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１．はじめに

本稿の目的は，形式名詞「分（ぶん)」の諸用法のうち名詞用法の文法的性質を分析す

ることを通して，形式名詞の文法的な性質の一端を明らかにすることにある。「こと」「も

の」「とき」「ところ」などの形式名詞とされる一群の名詞はその基本的意味が特定の意味

カテゴリーと結びついているために分析もその意味カテゴリーのあり方に向けられるが，

｢分」は特定の意味カテゴリーとは結びついておらず，より抽象的な「関係」を分析しな

ければならないところに特徴がある。

「分」は以下に示すような用法がある。

(1)ａ・太郎の分の饅頭はここにある。

ｂ、次郎に渡す分はあそこにある。

ｃ、三郎は５人分の饅頭を平らげてしまった。

(2)ａ．食べれば食べた分，太ってしまう。

ｈ昨夜しっかり寝た分，今朝は頭がすっきりしている。

(3)ａ・この分では，あと三日はかかりそうだ。

ｂ、一人でやっていく分には難しくないが，他人に教えるとなると話は別だ。

ｃ分をわきまえろ。

（1）は後に格助詞等の助詞類が伴う名詞用法，（2）は後に助詞を従えず「分」句全体が

副詞的'な働きになる用法，（3）は「では」「には」「～をわきまえる」など特定のパター

ンと結びついた熟語的用法である。本稿は（１）の名詞用法を分析対象とする。特に以下

に示すような一般の名詞修飾構造との対比を手がかりに分析を進める。

(4)ａ・太郎の分の饅頭はここにある。

ｂ・太郎の饅頭はここにある。

(5)ａ・次郎に渡す分はあそこにある。

ｂ・次郎に渡すのはあそこにある。

（4a）（5a）は「分」を用いた例，（4b）（5b）は「分」をとった例であるが，ａとｂを並

’

夕

ケ

グ

夕

プ

このような特徴を持つ形式を「形式副詞」と呼ぶことがある。内田（1975)，奥津（1986）などを参照。
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くるとよく似た解釈であることがわかる。これらの類似点と相違点を明らかにしながら

｢分」の特質を観察していく。

以下ではまず「分」が必要とする項がどのようなものであるか考察し，それを基本とし

ながら「分」の前接部に名詞が来る場合，節が来る場合，（1c）のように数量表現が来る

場合に分けて分析する。

２．「分」が要求する項

本節では「分」が要求する項について確認する。

(6)＊分がここにある。

(7)ａ・太郎の分がここにある。

ｂ・太郎の分の饅頭がここにある。

（６）でわかるように「分」は修飾句なしに単独で使うことは基本的にはできない2゜こ

れは「分」が直前に来る修飾句を必須の第１項としているということである。この「修飾

語が必須」という統語的な性質は「こと」「もの」「はず」などのいわゆる形式名詞と類似

した性質である。意味の面から見ても「分」は実質的な指示対象を持つわけではなく，そ

の意味でも形式名詞としての性質を持っているといえる。

さらに（7a）と（7b）を比べると，（7a）は文脈なしでは「太郎の分の何であるか」と

いうことがわからないため指示対象がはっきりしないが，（7b）のように「分」の後に名

詞句があると指示対象が特定できることがわかる。これは「分」は必須項たる修飾句が１

つあるだけでは意味解釈が十分にできず，さらになんらかの情報がもう１つ補われる必要

があるということである。この不足した要素は次のような形で補うことができる。

(8)ａ・太郎の分の饅頭がここにある。

゛ヨ

b・饅頭の太郎の分がここにある。

c・饅頭は太郎の分がここにある。

。（｢饅頭はどこにある？」と尋ねられて）太郎の分がここにある。

意味的に必要となる要素｢饅頭」は上記のようにさまざまな形で現れることができるが，

(8.）のように文脈によって補われることもあるため，形式的・文法的に必須というわけ

ではなく，なんらかの形で,情報が補われればよい項であるといえる。

以上の観察から，「分」は修飾句として構造的に欠かせない第１項と，意味的に要求さ

れる第２項の２つの項を選択していることがわかる。以下の議論ではこの第１項と第２項

について考察を加えていくことになる。

2（3c）の「分をわきまえよ」というような熟語的な用法では単独使用可能である。
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意味解釈の上で第２項が必要になるという性質は｢分｣だけが持っているものではない。

