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1 はじめに

本発表では，日本語標準語（以下，標準語）と宮崎県椎葉村尾前方言（以下，尾前方言1）における心

情述語文について，述語の品詞と格フレームの関係を分析することを目的とする。標準語における心情

述語文の例を，（1），（2）に示す。

(1) 心情動詞文

a. 私が その出来事 {*が/に/*を } 驚いた。【主格-与格】

b. 私が その人 {*が/*に/を } 憎んだ。【主格-対格】

(2) 心情形容詞文

a. 私が 雷 {が/*に/*を } 怖い。【主格-主格】

b. 私に 太郎が 羨ましい。【与格-主格】

心情述語文とは，「驚く」「憎む」「怖い」など心情を表す語を述語とし，心情を知覚する主体である経

験者項と心情を引き起こす原因となる刺激項の二項をとる文である。上例に端的に示されるように，標

準語においては述語が動詞の場合と形容詞の場合で格フレームに大きな違いが出る。一方，尾前方言で

は標準語に比べて品詞の違いが格フレームに影響を与える度合いが少なく，動詞述語と形容詞述語で同

じ格フレーム（【主格-与格】，【主格-対格】）が使われる。

このように，本発表では，日本語諸方言において心情述語文の述語の品詞の違いが格フレームに影響

を与えるかどうかという観点で比較・類型化する枠組みを提案し，今後の研究の足がかりとしたい。本

発表の締めくくりに，国立国語研究所の機関拠点型基幹研究プロジェクト「日本の消滅危機言語・方言

の記録とドキュメンテーションの作成」（以下，危機言語・方言プロジェクト）で用いられている調査票

に対して，心情述語文研究のために組み込むべき例文を提案する。

2 用語の導入

本発表では，心情述語文においてどのように述語の品詞が関わっているかを明らかにするために，典

型的な他動詞文，心情述語文，二重主語形容詞文というそれぞれの構文について観察していく。

本発表が典型的な他動詞文と呼ぶのは，動作主の動作が被動者に及び，被動者が状態の変化を被る他

動詞文である（Tsunoda 1985: 387）。意味的な必須項として，動作主項と被動者項を要求する。

(3) 典型的な他動詞文

私が 皿を 割った。

典型的な他動詞文は，Tsunoda（1985）, 角田（2009）が提案する二項述語階層（表 1）において，1A

類に分類される。二項述語階層のそれぞれの類は，通言語的な観点から，意味と形に着目して二項述語

1 尾前方言のデータは発表者フィールドデータによる。



文を分類したものである。意味の面は，その述語が対象にどのような影響を与えるかを中心として，形

の面はどのような格フレームをとるかを中心として分類されている。

表 1 二項述語階層（角田 2009: 101より発表者抜粋）

類 1 2 3 4 5 6 7

意味 直接影響 知覚 追及 知識 感情 関係 能力

下位類 1A 1B 2A 2B

意味 変化 無変化

例
殺す 叩く see look 待つ 知る 愛す 持つ 出来る

壊す 蹴る hear listen 探す 分かる 好き ある 得意

二項述語階層は，以下に示す点を反映している。

(4) 二項述語階層が反映しているもの（角田 2009: 102-116より抜粋）

a. 述語の意味：階層の左側は動作を表し，右側は状態を表す。

b. 述語の品詞：階層の左側は動詞をとる。右に行くほど形容詞をとることがある。

c. 格フレーム：階層の左側は典型的な他動詞文の格フレームをとる。右側に行くほど他動詞

文の格フレームをとらなくなったり，他の格フレーム（例：【与格-主格】）と共存したりす

るようになる。

心情述語文は，二項述語階層において，5類に分類される構文である。意味的な必須項として，経験

者項と刺激項を要求する。(4) が示すように，二項述語階層はさまざまな変数を反映した階層である。

これらの変数は，角田 （2009: 104）も指摘しているように，主に動作を表す述語は一般的に動詞と呼

ばれ，主に状態を表す述語は形容詞と呼ばれるなど，相互に関連している。一方，二項述語階層の 5類

に分類される心情述語文は，述語として動詞と形容詞の 2種類をとりうるなど，完全に連動するわけで

もない。この点を考慮し，本発表では，同じ意味役割をもつ心情述語文に，述語の品詞によって心情動

詞文と心情形容詞文2という下位分類を設ける。

二重主語形容詞文は，第一項と第二項が広義の所有関係にある構文である。

(5) 二重主語形容詞文

私が 背が 高い。

述語の品詞が形容詞であるという点，形式的に二項をとるという点で，二重主語形容詞文は心情形容詞

文に類似している。しかし，二重主語形容詞文は，形式的には二項文でありながら，意味的には一項文

的である。述語形容詞が要求する必須項は描写対象の第二項だけであって，第一項は (述語ではなく)

