態素は V2 のみに現れる。 

 

(126) a.   部下に食ってかかられた。 

 b.  *部下に食われてかかられた。 

 

 この特徴は，語彙的連用形複合動詞においても観察される特徴で，語彙的テ形複合動詞が

語彙部門で形成されることを支持する。 

 V1 の空所化：語彙的テ形複合動詞の V1 を空所化することはできない。 

 

(127) a.   彼は上司に直ぐ食ってかかる。*昨日も課長にφかかった。 

 b.   田中は喧嘩に割って入った。*山田もφ入った。 
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この事実は，語彙的テ形複合動詞が，一つの語であり，その一部に空所化という統語規則を

適用することが許されないことを示している。 

 「方」名詞化：語彙的連用形複合動詞と同様に，語彙的テ形複合動詞も「方」名詞化を受

ける。1.1 節の連用形複合動詞の部分で指摘した様に，「方」が名詞化するのは，動詞を含ん

だ節ではなく，動詞(V0)である。語彙的テ形複合動詞が「方」名詞化を受けることは，これ

らが，一つの語(V0)であることを示している。 

 

(128) a.   選挙への打って出方 

 b.   上司への食ってかかり方 

 

 以上の事実は，語彙的テ形複合動詞は多くの点で語彙的連用形複合動詞と共通しており，

語彙的テ形複合動詞が語彙部門で形成されることを強く支持する。一方で，語彙的テ形複合

動詞には語彙的連用形複合動詞と大きく異なり，構成素が統語的に独立していることを示

す特徴がいくつか観察され，これらの特徴は MVC と類似している。 

 とりたて詞の挿入：語彙的連用形複合動詞と語彙的テ形複合動詞の違いとして，後者の構

成素の間にとりたて詞を挿入できることが挙げられる。61 1.1 節でも見た様に，語彙的連用

形複合動詞には，とりたて詞を挿入することができない。 

 

(129) a.   委員長を買っては出たけど，  淺尾(2009) 

 b.   娘はくれてはやるが， 

(130)   *飛びも上がる，*泣きも叫ぶ，*歩きも回る (=(12a)) 

 

 V2 のみの反復：語彙的連用形複合動詞と語彙的テ形複合動詞のもう一つの違いとして，

語彙的テ形複合動詞の V2 のみを反復することができるという点である。影山(1993:264)で

指摘されている動詞反復規則を語彙的テ形複合動詞に適用すると，V2 だけを反復すること

ができる。一方で，下に再掲した例に見る様に，語彙的連用形複合動詞の V2 のみを反復す

ることはできない。 

 

(131) a.   やって来い来い，  和田(2011) 

 b. (?)買って出たことは出たんだけど，  淺尾(2009) 

(132) a.   道を思い出し思い出し，駅に向かった。 (=(16)) 

 b.  *道を思い出し出し，駅に向かった。 

 

 「お」挿入：語彙的連用形複合動詞と語彙的テ形複合動詞の更なる違いとして，主語尊敬

語化，もしくはそこから派生したと思われる命令形において，接頭辞「お」を V1 と V2 の

                                                   
61 森山(1988:45)，姫野(1999:8)にも指摘がある。 
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間に挿入することができる。主語尊敬語化から派生した命令形とは，接頭辞「お」に動詞の

連用形が後続する次の様なものを指す。 

 

(133) a.   さあ，お行き。 

 b.   おだまり。 

 

この様な「お」を接頭辞化する場合，語彙的連用形複合動詞においては，V1 の直前に「お」

が挿入され，V1 と V2 の間に「お」を挿入することはできない。 

 

(134) a.   茶碗をおたたき割りになった。 

 a.  *茶碗をたたきお割りになった。 

(135) a.   この駅でお乗り換え。 

 b.  *この駅で乗りお換え。 

 

 これに対し，語彙的テ形複合動詞では「お」が現れるのは，V1 の前ではなく，V2 の前で

ある。 

 

(136) a.  *選挙にお打って出になる。 

 b.   選挙に打ってお出になる。 

(137) a.  *そんなもの，おくれてやり。 

 b.   そんなもの，くれておやり。 

 

 語彙的テ形複合動詞が「お」接頭辞化により分割できることは，このタイプの複合動詞の

構成素にある程度の独立性があることを示している。 

 最後の三つの語彙的連用形複合動詞と語彙的テ形複合動詞の違いは，いずれも，後者の構

成素が限定的ながら統語的に独立していることを示しており，その点において，日本語の語

彙的テ形複合動詞は韓国語の MVC と極めて類似していることが分かる。 

 また，語彙的テ形複合動詞は二つの構成素が(非構成的に)一つの意味を表していることか

ら，一つの語であるいることは明らかである。にも拘わらず，最後の三つのテストは，語彙

的テ形複合動詞の構成素が統語的に独立していることを示している。このことは，とりたて

詞の挿入という広く受け入れられている形態的緊密性テストが連用形複合動詞のみに有効

であることを示しており，形態的緊密性の定義に再考察が必要であることを強く示唆して

いる。 

 以下に統語的テ形複合動詞，統語的連用形複合動詞，MVC の特徴を表にまとめる。 
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(138) 

 日本語 韓国語 

 語彙的連用形複合動詞 語彙的テ形複合動詞 MVC 

生産性 低 低 低 

意味的透明性 低 低 低 

代用表現化 * * * 

V1 の敬語化 * *  

V1 の受動化 * *  

V1 の軽動詞 * * * 

包摂関係 語彙的なものが統語的なものに先行 

隣接性 必須 必須 必須 

V1 の空所化 * * * 

「方」名詞化 OK OK  

とりたて詞挿入 * OK OK 

V2 の反復 * OK OK 

「お」の挿入 * OK  

 融合型 独立型 

 

 この表に見る様に，語彙的テ形複合動詞は，語彙的な性質に関しては，語彙的連用形複合

動詞，MVC と共通しているが，融合型になる語彙的連用形複合動詞と異なり，構成素が統

語的に独立しているという点で，MVC と全く同じ特徴を持っており，独立型複合動詞であ

ることが分かる。また，(128)に示した様に，語彙的テ形複合動詞は「方」による名詞化が

できるため，複合動詞全体が V0を形成すると考えられる。従って，語彙的テ形複合動詞に

は MVC と同じ以下の様な規則によって形成されると考えるのが妥当であろう。 

 

(139)            V0  

 

    V0         V0 

    食って     かかる 

 

 また，V1 の空所化ができないことは，語彙的テ形複合動詞が語として特徴づけられてい

ることを示し，MVC と同様に，(139)の規則は語形成部門の規則であることを示している。 

 

１．３．２．統語的テ形複合動詞 

 前節では，語彙的テ形複合動詞が韓国語の MVC と同じ過程を通じて派生することを示し

た。では，日本語の複合動詞に AVC に対応するものはあるのだろうか？あるいは語彙的連
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用形複合動詞に対応するものとして語彙的テ形複合動詞がある様に，統語的連用形複合動

詞に対応するものがあるのだろうか？本稿では下記の形式が AVC，及び，統語的連用形複

合動詞に対応する形式であると主張する。 

 

(140)    読んでいる/しまう/見る/あげる/くれる/やる 

 

 (140)のタイプは V1 がテ形を取るという点では語彙的テ形複合動詞と同じであるが，V2

が，アスペクトや恩恵の授受などの意味を V1 に加える助動詞的な機能を持っている点で語

彙的テ形複合動詞とは異なっている。本稿では，(140)のタイプを統語的テ形複合動詞と呼

ぶ。62 1.3.2.1 節では統語的テ形複合動詞の特徴を細かに見て行く。1.3.3 節では本稿の分析

を提案する。この節で扱う形式は，伝統的には複文構造を形成すると考えられて来た。1.3.4

節では，先行研究に触れ，複文構造を仮定する先行研究の問題点を指摘する。 

 

１．３．２．１．統語的テ形複合動詞の特徴 

 この節では，統語的テ形複合動詞の特徴を見て行く。以下に挙げる特徴の内，最初の 10

個の特徴は，統語的連用形複合動詞と共通している。 

 隣接性：統語的テ形複合動詞の V1 と V2 は隣接していなければならない。このことは，

統語的テ形複合動詞が，これまで見てきた複合動詞と同様，構成素が強く結合した単位であ

ることを示唆している。 

 

(141) a.   田中さんはあの本を吉田さんに送ってくれた。McCawley and Momoi (1988)63 

 b.  *あの本を吉田さんに送って田中さんはくれた。 

 c.  *田中さんは吉田さんに送ってあの本をくれた。 

 

 統語的テ形複合動詞の V1 と V2 の結合度の強さは，統語的テ形複合動詞が一つの単位を

形成していることを強く示唆している。 

 意味的透明性：統語的テ形複合動詞は完全に意味的に透明である。V1 の意味と V2 の意

味から複合動詞全体の意味が構成的に導ける。これらの事実は統語的テ形複合動詞が統語

部門で形成されることを示唆している。 

 生産性：統語的テ形複合動詞の形成は極めて生産的である。統語的テ形複合動詞において

V1 と V2 は，意味的な矛盾が生じない限り，結合に制限はなく，完全に生産的である。 

 

(142)    読んで/書いて/食べて/走って-いる/しまう/見る/あげる/くれる/やる 

 

                                                   
62 このタイプに対して，複文構造を仮定する分析が主流を占めている。1.3.4 節を参照。 
63 同様の観察は Sugioka(1984:51)，Matsumoto(1996:46)，浅尾(2009)にも見られる。 



 

53 

 

この点もまた，統語的テ形複合動詞が統語部門で形成されることを強く示唆している。 

 以下の五つの現象も，統語的テ形複合動詞が，その名の通り，統語部門で形成されること

を支持する。 

 代用表現化：統語的テ形複合動詞の V1 には，代用表現化を適用することが可能である。

64  

 

(143) a.   田中が走っている。山田もそうしている。 

 b.   田中は名前を書いておいた。山田もそうしておいた。 

 

 この特徴もまた，統語的テ形複合動詞が統語部門で形成されることを支持している。 

 V1の位置の軽動詞：統語的テ形複合動詞のV1の位置に軽動詞を置くことが可能である。 

 

(144) a.   子供を指導してやった。 

 b.   株価が下落してしまった。 

 

 本稿の 2 章では VN+「する」の結合が統語部門で起こると主張するが，統語的テ形複合

動詞が統語部門で形成されるとすると，このタイプの複合動詞が VN+「する」と共起する

ことも説明できる。 

 包摂関係：統語的テ形複合動詞は語彙的連用形/テ形複合動詞を包摂することができる一

方で，語彙的連用形/テ形複合動詞に包摂されない。 

 

(145) a.   お金を払い込んでしまった。 

 b.   上司に食ってかかってしまった。 

 c.  *お金を払ってしまい込んだ。 

 d.  *上司に食ってしまってかかった。 

 

 この事実は，統語的テ形複合動詞が，語彙的複合動詞の後に形成されることを示しており，

統語的テ形複合動詞が，統語部門で形成されることを示している。 

 V1 の尊敬語化：統語的テ形複合動詞の V1 の位置に主語尊敬語化を適用することが可能

である。 

 

(146) a.   先生がお亡くなりになってしまった。 

 b.   社長がお呼びになっているぞ。 

 

 主語尊敬語化が統語部門で形成されるとすると，上記の例は，V1 に尊敬語化が適用した

                                                   
64 同様の観察は浅尾(2009)にも見られる。 
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後に，統語的テ形複合動詞の形成が起こったものとみなすことができ，ここでもまた，この

タイプの複合動詞が統語部門で形成されることが支持される。 

 V1 の受動化：統語的テ形複合動詞の V1 に受動化を適用することができる。 

 

(147) a.   子供がいじめられている。 

 b.   子供にだまされてしまった。 

 

 受動化が統語部門で適用する規則であるとすると，この現象も，上の主語尊敬語化と同様

に，V1 に受動化が適用した後に，統語的テ形複合動詞が形成されたものとみなすことがで

き，このタイプの複合動詞が統語部門で形成されることが支持される。 

 V1 の空所化：統語的テ形複合動詞の V1 に空所化を適用することは許されない。

McCawley and Momoi(1988)は Yes-No 疑問文に対する答えにおいて，V1 を削除すること

はできないことを指摘している。(148)に示した様に，質問に対する答えとして統語的テ形

複合動詞全体を繰り返すことは可能だが，V1 を空所化して V2 だけで答えることはできな

い。 

 

(148) A:   原稿を焼いておいたか？ McCawley and Momoi(1988) 

 B:  焼いておいた。 

 B’: *φおいた。 

 

これまで見て来た種々の複合動詞において，空所化を適用すると不適格になることは形態

的緊密性の違反として説明されている。統語的テ形複合動詞に空所化が適用できないこと

は，(141)の隣接性の制約と共に，統語的テ形複合動詞が，一つの語を形成していることを

示している。 

 「方」名詞化：次いで，統語的テ形複合動詞が「方」名詞化に関して，どのように振る舞

うかを見て見よう。森山(1988:35)や影山(1993:170)では統語的テ形複合動詞は「方」名詞化

できないとしている。65  

 

(149) a.  *書いてしまい方 

 b.  *書いてい方 

 

 確かに，(149)の適格性は低い。しかし，Kishimoto(2006)が指摘する様に，V2 がアスペ

クト的な意味を持つ統語的テ形複合動詞を「方」名詞化することはできないが，それ以外の

意味を持つものは「方」名詞化が可能である。66 

                                                   
65 影山(1993:170)，姫野(1999:5)。 
66 Kishimoto(2006)は，(149)が不適格な原因を，AspP や ModP など高い位置に現れる機
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(150) a.   話の聞いてあげ方 

 b.   愚痴の聞いてもらい方 

 

 以下の例は，インターネット上で採取した例であるが，特に，恩恵の授受等を表す統語的

テ形複合動詞が「方」名詞化したものは多く見つかる。 

  

(151) a.   今時の若者に学ぶ，写真の撮ってあげ方 

 b.   原稿の見てもらい方 

 c.   お茶などを運び終わった後のおぼんのおいておき方についてですが， 

 

本稿でも，Kishimoto(2006)に従い，V2 がアスペクト的な意味を持つ統語的テ形複合動詞

のみ「方」名詞化ができないと仮定し，これに抵触しない限り「方」名詞化が可能であると

判断する。67 

 「方」が名詞化できるものは，V0レベルであることは，1.1 節で見た。統語的テ形複合動

詞に「方」名詞化が適用するということは，統語的テ形複合動詞が V0レベルであることを

示している。 

 以上の様に，統語的テ形複合動詞は統語的連用形複合動詞と多くの特徴を共有している

ことは，これが，統語部門で形成される語であることを示している。 

 一方で，統語的連用形複合動詞の構成素と異なり，統語的テ形複合動詞の構成素が統語的

に独立していることを示す事実もある。以下の特徴に関しては，統語的テ形複合動詞は語彙

的テ形複合動詞と同じ振る舞いをする。 

とりたて詞の挿入：第一に，統語的テ形複合動詞には，とりたて詞が挿入できる。 

 

(152) a.   食料を買い込んでさえおいた  影山(1993:170)68 

 b.   遊んでばかりいる 

 

 V2 のみの反復：第二の特徴として動詞を反復する構文において，V2 のみを反復するこ

とができる。69 

 

                                                   

能範疇が含まれていることに帰している。本稿では，この点については論じない。 
67 ここで統語的テ形複合動詞と呼んでいる形式が「方」名詞化を受けないという記述は，

姫野(1999:5)，伊藤・杉岡(2002:107)などにも見られる。但し，伊藤・杉岡が挙げた例の

中にも*が与えられているものと??が与えられているものがある。一方，(151)に挙げた様

に，インターネットの検索では，統語的テ形複合動詞に「方」名詞化が適用したものが見

つかる。 
68 同様の指摘は，Matsumoto(1996:45)，浅尾(2009)にも見られる。 
69 動詞反復については，影山(1980:142,1993:90)を参照のこと。 
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(153) a.   愚痴を聞いてやりやり，仕事の話もした。 

 b.   宛名を読んで見い見い，はがきの分類をした。 

 

 「お」の挿入：第三の特徴として，主語尊敬語化において，接頭辞「お」は V1 の前では

なく，V2 の直前に現れる。 

 

(154) a.  *財布をお落としてしまいになった。 

 b.   財布を落としておしまいになった。 

(155) a.  *作文をお読んでやりになった。 

 b.   作文を読んでおやりになった。 

 

 1.3.1 で見た，主語尊敬語形から派生した命令形においても，「お」は V1 の直前ではなく，

V2 の直前に現れる。 

 

(156) a.  *そんなもの，お捨ててしまい。 

 b.   そんなもの，捨てておしまい。 

 

 以上の三つの事実は，統語的テ形複合動詞の V1 と V2 が統語的に独立していることを示

しており，語彙的テ形複合動詞との類似性をうかがわせる。 

 統語的テ形複合動詞は統語部門で形成されるという点，一つの語としての性質を持つと

いう点で統語的連用形複合動詞と類似しているが，構成素が統語的な独立性を示すという

点で統語的連用形複合動詞とは異なっている。 

 以上の特徴を，語彙的テ形複合動詞，韓国語の AVC の特徴と共に以下の表に表す。 
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(157) 

 日本語 韓国語 

 統語的連用形複合動詞 統語的テ形複合動詞 AVC 

意味的透明性 高 高 高 

生産性 高 高 高 

代用表現化 OK OK OK 

V1 の敬語化 OK OK 70 

V1 の受動化 OK OK  

V1 の軽動詞 OK OK OK 

包摂関係 語彙的なものが統語的なものに先行 

V1 の空所化 * * * 

「方」名詞化 OK OK  

とりたて詞挿入 * OK OK 

V2 の反復 * OK OK 

「お」の挿入 * OK  

 融合型複合動詞 独立型複合動詞 

 

 この表に示す様に，統語的テ形複合動詞は，統語的連用形複合動詞と多くの特徴を共有し

ている。構成素の統語的独立性に関しては，韓国語の AVC とほぼ同じ特徴を持つ。このこ

とは，AVC に対する分析が統語的テ形複合動詞にも適用できることを強く示唆する。また，

(138)の表を見ると分かる様に，統語的テ形複合動詞と語彙的テ形複合動詞は相違点がある

一方で，構成素の独立性では共通している。このことは，統語的テ形複合動詞の分析として

AVC や，語彙的テ形複合動詞と共通点を持つ分析が有効であることを示唆している。V0を

適用の対象とする「方」名詞化が，V2 がアスペクト的な場合を除いて，統語的テ形複合動

詞に適用できることも，このタイプが V0を形成することを支持する。 

 また，統語的テ形複合動詞に空所化が適用しないという点は，このタイプの複合動詞が語

として特徴づけられていることを示している。 

 

１．３．３．提案：語彙的/統語的テ形複合動詞 

 以下では，語彙的/統語的テ形複合動詞の派生に関する，本稿の分析を提案する。説明し

なければならないことは，i)テ形複合動詞が語彙的なものと統語的なものに分けられること，

ii)語彙的/統語的テ形複合動詞の構成素が統語的に独立していること，iii)これらの複合動詞

は「方」名詞化，空所化の禁止等，共通した特徴を持つこと，iv)「方」名詞化が示す様に，

                                                   
70 データが不明確もしくは，ここでの議論に関与しないため，敬語化と受動化に関しては

記載しない。 
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両者が V0レベルであることである。 

 本稿では，既に触れた様に，語彙的テ形複合動詞は，次の「小さな」構造を作る規則によ

って形成されると考える。 

 

(158)           V0  

 

    V0         V0 

    書いて     見る 

 

この構造により，上記の ii)と iv)が説明できる。 

 本稿では，この句構造は語形成部門の規則であり，これが統語部門に適用すると統語的テ

形複合動詞が形成されると主張する。Iida and Sells(2008)でも統語的テ形複合動詞につい

て，全く同じ構造が提案されている。Iida and Sells は X0同士が結合して X0を形成する統

語部門が存在し，その統語部門を下位句構造統語部門(Sub-Phrasal Syntax)と名付けてい

る。彼らは，統語的テ形複合動詞は下位句構造統語部門で形成されるとしている。本稿の分

析は(158)の構造を取り入れる点で，彼らの分析と共通する部分もある。しかし，Iida and 

Sells と本稿の主張は重要な点で異なっている。第一に，本稿ではモジュール形態論を取り

入れて，(158)が語形成部門と統語部門が相互作用する領域で形成されるとする点で異なっ

ている。第二に，Iida and Sells では語彙的テ形複合動詞には言及されていないが，本稿で

は，語彙部門でも(158)が形成され得るとしている点でも彼らとは異なっている。Iida and 

Sells では，(158)は統語部門の句構造規則としており，語彙部門で適用されるか否かには言

及していない。第三に，Iida and Sells は，統語的テ形複合動詞と軽動詞構文をいずれも同

じ部門，即ち，下位句構造統語部門で扱っているが，2 章で詳述する通り，本稿では，これ

らが異なったレベルで形成されると主張する点で彼らの主張とは異なっている。 

 本稿では，同じ規則を語形成部門の規則と位置づけ，これが，語彙部門にも，統語部門に

も適用すると主張し，以下の様なモデルを提案する。 
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(159)  語彙的/統語的テ形複合動詞の語形成モデル 

   

    

 

 

  

              語彙的テ形複合動詞 

e.g.食ってかかる 

 

 

   

                            統語的テ形複合動詞 

e.g.読んでやる 

       

 

 

 

本稿は，影山(1993 etc.)に従い，複合動詞が語彙部門と統語部門で形成されると考えるので，

上記の i)が説明でき，同じ規則が語彙部門にも統語部門にも適用するので，iii)の共通点が

説明できる。 

 語彙的/統語的テ形複合動詞の分析に共通性を持たせることは，両者が音韻的な面でも共

通点を持っていることを説明するのに有効である。統語的テ形複合動詞が固有のアクセン

ト規則に従うことは古くから指摘されている。統語的テ形複合動詞の終止形のアクセント

パターンは次の通りである(アクセントの下がり目の前の母音を下線で表す)。 

 

(160) a.   かいて + やる     → かいてやる 

 b.   きいて + やる     → きいてやる 

 c.   かいて + しまう   → かいてしまう 

 d.   きいて + みる     → きいてみる 

 

統語的テ形複合動詞の終止形のアクセントに関しては，平山(1960:913)に記述があるが，平

山の記述を規則の形で述べると次の様になる。71 

 

                                                   
71 影山(1993:360,1999)は日本語の統語的テ形複合動詞が句のアクセントを持ち，構成素

の両方のアクセントが維持されるとしているが，平山の例が示す通り，その観察は誤りで

ある。 

 

   V0 

 

V0   V0 

 

 

語彙部門 

統語部門 

語形成部門 
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(161)   アクセントを持つ最初の構成素のアクセントが統語的テ形複合動詞全体のアク

セントになる。 

 

 このアクセント規則は語彙的テ形複合動詞にも適用する。即ち，語彙的テ形複合動詞は二

つの統語的に独立した語からなるにも拘わらず，アクセントを持つ最初の動詞にのみアク

セントが置かれ，全体では一つのアクセントしか持てず，アクセントに関しては一つの単位

となる。72 73 

 

(162) a.   とって + かわる →とってかわる 

 b.   くれて + やる   →くれてやる 

 c.   うって + でる   →うってでる 

 d.   かって + で‘る →かってでる 

 

この様な音韻的な共通点を導き出す上でも，語彙的テ形複合動詞と統語的テ形複合動詞の

派生に共通した過程を想定する必要がある。 

 アクセント規則(161)が語形成部門の形態音韻的規則であるとすると，二つのテ形複合動

詞間の音韻的共通性が説明できる。 

 以上の様に，本稿で提案した語彙的/統語的テ形複合動詞に対するモデルは，この節の冒

頭で挙げた，四つの説明すべき問題を簡潔に導き出せる。 

 

１．３．４．先行研究 

 先に述べた様に，語彙的テ形複合動詞に関する先行研究は多くない。一方，統語的テ形複

合動詞に関する先行研究の代表的なものとして，柴谷(1978)，McCawley and Momoi(1988)，

Matsumoto(1996)，Nakatani(2013)が挙げられ，これらの研究では，統語的テ形複合動詞

は，V1 を主要部とする補文を，V2 が取るという複文構造が提案されている。一方，Iida 

and Sells(2008)は最初から V1 と V2 が複合動詞を形成するとしている点で，本稿の立場に

近い。 

 本節では，統語的テ形複合動詞の一見矛盾する様に見る特徴を，動詞繰り上げによって説

                                                   
72 既に，秋永(1981: 49)で，統語的テ形複合動詞と語彙的テ形複合動詞が同じアクセント

パターンを取ることが指摘されている。 
73 (160 c)は，両方の構成素にアクセントがある発音も可能である。(162c)も両方のアクセ

ントが現れる発音も可能であり，その点でも二つのテ形複合動詞は共通点があると言える

(個人談話：久保智之氏，江口正氏，2014 年 10 月)。淺尾(2014)は，Kubozono(1993:134)

等に基づき，(160c)と(162c)は，複数のアクセント核が並ぶ場合に 2 番目のアクセントが

不明瞭になるという現象の例であり，これらの構成素は音韻的に 2 語であるとして，和田

(2011a)を批判している。淺尾の批判と上記の個人談話は同じことを指摘している。但し，

和田(2011a)，及び本稿は，語彙的/統語的テ形複合動詞に形成される部門を超えて，共通

のアクセント規則が働くという点を重視している。 
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明する Nakatani(2013)を概観し，本稿の主張と対照する。 

 Nakatani(2013:Ch.5)は，統語的テ形複合動詞が複文的特徴と単文的特徴を持つことを議

論の出発点に置いている。複文的特徴として，(152)で見た，とりたて詞の挿入に加えて，

V1 の位置に否定形が現れ得ることと，主語尊敬語化が統語的テ形複合動詞全体に適用でき

ないという影山(1993:360)の指摘を挙げている。 

 

(163) a.   太郎は後々のために敵を作らないでおいた。 

 b.   太郎が次郎を叱らないでやった。 

(164) a.   山田先生がそれを食べてみた。 

 b.  *山田先生がそれをお食べて見になった。 

 

Nakatani は，これらの事実を統語的テ形複合動詞が示す複文的特徴としている。 

 一方，統語的テ形複合動詞の単文的な特徴として，否定極性表現(NPI)と音韻的縮約等を

挙げている。V1 の目的語に NPI が現れ，V2 に否定辞が現れていても，適格な文が得られ

る。 

 

(165)    彼は昨日何も食べて来なかった  Nakatani(2013:130) 

 

 もし，V1 が独立した節を形成しているのであれば，NPI と否定辞が同じ節の内部にない

ことになり，不適格になるはずである。この例が適格であることを Nakatani は統語的テ形

複合動詞を含む文が単文であることの証拠としている。 

 また，Nakatani は，統語的テ形複合動詞の多くに，縮約が起こることも二つの動詞が密

接に結びついていることを示す証拠としている。 

 

(166) a.   それやっておくよ  Nakatani (2013:115) 

 b.   それやっとくよ 

(167) a.   今，やっている  Nakatani (2013:115) 

 b.   今，やってる 

 

 Nakatani は統語的テ形複合動詞が示す複文的特徴と単文的特徴を説明するために，複文

構造から動詞繰り上げにより，単文が得られるとする提案を行っている。 
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(168)                              VP 

 

                 TP                         V 

 

     NP 

                 vP                 T 

 

       NP        VP          v 

 

              NP     V 

 

 

 本稿の分析は，統語的テ形複合動詞は，派生のいかなる段階においても単文であるとする

点で Nakatani の分析とは大きく異なる。 

 まず，Nakatani はとりたて詞を挿入できることを複文的特徴として挙げている。しかし，

とりたて詞の挿入は統語的テ形複合動詞に対してのみ可能なのではなく，語彙的テ形複合

動詞に対しても可能であることは 1.3.1 節で見た通りである。語彙的テ形複合動詞が，一つ

の語であることは，構成素の意味から全体の意味を導けないという点から明らかであり，こ

れに複文構造を仮定することはできない。即ち，Nakatani が複文的特徴として挙げたとり

たて詞の挿入は，統語的テ形複合動詞の複文性を示す特徴とは言えないことになる。 

 Nakatani が挙げた他の特徴も，本稿の分析で説明できる。否定形の形成が統語部門で起

こると仮定すると，統語的テ形複合動詞は統語部門と語形成部門が相互作用する領域で形

成されると本稿では主張しているので，否定辞が V1 の位置に現れることは，容易に導ける。

また，尊敬語化が統語的テ形複合動詞全体ではなく，V2 にのみ起こることは，統語的テ形

複合動詞に限られた現象ではなく，語彙的テ形複合動詞にも見られる現象である。 

 

