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0.   はじめに                                  
 本ワークショップは，奥田靖雄が残した構文理論を今日の日本語学及び言語学の中で見

直すことで，発展的に継承することを目的とし，そのための議論を提供するものである。

奥田の構文理論の中で着目したい最も重要な点は以下の２点である。 

①    単語によって構成された句は繰り返される使用により，抽象化・一般化される。このパ
ターン化した構造1は要素から相対的に独立して実在し，構造と要素は相互に影響しあ

いながら全体としての統合的体系（シンタグマティックな体系）を作り上げている。構

造の要素として重要なのがカテゴリカルな意味である。 

②    それぞれの構文は孤立して存在するわけではなく，他の構文と関わり合いながらパラ
ディグマティックな体系（ネットワーク）を成している。 

 
1.   奥田のヲ格連語論の概要（奥田 1968-72）                     
奥田の「構造 construction」の考え方は，連語論の議論の中で具体的に述べられている。
連語とは，２つないし３つの単語（自立語）から成る従属的な関係をもつ語の結びつきで

ある。連語は単語の結合価によって構成されるとしても，繰り返される使用によって出来

上がった構造的なタイプ2としての連語は，内容（意味）と形式をそなえた言語の単位とし

て，単語とは相対的に独立して存在する（Goldberg 2006 等の構文文法理論と一部共通）。 
◎    対物動作構文（物にたいするはたらきかけ）［Ｎ《具体物》ヲ  Vt《対物動作》］  
 状態変化  ［N《具体物》ヲ（Adj ク /ニ）Vt《状態変化》］「くるみを割る」「お茶を冷ます」 
 付着  ［N1《具体物》ニ  N2《具体物》ヲ  Vt《付着》］「机に花を置く」「財布に小銭を入れる」 
 除去  ［N1《具体物》カラ /ノ  N2《具体物》ヲ  Vt《除去》］｢魚を串からぬく｣｢壁の時計を外す｣  
 運搬  ［N1《具体物》ヲ  N2《空間》カラ  N3《空間》ニ /ヘ /マデ  Vt《運搬》］｢俵を倉庫へ運ぶ｣ 
 接触  ［（N1《具体物》デ）N2《具体物》ヲ  Vt《接触》］｢頭をかく｣「トングで火をいじる」 
 生産  ［（N1《具体物》デ /カラ）N2《具体物》ヲ  Vt《生産》］｢家を建てる｣｢米粉でケーキを焼く｣ 
◎  構文（連語）のパラディグマティックな体系  
状態変化「卵を割る」→付着「卵を皿に割る」／除去「カバンからハンカチをとる」→付着

「小皿に料理をとる」／接触「壁を押す」→運搬「机をドアのところまで押す」／状態変化

「千代紙を鶴に折る」→生産・作成「千代紙で鶴を折る」など 

                                                   
1 「構造」とは要素の間の関係の組織・秩序のことであり要素間の関係性が本質である。「構文」とは
２つ以上の要素と構造から出来上がった全体の呼び名として用いる。 
2 タイプとは横の体系（パラディグマティックな体系＝ネットワーク）におけるそれぞれの型の呼び
方としてあり，パターンとは縦の体系（シンタグマティックな体系）における型の呼び方としてある。 
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2.   ヲ格連語論の他動性構文論としての読み替え―全体像（改変し，簡略化）     
1.   動作構文  1a 対物動作   1a-1 状態変化（もようがえ）「枝を折る」「サンマを焼く」 

           1a-2 付着（とりつけ）「手帳にシールを貼る」「本にカバーをつける」 
           1a-3 除去（とりはずし）「扇を帯から抜き取る」「壁のチラシを剥がす」 
           1a-4 運搬（うつしかえ）「荷物を車から玄関へ運ぶ」 
           1a-5 接触（ふれあい）「頬をさする」「頭をかく」「ボールを蹴る」 

           1a-6 生産・作成（結果的）「赤飯を炊く」「端切れでスカートを縫う」 

   1b 対人動作   1b-1 生理的状態変化  「彼の態度が美子を疲れさせる」 
           1b-2 心理的状態変化「その口調が涼子を苛立たせる／おどろかす」  
           1b-3 空間的状態変化「子どもを駅に行かせる」「客を書斎に通す」 
           1b-4 社会的状態変化「教師を雇う」「娘を嫁がせる」 
          1b-5 催促（よびかけ）「子供を掃除するよう促す／急き立てる」 
   1c 対事柄動作 1c-1 変化「稽古が学生の緊張感を高める」「組合員が結束を固める」 
         1c-2 出現「家庭を作る」「解体をきたす」「不幸をもたらす」 

2.   所有関係構文  2a 授受（やりもらい）「親にお金を預ける」「友達に辞書を貸す」 
     2b 所有（ものもち）「東京に家を持つ」「お金を稼ぐ／貯める／失う」 

3.   心理的関わり構文 3a 認識 3a-1 知覚認識（感性的）「空を見る」（内容規定「寂しさを感じる」） 
           3a-2 知的認識「理想主義の影響の深さを思う」（「方針を考える」） 
           3a-3 言語活動（通達）「友人に惨めな境遇を話す」（「愚痴を言う」） 
      3b 態度 3b-1 感情評価的態度「彼を／文学を愛する」「師を／文化を敬う」 

               3b-2 知的態度「花子を敵と見なす／判断する／解釈する／考える」 
               3b-3 表現的態度「 (いい加減にしろと)子供を叱る／褒める」 
          3c モーダルな態度 3c-1 要求的態度「学生に掃除を頼む／入室を許可する」 
                   3c-2 意志的態度「毒殺を企てる」「花子に結婚を誓う」 
4.   論理的関係  「感染拡大は社会経済の崩壊を意味する」「５人の議員が委員会を構成する」 

 
3.   連語・他動性構文のパラディグマティックな体系（具体から抽象へ）         
対物動作から対人動作（丸太を起こす→太郎を起こす），対物動作から対事柄動作（土を固

める→結束を固める），対物動作から所有関係（棚に餅を上げる→花子に餅をあげる），対

物動作から心理的関わり（飴をなめる→先輩を／試験をなめる），対人動作から心理的関わ

り（智をそそのかして告白させる→智に犯行をそそのかす）など 
奥田は，ある構造的タイプが他のタイプに移行する条件を詳細に記述しているが，こ

の移行の条件に関わるのが単語のカテゴリカルな意味である。以下，早津がカテゴリカル
な意味について議論し，茶谷が他動性構文の体系にまたがる多義語の分析を紹介する。最