次の（9a）も「太郎の何」かがわからない点で先の（7a）と同様の「足りない感じ」がす

る文であるが，この文は典型的な形式名詞「の」が用いられたものである。

(9)ａ・太郎のがここにある。

ｂ・太郎の饅頭がここにある。

ｃ・＊のがここにある。

（9c）のように修飾語が必須である点は「分」と同様である。（9a）の意図する解釈が

(9b）だとすると，（9a）は（9b）から「饅頭」が省略されたものと見ることもできる3．

省略された情報は（８）と同じく次のように補うことができ，平行的な関係にあることが

わかる。

(10）ａ・饅頭の太郎のがここにある。

ｂ・饅頭は太郎のがここにある。

ｃ、（｢饅頭はどこにある？」と尋ねられて）太郎のがここにある。

上の観察は「太郎の」と「太郎の分｣，「太郎の饅頭」と「太郎の分の饅頭」が類似して

いることを示している。以下の議論ではこの両者を対比することで「分」が独自に持って

いる性質を明らかにしていくことにする。

３．「名詞句十の＋分」パターン

本節では「分」の前に名詞句が位置する場合について分析する。まず，「分」を含む構

造と含まない構造を第２項の省略のない形で比べてみよう。

(11）ａ・太郎の饅頭がここにある。

ｂ・太郎の分の饅頭がここにある。

どちらも句全体としての指示対象は「太郎」に何らかの意味で関わりがある「饅頭」で

あり，状況が同じであれば同じ指示対象を指す表現となる。しかし「太郎」と「饅頭」の

関係の面からいうと（11a）と（1lb）には違いがある。「太郎の饅頭」の場合は「太郎」

以外の人物は特にこの句の解釈に関与的ではないが，「太郎の分の饅頭」の場合は「太郎」

以外に人物が存在しかつその人物のための別の饅頭が存在するという含みが生じるとい

う点である。そのため，文脈に関与的な人物が太郎しか存在しないような状況では，「太

郎の饅頭」という表現は問題ないが，「太郎の分の饅頭」とは表現しにくい。このように

｢分」はある種の集合の存在を前提とする表現である。

３この構造の分析については神尾（1983)，Saito&Murasugi（1990)，三原（1994)，金水（1995)，近藤（2000）
等を参照。形式名詞「の」によるこの榊造にはいくつかの解釈があるが，本稿の分析と直接関係はないため
保留して議論を進める。
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「ＡのＢ」という通常の修飾構造に「分」を割り込ませて比べてみると「集合の存在の

前提」がさまざまな形で関わっていることがわかる。以下の例で考えてみよう。

(12）ａ・数学の勉強／数学の分の勉強

ｂ・カナダからの手紙／カナダからの分の手紙

ｃ・平和のリボン／*平和の分のリボン（Ｃｆ太郎の分のリボン）

。この地域の平和／*この地域の分の平和４

（12a）を対比すると「数学の勉強」が数学以外を問題にしない解釈が可能であるのに対

して「数学の分の勉強」では他の科目の勉強も存在することが暗示されており．（l2b）

の「カナダからの分の手紙」では他のところからの手紙の存在が前提となっている。いず

れも「Ａの分のＢ」という形でいうと「Ａ以外の同類を含む集合の存在」が前提になって

いることを示している。この性質を「ＡとＡ以外のものを含む集合が存在しなければな

らない」という制約として考えると，（l2c）の「平和の分のリボン」がおかしいのは，「平

和」が「｢平和」以外の同類」あるいは「平和を－要素として含む上位集合」が想定しづ

らいことによるものと考えることができる。第２項Ｂの部分に目を向けると，（l2a）の

｢勉強｣，（l2b）の「手紙」はそれぞれ「分」を使った形では「複数の科目の勉強」「様々

なところから受け取った複数の手紙」の存在を想定しており，〈複数の要素を含む集合の

存在〉が前提となっている。一方，「分」を使わない例ではこのような集合の存在は前提

とされない。この前提を第２項に課せられた制約と考えると，（12.）の「分」のパター

ンが不自然であることには，「平和」がそれを分割して要素に分けることが困難な対象で

あるからであるという説明が与えられよう。

ここまでの観察でわかることは，「Ａの分のＢ」の意味解釈のためには「第１項のＡを

要素として含む集合」と，「第２項で表された集合Ｂ」の２つの集合が関わり，それぞれ

の集合の要素同士の対応関係が前提となっているということである。これを以下のような

図式によってモデル化してみよう。

(13）指標域Ｉ値域Ｒ

ａ
ｄ
Ｄ

ｐ
ｑ

Ｃ ｒ

４本稿で「.」を付した表現は統語論的な意味での非文を示すものではなく、普通の想定の範囲では不適格／不
自然であることを示すものであり．少し想定を変えれば自然に解釈できる場合が含まれている。
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このモデルでは，「指標域I」と「値域Ｒ」という２つの集合が存在し，指標域Ｉの要素