(169) a.   選挙に打ってお出になる。 

 b.   そんなもの，くれておやりになったら？ 

(170) a.  *選挙にお打って出になる。 

 b.  *そんなもの，おくれておやりになったら？ 

 

 語彙的テ形複合動詞は語彙部門に登録された単一の語彙項目であることは，1.3.1 節で論

じた通りであり，語彙的テ形複合動詞全体に尊敬語化が適用しないことは，尊敬語化あるい

は「お」接頭辞化が，統語的な切れ目のない動詞(非派生語，融合型複合動詞)を適用の対象

とすると考えることで説明できる。74 

                                                   
74 これについては，4 章で取り上げる。 
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 否定極性表現に関しても，本稿では，統語的テ形複合動詞を含む文はあらゆる段階で単文

であるとしているため，V2 の位置の否定辞と V1 の項は同じ節の内部にあることになる。 

 また，本稿でも統語的テ形複合動詞の構成素同士は一つの V0に支配されるという密接な

関係にあるとしているため，そこに縮約が起こることは自然な現象であると言える。 

 統語的テ形複合動詞に，とりたて詞が挿入されている場合に繰り上げが起こるのか否か

について，即ち単文構造になるのか複文構造のままなのかについて，Nakatani は明示的に

述べていない。この場合においても，本稿の分析では，単文構造の特徴を示すことを予測す

る。この予測が正しいことは NPI によって示される。V1 の目的語に NPI があり，V2 に否

定辞があり，かつ，とりたて詞が二つの動詞の間に介在している場合でも，適格な文が得ら

れる。 

 

(171) a.   私が作った料理の内，父はオードブルしか食べてはくれなかった。 

 b.   田中は貸した金の半分しか返してはくれなかった。 

 

 また，尊敬語化の接頭辞「お」の挿入に関しても同様の議論が成り立つ。「お」が V2 の

前に現れなくてはならないことは，上に見たが，「お」が挿入されている場合でも，目的語

位置の NPI の認可は可能である。 

 

(172) a.   先生は生徒に簡単なヒントしか教えておやりにならなかった。 

 b.   課長は山田に 1000 円しか貸しておあげにならなかった。 

 

 「お」の挿入によって，編入が阻止されるのか否かについて，Nakatani は言及していな

いが，本稿の提案では，統語的テ形複合動詞は一貫して単文であるため，この例でも NPI

と否定辞の同節条件は守られており，(172)の適格性は導き出せる。 

 以上の様に，複文構造と繰り上げを仮定しない本稿の分析でも，Nakatani が複文的な特

徴と単文的な特徴として挙げた現象を説明することができる。加えて，本稿の分析は，

Nakatani が取り上げていない，語彙的テ形複合動詞の振る舞いも説明することができる。 

 (150)で示した様に，統語的テ形複合動詞は「方」名詞化が可能である。そこでは，「方」

が V0 より大きい単位を名詞化できないことに基づき，統語的テ形複合動詞が V0 であると

主張した。Nakatani の(168)の構造は，VP を含んでいるので，「方」名詞化が可能であるこ

とを説明できない 

 但し，本稿の分析にも問題が残る。例えば，柴谷(1978:105)では，再帰形「自分」が従属

節の主語を先行詞として取り得ることと，補文の主語に対する尊敬語化が可能なことが挙

げられている。 

 

(173) a.   太郎は花子 iに自分 iの部屋へ行ってもらった。 
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 b.   私は失礼なお客さんにお帰りになってもらった。 

 

 柴谷は，これらの現象は主語によって引き起こされる現象であり，統語的テ形複合動詞を

含む文には複文構造を仮定する必要があるとしている。本稿の主張では，これらの事実に対

する説明を与えることはできない。75 

 

１．４．まとめ 

 1 章では，日本語と韓国語の複合動詞を対照し，独立した語形成部門が存在し，その規則

が語彙部門にも統語部門に適用するとする影山(1993 etc.)のモジュール形態論が韓国語の

複合動詞にも適用可能であることを示した。しかし，韓国語の語彙的/統語的複合動詞

(MVC/AVC)は，その構成素が統語的に独立しているため，語形成部門で結合される複合動

詞は，全て一つの融合型の語になるとする影山のモデルでは，説明できない。そこで，Sells 

(1994,1998 etc.)，Iida and Sells(2008)の提唱する，X0同士が結合して X0レベルの語を形

成する「小さな」統語構造を採用し，この規則が語形成部門に含まれ，語彙部門と統語部門

において複合動詞を形成すると主張した。また，この説明が，韓国語の複合動詞だけでなく，

日本語の V1 がテ形を取る，語彙的/統語的テ形複合動詞にもそのまま適用できることを示

した。また，複合動詞の分類基準には語彙的か統語的かという基準の他に，融合型と独立型

に分けられるという新たな基準が存在することも示した。従来の語彙的か統語的かという

基準に，この分類基準を加えると，日韓の複合動詞は次の様に分類できる。76 

 

(174) 

 融合型 独立型 

語彙的 日本語語彙的連用形複合動詞 日本語語彙的テ形複合動詞 

韓国語 MVC 

統語的 日本語統語的連用形複合動詞 日本語統語的テ形複合動詞 

韓国語 AVC 

 

 最後に，本章で提案したモデルをまとめた図と，日韓の複合動詞の特性をまとめた表を示

す。 

 

 

 

                                                   
75 但し，「自分」の先行詞は主語とは限らないことは Iida(1996)で指摘されており，「自

分」の両義性が複文性の証拠とは言えない可能性もある。 
76 韓国語の MVC と AVC が対応するのは，連用形複合動詞ではなく，語彙的/統語的テ形

複合動詞であるとする主張は，李忠奎(2012)にも見られる。 
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(175)    日本語/韓国語の複合動詞形成モデル 

   

    

 

J:語彙的連用形複合動詞    J:語彙的テ形複合動詞 

  e.g.踏み潰す               e.g.食ってかかる 

                        K:MVC 

          e.g.kwuw-e mek-ta 

                                         焼く-E 食べる=焼いて食べる 

 

 

                                        J:統語的テ形複合動詞  

                                          e.g.読んで見る 

                J:統語的連用形複合動詞   K:AVC 

                  e.g.読み始める          e.g.mek-e po-ta 

                                            食べる-E 見る=食べて見る 

 

 

 

   V0 

 

V0   V0 

 

 

統語部門 

語形成部門 

語彙部門 

 

融合 

規則 
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(176)    

 

 

 

 日本語 韓国語 

 語彙的連用形

複合動詞 

語彙的テ形複合動

詞 

統語的連用形複

合動詞 

統語的テ形複合動

詞 

MVC AVC 

意味的透明性 低 低 高 高 低 高 

生産性 低 低 高 高 低 高 

代用表現化 * * OK OK * OK 

V1 の敬語化 * * OK OK   

V1 の受動化 * * OK OK   

V1 の軽動詞 * * OK OK * OK 

包摂関係 語彙的なものが統語的なものに先行 

隣接性 必須 

V1 の空所化 * * * * * * 

否定辞 an    OK OK  

「方」名詞化 OK OK OK OK   

とりたて詞挿

入 

* OK * OK OK OK 

V2 の反復 * OK * OK OK OK 

「お」の挿入 * OK * OK   
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２章 軽動詞構文 

 

２．０概要 

 日本語と韓国語には動作を表す動作性名詞(Verbal Noun，以下 VN)と軽動詞からなる複

雑述語が存在する。両言語の軽動詞構文は，VN の直後に軽動詞が現れる点で，一見，似通

っている様に見える。しかし，詳細に対照すると，韓国語の軽動詞構文では VN と軽動詞の

間に限定詞だけでなく，否定辞 an や，副詞 cal(よく)などの語が介在し得るのに対し，日本

語の軽動詞構文では VN と軽動詞の間に語が介在することはなく，とりたて詞等の限られ

た要素しか，この位置には現れ得ないという違いがある。この表面的な違いを見ると，日本

語の方が VN と軽動詞の結びつきが強く，編入等の操作を通じて，VN と軽動詞が一つの語

を形成しているのに対し，韓国語の VN と軽動詞の結びつきは弱いように様に見える。こ

の章では，表面的な相違にも拘わらず，両言語の軽動詞構文が同じメカニズムで形成され，

韓国語においても，日本語においても，VN と軽動詞はそれぞれ独立した語であると主張す

る。 

 以下では，複合動詞と異なり，軽動詞構文は語形成部門と相互作用しない純粋な統語部門

において，1 章で提示した「小さな」句構造規則によって形成されることを示す。本章では

語形成部門と語彙部門が相互作用するレベル，語形成部門と統語部門が相互作用するレベ

ルに加えて純粋に統語的な部門においても複雑述語が形成されるとするモデルを提示し，

それを三層モデルと呼ぶ。 

 2.1 節では韓国語の軽動詞構文を，2.2 節では日本語の軽動詞構文を扱う。2.3 節では，軽

動詞と統語的複合動詞の関係について論じる。2.4 節は 2 章のまとめである。 

 

２．１．韓国語の軽動詞構文 

 韓国語の軽動詞構文の内，他動詞的な VN を含むものは対格の重出を許すということか

ら，多くの先行研究で取り上げられている。また，VN と否定辞や一部の副詞的要素の間に

複雑な語順関係が見られるという点でも，軽動詞構文は興味深い。2.1.1 節では他動詞的 VN

を含む軽動詞構文の三つの変種について概観する。2.1.2 節では，これらの変種の分類に関

する先行研究を概観し，筆者の分類を提示する。2.1.3 節では，これらの変種の内，本稿で

議論の対象とするタイプの構成素構造について論じる。2.1.5 節では，軽動詞構文と特殊な

副詞，否定辞の語順に関する制約と先行研究の問題点を指摘する。2.1.6 節では，この語順

の制約が本稿の三層モデルで簡潔に説明できることを示す。 

 

２．１．１．韓国語の軽動詞構文:概観 

 韓国語には動作を表す名詞と軽動詞 ha-ta を含んだ構文に表面的に類似した形式が存在

することが知られている。VN は自動詞(非能格，非対格)的なものと他動詞的なものがある。
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非能格的な VN と非対格的な VN と ha-ta を含む構文には VN に対格が現れるものと現れ

ないものの二種類があり，他動詞的な VN を含んだ構文には少なくとも三つの類似した形

式がある。(1)は，非能格的な VN を含んだものであり，(2)は，非対格的な VN を含んだも

のである。(3)は，他動詞的な VN を含んでいる。 

 

(1) a.   Chelswu-ka   untong hay-ss-ta. 

    チョルス-Nom 運動   LV-Past-Dec 

   b.   Chelswu-ka   untong-ul hay-ss-ta. 

    チョルス-Nom 運動-Acc  LV-Past-Dec 

    チョルスが運動(を)した。 

(2) a.   kicha-ka  tochak  hay-ss-ta. 

    汽車が    到着    LV-Past-Dec 

 b.   kicha-ka  tochak-ul  hay-ss-ta. 

    汽車が    到着-Acc   LV-Past-Dec 

    汽車が到着した。 

(3) a.   John-i     ku saken-ul    cosa-hay-ss-ta.  K.Park(1992:117) 

    ジョン-Nom その事件-Acc  調査 LV-Past-Dec 

 b.   John-i     ku saken-ul    cosa-lul          hay-ss-ta. 

    ジョン-Nom その事件-Acc  調査-Acc LV-Past-Dec 

 c.   John-i     ku saken-uy    cosa-lul hay-ss-ta. 

    ジョン-Nom  その事件-Gen 調査-Acc LV-Past-Dec 

    ジョンがその事件を調査した。 

 

 これらの変種間の分類について先行研究では様々な議論がある。この節では，(3)の他動

詞的 VN を中心に，これらがどのように分類されるべきかを論じることとする。この議論

を通じて VN に対格の現れる(3b,c)を対格のない(3a)と区別し，本章では，対格が現れない

後者の構文のみを分析の対象とする。 

 以下に見る様に，先行研究では，VN と ha-ta を含む構文の分類や構造について様々な議

論があるが，ほとんどの研究者が，これらを含む構文が統語部門で形成されるとしている。

1 これは，後述する様に，VN と ha-ta が統語的に独立していることを示す様々な事実があ

るためで，本稿でも，先行研究に従い VN と ha-ta を含む形式が統語部門で形成されるとい

う前提に立つ。VN と ha-ta を含む複雑述語が完全に生産的で，複雑述語の意味がその部分

から構成的に導かれるという点で透明性が高いことは，この前提と整合的である。 

                                                   
1 日本語の軽動詞構文においては，影山(1993)等の様に，VN と軽動詞が編入によって一

つの語となるという分析があるが，韓国語の軽動詞構文については筆者の知る限りでは，

編入を主張する論考はあまり見られない。 
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 以下では，他動詞的 VN を含む(3)を中心に，これらの構文がどのように分類されるべき

か，先行研究に触れつつ，論じる。 

 まず，他動詞的な VN を含む構文を概観しよう。本稿では，VN を含む述語の意味上の目

的語(3a-c)の ku saken(その事件)を，単に目的語と呼ぶこととする。(3a)では，目的語は対

格を伴っており，VN は無標識である。本稿ではこのタイプを VN ha-ta 構文と呼ぶことに

する。(3b)では，目的語，VN 共に，対格標識を伴っている。このタイプを VN-Acc ha-ta 構

文と呼ぶ。(3c)では目的語は属格を伴い，VN は対格を伴っている。このタイプは，目的語

が VN と名詞句を形成することが明らかなため，VNP-Acc ha-ta 構文と呼ぶ。本稿では，

VN ha-ta 構文と VN-Acc ha-ta 構文を中心に扱うが，これらをまとめて指す場合には VN(-

Acc) ha-ta 構文と表記する。(3)の構文に関する先行研究は多くあり，ha-ta に先行し得る

VN の意味的特徴，(3b)の VN-Acc ha-ta 構文の対格が何によって付与されるのか，ha-ta が

軽動詞か重動詞か，Grimshaw and Mester(1988)の主張する項の転送の有無などに重点が

置かれている。この節では，これらの具体的な分析に関しては必要がない限り言及すること

を避け，(3)に挙げた三種類の構文がどのように分類されるべきかという，より基本的な問

題について論じる。 

 先行研究に見られる分類を大別すると，(3)の三つのタイプを区別しない立場，2 共に VN

が対格を取る VN-Acc ha-ta 構文と VNP-Acc ha-ta 構文を一つのグループとして扱う立場

(H.-D.Ahn(1989) etc.)，共に目的語が対格を取る VN ha-ta 構文と VN-Acc ha-ta 構文を一

つのグループとして扱う立場(K.Park(1992) etc.)がある。これらの分類では，(3)の三つの形

式の内，全て，あるいは二つを一つのグループと扱っているが，本節では，これらは相互に

独立した構文であると主張する。 

 

２．１．２．VNP-Acc ha-ta と VN(-Acc) ha-ta：先行研究 

 この節では，VN(-Acc) ha-ta 構文と VNP-Acc ha-ta 構文が異なった構文であるとする，

K. Park (1992)の議論を概観する。 

 VN 及び ha-ta を含んだ構文で顕著なのは，(3)に示した様に，VN が対格を採るものと取

らないものがあるということである。この対格標識の有無に基づいて，これらの構文を二分

する立場を採ったものとして，H.-D.Ahn(1989)，J.-R.Kim(1994)が挙げられる。一見する

と，対格の有無による区分は，他の現象と相関している様に見える。VN に対する連体修飾，

VN のスクランブリング，VN と ha-ta の間の副詞の挿入などに関して，これらの操作は VN

が対格を伴う場合には可能で，VN が対格を伴わない場合には不可能であるという違いがあ

る様に見える。 

 第一に，VN に対格が現れている場合には，形容詞等で VN を連体修飾することができる

が，対格がない場合には連体修飾は許されない。 

                                                   
2 例えば서정수 (1975: 11)では，VN の後に対格，限定詞等が挿入される場合の VN を全

て分離性先行要素と呼び，同じものとして扱っている。 
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(4)    VN(-Acc)の連体修飾 

 a.   Swuni-ka elyewu-n/kunye-uy/i kongpwu-lul hay-ss-ta. J.-R.Kim(1994:23) 

    スニ-Nom 難しい/彼女-Gen/この勉強-Acc    LV-Past-Dec 

    スニが難しい/彼女の/この勉強をした。 

 b.  *Swuni-ka elyewu-n/kunye-uy/i kongpwu-hay-ss-ta. 

    スニ-Nom 難しい/彼女-Gen/この勉強    LV-Past-Dec 

 

 第二に，VNに対格がある場合には，VNにスクランブリングを適用することができるが，

対格がない場合には，VN のスクランブリングは許されない。 

 

(5)    VN(-Acc)のスクランブリング 

 a.   kongpwu-lul Swuni-ka kunye-uy chinkwu-wa hay-ss-ta. 

    勉強-Acc     スニ-Nom 彼女-Gen 友達-と LV-Past-Dec 

    勉強をスニが彼女の友達とした。    J.-R.Kim(1991:26) 

 b.  *kongpwu Swuni-ka kunye-uy chinkwu-wa hay-ss-ta. 

    勉強     スニ-Nom 彼女-Gen 友達-と     LV-Past-Dec 

 

 第三に，VN に対格がある場合には VN と ha-ta の間に副詞を挿入することができるが，

対格がない場合には副詞の挿入は許されない。 

 

(6)    VN(-Acc)と ha-ta の間への副詞の挿入 

 a.   Swuni-ka kongpwu-lul nay chwuchuk-ey, hay-ss-ta. J.-R.Kim (1991:27) 

    スニ-Nom 勉強-Acc    私の推測-Dat     LV-Past-Dec  

    私の推測ではスニが勉強した。 

 b.  *Swuni-ka kongpwu, nay chwuchuk-ey, hay-ss-ta.  

    スニ-Nom 勉強     私の推測-Dat     LV-Past-Dec 

 

 対格の有無と上記の現象が相関するという一般化に対して，K.Park(1992:72,77)は(4)-(6)

では目的語を含まない例のみを用いて議論されていることを指摘し，目的語も含んだ事例

も含めて検討すると，上記の単純な区分は成り立たなくなることを指摘している。目的語が

対格を伴って実現している場合，VN(-Acc)の連体修飾も，VN(-Acc)のスクランブリングも

許されない。 

 

(7)    VN(-Acc)の連体修飾 3 

                                                   
3 同様の観察については，임홍빈(1979)，H.-S.Han(1988)，H.-D.Ahn(1991:26)，K.-

S.Lee(1991:104)，J.-I.Yeom(1994)，Hong and Sohn(1999)などにも見られる。一方で，
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 a.  *John-i      ku nonmwun-ul ppalu-n chulphan hay-ss-ta. 

     ジョン-Nom その論文-Acc    速い  出版     LV-Past-Dec 

    ジョンがその論文を速く出版した   K. Park (1992: 73) 

 b.  *John-i ku nonmwun-ul     ppalu-n chulphan-ul   hay-ss-ta. 

    ジョン-Nom その論文-Acc    速い  出版-Acc LV-Past-Dec 

(8)    VN(-Acc)のスクランブリング 

 a.  *cosa-luli John-i       ku saken-ul ti hay-ss-ta. K. Park (1992: 74) 

    調査-Acc ジョン-Nom その事件-Acc  LV-Past-Dec 

    ジョンがその事件を調査した 

 b.  *cosai, John-i      ku saken-ul ti hay-ss-ta. 

    調査 ジョン-Nom その事件-Acc  LV-Past-Dec 

 

 以上の様に K.Park(1992:117)は，目的語を含んだ他動詞的 VN の事例を検討し，VN の

対格の有無による分類では妥当な分類ができないことを主張し，代わりに，目的語が(3a,b)

の様に対格で標示されているか，(3c)の様に属格で標示されているかによって分類されるべ

きであると主張している。K.Park は，目的語が対格を付与されていることから，前者を動

詞的格体系(Verbal Case System)と呼び，目的語が属格を付与されていることから，後者を

名詞的格体系(Nominal Case System)と呼んでいる。本稿で用いている名称と対応させると，

動詞的格体系には VN ha-ta と VN-Acc ha-ta が該当し，名詞的格体系には VNP-Acc ha-ta

が対応する。本稿では，名詞的格体系と動詞的格体系を分ける K. Park の立場に従う。以下

では，他動詞的 VN を例に，VN-Acc ha-ta と VNP-Acc ha-ta の違いを概観することとす

る。K. Park は VN-Acc ha-ta 構文(＝動詞的格体系)において，VN は名詞ではなく動詞で

あり，目的語は VN から対格を付与されるのに対し，VNP-Acc ha-ta 構文(名詞的格体系)に

おける VN は名詞であり，目的語は VN を主要部とする名詞句の内部にあるため，属格が

付与されると仮定している。(9)は，それぞれの構文の VN を含んだ句の構造である。 

 

(9) a.   VN-Acc ha-ta 構文 

    [VP NP-Acc VN(=V)] 

 b.   VNP-Acc ha-ta 構文 

    [NP NP-Gen VN(=N)] 

 

この仮定から予測されるのは動詞的格体系に連体修飾など名詞句内部に現れる要素が現れ

ることはなく，逆に名詞的格体系には，副詞など動詞句内部に現れる要素は現れないという

                                                   

この様な例が適格であると判断する研究者としては，B.-S.Park(1981)，

김영희(1988:96)，최기용(1994)，H.-R.Chae(1997)などがある。この観察結果の対立につ

いては，和田(2010)を参照。 
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ことであるが，この予測は次の事実によって支持される。 

 

(10) a.  *John-i     ku saken-ul   casey-ha-n poto-lul hay-ss-ta. K.Park(1992:126) 

    ジョン-Nom その事件-Acc 詳細な    報道-Acc LV-Past-Dec 

 b.   John-i ku saken-ul        casey-hi poto-lul   hay-ss-ta. 

    ジョン-Nom その事件-Acc 詳細に    報道-Acc LV-Past-Dec 

    ジョンがその事件を詳細に報道した。 

(11) a.   John-i     ku saken-uy   casey-ha-n poto-lul hay-ss-ta. K. Park (1992:126) 

    ジョン-Nom その事件-Gen 詳細な    報道-Acc LV-Past-Dec 

 b.  *John-i ku saken-uy        casey-hi poto-lul  hay-ss-ta. 

    ジョン-Nom その事件-Gen 詳細に   報道-Acc LV-Past-Dec 

    ジョンがその事件の詳細な報道をした。 

 

 K.Park の分類において重要な点は，VN の対格の有無ではなく，目的語の格が分類の基

準となっている点である。目的語を含まない(4)-(6)の例の VN は，自動詞的 VN であり，

VN-Acc ha-ta と VNP-Acc ha-ta の両方の構造を持ち得るため，議論の対象としては適当で

はない。また，目的語が顕現していない(4)-(6)は他動詞的 VN の目的語が省略されたものと

も解釈できるが，その場合でも両方の構造が可能であるので，同じく議論の対象としては不

適当である。この点に注意し，本稿では，目的語が対格で(あるいは属格で)実現する他動詞

的 VN のみを扱うこととする。 

 本稿では，VN と ha-ta を含んだ構文は VN が対格を取るか否かによって分類されるので

はなく，目的語が対格か属格かによって，少なくとも二つのグループに分類されると考える

点で，K. Park に従う。以下では，目的語が対格を伴って実現する形式，VN ha-ta と VN-

Acc ha-ta に限定して議論をすることとし，VNP-Acc ha-ta は議論から除外する。 

 K.Park(1992:117)は，上で述べた様に，VN ha-ta 構文についても VN-Acc ha-ta 構文と

同様に，動詞的格体系と分類し，対格の有無を除いて両者の間に違いはないとしている。確

かに，この二つの構文は目的語が対格を伴うという特徴に加えて，(7)，(8)でも触れた VN

の連体修飾，スクランブリングに関しても類似している。 

 この様な類似点に基づき，K. Park はこれらを基本的に同一の構文として扱っている。そ

こでは，VN は(9a)の様に，VN が動詞的な最大投射の主要部であり，目的語は VN から対

格と意味役割を付与されるとし，VN ha-ta 構文の VN に，韓国語固有の対格付与規則が与

えられることで，VN-Acc ha-ta 構文が成立するとしている。4  同様の分析は，H.-

D.Ahn(1991: 55)でもなされている。5 一方，VN ha-ta と VN-Acc ha-ta の VN が目的語と

                                                   
4 韓国語では，副詞等，項ではない要素に対格が現われる場合がある。 
5 임홍빈(1979)も VN に付与される対格は，韓国語固有のある種の話題化標識であるとし

ている点で，K.Park や H.-D.Ahn と類似している。 
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構成素をなすという点では，K.Park，H.-D.Ahn と共通しているが，VN-Acc ha-ta から対

格が脱落することによって VN ha-ta が派生するという分析を行っているものとして K.-

S.Lee(1991:12)が挙げられる。6 これらの分析では VN ha-ta と VN-Acc ha-ta は同じ構文

として扱われている。 

 先行研究で提案されている具体的な構造はさておき，以下では，この二つの形式が同じ構

文の変種に過ぎないのか，両者には本質的な違いがあるのかを検討する。問題となっている

二つの構文が同じ構文であれば同じ振る舞いが，違う構文であれば異なった振る舞いが観

察されることが予測される。次節では，VN-Acc ha-ta 構文と VN ha-ta 構文が異なった振

る舞いをすることを示し，これらが異なった構文であると主張する。 

 

２．１．３．VN ha-ta と VN-Acc ha-ta 

 VN ha-ta と VN-Acc ha-ta が H.-D.Ahn (1991)，K.-S.Lee (1991)，K. Park(1992)などが

主張する様に基本的に同じ構文であるならば，これらは同じ振る舞いをすることが期待さ

れる。7 実際，これらの構文には，目的語が対格を伴うことや，2.1.1.2 節の(7)，(8)で見た

様な共通点も観察される。しかし，それ以外の現象についてもこれらが同じ様に振る舞うか，

(VNP-Acc ha-ta を正しく除外した上で)比較検討した研究は多くない。また，VN-Acc ha-ta

が二重対格構文を形成することから，この構文については，多くの研究があるが，VN ha-

ta に関する詳細な研究は多くなく，データの不十分な点があるため，これを補足するため

に調査を行った。また，以下では，VN ha-ta と VN-Acc ha-ta を対照し，両者が様々な現

象に関して異なることを示す。 

 第一に，VN(-Acc)のスクランブリングに関する違いが挙げられる。VN-Acc ha-ta 構文の

VN-Acc がスクランブリングできないことは(8)で見たが，ある条件を満たせば，VN-Acc の

スクランブリングが許される。VN-Acc 単独でのスクランブリングは許されないが，目的語

と VN-Acc が同時に移動することは許されるという観察がある。8  

 

(12) a.   yenge-lul kongpwu-lul Swuni-ka hay-ss-ta.  K.-S.Lee(1991:83) 

    英語-Acc  勉強-Acc   スニ-Nom LV-Past-Dec 

    スニが英語を勉強した。 

 b.   sintaylwyuk-ul palkyen-ul Columbus-ka    hay-ss-ta. O’Grady(1991:245) 

    新大陸-Acc     発見-Acc  コロンブス-Nom  LV -Past-Dec 

    コロンブスが新大陸を発見した。 

                                                   
6 K.-S.Lee(1991)と同じく，対格標識が脱落することで VN ha-ta が得られるという立場に

は，J.-I.Yeom(1994)がある。 
7 VN ha-ta と VN-Acc ha-ta を基本的に同じ構文とする立場をとる研究には他に，정원수 

(1989)，H.-R.Chae(1997)がある。逆にこれらを区別する立場として김영희 (1988:92)，

Sato(1993:45,56)，S.Park(2004,2006)がある。 
8 同様の観察は，Sato(1993:23)にも見られる。 
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 K.-S.Lee(1991:127)は，目的語と VN-Acc が構成素を成し，ha-ta の補部を成すという分

析を提案しているが，上の観察は，この提案により，容易に説明できるとしている。しかし，

一方で，채희락(1996)，H.-R.Chae(1997)は，同様の例の容認度が低いと判断している。 

 

(13)  ?*enehak-ul kongpwu-lul Chelswu-ka e ha-n-ta. H.-R.Chae(1997) 

    言語学-Acc 勉強-Acc   チョルス-Nom LV-Pres-Dec 

    チョルスが言語学を勉強する。 

 

H.-R.Chae(1997)は，(13)の観察に基づき，目的語と VN-Acc が構成素を成すとする分析が

成り立たないとしている。しかし，先行研究からは，研究者によって容認度に違いがあるも

のの，目的語と VN-Acc を同時に移動させることは全く許されない訳ではないことがうか

がえる。9  

 これに対し，VN ha-ta の場合，VN を目的語と共に移動させると(14b)に示した様に完全

に不適格になる。 

 

(14) a.   Columbus-ka   sintaylywuk-ul palkyen-hay-ss-ta. 和田(2010) 

    コロンブス-Nom 新大陸-Acc    発見    LV-Past-Dec 

    コロンブスが新大陸を発見した 

 b.  *sintaylywuk-ul palkyen Columbus-ka     hay-ss-ta. 