後に，志波が心理的関わり構文の体系について考察する。 
 

【引用文献】Goldberg, A. E. 2006. Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language. New 

York: Oxford University Press.／奥田靖雄（1968−72）奥田靖雄（1968-72）「を格の名詞と動詞のくみあわ

せ」『教育国語』12， 13， 15， 20， 21， 23， 25， 26， 28（言語学研究会（編）（1983）『日本語

文法・連語論（資料編）』21-149. むぎ書房に再録）
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 「カテゴリカルな意味」の本質と射程   
 

早津恵美子（名古屋外国語大学） 
 
0. はじめに                                  
カテゴリカルな意味：単語の文法的な現象を生みだし支えるもの   
「カテゴリカルな意味は，語彙的な意味の構造のなかで文法的な機能をはたしている部

分である」（奥田1974[1985:49]） ⇒  後述（2.1節）  
語彙と文法とに関わりがあること，とくに単語の意味とその文法的なふるまいに関係があ

ることは，具体的な現象の指摘もされており，早く仁田（1980）の総括的な所説もある1。 
 ・「先輩が  後輩に  グラブを  ゆずる」「先輩が  後輩を  励ます」「先輩が  後輩と  争う」 
・「もっと食べろ」「?もっと若返れ」， 「花が咲いている」「*花があっている」 

しかし，語彙と文法との関わりをもたらすもの何なのかについてはそれほど論じられてい

ない。カテゴリカルな意味は，語彙と文法が関わるその要となる概念である。 
 
1. 単語の「語彙的な意味」「文法的な意味」と「カテゴリカルな意味」       
1.1 語彙的な意味 「見る」と「聞く」は意味が違う，「見る」と「眺める」は意味が近い。 
 

1.2 文法的な意味  （※［ ］内が文法的な意味）   
「犬が走る」「鉛筆を買う」「公園に池がある」「会社に勤める」//「前を見ろ」「早く行こう」 

［動作主体］  ［動作対象］ ［存在の場所］  ［所属先］     ［命令］ ［勧誘・意向］ 

「ご飯を食べた」 //「胡桃を小さく割る」「胡桃をそっと割る」「胡桃をペンチで割る」 

    ［過去］   ［物の変化後の状態］  ［動作の様態］     ［手段］  

 
1.3 カテゴリカルな意味 （※《 》内がカテゴリカルな意味） 
ある単語（X）の語彙的な意味がわかっていても，「単語Xのカテゴリカルな意味は？」

と問うことはできない。「机，鉛筆」は具体物を，「見る，眺める，見入る」は視覚動作

を，「楽しい，悲しい」は感情を表すというのは，語彙的な意味のシソーラス的な“まと

め（範疇化）”，であり，カテゴリカルな意味ではない。カテゴリカルな意味は，単語の文

法的な性質を調べることで明らかになる（奥田1979[1985:163]）。  
(1) 動詞と他の単語との組み合わせ（構文論的な性質） 
 「切る，塗る，煮る」「なめる，こする，押さえる」はいずれも具体物に対する働きか

けを表し「具体物ヲ  Vt」という構文で用いられる。しかし，前者は下の波線のように属
性形容詞の連用形（Adj-ク）と共起でき，それが［物の変化後の状態］という文法的な意
味を表すのに対し，後者はAdj-クとの共起が不自然である。 
 (a) ケーキを小さく切る，   壁を白く塗る，     豆をやわらかく煮る 
 (b)?ケーキを小さくなめる， ?壁を白くこする，  ?豆をやわらかく押さえる 
この(a)の「切る，塗る，煮る」は，語彙的な意味はそれぞれ異なるにも拘わらず，属性
形容詞のAdj-クと共起可能という構文論的な性質は同じである。(b) の「なめる」等につ

                                                   
1 「文法記述がきめの細かい説明能力に富んだ，しかも明示的なものであろうとすればするほど，文
法記述総体における語彙論的事象への言及の占める割合は高くなるものと思われる。」（仁田 1980:3） 
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いても，3語の語彙的な意味は異なるがAdj-クと共起不可という点は同じである。このこ
とは，(a)の「切る」等には《状態変化の引き起こし》（動作対象の変化を含意）という共
通の側面があり，(b)の「なめる」等には《接触》（動作対象の変化を非含意）という共通
の側面があって，それが両者の文法的な性質を生み出している。 

(a’)  N《具体物》ヲ Adj《属性》-ク V《状態変化（動作対象の変化を含意）》  
   ［動作対象］ ［物の変化後の状態］ （動詞の語形により［命令］［過去］……） 

    (b’)  N《具体物》ヲ V《接触（動作対象の変化を非含意）》  
     ［動作対象］  （動詞の語形により［命令］［過去］［否定］……） 
 
(2) 動詞のV-テイル形の文法的な意味（形態論的な性質） 
(c) 犬が走っている，雨が降っている 【V《動き》-テイル】［動きの継続（進行）］ 
(d) 犬が寝ている    【V《変化》-テイル】［変化の結果の継続（結果の状態）］ 

但し，副詞的な要素との共起により，上の文法的な意味に変更が起こる。 
(e)「一升瓶を全部飲んでいた」「思えば20キロ以上歩いている」 
(f)「あふれた血は熱気でどんどん乾いていた」「観客が少しずつ減っている」）するこ

こうした現象は，単に“文脈による”というのではなく，共起する副詞的な要素のカテゴ

リカルな意味に支えられた現象である2。  
(e’)【Adv《動作量・変化量》+ V《動き》-テイル】［変化の結果の継続（結果の状態）］ 
(f’)【Adv《変化の速度・進み具合》+ V《変化》-テイル】［動きの継続（進行）］ 

 
(3) 語彙と文法は関わっている。それを支えているのはその単語の語彙的な意味，それも，
語彙的な意味の全体ではなく側面の意味であり，それがカテゴリカルな意味である。 

