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イタリア語における非人称の si と受動態の si の構文 

―特に変則的な一致について― 

 

山本 真司 

 

1. はじめに 

本稿では, イタリア語における, 主語が不定あるいは不特定であることを示す接語 si を用い

た構文1 (いわゆる非人称の si と受動態の si の構文), 特に変則的とされるある現象を取り上

げる. それは, 明らかに直接目的語の形態を帯びていると見えるものが, 主語と同じように動

詞との文法的一致を起こすというものである. いくつかの先行研究やいわゆる広文典に依拠し

て, 現象の輪郭を明確にし, 解釈のヒントとなる視点を提案したいと思う.  

 

2. イタリア語の人称代名詞について 

まず最初に, 本稿の議論の過程でたびたび触れることになる, イタリア語における人称代名

詞の接語形の問題に簡単に触れておきたい.  

イタリア語は, ロマンス諸語に広く見られるように, 人称代名詞に, 強形と弱形の2つの系列

の区別がある. 強形は, 発音上は強勢形 tonica2, 統語論的には自由形または独立形 libera, 意味

的には強調形であり, 弱形は, 発音上は非強勢形 atona, 統語論的には接語形 clitica, 意味的には

非強調形である (そのため, ある特定の形態をどの観点からの呼称で呼ぶかという命名上の問

題が生じるが, 本稿では, 不適切な混用は避けつつも, これらの名前を適宜使い分けることと

する. 特に特定の観点からの名称を選ぶ必然性が薄い場合には, 「(人称代名詞の) 接語形」ある

いは「接語」clitico, という名称を使うことにする).  

例えば, 「ルチーアは私を愛する」とイタリア語で言うには, この２つの系列の代名詞を使い

分けることにより, 少なくとも,  

(1) Lucia ama me. [強形を使った形]  

(Lucia 人名, ama「(彼, 彼女は) 愛する」[amare の直説法現在３人称単数形], me「私を」

[人称代名詞１人称単数対格3 強形])  

                                                   
1 後に見るように, 非人称の si の構文と受動態の si の構文の区別が必ずしもはっきりしない領域が存在

することを提示するのが本稿の目的の１つであるので, この２つの構文を分けずに, 両者を統合するよう

な名称として, このような言い方をすることにする (筆者は, 過去に何度か, そのような名称として「不特

定の si」という言い方を用いたことがあるが, 後にこの言い方には誤解を招きやすい問題が含まれているこ

とが判明したので, 本稿では用いなかった). ただし, そのような統合的な扱いが妥当かどうか未だ十分に

明らかでないため, これはあくまでも暫定的な言い方である． 
2 tonica, libera, atona, clitica は, 形容詞で, 潜在的な被修飾語として女性名詞「形」forma を前提にしている. 

男性名詞である「代名詞」pronome を使えば, 男性形で tonico, libero, atono, cliticoとなる. 
3 イタリア語の人称代名詞では, 強形・弱形の区別に加えて, 不完全ながら与格・対格の区別もある. し
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(2) Lucia mi ama. [弱形を使った形] (mi「私を」人称代名詞１人称単数対格弱形) 

の２通りの言い方が可能である4. 

ところが, 現代の標準的なイタリア語においては, 主語となる諸形 (主格形) はこのような

２つの系列の対立をほとんど欠き, もっぱら強形のみが存在する5. たとえば, 「私は君のこと

を愛している」とイタリア語で言う場合, (便宜上「君」のほうは弱形で統一するとして),「私」

に相当する強形の代名詞を用いた形： 

   (3) Io ti amo.  [io は強形] 

(io「私は」[人称代名詞１人称単数主格強形], ti「君を」[人称代名詞２人称単数対格弱

形], amo「(私は) 愛している」[amare の直説法現在１人称単数形]) 

は存在するが, これに対応するような,「私」に相当する弱形の代名詞を使った形というのは存

在しない. 意味の上からは非強調が要請されるような場合には, よく知られているように, ゼ

ロ形式が立つ. 

(4) φ ti amo. [主語の部分はゼロ] (φはゼロ形式を示す) 

後に見るように, 本稿で取り上げる si の問題においても, この人称代名詞主格弱形の欠如と

いう特徴に注目することが必要となってくるであろう.  

