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本論文中の例文の表記について 

 

１． 例文の ’ * ’ はその文が非文であることを示す。 

    （例）* 怪しい男が店の前を行ったり来たりだ。 

２． 例文の ’ ? ’ はその文が不自然な文であることを示す。 

    （例）? 古紙は状態によって資源になったり廃棄物になったりだ。 

３． 実例、作例、他の論文から引用した例文を問わず、例文はすべて分析対象となる箇 

所に下線 ’＿＿＿’ を引く。 

    （例）怪しい男が店の前を行ったり来たりしている。 

    （例）古紙は状態によって資源になったり廃棄物になったりする。 
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第 1章 序論  

 

1.1 本研究の概要 

 

日本語には「行ったり来たり」「雨が降っても雪が降っても」「行きつ戻りつ」「泣く

やらわめくやら」のように「（修飾要素＋）動詞（＋助動詞）＋接続助詞/終助詞」が反復

する表現や、「書いては消す」のように「テハ」の前後に「（修飾要素＋）動詞（＋助動

詞）」が反復する表現、あるいは「医者という医者」「親が親なら子も子だ」「強いこと

は強い」「うれしいにはうれしいけど」「泣きに泣いた」「汗を拭き拭き」のように同一

の名詞・形容詞・動詞が反復する表現がある。このような表現は、現代日本語の中に相当

数存在することが指摘されている（国広（1989））が、多くは「慣用的な表現」として扱

われ、個々の表現の意味について詳細に研究されたものは少ない。 

本研究は、このような現代日本語における反復構文の個々の表現の意味を詳細に記述す

ることによって反復構文の体系化を目指すものである。本研究で言う「反復構文」とは、

野呂（2010：12）の「同一語句の反復を構成部分として含み、反復される語句を何らかの

程度で入れ替えることが可能であり、部分からは厳密には予測できない形式的及び意味的

特徴を持つ、形式と意味が慣習的に結びついた単位」の定義を踏まえ、以下のように定義

する。 

 

反復構文の定義： 

  構成要素として動詞句を 2つ含み、個々の構成要素の意味からは予測できない形式的・

意味的特徴を持つ、形式と意味が慣習的に結び付いた文 

 

本研究では様々な反復構文のうち、以下に示す「V1テハ V21」構文、「V1テモ V2テモ」

構文、「V1タリ V2タリ」構文を研究対象とする。 

 

 

                                                  
1 本研究において「V」は一語の動詞だけでなく、「暑くなったり、寒くなったり」のような動詞句も含 

めて表すものとする。また「食べられる」や「食べさせる」のように「動詞＋助動詞」の形も「V」で

表す。先行研究によって表記が異なる場合があるが、本研究では「V1テハ V2」、「V1テモ V2テモ」、

「V1タリ V2タリ」で統一する。 
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「V1テハ V2」構文                           

（１）何度も作文を書いては消した。 

（２）彼は暇を見つけては散歩をする。 

 

「V1テモ V2テモ」構文 

（３）タクシーで行っても歩いて行っても時間に間に合う。 

（４）草を取っても取ってもまた生えてくる。 

 

「V1タリ V2タリ」構文 

  （５）日曜日は、本を読んだり散歩をしたりして過ごす。 

（６）不審者が家の前を行ったり来たりしている。 

 

この３つの構文のうち「V1 テハ V2」構文と「V1 テモ V2 テモ」構文は、「そんなこと

を言われては困る」や「雨が降っても試合は行う」などの条件文が基となっているが、「V1

タリ V2 タリ」構文はそのような条件文が基となっているわけではない。また、「V1 テモ

V2 テモ」構文と「V1 タリ V2 タリ」構文の V1 と V2 は条件あるいは動詞句が並列的に配

置されているが、「V1 テハ V2」構文の V1 と V2 は条件文の前件（V1）と後件（V2）と

して継起順に配置されているという違いがある。 

上記の 3つの構文の違いは、以下の表１のようにまとめられる。 

 

表１ 「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1タリ V2タリ」構文の違い 

反復構文 V1テハ V2 V1テモ V2テモ V1タリ V2タリ 

基となる文 条件文 条件文 ― 

V1と V2の関係 直列的（継起順） 

 

V1テハ → V2 

並列的 

V1テモ  

   → 後件 

V2テモ 

並列的 

V1タリ   

（する/だ） 

V2タリ 

 

しかし、これら 3つの反復構文には以下の 2つの共通点がある。 
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①複数の用法を持つ中で「反復用法」を共通して持つ点（意味の共通点） 

②V1と V2の組み合わせに一定の制約が見られる点（V1と V2の制約） 

 

ここで上記①、②の共通点について説明する。まず、①意味の共通点についてこれら３

つの反復構文はいずれも複数の用法を持ち、その中で 2 つの事態が繰り返し生じることを

表す「反復用法」を持つ点で共通している。 

1つ目の「V1テハ V2」構文では、（１）は「作文を書いたかと思ったら消し、また書い

たかと思ったら消す」という「書く」と「消す」の 2 つの事態が繰り返し生じることを表

すものである。同様に、（２）は「暇を見つけるたびに、いつも散歩する」という「暇を

見つける」と「散歩をする」という事態が繰り返し生じることを表す。（１）と（２）は

広い意味で反復を表すが、（１）は単なる主体の動作・変化の繰り返しを表すのに対し、

（２）は主体の日常的に繰り返す習慣や性質を表すという違いがある。本研究では、（１）

を「反復用法」、（２）を「習慣用法」とする。 

2 つ目の「V1 テモ V2 テモ」構文では、（３）は「時間に間に合う」という後件の事態

が成立するには、「タクシーで行く」という当然予想される条件の他、「歩いて行く」と

いう意外な条件でも後件が成立することを表している。同様に、（４）は「通常、草を取

れば草がなくなる」という予想に反し、草を取っても草が生えてきて、また草を取っても

草が生えてくるということを表している。この（３）と（４）の違いは、（３）は「タク

シーで行く」と「歩いて行く」のように、前件に異なる条件が 2 つ並立し、「どちらの条

件であっても必ず後件の事態が成立する」ことを述べる点に特徴があるのに対し、（４）

は「（草を）取る」という同一の条件が前件に並立し、「同一条件を何度繰り返しても、

予想する結果が成立しない」ことを述べる点に特徴がある点である。本研究では、（３）

を「例示用法」、（４）を「反復用法」とする。 

3 つ目の「V1 タリ V2 タリ」構文では、（５）は「日曜日にすること」について、「本

を読む」と「散歩をする」という事態が並立していることを表し、（６）は「不審者の行

動」について、「（家の前を）行く」と「（戻って）来る」という事態が並立している事

を表す。（５）と（６）の違いは、（５）は「本を読む」と「散歩をする」の 2 つの事態

の他に、「テレビを見る」や「昼寝をする」等の同類の事態も言外に並立しており、その

中の代表例として「本を読む」と「散歩をする」を例示するのに対し、（６）は「家の前

を行った（通り過ぎた）かと思ったら戻って来て、また行った（通り過ぎた）かと思った
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ら戻って来る」という「行く」と「来る」の 2 つの事態が繰り返し生じることを表してい

る点である。本研究では、（５）を「例示用法」、（６）を「反復用法」とする。 

このように、「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1タリ V2タリ」構文

の 3 つの反復構文には複数の用法があり、その中で 2 つの事態が繰り返し生じることを表

す「反復用法」がある点で共通している。 

次に 3つの反復構文の 2つ目の共通点、②の V1と V2に見られる制約について述べる。 

1 つ目の「V1 テハ V2」構文には「反復用法」と「習慣用法」があり、それぞれ V1 と

V2 の組み合わせに一定の制約がある。「反復用法」には「書く/消す」「浮かぶ/消える」

「走る/止まる」のような「反義関係2」、「ワインを飲む/チーズをつまむ」「えさを取る/

食べる」のような「一連の動作の関係3」が見られ、「習慣用法」には「暇を見つける/散歩

をする」「冗談を言う/皆を笑わせる」のような「（広い意味での）因果関係4」が見られる。

以下にこれらの内容をまとめる。 

 

  「V1テハ V2」構文 

[反復用法] 書いては消す、浮かんでは消える、走っては止まる、 

ワインを飲んではチーズをつまむ、えさを取っては食べる 等 

※V1と V2の関係：反義関係、一連の動作の関係 

[習慣用法] 暇を見つけては散歩をする、冗談を言っては皆を笑わせる 等 

※V1と V2の関係：（広い意味での）因果関係 

 

2つ目の「V1テモ V2テモ」構文には「例示用法」と「反復用法」があり、それぞれ V1

と V2の組み合わせに一定の制約がある。「例示用法」には「タクシーで行く/歩いて行く」

や「雨が降る/雪が降る」のような「同類関係5」、「晴れる/雨が降る」や「勝つ/負ける」

のような「反義関係6」が見られる。一方、「反復用法」は V1と V2が同一動詞句であるた

め同類関係や反義関係といった意味関係は言えないが、前件と後件の間には「草を取る/草

が生えてくる」や「食べる/太らない（体重が増えない）」といった「反義関係7」が見られ

                                                  
2 詳細は第 4章 4.6.2.2節で述べる。 
3 詳細は第 4章 4.6.2.2節で述べる。 
4 詳細は第 4章 4.6.2.1節で述べる。 
5 詳細は第 5章 5.6.1.1節で述べる。 
6 詳細は第 5章 5.6.1.1節で述べる。 
7 詳細は第 5章 5.6.2.1節で述べる。 
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る。以下にこれらの内容をまとめる。 

 

「V1テモ V2テモ」構文 

[例示用法] タクシーで行っても歩いて行っても、雨が降っても雪が降っても、 

勝っても負けても 等 

※V1と V2の関係：V1≠V2 同類関係、反義関係 

[反復用法] 取っても取っても（草が生えてくる）、食べても食べても（太らない） 等 

※V1と V2の関係：V1＝V2 

※前件と後件の関係：反義関係 

 

3つ目の「V1タリ V2タリ」構文には「例示用法」と「反復用法」があり、それぞれ V1

と V2 の組み合わせに一定の制約がある。「例示用法」には「本を読む/散歩をする」「見

る/聞く」「泣く/喚く」のような「同類関係8」が見られ、一方の「反復用法」には「行く/

来る」「雨が降る/止む」「行く/行かない」のような「反義関係9」が見られる。以下にこれ

らの内容をまとめる。 

 

「V1タリ V2タリ」構文 

[例示用法] 本を読んだり散歩をしたり、見たり聞いたり、泣いたり喚いたり 等 

※V1と V2の関係：同類関係 

[反復用法] 行ったり来たり、雨が降ったり止んだり、行ったり行かなかったり 等 

※V1と V2の関係：反義関係 

 

このように3つの反復構文におけるV1とV2は、その用法ごとに意味関係に制約があり、

自由に動詞句が生起可能と言うわけではない。 

以上、本研究で対象とする 3 つの反復構文に見られる複数の用法、V1 と V2 に見られる

組み合わせの制約について述べた。これらをまとめると表 2のようになる。 

 

 

                                                  
8 詳細は第 6章 6.6.1節で述べる。 
9 詳細は第 6章 6.6.2節で述べる。 
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表 2 3つの反復構文の用法と各用法の V1と V2の特徴 

反復構文 V1テハ V2 V1テモ V2テモ V1タリ V2タリ 

用法 ①反復  

・何度も作文を書いては消 

す。 

・ワインを飲んではチーズを 

つまむ。 

②習慣  

・暇を見つけては散歩をす 

る。 

①例示 

・雨が降っても雪が降って 

も、試合をする。 

②反復 

・草を取っても取っても、ま

た生えてくる。 

①例示 

・日曜日は、本を読んだり散 

歩をしたりする。 

②反復 

・不審者が家の前を行ったり

来たりしている。 

V1 と V2

の制約 

①反復 

・反義関係 

「書く/消す」等 

・一連の動作 

「ワインを飲む/チーズをつ 

まむ」等 

②習慣 

・因果関係 

「暇を見つける/散歩をする」 

 等 

①例示 

・同類関係 

「雨が降る/雪が降る」等 

・反義関係 

「勝つ/負ける」等 

②反復 

・前件と後件は反義関係 

「草を取る/草が生えてくる」 

 等 

①例示 

・同類関係 

「本を読む/散歩をする」等 

②反復 

・反義関係 

「行く/来る」等 

 

本研究では、上記のことを述べるために、各反復構文にある複数の用法の共通点と相違

点を分析し、それらの用法の関係を記述することを目的とした。その際、V1 と V2 に来る

動詞の意味関係を調査し、その違いを分析する。これにより、各用法の構文的意味をより

明確にすることが可能となる。 

本研究では次節で論じるように「構文文法」の理論を援用し、分析の資料には「コーパ

ス」を利用することにする。以下、1.2 節では「構文文法」の理論を援用する理由、1.3 節

では「コーパス」を利用する理由について述べる。 
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1.2 「構文文法」の援用 

 

本研究では、「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1タリ V2タリ」構文

の 3つの反復構文の特徴について分析するに当たり、「構文文法」の理論を援用する。「構

文文法」はある一定の形式（パターン）ごとに意味があるとし、類似した形式同士は多義

的ネットワークを形成していると捉える点に特徴がある。また、構文内の中心的な用法か

ら周辺的な用法にかけて見られる共通の意味を見出し、それらがどのように受け継がれて

いるかを明らかにしていく分析の姿勢が特徴的である。このような観点から分析すること

により、同一構文内にある複数の用法の関係性や、形式的に類似した構文間の意味的関係

性について明らかになると考えられる。 

 

1.2.1 個々の構成要素から予測できない意味 

 

