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１　はじめに

　本稿では以下の文の下線部分の文法的位置付けを考え
る。

⑴　ａ．お茶とコーヒーのどちらを飲みますか？
　　ｂ．お茶とコーヒーとどちらを飲みますか？
⑵　ａ．お茶かコーヒーのどちらか好きなほうを飲んで

ください。
　　ｂ．お茶かコーヒーかどちらか好きなほうを飲んで

ください。

　⑴ａ、⑵ａでは「お茶とコーヒー／お茶かコーヒー」
に名詞修飾マーカー「の」が付加されているが、⑴ｂ、
⑵ｂでは候補を表す「お茶とコーヒーと」「お茶かコー
ヒーか」が名詞修飾マーカーなしに用いられている。名
詞修飾マーカーがある方は一般的な名詞修飾構造と考え
られるが、マーカーなしの場合は係り受けの構造が明示
されていない。本稿では、このような句を「選択候補句」
と呼び、どのような構造的特徴を持っているか考察して
いく。

２　Kamio （1973）・奥津 （1985） の観察

　Kamio（1973）、奥津（1985）では、⑵のような文構
造の分析のために「不定詞同格構造」という見方を提案
している。注目しているのは「どちらか」と「好きな方
を」の関係で、この両者は語順によって２種類の構造を
成すとみている。その違いは格の制限に現れる。

⑶　ａ．どちらか好きな方を飲んでください。
　　ｂ．好きな方をどちらか飲んでください。
⑷　ａ．どっちか強い方に味方しよう。
　　ｂ．*強い方にどっちか味方しよう。
⑸　ａ．どっちかきれいな方とデートしよう。
　　ｂ．*きれいな方とどっちかデートしよう。
⑹　ａ．この手紙はだれか知らない人からもらった。
　　ｂ．*この手紙は知らない人からだれかもらった。

　「どちらか」などの不定語を後置する場合、ガ格／ヲ

格以外の格では適格性が落ちる。このパターンはいわゆ
る数量詞遊離のパターンと同様のものと見ることで説明
できる。次の⑻ｂはカラ格であるため不適格である。

⑺　ａ．三杯のジュースを飲んだ。
　　ｂ．ジュースを三杯飲んだ。
⑻　ａ．この手紙は３人の知らない人からもらった。
　　ｂ．*この手紙は知らない人から３人もらった。

　一方、（３～６）ａのように前置する場合は格の制限
がなくなる。その理由は、「どちらか」が名詞句「好き
な方」と共に大きな名詞句を成すからだと説明されてい
る。奥津は「どちらか」と「好きな方」とが同格的に結
びつく構造を「不定詞同格構造」と呼んでいる。これは
数量詞でいえば⑺ａ・⑻ａの「数量詞＋の」の構造と対
応しているとされた。
　本稿で問題にするのは「お茶とコーヒーと／お茶か
コーヒーか」の部分である。これらについては、奥津は

「前提集合を提示するもの」としているだけで、特に分
析は加えられていない。

３　不定的同格構造

　江口（1998）では上の分析に加えて、名詞修飾マー
カーを用いないで同格的な構造を形成する表現として以
下のようなものをあげ、不定的同格構造と名付けた１。

⑼　並列名詞句タイプ
　ａ．イタリアとかドイツとか、あんな野蛮な国と結ん

で、こんな向う見ずな戦争をしかけなければなら
ないわけが何処にあるんだい？ （福永武彦『草の
花』）

　ｂ．冴子や光俊や、派手なやつばかりがパーティーに
来ていた。

　ｃ．授業料やら書籍代やら、相当まとまった金が父親
から送られてあったので、それらを旅行費用に当
てれば、学生としては贅沢な旅行ができた。（井
上靖『あすなろ物語』）

　ｄ．試験の直前には、単語なり公式なり、覚えていれ
ばすぐに役立ちそうなものに目を通すべきだ。
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⑽　列挙句タイプ
　ａ．また、アンツー剤や亜砒酸石灰や燐剤など、手に

