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1. 研究の目的と研究の対象  

本研究では、陳述度の高い文が「という」などを介さずに名詞に直接接続する構文を取り上げ、

その形式的特徴について明らかにすることを目的とする。研究の対象とする構文には以下の例

（1）～（3）のようなものがある 1）。なお、用例中の表現に付した下線は筆者によるものである。 

（1） ＜次回のトライアスロンのレースに向けた水泳の練習について＞ 

そんな泳ぎに変えるのじゃー。名付けて「みんな来年の俺を見たらビックリするぞ作戦」。 

（ブログ『ホノルルマラソンに出てから』2）） 

（2） ＜鳥取県が実施する小中学校の教育施策について＞ 

「勉強がんばろうキャンペーン」は、子どもたち自身と子どもたちを支える家庭・地域・学

校に発信するものです。                              （『鳥取県』ホームページ 3）） 

（3） ＜ピザレストランの口コミ情報＞ ［略］ドルチェが提供されましたが、後の客がつまっ

てるから早く帰ってくれオーラが凄かった。    （旅行サイト『トリップアドバイザー』

4）） 

 上の例（1）は終助詞で終了する文が「作戦」という名詞に、例（2）は動詞の意志形で終了す

る文が「キャンペーン」という名詞に、例（3）は命令形で終了する文が「オーラ」という名詞

に直接接続している。このように、例（1）～（3）はいずれもモダリティ形式を含む文が引用標

識「という」などを介さずに名詞に直接接続しており、名詞を修飾する文の陳述度が高い場合は

「という」の介在が必要であるという制約（寺村 1993）に反している。 

 本研究では、このように、「という」などを介さずに陳述度の高い文が名詞に直接接続する構

文を研究の対象とする。また、当該の構文において、名詞に直接接続する文を「前部要素」、文

に直接接続する名詞を「後部要素」と呼ぶ。モダリティ形式には終助詞、動詞の意志形・命令形

など様々なものがあるが、研究の対象となる構文の全体像を明らかにする第一歩として、まずは

終助詞で終了する文（以下、「終助詞文」という）を対象に実例を収集し、分析を行う。なお、

以下の例（4）のように名詞に直接接続する文が鉤括弧に囲まれている例も研究の対象に含める。 

（4） ＜ドラマで共演した女優に対する俳優（星野）のコメントについて＞ 

また、星野から「好きですよ」発言を引き出した藤井に対しても「よくやった」「いい仕事

する」と絶賛の言葉が寄せられていた。       （情報サービスサイト『Woman.excite』5）） 

2． 先行研究の検討 
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新屋・東條（2013）では、モダリティ形式を含む文が「状態」という名詞に直接接続する形式

