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まえがき

本書では形容詞を扱う

本書では日本語の形容詞(い形容詞)を扱います。

『日本語のしくみ(1)』でも基本的なことは述べまし

たが，本書ではかなり詳しく扱っています。

形容詞は構造的には次のような形をしています。

形容実詞.k-i (例：高.k-i 〈高い〉)
/ -i

これを構造図で示せば右図のようになります。
値段が高い taka.k-i

この文法は「説明文法」ですので，日本語を科学
高い＝高(形容実詞).k-i

的に説明しようと努めています。形容詞を科学的
-i の前の k は発音せず

に説明するためにはここに図示した構造に基づいて考察する必要があります。

形容詞は単主語と複主語(二重主語)

日本語の形容詞は「富士山は美しい。」のように

単主語を持つ場合と，「富士山は 山容が美しい。」

のように複主語(二重主語)を持つ場合があります。

「富士山は 外国人が多い。」「私は 富士山が懐かし

い。」などの例もあります。本書では右に示す形容

詞の複主語の構造も基本にしています。 二重主語の構造

形容詞の内部構造に基づく 10 分類

日本語の形容詞は xxx.k- のような構造をしています (例： nozomasi.k- 望ましい)。
この xxx (望まし)の部分に内部構造があります(nozom-as-i 望まし)。本書ではこのよう
な内部構造のあり方を分析して，形容詞を 10 種類に分類します。