入るかぎりの殺鼠薬を業者から買い集めて被害地
の村に配る計画をたてた。（開高健『パニック』）

　ｂ．半田ごて、ラジオペンチ、テスターと、必要な工
具類は全部買いそろえた。

⑾　並列節タイプ
　ａ．酒を飲んだり博奕を打ったり好きなことをしてい

たそうだ。
　ｂ．受験するんだったら、本を読むなり／とか、塾に

通うなり／とか、まともな勉強をしてほしいもの
だ。

　ｃ．…実はかれこれその半年ばかり前から、御屋形の
空へ星が流れますやら、御庭の紅梅が時ならず一
度に花を開きますやら（中略）、御池の水が見る
間に干上って、鯉や鮒が泥の中で喘ぎますやら、
いろいろ凶い兆がございました。（芥川龍之介 

『邪宗門』）
⑿　 引用節／間接疑問節（これらは一部以下に挙げる特

徴に合わないものもある）
　ａ．花子は「先月は３回も海外旅行に行った」と信じ

られないことを言った。
　ｂ．初から勝手は分っているけれど、御自分が散々人

をだまして置いて、それが分ったからって、強迫
するだの、下等だの、よく平気でそんな事が仰有
れるわね。（志賀直哉『痴情』） 

　ｃ．どれくらい集まったのか、人数を尋ねた。
　ｄ．誰が来ていたのか、メンバーの詳細をばらしてし

まった。

　これらの構造には、以下のような特徴がみられる。

⒀　 ［不定的同格要素：集合の「要素」］＋ホスト名詞
句：集合の「属性」
不定的同格要素は「要素」の面から集合を規定し、
ホスト名詞句は属性の面から集合を規定する。要素
と属性の両面から集合を規定する表現である（江口

（1998：20））。
⒁　 前項は後項の制限的修飾表現になれない。「といっ

た」などの名詞修飾マーカーがあれば制限的修飾が
可能である２。

　ａ．田中とか山口とか、学生を呼んでおいた。
　ｂ．*田中とか山口とか、学生を呼んだんじゃなくて、

内田とか星野とか学生を呼んだんだ
　ｃ．田中とか山口とかいった学生を呼んだんじゃなく

て、内田とか星野とかいった学生を呼んだんだ

　不定的同格構文は多くの並列句が含まれるが、この構
造に合わない並列句のタイプがある。それは、「集合を

残りなく規定する」総称的並列句を形成する「と」や
「に」によるものと、「限定された範囲からの選択」を表
す「か」によるものである。

⒂　ａ．?太郎と次郎と、学生が集まっていた３。
　　ｂ．?太郎に次郎に、学生が集まっていた。
　　ｃ．?太郎か次郎か、学生が集まっていた４。
　　ｄ．太郎か次郎か誰か、学生が集まっていた。

　これらは常に不適格というわけではない。比較的自
然に感じられるのは、「太郎と次郎と、それから他にも
…」「太郎に次郎に、他にもいたが、とにかく学生が…」

「太郎か次郎か、あるいはほかのだれか」といった含み
が感じられるような場合ではないかと思われる。「と」・

「に」・「か」による並列は通常、それ以外の要素の存在
が関与しないが、こういった解釈ではそういう要素を仮
定していることになる。つまり、「とか／やら」あるい
は「太郎か誰か」「太郎、次郎など」と同様の「例示」
の解釈があって初めて適格になると考えられる。つまり
不定的同格構造は、前項部分で完全な集合を規定する
のでなく、「ほかの要素」も可能性として含むような例
示的集合でなければならないことになる。ｄのように 

「か」の並列句の後ろに不定語を置くと自然になるのは、
不定語が置かれると例示的な意味を持つからである。

４　集合操作表現について

　不定的同格構文に部分的に似たものとして、江口
（2000）・（2006）・（2013）では「集合操作表現」という
ものを提案している。これには２つのタイプがある。（以
下では集合操作表現を｛　｝で示す）