カテゴリカルな意味： 「個々の単語の語彙的な意味のなかで，その単語の文法的（形

態論的・構文論的）な性質をうみだし支えている一般的な側面。」（早津 2015:14） 
 
1.4《カテゴリカルな意味》と［文法的な意味］の相違の確認  
(4) (e)｛大学／役所／NPO｝に｛勤める／属する／入る｝；【N《組織》ニ  V《所属》】 

［所属先］   

(f)｛大学／台所／外｝で｛働く／遊ぶ／食事する｝  ；【N《空間》デ  V《動作》】 
［動作の場所］ 

(g)｛大学／紙／箱｝が｛燃える／汚れる／潰れる｝  ；【N《具体物》ガ V《変化》】 
［変化の主体］ 

 
1.5《カテゴリカルな意味》と「意味特性 (仁田 1980)」「語彙的な結合能力 (奥田 1985)3」  
(5)「お菓子を食べる：*お茶を食べる」「参会者がつどう：*犬がつどう」 
「子供がなく」「鳥がさえずる」「馬がいななく」  

  

2. 奥田（1974，等）の「カテゴリカルな意味」とその継承            
2.1 奥田（1974[1985:48-51]，等）の「カテゴリカルな意味」  

                                                   
2 工藤（1982）参照。但し工藤（同）では「カテゴリカルな意味」という用語は用いられていない。 
3「語彙的な結合能力は単語のいちいちの語彙的な意味の特殊な性格に規定されている」(奥田 1985:309) 
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「単語の語彙的な意味は，categorical meaning のところで，他の単語のそれと構造的に
むすびつくのである。」 「カテゴリカルな意味は，語彙的な意味の構造のなかで，そ

とがわにあって，核になる中心的な部分をとりまいている。……この中心的な部分を

他の単語のそれとむすびつける連結器の役わりをはたしている。それゆえに，カテゴ

リカルな意味は，語彙的な意味の構造のなかで文法的な機能をはたしている部分であ

るといえるだろう」（下線は，本発表の冒頭での引用箇所） 
奥田はカテゴリカルな意味を関節にたとえて「骨は関節でべつの骨とむすびつくのだが，

その関節はやはり骨の部分である」と説明している。つまり，単語と単語を文法的にむす

びつけているのはそれぞれの単語の語彙的な意味の一側面（カテゴリカルな意味）なので

あって，それぞれの単語と別に連結のための特別な要素（たとえば格助詞）が存在するわ

けではないというのが重要である。 
 
(6) 奥田自身の研究で具体的に論じられている「カテゴリカルな意味」4 
〇連語研究において（構文論的な性質）；連語の構造的タイプ及びその体系性・相互移行 
「貼る，運ぶ，贈る，伝える，頼む」はいずれも「N1-ニ  N2-ヲ  Vt」というかたちで使

われるが，N1，N2，Vtのカテゴリカルな意味の違いによって構造的タイプは異なる。そこ
には，N1，N2が《具体物》，Vt が《対物動作》である(a)のタイプから，カテゴリカルな意
味の違いに条件づけられた異なる構造的タイプへの移行がみられる（志波の先ほどの発表

の 3 節参照）。（※下の《 》内の「⊃」は，後者が前者の下位類であることを示す） 
(a)［N1《具体物》ニ N2《具体物》ヲ Vt《対物動作⊃付着》］ 

    封筒に切手を貼る， コップにビールをつぐ  ；入れる，並べる，置く，通す，かつぐ 
(b)［N1《空間》ニ N2《具体物》ヲ Vt《対物動作⊃運搬》］ 

    二階に机を運ぶ，海外に荷物を送る  ；移す，下ろす，持ちあげる 
(c)［N1《人》ニ N2《具体物》ヲ Vt《授受⊃授与》］ 

   卒業生に記念品を贈る，息子に財産をゆずる  ；あげる，渡す，貸す，売る 
(d)［N1《人》ニ N2ヲ《抽象 (情報 )》 Vt《認識⊃言語活動》］ 

秘書に予定を伝える，友達に住所を教える  ；話す，言う，しらせる，ほのめかす  
(e)［N1《人》ニ N2《動作》ヲ Vt《モーダルな態度⊃要求的態度》］ 

秘書に仕事を頼む，患者に療養をすすめる  ；いいつける，禁ずる，よびかける 
〇アスペクト研究において（形態論的な性質）； V-テイルの意味（1.3 節の(2)） 
 
2.2  早津（2009，2015-2016）の「カテゴリカルな意味」 

(7) 奥田のカテゴリカルな意味の規定を継承しようとする。但し，比較的小さな範囲の単
語群においても，また構文論的・形態論的な性質だけでなく組み立て動詞（「歩いて渡

る：?渡って歩く」5）や複合動詞（「押し倒す：?倒し押す」6）の要素の制約についてもカテ

ゴリカルな意味の観点から捉える等，奥田よりも広くカテゴリカルな意味を認める。

どの範囲にまで認めることができ，その意義はどんなことか（早津2009，2015-2016）。 

                                                   
4 奥田（1974[1985:48-49]）に，「すでに伝統的な言語学はおおくのカテゴリーをみいだしている」とし
て，動詞における，自動・他動性，terminative と non-terminative，意志と無意志，動作と状態，再帰性，
相互性，生産性，名詞における空間，時間が挙げられているが，奥田自身の研究は上の現象である。 
5 【V１《移動の様態》-テ + V2《移動そのもの》】という構造である。「走って帰る，這って行く」 
6 【V１《接触》+ V2《対象変化》】という構造である。「押し倒す，たたき割る，握りつぶす」 
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3. 「カテゴリカルな意味」はどのようなことを考えさせてくれるか         
3.1 語彙の研究 /教育  
3.1.1 類義語のカテゴリカルな意味の違いと構文論的な性質  cf. (4)「勤める」vs.「働く」 
(8)「郊外デ｛楽しく /いきいきと /野菜を作って｝暮らす《動作》」vs.「郊外ニ住む《存在》」 
「客ヲ｛酒 /雅楽｝デもてなす《態度》」vs.「客ニ｛酒 /*雅楽｝ヲふるまう《授与》」 
「｛京都/教室 /台所 /2階｝ニ行く《移動》」vs.「｛京都 /?台所 /?教室/?2階｝ヲ訪れる《態度》」 

 
3.1.2 語彙的な意味の多側面性と構文論的な性質との関係  
(9)「大学」は，多義語とはいえず，またシソーラス的には組織を表す名詞である。しか
し，1.4でみたように，《組織》《空間》《具体物》という側面があり多側面的である。 

