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1．はじめに  

（1）太郎は敷たこを食べた。   

（2）太郎はたこを生で食べた。 ／ヽ′ヽ／ヽノ＼  

日本語には状態記述2次述部と言われる成分があり、この成分は必ずほ＋で」の形  

式で現れる。このⅩを名詞として見る見方とナ形容詞の語幹として見る見方がある。ナ  

形容詞の語幹として見た場合、（3a）が非文法的な文になる理由が説明できない。  

（3）a．＊太郎は静かでたこを食べた。                                          ′ヽノヽノヽノ‾ヽ′●ヽノヽ  

b．太郎は静かにたこを食べた。 ノ＼′‾ヽノ【ヽノ【ヽ′ヽ、ノヽ   

「裸」「生」をナ形容詞の語幹として見ないで名詞として見ると、（1）と（2）は許され（3a）  

が非文になる理由が説明できる。「静か」は連体修飾の時「静かな所」のような形を取  

ることから、ナ形容詞であると言える。これは、「裸」「生」の連体修飾節が「裸の太郎」  

「生のタコ」となることとは対照的である。しかし、このように考えた暗も、「で」は  

名詞が述語になる時必要なコピエラの「だ」なのか、格助詞の「で」なのかが問題にな  

る。「裸」「生」を名詞として見た場合でも、「で」をコピュラと考えると「名詞＋で」  

は状態記述2次述部として使われるのに対して、（3a）の「静かで」のようなナ形容詞の  

中止形は使われない理由が説明できない。   

このように、Ⅹを名詞として見た場合でも、「で」の見方は二つありうる。その中で、  

この状態記述2次述部の「で」をコピュラの活用形（中止形1）として見る見方が多い。  

しかし、この場合、同じ形を持つナ形容詞の中止形、例えば（3a）の「静かで」のような  

ものは状態記述2次述部として使えないことが説明できないし、実際これは未解決の課  

題として残されている。   

もし、状態記述2次述部の「で」がコピュラではなく格助詞であるならどうなるだろ  

う。「で」が格助詞であるからその前に来るⅩは名詞の場合のみ文法性を保つことにな  
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り、ナ形容詞の語幹などが状態記述2次述部として使われない理由も説明できる。即  

