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第 1 章 はじめに 

 

1.1. 研究目的 

本研究の目的は、現代日本語における「感」という形式を取り上げ、それが自立語としてふるま

ったり、複合語を構成したり、種々の要素が前接したりする実例をもとに、その形式的な特徴を明

らかにした上で、形式と意味との対応関係を明らかにすることである。以下、本研究では、「感」

に種々の要素が前接した形式を「～感」と記すこととする。また、当該の「感」を含む表現に付し

た下線はすべて筆者によるものである。 

「感」には様々な用法がある。まず、以下の例（1）（2）のような自立語としての用法がある1。 

 

（1） 博雅は、感に堪えぬといった表情で、庭へ視線を向けた。 

（サンプル ID：PM22_00042『オール讀物』平成 14 年 2 月号） 

 

（2） 今日一眼レフ万能の時代になり、広角から望遠まで一本のズームレンズで賄えるなど、

往時に思いを馳せるときまさに隔世の感があります。 

（サンプル ID：LBl7_00043『中高年のための写真道楽』） 

 

 上の例（1）は自立語としての「感」が「感に堪えぬ」（感に堪えない）という慣用的な表現で用

いられている。例（2）では自立語としての「感」に「隔世の」という修飾要素が前接している。 

 また、上の例（1）（2）のような自立語としての用法の他に、以下の例（3）（4）のように複合

語の後項として用いられる「感」の用法もある。このような複合語「～感」は辞書に見出し語とし

て採用されているものが多く、比較的用法が安定しているものであると思われる。 

 

（3） 二十歳の誕生日に殺される、という恐怖にかられて相談にやってきた滝沢英貴を、ほか

でもない、自分が死に追いやってしまった気がして、氷室は強烈な罪悪感を覚えていた。 

（サンプル ID：B49_00228『万華狂殺人事件』） 

 

（4） 生涯学習や趣味やボランティア活動などで「自分が主役」として活動する形でも、大きな

やりがいや満足感を得ることができます。 

（サンプル ID：PB53_00477『キャリアは自分でつくれ』） 

 

 上の例（3）は漢語語基「罪悪」を前項とし、例（4）は漢語語基「満足」を前項とする複合語

「～感」の一例である。 

 一方で、以下の例（5）（6）は上記の複合語の後項としての用法とは異なるタイプの「～感」の

実例である。上の例（3）（4）では漢語語基が「感」に前接していたのに対し、このタイプでは漢

語語基以外の要素が「感」に前接して「～感」を形成する。 

 

 
1 本研究における例文のうち、『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（https://chunagon.ninjal.ac.jp）から用例を

採取したものにはサンプル ID を付す。ウェブサイト検索エンジン 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。特に引用元を明記していない用例はすべて作例である。 
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（5） ＜高松で食べたうどんの感想＞ 

出てきたうどんは、こしが強い。もちもち感も最高です。 

（サンプル ID：OY03_03941 Yahoo!ブログ） 

 

（6） 経済産業省の資料が「日本どうにかしようぜ」感満載。興味深く読んでみました。 

（ブログ『ブログ名が決まらない』IT・時事に関する記事のタイトル） 

http://www.aokiisao.com/entry/2017/05/19（2017 年 6 月 5 日閲覧） 

 

 上の例（5）は様態を表す副詞「もちもち」が「感」に前接しており、例（6）では「日本どう

にかしようぜ」という文が「という」を介さず「感」に直接前接している。 

 本研究では、「感」の従来的な用法だけでなく、種々の要素が直接前接している「感」の用法も

含めて現代日本語の「感」であると捉え、その形式的特徴と意味・機能を包括的に明らかにしてい

く。 

 

1.2. 研究対象 

 本研究では現代日本語における「感」という形式を研究対象とする。対象となる「感」は以下の

通りである。 

 

対象① 自立語として用いられる「感」 

対象② 種々の要素が直接前接する「感」 

 

ただし、対象②については、「感動」「感激」「感謝」「感嘆」「実感」「所感」「多感」「鈍感」のよ

うに、二字の漢字から成る漢語において、それが 2 つの語基あるいは語基と接辞から構成される

合成語であると扱うのが適当ではないと考えられるものは、研究対象から除外する。 

 

1.2.1. 自立語として用いられる「感」 

研究対象①の自立語として用いられる「感」の用例としては慣用的な表現および何らかの修飾

要素を伴う「感」が挙げられる。 

以下の例（7）（8）は自立語としての「感」が慣用的に用いられる表現の実例である。 

 

（7） 博雅は、感に堪えぬといった表情で、庭へ視線を向けた。 

（例（1）を再掲） 

 

（8） この三月まで行われていた後楽園遊園地でのタイムレンジャーショー、役者出演最終日

の挨拶で、感極まって一番最初に涙を見せたのは誰あろうこの人。 

（サンプル ID：PB17_00166『ヒーローヴィジョン』） 

 

 上の例（7）（8）は「感に堪えぬ」（感に堪えない）、「感極まる」といった慣用的な表現として

「感」が用いられている。いずれも「感」に修飾要素などが前接していない。 
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 一方、自立語としての「感」が何らかの修飾要素を伴うものとしては、以下のようなものがあ

る。以下の例（9）～（11）は自立語としての「感」に「～の」「～な」という修飾要素および「そ

の」という指示詞が前接する。ただし、自立語としての「感」に前接する指示詞とは、後続の名詞

を修飾する「この」「そういう」といった指示詞のことであり、「これ」「そこ」「あいつ」といった

指示代名詞のことではない。 

 

（9） 今日一眼レフ万能の時代になり、広角から望遠まで一本のズームレンズで賄えるなど、

往時に思いを馳せるときまさに隔世の感があります。 

（例（2）を再掲） 

 

（10） 彼が義務に忠実なあまり、名誉を棒にふることができるのに、人びとはときに意外な感を

抱いた。 

（サンプル ID：LBf3_00098『希望』） 

 

（11） 秋山は山深い所です。何度訪れてもその感を深くします。 

（サンプル ID：PB49_00287『北越雪譜物語』） 

 

 上の例（9）の「隔世の感」では「名詞＋の」という修飾要素が、例（10）の「意外な感」では

形容動詞「意外」の連体形が、例（11）は名詞を修飾する指示詞である「その」が、それぞれ自立

語としての「感」に前接している。 

 

 また、以下の例（12）～（14）は句や節が「という」「との」「ような」を介して自立語として

の「感」に前接する実例である。 

 

（12） それぞれの登場人物の内面の葛藤を描いたものであるが、一読した印象として、暗い小

説という感がある。 

（サンプル ID：PB30_00067『文学部の多様なる世界』） 

 

（13） 住んでいる人にお聞きしたら、大正 7～8 年（千九百十八〜千九百十九）に建てられたそ

うで、玄関、ドアや窓は改築してありますが、2 階建ての木造建築で、建物全体が水色の美し

い容姿の家で「町中でよく残っていた」との感に打たれました。 

（サンプル ID：PB13_00550『三島アメニティ大百科』） 

 

（14） 中世の京都の町は、一時、室町幕府の「花の御所」や内裏を中心とした上京と、商工業地

帯である下京の二つの町に分かれたような感があった。 

（サンプル ID：PB42_00312『江戸三〇〇藩バカ殿と名君』） 

 

 上の例（12）は「暗い小説」という名詞句が「という」を介して、例（13）では「町中でよく

残っていた」という節が「との」を介して、それぞれ自立語としての「感」に前接している。例

（14）は「室町幕府の「花の御所」や内裏を中心とした上京と、商工業地帯である下京の二つの
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町に分かれた」という節が「ような」を介して「感」に前接している。 

 以下の例（15）は連体修飾節が自立語としての「感」に前接する用例である。 

 

（15） IT 関連やネットワーク関連を中心に、いまやアメリカは世界経済を一国で牽引している

感すらある。 

（サンプル ID：LBo3_00008『チャレンジ立国論』） 

 

 上の例（15）では「世界経済を一国で牽引している」という部分が連体修飾節を形成し、自立

語としての「感」を修飾している。 

 以上のように、自立語としての「感」には慣用的な表現として用いられる場合および何らかの修

飾要素を伴う場合がある。このような自立語としての「感」が研究対象①の自立語として用いられ

る「感」である。 

 

1.2.2. 種々の要素が直接前接する「感」 

 研究対象②の種々の要素が直接前接する「感」は大きく 2 つに分かれる。第一に、主に漢語語

基を前項とし、辞書に見出し語として採用されている「～感」である。第二に、様々な要素が「感」

に直接前接し、辞書には見出し語として掲載されていない「～感」である。 

 主に漢語語基を前項とし、辞書に見出し語として採用されている「～感」には、以下の例（16）

（17）のようなものが挙げられる。 

 

（16） 誰かがハリーの顔を叩いた。狂気の笑いが、激痛の叫びで途切れた。幸福感が自分から流

れ出していく…しかし笑いは続いた…。 

（サンプル ID：B6X_00114『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』） 

 

（17） 死と直面し、死をとり入れるというよりも、死の手にわが身を委ねた解放感を、これほど

凡愚の身で味わったことはなかった。 

（サンプル ID：PB27_00008『伝記文学のなかにスポーツ文化を読む』） 

 

 上の例（16）（17）の「幸福感」「解放感」は、それぞれ「幸福」「解放」という漢語語基を前項

とし、「感」を後項とする複合語である。辞書に見出し語として採用されていることから、その用

法は比較的安定していると言える。また、辞書に見出し語として掲載のある「～感」のほとんどは

前項を漢語語基とする複合語である。ただし、辞書によっては、漢語以外の語基を前項とする「～

感」を見出し語として掲載しているものもある。『デジタル大辞泉』では、外来語「スピード」を

前項とする「スピード感」という複合語が見出し語として採用されている。 

辞書には見出し語として掲載がなく、様々な要素が前接して形成された「～感」の用例には、語

が「感」に前接する場合、句が「感」に前接する場合、文が「感」に前接する場合などがある。 

まず、語が「感」に前接する場合には、「～感」の前項には名詞、形容詞、副詞などが立ち得る。

次の例（18）～（20）は名詞が「感」に前接する場合である。 
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（18） 全体的にキレイな外ハネカールができたら、ワックスを手にとってよくのばし、毛先を中

心につけていきます。イイ感じに毛束感を出せたらできあがりです。 

（サンプル ID：PM41_00784『My Birthday』2004 年 2 月号） 

 

（19） ＜小笠原諸島での情景について＞ 

何と言っても、360 度に広がって感じられる地球感、宇宙感が思い出深くて。 

（ブログ『ここのつブログ』小笠原諸島の空と海に関する記事） 

http://coconots9.hateblo.jp/entry/2017/08/21/113000（2017 年 10 月 22 日閲覧） 

 

（20） マスカラはボリューム感が出るし、グロスは色つやがいいのでよく使ってます。 

（サンプル ID：PB15_00170『ヘア&ビューティ』2001 年夏号） 

 

 例（18）では「毛束」、例（19）では「地球」「宇宙」、例（20）では「ボリューム」という名詞

がそれぞれ「感」に前接している。「毛束」は和語、「ボリューム」は外来語であることから、従来

的な漢語語基だけでなく、和語および外来語も「感」に前接して複合語「～感」を形成するという

ことがわかる。ただし、「地球感」「宇宙感」については、前項が漢語語基ではあるものの、辞書の

見出し語として採用されていない複合語の「～感」であり、用法が安定しているとは言えない。 

 以下の例（21）～（23）は「感」に動詞、形容詞、副詞が前接する用例である。 

 

（21） ＜お土産でもらった亀の置物の見た目について＞ 

見れば見るほどいい加減で、適当で脱力してしまいます。でも、この脱力させ感がたまらない

んですよね・・・これはすぐれものかも！ 

（ブログ『いつもここにいるよ』お土産でもらった亀の置物に関する記事） 

http://ley-line.hatenablog.com/entry/2015/02/02/234718（2017 年 11 月 28 日閲覧） 

 

（22） ＜自家製の甘夏マーマレードについて＞ 

ほろ苦感がやや強いですが、自然の甘さがちょうど良く、なかなかの出来栄えです。 

（農業体験施設「モナの丘」ホームページ） 

http://www.monanooka.com/wp/?cat=10&paged=9（2017 年 2 月 28 日閲覧） 

 

（23） ＜高松で食べたうどんの感想＞ 

出てきたうどんは、こしが強い。もちもち感も最高です。 

（例（5）を再掲） 

 

 上の例（21）では「脱力する」の使役形「脱力させる」の連用形が、例（22）では形容詞「ほ

ろ苦い」の語幹である「ほろ苦」が、例（23）では様態を表す副詞「もちもち」が、それぞれ「感」

に前接している。 

 句や文が「感」に前接するものとしては、以下の例（24）（25）のような実例が挙げられる。 
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（24） ＜ビル・マンションの外壁・屋上防水工事を行う企業のロゴについて＞ 

オレンジ色の半円は、防水層の受け皿感をイメージしています。一滴も漏らさない！高品位

の防水工事を表現しました。 

（『株式会社 Lancers』ホームページ） 

https://www.lancers.jp/work/proposal/3445252?1488003443&（2017 年 2 月 25 日閲覧） 

 

（25） ＜グループディスカッションで同じグループにいた感じの悪い人物について＞ 

それと、今日が GD2初ということを言っただけで、『君は黙っといてくれるかな』感を出すや

つ。 

（ブログ『さまの生きさま』就職活動に関する記事） 

 http://samanoikisama.blog102.fc2.com/blog-date-200901.html（2017 年 2 月 5 日閲覧） 

 

 上の例（24）は名詞句「防水層の受け皿」が「感」に前接し、例（25）では「君は黙っといて

くれるかな」という終助詞「かな」で終了する文が「という」を介さずに「感」に直接前接してい

る。 

 このように、辞書に見出し語として採用されている複合語「～感」だけでなく、様々な語が前接

する「感」や、句・文が前接する「感」も研究対象②の種々の要素が直接前接する「感」とする。 

 

1.3. 研究方法 

 本研究では、以下の手順で「感」の用例を収集し、前接する要素の形式的な特徴を整理した上

で、「～感」の意味分析を行い、「～感」の形式と意味との対応関係を考察していく。 

 

①用例の収集 

 本研究では『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（以下「BCCWJ」という）および『国語研日

本語ウェブコーパス』3から採取した用例4、ウェブサイト検索エンジン Google を使用して採取し

た用例、テレビ番組の発話例をデータとして使用する。 

 

②形式的な特徴の分析 

 まず、前接する要素の「言語単位（語・句・文）」で分類し、「語」が前接する場合は「語種」「品

詞」といった観点に着目して前接する要素の形式的特徴を分析する。 

 

③意味分析および形式と意味の対応関係の分析 

 形式との対応を考えながら「～感」の意味分析を行った上で、形式と意味との対応関係を整理

する。 

  

 
2 「GD」とは「グループディスカッション」のことである。 
3 国立国語研究所がウェブ上の日本語テキストから収集したデータをもとに開発した日本語コーパスである。ウ

ェブ上のデータの収集期間は 2014 年 10～12 月とされており、約 100 億語が収録されている（http://pj.ninjal. 

ac.jp/corpus_center/nwjc）。 
4 これらのコーパスでは、検索画面において「感」を「語彙素」に設定して検索を行う。これにより、本研究で

は分析の対象外としている「感動」「実感」「鈍感」などの語を除外することが可能となる。 
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第 2 章 先行研究の批判的検討と研究課題の設定 

 

 本章では「感」について、形式に関する先行研究、意味に関する先行研究、形式と意味の対応関

係に関する先行研究を検討し、その問題点を明らかにした上で研究課題を設定する。 

 

2.1. 形式に関する先行研究 

2.1.1. 自立語として用いられる「感」の文法的特徴 

 曽（2016、2017）では、「感」の自立語としての用法に着目して分析を行っている。「感」には

接尾辞的なふるまいと自立語としてのふるまいがあることを述べた上で、自立語としての用法に

関しては、「感」に語がつく場合と節・文がつく場合があるとしている。 

 まず、「感」に語がつく場合は次の 3 種類に分けられると述べている。 

 

①「の」につく場合（「今昔の感」「虫食い状態の感」「東京のベッドタウンの感」5） 

②「な」につく場合（「意外な感」「不快な感」「中途半端な感」） 

③連体詞6につく場合（「その感」「そういう感」「そのような感」） 

 

 次に、「感」に節・文がつく場合は次の 3 種類に分けられると述べている。 

 

  ①動詞節がつく場合 

（「バリアフリー設計が標準仕様になっている感」「年々磨きがかかっている感」） 

  ②形容詞節がつく場合 

   （「むしろ早い感（さえある）」「行財政改革のスピードが遅い感（は否めない）」） 

  ③引用節（という節・との節・ような節7）がつく場合 

（「現状は支障がないという感」「その責任をとるべきときが来たのだとの感」「何か真っ黒

な印を胸に押されたような感」） 

 

以上のように、曽（2016、2017）は、どのような要素が自立語としての「感」の前方につくの

かという観点で分析をしているが、しかし「感」には、以下の例（26）（27）のように、何の要素

も前方につかない用法もある。 

 

（26） 校歌斉唱の後は、「後輩たちに夢をかなえてもらった」と感無量の表情で語った。 

（サンプル ID：PN4l_00020『中国新聞』2004 年 8 月 23 日付朝刊） 

 

（27） 懐の深い父に感動する息子、物分かりのいい父に驚嘆する息子－利治の、感極まる気持

ちは痛いほどわかる。 

（サンプル ID：LBp9_00089『カリスマ』） 

 

 
5 「東京のベッドタウン」は名詞句であるが、曽（2016）では語として扱っている。 
6 曽（2016）では、名詞を修飾する指示詞（「その」「そういう」など）を「連体詞」と呼んでいる。 
7 曽（2017）は「ような節」も引用節に含めている。本研究においても、これにしたがって「ような節」を引用

節に分類する。 
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上の例（26）（27）はいずれも自立語として用いられている「感」に何の要素も前接していない。

このような用法については曽（2016、2017）では特に取り上げられていない。 

 また、節が前接する「感」については、「疑問節＋の＋感（～かの感）」（例（28））という実例

が見られ、このような用法は先行研究では指摘されていない。 

 

（28） この反対意見は、今後も引きつづいて、平沢氏を監獄に閉じ込めておくための法的根拠

として案出されたかの感がある。 

（サンプル ID：LBa3_00035『法廷博物学』） 

 

 上の例（28）は「平沢氏を監獄に閉じ込めておくための法的根拠として案出されたか」という

疑問節が助詞「の」を介して「感」に前接している。 

このように、自立語としての「感」には、曽（2016、2017）では取り上げられていない用法も

あるため、これらの用法も含めて「感」を包括的に分析する余地は残されているのではないかと思

われる。 

 

2.1.2. 種々の要素が直接前接する「感」の文法的特徴 

 『明鏡国語辞典』（第二版）では、「もちもち感」「ゆったり感」のように「感」が「近年用法を

広げて、様態を表す副詞にも付く」（p.375）ことが指摘されており、『大辞林』（第三版）では「感」

の用法に関して、「接尾語的に用いて、…の感じの意を表す」（p.546）という記述がある。 

 しかし、実際には動詞や形容詞といった様態の副詞以外の様々な要素にも「感」が接続する実

例は数多く観察される（例（29）（30））。 

 

（29） 見捨てられ感を回避しようとして出てくる子どもの行動の代表的なものは、家庭内暴力

と幼児化である。 

（サンプル ID：PB23_00561『引きこもりから旅立つ 10 のステップ』） 

 

（30） ギュッとウエストで布地を寄せて作ったギャザースカート。ふんわりとしたゆる感が、今

風のリラックスコーデを叶えてくれます。 

（ファッション動画マガジン『MINE BY 3M』ホームページ） 

https://mine-3m.com/mine/news/image?news_id=9805（2017 年 12 月 1 日閲覧） 

 

上の例（29）では動詞「見捨てる」の受身形「見捨てられる」の連用形が、例（30）では形容

詞「ゆるい」の語幹が、それぞれ「感」に前接している。このように、様態の副詞以外にも「感」

には様々な要素が接続し得る。どのような要素に接続して「接尾語的」に「感」が用いられている

のかは辞書の記述だけでは明らかになっていない。 

金田（2014）は、「感」に様々な要素が前接することから、「感」が接尾辞であるとし、「感」に

何らかの要素が前接してできあがったひとまとまりの単位は合成語であるという立場をとってい

る。その上で、「感」がどのような要素と結び付いて使用されているのかを、『広辞苑』（第六版）、

『デジタル大辞泉』、『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を用いて調査している。 
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結果は、辞書に見出し語として採用されている合成語「～感」のほとんどは前接要素が漢語（「違

和感」「罪悪感」など）であるが、BCCWJ では「Yahoo!ブログ」を中心に和語（「お得感」「出遅

れ感」など）や外来語（「インテリ感」「アットホーム感」など）が前接する用例も見られると指摘

している。また、漢語が「感」に前接する場合でも、「負担感」「高品質感」のように辞書に見出し

語として採用されていない実例もあると述べている。「感」に前接する要素の特徴として、オノマ

トペ8が多く見られること（「しっとり感」「キラキラ感」など）を挙げているが、この他にどのよ

うな要素が「感」に前接するかについては記述されていない。 

文が直接前接する「感」については、同じく金田（2014）は「－ました」という文9が「感」に

前接してできあがった「－ました感」（「素人が適当にやりました感」「バブル後にすべていなくな

りました感」など）という形式があることを指摘している。曽（2016）は「やっちまったなあ感」

のように終助詞「なあ」で終了する文に「感」が接続する場合があると述べている。 

また、泉（2017）では「感」に前接する文について、終助詞「なあ」以外のモダリティ形式を

含む文も「感」に前接し得ると指摘している（例（31）～（34））。 

 

（31） ＜動画配信サイトに対しての感想＞ 

初期はまだどこか純粋に動画を楽しもう感があった 

（ブログ『The Journal of Latrine Wall Scrawl』内の掲示板） 

http://servechilled2u.blog102.fc2.com/blog-entry-1896.html（2017 年 2 月 5 日閲覧） 

 

（32） ＜『キャプテンハーロック』完成披露上映会に関する感想＞ 

声的には、春馬くん声優初挑戦と言うことでもうちょい頑張れ感はありました… 

（ブログ『ゆき姐のひとりごと』映画に関する記事） 

http://blog.livedoor.jp/mirage2004/archives/50388568.html（2017 年 2 月 5 日閲覧） 

 

（33） ＜オンラインゲーム『メイプルストーリー』に関する感想＞ 

個人的には、うわぁ出ちゃったよ感 MAX ですね・・ 

（ブログ『燐ちゃん（借金）DAY's』ゲームに関する記事） 

http://kualazeel.blog64.fc2.com/blog-date-20061126.html（2017 年 2 月 5 日閲覧） 

 

（34） ＜あるアニメのキャラクターについて＞ 

何か凄い『私は全部分かっているわ』感炸裂だなぁと。 

（ブログ『霧月電脳列伝・改』アニメに関する記事） 

http://kirituki.blog78.fc2.com/blog-date-201202.html（2017 年 2 月 5 日閲覧） 

 

上記の例はいずれも、意志形（「楽しもう」）（例（31））、命令形（「頑張れ」）（例（32））、感動

詞（「うわぁ」）（例（33））、終助詞（「よ」「わ」）（例（33）（34））といったモダリティ形式が、「感」

に前接する文中に現れている。大島（2003）では、連体修飾節の内部にはモダリティ形式（意志

形、命令形、感動詞、終助詞など）は現れないと述べられており、上記の例はいずれもその制約条

 
8 金田（2014）では、様態を表す副詞をすべて「オノマトペ」と呼んでいる。 
9 金田（2014）では、このような「感」に前接する文相当の要素を「句」と呼んでいる。 
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件に反している。このことから、従来の連体修飾の説明に合わない種々の要素が「感」に前接する

ということが窺える。 

このような連体修飾節の制約条件に反する「感」の実例は数多く観察されるが、金田（2014）で

はこのような「感」の実例を数例提示するだけにとどまり、曽（2016）では Yahoo!ブログ10で数例

しか観察されないとのことから、例外的な用法と位置付け、詳述されていない。 

 

2.1.3. 「～感」の表記的特徴 

 曽（2016）では、引用を表す「」や“”といった記号に囲まれている要素が「感」に前接する

場合があると指摘している。しかし、表記上の特徴はこれだけではなく、以下の例（35）～（37）

のような実例も見られる。 

 

（35） ＜あるアニメのキャラクターについて＞ 

何か凄い『私は全部分かっているわ』感炸裂だなぁと。 

（例（34）を再掲） 

 

（36） ＜オーストラリアでのドライブについて＞ 

一応ナビが案内してるのですが、なんせレインボーロードなので「ここはどこ？感」は半端あ

りませんでした。 

（ブログ『ニュースの内側』旅行に関する記事） 

http://1chu3.xyz/schoolgirl-1962（2017 年 6 月 5 日閲覧） 

 

（37） ＜歌手「スピッツ」のコンサートの感想＞ 

リーダーがいくら弾けようがみんなでドシッと受け止める安定感。いつもよりドンと来い！

感を強く感じました。 

（ブログ『MODERN DESIGN LAB』コンサートに関する記事） 

http://moderndesignlab.net/859/（2017 年 7 月 1 日閲覧） 

 

上記のように書名を表す際に用いる記号の『』に囲まれた要素（例（35））、感嘆符や疑問符（例

（36）（37））を含む文に「感」が接続する場合も見られる。先行研究では、書かれた実例におい

て、「感」にはこのような形式を含む要素が前接して用いられることは指摘されていない。 

 

2.1.4. 形式に関する先行研究のまとめと問題点 

以上、2.1.1～2.1.3 節をふまえて、上記の先行研究で明らかになった「感」の文法的なふるまい

や表記的な特徴を整理すると以下のようになる。 

 

①自立語としての「感」の形式的特徴 

自立語としての「感」の用法には、名詞を修飾する指示詞が前接する場合、語が「～の／

な」という形式で前接する場合、節が「～という／～との／～ような」を介して前接する場

合、連体修飾節が前接する場合がある（曽 2016）。 

 
10 曽（2016）では BCCWJ を使用して用例を収集している。 
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②種々の要素が直接前接する「感」の形式的特徴 

（a） 接尾辞的なふるまいをする「感」に前接する要素について、その語種は従来漢語が一

般的であったが、和語・外来語・混種語も「感」に前接することがある。また、前接要

素が漢語であっても、辞書に見出し語として採用されていない合成語「～感」の実例も

ある（金田 2014）。 

前接する要素の品詞については、様態を表す副詞などにもつくことが指摘されている。

語の他にも、名詞句・節・文が前接する場合もある（『明鏡国語辞典』（第二版）、金田

2014、曽 2016）。 

  

（b） 句・節・文に「感」が直接接続する用法の中には、「－ます」「－ました」で終了する

文および終助詞「なあ」で終了する文が直接前接する場合もある（金田2014、曽2016）。 

  

③接尾辞的なふるまいをする「感」に前接する要素の表記的な特徴 

引用を表す記号（「」、“”など）で囲まれた要素が前接する場合がある（曽 2016）。 

 

 また、以上の先行研究をふまえ、残された問題点をまとめると以下のようになる。 

 

 ①自立語としての「感」の文法的特徴に関する問題 

曽（2016、2017）では、自立語としての「感」の文法的なふるまいについて分析を行って

いるが、取り上げられていない用法もある。具体的には、修飾要素を伴わない自立語としての

「感」の文法的なふるまい、および疑問節が助詞「の」を介して「感」に前接する用法などが

取り上げられておらず、このような用法も含めて、自立語としての「感」について包括的に分

析する余地が残されている。 

 

 ②種々の要素が直接前接する「感」の文法的特徴に関する問題 

（a） 『明鏡国語辞典』（第二版）、金田（2014）では様態を表す副詞などにも「感」が接続

すると指摘しているが、それ以外にも動詞や形容詞などが接続する「感」の実例が見ら

れ、どのような要素が「感」に前接するかは部分的にしか明らかになっていない。 

 

（b） 連体修飾節を形成することのできない文が「感」に直接前接する場合について、金田

（2014）では実例の提示にとどまり、曽（2016）では例外的な用法と位置付けられ、

詳細に分析されていないため、どのような文が前接するのか明らかになっていない。 

  

③接尾辞的なふるまいをする「感」に前接する要素の表記的な特徴に関する問題 

   曽（2016）では引用を表す記号（「」、“”など）で囲まれた要素が前接する場合があると指

摘しているが、その他にも様々な記号（『』、！、？など）を含む要素が前接する「感」の実例

があり、どのような表記があり得るのか記述されていない。 

 

以上、先行研究では「感」の文法的な特徴と表記的な特徴については、必ずしもその全体が明ら

かになっていないという問題が残されていると言える。 
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2.2. 意味に関する先行研究 

 「感」がどのような意味を表しているのかについて、先行研究の記述をまとめると、以下の表 1

のようになる。 

 

表 1 辞書における「感」の記述11 

辞書名 記述内容 

大辞泉 

（増補・新装版） 

①深く心が動くこと。感動。「感に入る」 

②物事に接して生ずる心の動き。感じ。「今さらの感は否めない」「隔世の

感」 

大辞林 

（第三版） 

①心が強く動かされること。感慨。 

②物事を見たり聞いたりして起こる心の動き。「隔世の感」「時期尚早の感

がある」 

③接尾語的に用いて、…の感じの意を表す。「解放感」「幸福感」 

広辞苑 

（第六版） 

物事にふれて心を動かすこと。思い起こること。きもち。「異様な感を与え

る」「隔世の感がある」 

日本国語大辞典 

（第二版） 

①深く心に感じること。感動。感慨。感心。 

②物事にふれて起こる心の動き。感じ。きもち。 

例解新国語辞典 

（第七版） 

①つよく心をうごかされること。用例：（今昔の）感にたえない。類義語：

感動。 

②ものごとに接したとき、自然に生じる、思いや気持ち。用例：隔世の感。

類義語：感じ。 

明鏡国語辞典 

（第二版） 

①物事に触れて心が動くこと。「感極まる」「感激」「実感」「多感」「感にた

えない」 

②物事に対してある思いを持ったり、刺激などを知覚したりすること。ま

た、その思いや感じ。「隔世（今昔）の感がある」「遅きに失した（精根

尽きたといった）感がある」「感触」「感電」「音感・敏感・予感」「立体

感・存在感・使命感・圧迫感」＜語法＞近年用法を広げて、様態を表す

副詞にも付く。「もちもち感・ゆったり感・すっきり感」 

新明解国語辞典 

（第七版） 

①感嘆。感動。感激。 

②そのもの、その場の雰囲気から受ける、ある種の判断を伴った印象。「や

や性急の感がある」「不徹底の感が否めない」「今昔の感を深くする」「安

心感・満足感・無常感・解放感」 

 

いずれの辞書においても、「心が動くこと」という点に着目した記述されており、「感」の中心と

なる意味が「心の動き」であるということがわかる。また、上記の辞書の意味記述をふまえると、

「感」の意味は以下の 2 つに大別されると考えられる。 

 

 
11 表中の見出し語の順序に関して、『大辞林』（第三版）の①～③、『例解新国語辞典』（第七版）の①と②、『新

明解国語辞典』（第七版）の①と②は、辞書の掲載順序ではなく、その意味内容を考え、本稿において並び替え

を行って示したものである。また、下線はすべて筆者によるものである。 
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 ①（物事に触れた際の）強く深い心の動き 

 ② 物事に接したときに生じる心の動き（気持ちや感じ）12 

 

 これらの辞書では意味①の類義語として、「感動」「感激」「感嘆」「感心」「感慨」などが挙げら

れており、その用例としては「感無量」「感極まる」「感に入る」「感に打たれる」「感に堪えない」

などが見られる。一方、意味②の類義語としては、「思い」「気持ち」「感情」「フィーリング」「感

じ」などが挙げられ、その用例としては「異様な感」「隔世の感」「安心感」「満足感」「解放感」「立

体感」「存在感」「使命感」「やや性急の感がある」「時期尚早の感がある」「不徹底の感が否めない」

「遅きに失した感がある」「精根尽きたといった感がある」などが記述されている。 

 しかし、この 2 つの意味の他にも、「感」には特徴的な意味があるのではないかと考える。まず、

以下の例（38）の「距離感」は「（相手との心理的な）距離があるような感じ」を表しており、確

かに先行研究で記述されている意味②の「物事に接したときに生じる心の動き」であると考えら

れる。 

 

（38） 今まで普通に話せていたのに、あの一件以来、急に佐藤さんと距離感を感じるようにな

ってしまった。 

 

ところが、以下の例（39）～（41）における「距離感」については、「感」の表している意味が

上の例（38）とは異なるように思われる。 

 

（39） ＜ゴルフクラブについて＞ 

ピンタイプ形状の β は、ソフトな打球感はそのままに、距離感とタッチが合わせやすく、ス

クエアに構えやすいモデルです。 

（サンプル ID：PB5n_00079『竹林隆光徹底検証ゴルフクラブアイ』） 

 

（40） ＜補聴器を装着した際の音の聞こえ方について＞ 

たとえば、右目を閉じると右の方が見えなくなります。また、片目だけでは距離感が掴めませ

ん。［……］それと同じ事が耳にも言えます。 

（『ニュージャパンヒヤリングエイド株式会社』ホームページ） 

http://www.njha.co.jp/guidance/advice/（2017 年 9 月 14 日閲覧） 

 

（41） 敬語は「丁寧にするため」と考えられているが、現代社会では実際には、相手との関係

性、距離感などについての認識を言語で表したものであるといえる。 

（『日本をたどりなおす 29 の方法―国際日本研究入門』） 

 

上記の例では「（ゴルフにおける）自分からボールまでの物理的な距離」（例（39））、「視覚的に

捉えた自分から対象物までの距離」（例（40））、「自分と相手との心理的な距離」（例（41））とい

 
12『広辞苑』（第六版）においては、他の辞書が少なくとも 2 つの意味を記述しているのに対して、意味を 1 つし

か記述していない。同辞書の「感」の意味は、「物事にふれて心を動かすこと。思い起こること。きもち。」と記

述され、意味①「強く深い心の動き」と意味②「物事に接したときに生じる心の動き」は明確に区別されていな

い。このように、意味①と②では連続的な面があることは否定できない。 
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った対象物との物理的・心理的距離が感覚的にどの程度であるのかという意味で「感」が用いられ

