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形容詞と「がる」との接続

韓　金柱
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1.	 研究の目的
　本稿では、まず、どの形容詞に「がる」が接続可能なのかについて網羅的に検
討し、また接尾辞「がる」が接続することができる形容詞にはどのような共通の
特徴があるのかについて見る。

2.	 先行研究の問題点
　形容詞と「がる」との接続に関する主な先行研究としては、西尾（1972）、名柄

（1988）、森田（1988）、清水（1992）、富田（1997）、上村（2006）が挙げられる。こ
れらの先行研究の検討を行い、以下のような問題点を整理した。
　日本語の形容詞（形容動詞も含む）には感情形容詞、感覚形容詞、および属性
形容詞があるが、接尾辞「がる」は、すべての感情形容詞、感覚形容詞に問題な
く接続が可能なわけではなく（「* 好きがる」「* 温かがる」など）、また、属性形容
詞に接続する場合もある（「汚がる」「新しがる」など）。この点については指摘は
されているものの、どの形容詞に「がる」が接続可能なのかは網羅的には明らか
にされていない。さらに、「がる」が接続可能な形容詞にはどのような共通の特徴
が見られるのかという点についても明らかにされていない。

3.	 形容詞の分類
　接尾辞「がる」が付くことができる「感情形容詞」「感覚形容詞」「属性形容詞」に
は、それぞれどのような特徴があるのかを考察するために、まず、形容詞の分
類を行う。ここでは、西尾（1972）、細川（1989）、山岡（2000）を参照しながら以
下の 3 つの分類指標を設定し、その 3 つの分類指標に基づき、形容詞をより詳し
く分類することを試みる。分類の対象は、飛田・浅田（1991）『現代形容詞用法辞
典』と西尾（1972）『形容詞の意味・用法の記述的研究』に記載されているすべての
形容詞 1,300 語である 1。3 つの指標についての「○（可）」「×（不可）」については、

東京外国語大学
留学生日本語教育センター論集　41：79～94，2015

223218_外大_留日センター論集第41号_校了.indb   79 2015/03/24   13:25:53



－ 80 －

日本語母語話者 3 名にも判断を仰ぎ、判断に迷いが生じた際、2 名以上が「○」と
判断した場合には「○」、「×」と判断した場合には「×」とした。
　
　指標 A：･「私は―。」の形で、話者が発話時の自ら（「私」）の感情を表出するこ

とが可能か 2。
　指標 B：･「［身体部分］が―。」の形または「［身体部分］に―。」の形で、人の

感覚を表すことが可能か 3。
　指標 C：･「N は―。」の形で主題となる N の属性を表すことが可能か。
　
　その結果、①「A ○ B × C ×」、②「A ○ B × C ○」、③「A ○ B ○ C ×」、④「A
○ B ○ C ○」、⑤「A × B ○ C ×」、⑥「A × B ○ C ○」、⑦「A × B × C ○」、⑧「A
× B × C ×」の 8 つのタイプに分類することができた。ここで、①を感情形容詞、
②を属性的感情形容詞とし、③を感情・感覚形容詞、④を属性的感情・感覚形容
詞とする。また、⑤を感覚形容詞、⑥を属性的感覚形容詞とし、⑦を属性形容詞、
⑧をその他の形容詞とする。

4.	「がる」が接続可能な形容詞の確認
　本節では、第 3 節で分類した 8 つのタイプの形容詞を対象とし、それぞれの「が
る」との接続について検討する。「がる」が接続するか否かは、実例に基づき判断
を行う。さらに、日本語母語話者 3 名にも判断を仰ぎ、実例が見られず、判断に
迷いが生じた場合には、その資料を参考にする。以下、「がる」が接続するグルー
プを＜ A ＞、接続しないあるいは接続しにくいグループを＜ B ＞とする。

1･ ただし、次の 27 語は分類の対象から除いている。（「そしらぬ」「ただならぬ」、「あかぬけた」
「ありふれた」「かくしゃくたる」「公然たる」、「あたらない」「かぎらない」「きわまりない」
「すぎない」「そういない」「たえない」「ならない」「似気無い」「はじまらない」「無理もない」
「－がたい」「－かねない」「－がましい」「－かもしれない」「－きれない」「－ざるをえない」
「－たらしい」「－づらい」「－ぽい」「－めかしい」「－らしい」）