ち、日本語の状態記述2次述部は「名詞＋格助詞「で」」の形式を取るということで上で  

述べた2つの問題が解決できる。   

以上のことから、本稿では状態記述2次述部の「で」がコピュラであるか格助詞であ  

るかを明確にしたい。もし、状態記述2次述部の「で」が格助詞「で」と同じ振舞いを  

見せるのであれば、これは今までの研究で言われたこととは適ってコピエラの中止形で  

はなく格助詞であると言える。さらに、状態記述2次述部の「で」が格助詞であれば、  

今まで指摘されていた状態記述2次述部が持つ厳しい制約2が説明できる。   

本稿では状態記述2次述部の「で」は、①かき混ぜ②とりたて詞「だけ」の挿入③接  

続助詞「なら」との共起関係において、コピエラの中止形ではなく格助詞と同じ振舞い  

を見せることから、格助詞であることを論じる。  

2．先行研究  

2．1．「で」をコピュラとして見る見方  

○矢滞（1987）   

矢滞（1987）では、主語の状態を表す「名詞＋で」の「で＿」を「だ」の連用形として  

みなしている。しかし、なぜそれが格助詞ではなくコピュラの活用形であるかに関して  

は述べられていない。   

そして、目的語の状態を表す「名詞＋で」は主語の状態を表す「名詞＋で」と区別し  

て、「方法・原因のデ」であるとしているが、これは「方法のデ」ではなく目的語の状  

態を表しているものだと見るのが妥当である。これに関しては4節で詳しく述べること  

にする。  

○竹沢（2001）   

竹沢（2001）では、「名詞＋で」の形式で現れる日本語の状態記述2次述部の「で」を  

コピエラの活用形として扱っている。Nishiyama（1998）は、日本語の状態記述2次  

部の「Ⅹ＋で」の「で」がコピュラの分詞形であると指摘していて、竹沢（2001）はこ  

の上で議論を進めているが、竹沢（2001）では「で」をコピュラとして捉える根拠は明  

確に提示されていない。逆に、状態記述2次述部の「で」がコピエラの中止形ではなく  

格助詞である可能性もあると言っている。しかし、それについてもこのように考えるぺ  

き根拠については詳しく述べられていない。  

これまで「名詞＋デ」、状態記述2次述部の「デ」を先行研究に従ってコピエラの   

分詞形と見なしてみたが、そうではなく、名詞に付加した格助詞、より正確には後   

置詞Pと考えれば、少なくとも形態論上、動詞の分詞形と区別することができる。  

竹沢（2001）  
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2．2．「で」を格助詞として見る見方  

○益岡・田撞（1987）   

状態記述2次述部の「で」をコピュラの活用形ではなく格助詞として捉えた研究は管  

見の限りあまりないが、益岡・田窪（1987）が挙げられる。益岡・田窪（1987）は、状  

態記述2次述部の「で」を格助詞「で」の用法の一つとして扱っている。益岡・田窪  

（1987）は、格助詞「で」の基本用法を七つ（抽象的場所／手段／道具／原因／材料／  

範囲・限度／状態・様態／動作主）に分類し、状態記述2次述部も「状態・様態」の一  

部として捉えている。  

＜状態・様態＞   

・裸足で歩く。  
／ヽ，′■ヽ－′ヽノヽ）｛）′＼   

・大声で叫ぶ。  
／＼′ヽ＿′ヽノヽヽ．′ヽJヘ   

・一人で暮らす。  
′ヽ．′ヽ／＼／ヽ．ノ■ヽ．′＼   

・自分でやる。  
ノ＼．′ヽヽ′ヽノヽ＿′■ヽ一■ヽ   

しかし、益岡・田窪（1987）は状態記述2次述部の「で」が格助詞であることを前提に  

して格助詞「で」の用法をまとめた研究であって、「で」が格助詞でなはなくコピエラ  

の中止形である可能性については考えていないし、格助詞であると断定してはいるもの  

のその根拠については述べていない。   

3．Xと「で」  

既に、1節では、状態記述2次述部の形式「Ⅹ＋で」の中で、Ⅹは名詞であると番い  

たが、このⅩの品詞に関しても、名詞かナ形容詞の語幹かとする異論がある。奥津  

（1997）などはⅩのようなものはナ形容詞の語幹であると主張している。これに対し  

て、Nishiyama（1998）はⅩが名詞であると主張するが、明確な根拠は示されていなかっ  

た。竹沢（2001）はNishiyama（1998）の主張を引継ぎ、さらにいくつかの明確な証拠  

を提示している。   

竹沢（2001）ではその根拠としてまずⅩの後ろに助詞が付くことを挙げている。   

a
 
b
 
 

）
 
 4

 
 

（
 
 夏は裸／裸足が気持ちいい。  

マグロは生がおいしい  
ノ■ヽ．′■＼■′「し′ヽ  

c．串は中古を探すのが賢明だ。                               ノヽ＿′ヽ－■【】へ】（－（  

（5）a．＊本の表紙はきれいがいい。  
／ヽノヽ－′ヽ．′＼′＼′ヽ．′ヽノ■ヽ  

b．＊魚は新鮮がおいしい。                            ／＼ノヽ】■Wゝ′■ヽ  
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Ⅹに相当する「樺」「裸足」は（4）で確認できるように助詞が接続できるのに対して、  

ナ形容詞の語幹に助詞を接続させた（5）は非文である。   

Ⅹは連体修飾の時、「の」が押人されるのに対して、ナ形容詞は「な」が、イ形容詞は  

「い」が来る。連体修飾の時「の」が挿人されるのは言うまでもなく名詞の特性である。  
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生の魚、中古の車  
／ヽ＿′ヽ／ヽ－へ       ／ヽノ〈、｝′＼／ヽ＿／＼ノ‾＼  

