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類型論的にみる日本語の目的語名詞の定性
Analysis of the Definiteness of Japanese Object Nouns

—from the Perspective of Typology

魯 美玲
LU Meiling
提要 日语名词不仅有别于英语、罗曼语族各语言，缺乏明显的表示有定无定的形态标记，还
不同于以 SOV 为基本语序的阿尔泰语系的各语言。其名词的有定无定特征犹如雾里看花，始终
让人捉摸不透。但如果细究日语的指示词前置现象以及日语口语中（恐怕不仅局限于口语）经
常被省略的宾格标记“を”的背后原因，我们不难发现日语与 SOV 为基本语序的其他语言之间
有相通之处可寻。分析阿尔泰语系各语言的宾语有定无定标记可以为日语相关领域的研究提供
全新的视角，对诸多日语语言现象提供有力的佐证。本文从语言类型学的角度出发，分析日语
及其亲属语言的宾语名词的有定无定标记手段，以期发现更多的语言实事。
キーワード：定性 目的語 対格表記 有標
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2. 先行研究と問題点
3. 日本語と親族関係にあると思われる諸言語の目的語の定性
4. 日本語の目的語の定性
5．定性を表す手段の類型論における位置づけ
6．まとめ
7．問題点と今後の展望
1．はじめに
言語学において定性（定・不定）というと、たいていの方が真っ先に思い浮かべられるの
は英語の定冠詞（the）
・不定冠詞（a／an）であろう。しかし、R. J.Di Pietro に指摘があ
るように限定詞は言語によって特定的に存在するものであるが、物事を限定する能力は普遍
的であるに違いない（小池訳 1974：123）
。すなわち、英語やロマンス諸語においては定性の
文法範疇が文の表面上に顕在しており、認識されやすいのに対して、日本語、朝鮮語及びア
ルタイ諸語においては定性を表す形式が表面上に顕在していないからといって、その言語に
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定性の文法範疇が存在しないということは決してないということになる。このような観点を
受け、本文では今まであまり問題にされてこなかった日本語の名詞、主に目的語名詞の定性
について類型論的アプローチから考察を行なっていきたい。論の進め方として、まず、先行
研究の問題点を学習者の立場から指摘し、本文の言語類型論の観点から日本語の目的語の定
性を表す手段を検討し、さらなる言語事実への解明を試みるという意図を明記する。そして、
日本語と親族関係にあると思われるアルタイ語系に属するモンゴル語およびそのほかの言
語の目的語の定性について述べ、これらの言語の目的語の定性を表す文法手段を観察する。
また、それを手掛かりに日本語の目的語の定性を紐解くことに努める。最後に、さらに広い
視野において、日本語の定性を表す手段の言語類型論的位置づけを考えたい。
2．先行研究と問題点
日本語の定性を論じるにあたって主題を表す係助詞「は」は避けて通れない一環である。
日本語学界では従来「は」と主格「が」との関わりについての議論、あるいは「は」の主題
性についての検討は盛んに行われてきた（三上 1963、1969；寺村：1982，1984；野田 1996；
堀川 2012；坂野 2014 など）
。しかし、これに比べて、
「は」と対格助詞「を」との関係性に
ついての研究、あるいは定性の観点から「は」と「を」をとらえようとする試みはあまり見
られない。それから、日本語の指示語が前に来る現象と対格助詞「を」が省略される現象に
おいては、認知言語学の観点からのアプローチが数多く見られる（筒井 1984；丸山 1996；藤
原 1992；野田 2000 など）ものの、これらの研究もやはり認知言語学と語用論的枠組で日本
語を内部から分析することにとどまっている。本研究は言語類型論的アプローチから日本語
の目的語の定性について、これまでに見過ごされていたところ、あるいは、解釈の難しかっ
た言語現象への分析を試みたい。
3．日本語と親族関係にあると思われる諸言語の目的語の定性
この節では、日本語と親族関係にあると思われるアルタイ語系に属するモンゴル語1）
およびそのほかの言語の目的語の定性について述べたい。これらの言語の目的語の定性を
表す文法手段を観察することが、後節 4 で取り扱う日本語の目的語の定性を紐解く大きな
切り口になると思う。
3.1 モンゴル語の目的語の定性
モンゴル語はアルタイ語族に属し、SOV を基本語順とし、膠着語としての特徴がかなり発
達している。モンゴル語にも「を」に対応する「 ᠶᠢ (gi)᠂ ᠢ (i)」という対格の表記がある
ものの、以下の二つの条件に分けて、その対格の表記である助詞が現れたり、現れなかっ

