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1.はじめに

本稿では、愛することと恋することの違いについて日本語学的な観点から分析

する。愛することも恋することも、きわめて情緒的な心のはたらきであり、いっ

たいそれがどういうことかを説明するのは難しい。

筆者はここ数年、入門的な日本語学の授業のなかで類義語比較をしており、そ

の導入として「愛する」と「恋する」の違いを学生に尋ねている。そこで得られる

のは「愛は永遠、恋は一時的」「愛はふたりではぐくむもの、恋はひとりでこがれ

るもの」といった直観的な答えである。しかし、それはあくまで直観であり、そ

の根拠を筋道立てて説明するには工夫が要る。本稿では、その客観的な説明のた

めに日本語学的な観点が有用であることを示す。

最初に述べておきたいのは、こうした直観的な捉え方は相応に的確だというこ

とである。客観的な論証を重視するあまり直観を軽んじてはならない。本稿は客

観的な分析を目指すが、その結論は上に挙げたような直観的把握に沿ったもので

ある。日常的で素朴な直観を裏づける根拠として日本語学的な観点を位置づけた

い。愛することや恋することは、例えば文学や哲学といった他分野の研究テーマ

にもなる。そのような様々な議論の一助にもなれば幸いである。

本稿では｢愛する」と「恋する」を類義語として比較する。類義語の比較は中学
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校の国語の授業でも扱われるテーマで、現行の「中学校学習指導要領(平成29年

告示)」 （文部科学省2018）では中学2年生の指導内容とされる。筆者の所属する

本学の日本語日本文学専攻コースには中学高校の国語教員養成課程があり、授業

で類義語を扱うことは、教員免許を取得する学生たちの将来につながる。もちろ

ん、そうでない学生にとっても、生涯にわたってことばを使って生活するのだか

ら、類義語について考えるのは有意義である。 「愛する」ことと「恋する」ことの

違いを知れば、人生が少し豊かになるかもしれない。

本誌は研究成果発信の場であるとともに学生の学修に資することも目的として

いる。それをふまえ、本稿は、特別な予備知識を持たない一般の学生でも、これ

を読んで学べば自力で別の類義語の比較分析ができるようになることを目指して

書く（そのため専門研究者には冗長な説明もあるが、お許しいただきたい)。 「き

そう」と「あらそう｣、 「ひえる」と「さめる｣、 「きれい」と「うつくしい」など、

日本語には無数の類義語ペアがある。それらの違いを筋道立てて分析すること

は、論理的な思考力を高めるとともに日常的な言語使用への感性を磨くことに

なる。

以下、本稿では、 2節で先行研究を概観し、 3節で筆者の内省による作例から

｢愛する」と｢恋する｣の違いを分析する。そして、 4節でその分析の妥当性をコー

パス（大規模なテキストデータ）を利用して検証する。

名詞の｢愛」「恋」でなく動詞の｢愛する」「恋する」を分析対象とするのは、活

用語の特性を生かして分析するためである。筆者の経験上、類義語の分析は名詞

や副詞のような非活用語より動詞や形容詞のような活用語のほうがしやすい。ま

た、 「恋をする」は「恋する」とは別の表現なので分析対象にしない。ただし、論

に必要な範囲で｢愛」「恋」「恋をする」を引き合いに出した。
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2．先行研究

