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授受動詞アゲル、クレルにおける視点に関する一考察

楠本徹也・廣居美樹

【キーワード】･ 授受動詞、視点ハイアラーキー、絶対的視座、相対的視座、
･ 視点制約

1.	 はじめに
　本稿では、日本語の授受動詞アゲル、クレル 1において視点がどのように関与
するかを再確認し、これらの授受動詞の弁別要素として挙げられている参与者に
対する「話し手の近さ」を再考する。その際、大江（1975）の「話し手に近い人」や
久野（1978）の「対称詞の視点ハイアラーキー」に見られる血縁関係による整序は
有効ではないことを主張する。「話し手の近さ」の基準が血縁関係に限らないこと
は澤田淳（2007、2011）においても指摘されているが、限られた事例的解釈に留
まっているので、本稿では統括的に分析することを試みる。また、研究意義の一
つとして日本語教育への応用を視野に入れ、日本語教育における授受動詞アゲル、
クレルの捉え方も検証する。
　日本語教育の現場では、授受動詞アゲルとクレルに関して、（1）（2）に説明され
ているように、与え手と受け手に位置する参与者が話し手自身または話し手に近
い関係の者であるかどうかで、アゲルとクレルが弁別されると教えられる。

（1）･The word あげます （give）……cannot	be	used	to	talk	about	someone	else	giving	
something	to	the	speaker	or	a	member	of	his	or	her	family.	In	this	case,	the	word	

くれます	is	used.

･ ①わたしは　佐
さ と う

藤さんに　花
はな

を　あげました。
･ 　×佐

さ と う

藤さんは　わたしに　クリスマスカードを　あげました。
･ ②佐

さ と う

藤さんは　わたしに　クリスマスカードを　くれました。
･ ③佐

さ と う

藤さんは　妹
いもうと

に　お菓
か し

子を　くれました。
（『みんなの日本語　初級Ⅰ　第2版　翻訳・文法解説　英語版』1998：152）

東京外国語大学
留学生日本語教育センター論集　43：49～63，2017

1･ これらは待遇場面におけるそれぞれの代替形であるヤル、サシアゲル、クダサルも含む
ものとする。
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（2） あげます……cannot	be	used	when	the	indirect	object（i.e.,	the	receiver）	is	first	
person.……When	the	receiver	is	someone	whom	the	speaker	considers	a	member	
of	his/her	“in-group,”	that	person	can	be	presented	as	the	indirect	object	of	 the	
verb	くれます , as in 妹にくれます (S/he gives it to my younger sister) and とも
だちにくれます (S/he gives it to my friend).

（『初級日本語　文法解説［英語版］』2001：37）

　簡潔にまとめると、アゲルにおいては与格目的語である受け手に話し手は来ず、
クレルでは与格目的語の受け手が話し手または話し手の “family”や “in-group”と
いった「話し手に近い関係の者」に限定されるということである。ここで言う「話
し手に近い関係の者」として、話し手の近親者や友達などが例に挙げられている。
　なお、聞き手が受け手になる場合に関して、以下の説明が見られる。
　
（3）･ In	a	question	which	asks	about	someone’s	giving	something	to	the	person	spoken	

to （i.e.,	あなた [you]）,	the	verb	くれます	is	used:	Xさんは あなたに N を く
れますか (Will X give N to you?).

･ Z･：Xさんは　Yさんに　プレゼントを　あげました。(X gave Y a present.)

･ Y･：Xさんは　わたしに　プレゼントを　くれました。
(X gave me a present.)

･ Z･：Xさんは　あなたに　プレゼントを　くれましたか。
(Did X give you a present?)