新鮮な魚   

形容詞の語幹に接尾辞「さ」を付けることで派生名詞を作る車ができる。しかし、Ⅹ  

に該当する単語は、接尾辞「さ」を付けることができない。  

（幻 a．美しい→美しさ、古い→古さ  

b．きれいだ－十きれいさ、新鮮だ→新鮮さ   

（9）＊裸さ、＊生さ、＊中古さ  

以上の理由から竹沢（2001）はⅩがナ形容詞の語幹ではなく、名詞であると主張して  

いる。しかし、Ⅹの品詞を明らかにしても、それはまだ状態記述2次述部の「で」がコ  

ピエラか格助詞かを断定できる確建的な根拠にはならない。ナ形容詞の語幹ではないこ  

とから「で」が格助詞である可能性は出てきたが、「で」をコピュラ「だ」の活用形とし  

て見ることもできるからである。次節では、この「で」の間越を探っていくことにする。   

4．「で」のこつの可能性  

名詞の後ろに付く「で」はコピエラの活用形である可能性と格助詞である可能性、2  

つの可能性がある。ここでは、コピエラの「で」と格助詞の「で」が文の中でどのよう  

な振舞いを見せているかを観察し、状態記述2次述部の「で」と比較して、状態記述2  

次述部の「で」がどちらと同じ振舞いを見せるかを確認することによって、「で」がど  

ちらに属するかを明らかにすることにする。  

4．1．コピエラの中止形   

竹沢（2001）の最後のところで状態記述2次述部の「で」が格助詞（後置詞P）である  

可能性について触れてはいるが、議論はコピエラの活用形と扱った上で行われている。  

RSPに用いられるのは形容詞の連用形（adverbial／infinitival）「…ク」またはコピュ  

ラ「ダ」の連用形であるのに対して、DSPに相当する形態はコピュラ「だ」の分詞   

形「で」または動詞の分詞形（gerundive払rm）「・・・デ」である。 竹沢（2001）  
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また、失潤（1987）では「裸足で」「泥酔で」の「で」をコピュラ「だ」の連用形（本  

稿の中止形）として規定している。そして、「生で」「中古で」のような目的語指向の状  

態記述2次述部3は状態記述2次述部ではなく、「で」も「方法・原因のデ」として扱っ  

ている。  

（10）a．父親が息子を裸足で追い出した。                                                       ノヽノヽノ＼／ヽノヽノ＼  