2.1「愛する」「恋する」の語誌

本稿はあくまで現代語の｢愛する」「恋する」を分析対象とするが、簡単に語の

歴史にふれておく。 「愛する」「恋する」は、それぞれ漢語名詞｢愛｣、和語名詞

｢恋」と動詞「する」から成る複合語である（｢愛する」が単純な複合語でないこと

は2.3節で後述)。 『日本国語大辞典」 （第2版）によると、文献上の古い例として

｢愛」は｢梁塵秘抄』 （1179年頃)、 「愛する」は『大鏡」 (12世紀前半）に用例が見ら

れる。 「恋」は動詞｢恋う」!)の連用形が名詞化したもので、 「恋」「恋する」ともに

『万葉集』 （8世紀後半）に例が見られる2)。国立国語研究所の『日本語歴史コーパ

ス」で検索しても、これらの語の最も古い例として同時期のものがヒットする。

｢愛」「愛する」は平安時代末、 「恋」「恋する」は奈良時代から使われている語とい

える。

『日本国語大辞典』によると、 「愛」には仏教用語としてものへの執着を表す意

味があり、中世(平安時代末～戦国時代)から近世(江戸時代)まで仏教的な煩悩

として扱われることが多かった。 「恋」は目の前にない対象を求め慕う心情を表

す語で、上代(奈良時代）にはその対象に幅があったが、中古(平安時代）では

もっぱら恋愛感情を表すようになり、主に歌語として使われたとされる。

現代に通じる「愛」の概念が成立したのは明治期であることが知られている。

佐伯（1998）は、明治期の文学作品を挙げなｶﾇら、西欧語のloveにあたる概念と

して翻訳語の｢愛」が成立したことを論じている。佐伯によれば、近世に男女間

ないし同性間の好意を表した「色｣や｢恋」という概念が非日常の情熱による精神

や肉体のつながりを表したのに対し、 「愛」は肉体性を排した日常的な精神のつ

ながりを表す語として使われるようになった。 「色」が遊郭など家庭外で複数の

相手に向けるものなのに対し、 「愛」は一対一で交わすものであって近代的な結

婚生活につながるという。近世の｢色恋」にかわって「恋愛」という概念が明治期
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に生まれたことをふまえ、佐伯は次のように述べている。

恋と結婚を一致させようとする「自由結婚」の主張によって、 「色恋」の「恋」

のみが｢愛」という語と合体し、あたかも「恋」と「愛」とは同質の感情であ

るかのような誤解、幻想が生み出されたのである。 （佐伯1998:348)