ている。このような用法の「感」は例（38）のような「距離がある感じ」や「距離が遠い感じ」

を表しているわけではない。 

上述の例（38）のようなタイプでは「距離があるような感じ」と言い換えられるのに対して、

例（39）～（41）では「感覚的な距離がどれくらいであると感じるか」と言い換えられ、両者は

異なる意味を表しているのではないかと考えられる。このような「感覚的な尺度に基づいて測った

程度」を表す「感」は、他にも様々な実例が観察される（例（42）（43））。 

 

（42） ＜室内の空調に関する調査について＞ 

各項目については、温度感や湿度感などの項目についての在室者にアンケートを実施します。

その回答から表に従って評価値を求め、回答者全員の平均値を算出し、それを評価点としま

す。 

（『ビル空調のエネルギー・環境・設備のための統計解析』） 

 

（43） ＜室内の空調に関する調査について＞ 

各教員には、一日 3 回（出勤時・昼の任意の自由時間・退勤時）、室内の温冷感覚（暑さ感や

涼しさ感）を回答してもらった。 

（「寒冷地の住宅における冷房化の実態とヒトの温度感覚に関する一考察」） 

 

 例（42）では部屋の中にいる人間が捉える感覚的な「温度」や「湿度」がどのくらいの程度で

あるかという意味で「温度感」「湿度感」が用いられている。例（43）においても室内にいる人間

の感覚的な「暑さ」や「涼しさ」がどの程度であるかという意味で「暑さ感」「涼しさ感」が用い

られている。いずれも「温度の感じ」「湿度の感じ」「暑い感じ」「寒い感じ」が表されているわけ

ではない。 

 以上、2.2 節をまとめると、「感」の意味に関する先行研究では、「感」の意味分類は①「（物事

に触れた際の）強く深い心の動き」と②「物事に接したときに生じる心の動き（気持ちや感じ）」

の 2 つに大別されると考えられる。しかし、「湿度」「暑さ」のような何らかの尺度や程度を表す

語が「感」に前接する場合は、「感覚的な尺度に基づいて測った程度」を表す用法となり、上述の

2 つの意味には当てはまらないのではないかと考えられる。 

 

2.3. 形式と意味の対応関係に関する先行研究 

 表 1 の辞書の中では、『大辞林』（第三版）と『明鏡国語辞典』（第二版）のみで「感」の形式的

な特徴と意味との対応関係について記述されている。 

『大辞林』（第三版）では「③接尾語的に用いて、…の感じの意を表す。「解放感」「幸福感」」

（p.546）という記述がある。しかし、名詞「感」が接尾辞的なふるまいをするという形式的特徴

を説明してはいるものの、それに対応する「…の感じの意を表す」という意味記述が、同辞書の意

味②「物事を見たり聞いたりして起こる心の動き」と同じであるのか、あるいは異なるのかは明確

ではない。 

また、同辞書で挙げられている「解放感」「幸福感」が接尾辞的なふるまいをする「感」の用例

であるとするならば、以下の例（44）の「絶望感」も同様に語基が漢語であり、接尾辞的に「感」
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が用いられている例であると考えられることになる。 

 

（44） 7 回のウラで逆転されたピッチャーは、徐々に絶望感を抱き始めていた。 

 

そのように考えると、この例（44）における「絶望感」の「感」も上記の「③接尾語的に用い

て、…の感じの意を表す」という記述の通り、「…の感じ」を表していることになる。しかし、以

下の例（45）のように「絶望感」を「感じ」で言い換えようとするとやや不自然になってしまう。 

 

（45） 7 回のウラで逆転されたピッチャーは、徐々に｛絶望感／絶望的な気持ち／？絶望的な感

じ｝を抱き始めていた。 

 

この例（45）の「感」は「感じ」ではなく「気持ち」で言い換えたほうが自然であり、接尾辞

的に用いられた「感」が必ずしも常に「感じ」の意味を表すわけではないと考えられる。このよう

に、接尾辞的なふるまいをする「感」がいつも「感じ」の意味を表すとは限らず、『大辞林』（第三

版）で記述された「感」の形式と意味との対応関係については議論の余地がある。 

一方の『明鏡国語辞典』（第二版）では、「感」が「物事に対してある思いを持ったり、刺激など

を知覚したりすること。また、その思いや感じ。」という意味を表す場合は「近年用法を広げて、

様態を表す副詞にも付く」（p.375）という記述がある。しかし、「様態を表す副詞」以外の要素が

前接する「感」の実例（例（46）（47））も見られる。 

 

（46） ＜自家製の甘夏マーマレードについて＞ 

ほろ苦感がやや強いですが、自然の甘さがちょうど良く、なかなかの出来栄えです。 

（例（22）を再掲） 

 

（47） 経済産業省の資料が「日本どうにかしようぜ」感満載。興味深く読んでみました。 

（例（6）を再掲） 

 

 例（46）では形容詞「ほろ苦い」の語幹が「感」に前接しており、例（47）ではモダリティ形

式（ここでは、終助詞「ぜ」）を含む文が「という」を介さずに直接「感」に前接している。この

ように、様態の副詞以外が「感」に前接する実例が見られることから、『明鏡国語辞典』（第二版）

の記述だけでは様々な形式と意味との対応関係が部分的にしか示されていないと言える。 

 また、語が「感」に前接する「～感」という形式に対応する意味については先行研究で部分的に

示されているものの、文が「感」に前接する「～感」という形式の意味については先行研究では記

述されていない。金田（2014）、曽（2016、2017）では、文が「感」に前接する形式を取り上げ

ているものの、その形式に対応する意味についての記述はない。 

泉（2017）はモダリティ形式（「命令形」「意志形」「感動詞」「終助詞」など）を含む文が「と

いう」などを介さずに「感」に前接する場合の用法を 2 つ挙げている。 

 第一に、対象となる人物がいかにも発言しそうな発話を引用形式で「感」に前接させることで、

その人物の様相や雰囲気を描写する用法である（例（48））。 
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（48） ＜グループディスカッションで同じグループにいた感じの悪い人物について＞ 

それと、今日が GD 初ということを言っただけで、『君は黙っといてくれるかな』感を出すや

つ。 

（例（25）を再掲） 

 

上の例（48）では話者が対象となる人物から感じ取った「嫌味である」「上から目線である」と

いう印象を、この人物がいかにも発言しそうな発話を想定引用13した形式で「感」に前接させて表

現している。 

 第二に、話者自身の独話や心内発話を表す文を「感」に前接させることで、話者が対象となる事

物から抱いた感想を述べるという用法である（例（49））。 

 

（49） ＜SEKAI NO OWARI『スターライトパレード』の歌詞について＞ 

何かもう歌詞が残念なんだよな感満載で、本当に残念。 

（ブログ『Stoned Brain Returns』内の音楽に関する記事） 

http://klaparen747.blog76.fc2.com/blog-date-20121227.html（2017 年 2 月 5 日閲覧） 

 

上の例（49）では、ある楽曲の様相が、話者に対して「歌詞が残念なんだよな」という感想を

抱かせるようなものであることが表現されている。 

しかし、モダリティ形式を含む文が「という」などを介さず直接前接する「～感」という形式に

対応する意味については部分的に分析されているものの、この他のモダリティ形式を含む文ある

いはモダリティ形式を含まない文などが「感」に前接した場合の意味については記述されていな

い。 

以上をふまえて、上記の先行研究で明らかになった「感」の形式的特徴と意味との対応関係を

整理すると以下のようになる。 

 

①「感」の形式的特徴と意味の対応関係 

（a）「物事に接したときに生じる心の動き（気持ちや感じ）」の意味を表す場合は様態の副詞が

前接することもある。（『明鏡国語辞典』（第二版）） 

 

（b）接尾辞的に用いられた「感」は「…の感じ」の意味を表す。（『大辞林』（第三版）） 

 

（c）モダリティ形式を含む文が「という」などを介さずに「感」に前接する場合、対象となる

人物が発言しそうな発話を想定引用の形式で「感」に前接させることでその人物の様相や

雰囲気を描写する用法と、話者自身の独話や心内発話を表す文を「感」に前接させること

で話者が対象となる事物から抱いた感想を述べる用法の 2 つがある（泉 2017）。 

 

また、上記の先行研究の問題点をまとめると以下のようになる。 

 

 

 
13 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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②「感」の形式と意味の対応関係に関する問題 

以下の（a）～（c）の各点において、「感」の形式と意味との対応関係が従来の先行研究の記述

のみでは十分に明らかになっていないと考えられる。 

 

（a）様態の副詞以外の要素に「感」が接続する実例もあり、その場合も「物事に接したときに

生じる心の動き（気持ちや感じ）」を表すのか先行研究では分析されていない。 

 

（b）接尾辞的に用いられた「感」であっても、「感じ」で言い換えるにはやや不自然な実例が

あり、接尾辞的に用いられた「感」が必ずしも「感じ」の意味を表すとは限らない。 

 

（c）モダリティ形式を含む文が前接する「～感」については、それに対応する意味が先行研究

で部分的に記述されているものの、この他のモダリティ形式を含む文あるいはモダリティ

形式を含まない文が前接する「～感」については、それに対応する意味が明らかになってい

ない。 

 

2.4. 先行研究の問題点のまとめ 

 以上、2.1～2.3 節で述べた先行研究における問題点をまとめると以下のようになる。 

 

①「感」の形式的特徴が網羅的に分析されていない。 

   自立語として用いられる「感」がどのような文法的ふるまいをするのか、および接尾辞的に

用いられる「感」の前接要素にはどのようなものが立ち得るのかについて、先行研究では網羅

的に明らかにされていない。具体的には、自立語としての「感」に何の修飾要素もつかない場

合、様態の副詞以外の要素が「感」に前接する場合、種々のモダリティ形式を含む文が「感」

に直接前接する場合、疑問符および感嘆符が表記される場合といった点において、先行研究

では包括的に分析・記述がされていない。 

 

②「感」の形式と意味との対応関係が明らかではない。 

「～の感じ」を表す「感」の前接要素には様態の副詞以外も見られることや、接尾辞的なふ

るまいをする「感」が必ずしも「感じ」の意味を表すとは限らないことから、先行研究の記述

だけでは「感」の形式的特徴と意味との対応関係が部分的にしか明らかになっていないと考

えられる。 

 

 また、先行研究では「～感」の用例のほとんどを BCCWJ から収集しているが、これらの用

例は検索可能な最新のデータでも 2008 年までのものである。「感」に前接する要素は、その後

2017 年現在までにさらに拡大している可能性があると考えられるため、実例を採取する際には

データの最新性についても考慮する必要がある。 

 

2.5. 研究課題の設定 

 上述の先行研究の問題点をふまえて、本研究では以下の 2 つの研究課題を設定する。 
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 ① 「感」という形式を取り上げ、それが自立語としてふるまったり、複合語を構成したり、

種々の要素が直接前接したりする実例をもとに、その形式的な特徴についての全体像を詳

細に明らかにする。具体的には、自立語としての「感」はどのような文法的なふるまいをす

るのか、また、「感」に種々の要素が直接前接する場合には前部要素にどのようなものが立

ち得るのかを網羅的に明らかにする。 

  

② 実例をもとに「感」の用法を詳細に検討し、「感」の意味分析を行う。また、その形式と意

味の対応関係について明らかにする。 

 

 なお、本研究では『国語研日本語ウェブコーパス』（2014）やインターネット検索エンジン

Google を中心に利用することで、「～感」のより新しい用例をデータとして分析を行う。 
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第 3 章 形式的特徴の分析（1）：自立語として用いられる「感」 

 

 第 3 章から第 5 章では「感」という形式を取り上げ、それが自立語としてふるまったり、複合

語を構成したり、種々の要素が直接前接したりする実例をもとに、その形式的特徴の分析を行う。 

第 3 章では、研究対象①の自立語として用いられる「感」について、その形式的な特徴を分析

する。研究対象②の種々の要素が直接前接する「感」については、第 4 章および第 5 章でその形

式的な特徴の分析を行う。以下、本章では自立語として用いられる「感」について見ていく。 

 

 曽（2016、2017）では、自立語として用いられる「感」には、「語＋感」と「節＋感」があると

している。「語＋感」には、「～の＋感」「～な＋感」「連体詞＋感」があり、「節＋感」には「動詞

節＋感」「形容詞節＋感」「引用節（～という／～との／～ような）＋感」があると述べている。 

2.1.1 節で指摘したとおり、曽（2016、2017）は自立語として用いられる「感」について、その

前部にどのような要素がつくかという観点で分類を行っている。しかし、実際には何の要素も前

接しないが、自立語としてふるまう「感」の実例も見られる。また、曽（2016、2017）の分類の

他にも、実例では「疑問節＋の＋感（～かの感）」というタイプも見られる。 

そこで本章では、先行研究では取り上げられていない自立語としてふるまう「感」も含めて分析

を行う。以下の表 2 では、自立語として用いられる「感」の種類をまとめた。以下、この表 2 の

順に実例を見ながら分析を行っていく。 

 

表 2 自立語として用いられる「感」の種類 

前接要素 構成 用例 

なし φ＋感14 感無量、感極まる、感に堪えない 

語 

～の＋感 今昔の感、隔世の感 

イ形容詞＋感 奥ゆかしい感、いじらしい感 

～な＋感 意外な感、無理な感 

連体詞＋感 その感、ああいう感、大それた感 

句・節・文 

動詞節＋感 頂点に達する感 

形容詞節＋感 行財政改革のスピードが遅い感 

引用節＋感 

①という節 基礎工事を終了したという感 

②との節 その責任をとるべきときが来たのだとの感 

③ような節 一見日本化したような感 

④みたいな節 
もう産後の肥立ちが悪いんじゃないでしょ、みたい

な感 

句・文＋の＋感 
模索しながらの毎日の感 

法的根拠として案出されたかの感 

 

3.1. 「φ＋感」 

 このタイプは、自立語として用いられる「感」のうち、何の要素も「感」に前接しないものであ

 
14 「φ＋感」は「感」に何も前接しないことを表す。 
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る。BCCWJ の実例を確認した結果、何の要素も前接しない自立語としての「感」は、後続する要

素が限定されていると思われる。具体的には、「感無量」「感極まる」15「感に入る」「感に打たれ

る」「感に堪えない」16の 5 種類が見られ17、このような「φ＋感」には共起する要素に制約があ

ると言える。以下、それぞれの実例を見ていく。 

 

①感無量 

 「感無量」の実例は以下の例（50）（51）のようなものである。 

 

（50） 校歌斉唱の後は、「後輩たちに夢をかなえてもらった」と感無量の表情で語った。 

（例（26）を再掲） 

 

（51） タクシーに乗り込み、ふとこの日が、自分の三十六歳の誕生日であることに気付いて、感

無量の思いに浸っていると、午後六時の NHK ニュースが流れて来た。 

（サンプル ID：OB5X_00112『沈まぬ太陽』） 

 

BCCWJ では「感無量」の実例が 41 件見られたが、すべて「感」に何の要素も前接しないもの

であった。 

 

②感極まる 

 「感極まる」の実例は以下の例（52）（53）のようなものである。 

 

（52） この三月まで行われていた後楽園遊園地でのタイムレンジャーショー、役者出演最終日

の挨拶で、感極まって一番最初に涙を見せたのは誰あろうこの人。 

（例（8）を再掲） 

 

（53） 懐の深い父に感動する息子、物分かりのいい父に驚嘆する息子－利治の、感極まる気持

ちは痛いほどわかる。 

（例（27）を再掲） 

 

BCCWJ では「感極まる」の実例が 62 件見られたが、全件が前接要素を伴わない実例であった。 

 

③感に入る 

 「感に入る」の実例は以下の例（54）である。 

 

 
15 BCCWJ の実例では「感きわまる」「感にたえない」のように平仮名で表記されているものもあったが、本研

究ではそれぞれ「感極まる」「感に堪えない」とみなしてこれに含める。 
16 BCCWJ では「感に堪えない」の他に、「感に堪えて」「感に堪えた」という肯定形の実例も数例見られた。一

般的には「感に堪えない」という否定形で用いられるが、このような肯定形の例もここでは「感に堪えない」に

含めることにする。 
17 この他に、「感がある」と記すことで、無線機器や音響機材が正しく動作しており、電波の受信ができている

状態を言う場合がある。しかし、これは「入感がある」を省略した形であるため、このような実例は対象から除

外している。 
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（54） 絵子は感に入った声で肝沢先生にいう。 

（サンプル ID：PB19_00004『絵子』） 

 

 BCCWJ では「感に入る」の実例はこの 1 件のみであった。使用例自体は多くないものの、前

接要素を伴わない自立語としての「感」の用例の 1 つである。 

 

④感に打たれる 

 「感に打たれる」の実例には以下の例（55）がある。 

 

（55） その内に隊長は、ぴりり、ぴりりと笛を吹き、何十と知れないシヤベルが、速くもなら

ず、遅くもならず、前に出たり、ゑぐつたりする運動を繰り返すので、私は感に打たれて、浜

風に吹かれながら、思はずその操練の終はる迄見学した。 

（サンプル ID：LBa9_00077『芥川竜之介雑記帖』） 

 

 BCCWJ では「感に打たれる」の実例が 18 件見られたが、前接要素がつかない実例は上の例

（55）の 1 件のみであった。残り 17 件は以下の例（56）（57）のようなものが挙げられる。 

 

（56） 彼は、ひまさえあれば問題図を睨んでいるお母さんを見て、奇異の感に打たれた。 

（サンプル ID：PB37_00191『完本実録囲碁講談』） 

 

（57） 係員と話しあっているうちに、「だいぶ落ちついてきて、物価も下がりましたね」と言い

ますと、「税金も、すぐ下がるでしょう」と何のこだわりもなく相槌を打たれたので、意外な

感に打たれました。 

（サンプル ID：LBh3_00029『松下幸之助発言集』） 

 

 例（56）（57）はいずれも「感」に何らかの前接要素を伴うものである。「感に打たれる」は、

前接要素が何もつかない場合よりも、何らかの要素が前接する場合の方が普通のようである。 

 

⑤感に堪えない 

 「感に堪えない」の実例は以下の例（58）（59）のようなものが挙げられる。 

 

（58） 博雅は、感に堪えぬといった表情で、庭へ視線を向けた。 

（例（1）を再掲） 

 

（59） ゲルハルトとフォーレはわれを忘れたように、海面のように波打つ地形のそこここに穿

たれた、大小の穴一つ一つに、感に堪えぬような視線を送っている。 

（サンプル ID：LBg9_00229『アリスの消えた日』） 

 

BCCWJ では「感に堪えない」の実例が 19 件見つかったが、うち 16 件が例（58）（59）のよう

な何の要素も「感」に前接しないもので、残り 3 件が前接要素を伴うものであった。前接要素を
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伴う 3 件の実例のうち、2 件が以下の例（60）のような「今昔の感」、1 件が「昔日の感」18（例

（61））であった。 

 

（60） ［……］19十二年前《国会砂漠》のヤジと失笑の中で地球を憂う提案がなされたことを顧

みると、今昔の感にたえない。 

（サンプル ID：LBi5_00018『縄文杉の警鐘』） 

 

（61） そんな事を思い出しながら、歩いていると、昔日の感にたえなかった。 

（サンプル ID：PB5n_00042『荷風！』） 

 

 上の例（60）では「感」に「今昔の」という要素が前接している。しかし、「感に堪えない」の

「感」に何らかの要素が前接する場合は、「今昔の感に堪えない」のように慣用的な表現でしか用

いられないようである。このように、「感に堪えない」は前接要素を伴わない場合と何らかの要素

が前接する場合とがある。 

 以上、3.1 節をまとめると、自立語としてふるまう「感」のうち、前接要素を伴わない「φ＋感」

には「感」と共起する後続要素に制約があり、「感無量」「感極まる」「感に入る」「感に打たれる」

「感に堪えない」の 5 種類に限られる。また、このうち、「感に打たれる」「感に堪えない」は前

接要素を伴う場合も見られる。このタイプの実例数を以下の表 3 にまとめる。 

 

表 3 「φ＋感」タイプの BCCWJ における実例数 

パターン 
BCCWJ の実例数（件） 

前接要素を伴わない 前接要素を伴う 計 

感無量 41 0 41 

感極まる 62 0 62 

感に入る 1 0 1 

感に打たれる 1 17 18 

感に堪えない 16 3 19 

 

3.2. 「～の＋感」 

 このタイプは、助詞「の」を介して語が「感」に前接する。語が助詞「の」を介して「感」に前

接する例を BCCWJ で調べたところ、161 件がこのタイプの実例であった。また、この 161 件の

実例はいずれも「名詞＋の＋感」または「漢語形容動詞＋の＋感」という構文であった。 

このような構文をとるものには、「隔世の感」（例（62））や「唐突の感」（例（63））をはじめと

して、「奇異の感」「言い過ぎの感」「手遅れの感」「意外の感」「今更の感」「タブーの感」など様々

な用例が見られた。前部要素が名詞の場合は、「手遅れ」「隔世」「タブー」のようにその語種を問

わないが、前部要素が形容動詞の場合は、「唐突」「意外」のようにその語種は漢語だけである。 

 

 
18 ただし、北野（2009）によると、「昔日の感」は「今昔の感」と「昔日の面影」を混同した誤用であり、正し

い用法ではないとしている。 
19 以下、［……］という記号は、引用者が省略したことを表す。 
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（62） 御祖父は日本の燐寸工業の先駆者であられたが、当時の神戸などの様子を隔世の感を以

て具に伺ったものだ。 

（サンプル ID：PB32_00114『遥けくも来つるものかな越し方ぞ果な知らねそ雲のあなたは』） 

 

（63） 山崎幹事長ですら事前に相談を受けておらず、唐突の感は否めなかった。 

 （サンプル ID：PN1c_00015『読売新聞』2001 年 5 月 21 日付朝刊） 

 

 上の例（62）では名詞「隔世」が、例（63）では漢語形容動詞「唐突」が助詞「の」を介して

「感」に前接している。 

 このように、語が助詞「の」を介して「感」に前接する構文では、助詞「の」を介して「感」に

前接する要素には名詞または漢語形容動詞が立つという形式的な特徴があると言える。 

 

3.3. 「イ形容詞＋感」 

 以下はイ形容詞が「感」に前接する実例である。BCCWJ ではこのような実例が 6 件見られる

（例（64）（65））。 

 

（64） ［……］ノタルジヤコモ嬢は、夕に恋を得てその晩に死んでもいい覚悟で、日暮れて道遠

きを気に病まず、裕々として世界を股に音楽行脚をやっているのは奥ゆかしい感がした。 

（サンプル ID：LBf2_00035『近きより』） 

 

（65） 小学校へあがるかあがらないくらいの少年、むしろ幼年が、ぬいぐるみの猿になって舞台

でころげたり、のみをとる真似をしたりするのは、けなげでいじらしい感がある。 

（サンプル ID：LBl7_00007『落魄した神々の変貌』） 

 

 上の例（64）（65）では、「奥ゆかしい」「いじらしい」というイ形容詞が自立語としての「感」

を修飾している。 

 

3.4. 「～な＋感」 

 以下は、語が「～な」という形式で「感」に前接する実例である。BCCWJ では、このような構

文をとるものが 32 件見つかり、そのうち形容動詞の連体形が「感」に前接するものが 28 件、「名

詞＋みたいな」が「感」に前接するもの（「作り物みたいな感」）が 1 件、「派生形容詞の連体形」

が「感」に前接するもの（「人間的な感」）が 1 件、「動詞＋そうな」が「感」に前接するもの（「持

ちそうな感」）が 1 件、「～すぎな」が「感」に前接するもの（「急ぎすぎな感」）が 1 件見られた。

形容動詞の連体形が前接するものには以下のような実例がある（例（66）（67））。 

 

（66） 境内の巨木には天狗さんが棲んでいて、ときどきカラカラと高笑いをしたり、子供をから

かったりして、境内は私たちの遊び場であったが、祈願にいったときは異様な感がした。 

（サンプル ID：LBp2_00074『わが異端の昭和史』） 

 

（67） おそらく猿の物真似が滑稽な感をもって迎えられるようになったには、猿の信仰を奉ず
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る者たちの落魄があったのであろう。 

（サンプル ID：LBl7_00007『狂言』） 

 

上の例（66）（67）はそれぞれ「異様な」「滑稽な」という形容動詞が「感」に前接している。 

このように、「～な＋感」という形式では、形容動詞の連体形が「感」に前接する場合がほとん

どであるが、「～みたいな」「～そうな」「～的な」「～すぎな」が「感」に前接する実例もある。 

 

3.5. 「連体詞＋感」 

連体詞が「感」に前接する実例の多くは「指示詞＋感」（「その感」、「そういう感」など）であ

り、指示詞以外の連体詞が「感」に前接する実例も一部見られた（「おかしな感」「大それた感」）。 

まず、名詞を修飾する指示詞（「その」「こんな」など）が「感」に前接する実例を見ていく。以

下では、名詞を修飾する指示詞を「名詞修飾指示詞」と呼び、指示代名詞（「これ」「そこ」「あい

つ」など）と区別する。また、名詞修飾指示詞のうち、「その」「そういう」「そうした」のような

「そ」から始まるものを「ソ系」と呼ぶことにする。同様に、「こ」から始まるものを「コ系」、

「あ」から始まるものを「ア系」と呼ぶことにする。 

以下の例（68）～（70）はソ系の名詞修飾指示詞が「感」に前接する用例である。 

 

（68） 量的であって質的な美しさに欠けている。コロセウムやカラカラ帝の浴場ではことにそ

の感を深くした。 

（サンプル ID：LBn1_00034『森有正エッセー集成』） 

 

（69） 結局は消費者を保護していこうという点に対して熱意がほとんどないのじゃないかと感

じられるほど、いままでも対応がおくれておるわけであります。この法案におきましても、そ

のような感を強く持つものであります。 

（サンプル ID：OM11_00005『国会会議録』第 77 回国会） 

 

（70） 副頭取も専務も、揃って気前よく金を出しすぎる。そんな気がした。これほどの金額を手

中にしたいま、かえってそういう感が強い。何かの罠ではなかろうかとの思いも生じてきた。 

（サンプル ID：Bl9_00188『銀行屋研次郎事故簿』） 

 

上の例（68）～（70）はそれぞれ「その」「そのような」「そういう」が「感」に前接している。

BCCWJ では、例（68）のように「その」が「感」に前接する例が 17 件、「そのような」が「感」

に前接する実例が 1 件（例（69））、「そういう」が「感」に前接する実例が 1 件（例（70））見ら

れた。「そんな」「そういった」「そうした」が「感」に前接する例については、BCCWJ では見つ

からなかったものの、新聞やインターネット上では実例が見られた（例（71）～（73））。 

 

（71） ＜『株式会社ナスク』代表取締役挨拶より＞ 

昭和 44 年。世界はアポロ 11 号の月面着陸に沸き、日本では至る所で学生運動が盛んに行わ

れていました。大阪万博を翌年に控え、時代の流れが急に加速し始めた、そんな感がありまし

た。 
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（『株式会社ナスク』ホームページ）http://nasc-wood.co.jp/story/（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（72） ＜消費者庁と消費者委員会の位置づけについて＞ 

どうも消費者庁は「消費者庁の消費者委員会」とみているのではないか、そういった感が強ま

ったように思います。 

（科学的根拠に基づく食情報を提供する消費者団体『FOOCOM.NET』ホームページ） 

http://www.foocom.net/secretariat/interview/5389/（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（73） 黄昏時の日本、静かに階段を降りるとき、といった言葉を目にすることが多い。たしか

に、ホーチミンやバンコクといった活気溢れるところから日本に戻ると、そうした感が一層強

くなる。 

（『日本経済新聞』2017 年 7 月 6 日付夕刊） 

 

 例（71）～（73）はそれぞれ「そんな」「そういった」「そうした」が「感」に前接している。

ソ系の名詞修飾指示詞が「感」に前接する実例は、書籍、新聞、国会議事録、ホームページなど

様々なレジスターで見られ、「ソ系の名詞修飾指示詞＋感」という形式はレジスターを問わず幅広

く用いられるのではないかと考えられる。 

 以下の例（74）～（78）はコ系の名詞修飾指示詞が「感」に前接する実例である。BCCWJ で

はコ系の名詞修飾指示詞が「感」に前接する実例が見つからなかったため、以下はすべて書籍やイ

ンターネット上から採取した実例である。 

 

（74） 数多くの能面をこの一語の下に特徴づけるのはいささか冒険的にも思えるが、しかし自

分は能面を見る度の重なるに従ってますますこの感を深くする。 

（『和辻哲郎随筆集』） 

 

（75） ミッション経営、ホワイトオーシャン戦略を通して、突き詰めていくと経営とはすなわち

「愛」そのものではないか？私は最近特にこのような感を強くしています。 

（『人と組織―リーダーシップの経営学』） 

 

（76） 大勢の方々の御参加をいただきまして、さまざまな御意見を頂戴して、私は改めて市民

の皆さん方が関心と、そしてまた期待しているんだなと、こんな感をいたしたわけでございま

す。 

（『茂原市議会定例会会議録』第 5 号） 

https://www.city.mobara.chiba.jp/cmsfiles/contents/0000003/3156/28_2_5.pdf 

（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（77） 現代風に解明するということは必要かもしれませんけれども、第 1 和室、第 2 和室、こ

ういう言い方だけでは知立市が高齢者、女性の社会教育活動を支援するという姿が消えてし

まう、こういう感が強いわけであります。 

（知立市『議案』第 66 号） 
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http://www.city.chiryu.aichi.jp/chiryu_gikai/kaigiroku/2009/2009-608.htm 

（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（78） ＜第 165 回国会の議事録を引用した文章＞ 

今、閣議決定に基づき専門家による調査をしたというお答えでございますが、そうしたものが

国民の不信を招いてしまうのではないか、本当に官民格差があるのかないのか、官が優遇され

ているのではないか、こうした感を抱いてしまうわけであります。 

（公明党議員『古屋範子』ホームページ） 

http://www.furuya-noriko.com/activity/061206.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（74）～（78）はそれぞれ「この」「このような」「こんな」「こういう」「こうした」と

いったコ系の名詞修飾指示詞が「感」に前接している。ソ系の名詞修飾指示詞が「感」に前接する

実例はレジスターを問わず広く見られるのに対して、コ系の名詞修飾指示詞が「感」に前接する実

例はソ系の名詞修飾指示詞ほど多くない。また、例（76）～（78）のように、国会や市議会など

の答弁でよく用いられる傾向があるのではないかと思われる。 

 以下の例（79）（80）はア系の名詞修飾指示詞「あの」が「感」に前接する実例である。BCCWJ

ではア系の名詞修飾指示詞が「感」に前接する実例が見つからなかったため、以下はすべてインタ

ーネット上から採取した実例である。 

 

（79） ＜高速道路でバス酔いをしてしまった状況について＞ 

バスが走り出して少ししたら血の気の変動が…いや車内の空調が変わったのか？窓から外の

冷気か？イマイチよくわからないがすぐさま柴胡桂枝湯を飲みコンビニ袋を用意する。と、さ

らに“あの感”が強まり、飲んで正解だったが、この状況ヤバい…！ 

（ブログ『ふり向けば空は青』東京～仙台間の移動に関する記事） 

https://blogs.yahoo.co.jp/a31986507/41565463.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（80） ＜息子が「ああいうラーメン」を食べたいと言ったときのラーメンについて＞ 

これまた「ああいう」感を醸し出すコドモ用の取り皿は、何も言わなくても提供してくれまし

た。 

（ブログ『めぐりあいズゴ』息子が好きなラーメンに関する記事） 

http://redcomet.blog.jp/archives/52464234.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

上の例（79）（80）はそれぞれ「あの」「ああいう」といったア系の名詞修飾指示詞が「感」に

前接している。ア系の名詞修飾指示詞が「感」に前接する実例は書籍や国会議事録などでは見ら

れず、インターネット上でも実例があまり見られないことから、ソ系およびコ系の名詞修飾指示詞

と比較して使用頻度が低いのではないかと思われる。また、ア系の名詞修飾指示詞の場合は引用

記号を用いて「“あの感”」「「ああいう」感」と表記していることから、先行文脈を指しているので

はなく、話し手と聞き手との間で同定可能な特定の事物を指すという用いられ方をしているので

はないかと思われる。具体的には、例（79）の「あの感」はバス酔いしたときに催す吐き気を指

し、例（80）の「「ああいう」感」の「ああいう」は話者の息子がいつも食べたいと言っているラ
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ーメンのことを指している。この点で、先行文脈に指示対象となるものがあるソ系およびコ系の名

詞修飾指示詞とは異なる。 

以下の例（81）～（83）は「ド」から始まる疑問詞のうち、名詞を修飾できる疑問詞（「どんな」

「どういう」）が「感」に前接する実例である。BCCWJ ではこのような疑問詞が「感」に前接す

る実例が見つからなかったため、以下はすべて書籍やインターネット上から採取した実例である。 

 

（81） ときには「ちょっと違うな」と違和感を覚えること。どんな“感”であったとしても、自

分の気持ちをちゃんと感じていないと、相手の気持ちを感じることはできません。 

（『ハイブランド企業に学ぶ仕事が変わる「感性」の磨き方』） 

 

（82） ＜おからで作ったハンバーグについて＞ 

普通のハンバーグに比べて、ふっくらやわらかいハンバーグに、パイナップルの甘酸っぱいソ

ースが良く合う。「普通のハンバーグとは違う？」感はあるけど、おから感（・・・ってどん

な感？）はしない。 

（ブログ『さぽつぴ日記』料理に関する記事） 

http://blog.goo.ne.jp/sapotsupi2005/e/f43152e22f9d5eda68b879606b012942 

（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（83） ＜敗兵を置き去りにして、江戸に戻ってしまった徳川慶喜について＞ 

