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カテゴリカルな意味（上） 
―その性質と語彙指導・文法指導―

早津　恵美子
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はじめに

本稿のタイトルとした「カテゴリカルな意味」という術語は、日本語の研究や教育の分野に

おいて必ずしも広く知られているものではない。その規定あるいは定義も一定しているとはい

えず、それゆえその射程も必ずしもはっきりしない。しかしカテゴリカルな意味は、単語の語

彙的な意味（辞書に書いてある意味）の中に、その単語の文法的なふるまいを決める側面がそ

なわっているのではないか、ということを考えるなかでみいだされるものであり、これまでの

研究や教育のなかで気づかれていたことや分析の観点とまったく異なるものともいえない。単

語の文法的なふるまいとは、たとえば、動詞ならば、他動詞なのか自動詞なのか、シテイル形

が動作の継続（進行）を表すのか変化の結果の継続（状態）を表すのか（「雨がふっている」「窓

があいている」）、命令形をとれるか否か（「走れ」「?晴れろ」）といったこと、名詞ならば、「Ｎ -

デ」の形が場所を表すのか手段を表すのか原因を表すのか（「公園で遊ぶ」「鉛筆で書く」「雪

で電車が遅れる」）、形容詞ならば、「Adj-ガル」といえるのかどうか（「悲しがる」「?大きがる」）、

副詞ならば、動作の様子を修飾するのか物の状態を修飾するのか（「ゆっくり歩く」「とても小

さい」）といったことである。単語の文法的なふるまいと、その単語の語彙的な意味とになん

らかの関係があることは、これまでもかなり気づかれてきている。

本稿は、それをより意識的に捉えるにあたってカテゴリカルな意味という概念がふさわしく、

研究面はもちろん教育における語彙指導・文法指導においても大切だろうということを、日本

語を例にして考えてみようとするものである。1）

１．単語と文

１．１．単語と文と文法

単語は、それぞれ独自の語彙的な意味をもって現実の物や動きや性質などを名づけるもので
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あり、他の単語と組み合わさって文をつくって言語活動において用いられる。単語はそれぞれ

の言語社会において既存のものであるのに対して、文は、個々の発話場面にふさわしいものと

して話し手によってそのつどつくりだされる言語活動の最小単位である。そして、単語を組み

合わせて文をつくるための規則の総体が「文法」である。たとえば次の (1) の単語（いわゆる

自立語）を組み合わせて (2) の文をつくったとする：

(1) さっき　真剣　図書館　ねえねえ　本　むずかしい　山田君　読む

(2) 「ねえねえ、さっき 図書館で 山田君が むずかしそうな 本を 真剣に 読んでたよ。」

このとき、単語を文の要素とするためにいろいろな手続きが用いられている。まず、語順が

整えられている。呼びかけ語である「ねえねえ」が文頭にきて、時間や場所を表す「さっき」「図

書館」がそれにつづく。そして主語と補語（目的語）と述語は、この順に並んで述語が文末に

くる。そして「本」を修飾する「むずかしい」は「本」の前におかれ、「読む」を修飾する「真

剣」も「読む」の前におかれる。このような語順に並べるとともに、個々の単語は形がかわっ

ていたり（助詞や助動詞をつけたり）、そのままだったりする。「図書館」「本」「山田君」とい

う名詞は、この文中でのそれぞれの機能（動作の行われる場所を表す、動作の対象を表す、動

作の主体を表す）をはたすために「N-デ」「N-ヲ」「N-ガ」という形になっている。「ねえねえ」

と「さっき」はそのままの形である。「むずかしい」は「むずかしそうな」、「真剣」は「真剣に」

となっている。最後の「読む」は、過去の継続的な動作を表す「読んでいた」の縮約形「読ん

でた」になり、さらに「よ」がついている（ここでは「よ」がないと文が落ち着かない）。

このように、(1) の単語（自立語）を組み合わせて、日本語として適切な (2) の文をつくる

ときには、語順を整えたり、単語の形を整えたりという手続き procedure が必要であり、これ

らの手続きの総体が文法だといえる。(1) の単語群から (2) の文がつくれるということが日本

語の文法を知っているということである。2）

１．２．単語の語彙的な性質と文法的な性質

ひとつひとつの単語には、語彙的な性質と文法的な性質がそなわっている。語彙的な性質と

は、まず、単語は一定の音をもち、それが一定の動きや物や性質をさししめす（〔語彙的な意味〕

をもつ）ということ、そして、単語の構成として単純語（「手」「本」）だけでなく複合語（「左

手」「本箱」）や派生語（「話し手」「お花」）があること（〔語構成〕）、また、単語の出自として

和語（「おやつ」）のほかに他言語との接触のなかで取り入れた漢語（「菓子」）や外来語（「ケー

キ」）があること（〔語種〕）、文体的な特徴として幅広い場面で使われる日常語（「話す」）のほ
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かに文章語（「かたる、論じる」）や俗語（「だべる、くっちゃべる」）、雅語（「いにしえ、集う」）

という変異 variant があること（〔単語の文体〕）といった性質である。一方、文法的な性質とは、

文の中で一定の語順で並べられ、一定の機能をはたす成分（主語、述語、補語（目的語）、連

用修飾語、連体修飾語、状況語など）になるという構文論的な性質と、それぞれの機能にふさ

わしく語形を整える（「本が」「本を」、「読んでいた」「読もう」など）という形態論的な性質

である。

単語のこういった性質は、学習者の誤用や不自然な用法にもうかがえることがある。たとえ

ば次の文は、日本語として正しくない文、不自然な文であるが、その要因には、語彙的なもの

と文法的なものがある：

(3) プールの水がとても寒かった。（寒かった→冷たかった）

(4) 郵便局で葉書を 3 通買った。（3 通→ 3 枚）

(5) 最近の児童服はどれもとてもかわいい。（児童服→子供服）

(6) 駅前の本屋でブックを 3 冊買った。（ブックを→本を）

(7) 僕は果実の中でバナナがいちばん好きだ。（果実→くだもの）

(8) 私は 3 時太郎と会いました。（3 時→ 3 時に）

(9) 花子は 10 年間アメリカで住んでいる。（アメリカで→アメリカに）

(10) 子供が犬を驚いて泣き出した。（犬を→犬に）

(11) 彼はすわりながら本を読んでいた。（すわりながら→すわって）

(12) あした晴れるとみんなでテニスをしましょう。（晴れると→晴れたら）

(13) 花子は家へ帰ったとき、お母さんが寝ていた。（花子は→花子が）

これらのうち、(3) ～ (7) は語彙的に、(8) ～ (13) は文法的に、誤用あるいは不自然な文となっ

ている。

ただし、単語の語彙的な性質（とくに語彙的な意味）と文法的な性質は、ひとつの単語にお

いてきりはなしがたくむすびついている。このことについて上の例のいくつかについて考えて

みる。上の (8) で「3 時」を「3 時に」に直したが、「きのう」ならばむしろ「に」をつけては

いけない。「先週、おととし」もそのまま使う。一方、「月曜日、誕生日、2012 年」だと「に」

が必要である。また、(9) で、「アメリカで」を「アメリカに」に直したが、もし動詞が「暮ら

している」ならば、「で」がふさわしい。「働いている、勉強している」も「で」である。一方、

「いる、滞在している」ならばやはり「に」にしなければならない。(11) の「V-ナガラ」も「ラ

ジオを聞きながら、お菓子を食べながら、にこにこしながら」ならばまちがいではなく、一方「め
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がねをかけながら、パジャマを着ながら」はおかしい。このように、文法の間違いは多くの場

合、たまたまその単語のその形だからおかしいというのではなく、ある類の単語に共通してみ

られる現象だといえる。そしてそこには、その語類の単語のもつ語彙的な意味が関係している

のである。

１．３．日本語教育における単語の指導

単語に語彙的な性質と文法的な性質とがあることから、日本語教育において単語を指導する

際、両方を指導する必要があるが、語彙的な性質の指導と文法的な性質の指導は実はきりはな

せない。「語彙指導」「文法指導」としてそれぞれの留意点やカリキュラムが別々に考えられる

ことがあり、それはそれで必要なことではある。ただ、実際の指導の場面では、語彙と文法を別々

に教えることはあまりないし、有効でないと思われる。たとえば、語彙指導において、ときに

は「語彙をふやす」という目的で、たとえば、曜日、親族名、職業名、温度を表す形容詞、感

情を表す形容詞や動詞、移動を表す動詞など、語彙的な意味において一定の類をなす単語を列

挙するとか、あるいは、反対語の対を教える、類義語を教えるといったことがあり、そこでは

文法とはなれて単語を提示するということもあろう。しかしそれは語彙指導における一部のこ

とであり、ふつうは句や文のなかで教えることになる。たとえば「日曜日」「先週」という単

語は、「日曜日に映画をみた」「先週京都へ行った」といった例をあげて指導するのが普通であ

り、それは結局、「*日曜日映画をみた」「*先週に京都へ行った」とはいわないということ、つ

まりそれぞれの単語の文法的な性質も合わせて教えていることになる。また、「つとめる」と「は

たらく」が類義語だというときにも、「病院につとめる」「病院ではたらく」と使うのであって

「*病院でつとめる」「*病院にはたらく」はおかしいということを教えることが必要になる。

文法指導においても、言語学的な知識を教えるのとは違って、具体的な単語を使って文法を

教えることになり、3）その際どのような単語を例に用いて説明するかは重要である。たとえば、

ある教育段階で、名詞の格を表す「に」の用法を整理して示すということがあろうが、そのと

きにも、具体的な名詞を用い、さらには他の単語との組み合わせを示して、「教室に学生がい

る」の「N-ニ」は存在の場所を表す、「太郎に本を渡す」は授受の相手を表す、「6 時に起きる」

は時間を表す、「右手にかかえる」は「右手でかかえる」と似ていてやや道具的な意味を表す、

のように教えるのが普通であり有効である。日本語の「N-ニ」には位格 locative や与格 dative

の用法そしてときには具格 instrumental の用法もあるという知識を教えるだけでは日本語教育

における文法指導にはならない。

このようなことは、学習者の実践に役立つということだけからくるのではなく、単語が語彙

的な性質と文法的な性質をあわせもった単位であること、語彙ときりはなした文法、文法とき
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りはなした語彙というのは考えられないからにほかならない。