第二項が要求する所属先のようなものである。例えば (5)において，「背」という名詞は，それが誰かの

背であることを含意する。実際，(5)の第一項と第二項を属格で結び，ひとつの名詞句に転換すること

ができる。形式的には二項文でありながら，意味的には一項文的であるという点で，二重主語形容詞文

と心情形容詞文には違いも存在する。ここまでに導入した，典型的な他動詞文，心情動詞文，心情形容

詞文，二重主語形容詞文という 4つの構文の特性を，表 2にまとめる。

2 本発表では便宜上，形容動詞も形容詞としてみなす。



表 2 構文間の類似点と相違点

構文 典型的な他動詞文 心情動詞文 心情形容詞文 二重主語形容詞文

意味役割 Agent-Patient Experiencer-Stimulus Theme1-Theme2

品詞 V A

心情述語文は，動詞述語文であれ形容詞述語文であれ，意味・統語的に見て経験者・刺激という意味

役割を持つ二項をとる点で共通するが，品詞的には別々の構文である。心情述語文のこのような性質

は，二項述語の格フレームの選択において，品詞が重視されるか意味役割が重視されるかという問題を

考察する上で重要である。本発表では，この問題を考察するために，標準語と尾前方言における典型的

な他動詞文と心情動詞文，心情形容詞文，二重主語形容詞文の格フレームを対象として分析を行う。

3 標準語と尾前方言における構文ごとの格フレーム

3.1 標準語

標準語において，典型的な他動詞文は【主格-対格】の格フレームをとる（Tsunoda 1985）。

(6) 私が 皿を 割った。【主格-対格】

心情動詞文は，【主格-与格】，【主格-対格】の格フレームをとる（寺村 1982, 益岡・田窪 1992）。益

岡・田窪 （1992: 89）は，刺激項の格標示に関して，与格をとる場合は「相対的に受動的，一時的な事

態」，対格をとる場合は「相対的に能動的，持続的な事態」を表すと指摘している。

(7) 私が その出来事 {*が/に/*を } 驚いた。【主格-与格】

(8) 私が その人 {*が/*に/を } 憎んだ。【主格-対格】

心情形容詞文では，経験者項と刺激項は【主格-主格】と【与格-主格】の格フレームをとる。【主格-主

格】はすべての心情形容詞文で生じるが，【与格-主格】の格フレームに関しては述語となる形容詞に制

限があり，個人によって許容度に差も生じる（三上 1960, 寺村 1982）。

(9) 私が 雷 {が/*に/*を } 怖い。【主格-主格】

(10) 私に 太郎が 羨ましい。【与格-主格】

一部の心情形容詞文は，【主格-対格】の格フレームをとる（三上 1960, 久野 1973, 清水 2013）。

(11) 私が 太郎 {が/*に/を } 好き（なこと）【主格-主格/対格】

(12) 私が 太郎 {が/*に/を } 好き（だと思う）【主格-主格/対格】

清水 （2013）は，一般的に【主格-対格】の格フレームをとるとされる形容詞述語は「嫌いだ」，「恋し

い」，「好きだ」，「ほしい」の 4語であるとし，これらの形容詞が【主格-対格】の格フレームをとりうる

のは，心情動詞の語根から心情形容詞が派生しているという語構成が関与している可能性を指摘してい

る。このように，【主格-対格】の格フレームは，心情動詞語根から派生した心情形容詞のみで偏ってみ

られる格フレームである。また，【主格-対格】の格フレームが生じている環境に着目すると，(11)のよ

うな連体節などの主節以外の環境，(12)のように「思う」など動詞が後続する場合が多い。つまり，【主

格-対格】の格フレームは，ほかの格フレームと出現環境が異なっている。



上記のように，心情形容詞文において出現する【主格-対格】の格フレームは，この格フレームを要求

する形容詞に語構成上の制限があり，出現環境にも偏りがある。この点を考慮すると，心情形容詞文は

【主格-対格】の格フレームをとると言い切るのは難しい。

二重主語形容詞述語文は，【主格-主格】の格フレームをとる。