    新大陸-Acc     発見    コロンブス-Nom  LV-Past-Dec 

 

目的語を伴った移動に関する容認度の違いは，VN-Acc ha-ta と VN ha-ta が同じ構文の変

種ではないことを示唆している。10 

 VN ha-ta と VN-Acc ha-ta の第二の相違点として VN(-Acc)と ha-ta の間に，副詞が挿入

できるか否かに関する違いが挙げられる。これに関しても，先行研究の観察結果には相違が

ある。VN-Acc ha-ta 構文に関しては，VN-Acc と ha-ta の間に副詞が挿入できると判断す

る研究者と挿入できないとする研究者に分かれている。B.-S.Park(1981)，김영희(1988:93)，

K.-S.Lee(1991:76,105)，채희락(1996)，S.Park(2006)は，VN-Acc と ha-ta の間に副詞の挿

入が可能であるとしている。 

 

                                                   
9 H.-D.Ahn(1991:28)は，目的語と共に VN(-Acc)がスクランブリングができる例として下

の様な例を挙げているが，この例では VN が限定詞を伴っており，VN-Acc とも VN とも

判断できるため，VN ha-ta の VN がスクランブリングできることの証拠とはならない。 

[Yenghi-ka   yenge-lul kongpwu-nun] manhi e hay-ss-ta 

 ヨンヒ-Nom 英語-Acc  勉強-は   たくさん LV-Past-Dec 

 ヨンヒが英語をたくさん勉強はした。 
10 詳細については和田(2010)を参照のこと。 
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(15) a.   Swuni-ka suhak-ul hakkyo-eyse kongpwu-lul yesimhi ha-n-ta. 

    スニ-Nom 数学-Acc 学校-で     勉強-Acc    熱心に  LV-Pres-Dec 

 b.   Swuni-ka suhak-ul kongpwu-lul hakkyo-eyse yelsimhi ha-n-ta. 

    スニ-Nom 数学-Acc 勉強-Acc    学校-で     熱心に  LV-Pres-Dec 

    スニは学校で数学を熱心に勉強する。             B.-S.Park(1981) 

 

 これに対して，VN-Acc と ha-ta の間に，副詞が挿入できないと判断しているのが，

임홍빈(1979)，최기용(1994)である。 

 

(16)  ?*chelhakca-nun sangsik-ul yenkwu-lul yelsimhi ha-n-ta. 

    哲学者-Top    常識-Acc   研究-Acc   熱心に  LV-Pres-Dec 

    哲学者は熱心に常識を研究する。                임홍빈(1979) 

 

この様に，VN-Acc ha-ta 構文だけを見ても，VN-Acc と ha-ta の間に副詞が挿入できるか

否かで判断が分かれている。 

 次に，VN ha-ta 構文における副詞の挿入に関する先行研究を見て行くこととする。ここ

でも，判断の食い違いが観察される。K.Park(1992:29)，채희락(1996)，H.-R.Chae(1997)で

は VN ha-ta の VN と ha-ta の間に副詞を挿入しても完全に適格な文が得られるとしてい

る。 

 

(17) a.   John-un   yenge-lul    yelsimi kongpwu-hay-ss-ta K.Park(1992:29) 

    ジョン-Top 英語-Acc    熱心に  勉強     LV-Past-Dec 

    ジョンは英語を熱心に勉強する。 

 b.   John-un   yenge-lul   kongpwu yelsimhi hay-ss-ta. 

    ジョン-Top 英語-Acc    勉強     熱心に  LV-Past-Dec 

 

 一方，김영희(1988:93)，S.Park(2006)では，上記の観察とは逆に，VN-Acc ha-ta 構文で

は副詞の挿入が許されるが，VN ha-ta 構文では許されないという観察がなされている。 

 

(18) a.   Toli-nun minsok-ul  yenkwu-lul cwulkot/yelsimhi hay-ss-ta.  

    トリ-Top 民俗-Acc   研究-Acc   ずっと/熱心に    LV-Past-Dec 

    トリは民俗をずっと/熱心に研究している。           김영희(1988:93) 

 b.  *Toli-nun minsok-ul yenkwu cwulkot/yelsimhi hay-ssta. 

    トリ-Top 民俗-Acc   研究   ずっと/熱心に   LV-Past-Dec 

 

 この様な，観察結果が矛盾する原因としていくつかの要素が考えられる。まず，2.1.2 節
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で見た様に，VNP-Acc ha-ta 構文と他の二つの構文を区別せずに観察すると，正しい一般

化が得られない。 

 例えば，채희락(1996)は VN に対格があってもなくても，VN(-Acc)と ha-ta の間に副詞

の挿入が可能であるとして，次の様な例を挙げている。 

 

(19) a.   Yenghi-ka  Chomsky-ey tayha-n yenkwu (manhi)  hay-ss-e. 

    ヨンヒ-Nom チョムスキーについて研究   (たくさん) LV-Past-E 

    ヨンヒがチョムスキーについてたくさん研究した。 

 b.   Yenghi-ka himtu-n/elyewu-n kongpwu (yelshimhi) ha-ko iss-e. 

    ヨンヒ-Nom 大変な/難しい  勉強 (熱心に)        LV-Prog-E 

    ヨンヒが大変な/難しい勉強を熱心にしている。 

 

 これらの例では，まず目的語が対格を伴って実現していないという点で，VNP-Acc ha-ta

構文である可能性が排除できない。更に，(19)が VNP-Acc ha-ta である可能性を支持する

ものとして，この例でVNが連体修飾を受けていることが挙げられる。上に述べた様にVNP-

Acc ha-ta 構文では，VN が名詞句の主要部をなすので，これが，連体修飾を受けるのは当

然のことであるのに対し，VN-Acc ha-ta 構文では，連体修飾は容認度が下がる。従って，

(19)の例は，VNP-Acc ha-ta 構文であり，VNP は ha-ta の目的語であるから，他の一般的

な動詞と目的語の場合と同様，当然，副詞は目的語(VNP)と動詞(ha-ta)の間に現れることが

できる。更に VN に対格標識がないことは，会話体において，対格が脱落するという一般的

な規則によるものであると説明できる。11 (19)の例の文末が，くだけた会話体に現れる形式

で終わっていることはこの説明を支持する。従って，この様な例を元に VN(-Acc)と ha-ta

の間に副詞が挿入できるか否かを論じることは適切ではない。12 この様な問題点を避ける

ためには，目的語が対格を伴った次の様な例を用いる必要がある(文法性判断は채희락のも

の)。13 

 

(20)    Yenghi-ka   yenge-lul kongpwu cengmal cal  ha-nta. 채희락(1996) 

    ヨンヒ Nom 英語-Acc 勉強      本当に  よく LV-Pres-Dec 

    ヨンヒが英語を本当によく勉強する。 

 

 채희락(1996)は，VN ha-ta 構文は VN-Acc ha-ta 構文の対格標識が，口語的な文体で適

用される対格標識脱落規則によって削除されたものとしている。それ故，VN ha-ta は口語

                                                   
11 口語における格の脱落については H.-M.Sohn(1999:402)，Lee and Ramsey(2000:141)

を参照。 
12 目的語の有無を考慮せずに VN(-Acc)と ha-ta の間に副詞が挿入できるとする議論を行

っているのは，他にも B.-S.Park(1981)，J.-R.Kim(1994:27)などがある。 
13 同様の観察は K.Park(1992:29)にも見られる。 
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的な文体であり，口語的文体では(20)は適格であるとしている。しかし，この主張にはいく

つかの問題点がある。まず，VN ha-ta 構文は口語的な文体ではない書き言葉，それもかな

り形式的な文体でも全く問題なく用いられることが挙げられる。次に，VN ha-ta と VN-Acc 

ha-ta が異なる構文であるとする立場を採っても，口語的文体である場合に限り，(20)の適

格性が説明できる。(15)に示した様に VN-Acc ha-ta の VN と ha-ta の間に副詞を挿入する

ことができるとする研究者は多い。これが適格であるとするならば，(20)は VN-Acc ha-ta

の対格標識が口語体において削除されたものであると解釈することも可能である。以上の

点から，VN ha-ta 構文の内部に副詞が介在できるとする채희락の主張をそのまま受け入れ

ることはできない。 

 筆者の調査では，副詞を挿入した際に，VN-Acc ha-ta の方が適格性が高く，VN ha-ta の

方が適格性が低いという結果が得られた。14 

 

(21) a.   kyengchal-un ku saken-ul cosa  hay-w-ass-ta. 

    警察-Top     その事件-Acc 調査 LV-来る-Past-Dec 

    警察はその事件を調査してきた。 

 b. (?*)kyengchal-un ku saken-ul cosa olaystongan hay-w-ass-ta. 

    警察-Top     その事件-Acc 調査 永い間     LV-来る-Past-Dec 

    警察はその事件を永い間調査して来た。 

 c. (?)kyengchal-un ku saken-ul cosa-lul olaystongan hay-w-ass-ta. 

    警察-Top     その事件-Acc 調査-Acc 永い間     LV-来る-Past-Dec 

 

 Sato(1993:55)で指摘されている様に，副詞等の挿入がない基本的なパターンでは，VN-

Acc ha-ta の方が容認度が下がる。それにも拘わらず，副詞の挿入に関して，VN ha-ta の方

が適格性が低いという事実は，VN ha-ta と VN-Acc ha-ta は VN(-Acc)と ha-ta の緊密性に

おいて異なる，即ち異なった構文であることを示唆している。 

 第三に，VN に連体修飾を加えた場合，VN ha-ta と VN-Acc ha-ta が異なった振る舞い

をするということが挙げられる。VNP-Acc ha-ta 構文と異なり，VN-Acc ha-ta，VN ha-ta

共に VN は連体修飾を受けないという観察がある。まず，VN ha-ta 構文の VN が連体修飾

を受けないという観察としては次の様なものがある。15 

 

(22) a.  *Yenghi-ka yenge-lul elyewun kongpwu hay-ss-ta. H.-D.Ahn(1991:21) 

    ヨンヒ-Nom 英語-Acc 難しい 勉強     LV-Past-Dec 

    ヨンヒが難しい勉強をした。 

                                                   
14 調査の詳細については和田(2010)を参照のこと。 
15 他にも，J.Yoon(1991)，K.Park (1992:73)，최희락(1996)，Hong and Sohn(1999)，

S.Park(2006)に同様の指摘がある。 
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 b.   Yenghi-ka yenge-lul elyepkey kongpwu hay-ss-ta. 

    ヨンヒ-Nom 英語-Acc 難しく 勉強     LV-Past-Dec 

 

 次に，VN-Acc ha-ta 構文の VN-Acc が連体修飾を受けないとする観察としては次の様な

ものがある。16 

 

(23)   *chelhakca-nun sangsik-ul kiph-un yenkwu-lul ha-n-ta. 임홍빈(1979:67) 

    哲学者-Top    常識-Acc   深い    研究-Acc   LV-Pres-Dec 

    哲学者は常識を深く研究する。 

 

 以上の例を見ると，VN ha-ta，VN-Acc ha-ta 共に名詞修飾を許さないように見える。し

かし，特に VN-Acc ha-ta 構文に関して，上記の判断に異を唱える研究者もいる。17 

 

(24)    Toli-nun minsok-ul seymilha-n yenkwu-lul hay-ss-ta. 김영희(1988:96)18 

    トリ-Top 民俗-Acc  詳細な    研究-Acc   LV-Past-Dec 

    トリは民俗の詳細な研究をしている。 

 

 一方，VN ha-ta 構文の VN が連体修飾を許すという指摘は多くない。채희락(1996)が，

(19)の様な例を挙げているのが目につけく程度である。先に述べた様に，(19)は VNP-Acc 

ha-ta 構文である可能性があり，ここで論じるのに適当な例ではないため，ここでは，検討

しない。19 

 筆者の調査では，VN-Acc を連体修飾する方が，VN の連体修飾よりも容認度が高いとい

う結果が得られた。 

 

(25) a.  * yenkwuca-tul-i DNA-lul chelceha-n yenkwu-ha-ko iss-ta. 

    研究者-Pul-Nom DNA-Acc 徹底的な 研究    LV-Prog-Dec 

    研究者たちが DNA の徹底的な研究をしている。 

                                                   
16 他にも，H.-S.Han(1988)，H.-D.Ahn(1991:26)，K.Park(1992:73)，K.-

S.Lee(1991:104)，J.-I.Yeom(1994)に同様の指摘がある。 
17 K.-S.Lee(1991:106)，최기용(1994)等。特に，최기용(1994)は，広い範囲に渡る観察に

基づいて，同様の結論を得ている。そこでは，VN-Acc の連体修飾が一律に適格なわけで

はなく，不適格になる形容詞が存在すること，また，節による連体修飾は全て不適格であ

ることが指摘されている。H.-R.Chae(1997)も VN-Acc の連体修飾が可能としている。 
18 김영희(1988:96)は選択制限に抵触しない形容詞を選べば，VN の連体修飾は可能である

としている。 
19 최기용(1994)も，目的語が実現しない VN-Acc ha-ta の場合，連体修飾が可能であるこ

とを指摘しているが，これも VN-Acc ha-ta 構文と VNP-Acc ha-ta 構文を明確に分け，後

者は通常の名詞句と変わらないとする K. Park の分析で容易に説明できる。 
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 b.  ? yenkwuca-tul-i DNA-lul chelceha-n yenkwu-lul ha-ko iss-ta. 

    研究者-Pul-Nom DNA-Acc 徹底的な 研究-Acc   LV-Prog-Dec 

 

上述したように，連体修飾を加えない基本形において VN-Acc ha-ta の方が容認度が若干下

がる。連体修飾を加えると容認度において逆転が起こると言う(25)の観察は，連体修飾に関

しても二つの構文が異なっていることを示している。 

 以上の様な根拠に基づき，この節では，VN ha-ta と VN-Acc ha-ta は表面上の類似にも

かかわらず，異なった構文であると結論付ける。以下では，VN ha-ta のみを議論の対象と

する。 

 

２．１．４．構成素構造 

 前節で見た通り，VN ha-ta 構文の VN と ha-ta は密接に結びついているため，VN と ha-

ta が構成素を形成することは自明の様に見える。しかし，先行研究では VN が ha-ta では

なく目的語と構成素をなすとする主張が見られる。 

 例えば，K.Park(1992:125)は，VN は目的語と構成素をなし，ha-ta は時制等の屈折要素

を支えるために挿入されるとして，次の構造を提案している。20 

 

(26)                IP 

 

     NP                    I’ 

 

                  VP             I 

 

              NP     V 

    John-i ku saken-ul cosa     hay- ss-ta 

    J-Nom その事件-Acc 調査   LV-Past-Dec 

 

 主張の細部の違いを無視すると，H.-D.Ahn(1991:24)も同様の複文構造を主張しており，

更に，LF において再構造化が起こり，単文構造になるとしている。21 この構造を仮定する

と，目的語と VN が同じ句の内部にあるため，目的語に対する意味役割や格の付与が容易

に説明できるという利点がある。しかし，この構造を仮定すると，VN を含む句が，名詞句

等の他の句と異なり，スクランブリング等の移動操作を受け得ないことや，副詞句等の句の

                                                   
20 K.Park(1992:80)は，VN は名詞ではなく動詞と名詞の中間的な存在としているため VN

を含む句が VP となっている。 
21 他にも김영희(1988:Ch. 4)，K.-S.Lee(1991:63)等が，VN と目的語が構成素をなすと言

う立場を採っている。 
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挿入を受けないという事実を説明することができない。22 

 

(27) a.   Columbus-ka   sintaylywuk-ul palkyen-hay-ss-ta. (=(14)) 

    コロンブス-Nom 新大陸-Acc    発見    LV-Past-Dec 

    コロンブスが新大陸を発見した。 

 b.  *sintaylywuk-ul palkyen Columbus-ka     hay-ss-ta. 

    新大陸-Acc     発見    コロンブス-Nom  LV-Past-Dec 

(28) a.   Toli-nun minsok-ul  yenkwu-lul cwulkot/yelsimhi hay-ss-ta. (=(18)) 

    トリ-Top 民俗-Acc   研究-Acc   ずっと/熱心に    LV-Past-Dec 

    トリは民俗をずっと/熱心に研究している  김영희(1988: 93) 

 b.  *Toli-nun minsok-ul yenkwu cwulkot/yelsimhi hay-ss-ta. 

    トリ-Top 民俗-Acc   研究   ずっと/熱心に    LV-Past-Dec 

 

 目的語と VN が構成素をなすとする立場に対して，VN と ha-ta が構成素を構成するとい

う立場を取る研究者もいる。23 この立場を採る多くの研究者が ha-ta の補部に，VN を主要

部とする NP が現れるとしている。これに対し，Sells(1994,1998)は，VN は ha-ta の補部

であるが，最小投射 N0であるとしている。本稿では多くの点において，Sells の主張を取り

入れるため，以下では Sells の主張を紹介する。24 

 1 章で見た通り，Sells(1994)は統語部門には，X0 レベル同士を結合する下位句構造部門

(Sub-Phrasal Syntax)と呼ばれる部門があり，様々な複雑述語がこの部門で結合するとして

いる。VN と ha-ta もこの部門で結合するので，(29)の構造を取ると考えられる。 

 

(29)             V0 

   

      N0      V0 

    kongpwu  hay-ss-ta 

    勉強       LV-Past-Dec 

 

 VN ha-ta がこの構造を取るならば，VN と ha-ta が強く結びついていることを示す(14)

や(18)の事実が説明できると同時に，VN と ha-ta が統語的に独立した語であるため，VN

に限定詞や，主語の複数性を表す-tul が接続することも説明できる。 

 

                                                   
22 複文構造を仮定する分析は VN-Acc ha-ta 構文には適用できるかも知れない。 
23 B.-S.Park(1981)，채희락(1996)，H.-R.Chae(1997)，Sato(1993)，H.-J.Yoon(1997)

等。 
24 Sato(1993:9)でも類似した提案がなされている。 
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(30)  a.   John-i  ku  nonmwun-ul chulphan-to hay-ss-ta. K.Park (1992:38) 

    J-Nom その 論文-Acc    出版-も     LV-Past-Dec 

    ジョンはその論文を出版もした。 

 b.   yenge-lul kongpwu-tul ha-nta  채희락(1996) 

    英語-Acc 勉強-Pl      LV-Pres-Dec 

    (複数の人間が)英語を勉強する。 

 

 述部が(29)の構造を取るならば，文全体は次の様な単文構造となる。25 

 

(31)                  V’ 

 

                           V’ 

 

                                      V0 

 

    NP            NP          N0          V0 

    Chelswu-ka    yenge-lul    kongpwu  ha-nta 

    チョルス-Nom  英語-Acc     勉強      LV-Prs 

    チョルスが英語を勉強する。 

 

この単文構造を支持するのが否定極性表現に関する事実である。H.-D.Ahn(1991:41)は VN 

ha-ta が単文であることを，否定極性表現を用いて示しているが，(29)の構造はこの事実と

も整合的である。1 章で述べた否定極性表現 amwuto(誰も)と同様に，否定極性表現-pakkey

と否定辞は同じ節になければならない。VN ha-ta を含む文の目的語に-pakkey が接続し，

ha-ta に否定辞が現れる文は適格である。 

 

(32)    Yenghi-ka   yenge-pakkey kongpwu ha-ci anh-ass-ta.  H.-D.Ahn(1991:41) 

    ヨンヒ-Nom 英語-NPI      勉強    LV-Comp-Neg-Past-Dec 

    ヨンヒが英語しか勉強しなかった。 

 

VN ha-ta に複文構造を仮定する H.-D.Ahn はこの例を VN と ha-ta が LF において再構造

化を受けて単文になる証拠としているが，(29)の構造であれば，最初から単文であり，再構

造化を仮定する必要がなくなるため，本節では，(29)の構造を採用する。 

 

 

                                                   
25 本稿では Fukui(1986)に従い，節は V’であると仮定する。 
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２．１．５．VN，否定辞 an，副詞 cal の語順 

 ここまで(29)の構造を用いて説明して来たが，実際に Sells(1994)が VN ha-ta 構文に対し

て提案している構造は(29)ではなく，(33)の構造である。 

 

(33)            V’ 

 

    N0         V’ 

 

                V0 

    kongpwu   ha- 

    勉強        LV   

 

 (33)では，VN は X0レベルの ha-ta と結合するのではなく，V’レベルに投射した ha-ta と

結合し，これらが X0レベルを形成するのではなく，V’を形成する。Sells が単純な(29)では

なく，複雑な(33)の構造を提案している理由は，否定辞 an や副詞的要素 cal(よく)と VN の

語順に関する制約を導き出すためである。 

 副詞 cal は an と同様に述語の直前にしか現れないことが知られている。26 次の例は，

Lee and Ramsey(2000:200)からの例である。 

 

(34) a.   Swuni-ka kulim-ul cal  kuli-nta. 

    スニ-Nom 絵-Acc  よく 描く-Pres-Dec 

    スニは絵をよく描く。 

 b.  *cal  Swuni-ka kulim-ul  kuli-nta. 

    よく スニ-Nom 絵-Acc     描く-Pres-Dec 

  c.  *Swuni-ka cal   kulim-ul  kuli-nta. 

    スニ-Nom よく 絵-Acc    描く-Pres-Dec 

 

この例に見る様に cal は述語の直前にしか現れ得ない。 

 否定辞 an，副詞 cal に VN を加えた三つの要素が共起する場合，適格となる語順は限ら

れている。以下に VN，an，cal の分布を示し，Sells(1994)の説明と，その問題点を見て行

く。三つの要素の順序関係であるため，6 通りの語順が考えられる。27 

 

                                                   
26 Martin(1992:141)も参照。Sells(1994)は，com(少し)，cokum(少し)等も，同じ分布上

の特徴を持つとしている。 
27 VN と ha-ta の間に独立した語である cal，an などが介在し得るという事実は，VN は

軽動詞に編入されなくても認可されるということを示している。この事実は日本語の軽動

詞構文を論じる上で重要である。 
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(35)  a.  *an   kongpwu cal    ha-ta 

    Neg 勉強     よく  LV 

 b.  *an cal kongpwu ha-ta 

 c.   kongpwu cal an ha-ta 

 d.  *kongpwu an cal ha-ta 

 e.   cal kongpwu an ha-ta 

 f.  *cal an kongpwu ha-ta 

 

ここに示した 6 通りの可能性の内，適格なのは二つのみである。この語順の制約を

Sells(1994)がどのように説明しているかを見て行く。Sells はこれらの要素は結合する相手

の投射のレベルと形成される単位の投射のレベルに関する下位範疇化指定を持つとし，そ

れぞれに次の様な指定を与えている。 

 

(36) a.   an   Neg [[    ]V0]V0 

    Neg 

 b.   cal  Adv [[    ]V0]V’ 

    よく 

 c.   yenkwu VN [[    ]V’]V’ 

    研究 

 

 この指定は，例えば an は，V0レベルとしか結合できず，結合によって形成された単位も

V0レベルであることを表している。副詞 cal であれば，V0としか結合しないが，結合後の

単位は語よりも大きい V’である。 

 以下に Sells(1994)の分析が経験的に正しいか，即ち，適格なものを許し，不適格なもの

を排除できるかどうかを検討して行く。(35)の各例を，派生の過程に従って見て行き，Sells

の説明が成り立つか否かを確かめて行く。派生の過程の横に，(36)の規定が予測する(不)適

格性を併記する。第一に(35a)の不適格な例から始めよう。副詞 cal は(36b)により，V0レベ

ルの ha-ta と結合し，V’を形成する。更に，VN が結合し V’を形成する。否定辞 an は V0と

しか結合できないので不適格になることが正しく導ける。 

 

(37)  a.  *an   kongpwu  cal    ha-ta  

 b.   [V’[cal] [V0 ha-ta]]    OK 

 c.   [V’[kongpwu] [V’[cal] [V0 ha-ta]]]   OK 

 d.   [an]-結合不可- [V’[kongpwu] [V’[cal] [V0 ha-ta]]] * 

 

 第二に，(35b)では，ha-ta は，(33)に示した様に，V’に投射し，更に VN と結合し，V’を
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形成する。cal は V0としか結合しないため，ここで派生が破綻し，更に an と結合すること

はできないことになり，不適格性を正しく説明できる。 

 

(38)  a.  *an cal kongpwu ha-ta 

 b.   [V0ha-ta]     OK 

 c.   [V’ ha-ta]     OK 

 d.   [V’[kongpwu] [V’ ha-ta]]    OK 

 e.   [cal]-結合不可-[V’[kongpwu] [V’ ha-ta]]  * 

 

 第三に，(35c)の派生を検討する。an が V0レベルの ha-ta と結合し，更に cal と結合し V’

を形成する。これに VN が結合し，V’を形成する。(36)の指定の組み合わせは，正しく適格

な形を導き出す。 

 

(39)  a.   kongpwu cal an ha-ta 

 b.   [V0[an] [V0 ha-ta]]    OK 

 c.   [V’[cal] [V0[an] [V0 ha-ta]]]   OK 

 d.   [V’[kongpwu] [V’[cal] [V0[an] [V0 ha-ta]]]]  OK 

 

 第四に，(35d)の派生を検討する。cal と ha-ta が結合すると，V’を形成するため，これに

an が接続することはできず，VN との結合の前に不適格な組み合わせが生じる。ここでも，

(36)は正しい予測をする。 

 

(40) a.  *kongpwu an cal ha-ta 

 b.   [V’[cal][V0 ha-ta]]    OK 

 c.   [an]-結合不可-[V’[cal][V0 ha-ta]]   * 

 

 第五は，適格な(35e)を見る。否定辞 an は V’レベルに投射する前の V0レベルの ha-ta と

結合して V0を形成する。an が結合しても ha-ta が(33)の様に，V’を形成し得ると仮定する

ならば，この V’に VN が結合して V’が形成されることになる。(36c)により，VN が結合し

て V’を形成する。(36b)に示した通り，cal は V0 と結合するため，(41d)で形成された V’と

は結合できず不適格になることが予測される。しかし，この予測と異なり，(35a)は適格で

ある。 

 

(41) a.   cal  kongpwu an   ha-ta 

 b.   [V0[an] [V0 ha-ta]]    OK 

 c.   [V’[V0[an] [V0 ha-ta]]]    OK 
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 d.   [V’[kongpwu] [V’[V0[an] [V0 ha-ta]]]]  OK 

 e.   [cal]-結合不可- [V’[kongpwu] [V’[V0[an] [V0 ha-ta]]]] *  

 

ここでは，Sells(1994)の説明は誤った予測をしている。 

 最後に，(35f)を検討しよう。VN と ha-ta が結合しており，(36)に従うと V’が形成されて

いるので V0としか結合しない an はこれに接続することはできず，事実，(35f)は不適格で

ある。当然，これに cal が接続しても不適格になる。 

 

(42) a.  *cal an kongpwu ha-ta   

 b.   [V’[kongpwu][V’ha-ta]]    OK 

 c.   [an] -結合不可-[V’[kongpwu][V’ha-ta]]  * 

 

 以上の様に，Sells(1994)の説明は他の例に関しては，正しく(不)適格性を予測できるが，

適格な(35e)を誤って排除してしまうという重大な問題を含んでいる。更に，(38)では，派生

の途中の cal VN ha-ta が不適格であるために，不適格であるとしているが，cal VN ha-ta

は適格な形であり，ここでも，(36)の分析は破綻している。 

 また，Sells(1994)のモデルでは複雑述語の派生において V’というレベルが形成されると

している。Sells は下位句構造統語部門では，X0 レベルの語が結合して X0 を形成するとし

ているが，X’レベルの性質については言及されていない。 

 Sells(1994)は，Fukui(1986)に従い，韓国語の最大投射を X’としているが，一般的な主要

部と補部等の関係と VN ha-ta が形成する構造がいずれも X’という同じレベルとなり，両

者の関係が不明確である。また，(36)の様に様々な指定を加えることは X0 レベル同士が組

み合わされて新たに X0レベルを作るという下位句構造統語理論の簡潔性を損なわせること

になる。 

 次節は Sells の説明，及び前章で提案した分析に修正を加え，VN，cal，an の語順の制約

に簡潔な説明を試みる。 

 