本研究で対象とする「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1タリ V2タリ」

構文の 3つの反復構文は、構成要素である V1と V2の動詞の意味や、「テハ」「テモ」「タ

リ」の意味を個々に考えても全体の意味を厳密に捉えることはできないものである。 

例えば、第 4 章で分析する「V1 テハ V2」構文は「前件が成立するたびに、いつも後件

が成立する」ことを表すものである。これに対し、「V1 テハ V2」構文の構成要素である

「テハ」は元々条件文に使われ「前件が成立すると、後件が成立する」という意味を表す。

この「前件が成立すると、後件が成立する」という条件文の「テハ」の意味は「V1 テハ

V2」構文にも共通して見られるが、「前件と後件が繰り返す」という意味は、「V1 テハ

V2」構文に新たに加わったものと考えられる。第 5章で分析する「V1テモ V2テモ」構文

は「V1の場合も V2の場合も、意外にも必ず後件が成立する」、あるいは「いくら V1（＝

V2）をしても、予想に反して後件が成立する」ことを表すものである。これに対し、「V1

テモ V2テモ」構文の構成要素である「テモ」は元々1つで条件文に使われ「前件が成立す

ると、意外にも後件が成立する」という意味を表す。この「前件が成立すると、意外にも

後件が成立する」という条件文の「テモ」の意味は「V1 テモ V2 テモ」構文にも共通して

見られるが、「どちらの場合も必ず」や「いくら～しても」という意味は、「V1 テモ V2

テモ」構文に新たに加わったものと考えられる。第 6 章で分析する「V1 タリ V2 タリ」構

文は「当該場面に V1や V2をはじめとする複数の事態が並立し、その中の代表例を 2つ例
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示する」、あるいは「当該場面に V1 と V2 の事態が並立し、その 2 つが繰り返し生じる」

ことを表すものである。これに対し、「V1 タリ V2 タリ」構文の構成要素である「タリ」

は基本的に 2 回繰り返して使われ、複数の事態が並立していることを表す。この「複数の

事態が並立している」という意味は「V1タリ V2タリ」構文にも共通して見られるが、「V1

と V2を繰り返す」という意味は「V1タリ V2タリ」構文に新たに加わったものと考える。 

以上のことから、本研究で扱う「V1テハ V2」、「V1テモ V2テモ」、「V1タリ V2タ

リ」の 3 つの形式は、個々の構成要素を分析しても全体の意味が捉えられないため「構文

文法」で言う「構文」と考えた方がよい。 

 

1.2.2 V1と V2の制約 

 

「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1タリ V2タリ」構文に構文的意味

があると考えれば、これら 3 つの反復構文と条件文の「テハ」、条件文の「テモ」、接続

助詞の「タリ」との間に意味の違いがあることや、V1 と V2 に一定の制約があることが説

明できると考える。 

例えば、「V1 テハ V2」構文には条件文の「テハ」にはない「反復」の意味があり、V1

と V2 には反義関係にあるもの、一連の動作を表すものが来るという制約がある。しかし、

この構文の中には V1と V2に因果関係が見られるものもあり、このようなものは条件文の

「テハ」と反復構文の中間的な用法として取り上げられ、「V1 テハ V2」を構文として見

ることによって条件文の「テハ」と「V1 テハ V2」構文との違いが連続的に説明可能とな

る。 

「V1 テモ V2 テモ」構文には条件文の「テモ」にはない「どちらにしても必ず後件の事

態が成立する」や「いくら～しても予想に反して後件の事態が成立する」という意味があ

る。これに加え、V1 と V2 の条件が異なる場合は V1 と V2 が同類関係（反義関係を含む）

であるという制約があり、V1 と V2 の条件が同一の場合は、前件である V1（＝V2）の成

立から予想されることと後件の事態が反義関係であるという制約がある。このように、条

件文の「テモ」と「V1 テモ V2 テモ」もこれを構文として見ることによって、意味的・統

語的に異なる特徴を持つことが説明できる。 

「V1タリ V2タリ」構文は「複数の事態を例示的に並べて提示する」ことを表す「タリ」

が 2 回繰り返し現れるものであるが、「例示」を表す場合と「反復」を表す場合の 2 つの
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用法に分かれる。この 2つの用法は V1と V2に見られる制約の違いによって分けられ、V1

と V2が同類関係にあれば「例示」、反義関係にあれば「反復」となる。構文文法を援用す

れば、このような同一の形式がもつ複数の用法に形式的な特徴の違いによって、意味の違

いが生じているという説明が可能である。 

以上のことから、本研究で対象とする 3 つの反復構文は構文文法の考え方を援用するこ

とによって、構成要素との意味の違いを説明することができると考える。 

本研究では反復構文に見られる統語的・意味的特徴を明らかにするため、多くの実例を

観察することによって、その中から規則性を見つけ出し、記述するという研究手法をとる。

そのため、本研究は言語資料としてコーパスを利用することにする。次節では、本研究が

反復構文内の V1と V2の組み合わせを分析するためにコーパスを利用する理由について述

べる。 

 

1.3 コーパスの利用 

 

本研究ではコーパスを使って 3つの構文の V1と V2の組み合わせを見る。本研究は、以

下の 2つの理由からコーパスを言語資料として利用する。 

 

①内省だけでは捉えることが難しい（あるいは事実上、不可能な）言語事実や言語の 

使用傾向を可視的につかむことができる。 

②周辺的な例に気付くことによって、中心的な用法の核心部分をあぶり出すことがで 

きる。 

 

まず、①の「言語使用の傾向をつかむことができる」という点について説明する。ある

語句や表現の実際の使用傾向をつかむことは、コーパスを使わなくても、内省や読書によ

って収集した用例をもとにある程度できる。しかし、コーパスを使うことにより V1 と V2

の組み合わせの特徴を可視的に捉えることができ、その反復構文の特徴がより詳細に分か

る。従来、「V1テモ V2テモ」構文の「反復用法」では、「食べても食べても（太らない）」

の「食べる」のような動作性述語10しか許容できないとされてきた。確かに「V1 テモ V2

                                                  
10 野呂（2010）では動作性述語の定義はされていない。動作性述語の例として、「食べる」「投げる」 

「勉強する」等を挙げている。これに加え、「お金がある」や「優れている」等の状態性述語は「Vて



第 1章 序論 

10 

テモ」構文は「食べても食べても」や「投げても投げても」のように動作性動詞が高頻度

で見られる。しかし、「V1テモ V2テモ」構文の「反復用法」に現れる動詞は、「動作性」

であることが重要なのではなく、「一度動作・変化が止まっても断続的に動作・変化が可

能である」という「断続性」の性質を持つことが重要であると考える。これに対し、断続

的に動作・変化が不可能な動詞（例：「座る」「立つ」「出る」「入る」等）は「V1テモ

V2 テモ」構文の「反復用法」では見られない。このようなことから、「V1 テモ V2 テモ」

構文の「反復用法」に現れる動詞の特徴は、動作性動詞であるということではなく、一度

動作・変化が止まっても断続的に動作・変化が可能な動詞であると言える。  

次に、②の「周辺的な例に気付くことによって、中心的な用法の核心部分をあぶり出す

ことができる」という点について説明する。例えば、「V1 テハ V2」構文の例として「書

いては消す」という動詞の組み合わせは内省でも思いつきやすく、コーパスにも出てくる

と予想される。しかし、「実家に帰っては戻ってこない」という動詞の組み合わせは「V1

テハ V2」構文の例として内省で咄嗟には思いつかず、この組み合わせが容認可能か否か、

内省では判断しにくい。この「実家に帰っては戻ってこない」はコーパスから見つかった

例で、「妻は何かにつけて実家に帰っては 2 か月ほど戻ってこない」という文脈で使用さ

れている。しかし、この文脈では「何かについて」という副詞句を削除すると容認しにく

くなる。このことから、「実家に帰っては戻ってこない」のような周辺的な例は、「理由

をつけてわざわざ～する」という文脈があることで容認可能となると言える。このように

内省では思いつかないような周辺的な例を見ることによって、中心的な用法の核心部分を

あぶり出すことが可能となる。 

本研究では、反復構文の V1と V2の特徴を見るために頻度調査を行った上で、収集した

データを丹念に観察することにより新たな規則を見つけ出す。 

 

1.4 本研究の主張 

 

本研究では、以上のような「構文文法」の考え方と「コーパス」を利用し、「V1 テハ

V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1タリ V2タリ」構文にはそれぞれ次のような特

徴があることを明らかにする。以下に、本研究が明らかにした点をまとめて示す。 

 

                                                                                                                                                  
も Vても」には使えないことも指摘している。しかし、状態性述語についても定義はない。 
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「V1テハ V2」構文  

①「反復用法」 

  ・V1が成立するたびに、いつも V2が成立することを表す。 

     ・V1と V2は反義関係（＝（７）、（８））、または意志的な一連の動作を表す（＝ 

（９））。 

（７）何度も作文を書いては消した。（＝（１）） 

（８）寄せては返す波の様子を見ている。 

（９）彼はワインを飲んではチーズをつまんだ。 

 

②「習慣用法」 

  ・V1（原因）が成立するたびに、いつも V2（結果）が成立することを表す。 

  ・V1と V2は広い意味で因果関係を表す。 

（10）彼は暇を見つけては散歩をする。（＝（２）） 

（11）子供のころ、いたずらをしては先生に叱られたものだ。 

（12）彼は冗談を言っては皆を笑わせる人だ。 

 

「V1テモ V2テモ」構文 

①「例示用法」 

・V1の場合も V2の場合も、意外にも後件が成立することを表す。 

 ・V1と V2は同類関係（＝（13）、（14））、あるいは反義関係（＝（15））を表す。 

（13）タクシーで行っても歩いて行っても時間に間に合う。（＝（３）） 

（14）雨が降っても雪が降っても、試合を行う。 

（15）勝っても負けても悔いのない試合がしたい。 

 

②「反復用法」 

・V1（＝V2）が成立するたびに、いつも予想に反する後件が成立することを表す。 

・V1（＝V2）は一度動作・変化が止まっても、断続的に動作・変化が可能な動詞であ 

る。（例：「取る」「食べる」「走る」「抜く」「追う」「拭う」等） 

・前件と後件の間に反義関係が見られる。 

（16）草を取っても取ってもまた生えてくる。（＝（４）） 
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（17）食べても食べても太らない。 

（18）走っても走ってもなかなかゴールが見えない。 

 

「V1タリ V2タリ」構文 

①「例示用法」 

 ・当該場面において出現可能な複数の事態のうち、V1と V2の 2つの事態を代表例と 

して表す。 

・V1と V2は同類関係を表す。 

（19）日曜日は、本を読んだり散歩をしたりして過ごす。（＝（５）） 

（20）見たり聞いたりしたことをレポートにまとめる。 

（21）昨日のパーティーでは歌ったり踊ったりして楽しんだ。 

 

②「反復用法」 

・当該場面において V1と V2の 2つの事態が繰り返し生じることを表す。 

・V1と V2は反義関係を表す。 

（22）不審者が家の前を行ったり来たりしている。（＝（６）） 

（23）昨日は一日降ったり止んだりの天気だった。 

  （24）最近、大学に行ったり行かなかったりだ。 

 

1.5 本論文の構成 

 

 本論文は、本章を含む 7 つの章から構成される。まず本章では本研究の目的と対象、及

び概要を述べた。次に分析の立脚点として「構文文法」の概念を援用することと、分析の

資料として「コーパス」を利用することについて述べた。最後に本研究で得た結果を示し

た。 

第 2 章では、反復構文に関する先行研究を概観し、問題点を指摘する。その上で、本研

究が「構文文法」と「コーパス」を利用することによって従来の研究では明らかにされて

こなかった点を明らかにすることができることを述べる。これまでの研究において、反復

構文には具体的にどのようなものがあり、それぞれ概ねどのような意味を表すかについて

は指摘されている。しかし、各反復構文の表す意味や V1と V2に来る動詞の特徴について
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十分な説明がされているとは言えない。ここでは、「構文文法」の考え方を援用し、個々

の反復構文の意味を詳細に記述するとともに、類似する形式を持つ構文間を意味的・統語

的に関連付けて説明する。これに加え、「コーパス」を利用することによって、V1 と V2

に来る動詞の特徴を分析し、各構文内にある用法ごとに V1と V2の意味関係に特徴がある

ことを指摘する。 

第 3 章では、本研究の分析の立脚点となる構文文法の基本的概念と、分析の言語資料と

して「現代日本語書き言葉均衡コーパス（Balanced Corpus of Contemporary Written 

Japanese）」（以下、BCCWJ とする）というコーパスを利用することの意義について述

べる。 

続く第 4 章からから第 6 章は、具体的に実例を観察することによって、以下のように 3

つの反復構文それぞれにおける複数の用法について記述する。 

第 4章では、「書いては消す」、「暇を見つけては散歩に出かける」のような「V1テハ V2」

構文を分析する。その結果、「V1テハ V2」構文は V1と V2の意味的な関係の違いによっ

て①「反復用法」（「書いては消す」等）、②「習慣用法」（「暇を見つけては散歩に出

かける」等）の 2つの用法に分類できることを主張する。 

第 5 章では、「雨が降っても雪が降っても試合を行う」、「草を取っても取ってもまた

生えてくる」のような「V1テモ V2テモ」構文を分析する。その結果、「V1テモ V2テモ」

構文は V1と V2の意味的な関係の違いによって①「例示用法」（「雨が降っても雪が降っ

ても試合を行う」等）と、②「反復用法」（「草を取っても取ってもまた生えてくる」等）

の 2 つの用法に分類できることを主張する。また、①「例示用法」については V1（条件）

と V2（条件）の提示順序には、後件（結果）と結び付くことに意外だと考えられる条件の

方が V2に来るという特徴があることを明らかにする。 

第 6 章では、「見たり聞いたりする」、「行ったり来たりする」のような「V1 タリ V2

タリ」構文を分析する。その結果、「V1タリ V2タリ」構文は V1と V2の意味的な関係の

違いによって①「例示用法」（「見たり聞いたり」等）と、②「反復用法」（「行ったり

来たり」等）の 2 つの用法に分類できることを主張する。また、文中における「V1 タリ

V2タリ」構文の出現形式の特徴を明らかにする。 

第 7章では、第 4章から第 6章で分析した「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構

文、「V1タリ V2タリ」構文の 3 つの反復構文の分析結果を整理して、これら 3つの反復

構文に共通して現れる「反復用法」の違いについて述べる。最後に、本研究において残さ
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れた課題を示すとともに、V1 と V2 という動詞の組み合わせの特徴をつかむことが、反復