(13) 私が 背が 大きい 。【主格-主格】

標準語の格フレームの分布を，表３に示す。

表３　標準語における格フレームの分布

3.2 尾前方言

尾前方言において，典型的な他動詞文は【主格-対格】の格フレームをとる。

(14) オレガ

私が

サラバ

皿を

ウチワッタ.【主格-対格】

割った

心情動詞文は【主格-与格】，【主格-対格】の格フレームをとる。刺激項が与格をとるか対格をとるか

は語彙的に定まっており，多くの場合，刺激項に与格をとる動詞は対格をとれないという制限がある。

(15) オレガ

私が

カミナリ {*ガ/ニ/*バ }
雷 {*が/に/*を }

オドロイタ.【主格-与格】

驚いた

(16) オレガ

私が

タロウ {*ガ/*ニ/バ }
太郎 {*が/*に/を }

ニクンドル.【主格-対格】

憎んでいる

心情形容詞文は，【主格-主格】，【主格-与格】，【主格-対格】の格フレームをとる。

(17) オレガ

私が

カミナリ {ガ/ニ/*バ }
雷 {が/に/*を }

オジェー.【主格-主格/与格】

怖い

(18) オレガ

私が

ワレ {ガ/*ニ/バ/}
あなた {が/*に/を }

ニキー.【主格-主格/対格】

憎い

【主格-主格】の格フレームは，すべての心情形容詞文で許容される。一方，【主格-与格】や【主格-対格】

の格フレームをとる形容詞には制限があり，【主格-対格】の格フレームをとる形容詞は【主格-与格】の

格フレームをとらないなど相補的に分布している。清水（2013）が標準語に関して指摘したような，語

構成による格フレームの違いは存在しない（松岡 2019: 15）。なお，心情形容詞文が【主格-与格】や

【主格-対格】の格フレームをとるという現象は尾前方言だけで生じるものではなく，特に刺激項の与格

標示現象に関しては一部の西日本方言でも見られる現象である（下地他 2018）。

二重主語形容詞文は，【主格-主格】の格フレームをとる。



(19) オレガ

私が

セガ

背が

タキャー.【主格-主格】

高い

尾前方言における格フレームの分布を，表 4に示す。

表４　尾前方言における格フレームの分布

4 標準語と尾前方言との比較

4.1 構文による格フレームの違い

まず，標準語と尾前方言において，構文ごとにとりうる格フレームのセットに着目する。標準語にお

ける格フレームの分布（表 3）をみると，典型的な他動詞文，心情動詞文，心情形容詞文，二重主語形

容詞文がとる格フレームのセットはそれぞれ異なっている。尾前方言における格フレームの分布（表 4）

に関しても同様に，構文の種類が変わると，生じる格フレームのセットはそれぞれ異なっている。この

ように，標準語と尾前方言の両方において，構文ごとにとりうる格フレームのセットは異なっている。

4.2 格フレームの分布域の違い

次に，両言語体系において，ある特定の格フレームがどの構文で用いられるのかについて，その分布

域に着目して議論する。標準語に関しては，【主格-対格】の格フレームに関しては，前述のとおり心情

形容詞文の格フレームと言い切ることはできない。【主格-対格】を考察外とすると，ある格フレームが

表 3の品詞の区切りをまたいで生じることはない。心情述語文は経験者項と刺激項という意味役割をも

つが，述語の品詞によって異なった格フレームが生じている。よって，意味役割よりも品詞が格フレー

ムを決める上で重視されるということができる。

一方，尾前方言では，品詞の違いが切れ目となる【主格-主格】のような格フレームもあり，また意味

役割が切れ目となる【主格-与格】のような格フレームもあり，さらに二項が意味的な必須項であるかが

切れ目となる【主格-対格】の格フレームもある。心情述語文の格フレームに着目すると，標準語と異な

り，品詞の違いを超えて同じ格フレームをとりうることがわかる。

上記のような特徴を基にすると，以下のような類型化ができる。

(20) 品詞重視型：品詞が変わると経験者-刺激の格フレームが同じにならない言語