単語は語彙的かつ文法的な単位であり、単語の語彙的な性質（とくに語彙的な意味）と文法

的な性質とは相互に関わりあっている。したがって、語彙指導において文法的な性質を、文法

指導において語彙的な性質を、それぞれ適切に生かすことが大切になる。その際、語彙的な性

質と文法的な性質とをとりむすぶものとしての「カテゴリカルな意味」を意識することが必要

かつ望ましいと思われる。

２．語彙的な意味・文法的な意味・カテゴリカルな意味

単語の「意味」として、「語彙的な意味」と「文法的な意味」そして、「カテゴリカルな意味」

を区別することができ、それを意識することは、日本語研究においても日本語教育においても

有意義だと思われる。ここではまず、「語彙的な意味」と「文法的な意味」について述べ、次

にそれをつなぐものとしての「カテゴリカルな意味」について述べる。

２．１．「語彙的な意味」と「文法的な意味」

日本語の動詞は語形変化（広義の活用 conjugation）をする。日本語教育の場でも、たとえ

ば次のような語形変化表（パラダイム）を示したり、学習者につくらせたりすることがある：

	 	 　ｱ	 　ｲ	 　ｳ	 　ｴ	 　ｵ

 a はなす はなせ はなそう はなした はなさない

 b はしる はしれ はしろう はしった はしらない

 c みる みろ みよう みた みない

 d たべる たべろ たべよう たべた たべない

 e する しろ しよう した しない

この表について、それぞれの縦の語例「はなす、はしる、みる、……」をくらべると、もち

ろん「意味」が違う。また横の語例「はなす、はなせ、はなそう、……」をくらべるとこちら

もやはり「意味」が違う、と直観的に感じる。ところがこのそれぞれの「違う」は、違い方が

違っていることもすぐに気づかれる。この縦の違いはそれぞれの単語の「語彙的な意味」の違

いであり、横の違いは、それぞれの単語の「文法的な意味」の違いである：

  「ゆっくり 話せ」　　「みんなで 話そう」　　「話した」　　「話さない」

  　  　　　［命令］　　 　　　　［勧誘］　　　［過去］　　　［否定］
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  「話している」　　「話せば 気が晴れる」　　「話しても 気が晴れない」

   ［動作の継続］　    ［条件］　 　　　　　　　［逆条件］

名詞は、日本語では形を変えないとされるが、文中で使うときには、「コップが ある」「コッ

プを かう」「コップで のむ」のように「N-ガ」「N-ヲ」「N-デ」などとして用いるので、これも

広い意味で語形変化とみなすことができ、次のような表をつくることができる：4）

	 	 　ｶ	 　ｷ	 　ｸ	 　ｹ	 　ｺ

 f コップが コップを コップに コップで コップの

 g 本が 本を 本に 本で 本の

 h 公園が 公園を 公園に 公園で 公園の

 i 事故が 事故を 事故に 事故で 事故の

ここでも、縦の「コップが、本が、……」の違いは語彙的な意味の違い、横の「コップが、コッ

プを、……」の違いは文法的な意味の違いである：

  「コップが われる」　　「コップを 買う」　　「コップに 水を いれる」

   ［変化の主体］　　　 　［動作の対象］　　 　［付着先］

  「コップで 水を 飲む」　　「コップの 大きさ」

   ［手段］　　　　 　 　　　［属性の持ち主］

このようにみてきた語彙的な意味、文法的な意味は、次のように規定することができる：

単語の語彙的な意味：　その単語がさししめす物や動きや性質などに共通する一般的な内

容。（国語辞書でそれぞれの単語について書かれている説明いわゆる語釈が語彙的な意

味である。）

単語の文法的な意味：　文の要素となっている単語が文の中で表す、物事と物事との関係

的な意味（主体、対象、手段、など）、およびそれらに対する話し手の捉え方を述べる

陳述的な意味（命令、勧誘、条件、など）。

ところで、日本語教育において、名詞について上のような表を学習者に示したりつくらせた

りすることはあまりないと思われる。それは、表をつくることが単に「が、を、……」をつけ
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るという機械的な作業になると感じられるからであろう。しかし、たとえば「はだし、前かがみ」

「半熟、生煮え」「ほんとう、真偽」（ふつう辞書で名詞とされている 5））について先のような

表をつくろうとすると、「N-ガ」「N-ヲ」「N-ニ」「N-デ」「N-ノ」のすべてがごく自然に使われ

るというわけではなく、使われても用法がかなり限られているものがあることがわかる（たと

えば「はだしに」は「はだしになる」にほぼ限られる 6））：

 j ?はだしが ?はだしを はだしに はだしで はだしの

 k ?半熟が 半熟を 半熟に 半熟で 半熟の

 l *ほんとうが *ほんとうを ほんとうに ?ほんとうで ほんとうの

これらの単語は、名詞だとしても、人や物や事物をさししめしているのではなく、それらの

状態を表している点で、典型的な名詞ではない。そのことが格形式の不自由さに関係している

のである。また、名詞として典型的だと思われる人名詞であっても、「学生、子供、日本人」「大

人、幼児、若者、おとしより」は「N-デ」の形で文をつくろうとすると、先の「コップで、本で、

公園で、事故で」と比べると自然な文がつくりにくい。「会場は学生でいっぱいだ」とはいえるが、

このときは「机でいっぱいだ」などと同じく「学生」が物扱いされている感じがするし、「太

郎はまだ子供で、こんなこともできない」のような「子供で」は「太郎はまだ子供だ」という

述語に相当するものであり「N-デ」が格形式とはいえない。先の「?ほんとうで」についても「転

勤の噂はほんとうで、5 月には赴任するらしい」のような述語相当ならば使われる。

このようなことは、動詞の場合でも実は同じである。「枯れる、晴れる、発展する、ある」

などの動詞で同じような表をつくろうとすると「?枯れろ、?晴れろ、……」「?枯れよう、?晴

れよう、……」などおかしな形ができてしまうし、「ある」の否定形は「?あらない」ではない。

それは、先の表にあげていた動詞がすべて人の意志的な動作を表すものであったのに対して、

「枯れる、発展する、……」「ある」はそうではなく、物や事態の変化や存在を表す動詞だとい

うことが関係している。

このように、同一の品詞に属するすべての単語が同じ語形変化をするわけではなく、ここに

も、語彙的な意味と文法的な性質との密接な関わりがうかがえる。

２．２．「カテゴリカルな意味」

「カテゴリカルな意味」という術語は、3 節でみるように、奥田靖雄 (1974[1984]) ではじめ

て使われたものだと思われるが、日本語学において必ずしも定着した術語ではなく定義もそ

してその射程もそれほど明瞭になってはいない。奥田靖雄 (1974[1984]) 他の研究については 3
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節であらためてふれることにし、ここではまず、どのようなことをさして「カテゴリカルな意

味」といおうとするのかを、名詞、動詞、形容詞・形容動詞、副詞からそれぞれいくつか具体

例をあげて示す。

（ア）名詞にみとめられる「カテゴリカルな意味」

先に 2.1 節で、「コップで水を飲む」の「コップで」の文法的な意味を［手段］だとした。

しかし「N-デ」の文法的な意味は少なくとも次のように様々である：

 a コップで水を飲む、鉛筆で書く、はさみで紙を切る、飛行機で行く、自転車で通う、

赤い毛糸で手袋を編む、新鮮な野菜でサラダをつくる

 b-1 公園でテニスをする、図書館で勉強する、台所で働く、海辺で遊ぶ

 -2 駅前で事件が起きる、講堂でコンサートがある、廊下でころぶ

 c 事故で電車が遅れる、大雪で家がつぶれる、インフルエンザで寝込む

 d-1 はだしで歩く、前傾姿勢で走る、急ぎ足で帰る、大声で叫ぶ

 -2 魚をなまで保存する、卵を半熟で食べる、商品を簡易包装で送る

 e-1 工事が 3 ヶ月で終わる、2 時間で準備が完成する、数年で変色する

 -2 8 時で店が閉まる、3 月で会社を辞める、9 月で春学期が終わる

それぞれの文法的な意味は、a は［手段］、 b は［場所］（とくに b-1［動作を行う場所］、b-2

［出来事の生じる場所］）、c は［原因］、d は［様態］（d-1［動作をするときの人の様態］、d-2

［動作の対象となる物の様態］）、e は［時間］（e-1［事柄が終了するまでの期間］、e-2［続いて

いた動作が終わる時点］ 7））といえよう。では、そのような文法的な意味をうみだしているも

のは何か、「で」が多義だというにしても、どういうときに［手段］とか［場所］とか［時間］

とかの意味がでてくるのか。たとえば a 類の単語「コップ、鉛筆、はさみ、飛行機、自転車、

毛糸、野菜」は、それぞれの単語の語彙的な意味の全体としては、もちろん異なっている。b

類の単語「公園、図書館、……」も、「公園」の語彙的な意味の全体、「図書館」の語彙的な

意味の全体はそれぞれ異なっている。c 類、d 類、e 類いずれもそうである。にもかかわらず、

それぞれの類が共通して a では［手段］、b では［場所］、……という文法的な意味を表すのは、

各類の名詞の語彙的な意味のなかに共通する一般的な側面があり、それに支えられて、それが

きっかけとなって、それぞれの文法的な意味をうみだしているのだと考えられる。その共通す

る一般的な側面とは、a 類の単語はいずれも具体物を表す、b 類の単語はいずれも空間を表す、

ということであり、この《具体物》、《空間》というのが、a 類、b 類の単語がもっている「カ
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テゴリカルな意味」である。c 類の単語には《現象》、d 類の単語には《状態》、e 類の単語に