構文の意味の記述にとって重要であるだけでなく、様々な言語現象を説明する際に有効な

視点となり得ることを主張する。 
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第 2章 先行研究 

 

本章では、日本語の反復構文に関する先行研究を概観し、問題点を整理して本研究の立

場を定める。以下、2.1 節では反復構文全体に関わる先行研究を取り上げ、本研究では構文

文法のアプローチを援用することによって構文的意味を分析することを主張する。続く 2.2

節では本研究が研究の対象とする「V1 テハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1 タ

リ V2 タリ」構文に関する先行研究を取り上げ、従来の研究では各構文の複数の意味の関係

や V1 と V2 の組み合わせの特徴や制限に関する分析が不十分であることを指摘し、本研究

ではコーパスによって各構文に現れる V1 と V2 の組み合わせを抽出することにより、より

明確な記述が可能であることを主張する。最後に、2.3 節で本研究では各反復構文の構成要

素の意味と構文全体の意味との違いを明確にし、各反復構文に高頻度で現れる V1 と V2 の

特徴をつかんだ上で、構文的意味の記述を行っていくことを述べる。 

 

2.1 反復構文に関する先行研究 

 

 本節では反復構文に関する先行研究を概観する。以下、2.1.1 節では国広（1989、1997）、

2.1.2 節では野呂（2010）を取り上げ、反復構文の構文的意味の詳細な記述には構文に現れ

る語の特徴や制限という視点からの分析が必要であることを述べる。 

 

2.1.1 国広（1989、1997） 

 

国広（1989、19971）は、現代日本語の様々な反復構文を取り上げ、構文の中に繰り返し

現れる語句の品詞を指摘し、意味を記述している。国広（1989：40）は、「句全体のいわ

ば文法的な枠組みの部分だけが固定していて、その中で用いられる名詞・動詞などの実質

語はかなり自由に入れ替えることができるもの、つまり変項を含んだ慣用句」のことを「枠

組的慣用句」としている。この「枠組的慣用句」は、「同じ語が二度繰り返されているこ

とであり、時には異なった二対の語が用いられる」という特徴があるとしている。以下に

国広（1989、1997）が指摘する「枠組的慣用句」の例を挙げる。 

                                                  
1 国広（1997）は国広（1989）で示された「枠組的慣用句」の定義とその具体例を踏まえ、さらに「枠 

組的慣用句」の具体例を追加したものである。 
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「A ことは A」（A は形容詞・動詞）＜一応 A と認めてよい＞ 

（１）なにしろ、一度酔いつぶれてみたいと言っているくらいに、強いことは強いの 

である。        （国広（1989:40）原典：山口瞳『酔いどれ紀行』） 

 

「A には A が（けど）」（A は形容詞・動詞）＜一応 A と言えるけれども＞ 

  （２）うれしいにはうれしいけど、手放しで喜べないところがある。（国広（1989:40）） 

 

「A という A」（A は名詞）＜すべての A＞ 

（３）摩天楼群は、壁だけ残して、窓という窓、戸という戸が銃撃でうち抜かれ、ま 

るで破れ障子の廃屋のように、立ち並んでいます。 

（国広（1989:40-41）原典：木村太郎『驚こう学ぼう楽しもう』） 

 

「A に A」（A は動詞）＜徹底的に A する＞ 

  （４）その議案はもみにもんだ挙句、やっと通過した。（国広（1989:41）） 

 

「A が A だから」（A は名詞）＜A が普通でないから＞ 

  （５）さんまが食べたいと言っても、時期が時期だから、ちょっと手にはいらないね。 

（国広（1989:41）） 

 

「A は A で」（A は名詞）＜他との対比を背景にして、A は A なりに＞ 

（６）先ず年が明けてから矢鱈に雪が降ったのには困った。（中略）夏は夏で雨が降

らなかった。（＝冬も夏もそれぞれに異常気象だった） 

（国広（1989:41）原典：團伊玖磨『さてさてパイプのけむり』） 

 

「A が（も）A なら、B も B だ」（A、B は同類の名詞）＜A も B も普通の状態・性質を 

はずれている＞ 

（７）たとえばカッコウは、これまでオオヨシキリの巣に卵を産みつけてきた。いわ 

ゆる托卵である。産んだ数だけ相手の卵を食って数を合わせる親も親ならヒナ

もヒナで、ほんものより一足はやくかえると、目も見えないのに背中で押して
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ほかの卵を巣から落す。（国広（1989:41）原典：吉田直哉『透きとおった迷宮』） 

 

「A は A として」（A は名詞）＜A のことは別として＞ 

  （８）それはそれとして、こっちの方はどうなってるの？   （国広（1989:41）） 

 

「A も A たり」（A は動詞）＜驚くほど多量に A した＞ 

  （９）書きも書いたり、彼の修論は優に一〇〇〇ページを越えていた。 （国広（1989:41）） 

 

「AA した」（A は名詞）＜典型的に A の性質をもった＞ 

  （10）日本語のもっとも膠着語膠着語した部分、たとえば助詞― 

（国広（1989:41）原典：井上ひさし『私家版日本語文法』） 

 

「A といえば A」（A は形容詞）＜一応 A といえる＞ 

（11）十万というのは高いといえば高い、安いといえば安い、まあ、頃あいというと 

ことだろう。   （国広（1989:41）原典：山口瞳『男性自身 生き残り』） 

 

「A は A」（A は形容動詞）＜ちょっと譲歩して A であることを認める＞ 

  （12）酒田は活気がありますが、ここは静かは静かです。 

（国広（1997:280）原典：山口瞳『酔いどれ紀行』） 

 

「A するときには A する」（A は動詞）＜物事は人間の意図とは無関係に起こる＞ 

  （13）私は誤診の恐しさを痛感すると共に、どんなにいい治療を受けても死ぬ時には 

死ぬし、どんなに出鱈目をやっても治る時には治るという事実を、身を以って

証明したのであった。 

（国広（1997:281）原典：寺尾尚『フランス見たまま聞いたまま』） 

 

「A するには A するが」（A は動詞）＜動きが最低限に実現することを認める＞ 

  （14）「会に来てくれますか」「行くには行くが、少しおそくなるよ」（国広（1997:281）） 

 

「A なら A」（A は名詞）＜たとえば A＞ 
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  （15）いったい、小料理屋なら小料理屋、ソバ屋ならソバ屋で、その店がいい店であ 

る最大の条件はなんであろうか。 

（国広（1997:282）原典：山口瞳『礼儀作法入門』） 

 

「A また A」（A は名詞）＜ずらりと並ぶ A＞ 

  （16）窓の向こうは向かいの家の窓また窓である。 

（国広（1997:282）原典：代田敬一郎『木の国・石の国』） 

 

国広（1989、1997）では上記 16 種類の表現を「枠組的慣用句」として例示し、簡単に

意味を記述しているが、これ以上の詳細な分析は行われていない。なお、本研究で扱う「V1

テハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1 タリ V2 タリ」構文の 3 つの反復構文は

国広（1989、1997）では取り上げられていない。これら 3 つの反復構文は、国広（1989、

1997）の言う「枠組的慣用句」のように、「テハ」「テモ」「タリ」という文法的な部分

は固定していて、実質語（この場合は動詞）の部分は入れ替え可能であるという特徴を持

ち、構文全体に意味が付いている点で共通している。しかし、反復構文に現れる語の特徴

や制限については論じていないため、今後そこを精密に見ていく必要があると考える。 

 

2.1.2 野呂（2010） 

 

野呂（2010）は国広（1989、1997）で取り上げられ光が当てられた反復構文に注目し、

国広（1989、1997）で詳しく分析されなかった反復構文の構文的意味の詳細な記述を試み

ている。野呂（2010）は以下に示す 18 の反復構文を対象としている。（N は名詞、V は動

詞、A は形容詞、P は名詞＋だ・動詞・形容詞） 

 

N らしい N／N らしくない N／N らしからぬ N／N 以上に N らしい／N の中の N／

NN している／N という N／N また N／N につぐ N 

V に V／V だけ V／V ば V ほど／V ても V ても／V には V 

A くて A くて／A ば A ほど 

P といえば P／P ことは P 
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野呂（2010）は構文文法のアプローチを援用し、「医者らしい医者」「考えに考え」「痛

くて痛くて」等、構文内に同一の語が繰り返し現れる反復構文の構文的意味の記述を行っ

ている。例えば、野呂（2010）は（17）のような「V ても V ても」構文について、①反復

される条件は、条件関係の否定（逆条件）である（前件と後件の因果関係の視点）、②V1

（＝V2）には動作性述語2のみ現れる（動詞の制限の視点）、③事態が相当時間にわたって

継続または何度も反復したにもかかわらず、予想される結果が一度も生じないことを表す

（事態の反復性の視点）、という特徴があることを指摘している。 

 

（17）待っても待っても女はやって来ない。 

（野呂（2010:163）原典：田山花袋『田舎教師』青空文庫） 

 

野呂（2010）では、①前件と後件の因果関係の視点、③事態の反復性の視点で分析し、

その結果、動詞が 2 つ並ぶことでその動作が繰り返されること、反復する事態は反義関係

にあることが示唆されている。この点は本研究も同じ考えである。しかし、本研究は②動

詞の制限に関しては多くのデータを観察することによって、さらに具体的な特徴をつかむ

ことができると考える。例えば、本研究がコーパスから抽出した V1（＝V2）を見てみると、

確かに「食べても食べても」や「投げても投げても」といった動作性動詞が現れる。しか

し、動作性動詞であっても（18）の「座っても座っても」のように一度動作・変化が完了

したら断続的に動作・変化が不可能な動詞は使えない。 

  

（18）*けがをした足が痛むのでいすに座ったが、座っても座っても足が痛む。 

 

このことから、「V ても V ても」に現れる動詞は「動作性動詞」であることが重要なの

ではなく、「一度動作・変化が止まっても断続的に動作・変化が可能である」という「断

続性」の性質を持つことが重要であると考える。 

以上のような野呂（2010）の分析方法は、個々の反復構文を形式と意味が慣習的に結び

ついた「構文」として捉え、その構文的意味を記述しようとする点や構文に現れる語の特

徴や制限を記述しようとする点で本研究と同じである。これに加え、本研究ではコーパス

                                                  
2 野呂（2010）では動作性動詞の定義はされていない。ただし、野呂（2010）が「V ても V ても」構文 

として挙げた例には、「食べる」「投げる」「積む」「待つ」「考える」「勉強する」「頑張る」「走

る」等の動詞が見られる。 
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を利用することによって、内省では捉えきれない V1 と V2 の組み合わせのパターンを明ら

かにし、V1 と V2 の特徴の違いが各構文の用法を特徴づけていることを主張する。例えば、

「V1 テハ V2」構文や「V1 タリ V2 タリ」構文が反復の意味を表す場合は、V1 と V2 に反

義関係の組み合わせが見られるが、「V1 テハ V2」構文には「浮かんでは消える」のよう

な出現と消滅を意味する可逆的反義関係の組み合わせが多く見られ、「V1 タリ V2 タリ」

構文には「行ったり来たり」のような方向性のある往復運動を表す反義関係の組み合わせ

が多く見られるという違いが見られることを指摘する。 

 以上、2.1 節では国広（1989、1997）と野呂（2010）の先行研究を概観することにより、

反復構文の研究には構文に現れる語の特徴や制限について詳しく見るという視点が必要で

あることを述べた。 

 

2.2 本論文で扱う３つの反復構文に関する先行研究 

 

 次に、2.2 節では本論文で扱う「V1 テハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1 タ

リ V2 タリ」構文に関する先行研究を概観し、問題点を整理して、本研究の立場を定めるこ

とにする。以下、2.2.1 節では「V1 テハ V2」構文に関する先行研究、2.2.2 節では「V1 テ

モ V2 テモ」構文に関する研究、2.2.3 節では「V1 タリ V2 タリ」構文に関する研究につい

て取り上げる。その上で、先行研究では各構文に複数ある用法の意味的・統語的特徴はあ

まり示されておらず、また、各構文に現れる V1 と V2 の組み合わせの特徴や制限という点

についての分析が十分でないため、本研究ではこの点についてコーパスを利用して詳細に

分析することを主張する3。 

 

2.2.1 「V1テハ V2」構文に関する先行研究 

 

先行研究で「V1 テハ V2」構文を扱ったものには、蓮沼・有田・前田（2001）、田中（2004）、

市川（2007）、日本語記述文法研究会（2008）等がある。 

以下、2.2.1 節では「V1 テハ V2」構文について構成要素である「テハ」の意味と、V1

と V2 の組み合わせという観点を中心に先行研究の記述を検討し直すことにする。 

                                                  
3 本章では主として「V1 テハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1 タリ V2 タリ」構文を構成す 