 
(10)「のぼる」：  (a) 山にのぼる   (b) 山をのぼる （多義とはいえない ） 
 小泉他（編）（1989）では「N にのぼる」と「N をのぼる」が別の文型とされているが，
N の性質の違いに言及されていない。Nおよび「のぼる」はどんな性質だろう。 
「N1-ニ のぼる」 ：山，木，塔，屋上，屋根，頂上，展望台，－，  －，   － 
「N2-ヲ のぼる」 ：山，木，塔， －  －  －  －  山道，坂道，階段 

 「山｛に /?を｝のぼってお弁当を食べる」「ヘリコプターで山｛に /?を｝のぼる」 
「山｛?に /を｝のぼりながら栗を拾う」「一歩一歩ゆっくり山｛?に /を｝のぼる」 

  (a’)【N1《最上地点》ニ V《移動（位置変化）》】（のぼる，着く，到着する，達する） 
   (b’)【N2《通過空間》ヲ V《移動（動作）》】（のぼる，歩く，泳ぐ，走る，這う） 
 
(11)「千代紙を鶴に折る《状態変化》：千代紙で鶴を折る《生産》」，「医者《人》に会う：医者

《職業》になる」，「廊下《空間》を走る：廊下《具体物》を磨く」cf.宮島(1996) 
このような現象について，奥田（1976[1985:79]）は次のように述べている。 

「動詞の語彙的な意味の全体に変更が起こる必要は，必ずしもない。その中心的な部分は不変

のままで，カテゴリカルな意味の変更のみが進行すれば，じゅうぶんなのである」 
 
3.2 文法の研究 /教育  
―格助詞研究と単語の文法的な意味・カテゴリカルな意味（「N-デ」を例に）―  
1.2節でみたように名詞は文の中で一定の文法的な意味を表す。それを担うのは格助詞

だとされることがあるが，格助詞そのものに文法的な意味があるというよりも，名詞や組

み合わさる動詞にみいだされるカテゴリカルな意味がそれを支えていると考えられる。 
日本語記述文法研究会編（2009）では「格助詞によってあらわされる名詞と述語との

意味関係」（p.4）として「デ」について8種16類の意味関係（場所，手段[6つの下位類]），
起因・根拠([4つの下位類])，主体，限界，領域，目的，様態）が挙げられている。そし
て，pp.29-106の関係箇所で簡潔な例をもとに説明があり学ぶところが多い。しかし，そ
れぞれの意味関係が生じる際の名詞や述語（動詞）の性質が示されている場合とそうでな

い場合があり，示されていても必ずしも十分な一般化がなされていないため，記述の全体

に，分類における一般化と過不足性にやや納得しがたい点がある。 
 

(12) 「手段⊃方法」の「デ」（※「⊃」は，後者が前者の下位類であることを示す） 
p.74に「方法の「で」の場合，「を使って」「を用いて」で言い換えられるかどうかは一

－ 254 －



 
 

 

様ではない」として，次の例が挙がっている（符号は本発表）。 
 (a) 遠近法｛で /を使って｝図を描く。 (b) 投票｛で /?を使って｝議長を選ぶ。 

(b)のようになる名詞を挙げてみると，《動作》というカテゴリカルな意味が取り出せる。 
  (b’)｛投票 /選挙 /指名 /推薦／拍手 /じゃんけん《動作》｝｛で /?を使って｝議長を選ぶ。 

 

(13) 「起因・根拠」の下位類4つと「目的」「手段⊃道具」の「デ」 
これらをみると，それが実現する際の名詞と述語の性質の一般化が必ずしも十分でな

いものがある。また，カテゴリカルな意味と文法的な意味が混同されていることもある。

まず「起因・根拠」の4類はいずれも名詞のカテゴリカルな意味を《現象》とまとめられ
る。そして動詞が《無意志性》である場合のN-デの文法的な意味は［原因］」となり（同
書では「変化の原因」「感情・感覚の起因」），一方《意志》性の動詞の場合のN-デは［理
由］である（同書は「行動の理由」）。また，同書では「報告書で真実を明らかにする」の

「報告書」を具体物としてこのデを「手段」としている。しかし「分厚い報告書で部下を

なぐる」ならば具体物だが上は報告書の内容という《抽象》的な側面なので，N-デは
［判断の根拠］である。同じく「ナイフ」は「ナイフでチーズを切る」では《具体物》で

あるが“ナイフで切る”という《現象》の側面が注目されることもある。また「父の看病

で実家に通う」のデが「目的」を表すのは《移動》性の動詞に限られ，さらに「看病で」

は無意志動詞と組み合わさると［原因］になる。以下，同書の例を生かしつつ，名詞と動

詞のカテゴリカルな意味とデ格の文法的な意味を整理する（ゴシック体は同書の例）。 
【Ｎ《現象》デ［原因］＋V《無意志》】「強い風で看板が倒れた」「風邪で熱が出た」「急用で参
加できなかった」「看病でへとへとになった」「療養で快復した」「ナイフでけがをする」  

【Ｎ《現象》デ［理由］＋V《意志》】「風邪で学校を休んだ」「急用で家へ帰った」 
【Ｎ《具体物》デ［手段］＋V《意志》】「ナイフでチーズを切る」「報告書で部下をなぐる」 
【Ｎ《抽象》デ［判断の根拠］＋V《判断）》】「身なりで判断する」「報告書で真実を明らかにする」  
【Ｎ《動作》デ［目的］＋V《意志（移動）》】「療養で温泉に行った」「父の看病で実家に通う」 
これら以外の「N-デ  V」についても名詞や動詞のカテゴリカルな意味を考えることによっ
て，「N-デ  V」という連語タイプの体系性や移行関係を捉えることができそうである。 
 
4．おわりに                                 
「○○の意味・用法は文脈によってかわる」と言われることがあるが，単に“文脈に

よる”というのでなく条件を明確化できることが多く，カテゴリカルな意味はしばしばそ

の条件の一つとして機能する。単語の語彙的・文法的な性質の研究と教育において，語彙

と文法の関わりの要としてのカテゴリカルな意味に留意することの意義は大きい。 
 
【引用文献】  奥田靖雄（1985；論文集）『ことばの研究・序説』むぎ書房（1974「単語をめぐって」等を所収）／工藤真

由美（1982）「シテイル形式の意味記述」『武蔵大学人文学会雑誌』13-4／小泉保他編（1989）『日本語基本動詞用
法辞典』大修館書店／仁田義雄（1980）『語彙論的統語論』明治書院／日本語記述文法研究会編（2009）『現代日