（同書p.37）

　（3）では、Y･とZのクレル文に見られるように、「私」を「あなた」に変えること
で肯定文から疑問文への変換が行われている。この場合、疑問文において聞き手

（「あなた」）がクレルの与格目的語になるということは、聞き手は話し手に近い
者であるという解釈が成り立つ。しかし、なぜそうなるのかについての説明は日
本語教育においてあまりなされていないように思える。したがって、日本語学習
者は「Xはあなたに～をくれるか？」という構文をそのまま覚えるしかない。こ
のことを学習してこなかった日本語学習者は、「田中さんはあなたに何を［あげま
した／くれました］か？」のような文で［　］内の動詞を選択する問題において、「く
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れました」を選択することはない 2。
　以上のことから以下の疑問が生じてくる。
　アゲル、クレルにおける与え手と受け手の制限は何を表しているのか。また、
クレルの受け手となる資格である「話し手に近い者」とはどういう意味なのか。
近親者や友達の関係のみが話し手に近いとされるのか。聞き手や聞き手に近い者
はどのような位置づけがなされるのか。
　これらのことに対して視点の概念を用いて考察してみる。視点には、物事をど
こからどういう立場で見るかという「視座」と、どこを見るかという「注視点」が
ある。注視点は文の主語に当たり、何がまたは誰がどうであるかという事象の対
象に注目するものである。本稿では話し手または参与者の立場から授受行為をど
う見るかを問題とするため、視座のほうを視点として用いる。そして、その視座
を「絶対的視座」と「相対的視座」に分け、両者のアゲル、クレルにおける制約を
考察する上で、アゲルには「相対的視座」が存在しないことを主張する。
　なお、本稿で考察の対象とするアゲル、クレルは単文レベルにおける本動詞を
中心とする。補助動詞として、また埋め込み文において使われるものの分析は後
の課題とする。

2.	 先行研究
　本論を進めていくに当たり、授受動詞における視点の概念およびその制約に関
して述べられている先行研究を見ていく必要があると考える。まず「視点」の基
本的な概念について簡単に触れた後で、授受動詞と視点について述べられている
代表的な研究として、大江（前掲書）と久野（前掲書）を概観する。

2.	1	 視点
　視点とは、認知科学的に様々な研究分野において、ある事象を見る際に重要な
概念である。視点には「どこから

4 4

見ているかというときの“どこ”をさす場合」と「ど
こを

4

見ているかというときの“どこ”をさす場合」の二つの用法がある（宮崎・上
野1985［2008］：3）。前者は「視座」、後者は「注視点」と呼ばれる。この視点の概
念は言語学的にも重要であり、特に移動動詞や授受動詞等に表れる方向性につい

2･ 筆者らが非公式に上級日本語学習者に行った調査においても、当該文で「くれました」を
選択する者は少なく、聞き手が受け手の疑問文でなぜクレルが使われるのかだれも分か
らなかった。
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て語る際には避けられないものである。
　視点を扱った研究は多く存在するが、実のところ、それらにおいて視点の捉え
方は一様ではない。授受動詞の視点に関する研究でいえば、例えば、大江（前掲
書p.33）は視点に関し、「授受動詞が描写する授受のできごとを、その当事者とし
て内部から主観的に眺める人の位置」を「視線の軸」と呼んでいる。また、久野（前
掲書p.134）は、文中における「指示対象に対する話し手

4 4 4

の自己同一視化を共感･
4 4

（Empathy）と呼び」、例えば指示対象xに対する話し手の共感の度合いをE（x）で
表している。その「E（x）と他の共感度との大小関係を指定する等式、不等式を
話し手のxに対する『視点』と呼」んでいる。このように、「視点」と一言で言って
も研究者によってその捉え方が異なることが分かる。

2.	2	 大江（1975）
　大江（前掲書p.33）は、授受動詞の「視線の軸」に「最もふつう」になり得るのは「話
し手自身」であり、「次いで話し手がその視点をとりやすいような人」つまり「話し
手に近い人」となると述べている。この「話し手への近さ」は授受動詞の視点にお
いて重要な要素となるが、疑問文においてはそれ以上に「聞き手への近さ」が重
要となることを大江（同書p.153）は指摘する。例えば、下記（4ab）は第三者と聞
き手のやりとり、または第三者と聞き手に近い人とのやりとりである。この場合、
例外なく聞き手に直接的に、または聞き手に近い人を介して間接的に、話し手か
ら聞き手への視点の移行が行われ、「視線の軸」となるとされる。