る「テハ」、「テモ」、「タリ」の意味の記述と、各構文に現れる V1 と V2 の特徴について述べること

とし、その他詳細な記述については、各構文について分析する第 3 章から第 5 章で述べることにする。 
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2.2.1.1 蓮沼・有田・前田（2001） 

 

蓮沼・有田・前田（2001）は仮定条件を表す「テハ」について、同じく仮定条件を表す

「バ」や「タラ」と比較をしながら「テハ」特有の意味を述べている。例えば、「テハ」

を使った条件文は、（19）のように前件に既定の事態を取り上げ、それがよくない結果（後

件）を導くことを表すとしている。加えて、（19）は前件の事態がよくない結果を導くた

め、前件の事態を避けるべきであることを含意している。このような表現は、「タラ」で

は使えるが、「バ」では使いにくいとしている。 

 

（19）わたしがこうしてそばにい（○ては/○たら/×れば）、この子も勉強に集中で 

きないでしょう。           （蓮沼・有田・前田（2001：84）） 

 

また、条件文の「テハ」には（20）のように前件に「普通とは違うこと、特別なこと」

を表す既定の事態を取り上げ、それによりやむを得ない結果（後件）が起こることを表す

ものもある。この場合は「タラ」でも「バ」でも置き換えることができるとしている。 

 

（20）本当は言いたくなかったが、おまえにそこまで言われ（○ては/○たら/○れば） 

もう言うしかない。          （蓮沼・有田・前田（2001：84）） 

 

一方、「テハ」には「タリ」や「バ」には置き変えられない（21）のような反復を表す

用法がある点で、「タリ」や「バ」と大きく異なっていると述べている。 

 

（21）船は左右に揺れ（○ては/×たら/×れば）少しずつ進んでいった。 

            （蓮沼・有田・前田（2001：84）） 

 

ただし、反復を表す「テハ」にも、（22）のように習慣的な意味を表す場合には、「バ」

で置き換えられるとしている。蓮沼・有田・前田（2001）では「テハ」の場合は繰り返し

の意味が強く、「バ」の場合は習慣の意味が強いと述べているが、繰り返しと習慣ではど

のような点が異なるかについては詳しい説明はなく、（22）の例からだけではその違いが
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分かりにくい。 

 

（22）あの頃は、京都に行（○っては/○ったら/○けば）、あちこちの史蹟を見て回っ 

たものだ。              （蓮沼・有田・前田（2001：85）） 

 

以上のように、蓮沼・有田・前田（2001）では仮定条件を表す「テハ」と「タラ」と「バ」

の置き換えの可否を確認しながら、「テハ」が条件を表す場合には前件には既定の事態を

取り上げ、後件には望ましくない事態が生じることを述べるという特徴があること、「テ

ハ」には反復を表す意味もあることを指摘している。しかし、蓮沼・有田・前田（2001）

では、条件を表す「テハ」と反復を表す「テハ」のつながりや、前件と後件に来る動詞の

特徴については特に述べられていない。 

 

2.2.1.2 田中（2004） 

 

田中（2004）は「テハ」文の発話意図という観点から分析を行い、「条件用法」の発話

意図と「反復用法」の発話意図の特徴を述べている。その結果、「条件用法」の「テハ」

については、前件で表す「不可避的、不可抗力的な事態」を受け、後件で「否定すべきだ、

禁止すべきだ」という批判的な心情が表されるとしている。これに対し、「反復用法」の

「テハ」については、「『X すると必ず Y』『X たびにいつも Y』という、事態間の恒常的、

必然的な生起関係がこれまでの経験・経緯から説明されている」（田中（2004：148））と

し、規則的な現象・行為が事実上配置されただけで、「～タリ～タリ」のあらわす反復と

本質的には変わらないという指摘をしている。しかし、田中（2004）では「～タリ～タリ」

の表す反復については述べられていない。本研究では、「V1 テハ V2」構文の表す反復と

「V1 タリ V2 タリ」構文が表す反復は、構成要素の「テハ」や「タリ」の意味の違いと V1

と V2 の組み合わせの特徴の違いから、全く別のものであると考える。例えば、「V1 テハ

V2」構文は（23a）のように「起きる→寝る」という 2 つの事態が 1 つのまとまりとなり

反復しているのに対し、「V1 タリ V2 タリ」構文は（23b）のように一日の中で起きている

時もあるし、寝ている時もあり、起きている時間と寝ている時間が同程度あるということ

を表している。また、「V1 テハ V2」構文では（24a）のように「降る→積る」という一連

の現象を表せるのに対し、「V1 タリ V2 タリ」構文では（24b）のように「降ったり積もっ



第 2章 先行研究 

23 

 

たり」は言いにくいという違いがある。このことから、本研究では「V1 テハ V2」構文の

表す反復と「V1 タリ V2 タリ」構文の表す反復は、本質的に異なるものであると考える。 

 

（23）a.  寝ては起き、起きては寝るといった生活の繰り返しだ。（田中（2004：148）） 

b.  寝たり起きたりといった生活の繰り返しだ。 

（24）a.  雪は降っては積り、降っては積もって二メートルにも達した。 

  （田中（2004：148）） 

b.* 雪は降ったり積もったりして二メートルにも達した。 

 

2.2.1.3 市川（2007） 

 

市川（2007）は条件文の「テハ」と反復を表す「テハ」について、実際の使用場面、条

件文「タラ」との違いについて分析している。その結果、条件文の「テハ」は「ある事態・

状況があり、その状態では、否定的な結果になることを表す」場合に用いられ、具体的に

は相手への注意や叱責（例「そんなに長時間ゲームをしていては、目が悪くなりますよ」）、

自分への咎め（例「こんな生活をしていては、自分がだめになってしまう」）に使われる

という特徴があることを指摘している。一方、反復の「テハ」は「ある事態・状況にある

ので、そのために繰り返しの行為・動作をすることを表す」あるいは「何度も繰り返して、

ついにある結果を得たということを表す」場合に用いられるとしている。また、条件文の

「テハ」と「タラ」の違いについては以下の（25）と（26）の例を挙げ、「タラ」を使っ

た（25）では「ほめられたことを積極的に捉えて、次回も司会をやる」という気持ちを表

しているのに対し、「テハ」を使った（26）では「本当は断わりたいという消極的な気持

ちを持ちながら、それでもやる」という気持ちを表している点で異なっていると述べてい

る（市川（2007：356））。 

 

 （25）A：今日は司会のおかげで会議がうまく行ったね。次回の司会も頼むよ。 

     B：そんなにほめられたら、断るわけにはいきません。（市川（2007：356）） 

 （26）A：今日は司会のおかげで会議がうまく行ったね。次回の司会も頼むよ。 

     B：そんなにほめられては、断るわけにはいきません。（市川（2007：356）） 
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また、市川（2007）は反復を表す「V1 テハ V2」の V1 と V2 に来る動詞についても言及

し、「書く/消す、作る/こわす、（雨が）降る/やむ、食べる/寝る、倒れる/起きる」等の「対

になる動詞4」が来やすいと指摘している。市川（2007）の言う「対になる動詞」は、本研

究で言う「可逆的反義関係にある組み合わせ」あるいは「一連の動作の組み合わせ」に相

当すると考える。 

 

2.2.1.4 日本語記述文法研究会（2008） 

 

日本語記述文法研究会（2008）は、条件を表す「テハ」と反復を表す「テハ」について

意味的・統語的特徴について分析している。その結果、条件を表す「テハ」は主節が望ま

しくない事態である点、従属節がすでに実現している場合が多い点を特徴として指摘して

いる。これに対し、反復を表す「テハ」の特徴として従属節と主節の動作は同じ主体であ

る点、2 つの動作（V1 と V2）には特に因果関係がないという点を指摘している。ここで、

反復を表す「テハ」の 2 つの動作（V1 と V2）には因果関係がない、という点については

異論がある。確かに、（27）の「書く」と「破る」の場合は因果関係が見られないが、（28）

の「失礼なことをする」と「父に叱られる」の場合は因果関係があると考えられる。また

（27）の「書いては破る」には因果関係は見られないものの、反義関係にある組み合わせ

である点で特徴的である。このように、本研究では反復を表す「テハ」の 2 つの動作（V1

と V2）には因果関係がある場合とない場合があり、因果関係がない場合でも、反義関係と

いう意味的関係性が特徴的に見られることを主張する。 

 

（27）お詫びの手紙を書いては破り、書いては破りして、やっと書きあげた。 

（日本語記述文法研究会（2008：112）） 

（28）周りの人に失礼なことをしては、父に叱られたものだ。 

（日本語記述文法研究会（2008：110）） 

 

 

 

 

                                                  
4 市川（2007）では「対になる動詞」の定義はされていない。 
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2.2.2 「V1テモ V2テモ」構文に関する先行研究 

 

先行研究で「V1 テモ V2 テモ」構文を扱ったものには、Fujii（1994）、グループ・ジャ

マシイ（1998）、藤井（2002）、野呂（2010）等がある。 

以下、2.2.2 節では「V1 テモ V2 テモ」構文について構成要素である「テモ」の意味と、

V1 と V2 の組み合わせという観点を中心に先行研究の記述を検討し直すことにする。 

 

2.2.2.1 Fujii（1994）、藤井（2002） 

 

 Fujii（1994）及び藤井（2002）では「V1 テモ V2 テモ」構文の意味と V1 と V2 の特徴

について分析している。その際に、「V1 テモ V2 テモ」構文を V1 と V2 の条件の異同によ

って分類し、（29）～（31）のように 2 つの条件が異なる場合を「選択並列性譲歩条件構

文」（本研究で言う「例示用法」）とし、（32）のように 2 つの条件が同一の場合を「反

復性譲歩条件構文」（本研究で言う「反復用法」）としている。V1 と V2 の特徴について

は、「例示用法」には（29）のような同類の意味を表す動詞、（30）のような反義関係に

ある動詞、（31）のような同一動詞の肯定形と否定形が来ると指摘している。しかし、反

義関係にある組み合わせでも「*始まっても終わっても」や「*入学しても卒業しても」等

「V1 テモ V2 テモ」構文に使いにくい組み合わせもあり、V1 と V2 の意味関係については

検討の余地がある。一方、（32）に示すような「反復用法」の V1（＝V2）の動詞の特徴に

ついては特に述べられていない。 

 

（29）電話をしても手紙をだしてもちっとも相手にしてくれない。（藤井（2002:272）） 

（30）攻めても守っても彼はやっぱりうちのナンバーワンだ。  （藤井（2002:272）） 

（31）お化粧してもしなくてもどうせ同じなんだから…。    （藤井（2002:271）） 

（32）待っても待っても小野さんはとうとう現われなかった。  （藤井（2002:272）） 

 

本研究では「V1 テモ V2 テモ」構文に現れる V1 と V2 の特徴をつかむことで、「例示用

法」および「反復用法」の構文的意味が鮮明になってくると考える。そのため、V1 と V2

に着目して分析する必要があると考える。 
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2.2.2.2 グループ・ジャマシイ（1998） 

 

グループ・ジャマシイ（1998）は「テモ」文の意味と、「テモ」が 2 回繰り返し使われ

る文の意味について分析している。 

まず「テモ」については「逆条件」を表す場合と「並列条件」を表す場合があることを

指摘している。グループ･ジャマシイ（1998:273）によると「逆条件」とは、「X が成り立

てば Y が成り立つという「X ならば Y」の順接的な条件関係を否定するものである」と説

明されている。例えば、（33）の「X ならば Y」という構文は、X の「雨が降る」が成立す

ると当然 Y の「試合を行わない」が成立することを表すのに対し（34）の「X ても Y」と

いう構文は「通常雨が降れば試合を行わない」という（33）のような因果関係が予測され

る状況で、その因果関係が成立しないことを述べている。つまり、（34）は「雨が降れば

当然試合を行わないという予想に反し、試合を行う」ということを表している。 

 

（33）雨が降れば、試合を行わない。 

（34）雨が降っても、試合を行う。 

 

一方、グループ・ジャマシイ（1998:273）によると「並列条件」は、「二つまたはそれ

以上の条件を並べ上げ、どちらの（どの）条件が成立した場合でも同じ結果になることを

表す」と説明されている。例えば、（35）では「2 を二乗すると 4 になる」と「－2 を二乗

すると 4 になる」という 2 つの条件文が並列されている。このような場合について、グル

ープ･ジャマシイ（1998）は、2 番目の条件「－2 を二乗する」は必ず「テモ」で表される

ことを指摘している。また、（35）は 1 番目の条件文も「テモ」にして（36）のように「X

ても Y ても Z」という形（本研究で言う「V1 テモ V2 テモ」構文の形）に言い換えること

ができるとしている。 

しかし、2 つの条件が並列する場合、1 番目の条件は「テモ」でなくてもよいのに対し、

2 番目の条件は必ず「テモ」でなければいけない、という点に関しては詳しい説明はされて

いない。この点について、「V1 テモ V2 テモ」構文が単に 2 つの条件文を並列するだけな

ら（36）の「2 を二乗しても 4 になる」と「－2 を二乗しても 4 になる」を入れ替えても許

容度は変わらないはずである。しかし、（37）に示すように、それが許容できないという

ことは、2 つの事態に情報の重みの差があるということが示唆されていると考える。 
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  （35）2 を二乗すると 4 になりますが、－2 を二乗しても 4 になります。 

         （グループ・ジャマシイ（1998:273）） 

（36）2 を二乗しても、－2 を二乗しても 4 になります。 

（グループ・ジャマシイ（1998:273）） 

（37）*－2 を二乗しても、2 を二乗しても 4 になります。 

 