つまり、現代の我々が考える「愛」という概念は明治期に生まれたもので、 「愛」

｢恋愛」という概念の成立とともに、 「恋」の意味も変わった可能性がある。

2.2国語辞典の記述

語の意味を考えるとき、まず参考になるのは国語辞典である。ここでは、保守

的で簡潔な語釈の多い｢岩波国語辞典』 （第8版)、一部の語で実感あふれる具体

的な語釈が目立つ｢新明解国語辞典」 （第7版)、最新の生きた日本語の実態を反

映する『三省堂国語辞典」 （第7版)の3つの辞典3)を比較しながら「愛する」「恋す

る」の意味を考える（以下、各辞典を『岩波」「新明解』『三省堂」と略す)。

表lは｢愛」「愛する｣、表2は「恋」「恋する」について各辞典の語釈をまとめた

ものである。 「愛する」「恋する」の説明に「愛」「恋」が使われるため、 「愛」「恋」

の語釈もあわせてまとめた。ただし、情報過多にならないよう「愛」「恋」の語釈

からは用例を省いた。

「愛」「愛する」の語釈に「恋」「恋い慕う｣、 「恋」「恋する」の語釈に「恋愛」「愛

情」といった語が使われていることから、やはり「愛」と「恋」は似た意味を持つ

概念だといえる。

各辞典の語釈の共通点をまとめると、 「愛」とは物事や人に対して価値を認め

たり大切に思ったりする気持ちであり、そのような気持ちを持つことが｢愛す

る」であるといえる。一方、 「恋」とは人に対して愛情を持ったり好きになったり

すること、およびその気持ちであり、そのような気持ちを持つことが｢恋する」

ということになる。ただし、 「新明解』が｢恋に恋する｣、 『三省堂』が｢オペラに

恋する」の例を挙げるように「恋する」の対象は人に限定されない。 「恋」は｢破



類義語｢愛する」 「恋する」の比較’ 99

表1各辞典における「愛」「愛する」の語釈

そのものの価値を認め、強く引きつけられる気持。⑦かわいがり、い

つくしむ心。いつくしみ恵むこと。いたわりの心。⑦大事なものとし

て慕う心。 （特に男女間の）慕い寄る心。恋。⑥その価値を認め、大

事に思う心。

岩波 愛

それに対し愛をそそぐ。⑦かわいがり、いつくしむ。 「子を一｣。心か

ら大切に思う。 「国を－｣④(特に男女間で)相手を恋い慕う。⑥物事

を強く好む。 「酒を－」

愛する

個人の立場や利害にとらわれず、広く身のまわりのものすべての存在

価値を認め、最大限に尊重していきたいと願う、人間に本来備わって
いるととらえられる心情。

新明解愛

e(異性に対して）愛情をいだく。 「－人のために／動物を－[=かわ

いがる]」e好きで、いつもそれに親しむ。 「詩を－｣eかけがえの無
いものと思って、大切にする。愛す4)。 「真理を－」

愛する

①<相手／ものごと〉をたいせつに思い、つくそうとする気持ち。②

恋（コイ）を感じた相手を、たいせつに思う気持ち。③そのものを、
たいせつだ、好きだと思う気持ち。

三省堂愛

愛する ①愛の気持ちをおこないにあらわす。かわいがる。 「子どもを－｣②
好む。好きだ。 「詩を－｣③(気に入って）たいせつにする。

表2各辞典における「恋」「恋する」の語釈

(特に男女の間で)相手に愛情を寄せること。その心。恋愛。恋岩波

恋する （特に男女の間で)相手に愛情を寄せる。恋をする。

特定の相手に深い愛情をいだき、その存在が身近に感じられると

きは、他のすべてを犠牲にしても惜しくないほどの満足感・充足

感に酔って心が高揚する一方、破局を恐れての不安と焦燥（ショ

ウソウ）に駆られる心的状態。

新明解 恋

恋する 恋をする。恋す。 「人を恋する／恋に一」

人を好きになって、会いたい、いつまでもそばにいたいと思う、

満たされない気持ち（を持つこと)。

恋三省堂

恋する ①恋をする。 「－人〔＝恋しい人〕に一目（ヒトメ）会いたい｣②手
に入れたい、いつもそのそばにいたいと強く思う。 「オペラに－」



100 1文学部論叢NO143

局を恐れての不安と焦燥に駆られる（新明解)」「満たされない(三省堂)」ものと

されており、 「愛」に比べて不安定な気持ちを表すようである。

なお、 『岩波』ではどの語にも特に男女間のものであることが、 『新明解』の｢愛

する」にも「異性に対して」ということが、カッコ書きで示された箇所がある。

これは恋愛感情としての意味を示したものだろうが、あくまでカッコ書きであ

り、恋愛感情を異性間に限定した記述ではないと見るべきだろう5)。

また、語の文体差に詳しい「日本語語感の辞典』には｢愛する」「恋する」とも

文章語としての性格が強いことが示されている。4節で『現代日本語書き言葉均

衡コーパス』を利用するのは、この文章語的な性格をふまえたものである。

2.3形態面の違い

「愛する」「恋する」は「する」を後部要素に持つ複合語で、本来的には「する」

と同じサ行変格活用（サ変）の動詞である。 しかし、森山(2012）や三宅(2019）

が指摘するように、 「愛する」の活用形の多くがサ行五段活用の形をとる。下に

筆者の整理による活用表を示す。活用の整理には様々な方法があるが、ここでは

中学、高校で使われる学校文法に準じて整理した。未然形については、後接する

助詞、助動詞に応じて複数の形があるため、助詞、助動詞のついた形を示した。

表に示すとおり、 「恋する」は｢する」と同じサ変型の活用をする。しかし、 「愛

する」は終止形と連体形でサ変型の「愛する」がよく使われるものの、未然形、

仮定形、命令形でそれぞれ｢愛さない、愛そう」「愛せば｣「愛せ」というサ行五段

型の活用形がよく使われる。

サ行五段型とは「押す」「話す」などの動詞と同じ活用であり、活用型がサ変型

からサ行五段型に移行するということは、 「愛する」がサ変動詞「する」から構成

されるという意識が薄れていることを表す。つまり、 「恋する」があくまで｢恋」

と「する」に分解できる複合語なのに対し、 「愛する」は｢愛する」という形で一

体化していて｢愛」と｢する」に分解しにくい。そのことは｢恋する」が｢恋をする」
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表3 「する」「愛する」「恋する」の活用

3.3節、4.3節で後述するとおり、 「恋しよう」「恋される」「恋しろ」という形は実際にはあまり使われず不自
然さを感じるが、ここでは活用の整理のため表に挙げた。