⒃　「に限らず」タイプ
｛太郎をはじめ／太郎だけでなく／太郎に限らず／
太郎のほか／太郎に加え｝、

 ［次郎や三郎など］、学生が来ていた。
⒄　「に限って」タイプ
　ａ．学生は｛太郎に限って／太郎を除き｝来ていた。
　ｂ．学生は｛太郎のほか｝来ていなかった。（⒃の「ほ

か」と異なり、「除外」）

　これらにはいくつかの異なった文法的特徴がある。第
一に「に限らず」タイプにはホスト名詞句がなければな
らないが、「に限って」タイプは不要である。

⒅　ａ．*｛太郎をはじめ／太郎だけでなく／太郎に限ら
ず／太郎のほか／太郎に加え｝、来ていた。（「に
限らず」タイプ）

　　ｂ．｛太郎に限って／太郎を除き｝来ていた。（「に
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限って」タイプ）

　第二に、「に限って」タイプは、ホスト名詞に集合内
の同列にならぶ「要素」を選べない。

⒆　ａ．｛太郎をはじめ／太郎だけでなく／太郎に限ら
ず／太郎のほか／太郎に加え｝、

 次郎や三郎が来ていた。（「に限らず」タイプ）
　　 ｂ．*次郎や三郎は、｛太郎に限って／太郎を除き｝

来ていた。（「に限って」タイプ）

　「に限って」タイプは、分布の上から見ると遊離数量
詞や取り立て詞句と類似している。

⒇　ａ．（学生は）３人／太郎も／太郎だけ 来ていた。
　　ｂ．*次郎や三郎などは ３人／太郎も／太郎だけ 来

ていた。

　文脈上の働きからみると、「に限らず」タイプは集合
を文脈上に作成していく表現であり、集合作成の最初の
手掛かりを提供するものである。一方「に限って」タイ
プは「誰か／何か」と同様の文法的性質を持つ表現で、
上位集合に対して要素の操作を加えるものである（江口