言葉をきびしくすれば、「敵前逃亡」である。部下がこういうトップにどういう感を抱くか、

聞くまでもないことだ。 

（ブログ『明治維新の記録』徳川慶喜の帝王学に関する記事） 

http://ktymtskz.my.coocan.jp/denki2/yosinobu.htm（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（81）（82）は「どんな」、例（83）は「どういう」が「感」に前接している。通常、こ

のような疑問詞を用いた疑問文では、相手に対して情報を要求する性質を持つが（日本記述文法

研究会 2003）、上の例（81）～（83）では会話の聞き手に対する情報要求の質問として用いられ

ていない。例（81）では「どんな“感”であったとしても」という譲歩の表現で用いられており、

例（82）では「どんな感？」が自己への問いかけで用いられている。例（83）は「部下がこうい

うトップにどういう感を抱くか」という疑問節を形成し、間接疑問文として用いられている。 

実際に、以下の例（84）のように「疑問詞＋感」を会話の聞き手に対する質問で用いると不自

然になる。 

 

（84） ＜話題になっている映画について＞ 

A：ねえ、昨日あの映画見てきたんだけど、あれもう見た？ 

B：見たいとは思ってたんだけど、まだ見てなくて。｛*どんな感／どんな感じ｝だった？ 

A：うーん、なんかみんなが言うほどおもしろくなかったかなー。 

 

 上の例（84）のように、「どんな感じ」で映画の感想を尋ねることはできるが、「どんな感」は

聞き手に対する情報要求の質問では用いられにくいように思われる。 
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 このように、会話における聞き手への情報要求の質問として、「疑問詞＋感」は用いられにくい

ように思われるが、以下の例（85）は、情報要求の質問としての「疑問詞＋感」が用いられた実

例である。 

 

（85） ＜特別支援学校に通う子ども達が作った五感で楽しむ作品展の名前＞ 

バリアコンシャス プロジェクト！～あなたはどの「感」で楽しむ？～ 

（「キッズ・アート『Viewing＋創 』in ヒロロ」ホームページ） 

http://www.hirorosquare.jp/event_detail.html?eid=8670&ym=201612 

（2017 年 11 月 30 日閲覧） 

 

 上の例（85）では、五感で楽しむ作品展の広告の中で、その広告の読み手に対する情報要求の

質問を行っている。ただし、ここでは、「どの「感」」という表現が広告の中でキャッチコピー的に

用いられており、その点で会話において情報要求を行うタイプの質問文とは異なる。 

 このように、連体詞のうち、「コソアド」が「感」に前接する場合は、ソ系、コ系、ア系のいず

れの名詞修飾指示詞および疑問詞も前接するものの、それぞれに特徴が見られる。ソ系の名詞修

飾指示詞はレジスターを問わず広く用いられ、「感」の内容は先行文脈で示されている。コ系の名

詞修飾指示詞は、ソ系の名詞修飾指示詞ほど広く使用が見られないものの、書籍などの書き言葉

や国会答弁などの話し言葉でも用いられる。また、ソ系の名詞修飾指示詞と同様に「感」の内容は

先行文脈で示されている。ア系の名詞修飾指示詞は書籍や国会答弁などでも実例が見られず、イ

ンターネット上での実例も非常に少ない。また、ア系の名詞修飾指示詞は先行文脈というよりも

むしろ特定の事物を指しており、「ア系の名詞修飾指示詞＋感」という形式が話し手と聞き手との

間で同定可能な特定の事物の感じを指しているのではないかと考えられる。「疑問詞＋感」は、実

例を見る限り、会話において相手に対する情報要求を行うという本来的な用法で用いられるので

はなく、自己への問いかけ、譲歩表現、間接疑問文などで用いられるということがわかる。 

 一方、「コソアド」以外の連体詞が「感」に前接する実例には以下の例（86）（87）がある。指

示詞以外の連体詞が「感」に前接する実例は BCCWJ には見られなかったため、以下の例はいず

れも書籍およびインターネット上で採取した実例である。 

 

（86） 金利が低下するプロセスについては経済的なファンダメンタルに基づいたアプローチが

あるのに、マイナスになる瞬間に他の力が働いて全く別物のように扱うのもそれはそれでお

かしな感がある。 

（『マイナス金利―ハイパー・インフレよりも怖い日本経済の末路』） 

 

（87） ＜NHK 大河ドラマ『龍馬伝』第 34 回での密航を企てる長次郎について＞ 

［……］でも、その大それた感がなんか実感出来なくて（理解出来なくて）、この暑さの疲れ

と北海道帰省の疲れでボケちゃっているのかなーとか思って見ておりました。 

（ブログ『Cafe Tsumire』大河ドラマの感想に関する記事） 

http://kiritani.blog4.fc2.com/blog-date-201008.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 
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 例（86）は連体詞「おかしな」が「感」に前接しており、例（87）では連体詞「大それた」が

「感」に前接している。「おかしな感」は外形的に「～な＋感」と同じ構文に見えるが、「おかし

な」は連体詞であるため、「連体詞＋感」に含める。 

 以上、3.5 節をまとめると、「連体詞＋感」という構文をとる場合には、名詞修飾指示詞や疑問

詞が「感」に前接する場合と、「おかしな」「大それた」といった連体詞が「感」に前接する場合が

あるということがわかる。 

 

3.6. 「動詞節＋感」 

 このタイプは動詞節が「感」に前接するもので、いわゆる連体修飾節が名詞「感」を修飾してい

る。BCCWJ では、このような構文をとる実例が 384 件見られる。内訳は、動詞の「ル形」が接

続する実例（例（88）（89））が 103 件、「タ形」が接続する実例（例（90））が 281 件であった。 

 

（88） これらの夢体験に続いて承久二年（千二百二十）、明恵の夢は爆発的に発展し、頂点に達

する感があるが、その一年前に見たと推定される、短いが重要な夢を次に示す。 

（サンプル ID：LBb1_00014『明恵夢を生きる』） 

 

（89） 障害者問題がどうも厚生省に押しやられてしまっている感が否めないわけでございます。 

（サンプル ID：OM51_00003 国会議事録 第 136 回国会） 

 

（90） 活気に満ちてはいるが、粗暴な男の世界が忽然と現れた感があった。 

（サンプル ID：PB49_00213『義経の征旗』） 

 

 例（88）～（90）はそれぞれ「頂点に達する」「障害者問題がどうも厚生省に押しやられてしま

っている」「粗暴な男の世界が忽然と現れた」という動詞節が「感」に前接している。 

 

3.7. 「形容詞節＋感」 

 このタイプは形容詞節が「感」に前接するものである。BCCWJ では以下の例（91）（92）の 2

件が見られる。 

 

（91） 県民の暮らしにかかわる部分に大ナタが振るわれる半面、無駄な事業見直しなど行財政

改革のスピードが遅い感は否めない。 

（サンプル ID：PN5o_00010『琉球新報』2005 年 1 月 27 日付朝刊） 

 

（92） ついに、WCCF07−08 開幕？ついにって事はないか。。むしろ早い感すらある。。 

（サンプル ID：OY14_44653 Yahoo!ブログ） 

 

 上の例（91）（92）ではそれぞれ「行財政改革のスピードが遅い」「むしろ早い」という形容詞

節が「感」を修飾している。ただし、例（92）では副詞「むしろ」が述語「ある」を修飾してい

るとも考えられ、その場合は「早い感」という形式になり、3.3 節で取り上げた「イ形容詞＋感」

（例（64）「奥ゆかしい感」など）と同じ構造である。 
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3.8. 「引用節＋感」 

このタイプは引用節が「感」に前接する。本節では「感」に前接する 3 種類の引用節（「という

節」「との節」「ような節」「みたいな節」）の実例を見ていく。 

 

①「という節＋感」 

 「という節」が「感」に前接する例には以下のようなものがある（例（93）～（95））20。BCCWJ

では、「という節」が「感」に前接する実例が 68 件見つかり、そのうちの 52 件が「という」を

介して、16 件が「といった」を介して節が「感」に前接している実例である。 

 

（93） 良くも悪くも、十八歳になった息子を前に「子育て」という事業は基礎工事を終了したと

いう感がある。 

（サンプル ID：Bq3_00014『子離れ宣言』） 

 

（94） 三重野さんは、体重こそヘビー級ではありませんが、BOOCS21の理解に関しては、駿足

で一気に山の頂上近くにまでかけ上ったという感があります。 

（サンプル ID：LBm4_00003『BOOCS―至福のダイエット革命』） 

 

（95） ［……］北海道では、冬への備えの時期である秋をほとんど経ることなく、夏の天候が突

然出し抜けに冬の天候に変わるといった感がする。 

（サンプル ID：PB39_00399『国木田独歩空知川の岸辺で』） 

 

 上の例（93）（94）ではそれぞれ「基礎工事を終了した」「駿足で一気に山の頂上近くにまでか

け上った」という節が「という」を介して、例（95）では「夏の天候が突然出し抜けに冬の天候

に変わる」という節が「といった」を介して「感」に前接している。 

 

②「との節＋感」 

 「との節」が「感」に前接する実例には以下のようなものがある（例（96）（97））。BCCWJ で

は「との節」が「感」に前接する実例が 13 件見つかった。 

 

（96） 住んでいる人にお聞きしたら、大正 7〜8 年（千九百十八〜千九百十九）に建てられたそ

うで、玄関、ドアや窓は改築してありますが、2 階建ての木造建築で、建物全体が水色の美し

い容姿の家で「町中でよく残っていた」との感に打たれました。 

（例（13）を再掲） 

 

 
20 「という」が「感」に前接する場合、「という」に前接するのは基本的に節である。しかし、BCCWJ では、

「チョコレートをつまみながら夜更けに二人で飲むシャンパン、という感がある。」（サンプル ID：LBl2_00033

『イタリアおいしい物語』）のように、修飾要素を伴う名詞句が「という」を介して「感」に前接する例も一部

見られた。 
21 「BOOCS」とは「Brain Oriented Oneself Control System（脳を目指した自己調整システム）」のことであ

る（https://www. boocsclinic.com/fukuoka/s-boocs/index.html 2017 年 12 月 7 日閲覧）。 
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（97） 「［……］そしてその責任をとるべきときが来たのだとの感が深く、とるべき責任は素直

にとりたく思います」 

（サンプル ID：LBa2_00012『昭和史への一証言』） 

 

上の例（96）（97）はそれぞれ「町中でよく残っていた」「その責任をとるべきときが来たのだ」

という節が「との」を介して「感」に前接している。 

 

③「ような節＋感」 

 「ような節」が「感」に前接する実例には以下のようなものがある（例（98）（99））。BCCWJ

では、「ような節」が「感」に前接する実例が 14 件見つかった。 

 

（98） 多数の児童は一見日本化したような感があるが、教育の効果は極めて少ない。 

（サンプル ID：LBo8_00011『大東亜共栄圏と日本語』） 

 

（99） 残念ながら都市としてのピークが、昭和四十年代に過ぎてしまったような感があります。 

（サンプル ID：OC05_00775 Yahoo!知恵袋） 

 

上の例（98）（99）はそれぞれ「一見日本化した」「都市としてのピークが、昭和四十年代に過

ぎてしまった」という節が「ような」を介して「感」に前接している。 

 

④「みたいな節＋感」 

 「みたいな節」が「感」に前接する例には以下のようなものがある（例（100））。BCCWJ では

1 件の実例のみが該当した。 

 

（100） 出産されて 7 ヶ月ですか・・その頃になると、もう産後の肥立ちが悪いんじゃないでし

ょ、みたいな感で言われますよね。 

（サンプル ID：OC10_01931 Yahoo!知恵袋） 

 

上の例（100）では、「もう産後の肥立ちが悪いんじゃないでしょ、みたいな」という節が「感」

に前接している。 

 

3.9. 「句・文＋の＋感」 

このタイプは、「句＋の＋感」という構文をとるもの、および「疑問節＋の＋感（～かの感）」

という構文をとるものが挙げられる。 

以下の例（63）～（65）のように、「句＋の＋感」となる場合は前接要素に立つものに様々なバ

リエーションが見られる。このような「句＋の＋感」という構文をとる実例は BCCWJ で 43 件

見つかった。 

 

（101） 教師も生徒も模索しながらの毎日の感があったが、日々、創り出す楽しさがあった。 

（サンプル ID：Be9_00047『ヒロシマ花物語』） 



32 

 

（102） 「出たとこ勝負のインタビュー」の感がある、私のやり方ですけれど、これに似た話を

『下町の玉三郎』こと梅沢富美男さんと、座長の兄、武生さん兄弟から、うかがったことがあ

ります。 

（サンプル ID：OB2X_00145『女の器量はことばしだい』） 

 

（103） １匹ずつ捕らえる釣りでの「撲滅」作戦では、焼け石に水の感が強い。 

（サンプル ID：LBr5_00027『保全と再生に挑む人びと』） 

 

 上の例（101）では「模索しながらの毎日」という名詞句が、例（102）では引用記号の「」に

囲まれた「出たとこ勝負のインタビュー」という話者が作ったフレーズが、例（103）ではことわ

ざである「焼け石に水」という名詞句が、それぞれ「の」を介して「感」に前接している。助詞

「の」を介して句が「感」に前接する場合は、通常の名詞句、話者が作ったフレーズ、ことわざな

ど様々な要素が前接要素になり得ることがわかる。 

疑問節が助詞「の」を介して「感」に前接するものには以下の例（104）（105）がある。 

 

（104） この反対意見は、今後も引きつづいて、平沢氏を監獄に閉じ込めておくための法的根拠

として案出されたかの感がある。 

（例（28）を再掲） 

 

（105） 富士信仰が盛んになって、登山者が多くなるにつれて、大宮と吉田との感情問題は、いよ

いよその溝を深くしたかの感があった。 

（サンプル ID：LBb9_00067『武田信玄』） 

 

 上の例（104）（105）ではそれぞれ「平沢氏を監獄に閉じ込めておくための法的根拠として案出

されたか」「いよいよその溝を深くしたか」という疑問節が助詞「の」を介して「感」に前接して

いる。「という節」「との節」などの引用節だけでなく、自立語として用いられる「感」では疑問節

が助詞「の」を介して前接するという形式的特徴もあると言える。 

  

以上、3.1 節から 3.9 節をまとめると、自立語として用いられる「感」の形式的特徴としては、

慣用的な表現で用いられ、何の要素も前接しない場合、および「～の」「～な」「連体詞」「動詞節」

「形容詞節」「引用節」「句＋の」「疑問節＋の」といった要素が前接する場合があるということが

わかる。 

本研究では、先行研究で分析されていなかった点として、自立語としての「感」に何の要素も前

接しない場合には、具体的に「感無量」「感極まる」「感に入る」「感に打たれる」「感に堪えない」

というような共起語の制約が見られるということ、ソ系以外の名詞修飾指示詞も「感」に前接する

場合があること、また、先行研究で指摘されていた前接する節のタイプ以外にも、「疑問節＋の＋

節」が「感」に前接する場合もあるということが明らかになった。 
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第 4 章 形式的特徴の分析（2）：語・句が直接前接する「感」 

 

第 4 章および第 5 章では、研究対象②の種々の要素が直接前接する「感」について、その形式

的な特徴の分析を行う。第 4 章では「感」に「語・句」が前接する場合について取り上げ、第 5 章

では「節・文」が前接する場合について分析を行う。以下では、「感」に前接する語の品詞に着目

して実例を見ていく。 

 

4.1. 「名詞＋感」 

「名詞＋感」という形式には様々な種類があるが、以下の表 4 の順にその実例を見ていく。第

一に語構成の観点から「単純語の名詞＋感」「複合名詞＋感」「派生名詞＋感」の実例について見

ていく。第二に普通名詞以外の名詞が「感」に前接するものとして、「固有名詞＋感」、「代名詞＋

感」、「数量名詞＋感」などの実例を見ていく。第三に「名詞句＋感」の実例を見ていく。このう

ち、「単純語の名詞＋感」および「複合名詞＋感」に関しては BCCWJ で実例（16,247 件）が見

られたが、それ以外の前接要素に関しては BCCWJ では実例が見られなかったため、書籍や新聞、

インターネット上から採取した実例を示す。 

 

表 4 「感」に前接する「名詞」の種類 

前接要素 実例 

単純語の名詞 使命感、宇宙感、卵感、アルコール感 

複合名詞 
政権交代感、花々感、下り坂感、危険人物感、ふんわりカール感、 

虫食い感、うれし泣き感、ポイ捨て感 

派生名詞 超満員感、ご臨終感、王子様感、洋食屋感、厚み感 

固有名詞 マッカートニー感、大阪感、ソニー感、SMAP 感 

代名詞 わたし感、あなた感、彼ら感、何感、どこ感 

数量名詞 26 歳感、一人感 

名詞句 防水層の受け皿感、素敵なプレゼント感、炊いた米感 

 

4.1.1. 「単純語の名詞＋感」 

 以下の例（106）は「単純語の名詞＋感」の実例である。 

 

（106） 前もって彫り込まれた使命感や正義感などと連鎖し、照応増殖させて、有り剰る確信に

固まっているだけに、己れの暴力行為に疑いがない。 

（サンプル ID：PB39_00069『聖コシャマイン』） 

 

 上の例（106）では「使命」「正義」といった名詞が「感」に前接し、複合語を形成している。

「使命」「正義」は漢語であり、「使命感」「正義感」のような「漢語名詞＋感」という構成の複合

語「～感」は辞書に見出し語として採用されていることが多く、比較的安定した用法である。 

一方で、同じ「漢語名詞＋感」であっても、辞書には立項されていない複合語「～感」の実例も

見られる（例（107））。林（1982）は、その場限りで作られてすぐ消えていく単語を「臨時一語」



34 

 

と呼んでおり、このような臨時一語的な「～感」の実例については、インターネット上のブログや

BCCWJ の特定のレジスター（「Yahoo!ブログ」「Yahoo!知恵袋」「雑誌」など）で見られる。 

 

（107） ＜小笠原諸島での情景について＞ 

何と言っても、360 度に広がって感じられる地球感、宇宙感が思い出深くて。 

（例（19）を再掲） 

 

 上の例（107）では「地球」「宇宙」という漢語名詞が「感」に前接して複合語を形成している

が、「地球感」「宇宙感」という見出し語は辞書に掲載されておらず、臨時的に作られた語であると

言える。ここでは、「地球感」「宇宙感」とは、地球や宇宙を感じられるような壮大な感じを表して

いると思われる。 

 このような臨時的に作られた「～感」は他にも例（108）（109）のようなものが見られる。 

 

（108） ふわふわ感があって、中の卵感の強いカスタードクリームもまろやかで美味しいです 

（サンプル ID：OY03_06596 Yahoo!ブログ） 

 

（109） そして、シュールストレーミングの臭さのせいでウォッカの強いアルコール感も中和さ

れ、クイッと楽に呑めてしまいます。 

（サンプル ID：OY03_04706 Yahoo!ブログ） 

 

 例（108）（109）はそれぞれ「卵」「アルコール」といった名詞が「感」に前接して複合語を形

成している。しかし、「卵感」「アルコール感」はいずれも辞書に立項されていない。辞書に立項さ

れている複合語「～感」の前項は主に漢語であったのに対して、「卵感」「アルコール感」の前項は

それぞれ和語、外来語であり、臨時的に作られた複合語「～感」に前接する名詞の語種は漢語以外

も立ち得ることがわかる。このように、「感」は様々な語種の名詞に接続し、臨時的な複合語「～

感」を作り上げるということがわかる。 

 

4.1.2. 「複合名詞＋感」 

 複合名詞が「感」に前接する実例も見られる。複合名詞は、「［名詞＋名詞］型」（「政権交代」）、

「［動詞＋名詞］型」（「下り坂」）、「［形容詞＋名詞］型」（「近道」）、「［副詞＋名詞］型」（「ふんわ

りカール」）、「［動詞＋動詞］型」（「勝ち負け」）、「［名詞＋動詞］型」（「虫食い」）、「［形容詞＋動

詞］型」（「うれし泣き」）、「［副詞＋動詞］型」（「ポイ捨て」）の 8 つのタイプがある（日本語記述

文法研究会 2010）。以下、これらのタイプの複合名詞が「感」に前接する実例を見ていく。 

 以下の例（110）～（112）は［名詞＋名詞］型の複合動詞が「感」に前接する実例である。 

 

（110） ＜橋本内閣から小泉内閣までの自民党の歴史を振り返って＞ 

このように、信念の異なる首相の登場により国民に一種の政権交代感を演出させる事によっ

て、自民党はこれだけ長く政権を維持してきたのではないでしょうか？ 

（ブログ『意志あるところに道は開く』自民党の政権交代に関する記事） 

http://kiracchi-serendipity.sblo.jp/category/715817-1.html（2017 年 3 月 29 日閲覧） 
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（111） ＜家庭用プラネタリウムを使って部屋に投影された星空について＞ 

星座の形がはっきり分かると、ぐっと「天体観測」感が増してきますね。 

（高校生の進路選択サポートサイト『進路のミカタ－マイナビ』天文学に関する記事） 

https://mikata.shingaku.mynavi.jp/article/4452/（2017 年 3 月 29 日閲覧） 

 

（112） ＜新しく購入した香水の香りについて＞ 

でも、私の嫌いなすごい花々感もないですし（笑）そこまで甘々という訳ではありません。 

（ブログ『ゆずあめと仔猫としゃぼん玉』化粧品に関する記事） 

http://blog.livedoor.jp/azure_swallowtail/archives/2009-02.html（2017 年 3 月 29 日閲覧） 

 

例（110）の「政権交代」、例（111）の「天体観測」、例（112）の「花々」はいずれも［名詞＋

名詞］型の複合名詞である。また、例（112）の「花々」は畳語であり、畳語も「感」に前接する

ことが可能であるということがわかる。 

 以下の例（113）（114）は［動詞＋名詞］型の複合名詞が「感」に前接する実例である。 

 

（113） ＜上り坂や下り坂を走る時のポイントについて＞ 

しかし、多分、何時でも、何処でも一定の下り坂感を感じる走り方の方が、気持ちよくそして

省エネルギーに走ることができるのではなかろうか。 

（ブログ『本音で自分を鍛える』マラソンに関する記事） 

http://honmayuuzou.seesaa.net/archives/200903-1.html（2017 年 2 月 26 日閲覧） 

 

（114） ＜最近のホラー映画について＞ 

今 DVD とかで出てる本作って、『デモンズ』もそうなんだけど、画質が良くなってるから作

り物感バリバリで、これは映画ですよ・エンタテインメントですよ感濃厚で、それが興醒めで

残念なんだけど。 

（ブログ『ふりむけば空は青』ホラー映画に関する記事） 

https://blogs.yahoo.co.jp/a31986507/37671096.html（2017 年 3 月 1 日） 

 

 上の例（113）の「下り坂」、例（114）の「作り物」は［動詞＋名詞］型の複合名詞である。 

 以下の例（115）（116）は［形容詞＋名詞］型の複合名詞が「感」に前接する実例である。 

 

（115） ＜海岸線のルートと比較した山道のルートについて＞ 

約 170 キロくらいで、距離は短くなりますが景色は単調（山郷）です。さらにカーブも多く

なるので、特に近道感はありません。 

（Yahoo!知恵袋）https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1343788538 

（2017 年 2 月 26 日閲覧） 

 

（116） ＜漫画『ONE PIECE』のキャラクターについて＞ 

サンジくんに関してはそこんとこ信頼感あるんですけど、ルフィは何しでかすかわからない危

険人物感あるので…。 
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（ブログ『ユガラボ』少年漫画の感想に関するブログ） 

http://yugalab.sakura.ne.jp/archives/11348（2017 年 3 月 29 日閲覧） 

 

 上の例（115）の「近道」は［形容詞（イ形容詞）＋名詞］型、例（116）の「危険人物」は［形

容詞（ナ形容詞）＋名詞］型の複合名詞である。 

以下の例（117）は［副詞＋名詞］型の複合名詞が「感」に前接する実例である。 

 

（117） ＜成人式でのヘアスタイルについて＞ 

ふんわりカール感と今流行の編みこみがポイント！スッキリ感とカールのふんわり感で少し

ゴージャスに・・・ 

（美容室『ZA／ZA』店舗ホームページ） 

http://zaza-j.com/hairstyle/449.html（2017 年 3 月 31 日閲覧） 

 

 上の例（117）の「ふんわりカール」は［副詞＋名詞］型の複合名詞である。 

 以下の例（118）は、［動詞＋動詞］型の複合名詞が「感」に前接する実例である。 

 

（118） ＜「新聞広告クリエーティブコンテスト」最優秀賞への審査員コメント＞ 

最優秀賞は、そういう「しあわせ」そのもの矛盾感、勝ち負け感を観る者の喉もとに突きつけ

るような作品だった。 

（日本新聞協会『新聞広告データアーカイブ』） 

http://www.pressnet.or.jp/adarc/adc/2013.html（2017 年 11 月 26 日閲覧） 

 

 上の例（118）の「勝ち負け」は［動詞＋動詞］型の複合名詞である。 

以下の例（119）は［名詞＋動詞］型」の複合名詞が「感」に前接する実例である。 

 

（119） ＜観葉植物シマネトリコについて＞ 

クチナシと同様にスズメガの幼虫がつくのだが、どういうわけか全く虫食い感がない。 

（ブログ『ヘーベルハウスで建てる家』観葉植物に関する記事） 

http://hebelhaus.blog.so-net.ne.jp/archive/c2303665154-7（2017 年 3 月 29 日閲覧） 

 

 上の例（119）の「虫食い」は［名詞＋動詞］型の複合名詞である。 

 以下の例（120）は［形容詞＋動詞］型の複合名詞が「感」に前接する実例である。 

 

（120） ＜歌手「TM NETWORK」の楽曲について＞ 

この楽しくなる感と､うれし泣き感は､なんなんだろう！ 

（ブログ『CRAWL ONLINE』歌の感想に関する記事） 

http://crawlonline.jp/pages/user/m/article?article_id=140852343（2017 年 3 月 29 日閲覧） 

 

 上の例（120）の「うれし泣き」は［形容詞＋動詞］型の複合名詞である。 

 以下の例（121）は［副詞＋動詞］型の複合名詞が「感」に前接する実例である。 
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（121） ＜メイクで使うパフについて＞ 

大量にパフが入っているお求めやすい値段のものを買って毎日使って捨てるという提案もあ

りますが、なんだかポイ捨て感に気が引けてしまうので、私はパフを一週間に一度は必ず洗

い、大切に使います。 

（『日本すっぴん協会』ホームページ） 

http://suppin.info/column/shizukaokamoto/president-column-2（2017 年 3 月 29 日閲覧） 

 

上の例（121）の「ポイ捨て」は［副詞＋動詞］型の複合名詞である。 

 このように、様々な複合名詞が「感」が前接した「～感」があるということがわかる。 

 

4.1.3. 「派生名詞＋感」 

 接頭辞あるいは接尾辞と自由形態素の組み合わせによって形成された名詞が派生名詞である。

以下、派生名詞に「感」が接続する実例を見ていく。 

 以下の例（122）（123）は接頭辞による派生名詞に「感」が接続した実例である。 

 

（122） ＜イベント会場の説明＞ 

東急池上線蓮沼駅より徒歩 3 分のトコロにある、小さな小さな、本当に小さなイベントスペ

ースです。10 人から 15 人くらいで超満員感満載なホットでほっとする雰囲気かと。 

（イベントスペース『TransitCafe☀Colors』ホームページ） 

https://colors-tokyo.jimdo.com/transitcafe-colors/（2017 年 3 月 31 日閲覧） 

 

（123） ＜現在使っているパソコンの不具合について＞ 

どうもご臨終感がします。全データを救出は私の力ではどうにもならないのですが、とりあえ

ず「ホントウに大事なデータ」（自分のかいた絵・住所録等）のみ救出場所に移動中。 

（ブログ『ももりんにっき』パソコンに関する記事）

http://d.hatena.ne.jp/kariyu/20091120（2017 年 3 月 31 日閲覧） 

 

例（122）は名詞「満員」に接頭辞「超」がついてできあがった派生名詞「超満員」が、例（123）

は名詞「臨終」に接頭辞「ご」がついてできあがった派生名詞「ご臨終」がそれぞれ「感」に前接

している。 

一方、以下の例（124）～（126）は接尾辞による派生名詞に「感」が接続している実例である。 

 

（124） ＜映画の中で自身が演じる役（千秋）の見どころについて＞ 

そして「是非、千秋の王子様感に“少しの違和感”を感じながら観て頂けると嬉しいです」と

呼びかけた。 

（『モデルプレス』ニュース記事） 

https://mdpr.jp/news/detail/1631520（2017 年 3 月 31 日閲覧） 

 

（125） ＜手作りハンバーグやカツにこだわる洋食店について＞ 

すべて手作りにこだわる昔ながらの洋食屋感。 
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（ブログ『アキバランチ』洋食店に関する記事） 

http://akibalunch.hatenablog.com/entry/2015/08/27/113222（2017 年 3 月 31 日閲覧） 

 

（126） ＜パッケージ用紙の商品紹介＞ 

「しっかりした厚み感と、適度な硬さ」をコンセプトにした、これまでありそうでなかったパ

ッケージ用紙です。 

（『平和紙業株式会社』ホームページ） 

http://www.heiwapaper.co.jp/products/details/1301260.html（2017 年 3 月 31 日閲覧） 

 

 上の例（124）は名詞「王子」に接尾辞「様」が添加して形成された派生名詞「王子様」が、例

（125）は名詞「洋食」に接尾辞「屋」が添加して形成された派生名詞「洋食屋」が、例（126）

は形容詞語幹「厚」に接尾辞「み」が添加して形成された派生名詞「厚み」がそれぞれ「感」に前

接している。 

 以上、4.1.1 節～4.1.3 節をまとめると、「名詞」が接続する「感」については、単純語の名詞、

複合名詞、派生名詞のいずれにも「感」が接続するということがわかる。 

 

4.1.4. 「固有名詞＋感」 

 上で見てきた実例の「～感」の前部要素は普通名詞であったが、名詞には普通名詞の他に、固有

名詞、代名詞、数量名詞などがある。これらの名詞に「感」が接続する実例を見ていく。 

 以下の例（127）～（131）は固有名詞に「感」が接続する実例である。以下の例（127）では、

人名である「マッカートニー」22に「感」が接続している。 

 

（127） タイトルがそのまま歌詞でありワンフレーズだけの曲なのですがマッカートニー感ぎっ

しりアレンジの佳曲です。 

（サンプル ID：OY14_17458 Yahoo!ブログ） 

  

以下の例（128）は、地名である「大阪」に「感」が接続している実例である。 

 

（128） ＜Yahoo!知恵袋での質問＞ 

大阪駅や梅田の方に大阪感のある服など売っている店はありますか？たとえば、くいだおれ

太郎の絵が入っているようなやつです 

（Yahoo!知恵袋）https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14177758684 

（2017 年 11 月 27 日閲覧） 

 

 以下の例（129）では企業名である「ソニー」が「感」に前接している。 

 

（129） ＜ソニー製のカメラの互換バッテリーについて＞ 

全く、ソニー感の無いパッケージングです。それはそうですね。互換品ですから。型番もシー

ルで後付け感満載です。 

 
22 「マッカートニー」とは、イギリスのミュージシャン「ポール・マッカートニー」のことである。 
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（ブログ『自ガ』カメラに関する記事） 

https://blog.motop3j.net/archives/194（2017 年 5 月 28 日閲覧） 

 

 以下の例（130）では作品名である『吾輩は猫である』が「感」に前接している。 

 

（130） ＜ドラマ『夏目家どろぼう綺談』の感想＞ 

その結果、シナリオではロクのモノローグだった箇所がドラマでは、上記のように猫のモノロ

ーグに変更。まぁ、コレは良い改善点だったかと。『吾輩は猫である』感が凄く良くでていま

した。 

（ブログ『吾輩は大抵ペテン師である。』シナリオに関する記事） 

https://ameblo.jp/taitei-petenshi/entry-12115674822.html（2017 年 2 月 27 日閲覧） 

 

以下の例（131）はグループ名である「SMAP」が「感」に前接している。 

 

（131） ＜グループ解散後にテレビ出演をした元 SMAP のメンバー3 人について＞ 

10 月 4 日に放送された「おじゃ MAP！！スペシャル」（フジテレビ系）にて、草なぎと香取

の 2人が「SMAP感」を醸し出した直後だっただけに、「3人並ぶとますます SMAP感ある！」

とファンの間で大反響になっている。 

（徳間書店ニュースサイト『アサジョ』SMAP に関する記事） 

http://asajo.jp/excerpt/38816（2017 年 11 月 27 日閲覧） 

 

 このように、固有名詞が「感」に前接する場合は、「人名」「地名」「企業名」「作品名」「グルー

プ名」など様々な固有名詞が前接要素に立ち得ることがわかる。 

 

4.1.5. 「代名詞＋感」 

 代名詞（人称代名詞、指示代名詞、疑問代名詞）が「感」に前接する実例は以下の例（132）～

（139）である。BCCWJ では代名詞が「感」に前接する実例は見られなかったため、以下の実例

はすべてインターネット上から採取した実例である。以下の例（132）～（134）はそれぞれ人称

代名詞「わたし」「あなた」「彼ら」が「感」に前接する実例である。 

 

（132） ＜インターネットの普及によって誰もが発言力を持てるようになったことについて＞ 

多くの人の眼にふれる発信をする人は、それまでよりも「わたし感」が増しているのでは無い

だろうか？その他大勢とか、大衆とか、そういうひとくくりから一つ抜け出し、「これがわた

し」感を持つ様になったのが IT の革命性だと感じる。 

（ブログ『いろとかたち』メディアに関する記事） 

http://yahama.exblog.jp/27376761/（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

上の例（132）では、「わたし感」の「わたし」が指すものはこのブログの筆者自身ではない。

インターネット上で発信する内容について、発信者自身がそこから感じる自分らしさを「わたし

感」と呼んでいるのだと思われる。 
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（133） ＜誰にでも当てはまる文章と読み手が自分のことだと感じるような文章を比較して＞ 