b．父親が息子を裸足で追いかけた。 ．′＼′ヽノヽノへ■、′ヽノ●ヽ  

しかし、状態記述2次述部には主語の状態を表す主語指向の状態記述2次述部として  

も目的語の状態を表す目的語指向の状態記述2次述部としても解釈できるものがある。  

矢渾（1987）の主張通りだと、主語指向の状態記述2次述部の「裸足で」の「で」はコ  

ピエラの「で」、目的語指向の状態記述2次述部の「裸足で」の「で」は「方法・原図  

のデ」、即ち格助詞の「で」になる。しかし、主語指向の状態記述2次述部も目的語指  

向の状態記述2次述部も名詞句の状態を表していることから両者の担っている機能は同  

じであると考えられるため、両者の「で」が異なるとは考えにくい。  

4．2．格助詞   

先行研究で言われている通りに、「で」をコピュラの中止形としてみた時に、状態記  

述2次述部はなぜ「名詞＋で」の形式としてしか現れないのかが説明できない。状態記  

述2次述部が主語もしくは目的語の状態を表しているので、ナ形容詞も意味的に矛盾が  

なければ主語・目的語の状態を表す状態記述2次述部として使えないことばないと予想  

されるが、ナ形容詞は状態記述2次述部として使用できない。   

もし、「で」がコピュラの活用形ではなく、格助詞であればこの間題が解決できる。  

状態記述2次述部は文の中で「～で」の形式でのみ現れるが、「で」が格助詞であるゆえ  

にその前にはナ形容詞の語幹などに接続することができず、名詞だけが許される。さら  

に、ナ形容詞が状態記述2次述部として使われない理由も説明できる。   

日本語の状態記述2次述部は英語とは適って4、形容詞は状態記述2次述部に使えない  

問題がある。ナ形容詞の場合は同じ「～で」の形式を取っても非文になってしまう。こ  

の間題に取り掛かる際、本稿では状態記述2次述部の「で」に注目する。状態記述2次  

述部の「で」はコピュラである可能性と格助詞である可能性がある。今までの研究では  

コピエラとして扱われてきたが、これがもしコピュラではなく格助詞であれば、ナ形容  

詞が状態記述2次述部として使われない問題に対する答えが得られる。この理由から、  

本稿は先行研究とは適って「で」が格助詞である可能性を確認してみることにする。  

4．3．「で」のテスト  

①かき混ぜ   

周知の通り日本語は英語のような言語とは遮って、比較的に語順が自由であると言わ  
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れている。全ての文の成分の語順を自由に変えられるとは言えないが、「名詞＋格助詞」  

は「かき混ぜ」によってかなり自由に語順を変えられる。  

（11）本が机の上にある。→ 机の上に本がある。  
／ヽ．ノ‾＼＿・｛－′＼   

（12）太郎が公園でパーティーを開いた。→ 公園で太郎がパーティーを開いた。  
／ヽJへ－′ヽ．／ヽ、ノヽ－ヘ  ノヽノヽ｝岬  

→ パーティーを太郎が公図で開いた。 ／ヽノ‾＼＿′＼ノへ、／■ヽ／ヽ   

益岡・田窪（1992）には以下のように記述されている。  

種々の事情により、語順が転換することがある。語順の転換には主として、要素   

の前置と要素の後置がある。要素の前置には、前の文脈に関係する要素を前置する   

場合や長い要素を前置する場合がある。  

例（30）そのことを二人は延々と議論した。  

（31）最近レストランができたとかいう公園に二人は歩いていった。  

一方、要素の後置には、重要度の低い要素を文末におくものがある。  

（32）美しい街ですよ、神戸は。  

（33）来た、来た、バスが。，  

（益岡・田饉1992）  

これとは対照的に、形容詞の「て」形はかき混ぜを許されない。  

（12）a． この公園は静かできれいだ。  
ノヽ＿′ヽ′ヽ′ヽ′＼／ヽ  

b．＊静かでこの公園はきれいだ。  
′ヽ′ヽ′ヽ′ヽ′ヽへ   

（13）a．彼女はきれいで性格もよい。  
′ヽJ■ヽ′ヽ′ヽ′ヽ√ヽ■′ヽ′ヽ  

b．＊きれいで彼女は性格もよい。  
ハノヽ■′■ヽ′ヽノWゝ′ヽ   

（14）a．このカメラは高くで性能もよい。  
′ヽJ【～′、｝′、・．ノ‾爪  

b．＊高■くてこのカメラは性能もよい。  
′ヽ．ハノヽノ′ヽノ■ヽノヽ   

（15）a．この部屋は広くて住み心地もよい。                                                    ．′ヽ′ヽノヽ′ヽ．′ヽノヽ  

b．広くてこの部屋は住み心地もよい。                            ′ヽ′ヽ′ヽノ■ヽ′ヽノヽ   

コピエラの「で」もかき混ぜを許さない。  

（16）a．それが本当の話であるなら、何か対策を考えなければならない。  

b．＊本当の蔽でそれがあるなら、何か対策を考えなければならない。  

（17）乱．このカメラは新機種でとても軽い。                                               ′ヽノヽJヽ－′ヽ′ヽ′ヽ′ヽヽへ  

b．＊新機種でこのカメラはとても軽い。  
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以上から、「で」が格助詞であるときは、語順を変えるのが許される、そしてコピエ  

