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日本語の名詞が畳語の形で擬態的な意味を表す問題について
―コーパスの役割も同時に考える―

徐一平 （北京外国語大学）
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一、はじめに
　日本語に擬音語・擬態語が多いことは、日本語の特徴の一つと考えられている。日本語の
辞書には、擬音語 ･ 擬態語を専門に扱う辞書もある。よく使われるものとしては東京堂出版
の『擬音語・擬態語辞典』（1978、天沼寧編、収録語数 1562）と角川書店出版の『擬音語・
擬態語辞典』（1979、浅野鶴子編、収録語数 1647）などがある。そして、これらの擬音語 ･
擬態語の中では、ABAB 型構造をなしているものが最も多い。そのような擬音語・擬態語
の影響を受けたのかどうか分からないが、日本語の中には、以下のような言語現象も観察さ
れている。
　（1）子猫をもらうという事について相談はしばしば受けたようであるが、積極的に同意は
まだしなかったはずであった。しかし今眼前にこの美しい、そして子供子供した小動物を置
いて見ているうちに、そんな問題は自然に消えてしまった。（『ねずみと猫』）　
　（2）いかにも一茶のような俳人を生んだ田舎らしい面がまえだ。そういう田舎田舎した部
落と、例のハイカラな外人部落とが、一つの木戸ごしに、お互に無頓着そうに背中合わせに
なっている。（『晩夏』）

つまり、もともと名詞だった「子供」と「田舎」は、畳語の形に使われて「子供子供した」
と「田舎田舎した」の形になると、一種の「擬態」的な意味になるのである。用例（1）の
中の「子供子供した小動物」は「いかにも子供のようなかわいらしい小動物」という意味を、
用例（2）の中の「田舎田舎した部落」は、「いかにも田舎っぽい部落」という意味を、それ
ぞれ表しているのである。

では、どのような名詞がこのように重ねて使われると、このような意味になるのか、そして、
そのような名詞はまたどのように使われているのか、といった問題については、あまり研究
されたことがなく、いまだに良く分からないようである。1 このような問題は、あまりにも
周辺的な問題で、そして日本語母語話者の日本人にとっては、それほど重要な問題ではない
かもしれない。或いは、このような表現はあまりにも少ないために、それを明らかにするに
は、あまりにも難しいために、看過されてきてしまったのかもしれない。しかし、たとえ周
辺的な表現であっても、日本語を学ぶ外国人にとっては、やはりある程度分かるような説明

1 この問題について、筆者は1982年に北京外国語大学の卒業論文を作成するときには既に気がついたのだが、当時北京外国
語大学に来ている専門家青木五郎先生（京都教育大学教授）や大平学校に教えに来られた金田一春彦先生にもご教示を
いただいたことがある。両先生はいずれも、これは面白い問題だから調べなさいと言われたが、しかし当時のような条件で、本
日のような結果を出すにはほとんど不可能に近かった。



日本語の名詞が畳語の形で擬態的な意味を表す問題について ―コーパスの役割も同時に考える―：徐一平154

がされてほしいし、そして、今のようにコーパスが構築されている昨今では、たとえ少ない
表現でも調べることも可能になったので、今回は、この問題を取り上げたわけである。また、
この問題を通して、改めて、コーパスの日本語研究における役割を考えてみたいと思う。

二、日本語名詞の畳語用法
現行の『青空文庫』『新潮文庫』『日本語書きことば均衡コーパス全データ』などのコーパ

スを利用して検索すると、以下の表 1 が示すような、17 語と 45 例の名詞畳語用法のデータ
が得られた。

青空文庫 新潮文庫 均衡コーパス
子供子供 15 4 3
小供小供 1
子ども子ども 1
女の子女の子 2
むすめむすめ 1
少女少女 1
坊ちゃん坊ちゃん 1
おばあちゃんおばあちゃん 1
年寄り年寄り 1
素人素人 1 1
百姓百姓 1
教祖教祖 1
悪魔悪魔 1
田舎田舎 2
接続詞接続詞 3
小説小説 1
病気病気 1
元気元気 1
丈夫丈夫 1