（4）3	a.･山田さんのいとこは［きみ/きみの姉さん］に本をくれましたか。
･ b.･［きみ/きみの姉さん］は山田さんのいとこに本をあげましたか。

　（5ab）では聞き手または聞き手に近い人に視点の移行が行われるが、移行先は
「視線の軸」とはなり得ないところなので、不適格文となる。

（5）･ a.･［＊きみ/?＊きみの姉さん］は山田さんのいとこに本をくれましたか。
･ b.･山田さんのいとこは［＊きみ/?＊きみの姉さん］に本をあげましたか。

3･（4）から（6）までの本文中の例文は大江（1974：153-155）内で使われた例文を再構成して
二次利用したものである。なお、例文の正誤判断は大江による。
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　次に、話し手が与え手または受け手になる場合、話し手は聞き手の視点への移
行はせず自らの視点を堅持するとされる。しかし、「ぼくの妹」のような、話し手
に近い人が話し手の代わりに入った場合、聞き手の視点への移行の許容度が上が
るとしている。

（6）･ a.･［＊ぼく/?ぼくの妹］はきみに本をくれましたか。
･ b.･きみは［＊ぼく/ぼくの妹］に本をあげましたか。

　（6ab）は、話し手の視点が堅持され「視線の軸」となるべき聞き手へ視点が移行
されないので不適格文となる。しかし、話し手に近い人の場合、聞き手への視点
の移行が許容されるので適格性が上がる。
　大江は以上のように、話し手、話し手に近い人、聞き手、聞き手に近い人、第
三者を参与者として視点の働きに関して検討している。その際、最後の第三者を
除き、前四者はこの順に「視線の軸」になる資格を持つと述べている。つまり、「視
線の軸」はあくまでも話し手または聞き手からの「血縁関係の近さ」をベースとし
て捉えていることが分かる。

2.	3	 久野（1978）
　久野（前掲書p.135）は視点を話し手の参与者に対する共感度E（x）で表し、以
下の仮説をたてた。
　
（7）･対称詞の視点ハイアラーキー　
･ 対称詞x（例えば John）と、xに依存する対称詞 f（x）（例えば John’s	wife）が

ある場合、話し手のxと f（x）に対する共感度に、次の関係が成り立つ。
･ 　E（x）>E（f（x））

　この仮説に従えば、“John	talked	to	his	sister	about	her	husband.”という文から E

（John）>E（John's	sister）>E（John’s	sister’s	husband）という共感度式が導き出される
と述べる。
　また、久野（前掲書pp.140-152）は授受動詞アゲル（久野ではヤル）とクレルに
ついてそれらを視点の問題として捉え、以下のような視点制約があることを指摘
している。
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（8）･授与動詞の視点制約　「クレル
4 4 4

」は、話し手の視点が、主語（与える人）よ
りも与格目的語（受け取る人）寄りの時にのみ用いられる。「ヤル

4 4

」は、話し
手の視点が主語寄りか、中立の時にのみ用いられる。（p.141）

･ 　クレル：E（与格目的語）>E（主語）　　ヤル：E（主語）>E（与格目的語）

　久野はさらに、「単一の文は、共感度関係に論理的矛盾を含んでいてはいけない」
という「視点の一貫性」（p.136）の法則を打ち立て、以下のような文は不適切だと
する。

（9）･＊太郎が（太郎の）弟にお金をくれた。
　
　（9）は、クレルの視点制約では話し手の視点は主語よりも与格目的語寄りであ
るので「E（太郎の弟）>E（太郎）」となるが、対称詞の視点ハイアラーキーでは第
三者本人のほうが第三者の近親者より話し手の共感度が高く「E（太郎）>E（太郎
の弟）」となる。したがって、（9）は視点制約と視点ハイアラーキーが相互に矛盾し、
視点の一貫性の法則に反しているので、不適文となるのである。
　これらの議論を見ていると、久野は大江と同様に、視点に関わる参与者間の関
係を血縁によるものを中心としていることが特徴的であると分かる。

2.	4	 問題点
　2.･1から2.･3までにおいて、視点に関する概念、また授受動詞が使われた文の
中で視座が置かれるための制約や条件について先行研究を概観してきたが、それ
らのルールや原則だけでは現象を十分に説明できていない点もある。
　例えば、（10b）においては、参与者の近親関係の序列が文の適格性に関与する
ことはあまり見られない。