本語文法 2  第 3 部格と構文  第 4 部ヴォイス』くろしお出版／早津恵美子（2009）「語彙と文法との関わり－カテゴ

リカルな意味－」『政大日本研究』6／早津恵美子（2015-2016）「カテゴリカルな意味（上）（下）」『東京外国語大学論

集』91，92／宮島達夫（1972）『動詞の意味・用法の記述的研究』秀英出版／宮島達夫（1996） 「カテゴリー的多義

性」鈴木泰・角田太作編『日本語文法の諸問題』ひつじ書房 
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動詞「つかむ」の多義の記述 

 

茶谷 恭代（桜美林大学） 

0．はじめに                                  

 本発表は，奥田の構文理論において重要だと考えられる，カテゴリカルな意味をはじめ

とする文法的な構造の考え方にもとづいて，動詞「つかむ」を例に，その語彙的な意味の

広がりを考えようとするものである。 

 多義動詞の分析は認知意味論の立場からも行われている（李澤熊 2018，梶川 2019など）。
これらは，結びつく名詞についての言及もあるが，用例から読みとれる意味によって別義

をとり出しており，どこまでを意味の違いとして記述するかが恣意的になりやすい。本発

表では，動詞「つかむ」の語彙的な意味のそれぞれが，どのような連語や文の構造によっ

て支えられ，連語の構造間の移行や関わり合いのなかで広がっているかをみていく1。  
 

1．動詞「つかむ」の分析                            

 「つかむ」はヲ格名詞と動詞からなる連語の体系のなかで，「物に対するはたらきかけ」

をあらわす〈接触（ふれあい）〉のむすびつきをつくる動詞の代表的なものとしてあげられ

ている（奥田 1968-1972）。具体的な動作から抽象的な動作へと体系化された連語の構造に
沿って，構造の重要な要素の一つであるヲ格名詞のカテゴリカルな意味をとり出しながら

記述を進める。（以下，語彙的な意味を／ ／で示す） 
 

1.1 物に対するはたらきかけ（対物動作の〈接触〉） 

〈接触（ふれあい）〉［（N1《具体物》デ）N2《具体物》ヲ    Vt《接触》］  

／指をまげて物を手の中におさめる／［（N1《手》デ）N2《身体部位・具体物》ヲ   つかむ］ 

◆ヲ格の具体物名詞のカテゴリカルな意味：（相手の）身体部位・具体物 
例）（相手の）腕，肩，手，髪，襟首，胸ぐら，手すり，把手，カーテン，椅子，受話器，瓶，ポット，手桶， 

伝票，上着，タオル，枝，ロープ，銃，刀 

(1)  （素子は）右隣にいる乗組員の肩を手でつかんで押した。（遠藤明範『攻殻機動隊』） 

(2)  カーテンをつかむと，サッと開ける。（赤川次郎『吸血鬼愛好会へようこそ』） 

⇒襟首をつかんで揺さぶる／手をつかんで引き寄せる／レバーをつかんで扉を開く，など何かの目的

の手段としてはたらく動作に用いられることが多い。 
「おおくのばあい，ふれあいのむすびつきは，物にたいして物理的にはたらきかけて，そ

れを変化させる全過程のうちから，接触の段階あるいは接触のし方だけをとりだして，表

現している」（奥田 1968-1972 [1985:36]）  
 
※構造との相互作用：〈除去（とりはずし）〉［N1《具体物》カラ /ノ    N2《具体物》ヲ    Vt《除去》］ 
(3)  男はいきなり，水甕の底からしめった砂をつかんで，口いっぱいにほおばった。（安部公房『砂の女』） 

→「つかむ」は接触動詞のまま，〈除去〉の構造に入ることにより意味の側面にのみ変更が生じる。 

Cf. 彼らはポケットから，ヒマワリの種をつかみ出し，口に運んだ。：「つかみ出す」「つかみとる」 

                                                   
1 奥田(1967)は動詞「見る」をとりあげて単語の語彙的な意味が実現する条件を明らかにしている。 
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1.2 人に対するはたらきかけ（対人動作の〈心理的状態変化〉） 

〈心理的状態変化〉［（〜して）N《人》ヲ    Vt《心理変化》］ 

／惹きつける／ ［（〜して）N《（人の）心・人》ヲ   つかむ］ 

◆ヲ格の人名詞のカテゴリカルな意味：（人（女性，消費者，顧客，庶民…の））心，人2 
(4)  曲がかかると踊りながら出ていって，そこで若いお客さんを全部つかむ。 

(5)  新製品を次々と広告に出し，あの手この手で消費者の心をつかもうとする。 

(6)  顧客の心をつかむには，相手が何を望んでいるかを的確に見抜いてプレゼンテーションする。 

 人に対するはたらきかけは，ヲ格の人名詞の主体性（意志や感情）を媒介にするため，物に対す

るはたらきかけに比べて間接的
．．．

である。（奥田 1968-1972 [1985:36]にも言及がある） 
⇒心理的状態変化を引き起こす手段として具体的な動作が前後文脈に現れる。 
 
1.3 所有～心理的関わりへ 

〈所有〉［（N《具体物・空間》ニ／ヘ）N《所有物》ヲ    Vt《所持》］ 

／獲得する・成し遂げる／ ［N《社会的に目指す価値がある状態》ヲ   つかむ］（抽象的な所有） 

◆ヲ格の抽象名詞のカテゴリカルな意味：社会的に目指す価値がある状態 
例）先発の座，大関の座，レギュラーの座，完封，成功，勝利，栄冠，合格，幸福，幸せ，幸せな人生，夢 

(7)  昨年春場所で十二勝を挙げ，大関の座をつかんだ武双山。（北海道新聞 2001.3.13） 

(8)  とうとうやった…。「2-1」の逆転勝利をつかんだ。（田中舘哲彦『アタック！フューチャーズ』） 

 
／逃さず自分のものにする／  ［N《機会》ヲ   つかむ］ 
◆ヲ格の抽象名詞のカテゴリカルな意味：機会 
例）勝機，好機，機会，きっかけ，チャンス 

(9)  内蒙古征服計画を一挙に実現する好機をつかんだ。（江口圭一『日中アヘン戦争』） 

(10)  ふたりの夢は路上ライブでチャンスをつかみ，将来は音楽で食べていくことだった。（Yoshi『恋バナ』） 

 