26 6 13
表 1：日本語の名詞が畳語の形で擬態的な意味を表すデータ表

表 1 から分かるように、この用法は「子供」という語に集中しているようで、全部で 24
例もあり、全用例の約 53% を占めている。そして、例（1）が示している「子供子供」の表
記形式のほかに、「小供小供」や「子ども子ども」のような表記形式もある。
（3）「おい、あぶないよ、此方を歩かないといけないよ」小柄な色の白いまだどこか小供

小供したところのある男は細かい神経を持っていた。（『陳宝祠』）
（4）これは、ずっと後にそう思ったことであるが、かれはどこかキューピーに似ていると

ころがあり、子ども子どもしていた。（『宇宙の迷子』）
そのほかの語の用例は、いずれも 1、2 例しかない。でも、それらの例を通してみると、「子
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供」のほかに、このように使われているのは「女の子」「むすめ」「少女」「坊ちゃん」「おば
あちゃん」「年寄り」など、いずれも人の年齢や身分などと関連する語である。
（5）2 人のナナが居ます。1 人はバンドをやっているかっこいい女の子で、もう 1 人は女

の子女の子した感じの優しい子で、同じ名前だからと「ハチ・ハチ公・ハチ子」などのあだ
名で呼ばれています。（Yahoo! 知恵袋）
（6）「お宅はなんともありませんでしたか、たいへんなことになりました」むすめむすめ

した商売屋のお神さんらしくない洋食屋のお神さんが、涙ぐましい声で挨拶した。（『変災序
記』）
（7）乙女には視野の広さと洗練されたセンスが不可欠だ。ちなみに「ガーリィ」とは、も

う少し少女少女した趣味を指す。（『中国新聞』2002/2/24）
（8）その息子は丸顔の坊ちゃん坊ちゃんした可愛い顔をしていた。（『田舎教師』）
（9）来年還暦を迎えようとしている瑠美子は、同年代の女性としては比較的大柄で、おば

あちゃんおばあちゃんしていない。（『週刊朝日』2001 年 7 月 13 日号）
（10）端的にいって、年齢にかかわらず、いかにも年寄り年寄りしている人は話してみる

と気力を失った人間でしかない。（『老いてこそ人生』）
更に「素人」「百姓」「教祖」「悪魔」などのような語も、ある意味でやはりその人物のあ

る特徴と関係のあることばで、それも入れると、11 語になり、日本語名詞が畳語の擬態的
な意味を表す表現の 65% を占めることになる。
（11）「ここの女郎は、皆亭主持ちなんだぜ！そして、みんな自分の家を持ってるんだぜ、

自分の家へ連れていくんだぜ、素人みたいなのや、かと思うと芸妓も及ばないようなのがい
るんだぜ。そして、皆素人素人してるんだぜ。まるで自分の家へ帰ったようなものだぜ。日
本一だ！」（『海に生くる人々』）
（12）叔父や兄貴の百姓百姓した風体が、何となく気にかかった。でも厭でたまらぬとい

うほどでもなかった。（『新世帯』）
（13）その年齢のわりには顔の艶もよく、まさに太陽を思わせる丸顔で、ふくよかな体型

の持ち主である。およそ教祖教祖した威厳や神秘性とはほど遠く、表現は悪いが、一見して
田舎のおっかさん、といった印象だ。（『にっぽん新・新宗教事情』）
（14）「あんた、悪魔だろう。もっと、この、いかにも悪魔悪魔した武器はないのかね」悪

魔は弾倉の弾丸をたしかめながらいった。 （『ブンとフン』）
以上の語のほかに、残りの 6 語は、「田舎」「接続詞」「小説」も何か特殊性を帯びた語であり、

「病気」「元気」「丈夫」はいわゆる「形容動詞」の語幹（体言形式）が重ねて使われる形で、
もともとある意味「状態」の意味を帯びているので、畳語の形になるとその状態的な意味が
より顕著に見られたわけであろう。
（15）お庄は日焼けのした丸い顔や、田舎田舎した紅入り友染の帯を胸高に締めた自分の