a，ｂ，ｃ，・・のそれぞれが値域Ｒの要素Ｐ，ｑ，ｒ，．．と対応がつけられている。「太郎の分

の饅頭」をこのモデルにあてはめると，「太郎」が指標域’（例えば「学生」の集合）の

－要素ａであり，「饅頭」は値域Ｒの集合名，「太郎の分の饅頭」という表現全体の指示

対象は値域Ｒの中の要素Ｐ（饅頭の中の－部）ということになる。つまり，「分」は上記

２つの集合の存在を前提とし指標である「太郎（a)」と値の範囲「饅頭の集合（R)」

を項にとって値である饅頭Ｐを返す関数と言い換えることができよう。また先に（'2）の

諸例を検討して得た制約をこのモデルに即して言い直すと，「指標域Ｉおよび値域Ｒは複

数の要素を含む集合でなければならない」ということになる。

ここまでは第２項のＢ自体が集合を表わす例ばかりであったが，Ｂが要素の１つであ

るような場合もある。「Ａの分のＢ」のＢに位置できる名詞のタイプをモデルの中で確認

し，名詞修飾における「制限的／非制限的」という区別と関連付けることにしよう。

(14）ａ太郎の分｜の／である｝辛子明太子も買った。

ｂ・太郎の分の土産｜の／である｝辛子明太子も買った。

（14a）で「の」を使った場合と「である」を使った場合とでは可能な解釈に違いがある。

｢の」の場合は２つの解釈が可能で，1つは辛子明太子をたくさん買って，そのうちの１

つを太郎用としたという解釈である。この場合の「辛子明太子」はモデルでいう値域Ｒ

の集合名，「分」句はその集合から特定の辛子明太子を選び出す制限的修飾句となってい

る。もう１つの解釈は「いろいろな人に対する別々のお土産を買っていき，太郎に頼まれ

ていた辛子明太子を買った」というもので，この場合の「辛子明太子」はモデルの値域Ｒ

全体ではなく値域Ｒのｌ要素Ｐであるため，「太郎の分」は非制限的修飾句である。「の」

をコピユラの「である」に置き換えた場合には後者の非制限的解釈のみが得られることか

らわかるように後者の解釈の「の」はコピュラの連体形である。非制限的解釈の場合，

｢太郎の辛子明太子は何のためのものか」がわからず，（7a）（9a）で観察したような－種

の情報の不足が感じられる。これは「辛子明太子」があくまで第２項の集合のｌ要素で

あって第２項そのものは明示されていないからである。第２項を補うと（14b）のように

なる。以上の観察をまとめると，「Ａの分のＢ」という形では，表面的にはＢの部分に第

２項たる値域Ｒが位置する場合と，「分」句の値Ｐが位置する場合の二通りがあるという

ことである。後者の場合，実際は意味的に必要な第２項が明示されているわけではないた

め何らかの形5で第２項の情報が補われる必要がある。

さて，ここまでは「Ａの分のＢ」と「ＡのＢ」とを対比することで「分」の特質を考え

５この欠如した情報は文脈や常識によって補うことが可能であり．必ずしも表現されなければならないもので
はない。
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てきた。今度は「Ａの分」と「Ａの」を対比してみよう。