という形で｢恋」と「する」に分解できるのに対し、 「愛する」が｢愛をする」と分

解できないことに端的に表れている（森山2012、三宅2019)。

3．内省による分析

本節では、筆者の内省から「愛する」「恋する」の作例を挙げ、 2つの語の違い

を分析する。同じ日本語話者でも内省に個人差はあるが、ここではあくまで筆者

の内省にもとづいて分析する。筆者は1982年生まれの男性で、 18歳まで福島県

内で生育した話者である。

例文につけた寿の記号はその文が不適格であること、 ？の記号は不適格とまで

はいえないが不自然と感じられること、 ？?は不適格に近いほど強く不自然と感じ

られることを表す。適格な文には何も記号をつけない。

未然形 連用形 終止形 連体形 仮定形 命令形

後接する

助詞などの例

～ない、～れる

～ (よ）う

～ます

～た

～

◎ とき

こと

～ば ～

サ変 する さ‐れる

し-ない／よう

し する する すれ しろ

サ変 恋する 恋さ‐れる

恋し-ない／よう

恋し 恋する 恋する 恋すれ 恋しろ

サ変 愛する 愛さ-れる

愛し-ない／よう

愛し 愛する 愛する 愛すれ 愛しろ

サ行

五段

愛す 愛さ-れる／ない

愛そ-う

愛し 愛す 愛す 愛せ 愛せ
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3.1対象の格標示

「愛する」は気持ちを向ける対象を｢を格｣で標示するのに対し、 「恋する」は｢に

格｣で標示する。

（1）山田さんを｛愛する／??恋する}。

(2)山田さんに｛瀞愛する／恋する}。

2.2節の表2に示したとおり『新明解国語辞典』は｢恋する」の例文に｢人を恋する」

を挙げている。また、表2に示さなかったが、 『岩波国語辞典』は「恋する」の補

足的説明として「｢を」より「に」を使うのが、二十世紀末には多くなった」と言

及している。つまり、辞典の記述からすると「恋する」の対象を「を格｣で標示す

るのは不適格ではないが、古い表現である可能性がある。筆者には「恋する」の

対象を「を格」で標示するのはかなり不自然に感じられる。この点については、

4.3節でコーパスを利用して確認する。

寺村(1982）や杉岡（1992）によると、 日本語の心理動詞では「を格」が感情の

対象を表すのに対し、 「に格」は感情を引き起こす原因を表すとされる。

(3)花子は友人からの知らせに父の無事をよろこんだ。 （杉岡1992:367)6）

動詞｢喜ぶ」は「を格」と「に格」の両方をとりうるが、上の例では｢友人からの

知らせ」が感情の原因であり、 「父の無事」が感情の対象である。実際には感情の

原因と対象は同じ事物であることが多いし、

(4)彼は山田さんに感謝している。

のように「に格｣の名詞が感情の対象を表す例もあるから、 「に格」が必ずしも感

情の原因を表すとは限らない。ただ、 「に格」で標示される「恋する」の対象は、

｢を格｣で標示される「愛する」の対象に比べて、気持ちを引き起こす原因という

側面も持つ可能性がある。

3.2共起成分による比較

本節では、気持ちを向ける対象や時間表現として共起する成分を検討すること
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で2つの語を比較する。

人に対する気持ちとして考えた場合、 「愛する」は大切に思う相手が広く対象

になるのに対し、 「恋する」は恋愛感情を向ける相手しか対象にならない。

(5)私は自分の{家族を愛している／玲家族に恋している}。

（6）この先生は{生徒を愛している／生徒に恋している}。

例えば、 「自分の家族｣のように恋愛対象にならない相手について「恋する」を使

うことはない。 「先生が生徒に恋する」のは文法的に不適格ではないが、社会的

には問題とされる。これは、社会通念上、教師が生徒を恋愛の対象にしてはなら

ず、 「恋する」が恋愛感情としての気持ちしか表さないためである。 「生徒を愛す

る」ことは社会的にも許される。これは｢愛する」が恋愛感情に限らず相手を大

切に思うことを広く表すためである。

これでは｢恋する」を「恋愛感情を持つ」に言い換えただけにすぎないので、さ

らに「恋する」の具体について考える。

（7） （花子に片思いして)僕は{花子を愛している／花子に恋している}。

(8)僕は自分の{彼女を愛している／?彼女に恋している}。

(9)僕は自分の{妻を愛している／?妻に恋している}。

ここでは男性が女性に好意を抱く場合を想定して例文を挙げた。片思いの状態を

｢恋する」と表現するのは自然だが、交際中の彼女や結婚後の妻について「恋す

る」と表現するのは不自然である。つまり、 「恋する」という気持ちは、まだ結ば

れていない関係の相手に対して持つものであり、気持ちが通じあって結ばれた相

手に持つものではない。 「愛する」にはこの制限がない。

次に時間的な面について考える。 「恋する」は瞬間的な心の動きを表せるのに

対し、 「愛する」は瞬間的な心の動きを表さない。

（10)出会った瞬間、私は{玲山田さんを愛した／山田さんに恋した}。

(11)夏祭りの夜、私は｛山田さんを愛した／山田さんに恋した}。

｢出会った瞬間」「夏祭りの夜｣のように短い時間を表す表現は｢恋する」とは共起
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するが、心理動詞としての｢愛する」とは共起しない。 (11)の｢愛した」は不適

