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中途終了型発話文「～て。」の文法的特徴と意味についての考察 

―複文におけるテ節との対応に着目して― 

Grammatical Characteristics and Meanings of “~te.” Suspended Clauses: 
 Correspondence with -te Subordinate Clauses 

 

張 季媛 
 

This paper analyzes the grammatical characteristics and meanings of “~te.” suspended clauses and 

mainly focuses on the correspondence with the -te subordinate clauses. The results of this study indicate that not 

all -te subordinate clauses can be used as “~te.” suspended clauses. First, from the correspondence between the 

degree of subordination and the -te subordinate clauses, “~te.” suspended clauses corresponding to any of the -

te subordinate clauses A, B, and C can be observed. However, there is a considerable difference in the likelihood 

of the appearance of correspondence among the three classes. That is to say, “~te.” suspended clauses 

corresponding to the -te subordinate clause B are reported on significantly more occasions than the other two 

classes are. In addition, a substantial amount of volition particles of “~te.” suspended clauses has been found.  

From a semantic perspective, the meanings of the “~te.” suspended clauses are thought to be based on 

the basic function of -te subordinate clauses. However, after examining the details of this correspondence, it was 

observed that the -te subordinate clause, which expresses a semantic relation of temporal sequence, cannot be 

used as a “~te.” suspended clause. 

In addition, a substantial amount of the meaning of “explanation of circumstances,” as indicated in 

previous studies, appears to be associated with two grammatical characteristics of “~te.” suspended clauses. The 

first is the amount of “~te.” suspended clauses that correspond to the -te subordinate clause B. The second is the 

amount of the volition particles of “~te.” suspended clauses. Further, these two grammatical characteristics of 

“~te.” suspended clauses appear to support the findings of previous studies on the grammatical aspect that the 

meaning of “explanation of circumstances” in “~te.” suspended clauses corresponds with the meaning of “cause 

or reason” in -te subordinate clauses. 

 

【キーワード】中途終了型発話文「～て。」、テ節、従属節の従属度、述語的部分、意志性 

      “~te.” suspended clauses, -te subordinate clauses, the degree of subordination, particles, volition 

 

 

1．研究の目的と研究の対象 
本稿の目的は、中途終了型発話文「～て。」を研究対象とし、その文法的特徴と意味を確認した上で、

複文におけるテ節との対応関係を考察することを通し、複文で現れる全てのテ節が中途終了型発話文

「～て。」として現れ得るかどうかを明らかにすることである。中途終了型発話文には、述部が省略さ

れるタイプ（「お名前は。」など）と主節が省略されるタイプ（「本を読むのが好きだし。」など）の 2

種類がある（宇佐美 1995）とされる。後者のタイプは、形式上、主節が現れず、接続助詞で終わるも

のである。本稿の考察対象とする中途終了型発話文（以下「中途文」とする）「～て。」は、主節が現
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れず、接続助詞「て」で終わるものであり、後者のタイプの 1 つである。なお、本稿では、「まだ慣れ

てなくてね。」のように「て」の後ろに終助詞が付されるものも考察範囲に含める。以下、本稿では、

中途文「～て。」の述語的部分に下線を付して示す。 

先行研究では、例えば、中途文「～けど。」、中途文「～から。」などに関する考察は多く行われてい

るのに対し、同じく多く使われている中途文「～て。」に関する先行研究は、管見の限り、白川（2009）

しか挙げられない。白川（2009）では、テ形節による「言いさし文」（本稿における中途文「～て。」）

には「事情の説明」と「感嘆」の 2 つの意味があると指摘している。また、大堀（2002）では、構文

的意味の検討に当たり、「テ接続」（本稿におけるテ節）が「中断節化」したもの（本稿における中途

文「～て。」）が例として挙げられている。それについて、「テ接続は時間上の継起、理由、様態などの

幅広い解釈を許すが、ある種の感嘆あるいは予想以上の出来事という意味が構文によって付与されて

いる」（大堀 2002：130）とし、この「感嘆」という意味は、中途文という構文によって新しく付与さ

れる意味であるとしている。 

上述したように、限られた研究の中で、中途文「～て。」の意味に関する記述は見られるが、そもそ

も複文で現れる全てのテ節が中途文「～て。」として現れ得るのか、もしそうでなければ、中途文とし

て成り立つテ節には、どのような文法的特徴、或いは意味的特徴があるのかについてはまだわかって

いない。テ節には、状態・様子、継起、並列、原因など、幅広い意味があると考えられる。その中で

は、例えば、「野菜を洗って、鍋に入れた。」のような時間的継起を表すテ節は、主節が現れないなら、

意味不明なものになると考えられる。このように、複文で現れるテ節のうち、中途文「～て。」として

現れにくいと考えられるものもあると思われる。また、南（1974）は、複文の従属節の従属度につい

ては、その従属節を A、B、C という 3 つの類に分けている。複文におけるテ節については、南（1974）

では、その A、B、C 類のいずれとしてもあり得るとされる。一方、テ節の A、B、C 類の全てのもの

が、中途文「～て。」として現れ得るのか、中途文「～て。」とテ節の従属度との対応関係はどうであ

ろうか、などについては明らかにされていない。また、本稿の考察データを観察したところ、「今日は

ちょっと先約があって。」、「ここに落ちて。」、「店長、大変だろうなと思って。」、「好きだって言われ

て。」、「荷物が重くて。」などのように、中途文「～て。」の述語的部分には、「ある」、「落ちる」、「思

う」、「言われる」、「重い」などのような無意志性の性質を持つものが多く使用されていることがわか

った。これらのことから、本稿では、複文におけるテ節の従属度との対応関係、及び述語的部分の意

志性という 2 つの観点から、中途文「～て。」の文法的特徴を明らかにする。 

さらに、白川（2009）は、「事情の説明」という意味は、複文におけるテ節の「原因・理由」を表す

用法に準拠して説明できる（白川 2009：177）としている。しかし、「事情の説明」という意味とテ節

のほかの意味との関係、及び「感嘆」という意味とテ節の意味との関係については述べていない。従

って、中途文「～て。」とテ節の意味上の対応関係の全体像を明らかにする必要があると思われる。さ

らに、それらの意味上の特徴が文法上の特徴とどのように関連づけられるのかについても、考察する

必要があると思われる。 

 

2．先行研究の検討 
2.1 複文におけるテ節に関する研究 

先行研究では、テ節に関する記述は数多くあり、国立国語研究所（1951）、南（1974、1993）、仁田

（1997）、寺村（2006）、長辻（2012）、吉田（2012）、益岡（2013、2014）、日本語記述文法研究会（2017）
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などが挙げられる。複文におけるテ節の意味に関する記述については、それぞれの先行研究において

使われる用語が多少異なるところがあるが、基本的に、テ節には、①状態・様子、②継起、③並列、

④原因・理由という 4 つの意味があると整理できる。 

 