（10）･a.･きみはぼくの妹に本をくれましたか。　
･ b.･ぼくの妹はきみに本をくれましたか。　

　クレルの視点制約ではE（与格目的語）>E（主語）となる。（10a）はE（ぼくの妹）
>E（きみ）となり条件が合い適格文となるが、（10b）はE（きみ）>E（ぼくの妹）と
なり視点制約に反することになる。しかし、（10b）に関して言えば、例えばもし
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話し手と聞き手が徒弟関係にあり、聞き手が話し手の弟子であるならば、「ぼく
の妹は（ぼくの弟子である）きみに本をくれましたか」は文として自然である。
　この例のように、血縁関係の近さだけでは序列や視点制約を説明できないこと
から、事態を生起する背景やコンテクストを含めた大きな枠組みで話し手の視点
を捉える必要があるのではないかと考える。

3.	 考察
　ここでは2つのことを検討する。まず、話し手が授受行為の参与者となる場合、
どのような制約が生じるか見てみる。次に、「話し手の近さ」とは何かに関して、
クレルを例として見てみる。特に大江（前掲書）の視点の軸や久野（前掲書）の視
点ハイアラーキーにおける血縁関係の階層的序列の有効性を検討する。
　考察にあたり、視点を「絶対的視座」と「相対的視座」に分け、アゲルとクレル
における参与者の制約との関わりをみていく。

3.	1	 絶対的視座と相対的視座
　まず、話し手（私）に関して言うと、アゲルにおいては与格目的語（受け手）に、
またクレルにおいては主語（与え手）にはなれない。

（11）･a.･＊田中さんは私にお金をあげました。
･ b.･＊私は田中さんにお金をくれました。

　ところが同じ位置に話し手の身内（姉/妹）を入れることができる。

（12）･a.･田中さんは（私の）妹にお金をあげました。
･ b.･（私の）姉は鈴木さんにお金をくれました 4。

　このように「話し手」と「話し手に近い者」の構文的許容が異なるということは、
両者を「同等に扱うことができない」（大江　前掲書･p.33）ことを表す。
　久野（前掲書p.134）は視点を共感度E（x）の概念で表し、「共感度は、値0（客観

4･ 例えば、話し手の愛弟子である鈴木さんに話し手の姉がお金を与えたという文脈では自
然な文である。
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描写）から値1（完全な同一視化）迄の連続体である」としているが、共感度を値0
～1までの数値でどのように測れるのかが示されていないうえに、「値1（完全な
同一視化）」となる「話し手自身」と値1未満となる「話し手に近い者」が連続して
いる根拠が明確ではないことが指摘される 5。これらのことから、本稿では「話
し手」と「話し手に近い者」は別物として捉える。
　話し手が授受行為の参与者となる場合、話し手自身の目から事態を見ているの
で、視座は話し手に置かれる。これはちょうど座標軸の交わる中心点から座標軸
内の事象を見ているようなもので、直示的描写（deictic	description）6として固定
される（澤田治美1993：304）。その不動性から本稿ではこれを「絶対的視座」と呼
ぶ。
　絶対的視座では、授受行為の具現化において、アゲルにおける授与性、クレル
における受給性を中心義として保持する。よって、それに反する対象、即ち受給
を表す「アゲルにおける受け手」と授与を表す「クレルの与え手」には絶対的視座
は置かれない。このことより、以下の法則が成り立つ。

（13）･アゲルの受け手とクレルの与え手は絶対的視座には成り得ない。
･ （×は不可を表す）
　　　　Xが　×私に　～を　アゲル
　　　×私が　　Yに　～を　クレル

　一方、話し手が話し手以外の参与者に視座を移し、「その当事者として内部か
ら主観的に眺める」（大江　前掲書p.33）7こともある。

（14）･a.･田中さんは鈴木さんにお金をあげました。
･ b.･田中さんは鈴木さんにお金をくれました。

5･ 澤田（2011：169）も「視点は話し手にあるか……作中人物に完全に移動しているかの『二
者択一』であ」るとし、久野（1978）の共感的視点のように「～寄りの視点」とはならない
と述べている。