後者の方が“あなた感”がありますよね？こっちの方が断然、臨場感があってココロに刺さり

ます。 

（ブログ『小林's ブログ』メールマガジンの書き方に関する記事） 

http://hiyosi-web.jp/wp/170727_anata（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

上の例（133）では、誰にでも当てはまるような文章ではなく、読み手に自分のことだと感じさ

せるような文章について、その様相を「あなた感」と表現している。ここでは、「あなた」はこの

メールマガジンに書かれた文章を読んだ個人のことを指しているのだと思われる。 

 

（134） ＜『奥田民生』の楽曲を様々なアーティストがカバーしたアルバムを聞いた感想＞ 

あとさすがだなーーと思ったのは THE COLLECTORS と Theatre Brook。ちゃんと彼ら感

が出ていて最高にかっこいい！彼ら感が出まくりすぎて笑えたのがGLAYとCHEMISTRY。

あそこまで自分たちを押し出せるのはすごい。 

（ブログ『キューティクルハニー』カバー曲に関する記事） 

http://blog.livedoor.jp/annie_s/archives/50997853.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（134）では、「彼ら」が指しているものは、「奥田民生」の楽曲をカバーした「THE 

COLLECTORS」「Theatre Brook」「GLAY」「CHEMISTRY」といった別のグループのことであ

る。これらのグループの楽曲によく見られる歌い方の特徴などが、このカバー曲からも感じられ、

その感じを「彼ら感」と呼んでいるのだと思われる。 

 以下の例（135）（136）は、指示代名詞「そこ」「これ」が「感」に前接する実例であるが、こ

れは語としての指示代名詞ではなく、指示代名詞を含む文が「感」に前接しているものであると考

えられる。文が「感」に前接する実例については、後述の第 5 章で詳しく取り上げる。 

 

（135） ＜山梨県中央市福祉課の挨拶文＞ 

2 月 4 日は二十四節気の「立春」ですね。まだまだ寒さの厳しいこの時期ですが、日脚も長く

なり春はすぐそこ感はありますね。 

（『山梨県中央市』ホームページ） 

http://www.city.chuo.yamanashi.jp/blog/index.php?id=451（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（136） ＜馴染み深い「カップ焼きそば」のランキング結果＞ 

「関東の焼きそばと言えばこれ！」感が強いペヤングソース焼きそば。惜しくも総合 2 位と

いう結果に。 

（アンケート集計サイト『みんなの声』） 

https://vote.smt.docomo.ne.jp/life/column/2060（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

上の例（135）では「春はすぐそこ」という文が「感」に前接し、例（136）では「関東の焼き

そばと言えばこれ！」という文が「感」に前接している。文末に指示代名詞が現れる文に接続する

「感」の実例は見られたが、指示代名詞単独で「感」に前接する実例は見当たらなかった。 
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 以下の例（137）（138）は、疑問代名詞が「感」に前接する実例である。 

 

（137） ＜Yahoo!知恵袋での質問（「寂寥感」という語について）＞ 

寂しい気持ちのこと、○○感って言いますよね？何感でしたか？ 

（Yahoo!知恵袋） 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1251633132（2017年 12月 2日閲覧） 

 

（138） ＜離人症で生じる心身の分離体験について＞ 

身体所有感が低下して自己と身体の分離が生じる点は両者とも似ていますが、「どこ」に自分

がいるかをはっきり感じられるか否かでは違っています。この「どこ感」まで突っ込んで議論

できると、タイトル通りに刺激的なシンポになりそうです。 

（身体性に関する学術情報サイト『Embodied Approach』） 

http://embodiedapproachj.blogspot.jp/2017/04/blog-post_26.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

上の例（137）（138）では、それぞれ「何」「どこ」という疑問代名詞が「感」に前接している。

また、疑問代名詞ではないが、同じく疑問詞である「なぜ」に「感」が前接する実例も見られる

（例（139））。 

 

（139） ＜昔流行したものについて＞ 

当時は大流行したのに、時間がたつと「なぜ、そんなものがはやったのか分からない」なんて

ことがあります。特に若い世代にとっては「なぜ？」感は大きくなりますね。 

（『ライブドアニュース』ブームに関する記事） 

http://news.livedoor.com/article/detail/11104855/（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 このように、代名詞が「感」に前接する場合には、人称代名詞、疑問代名詞が前部要素に立ち得

るということがわかる。また、指示代名詞に関しては単独では「感」に前接しないようである。 

 

4.1.6. 「数量名詞＋感」 

 以下の例（140）～（142）は数量名詞が「感」に前接する実例である。 

 

（140） ＜26 歳のなっちと 16 歳の舞美ちゃんの歌声を比較して＞ 

なんていうか、すごく柔らかくて、それでいて声の音色の幅が大きいなあと。なっちに比べる

と、舞美ちゃんの方は まだ一本調子に感じました。まあ、だからこその 26 歳感と 16 歳感の

対比があるのでしょうけど。 

（ブログ『空想絵画物語。』歌に関する記事） 

http://blog.livedoor.jp/kuusoukaiga/archives/2008-01.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（141） ＜Yahoo!知恵袋で一人旅は寂しいかという質問に対する回答＞ 

海外で日本人一人旅の人は限られているし外国という事で一人感は国内以上に強く感じるの

ではないですか。 
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（Yahoo!知恵袋）https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11171738056 

（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（142） ＜愛犬 Boogie との散歩について＞ 

昨日と今日は朝の Boogie との散歩にカメラは持ち出しませんでした。少し Boogie との 1 人

と 1 匹感を楽しもうという気持ちもありましたし、最近モニターで使わせてもらっているレ

ンズが望遠ズームなので多少重さがあり、少し首に負担がかかる感じがしているのかもしれ

ません。 

（ブログ『いわぶちまことのまことぼっくす』愛犬との散歩に関する記事） 

http://makotobox.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/index.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（140）では「26 歳」「16 歳」という年齢を表す数量名詞が、例（141）では「一人」と

いう人数を表す数量名詞が「感」に前接している。また、例（142）のように「1 人と 1 匹」とい

う名詞句が「感」に前接している実例も見られた。 

 

4.1.7. 「名詞句＋感」 

 以下の例（143）～（146）は名詞句が「感」に前接している実例である。 

 

（143） ＜ビル・マンションの外壁・屋上防水工事を行う企業のロゴについて＞ 

オレンジ色の半円は、防水層の受け皿感をイメージしています。一滴も漏らさない！高品位

の防水工事を表現しました。 

（例（24）を再掲） 

 

（144） ＜元々期待していなかった車に実際に乗ってみての感想＞ 

何でもそうですが、もともとの期待値があまり高くないと、それ以上のモノが得られた時には

「嬉しい誤算」感が出るので、やや贔屓目の評価になっているのかもしれませんが・・ 

（自動車 SNS『みんカラ』新型 JEEP チェロキーに関する記事） 

http://minkara.carview.co.jp/userid/169053/blog/34325167/（2017 年 2 月 27 日閲覧） 

 

（145） ＜スウェーデンから取り寄せた高音質ワイヤレスイヤホンの外箱の包装について＞ 

DHL23便で送られてきた製品の箱に赤いリボンがかかっていて、海外から届いた素敵なプレ

ゼント感がたまりません。 

（ブログ『URAMAYU』ワイヤレスイヤホンに関する記事） 

http://uramayu.com/renew/2016/07/sudio.html（2017 年 2 月 27 日閲覧） 

 

（146） ＜山廃純米大吟醸「日輪田」について＞ 

熱燗だと香りから酸っぱさと炊いた米感もあります 

（ブログ『骨軸調整師 踊る院長のほぼ「食べ歩き日記」&「日本酒ブログ」』投稿記事） 

https://ameblo.jp/odoruintyou/entry-12213871358.html（2017 年 2 月 27 日閲覧）  

 
23 DHL とはドイツの国際輸送物流会社のことである。 
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 上の例（143）では、「名詞＋の＋名詞」型の名詞句（「防水層の受け皿」）が「感」に前接して

いる。例（144）（145）はそれぞれ「イ形容詞＋名詞」型の名詞句（「嬉しい誤算」）、「ナ形容詞＋

名詞」型の名詞句（「素敵なプレゼント」）が「感」に前接している。例（146）では、「動詞＋名

詞」型の名詞句（「炊いた米」）が「感」に前接している。 

 

4.2. 「動詞＋感」 

 動詞が「感」に前接する実例を以下の表 5 の通りに見ていく。ただし、動詞節が「感」に前接

するものと区別するために、本節では動詞の連用形が「感」に前接している実例のみを扱う。 

 

表 5 「感」に前接する動詞の種類 

前接要素 実例 

単純語の動詞 和み感、広がり感 

複合動詞 締付け感、行き詰まり感 

派生動詞 春めき感、面倒くさがり感、高まり感 

動詞の受身形 見捨てられ感、揺すられ感、やらされ感 

動詞の使役形 脱力させ感、楽しませ感 

動詞の可能形 食べられ感、眠れ感 

アスペクトに関わる動詞 
時間的局面 散りはじめ感、負け続け感、歌い終わり感 

完遂 やり尽くし感、使い切り感、食べ切り感 

動詞のテ形＋補助動詞 
慣れていき感、広がってき感、遊ばれてしまい感、 

放っておき感、雇ってもらい感 

 

4.2.1. 「単純語の動詞＋感」 

 以下の例（147）（148）は単純語の動詞が「感」に前接する実例である。BCCWJ では単純語の

動詞が「感」に前接する実例が 16 件見られる。 

 

（147） 知り合いのアーティストによる壁画や、イームズのチェアなどミッドセンチュリーな家

具が彩る店内は和み感抜群。 

（サンプル ID：PM11_00419『Hanako』2001 年 11 月 14 日号） 

 

（148） 便器とコンパクトなタンクを一体化した便器。洗面所とワンルームにしたトイレに用い

ると広がり感が出ておしゃれ。 

（サンプル ID：PB15_00271『住宅建築の基礎』） 

  

上の例（147）（148）はそれぞれ動詞「和む」「広がる」の連用形が「感」に前接している。 

 

4.2.2. 「複合動詞＋感」 

 以下の例（149）（150）は複合動詞が「感」に前接する実例である。BCCWJ では複合動詞が「感」

に前接する実例が 14 件見られる。 
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（149） 着丈はすっきりですが、胸囲はほどよいゆとりがあるので締付け感がなくゆったりと着

て頂けフェミニンな雰囲気を演出してくれます。 

（サンプル ID：OY13_03565 Yahoo!ブログ） 

 

（150） 布絵画家として生活をはじめてしばらくたった頃から、東京での暮らしに行き詰まり感

を持ったのだと語ります。 

（サンプル ID：PB45_00314『人がつなぐ暮らし、手が伝える大切なこと』） 

 

 上の例（149）では複合動詞「締め付ける」の連用形が、例（150）では複合動詞「行き詰まる」

の連用形が「感」に前接している。 

 

4.2.3. 「派生動詞＋感」 

 以下の例（151）～（153）は派生動詞が「感」に前接する実例である。BCCWJ ではこのよう

な実例が見られなかったため、以下の例はすべてインターネット上から採取した実例である。 

 

（151） ＜デニムワンピースのコーディネートについて＞ 

薄色デニムワンピースで春めき感を加速。フリンジのようなカットオフデザインで今どき感

を GET して。 

（女子のための総合情報サイト『Tokyo Cawaii Media』） 

https://tokyo.cawaii.media/mina/23081/（2017 年 3 月 31 日閲覧） 

 

（152） ＜朝起きて雪が積もっていたことについて＞ 

昨夜から兄が家に来て泊まってたけど雪かきせずにいたみたい。まあそういう男だ、面倒くさ

がり感がさすが兄妹似てる 

（ブログ『ぶーこの毎日～貧乏 OL だけど楽しく生きる』雪かきに関する記事） 

http://blog.livedoor.jp/buuco3buu/archives/70115364.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（153） ＜一年を振り返っての感想＞ 

年末。街は一気に年末モード。クリスマスから手のひら返しのお正月に向けた気分の高まり

感が好き。 

（個人向けメディアサービス『note』年末に関する投稿） 

https://note.mu/yukimegane/n/n0a2db815d47e（2012 年 12 月 28 日閲覧） 

 

例（151）では派生動詞「春めく」の連用形が、例（153）では派生動詞「面倒くさがる」の連

用形が、例（152）では派生動詞「高まる」の連用形が「感」に前接している。 

 

4.2.4. 「受身形＋感」 

 以下の例（154）～（156）では、動詞の受身形が「感」に前接している実例である。BCCWJ で

は、このような受身形が「感」に前接している実例が 9 件見られた。 
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（154） 見捨てられ感を回避しようとして出てくる子どもの行動の代表的なものは、家庭内暴力

と幼児化である。 

（例（29）を再掲） 

 

（155） ボディがしっかりしているため荒っぽい衝撃は伝わってこないが、荒れた路面ではやはり

揺すられ感が出る。 

（サンプル ID：PM25_00296『CAR and DRIVER』2002 年 11 月 10 日号） 

 

（156） ようはそのやらされ感があるかないかでこれもちょっとだいぶ変わってくる。やってもら

ったかやられてもーたかに。その違いが。バイトだと私も「やってもらった」と感謝するか

も。 

（サンプル ID：OY14_19909 Yahoo!ブログ） 

 

 上の例（154）では、「見捨てる」の受身形「見捨てられる」の連用形が、例（155）では「揺す

る」の受身形「揺すられる」の連用形が「感」に前接している。また、例（156）のように「やる」

の使役受身形「やらされる」の連用形が「感」に前接する実例も見られる。 

 

4.2.5. 「使役形＋感」 

 以下の例（157）（158）は、動詞の使役形が「感」に前接する実例である。BCCWJ では、使役

形が「感」に前接する実例が見られなかったため、以下はインターネット上から採取した実例であ

る。 

 

（157） ＜お土産でもらった亀の置物の見た目について＞ 

見れば見るほどいい加減で、適当で脱力してしまいます。でも、この脱力させ感がたまらない

んですよね・・・これはすぐれものかも！ 

（例（21）を再掲） 

 

（158） ＜「FINAL FANTASY 展」と「ドラゴンクエスト展」を比較して＞ 

でも、圧倒的に楽しませ感は、ドラクエ展のほうが上。そして、限られた人しか参加できない

イベントが多いし、2 日しかないのもね・・・無料とはいえ、最後にドッと買わせる感満載で、

ちょっと引いたね。 

（ブログ『funny 一時 serious のち interesting』FINAL FANTASY 展に関する記事） 

http://arcadia.cocolog-nifty.com/nikko81_fsi/2012/10/index.html（2017 年 2 月 28 日閲覧） 

 

上の例（157）は「脱力する」の使役形「脱力させる」の連用形が、例（158）は「楽しむ」の

使役形が「楽しませる」の連用形が「感」に前接している。 

 

4.2.6. 「可能形＋感」 

 以下の例（159）（160）は動詞の可能形が「感」に前接する実例である。BCCWJ では、可能形

が「感」に前接する実例が見られなかったため、以下はインターネット上から採取した実例であ
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る。 

 

（159） ＜賞味期限が切れた非常用の米について＞ 

私の手元に 2013 年 5 月期限の災害用アルファ米の非常用ご飯がありました。約 2 年前です。

これを今日は食べてみましょう。中にはパラパラのお米と具が入ってます。出汁醤油のいい香

りがします。もう初見で全然食べられ感満載ですね。 

（個人向けメディアサービス『note』非常食に関する投稿） 

https://note.mu/tamarusakiko/n/ncf046f85bd7f（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（160） ＜長時間にわたって睡眠できることについて＞ 

昨日 23 時前に寝て、7 時に一回起きてご飯食べて少しネットチェックしてまた寝て、13 時半

まで寝てた。うーーーん。この眠れ感はなんだ一体？ 

（ブログ『めきろんろん』睡眠に関する記事） 

https://ameblo.jp/mekiro/entry-12115859376.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（159）では「食べる」の可能形「食べられる」の連用形が「感」に前接している。一段

動詞「食べる」は可能形と受身形が同形であるが、上の例（159）では、賞味期限が切れている非

常食用の米を見て「食べられ感」があると述べられているため、文脈から可能形の方が「感」に前

接していると考えられる。 

一方、例（160）は「眠る」の可能形「眠れる」の連用形が「感」に前接している。五段動詞「眠

る」の命令形「眠れ」は、「眠る」の可能形「眠れる」の連用形と同形であり、両者のどちらが「感」

前接しているのかは「眠れ感」という外形から判断できない。しかし、上の例（160）では話者が

誰かから命令されて眠っているのではなく、何時間寝てもまだ眠れるという話者の状態を指して

いる。このことから、例（160）の「眠れ感」も可能形の方が「感」に前接していると考えられる。 

 

4.2.7. 「アスペクトに関わる動詞＋感」 

 以下の例（161）～（165）はアスペクトに関わる動詞が「感」に前接する実例である。「感」に

前接する動詞のうち、アスペクトに関わるものは「時間的局面」と「完遂」の 2 種類がある。以

下の例（161）～（163）は「時間的局面」を表す動詞「～はじめる」「～つづける」「～おわる」

が「感」に前接した実例である。BCCWJ では、アスペクトに関わる動詞が「感」に前接する実例

が見られなかったため、以下はインターネット上から採取した実例である。 

 

（161） ＜満開の桜の写真について＞ 

散りはじめ感も漂う満開の桜でした 

（美容室『DAISYLOTUS』スタッフブログ） 

http://www.daisylotus.com/?author=9（2017 年 2 月 28 日閲覧） 

 

（162） ＜アニメ『アクセル・ワールド』の主人公に対する感想＞ 

最近ちょっと負け続け感があるけど、だからこそ向上心が強くて、なんだかちょっと頼もし

い。体格は変わらないけど、少しずつ主人公らしくなってる感じだ。 
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（ブログ『かぶろぐ。』アニメに関する記事） 

http://d.hatena.ne.jp/kab_studio/20120526/1337996433（2017 年 2 月 28 日閲覧） 

 

（163） ＜小学生時代に『蚊のカノン』という歌をクラス全員で輪唱したときのことについて＞ 

そして不運な最後の歌い手となった生徒が「蚊が飛んできーたー」で終わって長かった輪唱

に幕が下りました。どんよりした歌い終わり感、ダントツです。 

（『株式会社ファーストベース』ホームページ） 

http://www.firstbase.jp/fbblog/archives/482（2017 年 2 月 28 日閲覧） 

 

 上の例（161）は「散りはじめる」の連用形が、例（162）は「負け続ける」の連用形が、例（163）

は「歌い終わる」の連用形がそれぞれ「感」に前接している。 

 一方、以下の例（164）（165）は「完遂」を表す動詞「～つくす」「～きる」が「感」に前接す

る実例である。 

 

（164） ＜東日本大震災直後の電気料金の値上げと節電方法について＞ 

ただし、家庭は東日本大震災以降、節電が定着したことや省エネ家電への入れ替えが一通り

終わっており「やり尽くし感」を指摘する人もいる。 

（地域日刊紙『上越タイムス』） 

http://www.j-times.jp/news.php?seq=7878（2017 年 3 月 1 日閲覧） 

 

（165） ＜商品（ハム）のリニューアル化に関するプレスリリース＞ 

また、中高年世代のご使用を想定し、これまでの 5 枚入りから“4 枚入り”へ変更することで

「買い易さ感」「使い切り感」「食べ切り感」をアップ。 

（『株式会社伊藤ハム』ホームページ） 

http://www.itoham.co.jp/corporate/news/dtl/00001292/（2017 年 3 月 1 日閲覧） 

 

上の例（164）は「やり尽くす」の連用形が、例（165）は「使い切る」「食べ切る」の連用形が

それぞれ「感」に前接している。 

 

4.2.8. 「テ形＋補助動詞＋感」 

 以下の例（166）～（174）は「動詞のテ形＋補助動詞」が「感」に前接する実例である。日本

語記述文法研究会（2010）によると、補助動詞には、移動の方向に関係するもの（「～ていく」「～

てくる」）、アスペクトに関係するもの（「～ている」「～てある」「～ておく」「～てある」）、恩恵的

事態表示に関係するもの（「～てあげる」「～てくれる」「～てもらう」）、行為実現に対する態度に

関係するもの（「～てみる」「～てみせる」）がある。BCCWJ では、「動詞のテ形＋補助動詞」が

「感」に前接する実例が見られなかったため、以下はすべて書籍やインターネット上から採取し

た実例である。以下の例（166）（167）はそれぞれ移動の方向に関する補助動詞「～ていく」「～

てくる」が「感」に前接する実例である。 
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（166） ＜自身が出演したお笑いの DVD の見どころについて＞ 

松本さんがこんな番組やるなんて想像もしてない人いるやろうし。一気に3本見られるんで、

僕らの慣れていき感っていうんですか？そういう部分も伝わって面白いと思います。 

（『吉本興業』ホームページ） 

http://news.yoshimoto.co.jp/news2015/2015/03/entry60315.php（2017 年 3 月 14 日閲覧） 

 

（167） ＜最近のファッションについて＞ 

最近では「ぽっちゃり系が流行」とはいい、サイズ展開が広がり、服選びのバリエーションが

広がってき感はありますが、ファッションに敏感なぽっちゃり系が増えても、社会のニーズが

今までと比べて急に拡大していると感じることは少ないようです。 

（ブログ『ファッション×ダイエット Web』） 

http://www.defutilitepublique.com/（2017 年 2 月 27 日閲覧） 

 

 上の例（166）（167）はいずれも時間的な移動の方向に関係する補助動詞が「感」に前接するも

ので、例（166）は「慣れていく」の連用形が、例（167）は「広がってくる」の連用形がそれぞ

れ「感」に前接している。 

 以下の例（168）（169）はアスペクトに関係する補助動詞「～てしまう」「～ておく」が「感」

に前接している実例である。 

 

（168） ＜新しい野球バッドを使った息子の感想＞ 

本人が言うには、少し重さがあるのと長さがあるので 6 年生の体格のよい兄ちゃんにはいい

感じでしたが 4 年生の体格のよい息子ですが少し重さがありバットに遊ばれてしまい感があ

ったらしいです。 

（草野球コミュニティサイト『草野球オンライン』投稿記事） 

http://www.kusaon.jp/s/vx4/battingcenter/bc03/03hyogo_himezi.php（2017 年 2 月 27 日閲覧） 

 

（169） ＜あえて適当に放っておくという人材マネジメントを行った結果について＞ 

その緩やかな放っておき感が、天才系クリエイターたちにうまく作用すると結果がついてき

たのです。 

（『アイデアをカタチにする仕事術』） 

 

 上の例（168）（169）はそれぞれ「遊ばれてしまう」「放っておく」の連体形が「感」に前接し

ている。 

 以下の例は（170）（171）は同じくアスペクトに関係する補助動詞「～ている」「～てある」の

連用形がそれぞれ「感」に前接する実例である。 

 

（170） ＜福岡で食べたもつ鍋の感想＞ 

さて、もつ鍋は完成した状態で運ばれてくるので面倒入らず！ただ大広間はほぼ満席状態な

ため、スタッフさんの説明が不足してい感があった。 

（『食べログ』もつ鍋のレビュー） 
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https://tabelog.com/rvwr/001891786/rvwdtl/B118742464/（2017 年 12 月 5 日閲覧） 

 

（171） ＜高級ハンバーガーの付け合わせの玉ねぎの形状に凝らされている工夫について＞ 

う～ん、ここもすごいね～すごいね～と心の声が大騒ぎしています！！ワイン色した玉

ねぎが仕事してあり感、ありありっすね～☆ 

（ブログ『GO！GO！ハンバーガー』） 

http://55aiai.jugem.jp/?eid=80（2017 年 12 月 5 日閲覧） 

 

 上の例（170）は「不足している」の連用形が、例（171）は「してある」の連用形がそれぞれ

「感」に前接している。 

以下の例（172）（173）は恩恵的事態表示に関係する補助動詞「～てもらう」「～てあげる」の

連用形が「感」に前接する実例である。 

 

（172） ＜正社員と派遣社員の待遇を比較して＞ 

一方、正社員はどうしても雇ってもらい感が強い分、息苦しさがある。でも、その“ガマン

料”として、高い報酬をもらう。 

（働き方と天職を考えるウェブマガジン『瓦版』） 

https://w-kawara.jp/workstyles/full-time-versus-temporary/（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（173） ＜「名古屋ウィメンズマラソン」と「名古屋ハーフマラソン」について＞ 

今年は私も（ナゴヤウィメンズのオマケで「お前らぁも走らせてあげ」感まるだしの…）「名

古屋ハーフ」を走る。 

（ブログ『還暦までにサブ・スリー！』マラソンに関する記事） 

http://oyaji-run.tumblr.com/post/76823060783/2%E6%9C%8816%E6%97%A5-

m%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9-35km（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

上の例（172）（173）それぞれは「雇ってもらう」「走らせてあげる」の連用形が「感」に前接

している。例（173）は、本来であれば、「走らせてあげる」の連用形が「感」に前接し、「走らせ

てあげ感」となるはずである。しかし、ここでは、「お前らぁも走らせてあげる」という文の途中

までの形式（「お前らぁも走らせてあげ」）が「感」に前接しており、特殊な例であると言える。 

また、「～てくれる」の連用形「～てくれ」が「感」に前接する場合は、「～てくれる」の命令形

「～てくれ」が「感」に前接する場合と外形上の区別ができない。「～てくれ感」の実例には以下

の例（174）ような「命令形＋感」のものが多く見られるため、本節では取り上げず、後述の第 5 

章で詳しく述べる。例（174）では、「買い取らせてくれる」の命令形が「感」に前接している。 

 

（174） ＜トラック買取会社について＞ 

見積もり査定を何社かにお願いしました。その中で、トータルで一番良かったのでここに売却

することに決めました。他の会社は、とにかく買い取らせてくれ感がすごく、電話での催促も

しつこかったです。 

（トラック買取査定サイト『トラック一括査定王』） 
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https://www.truck-ikkatsusatei.com/area/tokyo.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 このように、「テ形＋補助動詞＋感」という形式には、「～ていき感」「～てき感」「～てしまい

感」「～ておき感」「～てい感」「～てあり感」「～てあげ感」「～てもらい感」などの実例があると

いうことがわかった。なお、行為実現に対する態度に関係する補助動詞「～てみる」「～てみせる」

の連用形に「感」が前接する実例は見られなかった。 

 

4.3. 「形容詞＋感」 

 イ形容詞およびナ形容詞が「感」に前接する実例について、以下の表 6 の順に見ていく。イ形

容詞が「感」に前接する場合には、「イ形容詞の語幹＋感」となる場合および「イ形容詞の終止形

＋感」となる場合がある。一方、ナ形容詞が「感」に前接する場合には、「ナ形容詞の語幹＋感」

となる。 

 

表 6 「感」に前接する形容詞の種類 

前接要素 前接要素の形式 用例 

イ形容詞 
語幹 ゆる感、ヤバ感、ほろ苦感、青白感、男らし感 

終止形 かわいい感 

ナ形容詞 語幹 爽やか感、華やか感、透明感、ゴージャス感、非日常的感 

 

4.3.1. 「イ形容詞＋感」 

 例（175）～（180）はイ形容詞の語幹が「感」に前接する実例である。BCCWJ ではイ形容詞

の語幹が「感」に前接する実例が 1 件（例（175））見られる。 

 

（175） ＜市民から寄せられた短歌についての市長のコメント＞ 

「あたたか感」があっていい歌ですね。橋の名前というのは、美しさ、岸と岸をつなぐもの、

そして人間的で大切なものを表現しているんですね。 

（サンプル ID：OP84_00001『ひろしま市民と市政』2008 年 1 号） 

 

 上の例（175）は「あたたかい」の語幹が「感」に前接している。一方、インターネット上では

以下の例（176）～（179）のような「イ形容詞の語幹＋感」の実例が見られる。 

 

（176） ギュッとウエストで布地を寄せて作ったギャザースカート。ふんわりとしたゆる感が、今

風のリラックスコーデを叶えてくれます。 

（例（30）を再掲） 

 

（177） ＜映画『SCOOP!』に出演している俳優リリーフランキーについて＞ 

リリーフランキーの落ちぶれたヤバ感も本気で怖くてよかったです。彼の薄らハゲがヤバ感

をプラスしてると思う。 

（ブログ『黒い箱の中のアレコレ』映画の感想に関する記事） 

http://bluesoybean.hatenablog.com/entry/2016/10/08/012051（2017 年 2 月 26 日閲覧） 
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（178） ＜トヨタ車種『レクサス CT200』のライトについて＞ 

新作ベロフ 30 ディミナス 6500K をフォグに装備！少し青白感のある奇麗な色でした 

（カーアクセサリーのネットショップ『青山ピットイン』ホームページ） 

http://www.aoyama-pitin.co.jp/1meiku/16-ct200/1.htm（2017 年 12 月 1 日閲覧） 

 

（179） ＜男性のヘアスタイルについて＞ 

サイドバックをしっかり刈り上げることによって、より男らし感、タイト感に仕上げることが

できました。 

（ホットペッパービューティー『miel hair 新宿店』のブログ） 

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000236945/blog/bidA011116554.html?openMonth=201608 

（2017 年 12 月 1 日閲覧） 

 

 上の例（176）は「ゆるい」の語幹が、例（177）は「ヤバい」の語幹が、例（178）は複合形容

詞「青白い」の語幹が、例（179）は派生形容詞「男らしい」の語幹が、それぞれ「感」に前接し

ている。一方、以下の例（180）の「イ形容詞の終止形＋感」の実例である。 

 

（180） ＜ヘアスタイルの説明＞ 

大人感、かわいい感 2 つを兼ね揃えた愛されボブ 

（ホットペッパービューティー『IMUA 元町店』サロン情報） 

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000354949/style/L002860805.html（2017 年 2 月 26 日閲覧） 

 

 上の例（180）は、イ形容詞が自立語としての「感」を修飾している構文（3.3 節の例（64）「奥

ゆかしい感」および例（65）「いじらしい感」）と外形的には同じである。しかし、ここでの「か

わいい感」は直前の複合語「大人感」と対比されていることから、「かわいい」を前項とする複合

語「かわいい感」と捉えることも可能であると考えられるため、ここに示した。しかし、イ形容詞

が自立語としての「感」を修飾しているのか、イ形容詞を前項語基とする複合語「～感」であるの

かは外形から判断できないため、書かれた資料のみでは両者を明確に区別することはできない。 

 

4.3.2. 「ナ形容詞＋感」 

 ナ形容詞の語幹が「感」に前接する実例は BCCWJ では 743 件見られ、以下の例（181）～（183）

のようなものがある。 

 

（181） 同系色のキャンドルの足元にもバラの花びらを散らして華やか感を演出 

（サンプル ID：PM41_00925『花時間』2004 年 6 月号） 

 

（182） ガラスは雪と氷の透明感ばかりでなく、空の青さや風のつやつやした輝きをも表わし

ている。 

（サンプル ID：LBc9_00070『宮沢賢治の旅』） 

 

（183） タコ、海老のほかに、いか、たいら貝などを入れるとよりゴージャス感が出せます。ま
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た、レモン汁の代わりにレモンのスライスを入れると、よりさわやかな仕上がりになりま

す。 

（サンプル ID：PB47_00025『Pia・キャロットへようこそ！！3.3 公式ガイドブック』） 

 

 上の例（181）は「華やか」が、例（182）は「透明」が、例（183）は「ゴージャス」がそれぞ

れ「感」に前接している。また、「華やか」「透明」「ゴージャス」はそれぞれ和語、漢語、外来語

であり、種々の語種のナ形容詞が「感」に前接するということがわかる。 

 また、以下のように複合形容詞（例（184））および派生形容詞（例（185）（186））が「感」に

前接する実例もある。 

 

（184） ＜応援するサッカーチーム「川崎フロンターレ」の J2 時代を回想して＞ 

最寄り駅からスタジアムまで、青黒サポを見かけません。J2 時代の物好き感がよみがえり、

しばし思い出にふけってみたり。 

（ブログ『ひとりでお散歩』サッカーに関する記事） 

http://caramelz4.hatenablog.com/category/football?page=1288969201 

（2017 年 3 月 31 日閲覧） 

 

（185） 過剰債務を抱えた企業群の残存は、不透明感をもたらし、外国人を中心とする株式市場

への投資意欲を損なっていく。 

（サンプル ID：LBp3_00038『バランスシート再建の経済学』） 

 

（186） 竹の家（たけのや）はホテルの和食の店として、お客様に合せた２つの顔を持っておりま

す。１つは、観光でいらしたお客様への顔。心温まるサービスと非日常的感を演出し、旅の途

中での 単なる「食事」ではなく、思い出の１ページに残るおもてなしを考える。 

（『日本料理 竹の家』ホームページ） 

http://www.nara-takenoya.jp/service/（2017 年 12 月 5 日閲覧） 

 

 上の例（184）は複合形容詞「物好き」が、例（185）（186）は派生形容詞「不透明」「非日常的」

がそれぞれ「感」に前接する実例である。 

 

4.4. 「副詞＋感」 

 以下の例（187）～（194）は副詞が「感」に前接する実例である。日本語記述文法研究会（2010）

によると、副詞には、あり方の副詞と文法カテゴリーに関係する副詞がある。あり方の副詞には様

態を表す副詞（「ガタガタ」「しっかり」など）や程度を表す副詞（「とても」「かなり」「ずいぶん」

など）があり、文法カテゴリーに関係する副詞には、テンスの副詞（「さっき」「もうすぐ」など）、

アスペクトの副詞（「まだ」「もう」など）、モダリティの副詞（「ぜひ」「なんと」「きっと」「どう

やら」「万一」「あいにく」など）、とりたての副詞（「ただ」「とりわけ」など）がある。以下の表

7 の通りに、種々の副詞が「感」に前接する実例を見ていく。 
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表 7 「感」に前接する副詞の種類 

前接要素 実例 

あり方の副詞 
様態を表す副詞 ガタガタ感、じーっと感 

程度を表す副詞 ずいぶん感 

文法カテゴリーに関係する副詞 

テンスの副詞 もうすぐ感 

アスペクトの副詞 まだ感 

モダリティの副詞 あいにく感 

とりたての副詞 とりわけ感 

 