２．１．６．提案：複雑述語形成の三層モデル 

 上に見た通り，Sells(1994)の下位句構造理論による説明は，VN と ha-ta が緊密に結びつ

いていることと，これらの要素が統語的な独立性を見せることを同時に説明することがで

きるという点で，優れている。一方で，前節で見た様に，VN と副詞 cal，否定辞 an の相互

作用を説明するために，複雑な規定を加えることで，簡潔性が失われると共に，経験的な問

題点も生じさせる。本節では，下位句構造理論を活かしつつ，事実を簡潔に説明できるモデ

ルを提案する。ここで提案するモデルは，VN と ha-ta が共に，X0レベルの語であり，統語

部門で結合して X0レベルを形成するとする点で，Sells(1994)の下位句構造理論の元々の主

張を踏襲するものである。Sells との相違点は，モジュール形態論を導入した点にある。1 章
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の議論で見た様に，統語部門で形成されるが，語形成部門の規則の適用を受けて形成される

統語的複合動詞と異なり，VN ha-ta は語形成部門の規則が適用されない純粋な統語部門で

形成されるとする点が，Sells の分析と異なっている。 

 以下に提案するモデルでは，1 章で扱った「小さな」統語構造を形成する規則が語形成部

門だけでなく，語形成部門と相互作用しない純粋な統語部門でも作用する。以下のモデルで

は語彙部門と語形成部門が相互作用する領域と，統語部門と語形成部門が相互作用する領

域，それに純粋な統語部門が存在するが，便宜上，それぞれ領域α，β，γと呼ぶ。複雑述

語形成に三つのレベルが存在することから，本稿では以下のモデルを三層モデルと呼ぶ。 

 

(43)    韓国語の語形成モデル(三層モデル) 

   

    

 

 

                                          α 

             MVC 

 

 

   

                        AVC                                  β 

      an 添加 

 

    VN と ha-ta の結合                               

      cal 添加                                γ 

 

 

 

 本節では，前節で見た VN，cal，an の語順を始めとして，このモデルを仮定することで

説明できる様々な事実を見て行くことにする。 

 前節では，VN，cal，an の論理的に可能な組み合わせの内，二つだけが適格であること

を示した。 

 

(44)  a.  *an   kongpwu cal    ha-ta  (=(35)) 

    Neg 勉強     よく  LV 

 b.  *an cal kongpwu ha-ta 

 c.   kongpwu cal an ha-ta 

 

   X0 

 

X0   X0 

語形成部門 

   X0 

 

X0   X0 

語彙部門 

   X0 

 

X0   X0 

統語部門 

   X0 

 

X0   X0 
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 d.  *kongpwu an cal ha-ta 

 e.   cal kongpwu an ha-ta 

 f.  *cal an kongpwu ha-ta 

 

 ここで，適格なものだけを抽出すると，ha-ta との間に何も介在しない厳密な隣接関係が

なければならないのは an であり，cal と VN は ha-ta との間に an が介在していても良く，

厳密な隣接関係が成立していなくても良い。また，cal と VN の間の語順は自由である。こ

の関係は次の様に図式化できる。 

 

(45)    VN/cal > an ha-ta 

    (>は先行関係を，/は語順に制限がないことを示す。) 

 

 従って，否定辞 an が VN/cal に後続しなければならないことを導き出せるモデルを作れ

ば，VN と cal の間に，(36)の様な複雑な指定を与えなくても簡潔な説明が可能になる。 

 まず，否定辞 an から見て行こう。1 章ではスコープの曖昧性に基づき，否定辞 an が AVC

と同じレベル，即ち，統語部門かつ語形成部門の規則が適用する領域(β)で形成されること

を示した。否定辞 an は，AVC の V1+V2 全体を否定する解釈と V1 のみを否定する解釈が

可能である。 

 

(46)    John-i ku si-lul    an  ilk-e po-ass-ta. T.-G.Chung (1993: 31) 

    J-Nom その詩-Acc Neg 読む-E 見る-Pst-Dec 

    ジョンはその詩を読んで見なかった an >V1+V2   

    ジョンはその詩を読まないで見た    V2>an>V1 

 

この事実は，AVC の形成後に an が結合することも，AVC の形成に先立って，V1 と結

合した後，それが V2 と結合することも可能であることを示している。 

 

(47) a.             V0   b.   V0 

 

            V0       V0 

 

    an        ilk-e    po-ta  an      ilk-e    po-ta 

    Neg      読む-E  見る   Neg     読む-E  見る 

 

 以上の様に，an が(43)のβの領域で動詞と結合しなければならないとするならば，ha-ta

との結合もここで起こることになるため，ha-ta と厳密な隣接性を持たなければならないこ
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とが導き出せる。 

 これに加えて，(43)に示した様に，1 章から繰り返し現れている「小さな」句構造規則(48)

が語形成部門だけでなく，純粋な統語部門(γ)での述語形成にも参与し，VN と cal がγで

複雑述語形成に参加すると仮定すると，VN，cal が an に先行しなければならないことが導

き出せる。 

 

(48)          X0  

 

    Y0          X0 

 VN，cal，an の下位範疇化の指定も，次の様に簡潔なものになる。 

 

(49) a.   an   Neg [[    ]V0]V0  領域βで結合 

 b.   cal  Adv [[    ]V0]V0  領域γで結合 

 c.   yenkwu VN [[    ]V0]V0  領域γで結合 

 

(49b,c)から分かる様に，VN と cal はどちらが先行しても適格であることになる。 

 (43)のモデルから，適格な語順がどのように形成されるか，また，不適格な語順がどのよ

うに排除されるか具体的に見て行こう。派生過程の右側には結合の起こる領域と適格性の

予測を書いておく。 

 

(50) a.   VN cal an ha-ta    

 b.   [V0 [an] [V0 ha-ta]]   領域β OK 

 c.   [V0 [cal] [V0 [an] [V0 ha-ta]]]  領域γ OK 

 d.   [V0[VN] [V0 [cal] [V0 [an] [V0 ha-ta]]]] 領域γ  OK 

(51) a.   cal VN an ha-ta 

 b.   [V0 [an] [V0 ha-ta]]   領域β OK 

 c.   [V0 [VN] [V0 [an] [V0 ha-ta]]]  領域γ OK 

 d.   [V0 [cal] [V0 [VN] [V0 [an] [V0 ha-ta]]]] 領域γ OK 

 

 不適格な例に共通する特徴はいずれも an が ha-ta から離れた位置に現れている。(43)の

モデルでは領域βで結合しなければならないanが領域γにおいて結合しているために不適

格になると一括して説明することができる。 

 上記の説明に対し，否定辞 an が接頭辞であるために，常に VN や cal の内側に現れると

いう反論も可能であろう。28しかし，Sells(1994)が挙げた次の様な事実から，an が接頭辞

であると考えることはできない。 

                                                   
28 J.-B.Kim(1999)は an，mos を接頭辞と主張している。 
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 第一に，音韻的証拠が挙げられる。AVC には，限定詞が挿入できるが，V1 の V-e 形が 1

音節の場合には，限定詞は挿入できないことは 1 章で見た。 

 

(52) a.  *hay-nun   cwu-ess-ta.  Sells(1994) 

    LV-E-は   やる-Past-Dec 

    してはやった。 

 b.  *wa-man    po-ass-ta. 

    来る-E-だけ 見る-Past-Dec 

    来ては見た。 

 

 もし，an が接頭辞であれば，これらの例に an が先行すると，V1 の V-e 形は 1 音節では

なくなり，限定詞の挿入が予測される。しかし，この予測とは異なり，an が先行しても，

限定詞の挿入は許されない。29 

 

(53) a.  *an   hay-nun   cwu-ess-ta.  Sells(1994) 

    Neg  LV-E-は やる-Past-Dec 

    しないではやった。 

 b.  *an  wa-man    po-ass-ta. 

    Neg 来る-E-だけ 見る-Past-Dec 

    来ないでは見た。 

 

 第二に，使用される場面は限定されるが，an に-tul が後続することがある。次の例は，

Martin(1992:830)に見られる例で，ここでは，an ではなく，an と同じ分布上の特徴を示す，

不可能を表す mos が用いられている。 

 

(54)    mos-tul mek-nun-ya?   

    Neg-Pl 食べる-Pres-Int 

    (お前たち)食べられないのか？ 

 

 この事実は，an が独立した語であり，接頭辞とは考えられないことを示している。30 

 (43)のモデルは，VN，cal，an の間の語順関係に関して適格なものを許し，不適格なもの

を正しく排除できる。また，Sells の分析の様に，複雑述語を形成する要素に V’の様な，そ

の性格が不明確な投射を持ち込まず，X0だけによる説明を可能としている。 

                                                   
29 Cho(1991)，Cho and Sells(1995)も参照のこと。 
30 Sells(1994)は，mos-tul の様な形式は，極めてインフォーマルな文体でのみ可能である

としている。 



 

90 

 

２．１．７．経験的事実：空所化 

 (43)の三層モデルが成り立つことを示す上で，必要なことは，cal と VN が純粋な統語部

門γで形成されることを支持する事実を示すことである。同時に，その事実は，同じく統語

部門で形成されるが語形成部門の規則の適用を受けるβで形成される複雑述語には当ては

まらないことが要求される。以下では cal と VN(特に VN)がβで形成される AVC と異なっ

ていることを示す事実を提示する。 

 VN ha-ta 構文に見られる特徴として，様々な条件において，VN に空所化が適用される

ことが挙げられる。第一に，二つの節が等位接続されている場合，一方の節の VN が空所化

される。31 

 

(55) a.   John-un   ecey tochak-hay-ss-ko,   na-nun onul tochak-hay-ss-ta. 

    ジョン-Top 昨日 到着 - LV-Past-Conj 私-Top 今日 到着 -LV-Past-Dec 

    ジョンは昨日到着し，私は今日到着した。 K.Park(1992:44) 

 b.   John-un   ecey tochak-hay-ss-ko,  na-nun onul φhay-ss-ta. 

    ジョン-Top 昨日 到着 - LV-Past-Conj 私-Top 今日   LV-Past-Dec 

 

 第二に，「～するかどうか」に相当する構文において，二番目の VN が空所化できる。 

 

(56)    ku  khochi-ka saim hay-ss-nunci  K.Park(1992: 44) 

    そのコーチが  辞任-LV-Past-Int 

    (hokun)     an  φ hay-ss-nunci      molu-keyss-ta. 

     (あるいは)   Neg    LV-Past-Int       知らない-婉曲-Dec 

    そのコーチが辞任したか，(あるいは)しなかったのか知らない。 

 

 第三に，Yes/No 疑問文の答えにおいて，VN が空所化できる。32 

 

(57) A:   kicha-ga  ilccik chwulpal-hay-ss-ni?    H.-D.Ahn(1989) 

    列車-Nom 速く  出発    -LV-Past-Inter 

    列車が早く出発したのか？ 

 B:   ung,   ilccik φhay-ss-e.      

    うん， 早く    LV-Past 

    うん，早くした。 

 

                                                   
31 同様の観察は，H.-D.Ahn(1991:33)，김영희(1988:89)，S.Park(2006)にも見られる。 
32 同様の観察については，K.Park(1992:41)，채희락(1996:425,438)，S.Park(2006)も参

照のこと。 
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 第四に，二者択一疑問文においても VN の空所化が可能である。 

 

(58)    Seoul-eyse  chwulpal-hay-ss-ni?    an φhay-ss-ni?   H.-D.Ahn(1989) 

   ソウル-から 出発    -LV-Past-Inter Neg   LV-Past-Int 

   ソウルから出発したの？しなかったの？ 

 

 以上の様に，先行詞となる VN がある場合，様々な環境において，VN は空所化が可能で

ある。空所化が統語部門の規則であるとすると，純粋な統語部門γで形成された VN ha-ta

の VN に空所化が適用することは，当然の帰結であると言える。上記の空所化の例を挙げ

た先行文献でも VN の空所化は VN ha-ta が統語部門で形成されることを支持するデータ

として挙げられている。33 

 これに対し，統語部門と語形成部門が相互作用して形成される AVC は V1 を空所化する

ことができない。第一に，Yes/No 疑問文の答えにおいて，V1 を空所化することはできない。 

 

(59) A:   ku   chayk-ul ilk-e   po-ass-ni? J.-O.Cho(1988) 

    その 本-Acc   読む-E 見る-Past-Inter 

    その本を読んで見た？ 

 B:   kulay, ilk-e-  po-ass-e. 

    うん  読む-E 見る-Past-E 

      うん，読んで見た。 

 B’:  *kulay φ po-ass-e.  

    うん     見る-Past-E 

    うん，見た。 

 

 第二に，対話の中での応答において，AVC の V1 に空所化を適用することはできない。 

 

(60) A:   i   chayk-ul chwulphan-hay  cwu-si-myen    komap-keyss-so 

    この本-Acc   出版     -LV-E くれる-Hon-Cond ありがたい-婉曲-SE 

    この本を出版して下さるとありがたいです。S.-Y.Kang(1995) 

 Ba:  chwulphan-hay tuli-kess-supni-ta 

    出版      -LV  さしあげる-Fut-Pol-Dec 

    出版してさしあげます。 

 B’:   hay-tuli-keyss-supni-ta 

    LV-E-さしあげる-Fut-Pol-Dec 

    してさしあげます。 

                                                   
33 H.D.Ahn(1989,1991:34)，K.Park(1992:41)等にも同様の観察がある。 
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 B”: *φ tuli-keyss-supni-ta.  

    さしあげる-Fut-Pol-Dec 

    さしあげます。 

 

 この例は VN ha-ta 構文と AVC を含んでいる点で興味深い例である。ここで，AVC を形

成しているのは chwulphan hay(出版して)の hay(して)tuli-(さしあげる)である。まず，

(60B”)の不適格性が示す通り，AVC の V1 である hay を空所化することはできない。一方

(60B’)では，VN のみを空所化することが可能であり AVC との対照を見せている。 

 以上の様に，VN ha-ta 構文の VN には空所化が適用するのに対し，AVC の V1 には空所

化が適用しないという顕著な対照がある。この違いは，後者が語形成部門により語としての

緊密性を与えられているために空所化が許されないのに対し，前者は純粋な統語部門γで

形成されるために緊密性に従わすに空所化ができると説明することができる。 

 

２．１．８．まとめ 

 本節では，韓国語の軽動詞構文について論じた。本節では特に VN ha-ta 構文を議論の対

象にしたが，それに先立ち 2.1.1 節では，VN と ha-ta を含む三種類の構文の間に違いがあ

り，VN ha-ta が他の変種から対格が省略されただけの形式ではないことを論じた。34 2.1.2

節では VN が ha-ta と構成素を形成することを示した。2.1.3 節では，VN，副詞 cal，否定

辞 an の間に見られる語順に関する制約を Sells(1994)に触れつつ論じ，Sells の分析の問題

点を指摘した。2.1.4 節では，語順に関する制約を説明するための代案として複雑述語形成

の三層モデルと呼ぶモデルを提示した。そこでは VN ha-ta 構文が純粋な統語部門γで「小

さな」句構造を作る規則により形成されると主張した。2.1.5 節では，同様に統語部門で形

成されるが語形成部門の規則の適用を受ける AVC と VN ha-ta 構文の違いを示し，三層モ

デルの妥当性を示した。 

 

２．２．日本語の軽動詞構文 

 日本語の軽動詞構文にも多くの先行研究がある。それらの先行研究で扱われている項目

としては Grimshaw and Mester(1988)の項の転送(影山(1993 etc.)，Terada(1990) etc.)，非

対格性と VN「する」の関係(Tsujimura(1990), Miyagawa(1989) etc.)，「する」が軽動詞か

重動詞か (Uchida and Nakayama(1993), Matsumoto(1996) etc.)，軽動詞構文の範囲

(Matsumoto (1996)etc.)，VN と「する」の結合のし方や結合のレベル(影山(1993)，Iida and 

Sells(2008))などが論じられている。本稿では，最後の項目，即ち VN と「する」がどのよ

うに，また，どのレベルで結合するのかに絞って論じる。 

                                                   
34 VN ha-ta 構文は VN-Acc ha-ta 構文の対格を省略したものではないかという同趣旨の指

摘を金英周氏(個人談話，2012/11/22)から受けたが，2.1 節で見た様に二つの構文には様々

な違いが見られるため，両者を切り離して論じるべきである。 
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 日本語の軽動詞構文は，韓国語の軽動詞構文と異なり，VN と軽動詞の間に介在するのは

とりたて詞等に限られており，語が介在することはなく，VN と「する」は基本的に隣接し

て現れる。このことから，日本語の軽動詞構文について VN が「する」に編入を受けるとす

る分析が提案されている点で，編入による分析が見られない韓国語の軽動詞構文の先行研

究と異なっている。韓国語の軽動詞構文において見た様に VN は軽動詞に編入せずとも認

可されることを考慮すると，通言語的に VN が軽動詞に編入しなければならないとする仮

定は必要がない。本稿では編入分析によらない分析を提示し，日本語の軽動詞構文について

も韓国語と同じ三層モデルが軽動詞に関する事実を簡潔に説明できることを示す。 

 2.2.1 節では，VN「する」の基本的な特徴を概観する。2.2.2 節では，先行研究を概観し，

問題点を指摘する。2.2.3 節では，日本語の軽動詞構文にも三層モデルが当てはまることを

示す。 

 

２．２．１．概要 

 VN「する」の最も顕著な特徴は，その生産性の高さである。動作，出来事を表す名詞と

「する」が結びつき，新たな動詞を形成することができる。以下に「する」と共起する。下

に示した様に VN には他動詞的なもの，非能格的なもの，非対格的なものがある。 

 

(61) a.   勉強，研究，ダウンロード 

 b.   おしゃべり，運動，避難 

 c.   爆発，転落，凍結 

 

 VN「する」全体の意味は，VN の意味から構成的に導くことができるという点で，VN「す

る」は意味的に透明であると言える。 

 形式的な面では，VN と「する」が隣接していなければならないことが挙げられる。 

 

(62) a.   昇は初めて学会で発表した。 

 b.  *昇は初めて発表学会でした。  Terada(1990:153) 

(63) a.   その家は昨日全焼した。 

 b.  *その家は全焼昨日した。 Terada(1990:161) 

 

VN と「する」の間には，韓国語の VN-Acc ha-ta 構文と違い，副詞も入ることはない。 

 

(64)   *今年は台風が発生よくする。 
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VN と「する」の間に介在できるのはとりたて詞等に限られる。35 36 

 

(65) a.   新しい技術を開発はしたが， 

 b.   道路が凍結もした。 

 

 VN と「する」が隣接した VN「する」に加えて，表面的によく似た形式として，VN に

対格がつく VN「をする」という形式も存在する。対格は，他動詞的 VN だけでなく，非能

格的 VN にもつく。 

 

(66) a.   田中が言語学の勉強をする。 

 b.  *田中が言語学を勉強をする 

 c.   田中が言語学を勉強する 

(67) a.   田中が運動をした 

 b.   田中が運動した 

 

他動詞的 VN に対格がつく場合，意味上の目的語(「言語学」)は属格のみが許され，これを

対格に変えると(66b)の様に不適格になる。非対格的 VN の場合，対格が現れると不適格に

なる。37 

 

(68) a.  *矢が的に命中をした。 Miyagawa (1989) 

 b.   矢が的に命中した。 

 

 以上の様な特徴がどのように説明されているか，次節では先行研究を概観する。 

 

２．２．２．先行研究 

 VN と「する」の間に対格が入らない VN「する」の派生過程に関してはいくつかの異な

った分析がある。第一に，井上(1976)，Miyagawa(1987)，Grimshaw and Mester(1988)の

様に VN と「する」が語彙部門で結合するという立場である。この立場に対して，

Dubinsky(1994)や Iida and Sells(2008)は(65)で示した様に VN と「する」の間にとりたて

詞が挿入できることを挙げて VN と「する」の結合は，語彙部門ではなく，統語部門で起こ

るとしている。この主張は一見妥当なものに見える。しかし 1 章で見た韓国語の MVC や日

本語の語彙的テ形複合動詞の様に，語彙部門で形成されることが明らかなものにも，とりた

                                                   
35 とりたて詞の挿入については Matsumoto(1996:40)，Dubinsky(1994)，Iida and 

Sells(2008)，影山(1993:284)も参照のこと。 
36 後述する様に，特殊な命令文では，「お」も挿入できる。(「我慢おし。」) 
37 Tsujimura(1990)，影山(1993:280)，Matsumoto(1996:67)，Iida and Sells(2008)，

Uchida and Nakayama(1993)等に同様の指摘がある。 
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て詞(限定詞)が挿入できるため，とりたて詞の挿入を以て，VN と「する」が統語部門で結

合することを示す証拠とすることはできない。 

 むしろ，影山(1993:88)で指摘された様に，VN「する」が語彙的複合動詞の内部に現れな

いことが，VN「する」が語彙部門で形成されないことを示している。 

 

(69) a.  *壁にポスターを接着しつける。 

 b.  *柵をジャンプし越す。 

 c.  *吸引し取る。 

 d.  *沸騰し立つ。 

 

VN「する」が語彙部門で形成されるのであれば，語彙的複合動詞の内部に現れても良いは

ずであり，(69)の不適格性は，VN「する」が語彙部門より後の部門，即ち統語部門で形成

されることを支持し，語彙部門で形成されるとする主張を排除する。 

 VN「する」が統語部門で結合すると考える立場は大きく分けて二つに分けられる。VN が

最大投射を形成し，「する」から対格を付与される VN「をする」の VN が「する」に編入

するという立場，即ち，(66a)から(66c)が派生するとする立場と，VN「する」という形式が

基底形として存在し，編入を認めないという立場がある。後者の立場は，(66a)と(66c)の間

に直接的な関係を認めない。 

 編入分析を取った先行研究には影山 (1980,1993,1999 etc.) ， Terada(1990) ，

Hasegawa(1991)等があるが，ここでは，影山(1993)を主に取り上げる。 

 影山(1993)は VN が「する」に編入するという分析をする理由として，VN「する」の構

成素が独立した語として振る舞う，即ち，VN「する」が句であることを示す現象と，VN と

「する」が緊密に結びついた語であることを示す現象があることを挙げている。 

 VN「する」が示す句としての性質として，二つの現象が取り上げられている。第一に，

次の様な例において，VN と「する」が独立して現れることが挙げられる。 

 

(70) a.   出席したりしなかったりするのは良くない。 影山(1993:259) 

 b   出席をしたりしなかったりするのは良くない。  

 

この例では，二番目の「する」は VN から独立して現れているが，これは一般的な句におい

て，一部が省略される次のような例と並行するとしている。 

 

(71)    メガネをかけたりかけなかったりする。 

 

第二に，VN「する」を「方」により名詞化した際に，VN と「する」の間に「の」がなけれ

ばならないという事実がある。 
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(72) a.   フグの料理のし方/*フグの料理し方 影山(1993:260) 

 b.   地震の発生のし方/*地震の発生し方  

 

影山は，他の動詞の，例えば目的語が，「方」名詞化において「の」を伴わなければならな

いことと並行しているとしている。 

 

(73)    フグの食べ方/*フグ食べ方  

 

 以上が，影山が VN と「する」がある段階で句を形成していることを支持する証拠として

挙げている事実である。次いで，VN と「する」が一つの語を形成していることを示す事実

として二つの現象が挙げられている。第一に，等位接続において「する」のみを空所化でき

ないことが挙げられている(文法性判断は影山のもの)。 

 

(74) a.   夏休みには，兄は海外に旅行し，弟は富士山に登山した。  影山(1993:261) 

 b.  *兄は海外に旅行，弟は富士山に登山した。 

(75) a.   司法試験に兄は落第し，弟は合格した。 

 b.  *兄は落第，弟は合格した。 

 

 第二に，VN「する」の VN を「と」で等位接続することができないことが挙げられる。 

 

(76) a. *先生に[挨拶とお願い]した。 

 b. *沖縄方言を[調査と研究]している。 

 

句は一般に複合語の内部に現れないため，(76)の例は，VN「する」が一つの語であること

を示すとされている。 

 VN「する」が句の特徴と語の特徴を併せ持つことを，影山は編入で説明している。即ち，

句である VN ヲ「する」が基底としてあり，これに編入が適用して VN と「する」が一つの

語となるとするのが影山の説明である。 

 以下に，影山の分析の当否を検討してみよう。まず，文法性の判断が他の先行研究と異な

る点を指摘しておく。(74)，(75)に示した様に，影山は，等位接続文において，「する」の空

所化が許されないとしている。しかし，Terada(1990:163)，Poser(2002)では，同様の例が

適格と判断されている。 

 

(77)    マリアは大洪水を予言，里香は地震を予言した Terada (1990:163) 

 

更に，次の様な例は筆者には適格に感じられる。 
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(78) a.   デモ隊は官邸を占拠，大統領を監禁しました。 

 b.   (バスと軽自動車の事故で)バスは大破，軽自動車は炎上した。 

 

影山が VN「する」が語としての性質を持つことを示すとして挙げた，「する」の空所化に

はこの様な，適格性の判断の問題があり，確固たる根拠とは言えない。語としての性質の第

二の証拠として挙げた等位接続の問題は本稿の提案でも簡潔な説明が可能であることは後

に示す。 

 VN「する」の編入分析には基底となるはずの VN「をする」の形が不適格であるにも拘

わらず，VN「する」が適格な場合が存在するという，より，大きな問題がある。

Kageyama(1991)，Uchida and Nakayama (1993)などで指摘されている様に VN「する」

が可能で，VN「をする」が不適格になるものとして次の様なものがある。38 

 

(79) a.   警官がスリを逮捕した。  Uchida and Nakayama(1993) 

 b.  *警官がすりの逮捕をした。  

(80) a.   軍隊が橋を破壊した。 

 b.  *軍隊が橋の破壊をした。 

 

この様な例では VN「する」は不適格な VN「をする」から派生することになり，VN「す

る」の適格性が説明できない。これを避けるためには，他の VN では編入の有無は随意的だ

が，この様な VN に関しては編入が義務的に適用しているといった規定を付け加えなけれ

ばならなくなるが，なぜその様なことが起こるのか，編入説では説明ができない。 

 編入説で問題となるのが，非対格 VN の場合である。非対格 VN は外項を持たないため，

対格を(「する」を通じて)付与することはできないため，義務的に編入が起こることになる。

この分析にとって，問題となるのは VN にとりたて詞が付与されて，編入が起こっていな

い次の様な例である。 

 

(81) a.   宇宙がまだ開闢さえしていない頃    影山(1993:284) 

 b.   その岩は微動だにしなかった。 

 c.   彼の言動は常識から逸脱ばかりしている。 

 

編入説に立つと VN は対格を付与されるか「する」に編入しない限り格フィルター違反で

不適格になるため，(81)の例の適格性を説明するために何らかの仮定が必要である。そこで

影山は，とりたて詞は，格標識と同様に格に関して VN を認可するとしている。 

                                                   
38 Uchida and Nakayama(1993)は，VNｓのアスペクトがこの現象に関わりがあると示唆

している。VN「をする」は本稿の議論の対象ではないため，この現象に関しては論じな

い。 
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 しかし，この分析案は，とりたて詞と格助詞の性質の違いを無視しているという点で大い

に問題がある。格助詞は述語と統語構造と関連する助詞であり，主に名詞句に関する助詞で

ある。これに対し，とりたて詞は談話等と関連する助詞であり，接続する要素の範疇を問わ

ない。39 上記の仮定はこの様な違いを無視していることになる。また，非対格 VN の認可

以外に，とりたて詞が格助詞の機能を果たしている現象もない。 

 影山の編入説は，VN が格フィルターに従わなければならないと仮定しているため，とり

たて詞に格助詞と同等の機能を仮定しなければならない。果たして VN は編入しない場合

に，格を持たなければならないのだろうか。前節で見た，韓国語の事例では，VN に格は不

必要であることを示している。VN と軽動詞 ha-ta の間には，副詞 cal，否定辞 an などが介

在する。この場合の VN は編入しておらず明らかに独立した語である。にも拘わらず，VN

に格は不必要である。 

 

(82) a.   tochak an   hay-ss-ta. 

    到着   Neg  LV-Past-Dec 

    到着しなかった 

 b.   yenge-lul kongpwu cal   ha-n-ta. 

    英語-Acc  勉強     よく LV-Pres-Dec 

    英語をよく勉強する 

 c.   yenge-lul kongpwu  cal an   ha-n-ta. 