1）

内モンゴルで話されているモンゴル語。
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たりする。これは言語類型論で問題にされる形態論的な「有標性」に当たるもので、前者
は「有標（marked）
」で、後者は「無標（unmarked）
」ということになる。
一、目的語が不定の名詞の場合に必ず省略され、定の名詞の場合にのみ「 ᠶᠢ (gi)᠂ ᠢ
(i)」が現れる。例えば
ⅰ．ᠪᠢ

ᠨᠣᠮ

ⅱ． ᠪᠢ

ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ᠃

私 本 読んだ

ᠡᠨᠡ

ᠨᠣᠮ

ᠢ

私 この 本

（私は本を読んだ。
）

ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ᠃

を

読んだ

（私はこの本を読んだ）

ⅰの文では目的語―ᠨᠣᠮ（本）―が不定の名詞（ある本）で、特にどの本を指すわけではな
い。この場合、目的語には格助詞がつかない、いわゆる無標である。一方、ⅱのように目
的語―ᠨᠣᠮ（本）―の前に ᠡᠨᠡ（この）がつき、本は他ではない「この本」を指すとき、目的語
の後ろに格助詞「 ᠢ（を）
」が強いられ、有標になる。
二、モンゴルの基本語順は SOV で、目的語は普通、述語動詞と隣り合わせて、その前に
現れる。こうした目的語が動詞の直前に来る通常の場合、目的語の格表記が省略される2。
形態論的要素が加わらない普通のケースということで無標と言えよう。しかし、目的語と
述語動詞の間にほかの成分が挟まれた場合、目的語が格表記で明記されなければならなく
なり、有標になる。以下、目的語と述語動詞の間に現れる成分の種類ごとに例を見ていき
たい。
（一）主語が間に来る場合
ⅲ． ᠪᠢᠳᠡ

ᠰᠢᠨᠡ

ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ

ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

私たち 新しい 家

建てた

（私たちが新しい家を建てた）

ⅳ．ᠰᠢᠨᠡ

ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ

ᠢ

ᠪᠢᠳᠡ

ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

新しい 家 を 私たち 建てた
（新しい家は私たちが建てた。
）

（二）補語成分が挟まれる場合
ⅴ． ᠲᠣᠣᠷ

ᠢᠡᠷ

ᠵᠢᠭᠠᠰᠥ

ᠠᠩᠨᠠᠨᠠ᠃

ⅵ． ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ

ᠶᠢ

網

で

魚

捕る

魚

を

（網で魚を捕る。
）

ᠲᠣᠣᠷ

ᠢᠡᠷ

網 で

ᠠᠩᠨᠠᠨᠠ᠃
捕る

（魚を網で捕る。
）

（三）副詞的成分が間に来る場合
ⅶ． ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠᠢ

ᠪᠠᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨᠠ᠃

ⅷ． ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨᠠ᠃

楽しい→く 歌 歌う

歌 を 楽しく 歌う

（楽しく歌を歌う。
）

（歌を楽しく歌う。
）

ⅲ～ⅷを観察すると、目的語が動詞の直前に来る文と間にほかの成分（
「他」で示す）が
入る文とでは図Ⅰのようにニュアンスの違いが生じる。

2)

もちろん前述一のような定名詞目的語の場合は除外される。
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図Ⅰ「目的語＋動詞」と「目的語＋他＋動詞」の定性の違い
網で