形容詞の否定構造

なぜ動詞｢ある｣の否定は形容詞「ない」なのか，なぜ「ないものはない」という二重否

定には２つの意味があるのか，など，否定に関わる問題も扱います。

形容詞は質か事象を表す

日本語の形容詞，たとえば「若い」は，「若い彼は勇敢だった」のように質を表す場

合があります。形容詞の主要な機能は質を表すことだと考えられますが，「若かった

彼は勇敢だった」のように事象を表す場合もあります。事象を表す場合には絶対時表

現と相対時表現があります。このように本書では形容詞の時間表現も扱います｡

本書にはおそらく読者の認識にはないことがたくさん論じられているはずです。そ

れらは著者の書き遺しておきたいことばかりです。

.k-

値段
高

美し
山容

.k-

富士山



－ ⅱ －

練習問題

多くのページの下部にある問題に答えてみてください。その章節で扱われている事

項について理解を深めることができるものと思います。念のため解答例も示してあり

ますので参考にしてください。

参照箇所

各節の先頭ページなどの右肩に，参照箇所が示してあります。参照箇所には本書よ

り詳しい記述がなされていることもありますので，参照いただければ幸いです。その

参照箇所を示す記号については次をご覧ください。

参照箇所を表示する記号

「日本語構造伝達文法」にはすでに６冊の本があります。その６冊の中の特定の章節を

参照する必要があるときは，次のような記号を使って表示します。

① 『日本語構造伝達文法』 の中の章節… 『文法』 3.1 あるいは単に 3.1 ／３章

② 『日本語構造伝達文法 発展Ａ』 の中の章節… Ａ 3.1 のように「Ａ」が付きます｡

③ 『日本語構造伝達文法 発展Ｂ』 の中の章節… Ｂ 3.1 のように「Ｂ」が付きます。

④ 『日本語構造伝達文法 発展Ｃ』 の中の章節… Ｃ 3.1 のように「Ｃ」が付きます。

入門書

⑤ 『日本語のしくみ (1) －日本語構造伝達文法 Ｓ－』 の章節… 「Ｓ」が付きます。

⑥ 『日本語のしくみ (2) －日本語構造伝達文法 Ｔ－』 の章節… 「Ｔ」が付きます。

本書 『日本語のしくみ (３) －日本語構造伝達文法 Ｕ－』 の章節… 「Ｕ」が付きます。

ホームページ

「日本語構造伝達文法」はホームページでも情報発信を行っています。このサイトは

簡単に「ニコデブ」(日本語構造伝達文法の略)で検索することができます。

http://www012.upp.so-net.ne.jp/nikodebu/
このサイトでは『日本語構造伝達文法』，『日本語構造伝達文法 発展Ａ』が読めるよ

うになっているほか，「不思議ノート」があり，また，授業教材の形でかなりの部分が

ＰＤＦとパワーポイント(アニメーション活用)で掲載してあります。

研究会

小さな研究会ですが，JＲ八王子駅近くで月１回開いています。研究会の日時，場所

等の案内はホームページにあります。関心のある方はお気軽にご参加ください。

2017 年 11 月

今泉 喜一
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助言 澁谷郁代
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１ 生まれて育つ 国と時代 ３ 国と時代で ことば変われど

選ぶことは できないが 人に備わる 構造は

幸せ求める 願いは同じ 永遠(とわ)に変わらぬ 普遍の原理

ことばにすれば いつかかなう 尋ね求めて 姿を見ん

２ 親から学んだ ことばの力 永遠(とわ)に変わらぬ 普遍の原理

人から学んだ 世のありさま 尋ね求めて 姿を見ん

生まれ合わせた 我ら同胞(はらから)

伝え合おう 理解し合おう
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作詞・作曲うら話

「日本語構造伝達文法の歌・2 ｣が見開き 2 ページになって，うらページに余裕が生

じたので，｢うら話｣を書くことにしました。

私自身，昭和歌謡が好きだったので，「日本語構造伝達文法｣も歌の形で表現してみ

たいと思っていました。

｢文法｣を歌で表現するというときには，２つの方法があるように思います。文法理

論を知識の形で表現することと，文法のこころを情緒的に表現することです。これま

でに作った２つの歌は後者に属します。状況が許せば３つ目の歌も作りたいと思います

が，どちらにしようか迷っています。

定年退職をして念願だった歌謡教室に通い始め，3 年あまりになります。以前は好

きな歌を適当に途中転調したり，とにかく勝手に歌いやすくして歌っていたのですが，

澁谷郁代先生の個人指導のもと，私なりに正確に歌えるようになってきました。

先生にはいろいろなことを教わっていますが，ここには２つのことを書きます。

歌詞の解釈と，語句の音声表現の大切なこと。たとえば｢学生時代｣という歌に，｢祈

りを捧げた日｣という部分がありますが，「歌の主人公にとってこれはとても精神的に

重要なことなので，『ささげた』の『ささ』の部分の歌い方でそれを表現してくださ

い。」と指導されました。ここはともすればふつうに歌ってしまうところで，そこまで

神経は使いません。……これはほんの一例ですが，私も歌詞の一字一句に神経を使っ

て歌うようになりました。

また，楽譜を確認することの重要性にも気づかせていただきました。以前は楽譜な

どはほとんど見ずに，歌手の歌っているように，あるいはカラオケで流れてくる音に

合わせているつもりで歌っていました。ところが，先生の指導では，「楽譜ではこう

なっています。」と指摘されます。それで楽譜をよく見てみると，作曲者の気持ちがそ

こに表れていることに気がつきます。作曲者は歌う人にこのように歌わせたいのだ，

ということが伝わってきます。

楽譜の件で思い出したことがあります。｢日本語構造伝達文法｣の私の講義を聞いた

方がこう言ってくださいました。｢とてもおもしろい考え方であることが分かりまし

た。以前は講義を聞いた人の，むずかしいとか，何が何だかわからない，というよう

な感想を通してこの文法に対する評価をしていたので，それはつまらないものだと思

っていました。でも，いま直接に聞いてみると，とても興味深い理論であることが分

かりました。｣とのことなのです。つまり，歌も文法理論も，本当に理解するためには，

人づてに聞くのではなく，直接楽譜を見たり，直接 『日本語のしくみ』 や 『日本語

構造伝達文法』 を読むなりして，本源的なものに当たるのが良いのだな，という思い

を新たにしました。このことを思い出しました。