なお, 現代フィレンツェ方言, また (イタリア語の近縁の諸語を挙げれば) 北イタリア諸方

言やいわゆるレト＝ロマンス諸語の多くには, 人称代名詞主格にも弱形 (接語形) が存在して

おり, それがさまざまな統語論的・意味論的現象に重要な役割を果たしている6 ことが知られ

ている. そう考えると, この人称代名詞主格弱形の欠如という現象は, 今日の文法書では明示

的に取り上げられることはあまりないが, 実は, 現代イタリア語 (共通語) を特徴付ける重要

                                                                                                                                         
たがって, 文法書・教科書などでイタリア語の人称代名詞の体系を語るのに, 主語人称代名詞 (人称代名詞

主格) に直接補語形 (対格形) および間接補語形 (与格形) を対置する記述の仕方がかなり普通となってい

るが, この方法だと, 強形・弱形の対立が浮き彫りにされないという問題がある.  
4 ただし, 語用論的な観点から言えば, 前者は, 後者に比べて, 有標な形であると考えられ, 適切な文脈に

おかれないと, 奇異な感じと捉えられることが多い.  
5 ただし, 書き言葉のスタイルの言語において用いられる幾つかの代名詞 (３人称の egli, ella, esso, essa, esse, 

essi) は, 一応, 自由形ではあるが, 弱形および接語形としての特徴も一部持っていることが知られている. 
6 ごく簡単に説明すると, フィレンツェ方言では, すべての人称に人称代名詞主格弱形が存在し, その使用

は１人称単数を除いて義務的で, なおかつ, 強形の主語が存在する場合でも人称代名詞主格弱形を省くこ

とは許されない (つまり両者は重複して使用される). 鈴木 (1991) にしたがって動詞 parlare「話す」の直説

法現在形に強形・弱形の両方を重複して付けて示すと次の通り (斜字体が弱形)： 

単数 1人称 io e parlo,  2 人称 te tu parli,  3人称 lui e parla (m. ) / lei la parla (f. )  

複数 1人称 noi si parla,  2人称 voi vu parlate,  3 人称 loro e parlano (m. ) / loro le parlano (f. ) 

なお,フィレンツェ方言の他に, 人称代名詞の全ての人称・数に弱形が備わっていて (強形との重複も含む) 

義務的使用が行われる言語として有名なものには, フリウリ語中部方言が挙げられる. 
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な現象の１つであると言えよう7. 

 

３. 非人称の si と受動態の si 

スペイン語やポルトガル語など他の幾つかのロマンス諸語と似て, イタリア語では, 再帰代

名詞３人称弱形と同形・同語源の接語 (不変化) si を動詞の３人称形の前に置くことによって, 

主語が不定あるいは不特定であることを示すという構文が存在する. この構文は, 直接目的語

の有無, および動詞と意味上の直接目的語との一致の有無によって, 非人称構文および受動態

構文の２種類に分かれるとされる8. 

動詞に付随する直接目的語がない場合, 動詞は３人称単数に置かれ, この場合, 文は一種の

非人称構文とみなされ, この si は「非人称の si」と呼ばれる.  

(5) Si parla spesso di riforme. 

「人はしばしば改革について語る9」 (Salvi - Vanelli 1992, p.42) 

(si 非人称の si, parla「話す」[parlare の直説法現在３人称単数形], spesso「しばし

ば」, di 前置詞「について」, riforme「改革」女性名詞 riforma の複数形)  

直接目的語がある場合, 動詞はこの直接目的語と性・数の一致をし, 直接目的語が文法上の

主語と扱われているとみなされる. そのため, 一種の受動態文と見なされ, 接語 si は「受身の 

si」と呼ばれる.  

(6) si mangiano le mele. (Salvi - Vanelli 前掲書, p. 36)「りんごが食される」 

(si 受身の si, mangiano「食べる」[mangiare の直説法現在３人称複数形],   

le 定冠詞女性複数形, mele「りんご」女性名詞 mela の複数形)  

[複数形 le melle に一致して動詞も (si) mangiano と複数となっている] 

 このような動詞とその意味上の直接目的語の間の一致を伴う構文に加えて, (強形の10) 直接

目的語が存在しそれが文法的に複数であるにもかかわらず, 動詞はそれと一致せず３人称単数

形のままで留まる場合があることが知られている. 例 (7) のような文である. このような構文

を非文法的とみなす話者もおり, 規範論的観点からはその価値について文法家の意見が分かれ

                                                   
7 主格以外の人称代名詞接語形は, 再帰態や中動態を形成する役割も担っているなど, イタリア語の特徴

的な構造を作り上げるのに重要な役割を果たしているため, 文法では重要視される一方, そもそも現代イ

タリア語ではせいぜい痕跡的にしか残っていない主格の人称代名詞接語形が大きく取り上げられないこと

は, 当然といえば当然であるが.  
8 この２つを１つのものとして扱う文法書も存在するようだが, 本稿では, とりあえずこの両者を区別し

て扱い, その上で, その両者の区別がどのような場合に限界に達するかを論じたい.  
9 以下, 非人称・受動態の区別をはっきりさせるために, 直訳調で問題の多い方法であるが, 便宜的に, 