2･ 指標 A は、細川（1989）における指標①「『わたしは～い。』の形で、『わたし』の心の様子を
表すことが可能か」、山岡（2000）における指標 A「第一人称名詞句を主題として、〈感情表
出〉文を作ることが可能か」にあたるものである。

3･ 指標 B は、細川（1989）の指標③（「対象内容としてモノ・コト・カラダ（話し手自身の身
体部分）のどれをとるか」）の一部分、山岡（2000）における指標 A2 に相当するものである。
ただし、細川（1989）、山岡（2000）では指標 B を指標 A の下位指標として A2 と設定して
いるが、本研究では、指標 A と指標 B は独立した指標として考える。
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①･感情形容詞　＜ A ○ B × C ×＞（29 語）
　まず、感情形容詞と「がる」との接続について検討する。このタイプの形容詞は、

「私は―。」の形で、話者が発話時の自ら（「私」）の感情を表出することができる
（指標 A ○）が、「［身体部分］が―。」の形または「［身体部分］に―。」の形で、
人の感覚を表すことはできず（指標 B ×）、「N は―。」の形で主題となる N の属
性を表すこともできない（指標 C ×）形容詞である。

＜ A ＞「がる」が接続する感情形容詞（19 語）
いやな うらめしい 羨ましい 嬉しい
くやしい 恋しい すまない 照れくさい
憎い 妬ましい 眠い 眠たい
ひもじい 不満な 誇らしい 欲しい
申し訳ない 煩わしい 侘しい

　感情形容詞 29 語のうち、「がる」が接続しやすい形容詞は上に示した 19 語であ
る。
　（1）･田中さんはこの仕事をいやがっている。
　（2）･私は彼女のことを羨ましがっていた。
　上記の（1）「いやがる」、（2）「羨ましがる」のように、これらの形容詞は、「形容
詞＋がる」の形が可能である。

＜ B ＞「がる」が接続しないあるいは接続しにくい感情形容詞（10 語）
後ろめたい 気が気でない 決まりが悪い 嫌いな 慕わしい
忍びがたい 好きな 大嫌いな ばつが悪い やましい

　感情形容詞 29 語のうち、「がる」が接続しないあるいは接続しにくい形容詞は
上に示した 10 語である。
　（3）･? 田中さんは、後ろめたがっている。
　（4）･* 田中さんは果物を好きがっている。
　これらの形容詞は、上記の（3）「?後ろめたがる」（4）「*好きがる」のように、「がる」
が接続しないまたは接続しにくい。

②･属性的感情形容詞　＜ A ○ B × C ○＞（105 語）
　属性的感情形容詞は、「私は―。」の形で、話者が発話時の自ら（「私」）の感情
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を表出することができる（指標 A ○）が、「［身体部分］が―。」の形または「［身体
部分］に―。」の形で、人の感覚を表すことはできず（指標 B ×）、「N は―。」の
形で主題となる N の属性を表すことができる（指標 C ○）形容詞である。

＜ A ＞「がる」が接続する属性的感情形容詞（55 語）
有難い あわれな 愛おしい 愛しい 厭わしい
訝しい 忌々しい うっとうしい 疎ましい うるさい
おかしい 惜しい おぞましい 恐ろしい おっかない
面白い 面映ゆい かなしい かわいそうな 気の毒な
気まずい 決まり悪い 気味悪い 心地よい 心細い
こわい さびしい しち面倒臭い しゃらくさい じれったい
せつない 退屈な 大変な 楽しい つまらない
得意な 名残惜しい 情けない 懐かしい 憎らしい
歯がゆい ばからしい 恥ずかしい 人恋しい 不安な
不思議な 不憫な 待ち遠しい むなしい 面倒臭い
もったいない もどかしい 物珍しい 憂鬱な 愉快な