4.4.1. 「あり方の副詞＋感」 

 以下では、あり方の副詞（様態を表す副詞、程度を表す副詞）が「感」に前接する実例を見てい

く。まず、以下の例（187）（188）は様態を表す副詞が「感」に前接する実例である。BCCWJ で

は、様態を表す副詞が「感」に前接する実例が 405 件見られる。 

 

（187） ＜歯科での治療に関する患者からの声＞ 

治療には時間はかかりましたが、テレスコープを入れてみて、まず一番に、これまでの義歯の

ようなガタガタ感が全くないことを感じました。 

（『福永歯科医院』ホームページ） 

http://fukunaga-dental.com/customer_comments（2017 年 12 月 5 日） 

 

（188） ＜“see”と“watch”の違いに関する質問の回答＞ 

私がよくチャットするカナダ人は、「今（PC で）映画見てる」という時は I am watching a 

movie と言います。PC も小さい画面だから「じーっと」感が高いのかなと思います。 

（質問・疑問に答える Q&A サイト『OKWAVE』） 

https://okwave.jp/qa/q6830319.html（2017 年 12 月 5 日） 

 

例（187）（188）は様態を表す副詞が「感」に前接する実例であるが、例（187）は擬音語「ガ

タガタ」、例（188）は擬態語「じーっと」がそれぞれ「感」に前接している。様態を表す副詞は

「動きや事態の様相を表現する」ものであり（日本語記述文法研究会 2009：193）、対象となる事

物の様相や雰囲気がどのような感じであるかを表す「感」と共起しやすいのだと考えられる。その

ため、例（187）（188）の他にも、「きちんと感」「キラキラ感」「ゴツゴツ感」「サクサク感」「し

っかり感」「シャキシャキ感」「すっきり感」「ドキドキ感」「ドロドロ感」「ヒリヒリ感」「ふんわり

感」「ほくほく感」「もっちり感」のように種々の様態を表す副詞を前項とする複合語「～感」が数

多く見られる。 

 様態を表す副詞が「感」に前接する実例は数多く見られる一方で、様態を表す副詞以外の副詞

が「感」に前接する実例はほとんど見られない。以下の例（189）は程度を表す副詞が「感」に前

接する実例である。 

 

（189） ＜購入した DVD の価格について＞ 

かなり安いですね。元々の価格が 9,600 円ですからアマゾンだとずいぶん感があります。 
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（ブログ『絶対に笑ってはいけない空港 DVD 購入』お笑い番組の感想について） 

http://blog.livedoor.jp/hekirou4-gakituka24/tag/%E3%82%AC%E3% 

82%AD%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84（2017 年 12 月 1 日閲覧） 

 

 上の例（189）は程度を表す副詞「ずいぶん」が「感」に前接する実例である。元々の価格と比

較し、購入金額がかなり安くなっていたことに対して「ずいぶん感」と表現されている。程度を表

す副詞が「感」に前接する実例はほとんど見られず、「とても」「かなり」といった程度を表す副詞

が「感」に前接する実例はインターネット上では見られない。複合語「～感」の前項には対象物の

様相を表す要素が立ち得るため、具体的な様相を想起しにくい程度副詞は「感」に前接しにくいの

ではないかと考えられる。 

 

4.4.2. 「文法カテゴリーに関係する副詞＋感」 

 以下の例（190）（191）はテンスの副詞、アスペクトの副詞がそれぞれ「感」に前接する実例で

ある。 

 

（190） ＜もうすぐ生まれる赤ちゃんについて＞ 

もう臨月なんですねー。パワーがみなぎってくると思いません？でもだいぶもうすぐ感が出

てきましたねー。 

（プレママ・ママに関するお役立ち情報サイト『わこちゃんカフェ』） 

http://community.wakodo.co.jp/community/blog/premama_diary/2007/09/post_161.psp.html 

（2017 年 12 月 1 日閲覧） 

 

（191） ＜近日オープン予定のスーパーマーケットの外観について＞ 

UDX24の Y's マート跡地に出来るスーパーマーケットの福島屋は 5 日後の 12／20 にオープ

ン予定なのですが、外観からは結構まだ感が漂ってる。 

（写真共有コミュニティサイト『Flickr』への投稿） 

https://www.flickr.com/photos/aki-skys/31621319496/（2017 年 12 月 1 日閲覧） 

 

 

 上の例（190）はテンスを表す副詞「もうすぐ」が、例（191）はアスペクトを表す副詞「まだ」

が「感」に前接している。テンスやアスペクトを表す副詞が複合語の前項になることは通常あまり

ないように思われるが、例（190）（191）のようにテンスやアスペクトを表す副詞を前項とする複

合語「～感」の実例が見られる。例（190）では赤ちゃんの出産、例（191）では工事中のスーパ

ーマーケットといった対象となる事物について、話者が時間的な側面に着目し、その様相を描写

しているのではないかと思われる。 

 以下の例（192）（193）はモダリティの副詞が「感」に前接する実例である。 

 

（192） ＜受験していた試験の結果について＞ 

自己採点してもしかすると感はあったけど、紙で確認するまでは安心できませんね。 

 
24 UDX とは、JR 秋葉原駅直結の高層ビル「秋葉原 UDX」のことである。 
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（ブログ『「ミルガウス§Picass☆巛」のブログ』合格発表に関する記事） 

https://ameblo.jp/kiki-picasso/entry-10678252211.html（2017 年 12 月 1 日閲覧） 

 

（193） ＜天気について＞ 

あいにくの雨でしたが、「あいにく」感とか全くなく、むしろ「涼しくてラッキー」ぐらい楽

しく撮影できました。 

（写真共有サイト『thepictaram.club』への投稿） 

http://www.thepictaram.club/instagram/kimono_calendar/ 

1586220276848178007_4850813626（2017 年 12 月 28 日閲覧） 

 

 上の例（192）（193）はモダリティの副詞「もしかすると」「あいにく」が「感」に前接してい

る。例（192）については、試験に合格したのではないかという話者の認識が「もしかすると」に

よって表現されており、それが「感」に前接している。確信の度合いを表す「もしかすると」は認

識のモダリティに関わる副詞の 1 つである（日本語記述文法研究会 2010）。例（193）では、雨が

降っているという事態に対する話者の評価が「あいにく」で表現され、それが「感」に前接してい

る。「あいにく」は、事態に対する話者の評価を表すモダリティの副詞である。このようなモダリ

ティの副詞が複合語の前項になる実例はあまり見られないように思われるが、「感」にはこのよう

なモダリティの副詞が前接する実例が見られる。「あいにく」自体は対象物の様相ではないが、例

（193）では話者が対象となる事態をどう評価しているかを表す要素が「感」に前接し、事態の様

相が表現されている。 

以下の例（194）はとりたての副詞が「感」に前接する実例である。 

 

（194） ＜東五反田にある刀削麺の店について＞ 

五反田って怪しいイメージのあるエリアですが、東五反田はとりわけ感がありますね。そんな

わけで飲食店も駅前に並ぶチェーン店を除けば非常に怪しいお店が多い（苦笑）。 

（旅行のクチコミと比較サイト『フォートラベル』刀削麺の店の口コミ） 

http://4travel.jp/domestic/area/kanto/tokyo/shinagawa/oosaki/tips/11001810/#contents_inner 

（2017 年 12 月 1 日閲覧） 

 

例（194）はとりたての副詞「とりわけ」が「感」に前接している。話者は「五反田って怪しい

イメージのあるエリア」と感じており、特に「東五反田」からはとりわけ「怪しいイメージ」を感

じている。「東五反田」をとりたてて、その「怪しい」感じを「とりわけ感」と表現しているので

はないかと考えられる。このようなとりたての副詞もあまり複合語の前項になることはないよう

に思われるが、「感」はとりたての副詞にも接続し得るということがわかる。 

 このように、副詞が「感」に前接する場合は、様態を表す副詞が「感」に前接する実例がほとん

どであり、様態を表す副詞以外の程度を表す副詞および文法カテゴリーに関係する副詞が「感」に

前接する実例は少ないということがわかる。様態の副詞は対象物がどのような様相であるかを具

体的に表せるため「感」と共起しやすく、程度を表す副詞は具体的な様相が想起しにくいため「感」

と共起にしにくいのではないかと思われる。また、話者が対象物の時間的な側面に着目した場合

は、テンスやアスペクトを表す副詞が「感」に前接する場合もある。その他にもモダリティの副詞
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やとりたての副詞など、通常は複合語の前項にならないような副詞も「感」に前接し得るというこ

とがわかる。 

 

4.5. 「助詞＋感」 

 以下の例（195）は助詞が単独で「感」に前接する実例である。 

 

（195） ＜「ながら」を英語で言う場合に“while”と“and”のどちらを使うかについて＞ 

だから、必ずしも and でつなげば、「ながら感」が出るってわけでもないのですが、ほとんど

の場合、and だけでもシンプルに言えるので、覚えておくと便利です。 

（英語学習サイト『初心者英会話ステーション』文法に関する Q&A） 

http://ajieigo.com/4172.html（2017 年 12 月 3 日閲覧） 

 

 上の例（195）は接続助詞「ながら」が単独で「感」に前接している。このように助詞が単独で

「感」に前接する実例はほとんど見られない。 

 

4.6. 「感動詞＋感」 

 以下の例（196）～（198）は感動詞が「感」に前接する実例である。BCCWJ ではこのような

実例が 2 件見られ（例（196））、その他にもインターネット上では例（196）～（198）のような

実例が見られる。 

 

（196） カンニングの竹山さんは、ピンのままのほうがいいでしょうか？2人のほうがトホホ感が

あっていいような気がする。 

（サンプル ID：OC01_10085 Yahoo!知恵袋） 

 

（197） ＜ドラマ『絶対彼氏』の主人公のロボットがもうすぐ壊れるシーンについての感想＞ 

速水もこみちの『ロボットっぷり』がすっかり板についてこっちもそうゆう目で感情移入して

しまったせいか、「あともう少しで壊れちゃうの!?」って頃にはなんだか『人が死ぬ』シーン

とはまた違った『さよなら』感があって・・・ 

（ブログ『子育て真っ最中！『主婦るる』のグチリズム』ドラマに関する記事） 

https://plaza.rakuten.co.jp/shufururu/diary/200806250000/（2017 年 10月 1 日閲覧） 

 

（198） ＜母の日に手作り料理をプレゼントする場合＞ 

母の日に鍋はやめよう、ありがとう感が出ない・・・［……］パパの手抜きが目に見えるよう

なものは、正直うれしさ半減しちゃいます。 

（ブログ『子育て役立ちブログ』母の日に関する記事） 

http://xn--h9jj7tlfpe934zbdgw62dqdl.com/328.html（2017 年 10月 1 日閲覧） 

 

 上の例（196）は「トホホ」、例（197）は「さよなら」、例（198）は「ありがとう」といった感

動詞がそれぞれ「感」に接続している。この他にもインターネット上では「久しぶり感」「あちゃ

ー感」「やっぱり感」などの実例が見られた。本節では「感動詞＋感」を合成語「～感」として扱
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っているが、感動詞は一語で独立語文を形成できることから、「感動詞＋感」という形式を、文が

直接前接する「～感」と捉えることも可能である。 

 

4.7. 合成語「～感」の表記的な特徴 

 合成語「～感」の表記的な特徴には、引用を表す「」や“”、書名などを表す『』で囲まれた要

素に接続するタイプ（例（199）（200））がある。 

 

（199） ＜家庭用プラネタリウムを使って部屋に投影された星空について＞ 

星座の形がはっきり分かると、ぐっと「天体観測」感が増してきますね。 

（例（111）を再掲） 

 

（200） ＜ドラマ『絶対彼氏』の主人公のロボットがもうすぐ壊れるシーンについての感想＞ 

速水もこみちの『ロボットっぷり』がすっかり板についてこっちもそうゆう目で感情移入して

しまったせいか、「あともう少しで壊れちゃうの!?」って頃にはなんだか『人が死ぬ』シーン

とはまた違った『さよなら』感があって・・・ 

（例（197）を再掲） 

 

 上の例（199）（200）はそれぞれ引用を表す記号「」『』で囲まれた前部要素が「感」に前接し

ている。話者が臨時的に作った「～感」であるため、それを強調するため、あるいは造語であるこ

とを示すために引用記号が用いられているのではないかと思われる。 
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第 5 章 形式的特徴の分析（3）：節・文が直接前接する「感」 

 

 本章では、節や文が「という」などを介さずに「感」に直接前接する実例について以下の表 8 の

順に実例を見ていく。 

 

表 8 「感」に直接前接する節・文の種類 

前接要素 実例 

独立語文 ありがとう感、「うわー！」感、ぜひ！感 

名詞節 カレーに麺を入れたもの感 

言いさし文 「喉元過ぎれば…」感 

名詞述語文 これが日本の 2 時間ドラマだ！感 

形容詞述語文 「やっぱり野球が好きだ」感 

動詞述語文 

一語動詞文 

終止形 掃除する！感 

命令形 頑張れ感 

意志形 食べよう感 

丁寧形 つけてます感 

平叙文 夏が近づいてきた！！感 

モダリティ形

式を含む文 

命令形 もうちょい頑張れ感 

意志形 株を上げよう感 

感動詞 「あー、夢でよかった」感 

終助詞 自分の絵が本になってるよ感 

ノダ 「今夜のフライトなんだ」感 

ことわざ 犬も歩けば棒に当たる感 

 

5.1. 「独立語文＋感」 

 独立語文が「感」に前接するタイプには「感動詞」や「副詞」などが一語で文を形成し、それが

「感」に前接する。このようなタイプは 4.6 節で取り上げた実例（例（198）「ありがとう感」な

ど）の他に、以下の例（201）（202）のようなものがある。 

 

（201） ＜トロピカルパフェを食べた感想＞ 

トロピカル感満載で夏を満喫できるパフェでした。味もさることながら、パフェがテーブルに

運ばれてきたときの「うわー！」感（伝わりますか？）が何ともうれしいパフェです。 

（『食べログ』パフェのレビュー） 

https://tabelog.com/iwate/A0302/A030202/3002207/dtlrvwlst/B9490105/ 

（2017 年 10 月 21 日閲覧） 

 

（202） ＜ブライダルフェアに行った際の式場のスタッフの対応について＞ 

午前中に行ったところは、試食つき（しかも、なかいっぱいになる量）で至るところまで説明

してくれて、4 時間弱いましたー！あっという間だったけれど。『ぜひ！感』がすごく強かっ

たです。 
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（ブログ『LOVE DIARY』式場見学に関する記事） 

http://marry.ever.jp/huea/（2017 年 12 月 1 日閲覧） 

 

例（201）（202）はそれぞれ感動詞「うわー！」と副詞「ぜひ！」が一語で文を形成し、「感」

に前接している。「独立語文＋感」という形式では、感動詞や副詞が一語で文を形成し、「感」に前

接する。ただし、「ありがとう」「さよなら」のような感動詞が「感」に前接する場合は、合成語

「～感」であるか、文が直接前接する「～感」であるかは外形から明確に区別できるわけではな

い。 

 

5.2. 「名詞節＋感」 

 以下の例（203）～（205）は名詞節が「感」に前接する実例である。 

 

（203） ＜岐阜エフエム放送が解散したことについて＞ 

実は FC 岐阜にも「岐阜市の辺が勝手にやってること」感がずっとあり、岐阜市以外はあまり

応援する機運になっていなかったのだが、見かねた県知事が「『オール岐阜』体制で応援しよ

う！」と呼びかけ、西濃の政財界も腰を上げたことで復活の兆しが見えてきている。 

（ブログ『TOPPY の東海 3 県暮らし』岐阜エフエム放送に関する記事） 

http://blog.toppy.net/?eid=1073138（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（204） ＜カレーラーメンについて＞ 

普通のカレーラーメンと、マイルドカレーラーメンどちらも食べましたが、ラーメン感が強か

ったのは普通のカレーラーメンかな。マイルドカレーカーメンは、カレーに麺を入れたもの感

が凄かった。 

（ブログ『柴犬まると北海道へ帰りたい』ラーメンに関する記事） 

http://shiba-maru-hokkaido.com/currymen-sai（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（205） ＜2 つの会場の地図の画像を掲載し、その距離の近さについて＞ 

秦くんライブのある 4／30 同日同時刻にフェスティバルホールからちょっと行ったところで

［……］これまた初日公演が行われます！これで『ちょっと行ったところ』感が伝わると良い

のですが 

（ブログ『緑』ライブに関する記事） 

https://blogs.yahoo.co.jp/gon0412mei/38651113.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（203）～（205）はいずれも形式名詞によって形成された名詞節が「感」に前接してい

る。例（203）は形式名詞「こと」、例（204）は形式名詞「もの」、例（205）は形式名詞「ところ」

によって形成された名詞節がそれぞれ「という」を介さずに直接「感」に前接している。 

 

5.3. 「言いさし文＋感」 

 以下の例（206）～（208）は言いさし文が「感」に前接する実例である。 
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（206） ＜文庫本『一瞬の判断力～ピンチをチャンスに変える 53 の法則』についての感想＞ 

赤星さんの性格なのだと思いますが、わからないことに対して、ハッタリをきかせてわかった

風に言い切るというところがないので、「よくわからないんだけれども」感が行間に溢れ出て

いて、あまりの正直さにほほえましい感じさえ受けました。 

（ブログ『音楽徒然草』本の感想に関する記事） 

http://24hirofumi.at.webry.info/201302/article_16.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（207） 途端に目の前に土砂が…崩れたてのホヤホヤの崖崩れです。まだパラパラ小石が落ちて

きます。今迄にも何度か落石で危ない目に遭った事があります。全ては車に乗ってなので「喉

元過ぎれば…」感がありました。 

（サンプル ID：OY15_18738 Yahoo!ブログ） 

 

（208） ＜赤ちゃんの寝かしつけについて＞ 

夫は何回かは寝かしつけに挑んでくれましたし、夜泣きに起きてきてくれることもあったの

でそこはとてもありがたかったです。ただ、だんだんと「俺がやっても…」感が芽生えてきた

ので早々に「寝かしつけ」は私が全て担当することになり夜泣きで夫が起きてくれる回数もど

んどん減りました。 

（ハマるニュース＆エンタメメディア『Spotlight』投稿記事） 

http://spotlight-media.jp/article/344022517969429755（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（206）～（208）ではそれぞれ「よくわからないんだけれども」「喉元過ぎれば」「俺が

やっても」という接続助詞で終了する言いさし文が「感」に前接している。 

 

5.4. 「名詞述語文＋感」 

 以下の例（209）（210）は「名詞述語文」が「感」に前接する実例である。 

 

（209） ＜インターネットの普及によって誰もが発言力を持てるようになったことについて＞ 

多くの人の眼にふれる発信をする人は、それまでよりも「わたし感」が増しているのでは無い

だろうか？その他大勢とか、大衆とか、そういうひとくくりから一つ抜け出し、「これがわた

し」感を持つ様になったのが IT の革命性だと感じる。 

（例（132）を再掲） 

 

（210） ＜スペシャルドラマ『金田一少年の事件簿』の感想について＞ 

だが、金田一少年特有の「そうよ。私がやったのよ」以降は見る気が失せる。これが日本の 2

時間ドラマだ！感がする。 

（ブログ『ブログ野郎・赤羽八王子（仮）』ドラマに関する記事） 

http://akabaneouji.blogspot.jp/2017/09/2013.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（209）（210）はそれぞれ「これがわたし」「これが日本の 2 時間ドラマだ！」という名

詞述語文が「という」などを介さずに「感」に直接前接している。通常、例（209）のような「わ
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たし」という名詞で文が終了する名詞述語文や、例（210）のように「だ」という言い切りの形で

終わる名詞述語文は「という」などを介さずに名詞を直接修飾することはできない。そのため、例

（209）（210）のような名詞述語文が「感」に前接する用法は、従来の文法規則を逸脱する構文で

はないかと思われる。 

 

5.5. 「形容詞述語文＋感」 

 以下の例（211）（212）は形容詞述語文が「感」に前接する実例である。 

 

（211） ＜「このミステリーがすごい！」で１位に輝いた志水辰夫原の作品について＞ 

でも原作の持つ「このミステリーがすごい！」感が果たして表現されていたのかどうか。正直

疑問が残るところだ。 

（ブログ『京の昼寝～♪』映画に関する記事） 

http://blog.goo.ne.jp/cyaz/c/886a13d01bec03080581edd50baefb53/22 

（2017 年 12 月 28 日閲覧） 

 

（212） ＜ドラマ『ルーズヴェルト・ゲーム』に登場する社会人野球選手・沖原について＞ 

久しぶりに野球場に来て、盛り上がる球場の雰囲気に触れ、思わず笑みがこぼれる沖原。この

「やっぱり野球が好きだ」感がね。伝わってくるのよ。 

（ブログ『ざっくり箱』ドラマの感想に関する記事） 

http://gentarousan.blog.fc2.com/blog-entry-1166.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（211）は、イ形容詞「すごい」を述語とする形容詞述語文「このミステリーがすごい！」

が「感」に前接している。文末に感嘆符「！」があることから、3.7 節で取り上げた「形容詞節＋

感」（例（91）「行財政改革のスピードが遅い感」など）という構文とは異なり、形容詞述語文が

「感」に前接していると捉えることができるのではないかと考えられる。一方、例（212）は、ナ

形容詞「好き」を述語とする形容詞述語文「やっぱり野球が好きだ」が「感」に前接している。ナ

形容詞の終止形「～だ」が「という」などを介さずに名詞を修飾することはできないため、例（212）

のような形式は従来の名詞修飾の規則に逸脱するものではないかと思われる。 

 

5.6. 「動詞述語文＋感」 

以下では、動詞述語文が「感」に前接する実例を取り上げる。特に「一語動詞文」「平叙文」「モ

ダリティ形式を含む文」が「感」に前接する実例を見ていく。 

 

5.6.1. 「一語動詞文＋感」 

 以下の例（213）～（216）は一語動詞文が「感」に前接する実例である。このようなタイプに

は、動詞の終止形（例（213））、命令形（例（214））、意志形（例（215））、丁寧形（例（216））

が「感」に前接する場合が見られる。以下の例（213）は、動詞の終止形が「感」に前接する実例

である。 
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（213） ＜トイレ掃除用品「トイレマジックリン消臭ストロング」の評価・口コミ＞ 

消臭ストロングという名前通りだと思う。甘い匂いとかでなく、掃除する！感が強く出て、私

は好きだ。 

（おすすめ商品比較メディア『mybest』トイレ掃除用品に関する記事） 

https://my-best.com/1229（2017 年 10 月 21 日閲覧） 

 

 上の例（213）では「掃除する」という動詞の終止形が「感」に前接している。「掃除する感」

であれば、「連体修飾節＋感」という構文と外形上の区別ができない。しかし、例（213）では「掃

除する」の直後に感嘆符「！」があり、「掃除する！」という一語文であることがわかる。したが

って、例（213）は「連体修飾節＋感」という構造ではなく、動詞の終止形と感嘆符「！」を用い

た「一語文」に「感」が前接している構文であるのではないかと考えられる。 

 以下の例（214）は動詞の命令形を用いた一語文に「感」が前接している実例である。 

 

（214） ＜「L'Arc～en～Ciel」の『BLESS』という曲について＞ 

ご存知の方も多いと思いますが、バンクーバーオリンピックの時の NHK のテーマソングで

す。応援ソングと言うと、「頑張れ」感を全面に押し出している感じのものが多いですが、こ

の曲は違います。 

（コミュニティサービス『ちょびのわ』応援ソングに関する記事） 

http://wa.chobirich.com/official/chobiq/144/7（2017 年 10 月 21 日閲覧） 

 

 上の例（214）では、「頑張る」の命令形が「感」に前接している。動詞の命令形は一語で命令

文となることができ、例（214）は命令文が「感」に前接する構文であると言える。ただし、この

例（214）の「頑張れ」は特定の人物が発話した命令文ではなく、応援をするときの一般的な表現

である「頑張れ」が「感」に前接していると捉えられるのではないかと思われる。 

 以下の例（215）は動詞の意志形が「感」に前接する実例である。 

 

（215） ＜おかずを定食のように小鉢に分けるスタイルで食卓に並べることについて＞ 

やっぱ定食風の方が食べよう感が出るもんねー。大皿盛りだとどうしても気づかないうちに

食べたいものだけ食べてるような・・・ 

（ブログ『家族 5 人、1 ヶ月食費 3 万円の節約ごはん』晩御飯に関する記事） 

http://uchijikan.com/?eid=337（2017 年 10 月 21 日閲覧） 

 

 上の例（215）では、「食べる」の意志形が「感」に前接している。動詞の意志形は一語で意志

を表す文となることができ、例（215）は意志を表す文が「感」に前接している構文である。 

以下の例（216）は動詞の丁寧形が「感」に前接する実例である。 

 

（216） 乱視用のソフトコンタクトを買ったんですが、「つけてます感」って、結構あるものです

か？ 

（サンプル ID：OC09_01218 Yahoo!知恵袋） 
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 上の例（216）では、「つけてます」という丁寧形が「感」に前接している。「ます」は丁寧を表

すモダリティ形式であり、文末の形式でもある。したがって、例（216）も「つけてます」という

一語文が「感」に前接した形式であると言える。 

 このように、一語動詞文が「感」に前接する場合には、動詞の終止形、命令形、意志形、丁寧形

が「感」に前接する場合が見られる。この構文は、動詞の命令形、意志形、丁寧形が「という」な

どを介さずに名詞を直接修飾できないという従来の文法規則を逸脱しているのではないかと思わ

れる。また、動詞の終止形を用いた動詞一語文が「感」に前接する実例については、外形的に従来

の連体修飾節が自立語としての「感」を修飾する構文と区別ができない。しかし、動詞の終止形の

後に感嘆符「！」が表記されている場合は、動詞一語文が「感」に前接していると判断できると思

われる。 

 

5.6.2. 「平叙文＋感」 

 以下の例（217）（218）は平叙文が「感」に直接前接している実例である。平叙文とは、文が表

す内容や話し手の判断などを聞き手に伝える叙述のモダリティを担う文のことである（日本語記

述文法研究会2003）。命令や意志といった種々のモダリティを表す形式が含まれる文については、

5.6.3 節で取り上げる。 

 

（217） ＜パソコンの画面越しでしか見たことがない人形の実物を見て＞ 

他の子達にも共通するんですが、環くんは特に画面の中の子がいる！！感を強く感じました 

（ブログ『angel dust』人形に関する記事） 

http://angeldust0121.blog49.fc2.com/blog-date-200909.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（218） ＜ブログの記事の冒頭で＞ 

だんだん暑くなってきて夏が近づいてきた！！感がありますね。夏生まれ夏女の森ちゃんで

す。 

（ブログ『PARAISO HALEKULANI』） 

http://paraiso-jp.seesaa.net/archives/201206-1.html（2017 年 8 月 21 日閲覧） 

 

 上の例（217）は「画面の中の子がいる！！」、例（218）は「夏が近づいてきた！！」という文

がそれぞれ「感」に前接している。いずれも文末に感嘆符「！」が現れるのが特徴的であり、話し

手の感情などが表出されている。 

このように、文脈や表記的な観点から「平叙文＋感」という形式と、3.6 節で扱った「動詞節＋

感」（例（88）「頂点に達する感」など）という構文を区別することが可能な場合もあるが、両者

を明確に区別することは難しいと思われる。 

 

5.6.3. 「モダリティ形式を含む文＋感」 

以下の例（219）～（229）はモダリティ形式を含む文が「感」に前接する実例である。叙述の

モダリティに関わる文は具体的な文法形式が外形上観察できないため、本節には含めず、上述の

5.6.2 節で取り上げた。以下の実例では、「命令形」（例（219）（220））、「意志形」（例（221）（222））、

「感動詞」（例（223）（224））、「終助詞」（例（225）～（228））、「ノダ」（例（229））といったモ
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ダリティ形式が、「感」に前接する文の内部に見られる。 

 以下の例（219）（220）は動詞の「命令形」を述語とする文が「感」に前接する実例である。 

 

（219） ＜トラック買取会社について＞ 

見積もり査定を何社かにお願いしました。その中で、トータルで一番良かったのでここに売却

することに決めました。他の会社は、とにかく買い取らせてくれ感がすごく、電話での催促も

しつこかったです。 

（例（174）を再掲） 

 

（220） ＜書店に並んでいた自身の好きな作家・歌人の詩集について＞ 

なんて素敵なんだろうと思いふと見ると何だかこの言葉見覚えがあるぞ、手に取った本は『ほ

んのまくらフェア 第一位』、なんと私の大好きな作家・歌人の詩集。その時の、やってやった

感というかほら見ろ感は上手く言えないけどすごい快感だった。 

（ブログ『HARUKA’s Blog』本についての記事） 

http://haruka.harukatomiyuki.net/?month=201212（2017 年 2 月 5 日閲覧） 

 

 上の例（219）（220）はそれぞれ「買い取らせてくれ」「ほら見ろ」という動詞の命令形を述語

とする文が「感」に前接している。 

 以下の例（221）（222）は動詞の「意志形」を述語とする文が「感」に前接する実例である。 

 

（221） ＜自身の評価を上げるような発言をした後輩芸人に対して＞ 

ちょっと株を上げよう感が強くて、若干鼻につきますね、先輩としては。 

（エンターテインメントウェブマガジン『エンタメ OVO』ニュース記事） 

https://tvfan.kyodo.co.jp/news/topics/1055338（2017 年 7 月 1 日閲覧） 

 

（222） ＜自身と同じようながん患者が湯治で訪れる温泉旅館について＞ 

医者にサジを投げられた人も沢山来ているので、一緒に頑張ろう感が出るのもありがたいと

思います。 

（ブログ『ステージ 4B_すい臓がんでも負けない！』湯治に関するブログ） 

https://ameblo.jp/karumia-111/entry-12240518462.html（2017 年 7 月 1 日閲覧） 

 

 上の例（221）（222）はそれぞれ「株を上げよう」「一緒に頑張ろう」という動詞の意志形を述

語とする文が「感」に前接している。 

 以下の例（223）（224）は「感動詞」を含む文が「感」に前接する実例である。 

 

（223） 怖い夢を見たいんですが、どうすればいいですか？夢から覚めた時の「あー、夢でよかっ

た」感が好きなもんで・・・ 

（サンプル ID：OC14_03909 Yahoo!知恵袋） 
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（224） ＜中高一貫校の適性検査問題について＞ 

最初に問題を読んだ時の「えっ？何これ！」感がたまらない。どこに手を付けたらいいのか、

取っ掛かりが見つからない。 

（ブログ『トトガノート』公文式に関する記事） 

http://totogax.com/archives/52223242.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（223）は感動詞「あー」を含む文、例（224）は感動詞「えっ」を含む文がそれぞれ「感」

に前接している。 

 以下の例（225）～（228）は終助詞で終了する文が「感」に前接する実例である。 

 

（225） ＜ホンダの自動車「ビーツ」についての質問に対する回答＞ 

走っている時のブローオフ音なんか聞いてると「走ってるな〜」感が高まります 

（サンプル ID：OC06_06227 Yahoo!知恵袋） 

 

（226） ＜自分が描いた絵がコミックマーケットで配布されることについて＞ 

自分の描いた絵が紙媒体に印刷されているっていうのははじめての経験なので、いろいろ感

じるところがあります。［……］出来に関しては正直アレなんですが、自分の絵が本になって

るよ感っていうのは、結構な感動でしたよ。 

（ブログ『御大計画』コミックマーケットに関する記事） 

http://panjandrum.blog31.fc2.com/blog-entry-320.html（2017 年 2 月 5 日閲覧） 

 

（227） ＜春先の休日での過ごし方について＞ 

「もうすぐ春ですね感」が出てる世の中ですが、週末は傘を差して震えながら盃を交わしまし

た。 

（『株式会社ネットフロンティア』社員ブログ） 

http://nf-web.com/?p=156（2017 年 6 月 26 日閲覧） 

 

（228） ＜イギリス産自動車「Jaguar XF」のシフトレバーについて＞ 

操作感にさほど違和感こそありませんが、素人目に見るとどうしてこれなのか感は否めませ

ん。 

（燃費ランキング・ガソリン価格・車種情報の共有コミュニティ『e 燃費』投稿記事） 

http://blog.e-nenpi.com/?p=999（2017 年 6 月 26 日閲覧） 

 

 上の例（225）は終助詞「な」、例（226）は終助詞「よ」、例（227）は終助詞「ね」、例（228）

は終助詞「か」がそれぞれ前接する文の文末に現れている。また、例（228）では疑問を表す終助

詞「か」によって形成された疑問節「どうしてこれなのか」が「感」に直接前接する構文となって

いる。 

 以下の例（229）は説明のモダリティ形式「ノダ」が「感」に前接する実例である。 
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（229） ＜海外旅行へ行くために早く仕事を終わらせようとして＞ 

図々しく「今夜のフライトなんだ」感をアピールする私に、心優しい同僚たちが協力してく

れ、無事定時あがり。 

（旅行のクチコミと比較サイト『フォートラベル』シンガポール旅行に関する記事） 

https://4travel.jp/travelogue/11217507（2017 年 6 月 26 日閲覧） 

 

 上の例（229）では「今夜のフライトなんだ」というノダ文が「感」に前接している。 

 5.6.3 節をまとめると、「命令形」「意志形」「感動詞」「終助詞」「ノダ」といったモダリティ形式

を含む文が「感」に前接可能であるということがわかる。このようなモダリティ形式は連体修飾節

の内部には現れないため、従来の文法規則に反する名詞修飾の構文ではないかと考えられる。 

 

5.7. 「ことわざ＋感」 

 以下の例（230）（231）はことわざが「感」に前接している実例である。 

 

（230） ＜自分で作る料理について＞ 

いつの間にやら食に対するアンテナも高感度になって、犬も歩けば棒に当たる感で美味しも

のの在処から発信される電波を上手くキャッチできるようにもなりました。 

（ブログ『おやじ歳時記』料理に関する記事） 

http://blog.livedoor.jp/euro_euro/archives/cat_17622.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