次に、「テモ」が 2 回繰り返し使われる文については、先に挙げた（36）のように「ど

ちらの（どの）場合でも同じ結果になる」という意味を表す場合（本研究で言う「例示用

法」）と、（38）のように「いくら努力しても望む結果が得られない」ことを強調して表

す場合（本研究で言う「反復用法」）があるとしている。なお、「V1 テモ V2 テモ」構文

に現れる V1 と V2 の特徴については特に言及されていない。 

 

  （38）このズボンは洗っても洗っても汚れが落ちない。 

（グループ・ジャマシイ（1998:274）） 

 

2.2.2.3 野呂（2010） 

 

野呂（2010）は「V ても V ても」（本研究で言う「反復用法」）を取り上げ、「V ても

V ても」には単独の「テモ」の意味からは厳密には導けない意味があることから、これを構

文と捉え、「反復用法」の構文的意味と動詞の制限について分析している。その結果、「V

ても V ても」は、「テモ」の「逆条件」の意味が受け継がれ「事態が相当時間にわたって

継続または何度も反復したにもかかわらず、予想される結果が一度も生じないことを表す」

という構文的意味を持ち、動詞には動作性述語のみ現れるということを主張している。た

だし、動詞の制限については、2.1.2 節でも指摘したように、検討の余地があると思われる。 

 

2.2.3 「V1タリ V2タリ」構文に関する先行研究 

 

先行研究で「V1 タリ V2 タリ」構文を扱ったものには、寺村（1991）、友松他（2007）、

中俣（2009）等がある。 
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以下、2.2.3 節では「V1 タリ V2 タリ」構文について構成要素である「～タリ～タリ」の

意味と、V1 と V2 の組み合わせという観点を中心に先行研究の記述を検討し直すことにす

る。 

 

2.2.3.1 寺村（1991） 

 

寺村（1991）は「V1 タリ V2 タリ」構文を V1 と V2 の対称性の有無によって 2 つのタ

イプに分類している。1 つ目は「対称的な並立」（本研究で言う「反復用法」）で、「降っ

たりやんだり」のように対称的な動作や出来事や状態を並べる用法である。2 つ目は「非対

称的な並立」（本研究で言う「例示用法」）で、「テニスをしたり小説を読んだりギター

をひいたり」のように、単にいくつかの動作や行為を並べる用法である。 

寺村（1991：227）は、「非対称的な並立」の V1 と V2 には「具体的な談話のなかで、

あるセットのメンバーとして捉えられるものとしての等質性をもっていなければ、自然な

並立結合は成立しない」と指摘している。例えば、（39a）では「土曜日にすること」につ

いて「テニスをする」「小説を読む」「ギターを弾く」が「土曜日にすること」というメ

ンバーとして捉えられる場合は自然であるが、（39b）のように「テニスをする」「小説を

読む」「両手をあげる」「笑う」のように「土曜日にすること」のメンバーとして捉えら

れない場合は不自然に響くとしている。 

 

（39）a. 土曜日はテニスをしたり、小説を読んだり、ギターをひいたりして過ごしま 

す。                     （寺村（1991：228）） 

b. *土曜日はテニスをしたり、小説を読んだり、両手を上にあげたり、笑ったり 

して過ごします。               （寺村（1991：228）） 

 

また、「対称的な並立」も「非対称的な並立」も「V1 タリ V2 タリスル」のように動名

詞句を形成するか「V1 タリ V2 タリダ」のように「～ダ」型の述語にする必要があると述

べ、このことは「V1 タリ V2 タリ」という結合がそれ全体で名詞句のような構文的性格を

持つことを示すものであることを指摘している（寺村（1991：221-222））。このような「V1
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タリ V2 タリ」構文の特徴は、「V1 テハ V2」構文5や「V1 テモ V2 テモ」構文では見られ

ない大きな違いである。 

 

2.2.3.2 友松他（2007） 

 

友松他（2007）は「V1 タリ V2 タリ」構文を意味の観点から分類し、（40）のように複

数の行為の中から２、３を取り上げて示すもの（①「複数の行為」）、（41）のように反

対の動作・作用が反復することを表すもの（②「反復」）、（42）のように「～の場合も

あれば、～の場合もある」というように事態が一定していないことを表すもの（③「不定6」）

の 3 つの用法に分類している。 

 

（40）日曜日には、本を読んだり、テレビを見たりします。（友松他（2007：143）） 

（41）退院してから 1 週間ぐらいは毎日寝たり起きたりしていました。 

（友松他（2007：145）） 

（42）1 週間に 1 度はかならず来てください。来たり来なかったりでは困ります。 

（友松他（2007：144）） 

 

友松他（2007）は、上記 3 つの用法のうち、③「不定」は動詞・形容詞・形容動詞・名

詞に「タリ」が付くものであるが、①「複数の行為」と②「反復」は動詞に「タリ」が付

くものとし、用法によって「～タリ～タリ」に入る品詞の違いを示している。しかし、動

詞に「タリ」が付く①「複数の行為」と②「反復」がどのような観点で 2 つに分類されて

いるかについては述べられていない。 

V1 と V2 の組み合わせについては、②「反復」の場合は「対立する動詞7」（出る/入る、

                                                  
5 「V1 テハ V2」構文の「反復用法」では「書いては消し、書いては消しする」のように「V1 テハ V2 

スル」という形を取るものが一部見られる。 
6 本研究では友松他（2007）の言う「不定」は「事態が一定でないこと」という分類基準で分かりにくい 

と考え、「V1 タリ V2 タリ」構文の「不定」という分類は使用しない。友松他（2007）において「不定」

とされた以下の（ⅰ）（ⅱ）の例のうち、（ⅰ）のように複数の事態の例示と解釈できるものは「複数

の行為」（本研究で言う「例示用法」）に、（ⅱ）にように 2 つの事態が反復していると解釈できるも

のは「反復」（本研究で言う「反復用法」）に分類する。 

（ⅰ）庭のそうじは父がしたり、母がしたり、兄がしたりします。   （友松他（2007：144）） 

（ⅱ）1 週間に 1 度はかならず来てください。来たり来なかったりでは困ります。（＝（42）） 

7 友松他（2007）では「対立する動詞」の定義はされていない。 
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行く/来る、上がる/下がる等）が来やすいと指摘しているが（友松他（2007：145））、①

「複数の行為」に現れる V1 と V2 の特徴については特に述べられていない。本研究では、

①「複数の行為」と②「反復」を分けるのは V1 と V2 の組み合わせの特徴にあると考え、

コーパスの例から V1 と V2 の意味的特徴を分析する。その結果、①「複数の行為」（本研

究で言う「例示用法」）には同類関係にあるものが現れ、②「反復」（本研究で言う「反

復用法」）には反義関係にあるものが現れることを主張する。 

 

2.2.3.3 中俣（2009） 

 

中俣（2009）は「タリ」の本質は「あるテーマの異なる側面、すなわちあるテーマにつ

いて出現可能性をもつ事態の並列である」（中俣（2009：194））としている。中俣（2009）

の言う「あるテーマ」というものは、話し手のみが把握していればよく、聞き手が把握で

きるものでなくても「タリ」の使用は可能であるとしている。例えば、（43）の「アメリ

カ行って、ヘリコプターの免許を取ってくる」と「四千万ぐらい一年弱で稼いだんだけど

も競馬で全部擦る」のように、並列される事態がどんなテーマの側面なのか聞き手にとっ

て予想しにくい場合でも、話し手がテーマを把握していればそのテーマに関する事態を並

列することができるということである。 

 

（43）僕の友達で二人パチプロだったやつが、人がいるんですが（中略）一人は何か 

アメリカ行って、ヘリコプターの免許を取ってきちゃったりとかもう一人は何

か四千万ぐらい一年弱で稼いだんだけども競馬で全部擦っちゃって 

（中俣（2009：194）原典：『日本語話し言葉コーパス』S00M0071） 

 

本研究は「タリ」によって並列される事態を網羅的に観察し、並列的に捉えられる事態

間にどのような意味的特徴があるか、また逆に、並列的に捉えにくい事態間には、どのよ

うなものがあるかを検討する。 

 

2.3 第 2章のまとめ 

 

本研究では、本研究が対象とする「V1 テハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1
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タリ V2 タリ」構文の 3 つが、個々の構成要素から予測できない意味を持つという特徴と、

V1 と V2 に制約があるという特徴を持つことから、これら 3 つを構文文法で言う「構文」

であると捉え、構文文法のアプローチを援用して各構文を分析していく。反復構文を対象

とした研究は比較的歴史が浅く、解明されていない点が多い。本研究が対象とする「V1 テ

ハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1 タリ V2 タリ」構文も、先行研究が少なく、

それぞれ意味・用法について明らかにされてない点がある。以下、各反復構文について従

来明らかになっている点を整理した上で、本研究で分析する点をまとめておく。 

 

①「V1 テハ V2」構文 

＜従来明らかになっている点＞ 

・意味：基本的には、規則的な現象・行為の繰り返しを表すとされている。 

 ・条件文の「テハ」との関係：「V1 テハ V2」構文は条件文の「テハ」の周辺的な用法 

として扱われ、条件性がない点で条件文の「テハ」とは 

異なるものとされている。「V1 テハ V2」構文の中には 

「あの頃は京都に行っては、あちこちの史蹟を見て回っ 

たものだ」のような条件文に近い例があることを指摘し 

ているが、両者の関係について詳しく述べられていない。 

 ・V1 と V2 の関係：V1 と V2 には因果関係がないとされている。一方で、V1 と V2 には 

「書く/消す、作る/こわす、（雨が）降る/やむ、食べる/寝る、倒れ 

る/起きる」等の対になる動詞が来やすいという指摘がある。 

 

＜本研究で分析する点＞ 

 ・意味：従来、「V1 テハ V2」構文は「繰り返し」の意味しか記述されていなかったが、 

本研究では「V1 テハ V2」構文には単なる主体の動作・変化の反復を表す「反 

復用法」と主体の日常的な習慣や性質を表す「習慣用法」の 2 つがあることを 

主張し、両者の分類基準や両者のつながりについて詳しく分析する。 

・条件文の「テハ」との関係：本研究も「V1 テハ V2」構文には条件性がないという点 

で条件文の「テハ」と区別する。その上で、本研究は「V1 

テハ V2」構文であるが条件文に近い例（本研究で言う「習 

慣用法」）に着目し、V1 と V2 の間に見られる因果関係 
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の観点により両者が連続的であることを論じる。 

・V1 と V2 の関係：V1 と V2 には因果関係に限らず、何らかの制約があると考えられる。

そこで、本研究は V1 と V2 の組み合わせを網羅的に取り出し、そこに 

見られる意味的特徴を用法ごとに調査する。 

 

②「V1 テモ V2 テモ」構文 

＜従来明らかになっている点＞ 

 ・意味：V1 と V2 が異なる場合は「どちらの場合でも同じ結果になる」という意味を表 

し、V1 と V2 が同一の場合は「事態が相当時間にわたって継続または何度も反

復したにもかかわらず、予想される結果が一度も生じないこと」という意味を

表すとされている。 

 ・条件文の「テモ」との関係：条件文の「テモ」は複数の条件が言外に並立しているこ 

とを表すため、「テモ」が 2 回繰り返す「V1 テモ V2 テ 

モ」構文は条件文の「テモ」と連続的なものであると考 

えられているが、両者の意味の違いについては詳細に論 

じられていない。 

 ・V1 と V2 の関係：V1 と V2 が異なる場合と同一の場合とで、意味が異なることが指摘 

されている。V1 と V2 が異なる場合は V1 と V2 の間に同類関係ある 

いは反義関係が見られるとされている。 

 

＜本研究で分析する点＞ 

 ・意味：「V1 テモ V2 テモ」構文を「例示用法」と「反復用法」の 2 つに分け、分類基 

準を示す。「V1 テモ V2 テモ」構文には条件文の「テモ」からは厳密には推測 

できない意味があると考え、用法ごとに構文全体に付いている意味を分析する。 

 ・条件文の「テモ」との関係：「例示用法」と「反復用法」のそれぞれに条件文の「テモ」 

が持つ「並列条件」（本研究では「条件の並列」と呼ぶ） 

と「逆条件」の意味がどのように受け継がれているかを 

分析し、「例示用法」と「反復用法」の意味の違いは条 

件文の「テモ」の意味の違いにあることを論じる。 

・V1と V2の関係：V1と V2の組み合わせで高頻度に現れるものの特徴を見るとともに、 
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V1 と V2 の制限について分析する。また、V1 と V2 の提示順序にどの 

ような制限があるかについても論じる。 

 

③「V1 タリ V2 タリ」構文 

＜従来明らかになっている点＞ 

 ・意味：「複数の事態の中から代表例を 2、3 示す」ものと、「2 つの事態が繰り返し生 

じることを表す」ものの大きく 2 つがある。 

 ・「タリ」との関係：「タリ」は基本的に複数の事態の例示を表すが、「V1 タリ V2 タ 

リ」となると例示の他、反復を表す場合もあることが指摘されて 

いる。しかし、両者の関係性については述べられていない。 

・V1 と V2 の関係：例示を表す場合は制限が述べられていない。一方、反復を表す場合 

は V1 と V2 に対立する動詞（出る/入る、行く/来る、上がる/下がる 

等）が来ることが指摘されている。 

 

＜本研究で分析する点＞ 

・意味：「V1 タリ V2 タリ」構文を「例示用法」と「反復用法」の 2 つに分け、分類基 

準を示す。「V1 タリ V2 タリ」構文には接続助詞の「タリ」からは厳密には推 

測できない意味があると考え、用法ごとに構文全体に付いている意味を分析す 

る。 

・「タリ」との関係：「例示用法」と「反復用法」のそれぞれに接続助詞「タリ」の意 

味がどのように受け継がれているかを分析し、「例示用法」と「反 

復用法」の意味の違いを論じる。 

・V1と V2の関係：V1と V2の組み合わせで高頻度に現れるものの特徴を見るとともに、 

V1 と V2 の制限について分析する。 
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第 3章 分析の理論的背景とコーパス 