    英語-Acc  勉強     よく Neg LV-Pres-Dec 

    英語をあまり勉強しない 

 

VN が軽動詞に編入しなくても認可されるという韓国語の事実を見ると，日本語において，

VN が軽動詞に編入しなければならないという仮定の必要性はなくなる。後述する様に，編

入を仮定しない方が，より簡潔な説明ができる。40 以上の様な問題点があるため，本稿で

は VN が「する」に編入するという分析は採らず，VN「する」と VN「をする」は直接的

な関係のない別個の構文であるとする立場を採る。 

 VN「する」において，編入を否定し，VN と「する」がそれぞれ独立した語であるとす

る立場に Poser(2002)，Iida and Sells(2008)がある。前者は VN と「する」があらゆる段階

で独立した語であることを示す事実を提示しており，後者は VN「する」の統語構造を提示

している。以下では，これらの論考で示されている事実，分析を概観し，特に後者の問題点

を指摘する。 

 VN と「する」が統語的に独立していることを示す事実として，Poser(2002)が挙げてい

るのは次の様な事実である。 

                                                   
39 沼田(2009:25)，青柳(2002)を参照。 
40 Sells(1994)は韓国語の VN は ha-ta に編入しないことを明示的に述べている。 
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(83)に示した様に，連用形を反復することによって付帯状況を表す現象がある。(83 

b)に示す様に，連用形が 1 モーラの場合には，母音が長音化する。41 

 

(83) a.   泣き泣き家に帰る。 

 b.   テレビを見い見い，食事する。 

 

この規則を VN「する」に適用すると，「する」の部分のみが反復し，VN「する」全体が反

復することは許されない。 

 

(84) a.   誠は読書しいしい歩いた。  Poser(2002) 

 b.  *誠は読書し読書し歩いた。 

 

 更に，様々なタイプの空所化において，VN もしくは「する」の一方のみが空所化の適用

を受けることを Poser は指摘し，VN と「する」が統語部門においても談話においても独立

していると主張している。 

 第一に，「～かどうか」構文において VN は空所化が可能である。これは(70)の「～たり

～なかったり」における VN の空所化と同類であろう。 

 

(85)    成功するかしないかを知らない。  Poser(2002) 

 

 第二に，(78)でも取り上げた構文での「する」のみの空所化が挙げられる。 

 

(86)    太郎はフランス語を勉強φ，裕美はドイツ語を勉強した。 

 

(74)に示した様に，影山は，このタイプの空所化を不適格と判断しているが，Terada によ

る(77)の例や，(78)に示した例などから，この構文における空所化は可能であると思われる。 

 第三に，等位接続構文において，VN が削除される。 

 

(87)    太郎はいつも成功するが，花子は時々しかφしない。 

 

この例についても，Miyagawa(1987)，影山(1993:289)は不適格と判断している一方，

Terada(1990:193)は適格として，次の例を挙げている。 

 

(88)    彼の予言は的中したが，彼女の予言はφしなかった。 

 

                                                   
41 この事実に関しては，Kageyama(1976-77)，影山(1980:142,1993:264)も参照のこと。 
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 第四に，二つの文が併置され，後の節に「も」がある時に，後ろの文の VN が空所化され

る。 

 

(89)    太郎は成功した。次郎もφした。Poser(2002) 

 

 最後に，Yes-No 疑問文の答えにおいて，VN が空所化される。 

 

(90) A:   誕生しましたか？ 

 B:   はい，しました。 

 

 影山(1993:290)はこの種の空所化は許されないとしている一方，Matsumoto(1996:41)や

Terada(1990:164)では適格であるとされている。 

 VN が「する」に編入を受けていないことを示すもう一つの事実が「お」の挿入である。

「する」主語尊敬語形には「なさる」という補充形があるため，「お～になる」という形は

取れない。しかし，特殊な命令形では，「お」が「する」に接頭辞化し，VN と「する」が隣

接しない。 

 

(91) a.   少しは，漢字を勉強おし。 

 b.   お兄ちゃんを応援おし。 

 

 この事実は，VN と「する」がそれぞれ独立した語であることを示している。 

 以上の様に，文法性判断の違いはあるが，いずれの例においても VN もしくは「する」の

空所化の容認度は低くない。このことは，統語的テ形複合動詞に同様の操作をかけた場合と

比べると VN の場合と異なり明確に文法性が低下することと比べると明瞭になる。 

 

(92) A:   読んであげた？ 

 B:  *うん，φあげた。 

(93) a.  *答えは書いておいたが，解説はφおかなかった。 

 b.   田中が話を聞いてくれた。*山田も話をφくれた。 

 

 この例の不適格性と比較すると VN の空所化は完全に可能，あるいは若干の文法性の低

下は伴うが，可能であると結論付けることができ，VN と「する」があらゆるレベルにおい

て統語的に独立した語であるとする Poser の主張は裏づけられる。以上の点から，本稿で

は編入分析を採用しない。 

 次いで，Iida and Sells(2008)の編入を用いない説明を概観する。Iida and Sells は，1 章

で見た X0 が結合して X0 を形成する統語部門，即ち下位句構造部門(Sub-Phrasal Syntax)
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を用いて，VN「する」を分析している。彼らは統語的テ形複合動詞が下位句構造部門で形

成されるとしているが，VN「する」も同じ部門で形成されるとしている。 

 

(94)          V0 

 

    N0         V0 

 

この構造は VN と「する」が統語的に独立した語であるために，VN と「する」の間にとり

たて詞が挿入できることが容易に説明できる。 

 

(95)    彼は日本語を勉強さえ/はした。  Iida and Sells(2008) 

 

 本稿では，この構造が繰り返し取り上げられているが，VN「する」がこの構造を持つと

仮定する点で，Iida and Sells に従う。後に提案する VN「する」に対する分析は基本的に

Iida and Sells のものと同じであるが，本稿で異論を唱えるのは彼らの観察に対してである。 

 彼らは，「方」名詞化において「の」が義務的であることに着目している。 

 

(96) a.  *勉強し方 

 b.   勉強のし方 

 

彼らは，VN「する」が「方」名詞化を受ける単位ではないため，(96a)が不適格になるとし

ている。「方」名詞化に関して VN「する」と対照的な特徴を示すのが統語的テ形複合動詞

である。 

 

(97) a.   読んでもらい方 

 b.  *読んでのもらい方 

 

同じ(94)の句構造規則で形成されるにも拘わらず，VN「する」が「方」名詞化に関して全

く逆の文法性を示すことを説明するために，Iida and Sells は，適格な(96b)は VN「をする」

の「方」名詞化であり，VN「する」は「方」名詞化をしないと主張している。その主張を

支持する証拠として，次の例を挙げている。 (適格性の判断は Iida and Sells のもの)。 

 

(98) a.  *卒倒し方 

 b.  *卒倒のし方 

 

 彼らによると，非対格 VN は VN「をする」の形を取らないため，元となる「*卒倒をす
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る」は存在せず，結果として(98b)は不適格になる。(98a)は非対格 VN を含むため，上記の

制約により不適格になるとしている。 

 しかし，彼らの観察には誤りがあり，(98b)は完全に適格である。非対格 VN であるので，

(98b)には当然「卒倒するためのコツ」という意味はないが，「卒倒する様子」という解釈な

ら(98b)は完全に適格である。非対格 VN を含む「方」名詞化の例をいくつか付け加えて見

よう。 

 

(99) a.  *地震の発生し方  影山(1993:260) 

 b.   地震の発生のし方 

(100) a.  *バスの転落し方を検証した結果，スピードが出過ぎていたことが分かった。 

 b.   バスの転落のし方を検証した結果，スピードが出過ぎていたことが分かった。 

 

 他動詞的 VN に関しても(96b)の様な VN と「する」を含んだ「方」名詞が全て VN ヲ「す

る」から派生するとする主張にも問題がある。(79)に見た様に，全ての他動詞的 VN につい

て，VN「をする」と VN「する」の二つの形式が成り立つ訳ではない。 

 

(101) a.   警官がスリを逮捕した。Uchida and Nakayama(1993) (=(79)) 

 b.  *警官がすりの逮捕をした 

 

(101)の様に VN「をする」形式が成り立たないものも，「方」名詞化において「の」を含ん

だものは適格である。42 

 

(102) a.  *犯人の逮捕し方 

 b.   犯人の逮捕のし方 

 

(102b)の様な例については，VN「をする」からの名詞化が考えられないので，VN「する」

が名詞化したものと考えざるを得ない。 

 以上の様に Iida and Sells(2008)の説明には経験的な問題があり，統語的テ形複合動詞と

VN「する」が同じ部門で形成されるとする彼らの分析は成り立たない。 

 この節では編入分析にも，編入に頼らない Iida and Sells の分析にも問題があることを見

た。次節では，韓国語の軽動詞構文の分析に用いた三層モデルが日本語にも有効であること

を示す。43 

                                                   
42 但し，「する」を含む複雑述語が全て「方」名詞化において「の」を要求するわけでは

ない。擬態語と結びつく「する」を「方」名詞化すると「の」があると不適格になる。(グ

ラグラ(*の)し方，ムカッと(*の)する。「ムカッとはしたが」の様に，とりたて詞を挿入す

ることができるので，これらはβで形成されると考えられる。 
43 Kageyama(1999)の分析に関しては 2.2.3 節で論じる。 
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２．２．３．提案：複雑述語形成の三層モデル 

 2.1 節では，韓国語の複雑述語が，語彙部門と語形成部門が相互作用するレベル(α)，統

語部門と語形成部門が相互作用するレベル(β)，純粋な統語部門(γ)のいずれにも，X0レベ

ルだけからなる構造が存在すると仮定すると，様々な現象が簡潔に説明できることを示し，

このモデルを派生述語形成の三層モデルと呼んだ。以下ではこの三層モデルを日本語にも

導入し，VN「する」は韓国語の VN ha-ta と同様に，純粋な統語レベル(γ)で形成されるこ

とを示す。 

 本稿では，VN「する」が統語部門で(103)の構造を形成すると主張する点で，Iida and 

Sells(2008)の主張と全く同じである。44 

 

(103)         V0 

 

    VN0        V0 

    発生        する 

 

 Iida and Sells と本稿の相違点は，本稿ではモジュール形態論を採用していることと，統

語的に形成される複雑述語が統語的テ形複合動詞の様に語形成部門と相互作用するレベル

(β)で形成されるものと，VN「する」の様に，純粋な統語レベル(γ)で形成されるものの二

つに分かれるとする点にある。 

 Iida and Sells (2008)のモデルでは統語的テ形複合動詞と VN「する」が同じ部門で形成

されるとしているので，両者は基本的に同じ振る舞いをすることが予測される。一方，本稿

のモデルでは，両者に違いがあることが予測される。以下に，統語的テ形複合動詞と VN「す

る」の間に違いがあることを示し，本稿の予測が支持されることを示す。 

 統語的テ形複合動詞と VN「する」の第一の違いとして，「方」名詞化に関する違いが挙

げられる。既に述べた様に，統語的テ形複合動詞は「方」名詞化に際し，内部に「の」を含

むことなく名詞化できる。 

 

(104) a.   読んでもらい方  

 b.  *読んでのもらい方 

 

 この事実は，「方」名詞化がβのレベルに属する操作であり，(105)の様な構造を取ると仮

定すると説明できることは既に 1 章で述べた。 

 

 

                                                   
44 この構造を仮定すると，(76)の VN を等位接続した「VN と VN」が句を成しているた

めに不適格になると説明できる。 
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(105)        N0 

 

    V0 

     

    読んで  もらい    方  

 

本稿では VN「する」は純粋な統語部門γで形成されるとするため，βで起こる「する」と

「方」との結合は，VN と「する」の結合に先立っていると考える。従って VN は名詞「し

方」に統語部門で結合することになる。VN は統語部門で名詞に結合するため，日本語に広

く適用する制約(106)に従い，「の」を伴わなければ不適格になる。 

 

(106)     名詞の投射に支配される要素は連体形を持つものは連体形を，それ以外は「の」

を取らなければならない。45 

 

 以下に，VN「する」が「方」名詞化する場合の派生過程を示す。まず，βにおいて，「す

る」が「方」により名詞化する。次いで，γにおいて VN と「し方」が結合するが，VN は

N0に支配されるために，(106)に従って，「の」を取らなければならない。 

 

(107)   し方     「方」接辞化 β → 

          N0 

     VN の結合 γ → 

    VN0        N0 

    発生        し方   

    発生のし方      「の」挿入  

 

 Iida and Sells にとって，「方」名詞化における(108)と(104)の違いは予測外であるため，

VN「する」は「方」名詞化しないという規定を設けなければならなかった。 

 

(108) a.  *勉強し方 (=(96)) 

 b.   勉強のし方 

 

しかし，その規定を支持する経験的証拠として彼らが挙げた例に問題があることは(98)- 

(100)に触れた通りである。 

 統語的テ形複合動詞と VN「する」の第二の違いは，空所化に関する違いである。統語的

テ形複合動詞には McCawley and Momoi(1988)でも指摘されている様に，空所化が適用で

                                                   
45 Kitagawa and Ross(1982)を参照。 
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きない。これに対し，VN「する」には研究者毎に，文法性の判断にばらつきはあるものの，

空所化が適用できる。 

 第一に，等位接続文における空所化を見る。 

 

(109) a.  *太郎はいつも助けてくれるが，花子は時々しかφくれない 

 b.   太郎はいつも成功するが，花子は時々しかφしない Poser (2002) 

 

(109b)の文法性の判断については，既に述べた様に研究者の間で揺れがある。しかし(109a)

と比べると明らかに容認度が高い。 

 第二に，文を越えた空所化を見る。 

 

(110) a.  *太郎は助けてくれる。次郎もφくれる 

 b.   太郎は成功した。次郎もφした。 

 

 (110b)についても，文法性の判断にばらつきが見られるが，(110a)の不適格性と比べると

かなり容認度が高い。 

 第三に Yes-No 疑問文の答えにおける空所化を見よう。  

 

(111) A:   原稿を焼いておいたか？ McCawley and Momoi(1988) 

 B:   焼いておいた 

   *φ おいた 

(112) A:   誕生しましたか？  Poser(2002) 

 B:   はい，φしました。 

 

 前述の様に，(112)についても，VN の空所化が許されないとする判断もあるが，可能であ

ると判断をする研究者もいる。しかし，ここでも統語的テ形複合動詞の V1 を空所化する場

合に比べるとはるかに文法性が高いことは明らかである。 

 以上の様な空所化に関する統語的テ形複合動詞と VN「する」の違いは，両者が同じレベ

ルで形成されるとする Iida and Sells(2008)のモデルでは説明が難しい。一方，本稿の三層

モデルでは，統語的な複雑述語形成にβとγという二つのレベルがあると想定しているの

で，両者の違いを導き出すことができる。本稿のモデルでは，統語的テ形複合動詞は統語部

門と語形成部門の相互作用で形成されると主張しているが，そのため，語としての緊密性を

示すことが予測される。空所化の適用ができないことは，この語としての緊密性から導き出

することができる。一方 VN「する」は純粋な統語部門γで形成されるため，統語部門の一

般的な規則である空所化に従うと考えられる。 

 以下に，これまで論じて来た 4 種類の複合動詞，「方」名詞化と共に，VN「する」の形成
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レベル(γ)を加えた図を提示する。 

 

(113)    日本語の語形成モデル(三層モデル) 

   

    

 

 

 融合型                独立型                                  α 

 語彙的連用形複合動詞 語彙的テ形複合動詞      

 

 

   

             統語的連用形複合動詞 統語的テ形複合動詞                     β 

    「方」名詞化 

 

        VN と「する」の結合                               

                                                γ 

 

 

 

このモデルでは，統語的複合動詞が形成された後に，軽動詞構文が形成されることになる。

1 章では，語彙的複合動詞の内部に統語的複合動詞が現れないという包摂関係に関する非対

称性が，語彙的複合動詞の後に統語的複合動詞が形成されるとする根拠となるとした。軽動

詞構文の形成が，統語的複合動詞の後に起こるとする本モデルは「蒸発し続ける」，「説明し

てやる」の様に，軽動詞構文と統語的複合動詞が共起する事実に対する説明が必要となる。 

 本稿では，統語的複合動詞を形成する V2 と「する」が領域βで結合し，その後に，γに

おいて，VN と「する+V2」が結合し，以下の様な右枝分かれの構造を形成するという分析

を提案する。 

 

(114) V0 

 

                   V0 

 

    説明     して     やる 

 統語的複合動詞と軽動詞が共起する例を「方」名詞化した際に，VN の後ろに「の」が必

要であるという事実が，この分析を支持する。 

 

   V0 

 

V0   V0 

語形成部門 

   X0 

 

X0   X0 

語彙部門 

   X0 

 

X0   X0 

統語部門 

   X0 

 

X0   X0 

 

融合 

規則 
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(115) a.   蒸発*(の)し続け方 

 b.   説明*(の)してやり方 

 

 Kageyama(1999)は，一見，本稿の主張と類似したモデルを提示している。それによると，

語彙的連用形複合動詞，統語的連用形複合動詞に加えて，Postsyntax と呼ばれる部門にも

語形成規則が作用する。VN「する」の形成は，Postsyntax で起こるとされている。これは

本稿で提案する三層モデルと類似しているが，様々な点において，本稿の主張と Kageyama

の主張は異なっている。 

 第一に，VN が「する」に編入するとは本稿では考えない。本稿の立場は，VN と「する」

は独立した語であるという立場を取る。韓国語の軽動詞について見たが(82)の例が示す様に，

VN について軽動詞に編入しなければならないという規定を仮定する必要はない。また，VN

「をする」という形式を取り得ない非対格 VN と「する」の間にとりたて詞が挿入できるこ

とは(81)で見たが，編入分析を取ると，この現象に対して合理的な説明ができないことはそ

こで論じた通りである。 

 更に，「方」名詞化において，編入が義務的であるはずの，非対格 VN でも，「の」が要求

される，即ち VN と「する」が独立していることは明らかであることも(99)と(100)で見た

通りである。以上の点が，Kageyama と本稿の第一の違いである。 

 Kageyama と本稿の第二の違いは，統語的テ形複合動詞の位置づけにある。Kageyama

は「?*書いて見方」が不適格であることに基づいて，統語的テ形複合動詞と軽動詞が同じ

Postsyntax で形成されるとしている。しかし，適切な V2 を選べば統語的テ形複合動詞の

「方」名詞化が可能であることは 1.3.2.1 で示した通りである。1 章では，これに基づいて，

(113)のモデルにおいて，統語的テ形複合動詞はβで形成されると主張した。また，本章で

は，軽動詞はγで形成されると主張した。これらの主張は，「方」名詞化において，統語的

テ形複合動詞は「の」が排除されるのに対し，VN と「する」の間では「の」が義務的であ

ることが導かれた。一方，統語的テ形複合動詞と VN「する」が同じレベルで形成されると

する Kageyama のモデルではこの違いを出すことはできないと思われる。46 

 

２．２．４．まとめ 

 2.2 節では，日本語の軽動詞構文 VN「する」について論じた。日本語の軽動詞構文は VN

と「する」の隣接性が高く見えるため，韓国語の軽動詞構文と異なり，編入による分析が提

案されているが，韓国語に見る通り，VN が軽動詞に編入して一つの語とならなければなら

ないという普遍的な原理がある訳ではない。この点と，編入分析の問題点から，VN と「す

る」は派生のあらゆる過程で独立した語であるという立場に立って論じた。 

                                                   
46 VN「する」と統語的テ形複合動詞が同じレベルで形成されるとする点で

Kageyama(1999)と Iida and Sells(2008)は共通しており，いずれも同じ問題に直面してい

る。 
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 韓国語の語形成に関して提案した三層モデルが日本語の VN「する」についても適用でき，

一見，大きく異なっている様に見える日本語と韓国語の軽動詞構文が同じモデルで説明で

きることを示した。 

 

２．３．まとめ：複合動詞と軽動詞構文 

 1 章では，日韓両言語の様々な複合動詞を論じる上で，複合動詞に四つのタイプがあるこ

とを示した。その四つとは複合動詞の構成素同士が完全に融合した融合型複合動詞の語彙

的なものと統語的なもの，構成素が限定的な統語的独立性を持つ独立型の複合動詞の語彙

的なものと統語的なものである。後者については，本稿で繰り返し取り上げた「小さな」統

語構造を持つと考えることによって，その振る舞いが説明できることを示した。また，この

「小さな」統語構造をモジュール形態論に持ち込むことで，融合型の複合動詞だけでなく，

独立型の複合動詞においても，語彙的複合語と統語的複合語との間の共通点を導き出すこ

とが可能であることを示した。 

 しかし，複雑述語が語形成部門だけで形成されるとする立場を採ると，軽動詞構文が示す

特徴(VN と否定辞 an の語順，「方」名詞化における「の」の義務的挿入)などは説明するこ

とができない。 

 2 章では，複雑述語の形成が，語彙部門と語形成部門が相互作用するレベル(α)，統語部

門と語形成部門が相互作用するレベル(γ)，純粋な統語部門の三層において起こるとする三

層モデルを提案し，「小さな」統語構造が純粋な統語部門においても複雑述語形成に参加す

ると主張した。 

 これにより，軽動詞構文の様々な特徴(VN と an の語順，「方」名詞化における「の」の

義務的挿入 etc.)が簡潔に説明できることを 2 章では示した。三層モデルが表面的には異な

って見える韓国語と日本語の軽動詞構文の振る舞いをも説明できるということはこのモデ

ルが通言語的な妥当性を持つことを示している。 
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３章 その他の複雑述語 

 

３．０．概要 

 1 章では(1)の様な「小さな」句構造が語形成部門の中に含まれるという提案を行った。 

 

(1)            X0 

 

      Y0   X0 

 

この規則が語彙部門で適用したものが，MVC と語彙的テ形複合動詞であり，統語部門で

適用したものが AVC と統語的テ形複合動詞であることも述べた。 

 また，2 章では，(1)の構造が，純粋な統語部門でも適用し軽動詞を形成すると主張し，

構成素が独立性を示す複雑述語が三つに分類できることを示した。 

 以下に，これまで扱ってきた複雑述語の内，日本語の複雑述語に限って特徴を整理して

表として示す。V1 が連用形を取る複合動詞に関しては表から除外してある。 

 

(2) 

 語彙的テ形 

複合動詞 

統語的テ形 

複合動詞 

軽動詞 

意味的透明性 低 高 高 

生産性 低 高 高 

代用表現化 * OK  

V1 の敬語化 * OK  

V1 の受動化 * OK  

V1 の軽動詞 * OK  

包摂関係 語彙的なものが統語的なものに先行 統語的なものに先行 

隣接性 必須 必須 必須 

V1 の空所化 * * OK 

「方」名詞化 OK OK 「の」が必要 

とりたて詞挿入 OK OK OK 

V2 の反復 OK OK OK 

「お」挿入 OK OK OK 

部門 語形成部門 統語部門 

語彙的/統語的 語彙的 統語的 

形成されるレベル α β γ 
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 語彙的/統語的連用形複合動詞を除いた日本語の複雑述語は，とりたて詞の挿入等から，

構成素が限定的な独立性を持つことが分かる。また，意味的透明性の違いや代用表現等

は，これらが語彙的なものと統語的なものに分かれることを示す。V1 の空所化や「方」

名詞化に関する違いから，統語的なものが更に二つに分けられることが分かる。 

 本章では，これまでに言及したもの以外の，様々な複雑述語を取り上げ，そのいずれ

も，上記の三つのタイプのいずれかに属することを示し，本稿で提案したモデルを補強す

る。 

 本章の構成は以下の通りである。3.1 節では本稿で語イディオムと名付ける一部のイデ

ィオムがα，即ち語形成部門と語彙部門が相互作用する領域で形成されると主張する。3.2

節では，移動動詞と移動の目的を表す動詞が複合した複合移動動詞が，日本語でも韓国語

でも統語部門と語形成部門が相互作用する領域βで形成されることを示す。3.3 節では，

「なる」を含む構文が同じくβで形成されることを示す。3.4 節では，主語尊敬語化「お

～になる」がβで，3.5 節では目的語尊敬語化「お～する」が純粋な統語部門γで形成さ

れることを示す。 

 

３．１．語イディオム 

 動詞を含むイディオムの中にはイディオム切片と動詞の間の統語的な結びつきが弱く，

イディオム切片の位置が比較的自由なものと，イディオム切片と動詞の結びつきが強く，イ

ディオム切片を自由に動かせない，いわば，イディオム全体が複雑述語を形成している様に

見えるものがある。本節では，前者を句イディオム，後者を語イディオムと呼ぶことにする。 

 本節では，語イディオムが本稿でαと名付けたレベルにおいて形成され，(1)の構造を持

つことを示し，本稿の主張が支持されることを示す。 

 

３．１．１．句イディオムと語イディオム 

 イディオムは，その構成素の意味から全体の意味を導き出すことができないという点で，

意味的に不透明である。しかし，多くのイディオムはその構成素の間に，副詞などの要素を

介在させることができるという点において，イディオムではない，一般的な句と共通点を持

つ。 

 

(3) a.   田中はいつも他人の揚げ足を取る。 

 b.   田中は他人の揚げ足をいつも取る。 

 c.   田中は他人の揚げ足をあまり取らない。 

 

 これらのイディオムはその構成素(イディオム切片)が一般的な句と同様に振る舞うため，

本稿では，これらのイディオムを句イディオムと呼ぶことにする。これに対し，イディオム

の構成素同士が統語的に密接に結びついて，その間に副詞等を介在させることができない



 

111 

 

イディオムも存在し，それらを本稿では語イディオムと呼ぶ。 

 

(4) a.   髪型を少し気にする。 

 b.  *髪型を気に少しする。 

(5) a.   とうとうカメラを手に入れた。 

 b.  *カメラを手にとうとう入れた。 

 

 句イディオムの切片が句を形成し得るのに対し，語イディオムの切片は句を形成し得な

いという点でも二つのイディオムは異なっている。句イディオムである「足を引っ張る」に

おいてイディオム切片「足」は意味上の項「みんな」と名詞句を形成する。 

 

(6) a.   田中はいつもみんなの足を引っ張る。 

 b.   そのプレーは観客のどぎもを抜いた。 

 

 これに対し，語イディオムでは，イディオム切片が句を形成することはできない。 

 

(7) a.   田中は十年前の出来事を深く/*深い根に持っている。 

 b.   山田は子供の素行を永く/*永い苦にして来た。 

 

 語イディオムとして，次の様なものが挙げられる。 

 

(8)    頭に来る，気になる，苦にする，身に染みる，根に持つ 

    フイにする，目にする 手に入れる etc. 