姿を見て、ぼッとしていた。（『足迹』）
（16）傍線が接続詞と接続助詞であるが、目立った特徴は、「いかにも接続詞接続詞した」

接続詞（たとえば「しかし」「そして」「すると」「それで」「だから」「ところが」など）の
見当らないことだろう。（『私家版日本語文法』）
（17）なにしろ、そのころ、私はありとあらゆる常識や作法をひっくりかえそうと思って
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おり、ほかにいくらでも、いかにも小説小説した終り方があったのだが、もっとも小説作法
から外れていると思われるこの終り方を選んだのだった。（『ブンとフン』）
（18）そうするとせっかく自分の感じている春の夜のような気持が一時に病気病気した冬

のような気持になってしまうのだった。（『のんきな患者』）
（19）大工は、船長にそう怒鳴りつけられて、失望したような、ホッと安心したような、

何だか浮き浮きしてうれしそうな気にまでなりながら、おもてへかえって、「だめだった」
ことを報告した。そして、心の中では口笛でも吹きたいような元気元気した気になった。（『海
に生くる人々』）
（20）「ホホホホ、そうですかって、他人の事のように。――何だか顔色が丈夫丈夫して来

たじゃないか。日に焼けたせいかね。」（『虞美人草』）
原理的に考えれば、畳語の形にすると、「形状的」な意味が生ずるという現象は、多くの

言語に観察される現象であり、これは中国語の中でも例外ではない。しかし、名詞が畳語の
形にして複数の意味をあらわすのが一般的であり、それが「擬態的」な意味をあらわすのは、
やはりまれな現象ではないかと思う。これは、日本語の中の一つ特殊な現象で、やはり日本
語の中に多く存在している「擬音語・擬態語」の影響を受けて生じた一つの「類推」の現象
ではないかと考えられよう｡ 2

そして、これらの用語の使われ方から見ても、「擬態語」の使われ方と多くの共通点がある。
用例（1）「子供子供した小動物」と用例（10）「年寄り年寄りしている人」が示しているよ
うに、多くの用法は「〜〜した（している）＋名詞」の形で表れていて、全部で 28 例あり、
全用法の約 62% を占めている。

修飾されている名詞も、実質的な名詞から形式名詞、あるいは接続助詞のようなものへと
展開している｡
（21）あなたまだどこか子供子供したところがあるのね、こうして話していると。（『明暗』）
（22）小柄で、まだ子供子供している上に、愛らしくはあるが、色っぽくはないので、そ

んなに近々と身を寄せられても、てれくさくないばかりか、肩に手をかけて歩いても、恥し
くないほど、時々と愉快である。（『貞操問答』）
（23）でもちょっとばかし女の子女の子したような色合いなので、もしかしたらあとでま

た変えるかもしれません。（Yahoo! ブログ）
（24）それで素人素人しているわけがわかった。しかし女は快活で、人見知りしたり、陰

にこもる風情はない。（『春情蛸の足』）
（25）あなたがあんまり子供子供しているので、おばあちゃまは心配ですよ。（『新源氏物語』）
（26）「本当に、この子ったら、すっかり男っ臭くなっちまって……あんなに子供子供して

たのに」（『一本の花』）
また、用例数は多くないが、述語部分に使われて補助動詞が後に続く使われ方もある。例

えば、前出の用例（20）の「丈夫丈夫して来たじゃないか」と以下の用例がある。
（27）まったく子供子供していて、それがどうかすると彼女の動作の中にあらわれて、む

2 徐一平（1982、1983）では、筆者はこのような用法を「擬擬態語」と呼び、「擬態語」の影響を受けて生じた言語現象だと考え
た。
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しろ滑稽なくらいだった。（『罪と罰』）
（28）客は帝大の学生ばかり。ヨシツネさんと同じ位だけれど、馬鹿に子供子供してみえる。