2.1.1 複文におけるテ節の従属度に関する研究 

南（1974）は、従属句における述語的部分の要素と述語的部分以外の要素の現れ方に基づき、接続

表現を A、B、C という 3 つの類に分けている。A 類の従属度が最も高く、C 類の従属度が最も低いと

される。B 類の従属度は A 類と C 類の中間レベルである。テ節は、A、B、C いずれの類にも現れ得る

とし、それぞれの類において異なる意味を表すとされる。 

まず、形式上から見ると、テ節の述語的部分において、A 類では、「丁寧の形」及び「打消しの形」

は現れ得ない（南 1974：128-129）。B 類と C 類のテ節については、述語的部分に現れ得る要素に違い

はなく、述語的部分以外の要素によって分別される。主として、提示のことば（「は」など）、及び「お

そらく」、「たぶん」、「まさか」などの陳述副詞というような要素が、C 類には存在可能であるが、B 類

のテ節のほうには、現れ得ない（南 1974：128-129）。 

張（2018）では、南（1974）の従属句の分類基準に基づき、各接続助詞を用いた中途文の出現状況

を観察し、中途文という形式として現れ得る接続助詞は、ほぼ南（1974）の分類による B 類か C 類の

いずれかであるという傾向が見られる（張 2018：15-16）としている。しかし、接続助詞を用いた中途

文の全体像については考察されているが、それぞれの接続助詞を用いた中途文について個別に記述は

されていない。本稿の考察データを観察したところ、中途文として成り立つことができるテ節につい

ては、B 類か C 類のいずれかのものであると記述するだけではまとめることができないということが

わかった。例えば、中途文「～て。」には、「どうしたんですか？ぼんやりして。」（テレビドラマ『結

婚しない』第 9 回）のように、文法上、A 類のテ節と考えられる 1ものも見られた。従って、文法上、

中途文「～て。」の述語的部分の構成要素の現れ方を観察することを通し、複文におけるテ節の従属度

との対応関係を明らかにする必要がある。 

次に、意味の面から見ると、南（1974）では、A 類のテ節は、状態・様子を表すもの（「椅子にかけ

て食事をする。」（南 1974：121））としている。B 類のテ節には、①継起的または並列的な動作・状態

を表すもの（「窓をパタンと閉めて、出て行ってしまった。」（南 1974：123））と、②原因・理由を表す

もの（「風邪をひいて、休みました。」（南 1974：122））という 2 種類のものがあるとされる。C 類のも

のについては、「たぶん A 社は今秋新機種を発表する予定でありまして、B 社も当然なんらかの対抗

策をとるものと思われます。」（南 1974：124）という例が挙げられているが、その意味については明

確に記述されていない。 

意味の面から観察すると、複文で使用されるテ節のうち、中途文「～て。」として現れにくいものも

見られるのではないだろうか。例えば、上記の「窓をパタンと閉めて、出て行ってしまった。」という

継起的または並列的な動作・状態を表す B 類のものについては、「窓を閉める」と「出て行った」とい

う 2 つの動作が、この順に並んで表現しなければ、「継起的」という時間的前後関係自体を表すことは

難しいと考えられる。その「継起的な動作・状態」という意味を実現するには、従属節と主節がセッ

                                                      
1 この場合、「ぼんやりして」が丁寧の形（「＊ぼんやりしまして」）、及び打消しの形（「＊ぼんやりしなくて」）としてあ

り得ないため、南（1974）の形式上の分類基準によると、A 類のものと対応すると考えられる。 
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トで連続して使用するのが必須であるのではないかと思われる。従って、複文で現れる全てのテ節が

中途文「～て。」として使えるかどうかを明らかにするには、意味の面からも、テ節との対応関係を考

察する必要がある。 

 

2.1.2 複文におけるテ節の意志性に関する研究 

先行研究では、複文におけるテ節の意志性については、時間の流れに沿って事態が生起する際、2 つ

の事態が意志的な動きであれば、継起を表すと解釈されるのに対し、従属節または主節のどちらか、

或いは両方が無意志的な動きである場合、原因・理由を表す（日本語記述文法研究会 2017：279-285）

と指摘されている。このように、複文におけるテ節の意志性が、その意味と関連している。 

一方、本稿の考察データにおいて、中途文「～て。」の述語的部分を観察すると、「小さいけど、噴

水があって。」（テレビドラマ『結婚しない』第 1 回）、「お母さんに怒られて。」（テレビドラマ『ディ

ア・シスター』第 10 回）、「最近、肩凝りがひどくて。」（テレビドラマ『日本人の知らない日本語』第

7 回）などのように、「ある」、「怒られる」、「ひどい」などのような無意志性を持つ述語が多いという

傾向が見られた。従って、中途文「～て。」の述語的部分に着目し、意志性という側面から、中途文「～

て。」の文法的特徴及びその意味との対応関係を考察する必要があると考えられる。 

 

2.2 中途文「～て。」に関する研究 

先行研究では、中途文「～て。」には、①事情の説明、②感嘆の 2 つの意味があるとし、感嘆という

意味は、陳謝、感謝、非難、感嘆（未分化）2の 4 つに分けられる（白川 2009：152-153）とされてい

る。以下の例（1）と例（2）が、それぞれ事情の説明、及び陳謝を表すものである。 

 

（1）A：あの子を家に入れるって！？ 

B：んー浅山久央くんのご両親は海外を飛び回ってる音楽家で連絡がとれなくって。彼は一

人暮らしだしケガが治るまではせめてーね 

A：でもあの子ヘンなのよ 

（喜多尚江「イチゴとメロンとオバケ」p.88 白川（2009：146）（13）） 

 

（2）響子：あ、あのその節はお騒がせしまして…… 

近所の奥さん：いーのよ いーのよ！！ 

（高橋留美子『めぞん一刻 1 ⃣』p.199 白川（2009：149）（19）） 

 

例（1）は、B が浅山久央を家に置くことに対して A が難色を示したことを受け、B が「だから、自

分がそのようなことをしたのは、仕方がないことだったのだ」と事情を説明して、自分の行為の正当

性を主張しようとしたと解釈される（白川 2009：146）とされる。 

例（2）は、母語話者ならば、これが、陳謝を意図して発話されたものであることを即時に理解する

                                                      
2 白川（2009）では、「感嘆」という意味の下位分類には、「陳謝」、「感謝」、「非難」のように、比較的分化している

ものもあれば、話者自身がその感情の種類に分け入ってまで明示的に表現していないものもある（白川 2009：148）と

している。後者のものについては、「感嘆」という用語が最適かどうかわからないが、少なくとも「感嘆」とでも言う

しかないくらいに、感情の表現が未分化である（白川 2009：148）としている。本稿において、この種類のものを「感

嘆（未分化）」と表記することとする。 
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ことができるとし、日本語において陳謝という言語行動を遂行する際に好んで用いられる文型である