は《時》というカテゴリカルな意味がそなわっていて、やはりそれがそれぞれの文法的な意味

をうみだしている。a 類～ e 類の「N-デ」のカテゴリカルな意味と文法的な意味を簡略に示す

と次のようになる。《　》がカテゴリカルな意味、［　］が文法的な意味である：

  コップで 水を 飲む　　公園で テニスを する　　事故で 電車が 遅れる

  《具体物》　 　　 　　　《空間》　　  　　　　　　《現象》

  ［手段］　　　　  　　　［動作を行う場所］　　  　［原因］ 

  はだしで 歩く　　　　　工事が 3 ケ月で 終わる

  《状態》　　　　　　　　  　　　《時》

  ［動作をするときの人の様態］　  ［時間］

名詞と他の単語（副詞など）との組み合わせ（構文論的な性質）においてあらわれてくるカ

テゴリカルな意味もある。名詞はふつう副詞による修飾を受けないが、程度副詞（「もっと、やや、

少し、かなり、ずいぶん」など）による修飾を受ける名詞がある。それらの名詞はまた、他の

名詞の「N-ノ」で修飾されて基準を示することがあり、それがない場合でも何らかの基準が前

提とされている：

・もっと上、やや右、少し後ろ、かなり前、ずいぶんあと

・机の下、ポストの前、（自分の）右、（あなたの）後ろ

・「上、下、左、右、東、西、南、北、さき、あと、前、後ろ」「上流、下位、高地、低温」

これらの名詞は、空間軸・時間軸といったベクトル上のある点を基準とした位置を表してい

て、《方向の相対性》とでもいえるカテゴリカルな意味をもつ。8）名詞の典型は、具体物であ

れ抽象物であれ《もの》性をもつのに対して、「上、前」など《相対性》をもつこれらは、い

くらか形容詞に近いといえる。

（イ）動詞にみとめられる「カテゴリカルな意味」

動詞のいわゆるテイル形（「V-テ」に「イル」のついた「V-テイル」。以下では「シテイル形」

とし、「イル」のつかない形を「スル形」とよぶ）の表す文法的な意味について考えてみる：

 a 犬がはしっている、だれかがドアをたたいている、太郎が本を読んでいる、子供
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がご飯を食べている、みんなで歌を歌っている、雨がふっている

 b 花が枯れている、紙がやぶれている、窓があいている、服に汚れがついている、

葉が赤くそまっている、妹はふとっている

よく知られているように、これらのシテイル形の文法的な意味（ここではアスペクト的な意

味）は、a では［動作の継続］（あるいは［進行］）、b では［変化の結果の継続］（あるいは［（結

果の）状態］）である。しかしここでも、a 類の「はしる、たたく、読む、食べる、歌う、（雨

が）ふる」は、個々の動詞の語彙的な意味の全体としては、まったく異なっており、b 類の「枯

れる、やぶれる、……」もそうである。にもかかわらず、a のシテイル形が［動作の継続］（［進

行］）という同じ文法的な意味を表すのはなぜか。それは、それぞれの語彙的な意味のなかに、

共通する一般的な側面として“何らかの動きをする”という面が含まれていて、それがシテイ

ル形の［動作の継続］という文法的な意味をうみだしている（支えている）のだと考えられる。

b についても、「枯れる、やぶれる、……」の語彙的な意味のなかには、“物の状態が変化する”

ということが共通する側面として含まれていて、それがこれらのシテイル形の［変化の結果の

継続］（［（結果の）状態］）という文法的な意味をうみだしているのだと考えられる。このよう

にして、それぞれの動詞群のカテゴリカルな意味として、前者には《動作》、後者には《変化》

という共通する側面をとりだすことができる。なお、動詞の中には、少数であるが、「ある、（人が）

いる」のように、シテイルの形で使われることのあまりない動詞、逆に「そびえている、とがっ

ている」のようにシテイル形で使われるのがふつうでスル形では使われにくい動詞、さらに、「違

う、異なる」のようにスル形とシテイル形のアスペクト的な意味に違いがほとんどない動詞（「色

が違う≒色が違っている」）もある。このような動詞には、動詞ではあるがその語彙的な意味

には人や事物の性質あるいは状態を表すという共通の側面として《状態》をみとめることがで

き、それがこのような文法的な性質をうみだしているといえる。9）

シテイル形がどのような文法的な意味（ここでは、［動作の継続］［変化の結果の継続］）を

表すかというのは、動詞の形態論的な性質である。したがって、シテイル形の上のような性質

からみいだされた《動作》《変化》《状態》は、動詞の語彙的な意味と形態論的な性質とをつな

ぐカテゴリカルな意味である：10）

動詞の形態論的な性質にかかわるカテゴリカルな意味としてもうひとつ、詳しくは述べない

が、《意志》《無意志》をみいだすことができる。動詞が、命令、勧誘・意向、希望、心づもり、

といったモーダルな意味を表す形をとりうるか（「走れ」「読もう」「帰りたい」「行くつもり」：

《意志》）、そうでないか（「（雨が）ふる」「*枯れろ」「*凍ろう」「*青ざめたい」：《無意志》）に

注目するものである。11）
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動詞の構文論的な性質に関わるカテゴリカルな意味もある。動詞を他動詞と自動詞という下

位類に分けることが広く行われているのもそのひとつである。もちろん両者を截然と区別する

ことはできず、すべての言語の動詞にこの下位類を認めることができるかどうかはわからない

が、少なくとも日本語には、動作の向かう対象を表す対格の名詞「N-ヲ」と組み合わさる動詞

（下の a 類）と、そういった「N-ヲ」とは組み合わさらない動詞（b 類）とがある： 

 a 太郎がくるみを割る、花子が封筒に切手をはる、学生が荷物を運ぶ

 b くるみが割れる、雨が降る、花が枯れる、子供が眠る

動詞のもつこの性質は、やはり個々の動詞の語彙的な意味のなかに、a 類では“主体の動作

が他の事物や人に向かっていくことを表す”、b 類では“主体の動きや変化が自らのうちにと

どまっていることを表す”という共通の一般的な側面をもっているからこそである。このそれ

ぞれに《働きかけ》《非働きかけ》というカテゴリカルな意味をみとめることができる。12）

この《働きかけ》性をもつ動詞は、構文論的な性質をもう少し詳しくみるとさらにいくつか

のタイプに分けられる。上の a 類は、《働きかけ》のうち、《物に対する働きかけ》という下位

類をなすものであり、次の c 類、d 類はそれぞれ《人に対する働きかけ》《事に対する働きかけ》

を表す：

 c 子供を寝かす、娘をお使いにやる、学生を雇う、弟をおだてる

 d 秩序をみだす、車軸の回転を早める、親善関係を確立する

そしてまた、上の a 類の 3 語は《物に対する働きかけ》の下位類をなしている：

 a-1 くるみを二つに割る、布を赤くそめる、牛乳を 70 度にあたためる

 a-2 封筒に切手をはる、コップに水をいれる、本にしおりをはさむ

 a-3 荷物を駅から家まで運ぶ、野菜を都会へ／に送る、机を 2 階からおろす

いずれも物名詞の「N-ヲ」と組み合わさる点で共通するが、そのうえでさらに、a-2 類は物

名詞の「N-ニ」と組み合わさり、a-3 類は場所名詞の「N-カラ」「N-マデ」「N-ニ」「N-ヘ」と組

み合わさっている。また a-1 類では、動作を行ったあとの物の状態を表す成分（上で　　を施

したもの）で広げることができる。各類の動詞の語彙的な意味のなかに共通の一般的な側面を

さがすと、《対象変化》《付着》《対象移動》という特徴をみとめることができる。13）各類の名詞・
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動詞のカテゴリカルな意味と名詞の文法的な意味とを合わせて示すと次のようになる：

 a-1 くるみを 二つに 割る

  《具体物》　  　　《対象変化》

  ［対象］

 a-2 封筒に　　切手を　　はる

  《具体物》　《具体物》　《付着》

  ［付着先］　［対象］

 a-3 荷物を　　駅から　　家まで　　運ぶ

  《具体物》　《空間》　　《空間》　　《対象移動》

  ［対象］　　［出発点］　［到着点］

もうひとつ、ここでは図式的に示すだけになるが、他動詞のうち表面的には同じく「～ガ 

～ヲ　～ニ　Vt」という組み合わせで用いられる動詞は、名詞と動詞のカテゴリカルな意味に

よって概ね次のようなタイプにまとめられる：

 ［N《具体物》- ニ　N《具体物》- ヲ　Vt《付着》］

封筒に切手をはる、コップに水を入れる、ケータイにストラップをつける、爪にマニュ

キアをぬる、箱に本をしまう、針に糸を通す

 ［N《人》- ニ　N《具体物》- ヲ　Vt《授与》］

子供にお菓子をあげる、卒業生に記念品を贈る、息子に財産をゆずる、学生に奨学金

を貸与する、花子に本を貸す、客に商品を売る 

 ［N《人》- ニ　N《情報》- ヲ　Vt《伝達》］

秘書に予定を伝える、友達に住所を知らせる、客に避難経路を教える

 ［N《人》- ニ　N《動作》- ヲ　Vt《要求》］

部下に調査を頼む、生徒に掃除をいいつける、店長に賃上げを求める、子供に外出を

禁ずる、通行人に署名をよびかける

 ［N《具体物》- ヲ　N《空間》- カラ　N《空間》- マデ / ヘ / ニ　Vt《対象移動》］

野菜を千葉から東京まで運ぶ、荷物を山頂まであげる、パソコンを教室にもってくる、

机を窓際に移す
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（ウ）形容詞・形容動詞にみとめられる「カテゴリカルな意味」

形容詞・形容動詞のなかには、接尾辞「-ガル」をつけて、「人間が、形容詞の表している内

的な気持や状態にあることを外的な態度・言動などに示すこと」（西尾寅弥 1972:23-24）を表

す動詞をつくることができるもの（下の a 類）と、それがふつうできないもの（b 類）とがある：

 a 太郎はその話を聞いてとても悲しがっていた

  「寂しがる、おもしろがる、うれしがる、なつかしがる、苦しがる、寒がる」

 b *太郎は新しい部屋を狭がっている

  「*大きがる、*短かがる、*深がる、*静かがる、*にぎやかがる」

この a 類の形容詞も、個々の語彙的な意味の全体としては異なるが、それらに共通する側面

として、《感情（／感覚）》というカテゴリカルな意味があり、b 類の形容詞には共通する側面

として《属性》というカテゴリカルな意味をとりだすことができる。14）各類の形容詞群に共

通してそなわるそういったカテゴリカルな意味が「-ガル」による派生の成否をもたらしてい

ると考えられる。

（エ）副詞にみとめられる「カテゴリカルな意味」

副詞の多くは、ふつう語形変化をせず、動詞の表す動作や変化の様子・程度、事態が起こる

頻度や時間などを詳しく述べる。しかし、副詞のなかには、「adv-(ト )シテイル／スル」「adv-(ト )