格ではないが、この場合の｢愛した」は肉体関係を持ったという意味であり、気

持ちを表す心理動詞ではない。

一方、 「愛する」は持続的な心の状態を表す。 「恋する」は「ている」をつけな

いと持続的な心の状態を表さないが、 「愛する」は「ている」がなくともそれを表

せる。

(12)a.あの人は死ぬまで山田さんを｛愛した／愛していた}。

b.あの人は死ぬまで山田さんに｛難恋した／恋していた}。

なお、 （9）で｢妻に恋する」を不自然としたが、妻の思わぬ一面を見て瞬間的に

心が動いたような場合は「恋する」が使える。

(13)最近ガーデニングを始めた妻が今まで見たことのないような笑顔を見せ

た。そのとき、妻にもう一度恋してしまった。

今まで知らなかった一面を知ると、その相手との結ばれた関係がリセットされた

ように感じられて「恋する」が使えるものと考えられる。

以上、 「愛する」は大切に思う相手全般に対する気持ちを表すもので、瞬間的

な心の動きでなく持続的な心の状態を表す。それに対し、 「恋する」は結ばれて

いない関係にある相手への恋愛感情を表すもので、 「恋している」という形で持

続的な状態も表すが、瞬間的な心の動きも表す。

続いて、人以外の事物が対象の場合を考える。

(14) (京都に来た旅人が)私は｛京都を愛している／京都に恋している}。

(15)私は自分の｛故郷を愛している/?故郷に恋している}・

旅先で訪れた町など自分との結びつきが強くない対象は「恋する」と表せるが、

故郷のように切っても切れない結びつきがある対象に「恋する」のは不自然であ

る。時間的な面についても、 「恋する」が瞬間的な心の動きを表せるのに対し、

｢愛する」は持続的な心の状態を表す。

（16)初めて行ったとき、私は{糸京都を愛した／京都に恋した}。
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（17)あの人は死ぬまで{京都を愛した／浄京都に恋した}。

このように、人以外の事物が対象の場合も、人が対象の場合と同様に「愛する」

｢恋する」の特徴を捉えられる。

3.3活用や複合語形成による比較

本節では、活用や複合語形成という面から2つの語を比較する。 「愛する」は

｢愛される」という受身形を持つのに対し、 「恋する」の受身形｢恋される」は形自

体が不自然に感じられる。

(18)a.愛される b.??恋される

受身という文法現象は格と関係するので、 3.1節で見たように「恋する」が対象を

｢に格｣で表すことが関係しそうだが、 「あきれる」「驚く」など対象を「に格」で

表す心理動詞が受身にならないというわけではない（同様の指摘は長松谷1998に

もある)。

(19)a.佐藤さんが山田さんに｛あきれた／驚いた／恋した}。 （能動文）

b.山田さんが佐藤さんに｛あきれられた／驚かれた/??恋された}。

（受身文）

筆者に受身文の本質を論じる準備はないが、ひとまずここでは、受身文とは何

らかの影響を受けた対象が主語(が格）になった文だと考えておく。受身文には

様々な類型があるが、 「山田さんが殴られた｡」のような直接受身でも、 「山田さ

んがペットに死なれた｡」のような間接受身でも、 「山田さん」は何らかの影響を

受けた対象ということになる。

上の例でいえば、 「あきれる」や｢驚く」という気持ちは、そう感じた本人の言

動や表情を通じて対象の「山田さん」に届くことがあるため、その影響を受けた

｢山田さん」を主語にした受身文が成り立つと考えられる。 「愛する」が受身形を

とるのも、その気持ちが対象に何らかの形で届くことがあるからといえる。対し

て、 「恋する」の受身が不自然なのは、 「恋する」という気持ちが対象に届きにく
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く、影響を及ぼさないものだからではないだろうか。

これに関連して、相互行為を表す「～合う」を後部要素に持つ複合動詞を作れ

るかという点を考える。

(20)a.愛し合う b.??恋し合う

｢愛する」という気持ちは相手に届きうるもので、互いにその気持ちを交わせる

のに対し、 「恋する」という気持ちは相手に届きにくく、それを互いに交わすこ

ともないのではないだろうか。これは3.2節で見たように「恋する」の対象が結ば

れていない相手だということと関わる。

次に、意志性という点について検討する。 「愛する」は｢愛しよう」「愛そう」と

いう意志形を持つ(2.3節の表3のとおり2つの形がありうる)。一方、 「恋する」

の意志形｢恋しよう」は不自然である（注7に示すとおり、 「恋」と「しよう」の間

にアクセント句の切れ目があって「恋」と「しよう」が別語と解釈される場合は自

然になる)。

(21)a.愛しよう b.愛そう c.??恋しよう

｢愛する」という気持ちを持つことは自分の意志で制御できるのに対し、 「恋する」

という気持ちは自分の意志で制御できないと考えられる。端的にいえば、 「愛す

る」は意志動詞だが、 「恋する」は無意志動詞だということである。

これに関連して、 「愛する」は「愛しろ」「愛せ」という命令形、および｢愛して

ください」という形で誰かに命じることができるが、 「恋する」について｢恋しろ」

｢恋してください」という形は不自然である。

(22)a.愛しろ b､愛せ c.??恋しろ

(23)a.愛してください b.??恋してください

｢愛する」ことは本人の意志で制御可能なので、その人に対して命じることがで

きるのに対し、 「恋する」という気持ちはそもそも本人の意志で制御できないも

のだから、命じることもできないのだと考えられる。

なお、 「恋する」ことと違って「恋をする」ことは自分の意志で制御できるよう
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であり、意志形になったり、誰かに命じたりすることに不自然さはない7)。