例)標準語

(21) 意味役割重視型：品詞を超えて経験者-刺激の格フレームが同じになりうる言語

例）尾前方言



5 日本語諸方言における心情述語文研究への貢献

本節では，日本語諸方言における心情述語文について，述語の品詞の違いが格フレームに影響を与え

るかという観点で比較・類型化するための提案を行う。現在，危機言語・方言プロジェクトが提案して

いる調査票では，本発表が着目した心情述語文に関する調査例文は以下の例文のみである。

(22) a. 水が 飲みたい。

b. 私は お金がほしい。

(22)には，経験者項が主題となっているため経験者項の格標示が観察できない，形容詞述語のみが調査

例文となっており，動詞述語の例文の収集ができない，動詞から派生した形容詞が述語になっている例

しかないなどの問題点がある。また，刺激項がすべて無生物であるという点も問題である。この調査票

を用いただけでは，述語の品詞が格フレームに与える影響を観察することはできず，方言間での比較や

類型化を行うこともできない。

よって，本発表では (23)，(24)の例文を調査票に付け加えることを提案する。(23)は標準語や尾前

方言においてそれぞれ主格-与格，主格-対格の格フレームをとる動詞を述語としている。(24)は，心情

形容詞文の網羅的な調査が行われている方言（佐賀県武雄市北方方言（松岡 2019），鹿児島県甑島里

方言（久保薗愛氏 p.c.））において，それぞれ主格-与格，主格-対格の格フレームをとる形容詞を述語と

している。刺激項に有生物と無生物の 2パターンを設けているのは，刺激項の有生性が格フレームに影

響を与えていないか観察するためである。

(23) a. 私が {太郎に/東京に } あこがれる。

b. 私が {太郎を/その事故を } うらむ。

(24) a. 私が {太郎が/雷が } 怖い。

b. 私が {太郎が/そのプレゼントが } 羨ましい。

(23)，(24)だけでは，述語となる語彙が少ない，経験者項の人称が限定されているなど十分とは言い難

い。しかし，述語の品詞が格フレームに影響を与えるかを観察することはできる。心情述語文の網羅的

な調査を行うための足掛かりとして，(23)，(24)の例文を危機言語・方言プロジェクトの調査票に組み

込むことを提案する。

6 終わりに

本発表では，標準語と尾前方言を対象に，典型的な他動詞文，心情動詞文，心情形容詞文，二重主語

形容詞文という 4つの構文がどのような格フレームをとるかを観察した。その結果，心情述語文におい

て品詞が与える影響に言語体系によって差があることを明らかにし，以下のような類型化を行った。

(25) 品詞重視型: 品詞が変わると経験者-刺激の格フレームが同じにならない言語

例）標準語

(26) 意味役割重視型: 品詞を超えて経験者-刺激の格フレームが同じになりうる言語

例）尾前方言

本発表で考察していない方言においては，標準語や尾前方言とは異なる格フレームの分布が生じている

可能性がある。例えば，佐々木・カルヤヌ （1999）, 佐々木 （2004, 2006）の記述を基にすると，茨城

県水海道方言（以下，水海道方言）は以下のような格フレームの分布をもつ。



表 5　水海道方言における格フレームの分布

この分布に記述の漏れがないとすると，水海道方言は標準語と同様，述語の品詞が変わると経験者項-

刺激項の格フレームが同じにならない品詞重視型の言語であるということができる。一方，心情形容詞

文が典型的な他動詞文と同じ【主格-対格】の格フレームをとるという点で，標準語と大きく異なる点を

もつ。

上記のように，日本語諸方言において，心情述語文がとる格フレームには多様性がある。5節で提案

した調査票などを用いて調査を行うことで，心情述語文において述語の品詞の違いが格フレームにどう

影響するのかの比較・類型化を行うことができる。
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