（231） ＜映画『東京タワー』の主人公・詩史たちについて＞ 

まぁ要するにアラフォー世代のおとぎ話なのですが、詩史も喜美子も「眠れる森の美女」ばり

の、「果報は寝て待て」感は全くなく、「結末は自分が決める」という強い意志が感じられま

す。 

（ブログ『細かすぎて伝わらない小さな事』映画に関するブログ） 

https://ameblo.jp/chikuwa-f/theme4-10022647923.html（2017 年 12 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（230）（231）はそれぞれ「犬も歩けば棒に当たる」「果報は寝て待て」ということわざ

が「感」に前接している。いずれのことわざも文であるが、「という」などを介さずに「感」に直

接前接している。ことわざのように慣用的な表現は一つのまとまりとして「感」に前接することが

できるのではないかと思われる。 

 

5.8. 文が前接する「～感」の表記的な特徴 

文が前接する「～感」の表記的な特徴には、引用を表す「」や“”、書名などを表す『』で囲ま

れた要素に接続するタイプ（例（232）～（234））および疑問符（「？」）、感嘆符（「！」）などが

文末に表記された要素に接続するタイプ（例（235）（236））がある。 

 

（232） 経済産業省の資料が「日本どうにかしようぜ」感満載。興味深く読んでみました。 

（例（6）を再掲） 
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（233） ＜ホテルのスタッフの対応について＞ 

図書館のように“早く出ろ”感と急かす感じがものすごく、急き立てられていることでがっかり

しながら急いで部屋を出ました。 

（旅行サイト『トリップアドバイザー』ホテルの口コミ） 

https://www.tripadvisor.jp/ShowUserReviews-g298171-d1132684-r344255170-

Hakone_Suishoen-Hakone_machi_Ashigarashimo_gun_Kanagawa_Prefecture_Kanto.html 

（2017 年 7 月 1 日閲覧） 

 

（234） ＜あるアニメのキャラクターについて＞ 

何か凄い『私は全部分かっているわ』感炸裂だなぁと。 

（例（34）を再掲） 

 

上の例（232）（233）は引用を表す「」（鉤括弧）や“”（引用符）で囲まれた要素が「感」に前

接し、例（234）では書名を表す『』（二重鉤括弧）で囲まれた要素が「感」に前接している。こ

のような表記を用いることによって、引用文であることを示したり、前接する文を強調したりする

効果があると思われる。 

以下の例（235）（236）は疑問符や感嘆符が表記された文に「感」が前接する実例である。 

 

（235） ＜オーストラリアでのドライブについて＞ 

一応ナビが案内してるのですが、なんせレインボーロードなので「ここはどこ？感」は半端あ

りませんでした。 

（例（36）を再掲） 

 

（236） ＜歌手「スピッツ」のコンサートの感想＞ 

リーダーがいくら弾けようがみんなでドシッと受け止める安定感。いつもよりドンと来い！

感を強く感じました。 

（例（37）を再掲） 

 

 上の例（235）では疑問符「？」が表記された文が、例（236）では感嘆符「！」が表記された

文がそれぞれ「感」に前接している。疑問文が「感」に前接する場合には疑問符「？」が、命令文

のように強い口調で発話されるような文には感嘆符「！」が表記されるといった表記的な特徴が

見られるということがわかる。 

 

5.9. 文が前接する「～感」の音調的な特徴 

以下では、文が前接する「～感」の音調的な特徴について見る。金田（2016：9）では、以下の

例（237）のような連体修飾節が「感」に接続する場合に、それがどのような音調で読まれるのか

について調査を行っている。 

 

（237） 横山君の捕まりたくない感が凄い 

（フジテレビ『ホンマでっか？！TV』2013 年 10 月 16 日放送） 
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その結果、20～30 代の調査協力者が読み上げた場合は、以下の例（238）のような従来的な音

調よりも、以下の例（239）のような山型の音調の方が多く見られると述べられている。なお、例

（238）（239）の傍点は高く発音される箇所を示している。 

 

（238） ツカマリタ
．．．．

クナ
．
イカ

．
ン 

 

（239） ツカマリタクナイ
．．．．．．．

カン 

 

しかし、この調査では、文が前接する「感」の作例を協力者に読み上げてもらっており、協力者

の自然発話においても同様の音調で発音されるかどうかまでは確認されていない。自然発話でも

同様の音調が見られるかどうかについて、ここでは少なくとも以下の例（241）（240）のような実

例は採取された。 

 

（240） ＜30 代後半の出演者が、普段着ないような服を着ている共演者に対して＞ 

すごい着せられてる感（キセラレテル
．．．．．

カン）丸出しやん。 

（フジテレビ『めちゃ×2 イケてるッ！』2004 年 10 月 9 日放送） 

 

（241） ＜店員（推定 20 代）が、ハンバーガー作りに挑戦する出演者に対して＞ 

オニオンを乗せすぎた感（ノセスギタ
．．．．

カン）がありますね。 

（日本テレビ『NOGIBINGO！7』2016 年 11 月 7 日放送） 

 

いずれもテレビ番組における出演者および番組内における一般人の発話であるが、金田（2016）

で指摘されているように、文が前接する「～感」を山型の音調で発音している様子が観察された。

このような山型の音調で発音されるのは、発話者が、前接する文と「感」を一つのまとまりのある

単位として捉えていることを示しているのではないかと思われる。 
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第 6 章 形式と意味との対応関係の分析 

 

本章では以下の表 9 の順に、形式と意味との対応関係について考察を行う。 

2.2 節では、先行研究の意味記述をまとめ、「感」というのは「心の動き」に着目した語である

と考えられることを述べた。また、先行研究における「感」の意味には、「①強く深い心の動き」

と「②物事に接したときに生じる心の動き」の大きく 2 つがあると考えられることを述べた。本

研究では、「感」には、上記の「①強く深い心の動き」と「②物事に接したときに生じる心の動き」

の 2 つの意味に加えて、2.2 節で指摘した「③感覚的な尺度に基づいて測った程度」という第 3 の

意味が観察されると考える。 

そこで、6.1 節では「感」の意味①について、6.2 節では意味②について、6.5 節では意味③につ

いて実例に基づきながら確認し、それに対応する形式を見ていく。 

 

表 9 「感」の意味的特徴 

意味分類 用例 

①強く深い心の動き 感極まる、感に堪えない 

②物事に接した

ときに生じる心

の動き 

②-(A) 気持ちタイプ 罪悪感、責任感、優越感 

②-(B) 感じタイプ 

基本的な意味 重量感、あたたか感、散りはじめ感 

イメージ想起型 朝ドラ感、昼ドラ感、富士山感 

存在強調型 ドコモ感、JAL 感、クルミ感、鹿感 

場面喚起型 やれやれ感、チャンチャン感 

感想表現型 歌詞が残念なんだよな感 

想定引用による

対象描写型 
『君は黙っといてくれるかな』感 

③感覚的な尺度に基づいて測った程度 湿度感、暑さ感 

 

6.1. 意味①「強く深い心の動き」の意味分析と形式との対応関係 

 意味①「強く深い心の動き」の意味を表す用例としては、「感無量」「感きわまる」「感に打たれ

る」「感にたえない」などが辞書に記述されている。これらの用例の意味記述を以下の表 10 にま

とめる。 

 

表 10 意味①「強く深い心の動き」を表す「感」の用例 

用例 辞書 意味記述 

感無量 『デジタル大辞泉』 

「感慨無量」に同じ。「感慨無量」：感慨がはか

り知れないほど大きいこと。また、そのさま。

感無量。 

感きわまる 『例解新国語辞典』（第七版） この上なく感激する。感激にたえない。 

感に打たれる 『日本国語大辞典』（第二版） 感動する。 

感にたえない 『例解新国語辞典』（第七版） 実に深く感動している。 

 

いずれの用例も「心の動き」が強いことが表され、「感動」や「感激」という語を用いて説明さ
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れている。 

以下の例（242）は、意味①「強く深い心の動き」を表す「感」を用いた作例である。 

 

（242） 生まれて初めてオーケストラの生演奏を聴いた私は、｛感無量だった／感極まった／感に

堪えなかった｝。 

 

 上の例（242）では、「感」に「無量」「極まる」「に堪えない」などの程度が大きいことを表す

要素が後続している。これによって心の動きが強く深いことは表されているが、「嬉しい気持ち」

「悲しい気持ち」「壮大な感じ」「変な感じ」のような具体的な気持ちや感じは表されていない。こ

のことから、意味①の「強く深い心の動き」を表す「感」は、心の動きの量的な側面に着目した表

現は可能であるが、具体的にどのような気持ちや感じであるのかという心の動きの質的な側面に

ついて表すものではないと考えられる。 

以下では、「無量」「極まる」といった形式以外の要素が「感」に後続する場合に、意味①「強く

深い心の動き」を表すかどうかについて検証する。以下の例（243）では、程度の大きさを問題と

せず、単に有無を表す要素が「感」に後続している。 

 

（243） 生まれて初めてオーケストラの生演奏を聴いた私は、｛*感があった／*感がなかった｝。 

 

 上の例（243）は「ある」「ない」といった有無を表す要素が後続している。しかし、これだけ

では「強く深い心の動き」の有無を表すことができない。 

また、以下の例（244）では、程度が大きいことを表す要素を「感」に後続させているが、「強

く深い心の動き」という意味を表すことができず非文になる。 

 

（244） 生まれて初めてオーケストラの生演奏を聴いた私は、｛*感がいっぱいだった／*感満載だ

った／*感にあふれていた／*感が尋常ではなかった｝。 

 

 このことから、「強く深い心の動き」を表す場合は、程度が大きいことを表す要素が自由に後続

できるわけではなく、「無量」「極まる」「に堪えない」といった決まった形式だけが後続できるの

ではないかと考えられる。 

また、以下の例（245）では程度が小さいことを表す要素が「感」に接続している。 

 

（245） 初めて聴いた生演奏だったが、意外と｛*感は小さかった／*感は弱かった｝。 

 

 上の例（245）では、「小さい」「弱い」といった程度が小さいことを表す要素が「感」に後続し

ているが、この場合も非文になる。このことから、「感」は慣用的な形式が後続することで、心の

動きが大きいことは述べられるが、程度が小さいことを表す要素が後続しても、心の動きが小さい

ことは表せないのだと考えられる。 

 また、「無量」「極まる」「に堪えない」といった慣用的な形式が「感」に後続する場合について

は、「今昔の感にたえない」25を除いて「感」には何の要素も前接しないということを 3.1 節で確

 
25 例解新国語辞典（第七版）では、「今昔の感にたえない」を意味①の「深く強い心の動き」としている。 
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認した。このことから、「感」が意味①の「強く深い心の動き」を表すのは、基本的には何の要素

も前接しない「感」に上記の慣用的な形式が後続した場合であると考えられる。 

以上、6.1 節をまとめると以下のようになる。「感」が意味①「強く深い心の動き」を表す場合

は、心の動きの大きさという量的な側面が着目される。心の動きがどのようなものであるかという

質的な側面には関心が向けられず、具体的な気持ちや感じを表さない。また、有無を表す要素（「あ

る」「ない」など）が「感」に後続しても「強く深い心の動き」の意味は表されない。心の動きが

大きいことは、後続の要素によって表されるが、程度が大きいことを表すどんな要素でも「感」に

自由に後続できるわけではなく、「無量」「極まる」「に堪えない」といった慣用的に用いられる形

式が「感」に後続するという特徴が見られる。このような慣用的に用いられる形式が「感」に後続

する場合は、「今昔の」を除き、基本的には「感」に何の要素も前接しないという形式的な特徴も

見られる。意味①「強く深い心の動き」を表す「感」の特徴について以下の表 11 にまとめる。 

 

表 11 意味①「強く深い心の動き」を表す「感」の特徴 

意味 
・強く深い心の動き 

・心の動きの量的な側面に着目し、その動きの程度が大きいことを表す。 

類義語 感動、感激、感嘆、感心、感慨 

用例 感無量、感極まる、感に打たれる、感に入る、感に堪えない 

形式的 

特徴 

・自立語としての「感」である。 

・具体的な気持ちや感じを表す要素は前接しない。 

・慣用的に用いられ、程度が大きいことを表す形式（「極まる」「に堪えない」など）

が後続する。そのため、心の動きの程度が小さいことは表すことができない。 

 

6.2. 意味②「物事に接したときに生じる心の動き」の意味分析と形式との対応関係 

意味②「物事に接したときに生じる心の動き」の意味を表す「感」の用例には、「異様な感」「隔

世の感」「今昔の感」「安心感」「満足感」「解放感」「立体感」「存在感」「使命感」「やや性急の感が

ある」「時期尚早の感がある」「不徹底の感が否めない」「遅きに失した感がある」「精根尽きたとい

った感がある」などが挙げられる。これらの用例を見ると、「感」に前接する要素によって、「～

感」が具体的にどのような気持ちや感じを表しているのかがわかる。 

意味①「強く深い心の動き」を表す「感」は、心の大きな動きが生じていることに着目している

のに対して、意味②「物事に接したときに生じる心の動き」を表す「感」は、具体的にどのような

心の動きが生じているのかに着目しているのではないかと考えられる。また、意味①は「心の動き

の量的な側面」に着目し、意味②は「心の動きの質的な側面」に着目しているという点で両者は異

なるものであると考えられる。以下では、意味②の「物事に接したときに生じる心の動き」の意味

を表す「感」に対応する形式を分析する。 

「感」に前接し、具体的な気持ちや感じを表す要素には様々な形式のものが立ち得る。以下の

例（246）～（248）は自立語としての「感」に種々の要素が前接した実例である。 

 

（246） 山崎幹事長ですら事前に相談を受けておらず、唐突の感は否めなかった。 

（例（63）を再掲） 
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（247） 活気に満ちてはいるが、粗暴な男の世界が忽然と現れた感があった。 

（例（90）を再掲） 

 

（248） 私は首都高速道路それ自体は必要不可欠のものであると考えている。しかし、ルートの

選定を含めて、何とかならなかったのかという感が強い。 

（サンプル ID：B15_00442『東京都市計画物語』） 

 

上の例（246）では「名詞＋の」という形式である「唐突の」が前接し、「唐突な感じ」の意味

を表している。例（247）では連体修飾節「粗暴な男の世界が忽然と現れた」が「感」に前接し、

「粗暴な男の世界が忽然と現れたという感じ」の意味を表している。例（248）は「という節」で

ある「何とかならなかったのかという」が「感」に前接し、「何とかならなかったのかという気持

ち（感じ）」の意味を表している。いずれも前接要素によって具体的な気持ちや感じが表されてい

る。 

以下の例（249）～（251）は合成語の後部要素としての「感」に種々の要素が前接する実例で

ある。 

 

（249） 7 回のウラで逆転されたピッチャーは、徐々に絶望感を抱き始めていた。 

（例（44）を再掲） 

 

（250） 埼スタを会場にしたのも、日本サッカー協会としては、収容力とサッカー専用スタジアム

で敵にアウェイ感を出したい意図であろうが、完全に裏目である。 

（サンプル ID：OY15_09094 Yahoo!ブログ） 

 

（251） ＜高松で食べたうどんの感想＞ 

出てきたうどんは、こしが強い。もちもち感も最高です。 

（例（5）を再掲） 

 

 上の例（249）～（251）はそれぞれ合成語の前部要素である「絶望」「アウェイ」「もちもち」

によって、「絶望的な気持ち」「アウェイな感じ」「もちもちした感じ」という意味が表されている。 

 以下の例（252）では文が「感」に前接している実例である。 

 

（252） ＜自身と同じようながん患者が湯治で訪れる温泉旅館について＞ 

医者にサジを投げられた人も沢山来ているので、一緒に頑張ろう感が出るのもありがたいと

思います。 

（例（222）再掲） 

 

 上の例（252）ではモダリティ形式（ここでは、意志形「頑張ろう」）を含む文「一緒に頑張ろ

う」が「感」に前接し、「一緒に頑張ろうという感じ」という意味を表している。 

 このように、具体的な気持ちや感じを表す場合には、様々な修飾要素を伴う自立語としての「感」、

種々の要素が前接する合成語「～感」、文が直接前接してできあがった「～感」など、「感」に前接
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する要素には多様な形式が見られるということがわかる。ただし、以下の例（253）のような用例

も見られる。 

 

（253） 量的であって質的な美しさに欠けている。コロセウムやカラカラ帝の浴場ではことにそ

の感を深くした。 

（例（68）再掲） 

 

例（253）では、「その感」自体は具体的な気持ちや感じを直接的に表してはいないが、指示詞

「その」が指し示す対象は前文脈の「量的であって質的な美しさに欠けている」という箇所であ

り、「その感」は「量的であって質的な美しさに欠けている感じ」の意味を表していることがわか

る。 

以下では、意味②の「物事に接したときに生じる心の動き」の意味を表す「感」に後続する要素

について検討する。以下の例（254）では、有無を表す要素が後続している。 

 

（254） おとといの早慶戦は、緊張感｛のある／が全くない｝試合だった。 

 

上の例（254）では、「のある」「が全くない」といった要素が「感」に後続し、「緊張感」の有

無を表している。6.1 節で示した通り、このような有無を表す要素は、意味①「強く深い心の動き」

を表す場合には「感」に後続しないが、意味②「物事に接したときに生じる心の動き」の意味を表

す場合は、上記の例（254）のように必ずしも心の動きが大きいことを表す要素が後続しなくても

よいということがわかる。 

また、以下の例（255）（256）では程度の大小にかかわる要素が後続している。 

 

（255） おとといの早慶戦は、緊張感｛が半端ない／の大きい／に満ちた／極まる｝試合だった。 

 

（256） おとといの早慶戦は、緊張感｛の薄い／の足りない｝試合だった。 

 

上の例（255）では「が半端ない」「の大きい」「に満ちた」「極まる」といった程度が大きいこ

とを表す要素が、例（256）では「の薄い」「の足りない」といった程度が小さいことを表す要素

がそれぞれ「感」に後続している。「極まる」は意味①「強く深い心の動き」を表す場合において

も「感」に後続していたが、「が半端ない」「の大きい」といった程度が大きいことを表す種々の要

素については、意味①を表す場合では「感」に後続しないが、意味②「物事に接したときに生じる

心の動き」を表す場合では後続する。また、程度が小さいことを表す要素については、意味①では

「感」に後続することができないが、意味②を表す場合は「感」に後続することができる。 

以下の例（257）～（260）は種々の要素が「感」に後続する実例である。 

 

（257） 真面目なだけに、やたらに冗談をいったり、軽々しい態度をとる人に対しては嫌悪感を

表すタイプなので、真正面から誠実な姿勢で臨むことが好ましい。 

（サンプル ID：PB43_00284『5 分で人を見抜く』） 
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（258） ただ、今の状況のままでは、ヨーロッパ社会がそのまま衰退してしまうという危機感が強

い。 

（サンプル ID：LBa2_00020『新・日本人論』） 

 

（259） 飛行機の窓は数枚の板からできており、家庭の窓ガラスと違って透明感に欠けます。 

（サンプル ID：LBd7_00036『女性のためのオートカメラ自由自在』） 

 

（260） その場の存在感で比較すれば、からだを有した代役にすぎない己よりも、娘の最期を見と

どけようとする祖母の意志のほうがはるかに勝っていた。 

（サンプル ID：PB59_00329『こぶしの上のダルマ』） 

 

 上の例（257）～（260）はそれぞれ「を表す」「が強い」「に欠けます」「で比較すれば」といっ

た種々の要素が「感」に後続している。このことから、意味②「物事に接したときに生じる心の動

き」を表す場合は、様々な述語が共起できるということがわかる。 

また、意味②を表す「感」は、「孤独感」を「孤独な気持ち」、「立体感」を「立体的な感じ」の

ように言い換えることができる。本研究では、意味②を表す「感」のうち、「気持ち」に言い換え

られる場合を意味②-(A)「気持ちタイプ」、「感じ」に言い換えられる場合を意味②-(B)「感じタイ

プ」と呼ぶことにし、それぞれ以下の 6.3 節および 6.4 節で詳述する。 

以上、6.2 節をまとめると、意味②「物事に接したときに生じる心の動き」を表す場合は、「具

体的にどのような気持ちや感じが生じたのかを述べる」のだと考えられる。一方、意味①「強く深

い心の動き」を表す場合は、「具体的な気持ちや感じの内容は表されず、心の動きの程度が大きい

ことを述べる」ものであり、この点で両者は異なる意味を有していると思われる。また、意味②は

任意の要素が「感」に後続することができるという形式的特徴が見られ、この点で後続する要素に

制約のある意味①とは異なる。 

以上をふまえて、意味②「物事に接したときに生じる心の動き」を表す「感」の特徴を以下の表

12 にまとめる。 

 

表 12 意味②「物事に接したときに生じる心の動き」を表す「感」の特徴 

意味 

・物事に接したときに生じる心の動き 

・心の動きの質的な側面に着目し、それが具体的にどのような気持ちや感じである

かを表す。 

・「気持ち」に言い換えられる場合（意味②-(A)「気持ちタイプ」）と、「感じ」に言

い換えられる場合（意味②-(B)「感じタイプ」）の大きく 2 つのタイプがある。 

言い換え 気持ち、感じ 

用例 安心感、存在感、異様な感、性急の感、遅きに失した感、精根尽きたといった感 

形式的 

特徴 

・自立語としての「感」、合成語の後部要素としての「感」、文が直接前接する「感」

などである。 

・具体的な気持ちや感じを表す要素が「感」に前接する。 

・種々の要素が後続する。ただし、意味①に見られる慣用的な形式（「極まる」）も

後続要素に立ち得る。 
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6.3. 意味②-(A)「気持ちタイプ」の意味分析と形式との対応関係 

 上述の通り、意味②「物事に接したときに生じる気持ちや感じ」を表す場合には、「感」を「気

持ち」に言い換えられる場合（意味②-(A)「気持ちタイプ」）と、「感じ」に言い換えられる場合（意

味②-(B)「感じタイプ」）がある。以下では、それぞれのタイプの意味に対応する形式を分析して

いく。まず、「気持ちタイプ」について分析を行う。 

 2.2 節で取り上げた先行研究の意味記述をふまえると、「気持ちタイプ」は「ある物事に接した

ときに生じた気持ち」という意味を表し、それが具体的にどのような気持ちであるかは「感」に前

接する要素によって表されると考えられる。また、「気持ちタイプ」の「感」は「～な気持ち」「～

という気持ち」に言い換えることが可能であり、「絶望感」は「絶望的な気持ち」、「不信感」は「信

じられない気持ち」、「優越感」は「他人より自分が優れているという気持ち」というように言い換

えられる。以下の例（261）～（263）は「気持ちタイプ」の意味を表す「～感」の実例である。 

 

（261） 二十歳の誕生日に殺される、という恐怖にかられて相談にやってきた滝沢英貴を、ほか

でもない、自分が死に追いやってしまった気がして、氷室は強烈な罪悪感を覚えていた。 

（例（3）を再掲） 

 

（262） パート労働者・派遣労働者等への社会保険の適用促進・パート・派遣労働者等の増大に

対応し、こうした労働者においても安心感を持って就業できるよう、モラルハザードを回避し

つつ、雇用保険を始めとする社会保険の適用の在り方について全体の枠組みと併せて検討す

る必要がある。 

（サンプル ID：PB13_00613『産業構造審議会新成長政策部会中間とりまとめ』） 

 

（263） 生涯学習や趣味やボランティア活動などで「自分が主役」として活動する形でも、大きな

やりがいや満足感を得ることができます。 

（例（4）を再掲） 

 

上の例（261）～（263）はそれぞれ「罪悪」「安心」「満足」といった漢語語基を前項とする複

合語「～感」の実例であり、「罪を犯したような気持ち」「安心した気持ち」「満足した気持ち」を

表している。漢語語基を前項とする複合語「～感」には、例（261）の「罪悪感」のような名詞を

前項とする場合、例（262）の「安心感」のような動詞を前項とする場合、例（263）の「満足感」

のような形容動詞を前項とする場合がある。また、このような漢語語基を前項とする複合語「～

感」の多くは辞書に見出し項目として採用されているものであり、「気持ちタイプ」の意味を表す

複合語「～感」は比較的用法が安定しているものだと思われる。 

漢語語基以外の要素が「感」に前接する「～感」には、「気持ちタイプ」を表すものはそれほど

多くなく、以下の例（264）～（266）は、漢語語基以外の種々の要素が「感」に前接し、「気持ち」

の意味を表している。 

 

（264） 彼が義務に忠実なあまり、名誉を棒にふることができるのに、人びとは意外な感を抱い

た。 

（例（10）を再掲） 
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（265） 見捨てられ感を回避しようとして出てくる子どもの行動の代表的なものは、家庭内暴力

と幼児化である。 

（例（29）を再掲） 

 

（266） ＜サッカー日本代表の長谷部選手へのインタビューにて＞ 

取材を受けていた長谷部に、プレミアリーグを制したＦＷ岡崎慎司（レスター）が「残留おめ

でとう」と声をかけると、長谷部は「若干、見下された感がありますね」と苦笑していた。 

（ニュースサイト『日刊スポーツ：nikkansports.com』） 

https://www.nikkansports.com/soccer/japan/news/1654641.html（2017 年 10 月 2 日閲覧） 

 

例（264）の「意外な感」は自立語としての「感」に形容動詞「意外」の連体形が前接し、「意

外な気持ち」を表している。例（265）の「見捨てられ感」は「見捨てられる」の連用形が「感」

に前接し、「（自分が親に）見捨てられたという気持ち」を表している。例（266）の「見下された

感」では、「（自分が相手に）見下されたという気持ち」を表している。 

以下の例（267）（268）は、漢語語基を前項とする「～感」のうち、「気持ちタイプ」と「感じ

タイプ」の両方の意味で用いることができる「～感」の用例である。 

 

（267） 7 回のウラで逆転されたピッチャーは、徐々に｛絶望感／絶望的な気持ち／？絶望的な感

じ｝を抱き始めていた。 

 

（268） 7 回のウラで逆転されてしまい、チームメンバーからは｛絶望感／絶望的な感じ／？絶望

的な気持ち｝が漂ってきた。 

 

 上の例（267）（268）は両者とも「絶望感」の用例であるが、前者の「感」は「気持ち」と言い

換えられ、後者の「感」は「感じ」に言い換えられる。このように、前項を漢語語基とする「～感」

のうち、文脈によって「気持ち」に言い換えられる場合と「感じ」に言い換えられる場合の両方で

用いることができる「～感」もある。以上、「気持ち」タイプの特徴を以下の表 13 にまとめる。 

 

表 13 「気持ち」タイプのまとめ 

意味 ある物事に接したときに生じた何らかの気持ち 

言い換え ～な／～という気持ち 

用例 

①前項を漢語語基とする複合語「～感」 

安心感、違和感、孤独感、罪悪感、使命感、親近感、喪失感、不快感、不信感、

満足感、無力感、優越感 

②漢語語基以外の要素に接続してできあがった「～感」 

意外な感、見捨てられ感、見下された感 

形式的 

特徴 

・具体的な気持ちの内容を表す要素が「感」に前接する。 

・漢語語基を前項とする複合語「～感」がほとんどであるが、漢語語基以外の要素

（「形容動詞の連体形」「動詞の連用形」「動詞節」など）が「感」に前接する実例

も見られる。ただし、「感じタイプ」として用いることができるものもある。 
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6.4. 意味②-(B)「感じタイプ」の意味分析と形式との対応関係 

 以下では、意味②-(B)「感じタイプ」の意味と形式の対応関係について分析を行っていく。「感

じタイプ」の「感」は、対象となる人・物・事態の様相や雰囲気を表す。対象物の様相や雰囲気が

どのようなものかは「感」に前接する要素によって表され、「～という／～の／～な感じ・様相・

雰囲気」のように言い換えることが可能である。「感じタイプ」の「～感」はすべて「～という／

～の／～な感じ・様相・雰囲気」という基本的な意味を有するが、そのうちの一部の「～感」には

特徴的な意味を持つ実例が見られる。以下では、「感じタイプ」の基本的な意味を確認した後、以

下の表 14 の順に、特徴的な意味を有する「～感」の実例を見ていく。 

 

表 14 「感じタイプ」の「～感」の種類 

タイプ 特徴 用例 

感じタイプ 

基本的な意味 重量感、あたたか感、時代遅れの感、やらされ感 

イメージ想起型 昼ドラ感、朝ドラ感、富士山感、東芝感 

存在強調型 クルミ感、鹿感、JAL 感、ドコモ感 

場面喚起型 はじめまして感、やれやれ感、チャンチャン感 

感想表現型 歌詞が残念なんだよな感 

想定引用による対象描写型 『君は黙っといてくれるかな』感 

 

6.4.1. 「感じタイプ」の基本的な意味と形式との対応関係 

 「感じタイプ」の「感」は「～という／～の／～な感じ・様相・雰囲気」という基本的な意味を

有し、「感」には種々の要素が前接する。以下の例（269）～（272）は、語が自立語としての「感」

を修飾する実例である。 

 

（269） 最近では、二百ミリクラスのマクロレンズが各メーカーから出そろってきたため、時代遅

れの感が強くなってきた。 

（サンプル ID：PB3n_00168『国産実用中古レンズ 100 本ガイド』） 

 

（270） ［……］ノタルジヤコモ嬢は、夕に恋を得てその晩に死んでもいい覚悟で、日暮れて道遠

きを気に病まず、裕々として世界を股に音楽行脚をやっているのは奥ゆかしい感がした。 

（例（64）を再掲） 

 

（271） おそらく猿の物真似が滑稽な感をもって迎えられるようになったには、猿の信仰を奉ず

る者たちの落魄があったのであろう。 

（例（67）を再掲） 

 

（272） ＜『株式会社ナスク』代表取締役挨拶より＞ 

昭和 44 年。世界はアポロ 11 号の月面着陸に沸き、日本では至る所で学生運動が盛んに行わ

れていました。大阪万博を翌年に控え、時代の流れが急に加速し始めた、そんな感がありまし

た。 

（例（71）を再掲） 
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 上の例（269）は「名詞＋の」が「感」に前接するタイプ（3.2 節）で、「時代遅れの」が「感」

に前接し、「時代遅れという感じ」の意味を表している。例（270）（271）はそれぞれ「イ形容詞」

「ナ形容詞」が「感」に前接するタイプ（3.3 節、3.4 節）で、「奥ゆかしい感じ」「滑稽な感じ」

を表している。例（272）は名詞修飾指示詞が「感」に前接するタイプ（3.5 節）で、「そんな」は

先行文脈の「時代の流れが急に加速し始めた」を指し、「時代の流れが急に加速し始めたという感

じ」の意味を表している。 

 以下の例（273）～（276）は、節が自立語としての「感」を修飾する実例である。 

 

（273） たしかにわが子は可愛い。だからこそ苦労してもその子を育てることができる。しかし、

現代はあまりにもわが子可愛いさに溺れきっている感がします。 

（サンプル ID：PB51_00038『十牛図・自己発見への旅』） 

 

（274） 県民の暮らしにかかわる部分に大ナタが振るわれる半面、無駄な事業見直しなど行財政

改革のスピードが遅い感は否めない。 

（例（91）を再掲） 

 

（275） 良くも悪くも、十八歳になった息子を前に「子育て」という事業は基礎工事を終了したと

いう感がある。 

（例（93）を再掲） 

 

（276） この反対意見は、今後も引きつづいて、平沢氏を監獄に閉じ込めておくための法的根拠

として案出されたかの感がある。 

（例（28）を再掲） 

 

上の例（273）は動詞節が「感」に前接するタイプ（3.6 節）で、「わが子可愛いさに溺れきって

いるという感じ」の意味を表している。例（274）は形容詞節が「感」に前接するタイプ（3.7 節）

で、「行財政改革のスピードが遅い感じ」の意味を表している。例（275）は引用節が「感」に前

接するタイプで（3.8 節）、「基礎工事を終了したという感じ」の意味を表している。例（276）は

疑問節が助詞「の」を伴って「感」に前接するタイプ（3.9 節）で、「平沢氏を監獄に閉じ込めて

おくための法的根拠として案出されたかという感じ」の意味を表している。 

 以下の例（277）～（280）は種々の要素が前接する合成語「～感」の実例である。 

 

（277） そして、シュールストレーミングの臭さのせいでウォッカの強いアルコール感も中和さ

れ、クイッと楽に呑めてしまいます。 

（例（109）を再掲） 

 

（278） ようはそのやらされ感があるかないかでこれもちょっとだいぶ変わってくる。やってもら

ったかやられてもーたかに。その違いが。バイトだと私も「やってもらった」と感謝するか

も。 

（例（156）を再掲） 
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（279） ＜市民から寄せられた短歌についての市長のコメント＞ 

「あたたか感」があっていい歌ですね。橋の名前というのは、美しさ、岸と岸をつなぐもの、

そして人間的で大切なものを表現しているんですね。 

（例（175）を再掲） 

 

（280） ＜歯科での治療に関する患者からの声＞ 

治療には時間はかかりましたが、テレスコープを入れてみて、まず一番に、これまでの義歯の

ようなガタガタ感が全くないことを感じました。 

（例（187）を再掲） 

 

上の例（277）は名詞「アルコール」が「感」に前接し、「アルコール分を感じさせるような感

じ」の意味を表している。例（278）は動詞「やらされる」の連用形が「感」に前接し、「やらさ

れる感じ」の意味を表している。例（279）は形容詞「あたたかい」の語幹が「感」に前接し、「あ

たたかい感じ」の意味を表している。例（280）は副詞「ガタガタ」が「感」に前接し、「ガタガ

タした感じ」の意味を表す。 

 このように、「感じタイプ」の基本的な意味を表す「感」には、種々の修飾要素を伴う自立語と

しての「感」、種々の要素が前接する合成語「～感」があり、様々な形式が「感」に前接するとい

うことがわかる。 

以下、「感じタイプ」の基本的な意味について、その特徴を表 15 にまとめる。 

 