（24)恋を｛しよう／しる／してください}。

以上をまとめると、 「愛する」という気持ちは相手に届くことがあり、自分の意

志で制御可能なものということになる。 「恋する」という気持ちは相手に届かな

いもので、自分の意志で制御できないものということになる。

3.4小まとめ

3節で論じたことを､根拠になる例文とあわせてまとめると下表のようになる。

表4筆者の内省にもとづく「愛する」「恋する」の違い

恋する愛する

気持ちの対象を「に格｣で標示する

例）山田さん{??を／に｝恋する。

気持ちの対象を「を格｣で標示する

例）山田さん｛を／端に｝愛する。

結ばれていない相手への恋愛感情、結びつ

きの強くない事物への気持ちを表す

例)？妻に恋する。／?故郷に恋する。

大切に思う人や事物が広く対象になり、

その対象への気持ちを表す

例)妻を愛する。／故郷を愛する。

瞬間的な心の動きを表せる

例）その瞬間、山田さんに恋した。

持続的な心の状態を表す

例)死ぬまで山田さんを愛した。

気持ちが相手に届きにくい

例)??恋される／??恋しあう

気持ちが相手に届くことがある

例)愛される／愛しあう

自分の意志で制御できない

例)??恋しよう／??恋しろ

自分の意志で制御できる

例)愛しよう／愛しろ・愛せ

しかし、これはあくまで筆者個人の内省にもとづくものであって、他の日本語

話者にも共有された｢愛する」「恋する」の特徴であることを客観的に保証するも

のではない。そこで、次節ではコーパスにもとづく分析をおこなう。
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4． コーパスによる分析