(15）ａ・太郎の分がここにある。

ｂ・太郎のがここにある。

いずれも第２項がないため情報の不足が感じられる｡さらにこの場合は「分」を使わな

い（l5b）でも「太郎」以外の人物が存在するという含みが出てくる。つまり（'3）の指

標域，が存在しなければならないということである。従来の研究で６，（15b）の「の」句

は隠れた第２項にとっての制限的修飾句として解釈されなければならないという点が指摘

されてきたが，「制限的」ということは他の制限の仕方が存在する,つまり指標域Ｉに指

標たるａ以外に他の要素が存在しなければならないということである。この点は「分」と

同じ性質である。また次のように「人」を指示する例の場合．「青い帽子の分」「青い帽子

の」という表現がいずれも失礼な響きになって人物を直接指すのに適切でない点も同様で

ある。

(16）ａ＊赤い帽子を買った人は帰りましたが，青い帽子の分はまだ帰っていません。

ｂ、＊赤い帽子を買った人は帰りましたが，青い帽子のはまだ帰っていません。

さらに「の」による省略では省略される表現が抽象名詞の場合に座りが悪くなるが，

(l2d）でも見たように「分」もこれと同様の制限がある。また，省略される名詞が「時

間（時)」「場所（ところ)」の場合も座りが悪い。

(,7）固い信念を持った人／*固いのを持った人／*固い分を持った人

(１８）ａ．＊出発の時間は確認したが，’到着の／到着の分’は確認し忘れた。

ｂ・＊出会いの場所は覚えているが，’別れの／別れの分｝は忘れてしまった。

以上の観察でみる限りでは「分」と形式名詞「の」とはほぼ同じ性質であるように思わ

れる。ではこの「分」と「の」には違いがないだろうか。そこで「分」に関する別の制約

をみていこう。

(19）ａ．この映画の主役を尋ねた

ｂ、＊この映画の分の主役を尋ねた

ｃ・午後の公演の分の主役を尋ねた

(20）ａ・太郎の年齢を尋ねた

ｂ・＊太郎の分の年齢を尋ねた。

（l9b）（20b）はやや不自然に感じられる。この例の「この映画」「太郎」は容易に上位

集合が想定でき，制限的修飾句としても使える表現であるため，不自然になる原因は「主

役／年齢」という名詞の性質に求められよう。しかし「年齢」「主役」もその値の候補が

６注３を参照のこと。
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複数ある表現であるため，値域Ｒが集合を表さなければならないという制約だけでは説

明できない。ここに出した名詞はいずれも西山（1990）のいう「非飽和名詞｣,坂原（1990）

のいう「役割」であり，例えば「年齢」は「太郎の」という表現と結びつくことで「43歳」

という値が得られるような「関数的関係」を表わす表現である。しかし（19c）の例から

わかるように，関数的な名詞であれば必ず不適格になるというわけでもない。

そこで（19b）と（l9c）の違いを考えてみよう。（19b）についてみると特定の映画１

本を問題にする普通の文脈では，主役は映画ごとに１人ずつ決まっていて取替えができな

い。しかし（l9c）では「午後の公演」という表現から１日に複数回の公演をしているこ

とがわかり，公演の期間中に複数人数で主役を交替していくシステムが想像できる。つま

り「主役」になる候補が複数いて，交替可能であるような状況なのである。（l9b）も文脈・

状況を変えて「複数の主役候補から選ぶ」ということを想定しやすくすると不自然ではな

くなる。例えば映画の制作会社の社長が自分の会社で自由に使える俳優の中からこの映画

は売れているｐを主役にし，次の映画はこれから売り出すｑを主役にしよう，などと考

えていて，それを知っている社員が社長に尋ねるのであれば（l9b）も不自然ではなくな

る。しかし同様の文脈でも結果として常に売れっ子の同じ俳優を主役に据えるようなキャ

スティングをする場合には「分」が使いにくい7．自然につかえる文脈は「主役リスト」

に複数の候補がいて．映画ごとにその主役リストの中から他の映画のことも考えて配分し

て決めるという場合である。先の（13）のモデルで言うと，ａとｐの結びつきだけを問題

にするのではなく，同時にｂとｑ，ｃとｒ･･の結びつきの総体が全体として関与的である

ような状況の想定が必要になるということである。

（20b）についても少し変わった状況を想定すると適格性が上がってくる。例えば演劇

の配役を考えているような状況で，登場人物の年齢や出身地などの設定を複数の候補の中

から入れ替え，配役全体のバランスを考えて設定しなおすような場面を考えるのである。

「年齢」「主役」は「項を取ってある値を返す」という関数的な性質を持つ名詞である。

このような関数名詞は項に取る要素が適切な範囲のものでさえあれば自動的に値を返す

が，項に取る要素が「項になりうる他の要素とどのように関係しているか」については不

問である。モデル（13）で言うと，複数の対応関係の中の１つだけを問題にし，他の対応

関係については問題としないないものである。一方，上で考えたような「分」が適切に使

えるような状況とは,項に入る要素とそれ以外に項に入りうる要素（この映画と別の映画，

太郎と他の出演者）の相互関係やバランスが問題とされるものであった。値域Ｒの要素

を指標域Ｉの要素の１つ１つで「分配」「割り当て」するような関係－これこそ「分」の

7「全部の映画の主役／*全部の映画の分の主役」という対比にも注意されたい。「全部の映画」といってしま
うと「他の映画」がなくなり，分配不可能になるということである。
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辞書的な定義によく記される表現であるが￣が前提とされるのである。