シタ N」という形をとって、「する」という独立の動詞を修飾するというよりも、「する」を含

んだ全体がひとつの動詞相当になって、しかも、動作や事物の状態や性質を表すものがある：

動きがゆっくりしている、話し方がはきはきしている、頭がずきずきする、目がち

かちかする、のんびりした性格、ゆったりしたセーター

これらは、山田孝雄 (1908) などにいう「情態副詞」の一部であるが、情態副詞のうちでも、

「やがて、ついに」（時）や「たくさん、いっぱい」（数量）などにはこういう形態的な性質を

もつものはない。また、「程度副詞」（「もっと、やや」）や「陳述副詞」（「けっして、たぶん」）

にもこういう性質はない。上のような形をとって機能できる副詞類の語彙的な意味には、共通

する一般的な側面として《様態》というカテゴリカルな意味をみとめることができる。15）

以上、名詞、動詞などのいくつかの具体的な例をみながらカテゴリカルな意味について考え

てきた。ここで「カテゴリカルな意味」を仮に次のようにとらえておく：
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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。

２．３．「カテゴリカルな意味」と「文法的な意味」

単語の「カテゴリカルな意味」と「文法的な意味」とについて、主として上にあげた単語を

例にして、あらためて確認しておく。

単語のカテゴリカルな意味が同じであっても、文法的な形が異なると文法的な意味が異なる

ことがある。16）次の「コップ」はいずれも《具体物》というカテゴリカルな意味をもつが、「N-

ヲ」「N-デ」「N-ニ」の文法的な意味は異なっている：

 ・コップを 買う　　コップで 飲む　　コップに 水を 入れる

    《具体物》　　　　 《具体物》　　　　 《具体物》

   ［対象］　　　　　 ［手段］　　　　　 ［付着先］

次の「公園」でも、カテゴリカルな意味としてはいずれも《空間》であるが、それぞれの文

法的な意味は異なっている：

 ・公園で 遊ぶ　　公園から でる　　公園に 着く

    《空間》　　　　 《空間》　　　　　 《空間》

   ［動作の場所］　 ［出発点］　　　　 ［到着点］

また、同じカテゴリカルな意味、同じ文法的な形であっても、組み合わさる単語の違いによっ

て文法的な意味が異なることがある。たとえば名詞の「N-ヲ」の形、動詞の「V-テ」の形の次

のような例である：

 ・公園を 走り回る　　公園を 通る　　公園を でる

    《空間》　　　　　　 《空間》　　　 　《空間》

   ［移動動作の範囲］　 ［通過点］　　 　［出発点］

 ・「走って 帰る」　「走って ころんだ」　「走って やせよう」

    《移動》　　　　   《移動》　　　　　 　《移動》

   ［移動の様態］　   ［原因］　　　　 　 　［手段］
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２．４．「カテゴリカルな意味」と「語彙的な意味の上位概念」

カテゴリカルな意味は、単語の語彙的な意味のなかでその単語の文法的な性質をうみだして

いる一般的な側面をいう。一方、語彙的な意味の上位概念は、直接的には文法的な性質との関

係を問題としないので、その点で両者は異なる。

たとえば、「学校」は「大学、高校（高等学校）、中学校、小学校」などの上位概念を表す上

位語である。しかしこれらの単語の文法的な性質、すなわち、どのような格の形をとって他の

単語とどのように組み合わさるか（「N-ニ 通う／はいる」「N-ヲ 卒業する／でる」「N-デ 勉強

する／遊ぶ」「N-マデ 歩く」「N-ノ 先生／カリキュラム」「N-デノ 勉強」「N-カラノ 連絡」）な

どにおいて違いがあるわけではない。したがって「学校」は、「大学、高校、……」の上位語

ではあるが、カテゴリカルな意味の点では「大学、高校、……」と同じである。これらはいず

れも、「会社、国連、役所」などと同じく「N-ニ つとめる／はいる／通う／所属する」「N-ヲ 

やめる」のように組織に加わったりそこから抜けたりすることを表す動詞と組み合わさること

から《組織》というカテゴリカルな意味がそなわっているといえる。「学校」と「大学、高校、

……」はまた、「外、海辺、庭、公園」などと同じく「N-デ 遊ぶ／チケットを売る／バーベキュー

をする」や「N-ニ ごみ箱がある／荷物を運ぶ」などといえることから《空間》というカテゴ

リカルな意味もある。つまり、「学校」は「大学、高校、……」などの上位概念を表す上位語

ではあるが、カテゴリカルな意味としては「学校、大学、高校、……」は同じである。

また、「みる」は、「みつめる、ながめる、凝視する、観察する」の上位語であろうが、文法

的な性質、少なくとも、名詞との組み合わさり方（「N-ヲ V」）やシテイル形のアスペクト的な

意味（［継続］）の点では、「みる」と「みつめる、ながめる、……」に違いはなく、この二つ

の文法的な性質に関わるカテゴリカルな意味として、いずれにも《働きかけ》と《動作》とを

みとめることができる。

ただし、語彙的な意味の上位概念とカテゴリカルな意味との区別がまぎらわしいこともある。

それはひとつには、語彙的な意味の上位概念もカテゴリカルな意味も、それを“単語（メタ言

語としての単語）”を用いて説明することになるので、その単語がときに重なってしまうこと

による。たとえば、「行く、来る、帰る、歩く、走る」などの動詞の上位概念を表す単語は「移

動する」だろう。その一方で、「移動する」も「行く、来る、……」も、「N《人》- ガ N《場所》

- カラ　N《場所》- マデ V《非働きかけ》」という構文で使われ、また、「移動しろ、移動しよう、

移動したい」「行け、行こう、行きたい」といった形態論的な形をとりうるので、これらには

共通のカテゴリカルな意味があると考えられ、それは《（人の）移動》と表すのがよさそうで

ある。ただそうすると、「移動する、行く、来る、……」に共通するカテゴリカルな意味とし

ての《移動》と、「行く、来る、……」の上位概念を表す単語としての「移動する」とが重なっ
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てしまう。また、「公園、庭、海辺、山」などの上位概念を表す単語は「空間」あるいは「場所」

であろうが、「空間」も「公園、庭、……」も「広い N-デ 遊ぶ」「N-ニ N-ガ ある／いる」「N-

マデ　歩く」などの構文をとることから、それを支えている共通のカテゴリカルな意味をもと

めると、それは《空間》あるいは《場所》と表現されることになろうから、重なってしまう。

17）

もうひとつの難しさは、非常に多くの単語にみられる文法的な性質をうみだすカテゴリカル

な意味は、語彙的な意味の上位概念とかぎりなく近づくことである。たとえば、「N-ヲ V」と

いう構文で用いられる「N」をさがすと、人、具体物、抽象物、動作、性質、等々さまざまな

名詞があり（「子供を育てる」「壺を運ぶ」「平和を愛する」「掃除をはじめる」「強度をたしか

める」など）、それらに共通するカテゴリカルな意味をもとめるとすると、それは《もの》と

しか表現しようがなく、これはすべての名詞の語彙的な意味の上位概念を表す単語ともいえ

る。18）

このように、カテゴリカルな意味は、語彙的な意味の上位概念と区別しにくいこともあるの

だが、単語の語彙的な意味の単なる上位性（包括性）ではなく、その単語の文法的な性質をう

みだしている側面であるという点が重要である。

なお、『分類語彙表－増補改訂版』(2004 国立国語研究所資料集 14 大日本図書 ) などに代表

されるシソーラス（意味分類体辞典 thesaurus）は、単語をもっぱら語彙的な意味の観点から

分類したものであり、分類に際して文法的な性質がいくらかは考慮に入れられたとしても、そ

れを手がかりとして分類されたものではない。一定の範囲の語類について上位語が示されてい

ることがあるが、それがそのままカテゴリカルな意味だとはいえない。

２．５．カテゴリカルな意味の交差性と段階性

宮島達夫 (1996:37) は、カテゴリカルな意味の性質について、「カテゴリー一般にいえること

だが、カテゴリカルな意味も、交差する。また、それは段階的でありうる。」としている。この「交

差する」「段階的である」ということについて、主としてここまでにみたカテゴリカルな意味

を例にして考えてみる。

まず、カテゴリカルな意味が「交差する」というのは次のようなことである。2.2 節の（イ）

で、動詞は、シテイル形のアスペクト的な意味をうみだすものとして《動作》か《変化》か《状

態》かのカテゴリカルな意味をもつこと、動作の対象を表す名詞の「N-ヲ」と組み合わさるか

否かという性質をうみだすものとして《働きかけ》か《非働きかけ》かのカテゴリカルな意味

をもつこと、さらに、命令形や勧誘形のようなモーダルな形式の成否にかかわるものとして《意

志》か《無意志》かというカテゴリカルな意味をもつことをみた。こられはそれぞれ異なる観



東京外国語大学論集第 91 号（2015） 17

点から捉えたものなので、この 3 種のカテゴリカルな意味は交差的である。

カテゴリカルな意味が「段階的である」というのは、これも 2.2 節（イ）であげた例でいうと、

対象を表す「N-ヲ」と組み合わさるという性質をうみだす《働きかけ》というカテゴリカルな

意味は、《物にたいする働きかけ》《人にたいする働きかけ》《事にたいする働きかけ》に分け

られ、このうち《物にたいする働きかけ》にはさらにその下位に《対象変化》、《付着》、《対象

移動》……というカテゴリカルな意味をみとめることができる。この《働きかけ》⊃《物にた

いする働きかけ》……⊃《対象変化》……というカテゴリカルな意味の関係は段階的である。

カテゴリカルな意味にこのような交差性と段階性があるので、ひとつの単語に、複数の観点

からとらえた複数のカテゴリカルな意味を、交差的・段階的にみいだせることが少なくない。

たとえば「（くるみを）割る」は、シテイル形が［動作の継続］というアスペクト的な意味を

うみだすものとして《動作》を、動作の対象を表す「N-ヲ」と組み合わさるという性質をうみ

だすものとして《働きかけ》を、意志形や勧誘形をとれるという性質をうみだすものとして《意

志》を、交差するカテゴリカルな意味としてもっている。このように考えて、「枯れる」は《変化》

と《非働きかけ》と《無意志》を、「（雨が）ふる」は《動作》と《非働きかけ》と《無意志》を、

「すわる」は《変化》と《非働きかけ》と《意志》を、それぞれ交差的にもっている。一方、「（く

るみを）割る」はまた、名詞との組み合わせの性質の点で、《働きかけ》性と《物への働きかけ》

と《対象変化》とを、段階的なカテゴリカルな意味としてもっている：

 ・くるみを 二つに　割る

 　　　　　　　　　《働きかけ》  ＋《動作》＋《意志》 

　　　　　　　　　　　　　　↳　《物への働きかけ》

 　　　　　　　　　　　　　　　　　↳　《対象変化》

２．６．語彙的な意味の多義・単義とカテゴリカルな意味

前節で、カテゴリカルな意味に交差性と段階性があることと関わってひとつの単語が複数の

カテゴリカルな意味をもつ例をみた。しかし、ある単語が複数のカテゴリカルな意味をもつあ

り方には、単語の多義・単義と関わってもう少し複雑な面がある。次の語は多義語であり、a

と b で語彙的な意味が異なっている：

 「間」　東京と横浜の a 間で事故がある　　　 ：　８時から９時の b 間に 宿題をする

 「あげる」　荷物を地下から屋上に a あげる　：　恋人に花を b あげる

 「甘い」　このケーキはとても a 甘い　　　　 ：　あの先生は学生に b 甘い
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多義語であってもその多義のすべてにおいて文法的な性質が異なるわけではないので、多義