（『放浪記』）
（29）竹千代は物言いも少なく、不愛想で、いかにも鈍重に見えたのに、国千代は子供子

供してかわいく、ひとにもよくなついたので、はためには竹千代よりもずっと怜悧に見えた。
（『人物日本の女性史』）

更に、用例（11）「素人素人してるんだぜ」、（4）「子ども子どもしていた」と（9）「おば
あちゃんおばあちゃんしていない」が示しているように、直接述語として使われていて、し
かも肯定的な用法だけでなく、否定的な用法もあった。

以上は、筆者が日本語の名詞が畳語の形で使われ、「擬態的」な意味をあらあすという言
語現象について調べた結果である。用例数は確かに多くはないが、しかし、使われている年
代幅から見ると、決して狭くないということも確認されている。確かに、多くの用例は近代
小説の作品に集中しているのだが、しかし、以下の用例が示しているように、2005 年でも
依然と使われている。
（30）1 作目のダニエル君がすごく幼く見える。まだ子供子供した顔立ちでしたね。11 歳

で入学して 7 年間ですから、最終的には「17 歳」という設定で彼らが主役を張るワケですよ。
（Yahoo! 知恵袋、2005）

そして、用例の中身から見れば「子供」という一語に集中していて、生産性もそう高くな
いともみられるのだが、用例（16）「『いかにも接続詞接続詞した』接続詞」から見られるよ
うに、「いかにも〜」という副詞と一緒に使われると、ある程度生産性もあるとも考えられ
よう。3

三、コーパスの役割
周知のように、コーパス（corpus）とは、語源的にはラテン語の「身体」という意味であるが、

古くから文学や法律などの図書・典籍の「全集」「集成」の意味で用いられてきた。しかし、
1950 年代後半から言語学のための言語資料の集成の意味で用いられるようになる。そして、
1964 年に米国のブラウン大学で完成した世界初の電子コーパス（通称「ブラウンコーパス
Brown Corpus」）が完成されて以来、コーパスはもっぱら電子化コーパス或いは機械可読
コーパスの意味で用いられるようになった。このようなコーパスを駆使しながら言語を研究
する方法は「コーパス言語学」と呼ばれるようになった

そして、様々なコーパスの開発と構築に従って、「コーパス言語学」はすでに言語研究に
おける一つ重要な分野になりつつある。そして、「コーパス言語学」の発展に伴い、伝統的
な言語研究に新しい視点と成果がもたらされている。

3 用例（16）の出典は『私家版日本語文法』である。明らかにその作者が臨時的に作られた用法だと考えられる。そして、徐一平
（1982、1983）では、筆者が以下の2例も収集している。

 ○本物の泥棒がこんな泥棒泥棒した恰好で歩くかい。
 ○ 幾らか着物や何かのせいもあるだろうが、向こうはまだ学生学生して、どうしたって三十にならないように見える。
 　 ただ、残念なことに、当時の筆者として、用例採集には出典が必須であるということが分からないが故に、出典が控えされて

いない。そして、今回の検索には、「泥棒」と「学生」の用例が見つからなかった。もしこの二つを足すと、語数が19になり、ま
たこの二つも人物の身分を示す言葉だということも変わらない。
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言語研究を行う場合、言語事実の検索と積み重ねは重要な基礎である。言ってみれば用例
探しは、言語研究におけるもっとも重要な一環であった。今までの用例探しの手段として、
およそ以下の三つの方法が考えられていた。
1、内省による方法

このような方法は、母語話者の研究者の中では多く見られる。母語話者は、自分の内省に
よって、その言語の文法やルールにかなった自然な用例を作り出すことができる。また、あ
る用例に出会った時でも、それが当該言語の表現として相応しいかどうかを判断することも
できる。そして、このように母語話者研究者は、自分の内省や語感に従って、当該言語のあ
る言語現象の文法的な説明や研究を行うことが可能である。