魚を捕る
O ＋ V

他

分
魚を

網で捕る

O

他 ＋ V

下の文のほうは上の文のより目的語（О）の存在が強調され、焦点化されており、その
「定」の意味合いが強くなっている。これは識別度の高い成分ほど文の前の方に来る「識
別度領前原理（identifiability hierarchy）
」からも裏付けられる。このように、目的語
と述語動詞の間にほかの成分が挟まれ、目的語の文での位置がより前に来る場合は対格助
詞「 ᠶᠢ (gi)᠂ ᠢ (i)」が義務的につけられることは、実は一の「目的語が不定の名詞の場合
に対格助詞が必ず省略され、定の名詞の場合は義務的に現れる」とは性質上、同じような
ことになる。要するに、モンゴル語で対格助詞「 ᠶᠢ (gi)᠂ ᠢ (i)」が文中に現れるかどうか
は目的語の「定性の度合い」によって決まるということになる。
さらに、モンゴル語の目的語名詞には「自分の」に当たる意味合いの格表記（ᠪᠠᠨ ・
ᠢᠡᠨ）が存在することはかなり特徴的であり、他の言語にあまり見られない。格の後にこ
ういった再帰助詞をつける場合は、対格助詞が省かれる。

ⅸ ᠴᠠᠢ
お茶

ᠤᠤᠭᠤᠪᠠ᠃

ⅹ ᠨᠣᠮ

助詞（自分の）飲んだ

本

ᠪᠠᠨ

（自分の）お茶を飲んだ。

ᠢᠡᠨ

ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ᠃

助詞（自分の）読んだ

（自分の）本を読んだ。

ᠴᠠᠢ

ᠤᠤᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠨᠣᠮ

ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ ᠃

お茶

飲んだ

本

読んだ

(お茶を飲んだ。)

(本を飲んだ。)

ⅸ、ⅹの目的語 ᠴᠠᠢ（お茶）と ᠨᠣᠮ（本）が格表記（ᠪᠠᠨ ・ᠢᠡᠨ）で表記され、
「自分の」とい
う意味合いが追加されることで、不定名詞から定名詞に変わっている。これもやはり、前
に検討した「不定の目的語が形態論的に無標で、定の目的語が形態論的に有標である」と
こと一貫しているわけである。
3.2 そのほかの言語の目的語の定性
では、SOV を基本語順とし、日本語と親族関係にあると思われるほかの言語の目的語の定
性の有標性がどうなっているか、その中からいくつかについて検討したいと思う。R. J.Di
Pietro には次のような指摘がある。
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定冠詞がない言語では名詞の限定化はいろいろな方法で行われる。例えば、トルコ
語では、目的語が限定された（definitized）名詞には格表記が具現化される必要が
ある。
（小池訳 1974：125）
。
同じような指摘がコムリー（2009）3)、L.J.Whaley(1997)4)らにも見られる。
ⅺ．Kassa

borsa-w-in

カッサ

wässädä-w

財布‐その‐目的格

奪った‐それ

「カッサがその財布を奪った」
ⅻ．Kassa borsa wässädä
カッサ

財布

奪った

「カッサが（不特定の）財布を奪った」
アブハズ語5)の一致の体系は、ⅺとⅻで表されているように、直接目的語の定性に影響を
受ける、もし定であれば、一致の語尾辞が使われる（ⅺ）
。それ以外の場合、接尾辞が現れ
ない（ⅻ）
。これと似たようなはたらきはいくつかの言語の格表記においても観察される。
ちなみに、ヒンディー語では、直接目的語が人間であるときは、定か不定かに関わらずほ
とんど必ず KO という後置詞で標示される。人間が指示対象なのに KO なしで現れることは
非常に稀なのだが、それは指示対象が不定である場合に限られる。定である非人間名詞句
も、典型的には KO をとる。これに対して、不定の非人間名詞句は KO を絶対に取らない。
ヘブライ語（セム：イスラエル）でも、定目的語のみが接語 et₋の表記を受けるそうであ
る。6)
続いて、ウイグル語にも表層構造上、名詞の定性を表す限定詞（
「冠詞」相当のもの）と
いう文法カテゴリーが存在しないが、定性を表す手段がいくつかあって、その中でより一
般的なのは目的語の対格語尾変化の表記の有無の問題であるようである（Aykiz Kadir
2015：610）
。さらに、カザフ語、ウズベキ語、トルコ語も同じ手段で名詞の定性を表すと
の指摘が同氏の研究に見られる。馬（2015：125）によると、サラ語も主に目的語に対格を
表す後置詞がつくと定名詞であることを表し、対格を表す後置詞が省略された場合に不定
名詞であることを表すとのことである。
この節で検討してきた内容を要約すると、モンゴル語、トルコ語、ウイグル語、カザフ
語、ウズベキ語、サラ語など SOV を基本語順とし、日本語と親族関係にあると思われる諸
言語にはもっぱら名詞全般の定性を表す統語論的、かつ形態論的に体系化された文法カテ