　属性的感情形容詞 105 語のうち、「がる」が接続しやすい形容詞は上に示した 55
語である。
　（5）･田中さんは仕事に就けたことを有難がっている。
　（6）･私は事の成り行きを面白がっていた。
　上記の（5）「有難がる」、（6）「面白がる」のように、これらの形容詞は、「形容詞
＋がる」の形が可能である。

＜ B ＞「がる」が接続しないあるいは接続しにくい属性的感情形容詞（50 語）
安心な 言いにくい 意外な いじましい いじらしい
いたましい いたわしい 居づらい 忌まわしい 薄気味悪い
おそれ多い きおもな 気恥ずかしい 気味が悪い 気楽な
口幅ったい 気だるい 心苦しい 心強い 心憎い
心許ない 快い 心弱い 小面憎い 小憎らしい
好もしい 幸せな 癪な 心配な 末恐ろしい
末頼もしい 空恐ろしい 大好きな たまらない 嘆かわしい
憎たらしい ばかくさい ばかばかしい 腹立たしい 人懐かしい

223218_外大_留日センター論集第41号_校了.indb   82 2015/03/24   13:25:53



－ 83 －

ふがいない 平気な まだるっこしい まどろっこしい 満足な
惨めな 虫が好かない やりにくい やるせない 喜ばしい

　属性的感情形容詞 105 語のうち、「がる」が接続しないあるいは接続しにくい形
容詞は上に示した 50 語である。
　（7）･* 田中さんは幸せがっている。
　（8）･? 田中さんは気楽がっている。
　上記の例のように、これらの形容詞は、（7）「* 幸せがる」（8）「? 気楽がる」のよ
うに「がる」が接続しないまたは接続しにくい。

③･感情・感覚形容詞　＜ A ○ B ○ C ×＞（3 語）
　感情・感覚形容詞は「私は――。」の形で、話者が発話時の自ら（「私」）の感情を
表出することができ（指標 A ○）、「［身体部分］が――。」の形または「［身体部分］
に――。」の形で、人の感覚を表すこともできる（指標 B ○）が、「N は――。」の形
で主題となる N の属性を表すことはできない（指標 C ×）形容詞である。
　
＜ A ＞「がる」が接続する感情・感覚形容詞（2 語）
煙たい つらい

　感情・感覚形容詞 3 語のうち、「がる」が接続することができる形容詞は「煙たい」
と「つらい」の 2 語である。
　（9）･ 田中さんは煙たがっている。
　（10）･田中さんはつらがっている。
　上記の（9）「煙たがる」（10）「つらがる」のように、この 2 語は「形容詞＋がる」
の形が可能である。

＜ B ＞「がる」が接続しないあるいは接続しにくい感情・感覚形容詞（1 語）
狂おしい

　感情・感覚形容詞で、「がる」が接続しないあるいは接続しにくい形容詞は、「狂
おしい」1 語である。
　（11）･? 田中さんは狂おしがっている。
　この形容詞は、上記の（11）「? 狂おしがる」のように、「がる」が接続しにくい。
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④･属性的感情・感覚形容詞　＜ A ○ B ○ C ○＞（9 語）
　属性的感情・感覚形容詞は「私は―。」の形で、話者が発話時の自ら（「私」）の
感情を表出することができ（指標 A ○）、「［身体部分］が―。」の形または「［身体
部分］に―。」の形で、人の感覚を表すこともできる（指標 B ○）。さらに、「N は
―。」の形で主題となる N の属性を表すこともできる（指標 C ○）形容詞である。

＜ A ＞「がる」が接続する属性的感情・感覚形容詞（7 語）
息苦しい かったるい 気持ちよい 気持ち（が）悪い
窮屈な 苦しい しんどい

　属性的感情・感覚形容詞 9 語のうち、「がる」が接続するまたは接続しやすい形
容詞は上記に示した 7 語である。
　（12）･田中さんは、しんどがっている。
　（13）･私が苦しがっているのを、彼は黙って見ていた。
　上記の（12）「しんどがる」、（13）「苦しがる」のように、これらの形容詞は、「形
容詞＋がる」の形が可能である。