 

本研究では「V1 テハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1 タリ V2 タリ」構文の

意味的・形式的な特徴を明らかにするに当たり、構文文法（Construction Grammar）の概

念に立脚して分析を行う。そこで本章では構文文法の基本的概念について論じるとともに、

その分析の資料とするコーパスについて述べる。 

以下、3.1 節では構文文法の基本的な考え方を概観し、3.2 節では本研究で扱う反復構文

が構文文法の考え方にどう適応するかを説明する。次いで 3.3 節では本研究が利用するコー

パスの概要と検索のためのデータ整形の手順について述べる。最後に 3.4 節で本章のまとめ

をする。 

 

3.1 構文文法 

 

本節では、構文文法の基本的な考え方について概観し、本研究での議論の立脚点を述べ

る。以下、構文文法における構文の定義、構文文法の特色について順に説明する。 

 

構文文法において「構文1」は「意味と形式の対応物」として捉えられ、個々の語彙項目

とは独立して存在するものとして位置づけられている。構文文法の理論は複数の研究者に

よって異なった立場から展開されてきたものである。この過程で、”construction”の基本的

定義付けや特徴付けに関して、Fillmore（1985、1988）、Langacker（1987）、Goldberg

（1995）、Croft（2001）の間で、微妙に焦点の異なる文言が提示され、構文の（構成要素

からの）合成性と予測可能度において程度差がみられる（藤井（2001：537））。本研究で

は、構文文法を整備した Goldberg（1995）の構文の定義に従うことにする。 

 

C が形式と意味のペア＜Fⅰ，Sⅰ＞であるときに Fⅰのある側面あるいは Sⅰのある

側面が、C の構成部分から、または既存の確立した構文から厳密には予測できない場合、

かつその場合に限り、C は一つの「構文」である。（Goldberg（1995：5）） 

 

                                                   
1 一般的に「構文」という用語は、”there is…”や”it is …for…to do…”等のある一定の文の型を学習や記 

述の便宜からリスト化したものを指して使用されている。 
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先述のように、構文理論は複数の研究者が異なった立場から推進してきているので、研

究対象や分析方法にバリエーションが見られる。例えば、Fillmore や Kay らは、これまで

十分に扱われてこなかったイディオム的な言語事実を取り上げ、その内部構造を詳細に記

述しようと試みたのに対し、Goldberg は動詞の項構造という文構造の中核的な部分を対象

に、同一形式に存在する複数の意味の関係や類似の構文間の関係をプロトタイプやメタフ

ァーといった認知言語学の概念を用いて捉えようとした点で違いが見られる。このように、

構文文法は研究者によって研究対象や分析方法に違いがあるものの、形式と意味の慣習的

な結び付きが認められる「構文」という単位を設定する必要があると考えている点は共通

し、あくまで一貫した言語観に基づき展開されている。このような構文文法の言語観のう

ち、ここでは本研究の考え方と関連する以下の 3 つについて説明する。 

 

（A）構文にはそれ自体に意味がある 

（B）類似の形式の構文同士は継承のネットワークで結ばれている 

（C）語彙と文法の間に厳密な区別をしない 

 

このうち、（A）は構文的意味の措定、（B）は構文間の関係、（C）は語彙知識と文法

知識の連続性について述べたものである。 

まず、（A）の構文的意味の措定について説明する。構文文法では、構文全体の意味は構

成要素の意味に動機づけられるものの、厳密には構成要素の意味の総和から導き出せない

ものとされている。例えば、Goldberg（1995）は以下の（１）のような Way 構文を例に

挙げ、Way 構文の意味は構文を構成している個々の部分を基にするだけでは十分に予測す

ることができないことを説明している。例えば、（１）はフランクがニューヨークへたど

り着いたこと、つまりニューヨークへの移動を含意している。 

 

（１）Frank found his way to New York.（フランクはニューヨークにたどり着いた） 

（Goldberg（1995：273）） 

 

（１）の one’s way に移動の意味があるかを確認するため、his way を a way に置き換え

た（２）と比較すると、（２）は単に「ニューヨークへ行く道を見つけた」だけで移動の

意味までは表さない。このことから、one’s way に移動の意味があるのではないかと推測さ
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れる。 

 

（２）Frank found a way to New York.（フランクはニューヨークへ行く道を見つけ 

た）                     （Goldberg（1995：273）） 

 

しかし、以下の（３）は one’s way があるにもかかわらず、移動の意味は表さない。 

 

（３）He knows his way around town.（彼は町の地理に詳しい） 

（Goldberg（1995：273）） 

 

このように、（１）で用いられている語はいずれも移動を含意するものではないことか

ら、（１）の全体の意味は Way 構文という構文自体が担っていると考えざるを得なくなる。

構文文法では、あるまとまった形式がそれを構成する語の意味の総和に還元できない側面

を持つものを形式に意味が付いた「構文」として扱い、構文の表す意味（構文的意味）を

記述することを目的としている。 

 

次に、（B）の構文間の関係について説明する。構文文法での構文間の捉え方は、Lakoff

（1987）、Langacker（1987、1991）等の認知言語学者が主張する「統語構造は意味によ

って動機づけられる2」という認知論的構文論の考え方が背景にある。これはつまり、「形

式が共通すれば意味も関連性を持つ」ということである。例えば Joe kicked the bottle into 

the yard のような移動使役構文と Joe kicked Bob black and blue のような結果構文は、＜

主語‐動詞‐目的語‐副詞句＞という形式を持つ点で共通している。移動使役構文では「主

語が目的語をある位置へ移動させる」という意味を表すが、結果構文では「主語が目的語

をある状態に変化させる」という意味を表す。この結果構文の状態の変化を「新しい位置

への移動」として捉え、結果構文をメタファー的な位置変化を表していると考えることに

                                                   
2 これに関連して、Bolinger（1968）らが主張する「統語形式が異なれば必ず意味も異なる」という形式 

と意味の一対一対応論（isomorphism）も構文文法における構文間の捉え方に大きな影響を与えている。

この「形式が異なれば意味も異なる」という点に関して、John taught Mary French のような二重目的

語構文と John taught French to Mary のような前置詞与格構文を挙げて説明する。二重目的語構文は

多くの場合前置詞与格構文に置き換え可能であることから、両者は一見同じ意味を表すかのように見え

る。しかし、二重目的語構文には Mary がフランス語を会得したという含意があるのに対し、前置詞与

格構文にはそうした含意がないという違いがある。このことから、形式の異なりが意味の異なりを生じ

させているということが分かる。 
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よって、移動使役構文と結果構文が意味的に関連するものと考えている。 

Goldberg（1995：92）は、「形式が共通すれば意味も関連性を持つ」ことに関連して、

構文は個々が独立して存在するものではなく「ネットワークを形成し、特定の構文のもつ

特性の多くを動機づけることになる『継承関係』によって結びつきをもつ3」としている。

Goldberg（1995）は二つの構文に関連性が見出された場合、一方の構文がより基本的なも

のであり、他方の構文がそこからの拡張であると見なし、非対称的な「継承」という関係

を想定している。そして、上位クラスの持つ情報がすべて下位クラスへと受け継がれてい

るのではなく、詳細情報に矛盾や衝突のない範囲内での性質が受け継がれているとしてい

る4。 

 最後に（C）の語彙知識と文法知識の連続性について述べる。藤井（2001：537）は、構

文は頻繁に現れる語彙項目によって特徴付けられることも多く、時には、構文のあるスロ

ットが特定の集合の語彙項目で定型化された構文も認められるとしている。よって、構文

の分析には文法の側面だけでなく、語彙の側面からもアプローチする必要があると考える。 

 

本研究は、「V1 テハ V2」、「V1 テモ V2 テモ」、「V1 タリ V2 タリ」という形式を「構

文」とし、これらには「テハ」や「テモ」や「タリ」という構成要素の意味からは厳密に

は予想できない構文としての意味があると考え、構文的意味の記述を行う。これに加え、

構文内に存在する複数の用法の意味的・統語的特徴を分析し、各用法の関連性を明らかに

する。例えば、「構文の形式が同一ならばそこに共通の構文的意味が成り立つ」という原

則に従うと、「V1 テハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1 タリ V2 タリ」構文と

いう 3 つの反復構文に下位分類される用法は、意味的に共通点が見られ、互いに関連し合

っていると考えられる。本研究は、これまで先行研究で取り上げられてきた中心的な用法

                                                   
3 Goldberg（1995）は継承リンクには以下の 4 種類があるとしている。 

①多義性のリンク 

構文のもつある特定の意味と、その意味からの拡張との間の意味的関係の性質を捉えるもの。 

②部分関係のリンク 

ある構文が独立して存在する別の構文の「真部分」（proper subpart）である場合に想定されるも 

の。 

③具体例のリンク 

ある構文が他の構文の「特殊例」（special case）である場合に立てられるもの。 

④メタファー的拡張のリンク 

二つの構文がメタファー的写像によって関連付けられる場合に想定するもの。 
4 この点に関して、Kay and Fillmore（1999）は以下のように述べ、上位クラスの持つ情報がすべて下位 

クラスへと受け継がれているという、Goldberg（1995）より強い制約を課している。 

When one construction inherits another, the first contains all the information of the second and― 

in  the nonvacuous case―more. （Kay and Fillmore（1999：7）） 
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だけでなく、先行研究でほとんど取り上げられてこなかった周辺的な用法にも目を向け、

両者を同じ方法で分析し、意味的・形式的に関連付けて示す。一方、「構文の形式が異な

れば構文の意味も異なる」という原則に従うと、「V1 テハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」

構文、「V1 タリ V2 タリ」構文に下位分類される各用法には、他の用法とは明確に区別さ

れる特徴的な意味を持つと考えられる。本研究では、特に V1 と V2 に来る動詞の組み合わ

せにはっきりとした特徴が現れることを指摘する。 

このような構文文法の考え方に基づき、本研究では第 4 章から第 6 章で「V1 テハ V2」

構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1 タリ V2 タリ」構文の 3 つの反復構文の分析を行い、

各構文内に複数存在する用法の関連性を明らかにする。 

 

3.2 構文文法と本研究が対象とする 3つの反復構文 

 

本研究で考察の対象とする「V1 テハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1 タリ

V2 タリ」構文は構成要素から厳密に予測できない意味を持つ点で「構文」であると考える

ことができる。この点について、まず、第４章で分析する「V1 テハ V2」構文から説明す

る。同じ「V1 テハ V2」という形式を持つ「冷たいものを食べては腹をこわす」でも、（４）

は「冷たい物を食べるとお腹をこわす」という仮定的で一回的な事態を表すのに対し、（５）

は「冷たい物を食べる→お腹をこわす」という事態が繰り返し生じること、すなわち確定

的で反復的な事態を表すという違いがある。両者は「前件が成立した後に後件が成立する」

ことを表す点では共通しているが、仮定的か確定的か、一回的か反復的かという点で異な

る。このような違いは「V1 テハ V2」の構成要素である「V1」＋「テハ」＋「V2」からは

予測できない。そのため、「V1 テハ V2」は「構文」としての意味を持っていると考えら

れる。そこで本研究では（４）のような「V1 テハ V2」を条件文の「テハ」、（５）のよ

うな「V1 テハ V2」を「V1 テハ V2」構文と呼んで区別することにする。 

 

（４）そんなに冷たいものを食べてはお腹をこわすだろう。（条件文の「テハ」） 

（５）彼は冷たいものを食べてはよくお腹をこわす。（「V1 テハ V2」構文） 

 

次に、第 5 章で分析する「V1 テモ V2 テモ」構文について説明する。同じ「V テモ＋後

件」という形式を持つものでも、条件性の有無によって条件文の「テモ」と「V1 テモ V2
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テモ」構文に区別することができる。例えば、（６）と（７）は同じ「歩いて行っても時

間に間に合う」という形式を持っているが、（６）は話し手の仮定世界のことを述べてい

るのに対し、（７）は話し手が事実としてタクシーと徒歩のどちらでも間に合うと認識し

ていることを表している点で違いがある。本研究では前者を条件文の「テモ」と呼び、後

者を「V1 テモ V2 テモ」構文と呼んで区別することにする。 

 

（６）（タクシーで行けば、もちろん間に合うが） 

たとえ歩いて行っても時間に間に合う。       （条件文の「テモ」） 

（７）タクシーで行っても歩いて行っても時間に間に合う。 

（「V1 テモ V2 テモ」構文） 

 

また、（８）の条件文の「テモ」と（９）の「V1 テモ V2 テモ」構文を比較してみると、

（８）は「通常草を取れば草がなくなるが、たとえ草を取っても草がなくならない」とい

う意味を表し、（９）は「通常草を取れば草がなくなるはずだが、いくら草を取っても草

がなくならない」という意味を表す5。この 2 つは（８）は「草を取ったが、また生えてき

た」という一回的な事態を表しているのに対し、（９）は「草を取ったが、また生えてき

た」という事態が反復することを表している点で違いがある。このように（９）の「V1 テ

モ V2 テモ」構文には「反復」の意味が加わっている点で（８）の条件文の「テモ」と違い

が見られる。 

 

（８）草を取ってもまた生えてきた。           （条件文の「テモ」） 

（９）草を取っても取ってもまた生えてきた。    （「V1 テモ V2 テモ」構文） 

 