ここまでの観察を「の」を用いた例と比べてみよう。「この映画のを尋ねた」「太郎のを

尋ねた」のような例は，「主役／年齢」という情報がなんらかの形で補われていれば不自

然ではない。この点が「の」と「分」との違いである。つまり「集合間の対応関係全体が

関与的でなければならない」ということが「分」に特有の制約である。

以上，ここまで行ってきた観察を（13）のモデルを使って一般的な形で述べなおすと次

のようになる。

(21）ａ．「分」は項を２つ必要とする表現である。１つは必須項であり，「分」の修飾句

である。もう１つは文法的に必須ではないが意味解釈に必要な情報を担う項で

ある。

ｂ・「分」は以下のような性質を満たす指標域１．値域Ｒの２つの集合が存在するこ

とを前提とする。

ｉ集合に含まれる要素が両者とも複数個存在しなければならない。

ｉｉ２つの集合の要素と要素の間には指標域Ｉのそれぞれの要素に値域Ｒのそれ

ぞれの要素が結びつく写像的な対応関係が存在しなければならない。

ｉｉｉｉｉで成り立つ写像的な対応関係の全体が解釈に関与的でなければならない。

(22）解釈：「Ａの分のＢ」という形では指標域Ｉの－要素を必須第１項Ａに値域Ｒの

集合名を第２項Ｂに取り，値として値域Ｒの－要素を返す。

（21a）（2lb）が基本的な性質，（22）が名詞用法の解釈である。このうち（21a）およ

び（21b-i）（21b-ii）の性質から「分」句が値域Ｒの制限的修飾句になることが導き出

されるが，形式名詞「の」にも見られる性質でもある８．－方（21b-iii）が「分」に特有

の性質である。（21b-iii）は２つの集合が存在し両者の要素間に対応関係があってはじめ

て成り立つ性質であるから，この性質だけを「分」の語彙的制約と考えても（21b-Lii）

の性質を導き出すことができる。「集合」が関係し集合内の「他の要素」が解釈に関わ

る点はいわゆる「とりたて助詞（副助詞)」との類似性をうかがわせるものである。

４．「節十分」パターン

本節では「分」の前に節が位置する場合について分析する。名詞修飾節の各タイプを

｢分」と組み合わせていくことにしよう。以下，［］で節を示す。

8「の」と「分｣の共通性の原因について詳しく吟味する余裕はないが,「の」が第２項の省略による表現であり，
この点が第２項を必要とする「分」との共通性を生み出していると考える。

382



語学教育フォーラム第16号（2008）

4.1．「ギャップのある節＋分」

まず，「分」を修飾する節が内部にギャップをもつ関係節，の場合について考察する。

(23）ａ．［太郎が作った］分のケーキを持ってきてやれよ。（太郎がＸを作った）

ｂ・［太郎が作った］ケーキを持ってきてやれよ。

(24）ａ．［焼けた］分を運んでいってくれ。（Ｘが焼けた）

ｂ・［焼けた］のを運んでいってくれ。

節内のギャップは例の後の（）に示したＸの部分である。ギャップが主語の場合を

(24a）に，目的語の場合を（23a）に示した。「Ａの分のＢ」のモデルに合わせていうと，

Ａは節の部分に該当する。（23a）の「ケーキ」がＢに該当するが，この「ケーキ」は節

内のギャップと結び付けられ，「太郎がＸを焼いた：Ｘ＝ケーキ」という解釈が得られる。

ギャップと「ケーキ」が結び付けられるのは「分」のない普通の関係節構造（23b）と同

様である。

次に（23a）と（23b）を比べてみると，（23a）は「太郎が作ったケーキ」以外のケー

キの存在が前提となる解釈しかないのに対し，（23b）はそのような前提のない解釈も可

能である点が異なっている。一方，（24a）と（24b）ではいずれも「焼けたもの」に加え

て「焼けていないもの」の存在が前提となっている。これは前節で考察した「分」および

｢の」の諸性質から予測される事実である。

４．２「ギャップのない節十分」

ここでは節内にギャップがないパターンについて簡単に観察する。議論を単純にするた

め，Ｂ項が現れている形をみていく。

まず名詞修飾節が被修飾名詞の内容を表わす内容節'0についてみる。これも「分」に前

接可能だが，被修飾名詞の性質によっては不自然になる。

(25）ａ．［太郎がケーキを焼いた］分の話は有名だ。

ｂ，［さんまを焼く］分の匂いはまだ我慢ができる。

０？［次郎が遅刻した］分の事実は伏せられた。

。．＊君は［彼女と出会う］分の宿命にあった。

「話」「匂い」は自然であるが，「事実」「宿命」などはかなり不自然になる。「分」句は

制限的修飾句にならなければならないという性質を３節でみたが，「事実」「宿命」などを

修飾する節は単にその内容を示すだけであり，「事実集合」「宿命集合」から特定の事実や

宿命を選び出すような働きを持つことはできないからであると考えられる。そもそも「宿

，奥津（1974）の「同一名詞連体修飾」寺村（l975J78）の「内の関係」にあたる。
１０奥津（1974）の「付加名詞連体修飾｣．寺村（197578）の「外の関係」にあたる。
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命」は複数の要素を持つ集合として捉えることが困難な対象でもある。