＜ B ＞「がる」が接続しないまたは接続しにくい属性的感情・感覚形容詞（2 語）
気持ち（が）いい すがすがしい

　属性的感情・感覚形容詞 9 語のうち、上記の 2 語は「がる」が接続しないあるい
は接続しにくい。
　（14）･? 田中さんはすがすがしがっている。
　これらの形容詞は、上記の（14）「? すがすがしがる」のように、「がる」が接続し
ないまたは接続しにくい。

⑤･感覚形容詞　＜ A × B ○ C ×＞（8 語）
　感覚形容詞は、「私は―。」の形で、話者が発話時の自ら（「私」）の感情を表出
することはできず（指標 A ×）、「［身体部分］が―。」の形または「［身体部分］に
―。」の形で、人の感覚を表すことができ（指標 B ○）、「N は―。」の形で主題
となる N の属性を表すことはできない（指標 C ×）形容詞である。
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＜ A ＞「がる」が接続する感覚形容詞（8 語）
痛い 痛がゆい かゆい くすぐったい
こそっぱい こそばゆい だるい むずがゆい

　感覚形容詞の場合、8 語の形容詞すべて、「がる」が接続するまたは接続しやす
い。
　（15）･田中さんはかゆがっている。
　（16）･私は子どもの頃、注射を痛がって泣いていた。
　上記の（15）「かゆがる」、（16）「痛がる」のように、これらの形容詞は、「形容詞
＋がる」の形が可能である。

⑥･属性的感覚形容詞　＜ A × B ○ C ○＞（22 語）
　属性的感覚形容詞は、「私は―。」の形で、話者が発話時の自ら（「私」）の感情
を表出することはできない（指標 A ×）が、「［身体部分］が―。」の形または「［身
体部分］に―。」の形で、人の感覚を表すことができ（指標 B ○）、「N は―。」の
形で主題となる N の属性を表すこともできる（指標 C ○）形容詞である。
　
＜ A ＞「がる」が接続する属性的感覚形容詞（7 語）
あつい 重い からい 寒い 冷たい 苦い 眩しい

　属性的感覚形容詞 22 語のうち、「がる」が接続しやすい形容詞は上に示した 7 語
である。
　（17）･田中さんはあつがっている。
　（18）･私は昔キムチをからがって食べなかった。
　上記の（17）「あつがる」、（18）「からがる」のように、これらの形容詞は、「形容
詞＋がる」の形が可能である。

＜ B ＞「がる」が接続しないあるいは接続しにくい属性的感覚形容詞（15 語）
明るい 鮮やかな あたたかい 甘苦い いがらっぽい
薄ら寒い えがらっぽい 重苦しい さわやかな 涼しい
ほろ苦い まろやかな むせっぽい 優しい やわらかい

　属性的感覚形容詞 22 語のうち、「がる」が接続しないあるいは接続しにくい形
容詞は上に示した 15 語である。
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　（19）･* 田中さんは明るがっている。
　（20）･* 田中さんはさわやかがっている。
　これらの形容詞は、上記の（19）「* 明るがる」（20）「* さわやかがる」のように、「が
る」が接続しないまたは接続しにくい。

⑦･属性形容詞　＜ A × B × C ○＞（1,077 語）
　属性形容詞は、「私は―。」の形で、話者が発話時の自ら（「私」）の感情を表出
することができず（指標 A ×）、「［身体部分］が―。」の形または「［身体部分］に
―。」の形で、人の感覚を表すこともできないが（指標 B ×）、「N は―。」の形
で主題となる N の属性を表すことはできる（指標 C ○）形容詞である。属性形容
詞は 1,077 語見られた。そのうち、46 語が「がる」と接続し用いることができると
思われるものである。
　
＜ A ＞「がる」が接続する属性形容詞（46 語）
浅ましい 味気ない 新しい 暑苦しい 危ない
怪しい 粋な 勇ましい 忙しい うまい
えらい おいしい おぼつかない おめでたい 重たい
かっこ悪い 可愛い･･ きたない きたならしい きつい
厳しい 臭い けがらわしい 煙い 好ましい
塩辛い 渋い 酸っぱい せわしい せわしない
騒々しい 頼もしい 重宝な 強い 生臭い
悩ましい 寝苦しい まずい まばゆい 水臭い
蒸し暑い 難しい 珍しい めでたい 喧しい
床しい