6･ 直示（＝ダイクシス deixis）に関しては、Fillmore（1975）、Lyons（1977）、Levinson（1983）
を参照。（澤田　前掲書p.186より引用）

7･ 大江（1975：153-158）は疑問文において「聞き手への近さ」も重要になるとし、参与者に
聞き手の近親者を当てはめて分析している。
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　（14a）では、話し手は「田中さん」を注視し「田中さん」が何をしたかを中立的
に述べている（但し、恩恵的意味合いは保たれている）。視座は話し手に置かれ、
話し手の目から「田中さん」と「鈴木さん」の授受行為を見ている。ところが（14b）
では、「鈴木さん」は親族や親友あるいは部下や弟子などのように話し手に心理的・
社会的に近い者となり、話し手はあたかも「鈴木さん」になりきるかのごとく自
己を同一視化し、そこから事態を見ている。このような話し手の参与者に対する
自己投影は、視座の移動を意味する。これを「相対的視座」と呼ぶ。
　相対的視座は聞き手にも及ぶ。

（15）･a.･田中さんはあなたに何をあげましたか？
･ b.･田中さんはあなたに何をくれましたか？

　（15a）（15b）とも適格文である。（15b）は聞き手「あなた」が「話し手に近い者」と
なり視座が置かれている。聞き手が話し手と何らかの関係があり聞き手に対して
話し手の自己同一視化が起こっていることが考えられるが、そうでなくとも話し
手は聞き手と談話空間を共有していることから話し手との近さを感じているので
はないかとも考えられる。
　空間的場の共有ということで聞き手が「話し手に近い者」として血縁関係より
優先されることは大江（同書p.155-156）が以下の文において指摘している。

（16）･きみはぼくの妹に本をやりましたか。

　大江によれば、（16）において「授受は過去に起こったことであり、また話し手
はその想定される授受の場にいなかった」ので、質問の場にいる話し手「ぼく」と
聞き手「きみ」のほうが「血縁的に近い『ぼく』と『ぼくの妹』」より距離が近いとい
うことである。しかし、非過去形の文「きみはぼくの妹に本をやりますか」も問
題なく適格文となるので、このような時間軸をもとにした空間的共有という捉え
方は有効であるか疑問である。
　では、相対的視座が置かれる条件は何か。それを次節で詳しく検討していく。

3.	2	 視点ハイアラーキーにおける血縁関係の階層的序列の有効性
　相対的視座は話し手に近い参与者に置かれる。ここでの「話し手との近さ」と
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は、近親者や友達のように話し手が心理的に密接な関係を感じることであるとさ
れる。そして、話し手に近い者同士には近さに対する階層的序列が以下のように
生じる 8。

（17）･話し手の家族>話し手の親戚>聞き手>聞き手の家族>聞き手の親戚>
第三者

　この階層的序列に関して、前述した久野（前掲書p.135）の「対称詞の視点ハイ
アラーキー」がよく知られている。
　2.･3で既に議論したが、久野（同書p.143）は「太郎が（太郎の）弟にお金をくれた」
のような文では、クレルの視点制約（E（太郎の弟）>E（太郎））と対称詞の視点ハ
イアラーキー（E（太郎）>E（太郎の弟））が相互に矛盾し「視点の一貫性」の法則に
反しているので不適格文となると主張する。
　これに対し、澤田（2011：171）は当該文において、例えば話し手と太郎の弟が
共同で立ち上げようとしている会社の資金を太郎が太郎の弟に出してくれたとい
うのであれば、意味のある文としての許容度が上がることを指摘している。この
場合における話し手と太郎の弟の関係は「仕事の共同者・協力者として、利益を
共有する」者同士となる 9。
　ここで注目すべきは、共感度で表される「話し手の近さ」は話し手の血縁関係
だけが基準となるのではないということである。以下の例文を見てみる。