（白川 2009：149）とされる。この例（2）は、「その節はお騒がせしまして、申し訳ありませんでし

た。」という意味と解釈できるだろう。 

また、第 1 節においても述べた通り、先行研究では、中途文「～て。」の持つ「事情の説明」という

意味は、複文におけるテ節の「原因・理由」という用法に準拠して説明できる（白川 2009：177）とさ

れる。先行研究では、それについて詳しく論じていないが、本稿では、5.2.3 節において記述する。一

方、中途文「～て。」の持つ「感嘆」という意味も、同じくテ節の「原因・理由」という意味とも対応

するのではないかと思われる。例えば、上記の例（2）では、上述した通り、中途文「あのその節はお

騒がせしまして。」は、確かに「陳謝」の意味を表している。ただし、話し手が「その節はお騒がせし

ました」ということを理由として挙げており、この理由で自分が「申し訳ない」という陳謝の気持ち

を持つようになったと解釈できるだろう。また、中途文「～て。」の持つ「事情の説明」及び「感嘆」

という 2 つの意味と、テ節の持つほかの意味との対応関係についてもまだわかっていない。中途文「～

て。」と複文におけるテ節との意味上の対応関係の全体像を明らかにする必要があると思われる。 

さらに、上述した通り、中途文「～て。」の「事情の説明」及び「感嘆」という 2 つの意味のいずれ

もテ節の「原因・理由」という意味と対応すると考えられる点については、さかのぼって考えてみる

と、テ節の「関係づける」という基本的機能によるのではないかと思われる。この中途文「～て。」と

複文におけるテ節との関係については、5.2 節において詳しく記述する。 

以上の先行研究の検討を踏まえ、解決すべき課題として以下の 2 つが設定される。 

 

① 複文で現れる全てのテ節が中途文「～て。」として現れ得るのか。テ節の従属度との対応関係、

及びその述語的部分の意志性という 2 つの観点から、中途文「～て。」としてあり得るテ節の文

法的特徴を見る。 

② 複文におけるテ節との対応に着目してみると、先行研究において指摘されている「事情の説明」、

及び「感嘆」という 2 つの中途文「～て。」の意味が、複文におけるテ節の「関係づける」とい

う基本的機能に基づいて生じるものではないかと考えられる。この中途文「～て。」とテ節との

意味上の対応関係の全体像はどうであろうか。また、中途文「～て。」の持つ意味が、①におい

て明らかにするその文法的特徴とどのように関連づけられているのか。 

 

3．研究方法 
本稿では、データ収集の対象として、『日本人の知らない日本語』（2010 年放送、全 12 話）、『結婚

しない』（2012 年放送、全 11 話）、『あぽやん～走る国際空港』（2013 年放送、全 10 話）、『ディア・シ

スター』（2014 年放送、全 10 話）という 4 本の現代日本のテレビドラマを用いた 3。 

中途文「～て。」を抽出するに当たり、以下の 3 つのものは本稿の分析の対象外とすることとした。 

 

① 補助用言に連なるもの 

                                                      
3 本稿のデータ収集に当たり、①文字化、②コーディング、③接続助詞を用いた文の抽出、④中途文の弁別という 4 つ

の手順（張 2018：6-7）に基づき、接続助詞を用いた中途文を抽出した。また、データの処理において、a.文脈上、主

節が現れているもの、b.複合辞など定着した形のもの、c.繰り返すもの、d.話者の自己意志でなく、他力で中断された

ものという 4 つのもの（張 2018：7-10）を分析対象外としてデータから外した。このプロセスを経て収集したデータ

から、本稿の考察対象とする接続助詞「て」を用いた中途文「～て。」を抽出することとした。 
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先行研究では、「『お願い、帰って。』のような命令的な用法については、とりあえず除外しておく」

（白川 2009：142）と記述されており、本稿においても、「～てくださる」、「～てみる」、「～てい

る」などのような補助用言に連なるものは考察対象外とする。 

② 慣用的用法としているもの 

「～について」、「～において」、「～に関して」などの慣用的用法も分析対象外とする。 

③ 引用として解釈できるもの 

「堀之内さんから電話かかってきて、先輩のこと見とけって。」（テレビドラマ『あぽやん～走る

国際空港』第 2 回）のように、「って」というような引用の用法として解釈できるものは、本稿の

分析の対象として扱わない。 

 

抽出したデータから以上の 3 つのものを手作業で外した結果、299 例の中途文「～て。」が得られた。

本稿では、この 299 例の中途文「～て。」をもとに、考察していく。 

 

4．中途文「～て。」の文法的特徴に関する考察 
4.1 中途文「～て。」とテ節の従属度との対応関係 

本節では、中途文「～て。」の文法上の構成要素の現れ方を観察することにより、複文におけるテ節

の従属度（南 1974）との対応関係を考察した。具体的には、文法上、中途文「～て。」に現れ得る要素

を観察し、その構成要素の現れ方が複文におけるテ節の A、B、C のどの類と対応するのかを確認し

た。確認した結果、中途文「～て。」には、複文におけるテ節の 3 つの類のいずれのものとも対応する

ものも見られるが、B 類と対応するものが極めて多いという傾向が見られた。 

その対応関係を判断するには、2.1.1 節において記述した基準（南 1974）に基づくこととする。ま

ず、「丁寧の形」、及び「打消しの形」が述語的部分に現れ得ないものは、A 類のものとして扱うこと

とした。例えば、「どうしたの、変な顔して。」（テレビドラマ『日本人の知らない日本語』第 2 回）と

いう例では、その述語部分である「～顔して」が、この場合、丁寧の形（「＊～顔しまして」）、及び打

消しの形（「＊～顔しなくて」）となると、不自然であると考えられるため、このようなものは A 類の

ものとして扱うこととした。次に、提示のことば（「は」など）、及び「おそらく」、「たぶん」、「まさ

か」などのような要素は A 類や B 類に存在不可能であるため、これらの要素が現れ得るものは、C 類

と判定する。例えば、本稿の考察データでは、「もしかして、そのうち、その庭、春子さんちの庭にな

ったりして。」（テレビドラマ『結婚しない』第 9 回）という例が見られる。この例において、「そのう

ち、その庭（は）、春子さんちの庭になったりして。」のように、提示のことば「は」を入れても不自

然ではない。また、ここには、「もしかして」という陳述副詞も見られるため、このようなものは C 類

のものとして扱うこととする。 

上述した手順で観察した結果、299 例のうち、B 類と対応するものが 294 例と、全体の 9 割以上

（98.33％）を占め、極めて多いという傾向が見られることがわかった。そのほかの A 類と C 類に対

応するものは少なく、それぞれ 3 例（1.00％）と 2 例（0.67％）である。このように、中途文「～て。」

と、テ節の従属度との対応関係については、A、B、C 類のいずれの類とも対応するものが現れ得るが、

その出現傾向にかなりの差が見られることがわかった。 

ただし、意味の面から考察すると、中途文「～て。」として現れにくいと考えられるものもあること

がわかった。なお、中途文「～て。」の意味については、第 5 節において記述する。 
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4.2 中途文「～て。」の述語的部分の意志性に関する考察 