ごとにカテゴリカルな意味が異なるというわけではないが、語彙的な意味の a、b、c、……が、

カテゴリカルな意味として a’、b’、c’、……をもつということも少なくない。たとえば上の「間」

についてみると、多義の a、b のうち、「a 間」は「N-デ」が［出来事の生じる場所］という文

法的な意味を表しており、「ｂ間」は「N-ニ」が［動作を行う時間］という文法的な意味を表

しているので、語彙的な意味の a、b がそれぞれ《空間》《時》というカテゴリカルな意味をもっ

ているといえる。また、「あげる」も、《働きかけ》性を共通にもちつつ、「a あげる」のほうは、2.2

節（イ）でみた［N《具体物》-ヲ　N《空間》-カラ　N《空間》-マデ / ヘ / ニ　Vt《対象移動》］

という構文をとり、「b あげる」は、［N《人》ニ　N《具体物》ヲ　Vt《授与》］という構文を

とるということにうかがえるように、語彙的な意味の a は《対象移動》、語彙的な意味の b は《授

与》という異なるカテゴリカルな意味をもっている。 

このように、「間、あげる」は多義語であり、その多義のそれぞれが、それぞれの文法的な

性質をうみだすカテゴリカルな意味をもっている。ただそのあり方は、2.5 節であげた例とは

異なり、「間」における《空間》と《時》、「あげる」における《対象移動》と《授与》との関

係は、単純に交差的とも段階的ともいいにくい。

また、語彙的な意味としてはひとつ（単義）であっても異なる文法的な性質を示し、それを

うみだすカテゴリカルな意味がみいだせる現象もある：

 a 大学に 勤める ： b 大学が 燃える ：ｃ大学で テニスを する

ここで使われている 3 つの「大学」は多義語とはいいにくく、いずれも、“学術の中心として、

広く知識を授け、深く専門の学芸を教授・研究するための学校。”（『大辞林』第三版、2006、

三省堂）という語彙的な意味である。単義である「大学」が a、b、c のような格形式をとって

動詞と組み合わさったとき、それぞれは［所属先］［変化の主体］［動作の場所］という異なる

文法的な意味を表している。それは、「大学」の語彙的な意味のなかに、異なる側面として、《組

織》の側面、《具体物》の側面、《空間》の側面があって、それが力を発揮することによるのだ

と考えられる：19）

 大学に 勤める　：　大学が 燃える　：　大学で テニスを する

 《組織》　　　　　　 《具体物》　　　　　 《空間》

 ［所属先］　　　　　 ［変化の主体］　　　 ［動作の場所］
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「本」も、「本を読む」「この本はむずかしい」においては《言語作品》としての側面が、「本

がやぶれる」「本をカバンに入れる」では《具体物》として側面がでている。「料理《具体物》

を客間に運ぶ」「花子は料理《動作》が手早い」、「駅前にケーキ屋さん《建物》ができた」「私

はケーキ屋さん《職業》になりたい」などもそうである。「監督」は、「監督が怒っている」「入

学試験の監督で疲れた」ではそれぞれ《人》《動作》だろうが、「監督をまかされる」はどちら

ともはっきりしないし厳密に区別する必要もない。ふたつの側面はとけあっている。

次の動詞も、異なる構文的なタイプ（2.2 節（イ）参照）をつくることから異なるカテゴリ

カルな意味がうかがえるが、多義語とはいいにくい：

 部屋を 花で 美しく かざる《対象変化》　：　部屋に 花を かざる《付着》

 テーブルを ぴかぴかに ふく《対象変化》  ：　テーブルの 汚れを ふく《除去》

 赤い毛糸を 手袋に あむ《対象変化》　　  ：　赤い毛糸で 手袋を あむ《生産》

「かざる」という動作には、現実の動きとして、物 A（部屋）の状態を物 B（花）を使って変

化させるという面があるとともに、物 B を物 A にとりつけるという面もある。「ふく」には、

何かがついていた物 A（テーブル）の状態をそれのない状態に変化させるという面と、物 A にくっ

ついていた物 B を取り除くという面がある。「あむ」には、物 A（毛糸）を物 B（手袋）の状態

に変化させるという面と、物 A を材料として物 B をつくりだすという面がある。現実の動きに

おけるこのような二面性がそれぞれ各動詞の語彙的な意味の側面に反映し、そのふたつの側面

がそれぞれの構文をうみだしている。では、次の例はどうだろう：

 子供《人》に 計画を 話す　　　：　子供《具体物》に ぶつかる

 池で 魚《生物》が 泳いでいる　：　魚屋に 新鮮な 魚《具体物》が ある

 廊下《空間》を 走り回る　　　  ：　廊下《具体物》を みがく

これらの単語は、ふつうは左側の側面がきわだつと思われる。しかし、《人》にも《生物》

にもある種の《空間》にも具体物性はあるので、右側のような使われ方にはそれが発揮されて

いる。

ひとつの語彙的な意味のなかにはふつういろいろな側面がある。それらがわかちがたくとけ

あっていていずれが主だともいいにくくてその意識もないような場合（上の「大学、かざる」

などがそうだろうか）もあり、ふつうはある側面が主として注目され、何らかの使用において

別の側面が発揮されるという場合（上の「子供、廊下」など）もあるようである。
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ひとつの単語が複数の文法的な性質を示すとき、それが多義のそれぞれのもつカテゴリカル

な意味によるものなのか（上の「間、あげる」）、ひとつの語彙的な意味の異なる側面が発揮す

るカテゴリカルな意味なのか（「大学、かざる」）を截然と区別することはむずかしい。大切な

のは、単語の文法的な性質をうみだしているのは、その単語の語彙的な意味の「全体」ではな

く、その「ひとつの側面」すなわちカテゴリカルな意味だということである。

２．７．「カテゴリカルな意味」はそれぞれの言語ごとに特有のものである

カテゴリカルな意味は、単語の文法的な性質との関係でみいだせるものなので、すべての言

語に普遍的なものとしてあらかじめ設定されているというものではない。たとえば、「結婚する」

という動詞は、｢ 人 -ヲ ｣（対格 accusative）ではなく ｢ 人 -ト ｣（共格 comitative）と組み合わ

さること、「V-アウ」という形にならないこと、という点で、日本語では次のような動詞群と

同じ文法的な性質をもつ：

 ・花子と結婚する、　*花子を結婚する、　*結婚しあう

 ・「結婚する、けんかする、仲直りする、争う、たたかう、待ち合わせる、対戦する、

拮抗する」

これらの動詞には、カテゴリカルな意味として《相互動作》をみいだすことができそうである。

｢N-ヲ ｣ とは組み合わさらないので《働きかけ》というカテゴリカルな意味はもたない。一

方、語彙的な意味としては「結婚する」に相当する英語の動詞「marry」は対格の名詞と組み

合わさるので（「Susan married John」）、「love、like、praise、admire、……」や「hit、break、

carry、……」などと同じく《働きかけ》というカテゴリカルな意味があると考えられる。「会う」

と「meet」、「信頼する」と「rely」、「卒業する」と「graduate」、「（部屋に）はいる」と「enter」

などの文法的な性質（格支配）の違いもよく知られている。20）日本語の単語と英語の単語と

で語彙的な意味は似ていても、文法的な性質が異なるとすれば、それぞれの言語において異な

るカテゴリカルな意味をもっているといえる。

３．「カテゴリカルな意味」という術語

３．１．奥田靖雄 (1974[1984])	他の「カテゴリカルな意味」

先にもふれたが「カテゴリカルな意味 categorical meaning」という術語が日本語の研究にお

いてはじめて用いられたのは、奥田靖雄 (1974[1984]) においてであると思われる。この論文

では、カテゴリカルな意味に言及する最初の箇所（p.48 セクション (8)）でのみ、「categorical 
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meaning」という書き方がされており、単語の「combinability21）」との関係で述べられている：

単語の combinability は、語彙的な意味を他の単語のそれにむすびつけていく、単語の

文法的な能力であって、それは、おそらく、単語の categorical meaning の機能である

だろう。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。これを関節にたとえてみるとよい。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。（奥田靖雄 1974[1984:48]）

ここで関節のたとえが出されているが、それは、単語が他の単語と構造的にむすびつく――

たとえば「くるみ」と「割る」が「くるみを割る」という組み合わせをつくり、「?くるみに割

る」という組み合わせはつくらない、また、「くるみで割る」という組み合わせ（［手段］と動作）

は「くるみを割る」（［対象］と動作）とは異なる構造である――という性質は、「くるみ」「割る」

とは別に存在する他の何らかの要素の機能によってもたらされるのではなく、「くるみ」「割る」

の語彙的な意味のなかに、ある単語とある形式で組み合わさって一定の文法的な構造をつくる

ことを支える側面（すなわちカテゴリカルな意味）があって、その機能によるのである、とい

うことだろう。カテゴリカルな意味のこのような性質は、ほかに次のような説明にもうかがえ

る：

カテゴリカルな意味は、単語において、語彙的な内容のなかにくいこんでいる形式的な

側面である。（奥田靖雄 1974[1984:49]）

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。それが単語に構造性をあたえる。（奥田靖雄 1974[1984:49]）

奥田靖雄 (1976[1984]) でも、「valence22）」との関係で、単語が他の単語と組み合わさる（結

合する）のは、その単語の語彙的な意味のなかのひとつの側面としてのカテゴリカルな意味だ

とのべられている：

ある単語がほかの単語とくみあわさって、構造的なむすびつきをつくるのは、その語彙

的な意味の全体においてではなく、そのカテゴリカルな意味においてである。valence

とよばれる単語の構文論的な特性は、カテゴリカルな意味がほかの単語のそれとむすび

つくときに発揮する特性である。（奥田靖雄 1976[1984:79]）
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奥田靖雄 (1974[1984]) ではまた、カテゴリカルな意味と単語の文法的な性質との関係につ