ラの活用形であるときは、語順を変えるのが許されないのが分かる。この事突からもし  

状態記述2次述部の「で」がコピエラの活用形であればかき混ぜが許されなく、そして  

格助詞であればかき混ぜが許されると予測できる。  

（18）a．太郎は魚を生で食べた。                                                  ／ヽノー－ヽ′ヽノヽ  

b．生で太郎は魚を食べた。 ／＼／＼ノヽ〈  

c．太郎は生で魚をたべた。 ′‾＼′ヽノ＼一′＼   

（19）a．太郎は魚を裸で食べた。  

′ヽ－′ヽ、Jへ．．′■＼     b．裸で太郎は魚を食べた。  
′＼′ヽヽ′ヽノ■ヽ．  

c．太郎が裸で魚を食べた。  
′ヽノ「】〆し′＼   

（20）a．怒った父親が子供を裸足でおいかけた。  
′＼ノ【ヽ′ヽ／ヽ一′＼／＼  

b．裸足で怒った父親が子供をおいかけた。 ／醐  

c．怒った父親が裸足で子供をおいかけた。 ′′ヽノーヽ】′ヽノへ－√＼．′＼   

（18）～（20）の例を見ると語順を変えたbとcが非文にならないことから（18）～（20）の  

「で」はコピエラの活用形ではなく格助詞であると考えられる。  

②とりたて詞「だけ」の挿入   

とりたて詞「だけ」が形容詞に接続する際、形容詞は連体形になる。  

（21）この辺は静かなだけで、特に何もない。  

（22）この家は広いだけで、とても不便だ。  

「だけ」の名詞性を考えると、コピュラも「だけ」に接続される時は、連体形になる  

ことが予想される。  

（23）a．＊太郎は学生のだけで、まだ働いてはいない。  

b．太郎は学生であるだけで、まだ働いてはいない。  

しかし、（23a）は非文である。「学生だ」に「だけ」を接続するときは、（23b）のように  

ならなければならない。コピュラをとりたて詞「だけ」に接続させるためには「～であ  

る」の形になる。   

これに対して格助詞「で」は、そのままとりたて詞「だけ」に接続することができる。  

（24）金槌でだけ叩いて下さい。  

（25）また、日本でだけ課金ですか。5  
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以上の事実からもし、状態記述2次述部の「で」がコピエラなら（23）のような振舞い  

を、格助詞であれば（24）（25）のような振舞いを見せると予測できる。  

（26）a．＊この砂浜では裸足であるだけ（で）歩いてください。  

b．この砂浜では裸足でだけ歩いてください。   

しかし、（26a）ではなく（26b）が文法的な文である。これで、（26）の「裸足でだけ」は  

（24）の「金槌でだけ」（25）「日本でだけ」と同じ「名詞＋で＋だけ」の形式を取ることか  

ら、状態記述2次述部の「で」は格助詞であると考えられる。  

③接続助詞「なら」との共起   

益岡・閏窪（1992）には、コピュラの基本形と共起できない成分について記述されて  

いる。  

3節判定詞の基本形が現れることができない場合   

1．「だ」の基本形‘da● は次のような場合、現れることができない。  

◆助動詞「だろう」、「らしい」、「みたいだ」（ⅠⅠ部5車2節参照）が後続する場合  

◆終助詞「か」、「かい」、「かしら」、「さ」など（ⅠⅠ部9章6節参照）が後航する場  

合  

◆接綿助詞「なら」（ⅠⅠ部9車3節参照）が後続する場合  

（益岡・田窪1992）  

本稿では、「なら」に注目したい。グループ・ジャマシイ（1998）によれば、「なら」  

は「述語の辞沓形・タ形を受け、「実情・状況がそのようであれば」という意味をあら  

わす」。即ち、「なら」の前には名詞＋だ（だった）、イ形容詞（－い、～かった）、ナ形  

容詞（語幹、～だった）、動詞（～る、～た）と共起できるということである。  

（28）彼女のことがそんなに嫌いなら別れたらいい。   

（29）A：頭がずきずき痛むんです。  

B：そんなに痛い（の）ならやめておいたらどうですか。   

（30）A：ちょっと買い物に行ってくる。  

B：買い物に行く（の）ならついでにお醤油を買ってきてちょうだい。   

（31）其相を知っている（の）なら、私に教えてください。   

（32）郵便局に行く（の）なら、この手紙を出してきてくれますか。  

（グループ・ジャマシイ1998）  
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名詞、ナ形容詞、動詞の基本形と「なら」は共起できるが、「て」形は共起できない。  