概ね, 前者には「人は …」, 後者には「… される」という訳を当てることにする. 
10「強形の」とは, 人称代名詞強形やその他の名詞句により構成されているという意味である.  
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ているが, 本稿では, このような構文が (少なくとも一部のイタリア人にとっては) 存在する
11 ことを認めた上で議論を進める.  

(7) Si mangia le mele.  (Salvi - Vanelli 前掲書, p. 36)「人はりんごを食べる」 

(si 非人称の si, mangia「買う」[mangiare の直説法現在３人称単数形]) 

このような文では, 動詞が３人称単数形のままで留まっており, 明らかに複数形のものを表し

ている意味上の直接目的語 (le mele) は主語として扱われているとは言えず, 受身の文とは考

えられないので, 非人称の si の構文の一種と見なすことにする. 動詞が３人称単数形であるこ

とも, 非人称の si の構文としての特徴のゆえであると考えることにする.  

以上をまとめると,  

・ 動詞が常に３人称単数形で変化しないのが非人称の si の構文 

・ 動詞が (文法上の主語として扱われる) 直接目的語と文法上の一致を起こすのが受動

態の si の構文 

ということになる.  

 非人称の si と受動態の si の区別に関係するもう１つの現象は, 直接目的語の代名詞化に関

るものである. 非人称の si の構文では, 直接目的語を (特に強調の必要のないケースにおい

て)12 人称代名詞で表す場合, それは能動態の構文におけるのと同じく対格 (接語形) で表され, 

接語 si の直前に置かれる13 (次の４つの例文は, みな, Lepschy - Lepschy 1981, p.198 より引

用).  

(8) La si compra.「人はそれを買う」 

(la「彼女・それを」[人称代名詞３人称単数女性対格弱形], si 非人称の si, compra「買

う」[comprare の直説法現在３人称単数形]) 

(9) Lo si vede.「人は彼を見る」 

(lo「彼・それを」[人称代名詞３人称単数男性対格弱形], vede「見る」[vedere の直

説法現在３人称単数形]) 

                                                   
11 Benincà - Vanelli (1984, p.184) が伝えるように, 一般にはトスカーナ語法であると言われる. ただし, 

方言・地方語においては類似の現象は珍しくないので, その影響を受けたいわゆる「地方的イタリア語」

italiano regionale のレベルでは, １つの地域に限定されることなく, 広く見られる現象なのではないかと

疑われる.  
12 ここに書かれているような直接目的語を人称代名詞化する操作が成り立つためには, その要素が特に強

調する必要がないことを想定する必要があるはずだが, Lepschy - Lepschy (1981) ― および同じような代

名詞化について触れているCardinaletti (2009) も ― はこのような想定について明言してしていない.  
13 ちなみに, この語順は, 非人称の si の構文を, 再帰代名詞の構文から区別するしるしの１つとなる. 

後者の場合, 現代イタリア語では, 語順は「再帰代名詞 + 対格の接語形人称代名詞」という語順になり, 

再帰代名詞の母音は i から e に変化する (si compra + la > se la compra「自分のためにそれを買う」) とな

り, 非人称の si の文とは語順・語形とも異なる.  
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(10) Mi si vede.「人は私を見る」 

(mi「私を」[人称代名詞１人称単数対格弱形]) 

(11) Ti si vede.「人は君を見る」(ti「君を」[人称代名詞２人称単数対格弱形]) 

(12) Le si compra. 「人はそれらを買う」 

(le「それらを」[人称代名詞３人称女性複数対格弱形]) 

それに対して, 受動態の si の場合, 意味上の直接目的語は文法上は文の主語と見なされている

はずであるから, それを人称代名詞で表すとすれば, 主格が使われるはずである (なお, 主語

の位置は, 動詞の前と後ろと２通り考えられるが, ここでは前者の場合を考える14). 先に見た

ように, イタリア語の主格の人称代名詞には接語形は存在しないから, 文脈上許されるならば

自由形を用いることになるが, 非強調形が要請される場合には, ゼロ形式が立つことになる. 

Salvi - Vanelli (前掲書, p.36) は, 例文 (6) について le mele を代名詞化した結果として (13) を

掲げている. 