　（21）･田中さんはその帽子を新しがっている。
　（22）･私はその果物を珍しがって食べてみた。
　上記の（21）「新しがる」、（22）「珍しがる」のように、これらの形容詞は、「形容
詞＋がる」の形が可能である。

⑧･その他の形容詞　＜ A × B × C ×＞（47 語）
　その他の形容詞は、「私は―。」の形で、話者が発話時の自ら（「私」）の感情を
表出することができず（指標 A ×）、「［身体部分］が―。」の形または「［身体部分］
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に―。」の形で、人の感覚を表すこともできず（指標 B ×）、さらに「N は―。」
の形で主題となる N の属性を表すこともできない（指標 C ×）形容詞である。こ
のタイプの形容詞は、すべて「がる」と接続しないまたは接続しにくいものとなっ
ている。
＜ A ＞「がる」が接続する形容詞（0 語）
＜ B ＞「がる」が接続しない形容詞（47 語）
敢ない 新たな 有りもしない 言い知れない
幼気な いたらない うら若い うらみがましい
おおっぴらな 惜しげもない 惜しみない 押しも押されもしない
おもいがけない おもな 限りない 数限りない
構わない きかない 気のない 口さびしい
心ない この上ない 心にもない こよない
さやかな しがない 子細らしい 酸い
速やかな 手短な ど偉い とてつもない
何気無い にべもない にわかな 願ってもない
ひそかな 秘めやかな 胸苦しい 目深な
黙しがたい 物憂い 余儀ない よんどころない
ろくな 理無い 我にもない

　（23）･? 田中さんは口さびしがっている。
　（24）･* 田中さんはうらみがましがっている。
　これらの形容詞は、上記の（23）「? 口さびしがる」（24）「* うらみがましがる」の
ように、「がる」が接続しないまたは接続しにくい。

　以上、①～⑧の 8 つのタイプの形容詞において、「がる」が接続するか、または
接続しやすい形容詞と、「がる」が接続しないか、または接続しにくい形容詞につ
いて検討した。その結果、⑧の「その他の形容詞」（＜ A × B × C ×＞）は、すべ
て「がる」と接続しないが、①～⑦のタイプの間では、特にどのタイプの形容詞
に「がる」が接続しやすいというような特徴は見られないことがわかった。
　ただし、⑦の属性形容詞の場合、「がる」の接続が可能な形容詞は 1,077 語のう
ち 46 語と限られている。
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5.	「がる」が接続可能な形容詞の特徴
　本節では、「がる」が接続可能な形容詞には、どのような共通の特徴があるのか
について検討する。まず、5.1 節では「がる」の接続可能な形容詞が限られている
⑦の属性形容詞について検討する。
　次に、①～⑥のタイプの形容詞について検討する。第 4 節での考察結果を見る
と、それぞれの形容詞が「属性的」であるかどうかと、「がる」が接続するかどうか
ということには明確な関連性は見られないことがわかる。したがって、①～⑥の
タイプの形容詞を、「感情形容詞」（①感情形容詞と②属性的感情形容詞）、「感情・
感覚形容詞」（③感情・感覚形容詞と④属性的感情・感覚形容詞）、「感覚形容詞」（⑤
感覚形容詞と⑥属性的感覚形容詞）の 3 つに分け、5.2 節では感情形容詞、5.3 節
では感情・感覚形容詞、5.4 節では感覚形容詞の順に、「がる」が接続することが
できる形容詞に、どのような特徴があるのかについて検討する。⑧のその他のタ
イプの形容詞はすべて「がる」が接続しない。したがって、検討の対象としない。

5.1.	 属性形容詞
　まず、属性形容詞（上記の⑦）について、「がる」が接続することのできる形容詞
にはどのような特徴があるのかについて見る。第 4 節で挙げた⑦のグループ A