〈所有〉～心理的関わり：〈知覚認識〉，〈知的認識〉 

〈知覚認識〉→〈知覚（体験）の内容規定〉［N《抽象（感情・感覚）》ヲ    Vt《知覚認識》］ 

／会得する／  ［N《感覚・内的経験によるもの》ヲ   つかむ］ 
◆ヲ格の抽象名詞のカテゴリカルな意味：感覚・内的経験や観察により見出されるもの 
例）感覚，距離感，方向・位置感覚，リズム，ペース，コツ，要領，秘訣，手ごたえ，解決の糸口，手がかり 

(11)  似たパターンの問題を解くうちに，だんだんと感覚がつかめてくる。 

(12)  簡単な地図しかなくて距離感がまるでつかめません。 

(13)  まだ／いまだに／なかなか／どうも｛感覚／ペース／リズム…｝がつかめない。 

⇒不可能（可能）形が多い  
 
〈知的認識〉［N《抽象／現象》ヲ    Vt《知的認識》］⇒ヲ格に間接疑問節をとることができる  
／手に入れる・知る／  ［N《情報》ヲ   つかむ］  

                                                   
2「惹きつける」という動詞は人名詞をとる例が多いが（｛読者，顧客，支持者，観光客，異性｝を惹きつける（心理的な状

態変化）），「つかむ」には，意味は似ていても「～の心」をつけずに人名詞を直接とる例はまだそれほど多くない。「心をつ

かむ」で慣用化し，この組み合わせ全体で「惹きつける」という意味を表しているとも考えられる。 
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◆ヲ格の抽象名詞のカテゴリカルな意味：情報 
例）情報，消息，足どり，ゆくえ，事実，証拠，住所，（～の）期日，弱み 

(14)  警察は，すでに，猿子の消息をつかんでおり，…（高木彬光『仮面よ，さらば』） 

(15)  警察は犯人がどこにいるかをすでにつかんでいる。 

 
／把握する・大まかにとらえる／［N《動きや変化の性質・傾向》ヲ   つかむ］  
◆ヲ格の抽象名詞のカテゴリカルな意味：動きや変化の性質，傾向 
例）（仕事／相場／時代）の流れ，売れ筋，相関関係，傾向，動向，ニーズ，イメージ，全容，全貌，概略 

(16)  いかに素早く売れ筋をつかむかが売上げの伸びを決める。 

(17)  観光用の地図があれば，街の全容をつかむのに時間はかからない。 

 
／理解する／  ［N《言語・思考の意味や内容》ヲ   つかむ］ 
◆ヲ格の抽象名詞のカテゴリカルな意味：言語・思考の意味や内容 
例）ストーリー，話の筋，脈絡，テーマ，目的，概念，言葉の意味，真意，真相，本質，正体，要点 

(18)  和規が口にした言葉の意味は，すぐにはつかめなかった。（谷甲州『エリコ』） 

(19)  遠慮なのか何なのか，彼の真意がつかめなかった。（天童荒太『永遠の仔』） 

(20)  名づけにくいものの正体を，なるべく正確につかもうとしている（干刈あがた『窓の下の天の川』） 

⇒不可能（可能）形が多い  
 

※このような意味の広がりの中で，「経済学をつかむ」（本のタイトル）といった臨時的で

新しい表現も生み出されている。 

 

2．類義語「にぎる」との比較                           

「にぎる」：〈接触（ふれあい）〉のむすびつきをつくる動詞 

〈接触（ふれあい）〉［（N1《具体物》デ）N2《具体物》ヲ    Vt《接触》］ 

／手のひらの中に物を保持する／  ［（N1《手》デ）N2《具体物（道具・身体部位）》ヲ   にぎる］  
◆ヲ格の具体物名詞のカテゴリカルな意味：具体物（道具・身体部位） 
例）拳銃，剣，刀，ハンマー，こん棒，オール，ハンドル，ナイフ，マイク，カメラ，杖，グリップ，ドアノブ，

手綱, 数珠，（使用目的が明確な道具的なものが目立つ3）／手，指（身体部位は「つかむ」に比べて限られる） 

(21)  美和は，包丁をにぎると，こわごわ大根にあてた。（山崎玲子『もうひとつのピアノ』） 

(22)  私は弟の小さな手をしっかりとにぎっていた。（市田ひろみ『泣いたら負けや』） 

 
※構造との相互作用：〈状態変化（もようがえ）〉［N《具体物》ヲ（Adj ク /ニ）Vt《状態変化》］ 
(23)  ごはんをラップフィルムにくるんでまるくにぎり，…（『キャラクターの通園おべんとう』） 

→「にぎる」は接触動詞のまま，〈状態変化〉の構造に入ることにより意味の側面にのみ変更が生じる。 

 

〈生産・作成（結果的）〉［（N1《具体物》デ /カラ）N2《具体物》ヲ    Vt《生産》］ 

／手のひらで保持してつくる／［（N1《手》デ）N2《具体物》ヲ   にぎる］  
(24)  おにぎりをにぎる／寿司をにぎる／こぶしをにぎる ※限られたヲ格名詞との慣用的なくみあわせ 

                                                   
3「ハンドルをにぎる（運転する）」「絵筆をにぎる（絵を描く）」など，慣用的な表現になっているものもある。 
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〈所有〉［（N《具体物・空間》ニ／ヘ）N《所有物》ヲ    Vt《所持》］ 

／手中におさめる～左右する力をもつ／［N《権力・権限》ヲ   にぎる］  
◆ヲ格の抽象名詞のカテゴリカルな意味：権力・権限 
例）権力，実権，政権，経営権，影響力／証拠，手がかり，秘密／運命，政治，｛事件，選挙，街作り｝の鍵 4 

(25)  あんたが裏から権力をにぎって，好きなようにできる社会をつくるんか？（小松左京『首都消失』）  

(26)  女は仙八の運命をにぎっているような顔つきで，（司馬遼太郎『大盗禅師』） 

 

3．まとめ                                   

（【 】は冒頭の志波発表の第２節全体像のどの構造にあたるかを示す。枠内《 》はヲ格名詞のカテゴリカルな意味） 

 
対人動作〈心理的状態変化〉【1b-2】           心理的関わり：認識 

              〈知覚認識〉（〈内容規定〉）【3a-1】 

          

つかむ 
  対物動作〈接触〉【1a-5】      〈所有〉（抽象的）【2b】 

                  

                                               

〈知的認識〉【3a-2】 

  

 

 

 

 