  (13) (esse) si mangiano「(それらは) 食べられる」 

(esse「それらは」[人称代名詞３人称女性複数主格強形]) 

ところで, 例文 (13) において主語esseが動詞の前に来ているという事実は, 受動態の si の

構文の特徴を, そしてひいては非人称の si の構文とのもう１つの違いを示している. 受動態

の場合, 意味上の直接目的語は文法上の主語として扱われるので, 文の主語の常として, これ

を文頭に立てるには, 位置の移動以外, 特別な手続きは要らない. 従って, 例えば, Salvi - 

Vanelli (前掲書, p.36) は, (6) とともに, le mele を移動した次のような文も可能としている.  

  (14) Le mele si mangiano. 

それに対して, 非人称の si の構文の場合, 意味上の直接目的語は文法上も直接目的語として

扱われ, これを動詞の前に移動することは一種の左方転移と考えられるはずなので, 転移され

た要素を承け直す接語形の人称代名詞の出現が予想される (イタリア語では, 左方転移された

直接目的語を改めて接語形の人称代名詞で承け直すのが義務的である). したがって, 例えば, 

(15) のような文における対格の人称代名詞 le の存在は, そのような左方転移と承け直しのプ

ロセスを想定させ, 文頭に立っている名詞句 queste parole が直接目的語として扱われているこ

とを示している.   

  (15) Queste parole le si legge sui volti di tutti. 

「これらの言葉が皆の顔から読み取れる」15 

(queste「これらの」指示形容詞女性複数形, parole「ことば」女性名詞 parole の複数

                                                   
14 si は接語であるから動詞と一体となっていると考えられるため, ここで言う「動詞の前」とは, si よりも

前の位置である.  
15 http://www.steresa.org/ARCHIVIO/bollettini/Boll725del12.09.2004.htm より引用.  
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形, sui 前置詞 su「の上に」+ i 定冠詞男性複数形, volti「顔」男性名詞 volto の複数形, 

di 前置詞「の」, tutti「皆」不定代名詞男性複数形) 

 

４. 非人称の si と受動態の si の中和 

ここまでは, 非人称の si の構文と受動態の si の構文はあくまでも２つの異なったものであ

るという前提に立って話を進めてきた. しかし, 一見するところ, この２つの区別がつかない

ように見えるケースも存在する.  

例えば, Lepschy - Lepschy (前掲書, p.195) が述べる通り, 次の (16) のような, 直接目的語

が存在してそれが単数形で, なおかつ動詞が３人称単数形である場合, 文は両義的となる.  

  (16) Si compra una penna.「人はペンを一本購入する」/「ペンが一本購入される」 

(una 不定冠詞女性単数形, penna「ペン」女性名詞単数形) 

このような場合, 動詞が３人称単数形になっているのは una penna と一致しているから (受動

態的解釈) なのか, 非人称の si の構文では動詞の形が不変化的に３人称単数に固定されるこ

とになっているから (非人称的解釈) なのか, どちらの可能性も否定できない. 本稿では, 

Lepschy - Lepschy (前掲書, p.195) や Cardinaletti (前掲書, p.31-32) にならい, このような場合

でも, 非人称と受動態という２種類の構文の存在を想定し, 両者の形態の間に一種の中和が起

こっていると考えることにする.  

このような中和が起こっている場合にも, 前章で見た, 直接目的語の人称代名詞化を施せば, 

２種類の構文の違いが再び明らかになる. Cardinaletti (前掲書, p.32) は (17) のような文に対

して, (17a) (17b) の２つの文が対応することを指摘している. 非人称の構文 (il manoscritto は

直接目的語) を想定すれば (17a) のような文が, 受動態の構文 (il manoscritto は主語) を想定

すれば (17b) のような文が出てくることになる.  

(17) In quella biblioteca si può leggere il manoscritto. 

「その図書館ではその写本を読むことができる」 

(in「のなかに」, quella「その」指示形容詞女性単数形, biblioteca「図書館」女性名詞

単数形, può「できる」[potere の直説法現在３人称単数形], leggere「読む」[動詞不定

詞], il 定冠詞男性単数形, manoscritto「写本」男性名詞単数形) 

(17a) In quella biblioteca lo si può leggere. 