 

 筆者が知る限り，語イディオムに関する先行研究は，句イディオムとの区別も含めて多く

はない。次節では，語イディオムの性質を概観する。 

 

３．１．２．語イディオムの特徴 

 以下に語イディオムの特徴を挙げて行き，全ての特徴に関して，(2)の表で挙げた語彙的

テ形複合動詞と共通の特徴を語イディオムが持つことを示す。 

 意味的透明性：語イディオムは意味的な透明性が低い。語イディオムはイディオムという

名称が示す通り，構成素の意味からイディオム全体の意味を導き出すことができない。例え

ば，名詞の部分を意味的に類似した名詞に置き換えると，イディオムとしての解釈はできな

くなる。 

 

(9) a.   気に/*心/*気持ちにする 
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 b.   苦に/*苦しみにする 

 

 生産性：語イディオムは，数が限られており，生産性も低い。意味的透明性と生産性の低

さは，語イディオムが語彙部門に登録されていることを示唆している。 

 代用表現化：語イディオムを構成する構成素を代用表現で置き換えることはできない。こ

の点も 1 章で見た語彙的複合動詞の振る舞いと同じである。 

 

(10) a.   田中は時間を気にしていた。*山田は天気をそれにしていた。 

 b.   役人の態度が頭に来た。*その後の対応もそこ/それに来た。 

 

 この事実も，語彙的連用形/テ形複合動詞に見られた代用表現の禁止と並行しており，語

イディオムが語彙部門で形成されていることを強く支持する。 

 複合動詞の V1 に当たる要素が，語イディオムは，名詞(+後置詞)なので，V1 の敬語化，

受動化，軽動詞など動詞の派生に関するテストは適用できない。 

 包摂関係：語イディオムは統語的連用形/テ形複合動詞に先行する。 

 

(11) a.   最近，白髪が気になり始めた。 

 b.   身なりを少し気にしてみた。 

 

この事実は，語イディオムが統語部門に先だって語彙部門で形成されることと整合的であ

る。複合動詞においては，語彙的なものが統語的なものを包摂できないということが検証で

きた。しかし，語イディオムの第一要素は名詞(+後置詞)であるため，そもそもこの位置は

動詞が現れる位置ではあり得ず，語イディオムが統語的複合動詞を包摂できないというこ

とは否かは検証できない。 

 形態的緊密性に関する現象も語イディオムが語として特徴づけられていることを支持す

る。 

 隣接性：(5)でも触れた様に，語イディオムの構成素は隣接していなければならない。構

成素の間に他の語，句が挿入されると不適格になる。 

 

(12) a.   髪型を少し気にする。  (=(4)) 

 b.  *髪型を気に少しする。 

(13) a.   あいつは，俺のことをずっと根に持っている。 

 b.  *あいつは，俺のことを根にずっと持っている。 

 

 第一要素の空所化：語イディオムの第一要素の名詞を空所化することはできない。 
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(14)    田中は十年前の出来事を根に持っている。 

   *山田は二十年前のことをφ持っている。 

 

 第二要素の空所化：語イディオムの第二要素の動詞を空所化することも許されない。 

 

(15)   *田中は髪型を気にφ，背が低いことを苦にしている。 

 

 これらの事実は，語イディオムが語を形成しているため，その一部に空所化という統語規

則を適用すると不適格になると説明することができる。 

 「方」名詞化：語イディオムは「方」により名詞化することができ，その際，語イディオ

ムの第一要素と第二要素の間に，「の」が挿入されてはならない。 

 

(16) a.   服装の気に(*の)し方 

 b.   昔のことの根に(*の)持ち方 

 

「方」名詞化が可能であるということは語イディオム全体が V0であることを示唆している。 

 以下に述べる三点は，語イディオムの構成素に統語的な独立性があることを示す。 

とりたて詞の挿入：語イディオムの内部に，とりたて詞を挿入することができる。 

 

(17) a.   髪型を気にはする。 

 b.   病気を苦にもしている。 

 c.   金を手には入れたが。 

 

 V2 のみの反復：動詞を反復する構文(影山(1993:264))において，語イディオムは動詞の部

分だけを反復させることが可能である。 

 

(18) a.   田中は髪型を気にしいしい，話を続けた。 

 b.   チャンスをフイにしいしいも，なんとか勝った。 

 

 「お」の挿入：主語尊敬語化の際に，「お」を語イディオムの内部に挿入することができ

る一方で，語イディオム全体を尊敬語化することはできない。 

 

(19) a.   バスの時間が，気におなりですか？ 

 b.  *バスの時間が，お気になりになりますか？ 

(20) a.   その時計はいつ手にお入れになったのですか？ 

 b.  *その時計はいつお手に入れになったのですか？ 
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 次の様な「する」を含んだ語イディオムでは，「お」の挿入が不可能な様に見える。 

 

(21)   *バスの時間を気におしになっている。 

 

 しかし，この例が不適格なのは，「する」の尊敬語形として「なさる」という補充形があ

るためであり，命令形として用いられる「お」は挿入可能であり，語イディオムの構成素の

独立性を示している。 

 

(22) a.   服装とか，少しは気におしよ。 

 b.   欲しいんだったら，自分で手にお入れよ。 

 

 以上の三点は，語イディオムの構成素が統語的に独立した語であることを示しており，語

イディオムも語彙的テ形複合動詞と同様に(1)の構造を持っているとすると説明できる。 

 語彙的テ形複合動詞(及び韓国語の MVC)との以上の様な類似点に基づき，本稿では語イ

ディオムが語彙部門と語形成部門が相互作用する領域αにおいて以下の様な構造を持つこ

とを主張する。 

 

(23)    V0 

 

    X0            V0 

   根に          持つ 

 

 また，(7)に挙げた，語イディオムの切片が句を形成できないという事実も，切片が X0レ

ベルの語であることを支持する。 

 

(24)a.   田中は十年前の出来事を深く/*深い根に持っている。  (=(7)) 

 b.   山田は子供の素行を永く/*永い苦にして来た。 

 

語イディオムのイディオム切片が句を形成すると，もはや X0 ではあり得ず，(23)の構造を

取れないために不適格になると考えられる。 

 次いで，「方」名詞化における語イディオムの振る舞いを見てみよう。「方」名詞化におい

て，これまで述べてきた複雑述語の内「VN する」以外のものは「方」名詞化において，構

成素の間に「の」が挿入されないことは 1 章で見た通りである。 

 

(25) a.   食って(*の)かかり方 (=語彙的テ形複合動詞) 

 b.   聞いて(*の)あげ方 (=統語的テ形複合動詞) 
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 c.   勉強*(の)し方  (=軽動詞構文) 

 

 2 章で主張した様に，「方」は統語部門と語形成部門が相互作用する領域βで動詞に接辞

化するとするならば，語彙部門で形成される語イディオム全体が「方」に接辞化され，次の

様な構造が得られることになる。 

 

(26)          N0 

 

          V0 

 

    X0           V0          N0 

   根に         持ち          方 

 

この構造から語イディオムの内部には「の」が現れ得ないことが予測されるが，その予測が

正しいことは，(16)で見た通りである。 

 以上，1 章で展開した(1)の様な「小さな」句構造が語彙部門と語形成部門が相互作用する

部分にも存在するとする主張したが，本節では，語イディオムと呼ぶ一部のイディオムにも

全く同じ分析が適用できることを示し，本稿の主張の一般性を補強した。 

 

３．２．複合移動述語 

 日本語にも韓国語にも動詞が「行く」，「来る」など特定の移動動詞と結合して，移動の目

的を表す構文がある。Matsumoto(1991,1996)では，この様な特徴を示す日本語の動詞連続

を複合移動述語(Complex Motion Predicate)と呼んでおり，この様な動詞連続が一つの構成

素をなすという指摘を行っている。また，韓国語にも同様の構文が存在することが

Wada(2007)において指摘されている。 

 以下では，複合移動述語が統語部門と語形成部門が相互作用する領域βにおいて形成さ

れることを示す。3.2.1 節では日本語の，3.2.2 節では韓国語の複合移動述語について論じ

る。1 

 

３．２．１．日本語の複合移動述語 

 日本語には動詞の連用形に助詞「に」がつき，これが「行く」，「来る」等の移動動詞と共

起して，動詞＋「に」が移動の目的を表す構文がある。 

                                                   
1 和田(2015)は，日本語と韓国語の複合移動動詞を対照し，両者が極めて類似した構文で

あることを示している。複合移動動詞については，複文から再構造化により単文であると

する立場(Miyagawa(1987))と最初から単文であるとする立場(Matsumoto(1996))がある。

和田(2015)は，韓国語の否定辞 an の特徴をもとに，後者の立場を支持している。 
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(27) a.   田中は東京に野球を見に行った。 

 b.   野球を見に田中は東京に行った。 

 

 (27)に示した様に，動詞＋「に」は移動動詞に隣接する位置にも，移動動詞から離れた位

置にも現れ得る。後者の場合動詞＋「に」が独立した節をなしていることは明白だが，

Matsumoto(1991,1996)は前者の場合，動詞＋「に」と移動動詞が一つの構成素をなす，即

ち複雑述語を形成し得ると主張している。 

 以下に，Matsumoto(1991,1996)の議論を紹介する。第一に，動詞＋「に」と移動動詞が

隣接しているか否かによって，語順の自由度が異なるという点が挙げられる。動詞＋「に」

が移動動詞から離れている時は，動詞＋「に」を主要部とする従属節の内部に主節の移動動

詞の項を置くことはできない。一方，二つの動詞が隣接している場合にはその様な語順の制

約はない。 

 

(28) a.  *太郎は本を神田に買いに自転車で行った。  Matsumoto(1996:239) 

 b.   太郎は本を神田に自転車で買いに行った。 

 c.   太郎は神田に本を自転車で買いに行った。 

 d.   神田に太郎は本を自転車で買いに行った。 

 e.   神田に本を太郎は自転車で買いに行った。 

 f.   本を太郎は神田に自転車で買いに行った。 

 g.   本を神田に太郎は自転車で買いに行った。 

 

 この観察は，動詞＋「に」と移動動詞が複雑述語を形成し，文全体が単文構造になってい

ると考えると，単文の内部のスクランブリングには制限がないため，(28b-f)の語順の違いは

単文内でのスクランブリングによってもたらされたものとして説明できる。 

 但し，動詞＋「に」が移動動詞と隣接している場合に，必ず，複合移動述語が形成される

訳ではない。従属節が移動動詞の直前に現れる複文構造である可能性もある。この曖昧性を

排除するために，複合移動述語について論じる場合に，Matsumoto(1996:241)は，動詞＋「に」

の項が移動動詞の項に先行する例を用いる必要があることを指摘しており，本稿でも，複合

移動述語を論じる場合，移動動詞の項と，動詞＋「に」の項の語順に配慮した例を用いる。 

 第二に，否定極性表現「しか」と否定辞を用いたテストにおいて，(28a)に相当するもの

は複文構造の性質を，(28b)に相当するものは単文構造の性質を示す。1 章でも言及した通

り，「しか」と否定辞は同節内になければならない。 

 

(29) a.  *太郎はその本しか買いに神田に行かなかった。  Matsumoto(1996:239) 

 b.   太郎は神田にその本しか買いに行かなかった。 
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動詞＋「に」と移動動詞が隣接してない(29b)では，動詞＋「に」が独立した節を構成する

ことは明らかであり，その内部に「しか」が，そして主節に否定辞が現れているため，同節

条件を満たさず，当然不適格になる。一方，動詞＋「に」と移動動詞が隣接している(29a)

が適格であることは，この文が単文であることを示しており，動詞＋「に」と移動動詞が一

つの述語を形成していることを示唆している。2 

 第三に，可能構文や願望構文においては他動詞の対格が主格と交替するいわゆるヲ・ガ交

替に関する違いが挙げられる。 

 

(30) a.   僕はその本が買いに行きたかった。  Matsumoto(1996:245) 

 b.  *僕はその本が買いに神田に行きたかった。 

 

動詞＋「に」と移動動詞が隣接している(30a)ではヲ・ガ交替が可能だが，二つの動詞が離

れている(30a)では交替は許されない。この事実もまた，(30a)において二つの動詞が密接に

結びついていることを示していると言える。 

 第四に，二つの副詞がある場合の副詞の解釈に関しても，二つの動詞の隣接性が関与する

ことが挙げられる。動詞＋「に」と移動動詞が離れている場合には，二つの副詞がそれぞれ

従属節の動詞と，主節の動詞を修飾することが可能である。一方，二つの動詞が隣接してい

る場合にはこの解釈ができない。 

 

(31) a.   太郎はゆっくり本を読みに急いで図書館に行った。  Matsumoto(1996:245) 

 b.  *太郎はゆっくり本を急いで図書館に読みに行った。 

 

この事実もまた，動詞＋「に」と移動動詞が隣接している場合には一つの述語を構成し得る

ということを支持している。 

 第五に，二つの動詞の隣接性の違いは，移動の起こる時間と動詞＋「に」が表す出来事の

起こる時間の差の解釈にも影響を与える。 

 

(32) a.   太郎は 1月から始まるミュージカルを見にクリスマスのニューヨークに行った。 

 b.   太郎は 1月から始まるミュージカルをクリスマスのニューヨークに見に行った。 

                                                    Matsumoto(1996:258) 

 

(32a)では，ミュージカルは 1 月から始まるが，前もってクリスマスにニューヨークに行っ

たという解釈ができるが，(32b)では，ミュージカルが始まる時期を間違えて，早く行って

しまったという解釈，もしくは太郎が本来なら 1 月に公開されるミュージカルを何らかの

特権で，早く見ることができたという解釈しかない。つまり，動詞＋「に」と移動動詞が隣

                                                   
2 同様の観察については Miyagawa (1987)も参照のこと。 
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接している場合には二つの動詞が表す出来事は時間的に密接していなければならないこと

を示しており，ここでも二つの動詞が密接に結びついていることが示される。3 

 Matsumoto(1996:241)は隣接した動詞＋「に」と移動動詞が音韻的にも一つの単位を形成

していることを指摘し，二つの動詞の密接性を支持している。興味深いことに，二つの動詞

のアクセントパターンは，先に見た語彙的/統語的テ形複合動詞と同じパターンを示す。即

ち，アクセントを持つ最初の動詞が複雑述語のアクセントを担うというパターンを示す。 

 

(33) a.   み‘に＋いく  → み’にいく  

 b.   かりに＋いく  → かりにいく 

 c.   み‘に＋く’る → み‘にくる 

 d.   かりに＋く‘る → かりにく’る 

 

 以上の様な根拠に基づき Matsumoto は動詞＋「に」と移動動詞は一つの構成素をなすと

している。しかし，これらの二つの動詞は本稿で言うところの融合型の複雑述語になる訳で

はないことは，動詞＋「に」と移動動詞の間にとりたて詞を挿入することが許されるという

事実によって示される。 

 

(34)    太郎はその本を神田に買いには行ったが，  Matsumoto(1996:242) 

 

 Matsumoto はこれらの事実に基づき複合移動述語は一つの構成素を成すが，動詞＋「に」

と移動動詞は統語的に独立していると結論付けているが，二つの動詞を支配する接点の性

質は明らかではないとしている。 

 Matsumoto(1996)の主張は説得的であり，本稿でもこの分析を採用する。しかし，二つの

動詞を支配する節点が V0であると明示的に主張する点において，また複合移動述語が統語

的テ形複合動詞(及び韓国語の AVC)と同様に，統語部門と語形成部門が相互作用する領域

βにおいて形成されると述べる点において Matsumoto の主張とは異なっている。 

 以上では，Matsumoto(1991,1996:Ch.9)の議論を概観し，様々な事実を挙げたが，本稿の

これまでの構成に従い，複合移動述語が各テストに関してどのように振る舞うか以下に整

理して行く。 

 複合移動述語が統語部門で形成されることは先行研究でも前提とされているが，これま

で述べて来た基準を用いて，それを確認してみよう。以下の例では，でき得る限り，動詞＋

「に」の項を先に，移動動詞の項を後にして，構造的曖昧性をなくして，複合移動述語の解

釈のみが可能な例を用いている。 

 以下に挙げる現象は，複合移動述語と統語的テ形複合動詞が同じ特徴を持つことを示し

                                                   
3 Miyagawa(1987)は，(28b)から再構造化により(28a)が派生するとしているが，

Matsumoto は(32)における意味の違いを元に，再構造化を否定している。 
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ている。 

 意味的透明性：複合移動述語全体の意味は動詞＋「に」と移動動詞から構成的に導くこと

ができるという点で，意味的透明性が高い。4  

 生産性：複合移動述語は，生産性が高く，意味的な矛盾がない限り，広い範囲の動詞が，

移動動詞と組み合わされる。 

 代用表現化：動詞＋「に」を代用表現「そうする」に置き換えられる点でも統語的テ形複

合動詞と共通している。 

 

(35)    田中は東京に働きに行った。 私もそうしに行ければいいんだけれど， 

 

 V1 の敬語化：複合移動述語の動詞＋「に」の部分は，主語尊敬語化することが可能であ

る。その際，移動動詞も尊敬形になる。 

 

(36)    先生は新聞を図書館にお読みになりに行かれた。 

 

 V1 の受動化：複合移動述語の動詞＋「に」の部分に受動形の動詞が現れることができる。 

 

(37) a.   山田は先生に職員室まで叱られに行った。 

 b.   彼はかばんを東京まで盗まれに行ったようなものだ。 

 

 V1 の軽動詞：複合移動述語は，動詞＋「に」の部分に，軽動詞を取ることができる。 

 

(38) a.   彼は地層をヒマラヤに調査しに行った。 

 b.   二人は婚姻届を市役所に提出しに行った。 

 

 包摂関係：複合移動述語を語彙的な複合動詞の内部に組み込むことはできない。 

 

(39) a.  *田中は，服を東京に買いに行き込んだ。 

 b.  *山田は，お好み焼きを大阪に食べに行き歩いた。 

 

 以上に挙げた特徴は，統語的複合動詞と共通しており，複合移動述語が統語部門で形成さ

れていることを示している。以下に挙げる特徴は，複合移動述語の構成素同士が密接に結び

つき，全体として一語をなしていることを示すものである。 

 隣接性：先に述べた様に，動詞＋「に」と移動動詞は隣接していなければならない。隣接

                                                   
4 但し，「遊びに行く」の様にごく一部の複合移動述語では意味的透明性が失われているも

のもある(Matsumoto(1996:261))。これらは語彙化されているものと考えられる。 
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していない場合は，単一の動詞として振る舞わないことは先に見た通りである。 

 V1 の空所化:複合移動述語は，動詞＋「に」を空所化できない点で，V1 を空所化できな

い統語的複合動詞と共通している。 

 

(40)    田中は本を東京に買いに行き，*山田は雑誌を横浜にφ行った。 

 

 「方」名詞化：複合移動述語の「方」名詞化について見てみよう。(41)に示した様に，統

語的テ形複合動詞と同様，複合移動述語を「方」名詞化することは可能である。 

 

(41) a.   歌舞伎の見に行き方 

 b.   山菜の採りに行き方 

 

 同様の例は，インターネット上でも見つけることができる。次の例は，インターネットか

ら採集した例である。 

 

(42) a.   賃貸物件の見に行き方について 

 b.   ライブの見に行き方 

 c.   お米の買いに行き方 

 d.   給料の取りに行き方 

 

 「方」は V0を名詞化する接辞であるので，複合移動述語に「方」名詞化が可能であると

いう事実は，複合移動述語が V0であることを示している。これにより，Matsumoto(1996)

において，確定されていなかった，複合移動述語の投射レベルが確定できる。 

 また，「方」名詞化の際に「の」があってはならないことに関しても，複合移動述語は，

統語的テ形複合動詞と並行している。 

 

(43) a.   歌舞伎の見に(*の)行き方 

 b.   山菜の取りに(*の)行き方 

 

 次に挙げる三つの特徴は，複合移動述語の構成素が統語的に独立していることを示すも

のである。 

 とりたて詞の挿入：(34)でも示したように，複合移動述語の内部にとりたて詞を挿入する

ことができる。 

 

(44) a.   私は本を東京に買いには行ったが， 

 b.   今日は，彼がご飯をうちに食べにも来るし， 
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 V2 の反復：複合移動述語の V2 に当たる，移動動詞のみを反復できる。 

 

(45)    アイスクリームをコンビニに買いに行き行き，考え事をしていた。 

 

 「お」の挿入：主語尊敬語化及び，特殊な命令文において，「お」が複合移動述語の内部

に挿入される。 

 

(46) a.   先生は展覧会を東京に見にお行きになった。 

 b.   早く，忘れ物を家に取りにお行き。 

 

 これら三つの事実は，複合移動述語の構成素が統語的に独立性を持つことを示している。 

 以上の様な複合移動述語の諸特徴は，統語的テ形複合動詞と共通しており，これと同様に，

統語部門と語形成部門が相互作用する領域βで，「小さな」句構造を取って形成されると考

えられる。これににより本稿で主張する三層モデルは更に補強される。 

 

３．２．２．韓国語の複合移動述語 

 韓国語にも日本語と同様に，移動動詞と共起して移動の目的を表す形式が存在する。移動

の目的を表す動詞は-(u)le という接辞を取り，移動動詞から離れた位置にも，移動動詞の直

前にも現れ得る。5 

 

(47) a.   Chelswu-nun chayk-ul ilk-ule   tosekwan-ey ka-ss-ta. 

    チョルス-Top 本-Acc   読む-LE 図書館-Dat  行く-Past-Dec 

    チョルスは本を読みに図書館に行った。 

 b.   Chelswu-nun chayk-ul tosekwan-ey ilk-ule ka-ss-ta. 

    チョルス-Top 本-Acc   図書館-Dat  読む-LE  行く-Past-Dec 

    チョルスは本を図書館に読みに行った。 

 

 V-le と移動動詞が隣接する場合に，文全体が単文構造を取ることは，2 章でも触れた否定

極性表現 pakkey と否定辞を用いたテストから明らかである。V-le の項に pakkey を，主節

に否定辞を置いた文は適格であり，全体が単文構造であることを示している。一方，同じテ

ストを V-le と移動動詞が離れている場合に適用すると，不適格になり，V-le を従属節の主

要部とする複文構造であることが分かる。 

(48)a.   Yengswuni-nun khokkili-pakkey tongmwulwen-ey po-le   ka-ci anh-ass-ta. 

                                                   
5 V-e の接辞-e のグロスを-E としたのと同様，接辞-(u)le のグロスとして，LE を用いる。

先行する動詞が/l/以外の子音で終わる時には-ule が，母音もしくは/l/で終わる時には-le が

用いられる。 
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    ヨンスン-Top   象-NPI         動物園-Dat      見る-LE 行く 

                                                                   -Neg-Past-Dec 

    ヨンスンは象しか動物園に見に行かなかった         Wada(2007) 

 b.  *[PRO khokkil-pakkey po-le] Yengsuni-nun tongmwulwen-ey ka-ci anh-ass-ta. 

             象-NPI  見る-LE ヨンスン-Top  動物園-Dat   行く-Neg-Past-Dec 

 

(48a)が単文構造を成すということは，V-le と移動動詞が一つの述語を形成していることを

強く示唆する。 

 更に，否定辞 an のスコープも二つの動詞が一つの複雑述語を形成することを示す。

홍재성(1989:5)は V-le と移動動詞が離れている場合は，否定辞 an は V-le に先行しないが，

二つの動詞が隣接している場合には，V-le の直前に an が現れ，尚且つ，V-le と移動動詞の

両方を否定すると指摘している。6 

 

(49) a.  *Chelswu-nun Yenghuy-lul an manna-le tapang-ey  naka-ss-ta. 

    チョルス-Top ヨンヒ-Acc Neg 会う-LE 喫茶店-Dat でかける-Past-Dec 

 b.   Chelswu-nun Yenghuy-lul an manna-le naka-ss-ta. 

    チョルス-Top ヨンヒ-Acc Neg 会う-LE でかける-Past-Dec 

       チョルスはヨンヒに会いにでかけなかった。Neg > manna-le + naka-ta 

 

 この事実もまた，韓国語の複合移動述語が一つの複雑述語を形成していることを示すと

同時に，複雑述語の形成されるレベルが統語論と語形成部門が相互作用する領域βである

ことを示している。1 章で，AVC について論じた際に an が V1 のみを否定する解釈と V1

と V2 の両方を否定する解釈が可能であることに基づき，an はβで形成されるとした。否

定辞 an が複合移動述語に先行すると言う事実は，複合移動述語の形成は an の添加と同じ

かそれより前のレベルで起こることになる。後者，即ち，語彙部門と語形成部門が相互作用

する領域αである可能性は，複合移動述語の生産性，意味的透明性から排除されるため，β

において複合移動述語が形成されることが支持される。 

 但し，単独の V-le は(49a)や下の長形否定を含んだ例が示す様に，否定辞と共起しないた

め，AVC の場合とは異なり，V-le のみを否定する解釈はない。7 

 

(50)   *Chelswu-nun Yenghuy-lul    manna-ci anh-ule tapang-ey naka-ss-ta. 

    チョルス-Top ヨンヒ-Acc      会う-Neg-LE  喫茶店-Dat でかける-Past-Dec 

 

                                                   
6 同様の指摘は Wada (2007,2015)にも見られる。 
7 長形否定とは，(50)に見るように，語幹に接辞-ci が接続したものに否定辞が後続する否

定の形式を言う。これに対し，否定辞 an が述語に先行する否定形を短形否定と呼ぶ。 
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 また，とりたて詞を V-le と移動動詞の間に挿入できることから，日本語の複合移動述語

と同様に，韓国語の複合移動述語も独立型の複雑述語であることが分かる。 

 

(51)    Chelswu-nun Yenghuy-lul manna-le-nun naka-ss-ta. 홍재성(1989:3) 

    チョルス-Top ヨンヒ-Acc  会う-LE-は でかける-Past-Dec 

    チョルスはヨンヒに会いにはでかけた。 

 

 以上の様に，韓国語にも複合移動述語が存在し，日本語の複合移動述語と同様，βのレベ

ルで分析的な複雑述語として形成されることを示した。 

 

３．３．「なる」構文 

 以下に示す様に動詞「なる」が補語を伴った形式において，補語と「なる」が緊密に結び

ついているという主張が Sugioka(1984)や飯田(2002)などの先行研究に見られる。以下では，

(52)の構文を「なる」構文と呼ぶ。  

 

(52) a.   大きくなる 

 b.   嫁になる 

 

 本節では，上記の先行研究の成果を採り入れつつ，本稿で提案された三層モデルにおける

「なる」構文の位置づけを検討し，「なる」構文が統語論と語形成部門が相互作用する領域

βで形成されることを主張する。 

 この節の構成は以下の通りである。3.3.1 では「なる」構文に関する先行研究を概観し，

その問題点を示す。3.3.2 では，本稿の分析とその根拠を提示する。また，状態変化を表す

用法の「する」についても「なる」と同様の分析が可能であることを示す。3.3.3 で，この

節で扱う諸現象が語形成のモデルの中でどこに位置づけられるかを図示する。 

 

３．３．１．先行研究 

 「なる」構文の特徴として，接辞「手/方」で名詞化した場合，「なる」とその補語が，「の」

を伴うことなく，名詞化されるという点である。先行研究においては，「なる」と「手/方」

の結びつきが注目されている。8 

 

(53) a.   嫁になる 

 b.   嫁に(*の)なり手/方 

                                                   
8 Sugioka(1984)，飯田(2002)は「手」と「方」を同質のものとして論じているが，本稿で

は影山(1993:358)，塚本(2012:302)に従い，「手」は語彙的な接辞，「方」は統語的な接辞

とし，後者を中心に論じる。 
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(53b)では，「なる」の補語「嫁に」は「の」を伴わないで全体の名詞化が可能なだけでなく，

むしろ，「の」が介在すると不適格になる。「方」による名詞化に関するこれらの特徴は，「な

る」以外の動詞とその補語を含んだ句の名詞化と際立った対照をなす。 

 

(54) a.   車を買う 

 b.  *車を買い方 

 c.   車の買い方 

 

 一般的に，動詞句の「方」名詞化においては，全体が名詞句になるのは当然のこととして，

補語も(54b,c)に示した様に連体修飾の「の」を伴わなければならない。「なる」構文の特徴

は「方」名詞化において，(53)に示した様に，(54)の様な一般的な動詞と逆の一般化が成り

立つことである。(53)の名詞化について，Sugioka(1984:98)は，(55a)の様に接辞「方」が句

全体に接続する構造を仮定しており，「方」が「なる」だけに接続する(55b)の構造を退けて

いる。 

 

(55) a.   [[嫁になり]方]    

 b.   [[嫁に][なり方]] 

 

(55b)ではなく，(55a)の構造を仮定する根拠として，Sugioka は，もし，(55b)の様に名詞化

された「なり方」に補語「嫁に」が結合する構造であるならば，後者は前者の名詞を修飾す

ることになり，その場合連体修飾の「の」が要求されるが，実際には「の」が現れないこと

を挙げている。これに対し，(55a)の構造では，補部は動詞と結合しているため，「の」を必

要としないとしている。Sugioka は(55a)の構造を根拠として，ある種の接辞は語より更に

大きい単位に接続することができるとしている。 

 Sugioka の問題点は，(54)に挙げた，一般的な句の名詞化において，補部名詞句が，格助

詞などの動詞句や節の内部に現れることはなく，「の」が義務的に現れることを説明できな

いことである。 

 

(56) a.  *車を買い方 

 b.   車の買い方 

 

 「方」等の接辞が，語より大きな単位に接続することができるならば，次の様な構造が許

され，「の」ではなく，対格等が現れるはずである。 

 

(57)    [[[車を][買い]]方] 
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この問題に対し，Sugioka は「なる」構文における「なる」と補部の結びつきが，一般的な

動詞句における動詞と補部の結びつきより緊密であるためとしている。「なる」と補部の緊

密性の強さを表す事実として，「なる」の補部がスクランブリングを受けにくいことを挙げ

ている。 

 

(58) a.   太郎は医者になった。  Sugioka(1984:98,脚注 19) 

 b. ??医者に太郎はなった。 

 

 「なる」とその補部の結びつきが他の動詞―補部関係に比べて緊密であり，その緊密性ゆ

えに(53b)が適格になるという説明は本稿で提案する分析と大筋で一致している。しかし，

Sugioka は，「なる」構文に見られる補部と「なる」の緊密性が他の動詞句の構成素同士の

結びつきと具体的にどう異なっているかについて言及しておらず，その点において不明確

な説明となっている。 

 一方，飯田(2002)は Sugioka の緊密性に基づく分析に対して，疑問を投げかけている。

「なる」構文と同様に，軽動詞構文でも VN と「する」が緊密に結びついていることは，こ

れらの構成素の間に副詞等を挿入できないことからも明らかである。9 

 

(59)   *太郎は英語を勉強いつもしている。 

 

従って，「VN する」を名詞化した際にも，「の」が介入することなく，名詞化が可能なはず

であるが，2 章で論じた様に，「の」のない形式は不適格で「の」が義務的に挿入される。 

 

(60) a.   研究する 

 b.  *研究し方 

 c.   研究のし方 

 

飯田は以上の点から，緊密性に基づく Sugioka の分析を批判している。 

 飯田は，「なる」の統語構造として Sells(1994)に従い，次の様な語レベル同士が結合して

語レベルを形成するという句構造を仮定している。 

 

 

 

 

 

                                                   
9 同様の観察は影山(1980:199)，Matsumoto(1996:70)，Poser(2002)，Terada(1990:153)

にも見られる。 
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(61)    V0 

 