いて次のように述べられている：

このカテゴリカルな意味は、動詞についていえば、動作をめぐるさまざまな主体・客体

的な関係を反映しているだろう。あるいは、動作のさまざまなあり方、し方、duration

などを反映しているだろう。そして、それが形態論的な、あるいは構文論的な現象とか

らみあいながら、文法的なものとしてあらわれる。したがって、カテゴリカルな意味

は、当然、意味論的であり、かつ構文論的な分析からあかるみにでてくる。（奥田靖雄

1974[1984:49]）

カテゴリカルな意味は、現実の物や動きや性質などを名づけるものとしての、現実を反映す

るものとしての単語の語彙的な意味のなかにはいりこんでいる。そしてそれが、個々の単語の

語彙的な意味の個別性においてではなく、一般的な側面において、その単語の文法的な性質を

うみだしている。

このように、奥田靖雄 (1974[1984]) などにおける「カテゴリカルな意味」は、単語におい

て語彙と文法とがきりはなしがたいものとしてむすびついていること、単語が語彙と文法との

統一であることの根本にあるもの、ととらえられていたのだと思われ、次の文にもそれがうか

がえる：

単語の語彙的な内容の構造のなかにカテゴリカルな意味があるということは、文法的な

ものを単語からきりすてることのできないことをものがたる。あえてきりすてるとすれ

ば、語彙的なものがぼやけて、きえていく。それは不当な抽象であって、単語が単語で

あることをやめさせるだろう。（奥田靖雄 1974[1984:49]）

３．２．宮島達夫と S.D. カツネリソンのカテゴリカルな意味

奥田靖雄 (1974[1984]) に、S.D. カツネリソンと宮島達夫におけるカテゴリカルな意味につ

いて次のような言及がある：

カテゴリカルな意味については、С. Д. Kацнельсон の Tипология языка и речевое 

мышление 1972 г. Ленингрaд がまとまっている。日本人としては、宮島達夫が『動

詞の意味・用法の記述的な研究』（1972 年）のなかではじめてこの単語を使用している。

この問題をめぐって、ぼくはぼくなりの考え方を日本語の事実からひきださなければな
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らないのだが、その日本語の事実は、ぼくのかいた、連語論にかかわる、いくつかの論

文のなかにさしだされている。（奥田靖雄 1974[1984:51]、引用中の「連語論」については、

3.3 節でふれる）

そこでここでは、両者についてごく簡単にではあるが、奥田氏の「カテゴリカルな意味」と

の異同を考えてみる。宮島達夫 (1972) では、用語としては「カテゴリカルな意味」は使われ

ておらず、「語彙的意味の形式的側面／範ちゅう的側面」とされているものがそれに相当する。

そして、動詞の意味・用法の具体的な記述のなかで、種々の範ちゅう的側面が（必ずしもそれ

と明瞭にされているわけではないが）みいだされている。たとえば、「集める」と「つのる、

募集する」は類義語といえるが、空間的な到着点を表す名詞の「N-ニ」と組み合わさるのは、「集

める」だけで、「つのる、募集する」はそれができないという構文的な違いがある（「校庭に学

生を｛集める／ *つのる／ *募集する」）。このことから、「集める」には空間的な移動性がある

が、「つのる、募集する」にはそれがないという。23）また、相手との敵対行為を表す動詞のう

ち「あらそう、たたかう、わたりあう」などと「手むかう、はむかう、抗する」などとが、相

手を表す「N-ト」と組み合わさるか「N-ニ」と組み合わさるかに違いがある（「旧友とあらそ

う」vs.「親にはむかう」）ことに注目し、「あらそう」類には「相手と自分とが対等であり（す

くなくとも、対等でないことを積極的にはあらわしておらず）、行為が相互的」だという特徴が、

「手むかう」類には「相手が自分よりも強大、または積極的にたたかいをしかけた側で、行為

はこれに対する一方的なもの」だという特徴が、それぞれの共通の側面としてあることを見い

だしている（宮島達夫1972:688）。類義語における構文的な性質の違いを考慮することによって、

それをうみだしている語彙的な意味の特徴が範ちゅうとして明らかになることが種々示されて

いるといえる。

また、宮島達夫 (1972:671) は、文法的な性質と語彙的な結びつきとの関係について、「どの

ような上位概念に属する動作であるか、どのような範ちゅうにはいる動作であるかを明らかに

するのが、文法的な性質の役わりだといえるのであり、その範ちゅうのなかで、どのような特

徴をもつ単語であるかは、語い的な結びつきが明らかにする」とも述べている。上の類義語の

ような例は重要であるものの、文法的な性質の役割は、単語がどの上位概念（範ちゅう）に属

するのかを明らかにするのに発揮される（そして、それにとどまる）と考えられている。

このようなことから、宮島達夫 (1972) の「範ちゅう的な意味」は、むしろ語彙的な意味の

上位概念に近いともいえる。あるいは、必ずしもそうではないにしても、語彙的な意味におけ

る上位・下位、類義、多義といった体系性をうきたたせるものとしての範ちゅう的な意味とい

う面が強いということかもしれない。24）



カテゴリカルな意味（上）
―その性質と語彙指導・文法指導―：早津　恵美子

24

なお、単語と単語の組み合わせ（結合）ということについて、奥田氏は次のように、文法的

な結合能力と語彙的な結合能力 25）を区別する必要を述べている：

文法的な結合能力が単語のカテゴリカルな意味に規定されているとすれば、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。カテゴリカル

な意味にもとづく文法的な結合能力が、文の、あるいは連語の構造的なタイプをうみだ

していくのだが、語彙的な結合能力は、ある単語がある単語とくみあわさる、というこ

とだけのことである。（奥田靖雄 1984:309[ あとがき ]）

宮島達夫 (1972) の「範ちゅう的な意味」が直接的に語彙的な結合能力のことだけをさして

いるわけではないが、奥田氏の「カテゴリカルな意味」と宮島氏の「範ちゅう的な意味」の捉

え方には、奥田氏自身の次の説明にあるような両氏の研究対象・研究方法の違いが反映してい

るのだろう：

ぼくは、連語の調査のなかで、結合能力にしたがいながら、動詞をグループにわけてい

る。そして、ひとつのグループにまとまる動詞をその語彙的な意味の観点から一般化す

ることによって、そこに共通性のあることを指摘している。この共通な意味に《カテゴ

リカルな意味》という用語をあてたのは、ぼくとしてはここ（早津注：奥田 1974）が

はじめてである。宮島達夫が語彙的な意味の研究からここ（早津注：「範ちゅう的な意味」）

に到着したとすれば、ぼくは連語の研究からそうなる」（奥田靖雄 1984:309[ あとがき ]）

次に、先に奥田靖雄 (1974[1984]) の引用としてあげた Kацнельсон の論考についてだが、

筆者（早津）はこの原文を未見であり 26）間接的にしか述べられない。鈴木重幸 (1989) に、奥

田靖雄 (1974[1984]) とカツネリソンのいう「カテゴリカルな意味」の違いについて次のよう

に説明されているのが参考になる：

S.D. カツネリソンは《カテゴリカルな意味》を単に語彙的な意味の一般化と規定して

いるが、奥田は文法的な意味との関係のなかにおける、語彙的な意味の一般化であると

している。（鈴木重幸 1989:32）

カツネリソンのいう「カテゴリカルな意味」27）は、むしろ宮島達夫 (1972) の範ちゅう的な

側面に近く、奥田氏の、文法的な性質との関係のなかでみとめるカテゴリカルな意味、語彙と
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文法を統一するかなめとなるカテゴリカルな意味とは異なるということなのだろう。

３．３．カテゴリカルな意味をみとめる範囲

奥田靖雄 (1974[1984]) では、先に 3.1 節で紹介した「categorical meaning」の説明のあと、

セクション（10）において、「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」（奥田靖雄 1974[1984:48]）として、動詞の自動・他動性、再帰性（「（服を）きる、（帽子

を）かぶる」）、相互性（「たたかう、あらそう」）、生産性（「わかす、たく」）、terminative と

non-terminative、28）意志と無意志、名詞における空間名詞と時間名詞などをあげ、これらはい

ずれも「カテゴリカルな意味にもとづいている」と述べている。この奥田靖雄 (1974[1984])では、

これら以外に具体的にどのようなカテゴリカルな意味がみいだせるのかについて示されてはい

ない。また、奥田氏の他の論考においても、日本語においてどのようなカテゴリカルな意味が

みとめられるのかが積極的に提示されているわけではない。

奥田氏のとらえていたカテゴリカルな意味は、なによりもまず、連語（二つの自立語の従属

的なむすびつき）29）についての氏の一連の研究 30）をささえていたと思われ、そこにうかがえる。

これらにおいてはカテゴリカルな意味という術語は使われていないのだが、名詞と動詞とから

なる構造的なむすびつき（「くるみを割る」「床におちる」「電話で話す」）を連語タイプに分け、

連語タイプの体系性が明らかにされている。それは、名詞と動詞の組み合わせの多様な言語事

実を、カテゴリカルな意味という概念を用いて分析することによってこそなされたのだと思わ

れる。これらの連語研究についてここで詳しく紹介することはできないが、たとえば、「N-ヲ」

と動詞との組み合わせからなる連語についていえば、まず大きく「対象的なむすびつき」と「状

況的なむすびつき」に分け、前者を「対象的なはたらきかけ」「所有のむすびつき」「心理的な

かかわり」に分け、このうち「対象的なはたらきかけ」を「物にたいするはたらきかけ」「人

にたいするはたらきかけ」「事にたいするはたらきかけ」に分け、というように分けていって、

それぞれ独自の文法的な構造（名詞と動詞のカテゴリカルな意味とそのむすびつき）をもつ連

語タイプを見いだす。これらのごく概略を示すと次のようになる：

 対象的なむすびつき

 　対象的なはたらきかけ

 　　物にたいするはたらきかけ 31） ：くるみを割る、荷物を運ぶ、赤飯をたく

 　　人にたいするはたらきかけ ：赤ん坊をねかす、秘書をやとう

 　　事にたいするはたらきかけ ：回転を速める、信頼をきずく

 　所有のむすびつき  ：財産をゆずる、プレゼントをもらう
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 　心理的なかかわり  ：空をみる（認識）、用事を伝える（通達）、