(17b) In quella biblioteca φ si può leggere. (φはゼロ形式を示す) 

 

５. 対格形との変則的な一致 

今度は, 中和の現象とはまた別の意味で, 非人称の si と受動態の si の間の区別が困難にな

るような事例を取り上げたい. それは, 直接目的語が接語形の対格で表され si の前に置かれる

構文 (「対格接語形 + si+ 動詞」) に関わるものである. このような構文の場合, 接語形人称代
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名詞は, 直接目的語の特徴的な形である対格形を帯びているのだから, 文法的には主語と見做

すことは不可能で, これが単数であろうと複数であろうと, 動詞の形は常に３人称単数形で変

化がないはずである.  

(18) Le si compra.  (Lepschy - Lepschy 前掲書, p.197) 

ところが, このような場合にも, 動詞が直接目的語に一致して動詞が複数形になることがあ

ることが知られている. Lepschy - Lepschy (前掲書, p.197) は「よりまれであるが」meno 

comunemente と断っているが.  

(19) Le si comprano.  (Lepschy - Lepschy 前掲書, p.197) 

 語順 (あるいは si の前の接語の存在) はこれを非人称構文と見做すことを要請しているよ

うではあるが, 動詞が直接目的語と一致して３人称複数に置かれている点は受動態の構文と共

通している. しかし, 直接目的語が元の直接目的語のままの形と位置を保っていることが受動

文としての解釈をためらわせる. si を用いた構文を受動態の構文と非人称の構文に分けると, 

この文はどちらにも帰属できないことになってしまう. 

 なお, 「接語形人称代名詞 + si + 動詞３人称形」という構文 (本稿では非人称と解釈可能で

あると考える動詞が単数形の場合も含めて) における, si の前に立っている接語形人称代名詞

を, 対格ではなくて主格であると解釈する説明が, いくつかの少し古い文法書には見出される
16. これは, 人称代名詞主格弱形が存在するフィレンツェ方言の状態に基づくものである. も

しその通りであるならば, (19) のような文も, 弱形の主語と動詞との一致ということで片がつ

くことになる. 

しかし, Lepschy - Lepschy (前掲書, p.198) が言うように, この解釈は (少なくとも現代

の標準イタリア語に適用するには) 無理がある. そもそも現代イタリア語には人称代名詞

主格弱形は存在しないし, また, 例文 (9) lo si vede, (10) mi si vede, (11) ti si vede などのよ

うな, イタリア語では全く文法的でも (フィレンツェ方言の) 人称代名詞主格弱形の形 

(注６参照) としては解釈不可能な諸形を排除してしまうことになるからである17. 

 

６. 先行研究 

年代的に見ると, この「変則的な対格形との一致」の問題についての初めての科学的また詳

細な記述は, Lepschy - Lepschy (前掲書) の中のものではないかと思われる. これは, 非人称の

si および受動態の si 一般についての説明であるが, 規範的な意識に縛られずにこの現象を詳

細に記述し, また, これを前述のようなトスカーナ語法に基づく無理な解釈から解放してイタ

リア語としてきちんと位置づけたという意味で, この問題の研究の出発点をなしていると言え

                                                   
16 例えば Goidanich (1967) [初版 1917年] 
17 事実, Goidanich (上掲書 p. 301) は, lo si dice の形を, 誤用であるとしている.  
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る. しかし, この現象は何なのか, どうしてこのような現象が起こるのか, などについては, 

積極的には述べていない.  

非人称の si および受動態の si の問題を生成文法の立場から総合的かつ詳細に扱った最近の

研究としては, D’Alessandro (2007) があるが, これは, Li si mangiano のような形は非文法的

である (動詞との一致が起きるのは主語とであって直接目的語とであってはならないから) と

いう前提に立っている18 ために, 残念ながら, 本稿の議論に直接的な形で役立たせることはで

きないと思われる.  

最近の研究としては, Cardinaletti (前掲書) がある. Cardinaletti は, この「変則的な対格

形との一致」の問題についてさまざまな研究者・文法家の間に意見の一致がないことを確認

し, 独自の聞き取り調査によって, イタリア語話者の間でもこの構文の文法性およびその

文体論的価値に関して判断が一様でないことを述べ, この構文を文法的であると判断した

話者がおおむね北部の人であったことから, 人称代名詞主格弱形 (これは当然, 動詞と一

致する) を持つ北部方言からの干渉が原因ではないかと結論付けている.  

Cardinaletti の結論について詳細に検証することは本稿の目的ではない. また, 方言か

らの干渉がこの現象の原因であるという説がたとえ正しいとしても19, その仕組みを, イ

タリア語の一部となってしまっているものとして, 構造的・共時的に分析・記述する必要

はやはり残るであろう.  