（「何だコリャ??」状態、「アタシ悪くないもん」状態）を臨時一語 6）として位置付け、このよう

な形式をとる名詞として「問題」「事件」「現象」「生活」「気分」などを挙げている。これらも本

稿で考察の対象とする構文の一例となるものである。しかし、このような構文では、前部要素の

文にどのようなモダリティ形式が現れるのか、後部要素の名詞にはどのようなものがあるかと

いった形式的特徴については明らかになっていない。また、このような形式的特徴を明らかにす

る上では、コーパスなどを用いて、実例に基づき詳細に構文を見ていく必要があると考えられる。 

3．調査方法と調査結果 

用例の収集には、『国語研日本語ウェブコーパス』を用いる。このコーパスから、終助詞が名

詞に直接接続する任意の 2 万例を抽出し、コーパス管理アプリケーション『ChaKi.net』を使用

して解析および集計を行う。なお、採取した実例のうち、名詞が他者への呼びかけであると思わ

れるもの（「そりゃないぜ先輩」）、固有名詞であるもの（「街へ行こうよどうぶつの森」）、倒置表

現であるもの（「気楽に行こうよ人生は。」）などは調査の対象外とする。以下の表 1 は、終助詞

文が直接接続する名詞のうち、用例の件数が多かった上位 20 位までの名詞である。 

表１ 終助詞文が直接接続する名詞の種類 

順位 名詞 件数 順位 名詞 件数 順位 名詞 件数 

1 程度 324 8 アピール 33 15 報告 14 

2 発言 220 9 レベル 31 16 情報 13 

3 状態 148 10 シリーズ 30 17 ポーズ 12 

4 感 75 11 攻撃 25 17 モード 12 

5 メール 55 12 作戦 20 19 精神 11 

6 オーラ 51 13 風 17 20 問題 9 

7 宣言 39 13 編 17 計   1,144 

終助詞文が直接接続する名詞のうち、100 件以上の用例が見られたのは「程度」「発言」「状

態」といった名詞である。次いで 50 件以上の用例が見られたものには「感」「メール」「オーラ」

といった名詞がある。名詞の語種については、漢語および外来語は見られるものの、和語は見ら

れないのが特徴的である。また、21 位以下には、「キャンペーン」「日記」「ブログ」「光線」「事

件」「論争」「説」「論」などの名詞が見られた（いずれも 8 例以下）。表 1 における 20 位までの

名詞に直接接続する文を見ると、そこに含まれる終助詞には、「な」（303 件）、「よ」（291 件）、

「ね」（171 件）、「か」（165 件）、「ぞ」（57 件）、「の」（39 件）、「ぜ」（33 件）、「わ」（29 件）な

どがあった。また、件数は多くないが、「さ」「っけ」「じゃん」などで終わる文も見られた。 

4．終助詞文が名詞に直接接続する構文に関する分析 

 上記の表 1 を見ると、50 件以上の用例が見られた名詞には、「程度性に関する名詞」（例（5））、

「言語活動に関する名詞」（例（6））、「様相に関する名詞」（例（7））などがあるように思われる。
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以下の例（5）は「程度性に関する名詞」の例である。 

（5） ＜ドラマの感想について＞ ラストは曲！･･･最近 J-POP から離れていたので、主題歌は

「聴いた事あるかな」程度でした。                 （ブログ『03REVO 派に夜への鼓』

7）） 

 例（5）は、話者の心内発話である「聴いた事あるかな」という文が「程度」という名詞に直

接接続し、話者の「主題歌」に対する感想がどのようなものかについて、「『聴いた事あるかな』

程度」という形で表されている。また、以下の例（6）は「言語活動に関する名詞」の例である。 

（6） ＜政治に関するブログ記事のタイトル＞ 予算委員会での民主党玉木雄一郎「もう民主党

政権は終わってるんですよ」発言に自民党から拍手  （ブログ『市況かぶ全力 2 階建』8）） 

 例（6）では、実際に発話された「もう民主党政権は終わってるんですよ」という文が直接引

用され、「発言」という名詞に直接接続している。この他の例として「『怒ってないよ』メール」、

「『彼氏できたよ』報告」などがあり、終助詞文が言語活動に関する名詞に直接接続し、発言や

文章の内容が端的に表されている。また、以下の例（7）は「様相に関する名詞」の例である。 

（7） ＜インフルエンザによる体調不良について＞ 金曜日はリンパ腺が数ヶ所痛く、「ウイルス

と戦ってるな」感がありありでした。      （ブログ『欧州自転車レース追っかけ日記』

9）） 

 例（7）は話者の心内発話と思われる「ウイルスと戦ってるな」という文が「感」という名詞

に直接接続し、対象となる事物がどのような様相であるかを描写している。この他に、『ナニ言

ってんの』状態」、「『やめときなよ』風」、「『片づけてますよ』ポーズ」などの例が見られ、終助

詞文が様相に関する名詞に直接接続し、対象となる人や物の状態・雰囲気・姿などを表している。 

このように、収集した用例を見ると、終助詞文が名詞に直接接続する構文は、ある事物につい

て、それを端的に表した名称のようなものとして機能しているのではないかと思われる。以下の

例（8）では、「『入らないと置いてくよ』攻撃」という構文が、飼い主の言動を端的に表す一種

のラベルのようなものとして、その飼い主の言動に付与されているように考えられる。 

（8） ＜かごに入ろうとしない飼い犬に対して、飼い主が置いていくような素振りをする場面＞ 

コレを買った時は全然入ってくれなかったんだけど、餌と「入らないと置いてくよ」攻撃で

なんとか入るようになりました。。           （ブログ『くたくた日記』10）） 

 例（8）は、話者（飼い主）の心内発話あるいは実際の発話と思われる「入らないと置いてい

くよ」という文が「攻撃」という名詞に直接接続している。飼い犬に対する飼い主の言動が「『入

らないと置いていくよ』攻撃」と名付けられ、飼い主の発言や態度がどのようなものであるかが

表されている。以下の例（9）～（11）についても、終助詞文が名詞に直接接続する構文を用い

ることで、ある事物に対して、それを端的に表す名称を付与しているのではないかと思われる。 

（9） ＜生後 8 ヶ月の赤ちゃんを連れた北海道旅行について＞ 
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8 ヶ月だとほとんど動けないので、札幌ステイで、小樽は「行けたらなあ」レベル、［略］