    X0            V0 

    嫁に          なる 

    大きく 

    静かに 

 

 この構造は，Sugioka が示唆した補語と「なる」の緊密性と，(54)で見た目的語と動詞の

様な句と，「なる」構文の違いを明示的に表るという点で優れており，本稿でも， 

 

 

 

(61)の構造を採り入れることとする。 

 「方」名詞化に関して，飯田は Sugioka の様に，「方」が補語と「なる」が形成する節点

を姉妹とするのではなく，「なる」と「方」が語を形成し，それが補語を取るという分析を

行っている。 

 

(62)         N0 

 

    A0       N0 

    赤く     なり方 

 

 飯田は，「なる」の名詞化に際して，X0レベルで，連用形の補語を下位範疇化するという

「なる」の特徴が新たに継承されるため，補部が連体形を取らないとしている。「なる」構

文，及び，その名詞化形については，この説明で事実を導き出すことができる。しかし，こ

の説明では軽動詞構文をどのように説明するかが不明確である。飯田は(60)の軽動詞構文に

関しても， 

 

 

 

(61)の構造を仮定している。上記の説明に従えば，「する」は X0レベルの動作性名詞 VN を

補語として下位範疇化することになるが，これを「方」名詞化した場合は，(60)に示した様

に，VN が「の」を伴わなければ不適格になる。即ち，同じ構造を仮定する「なる」構文と

軽動詞構文において，飯田の説明は一方を説明することができない。 

 

３．３．２．提案 
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 以下に，「なる」構文に関する本稿の提案を示す。10 本稿で提案する三層モデルが「なる」

構文に関する事実をどのように説明するか，以下に述べるが，その前に，「なる」構文の特

徴を整理する。 

 意味的透明性：「なる」構文は，補部と「なる」の意味から全体の意味が導き出せるので，

意味的に透明である。11 

 生産性：「なる」の補部に現れるのは名詞＋「に」，形容詞の連用形(ク形)，ナ形容詞の連

用形(ニ形)であるが，いずれの範疇の要素も制限なく「なる」と結びつくという点で生産性

が高い。 

 

(63) a.   医者になる。 

 b.   広くなる。 

 c.   元気になる。 

 

これらの事実は，「なる」構文が統語部門で形成されることを示唆する。 

 代用表現：「なる」構文の補部は代用表現に置き換えることができる。 

 

(64) a.   部屋が汚くなった。そうなる前に，片付けておけば良かった。 

 b.   列車の乗り継ぎが便利になった。そうなるまでに時間がかなりかかった。 

 

 これまでの議論に従うと，この事実は，「なる」構文が統語部門で形成されることを示す。 

 第一要素の尊敬語化：「なる」構文の補部が尊敬語化が可能な形容詞である場合には，主

語尊敬語化が可能である。 

 

(65) a.   近頃，お若くなりましたね。 

 b.   最近，お元気になられた様です。 

 

尊敬語化されるのが動詞か，形容詞かという違いがあり，また，これらを同列に扱えるのか

という問題点はあるが，V1 の尊敬語化が可能であるという点において，「なる」構文は，統

語的複合動詞と並行している。 

 V1 の受動化/軽動詞：「なる」構文は第一要素が形容詞，ナ形容詞，もしくは名詞である

ため，動詞の派生に基づくテストである，V1 の受動化，軽動詞化を用いた議論はできない。 

 包摂関係：「なる」構文は，統語的連用形/テ形複合動詞に先行するが，語彙的複合動詞に

                                                   
10 簡潔性のため，ここでは補語が X0レベルであるものを「なる」構文と呼ぶことにす

る。補部が句レベルであるもの(「[NPクラスの代表]になる」)も存在する。飯田(2002)を参

照のこと。 
11 3.1 節で述べた語イディオムの中には「なる」とその補部からなるイディオムも存在す

る(「気になる」)。これらは「なる」構文には含めない。 
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包摂されることはない。 

 

(66) a.   最近，忙しくなり始めた/なってしまった。 

 b.   社会が複雑になり続けた/なっている。 

(67) a.  *リンゴが赤くなり込んだ。 

 b.  *静かになりかえった。 

この事実も，「なる」構文が語彙部門ではなく，統語部門で形成されることを支持している。 

 隣接性：(58)でも見たが，「なる」と補部は隣接していなければならない。(58)は名詞が補

部である例だが，形容詞が補部になっても，補部と「なる」は隣接していなければならない。 

 

(68) a.   リンゴが赤くなった。 

 b.  *赤くリンゴがなった。 

 

「なる」構文の構成素に隣接性が要求されることは，構成素同士が緊密に結びついているこ

とを示している。 

 第一要素の空所化：補部に空所化を適用できないことは，統語的テ形複合動詞で V1 が空

所化できない現象と同様に，「なる」構文の語としての性質を示している。 

 

(69)    ガソリンが高くなった。 

   *日用品もφなった。 

 

 「なる」構文の第一要素に空所化が適用できないことは，1 章で見た複合動詞と並行して

おり，「なる」構文が一つの語をなしていることを示している。 

 「方」名詞化：これまで見て来た様に，「なる」構文には，「方」名詞化が適用可能である。 

 

(70) a.   ほっぺたの赤くなり方 

 b.   教室の静かになり方 

 

 以上の点は，統語的テ形複合動詞や複合移動述語と同様に，「なる」構文全体が一つの語

(V0レベル)を形成することを示している。 

 以下の三つの事実は，「なる」構文の構成素が統語的に独立していることを示している。 

 とりたて詞の挿入：「なる」構文にはとりたて詞を挿入することが可能である。 

 

(71) a.   リンゴが赤くはなったが，キズが多くて，売り物にはならない。 

 b.   ガソリンが高くはなったが，まだ，物価全体には影響が及んでいない。 
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 V2 のみの反復：「なる」構文の V2「なる」だけを反復することができる。 

 

(72)    田中は，赤くなりなり，説明を続けた。 

 

 「お」の挿入：主語尊敬語化構文や主語尊敬語化から派生した命令文において，「なる」

構文に接頭辞「お」を挿入することができる。 

(73) a.   あの先生は若くして有名におなりになった。 

 b.   もう少し，賢くおなり。 

 

 以上の観察は，「なる」構文が統語的テ形複合動詞等と同じ特徴を持つことを示しており，

「なる」構文が統語部門と語形成部門が相互作用するレベルβで，「小さな」句構造を取っ

て形成されることを示している。 

 

３．４．主語尊敬語形 

 日本語の主語尊敬語形にも複雑述語の形成が見られる。Harada(1976)は次の様に，主語

が敬意の対象となるものを主語尊敬語(Subject Honorifics)と呼んでいる。 

 

(74) a.   先生が新聞をお読みになった。 

 b.   社長が課長をお呼びになっています。 

 

 主語尊敬語形においては，動詞の連用形に尊敬語化の接頭辞「お」がつき，更に，動詞の

後に接辞「に」がつけいたものが，「なる」と複雑述語を形成する。12 

 本節では，主語尊敬語形に見られる複雑述語が本稿で提案した複雑語形成の三層モデル

でどのように説明できるか見て行くことにする。3.4.1 節では先行研究を概観し，3.4.2 節で

は語形成部門と統語部門が相互作用する領域βで形成されることを示す。 

 

３．４．１．先行研究 

 主語尊敬語形に見られる複雑述語の派生に関する先行研究は「お V に」が「なる」の補

文を構成するとする，久野(1987)，影山(1993:86)の立場と，「お V に」と「なる」が最初か

ら複雑述語を構成するとする Harada(1976)に大別される。 

 影山は「お V になる」の内部にとりたて詞が挿入できることと，等位構造において「な

る」を削除できることから，主語尊敬語形の複雑述語は，語彙部門で形成された語ではなく，

                                                   
12 「なる」と結合しない主語尊敬語形の形式も存在する。 

 i)a.   社長がお呼びです。 

   b.   社長がお呼びだ！ 

 ii)   皆様がお聞きの放送は， 
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句であるとしている。 

 

(75)    先生方はタバコをお止めにさえなった。  影山(1993:85) 

(76)    木下先生はお帰りにφ，川上先生はお残りになった。 

 

 その上で，主語尊敬語形について，次の様な複文構造を提案している。 

(77)                           V’ 

 

               PP           V 

                           なる 

      VP           P 

                    に 

   NP              V’ 

 

      NP          V 

      タバコを    お止め 

 

影山は，動詞繰り上げの循環適用は機能範疇である「に」よって阻止されるため，一語とは

ならず，句として残るとしている。 

 影山はとりたて詞の挿入ができることを，主語尊敬語形が複文をなすことの根拠として

いるが，これまで見て来た様に，とりたて詞の挿入は語彙部門で形成される複合動詞(語彙

的テ形複合動詞，MVC，語イディオム)においても可能であるため，とりたて詞の挿入がで

きることをもって，複文構造の根拠とすることはできない。 

 また，これまで単文構造と複文構造を区別するテストとして用いて来た「しか」について

も，主語尊敬語形を含む文が単文であることを支持する。 

 

(78)    先生は気に入った本しかお買いにならない。 

 

この例では，目的語が「しか」を伴い，「なる」に否定辞が現れている。もし，(77)の様な複

文構造を仮定すると，「しか」と否定辞は同じ節にないため，不適格になることが予測され

るが，この例は適格であり，主語尊敬語形を含んだ文が単文であることを支持する。 

 主語尊敬語形について，Harada は，「お V になる」が一つの動詞を構成するとして，次

の様な構造を提案している。 
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(79)                          V 

 

           V                 なる 

 

   V               に 

 

   お    V 

      

    yom   i 

 

 この構造においては，「お V に」と「なる」が一つの V 接点の下に収められているという

点で，影山の複文構造的な提案とは異なっている。 

 本稿では，「お V に」と「なる」が一つの構成素をなすとする Harada に近い提案を行う。 

 

３．４．２．提案 

 主語尊敬語形の示す特徴を以下に列挙し，それに基づいて分析を提案する。 

 意味的透明性：主語尊敬語形の意味は，その構成素，動詞「お V」に現れる動詞の意味か

ら全体の意味を導くことができるという点で，意味的に透明であると言える。 

 生産性：主語尊敬語形にはよく知られている通り，いくつかの補充形(「*お死にになる」

vs.「亡くなる」)があるが，それ以外は生産的に主語尊敬化述語を作ることができる。 

 これらの事実は，主語尊敬語形が統語部門で形成されることを示唆している。 

 代用表現化：複雑述語の V1 に代用表現化が適用できるか否かが，語彙的な複雑述語と統

語的な複雑述語を分けるテストとなることは，これまで見て来た通りである。代用表現とし

て，これまで「そうする」という形式を用いて来たが，これをそのまま，テストとして用い

ることはできない。これは，この複雑述語が語彙部門で形成されることを示すものではなく，

代用表現「そうする」の「する」にかかる音韻的な制約に起因する。 

 まず，代用表現形「そうする」を直接，V1 の位置に置くと，尊敬の形態素「お」が含ま

れないために，不適格になる。 

 

(80)    田中先生は，健康のため，お歩きになった。*山田先生もそうしになった。 
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 また，「する」に「お」を追加した「*おしに」という形も不適格なため，やはり，V1 の

代用表現形を含む形式は不適格になる。 

 

(81)    田中先生は，健康のため，お歩きになった。*山田先生もそうおしになった。 

 

 「*おしに」が不適格である理由として考えられるのが，音韻的な制約である。連用形が

1 モーラになる動詞は，「お V に」の V の位置に現れないという制約がある。 

 

(82)   *お着に，*お見に，*お居に，*お似に，*お煮に なる 

 

「する」の連用形「し」も 1 モーラであるため，「*おしに」が不適格になると考えられる。 

 「する」の尊敬語形は，「なさる」という補充形が存在するが，これに「お」を接頭辞化

した形を用いれば，主語尊敬語形においても，V1 の代用表現化が可能である。 

 

(83)    田中先生は，健康のため，お歩きになった。山田先生もそうおなさりになった。 

 

 この事実は，主語尊敬語形が統語部門で形成されることを支持する。 

 V1 の敬語化：主語尊敬語形の V1(「お V に」)の部分に尊敬語化を適用することはできな

い。 

 

(84) a.  *先生はそのうわさをお聞きになりになった。 

 b.  *課長はその作家にお会いになりになった。 

 

 V1 を尊敬語化できないことは，語彙的複合動詞と共通した特徴であるが，主語尊敬語化

述語の一部に更に，主語尊敬語化を適用することにより，意味的，形式的な余剰性が生じる

ために不適格になると，本稿では判断し，この現象が，主語尊敬語化述語が語彙部門で形成

されることを示すものではないと考える。 

 V1 の受動化：主語尊敬語化述語の V1 に受動化を適用することは可能である。この特徴

は，統語的複合動詞と共通しており，主語尊敬語化述語が統語部門で形成されることを示し

ている。 

 

(85) a.   先生は暴漢におなぐられになった 

 b.   先生は詐欺師におだまされになった 

 

 V1 の軽動詞：主語尊敬語形の V1 の位置に軽動詞構文を持ってくると，「お～に」の部分
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に軽動詞が入ることになるが，この形は不適格である。 

 

(86) a.  *先生は生物学をお勉強しになっている 

 b.  *先生は微生物をご研究しになっている 

 

 この点では，V1 に軽動詞を許す統語的複合動詞等とは異なっているが，この理由につい

ては後述する。 

 包摂関係：影山(1993)が指摘する通り，主語尊敬語形が語彙的複合動詞に包摂されること

はないが，統語的複合動詞には包摂される。 

 

(87) a.   ノートに書き込む  →  *お書きになり込む  影山(1993:84) 

 b.   手紙を受け取る    →  *お受けになり取る 

(88) a.   歌い始める        →   お歌いになり始める 

 b.   しゃべり続ける    →   おしゃべりになり続ける 

 

この事実もまた，主語尊敬語化が統語部門で形成されることを支持する。 

 隣接性：第一に，「お V に」と「なる」の隣接性について検討する。「お V に」と「なる」

の間には，とりたて詞を除いて，句を挿入することはできない。 

 

(89) a.   先生はさっきお帰りになった。 

 b.  *先生はお帰りにさっきなった。 

 

この事実は，「お V に」と「なる」が強く結びついていることを示す。また，(77)の様な複

文構造を仮定すると，「なる」と補文の間に句が挿入できないことには何らかの説明が必要

となるため，複文構造の主張を弱める事実でもある。 

 V1 の空所化：主語尊敬語形の V1 を空所化することは許されない。 

 

(90) A:   先生はお帰りになった？ 

 B:  *うん，φなった。 

(91)    山田先生はお怒りになったし，*田中先生もφなった。 

 

 これらの事実は，主語尊敬語形の構成素が密接に結びつき，一つの語を形成しているため，

その一部を空所化することができないと説明することができる。 

 「方」名詞化：主語尊敬語化述語は「方」名詞化の適用を受ける。「方」名詞化に際して

「の」は介在することができない。 
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(92) a.   先生のお話に(*の)なり方 

 b.   お名前のお書きに(*の)なり方 

 c.   論文のお読みに(*の)なり方 

 

「方」名詞化は，これまでも述べて来たように，V0 より大きい構造を名詞化することはで

きないため，上の事実は，「お V になる」が V0レベルを形成することを示す。このことは，

影山の(77)の構造に対する反証となると同時に，Harada の(79)の分析を支持する。 

 とりたて詞の挿入：主語尊敬語形の構成素間にとりたて詞を挿入することができる。 

 

(93) a.   先生はそのうわさをお聞きにはなったが。 

 b.   課長はその作家にお会いにもなっている。 

 

 V2 のみの反復：主語尊敬語形の V2 である，「なる」だけを反復させることができる。 

 

(94) a.   先生はメモをお取りになりなり，私の話をお聞きになった。 

 b.   先生は途中で道をお聞きになりなり，私の家まで来て下さった。 

 

 これら二つの特徴は，主語尊敬語形の構成素の統語的独立性を示すものである。 

 「お」の挿入：複合動詞の構成素の統語的独立性を示す現象として，尊敬語において「お」

を V1 と V2 の間に挿入できることを 1 章では述べた。とりたて詞の挿入と V2 のみの反復

は主語尊敬語形の構成素が統語的独立性を持つことを示すが，「お」の挿入に関しては，構

成素の統語的独立性を明確に示す結果は得られない。主語尊敬語形に更に主語尊敬語化を

適用したものは全くの不適格ではないものの，容認度が低い。「お」が接頭辞化することに

より「なる」は連用形以外の活用形を取らなくなるため(*お読む，*お読んだ)，更に「にな

る」を付け加えなければならなくなり，下の例は過剰な敬語という印象を与える。 

 

(95) a.  ?先生はその本をお読みにおなりになった。 

 b.  ?先生は１１時にお休みにおなりになった。 

 

 以上の様に，主語尊敬語化は尊敬という意味のため，あるいは，接頭辞と助詞が動詞を挟

み込む「お～に」という特殊な形式のために，他の複雑述語ほど明確に，統語的テ形複合動

詞との並行性を示す訳ではないが，意味的透明性，生産性，「方」名詞化，とりたて詞の挿

入などは，統語的テ形複合動詞と共通している。このことから主語尊敬語形，統語部門と語

形成部門が相互作用する領域βで「小さな」句構造を取って形成されると考えられる。 

 最後に，主語尊敬語形のV1に軽動詞構文が現れない(86)の例についてその理由を述べる。 
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(96) a.  *先生は生物学をお勉強しになっている。 (=(86)) 

 b.  *先生は微生物をご研究しになっている。 

 

 主語尊敬語形の V1 と V2 の結合がβの領域で起こるとすると，V1 の「お～に」の形成

はそれと同じか，それより前に起こっていなければならない。一方で，軽動詞構文の形成は，

βより後のγで起こることは 2 章で述べた通りである。「お～に」という形式の形成が，軽

動詞の形成に先立つために，主語尊敬語形の V1 に軽動詞が現れないと説明することができ

る。(96)の形式を得るためには，次の様な派生の段階を踏まなければならない(ここでは，

「お～に」がβで形成されると仮定する)。まず，γにおいて，「勉強し」が形成され，それ

がβにおいて「お～に」の内部に挿入されるという過程を経なければならなくなる。 

 

(97)    勉強し   軽動詞構文の形成    γ 

    お勉強しになる  主語尊敬語化構文の形成 β 

 

 上記の様な，許されない派生を経なければならないため，(96)が不適格になるという説明

が可能である。(96)の不適格性は，主語尊敬語化と軽動詞構文の形成が異なったレベルで起

こるとする本稿の主張を補強する事実になる。 

 領域βで形成される他の複雑述語は，2 章で述べた通りβで「する」と結合して右枝別れ

の構造を形成したのちにγにおいて VN と結合するため，軽動詞と共起できる。 

 

３．５．目的語尊敬語形 

 目的語に対する敬意を表す目的語尊敬語(Object Honorific)も複雑述語を形成する。目的

語尊敬語形は，動詞の連用形に接頭辞「お」がつき，それに「する」が後続する形式を取る。 

 

(98) a.   先生をお呼びする。 

 b.   お名前をお聞きする。 

 

 本節では，目的語尊敬語化述語に現れる複雑述語が，軽動詞 VN＋「する」と同様，純粋

に統語的なレベルγにおいて「小さな」句構造を取って形成することを示す。 

 意味的透明性：目的語尊敬語化述語の意味は，その構成素から導き出すことができるとい

う点で，意味的に透明であると言える。 

 生産性：目的語尊敬語化述語の形成は V1 が相手に対する行為であるという意味的な条件

を満たしている限り，生産的である。これらの点は，目的語尊敬語化述語が統語部門で形成

されることを示唆する。13 

                                                   
13 「相手に対する」行為とは，相手が，動詞の目的語や間接目的語である様な行為を示

す。敬意の相手が動詞の項でない場合には目的語尊敬語化はできない。(e.g.*「お走りす
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 代用表現化：主語尊敬語形の場合と同様に「*おし」という形式が不適格であるため，代

用表現化は適用できない。14  

 

(99)    父は先生をお助けした。*私もそうおししたい。 

従って，目的語尊敬語形が形成される領域を識別するためのテストとしては，代用表現化は

利用できない。また，V1 の敬語化と受動化も意味的な理由から，目的語尊敬語形が形成さ

れる領域を探る目的では利用できない。 

 V1 の敬語化：目的語尊敬化形は，主語の目的語に対する敬意を表す形式であり，V1 の主

語尊敬語化を適用することは意味的に矛盾するために適用できない。 

 V1 の受動化：目的語尊敬化述語は，目的語に対する主語の行為を表すという，意味的な

理由のため，これの V1 を受動化したものは不適格になる。 

 

(100) a.  *喜んでおなぐられします。 

 b.  *進んでお叱られします。 

 

 V1 位置の軽動詞：目的語尊敬形の V1 の位置に軽動詞が現れることはない。 

 

(101) a.  *ご連絡しします。 

 b.  *ご報告しした。 

 

 これは，VN に「お」，「ご」等の接頭辞がついたものに，軽動詞「する」が後続したもの

自体が既に目的語尊敬語形であるために，意味的な重複により，不適格になると思われる。 

 包摂関係：目的語尊敬形は統語的連用形/テ形複合動詞には先行する。 

 

(102) a.   勧め続ける 

 b.   お勧めし続ける 

(103) a.   読んであげる 

 b.   お読みしてさしあげる 

 

一方で，目的語尊敬形が語彙的複合動詞に先行することはない。 

 

(104) a.   ご住所等はこちらでお書き込みします。 

 b.  *ご住所等はこちらでお書きし込みます。 

(105) a.   不要な品はこちらでお買い上げします。 

                                                   

る」) 
14 命令形の「おし」は適格である。 
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 b.  *不要な品はこちらでお買いし上げます。 

 

 ここに挙げた包摂関係の非対称性は，目的語尊敬語化述語が統語部門で形成されること

を示唆する。 

 隣接性：目的語尊敬形の「お V」と「する」の間に他の語や句を挿入することはできない。 

 

(106) a.   後ほどお呼びします。 

 b.  *及び後ほどします。 

 

 V1 の空所化：目的語尊敬形の V1 を空所化することは可能である。 

 

(107) A:   先生をお呼びしたか？ 

 B:   はい，しました。 

(108) A:   書類はお届けしたか？ 

 B:   はい，しました。 

 

 この特徴は軽動詞構文における VN の空所化と共通しており，目的語尊敬語化述語が軽

動詞構文と同じ様に形成されることを示している。「お V」は「お読みしてさしあげる」の

様に，統語的複合動詞に先行するが，この事実が，目的語尊敬語化構文の形成が統語的複合

動詞の形成に先行することを示すものではないことは，2.3 節での軽動詞に関する議論で見

た通りである。 

 「方」名詞化：目的語尊敬形を「方」名詞化が可能である。その際，「の」がないと不適

格になるのは，軽動詞構文の名詞化と同じである。 

 

(109) a.   新商品のお勧め*(の)し方 

 b.   先生のお呼び*(の)し方 

 

 「方」名詞化において，「の」が必要であることもまた，軽動詞構文と共通しており，以

下に示す様に，「する」が「方」により名詞化した後に「お V」が結合すると考えられる。 

 

(110)    [N0 お勧め [N0し方]] 

 

 とりたて詞の挿入：目的語尊敬形には，とりたて詞を挿入することが可能である， 

 

(111) a.   先生をお呼びはしたが，ご返事はいただけなかった。 

 b.   その書類は課長にお見せもしたから，問題はないだろう。 
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 V2 のみの反復：動詞反復構文で，「する」のみを反復することができる。 

 

(112) a.   お客様に料理をお作りしいしい，従業員を指導した。 

 b.   用件をお聞きしいしい，メモを取った。 

 

 「お」の挿入：目的語尊敬構文に主語尊敬語化を適用すると，意味的に矛盾するため不適

格になる。そのため，主語尊敬語形として，「お」を目的語尊敬構文に挿入することはでき

ない。しかし，繰り返し取り上げている，特殊な命令文においては，「お」の挿入が可能で

ある。 

 

(113) a.   早く，先生をお呼びおし。 

 b.   さっさとお酒をお注ぎおし。 

 

 以上の三つの事実は，目的語尊敬語化述語の構成素が統語的に独立していることを示す。 

 V1 の代用表現化等，いくつか適用できないテストはあるものの，上記の特徴は，目的語

尊敬語化構文が軽動詞構文と並行していることを示している。よって，本稿では目的語尊敬

語形が，軽動詞構文と同じく，純粋な統語部門γにおいて，「小さな」句構造を取って形成

されると主張する。このことは，本稿で提案する三層モデルを支持する根拠となる。 

 

３．６．まとめ 

 1 章，2 章では複雑述語形成の三層モデルと「小さな」句構造が語形成部門にも存在する

という提案が日本語と韓国語の統語彙的/統語的複合動詞と軽動詞構文の振る舞いを簡潔に

説明できることを示した。15また，構成素が統語的な独立性を持つ複雑述語が三つに分類さ

れることを示した。本章では，構成素が統語的な独立性を示す他の複雑述語もこの三分類の

いずれかに分類されることを示した。語イディオムは語彙的テ形複合動詞と，日韓の複合移

動述語，主語尊敬語形，「なる」構文が統語的テ形複合動詞と，目的語尊敬形が軽動詞構文

と同じ特徴を示すことは，本稿で提案した三層モデルの妥当性を補強する。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 本章で扱った複雑述語が各テストに関してどの様に振る舞うかをまとめた表は，4 章に

掲載してある。 
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(114)   3 章で扱った複雑述の語形成のモデル 

    

 

 

                                                 α 

J:語イディオム 

 

 

   

               JK:複合移動述語                            β 

     J:「なる」構文，主語尊敬語化構文 

 

            J:目的語尊敬語化構文                                  

                                             γ 

 

 

   X0 

 

X0   X0 

語形成部門 

   X0 

 

X0   X0 

語彙部門 

   X0 

 

X0   X0 

統語部門 

   X0 

 

X0   X0 
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４章 まとめと残された問題 

 

４．１．まとめ 

 本稿では，日本語と韓国語の複雑述語の内，特に構成素が統語的な独立性を示す複雑述語

について論じた。 

 1 章では，日本語の連用形複合動詞が語彙的なものと統語的なものに分かれることを示す

影山(1993)の議論を概観し，日本語の複合動詞の分類に用いられた基準と同様の基準を用い

て，韓国語の複合動詞も語彙的なもの(MVC)と統語的なもの(AVC)とに分かれることを明ら

かにした。 

 MVC と AVC の間には相違点があるだけでなく，形態的，音韻的な共通点を持ち(V1 の

活用形，音節数と限定詞挿入の制約)，形態的緊密性に関するいくつかの現象に関しても共

通点を持つこと(隣接性，空所化の禁止)を示した。このことは，共通の規則が語彙部門にも

統語部門にも適用することを示しており，独立した語形成部門の規則が語彙部門にも統語

部門にも適用するとする，モジュール形態論が韓国語の複合動詞にも有効であることを主

張した。 

 一方で，韓国語の複合動詞は，日本語の語彙的/統語的連用形複合動詞と異なり，語彙的

なものも統語的なものも，構成素が限定的な独立性を持つ(限定詞挿入，V2 のみの反復)。

これを説明するために，本稿では X0レベルの語同士が結合して，新たに X0レベルの語(「小

さな」構造)を形成する規則が語形成部門に存在すると主張した。 

 

(1)    V0 → V0  V0 

 

同様の構造は，Sells(1994)，Iida and Sells(2008)，K.-Y.Choi (1991)などでも提案されてい

るが，本稿の特徴は，この規則とモジュール形態論を組み合わせ，この規則を語形成部門の

規則とした点にある。 

 1 章では，更に，日本語においても V1 がテ形を取る複合動詞が，韓国語の複合動詞と同

様に，構成素に限定的な独立性があること(とりたて詞の挿入，V2 のみの反復，「お」の挿

入)を示した。上記の影山(1993)のテストをテ形複合動詞に適用すると，これらもまた，語

彙的テ形複合動詞と統語的テ形複合動詞に分けられることを明らかにした。同時に，モジュ

ール形態論と「小さな」句構造を作る規則の組み合わせが，日本語においても有効であるこ

とを示した。 

 影山(1993)では，複合動詞に語彙的か統語的かという分類基準が示されたが，本稿では，

これに加えて，構成素の統語的独立性が認められるか，認められないかという分類基準，即

ち融合型複合動詞と独立型的複合動詞という分類基準が存在することを示した。 
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(2)    複合動詞の分類 

 融合型複合動詞 独立型複合動詞 

語彙的複合動詞 J 語彙的連用形複合動詞 J 語彙的テ形複合動詞 

K MVC 

統語的複合動詞 J 統語的連用形複合動詞 J 統語的テ形複合動詞 

K AVC 

 