いずれにせよ, この Cardinaletti の考察も, やはりこのような構文が変則的なものであ

るという考えを前提にしており, 事実, このような文は理論的な観点からは予想外のもの

である(Cardinaletti前掲書, p.36) と述べている. 確かに, 対格に置かれている要素と動詞

の活用語尾との間の一致という点では, 変則的なものと言えるであろう. しかし, 以下に

見ていくように, 別の観点から見ると, この現象は, イタリア語の構造の中で, 変則的な

もの・孤立した現象とばかりは必ずしも言えないのではないかとも思われるのである. 

 

７. 対格という形の意味 

意味上の直接目的語 (生成文法で言えば動詞の内項に由来する要素, 関係文法で言えば始発

層で２であった要素) が最終的に主語として現れてくるということだけならば, 非対格構文と

して知られる諸構文 (その中には, 受動態や能動態/中動態の言わゆる「使役交替」によって作

られる中動態文のように, 直感的にも主語が直接目的語に由来すると了解するのが困難ではな

                                                   
18 D'Alessandro (2007, p.59)  
19 山本としては, イタリア語に関しては, このような現象が方言からの干渉の結果であるというのは十分

あり得ることだが, それ以外の理由で同様の現象が生じている言語が存在することも可能であると思って

いる. 事実, フリウリ語の幾つかの方言には, 非常によく似た現象が存在することが確かめられている 

(Yamamoto 1993). ちなみに, フリウリ語の人称代名詞主格のシステム, 特に非人称接語と他の接語との

位置関係は, 近隣の北部方言ともイタリア語とも異なっており, Cardinaletti の説明を単純にフリウリ語に

流用することはできないと思われる.  
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いものもある) に既に見られることである.  

しかし, 例文 (19) のような構文が観察者に居心地の悪さを感じさせるのは, これらの代名

詞が明らかに, 対格という直接目的語に特徴的な形態を残しながら, 動詞の活用語尾と (本来

ならば主語と起きるような) 文法的一致を起こしてしまっているところである.  

しかし, 一種の開き直りのようであるが, あえて問うてみよう：si の構文において, 動詞と

文法的一致を起こす要素が, 直接目的語に特徴的な形をしていることは, そんなに奇異なこと

なのであろうか. この問いの意味は, 非対格仮説の出発点にあった発想を見直してみると明ら

かになると思う.  

非対格仮説に関する研究の初期に, 問題となる諸現象を, いささか不適切に「能格的」とい

う表現で表していた (表わす研究者がいた) ことをいまだ御記憶の方も少なくないであろう 

(その不適切な点はすでに十分に批判されているのでここではいちいち取り上げない). このよ

うな表現が生み出された原因は, 「他動詞の主語が自動詞の主語とは異なった格 (能格) で表

わされ, 他動詞の直接目的語が自動詞の主語と同じ格 (主格) で表わされる」という現象が認

められる諸言語 (例えばバスク語) に, イタリア語 (別にイタリア語だけではないが) もある

意味で似ている, という認識であった.  

より具体的に言うと, ある種の構文における主語が, 他動詞の直接目的語とよく似た扱いを

受ける (あるいは振舞い方をするといっても良いであろう) という認識である (もっとも, イ

タリア語においては, 格の体系はラテン語などに比べて非常に縮小したものとなっているし, 

また,「能格」とみなせるような格形が形態論上存在しているわけではないので, このよく似た

点というのは, よく知られているように, 主に, 統語論や性・数に関する一致などにかかわる

ものであった). ともあれ, ここで重要なのは, 従来, 主語と直接目的語は別のもの, 区別さ

れたものと考えられてきたのが, ここに及んで, 主語でありながら直接目的語の性質を持つも

のが存在する20 という点が確認された, ということである.  

別の言い方をすれば, 主語と直接目的語の両方の性質を持ったものが存在しても良い, とい

うことになる. ならば, ここで問題にしている si の構文におけるように, 動詞と一致する人

称代名詞が直接目的語に特有の形をしていても, 不可解なことと思う必要はないであろう.  

 

８. 分格の ne 

もっとも, イタリア語に関する非対格理論において論じられてきた, 自動詞の主語における

直接目的語と共通な性質というのは, 主に, 統語論
．．．

の観点から見たものであるが, 本稿で検討

している「対格接語形 + si + 動詞」の構文で問題となっているのは, 対格形という形態
．．

である. 