是非ともでなければ行かなくてもいいです。              （Q&A サイト『OKWAVE』

11）） 

例（9）では、話者の心内発話と思われる「行けたらなあ」という文が「レベル」という名詞

に直接接続している。「小樽」へ行くことの実現性に対して、「『行けたらなあ』レベル」と名付

けられ、話者の想定する「小樽へ行ける実現性」がどの程度であるかが表されている。 

（10） ＜自分の部屋に遊びに来た友達に対して＞ ［略］いつもは寝ようとしてる時刻。そんな

わけで 25 時過ぎに友達に「俺は寝るぞ」宣言をしておいた。（ブログ『自己満足日記』12）） 

例（10）では、話者が実際に発話した文（あるいは実際の発話が簡潔に言い換えられた文）と

思われる「俺は寝るぞ」という文を引用し、「宣言」という名詞に直接接続させている。話者は

自身の発言に対して、「『俺は寝るぞ』宣言」と名付け、その発言の内容を端的に表している。 

（11） ＜スープカレー屋の店主について＞ そして客を待たせることをものともせず、今作りか

けのカレーにじっくりと集中している。背中からは「話しかけるな」オーラがぷんぷんする。                     

（ブログ『あなさんの美しき日々』13）） 

 例（11）では、店主がいかにも発言しそうな「話しかけるな」という文を想定引用し 14）、「オ

ーラ」という名詞に直接接続させている。話者は調理に集中している店主の雰囲気に対して、

「『話しかけるな』オーラ」と名付け、店主の様相（話しかけにくい雰囲気）を端的に描写して

いる。 

 このように、終助詞文が名詞に直接接続する構文では、程度性、言語活動、様相に関する名詞

をはじめ、種々の名詞が後部要素となり得ることが観察された。また、当該の構文が、ある事物

を端的に表す名称のように用いられているということも観察された。文が名詞に直接接続する

構文のうち、終助詞文が直接接続する名詞の出現状況について確認することはできたが、今後は

終助詞以外のモダリティ形式を含む文も対象に用例を収集していく。 

注 

1）Google（https://www. google.co.jp）および『国語研日本語ウェブコーパス』（http://pj.ninjal.ac.jp/ 

corpus_center/nwjc）を使用して検索した用例には URL と閲覧日を記載する。 

2）http://macoto1127.blog45.fc2.com/blog-date-201308.html（2017 年 11 月 3 日閲覧） 

3）http://www.pref.tottori.lg.jp/118090.htm（2018 年 2月 9 日閲覧） 

4）https://www.tripadvisor.jp/ShowUserReviews-g298562-d6105436-r516880866-Pizzeria_Azzurri-

Kobe _Hyogo_Prefecture_Kinki.html（2018 年 2 月 17 日閲覧） 

5）https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Cobs_559862/（2017 年 10 月 24日閲覧） 

6）「その時その時の必要によって生れ、すぐに消えていく単語」のことである（林 1982：15）。 

7）http://lionotome.blog94.fc2.com/blog-entry-1972.html（2018 年 5 月 20 日閲覧） 

8）http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65742295.html（2018 年 5 月 20 日閲覧） 

9）http://teamcsc.blog93.fc2.com/blog-date-201301.html（2018 年 5 月 20 日閲覧） 

10）http://hi7ri6co.blog92.fc2.com/blog-entry-354.html（2018 年 5 月 20 日閲覧） 

11）https://okwave.jp/qa/q8177952.html?by=datetime&order=DESC（2018 年 5 月 20 日閲覧） 

12）http://jumper302.fc2web.com/dialy/dialy-2004-07.htm（2018 年 5 月 20 日閲覧） 
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13）https://ameblo.jp/ana66114/entry-10008812147.html（2018 年 5 月 20 日閲覧） 

14）メイナード（2008）では、他者が発言しそうな発話を引用することを「想定引用」と呼んでいる。 
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