また，「という」を用いる内容節についても，適格性は被修飾名詞の性質による。

(26）ａ．［やめておいたほうがいい］という分の忠告は素直に聞いておいた。

ｂ・＊[先頭グループから離されてはならない］という分のあせりがペースを乱した

原因だ。

「忠告」より「あせり」の方が不自然になるが，「あせり」は心理状態の一種であり，そ

れを集合として捉えたり要素に分けたりするのが困難な対象であるからだと思われる。

「右・左・前・翌日・原因・おつり」など，相対的な意味を持つ名詞を修飾する名詞修

飾節については，名詞の種類によって異なる。「右・前・翌日」など，空間．時間に関す

る相対名詞の場合は先の（18）でもみたように「分」が使いにくくなるが,「原因．おつり」

などは特に問題はない。

(27）ａ．＊[太郎が立っている］分の右に花子の自転車がある。

ｂ・＊[太郎が来た］分の翌日に次郎も来た。

(28）ａ．［太郎が来なかった］分の原因がわかった。

ｂ、［この本を買った］分のおつりは間違いなく受け取っている。

ギャップのない節の適格性は第２項の性質によると考えることができる。

4.3．「の」節との対比

ここでは「の」節に特有のパターンとの対比を行う。

まず，「の」節の特徴的な機能として分裂文を構成する点が挙げられる。（29a）は分裂

文であるため問題はないが（29b）の「分」は失礼な響きが生じ，不自然な文となる。「失

礼な響き」は人を表わす名詞として「分」を使ったためであると考えられるが，そのよう

な解釈しかできないということは「分」は分裂文を構成することができないということを

示している''。

(29）ａ［太郎がお会いした］のはあの方です。

ｂ，＊[太郎がお会いした］分はあの方です。

「の」節のもう一つの特徴的な機能として，主要部内在型関係節'2を構成するという点

が挙げられる。（30a）の「の」節は「[テーブルに置いてある］りんご」と同様に「りんご」

を指すことができ，下線で示す主要部が節内部にあることから主部内在型関係節と呼ばれ

る。（30b）や（31）はこのタイプの節と見ることができそうだが，（30b）と（31）とで

､詳しく識誌する余裕はないが，「分］句は西山（1990）のいう指示的名詞句でなければならないという制約
があるためではないかと考えられる。

l2Kuroda（197476)，黒田（1999)，三原（1994)，三原・平岩（2006）等を参照。

384



語学教育フォーラム第16号（2008）

'よ解釈が異なるので注意が必要である。

(30）ａ．［りんごがテーブルに置いてある］のを取って食べた。

ｂ・（？）［りんごがテーブルに置いてある］分を取って食べた。
￣

(31）ａ．［りんごを余計に買いすぎた］分を取って食べた。

b・［投票時間が延長された］分は，開票のやり方などを工夫して対応。

（産経WEB1997/１２/20）

（30b）は（30a）と比べるとやや不自然に感じるが，「りんご」以外の何か（果物など）

の存在を想定すると自然になる。例えば「テーブルに置いてあるりんご」と別に「冷蔵庫

から出してあったバナナ」のようなものがあると想定するのである。この場合は「りんご」

は（13）のモデルでいうと指標域Ｉの要素ａに当たり，「分」節が指す対象自体もそのａ

ということになるが，結果的に値域Ｒの集合がどのような集合であるかが示されていな

いため情報の不足が感じられる文となる。一方（31a）は同じくりんごを指すが，他の果

物などの想定は不要である。（31）の「分」節が指すのは「りんご」集合の中の「余計に

買いすぎた」部分であり，「投票時間」の中の「延長された」部分である点に注意されたい。

これらの場合は「必要なりんご」と「実際に買ったりんご」の数の差，「もともとの投票

時間」と「新たに決まった延長時間」のく差〉の部分が「分」節の指示対象となっている。

この「差」というところに着目すると，（31）は純粋な主要部内在型関係節ではなく，江

口（2002）でいう「遊離数量詞の関係節化」と分析すべきであると思われる。「遊離数量

詞の関係節化」とは遊離数量詞をギャップにして被修飾名詞と結びつける構文であり，被