本節では、中途文「～て。」の述語的部分の意志性という側面から、その文法的特徴を考察した。そ

の結果、中途文「～て。」の述語的部分において、無意志性を持つものが極めて多いということがわか

った。一方、意志性の述語を持つものについては、その中途文「～て。」全体を観察すると、そこに意

志性が見られないものも見られた。 

 

4.2.1 無意志性の述語を持つ中途文「～て。」 

中途文「～て。」の述語的部分において、299 例のうち、無意志性の性質を持つものは、273 例と、

全体の 9 割以上（91.30％）を占め、極めて多いということがわかった。その述語的部分には、以下の

表 1 に示す 11 種類のものが見られた。 

 

表 1 中途文「～て。」に現れる無意志性の性質を持つ述語の種類 

無意志性の述語の種類 例
①基本的に無意志動詞と見なせるもの 「あって」「落ちて」「消えて」
②心的作用を表す動詞 「思って」「気づいて」「困って」
③条件付きの無意志動詞 「なって」「～から聞いて」
④可能動詞 「会えて」
⑤「～れる／られる」をとる受け身的な
意味を持つもの

「言われて」「遊ばれて」「追われて」

⑥「～てしまう」「～てやがる」などの
形をとるもの

「起こってしまって」「勝手にエアコンつかいや
がって」

⑦「～てくれる」をとるもの
「気に入ってくれて」「言ってくれて」「一緒に
いてくれて」

⑧「～ていて」の形をしているもの
「マンション買おうって言ってて」「時間に追わ
れてて」

⑨形容詞／名詞述語
「虚しくて」「重くて」「忙しくて」「バツイチ
でして」

⑩形容詞／名詞述語の否定形 「～なくて」「～じゃなくて」

⑪意志動詞が無意志的に用いられるもの
「この間のお礼も兼ねて」「こんな遅くまで振り
回して」  

 

①「基本的に無意志動詞と見なせるもの」については、「ある」、「落ちる」、「消える」などのように、

もともと無意志動詞のものである。②の「思って」、「気づいて」、「困って」などの述語的部分は、心

的作用を表す動詞が使用されている。先行研究では、心的作用を表す動詞の大半は無意志動詞に分類

され、知覚を表す動詞もほぼ無意志動詞になるとしている。「思う」は心的作用を表す動詞の代表格の

ような語であり、人間が「思う」という作用自体を制御することはできず、「思う」という作用を意志

によって停止したり、発動したりはできず、無意志動詞である（杉本 1997：39）とされる。従って、

この心的作用を表す動詞から成る述語も無意志性のものと考えられる。③の「条件付きの無意志動詞」

については、例えば、「なる」という動詞は、意志動詞と無意志動詞のどちらとしても使えるものであ

る。だが、本稿の考察データでは、「不安になって」、「お世話になって」のように用いられており、無

意志性の述語と考えられる。また、「聞く」という動詞についても、本稿の考察データでは、「～から

聞いて」のように用いられており、話し手が意図的に誰かに何かを聞くのではなく、非意図的に、或

いは偶然に情報を得たと理解できるため、無意志性の述語と考えられる。④可能動詞と⑤受け身の形
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をとる表現も話し手の意志によって制御できるものではないため、無意志性の性質を持つ述語である

と考えられる。⑥の「しまって／ちゃって」や「やがって」などの表現は、形容詞のテ形で言い終わ

る場合と同じように、感情の起因を示している（三枝 2006：25）とされる。「～てしまう」について

は、「完了」と「後悔・残念」という 2 つの用法があるが、本稿の考察データでは、「起こってしまっ

て」のように、取返しのつかないことをしてしまったという「後悔・残念」として使われており、こ

れは話し手の意志によって決められるものではないため、無意志性の述語であると考えられる。 

⑦「～てくれる」をとるものについては、「～てもらう／いただく」は「もらおう」「もらうつもり」

「もらいたい」「もらわせる」などの意志を伴う語形が用いられる動詞であるのに対して、「～てくれ

る／くださる」は聞き手への働きかけがない無意志性動詞であり、意志・志向形である「くれよう」

や願望を表す「くれたい」などの語形では用いられない動詞である（原田 2007：123）としている。従

って、この「～てくれる」の形をとるものが、無意志性の述語であると考えられる。⑧「～ていて」

の形をしているものについては、「マンション買おうって言ってて」、「時間に追われてて」のように、

「マンションを買おうと言っている」という状態、「時間に追われている」という状態を描写している。

これらは、状態性の述語であると考えられるため、本稿では、無意志性のものとして扱うこととする。

⑨と⑩の形容詞・名詞述語、及びそれらの否定形のものは、全て無意志性の述語であると考えられる。 

最後に、⑪意志動詞が無意志的に用いられるものについては、例えば、「兼ねる」、「振り回す」は意

志動詞であるが、本稿の考察データでは、「この間のお礼も兼ねて」、「こんな遅くまで振り回して」の

ように用いられており、それぞれ「この間のお礼も兼ねて、ごちそうするよ。」、「こんな遅くまで振り

回してしまって、申し訳ない。」と理解できるだろう。これらは全て無意志的に用いられていると考え

られる。 

 

4.2.2 意志性の述語を持つ中途文「～て。」 

本稿の調査では、299 例のうち、意志性の性質を持つものは 26 例（8.70％）であり、無意志性の述

語を持つ中途文「～て。」と比べれば、かなり少数である。しかし、この少数のものの中にも、意志性

の述語が使われているが、中途文「～て。」全体として観察すると、そこに意志性が見られないものも

観察された。 

この中では、「また、うまいこと言って。」「また、そんな強がり言って。」「人の旦那に手え出して。」

などのように、行為を行う主体が話し手ではなく、相手、或いは話題にある第三者である場合に使わ

れているものが見られる。このようなものは、意志性の述語が使われているが、中途文「～て。」全体

に着目して観察すると、話し手が何らかの事態や事柄について描写したり、叙述したりしているもの

と捉えられるのではないだろうか。これらのものは、その意志性を持つ述語によって意図的に何かを

行ったことを表すのではなく、中途文「～て。」により、何らかのことを物語るように述べているもの

と思われる。例えば、以下の例（3）のようなものである。 

 

（3）千春：大丈夫ですか？ 

春子：うん。そっちは？ちゃんと頑張ってきた？ 

千春：ええ、春子さんに負けないように。春子さんも頑張りましたね。 

春子：うん、先生が頑張ったんだけどね。 

千春：また、そんな強がり言って。 
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春子：でも、千春がいてくれて、千春に出会えて、ホントによかった。 

千春：私の方が春子さんに出会えてよかったです。 

春子：ありがとう。 

（テレビドラマ『結婚しない』第 11 回） 

 