（「がる」が接続する属性形容詞）は「がる」が接続することができない形容詞（「赤
い」「親切な」など）とは異なり、物や人の属性・性質を表すのではなく、人があ
る物に接触した場合またはある事柄に遭遇した場合に生じる、ある心理的感覚を
表すことができるものであることがわかる。例えば「新しがる」という表現が、「彼
女はその帽子のデザインを新しがっていた」のような例で用いられる場合、そこ
には人がある対象となる物（「帽子」）に接した際に生じる心理的感覚（そのデザイ
ンを新奇なものと感じること）を表すという特徴が見られる。この時の属性形容
詞「新しい」は対象となるものの客観的な性質（その帽子のデザインが客観的に「新
しい」ものであるかどうか）を表すのではなく、その対象に接した際の話者の心
理的感覚（それを「新しく感じる」こと）を表している。実例として以下の例（25）

（26）のようなものが観察される。
　
　（25）･私の嫁なのですが、子供がおしっこをパンツに漏らすと、極端に汚がって、

他の洗濯物と一緒に洗うのを絶対に嫌います。･ （『Yahoo! 知恵袋』）
　（26）･それ以上に予想外だったのは、二月三日の晩というのに、異様に暖かい
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ことで、汗がにじんできた。暖かいというより暑い。石灯籠が並びはじ
めたころは、トモエも珍しがって、「いやァ、きれい !」と喜んでいたが、
二の鳥居あたりから人波がいよいよ多くなると、闇の中に熱気がむんむ
んして、毛皮のコートを脱いでしまった。･ （『ブス愚痴録』）

　（25）での「汚がる」は、おしっこを漏らした子供のパンツに接触した際に生じ
る心理的感覚（子供のパンツとほかの洗濯物を一緒に洗いたくないと感じること）
を表している。この時の属性形容詞「汚い」は対象となるものの客観的な性質（そ
の子供のパンツが客観的に「汚い」ものであるかどうか）を表すのではなく、その
対象に接した際の話者の心理的感覚（それを「汚く感じる」こと）を表している。

（26）での「珍しがる」は、並べられた幻想的な石灯籠に遭遇した際に生じる心理
的な感覚（珍しさを感じること）を表すという特徴が見られる。この時の属性形
容詞「珍しい」は、対象となるものの客観的な性質（その石灯籠が客観的に「珍しい」
ものであるかどうか）を表すのではなく、その対象（石灯籠）に遭遇した際の話者
の心理的感覚（それを「珍しく感じる」こと）を表している。
　
5.2.	 感情形容詞
　次に、感情形容詞（上記の①②）について、「がる」が接続する、または接続しや
すい形容詞にはどのような特徴があるのかについて見る。第 4 節で挙げた①のグ
ループ A（「がる」が接続する感情形容詞）と②のグループ A（「がる」が接続する属
性的感情形容詞）は、人がある物または事柄に遭遇した際に生じる感情を表すも
のと考えられる。「嬉しい」は、例えば友だちからプレゼントをもらったり、試験
に合格したりした際に生じる感情を表す際などに用いられ、「くやしい」は、例え
ば試合に負けたり、テストで良い点数を取れなかったりした際に生じる感情を表
す時に用いられる。このような形容詞は、「嬉しがっている」「悔しがっている」と

「がる」を接続した形で用いることができる。実例として以下の例（27）（28）のよ
うなものが観察される。
　
　（27）「僕らレベルでは接待ゴルフなんて……ピンとこない」。週末は交代で、

雨が降っても歩哨に立ってきた。災害が起きると家族と出かけていても
呼び出され、子どもは寂しがって泣いた。･（朝日新聞、2007 年 10 月 30 日）

　（28）一時、精神的に不安定になった 2 人の小学生は揺れが収まってもヘルメッ
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トをかぶったり、夕食中の余震で食べられなくなったり、こわがってて
朝起きられなくなったりした。･ （朝日新聞、2007 年 4 月 19 日）

　（27）での「寂しがる」という表現での形容詞「寂しい」は、親と一緒にいられな
い際に生じる子どもの感情を表し、（28）での「こわがる」という表現での形容詞「こ
わい」は、地震がまた起きるのではないかという状況に遭遇し、その小学生に生
じた感情を表す。