修飾名詞はスケールを表わす名詞である必要がある。

(32）ａ・りんごを５個買いすぎた。

ｂ＊［りんごを買いすぎた］５個

ｃ・［りんごを買いすぎた］分量

（32a）の「５個」が遊離数量詞で，これをそのまま関係節化すると（32b）のように不

適格になる。しかし被修飾名詞をスケールを表わす「分量」に変えると適格になり，しか

もそのときの「分量」が指すのは「りんご」の全てでなく，「どれだけ買いすぎたか：予

定の量と実際の量のく差〉（動作量)」である。これは「りんごをＸ個買いすぎた」の遊

離数量詞「Ｘ個」の部分をギャップとして関係節化したものと考えることができる。遊離

数量詞はこのような述語の文の場合く差〉を表すからである。（31）の例も同様にく差〉

を表わすことから考えると，これらは「りんご」「投票時間」に結び付けられるべき遊離

数量詞がギャップになって形成された遊離数量詞の関係節化構文と見ることができる。こ

の場合，ギャップを持つ「りんごを（Ｘ個）余計に買いすぎた」の部分がモデル（13）の

指標域Ｉの要素a，「りんご」の総体が値域Ｒ，「余計に買いすぎたりんご」が指標ａに対
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応するｐとなる。遊離数量詞関係節化構文を支えるのがスケール名詞である点から考える

と，「分」はスケール名詞としての用法を持つことになる。

ここまでの考察をもとに「分」に節が前接する場合の解釈のありかたをまとめると次の

ようになる。

(33）解釈：「節Ａ＋分のＢ」という形では指標域Ｉの一要素を節Ａに，値域Ｒの集合

名をＢに取り，値として値域Ｒの－要素を返す。節にギャップがある場合

はギャップがＢ集合と結びつけられ（関係節)，ギャップがない場合はＢ

の特性によって「分」句の役割が決まる。

以上，本節では名詞修飾節が「分」に前接する場合を見てきた。基本的には「名詞句十

の＋分」で観察された制限がこの場合にも観察された。次節では「名詞十の＋分」の特殊

例である数量表現と「分」との結びつきを考える。これは本節の最後でみた「分｣のスケー

ル名詞としての用法と関連しながら「の」と異なる「分」の特徴的な働きを示す用法であ

る。

５．「数量表現（＋の）＋分」パターン

本節では「Ａの分のＢ」のＡの位置に数量表現が位置する場合，および数量表現が「分」

と複合する'３「３人分」のようなパターンについて分析する。本節で問題にするのは，「数

量」のカテゴリーと「分」との関係である。ここまでの分析では「分」句は全体の指示対

象として何らかの「モノ」を出力していたが，なぜ「３人分」「人数分」という表現にな

ると「数量」の解釈になるかという点である。ここでは対比のために「数量」に結びつか

ない解釈と関連付けながら考察を進めよう。

(34）ａ３人の分の饅頭がなくなった。

ｂ,３人分の饅頭がなくなった。

ｃ､３人の饅頭がなくなった。

（34a）は２つの読みがある。１つは特定の３人組グループのための饅頭という解釈であ

る。これは（34c）の普通の読みで，「特定読み」と呼ぶことにする'4。（34a）の特定読み

の「分」句は全体としては「量」の解釈にならず，「饅頭」の指示対象を特定する働きを

持つだけである。もう１つは人数ごとに饅頭の割り当て方が決まっていて，その割り当て

に従って「３人」という人数にあたる対象という意味である。この解釈を「割り当て読み」

と呼ぶが，（34b）は割り当て読みが基本で．特定読みに解釈するのは困難である。

'3｢３人分｣のアクセントは「３人｣が持つ語薬的アクセントが消え．複合アクセントパターンを示す。「来月分」
「不足分」など「分」は生産的に複合語を作るが.数且表現と複合したもの以外については本稿では扱わない。
'4(34c）が後述する「比例読み」ができない点が「の」と「分」の大きな違いである。
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この割り当て読みはさらに２つに分けられる。１つは，人数に応じて比例的15に数量が