       子供をほめる（態度）、決心をかためる

       （モーダルな態度）、英語を話す（内容規定）

 状況的なむすびつき  ：道を歩く、楽しい夏休みを過ごす

そしてその過程で、連語タイプと連語タイプとの間の相互関係 32）を確認することによって、

全体としての連語タイプとその体系性が明らかにされている。33）

さてここで、奥田氏がカテゴリカルな意味としてどのような範囲のものをみとめていたの

かについてあらためて考えてみる。奥田靖雄 (1974[1984]) では、この節の初めにみたよう

に、「伝統的な言語学」でいう自動・他動性、再帰性、相互性、生産性、terminative と non-

terminative、意志と無意志、空間名詞と時間名詞などをカテゴリカルな意味によるものだという。

また、奥田靖雄 (1977[1984]、1978[1984]) では、2.2 節の（イ）であげた《動作》《変化》《状態》

をみとめている。一連の連語の研究においては、上にあげた種々の連語タイプにおいて、それ

ぞれの動詞に独自のカテゴリカルな意味を見いだしており（2.2 節でふれた《対象変化（奥田

氏は「もようがえ」）》《付着（とりつけ）》なども）、名詞についても、《人》《物》《事》《空間》

《時》《具体》《抽象》《現象》などがみいだされている。

これらのうちには、《意志》《無意志》、《動作》《変化》《状態》、《働きかけ（他動）》《非働き

かけ（自動）》、《人》《物》《事》のように、比較的多くの単語類にみとめることができて動詞・

名詞をそれによって下位分類できるようなものが比較的多い。《対象変化》《付着》……なども「物

に対するはたらきかけ」を表す他動詞を構文論的な性質によってこの 6 類に分けるものである。

つまり、奥田氏は、文法的な性質を同じくする比較的大きな範囲の単語類について、カテゴリ

カルな意味をみいだしているようである。それに対して、宮島氏の「範ちゅう的な側面」は、《意

志》《無意志》などもとりあげる一方で、3.2 節でみたように、小さな範囲の動詞類に共通にみ

とめられる意味的な側面も含んでいる。奥田氏の「カテゴリカルな意味」が上のようなもので

あるのは、氏が「カテゴリカル」というときの「カテゴリー」が、単に「一般に、同じ性質の

ものが属すべき範囲、部門。範疇。」（『日本国語大辞典』第二版 第三巻、2002、小学館）とい

うのではなく、「哲学で、アリストテレス以来の用語。事物を分類する際、もはやそれ以上に

分けることのできない、最も根本的、一般的な基本概念（属性、量、状態、関係等）。最高の

類概念。範疇。」（同）という哲学用語としてのカテゴリーであるということなのかもしれない。

一方で、宮島達夫 (1972) の語彙研究においてみいだされるカテゴリカルな意味のうちには、

それほど多くの単語に見だせるものでなく、それによって単語を分類するというのにはなじま

ないものもあるが、いずれも、単語の性質の解明にとって重要な手がかりになりうる。先述の、
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「人と｛あらそう／たたかう｝」となる動詞類と「人に｛はむかう／手むかう｝」となる動詞類

との語彙的な意味の中に、類としての共通な側面、一般的な側面がみいだせるというのも、単

語の構文論的な性質が語彙的な意味に規定されていることを示すものである。

「カテゴリカルな意味」「カテゴリー」を、どのレベル・幅で捉えるのが「正しい」のかは自

明のことではない。本稿（「カテゴリカルな意味（上）－その性質と語彙指導・文法指導－」）

では、比較的小さな範囲の単語群の中にみられるものもふくめて「カテゴリカルな意味」とみ

なすことの可能性を考えてみた。このように捉えることが日本語教育における語彙指導・文法

指導においてどのように応用できるかの具体的な事例は、別に「カテゴリカルな意味（下）－

その性質と語彙指導・文法指導－」としてまとめる予定である。

注

1) カテゴリカルな意味については早津恵美子 (2009) でも述べた。本稿のとらえ方がそれと異なっている

わけではないが、日本語教育における語彙指導・文法指導への応用という点を意識して、あらためて

その性質を考察する。

2) (1) のそれぞれの単語にあたる他の言語（英語、韓国語、中国語、アラビア語をはじめどの言語でも）

の単語がわかったとしても、その言語の文法を知らなければ文をつくることはできない。

3) 言語学の授業などで、ある言語の文法的な性質を概説するのであれば、その言語の具体的な単語の例

をあげないまま、たとえば「この言語の品詞には、名詞、動詞、形容詞、……などがある」「この言語

の名詞の格は、主格、対格、など 10 種類ある」「動詞に語形変化がある」「文の基本的な語順はいわゆ

る SOV 型（主語 - 目的語 - 動詞（述語））である」といった説明をすることがありうるが、言語の教育

においてはそうはいかない。 
4) 名詞の語形変化を、動詞の場合の「活用 conjugation」と区別して「曲用 declension」ということがある。

5) 〔名詞・形容動詞〕とされることもあるが、ここにあげた語は他の名詞を修飾するときに「～な」では

なく「～の」となるし（「*はだしな人」「はだしの人」）、程度副詞による修飾も受けない（「｛*ずいぶ

ん／ *とても｝はだしだ」）ので、形容動詞らしいともいえない。

6) 「N-ノ」も「はだしの子供」「半熟の卵」「ほんとうの話」のように、修飾される名詞の状態や性質を述

べるものにほぼ限られ、「本」や「事故」が、「本の -｛重さ／色／値段／カバー／タイトル／内容／著

者／コピー／販売／売上／売場／書き込み／……｝」、「事故の -｛原因／後始末／発生／経過／影響／

時間／場所／関係者／再発／記憶／悲惨さ／重み、……｝」のように多様な観点から他の名詞を修飾す

るのと異なる。

7) この e-2 類の「で」は「に」に言いかえることができ、意味もそれほどかわらないようにみえる（「8
時｛で／に｝店が閉まる」「3 月｛で／に｝会社を辞める」「9 月｛で／に｝春学期が終わる」）。しかし、

「8 時に店があく」「4 月に会社にはいる」「10 月に秋学期が始まる」などの「に」は「で」にすること

はしにくい（「?8 時で店があく」「?4 月で会社にはいる」など）。それは組み合わさる動詞の意味と関わっ

ており、「で」によって時間が表されるのは、続いていたことが終了することを表すような場合にほぼ

限られる。e-2 類の文法的な意味を［続いていた動作が終わる時点］としたのはそのためである。

 　なお、e-1 類と e-2 のこの違いは、e-1 類の名詞は「3 ケ月旅行した」「2 時間歩いた」のようにその

まま用いられるのに対して、e-2 類は「*8 時起きた」「*3 月国へ帰る」とはいえず、「8 時に」「3 月に」

としなければならないという性質にも現れる。
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8) 「先輩、後輩」も同じような文法的な性質をもつ（「僕は太郎より少し先輩だ」）のは、ある種の時間軸

上の位置という側面があるからだろう。

9) 奥田靖雄 (1977、1978)、工藤真由美 (1982) を参照。これより前、金田一春彦 (1950) は、動詞がシテ

イル形で用いられるか否か、そしてその時の文法的な意味はなにかに注目し、シテイル形が「動作が

進行中である」ことを表すものを「継続動詞」（「本を読んでいる」「字を書いている」）、シテイル形が

「その動作・作用が終ってその結果が残存している」ことを表すものを「瞬間動詞」（「人が死んでいる」

「電燈が点いている」）とし、シテイル形が用いられずスル形が「状態」を表すものを「状態動詞」（「机

がある」）、つねにシテイル形で用いられ「ある状態を帯びること」を表すものを「第四種の動詞」（「山

がそびえている」）、とした。シテイル形の成否および成り立つときの文法的な意味が考慮されている

点で奥田靖雄 ( 同 ) などの捉え方と同じともいえる。しかし、各類の動詞に共通する側面として、奥

田靖雄 ( 同 ) などでは主体の動作なのか主体の変化なのかが問題にされるのに対して、金田一春彦 ( 同 )
では動作の時間の長さ（継続性）が主に問題とされている点が異なる。さらに、前者ではシテイル形

をスル形と対立するものとして、積極的に両者のアスペクト的な意味が探られるのに対して、後者に

はそういう観点がないところも大きな違いである。なお、金水敏 (2000) に両者の立場の紹介がある。

10) 本文中の動詞も含め、それぞれ次のような動詞がある：

 a 類：《動作》というカテゴリカルな意味をもつ動詞

走る、歩く、笑う、泣く、切る、こわす、やぶる、運ぶ、積む、つくる、掘る、たたむ、たたく、食べる、

読む、書く、話す、（テレビを）みる、調べる、数える、（雨が）降る、（風が）吹く、など

 b 類：《変化》というカテゴリカルな意味をもつ動詞

凍る、枯れる、くさる、湿る、ふくらむ、切れる、こわれる、やぶれる、倒れる、冷える、温まる、

ぬれる、死ぬ、育つ、太る、やせる、老ける、結婚する、など

 c 類：《状態》というカテゴリカルな意味をもつ動詞

 c-1 類　ある、（人が）いる、（金が）いる、（費用が）かかる、（碁が）できる、など

 c-2 類　そびえる、ありふれる、ずばぬける、すぐれる、こみいる、奥まる、など

 c-3 類　異なる、違う、おとる、など

11) それぞれ次のような動詞がある：

 a 類：《意志》というカテゴリカルな意味をもつ動詞

帰る、来る、走る、遊ぶ、歩く、こわす、塗る、積む、たたく、つくる、掘る、読む、書く、調べる、

食べる、飲む、見る、にらむ、吸う、など

 b 類：《無意志》というカテゴリカルな意味をもつ動詞

老ける、老いる、汗ばむ、（病気に）かかる、青ざめる、むせる、（おなかが）すく、（足が）しびれる、

疲れる、発熱する、死ぬ、／　（雨が）ふる、晴れる、曇る、凍る、くさる、枯れる、折れる、こわれる、

やぶれる、ふくらむ、冷える、温まる、染まる、ぬれる、湿る、など

12) それぞれ次のような動詞がある：

 a 類：《働きかけ》というカテゴリカルな意味をもつ動詞

こわす、割る、染める、塗る、積む、置く、おろす、運ぶ、たたく、つくる、掘　る、ほめる、あげる、

読む、書く、調べる、食べる、など

 b 類：《非働きかけ》というカテゴリカルな意味をもつ動詞

笑う、泣く、疲れる、太る、やせる、老ける、遊ぶ、眠る、死ぬ、／（雨が）ふる、晴れる、冷える、

折れる、こわれる、倒れる、腐る、枯れる、染る、など

13) 奥田靖雄 (1968-1972) では、物に対する具体的な働きかけを表す他動詞として、これら 3 類を含め 6 類

があげられている。他の 3 つは、《除去》「（溶液から不純物を）とりのぞく」「はずす、抜く、引き抜く」、

《接触》「（ドアを）たたく」「さわる、なでる、さする」、《生産》「（湯を）わかす」「編む、掘る、築く」

である。

14) 上の形容詞も含め、他に次のようなものがある：
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 a 類：《感情》というカテゴリカルな意味をもつ形容詞