5.	3.	 感情・感覚形容詞
　ここでは、感情・感覚形容詞（上記の③④）について、「がる」が接続する、また
は接続しやすい形容詞にはどのような特徴があるのかについて見る。第 4 節で挙
げた③のグループ A（「がる」が接続する感情・感覚形容詞）と④のグループ A（「が
る」が接続する属性的感情・感覚形容詞）は、人がある物または事柄に遭遇した
際に生じる感情または感覚を表すと考えられる。「つらい」は、例えば大事な人を
亡くしたりした際に生じる感情、または風邪を引いたりした際に生じる身体的感
覚を表す時などに用いられ、また、「しんどい」は、例えば同じ作業が長く続いた
際に生じる感情、または身体的にとても疲れた際に生じる身体的感覚を表す時に
用いられる。このような形容詞は「つらがっている」「しんどがっている」と表現
することができる。実例として以下の例（29）（30）のようなものが観察される。

　（29）･93 歳の母が入院した。多臓器不全といわれた。痰をとってもらうときは
顔をしかめて苦しがる。見守る方もせつない。でも、とってもらうとい
びきも低くなり、顔つきも穏やかになる。･（朝日新聞、2007 年 2 月 7 日）

　（30）･僕の彼女が違う女の人から悪口等を言われています。それで彼女が辛がって･
いるんですが、自分には何も助けが出来なくて本当に困っています。

･ （http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1141147576）

　（29）での「苦しがる」は形容詞「苦しい」に「がる」が接続した形であり、この時
の形容詞「苦しい」は、痰をとってもらう際に生じる感情・感覚を表す。（30）での

「辛がる」は形容詞「辛い」に「がる」が接続した形であり、形容詞「辛い」は人から
悪口等を言われた際に生じる感情・感覚を表す。

223218_外大_留日センター論集第41号_校了.indb   90 2015/03/24   13:25:53



－ 91 －

5.	4.	 感覚形容詞
　ここでは、感覚形容詞（上記の⑤⑥）について、「がる」が接続する、または接続
しやすい形容詞にはどのような特徴があるのかについて見る。第 4 節で挙げた⑤
のグループ A（「がる」が接続する感覚形容詞）と⑥のグループ A（「がる」が接続
する属性的感覚形容詞）は、人がある物または事柄に遭遇した際に生じる感覚を
表すものと考えられる。「痛い」は、例えばけがをしたりした際に生じる感覚を表
す時に用いられ、また、「眩しい」は、例えば太陽の光が強く差したりした際に生
じる感覚を表す時に用いられる。このような形容詞は、「痛がっている」「眩しがっ
ている」と表現することができる。実例として以下の例（31）（32）のようなものが
観察される。
　
　（31）･9 歳の息子が今日の朝から体中を痒がり、見てみると蚊に刺されたような

腫れが広がって地図のようになったりしています。蕁麻疹かと思うので
すがかかりつけの小児科に行くか近所の皮膚科に行くか迷っています。

（Yahoo! 知恵袋）
　（32）･それまでのオフィスは女性がクーラーに寒がりひざ掛けを使い、電車で

は、わざわざ弱冷車と表示した車両が人気になるなど、夏なのに寒がる
といった不思議な夏を過ごしていた。･ （朝日新聞、2007 年 8 月 14 日）

　
　（31）での「痒がる」は形容詞「痒い」に「がる」が接続した形であり、この時の形
容詞「痒い」は、体中が蚊に刺されたように腫れている際に生じている身体的感
覚を表す。（32）での「寒がる」は形容詞「寒い」に「がる」が接続した形であり、こ
の時の形容詞「寒い」は、クーラー（冷房）をつけた際に生じる身体的感覚を表す。