決まる「比例読み｣，もう1つはそれぞれの数値に対して特定の対応物が決められる「対

応取替え読み」である。前者は「１人につき２個ずつ」というような計算によって割り出

されるが，後者は例えば集まった人数に応じてプレゼントの中身を変えるような場合であ

り，「１人集まればもみじ饅頭，２人集まれば紅白饅頭，３人以上集まったらひよこ饅頭」

というように比例関係とは異なる対応をもつ場合である。「１３人の分／３人分｝の饅頭」

という形はいずれも比例読み・対応取替え読みの両方で解釈可能であり，対応取替え読み

が特定読みに近い形で指示対象を特定する働きを持つのに対して比例読みは「数量」（｢３

人分」＝「６個｣）を表わす。

「数量」解釈に関する文法現象を見てみよう。「３人分」は（35b）のように遊離数量詞

として生起可能である。読みとしては遊離していない（35a）では比例読み，対応取替え

読みの両方が可能であるが，（35b）の遊離数量詞構文では比例読みしかできない。

(35）ａ３人分の饅頭がなくなった。

ｂ・饅頭が３人分なくなった'6．

遊離数量詞構文を構成する要素は，一般に「数量」を表わす表現である。「比例読み」

が数量を表わし対応取替え読み'7が数量を表わせないと考えれば，（35）の対比が自然

に導き出される。

この現象をモデルに即して考えてみよう。特定読みは１つのセットになった対象を指す

ため，これまでの（13）のモデルでいうと「３人」で指されるグループが要素ａになると

考えることができる。対応取替え読みも，対象は固定されないが人数によって質の違う要

素が割り当てられるわけであるから，特定の人数と特定の要素が結びつくことになり，特

定読みの場合と対応関係はさほど変わらない。しかし比例読みは質が異なり，要素と要素

を１つ１つ結びつけるものではなく，スケールとスケールを何らかの関数に基づいた計算

方法に従って結びつけるものである。この場合，指標域１．値域Ｒは個別の要素の集合で

はなく，スケール上に並ぶ値が集合の要素になる。このような比例読みの場合，定義上，

｢Ａ（の）分」のＡはスケール上の数値でなければならず，その関数によって出力される

値（モデルのｐ）もまたスケール上の数値になる。これが「分」が「数量」を表わすメカ

ニズムと考えられる。〈｢分」は集合間の対応関係を表わす〉という仮定だけでは「分」が

数量を表わす用法について直接的には説明を与えられないが，以上でみた「比例読み」の

15反比例の場合や特殊な計算によって数趣が決まる場合もありうる。
16｢３人の分」は遊離数量詞構文になじまないが，「人数の分」が遊離数通詞になれるため,「～の分」という
形が遊離数通詞になれないというわけではない。

17例えば「５人未満はもみじ饅頭人数分．５人以上10人未満は紅白饅頭人数分..」という対応取替え読みと
比例読みの組み合わせのような状況もありうるが，（35b）はその解釈も難しい。数且解釈になる比例読みは
値域が１つのスケールだけで構成されなければならないと考えられる。
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メカニズムを仮定し，Ａの部分にスケール上の値が位置することで数量を表わす読みが出

てくることに説明がつけられると思われる'8。

なお，数量表現に関しては，特定の値を持つ表現だけでなく，スケールの名称そのもの

を項に取ることができる。

(36）人数の分の饅頭／距離の分の料金／歩数の分のカロリー

スケールの名称も一種の関数であり，「学生の人数」「目的地までの距離」のように項を

取ってスケール上の値を返す表現である。この項は明示的に取らなくても，比例読みと対

応取替え読みが可能である。「料理を人数の分，用意した」のように「人数／距離／歩数

の分」が遊離数量詞としても使える点からみると「分」句全体が数量表現になりうること

がわかる。

比例用法の「分」は「の」で置き換えることが困難なため，「分」に特徴的な用法である。

この用法こそ「集合間の対応関係」の特徴である。この用法によって形成される遊離数量

詞構文は「分」の副詞的用法とつながりが深いものである。

６．むすび：副詞用法および熟語的用法の分析に向けて

本稿では，形式名詞「分」の名詞用法に関する意味的制約を考察することを通して，形

式名詞の項のありかた，構造と解釈の関係，「量」などのカテゴリー的意味のシフトにつ

いて考察を行った。紙幅の関係で分析することはできなかったが，「よく寝た分，今日は

すっきり目が覚めた」のく因果関係>，「勉強した分，成績が上がる」のく程度〉といった

意味も本稿で考察した「分」の性質から自然に説明できるものと考えられる。因果関係は

｢集合間の対応関係」によって，程度は５節で説明した比例用法の仕組みによって説明さ

れるべきものであり，副詞的な性質は遊離数量詞榊文と結び付けられるものであろう。「こ

の分でいけば３時には着く」「分をわきまえよ」のような熟語的用法も，「分」の「集合間

の結びつき」を総体としてみる性質と関係付けられると思われる。

本稿は江口（2007）で名詞の文法化の例として挙げた「分」の文法的．語棄的性質につ

いてより詳細に考察を加えようとしたものであった。副詞用法についての分析は別稿に譲

らなければならないが，「名詞」と「形式副詞」「取り立て詞（副助詞)」の関係'9を探る

上で有用と考えられる「隠れた第２項の存在」と「集合間の対応関係」という見方を提示

できたのではないかと考える。副詞用法ではさらに｢量」と「程度｣の関係があり，「スケー

ル」の分析と合わせて考察すべき問題が多く残っている。

18｢分」に数量表現が結びついた場合に基本的に比例読みになることについては．先の（2ｌｂiii）の性質を仮定
すれば，指標域，のスケールの全要素に値域Ｒの要素を対応させる方法として「比例的写像関係」で結びつ
けるのが最も単純に全てを結び付けられることによると考えることができる。

19本稿はこの点において宮地（2007）と問題意識を共有するものである。
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