  にぎる 

   対物動作〈接触〉【1a-5】             〈所有〉(抽象的)【2b】  

 

 

  

 

 

 

                                                          

 

〈生産・作成〉【1a-6】 ※慣用的なくみあわせ 
 

  

 

 

以上，どこまでを別義とみとめられるかは難しいが，連語の構造の体系を手がかりに，

意味の違い（自立性）のレベルをおさえながら多義の広がりの記述を試みた。また，連語

の体系のどの構造へと広がりながら派生義を獲得しているかをみることで，類義語との多

義のあり方の違いも捉えることができる。 

 

【引用文献】李澤熊（2018）「動詞「おさえる」の多義構造―日本語教育の観点から―」『名古屋大学日本語・日本文化論集』25巻.／

奥田雄（1967）「語彙的な意味のあり方」『教育国語』8（奥田靖雄1985『ことばの研究・序説』むぎ書房に再録）／奥田靖雄（1974）

「単語をめぐって」『教育国語』36号（奥田靖雄1985『ことばの研究・序説』むぎ書房に再録）／梶川克哉（2019）「〈表面接着〉か

ら広がる「かける」の多義」プラシャント・パルデシ他編『多義動詞分析の新展開と日本語教育への応用』開拓社..

                                                   
4「（～の）鍵をにぎる」は慣用句と考えるべきか。非情物主語の例が多い。（無党派層の動きが選挙の鍵をにぎっている） 

/指をまげて物を手の中におさめる/ 

「子どもの腕をつかむ」 

《（相手の）身体部位・具体物》 

↓ 

〈除去〉【1a-3】 

「瓶から砂をつかんで投げる」 

 

/手のひらの中に物を保持する/ 
「マイクをにぎる」 

《具体物（道具・身体部位）》 

↓ 

〈状態変化〉【1a-1】 

「ごはんをまるくにぎる」    

/惹きつける/ 「顧客の心をつかむ」 

《（人の）心》 

 

/獲得する・成し遂げる/ 

「大関の座をつかむ」 

《目指す価値がある状態》 

 
/逃さず自分のものにする/ 

「チャンスをつかむ」 

《機会》 

 

/会得する/ 
「感覚/コツをつかむ」 

《感覚・内的経験によるもの》 

 

/手中におさめる/～ 

「朝廷の全権をにぎる」 

《権力・権限》 

 
～/左右する力をもつ/ 
「国家の運命をにぎる」             

 

 
 
 

/手に入れる・知る/ 

「情報/消息をつかむ」 

《情報》 

 
/把握する・大まかにとらえる/ 

「動向をつかむ」 

《動きや変化の性質・傾向》 

 
/理解する/ 
「意味/話の筋をつかむ」 

《言語・思考の意味や内容》 

 
  ↓ ※ 臨時的～定着へ 
「環境経済学をつかむ」 

/手のひらで保持してつくる/ 

「おにぎりをにぎる」 

《（人の）心》 
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奥田靖雄のヲ格連語論―他動性構文論としての継承・発展― 

 
志波 彩子（名古屋大学） 

 
 本発表はヲ格連語論を日本語の他動性1構文論として継承し，発展させていくことを目的

とし，その一部である心理的関わり構文の体系について，特に動詞「見る」を中心に考察

する。 
 
1.   奥田靖雄の体系・構造・要素                         
奥田 1976[1985: 76]より：【連語の】この構造的なむすびつきは，つねに構成要素の構文論的

な特性によってつくりだされているとすれば，構成要素にたいして受動的である。しかし，ひ

とたびできあがった構造的なむすびつきが，ぎゃくに構成要素である単語の語彙的な内容には

たらきかけて，それの変更，修正，あるいは追加をもとめるとすれば，この構造的なむすびつ

きは，構成要素にたいして積極的でもあって，相対的な意味における独立性を主張する。構造

的なむすびつきを実現する，連語の構造的なタイプは，いろいろの構成要素＝単語にたいして

は，あたかも独立的な存在のごとくふるまう。 
◆   構造：２つ以上の要素の間の有機的な関係の秩序のこと。 
◆   構文：２つ以上の要素と構造からなる全体としての構成体。くり返される使用によっ
て慣習化され，抽象化・一般化されたパターンとして記憶に実在する。 
「現象的に無限に多様な文は，陳述的なタイプとして，構造的なシェーマとして抽象

され，類型化されて，有限の「型」として組織されている。文は，まさに言語活動の単

位として機能するために，言語の＜構成体の型＞として，社会習慣的に存在させられ

る」（工藤 1989[2016: 228]） 
 
2.   心理的関わり構文の体系性                          
 心理的関わりが他動構造を持つ意味：人間の対象に対する働きかけのうちから，心理的          

な側面だけをぬきとって表現している 
＝広義働きかけであり，他動性がある 

 物理的動作動詞→心理的関わり動詞：「調べる，暴く，裁く，退ける，勧める」「取る，捉

える，つかむ，飲み込む，こぼす，汲み取る，漏らす，おす，なめる」など 
 ⇒動作と心理が体系上隣接していることを示している，こうした移行はいまなお進行中 
(1)   しかもその仕事ぶりは伝統的墨絵の約束などまったく蹴とばした，傍若無人なやり方であ

る。（岡本太郎『青春ピカソ』） 
(2)   だが，そのヨーロッパでは，理想をそのまま実現することはできなかった。中世以来の騎

士階級や社会的身分制度を完全に切り捨てることができなかったからだ。（堺屋太一『組

織の盛衰』） 
心理的関わり構文の中心：認識構文と態度構文（先の全体像参照） 
 

                                                   
1 一部使役動詞（疲れさせる，結婚させる等）も含まれるため，本研究ではこれを「他動性構文」と呼
ぶ。 
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2.1 認識構文（知覚認識と知的認識） 
2.1.1     知覚認識［N1《人》ガ   N2《具体・現象》ヲ   Vt《知覚認識》］「空を見る」「波の音を聞く」  
   知覚動詞：見る，見つめる，眺める，聞く，嗅ぐ，味わう，感じる，etc. 
知覚認識の「見る」  
(3)   田中は山田の顔を見た。《具体名詞》 
(4)   彼の元気な姿を見るとうれしい。《現象名詞》 
(5)   …カメラを向けて露出計の変化を見る。（竹中隆義『アサヒカメラ』）《具体的現象名詞》 

2.1.2     知的認識  
知的認識［N1《人》ガ   N2《抽象・現象》ヲ   Vt《知的認識》］「教育の難しさを思う」  
 知的認識動詞：思う，考える，考慮する，反省する，心配する，予想する，悟る，etc. 