（18）･･ X（与え手）･ Y（受け手）

（私の）姉
･あなた

（あなたの）お姉さん
は

（あなたの）妹さん
･鈴木さん

に　お金を　くれた。

　（18）では与え手Xが受け手Yより話し手に近い関係「E（X）>E（Y）」となって
おり、クレルの視点制約「E（Y）>E（X）」（受け手が話し手寄り）と矛盾しており
不適格文となるはずである。しかし、例えば（19）のようにY（受け手）が話し手

8･ 話し手と聞き手それぞれの家族や親戚内にも序列があるだろうが、ここでは触れない。
9･ 同じような指摘が澤田（2007:･97-99）において「太郎ガ（太郎ノ）弟ニ学費ヲ出シテクレタ。」
･ （久野　前掲書･p.155）を例にしてなされている。
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の親友、恋人、弟子、同僚、サークル仲間、客、共同経営者など心理的・社会的・
経済的関係で結ばれている者の場合、適格文となる。

（19）･･ X（与え手）･ Y（受け手）

（私の）姉
･あなた

（あなたの）お姉さん
は

私の･恋人/弟子/客/仲間/同僚等
である

（あなたの）妹さん
･鈴木さん

に　お金をくれた。

　以上のことから、話し手との近さを決定する要因は血縁関係に限らないという
ことが分かる。もともとクレルにおける相対的視座は、授受動詞の使用を動機づ
ける恩恵意識を話し手が参与者の立場で共有（澤田2007、2011）するものであり、
そこには話し手が参与者と心理的、社会的、経済的、そして空間的関係を有し、
参与者に対して親近感や仲間意識を持っていることが条件となる。このような共
感性が相対的視座となる資格として優先されるのであり、人間関係が排他的要因
となるのではない。したがって、話し手の近さを表す指標として、親族の階層的
序列を表す視点ハイアラーキーに絶対的な有効性は認められない。
　ここで、相対的視座はアゲルにおいても置くことが可能か見てみる。話し手に
近い参与者として「（私の）妹/恋人/弟子」「あなた」を例として挙げる。

（20）･a.･X（与え手：話し手に近い）･ Y（受け手）

（私の）妹/恋人/弟子
･あなた

は 鈴木さん に　お金をあげた。

･ b.･ X（与え手）･ Y（受け手：話し手に近い）

鈴木さん は
（私の）妹/恋人/弟子
･あなた

に　お金をあげた。

　（20ab）は適格文である。与え手と受け手のどちらでも話し手に近い参与者と
なれる。それでは、アゲルは与え手と受け手どちらにも相対的視座が置けるかと
いえば、そうではない。相対的視座となるには、話し手が参与者に自己同一視化
する当然の理由が存在する。それは澤田（前掲書）が述べている恩恵意識の共有
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である。求心態であるクレルは受け手が求心的に恩恵を受けることを表す。これ
が話し手の受け手への共感を高め、話し手の自己投影を誘発するのである。アゲ
ルにはこのような求心性がないゆえに、相対的視座は発生しない。したがって、
アゲルでは参与者間の恩恵的授受を中立的に述べているのみである。
　しかし、日本語教育の現場においてはアゲルに関して以下のような説明が見ら
れる。

（21）･It	should	also	be	noted	that	the	speaker’s	focus	is	on	the	giver	（i.e.,	the	subject	of	
the	sentence	in	this	case）	when	s/he	uses･あげます .

（『初級日本語　文法解説［英語版］』（前掲書）p.38）
　
　（21）は注視点のことを述べており、視座と混同している。このような説明は
学習者を混乱させる。アゲルの場合、（13）に見られるように参与者において絶対
的視座の制限はあるが、相対的視座が置かれることはない。
　以上、授受動詞における参与者の制限を絶対的視座と相対的視座から分析し、
相対的視座が置かれる条件となる「話し手との近さ」とは、話し手が参与者に対
して恩恵意識の共有のもとで親近感や仲間意識を持つことであり、それは血縁な
どの人間関係に限るものではないことを検証した。