表 15 「感じタイプ」の基本的な意味の特徴 

意味 対象物の感じ・様相・雰囲気 

言い換え ～という／～の／～な感じ・様相・雰囲気 

用例 

①自立語としての「感」 

唐突の感、時代遅れの感、焼け石に水の感、奥ゆかしい感、いじらしい感、滑稽

な感、異様な感、大それた感、頂点に達する感、行財政改革のスピードが遅い感、

基礎工事を終了したという感、平沢氏を監獄に閉じ込めておくための法的根拠と

して案出されたかの感 

②合成語の後部要素としての「感」 

臨場感、重量感、現実感、存在感、卵感、地球感、アルコール感、和み感、歩み

寄り感、行き詰まり感、散りはじめ感、やらされ感、ゆる感、ほがらか感、もち

もち感、ガタガタ感、しっとり感 

形式的 

特徴 

・自立語としての「感」、合成語の後部要素としての「感」である。 

・具体的な感じを表す要素が「感」に前接する。 

 

6.4.2. 「イメージ想起型」の意味的特徴と形式との対応関係 

 以下では、「感じタイプ」の意味を表す「～感」のうち、特徴的な意味を有する「～感」の実例

を見ていく。このような特徴的な意味には、「イメージ想起型」「存在強調型」「場面喚起型」「感想

表現型」「想定引用による対象描写型」があると考えられる。 

「イメージ想起型」の「感」は、「対象物が持つ特徴と、共通する特徴を持つ何らかの事物が想
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起されるような様相・雰囲気」を表す。以下の例（281）は「イメージ想起型」の「～感」の実例

である。 

 

（281） ＜漫画『私たちはどうかしている』第一巻の感想＞ 

とても先が気になるし、今一番楽しみの漫画かも。主人公を試すように訪れる試練。不幸に追

い討ちをかけてくる不幸。常に崖っぷちに立たされる感じの展開が昼ドラ感を醸し出してて

良いです！ 

（読書家コミュニケーションサイト『読書メーター』漫画の感想・レビュー） 

https://bookmeter.com/books/11606656（2017 年 2 月 27 日閲覧） 

 

 上の例（281）では、話者は対象物の「漫画」の様相を「昼ドラ感」と表現している。対象物は

「漫画」であり、平日の昼の時間帯に放送されているドラマ（「昼ドラ」）ではない。しかし、話者

が当該の「漫画」の「主人公を試すように訪れる試練」「不幸に追い討ちをかけてくる不幸」「常に

崖っぷちに立たされる感じの展開」といった特徴と、話者のイメージ上の「昼ドラ」が持つ特徴と

が、共通していると捉えたものと思われる。この共通する特徴に基づき、話者は当該の「漫画」の

様相に対して「昼ドラ感」と名付け、「（本当は昼ドラではないが）まるで昼ドラのような感じ」

「昼ドラっぽい感じ」ということを表現しているのではないだろうか。 

以下の例（282）も同様に「イメージ想起型」の「～感」の実例である。 

 

（282） 今日から始まった NHK 朝ドラ「あさが来た」。幕末スタートで少し心配したが、明るい

空気感は定番の朝ドラ感。大森美香サンの脚本もスタンダードで、木登りシーンなどは往年

の朝ドラ「おはなはん」へのリスペクトが感じられる。 

（トレンドワードまとめサイト『情報倉庫』朝ドラの感想に関する記事） 

http://tsuimato.blog.jp/archives/44109821.html（2017 年 9 月 27 日閲覧） 

 

上の例（282）では、話者は対象物であるドラマ『あさが来た』の様相を「朝ドラ感」と表現し

ている。話者は『あさが来た』の「明るい空気感」や「（往年の朝ドラと同じ）木登りシーン」と

いった特徴が、自身のイメージする「朝ドラ」の特徴と共通していると捉えているのではないかと

思われる。 

しかし、上述の「昼ドラ感」の場合（例（281））は、対象物の「漫画」と、想起された「昼ド

ラ」は種類が異なるものであったが、例（282）においては、対象物であるドラマ『あさが来た』

も「朝ドラ」の 1 つであり、対象物と想起された事物が同じ種類のものである。この場合は、話

者が自身のイメージする「朝ドラ」の典型的な特徴が、対象物である「朝ドラ」の『あさが来た』

に見られる特徴と一致していると捉え、それによってドラマ『あさが来た』の様相に「朝ドラ感」

と名付けたのではないかと考えられる。このように表現することで、ドラマ『あさが来た』の様相

について、話者のイメージする「いかにも朝ドラらしい感じ」を表せるのだと思われる。 

 このように、「イメージ想起型」の「感」には、対象物の特徴とそこから話者が想起した何らか

の事物の特徴との共通性に基づき、想起された事物の名称を「感」と共に用いて対象物の様相を

表現する用法があると考えられる。また、話者は対象物の特徴に着目することで何らかの事物を

想起しているが、対象物と想起された事物の関係によって以下の 2 つに分類される。 
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①対象物と想起された事物が異なる種類のものである場合 

対象物とそこから話者が想起した事物が異なる種類のものである場合、当該の事物の名称を

「感」に前接させることで「まるで～のような感じ」「～っぽい感じ」の意味を表す。（例（281）

「昼ドラ感」） 

 

②対象物と想起された事物が同じ種類のものである場合 

対象物とそこから話者が想起した事物が同じ種類のものである場合、当該の事物の名称を「感」

に前接させることで「いかにも～らしい感じ」の意味を表す。（例（282）「朝ドラ感」） 

 

以下の例（283）（284）はいずれも「富士山感」の実例であるが、例（283）は上の「①対象物

と想起された事物が異なる種類のものである場合」、例（284）は「②対象物と想起された事物が

同じ種類のものである場合」の実例である。 

 

（283） ＜富士山をモチーフとする雑貨の紹介で＞ 

続いては「富士山グラス」。こちらは、その名の通り富士山を模したユニークなフォルムのグ

ラス。ビールを注げば、まるで泡が山頂に降り積もった雪のようになり“富士山感”抜群に。

トマトジュースなら赤富士に変身します。 

（『アメーバニュース』富士山に関するニュース） 

https://news.ameba.jp/entry/20130617-844（2017 年 9 月 27 日閲覧） 

 

（284） ＜頂上の雪がすべて溶けてしまっている富士山を見て＞ 

おお、良く見えますな。しかし雪が無いとこんなにも富士山感って薄れるんですね。 

（『へきちんブログ』富士山に関する記事） 

http://blog.livedoor.jp/hexa_blog/archives/52378526.html（2017 年 12 月 1 日閲覧） 

 

上の例（283）では、対象物である「グラス」について、その形状が山のような形であり、注い

だビールの泡が「山頂に降り積もった雪」のように見えることから、「富士山」が想起されている。

話者はビールが注がれた「グラス」と実際の「富士山」に共通する特徴を見出し、この「グラス」

の様相に対して「富士山感」と名付け、「まるで富士山のような感じ」がすることを表現している。 

一方の例（284）では、対象物は「富士山」であるが、頂上の雪がすべて溶けてしまっている。

話者の眼前の「富士山」には、話者のイメージ上の「富士山」が持つ「頂上に白く雪が積もってい

る」という特徴が見られないため、「富士山感」が「薄れる」と表現することで、「（話者がイメー

ジする）いかにも富士山らしい感じ」があまりないことを表している。 

 また、「イメージ想起型」の「～感」では、同じ要素が「感」に前接していても、話者がその要

素のどの側面に着目しているかは異なる場合がある。以下の例（285）～（287）はいずれも「東

芝感」の実例であるが、それぞれが着目している「東芝」の側面は異なる。まず、以下の例（285）

では、東芝製の携帯電話のデザインや機能について述べられている。 
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（285） ＜東芝製の携帯電話「W54T」モデルのデザインや機能について＞ 

W52TをスルーしてW54Tを購入しましたが、この東芝感は私には合っているようです。W52T

もデザインが気に入って欲しかったですが、さすがに諸事情も絡んで買えませんでした。 

（『価格ドットコム』商品レビュー） 

http://bbs.kakaku.com/bbs/31104000978/SortID=7269476/（2017 年 5 月 28 日閲覧） 

 

 上の例（285）では、話者は東芝製の携帯電話「W54T」モデルに見られる特徴が、自身のイメ

ージ上の東芝製品が持つ特徴と共通していると捉え、その携帯電話の様相を「東芝感」と名付け

ている。それによって、「いかにも東芝（製の携帯電話）らしい感じ」を表現している。 

 以下の例（286）では、東芝のグループ会社の給与や賞与について述べられている。 

 

（286） ＜東芝のグループ会社の給与・賞与について＞ 

そもそも名前には東芝ってついているけど給料、ボーナスは全く東芝感はありません w26 

（『ガールズちゃんねる』悩み相談に関する掲示板） 

http://girlschannel.net/topics/1140581/（2017 年 5 月 28 日閲覧） 

 

 上の例（286）では、話者は「東芝という一流企業のグループ会社であれば当然給料や賞与も高

いはずである」というイメージに反して、実際はそれほど給料が高くないことを「東芝感はありま

せん」と表現し、実際の給料の様相について「いかにも（一流企業としての）東芝（の給料）らし

い感じはない」ということを表している。 

 以下の例（287）は、主力事業に失敗し、株価が大きく下がった「任天堂」という会社について

述べられたものである。 

 

（287） ＜経営状況が悪化する「任天堂」社について＞ 

今の任天堂って SHARP 感あるよな［……］東芝感もある 

（『はちま寄稿』「任天堂」に関する掲示板のコメント） 

http://archive.fo/jVf0b（2017 年 12 月 1 日閲覧） 

 

 上の例（287）では、「任天堂」と「東芝」の両者に共通して「危機的な経営状況に陥っている」

という特徴があると話者が捉え、経営状況の悪化する「任天堂」の様相に対して「東芝感」と名付

けている。これにより、「任天堂」が「まるで（危機的な経営状況に陥っている）東芝のような感

じ」であることを表している。なお、上の例（287）の「SHARP 感」も「イメージ想起型」の「～

感」であると考えられる。日本を代表する大企業である「SHARP」が経営状況の悪化によって外

国企業の傘下になってしまったことを受けて、同じく日本の大企業である「任天堂」が危機的な経

営状況にあることを、「SHARP」と共通する特徴であると話者が捉えたのだと思われる。これに

より、「任天堂」社の様相を「SHARP 感」と表現し、「任天堂」社が「まるで（経営状況が悪化し

てしまった）SHARP のような感じ」であることを表している。 

 上の例（285）～（287）はいずれも「いかにも東芝らしい感じ」「まるで東芝のような感じ」を

「東芝感」と表現している。しかし、それぞれ話者が着目している「東芝」の側面は異なり、例

 
26 「w」は「笑い」の意味を表し、インターネット上のテキストなどで用いられる。 
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（285）では電化製品メーカーとしての「東芝」の側面に、例（286）では日本の歴史ある一流企

業としての「東芝」の側面に、例（287）では粉飾決算によって危機的な経営状況に追い込まれた

「東芝」の側面に着目している。企業名のような複数の側面を持つ要素が「感」に前接する場合

は、話者が対象のどの側面に着目するかによって、「～感」が表すものも複数通りあるのではない

かと考えられる。 

また、例（286）（287）のように、粉飾決算の前後では人々の「東芝」に対するイメージが「一

流企業」から「経営危機に瀕した企業」に変わり、それによって「東芝感」が表すものも変化して

いる。企業名のような要素が「感」に前接する場合は、時事的な要因によって人々のイメージが大

きく変化し得るため、「～感」の表すものもそれに伴って変わっていくのではないかと思われる。 

以上、6.4.2 節をまとめると、「イメージ想起型」の「～感」の特徴は以下の表 16 のようになる。 

 

表 16 「イメージ想起型」の特徴 

意味 
対象物が持つ特徴と、共通する特徴を持つ何らかの事物が想起されるような様相・

雰囲気 

言い換え 

①（対象物と想起された事物が異なる種類のものである場合）まるで～のような／

～っぽい感じ 

②（対象物と想起された事物が同じ種類のものである場合）いかにも～らしい感じ 

用例 
①昼ドラ感、富士山感、東芝感、SHARP 感 

②朝ドラ感、富士山感、東芝感 

形式的 

特徴 

・前接要素は基本的に名詞である。 

・企業名のような複数の側面を持つ要素が「感」に前接する場合は、話者が着目す

る側面によって、「～感」が表すものも異なる。 

・企業名のような時事的な要因によってイメージが変化し得る要素が「感」に前接

する場合は、時代によって「～感」の表すものも変化する場合がある。 

 

6.4.3. 「存在強調型」の意味的特徴と形式との対応関係 

 「存在強調型」は、話者がある事物の存在を強く感じている場合に用いられる。「存在強調型」

の「～感」の実例としては、以下の例（288）～（290）のようなものが挙げられる。 

 

（288） ＜東芝が運営するプロバスケットボールチームとの試合にて＞ 

スポンサーボードは東芝グループがずらり。圧倒的東芝感に東芝酔い間違いなし。 

（プロバスケットボールチーム『横浜ビー・コルセアーズブースターサイト』） 

http://gogobcor.com/2016/07/14/toshiba/（2017 年 2 月 27 日閲覧） 

 

（289） ＜球場内に設置されている JAL 協賛の特別な野球観戦席について＞ 

入り口付近では、JAL の CM も流しており、一気に JAL 感が高まります 

（ブログ『旅っ子』野球観戦に関する記事） 

https://ameblo.jp/singapore744/entry-12169142950.html（2017 年 5 月 28 日閲覧） 
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（290） ＜ドコモスマートフォン『Xperia A SO-04E』モデルについて＞ 

これは 2013 年夏モデル全機種共通ですがドコモのロゴに変更がありました。NTT の文字が

小さくなった分「docomo Xi」のフォントサイズが大きくなって、ドコモ感が強調されていま

した。 

（ブログ『携帯総合研究所』ドコモスマートフォンに関する記事） 

http://mobilelaby.com/blog-entry-5087.html（2017 年 5 月 28 日閲覧） 

 

上の例（288）では、「東芝」という文字の書かれたスポンサーボードが試合会場に隙間なく並

んでおり、話者は数多くのボードの「東芝」という文字から「東芝」の存在を強く感じている。例

（289）では、入口付近で「JAL の CM」が繰り返し流されていることによって「JAL」の存在を

感じている。例（290）では、携帯電話の端末に書かれている「docomo」の文字のサイズが大き

くなったことによって、以前より「ドコモ」の存在を強く感じるようになったことが述べられてい

る。 

いずれも企業名が「感」に前接している点で、上述の「イメージ想起型」（6.4.2 節）と共通して

いる。しかし、「イメージ想起型」とは異なり、企業が持つ複数の側面のいずれかに着目している

わけではなく、単にその存在を強く感じることが表現されている。また、「東芝の存在感」「JAL の

存在感」「ドコモの存在感」のように、「～の存在感」のように言い換えることも可能である。 

このように、数の多さ、頻度の高さ、大きさのように、何らかの量的な側面に着目することによ

って、前接要素が表す事物の存在を強く感じているというのが「存在強調型」の特徴であると考え

られる。 

 一方で、企業名のような固有名詞に限らず、一般名詞が「感」に前接し、「存在強調型」の意味

を表す実例もある（例（291）（292））。 

 

（291） ＜購入したクルミパンについて＞ 

大きなバスケットにたくさん積まれているのを見て、思わず！クルミがゴロゴロ入っていて、

クルミ感ぎっしりです！プレーンのものも食べてみたかった… 

（みんなで作るパンとパン屋さんのガイド『パンスタ』クルミパンのレビュー） 

http://pansta.jp/shop_info_img.php?shop_id=12614（2017 年 9 月 25 日閲覧） 

 

（292） ＜奈良にある旅館について＞ 

さておき、ボクのお客様で奈良にある「むさし野」という旅館があります。たぶん世界で一番

「若草山」に近い旅館です。…もう鹿感がハンパなく満載で（笑）いつ伺っても鹿だらけなん

です。 

（ブログ『ぼくブログ』奈良の旅館に関する記事） 

http://ryouriinnsatsu.sblo.jp/article/78495531.html（2017 年 9 月 25 日閲覧） 

 

 上の例（291）では、「クルミがゴロゴロ入っていて」「ぎっしり」といった描写から、大きめに

砕かれたクルミが大量に入っており、話者がクルミの存在を強く感じているのではないかと思わ

れる。例（292）では、「いつ伺っても鹿だらけ」という描写がされており、おそらく旅館の周囲

を埋め尽くすかのようにいる鹿によって、話者が鹿の存在を強く感じていることがわかる。 
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 ただし、以下の例（293）（294）は、上の例（292）と同じ「鹿」が「感」に前接しているが、

「イメージ想起型」の「～感」の実例である。「存在強調型」の「感」に前接する名詞は「イメー

ジ想起型」と同じ名詞の場合があり、どちらの意味的特徴を有するかは文脈に依存する。 

 

（293） ＜鹿の形をした鍋敷きについて＞ 

使えば使うほど鹿感 UP！キュートな『こげ鹿鍋敷き』［……］なぜなら、日々使い続けてい

くことで表面に焦げ目がつき、鹿の背中部分の鹿の子模様が浮き出てくるという仕掛けがあ

るのです！ 

（奈良県庁『奈良の木のこと』奈良のお土産の紹介ページ） 

http://www3.pref.nara.jp/naranoki/magazine/nara_souvenir/（2017 年 9 月 25 日閲覧）  

 

（294） ＜アルゼンチンに生息する様々な動物の特徴について＞ 

南米の高地にはアルパカ、リャマ、ビクーニャ、グアナコといますが、見分けるのは難しいで

す。アルパカとリャマが毛がもふもふしていて、羊感があります。ビクーニャとグアナコは毛

が短くすらっとしていて、鹿感があります。 

（旅行のクチコミと比較サイト『フォートラベル』アルゼンチンに関する記事） 

https://4travel.jp/travelogue/11217253（2017 年 9 月 25 日閲覧） 

 

例（293）では、鹿の形をした鍋敷きの表面に徐々に焦げ目がつき、それが鹿の背中の模様に似

てくることを述べている。対象物である鍋敷きから本物の鹿が有する特徴を想起しているので「イ

メージ想起型」である。同様に、例（294）においても、毛が短くすらっとしているという鹿に見

られる外形的な特徴を、他の動物から想起しているので「イメージ想起型」となる。このように、

例（292）～（294）はいずれも外形的には同じ「鹿感」であるが、話者が対象物の量的な側面に

着目している場合は例（292）のような「存在強調型」を表し、対象物の質的な側面に着目してい

る場合は例（293）（294）のような「イメージ想起型」を表すことになると考えられる。 

 存在強調型の特徴をまとめると以下の表 17 のようになる。 

 

表 17 「存在強調型」の特徴 

意味 ある事物の存在を強く感じさせるような様相 

言い換え ～の存在を強く感じさせる感じ 

用例 東芝感、JAL 感、ドコモ感、クルミ感、鹿感 

形式的 

特徴 

・前接要素は基本的に名詞である。 

・前接要素は「イメージ想起型」と同じ場合があるが、「存在強調型」の「～感」は

話者が対象物の量的な側面（数、頻度、大きさ）に着目している文脈において見

られる。 

 

6.4.4. 「場面喚起型」の意味的特徴と形式との対応関係 

 「場面喚起型」の「～感」は、決まり文句・挨拶・擬音語などが「感」に前接し、これらの前接

要素によって特定の状況や場面が読み手や聞き手に喚起されるような様相を表している。以下の

例（295）（296）は「場面喚起型」の「～感」の実例である。 
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（295） ＜欲しかった「NIKE」のスポーツシューズを探していて＞ 

定番だからすぐに見つかりそうなものなのに。。。そして、「もうこれでいいや！」感で買って

しまいました。。。 

（ブログ『気長なシンプルライフへ・・・＜白黒病＞』靴に関する記事） 

https://plaza.rakuten.co.jp/m08y07k12/diary/201505210000/（2017 年 12 月 3 日閲覧） 

 

（296） ＜建材の納入が終わり、車で帰社する途中で＞ 

納入の方は予定通りに終わり愛知までくればやれやれ感がでてきまして刈谷で休憩してぼち

ぼち帰っていきました。 

（ブログ『砂利道』建材搬入に関する記事） 

http://kitakenzai.jugem.jp/?page=1&cid=2（2017 年 12 月 3 日閲覧） 

 

 上の例（295）は「もうこれでいいや！」という文が「感」に前接している。「もうこれでいい

や」というのは欲しいと思っている物がなかなか見つからず、別の物で妥協するときに発話される

一種の決まり文句である。また、例（296）では、「やれやれ」という感動詞が「感」に前接して

いる。「やれやれ」は物事が一段落し、ほっと気がゆるんだときに発話される一種の決まり文句で

ある。このように、「もうこれでいいや」「やれやれ」などの決まり文句を「感」に前接させること

で、それぞれの決まり文句と結び付いた特定の場面を読み手や聞き手に喚起させることができる。 

 以下の例（297）（298）も同様に「場面喚起型」の「～感」の実例である。 

 

（297） ＜初めて共演する俳優の印象について＞ 

自然と波長が合った感じで、全然“はじめまして感”がないんですよね。他のキャストの方だ

と僕は石倉（良信）さんや、初舞台の「天聖八剣伝」（’10 年）でも西ノ園達大さんとは共演

してるんですけど。 

（演劇・ミュージカル紹介サイト『ローチケ演劇宣言！』インタビュー記事） 

http://engekisengen.com/stage/interview/honangumi/（2017 年 12 月 3 日閲覧） 

 

（298） ＜映画『レインツリーの国』に対する感想＞ 

ラストのクリスマスツリーの前でのキスシーンはいりますかね？無理矢理ハッピーエンド、

チャンチャン感が半端なかった。 

（ブログ『レインツリーの国はつまらない？口コミと感想まとめ』） 

http://g9866hi7.seesaa.net/（2017 年 12 月 3 日閲覧） 

 

 上の例（297）では、「はじめまして」という挨拶が「感」に前接している。「はじめまして」は

初対面の人に対する挨拶であり、初めて会った相手に対してまだ打ち解けていないような場面が

喚起される。例（298）では、コントの終わりなどに鳴らす効果音の「チャンチャン」という擬音

語が「感」に前接している。ここでは「チャンチャン感」と表現することによって、話者が鑑賞し

た映画の終わり方が、コントの終わりのように滑稽な感じであったことが喚起される。 

 このように、「場面喚起型」の「～感」は、ある特定の状況や場面と結び付いた決まり文句・挨

拶・擬音語などが「感」に前接し、その状況や場面を聞き手に喚起するような様相を表していると
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考えられる。また、中島（2011）では、特定の状況が喚起されるような決まり文句・挨拶・擬音

語を包摂する漢語接尾辞として「系」および「風」を取り上げている。そのような「系」「風」の

機能としては、そのまま記すと冗長になってしまうスクリプトを、その事態に対応する短い表現を

用いることによって端的に描写できると述べている。上述の通り、特定の場面と結び付いた決ま

り文句などが「感」に前接することから、「感」は「系」「風」と同様の機能を有していると考えら

れる。 

 以上、6.4.4 節をまとめると、「場面喚起型」の「～感」の特徴は以下の表 18 のようになる。 

 

表 18 「場面喚起型」の特徴 

意味 ある特定の状況や場面が聞き手に喚起されるような様相 

言い換え ～という状況・場面が喚起されるような感じ 

用例 やれやれ感、はじめまして感、チャンチャン感 

形式的 

特徴 

感動詞や文などが「感」に前接する。具体的には、特定の状況や場面と結び付いた

決まり文句・挨拶・擬音語などが前接要素に立ち得る。 

 

6.4.5. 「感想表現型」の意味的特徴と形式との対応関係 

 「感想表現型」の「～感」は、「独話や心内発話といった聞き手の存在しない発話環境を中心に

現れるタイプ」（日本記述文法研究会 2003：229）の文が前接し、それによって話者の感想を表現

するという特徴がある。引用される文は話者自身の感想であるため、聞き手への伝達を目的とし

ておらず、実際に発言されたものであるかどうかは不問である。以下の例（299）は「感想表現型」

の「～感」の実例である。 

 

（299） 製図用具ってのは、ケースに納まっているとこを見ると、ほれぼれするほど美しい。「出

来てるなあ」という感があるのね。 

（サンプル ID：LBd9_00017『たたずまいの研究』） 

 

 上の例（299）では、「出来てるなあ」という話者の独話あるいは心内発話を表す文が「という」

を介して「感」に前接し、「製図用具」が「ケースに納まっている」状態に対して、話者が「出来

てるなあ」という感想を抱いていることが表現されている。 

以下の例（300）（301）も同様に「感想表現型」の「～感」の実例である。 

 

（300） ＜SEKAI NO OWARI『スターライトパレード』の歌詞について＞ 

何かもう歌詞が残念なんだよな感満載で、本当に残念。 

（例（49）を再掲） 

 

（301） ＜自分が描いた絵がコミックマーケットで配布されることについて＞ 

自分の描いた絵が紙媒体に印刷されているっていうのははじめての経験なので、いろいろ感

じるところがあります。［……］出来に関しては正直アレなんですが、自分の絵が本になって

るよ感っていうのは、結構な感動でしたよ。 

（例（226）を再掲）  
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 上の例（300）（301）は、いずれも話者の独話あるいは心内発話を表す文が「という」を介さず

に「感」に直接前接するという形式的な特徴が見られる。例（300）は「歌詞が残念なんだよな」

という文が、例（301）は「自分の絵が本になってるよ」という文がそれぞれ「という」を介さず

に直接「感」に前接している。いずれも話者が対象から抱いた感想が表現されており、前接する文

の内部に終助詞が現れる場合が多く見られる。 

このような実例は、インターネット上のブログでよく見られる。ブログは日記形式で日々の出来

事に関する感想を書くものであり、自身の独話や心内発話を表す文を、そのまま「感」に接続させ

て感想を述べるという表現形式が適しているのではないかと考えられる。 

以上、6.4.5 節をまとめると、「感想表現型」の特徴は以下の表 19 のようになる。 

 

表 19 「感想表現型」の特徴 

意味 何らかの感想を抱かせるような様相 

言い換え ～という感想を抱かせるような感じ 

用例 「出来てるなあ」という感、歌詞が残念なんだよな感 

形式的 

特徴 

・聞き手への伝達を目的としないような話者自身の独話や心内発話を表す文が「感」

に前接する。実際に発言されたものかどうかは不問である。 

・文が「という」を介在して「感」に前接する場合と、直接前接する場合がある。 

・終助詞で終了する文が「感」に前接することが多い。 

 

6.4.6. 「想定引用による対象描写型」の意味的特徴と形式との対応関係 

 「想定引用による対象描写型」の「～感」は、対象となる人物が聞き手に対していかにも発言し

そうな発話を想定引用し、その人物の様相を描写するという特徴がある。また、想定引用された文

が「感」に前接するという形式的な特徴を有する。以下の例（302）は「想定引用による対象描写

型」の「～感」の実例である。 

 

（302） ＜グループディスカッションで同じグループにいた感じの悪い人物について＞ 

それと、今日が GD 初ということを言っただけで、『君は黙っといてくれるかな』感を出すや

つ。 

（例（25）を再掲） 

 

上の例（302）では、対象となる人物がいかにも発言しそうな「君は黙っといてくれるかな」と

いう文を想定引用し、それを「感」に前接させている。この「想定引用文＋感」という形式が、話

者が命名した一種のタイトルのようなものとして対象人物の様相に付されている。それによって、

話者がその人物から感じ取った「嫌味である」「上から目線である」というような様相が端的に描

写され、読み手にはその対象人物のイメージが想起されやすくなるのではないかと考えられる。な

お、「感」に前接する発話内容は想定引用されたものであるため、実際に発言されたものではない。 

以下の例（303）も「想定引用による対象描写型」の「～感」の実例である。 

 

（303） ＜ホテルのスタッフの対応について＞ 

図書館のように“早く出ろ”感と急かす感じがものすごく、急き立てられていることでがっかり
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しながら急いで部屋を出ました。 

（例（233）を再掲） 

 

上の例（303）では、対象となる人物である「ホテルのスタッフ」がいかにも発言しそうな「早

く出ろ」という文を想定引用し、「感」に前接させている。このように表現することによって、「ホ

テルのスタッフ」が話者に対して、早く帰るように急かしているような様相が描写されている。 

以下の例（304）は、「感」に前接する文の想定引用元が人物ではない場合の実例である。 

 

（304） 経済産業省の資料が「日本どうにかしようぜ」感満載。興味深く読んでみました。 

（例（6）を再掲） 

 

上の例（304）では、対象物である「経済産業省の資料」があたかも「日本どうにかしようぜ」

と呼びかけているかのような印象を話者が感じている。この場合の対象は人間ではなく、「経済産

業省の資料」である。ここでは、擬人化した「経済産業省の資料」の発話を想定引用しているので

はないかと思われる。 

また、終助詞「ぜ」は、「話し手が認識している内容を聞き手に一方的に伝える」あるいは「聞

き手に対する警告を表す」場合があり（日本語記述文法研究会 2003：247-248）、ここでは、日本

に対する危機感を抱き、「日本どうにかしようぜ」と一方的に周囲に呼び掛けているような様相や、

聞き手に日本を変えていかなければならないという警告をしているかのような様相が描写されてい

る。 

以下の例（305）のように、「感」に前接する文の想定引用元が話者自身の場合もある。 

 

（305） ＜韓国を旅行したときのタクシーの運転手とのやりとりについて＞ 

ぼったくられないためには、ホテルからタクシー呼んでもらったり（ホテルから呼ぶとプラス

100 円～200 円くらいとられますが）私韓国慣れてます！！感を出すといいみたいなので、場

所名は日本語漢字のまま読むんじゃなくて、例えば東大門市場ならトンデモンシジャンと言

うなどしたり、答える時も｢はい｣は｢イエ｣か｢オッケー｣などにしました。 

（ブログ『うにいくら丼』韓国旅行に関する記事） 

https://ameblo.jp/edogawa034/archive1-201003.html（2017 年 8 月 21 日閲覧） 

 

上の例（305）では、「私韓国慣れてます！！」という文が「感」に前接している。この文の想定

引用元は話者自身であり、自分自身が発言しそうな発話を想定引用している。また、「私韓国慣れ

てます！！」という文からイメージされるような話者の様相や雰囲気を、周囲の人々（ここでは、

旅行先の韓国の人々）が感じるであろうと話者自身が想定しているのではないかと思われる。 

 このように、「想定引用による対象描写型」では、聞き手に対して何らかの伝達的な機能を有す

る文が想定引用されるという特徴が見られる。例（302）では聞き手に対する依頼および嫌味を述

べるような文（「君は黙っといてくれるかな」）、例（303）では聞き手に対して命令する文（「早く

帰れ」）、例（304）では話者が認識している内容を聞き手に一方的に伝え、警告するような文（「日

本どうにかしようぜ」）、例（305）では自身の状態を聞き手に宣言するような文（「私韓国慣れてま

す！！」）が想定引用されており、いずれも聞き手に対する何らかの伝達的な機能を有するような
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文ではないかと考えられる。このように、「想定引用による対象描写型」では、聞き手に対する何

らかの伝達を目的とした文が「感」に前接しているのに対して、6.4.5 節で述べた「歌詞が残念な

んだよな感」などの「感想表現型」では、聞き手の存在しない独話や心内発話を表す文が「感」に

前接しており、この点で両者は異なるものではないかと思われる。 

また、「想定引用による対象描写型」の「感」は、「ある人や物が発する独特の雰囲気」という意

味を表す「オーラ」に言い換えることができるのではないかと考えられる（例（306））。 

 

（306） ＜グループディスカッションで同じグループにいた感じの悪い人物について＞ 

それと、今日が GD 初ということを言っただけで、『君は黙っといてくれるかな』オーラを出

すやつ。 

（例（25）をもとに作例） 

 

 上の例（306）では、「感」を「オーラ」に言い換えても、対象となる人物の「嫌味な感じ」「上

から目線な感じ」といった様相を描写することができる。しかし、以下の例のように「感想表現型」

の「感」を「オーラ」に言い換えた場合は不自然である。 

 

（307） ＜SEKAI NO OWARI『スターライトパレード』の歌詞について＞ 

何かもう？歌詞が残念なんだよなオーラ満載で、本当に残念。 

（例（49）をもとに作例） 

  

例（307）は「感想表現型」の「感」を「オーラ」に言い換えた例であるが、不自然であるよう

に思われる。「想定引用による対象描写型」の例（306）では、「君は黙っといてくれるかな」とい

う文の想定引用元と、「『君は黙っといてくれるかな』オーラ」を出している対象は、いずれも「グ

ループディスカッションで同じグループにいた人物」である。一方、「感想表現型」の例（307）

では、「歌詞が残念なんだよな」という文の想定引用元は話者であるの対して、「歌詞が残念なんだ

よな」という感じを出している対象物は「SEKAI NO OWARI『スターライトパレード』の歌詞」

であり、両者は別のものである。このように、「感」に前接する文の想定引用元（ここでは「話者」）

と「～感」を出している対象（ここでは「SEKAI NO OWARI『スターライトパレード』の歌詞」）

が一致しない場合は、「オーラ」に言い換えられることができないのではないかと考えられる。 

以上、6.4.6 節をまとめると、「想定引用による対象描写型」の特徴は以下の表 20 のようになる。 

 

表 20 「想定引用による対象描写型」の特徴 

意味 

対象となる人物の発話を想定引用し、その人物のいかにもその発話をしそうな様

相や雰囲気。ただし、対象となる人物は他者だけでなく、擬人化された事物や話

者自身の場合もある。 

言い換え （対象となる人物が）いかにも～と言わんばかりの感じ・雰囲気・オーラ 

用例 『君は黙っといてくれるかな』感、「日本どうにかしようぜ」感 

形式的 

特徴 

・対象となる人物の発話を想定引用した形式が「感」に前接する。ただし、想定

引用であるため、実際に発言されたものではない。 

・聞き手に対して何らかの伝達的な機能を持つような文が「感」に前接する。 
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6.5. 意味③「感覚的な尺度に基づいて測った程度」の意味分析と形式との対応関係 

本研究では、「感」には、上述の「①強く深い心の動き」と「②物事に接したときに生じる心の

動き」の 2 つの意味に加えて、「③感覚的な尺度に基づいて測った程度」という第 3 の意味が観察

されると考える。 

 以下の例（308）の複合語「距離感」は「（相手との心的な）距離があるような感じ」を表して

いる。これは単に「自分と相手との間に距離がある感じ」を表しており、通常の「感じタイプ」の

意味になる。 

 