楽しい、悲しい、くやしい、寂しい、うれしい、なつかしい、いやな、面倒な、痛い、まぶしい、暑い、

寒い、など（「痛い」以下を《感覚》とすることもある）

 b 類：《属性》というカテゴリカルな意味をもつ形容詞

重い、軽い、長い、短い、大きい、小さい、広い、狭い、濃い、薄い、にぎやかな、静かな、巨大な、

など

15) 上の副詞も含め、次のようなものがある：

 さっぱり、のろのろ、はっきり、はきはき、ゆったり、ひっそり、しっかり、しんなり、のびのび、

ふらふら、きびきび、いきいき、さっそうと、堂々と、溌剌と

16) 「公園に行く」「公園へ行く」における「N-ニ」と「N-ヘ」の文法的な意味は、まったく同じとはいえ

ないものの大きな違いはなさそうである。

17) さらに、文法的な意味としても「空間」や「場所」という単語を使う必要があることがある（［動作を

行う場所］など）。本稿では、カテゴリカルな意味を表すものとしては《空間》を、文法的な意味とし

ては［場所］を用いているが、たしかにややこしい。

18) こういった点については、早津恵美子 (2009) の 3.2 節などでより詳しく検討した。

19) 宮島達夫 (1996) では、このような事実を言語学的にどう扱うかについて、先行の諸研究を紹介しつつ

様々な捉え方が検討されている。またひとつの語彙的な意味に複数のカテゴリカルな意味がみとめら

れる現象を「カテゴリー的多義（性）」とよんでいる。

20) 日本語と韓国語とでも「会う」と「만나다」、「乗る」と「타다」は組み合わさる名詞の格が異なるという。

21) ここで奥田氏のいう「combinability」は、奥田靖雄 (1984) の「あとがき」(p.309) における「結合能力 
valence  combinability のことを……、ぼくは《単語の語彙的な意味が構造的なむすびつきのなかで発

揮する、構文論的な特性》と規定している」という記述にうかがえるように、注 22 で説明する「valence」
とほぼ同じことをさしていると思われる。

22) 「valence」はもともと化学用語で「原子価」のことをいう（ドイツ語 Valenz）。言語学の用語としては

日本語でふつう「結合価」と訳され、英語では「valence」の他に「valency」ともいう。主として動詞

が、文の中でその意味を明瞭に表すのに必須の要素としてどのような名詞をいくつ必要とするかをい

う。「走る、割れる」は主体を表す名詞があればいいので結合価は「1」、「割る、食べる」は主体と対

象を表す名詞が必要なので結合価は「2」、「ゆずる、もらう、伝える」はそれらに加えて、授受や発話

の相手を表す名詞が要なので結合価は「3」である。日本語については、寺村秀夫 (1982)、石綿敏雄・

荻野孝野 (1983)、成田徹男 (1983)、仁田義雄 (1986)、森山卓郎 (1988) などにおける動詞の研究に、必

ずしも結合価という術語が使われてはいないが、この考え方が積極的にとりいれられている。宮島達

夫 (2005) にはドイツやロシアでの関連する研究が紹介されており、小泉保他編 (1989)『日本語基本動

詞用法辞典』は動詞の結合価を名詞の種類とともに示している。ただし、奥田靖雄 (1976[1984:84]) は、

単語の valence の研究と連語の研究とは「まったく研究の領域がことなっている」という。前者は「い

ちいちの単語の構文論的な特性を総体としてとらえなければならない」のに対して、後者は「さまざ

まな構造的なむすびつきを実現する連語をタイプに整理しながら、体系のなかに関係づけなければな

らない」という。たしかに、valence の研究の成果は辞書によって示すこともできるだろうが、連語の

研究はそういうものではなさそうである。

23) 2.4 節の最後にふれた『分類語彙表－増補改訂版』(2004) では、「集める」と「つのる」がともに［2.155
集合］の類に、「募集する」が［2.1550 合体・出会い・集合など］と［2.366 請求］の類になっていて、

構文的性質の違いは反映されていない。

24) 宮島達夫 (1972) には、巻末に事項の索引があるが、そこには「範ちゅう的な側面」はない。またここ

でいう意味としての「形式的な側面」も索引にない。

25) ここで「語彙的な結合能力」というのは、たとえば、「いななく、さえずる」は動物が「なく」ことを

表すが、それぞれ「馬がいななく、鳥がさえずる」というように結合する名詞が固定されていること、
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あるいは、着衣を表す他動詞が「｛上着／セーター｝を着る」「｛靴／ズボン｝をはく」「｛帽子／頭巾｝

をかぶる」のように身につける物を表す名詞によってほぼ固定していること、などをさしている。

26) 2009 年 10 月 26 日と 12 月 14 日に東京外国語大学において、湯本昭南氏（東京外国語大学名誉教授）

によって、カツネリソンのこの論文の湯本氏による日本語全文訳をもとにした学生対象の特別講義が

行われ、筆者も学生たちとともに参加した。そこからも、ここで引用した鈴木重幸 (1989) の指摘はそ

の通りだと思われる。

27) カツネリソンの論文で用いられている術語は「категориальное」であり、「カテゴリアル（categorial）」
にあたる。また鈴木重幸 (1989:31-32) では、「単語の語彙的な意味のなかの一般的な意味特徴―カテゴ

リカルな意味―」という言い方がされている。「カテゴリカル」と「カテゴリアル」、「一般的な意味特徴」

と「カテゴリカルな意味」との違いははっきりしないが、区別して考えなくてもよいように思われる。

28) 「terminative」は「限界性」と訳され、動詞がその性質をもつか否かで「限界動詞」「無限界動詞（非

限界動詞）」という類がたてられることがある。限界動詞とは「切る、貼る、着く」のように、切断な

り付着なり到着なりが達成した時点でその動きが時間的な限界に達するということを語彙的な意味の

なかに含み持っている動詞、無限界動詞（非限界動詞）とは「走る、流れる、笑う、まわす」のように、

その動きが限界点に達することが語彙的な意味のなかには含まれていない動詞である。限界動詞は「糸

を切った」「駅に着いた」といえばその動きが達成され終わったことが表されるのに対して、無限界動

詞は「太郎が走った」「水が流れた」だけではそれがはっきりしない（「｛3 キロ／ 1 時から 2 時まで｝走っ

た」のように限界点を言語的に示せば達成したことが表される）。前者は「太郎が駅に着いた。切符を買っ

た。電車に乗った。」というシタ形の連続が動作の順次的連鎖を表現でできるが、後者の「太郎が走った。

笑った。腕をまわした。」は必ずしもそうではない。奥田靖雄 (1994)、工藤真由美 (1995)、金水敏 (2000)
などを参照。

29) 「連語」という術語に種々の用法があることは、野間秀樹 (2012) の脚注 (66) に簡潔に説明されている。

30) 一連の研究とは、奥田靖雄 (1960)「を格のかたちをとる名詞と動詞とのくみあわせ」、奥田靖雄 (1962)
「に格の名詞と動詞とのくみあわせ」、奥田靖雄 (1967)「で格の名詞と動詞とのくみあわせ」、奥田靖雄

(1968-72)「を格の名詞と動詞とのくみあわせ」であり、いずれも、言語学研究会編 (1983) におさめら

れている。

31) 「物にたいするはたらきかけ」が、さらに 6 つの類に分けられる（注 13 参照）。

32) ここで「相互関係」というのは、ほぼ同じ現実を二つの連語タイプであらわせる場合があること（「壁

をペンキでぬる《対象変化》」⇔「壁にペンキをぬる《付着》」、「白菜をキムチに漬ける《対象変化》」

⇔「白菜でキムチを漬ける《生産》」）や、要素の単語のカテゴリカルな意味がかわると連語タイプが

かわること（「封筒《具体物》に切手《具体物》をはる《付着》」⇔「子供《人》にお菓子《具体物》

をあげる《授与》」⇔「秘書《人》に予定《情報》を伝える《伝達》」）といったことである（2.2 節の（イ）

や 2.6 節を参照）。

33) このことは、奥田靖雄 (1984) の巻末で、自身の具体的な連語研究におけるカテゴリカルな意味の概念

と、それを理論化した論文としての「単語をめぐって」（1974[1984]) との関係について述べているこ

と（3.2. 節の最後のほうで引用した奥田靖雄 1984：309［あとがき］を参照）や、奥田靖雄 (1963) で
の説明にもうかがえる。したがって、奥田靖雄 (1974[1984]) における「カテゴリカルな意味」という

術語自体は、宮島達夫 (1972) の「範ちゅう的な側面」や S.D. カツネリソンの論文よりも後であるが、

概念としてはそれらよりも早く意識されていたといえる。 
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Categorical Meaning of a Word as a Linkage between  
Lexicon and Grammar(1) 

―The Nature of Categorical Meaning and its Relation to 

Teaching Japanese―

HAYATSU Emiko

The aim of this article is to provide the importance of ‘categorical meaning’ as a linkage 

between vocabulary and grammar.  A word has its own lexical meaning, namely referential 

meaning, as well as its own grammatical (both morphological and syntactical) characteristics. 

Here, morphological characteristic means whether or not a word can change its form 

grammatically, and if it can, what kind of changes would take place; syntactical characteristic 

means how a word is combined with other words when they are composed into a sentence.

When a word is used as an element of a sentence, it not only expresses its lexical meaning 

but also expresses its grammatical meaning (namely its semantic role) in that sentence at the 

same time. This correlation between lexical and grammatical features is thought to come from a 

‘categorical meaning’ of each word. The categorical meaning of a word could be thought as an 

aspect which is included in its lexical meaning and brings about its grammatical characteristics 

in a sentence, and the words showing the same grammatical characteristic have the same 

categorical meaning in common. In this paper，I demonstrated many kinds of categorical 

meanings in Japanese.