最後に、第 6 章で分析する「V1 タリ V2 タリ」構文は、「タリ」が 2 つ並列して使用さ

れるものである。例えば、（10）は当該場面に「見る」や「聞く」が並立していることを

表し、（11）は当該場面に「行く」と「来る」という 2 つの相反する事態が並立している

                                                   
5 本研究では、条件文の「テモ」の（ⅰ）は「たとえ草を取っても生えてくるだろう」という話し手の仮 

定世界のことを述べる仮定条件にも、「実際に草を取っても生えてきた」という話し手が事実として認

識していることを述べる確定条件にもなると考える。一方、「V1 テモ V2 テモ」構文の（ⅱ）は「いく

ら草を取ってもそのたびに生えてきた」という確定条件にのみなると考える。 

  （ⅰ）草を取っても生えてくる。（条件文の「テモ」） 

（ⅱ）草を取っても取っても生えてくる。（「V1 テモ V2 テモ」構文） 
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ことを表す。しかし、（10）は「見る」と「聞く」以外にも言外に同類の事態（「調べる」

等）が並立して存在し、その中から代表例を 2 つ例示するものであるのに対し、（11）は

「行く」と「来る」という相反する事態が並立し、その 2 つ事態が繰り返し生じることを

表す点で異なる。これに対し、「V1 タリ V2 タリ」構文の構成要素である「タリ」は複数

の事態が並立していることを表すものである。この意味は、「V1 タリ V2 タリ」構文にも

受け継がれているが、「V1 タリ V2 タリ」構文の「反復用法」の持つ「反復」の意味は「タ

リ」の意味からでは説明できない。そのため、「V1 タリ V2 タリ」は形式全体に意味が結

び付いた構文であると見なす。 

 

  （10）現地調査で見たり聞いたりしたことをレポートにまとめる。 

（「V1 タリ V2 タリ」構文：例示用法） 

（11）不審者が家の前を行ったり来たりしている。 

（「V1 タリ V2 タリ」構文：反復用法） 

 

以上、本研究が対象とする「V1 テハ V2」構文と「V1 テモ V2 テモ」構文は、構成要素

の条件文の「テハ」あるいは「テモ」の意味に動機づけられながらも、「テハ」「テモ」

からは厳密には構文全体の意味を説明できないこと、「V1 タリ V2 タリ」構文は構成要素

の「タリ」の持つ「複数の事態が並立している」という意味は受け継いでいるものの、「行

ったり来たり」のような事態の反復の意味は「タリ」の意味からでは説明できないことを

見た。本研究では、これら 3 つの反復構文に構文としての意味があると考えることにより、

構成要素の「テハ」「テモ」「タリ」との異同があることや、V1 と V2 に来る動詞の組み

合わせに制限があることを説明できると考える。 

 

3.3 本研究の分析に用いるデータ 

 

本節では、本研究の分析に用いるデータの特色、および本研究でデータを利用する際に

行ったデータの加工作業の概要について述べる。 

本研究では、コーパスとして『日本語書き言葉均衡コーパス（Balanced Corpus of 

Contemporary Written Japanese）』（以下、BCCWJ とする）という、現存する日本語

書き言葉コーパスとしては最大規模（１億語以上）のコーパスを利用し、その中から収集
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した用例を中心に分析を行う。このような大規模なコーパスを資料として用いる利点は、

反復構文に現れる動詞の組み合わせを網羅的に抽出し分析できる点、内省では思いつかな

いような周辺的な例も取り出せる点にある。 

以下、3.3.1 節では BCCWJ の概要について述べる。3.3.2 節では本研究が BCCWJ を利

用する際に行ったデータの整形作業について述べる。 

 

3.3.1 BCCWJの概要 

 

本研究で用いる BCCWJ というコーパスは、文部科学省科学研究費特定領域研究「代表

性を有する大規模日本語書き言葉6コーパスの構築：21 世紀の日本語研究の基盤整備」（平

成 18-22 年度）において構築されたものである。この BCCWJ は、①現代日本語の均衡コ

ーパスである、②語ごとに形態論情報が付与されている、③文書構造と文字に関するアノ

テーション7が付与されている、という 3 つの特徴がある。以下、この 3 つの特徴について

簡単に述べておく。 

まず、①の現代日本語の均衡コーパスであるという点について、BCCWJ は書籍、新聞、

雑誌、白書、インターネット上のコミュニケーションサイト「Yahoo!知恵袋」や「Yahoo!

ブログ」等の幅広いジャンルの書き言葉データを基にしており、多様なジャンルのテキス

トを収録している。内訳を以下に示す。 

 

書籍（6,267 万語）、雑誌（444 万語）、新聞（137 万語）、白書（488 万語）、 

検定教科書（93 万語）、広報誌（376 万語）、Yahoo!知恵袋（1,026 万語）、 

Yahoo!ブログ（1,019 万語）、韻文（25 万語）、法律（108 万語）、 

国会会議録（510 万語）               合計 約 1 億 493 万語 

 

本研究ではできるだけ広い範囲で用例を抽出したいため、BCCWJ に収録されているすべ

てのデータを対象とする。 

 次に、②の形態論情報の付与について、BCCWJ では、一定の基準に基づき文字列を「語」

に分割し、1 つ 1 つに対して品詞、語彙素、語種といった形態論情報が付与されている。

                                                   
6 「現代日本語書き言葉」は「明治初年以降に日本語で書かれた言葉」と定義されている。 
7 あるデータに関連する情報の注釈のこと。例えば、ルビ付き文字や、分数の箇所等に付与される。 
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BCCWJ の「語」の単位には「短単位」と「長単位」の 2 つの種類があり、用例収集のた

め、あるいは各ジャンルの言語的特徴の解明のため等の利用目的に合わせ使い分けられる

ようになっている8。 

1 つ目の短単位は、最小単位（形態素）の１次結合までを最大とする言語単位である。短

単位は、用例収集を目的とした単位で、基準が分かりやすく，ゆれが少ないという長所が

ある。 

 2 つ目の長単位は、ほぼ文節に近い長さの言語単位である。長単位は、言語的特徴の解明

を目的とした単位で、当該資料の性格を反映する特徴的な語を取り出しやすいという長所

がある。一般に単位を短くすればするほど，取り出した単位はいわゆる基本的な語となる。

短単位は基準が分かりやすく揺れが少ないため，用例収集を行う上では便利な単位である

が，合成語を構成要素に分割してしまうという問題点がある。これに対して、長単位は「国

立国語研究所」や「分析する」のような合成語を 1 単位として認める。「を」「だ」のよ

うな付属語は単独で長単位とするのが原則であるが，「における」「ている」のような複

合辞も付属語として 1 長単位としている。 

BCCWJ はすべてのサンプルが短単位と長単位の 2 つの単位で解析されている9。例えば

「公害紛争処理法における公害処理の手続は」という箇所は、短単位および長単位で表 1

のように分割され、品詞情報が付いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 短単位、長単位は、元々は国立国語研究所の語彙調査で開発された調査単位であり『日本語話し言葉コ 

ーパス』の構築においても使用されている。 
9 BCCWJ は 1 億語からなる大規模なコーパスであるため、形態論情報の付与は自動解析システムにより 

行っている。短単位解析には解析エンジン MeCab と形態素解析用辞書 UniDic を，長単位解析には短

単位解析結果から長単位を自動構成する解析器を使っている。解析精度は品詞も含めた見出し語の認定

のレベルで 98％以上である（媒体によって解析精度に若干差がある）。 
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表 1 短単位と長単位の比較（BCCWJマニュアル（2011：4）） 

短単位 短単位品詞 長単位 長単位品詞 

公害 名詞-普通名詞-一般 公害紛争処理法 名詞-普通名詞-一般 

紛争 名詞-普通名詞-サ変可能   

処理 名詞-普通名詞-サ変可能   

法 名詞-普通名詞-一般   

に 助詞-格助詞 における 助詞-格助詞 

おけ 動詞-一般   

る 助動詞   

公害 名詞-普通名詞-一般 公害紛争処理 名詞-普通名詞-一般 

紛争 名詞-普通名詞-サ変可能   

処理 名詞-普通名詞-サ変可能   

の 助詞-格助詞 の 助詞-格助詞 

手続 名詞-普通名詞-サ変可能 手続 名詞-普通名詞-一般 

は 助詞-係助詞 は 助詞-係助詞 

 

例えば、「公害紛争処理法」は短単位では「公害」「紛争」「処理」「法」の 4 つに分

けられているが、長単位では 1 つにまとめられている。同様に、「における」は短単位で

は「に」「おけ」「る」の 3 つに分けられているが、長単位では１つにまとめられている。

このように、長単位では複合語や機能語（いわゆる複合辞）をまとめて 1 つの品詞情報が

付与されているのが特徴的である。なお、「の」「手続」「は」のように、短単位・長単

位の区切り方が同一のものもある。本研究では、用例検索や動詞の集計の際に複合語（特

に複合動詞）がひとまとまりになっているほうが都合がよいため、長単位での形態論情報

を使うことにする。 

 最後に、③の文書構造と文字に関するアノテーションについて、BCCWJ では文書構造に

関するアノテーションと文字に関するアノテーションも提供されている。1 つ目の文書構造

のアノテーションは、（12）に示すように文の最初（<sentence>）と最後（</sentence>）

を示したり、引用箇所の最初（<quote>）と最後（</quote>）を示したりするものである。 
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「文書構造のアノテーション」の例 

（12）<sentence>驚きながらそう誤魔化した構治の言葉に､<quote>「<sentence>落ち 

た、落ちたって言わないでよ。</sentence><sentence type="quasi">結構辛がっ

てるんだから</sentence>」</quote>と言って夕美子は目を伏せ、（中略）うつ

むいている。</sentence> 

 

2 つ目の文字に関するアノテーションは、（13）のようにルビが付いている箇所や、（14）

のように分数の箇所に付与されている。これらは文字に関する注意書き、あるいは詳細情

報にあたる。 

 

「文字に関するアノテーション」の例 

（13）語彙
ご い

 

<ruby rubyText="ご">語</ruby><ruby rubyText="い">彙</ruby> 

（14）５０／４５ 

<fraction><denominator><NumTrans originalText=" ４ ５ "> 四 十 五

</NumTrans></denominator><vinculum><NumTrans originalText="／">分

</NumTrans></vinculum><numerator><NumTrans originalText="５０">五

十</NumTrans></numerator></fraction> 

 

このように、BCCWJ のテキストには形態論情報の他、文書構造や文字に関する様々な情

報が付与されており、必要に応じてこれらの情報を使って当該の反復構文の用例を抽出し

ていくことになる。 

ここで、BCCWJ のデータの具体例を示す。例えば、（15）の「値引きしてくれたり、

ポイントがふだんの３倍もついたり」の下線部分は以下のような形態論情報と文書構造に

関するアノテーションが付与されている10。 

 

（15）「値引きしてくれたり、ポイントがふだんの３倍もついたり」 

         ↓ 

<LUW B="B" SL="v" l_lemma="値引きする" l_lForm="ネビキスル" l_wType="和" l_pos="動詞-一

                                                   
10 （15）の具体例は、見やすさのため実際のデータに改行を加え、多少整形してある。 
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般"> 

<SUW orderID="2720" lemmaID="28886" lemma="値引き" lForm="ネビキ" wType="和" pos="名

詞-普通名詞-サ変可能"> 

値引き 

</SUW> 

<SUW orderID="2730" lemmaID="19537" lemma="為る" lForm="スル" wType="和" pos="動詞-非

自立可能"> 

し 

</SUW> 

</LUW> 

<LUW SL="v" l_lemma="てくれる" l_lForm="テクレル" l_wType="和" l_pos="助動詞"      

> 

<SUW orderID="2740" lemmaID="24874" lemma="て" lForm="テ" wType="和" pos="助詞-接続助

詞"> 

て 

</SUW> 

<SUW orderID="2750" lemmaID="10567" lemma="呉れる" lForm="クレル" wType="和" pos="動

詞-非自立可能"> 

くれ 

</SUW> 

</LUW> 

<LUW SL="v" l_lemma="たり" l_lForm="タリ" l_wType="和" l_pos="助詞-副助詞" > 

<SUW orderID="2760" lemmaID="22727" lemma="たり" lForm="タリ" wType="和" pos="助詞-副

助詞">   

たり 

</SUW> 

</LUW> 

※<LUW…>は長単位情報11、<SUW･･･>は短単位情報を表す。以下のように、長単 

                                                   
11 長単位タグ（LUW）の<  >内に示される属性は以下の通り（BCCWJ マニュアル（2011：93））。 

B ：文・文節境界  
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位情報と短単位情報と出現形が入れ子式に付与されている。 

<LUW･･･><SUW･･･>出現形</SUW></LUW> 

 

このままのデータ形式では見にくく検索しにくいため、検索に必要な形態論情報のみを

残し、他は削除するというデータの整形作業が必要である。この点について、次の 3.3.2 節

で詳しく述べる。 

 

3.3.2 BCCWJのデータの整形作業 

 

本節では、本研究が利用する BCCWJ のデータを、検索しやすいように整形する作業過

程について述べる。 

本研究における検索の際に必要となるものは、BCCWJ に付与された形態論情報のうちの

長単位の「語彙素12」と「品詞」の情報と、テキストでの実際の「出現形」である。そこで、

この「語彙素」「品詞」「出現形」の 3 つの情報をひとまとめにし、後で検索しやすいよ

うに整形しておく。本研究では、先に例示した BCCWJ でのデータ（＝（15））を、以下

の（16）のように 1 長単位ごとに< >で括り、その中に、「語彙素」「品詞」「出現形」

の情報をまとめる。 

 