しかし、当然ながら、このような内省による方法は限界がある。まず、たとえ同じ母語話
者といっても、一人ひとりが備えている言語知識や語感としての判断には大きな個人差があ
る。それに基づいて得られた結論は、ややもすれば個人的な差異が現われてしまい、完全に
客観的な根拠があるとは言えない部分がある。それから、あるまれにしか使われない言語現
象に出会った場合、母語話者としてそれが正しいかどうかを判断できたとしても、このよう
なまれな現象に合った用例を別の用例で作り出すにはやはり無理な面がある。そして、個人
的な判断として多くの場合は、大体○か×かのような絶対的な判断になりがちで、言語現象
の傾向としての判断ができず、ある言語現象の使用頻度や分布状況、あるいはコロケーショ
ンなどに関する判断になると、ほとんど無能と言うしかないだろう。
2、アンケート調査による方法

このような方法は、単純に研究者一人だけの判断に頼らずに、多くの母語話者を調査対象
にしているので、前の方法よりはより客観的であると言えよう。一般的なアンケート調査で
は、研究者はあるコンテストを設定し、被調査者にそのコンテストに基づいて、当該言語の
文法やルールに相応しい実例を作り出してもらったり、あるいはある言語事実について、こ
のコンテストにおいては果して適当かどうかを判断してもらったりする。

しかし、このような方法にも多くの問題がある。まず、研究者が設定したコンテストは、
本当に客観的なものかどうかにも問題がある。研究者が自分の研究目的は出すためには、ア
ンケート調査の質問条項に、わざと自分の仮説に結ぶつけられるような問題を設定し、被調
査からそれに合った回答を誘発するようなやり方も、時々見られてしまう。それから、多数
の回答者の判断が不一致のような結果が出た場合には、そのような判断が如何に出されたの
かが分からず、得られたデータが使いにくいという問題もある。
3、実例を探す方法

個人の内省やアンケート調査に頼らず、実際にある用例を探してデータにする方法は、お
そらく最も客観的な方法ではないかと考えられる。母語話者の研究者にせよ、外国人研究者
にせよ、客観的な実例が集まれば、いずれもその中から客観的な言語事実を見つけ、その言
語事実に基づいて得られた文法的なルールが見つかるのだろう。

しかし、大規模なコーパスが開発されるまでは、このような方法には大きな壁があった。
というのは、どの研究者も個人の閲読範囲と閲読時間が限られているので、個人一人の力で
自分の研究目的に合う用例を探すには、相当な時間的と体力的な無理があった。そして、た
とえある程度の用例が集まったとしても、手作業で分析するには、やはりなかなか大量の用
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例の中からその言語事実の微妙な共通性と差異を見つけるには大きな困難があった。
ところが、大規模で検索ソフトも装着されたコーパスが世に問い、「コーパス言語学」が

大きく発展してから、この難問がつい解決されるようになった。
大規模なコーパスを使用すれば、いち早く研究目的に必要な実際用例を見つけることがで

きる。そして、様々なコーパスが開発されるに従がって、その規模がますます大きくなり、
カバーされる言語範囲もますます広くなっている。コーパスから検索された用例は、内省や
誘導によって得られた用例と違い、客観的で生き生きとした言語事実が反映されているので
ある。また、コーパスの完備により、様々な言語事実がカバーされ、文学的なものもあれば、
政論的なものもある。文章語的なものもあれば、口語的なものもある。特に非母語話者の研
究者にとっては、コーパスは大きな福音になる。

コーパスに基づいて得られた研究成果は、実証性が強く、研究者個人の内省や判断による
成果の限界も克服され、特に量的な研究面においては、より精密なデータが得られるわけで
ある。近年来、コーパス言語学研究の進展に従って、もともと母語話者研究者によって否定
された日本語の言語現象が、大規模なコーパスの検証により検出され、確かにそれらの言語
現象は多くはないが、しかし、存在しないものではないと証明されているのである。このよ
うに、コーパスの出現により、言語研究はより深く、より確かに展開されているのである。