6.	 まとめ
　まず、飛田・浅田（1991）『現代形容詞用法辞典』と西尾（1972）『形容詞の意味・
用法の記述的研究』に記載されている形容詞（1,300 語）を指標 A、指標 B、指標 C
に基づき、8 つのタイプに分類し、どの形容詞に「がる」が接続可能なのかについ
て網羅的に確認した。その結果、「その他の形容詞」に分類される形容詞は、すべ
て「がる」と接続しないが、「感情形容詞」「属性的感情形容詞」「感情・感覚形容詞」

「属性的感情・感覚形容詞」「感覚形容詞」「属性的感覚形容」「属性形容詞」の 7 つ
のタイプの間には、特にどのタイプの形容詞に「がる」が接続しやすいというよ
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うな特徴は見られない。
　次に、接尾辞「がる」が接続することができる形容詞にはどのような共通の特
徴があるのかについて、属性形容詞、感情形容詞、感情・感覚形容詞、感覚形容
詞の 4 つに分けて検討した。その結果、接尾辞「がる」が接続することができる
形容詞には、感情・感覚形容詞であれ属性形容詞であれ、人がある事物（物や事柄）
に接した際に生じる感情・感覚を表すことができるという共通の特徴があること
がわかった。属性形容詞の場合、「がる」が接続することのできる形容詞は限られ
ているが、それらはいずれも単に人や物の性質・属性を表すのではなく、人があ
る物または事柄に遭遇した際に生じる、ある心理的な感覚を表すことができると
いう特徴がある。

謝辞
　本論文は博士論文の第 2 章にあたる部分である。執筆にあたり、ご懇篤なご指
導を賜わりました指導教員の鈴木智美先生ならびに早津恵美子先生、川村大先生
に厚くお礼申し上げます。

参考文献
上村文子（2006）「形容詞と接尾辞『がる』の関係について」『熊本大学留学生センター紀

要』第 9 号　熊本大学留学生センター･pp.11-23
清水由美（1992）「『がる』の再考」『言語文化と日本語教育』4　日本言語文化学研究会･

pp.11-21
富田隆行（1997）『続・基礎表現 50 とその教え方』凡人社
名柄迪（1988）『外国人のための日本語例文・問題シリーズ 5　形容詞』荒竹出版　

pp.42-44
西尾寅弥（1972）『形容詞の意味・用法の記述的研究』秀英出版
飛田良文・浅田秀子（1991）『現代形容詞用法辞典』東京堂
細川英雄（1989）「現代日本語の形容詞分類について」『国語学』158　国語学会･pp.14-26
森田富美子（1988）「接尾辞『～がる』について」『東海大学紀要』8　東海大学留学生教育

センター･pp.1-15
山岡政紀（2000）『日本語の述語と文機能』くろしお出版

223218_外大_留日センター論集第41号_校了.indb   92 2015/03/24   13:25:53



－ 93 －

用例出典
『朝日新聞オンライン記事データベース・聞蔵』（1991 年 1 月 -2007 年 12 月）
国立国立国語研究所「現代日本語書き言葉均衡コーパス」モニター公開データ（2009 年

度版）
ウェブ（検索エンジン google を使用）
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Adjectives	and	“-garu”	suffixation

HAN Jinzhu

In this paper, I examined all the adjectives (1300) found in “Gendai Keiyoshi Yoho 

Jiten” (Hida & Asada, 1991) and “Keiyoshi no Imi Yohoo no Kijutsuteki Kenkyu” (Nishio, 

1972) and comprehensively examined which adjectives can be used with “-garu,” and 

what common characteristics are observed among these adjectives. The result showed that 

all affective, sensory and attribute adjectives shared the common characteristic of being 

able to express emotions and sensations that were produced when a person came into 

contact with some thing (object or event). While attribute adjectives which can be used 

with “-garu” are limited, these adjectives do not simply show the features and attributes 

of the person or thing. For example, “atarashigaru” when used in the sentence “kanojowa 

sono boushino dezaino atarashigatteita,” expresses a psychological sensation (the feeling 

that it is a novel design) the person feels when he/she connects with the object (hat). In 

this case, the attribute adjective “atarashii” (new) does not express the objective feature 

(whether the design of the hat is “atarashii” or not) of the object, but the psychological 

sensation (“feeling that the object is new”) of the speaker when he comes into contact 

with the object.
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