例（3）は、話し手の千春が、相手の春子が手術を受けた後に、お見合いに来た時の会話である。話

し手の「春子さんも頑張りましたね。」という話に対し、相手の春子が「うん、先生が頑張ったんだけ

どね。」と強がって返答をした。手術を受けたばかりなのに、このような平気なふりをしている春子の

姿に対し、話し手の千春が、中途文「また、そんな強がり言って。」により、相手の「強がって言って

いる」という姿を描写していると思われる。このように、動作を行う主体が話し手ではない中途文「～

て。」は、意志性の述語が使われているが、意図的な動作というより、描写・叙述の性質がより強く、

そこに意志性が見られないのではないかと思われる。 

 

5．中途文「～て。」の意味に関する考察 
5.1 中途文「～て。」とテ節との対応関係の全体像 

本節では、まず、抽出された 299 例の中途文「～て。」の意味を確認した。本稿では、意味の記述に

当たり、白川（2009）において指摘されている①事情の説明、及び②感嘆（「陳謝」、「感謝」、「非難」、

「感嘆（未分化）」）という分類に基づき、行うこととする。確認した結果を以下の表 2 に整理した。 

 

表 2 中途文「～て。」の各意味の出現状況 
意味 用例数 割合

事情の説明 267 89.30%
非難 11 3.68%
感嘆（未分化） 10 3.34%
陳謝 9 3.01%
感謝 2 0.67%
総計 299 100.00%  

 

また、本節では、第 4 節の考察結果、及び表 2 を基に、中途文「～て。」と、テ節の従属度との対応

関係、その述語的部分の意志性との対応関係、及びテ節との意味上の対応関係の全体像を以下の表 3

に整理した。 

まず、複文におけるテ節の従属度の A、B、C 類を軸にし、それぞれの類において、その述語的部分

の意志性と意味を先行研究（2.1.1 節、及び 2.1.2 節）に基づき、表 3 の左側の「複文におけるテ節」

の部分に整理した。なお、C 類のテ節の意味については、先行研究において記述されていないが、本

稿では、「並列的な節や文の接続」と扱い、5.2.4 節において記述する。また、C 類のテ節の述語的部分

の意志性についても、先行研究において記述されていない。本稿においても、複文におけるテ節のデ

ータを収集しておらず、明確にその意志性を把握することができないため、「不明」として扱うことと

する。次に、4.1 節の考察結果に基づき、テ節の従属度と対応する中途文「～て。」の用例数を表 3 の

右側の「中途文『～て。』」の部分に入れた。テ節の従属度と対応する各類の中途文「～て。」の述語的

部分の意志性についても、4.2 節の考察結果に基づき、表 3 の右から 3 番目の列にまとめた。最後に、

確認した中途文「～て。」の意味については、各類において、意志性と無意志性の述語的部分とそれぞ



国際日本研究センター『日本語・日本学研究』10 号 
 

58 

れ対応する形で、表 3 に整理した。テ節及び中途文「～て。」の各類に合わせた例もそれぞれ表に入れ

た。 

 

表 3 中途文「～て。」と複文におけるテ節との対応関係の全体像 

従属度 意志性 意味 例

従属度
（文法上
の構成要
素の現れ
方に基づ
き、対応
するもの
の用例
数）

意志性 意味 例

A
意志性

無意志性
状態・様子

椅子にかけて食事
をする。
（南1974：122）

3例
無意志性
（3例）

感嘆（未分化）
（3例）

どうしたの、変な顔し
て。
（テレビドラマ『日本
人の知らない日本語』
第2回）

B 意志性
継起的また
は並列的な
動作・状態

窓をパタンと閉め
て、出て行ってし
まった。
（南1974：122-
123）

感嘆（未分化）
（2例）

非難（2例）

陳謝（2例）

事情の説明（19例）

感謝（2例）

感嘆（未分化）
（5例）

陳謝（7例）

非難（8例）

事情の説明（247例）

無意志性
（1例）

事情の説明（1例）

②もしかして、そのう
ち、その庭、春子さん
ちの庭になったりし
て。
（テレビドラマ『結婚
しない』第9回）

複文におけるテ節 中途文「～て。」

対応するものなし

B
意志性

無意志性
原因・理由

風邪をひいて、休
みました。
（南1974：122）

294例

①助かった。ひとり
じゃとても運べなく
て。
（高橋留美子『めぞん
一刻1⃣ 』.p.177　白川
（2009：145（12））の
一部）
②あ、あのその節はお
騒がせしまして……
（高橋留美子『めぞん
一刻1⃣ 』p.199　白川
（2009：149（19））の
一部）

無意志性
（269例）

意志性
（25例）

非難（1例）

①人の旦那に手えだし
て。
（テレビドラマ『あぽ
やん～走る国際空港』
第5回）

意志性
（1例）

C 不明

並列的な節
や文の接続
（先行研究
において記
述なし）

たぶんA社は今秋
新機種を発表する
予定でありまし
て、B社も当然な
んらかの対抗策を
とるものと思われ
ます。
（南1974：124）

2例

 
 

この表 3 に基づき、中途文「～て。」とテ節の意味上の対応関係を 5.2 節において記述し、中途文「～

て。」の意味とその文法的特徴との関わりを 5.3 節において記述する。 

 

5.2 中途文「～て。」とテ節の意味上の対応関係に関する考察 

2.2 節において述べた通り、複文におけるテ節との対応関係に着目してみると、中途文「～て。」の
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持つ意味は、テ節の「関係づける」という基本的機能に基づいて生じるのではないかと考えられる。

白川（2009）では、「事情の説明」を表す中途文「～て。」は、従属節（本稿における中途文「～て。」）

の内容事態と関係づけるべき事態が、言語的・非言語的文脈上に存在するとしている。それに対して、

「感嘆」を表す中途文「～て。」は、従属節（同上）を提示することによって話者の評価的態度を表出

し、文脈に依存せずに出てくる意味のように見えるが、言語外の常識に支えられて意味解釈が可能に

なる表現である（白川 2009：160-161）としている。即ち、いずれの意味を持つ中途文「～て。」であ

っても、中途文「～て。」によって表された事態を、文脈上の内容事態、或いは言語外の常識など、何

らかのことと関係づけることによってその意味を実現していると考えられる。この「関係づける」と

いう機能は、テ節から引き継いだものなのではないだろうか。なぜならば、テ形接続（本稿における

「テ節」）はそれが表す事態と主節の事態とを積極的に関係づけるという機能を持つもの（益岡 2013：

167-169）とされるからである。テ節は、それ自体が持つ意味が希薄であり、その意味の解釈は、前後

の事態や文脈に依存する（日本語記述文法研究会 2017：280）とされる。中途文「～て。」の持つ意味

は、複文におけるテ節の持つこの「関係づける」という基本的機能に基づいて生じるものではないか

と考えられる。さらに言うと、複文におけるテ節が関係づけるのは主節であるのに対して、主節の現

れない中途文「～て。」において「～て」が関係づけるのは前後の文脈、或いは文脈外の常識などであ

り、その関係づける範囲が、複文におけるテ節よりも広いのではないかと思われる。 

ただし、表 3 において示している通り、複文におけるテ節との対応関係の詳細を観察すると、中途

文「～て。」として現れにくいと考えられるものもあることがわかった。以下、それぞれの対応関係に

ついて詳しく記述する。 

 