（308） 今まで普通に話せていたのに、あの一件以来、急に佐藤さんと距離感を感じるようにな

ってしまった。 

（例（38）を再掲） 

 

 しかし、以下の例（309）～（311）では、「（ゴルフにおける）自分からボールまでの物理的な

距離」（例（309））、「視覚的に捉えた自分から対象物までの距離」（例（310））、「自分と相手との

心理的な距離」（例（311））といった対象物との物理的・心理的距離が感覚的にどの程度であるの

かという意味で「感」が用いられている。 

 

（309） ＜ゴルフクラブについて＞ 

ピンタイプ形状の β は、ソフトな打球感はそのままに、距離感とタッチが合わせやすく、ス

クエアに構えやすいモデルです。 

 （例（39）を再掲） 

 

（310） ＜補聴器を装着した際の音の聞こえ方について＞ 

たとえば、右目を閉じると右の方が見えなくなります。また、片目だけでは距離感が掴めませ

ん。［……］それと同じ事が耳にも言えます。 

（例（40）を再掲） 

 

（311） 敬語は「丁寧にするため」と考えられているが、現代社会では実際には、相手との関係

性、距離感などについての認識を言語で表したものであるといえる。 

（例（41）を再掲） 

 

上述の例（308）では「距離があるような感じ」と言い換えられるのに対して、例（309）～（311）

では「感覚的な距離がどれくらいであると感じているか」と言い換えられ、両者は異なる意味を表

しているのではないかと考えられる。このような「感覚的な尺度に基づいて測った程度」を表す

「感」は、2.2 節で示した意味①「強く深い心の動き」および意味②「物事に接したときに生じる

気持ちや感じ」とは異なる意味を表していると考え、以下では「感」の第 3 の意味として扱うこ

ととする。以下は、意味③「感覚的な尺度に基づいて測った程度」を表す「～感」の実例である

（例（312）～（314））。 
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（312） ＜室内の空調に関する調査について＞ 

各項目については、温度感や湿度感などの項目についての在室者にアンケートを実施します。

その回答から表に従って評価値を求め、回答者全員の平均値を算出し、それを評価点としま

す。 

（例（42）を再掲） 

 

（313） ＜営業マンが顧客の予算を聞き出すアプローチの例について＞ 

「本日のお話をもとに、これから提案の準備を進めていきたいと思います。ただし、見当違い

の提案をしてもご迷惑ですので、今回の予算感を教えていただけませんでしょうか？その予

算にあった提案を、次回持ってきたいと思います」 

（ブログ『集客からセールスまで売上アップに必要な全てを学ぶ！営業学』） 

https://ameblo.jp/alterna-sales/entry-12134812420.html（2017 年 12 月 28 日閲覧） 

 

（314） ＜室内の空調に関する調査について＞ 

各教員には、一日３回（出勤時・昼の任意の自由時間・退勤時）、室内の温冷感覚（暑さ感や

涼しさ感）を回答してもらった。 

（例（43）を再掲） 

 

 例（312）では部屋の中にいる人間が捉える感覚的な「温度」および「湿度」がどのくらいであ

るかという意味で「温度感」「湿度感」が用いられている。例（313）では、営業先の顧客が感覚

的に捉えた「予算」がいくらぐらいであるという意味で「予算感」が用いられている。例（314）

においても室内にいる人間の感覚的な「暑さ」や「涼しさ」がどの程度であるかという意味で「暑

さ感」「涼しさ感」が用いられている。いずれも「温度の感じ」「湿度の感じ」「予算の感じ」「暑い

感じ」「涼しい感じ」が表されているわけではない。 

また、例（314）では、派生名詞「暑さ」「涼しさ」が「感」に前接している。形容詞は接尾辞

「さ」によって名詞化することで、その形容詞で表される様態などがどの程度であるかを表すこと

になる。したがって、名詞化接辞「さ」が添加されることで形成された派生名詞が「感」に前接す

ることで「感覚的な尺度に基づいて測った程度」の意味を表すのだと考えられる。 

以上、意味③「感覚的な尺度に基づいて測った程度」の特徴は以下の表 21 のようになる。 

 

表 21 意味③の「感覚的な尺度に基づいて測った程度」の特徴 

意味 感覚的な尺度に基づいて測った程度 

言い換え 感覚的な～がどの程度であると感じているか 

用例 距離感、温度感、湿度感、暑さ感、涼しさ感 

形式的 

特徴 

尺度・程度などを表す名詞あるいは名詞化接辞「さ」が添加して形成された派生名

詞が「感」に前接する。 

 

6.6. 業界特有の用語的に用いられる「～感」 

実例を観察したところ、「ファッション」および「金融」の 2 つの業界では、その業界特有の用

語として「～感」が用いられるようになっている。 
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まず、ファッションの分野で用いられている「～感」の実例を見ていく（例（315）～（317））。

以下の例（315）は「抜ける」の連用形が「感」に前接している。 

 

（315） ＜流行の女性向けファッションについて＞ 

抜け感とは、ファッションで言うと、きちんとしつつも適度なナチュラルさ、ルーズさがある

こと。［……］ファッションは、首、手首、足首の“首”を、どこかしら見せると抜け感を簡

単に出せます。 

（女性向けトレンドメディア『4MEEE』ファッション特集記事） 

https://4meee.com/articles/view/16091（2017 年 3 月 2 日閲覧） 

 

上の例（315）では、「きちんとしつつも適度なナチュラルさ、ルーズさがある」感じのことを

「抜け感」と表現している。「抜け感」という語が用いられているインターネットのサイトや雑誌

などでは、「抜け感」のあるファッションやヘアスタイル、メイクなどの写真が掲載されており、

読み手はこの写真のイメージから「抜け感」が具体的にどのような感じであるかを理解するのだと

考えられる。 

 以下の例（316）（317）も同様に、ファッションに関する「～感」の実例である。 

 

（316） ＜流行の女性向けファッションについて＞ 

トップスインは、今やコーディネートの基本！そんなトップスイン、綺麗にばっちりインしが

ちですが、ざっくりインするとこなれ感を出せます。 

（女性向けトレンドメディア『4MEEE』ファッション特集記事） 

https://4meee.com/articles/view/393427（2017 年 3 月 2 日閲覧） 

 

（317） ＜2016 年冬のレディースファッションについて＞ 

ボトムスは女性らしさを意識して、膝上丈のブラックのフレアスカートをチョイス。ブルゾン

とスカートの甘辛ミックス感がオシャレなコーディネートです。足元はちょっと重めなショ

ートブーツを履いて、かっこよくまとめました。 

（各シーズンのアイテムの効果や口コミサイト『シーズン』） 

http://seasonitems.com/archives/10032（2017 年 3 月 31 日閲覧）   

 

上の例（316）は「こなれる」の連用形を前項とする複合語「こなれ感」、例（317）は「甘辛ミ

ックス」を前項とする複合語「甘辛ミックス感」の実例である。「こなれ感」とは、「『頑張ってお

しゃれしてきました』感を出さず、簡単に着こなしている様子」27のことである。また、「甘辛ミ

ックス感」とは、ファッション関連の記事が掲載されているサイト28から解釈すると、「女性らし

さを表すかわいいものと男性らしさを表すかっこいいものを合わせる感じ」のことであると思われ

る。「こなれ感」は「こなれた感じ」という意味が推測できるが、「甘辛ミックス感」の場合は、「甘

い」と「辛い」がファッションにおいてどのような意味を表すのかについてあらかじめ把握してい

なければ、「女性らしさを表すかわいいものと男性らしさを表すかっこいいものを合わせる感じ」

 
27 ファッション雑誌『Cancam』ホームページ（https://cancam.jp/archives/130176 2017 年 3 月 2 日閲覧）。 
28 女性向け情報サイト『女子 SPA！』（https://joshi-spa.jp/628422 2017 年 3 月 31 日閲覧）。 



94 

 

という意味を推測しにくい。例（315）「抜け感」と同様に、インターネットのサイトや雑誌には

「こなれ感」「甘辛ミックス感」の説明と、それが感じられるコーディネートの写真が掲載されて

おり、読み手は「こなれ感」「甘辛ミックス感」がどのようなものであるかを視覚的に捉えるのだ

と思われる。 

このように、あるファッションの写真が「～感」という語と共に雑誌などで取り上げられること

によって、その「～感」が表す様相や雰囲気について共通のイメージが市場に生まれ、臨時一語的

な「～感」がファッション用語として定着するようになるのではないかと考えられる。 

一方、金融業界においてもいわゆる業界特有の用語的な「～感」の実例が見られる。以下は、金

融業界における「～感」の実例である（例（318）～（320））。 

 

（318） ＜新規に株式を証券取引所に上場する企業について＞ 

例えば、スシローGHD29は、想定発行価格からみて時価総額は 1000 億円前後になる見通しだ

が、公募増資は実施されない一方、800 億円近い売り出しが実施される可能性があり、荷もた

れ感30を指摘する見方がある。 

（個人投資家向け株式情報サイト『株探』ニュース記事） 

https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201703010556（2017 年 3 月 2 日閲覧） 

 

（319） ＜「近鉄エクスプレス」社の株価が急騰したことについて＞ 

しかし、最近の安値圏で推移していた株価はこれを織り込み済みで、逆にアク抜け感31から個

人投資家による買い戻しや押し目買いが増加した。 

（株式投資情報サイト『会社四季報オンライン』ニュース記事） 

https://shikiho.jp/tk/news/articles/0/157971（2017 年 3 月 2 日閲覧） 

 

（320） ＜「レンゴー」社の株価が下落したことについて＞ 

レンゴー＜3941＞が反落している。［……］株価は今年に入り上昇局面にあっただけに、目先

の材料出尽くし感32から利益確定売りに押されている。 

（『Yahoo!ファイナンス』ニュース記事） 

https://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20170206-03167245-kabukei-stocks 

（2017 年 3 月 2 日閲覧） 

 

上の例（318）では「荷もたれ」を前項とする複合語「荷もたれ感」が、例（319）では「アク

抜け」を前項とする複合語「アク抜け感」が、例（320）では「材料出尽くし」を前項とする複合

語「材料出尽くし感」が金融市場の様相を表す用語として用いられている。 

 
29 GHD とは、「グループホールディングス」のことである。 
30 「荷もたれ」とは、「信用取引の買い残高が高水準になり、株価の値上がりが抑えられること」である（金融

情報サイト『iFinance』https://www.ifinance.ne.jp/glossary/souba/sou156.html 2017 年 3 月 31 日閲覧）。 
31「アク抜け」とは、「株価下落の要因になっていた悪材料が出尽くして、下げ続けていた株価が一段落し、安定

すること」である。（『日本証券業協会』ホームページ http://www.jsda.or.jp/manabu/word/word26.html 2017 年

3 月 2 日閲覧） 
32 「材料出尽くし」とは、「相場に影響を与えるとみられていた材料が実際に明らかになっても、相場が無反応

であったり、逆の方向に動いたりすること」である（金融情報サイト『iFinance』https://www.ifinance.ne.jp/ 

glossary/souba/sou225.html 2017 年 3 月 2 日閲覧）。 
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金融関連の分野では、このような「～感」という形式を用いることによって、市場の様相が簡潔

に伝えられているのではないかと思われる。 

以上のように、ファッションや金融の分野においては、その業界内における用語としていくつか

の「～感」という語が用いられるようになっている。ファッションおよび金融市場の様相といった

言語化しにくいものを表現するのに「～感」という形式が適しているのではないかと考えられる。 

  



96 

 

第 7 章 おわりに 

 

7.1. まとめ 

 本研究では、現代日本語における「感」という形式を取り上げ、それが自立語としてふるまう場

合、合成語を構成する場合、文が前接する場合の実例をもとに、その形式的な特徴を見ていき、そ

の上で、形式と意味との対応関係についての考察を行った。以下、本研究で明らかになったことに

ついてまとめる。 

 

7.1.1. 形式的特徴に関するまとめ 

 現代日本語において、「感」という形式が用いられるのは、自立語として用いられる場合、合成

語の後部要素として用いられる場合、種々の文が「という」などを介さずに直接前接する場合の大

きく３つの場合に分けられる。 

 

①自立語としてふるまう「感」 

 

 自立語としてふるまう「感」については、先行研究において、その前接する要素には「名詞＋

の」「ナ形容詞の連体形」「ソ系の名詞修飾指示詞」「動詞節」「形容詞節」「引用節」といった要素

が見られると記述されていたが、この他に以下のような文法的な特徴が見られるということがわ

かった。 

 

（a） 自立語としての「感」に何の要素も前接しない場合は、その後ろには「無量」「極まる」

「に入る」「に打たれる」「に堪えない」といった特定の要素が接続し、主に慣用的な表現で

用いられる。 

（b） 自立語としての「感」には、イ形容詞が前接し得る（「奥ゆかしい感」「いじらしい感」な

ど）。 

（c） 自立語としての「感」に「～な」という要素が前接する場合は、ナ形容詞の連体形の他

に、「～みたいな」「～そうな」といった助動詞の連体形、「～的な」といった派生形容詞の

連体形も前接し得る。 

（d） 自立語としての「感」に連体詞が前接する場合は、名詞修飾指示詞および疑問詞が「感」

に前接する場合と、それ以外の連体詞（「おかしな」「大それた」）が「感」に前接する場合

がある。先行研究では「その」「そういう」などの「ソ系の名詞修飾指示詞」が「感」に前

接すると記述されているが、この他に「コ系の名詞修飾指示詞」（「この感」「こうした感」

など）、「ア系の名詞修飾指示詞」（「あの感」「ああいう感」など）、「疑問詞」（「どんな感」

「どういう感」など）も「感」に前接し得る。ただし、ア系の名詞修飾指示詞と疑問詞が前

接する場合は、BCCWJ では実例が見られず、インターネット上のウェブサイトでは実例が

見られた。 

（e） 自立語としての「感」には「疑問節＋の」という形式が前接し得る（「その溝を深くした

かの感」など）。 
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 このように、自立語として用いられる「感」は、ア系の名詞修飾指示詞や疑問詞が「感」に前接

する場合を除き、ほとんどが辞書や BCCWJ に用例が見られ、慣用的に用いられる表現もあるこ

とから、比較的安定した用法であると言える。 

 

②合成語の後部要素としての「感」 

 

 合成語の後部要素として「感」が用いられる場合は、辞書に見出し語として採用されているよう

な複合語「漢語名詞＋感」（「違和感」「罪悪感」など）の他に、臨時一語的な「～感」の実例が数

多く見られる。そのような臨時一語的な合成語「～感」では、先行研究で指摘されている「様態の

副詞」の他に、以下のようなものが前部要素に立ち得るということがわかった。 

 

（a） 名詞を前部要素とする場合、語構成の観点からは単純語の名詞（「卵感」など）、複合名詞

（「下り坂感」など）、派生名詞（「超満員感」など）のいずれも「感」に前接し得る。また、

普通名詞以外の名詞では、固有名詞（「大阪感」など）、代名詞（「わたし感」など）、数量名

詞（「一人感」など）も「感」に前接し得る。 

（b） 動詞の連用形を前部要素とする場合、語構成の観点からは単純語の動詞（「和み感」など）、

複合動詞（「歩み寄り感」など）、派生動詞（「春めき感」など）のいずれも「感」に前接し

得る。また、「受身形」（「見捨てられ感」など）、「使役形」（「脱力させ感」など）、「アスペ

クトに関わる動詞」（「やり尽し感」など）、「動詞のテ形＋補助動詞」（「慣れていき感」な

ど）も「感」に前接し得る。 

（c） 形容詞を前部要素とする場合、イ形容詞およびナ形容詞ともに、単純語の形容詞の語幹

（「ゆる感」「爽やか感」など）、複合形容詞の語幹（「青白感」「物好き感」など）、派生形容

詞の語幹（「男らし感」「非日常的感」など）が「感」に前接し得る。 

（d） 副詞を前部要素とする場合、先行研究で指摘されている「様態の副詞」の他に、程度を表

す副詞（「ずいぶん感」など）、テンスを表す副詞（「もうすぐ感」など）、アスペクトの副詞

（「まだ感」など）、モダリティの副詞（「あいにく感」など）、とりたての副詞（「とりわけ

感」など）といった副詞が「感」に前接し得る。 

（e） 助詞が単独で「感」に前接する場合がある（「ながら感」など）。ただし、実例はほとんど

見られないと言っていいほど少ない。 

（f） 感動詞を前部要素とする場合、「ありがとう感」「あちゃー感」「やっぱり感」のような実

例が見られる。ただし、感動詞は独立語文を形成することができるため、「感動詞＋感」と

いう形式を文が前接する「～感」と捉えることも可能である。 

 

このように、合成語の後部要素として用いられる「感」のうち、辞書に見出し語として採用され

ている「漢語語基＋感」は用法が比較的安定していると言える。ただし、漢語語基を前項とする場

合でも、「地球感」「宇宙感」のように臨時一語的に作られた「～感」も見られる。この他にも和

語、外来語、混種語を前部要素とする合成語「～感」も見られる。種々の名詞、動詞、形容詞、副

詞などを前部要素とする合成語「～感」の実例がインターネット上で数多く見られ、「感」は様々

な合成語を形成できるという点においてその生産性を増していると考えられる。 
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③節や文が「という」などを介さずに直接前接する「感」 

 

 節や文が「という」などを介さずに「感」に直接前接する場合には、先行研究では従来的な連体

修飾節が「感」を修飾する場合、「－ます」「－ました」といった動詞の丁寧形で終了する文が「感」

に前接する場合、終助詞「なあ」で終了する文が「感」に前接する場合などがあると記述されてい

るが、その他にも以下のような種々の文が「感」に前接し得るということがわかった。 

 

（a） 独立語文が「感」に前接する場合は、「感動詞」や「副詞」などが前接要素に立ち得る（「「う

わー！」感」「ぜひ！感」など）。 

（b） 言いさし文が前接し得る（「「よくわからないんだけれども」感」など）。 

（c） 名詞述語文が前接し得る（「これが日本の 2 時間ドラマだ！感」など）。 

（d） 形容詞述語文が前接し得る（「「やっぱり野球が好きだ」感」など）。 

（e） 動詞述語文が前接し得る場合には、平叙文（「夏が近づいてきた！！感」など）およびモ

ダリティ形式を含む種々の文が前接要素に立ち得る。モダリティ形式を含む文には、命令

形で終了する文（「ほら見ろ感」など）、意志形で終了する文（「一緒に頑張ろう感」など）、

感動詞を含む文（「「あー、夢でよかった」感」など）、「なあ」以外の種々の終助詞で終了す

る文（「自分の絵が本になってるよ感」「どうしてこれなのか感」など）、ノダ文（「「今夜の

フライトなんだ」感」など）がある。 

 

 上記で挙げたような文は通常「という」などを介さずに名詞を直接修飾することはできないが、

「感」の場合は「という」を介さずに直接このような文に接続することが可能である。このことか

ら、「感」は従来的な名詞修飾の規則を逸脱した形式を構成可能であると考えられる。 

 

 以上、7.1.1 節をまとめると、現代日本語における「感」という形式には、旧来的な自立語とし

ての用法および漢語語基を前項とする複合語の後項としての用法の他に、種々の要素が前接する

ことで様々な合成語「～感」を臨時的に作り上げる用法、本来「という」を介さずに名詞を修飾す

ることのできない文が直接前接するという用法などがあると言える。本研究では、上記のそれぞれ

の用法において、先行研究で指摘されている前接要素を含め、「感」に前接し得る要素を網羅的に

明らかにすることができた。 

 

7.1.2. 形式と意味の対応関係に関するまとめ 

 先行研究の意味記述によると、「感」には①「強く深い心の動き」と②「物事に接したときに生

じる心の動き」という大きく 2 つの意味があると考えられる。このうち、後者の②「物事に接し

たときに生じる心の動き」を表す「感」については、「気持ち」に言い換えられる場合（②-(A)「気

持ちタイプ」）と、「感じ」に言い換えられる場合（②-(B)「感じタイプ」）がある。また、「感」に

は上記の他に第 3 の意味として③「感覚的な尺度に基づいて測った程度」の意味を表す場合があ

ると考えられる。「感」の意味的特徴について、まとめると以下の表 22 のようになる。 
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表 22 「感」の意味的特徴（第 6 章における表 9 を再掲） 

意味分類 用例 

①強く深い心の動き 感極まる、感に堪えない 

②物事に接したときに

生じる心の動き 

②-(A) 気持ちタイプ 罪悪感、責任感、優越感 

②-(B) 

感じタイプ 

基本的な意味 重量感、あたたか感、散りはじめ感 

イメージ想起型 朝ドラ感、昼ドラ感、富士山感 

存在強調型 ドコモ感、JAL 感、クルミ感、鹿感 

場面喚起型 やれやれ感、チャンチャン感 

感想表現型 歌詞が残念なんだよな感 

想定引用による

対象描写型 
『君は黙っといてくれるかな』感 

③感覚的な尺度に基づいて測った程度 湿度感、暑さ感 

 

これらの 3 つの意味分類に対して、対応する形式は以下のようになる。 

 

①「強く深い心の動き」の意味を表す「感」 

 

 「強く深い心の動き」の意味を表す「感」は、心の動きの量的な側面に着目しており、具体的に

どのような気持ちや感じであるかを表すものではない。また、以下のような形式的な特徴が見られ

る。 

 

（a） 自立語としての「感」である。 

（b） 具体的な気持ちや感じを表す要素は前接しない。 

（c） 程度が大きいことを表す慣用的な形式（「無量」「極まる」「に堪えない」など）が後続す

る。 

 

②「物事に接したときに生じる心の動き」を表す「感」 

  

「物事に接したときに生じる心の動き」を表す「感」は、心の動きの質的な側面に着目し、それが

具体的にどのような気持ちや感じであるかを表す。また、以下のような形式的な特徴が見られる。 

 

（a） 自立語としての「感」、合成語の後部要素の「感」、文が直接前接する「感」などである。 

（b） 具体的な気持ちや感じを表すような要素（「絶望」「安心」「不信」など）が「感」に前接

する。 

（c） 任意の要素が後続し（「がある」「が漂う」「が否めない」など）、そのような「～感」につ

いて、その存在や様相などを述べることができる。 

 

 上記のような特徴を有する②「物事に接したときに生じる心の動き」の「感」は、さらに、②-

(A)「気持ちタイプ」と②-(B)「感じタイプ」に分けられ、それぞれ以下のような特徴が見られる。 
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②-(A)「気持ち」タイプ 

 ②「物事に接したときに生じる心の動き」を表す「感」のうち、「気持ち」に言い換えられる場

合には、以下のような形式的特徴が見られる。 

 

（a） 具体的な気持ちの内容を表す要素が「感」に前接する。 

（b） 漢語語基を前項とする複合語「～感」（「罪悪感」など）がほとんどであるが、「形容動詞

の連体形」（「意外な感」など）、「動詞の連用形」（「見捨てられ感」など）、「動詞節」（「見下

された感」など）が「感」に前接する実例も見られる。また、以下の②-(B)「感じタイプ」

と同じ要素が前接する場合もある（「絶望感」など）。 

 

②-(B)「感じ」タイプ 

 ②「物事に接したときに生じる心の動き」を表す「感」のうち、「感じ」に言い換えられる場合

には、以下のような形式的特徴が見られる。 

 

（a） 基本的に「～という／～の／～な感じ・様相・雰囲気」と言い換えられ、具体的な感じの

内容を表す要素が「感」に前接する。 

（b） 種々の修飾要素を伴う自立語としての「感」、種々の要素が直接前接する「感」などであ

る。 

 

 この②-(B)の「感じ」の意味を表す「感」には、さらにそれぞれ特徴的な意味を有するもの（「イ

メージ想起型」、「存在強調型」、「場面喚起型」、「感想表現型」、「想定引用による対象描写型」）が

観察される。 

「イメージ想起型」の「感」には以下のような特徴が見られる。 

 

（a） 「イメージ想起型」の「感」は、対象物の様相や雰囲気を、その特徴と共通する特徴を持

つ何らかの事物の名称を「感」と共に用いることによって表す。対象物と、想起された事物

とが異なる種類のものである場合は、「まるで～のような／～っぽい感じ」と言い換えられ、

対象物と、想起された事物が同じ種類のものである場合は「いかにも～らしい感じ」と言い

換えられる。 

（b） 前接要素は基本的に名詞である（「昼ドラ感」「富士山感」など）。ただし、固有の企業名

のような複数の側面を持つ要素や、時事的な要因によってイメージが変化し得る名称が「感」

に前接すると、話者が着目する側面によって「～感」が表すイメージは異なり、結果的に

「～感」の表す様相や雰囲気の内実は変化する場合がある（「東芝感」など）。 

 

 「存在強調型」の「感」には以下のような特徴が見られる。 

 

（a） 「存在強調型」の「感」は、何らかの事物の存在を強く感じさせるような様相を表し、「～

の存在を強く感じさせる感じ」と言い換えられる。 

（b） 前接要素は基本的に名詞であり（「鹿感」「クルミ感」など）、固有名詞も含む（「東芝感」

「JAL 感」など）。「イメージ想起型」と同じ要素が前接することも可能だが（「東芝感」「鹿
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感」など）、「存在強調型」の「～感」は話者が対象物の量的な側面（数、頻度、大きさ）に

着目している文脈において観察される。 

 

 「場面喚起型」の「感」には以下のような特徴が見られる。 

 

（a） 「場面喚起型」の「感」は、ある特定の状況や場面が喚起されるような様相を表し、「～

という状況・場面が喚起されるような感じ」と言い換えられる。 

（b） 特定の状況や場面と結び付いた決まり文句（「やれやれ感」など）、挨拶（「はじめまして

感」など）、擬音語（「チャンチャン感」など）が前接要素に立ち得る。 

 

 「感想表現型」の「感」には、以下のような特徴が見られる。 

 

（a） 「感想表現型」の「感」は、話者に何らかの感想を抱かせるような様相を表し、「～とい

う感想を抱かせるような感じ」と言い換えられる。 

（b） 前接要素には、話者自身の独話、心内発話を表す文が立ち得る（「歌詞が残念なんだよな

感」など）。ただし、それが実際に発言されたものかどうかは不問である。また、「感」に前

接する文は終助詞で終了する場合が多い。 

 

 「想定引用による対象描写型」の「感」には、以下のような特徴が見られる。 

 

（a） 「想定引用による対象描写型」の「感」は、対象となる人物の発話を想定引用し、その人

物のいかにもその発話をしそうな様相や雰囲気を表す。対象となる人物は基本的に他者で

あるが、擬人化された事物および話者自身の場合もある。「（対象となる人物が）いかにも～

と言わんばかりの感じ・雰囲気・オーラ」と言い換えられる。 

（b） 前接要素には、対象となる人物（および擬人化された事物）の発話を想定引用した形式が

立ち得る（「『君は黙っといてくれるかな』感」「「日本どうにかしようぜ」感」など）。 

 

③「感覚的な尺度に基づいて測った程度」の意味を表す「感」 

 

 「感」が持つ第 3 の意味である「感覚的な尺度に基づいて測った程度」については、「感覚的な

～がどの程度であると感じているか」と言い換えることができる。また、以下のような形式的特徴

が見られる。 

 

（a） 合成語の後部要素としての「感」である。 

（b） 前接要素には、尺度・程度を表す名詞（「距離感」「湿度感」など）、名詞化接辞「さ」を

添加することによって形成された派生名詞が立ち得る（「暑さ感」「涼しさ感」など）。 

 

 このように、本研究では、現代日本語における「感」には、①「強く深い心の動き」と②「物事

に接したときに生じる心の動き」という意味の他に、③「感覚的な尺度に基づいて測った程度」と



102 

 

いう意味を表す場合があることを述べ、それぞれの意味を詳細に分析・記述するとともに、それぞ

れの意味に対応する形式的特徴について考察を行った。 

 

7.2. 今後の課題 

 本研究では、「感」という形式を取り上げ、それが合成語を構成したり、種々の文が前接したり

する実例をもとに、その形式的特徴および意味・用法に関する包括的な考察を行った。特に、第 5 

章では、文が「感」に直接前接する実例を提示し、本来であれば「という」などを介さずに名詞を

修飾できない文が「感」に前接していることから、このような「感」は従来的な文法規則を逸脱す

る形式を構成可能であると考えられることを述べた。 

しかし、このような例は「感」だけでなく、以下の例（321）～（323）のように、他の名詞に

おいても見られる。以下、当該の表現に付した下線は筆者によるものである。 

 

（321） ＜「こうじまち」の表記について検証したブログ記事のタイトル＞ 

続・「麴町」と「麹町」、どっちなんだよ問題…都バスに取材したら「名前を変えるかも」 

（あなたの街の情報サイト『J タウンネット 東京都』ご当地コラム） 

http://j-town.net/tokyo/column/gotochicolumn/214617.html?p=all（2017 年 10 月 8 日閲覧） 

 

（322） ＜次回のトライアスロンのレースに向けた水泳の練習にて＞ 

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」。と

いうことで今日は体の動きと使うべき筋肉を意識した練習。 

（ブログ『ホノルルマラソンに出てから』泳ぎ方のフォームに関する記事） 

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

 

 上の例（321）の「どっちなんだよ問題」では、終助詞「よ」というモダリティ形式を含む文が

「という」を介さずに「問題」に直接前接している。例（322）の「みんな来年の俺を見たらビッ

クリするぞ作戦」では、終助詞「ぞ」というモダリティ形式を含む文が「という」を介さずに「作

戦」に直接前接している。「問題」や「作戦」といった名詞は、その具体的な内容を「という節」

によって説明することが可能であるが、上の例（321）（322）では「という」を介さずに直接名詞

に前接する構文となっている点で、従来の文法規則には逸脱するものとなっている。 

 また、「問題」や「作戦」のような「という節」を伴う名詞以外にも、相対名詞にモダリティ形

式を含む文が前接する実例が見られる（例（323））。 

 

（323） ＜スペシャルドラマ『金田一少年の事件簿』の感想について＞ 

だが、金田一少年特有の「そうよ。私がやったのよ」以降は見る気が失せる。これが日本の 2

時間ドラマだ！感がする。ウェットすぎる。 

（例（210）を再掲） 

 

上の例（323）では、終助詞「よ」というモダリティ形式を含む文が相対名詞「以降」に直接前

接している。相対名詞「以降」は、動詞に接続する場合は通常「テ形」あるいは「タ形」に接続す
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る33。しかし、上の例（323）のように、相対名詞修飾節として本来用いられないものが相対名詞

に前接する実例も見られる。 

 

 また、「感」を漢語接尾辞の 1 つであると捉えれば、同様に文を包摂する漢語接尾辞は他にも見

られる。山下（2005）およびメイナード（2008）では、「的」「式」「系」が漢語接尾辞でありなが

ら文を包摂することを指摘しているが、実例を観察すると、その他にも漢語接尾辞「風」「調」も

モダリティ形式を含む文を包摂することができるようである（例（324）（325））。 

 

（324） ＜役所や自治体などに設置された重要な設備の定期点検について＞ 

「定期点検してますよ」風の体裁だけは整えてるんでしょうけど、たぶんまともな点検なんて

してませんよ。 

 （『逆転いっしゃんログ』定期点検に関するブログ記事） 

https://issyan.com/j-alert-trouble-missile/（2017 年 10 月 8 日閲覧） 

 

（325） ＜インターネット上で紹介されているダイエット方法について＞ 

かかれている効果がなぜあるのかが、よく分かりません。理由はともかく、効くんですよ調の

文が多いですね。 

（ブログ『健康が一番』） 

http://healthylives.seesaa.net/category/633238-2.html（2017 年 11 月 2 日閲覧） 

 

 上の例（324）では漢語接尾辞「風」が「定期点検してますよ」という文を、例（325）では漢

語接尾辞「調」が「効くんですよ」という文を包摂している。 

また、以下は、モダリティ形式を含む文が「版」「説」という語に直接前接している（例（326）

（327））。「版」「説」は本来的には名詞であるが、接尾辞的にも用いられるような要素である。 

 

（326） ＜「DVD-R DL」の説明＞ 

DVD-R DL とは二段ベッドタイプの DVD-R。もう少し具体的に書くと DVD フォーラムとい

う名前の団体さんが決めた規格で、最初は中身が空っぽで、1 回だけデータを書き込むことが

できる DVD（円盤状の記憶媒体）……の記録できるデータ量が 2 倍だぜ！版のことです。 

（『「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれる IT 用語辞典』） 

http://wa3.i-3-i.info/wrd13044.html（2017 年 10 月 30 日閲覧） 

 

（327） ＜iPhone の新モデルに関して＞ 

これまでの通り、8GB、16GB モデルと 32GB モデルの 3 種類であると言われていたが、こ

こにきて「64GB モデルもあるよ」説が急浮上。 

（『ファミ通.com』iPhone に関する記事） 

https://www.famitsu.com/news/201110/04051379.html（2017 年 10 月 8 日閲覧） 

 
33 BCCWJ では以下のような実例が見られる。「ところが、バブルがはじけて以降は、がんばっても給料は上が

らない。」（サンプル ID：OB6X_00032『ワルの知恵本』）、「そうすれば乗客を一箇所に集め終わった以降は、彼

ともう１人がその場にいれば最低限人質を監視できることになる。」（サンプル ID：PB59_00046『劫火』） 

https://issyan.com/j-alert-trouble-missile/
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 このように、従来的な文法規則ではモダリティ形式を含む文などが「という」を介さずに名詞を

修飾することはできないが、その規則を逸脱した実例が数多く見られる。また、「的」「式」「系」

などの一部の漢語接尾辞が文を包摂することは先行研究でも指摘されているものの、その他の漢

語接尾辞においても文を包摂する実例が見られるということがわかる。 

 「という」を介さずに種々の文が前接できる名詞や接尾辞にはどのようなものがあるのか、どの

ような種類の文が前接し得るのかについて明らかにした上で、その機能を解明していくことを今

後の課題としたい。 
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