3)

沈家煊、羅天華訳（2010：154）による。

4)

大堀壽夫、古賀裕章、山泉実訳（2006：167）による。
北西カフカース、トルコあたりで使われる言語。
6)
大堀他訳 2006 ：167－181 による。本源は L.J.Whaley1997。
5)
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ゴリーが存在しないというものの、目的語名詞の定性を表す一定の手段が存在する。しか
も、その手段はこれらの言語においてかなりの類似性を見せている。これを言語類型論で
いう含意的普遍性と見ていいのでないないだろうか。しかしその前に、4 において日本語の
目的語の定性の表し方を考察し、これらの言語との間に見られる相違点とそこに潜められ
ている共通点を見出し、その背景にある原因を探ってみたい。
4．日本語の目的語の定性
福田嘉一郎（2016：167‐184）は日本語の名詞には数、定／不定などの文法範疇を成す
形態的あるいは統語的な特徴が見られず、名詞の指示特性は文脈に委ねられている場合が
多いと指摘し、日本語の主題に現れうる名詞の指示特性を観察し、さらに、そこに認めら
れる制約が名詞述語文の解釈とどのような関係にあるかについての考察を行われている。
本研究の目的は言語類型論的な観点から日本語の目的語名詞の定性を捉えることにあるた
め、名詞、特に目的語名詞の指示特性7)はどういった文脈に委ねられてるかを検討し、さら
に、それの言語類型論的観点から見た世界の言語の定性のパターンにおける位置づけを考
えたい。
4.1 指示語が前に来る現象
野田（2000：24‐25）には以下の例を挙げながら、文脈指示の「それ」や「その」
、現場
指示の「これ」や「その～」は、文の前のほうに置かれやすい傾向が認められることを指
摘している。
(1)後藤が片思いの詩に明るいメロディーをつけた。
(2)飯田が片思いの詩を書いた。それに後藤が明るいメロデイーをつけた。
(3)石田さんにプログラムを渡してください。
(4)これを石田さんに渡してください。
例（1）の「片思いの詩」を（2）のように文脈指示の「それ」にすると、
「それ」が文頭
に出やすくなる。これについて氏は「文脈指示の「それ」や「その～」は、それより前に
出てきた語句を指示するのが普通である。そのため、文脈指示語は、その指示対象に近
い、文の前のほうに置かれる傾向がある。
」と述べている。
（3）のプログラムを「これ」に
した（4）では、
「これを」が文頭に出やすい現象については「これは文の前に置かれるの
はこれらを聞き手に早く示したほうが、聞き手の認知的な負担が少ないからだろう」と指
摘している。こういうように、野田氏は文脈指示の例（1）
、
（2）と現場指示の例（3）と
（4）に対して、認知的な方面からケースバイケースの解釈を与えている。
しかし、前の文脈指示の「それ」や「その」も、現場指示の「これ」や「その～」も言

7)