5.2.1 「状態・様子」を表すテ節と対応する中途文「～て。」 

複文におけるテ節の A 類と対応する中途文「～て。」は 3 例しか見られず、3 例全てが、白川（2009）

において指摘されている「感嘆（未分化）」という意味を表すものである。ここでの「感嘆（未分化）」

という意味は、2.2 節においても述べた通り、「陳謝」、「感謝」、「非難」と異なり、はっきりした感情

を表していないと考えられるものである。白川（2009）はこのことについて、話し手は、中途文「～

て。」で描写されたことの生起自体に強く感ずるところがあって発話しているのだが、その感情を分析

することはせずに、ただ感じ入っている状態にいることを表現しており、その感情の種類に分け入っ

てまで明示的に表現していない（白川 2009：148）としている。この 3 例はいずれも、A 類のテ節の

意味を引き継ぎ、状態・様子を表す意味を持つものと思われる。それと同時に、話し手が、相手の状

況を描写することによって、相手の様子はいつもと違うと感じたことを表していると思われる。例え

ば、以下の例（4）のようなものである。 

 

（4）真理子：どうしたんですか？ぼんやりして。 

千 春：えっ？ 

森 田：何か、あったんですか？ 

千 春：ううん、何でもない。 

真理子：千春さん？ 

千 春：あっ、ほら、もう開店時間。 

（テレビドラマ『結婚しない』第 9 回） 
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例（4）は、旅行会社で働く千春が、開店前に店長に呼ばれ、契約の更新ができないということを知

らされた後、その件について何も知らない同僚たちとの会話である。話し手の真理子が、お昼を食べ

た後に職場に戻ってきて、同僚の千春がぼんやりしている様子を見かけ、「どうしたんですか？ぼんや

りして。」を通し、千春に状況を尋ねている。話し手が、相手の千春の様子を描写していると同時に、

相手の様子はいつもと違うと感じたことを表していると思われる。 

また、本稿の抽出した残りの 2 例は、「どうした？改まって。」（テレビドラマ『結婚しない』第 9 回）

と「どうしたの、変な顔して。」(テレビドラマ『日本人の知らない日本語』第 2 回）というものであ

る。A 類のテ節と対応する中途文「～て。」については、3 例しか見られなかったが、この 3 例にはい

ずれも「どうしたんですか／どうした／どうしたの」というような相手に理由や状況をたずねる表現

が現れていることが観察された。 

 

5.2.2 「継起的または並列的な動作・状態」を表すテ節と対応する中途文「～て。」 

表 3 に示している通り、「継起的または並列的な動作・状態」を表すテ節と対応する例は見られず、

これに対応する中途文「～て。」は意味的に考えにくいと思われる。 

まず、「継起的動作・状態」を表すテ節は、テ節によって接続する従属節と主節の関係は、時間的前

後関係にある。このような性質を持つテ節は、その主節が従属節の後に続き、連続して表現されなけ

れば、その「時間的前後関係」を表す「継起的」という意味自体を表すことは難しいと考えられるた

め、主節の現れない中途文「～て。」は意味的に考えにくいと思われる。 

次に、「並列的な動作・状態」を表すテ節は、テ節によって接続する従属節と主節が並列という関係

を実現するには、2 つの節が並んで存在することが必須であると考えられるため、主節がなければ、

当然並列という意味自体を表すことは難しいと思われる。従って、この類と対応する中途文「～て。」

の存在も意味的には考えにくいと思われる。 

 

5.2.3 「原因・理由」を表すテ節と対応する中途文「～て。」 

この意味を表すテ節に対応する中途文「～て。」は計 292 例あり、最も多い。2.2 節において述べた

通り、白川（2009）は、「事情の説明」を表す中途文「～て。」は、「原因・理由」を表す複文における

テ節と関連づけられているとしている。ただし、本稿の考察データを観察した結果、この「原因・理

由」を表すテ節と関連づけられるのは、「事情の説明」という意味だけでなく、白川（2009）において

指摘されている全ての意味ではないかということがわかった。表 3 において示している通り、①事情

の説明（266 例）、②陳謝（9 例）、③感謝（2 例）、④非難（10 例）、⑤感嘆（未分化）（7 例）という 5

つの意味を表す中途文「～て。」は、いずれも「原因・理由」を表すテ節と対応していると思われる。 

まず、「事情の説明」を表す中途文「～て。」と「原因・理由」を表すテ節との関係づけについて記

述する。例えば、以下の例（5）のようなものである。 

 

（5）森尾：すいません、騒がしくて。 

古賀：楽しいご家族だね。 

森尾：ホントにそう思ってます？ 

古賀：もちろん。うちの家族とは…ちょっとケンカしちゃったからね。 

森尾：ケンカ？ 
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古賀：海外移住なんて、やめた方がいいって言われちゃって。 

森尾：反対されてるんだ。 

古賀：うん…まあ、家族の気持ちも分かるんだけどね。私も少し前までは、30 過ぎて夢を

追いかけるなんて無理って諦めてたから。 

森尾：じゃあ…どうしてバンクーバーに行こうと思ったんですか？ 

（テレビドラマ『あぽやん～走る国際空港』第 6 回） 

 

例（5）は、同じく空港で働く森尾と古賀が、森尾の実家の経営している飲食店で食事をしながら、

話をしている場面である。例（5）は、相手の森尾の「ケンカ？」という疑問を受け、話し手の古賀が、

中途文「海外移住なんて、やめた方がいいって言われちゃって。」により、「海外移住を家族に反対さ

れている」と相手の森尾に事情を説明している。この例（5）では、話し手の古賀が、「家族から海外

移住のことに反対されている」ということを理由として挙げており、「この理由で家族とケンカしたの

だ」と相手の森尾に事情を説明していると考えられる。このように、「事情の説明」を表す中途文「～

て。」は、「原因・理由」を表すテ節と対応していると考えられるであろう。 

次に、「感嘆」を表す中途文「～て。」と「原因・理由」を表すテ節との関係づけについて記述する。

以下の例（6）は、「感嘆」の下位分類のうち、「陳謝」を表すものである。 

 

（6）工藤：すみません、ここのバイトなんですけど。 

春子：ああ、いつまで来てもらえるか、決めなきゃね。パリには、いつ、たつの？ 

工藤：再来週です。 

春子：じゃあ、準備とか、色々あるだろうから、来週いっぱいかな？ 

工藤：すみません、バタバタと。結局、こんなに押し迫ってしまって。 

春子：ううん、大きな決断だもん。 

（テレビドラマ『結婚しない』第 9 回） 

 