（2013：171）。

５　選択候補句について

　「か」や「と」による並列句は上記のように不定的同
格構文になじまないが、自然になる場合がある。最初に
触れたように「選択の候補」を導入する場合である。

�　ａ．コーヒーか紅茶か、どちらかお好きなほうをお
飲みください。

　　ｂ．コーヒーと紅茶と、どちらかお好きなほうをお
飲みください。

　これらは「その他の要素」の存在は必要がない代わり
に、「どちらか」あるいは「お好きなほうを」のどちら
かが必要である。

�　ａ．?コーヒーか紅茶か／ *コーヒーとお茶と、お飲
みください。

　　ｂ．コーヒーか紅茶か５／コーヒーとお茶と、どち
らかお飲みください。

　　ｃ．コーヒーか紅茶か／コーヒーとお茶と、お好き
なほうをお飲みください。

　この点でいえば、ホスト名詞句が必要な「不定的同格
構造」の句や「集合操作表現」の「に限らず」タイプと

似ているといえる。

�　ａ．太郎や次郎など、学生が来ていた。
　　ｂ．?太郎や次郎など、来ていた。
�　ａ．太郎に限らず、学生が来ていた。
　　ｂ．*太郎に限らず、来ていた。

　さらにホストを変えると適格性が変化する場合があ
る。

�　ａ．（?）［コーヒーか紅茶か］、飲み物をお飲みくださ
い。

　　ｂ．?［コーヒーと紅茶と］、飲み物をお飲みくださ
い。

　　ｃ．　［コーヒーと紅茶と］、お好きな飲み物をお飲
みください。

　この点は単にホストがあればいいというわけではな
く、ホスト名詞句の中身も重要な条件を担っていること
を示している。注目すべきは、�ｂ・ｃのホスト名詞句
が「選択」を、�ｃのホスト名詞句が「比較」を明示す
るものであるということである。これは前に見た不定的
同格構文のような単純な「静的属性」を表すものではな
く、何らかの手続きと結びつくものである。
　集合操作表現の「に限って」タイプは、集合の操作法
を明示する表現である６。この点でいえば、選択候補句
の前項と後項の機能が組み合わさったようなところがあ
るため、選択候補句は集合操作表現と類似した点がある
といえる。
　一方、選択候補句とホスト名詞の全体としては「集合
が作られ、後項によってそれが選択の候補であることが
明示される」という形になっている。この場合、前項は
本来は要素が決定されている集合であるが、選択の候補
という意味解釈を得ると、文全体から言えば、その集合
の要素すべてが叙述に関わるのではなく、不定的な一部
のみがかかわるものとなり、例示的な意味解釈と重なる
部分が多くなる。これは不定的同格表現と同様の意味解
釈を持ちうることを示唆している。
　このように、選択候補句は一面では集合操作表現と重
なる部分があり、もう一面では不定的同格表現と重なる
部分がある。このような性質があるため、総称的な並列
表現であっても同格的に用いられるのではないかと考え
られる。

６　まとめ

　本稿では、不定的同格構文・集合操作表現との比較を
通して選択候補句の特殊な性質を明らかにした。特に

「と」による選択候補句は例外的な構造といえるが、意
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味解釈の面からこの構造が可能になっているものと思わ
れる。

注

１．江口（1998）では以下のような「複数タイプ」も不
定的同格構造としていた。
ａ．桑原や大西滝治郎ら飛行将校だけは、山本の説

の熱心な支持者であった。（阿川弘之『山本
五十六』）

ｂ．そこで志方らは天沼ら聖公会の人達と相談し、
この地を新約聖書中の「神偕に在す」の意味か
ら「イムマヌエル」と呼ぶことに決めた。（渡
辺淳一『花埋み』）

ｃ．思わず赤くなったが、松江たち親子には、はっ
きりひびかなかったらしく、ただ感謝のまなざ
しでうけとられた。（壺井栄『二十四の瞳』）

　　しかし森山（2016）でこの複数タイプは「境遇語同
格」と分類され、本稿の「不定的同格構文」にあ
たる「例示同格構造」とは区別されていた。森山

（2016）が示すように、不定的同格構文は「太郎や
次郎など｛の／といった｝学生」というように名詞
修飾マーカー「の」「といった」を間に入れること
ができるが、複数タイプは「*松江たち｛の／といっ
た｝親子」のように名詞修飾マーカーを入れること
ができない。したがってここでは「複数タイプ」は
不定的同格構文の要素とは別のタイプであると考え
ることにする。

２．森山（2016）では連体修飾マーカーがある場合は
「例示例Ａに類するものを下位集合として限定抽出
してアドホックなカテゴリーを形成」するとし、同
格的構造の場合は「例示Ａは後項の本体名詞のカテ
ゴリー全体についての解説」であるとしている。こ
れは江口（1998）の上記の観察と基本的には同じこ
とだと思われる。しかし後項名詞のカテゴリー「全
体」と考えると総称的な解釈しかないことになる
が、⒁ａの「学生」は総称的ではなく文脈に合わせ
て規定された臨時的な集合である。

３．「太郎、次郎、三郎と、学生が来ていた」のような
「と」が最後に位置する列挙も不定的同格構文の一
種と考えているが、これは「ＡとＢと」とは異なっ
た構造である。

４．金水（2014）では「田中か山田か、呼んできて」が
適格と判断されているが、単純な肯定文にすると 

「?田中か山田か、呼んできた」と適格性が落ちる。
これは依頼文などのモダリティが格助詞省略と関係
しているのか、並列表現のモダリティ制限と関係し

ているのかはっきりしないが、文末モダリティと何
らかの関係があると思われる。

５．「か」に関しては全般的に適格性が「と」に比べる
と高い。�ｂの「コーヒーか紅茶かどちらか」は

「ＡかＢか＋不定語」のパターンと同様であるため、
「どちらか」が選択を表しているとはいえ、全体と
して例示句と同様の構造を持っているようにも見え
る。

６．これは、金水（2014）で示された以下のような例も
参考になる。
ａ．［田中と山田と］、両人を連れてきて。

「両人」は全称的であることを直接表す名詞であり、
「どちらか」「好きなほう」のように集合を扱う手続
きとも関係する表現である。
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