（33）＊私のことが嫌いでなら、私も（あなたのことが）嫌いになればいい。  

（34）＊これが静かでなら、私の部屋は防音部屋だ。  

（35）＊買い物に行ってならついでにお醤油をかってきてちょうだい。  

（36）＊異相を知っていてなら、私に教えてください。  

（37）＊郵便局に行ってなら、この手紙を出してきてくれますか。  

これとは対照的に名詞は「名詞＋なら＋～」もしくは「名詞＋助詞＋なら＋～」の形式  

で現れることができる。  

（38）山ならやっぱり富士山だ。 ／▲＼ノヽ一W、′ヽ、   

（39）ストレス解消法ならゴルフに限る。  

（40）あの人となら結構してもいい。  

（41）フランス語はだめですが、英語でなら会話ができます。  

（グループ・ジャマシイ1998）  

以上から、状態記述2次述部の「で」がコピエラの活用形なら「なら」と共起できない、  

格助詞なら接続助詞「なら」と共起できると予測できる。  

（ステーキを）太郎がミディアムでなら、私はレアで食べる。  ）
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そこに行く時、太郎が裸足でなら、私も補で行きます。  

（カメラを）花子が中古でなら、私も新品で買います。  

（42）～（44）の「で」は「なら」と共起できたことからコピエラの中止形ではなく、格助  

詞であると思われる。   

以上テスト①（診③から状態記述2次述部の「で」はコピエラではなく格助詞であるこ  

とが確認できた。  

5．おわりに  

「で」が格助詞であることを証明するために使ったテストは以下の3つである。  

①かき混ぜ（scrambling）  

（卦取り立て詞「だけ」の挿入  

（勤接続助詞「なら」との共起関係  
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このテストから状態記述2次述部の「で」はコピュラの中止形とは適った振舞いを見せ、  

格助詞と同じ振る舞いを見せることが確認できた。   

従って、状態記述2次述部の「で」が先行研究で言われているようにコピュラの中止  

形ではなく格助詞であることが明らかになった。「で」が格助詞であることから状態記  

述2次述部が持つ厳しい制限、必ず「名詞＋で」の形式でのみ現れる理由も説明できた。  

即ち、「で」が格助詞であるためその前に来るⅩは名詞のみが許されナ形容詞の語幹  

などは許されない。そして、形容詞の中止形も状態記述2次述部としては使われないこ  

とになる。   

状態記述2次述部の形式「Ⅹ＋で」が「名詞＋格助詞（で）」であることは本稿で確認  

できたが、なぜそのような形を取らなければならないかはまだ未解決の問題として残っ  

ている。これに関しては今後の課題にしておきたい。  

注  

1 コピュラの活用形「で」は、竹沢（2001）では「分詞形」、矢摺（1987）では「連用形」と呼ばれる  

など極致の呼び方があるが、ナ形容詞の連用形の「に」と区別するために、本欄では「中止形」と呼  

ぶことにする。  

2 状態記述2次述部が「名詞＋で」の形しか取れず、ナ形容詞の連用形は取れないこと。  

3 日本語の状態記述2次述部には「主語指向の状態記述2次述部」と「目的語指向の状態記述2次述部」  

の2種類が存在する。「主語滑向」とは状態記述2次述部が主語の状態を表すことであー）、柑的諮指  

向」とは状態記述2次述部が目的爵の状態を表すことである。  

（i）太郎ははだしで花子を追いかけた。：主語指向の状態記述2次述部  

（ii）太郎はタコを星空たぺた。：目的語指向の状態記述2次述部  

また、次のように「主語指向の状態記述2次述部」としても、「臼的語指向の状態記述2次述部」と  

しても解釈可能な状態紀述2次述部もある。  

沌）父親が息子をはだしで追い出した。  

4 英爵は、状態記述2次述部も席果2次述部も形容詞が使われる。  

（i）Heatethemeat望竺：状態記述2次述部  

（ii）Hepaintedthew劇空車垣：結果2次述部  

5 Googleから検察   
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