例（6）は、話し手の工藤がバイト先で、いつまでやれるかということを店長の春子に伝える場面の

会話である。話し手の工藤は、「バイトを辞めることを伝えるのがぎりぎりになってしまった」という

ことから、「色々迷惑をかけて申し訳ない」と思っている。話し手の工藤が、中途文「結局、こんなに

押し迫ってしまって。」により、自分の「申し訳ない」という「陳謝」の気持ちを表していると思われ

る。この例（6）の中途文「～て。」は、「すみません、バタバタと。」という文脈上の事態、及び「普

通、バイトや仕事などを辞める時、早めに言っておいたほうがいい」という言語外の常識などと関係

づけ、確かに「陳謝」の意味を表している。ただし、テ節の意味との対応に着目して観察すると、こ

の例（6）のような「陳謝」を表すものも「事情の説明」という意味と同じく、テ節の持つ「原因・理

由」という意味に準拠して説明できるのではないかと思われる。上に述べた通り、中途文「結局、こ

んなに押し迫ってしまって。」によって表される「伝えるのがぎりぎりとなり、こんなに押し迫ってし

まった」という事態が、話し手に「陳謝」という感情をもたらした原因であると考えられるであろう。

このように、中途文「～て。」の持つ「陳謝」という意味も、複文におけるテ節の持つ「原因・理由」

という意味とも対応していると思われる。白川（2009）において指摘されている「感謝」、「非難」、「感

嘆（未分化）」というほかの 3 つの意味を表す中途文「～て。」のいずれも、同じく「原因・理由」を
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表すテ節と対応することが観察された。 

 

5.2.4  C 類のテ節と対応する中途文「～て。」 

2.1.1 節において述べた通り、先行研究では、この C 類の複文におけるテ節については、「たぶん A

社は今秋新機種を発表する予定でありまして、B 社も当然なんらかの対抗策をとるものと思われます。」

（南 1974：124）という例だけが挙げられており、その意味については記述されていない。本稿では、

南（1974）において挙げられている例に即して、C 類のテ節の意味を見てみる。この C 類のテ節は、

「状態・様子」や「原因・理由」などのような具体的な意味を持っておらず、「並列的な節や文の接続」

と扱うしかないと思われる。「関係づける」というテ節の基本的機能が働き、2 つの独立した発話の並

列を行っていると考えられる。 

一方、この C 類と対応する中途文「～て。」は、本稿では、2 例のみ抽出した。白川（2009）におい

て指摘されている中途文「～て。」の意味に基づいて判断した結果、「事情の説明」を表すものと、「非

難」を表すものが 1 例ずつ見られることがわかった。この 2 例の中途文「～て。」の意味は、いずれも

C 類のテ節の「関係づけて接続する」という意味を引き継いで生じるものであると考えられる。この

抽出した 2 例の中途文「～て。」は、それぞれ、文脈上の事態と関係づけ、「事情の説明」という意味

（例（7））、及び言語外の常識と関係づけ、「非難」という意味（例（8））を表しているのではないか

と思われる。 

 

（7）千春：ポインセチアの花束って、誰かにプレゼントですか？ 

春子：プレゼントっていうか…麻衣ちゃんの大学の教授がね、実家の庭をデザインしてほし

いって言ってくれて。そのお礼というか、まあ、季節だしね。 

千春：ふーん、ガーデンデザインまた始めることにしたんですか？ 

春子：まあ、小さいところからね。仕事として、成り立つかどうかまだ分からないけど。 

千春：その人にあげるはずだったポインセチアが何でここに？ 

春子：ああ、それが会えなくて。 

千春：あら、急用でもできましたかね？ 

春子：だと思う。連絡なかったから、分からないけど。 

千春：えっ？もしかして、今まで、待ってたんですか？ 

春子：うん、まあ。何か事情があったんだと思うけどね。 

千春：珍しいですね。何でもきっぱりさっぱりの春子さんが、そんなに気にするなんて。 

春子：そう？ 

千春：もしかして、そのうち、その庭、春子さんちの庭になったりして。 

春子：やだ、何、言ってんの？ 

（テレビドラマ『結婚しない』第 9 回） 

 

例（7）は、話し手の千春が、夜遅く帰ってきた相手の春子に、事情を尋ねる会話である。約束通り

に会うべき教授が現れず、相手の春子が夜遅くまで待っていたことについて、話し手の千春が、「珍し

いですね。何でもきっぱりさっぱりの春子さんが、そんなに気にするなんて。」と相手の春子のことを

不思議に思うことを表明した。それに対し、相手の春子が、「そう？」と聞き、千春の話の意味につい
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て、説明を求めている。この春子の疑問を受け、話し手の千春が、中途文「もしかして、そのうち、

その庭、春子さんちの庭になったりして。」により、相手の春子の珍しい行動と関係づけ、「そのうち、

その庭、春子さんうちの庭になるんじゃないんですか？」という自分の予測を冗談気味に言い、自分

の考えを相手の春子に説明している。このように、例（7）の中途文「～て。」も、テ節の「関係づけ

る」という基本的機能を引き継ぎ、文脈上に見られる相手の春子の不思議な行動などと関係づけて表

現したものであると思われる。 

 

（8）妻：人の旦那に手え出して。 

夫：おい、やめてくれ、頼む！ 

妻：こっそり海外旅行なんか、私となんか、熱海でさえ文句言うくせに。もう、許せない！ 

（テレビドラマ『あぽやん～走る国際空港』第 5 回） 

 

例（8）は、妻が空港で、浮気相手と海外旅行に行こうとしている夫を捕まえ、夫と夫の浮気相手を

責めている場面である。妻が、中途文「人の旦那に手え出して。」により、「不倫は倫理道徳から外れ

ることである」という言語外の常識と関係づけ、「あんたは、不倫して、人の旦那に手を出すことをす

るなんて、絶対許さない！」と夫の浮気相手を責めており、話し手の相手に対する「非難」という感

情を表している。この例（8）では、「夫はこっそりと愛人と海外旅行なんかして、自分とは熱海でさ

え文句を言う」という文脈上の事態とも関係づけ、話し手が、「夫と夫の浮気相手のことを絶対許さな

い」という怒りの感情を持っていると考えられるであろう。従って、この例（8）の中途文「～て。」

の「非難」という意味も、テ節の「関係づける」という基本的機能を引き継いで生じるものであると

思われる。 

 