前節の調査で明らかになったように、本稿で考察したのは、日本語の名詞が畳語として使
われて、擬態的な意味をあらわす現象である。これは、日本語の擬態語の中には「ABAB」
型が最も多いということからの類推現象ではないかとも考えられよう。確かに、このように
使われる言葉を調べたら、漢字で書かれたもので、「子供」「少女」「素人」「百姓」「教祖」「悪
魔」「田舎」「小説」「病気」「元気」「丈夫」など大多数だった｡ しかし、ほかには「女の子」「む
すめ」「坊ちゃん」「年寄り」「おばあちゃん」「接続詞」などの形式があり、さらにこれらの
単語はかな表記されている可能性を考えれば、とても「ABAB」の形でカバーできるような
ものではない。おそらく以下の可能性が考えられよう。
「ABCABC」型：「接続詞」「年寄り」「女の子」「坊ちゃん」「こども」「しょうじょ」「きょうそ」
「あくま」「いなか」「びょうき」「げんき」「じょうぶ」「むすめ」
「ABCDABCD」型：「としより」「しろうと」「ひゃくしょう」「しょうせつ」「ぼっちゃん」
「ABCDEABCDE」型：「おんなのこ」「せつぞくし」
「ABCDEFABCDEF」型：「おばあちゃん」4

このような問題を処理するには、おそらく今までの手作業の方法では、まさに大海から針
を探すようなもので、ほぼ不可能に近いかもしれない。しかし、コーパスが構築されてから、
これを可能にしたわけである。

今回も、われわれは前に触れたコーパスを使い、以下のような方法で検索したのである。
まずは、コーパス研究者である田野村忠温の公開されたホームページ
http://www.let.osaka-u.ac.jp/~tanomura/index.cgi?menu=resources
から、「KWIC」検索ソフトをダウンロードし、正規表現のルールに従って ｢ （[ あ - ん亜

4 ｢おばあちゃん｣は、日本語教育の現場では仮名5音だと考えられているのだが、コンピュータで検索する場合は、「ちゃ」が「ち」
「ゃ」に認識され、従って、「おばあちゃんおばあちゃん」は「ABCDEFABCDEF」という形式になる。
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- 煕 ]{2}）\1、（[ あ - ん亜 - 煕 ]{3}）\1、（[ あ - ん亜 - 煕 ]{4}）\1、（[ あ - ん亜 - 煕 ]{5}）\1、（[
あ - ん亜 - 煕 ]{6}）\1）｣ の条件に合うものとして、「漢字」「仮名」或いは「漢字仮名交じり」
の す べ て の「ABAB、ABCABC、ABCDABCD、ABCDEABCDE、ABCDEFABCDEF」
型の単語に対して、検索したのである。そして、抽出されたものに対して更に手作業で検討
して得られたのが、表 1 に示したデーターと用例である。5

表 1 のデータから見れば、三つの大規模なコーパスから検索したにもかかわらず、得られ
た用例は、45 例しかなく、使われている単語は 17 語しかないということから見れば、この
ような表現は、日本語の表現としては確かにまれな表現としか言えないだろう。しかし、そ
れはまたまぎれもなく立派に存在している表現といわなければならない。また、前にもふれ
たように、多くの用例は近代文学の作品に集中しているのだが、今でも使われている用例も
ある（例えば、用例 7、9、30 など）。文体から見ても、大部分は小説の地の文に多いのだが、
会話文に現われているのも少なくない（例えば、用例 11、14、20、21、25、26、30 など）、
また以下のように、詩歌に現れる用例もある。
（31）……
　 誰かが「もうおやめなさい」と言わぬ限り兄弟二人はていねいに輪投げをするだろう

若い若い道化の子　子供子供した道化の兄弟
　ああ君たちは幸せだ
　……（『風に吹かれて』）
もしコーパスがなければ、以上のような言語事実を明らかにするには、相当困難があるだ