 2 章では，軽動詞構文を扱った。韓国語の軽動詞構文が語形成部門とは関わらない純粋な

統語部門で(1)の規則によって形成されることを示した。また，否定辞 an が AVC と同じレ

ベルで形成されることを示し，これにより，VN と副詞 cal と an との間の語順の制約が簡

潔に導かれることを示した。 

 韓国語では VN と軽動詞の間に，上記の否定辞や副詞が介在し得ることから，VN が軽動

詞に編入していないことが分かる。これは，VN の認可が，編入によらなくても可能である

ことを示唆している。これに基づき，本稿では日本語の軽動詞構文に編入を仮定しない立場

を採り，日本語の軽動詞構文も純粋な統語部門で(1)よって形成されると主張した。これに

より，「方」名詞化の際に軽動詞がまず名詞化され，それと VN が結合するため，「の」の出

現が義務的になることが導き出せる。 

 日本語の語彙的/統語的連用形複合動詞を除くと，日本語でも韓国語でも構成素が統語的

に独立している複雑述語は三つに分類されることになる。まず，複雑述語は，語彙的なもの

と統語的なものに分けられる。更に，統語的に形成される複雑述語は，語形成部門の規則が

統語部門に適用して形成されるものと，純粋に統語部門の規則によって形成されるものに

分けられる。統語的に形成される複雑述語が二つに分かれることは，韓国語では複雑述語の

第一要素に否定辞 an が先行できるか否かという違いに，日本語では「方」名詞化の際に，

「の」が介在してはならないか，介在しなければならないかという違いに反映されている。 

 構成素が統語的な独立性を示す複雑述語が三つに分類されることを説明するために，本

稿では，(1)が語形成部門の規則であると同時に，統語部門の規則でもあり，前者の場合，

(1)が，統語部門にも語彙部門にも適用すると主張し，そのモデルを複雑述語形成の三層モ

デルと呼んだ。 

 1 章と 2 章の内容は和田(2011a,b)や Wada(2012)で部分的に触れられているが，3 章で

は，それが他の複雑述語にも応用できることを示している。3 章では，複合動詞や軽動詞の

様に頻繁に論じられる複雑述語とは異なり，考察の対象にあまりならない複雑述語の内，構

成素の統語的な独立性を示す複雑述語が上記の三分類のいずれかに当てはまることを示し，

三層モデルが他の複雑述語にも適用可能であることを示した。3 章で扱った複雑述語の内，

本稿で語イディオムと呼ぶものは，語彙部門と語形成部門が相互作用するレベルで，日韓の

複合移動述語と主語尊敬語化述語は統語部門と語形成部門が相互作用するレベルで，目的

語尊敬語化述語は純粋な統語部門で，(1)の規則により形成されると主張した。 
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 これまでにも，各複雑述語が本稿で用いられたテストに関してどのように振る舞うか，表

として，部分的には示してきた。以下に，本稿で論じた全ての複雑述語について，各テスト

に関してどのように振る舞うか，表の形で示す。 

 表において，意味的透明性から包摂関係までは，語彙的か統語的かを区別するテストとな

る。V1 の空所化から an 添加までのテストは統語部門で形成されるが語形成部門の規則適

用を受けるものと純粋に統語的に形成されるものを区別するものである。とりたて詞の挿

入から，「お」の接頭辞化までのテストは，融合型か独立型かを区別するものである。 

 次の表はスペースの関係上，細かい説明が加えられないので，ここで，表の読み方に関す

る補足説明を加えて置く。 

1.各形式の性質上，当該のテストが適用できないことがあるが，これは斜線で示されている。

例えば，小イディオムの第一要素への受動化がこれに当たる。 

2.包摂関係の欄において，韓国語の複雑述語の「語彙的>統語的」とは，語彙的な複雑述語

が統語的な複雑述語に先行することを表している。2.3 節で見た様に，軽動詞構文は統語的

複合動詞に先行し得るが，これは，軽動詞構文が統語的複合動詞に先行して形成されること

を意味しない。従って，これについても斜線で示した，  

3.( )で示したものは，(  )内の文法性判断が，本稿のモデルとは独立した理由で適格，もし

くは不適格になることを示す。例えば，軽動詞の VN に代用表現が適用できないのは，VN

を代用するべき適当な代用表現がないことに由来することが，これに当たる。 

4.文法性判断が/で仕切られているものは，両方の判断が存在することを示す。AVC の V1 の

尊敬語化には，文法性判断に関して揺れがあることは 2 章で見た通りである。 

5.日本語の軽動詞構文，目的語尊敬語化構文の「方」名詞化において*が付されているが，

これは「の」が介在しない場合の文法性判断を示している。 

6.空欄は未調査でデータがないことを示す。韓国語の複合移動述語の V1 の空所化は未調査

のままである。 
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 日本語 韓国語 

 語 彙

的 連

用形 

語彙

的テ

形 

語 イ

デ ィ

オム 

統 語

的 連

用形 

統 語

的 テ

形 

複 合

移 動

述語 

ナル構

文 

主 語

尊 敬

語化 

軽 動

詞 

目的語尊敬語

化 

MVC AVC 複 合

移 動

述語 

軽 動

詞 

透明性 低 低 低 高 高 高 高 高 高 高 低 高 高 高 

生産性 低 低 低 高 高 高 高 高 高 高 低 高 高 高 

代用表現 * * * OK OK OK OK OK (*) (*) * OK OK (*) 

V1 敬語化 * *  OK OK OK OK (*)  (*) * */OK   

V1 受動化 * *  OK OK OK  OK  (*) (OK) OK   

V1 軽動詞 * *  OK OK OK  *  (*) * OK   

包摂関係 語彙的なものが統語的なものに先行   語彙的>統語的  

隣接性 必須 

V1 空所化 * * * * * * * * OK OK * *  OK 

「方」名詞 OK OK OK OK OK OK OK OK * *     

否定辞 an           先行 先行 先行 挿入 

とりたて

詞 

* OK OK * OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

V2 反復 * OK OK * OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

「お」挿入 * OK OK * OK OK OK (*) OK OK     

形成領域 α β γ α β γ 
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４．２．残された問題 

 以下で述べる問題は，本稿では解決できなかった問題であるが，今後の研究に何らかの示

唆を与えるものと考えて記載する。 

 

４．２．１．融合型 vs.独立型 

 1 章では，複合動詞の分類基準として，従来知られている語彙的か統語的かという分類基

準に加えて，融合型か独立型かという基準が存在すると主張した。ここで，何がこの二つを

分けるのかということが疑問となる。本稿では結論を述べることはできないが，解明の糸口

を示唆する事実が存在することを示す。 

 日本語の連用形複合動詞とテ形複合動詞の違いをもたらしている要因として，最も可能

性が高いのが V1 の活用形である。V1 が連用形である場合には融合型となり，V1 がテ形で

ある場合には独立型になっている。その区分は明瞭であり，V1 がテ形でありながら融合型

になるという様な例外は見られない。 

 連用形とテ形の違いについて，益岡(2012)が重要な指摘を行っているので，以下に概観す

るが，益岡の議論に入る前に，術語について一言言及して置く必要がある。本稿で連用形と

呼んでいるものを益岡は中立形と呼んでいる。本節に限り，この活用形を連用形/中立形と

表記することにする。 

 益岡はテ形には述語句が後続するという点で，広義の連用修飾の機能を持ち，その点にお

いて，「連用形」という名称がふさわしいのはテ形であるとしている。以下は，益岡(2012)

が挙げたテ形の諸用法の例である。 

 

(3) a.   男たちは狩りをして，女たちは木の実を集めた。 (並列) 

 b.   手を洗って，おやつを食べた。 (継起) 

 c.   悲しい話を聞いて，涙がこぼれ落ちた。 (原因・理由) 

 d.   参加者は，幹事を入れて 8 人だ。 (順接条件) 

 e.   悪事を見て見ぬふりをするのは，卑怯なことだ。 (逆接) 

 f.   立っておしゃべりをした。 (付帯状況) 

 g.   タクシーに乗って駅まで行った。 (手段・方法) 

 

 益岡は，連用形/中立形が「連用形」という名前に反して，様々な環境に現れることを指

摘している。連用形/中立形が「走り，包み」など名詞を構成し得ることに加えて，複合名詞

形成に際して，名詞と同様の働きを見せることを指摘している。名詞＋名詞という構成を持

つ，「品物」と並列に，「食べ物」は連用形/中立形＋名詞という構成を持つ。また，「物入れ」

の様な例では，名詞＋連用形/中立形という構成を取る。 

 これらに基づき益岡は連用形/中立形は名詞的な性格を持っているとしている。通常，動

詞の活用形は語幹の部分で語彙的な意味を表し，活用語尾の部分で構文的な機能を表す。一
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方，名詞の場合，単独では構文的な機能を持ち得ないため，助詞の部分が構文的な機能を担

う。連用形/中立形は特定の構文的機能を持たず，語彙的な意味のみからなるという点にお

いて，益岡はこれを名詞的であるとし，連用形/中立形は構文的な機能が無指定の，(準)語幹

的な形式であるとしている。 

 上記の特徴に関して，テ形は連用形/中立形と対照的である。1 第一に，テ形が名詞化を引

き起こすことはない。以下に挙げるようなテ形は名詞としては不適格である。 

 

(4)   *走って  *食べて 

 

 第二に，複合名詞の第一要素にテ形が現れることはない。2 

 

(5)   *読んで人  *書いて物 

 

 第三に，テ形は複合名詞の第二要素になることもできない。 

 

(6)   *荷物運んで  *宝探して 

 

 従って，複合語の形成にテ形が参加するのは語彙的/統語的テ形複合動詞のみということ

になる。 

 

(7) a.   食ってかかる 

 b.   聞いてみる 

 

 後ろに述語(句)が現れなければならないというテ形の制約は語形成に関しても守られて

いるのに対し，連用形/中立形は，語の内部では連用修飾の機能を果たさなければならない

という制約は働かないことが，以上から分かる。3 

 1 章では，語彙的テ形複合動詞が MVC と統語的テ形複合動詞が AVC と全く同じ性質を

持つことを示した。もし，V1 の形式が融合型の複合動詞と独立型の複合動詞を分かつ要因

となるという本節での推測が正しければ，MVC/AVC の V1 に現れる V-e 形もテ形と同様の

性質を持ち，連用形/中立形とは異なる性質を持つことが予測される。事実がこの予測の通

りであることを以下に見て行く。 

 韓国語の V-e 形は，文の中では，連用形/中立形やテ形と同様に，述語句が後続する場合

                                                   
1 以下に述べるテ形の形態論的特徴は吉永(2012)でも指摘されている。 
2 ごくわずかながら「とっておき」の様な例があるが，例外的と考えられる。 
3 青木(2013)も，連用形が名詞化や複合名詞の形成に参加することを指摘した上で，連用

形は古代語から現代語まで「語」を作る形式であるとしているが，この考察は，本稿の主

張と近いものである。 
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に現れる形式である。以下の例は白(2004:413)からの引用である。4 

 

(8) a.   yenghwa-ka kkuthna na-nun kunye-lul cip-kkaci teyli-e-ta cwu-ess-ta. 

    映画-Nom   終わる-E 私-Top 彼女-Acc  家-まで  送ってやる-Passt-Dec 

    映画が終わり，私は彼女を家まで送ってやった。  (継起) 

 b.   swuep-i kkuthna-to    cilmwun-i manh-a na-nun kyosil-ul ttena-l swu-ka  

eps-ess-supni-ta. 

    授業-Nom 終わる-E-も  質問-Nom 多い-E 私-Top 教室-Acc  離れられない 

-Pol-Past-Dec 

    授業が終わっても質問が多くて，私は教室から出ることができませんでした。 

(原因・理由) 

 

 また，V-e 形は，連用形/中立形やテ形と異なり，ぞんざいな終止形としても用いられる。 

 

(9)    il-i       iss-e. 

    仕事-Nom ある-E 

    仕事がある。 

 

 語形成に関して，V-e 形が複合動詞の V1 として現れることは 1 章で見た通りである。一

方，様々な名詞の形成には V-e は現れない。第一に，V-e 形は動詞を名詞化することはでき

ない。 

 

(10)   *kel-e  vs.  kel-um 

    歩く-E     歩く-Noml 

               歩み 

   *pw-a  vs.  po-ki 

    見る-E     見る-Noml 

               例 

 

 韓国語で動詞を名詞化する際には，名詞化接辞-ki，-(u)m 等が用いられ，V-e 形が用いら

れることはない。5 

 第二に，複合名詞において，動詞が先行する場合，第一要素の動詞に用いられるのは-ki，

-(u)m であり，V-e 形は現れない。 

                                                   
4 日本語のテ形に見られる並列や付帯状況に関しては，-ko という接辞が用いられる。 
5 動詞＋名詞という形の複合名詞では，動詞が連体形を取るものもある。ye-l soy(開ける+

連体形＋鉄=鍵)等。 
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(11)   *pipi-e pap  vs.  pipi-m pap 

    混ぜる-E 飯     混ぜる-Noml 飯 

                    ビビンバ 

 

 第三に，複合名詞において，動詞が後続する際にも，用いられるのは名詞化接辞-ki，-(u)m

であり，V-e 形ではない。 

 

(12) a.  *somay chi-e  vs.  somay chi-ki 

    袖    打つ-E     袖     打つ-Noml 

                     スリ 

 b.  *nwun us-e    vs. nwun us-um 

    目    笑う-E     目   笑う-Noml 

                     ほほえみ 

 

 以上の様に，韓国語の V-e 形は連用形/中立形とではなく，テ形と共通点を持ち，上記の

予測が支持される。 

 上記の事実をまとめると，テ形と V-e 形は，節においても，語の内部においても，述語

(句)としか連結しないという点で共通点を持っている。一方，連用形は，節においては，述

語と共起するが，語の内部では動詞とも(語彙的/統語的連用形複雑述語)，名詞とも(「食べ

物」)とも共起する点で，テ形や V-e 形とは異なっている。 

 独立型の複合動詞であるテ形複合動詞とMVCの V1として現れるテ形と V-e形が共通し

た特徴を持ち，また，これらが，融合型の複合動詞である連用形複合動詞として V1 に現れ

る連用形とは異なった特徴を持つということは，V1 の活用形の性質によって融合型か独立

型かが決まることを示唆している。 

 しかし，現段階では，上記の事実しか判明していないため，複合動詞が融合型になるか独

立型になるかを何が決めているかは結論付けることはできない。 

 

４．２．２．形態論的規則の適用対象 

 主語尊敬語化の接頭辞「お」は，語彙的/統語的連用形複合動詞に接辞化する場合は，V1

の前に現れ，V2 の前に現れることはない。 

 

(13) a.   先生は日程をノートにお書き込みになった。 

 b.   先生は新聞をお読み続けになった。 

(14) a.  *先生は日程をノートに書きお込みになった。 

 b.  *先生は新聞を読みお続けになった。 
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 これに対し，語彙的/統語的テ形複合動詞に「お」が接頭辞化する場合，「お」は V1 の前

に現れることができず，V2 の前に現れる。 

 

(15) a.  *先生は反対意見をお切って捨てになった。 

 b.  *先生は道をお忘れてしまいになった。 

(16) a.   先生は反対意見を切ってお捨てになった。 

 b.   先生は道を忘れておしまいになった。 

 

 連用形複合動詞もテ形複合動詞も，共に一つの語であることは 1 章で見たが，「お」の接

頭辞化に関して，全く異なった振る舞いをすることが分かる。連用形複合動詞は，二つの動

詞から構成されるにも拘わらず，非派生動詞と同様の緊密性を示す。一方，テ形複合動詞は，

一つの語を形成しているにも拘わらず，構成素が統語的な独立性を示す。この違いを考慮す

ると，接頭辞「お」は，単に V0をホストとするのでなく，統語的な切れ目のない最後の(右

端の)単位をホストとすると一般化することができる。6 

 これに対し，名詞化接辞「方」は，1 章に見た様に，複合動詞全体を適用対象としている。 

 

(17) a.   草の焼き払い方 

 b.   仕事のやり終え方 

(18) a.   上司への食ってかかり方 

 b.   話の聞いてやり方 

 

 特に，テ形複合動詞が，「方」名詞化を受けた場合に，「の」が挿入されないという事実は，

「方」名詞化が，複合動詞全体を適用範囲としていることを示している。 

 

(19) a.   [N[ V1-テ V2]方] 

 b.   [V1-テ [N[V2]方]] 

 

 もし，「方」名詞化が「お」と同じ適用範囲を持つならば，(19b)の構造を持つこととなり，

「の」挿入が必要になると予測される。「の」が挿入されないという事実は，(19a)の構造を

支持する。 

 以上の様に，形態論的規則には，複合動詞全体を適用範囲とするものと，統語的な切れ目

が存在する場合，最小単位(下位の V0)を適用範囲とするものが存在するが，適用範囲の違い

が，どういう要因によって決まるのかは明らかではない。 

 

                                                   
6 Sugioka(1984:51)も参照の事。但し，そこでは語彙的テ形複合動詞については論じられ

ていない。 
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４．２．３．歴史的考察 

 影山(2013)では，統語的要素の挿入に関して新たな提案がなされている。上代語において，

複合動詞の間にとりたて詞が挿入されることはよく知られている。次の例は，影山(2013)が

とりたて詞が挿入された複合動詞の例として挙げているものである。 

 

(20) a.   慰むる心は無しに斯くのみし恋ひや渡らむ月に日にけに 

       (万葉集・巻十一) 

 b.   思へどもいはでの山に年を経て朽ちやはてなむ谷の埋れ木 

       (千載和歌集・巻十一) 

 

 影山(1993:76)では，とりたて詞が挿入できないことが，複合動詞が一つの語であること

を示す基準であるとしてるが，上記の事実を受け，影山(2013)では，統語的要素の挿入の排

除を弱めた解釈を示している。以下に影山(2013)の説明を引用する。 

 

(21)    助詞が単に語内部に挿入されただけで，例えば，係り結びの様に，この助詞が当

該の語より外側にある何らかの統語と呼応して語構造を分解してしまう性質のも

のでなければ，周辺的な現象として許される可能性がある。 

 

 この統語的要素の排除の弱められた解釈に従うと，語彙的 /統語的テ形複合動詞や

MVC/AVC にとりたて詞(限定詞)が挿入されることは説明できるかも知れない。しかし，こ

の解釈を採用してもまだ，問題が残る。 

 第一に，とりたて詞の挿入が周辺的な現象とされているが，1 章に見たように，語彙的/統

語的テ形複合動詞や MVC/AVC では，とりたて詞(限定詞)の挿入は生産性も，適格性も高

く，周辺的とするには問題がある。 

 第二に，現代日本語の語彙的/統語的連用形複合動詞では，1 章に見たように，とりたて詞

の挿入は完全に不適格な形をもたらすが，これらが周辺的にでも容認されないことが説明

できない。 

 第三に，とりたて詞の挿入以外でも，テ形複合動詞の構成素の独立性を示す現象として，

動詞反復構文において，V2 のみが反復されることや，テ形複合動詞は V2 に接頭辞「お」

が接頭辞化し，二つの構成素が分断されることは 1 章で見た通りである。これらが，「語構

造を分解してしまう」操作になのか，明確な定義づけがないために判断することができない。 

 本稿は，独立型複合動詞という存在を認めるが，これに従うと，上代語においてとりたて

詞の挿入が許されることは，上代語の複合動詞が独立型複合語であったという可能性もあ

ることを示唆する。 

 青木(2013)は，古典語において，「取り持つ」の様に，構成素となる動詞の意味が失われ，

「政事を行う」という意味に語彙化したものも認めつつ，V1 と V2 の間にとりたて詞が挿
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入される(20)の様な例を挙げ，形態的緊密性に反しているため，一つの語ではないとし，こ

れらは複合動詞ではなく，次の様な複文的な構造であるとしている。 

 

(22)    [VP [VP 項＋V1(連用形)] V2] 

 

青木は，連用形は語形成に多用される形式であることから，この様な動詞連続が複合動詞に

次第に発展して行ったとしている。 

 動詞連続の中には，青木が述べる様に，(22)の様な複文構造を取るものも確かにあるであ

ろう。しかし，本稿で提案した独立型の複合動詞が韓国語にも現代日本語にも存在すること

を考慮に入れると，上記の様な動詞連続が，本稿で提案した独立型の複合動詞である可能性

も同様に成り立つ。上に挙げた「取り持つ」の様に，意味的透明性が低い(青木の表現では

語彙化した)動詞連続にとりたて詞が挿入されるものが存在していれば，この可能性が支持

される。 

 

４．２．４．連用形複合動詞とテ形複合動詞の非対称性 

 語彙的複合動詞を見た場合，連用形複合動詞が語彙数と生産性において，テ形複合動詞を

圧倒していることは明らかである。このことは，複合動詞に関する膨大な数に登る先行研究

のほとんどが V1 が連用形を取るものを対象としていることにも反映している。 

 統語的複合動詞に関しては，V2 に現れる動詞は連用形複合動詞の方が多いが，テ形複合

動詞が極端に少ないということはない。 

 

(23) a.   統語的連用形複合動詞の V2 (影山(1993:76)) 

    終える，終わる，続ける，過ぎる，損なう，合う，出す，かける，まくる， 

    抜く，なれる，切る，つける 

 b.   統語的テ形複合動詞の V2 

    いる，ある，見る，しまう，くれる，やる，あげる，もらう，いただく，おく 

 

 統語的テ形複合動詞の特徴としては，話し言葉において，V1 と V2 の間に，音韻的な変

化(音便化)が起こり，V1 と V2 の境目が見えにくくなることが挙げられる。7 

 

(24) a.   読んでいる → 読んどる 

 b.   読んでしまう → 読んじまう 

 c.   読んでやる → 読んじゃる 

 d.   読んであげる → 読んだげる 

                                                   
7 様々な方言でも統語的テ形複合動詞に音便化が起こる。九州西部方言の音便化について

は有元(2007)に詳しい。 
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 e.   読んでおく → 読んどく 

 

 これらの音便形においては，音便化のない形と異なり，V1 と V2 の独立性が失われてい

る様に見える。例えば，これまで見た，動詞の反復において，音便化したものの V2 のみを

反復させることはできない。 

 

(25) a.   絵本を読んでやりやり， 

 b.  *絵本を読んじゃりやり/じゃり， 

 

 この例が示す様に，統語的テ形複合動詞のいくつかは，話し言葉において，独立型の複合

動詞ではなくなっている。一方で，統語的連用形複合動詞には，この様な音便化は起こらな

い。 

 語彙的複合動詞において，連用形複合動詞がテ形複合動詞を数や生産性において圧倒し

ているという非対称的な分布と，統語的テ形複合動詞の音便化が進行し，独立型の特徴が失

われるという事実は，日本語の複合動詞のシステムにおいて，独立型が衰退する方向に変化

が進んでいることを示唆しているのかも知れない。 

  

４．２．５．統語的複合動詞における日韓の対応と不対応 

 1 章では，日本語にも韓国語にも統語的複合動詞と呼ぶべきものが存在することを示した。

また，韓国語の AVC と日本語の統語的テ形複合動詞が，様々な形式的特徴に渡って極めて

似ていることを示したが，意味的な対照は行わなかった。 

 塚本(2012:232)は，韓国語の AVC が，本稿で統語的テ形複合動詞と呼ぶものと，意味的

にも対応することを指摘している。以下に，その対応を AVC の V2 の日本語訳と共に示す。

韓国語の例の右の括弧内は，これらの動詞が本動詞として用いられる場合の意味である。 

 

(26)    日本語   韓国語 

    ている(進行)  -ko  iss-ta (いる/ある) 

    ている(結果)  -e  iss-ta(いる/ある) 

    てしまう  -e  peli-ta(捨てる) 

    て行く   -e  ka-ta(行く) 

    て来る   -e  o-ta(来る) 

    ておく   -e  noh-ta(置く) 

     -e  twu-ta(置く)8 

    て見る   -e  po-ta(見る) 

                                                   
8 「ておく」に相当する韓国語の形式は二つある。この二つの形式の意味的な違いについ

ては，油谷(1979)を参照のこと。 
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    てやる   -e  cwu-ta(やる) 

    てくれる  -e  cwu-ta(やる)9 

 

 日本語の「てある」に相当するものが韓国語には存在しないぐらいで，AVC を構成する

要素と，統語的テ形複合動詞を構成する要素はほとんど一致する。 

 一方，統語的連用形複合動詞に対応するものが韓国語では複合動詞の形では存在しない

ことは，塚本(2012:230)が指摘する通りである。日本語において統語的連用形複合動詞とし

て表される内容は，韓国語では，別の動詞を用いたり，副詞や迂言的形式を用いたりして表

さざるを得ない。以下に，塚本の挙げた例を引用する。 

 

(27) a.   鐘が鳴り終わった。 

 b.   congsoli-ka kkuthna-ss-ta. 

    鐘の音-Nom 終わる-Past-Dec 

    鐘の音が終わった。 

(28) a.   父がビールを飲み続けた。 

 b.   apeci-ka maykcwu-lul kyeysok mek-ess-ta. 

    父-Nom ビール-Acc   続けて  飲む-Past-Dec 

    父がビールを続けて飲んだ。 

(29) a.   桜の花が咲き始めた。 

 b.   peckkoch-i  phi-ki     sichak hay-ss-ta. 

    桜の花-Nom 咲く-Noml 始める-Past-Dec 

 

 (27b)では，「鳴る」に相当する動詞は用いられず，「終わる」という動詞が用いられるの

みである。(28b)では，継続を表す副詞が用いられている。(29b)では動詞に名詞化接辞が接

続し，その後に「始める」に相当する動詞が後続する迂言的な構造を取る。いずれの例にお

いても韓国語では複合動詞を用いて表現することはできない。これ以外にも日本語におい

て統語的連用形複合動詞で表現されるものは，韓国語では複合動詞の形式では表さない。10 

 上記の日本語と韓国語の異同には，規則性，体系性が感じられる。即ち，統語的テ形複合

動詞と AVC の間には，意味的にも強い類似性が見られる反面，統語的連用形に対応する

AVC が一切見られないことには，何らかの理由がある様に見える。例えば，「(程度が)過ぎ

る」に相当する，cinachi-ta という動詞が存在するにも拘わらず，「V 過ぎる」に相当する

V-e cinachi-ta という AVC が存在しないことには何らかの理由がある様に見えるが，現段

階では，その理由は定かではない。 

                                                   
9 「てもらう」に相当する形式は韓国語にはないが，これは，そもそも韓国語には「もら

う」に相当する授受動詞が存在しないことに起因する。 
10 他の例については，塚本(2012:233)を参照のこと。 
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４．３．総括 

 4 章では，1 章から 3 章の議論をまとめた上で，本稿では解くことができなかった残され

た問題にいくつか触れた。いずれも，現段階では，直ぐには解決できない問題である。しか

し，問題を提示することが，日本語と韓国語の対照研究の発展に必ずや資することと思い，

敢えて，これらの問題点に触れた。 

 最後に，形態的緊密性に言及して，本稿を締めくくりたい。本稿の観察とそれに基づく主

張が正しいならば，形態的緊密性と呼ばれる語に対する制約が考えられている以上に，複雑

であることを示している。本稿で融合型と呼んだ複合動詞の構成素の間にとりたて詞が挿

入されないことは，影山(1993:76)等では，形態的緊密性の違反の一例とされている。 

 一方で，Wada(2012)や本稿の様に独立型の複合動詞を認めると，これは，絶対的な基準

とはならなくなる。また，空所化の禁止は，融合型の複合動詞と独立型の複合動詞に関して

は，これらの複合動詞の構成素の緊密性を示す基準とはなる。しかし，VN＋軽動詞も語と

考えるならば(構成素が単一の V0 接点に支配される)，語の一部に空所化を適用することは

できないという基準は，VN＋軽動詞には該当しないことになる。同様のことは「方」名詞

化についても言える。語彙的/統語的複合動詞は，「方」名詞化することができることは，こ

れらの複合動詞が構成素を成していることを示す。これらの複合動詞の「方」名詞化の際に

は，「の」が挿入されてはならない。これに対し，軽動詞構文の「方」名詞化に際しでは，

「の」がないと不適格になる。 

 一語であると認定するための基準(形態的緊密性)が一枚岩ではないという状況は，語彙的

/統語的連用形複合動詞だけを見ても，先行研究においても存在して来た。V1 の代用表現化

の禁止は，語彙的連用形複合動詞にしか該当せず，統語的連用形複合動詞の V1 は代用表現

化が可能である。 

 結局，本稿で扱った三つのタイプの複雑述語に共通した制約は，複雑述語の構成素の間に

は，語以上の単位は入り得ないと言う(とりたて詞/限定詞は語より小さい接辞であるので挿

入が可能)隣接性の制約のみであるということになる。 
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