                                                   
20 もっとも, この事実は, 主語には, ２種類の違ったもの (外項に由来するものと内項に由来する) が存

在する, あるいは, どの種類の主語を取るかによって自動詞は２種類 (非能格動詞と非対格動詞) に分か

れる, という観点から提示されることが多いようではあるが.  
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さてそれでは, ほかにも, 形態の点で主語が直接目的語の特徴を残している事例があるであろ

うか. 実は, そうであると思われる現象が少なくとも１つある (実はよく知られた現象である

が, 主語が直接目的語の形を示しているという観点から取り上げられることはあまりないよう

に思われる). それは, 接語形代名詞 ne を含む非対格構文の事例である.  

接語形代名詞ne (正確にはそのさまざまな用法のうち, 分格の ne と呼ばれるもの)21 は, 数

量表現の中心となる語や, 不特定数量を表す語を承けたりするのに用いる. 例えば, 次の例

(20) の中の ragazzi あるいは例 (21) の dei ragazzi を ne で置き換えると, (20a) や (21a) のよ

うな文となる (Salvi - Vanelli 前掲書, p.19) 

(20) Ho visto molti ragazzi → (20a) Ne ho visti molti. 

「私は大勢の少年を見た」→「私は大勢見た」 

(ho visto「私は見た」[vedere の近過去１人称単数], molti「多数の」不定形容詞男性複

数形, ragazzi「少年」男性名詞 ragazzo の複数形, ho visti「私は見た」ho vistoの語尾

が男性複数形の直接目的語と一致したもの) 

  (21) Ho visto dei ragazzi. → (21a) Ne ho visti.  

「私は何人かの少年を見た」→「私は何人か見た」 

(dei「幾つかの」部分冠詞男性複数形) 

これらの構文に見られるように, 分格の ne は, 基本的には, (能動態の文の) 直接目的語を

構成する句の一部として用いられる. そのため, 非対格構文の主語を構成する句の一部として

用いることもできる. したがって, 例 (22) における sottomarini, 例 (23) における degli orsi,  

例 (24) における case popolari を, それぞれ ne で置き換えて, (22a) (23a) (24a) のような文を

つくることが可能である. (Salvi - Vanelli 前掲書, p. 20) 

 (22) Sono affondati molti sottomarini. → (22a) Ne sono affondati molti.  

「たくさんの潜水艦が沈んだ」→「たくさん沈んだ」 

(sono affondati「沈んだ」[affondare「沈む」の直説法近過去３人称複数男性形], sottomarini

「潜水艦」男性名詞 sottomarino の複数形) 

 (23) Sono stati visti degli orsi. → (23a) Ne sono stati visti. 

「熊が何匹か見られた」→「何匹か見られた」 

(sono stati visti「見られた」[vedereの受動態直説法近過去３人称複数男性形] , degli「幾つ

かの」部分冠詞男性複数形, orsi「熊」男性名詞 orso の複数形) 

  (24) Si costruiscono case popolari. → (24a) Se ne costruiscono. 

                                                   
21 ne には, 分格的な意味のほか, 副詞的な分離を表す用法, 属格的な用法など, さまざまな用法がある. 

それらを, 一括して説明する立場もあるが, 本稿では, それらを１つとは考えず, 一応, 厳密に区別する

ことにする. 
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「民家が建てられる」→「何軒か建てられる」 

(si 受身の si, costruiscono「建てる」[costruire の直説法現在３人称複数形], case「家」女

性名詞 casa の複数形, se 受身の si の ne の前での異形態) 

さて, (22a) (23a) (24a) の場合, neは, 文の主語ということになるが, これはよく考えてみる

と異例のことである. と言うのは, ne は弱形の代名詞であり, 既に見たように, イタリア語で

は, 主語となることができる人称代名詞は, 原則として強形ものだけだからである. このよう

な通常では起きないことが起きるのは, この代名詞がもともと直接目的語の形であったからに

他ならない. すると, これは, 直接目的語の特有の性質 (この場合は形と位置) が, 中動態や

受動態の文の主語になっても保たれている例と言えるのではないか. 

もちろん, この ne の事例だけでは, そこから問題解決のために何か直接的に役に立つもの

を引き出すことは難しいであろう22. 今のところ, このように考えれば, 観点を変えることが

できるかも知れない, という問題提起にとどめておく.  

  

９. 非人称の si と再帰動詞の組み合わせ 

最後に, もう１つ, 別のタイプの「変則的な」一致の例を見ておこう.  

イタリア語では, 非人称の si の構文は, 再帰動詞にも適用することができる. たとえ

ば scambiarsi i regali「プレセントを交換し合う」[相互的用法の再帰動詞] に, 非人称の si をつ

けることができるのである. ただし, その場合, 本来ならば, 非人称の si と再帰代名詞の si と, 

si が２つ重なることになるところだが, * si si … という結合はこのままでは許されず, これを 

ci si … という形に変えることが義務的であるとされる.  