4.1使用するコーパス

本節ではコーパスにもとづく分析をおこなう。一般的にコーパスとは電子的に

編集された大規模なテキストデータを指し、日本語のコーパス提供サービスとし

ては国立国語研究所の「中納言」が知られている。本稿では「中納言」にある各種

コーパスのうち『現代日本語書き言葉均衡コーパス』 （以下、略称の『BCCWJ』で

呼ぶ)を利用する。2.2節で｢日本語語感の辞典｣の記述として述べたとおり、 「愛

する」「恋する」は文章語的な性格を持つため、書きことばが対象の『BCCWJjを

利用するのが適切と判断した。 「BCCWI』には書籍、新聞、雑誌、白書や法律、

web上の文章など、多様なジャンルの文章が収められている。

4.2調査方法

『BCCWJ」では検索語の指定を"語彙素”として語の基本形を検索窓に入力す

ると、各種の活用形を含めたその語の用例が検索できる。例えば、 「"語彙素"が

"愛する，'｣で検索すると、 「愛さ（未然形)」｢愛し(連用形)」などの活用形を含め

た｢愛する」の全用例がヒットする。

「BCCWJ」では、 「愛する」が1つの語彙素として登録されているのに対し、 「恋

する」は「恋」と「する」の2つの語彙素に分かれて登録されている。これは、 2．3

節で見たように、 「愛する」が｢愛」と｢する」に分解しにくいのに対し、 「恋する」

が｢恋」「する」の2要素に分解できることを反映したものだろう。 「恋する」の場

合、検索のキーを「"語彙素"が"恋"」と指定したのち、後方共起条件を追加し

て「キーから1語」の語を「"語彙素"が"為る"」と指定して検索すると「恋する」

の全用例がヒットする（｢する」は漢字表記の「為る」として語彙素に登録されて

いる)。

特定の活用形を指定したければ、その語の検索条件を追加して"活用形"を指



類義語｢愛する」「恋する」の比較’ 109

定すればよい。例えば、キーを「"語彙素"が"愛する''｣AND｢"活用形"の"大分

類"が"連用形"」と指定すると、連用形｢愛し」の用例がヒットする。

ここまで筆者の内省をもとに分析をおこなったが、そのうちいくつかの事項に

ついて、上記のような検索をもとにコーパスによる検証をおこなった。

4.3調査結果

4.2節の方法で検索した結果、 「愛する」「恋する」の用例はそれぞれ全部で6767

件、488件ヒットした8)。しかし、この中には、形容詞｢愛しい」「恋しい」を誤っ

てアノテーション(付加情報整備）した例など、動詞｢愛する」「恋する」の例で

はないもの（いわゆる「ゴミ｣）があったため、目視でそれらの例を除いた。その

結果、 「愛する」は全6681例、 「恋する」は全423例の用例が得られた。

まず、 「恋する」の格標示を確認する。 「恋する」の全423例のうち、文中に気

持ちの対象が明示された例は156例あった。文章のレジスター（ジャンル）ごと

に、対象の格標示の状況をまとめたのが表5である。

表5 「恋する」の格標示

出版物 web上の文章

l例18例を格

52例85例に格

｢BCCWJ』のデータは、書籍、雑誌など出版物の文章と、ブログ、電子掲示板

｢Yahoo!知恵袋」というweb上の文章から成る。 「恋する」の対象を「を格｣で標示

した例は一定数あるが、 「に格」に比べて少数で、 しかも、出版物の文章に偏っ

てあらわれる。一般参加型のweb上の文章で用例がわずかなことから、筆者の内

省と同様に、 「を格」による標示は現代の一般の日本語話者にとってなじみが薄

いものになっていると考えられる。
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次に「家族」「妻」「夫」が気持ちの対象として共起するか確認する。 「BCCWJ』

で｢愛する」「恋する」から前方10語以内に「家族」「妻」「夫｣が出現する例を検索

し，)、そのうち｢家族を愛する」のように｢家族」「妻」「夫｣が気持ちの対象として

同じ文中に共起した例の数をまとめたのが表6である'0)。

表6気持ちの対象としての｢家族」「妻」「夫」との共起例

愛する 全6681例 恋する 全423例

家族 家族を愛する 21例 家族に恋する 0例

妻 妻を愛する 38例 妻に恋する 0例

夫 夫を愛する 27例 夫に恋する 0例

「{家族／妻／夫｝を愛する」という用例が一定数あるのに比べ、 「{家族／妻／

夫｝に恋する」という用例は見られない。コーパスに実例がないからといって不

適格とは限らないが、筆者の内省どおり、家族や配偶者のように結びつきの強い

相手は「恋する」という気持ちの対象になりにくいと考えられる。

表7活用形などの用例数

愛する 全6681例 恋する 全423例

受身形 愛される 986例 恋される 6例

～合う 愛し合う 313例 恋し合う 2例

意志形 愛しよう

愛そう

恋しよう0例

25例

l例

命令形 愛しろ

愛せ

愛せよ

恋しろ例
例
例

０
６
５２

0例

恋せよ 11例

～てください愛してください 6例 恋してください 0例
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続いて、 3.3節で検討した活用形などの用例数をまとめたのが表7である。例

えば｢愛される」には｢神が人々を愛される」のように尊敬の意味で受身形が使わ

れた例もわずかにあったが、意味的な面は捨象して形だけで整理した。

「恋する」の全464例に比べて｢愛する」は全6681例と、全体の用例数自体、 「愛

する」が｢恋する」の約16倍あるが、それを考慮しても「恋する」の各語形の用例

数は少ない。

次のように「恋される」「恋し合う」は｢BCCWI」に実例があり、不適格とまで

はいえないが、 「愛される」「愛し合う」に比べて用例数はわずかであり、使用頻

度はかなり低い。

（25） 「小野利夫」が、白鳥あかれに恋されるわけはないのだから、 しょせん

虚しい仮定に過ぎない。 （赤川次郎『我が愛しのファウスト』）

（26)彼らは互いに恋い焦がれ合うのかもしれない。でも恋し合うようになっ

た二人は、もはや永遠の国の住人ではない。 （嶽本野ばら「カフェー小

品集』）

「恋しよう」はl例だけ用例があったが、次のように「たとえ～しようと」とい

う意志の意味を持たない定型表現であった。また、 「恋する」の命令形として文

語的な｢恋せよ」が11例あったが、すべてが｢恋せよ乙女」 （ないし、それをも

じった｢恋せよアミーゴ｣など）という定型表現であった。

（27)たとえ百人の女帝が恋しようと、この月ノ輪の宮だけは、大空の月輪の

ごとき存在でなければならぬ！ （山田風太郎『柳生十兵衛死す』）

(28）とりあえず恋せよ乙女ハツピーバレンダイン》(Yahoo!ブログ）

つまり、 「恋する」の意志や命令にあたる表現が定型表現以外で自然に使われた

例は見られなかった。一方、 「愛する」の意志や命令にあたる形は定型表現に限

らず見られた。

以上から、 3節で示したうち、 1） 「恋する」は対象を「に格｣で標示する、 2)家

族や妻など結びつきの強い対象を「恋する」で表すのは不自然、 3） 「恋する」は受
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身や意志、命令の形で使いにくい、という筆者の内省は、おおむね他の多くの日