(6)   子供の将来を｛考える／心配する｝。 
知的認識の「見る」（あまり使われない） 

(7)   状況の変化を見て，次の対応を決めた。《抽象的現象名詞》cf. (5) 
(8)   …霊能者の人間的な側面を見るべきだということです。（天教院照玉『霊能者』） 

2.1.3     発見の構造［N2-ニ   N3-ヲ Vt《認識》］ 

知的認識と知覚認識にまたがって奥田が発見の構造と呼ぶ構造があり，この構造に知

覚動詞が入ると発見のニュアンスを帯びると同時に，ヲ格名詞のカテゴリカルな意味の制

限がなくなる。 

(9)   香保が生命を賭して抵抗したことに，彼女の高木に対する愛の証しを見たような気がす

る。（森村誠一『雪煙』）：能動文の例はあまり多くない。 
→認識主体が一般化すると存在の意味に  
(10)  彼らの行動に思考の変化を見ることができる。 
(11)  宇宙飛行士に骨の退化が見られる。：受身文の用例非常に多い 

⇒受身構文の１つのタイプ《存在》として成立している 
 

2.2   態度構文（感情評価と知的態度）：ヲ格名詞にカテゴリカルな意味の制限なし 

 感情評価的態度［N1《人》ガ   N2ヲ   Vt《感情評価》］「｛彼女／文学／自由｝を愛する」  
  感情評価的態度動詞：愛する，憎む，慕う，嫌う，悲しむ，敬う，疑う，etc. 
 知的態度［N1《人》ガ   N2ヲ   N3ト Vt《知的態度》］「相手を敵とみなす」  
  知的態度動詞：みなす，解釈する，判断する，規定する，決める，例える，etc. 
※ 態度の構造［   Nヲ   Xト/ニ   Vt《心理的関わり》］「娘を愛おしく思う」 
 「Nヲ Xト/ニ Vt」において，Xは「N＝X」の関係にある形容詞ないし名詞である。こ

の Xが典型的に感情評価形容詞であるのが感情評価的態度であり，名詞であるのが知的態

度である（評価性に中立的な判断というカテゴリカルな意味を表す語が来るのが知的態度）。 

2.2.1 感情評価的態度を表す多義の認識動詞［Nヲ  Adj《感情評価》思う／感じる／見る］ 

(12)  膀胱炎を軽く見ない方がいい。【《評価性形容詞》：感情評価的態度構文】 
(13)  彼は世の中全てを薄っぺらく見て，分かったようなことを言う。  
⇒受身文や「見える」の構文ではこの構文がより生産的に使われる。 

(14)  彼女は｛若く／スリムに／大人っぽく／大人しそうに／年上に｝見られる。 
(15)  ｛水が青く／夏子は神経質に／行間が詰まって｝見える。【様子確認構文】 
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2.2.2 知的態度の構造の相対的独立性 

(16)  マスコミや報道を真実と思った人々は，…（『神戸新聞』2004年） 
(17)  彼は自分を笑っているような，人生を遊びだと理解しているところがある。 
(18)  二十六歳の相賀武夫も震災を商機と見た。（猪瀬直樹『マガジン青春譜』） 
(19)  教師は僕のことをクロだと睨んでいたようです。（村上春樹『レキシントンの幽霊』） 
感情評価的態度動詞＋知的態度の構造＝知的な判断を伴った感情評価的態度を表す文 

⇒動詞の結合価によって組み立てられたとは考えにくい 

(20)  彼女は山田さんを会社員の模範と尊敬していた。 
(21)  安曇野を心のふるさとと愛した，いわさきちひろ。（『オレンジページ』19巻 14号） 

［ Nヲ X《評価性に中立》ト スル］ X＝属性形容詞，名詞 

⇒この態度の構造の相対的な自立性，安定性，強さ 

(22)  …ティラーも，ルールの政策を望ましいとする。（森映雄『金融・証券システムの革新』 
さらに拡張して？…別の構文「その活動は自然保護を目的としている」 
⇒「Nを｛前提／中心／基本｝として考える」という知的態度構文にさらに発展 

2.2.3 態度構文の連用修飾構文との連続性 

(23)  この図をもっと細かく見ると，別のことがわかってくる。【連用修飾】 
(24)  料理とワインの組み合わせを難しく考える前に，とにかく好きなものを食べて飲むべし，

というわけだ。（小林祐子/田所佐月『Hanako』）【中間的】 
 

3.   まとめ                                    
「見る」の心理的関わり構文内での移行の様子； 

具体名詞と組み合わさる構造：知覚認識構文「彼女の目を見る」 

 →抽象名詞と組み合わさる構造：知的認識構文「相手の家柄を見る」 

 →発見の構造：「彼の言葉に一途な思いを見た」存在「多くの国に共通点が見られる」 

 →感情評価形容詞と組み合わさる構造：感情評価的態度構文「試験を甘く見る」 

 →名詞（・属性形容詞）と組み合わさる構造：知的態度構文「震災を商機と見る」 

さらに，連用修飾構文とのつながりや受身文と「見える」文における構造の拡大を見た。 

 構造的タイプや構文という捉え方の最大のメリットは，全体の意味を要素と構造の相

互作用によるものと捉えられる点，また，構文同士の相互関係を見ることで全体の体系

を記述できる点である。 

・   連語に主語を加えることで分かること：非情物主語，再帰構造 
・   他動性構文の体系的・網羅的な記述 

具体から抽象への体系性「鞄から財布を取る」→「彼の言葉を悪い意味に取る」 
ヲ格連語論はロシアの言語学を基盤に演繹的に構想された側面もあるだろうが，これ

を日本語の他動性構文論のたたき台として継承し，発展的に記述していきたい。 

 

【参照文献】奥田靖雄（1976）「言語の単位としての連語」『教育国語』45（奥田 1985: 67-84. に再録）
／奥田靖雄（1985）『ことばの研究・序説』むぎ書房.／工藤 浩（1989）「現代日本語の文の叙法性 序章」
『東京外国語大学論集』39（工藤 2016『副詞と文』pp. 227-253（ひつじ書房）に再録）／志波彩子（2015）
『現代日本語の受身構文タイプとテクストジャンル』和泉書院. 
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