(25) A Natale ci si scambia i regali. 「クリスマスには人々はプレセントを贈り合う」 

(a 前置詞「に」, Natale「クリスマス」, scambia「交換する」[cambiareの直説法現在３人

称単数形], i 定冠詞男性複数形, regali「贈り物」男性名詞 regalo の複数形) 

この文では, 非人称の si の構文の常として, 動詞は３人称単数形に置かれている. ところが, 

このような場合に, (i regali に合わせて) 動詞を複数形にする話者が存在する23. 

                                                   
22 ne の事例の他に, 山本は, 不定詞を直接目的語として導入する導入辞 di が, 受動態になっても残って

いることがあることも直接目的語の形が受動態でも残る一例と考えられそうだと思っている (mi hanno 

proibito di fumare「彼らは私に喫煙することを禁じた」→ mi è stato proibito di fumare「私は喫煙することが禁

じられた」) が, di が付いた不定詞と原形不定詞との使い分けにはまだ解決の難しい問題もあり, 本稿で

詳細を尽くすことはできないので, 今回は註で簡単に触れるのみとしたい.  
23 Yahoo! Answers Italia には, ”Perché a Natale ci si scambia regali? (http://it. answers.yahoo.com /question/index?qid 

=20091221063519AAf7Y08) と並んで”Come mai per Natale ci si scambiano i regali e per Pasqua no?” 

(http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100329000105AAGBkpg)というコーナがある(動詞の単数形 

scambia 複数形 scambiano の違いに注意). また, http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1179808

では, ci si scambiano i regali というのと ci si scambia i regali ではどちらが正しいのか, という議論が交わさ

れるさまを読むことができる. そのほかにも, インターネット上では, ci si scambia i regali / ci si scambiano i 
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(26) A Natale ci si scambiano i regali. (scambianoは直説法現在３人称複数形) 

また, Salvi - Vanelli (前掲書, p.37) は, 次の (25a) (25b) のような例を挙げ, (25b) を一応非文法

的としながらも, これを (25a) よりも好む話者がいることを指摘している.  

 (27a) Ci si compra molte cose inutili.「人はたくさんの無用なものを買う」 

  (27b) Ci si comprano cose inutili.「同上」 

(molte「たくさんの」不定形容詞女性複数形, cose「もの」女性名詞 cosa の複数形, inutili

「無用な」inutileの女性複数形) 

(27b) のような文は, また違った意味で, 1つの名詞句が, 直接目的語としての性格を保った

まま, 受動態の主語のように振舞っている事例 (直接目的語と動詞の間の一致が受動態の特徴

であると言えるならば) といえるだろう. この場合, 直接目的語が完全な意味で主語とみなさ

れることを妨げているのは, 再帰代名詞の存在である. 再帰代名詞の定義からして, これが指

示している要素が文の主語であるはずだが, それは明らかに意味上の直接目的語 (cose inutili) 

ではないからである24. このような文は, 非人称でもあり再帰でもあり, 受動態でもある (と

同時に厳密な意味ではこれら３つのいずれでもない) という様相を呈している. 

 

１０. まとめ 

 非人称の si と受動態の si に関する幾つかの現象を, 特に一致という点に注目しながら見て

きた. 特に本稿が「変則的な一致」と呼んだ現象を伴う構文は, 受動態とその他の態の狭間に

存在していてそれらのいずれにも厳密には合致しないものであり, その解明には今までの態に

ついての概念にとらわれない発想が必要であろう. 

ただ, 有効な理論的枠組みを見つけることももちろん重要であろうが, 何よりも大切なのは

徹底した調査・観察であろう. まずは各話者ごとに, 非人称の si および受動態の si に関して, 

可能・不可能な構文のレパートリーをできるだけ正確にまた網羅的に調べ上げる必要がある. 

また, イタリア語のように地方差・地域差が少なくない言語の場合, できるだけさまざまな地

域の話者を調査することも大事である. このような調査の徹底ということについて言えば, こ

こ２, ３０年で状況は大きく改善したとは言え, やるべきことはまだまだ多く残っているよう

に思える.  

 

 

 

                                                                                                                                         
regali 両方の用例が複数個見つかる.  
24 再帰動詞の構造は, さまざまな言語理論で, 通常の受動化を妨げるものと考えられている. 関係文法で

も, いわゆる形式的再帰動詞の直接目的語は, 最終層で失業者となるとされている. LaFauci (1988) 参照.  
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