本語話者にも共有されていると考えられる。

5． まとめ

本稿では｢愛する」と「恋する」の違いを筆者の内省をもとに分析して3.4節の

表4のように結論づけ、コーパスを利用してその妥当性を検証した。

「愛する」は気持ちの対象を「を格｣で標示する動詞であり、大切に思う人や事

物への持続的な心の状態を表す。その気持ちは相手に届くこともあり、自分の意

志で制御できる。一方、 「恋する」は気持ちの対象を主に「に格｣で標示する動詞

であり、結ばれていない相手への恋愛感情や結びつきの強くない事物への気持ち

を表す。その気持ちは、 「恋している」の形で持続的なものにもなるが、瞬間的

な心の動きでもありうる。恋する気持ちは相手に届きにくいもので、自分の意志

で制御できないものでもある。

この結論は、本稿の冒頭で示した「愛は永遠、恋は一時的」「愛はふたりでは

ぐくむもの、恋はひとりでこがれるもの」といった直観的把握に沿ったものであ

る。 「愛する」が相手に届きうる気持ちの持続的状態を表すのに対し、 「恋する」

という気持ちは相手に届きにくく瞬間的なものでありうるからである。詳しい

説明は省くが、この結論は、上代以来の「恋」の意味や明治期の「愛」の概念(2.1

節)、国語辞典の語釈(2.2節）にも沿ったものとして捉えられる。

以上のように、日本語学的な観点から類義語を分析すると、日常的で素朴な直

観を筋道立てて説明することができる。このような知見は日本語を使って生活す

るすべての人間に有意義だし、とりわけ国語教員を目指す学生には身につけてほ

しいものである。本稿では、そのような目的意識を持ちつつ、 「愛する」ことと

｢恋する」ことの違いについて、筆者なりの分析を示した。
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注

1） 「恋う」の語源を｢乞う」と関連づける説があるが、 「恋う」の「こ」と「乞う」の「こ」

は上代(奈良時代）に別の音であったため『日本国語大辞典』はそれを誤りとして

いる。

2） 「愛」「恋」ともに、漢文資料では、さらに古い例としてそれぞれ『万葉集』 （8世紀後

半)の題詞、 『常陸国風土記」 (717-724年頃)の例が「日本国語大辞典』にある。

3） 各辞典の特性は、サンキユータツオ(2013）や今野(2015)、各辞典の公式な広告媒

体(パンフレット、webサイト、辞典自体の帯等）を参考にしつつ、筆者の判断と

して記した。

4） 原典では｢愛す」の活用とアクセント型を示す記号がつくが、本稿では省いて引用

した。表2の『新明解｣の「恋する」の項目にある「恋す」も同様。

5） その表れとして『新明解』はこの意味の用例に｢動物を愛する」を挙げている。 『岩

波』はひとつ前の第7版ではカッコ無しでこの内容を書いているが、現行の第8版

ではカッコ書きに改めている。近年、同性愛に対する社会的な理解が広まった影響

だろう。

6） 杉岡（1992）はこの例文が不自然に感じられる可能性を示唆しているが、書きこと

ばとしてなら、筆者には自然な文に感じられる。

7） 話しことばでは「を格｣の名詞句が無助詞(甲で表す）であらわれることもある。 「恋

をする」の「恋を」が無助詞であらわれた「恋甲しよう」は、一見、動詞｢恋する」の

意志形と同じ形に見えるが、 「恋」と「しよう」の間にアクセント句の切れ目があり、

「恋」と「しよう」が別語だと判別できる。つまり、 「恋甲しよう」は1語の動詞｢恋

する」の意志形とは別物と見なせる。 「素敵な恋申しよう」のように「恋」に連体修

飾成分が係ると、 ［[素敵な恋］しよう］という構造が想定されて「恋」と「しよう」

が別語であることが明確になる。

8) IBCCWJ』では複合語｢愛し合う」が｢愛する」と別の語彙素として登録されていて

「愛する」の例としてはヒットしないが、 「愛し合う」の311件も「愛する」の例に含

めた。 『BCCWJ｣付属の語彙表で確認する限り、 「愛し合う」以外の「愛する」「恋す

る」の複合語で別の語彙素として登録されたものはない。

9) 11語以上前方に出現する例もありうるが、 『BCCWJ｣の仕様上、最大で10語以内で

しか検索ができない。

10） 「家族を愛する」のほか｢家族のことを愛する」｢家族も愛する」「家族や友人を愛す

る」のように「家族」が直接の対象として同じ文に共起した例は含めた。 「家族が好
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きだ。愛している｡」のように同じ文に共起しない例、 「家族の写真を愛する」のよ

うに「家族｣が直接の対象でない例、 「友人の家族を愛する」など自分の家族以外で

あることが明確な例は除いた。 「妻」「夫」も同様。
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