4.	 おわりに	―	日本語教育への提言
　授受動詞アゲル、クレルの弁別的特性として絶対的視座と相対的視座があるこ
とを見てきた。絶対的視座とは授受行為を話し手の目から見ることを意味し、参
与者が「私（たち）」のように一人称で表されると、その参与者は絶対的視座となる。
絶対的視座はアゲル、クレルの中心義と共起するゆえに、求心的対象である「ア
ゲルの受け手」と授与対象である「クレルの与え手」は絶対的視座にはなれない。
一方、話し手が参与者に対して恩恵意識を共有し自己同一視化することで相対的
視座が形成される。クレルにおける受け手が相対的視座となる。アゲルの構文に
は相対的視座は発生しない。
　これらのことは日本語教育において学習者にしっかりと理解させなければなら
ない。それにはまず、アゲルとクレルの構文における絶対的視座の制約とともに、
相対的視座となる参与者における「話し手との近さ」とはどういうことか、その
概念をきちんと把握させ、具体的に、血縁関係以外にも親友、恋人、弟子、同僚、客、
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共同経営者、サークル仲間、場を共有する聞き手などのように、心理的・社会的・
経済的、そして空間的関係を有し、参与者に対して親近感や仲間意識などの共感
性を持っていることが条件となることを教えなければならないだろう。なお、英
語でいう “in-group”は「共通の利害・態度などを有し、連帯感や共同体意識を持っ
た排他的集団」（『小学館ランダムハウス英和大辞典　第二版』p.1376）という意味な
ので、この言葉をもって「話し手との近さ」が説明されているのではないかと思
われるが、日本語学習者にとっては、英語での概念的理解よりも「話し手との近さ」
が具体的にどういうものであるかを知ることが大事なのではないだろうか。本稿
はそこを押さえたつもりである。
　最後に、本稿ではアゲルとクレルの概念的考察が主となったが、考察結果のさ
らなる精緻化のためにコーパスでの検証も必要であろう。また、本稿での理論的
枠組みが補助動詞や埋め込み文として使われるアゲル、クレルにおいても通用す
るかについての検討も残っている。今回考察の対象としなかったモラウの分析と
ともに、これらは今後の課題とする。
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On	Empathetic	Factors	Determining	the	Use	of	Japanese	
Benefactive	Verbs	AGERU and KURERU

KUSUMOTO	Tetsuya,	HIROI	Miki

Keywords:	 benefactives,	hierarchy	of	viewpoint,	absolute	point	of	view,
	 relative	point	of	view,	constraint	of	viewpoint

This	paper	discusses	how	empathetic	factors	work	when	using	Japanese	benefactive	
verbs,	focusing	on	AGERU and KURERU.	

When	someone	gives	something	 to	someone	else,	AGERU or KURERU	 is	used	
to	describe	 that	act	of	giving,	as	 in	“A	giver	WA	a	 receiver	NI	something	O AGERU/
KURERU.”	The	choice	between	AGERU and KURERU	is	determined	by	how	the	speaker	
views	the	participants	involved	in	the	event	of	giving	and	receiving.	KURERU	 is	used	
when	 the	speaker	 feels	psychologically	or	socially	close	 to	 the	receiver	 in	 the	event.	
In	this	case,	the	speaker	empathizes	with	the	receiver	and	regards	the	event	in	the	light	
of	the	receiver.	There	is	a	hierarchy	of	priorities	among	the	members	of	participants	in	
the	event	of	giving	and	receiving	as	to	whom	the	speaker	empathizes	with.	This	type	of	
identification	projection	does	not	occur	in	the	use	of	AGERU,

It	 is	 also	noted	 that	 the	 speaker	who	 is	expressed	by	 the	 first-person	pronoun	
WATASHI “I”	(or	 its	plural	form	WATASHI-TACHI	“we”)	 is	never	used	to	refer	 to	 the	
receiver	 in	AGERU,	 and	 to	 the	giver	 in	KURERU,	 as	 in	“*KARE WA WATASHI NI 
HON O AGEMASHITA.	 (He	gave	me	a	book.)”	“*WATASHI WA KARE NI HON O 
KUREMASHITA.	(I	gave	him	a	book.)”

Adding	another	benefactive	verb	MORAU,	 it	 is	expected	to	clarify	the	property	of	
Japanese	benefactives	by	doing	further	research	on	them.