本文でいう「定性」に当たる。
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語類型論における「識別度領前原理（identifiability hierarchy）
」で説明すると簡単に
理解されうる。実はこれは、3 で見たアルタイ諸語の「定の目的語が形態論的に有標であ
る」と性質上、同じことを示している。日本においては対格助詞「を」は常に目的語に後
続しなければならいから、語順を変える手段でその定の目的語の有標性を表しているわけ
である。
4.2 対格助詞「を」が省略される現象
3 では日本語と親族関係にある言語の目的語の定性を考察し、それらの言語は「不定の目
的語が形態論的に無標で、定の目的語が形態論的に有標である」という結論に達している
が、日本語では目的語の定性に関係なく常に「を」で目的語の格を表記しなければならな
い。例えば「彼はケーキを食べた。
」ではこの「ケーキ」は話し手と聞き手がともに知って
いる特定のケーキでもよければ、両者ともに知らない不特定のケーキでもいい。こうなる
と、一見、目的語の定性において日本語とそれらの言語とは全く次元の違う体系になるの
ではないかと思うかもしれないが。実は、話し言葉（おそらく書き言葉にも）格助詞
「を」の省略（随意的）あるいは脱落（義務的）が非常に目立ち、しばしば問題にされて
きたあの現象とは密接な関係があるように思われる。その省略と脱落の背後にはさまざま
な動因が考えられるが8)、ここで定性の観点から注目したい点だけ述べたい。
丸山（1996：75）は「そもそも、古語においては格助詞「が」
「を」が現れないのが一般
的である。そのことを引き継いで、現代語の書き言葉にも、無形の現象は多く存在する」
と述べている。世界の言語を見ると、
「主格」と「対格」が形態的に表記される言語はそん
なに多くないことは言語類型論でしばしば問題にされてきた。格表示が無形式している格
成分は、動詞から強く要求される格成分である（丸山 1996：75）
。それがゆえに、格関係を
明示しなくてもわかるわけである。そういった意味で、数多くの言語において「主格」と
「対格」が形態的に表記されない言語事実に頷ける。日本語の話し言葉（実は書き言葉に
も見られる）での対格助詞の省略9)現象も実は 3 で見たアルタイ諸語の「定の目的語が形態
論的に有標である」と類似性を見せている。
盛（2000）では語用論的な観点から現代日本語の助詞が省略される現象についての論考
が行われている。氏によると「XØY → X は Y →X が Y」では左から右への順に X の強調さ
れる度合いが次第に増していき、一方、Y の強調される度合いが弱まる。さらに、
「Ø の機
能は X を無色化あるいは非焦点化することにある」との指摘がある（筆者訳）
。
加藤（2003）も脱焦点化理論を用いて、ゼロ助詞について検討している。脱焦点化すると
いうことはその「定」の意味合いが弱まるということになろう。定の意味合いが弱まっ
8)
9)

詳しくは筒井 1984、藤原 1992 などを参照されたい。
あるいは脱落ともいう。
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て、格表示が無形式（Ø）になるということはやはり 3 で見たアルタイ諸語における「不定
の目的語が形態論的に無標で、定の目的語が形態論的に有標である」と相通じているとみ
てよかろう。
(5)ケーキ食べようか。

(6)？小野さんにもらったケーキ食べようか。

(7)小野さんにもらったケーキを食べようか。
ポーズを置いて言うならば別として、普通は（7）の「を」を省略することがあまりない
こともその定の意味合いが増したから「を」を省略しにくくなったと思われる。
これまでの内容をまとめると、日本語には目的語の定性に関係なく常に「を」で目的語の
格を表記しなければならない点で 3 で見たアルタイ諸語と異なっている。しかしながら日本
語とそれらの言語の間にはやはり、類似性を見出すことができることについて分析を行って
きた。5 ではさらに広い視野において、日本語の定性を表す手段の言語類型論的位置づけを
考えたい。
5．定性を表す手段の類型論における位置づけ
レーマン（1973、1978a）は動詞と目的語の順序はどんな言語においても、構成要素の順
序全般を決める基礎なのではないかという結論に達した（大堀壽男など訳 2006）
。
レーマンは「動詞と目的語の関係は言語の基軸となる構成原理を代表している」との見
方から図Ⅱのように 11 の構成要素順序の相関を立てている。
図Ⅱレーマンによる構成要素順序の相関
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VO

