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あとがき

人間の根源に根ざす文法

本書では，｢構造形成の力｣ と ｢格｣ と ｢の｣ と ｢実体の分類｣ について考えました。

日本語構造伝達文法は，考察の根拠を可能な限り，人間の根源的な部分に求めたいと

考えています。本書で扱った事項もその原則にのっとっているはずです。

既成文法理論

この原則の上に立つとき，文法を扱う既成の言語理論には疑問が湧きます。……あ

る理論のいう｢深層構造｣は，人間の根源に根ざすものではなく，｢表層構造の変形｣で

あるにすぎないようにみえます。……また，ある理論は｢参照点｣というものを重要視

しますが，その根拠がどこにあるのか疑問です。……国語文法は，かなを用いて見え

るものだけを，見えるがままに考察するだけです。

しかし，日本では，これらのいずれかの文法理論に立脚しないと，研究をしたこと

になりません。

既成文法理論以外は存在しないも同然

｢日本語構造伝達文法｣ はいずれの理論も文法理論としてはあまり評価していませ

ん。発案者である私自身は，幸い，いずれの理論の学徒となったこともありませんの

で，いずれの理論からも自由です。しかし，それだけに日本においては，｢日本語構

造伝達文法｣の理論は，あってもなきが如しです。学会に論文を投稿しても，審査も

してもらえません。既存の文法家にとっては，関係のない，無視すべきものとなって

います。日本の学会とはいったい何なのでしょうか。

日本語構造伝達文法の願い

まもなくこの世を辞する身としては，もし，｢日本語構造伝達文法｣ の考え方を生

かしてみようと考える人がいれば，次のことを考慮していただきたいと思います。

・｢格｣ は言語に普遍的な要素ですが，これの科学的な捉え方を見つけ，格がいくつ

あるのか，その分類をどうすればよいのか，について研究すること(W2.5，W2.6)。

・日本語のようなＳＯＶの語順は，人間の言語の元来の語順のようです。それが，印

欧語では，ある事情で，ＳＶＯの語順になり，定着しています。語順とその関連に

ついて考察すること(『日本語・中国語・印欧語－日本語構造伝達文法・発展Ｄ－』)。

・｢日本語構造伝達文法｣は日本語の押さえるべきところは押さえたつもりですが，

まだやるべきことが多々あります。それを研究すること。
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本書を読んで答えられるようになったこと

本文中の 101 問に加え，次のような問いに答えられるようになったことと思います。

1 考えたり，発話をしたり，人の話を理解したりするときに働く力は？ p.3

2 自分の脳内の個人百科事典の，個性的な特徴を挙げてください。 p.5

3 もし格がないと，どういうことになりますか。 p.8

4 無格と無格詞の違いは何ですか。 p.10

5 主格，目的格と他の格の違いは何ですか。 p.11

6 ｢彼が書いた本が出版された。」 この｢本｣を kak-の｢を格｣から｢に格｣に変えて。p.16
7 ｢あなた昨日吉屋寄って牛丼食べた？｣の名詞に格詞がなくてもよいのはなぜ。p.17

8 ｢彼に鍵を借りた｣ ｢彼に鍵を返した｣ ２つの｢に格｣は同じ格？なぜ同じ｢に｣？ p.18

9 格を分類する普遍的な法則はあるでしょうか。どう考えますか。 pp.19-20

10 「を格」が目的格だけを示すのでないのはなぜですか。 pp.22-27，pp.30-31

11 「が格」が主格を表すようになったのは，従属節内が先ですか，主文内ですか。p.28

12 「彼には(これが)持てない。」 「彼」 は動作主なのになぜ 「に格」 なのですか。p.33

13 格の 「へ」 「から」 「まで」 は，元来は名詞でしたか。 p.34，p.41，p.42

14 アルバムの写真に添えて，「公園で」 と 「公園にて」 のどちらを書きますか。 p.36

15 「これって，おいしいの？」 の 「って」 は格詞 「と」 と関係がありますか。 p.40

16 格を表さない 「まで」 もありますか。 p.43

17 国語文法に 「Ø１格」 「Ø２格」 の認識がないのはなぜですか。 p.44

18 「私たちにとってうれしい知らせが届いた。」 の下線部は格のようですか。 p.46

19 ｢の｣ の機能，の[1]，の[2]，の[3]，の[4]，の[5] について説明して。 pp.54-66

20 ｢『の』 は所有格を表す。｣ という言い方に含まれる２つの間違いは何ですか。 p.54

21 ｢家にいるより，学校に行きたい。｣ の格詞 ｢より｣ は動詞に付いていますか。p.64

22 ｢AのB｣ の形はなぜ誤解しやすいのでしょうか。 p.68

23 「AがのB」 「AをのB」 「AにのB」 と言わない理由は何ですか。 p.69

24 ｢の｣ の９相とは何ですか。 W5 章

25 文を名詞化するのは何のためですか。 p.74

26 ｢普通実体｣の構造上の形式はどんなものですか。 p.86

27 ｢普通実体｣にA～Ｆがありますが，それぞれの特性を説明してください。pp.86-89

28 実体は形式から８種類に分けられますが，それぞれどんな形式ですか。 pp.84-96

29 動詞と形容詞の否定は，同じ否定詞で行いますか。 p.96

30 ｢否定１｣ と ｢否定２｣ の違いは何ですか。 p.98

31 格表示をする場合としない場合で，意味が変わる実体の例を挙げてください。p.99

32 肯定と否定での属性への関わり方で分類すると，客体は，何種類ですか。 p.100

33 実際使用において，Ｃ型客体はどんな問題がありそうですか。 p.100
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