ろう。この研究結果は、改めてコーパスが言語研究あるいは外国語研究における重要性を物
語っているのであろう。

もちろん、ここで強調しておかなければならないことは、コーパスも万能なものではない。
コーパスを利用して研究するに当たっては、以下の点にも注意しなければならない。

まずは、コーパス言語学の現状から見れば、現在多くの研究はコーパスの構築に集中して
いるのである。というのは、研究の目的によっては、それぞれ違ったコーパスが必要とされ
ている。この意味でいうと、現段階のコーパスの構築は、まだすべての研究目的に満たされ
ていないのである。完成されたコーパスを見ても、書き言葉に関するものが多く、話し言葉
の研究や音声研究に適したコーパスはまだまだ少ない。更に、研究者個人個人の研究目的は、
様々なものがあり、それぞれの研究目的に応えようとするならば、かなり難しい問題がある。
従って、能力のある研究者が独自に自分の研究目的に合った個性化されたコーパスを構築す
るのも、現段階のコーパス言語学研究における重要な課題でもあるだろう。6

次に、現段階のコーパスは、語彙研究のほうに向いているものが多い。語彙は言語形式が
固定されているものが多く、コーパスにおいては検索されやすい。文法研究になると、検索
の難易度があかなり上がる。というのは、文法形式は複雑であり、前後に呼応関係を持って

5 コーパスの検索に当たって、筆者の博士課程学生李占軍君に手伝ってもらった。そして、利用した『日本語書きことば均衡コー
パス全データ』は早稲田大学の森山卓郎先生が提供していただいたものである。この場を借りて御礼申し上げます。

6 最近、浙江工商大学出版社から出された于康著《语料库的制作与日语研究》と于康、田中良、高山弘子著《加注标签软件
与日语研究》などは、この面においてかなり参考価値の高い著書である。
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いるものも多い。しかし、この問題を解決するためには、多くの研究者の努力により、本稿
でも示したような検索ソフトや「正規表現」のような検索ルールが開発され、相当複雑な検
索条件もある程度クリアされているところまで進んできているのである。しかし、意味研究
や談話研究、或いは語用論的な研究になると、つまりほとんど形式が定まらない研究になれ
ば、コーパスの限界が明らかになってしまうのである。

それから、コーパスを利用した研究は、量的な研究に向いており、ある言語現象の分布状
況や使われ方、或いは前後のコローケーションを明らかにするには、非常に有力なのである。
しかし、質的な研究としては、やはり研究者の理論的なレベルと分析の力が必要である。ど
んなに多くの言語データが検索されたとしても、コーパスが人間の代わりに論理的な分析を
してくれることができないからである。

更に、どんなに大規模なコーパスであっても、やはり言語という海の中の一部にすぎない
ということに注意しなければならない。自分が使っているコーパスにないからといって、そ
の言語現象はもう存在しないと決して簡単に思っていはいけない。次々と大規模なコーパス
が開発されている昨今においても、言語研究においては、やはり「有ると判断するのが簡単
だが、無いと判断するのが難しい」というルールが変わらない。つまり、コーパスは確かに
言語研究の有力な手段ではあるが、しかし、それに頼りすぎると、逆に障害になる可能性も
あるので、気を付けなければならないと思う。

以上、本稿はコーパスを利用して、日本語の名詞が畳語の形で擬態的な意味をあらわすと
いう現象を明らかにした。同時に、これを通して、コーパスを用いて言語研究するときのメ
リットとデメリットを説明した。みなさんにとって参考になれればと幸いだと思う。
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Japanese Nouns in Reduplicated Form Expressing Mimetic 
Meaning 

– a Simultaneous Consideration of the Role of Corpora

Yi-Ping XU（Beijing Foreign Studies University）

【keywords】Noun, Reduplication, Mimetic Word, Corpus

 Some Japanese nouns like “kodomo-kodomo-sita ko-dobutu” or “inaka-inka-sita buraku” 

appear in reduplicated form. When used in this way, mimetic meanings arise, such as “ika ni mo nani-

nani-rasii”. However, the type of nouns can be used in this way and why such phenomena occur has 

remained unclear. This paper uses corpora to shed light on the issue, and at the same time considers 

the role of corpora, particularly in investigating those linguistic phenomena that are less common yet 

still worthy of research.