5.3 中途文「～て。」の意味とその文法的特徴との関わりに関する考察 

本節では、中途文「～て。」の意味と第 4 節において明らかにした中途文「～て。」の 2 つの文法的

特徴との関わりについて記述する。5.1 節における表 2 に示した通り、本稿において抽出した 299 例

の中途文「～て。」のうち、「事情の説明」を表すものが 267 例と、全体の 9 割近く（89.30％）を占め、

極めて多いということがわかった。先行研究でも、「量的には、5 つの用法の中で『事情の説明』の用

法の用例が一番多く見つかる」（白川 2009：145）としている。このことは、①従属度が B 類であるテ

節と対応するものが最も多い、②述語的部分において、無意志性の性質を持つものが最も多いという

中途文「～て。」の 2 つの文法的特徴と関連づけられていると思われる。 

まず、テ節の従属度との対応関係という側面から、中途文「～て。」の意味との関わりを記述する。

4.1 節において記述した通り、299 例のうち、B 類のテ節と対応する中途文「～て。」が 294 例と、全

体の 98.33％を占め、極めて高い割合であるということがわかった。先行研究では、階層的性格をとら

えるに当たり、B 類は「判断段階」4である（南 1993）とされる。この「判断段階」の特徴としては、

各種の認定作用が行われることである（南 1993：243-244）とされる。その認定作用の中身としては、

肯定／否定、個別／一般、確定／未定、実現／非実現といった対立の問題の選択、空間的、時間的な

                                                      
4 南（1993）では、文の構造を階層的性格のものとしてとらえるに当たり、「描叙段階」（A 類）、「判断段階」（B 類）、

「提出段階」（C 類）、「表出段階」（D 類）という 4 つの段階からなると仮定している。 
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面についての限定、認定の根拠（また情報源）、認定の前提となる条件（順接／逆接）、原因・理由、

認定の仕方（断定、推定）の選択、内容や表現の仕方についての評価を含んだ表現などがある（南 1993：

243）。これら B 類の認定作用、特に「原因・理由」という認定作用が行われるということによって、

「事情の説明」を表す中途文「～て。」と B 類のテ節との対応関係が裏付けられるのではないかと考

えられる。また、南（1993）では、同じく「原因・理由」を表すが、B 類のテ節と C 類のカラ節は、

階層的性格が異なるとされている。C 類 5のカラ節は、描叙段階、判断段階の処理を経た内容を主張す

る根拠を積極的に示すという主観的な性格を持つのに対し、B 類のテ節は、原因・理由となるものご

とそのものをあげるという性格を持つ（南 1993：236）としている。白川（2009）は中途文「～て。」

の「事情の説明」の意味については、「事情を説明すべき事実」の存在を前提としており、結果として

の事実のみに着目している（白川 2009：155）とされる。ここでは、中途文「～て。」の「結果として

の事実のみに着目している」という特徴は、B 類のテ節の「原因・理由となるものごとそのものをあ

げる」という性格と関連しているのではないかと思われる。 

次に、述語的部分の無意志性のものが多いという文法的特徴から、その「事情の説明」という意味

との関わりについて記述する。4.2 節において、中途文「～て。」の述語的部分において、無意志性の

性質を持つものが 273 例と、9 割以上（91.30％）を占め、極めて多いということがわかった。テ節の

持つ「原因・理由」という意味が、「から」や「ので」などが表す「原因・理由」と異なり、従属節と

主節の因果関係が非意図的に引き起こされることを表し、そのような結果が起こるのはやむを得ない

ことだという場合に用いられる（日本語記述文法研究会 2017：285）とされている。上述したように、

中途文「～て。」の持つ「結果としての事実のみに着目している」という「事情の説明」の特徴も、テ

節の「非意図的に引き起こされる因果関係」という意味的特徴と関連しているのではないかと思われ

る。 

最後に、白川（2009）において指摘されている「『事情の説明』という意味が、テ節の『原因・理由』

という意味に準拠して説明できる」という主張を上述した中途文「～て。」の 2 つの文法的特徴によ

り、文法的側面から論述する。「原因・理由」を表すテ節には、①B 類のものであること、②無意志的

動きが、従属節または主節のどちらか、或いは両方には必ずあることという 2 つの文法的特徴がある

と考えられる。それと対応し、本稿で考察した結果、中途文「～て。」においても、①文法上、テ節の

B 類と対応するものが極めて多い、②無意志性の述語的部分を持つものが極めて多いという 2 つの類

似した文法的特徴があるということがわかった。このように、「事情の説明」を表す中途文「～て。」

と、「原因・理由」を表すテ節とが、類似した文法的特徴を持つことが見られ、白川（2009）の意味に

関する主張と対応しているのではないかと思われる。 

 

6．まとめと今後の課題 
本稿では、中途文「～て。」を研究対象とし、複文におけるテ節との対応関係に着目して、その文法

的特徴と意味を考察することを通し、複文で現れるテ節のうち、中途文「～て。」として現れにくいと

考えられるものもあることを明らかにした。文法上、まず、複文におけるテ節との対応関係を観察し

                                                      
5 南（1993）では、C 類を「提出段階」としている。この段階の特徴については、描叙（A 類）、判断（B 類）の両段

階の処理を経てきた内容に対する、なんらかの主体の態度に関する情報の処理である。これについて、①表現の内容

に対する、（なんらかの主体の)かかわり方（意向構造）、②さらにその内容を提示すること（提示構造）という 2 種類

のものが示されている（南 1993：244-245）としている。 
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た結果、中途文「～て。」が、テ節の A、B、C 類のいずれの類とも対応するものも見られるが、それ

ぞれの類と対応するものの出現傾向にはかなりの差があり、B 類と対応するものが極めて多いという

傾向が見られることがわかった。次に、中途文「～て。」の述語的部分の意志性を観察した結果、その

述語的部分において、無意志性の性質を持つものが極めて多く、意志性の述語を持つものについては、

中途文「～て。」全体を観察すると、そこに意志性が見られないものもあるということがわかった。 

一方、複文におけるテ節との意味上の対応関係から見れば、中途文「～て。」の持つ意味は、テ節の

「関係づける」という基本的機能に基づいて生じるものであると考えられる。また、その「関係づけ

る」範囲は、前後の文脈、或いは文脈外の常識などであり、複文におけるテ節よりも広いのではない

かと思われる。ただし、中途文「～て。」とテ節の意味上の対応関係の詳細を観察すると、B 類のうち、

「継起的または並列的な動作・状態」を表すテ節と対応する中途文「～て。」は見られず、この意味を

表すテ節と対応する中途文「～て。」が意味的に考えにくいためと思われる。 

また、先行研究において指摘されている「事情の説明」という意味が極めて多く現れるということ

は、中途文「～て。」の 2 つの文法的特徴、即ち、①従属度が B 類であるテ節と対応するものが多い、

②述語的部分において、無意志性の性質を持つものが多いということと関連づけられていると思われ

る。さらに、本稿において明らかにした 2 つの文法的特徴は、文法的側面において、先行研究におい

て指摘された「『事情の説明』という意味が、テ節の『原因・理由』という意味に準拠して説明できる」

という意味に関する主張と対応しているのではないかと思われる。 

本稿では、中途文「～て。」を対象として考察した。しかし、全ての接続助詞を用いた中途文を対象

とする場合はどうであろうかがまだわからない。中途文「～て。」と同じく、同じ接続助詞を用いた中

途文と複文の従属節が、意味上の関連性があるということが言えるのか。また、それぞれの中途文の

文法的特徴とその意味が、全て中途文「～て。」のように、関連性が見られるのか。さらに、接続助詞

を用いた中途文と複文の従属節との対応関係を考察することを通し、各中途文の成立の条件を見出せ

るのか。これらのことが、接続助詞を用いた中途文の全体について言えることなのかどうかを、今後、

明らかにしていきたい。 
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