OV

前置詞＋名詞

名詞＋後置詞

名詞＋属格

属格＋名詞

名詞＋形容詞

形容詞＋名詞

名詞＋関係節

関係節＋名詞

文頭の疑問詞

文頭以外の疑問詞

接頭辞

接尾辞

助動詞＋主動詞

主動詞＋助動詞

比較の形容詞＋基

基準＋比較の形容

準

詞

動詞＋副詞

副詞＋動詞

否定語＋動詞

動詞＋否定語

従位接続詞＋主節

主節＋従位接続詞
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レーマンが主張する相関のいくつか10に対して疑問の声が挙げられ、さらなる検討が必要
というものの、なかの前置詞・後置詞はかなり高い支持を得ている。それは、VO の語順を
取る言語は常に「前置詞＋名詞」の形式を、OV の言語は「名詞＋後置詞」の形式を持つと
いう言語事実である。
これに基づき、SVO を基本語順とする英語やロマンス諸語の冠詞も前置詞に含まれるもの
と見なすことができよう。日本語の対格表示である「を」はもちろんのことで、3 で扱った
SOV を基本語順とするアルタイ諸語の定の目的語の場合に強いられる表示や語尾変化も後置
詞に入るものと見なすことができる。つまり、諸言語の定性の表示手段にも言語類型論で
いう含意的普遍性―VO の語順を取る言語は常に「前置詞＋名詞」の形式を、OV の言語は
「名詞＋後置詞」の形式を持つ―を見出すことができる。そうすると、日本語の「を」
も、SOV を基本語順とするアルタイ諸語の定の目的語の場合に強いられる表示や語尾変化
も、
「格」以上の意味を持つことになる。この事実を把握したうえで、通言語的に見て、対
格助詞を持つ言語はごくまれであるという見地を考えるとそれはそうであろうとも思えて
くる。
6．まとめ
本文では今まであまり問題にされてこなかった日本語の名詞、主に目的語の定性について
類型論的アプローチから考察を行なってきた。まず、1 と 2 で先行研究の問題点を学習者の
立場から指摘し、本文の言語類型論の観点から日本語の目的語の定性を表す手段を検討し、
さらなる言語事実への解明を試みるという研究の目的を明記した。それからの 3 では日本語
と親族関係にあると思われるアルタイ語系に属するモンゴル語およびそのほかの言語の目
的語の定性について述べ、これらの言語の目的語の定性を表す文法手段について考察を行っ
た。
また、
それを手掛かりに4 では日本語の目的語の定性を表す手段を紐解くことに努めた。
最後の 5 でさらに広い視野において、日本語の定性を表す手段の言語類型論的位置づけを検
討した。筆者がこれまでに行ってきた考察の主なる観点や発見を次の三点にまとめる。
一、 SOV を基本語順とするアルタイ諸語にはもっぱら名詞全般の定性を表す統語論的、
かつ形態論的に体系化された文法カテゴリーが存在しないというものの、目的語名
詞の定性を表す一定の手段が存在する。しかも、その手段はこれらの言語において
普遍性を見せている。それはつまり、不定の目的語が形態論的に無標で、定の目的
語が形態論的に有標になるという言語事実である。
二、 日本語には目的語を表す格表記が顕在するため、表層構造で定性を表す限定詞の表
示が欠けていると思われる。とはいうものの、指示語が前に来る現象や話し言葉

10)

特に名詞と形容詞の相関関係について異議を唱えるものが多い。
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（おそらく、話し言葉に限らず、書き言葉にも浸透しつつある）で、常に対格助詞
「を」が省略される現象にはアルタイ諸語にみられる特徴を垣間見ることができ、
両者の間には相通じるところがある。
三、 定性を表す手段も VO の語順を取る言語は前置詞、OV の語順を取る言語は後置詞を
持つという普遍性との間に一致性が見られる。
7．問題点と今後の展望
これまでの観点に不備や未熟な観点があり、より厳密な調査と、深い掘り下げ作業が必
要だということは百も承知である。そういった点についてご指摘とご指導のほう願いた
い。今後の研究の中で、日本語の名詞の定性の概念を切り口に日本語のさらなる諸問題へ
の理解を深めること、定性と目的語の格表示との関係性を明らかにすること、
「を」が省略
される現象を話し言葉と書き言葉に分けて分析すること、及び定性と有生性との関係性も
含めて今後の研究の中で充実させていきたいところは多々ある。さらに定性と受け身や使
役などとの関わりなど、論じることができなかった点やより興味深い言語現象と言語事実
を解明することもすべて今後の研究に期するものとしたい。
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类型学考察”」（2019 年度―、研究代表者：盛文忠）、「国家社科基金项目-“类型学视野下的
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を受けて行われたものである。

163