（16）「値引きしてくれたり、ポイントがふだんの３倍もついたり」 

          ↓ 

<L_値引きする_値引きし-動詞-一般><L_てくれる_てくれ-助動詞><L_たり_たり-助詞-副

助詞> 

                                                                                                                                                     
SL ：サンプル長 固定長=f，可変長=v 

l_lemma ：語彙素 

l_lForm ：語彙素読み 

l_wType ：語種 

l_pos ：品詞 

l_cType ：活用型 ※活用語のみ出力 

l_cForm ：活用形 ※活用語のみ出力 

l_formBase ：語形 

l_orthBase ：書字形 ※活用語のみ出力 
12 語彙素情報があると、動詞の集計をする際に便利である。例えば、「現れる」という同じ意味を表す語 

であっても、出現形は「現れる、現われる、あらわれる」等様々な形で現れる。BCCWJ の形態論情報

では、出現形が異なっていても同じ意味を表すものには同一の語彙素が付されるので、動詞の集計をす

る際には、語彙素を頼りに集計する。 
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以下では、（15）から（16）のようにデータを整形する手順について説明する。データ

の整形には Linux13上の cat14等のコマンドや、Perl15のスクリプトを使う。 

 

【１】Linux 上の cat コマンドを使い、元のテキストを 13 の媒体（書籍、雑誌、新聞、白

書、Yahoo!知恵袋 等）ごとに 1 つのファイルにする。例えば、雑誌のディレクトリに入

っているサンプルデータを全て 1 つのファイル（これを FILE1 とする）にするには、Linux

上のコマンドラインで home から雑誌のデータが入っているディレクトリ

（/BCCWJ2011/PM）に移動し、以下のように指示する。 

 

cd /BCCWJ2011/PM 

cat * > FILE1 

 

できあがった 13 のファイルに対して、後で検索がしやすいように、元データから形態論

情報、文書構造・文字に関するアノテーションを適宜削除する（以下の【２】～【４】）。 

 

【２】短単位の形態論情報、テキストの中の文書構造（引用など）・文字情報（ルビ・注・

数式など）16を削除する。 

                                                   
13 Linux とは、Windows や Mac OS 等とともに、「オペレーション・システム」と呼ばれるものの 1 つ

である。本研究では、www 上から無償で入手できる Ubuntu という Linux の一種を利用する。 
14 cat はファイルの内容を表示させるコマンドであるが、ファイル名を「*（全てのファイル）」とする 

と、全てのファイルを連結することができる。 
15 Perl とは文字列処理に適したプログラミング言語で UNIX や Windows 等のプラットフォーム上で動 

作する。 
16 削除した文書構造に関する情報は以下の通り。 

Ruby：ルビ付き文字 

Fraction：帯分数の中の真分数部分 

Denominator：分数の分子部分 

Vinculum 分数の分子と分母を分ける線「～分の～」の部分 

numerator：分数の分母部分 

quote：当該 article 要素とは異なる著作物からの引用や、発話・新内発話の引用・描写・書き起こし 

NumTrans：数字を解析しやすい表記に変換する処理をされた箇所 

Substitution：別の文字で代用入力されている JIS X0213：2004 規定文字 

sampling：サンプリングポイントに関する情報 

webBr：Yahoo!知恵袋および Yahoo!ブログのデータの改行 

info：補助的な付与情報 

noteBody：注記とその注記の範囲 

noteBodyInline：傍注など行外に付随する形式で現れる注記 

correction：原文の誤植を訂正した文字 
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perl-pe's/<[∖/]*(SUW|fraction|denominator|vinculum|numerator|quote|Nu 

m|ruby|substitution|sampling|webBr|info|note|correction|superScript| 

subScript|rejectedSpan|missingCharacter|enclosedCharact|cursive|image| 

delete|br)[^>]*>//g' FILE1 > FILE2 

 

【３】長単位の形態論情報のうち、「語彙素」「品詞」以外を削除する。 

 

perl -pe 's/ (B|SL|(l_([lc]Form|[wc]Type|(form|orth)Base)))="[^"]*?"//g'  

FILE2 > FILE3 

 

【４】長単位情報の終わりのタグを削除する。 

 

perl -pe 's/<∖/LUW>//g' FILE3 > FILE4 

 

【５】 <  >の中に「語彙素」「出現形」「品詞」の順で並べ、ひとまとめにする17。 

 

perl-pe 's/<LUW l_lemma="([^"]+)?" l_pos="([^"]+)?">([^<]+)/<L_$1_$3-$2>/g'  

FILE4 > FILE5 

 

このようにして整形したファイルは（17）のようになる。 

 

                                                                                                                                                     
superScript：数式や化学式などに用いる上付きの文字 

subScript：数式や化学式などに用いる下付きの文字 

rejectedSpan：サンプル範囲内において、削除対象となったインライン要素の存在 

missingCharacter：JIS X0213：2004 で規定されている文字以外の文字（JIS 外字） 

enclosedCharact：連続や参照などのラベルとして機能している囲み付きの文字 

cursive：変体仮名 

image：JIS X0213：2004 で規定されている諸記号に含まれていない記号類や絵文字 

delete：抹消線などによって削除された本文要素 

br：物理改行 
17 <  >の中の先頭の「L」は長単位品詞情報を使っているという目印として付けたものである。また、 

「L」と「語彙素」は「_」でつなぎ、「語彙素」と「出現形」は「_」でつなぎ、「出現形」と「品詞

情報」は「-」でつないである。これは後でデータを並び替えたり頻度表を作ったりする際に必要な情報

を取り出しやすいようにしておくためである。 
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（17）「セール価格からさらに値引きしてくれたり、ポイントが普段の３倍もついた 

りとお得なことがいっぱいです。」 

            ↓ 

<sentence><L_セール価格_セール価格-名詞-普通名詞-一般><L_から_から-助詞-格助詞

><L_更に_さらに-副詞><L_値引きする_値引きし-動詞-一般><L_てくれる_てくれ-助動詞

><L_たり_たり-助詞-副助詞><L_、_、-補助記号-読点><L_ポイント_ポイント-名詞-普通名

詞-一般><L_が_が-助詞-格助詞><L_普段_ふだん-名詞-普通名詞-一般><L_の_の-助詞-格助

詞><L_三倍_３倍-名詞-数詞><L_も_も-助詞-係助詞><L_付く_つい-動詞-一般><L_たり_

たり-助詞-副助詞><L_と_と-助詞-格助詞><L_御得_お得-形状詞-一般><L_だ_な-助動詞

><L_事_こと-名詞-普通名詞-一般><L_が_が-助詞-格助詞><L_一杯_いっぱい-形状詞-一般

><L_です_です-助動詞><L_。_。-補助記号-句点></sentence> 

 

（17）のように整形しておけば、品詞情報を頼りに具体的な文字列を検索することがで

きる。例えば、「V1 タリ V2 タリ」は＜L_[語彙素]_[出現形]-動詞-一般＞＜L_たり_[出現形]-

助詞-副助詞＞という文字列が 1 文に 2 回現れるものと考える（[  ]の部分は指定しない）。

具体的な用例の抽出方法については各章で述べる。 

 

3.4 第 3章のまとめ 

 

本章では、本研究が反復構文を分析する際に依拠する構文文法の概念と、本研究で使用

するコーパスの概要について述べた。 

3.1 節では構文文法の基本的な概念について確認した。「構文」は「形式と意味との対応

物」として捉えられ、このような構文は「構成要素の意味に動機づけられるが、構成要素

の意味の総和からでは厳密には予測できない意味を持つ」という特徴を持つ。また、構文

同士は独立して存在するものではなく、類似の形式を持つ構文同士は継承のネットワーク

で結ばれていること、構文全体の意味を捉えるには語彙の側面と文法の側面の両方からの

分析が必要であることを述べた。 

3.2 節では構文文法の概念を援用することで、本研究が対象とする 3 つの反復構文がどの

ように分析されるかについて述べた。まず、本研究が対象とする 3 つの反復構文は構成要

素の意味の総和からでは厳密に全体の意味を出すことができないという特徴を持つことを
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確認し、これら 3 つを「形式全体に意味が付いたもの」という「構文」であると見なせる

ことを述べた。次に、これら 3 つの反復構文に構文としての意味があると考えれば、構成

要素の「テハ」「テモ」「タリ」との異同があることが説明でき、また、V1 と V2 に来る

動詞に制限があることも説明できることについて述べた。 

3.3 節では本研究で使用する BCCWJ というコーパスの概要を述べた。BCCWJ は様々な

ジャンルの書き言葉を収集した約 1 億語からなる大規模かつ均衡のとれたコーパスである

点、語ごとに形態論情報が付与されている点が大きな特徴である。本研究では、BCCWJ

の特徴である語ごとに付与された形態論情報を有効に利用しながら検索する。そのために

は、元のデータを検索しやすいよう整形することが必要であり、その手順についても述べ

た。 
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第 4章 「V1テハ V2」構文の分析 

 

4.1 第 4章の目的 

 

本章では「冷たいものを食べてはよくお腹をこわす」や「何度も作文を書いては消した」

のような「V1 テハ V2」構文の用法について分析し、V1 と V2 に来る動詞の特徴の違いに

よって、①「習慣用法」（「冷たいものを食べてはよくお腹をこわす」等）、②「反復用

法」（「何度も作文を書いては消した」等）の 2つの用法に分類されることを主張する。 

 

「テハ」は接続助詞「テ」に係助詞「ハ」が付いたもので、（１）、（２）のように「前

件が成立すれば後件が成立する」という前件と後件の条件関係を表すものと、（３）、（４）

のように「前件が成立するたびに、いつも後件の事態が成立する」という前件と後件の事

態の反復的な生起関係を表すものの大きく 2 つの意味がある。本研究では、前者は条件文

の「テハ」、後者は反復を表す「V1テハ V2」構文として区別する。 

 

条件文の「テハ」1 

（１）そんなに冷たいものを食べてはお腹をこわすだろう。 

（２）文句ばかり言っていては、誰からも相手にされなくなる。 

 

「V1テハ V2」構文 

（３）彼は冷たいものを食べてはよくお腹をこわす。（習慣用法） 

（４）何度も作文を書いては消した。（反復用法） 

 

以下、条件文の「テハ」と「V1テハ V2」構文の違いについて、（A）条件性の有無、（B）

反復性の有無、（C）V1と V2の特徴の違いという３つの観点から比較する。 

 

                                                   
1 条件文の「テハ」は動詞の連用形に「テハ」が付くもの以外にも、（ⅰ）のように形容詞の連用形に 

「テハ」が付くもの、（ⅱ）のように形容動詞の語幹に「デハ」が付くもの、（ⅲ）のように名詞に「デ

ハ」が付くものがある。このうち、本研究では「V1テハ V2」となるものを分析の対象にする。 

（ⅰ）こんなに寒くては、凍えてしまう。（形容詞連用形＋テハ） 

（ⅱ）あのように無愛想では、誤解されても仕方がない。（形容動詞語幹＋デハ） 

（ⅲ）あなたのような人が母親では、子供がかわいそうだ。（名詞＋デハ） 
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（A）条件性の有無 

 

まず、条件文の「テハ」と「V1 テハ V2」構文について条件性の有無の観点から比較す

る。条件文の「テハ」は前件（V1）で表される事態が成立したという条件の下で、後件（V2）

で表される事態が成立することを仮定する表現である2。例えば、上の（１）の例文は V1

「冷たいものを食べる」という事態が成立すると、V2「お腹をこわす」という事態が成立

することを表している。同様に、（２）は V1「文句ばかり言っている」という事態が成立

すると、V2「誰からも相手にされなくなる」という事態が成立することを表している。条

件文の「テハ」は V1と V2の間に「V1が成立すると V2が成立する」という「原因（V1）

と結果（V2）」の因果関係があり、「V1が成立するという条件の下で V2も成立するであ

ろう」という後件の成立を仮定する表現である。そのため、（１）や（２）の後件を既定

的にした「＊そんなに冷たいものを食べてはお腹をこわした」、「＊文句ばかり言っていて

は、誰からも相手にされなくなった」のような表現は非文となる。 

一方、「V1テハ V2」構文の場合は、条件文の「テハ」とは違い「V1が成立するという

条件の下で V2 も成立する」という条件の意味はなく、単に「V1 が成立した後に V2 が成

立する」という事態の継起関係を表すだけである点で違いがある。例えば、上の（１）と

（３）は同じ「冷たいものを食べてはお腹をこわす」という形をしている点で共通してい

るが、（１）では「そんなことをすればお腹をこわすだろう」という条件の意味が入るの

に対し、（３）では主体が日常的に「冷たいものを食べる→お腹をこわす」という事態を

繰り返していることを述べているだけで、条件の意味は入らないという違いがある。また、

（４）も主体が「作文を書く→消す」という事態を繰り返していることを述べているだけ

で条件の意味は入っていない。ここで注意したいのは、（３）と（４）は条件の意味が入

っていないという点ではともに条件文の「テハ」から区別されるが、（３）は「冷たいも

のを食べる（原因）→お腹をこわす（結果）」というように V1と V2が「原因と結果」の

関係になっているのに対し、（４）は V1と V2が継起的に生じることを表すのみで特に両

者に因果関係は認められない。この点で、同じ「V1 テハ V2」構文の中にも（３）のよう

に V1と V2に因果関係があり、条件文の「テハ」に近い意味を表すタイプのもの（本研究

                                                   
2 条件文の「テハ」と「タラ」を比較すると、「テハ」では前件の「冷たい物を食べる」が既定の事態で 

あり、（ⅱ）「タラ」では前件の「冷たい物を食べる」が仮定の事態であるという違いがある。 

（ⅰ）そんなに冷たいものを食べてはお腹をこわす。（前件は既定の事態、後件は仮定の事態） 

（ⅱ）そんなに冷たいものを食べたらお腹をこわす。（前件は仮定の事態、後件は仮定の事態） 
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ではこれを「習慣用法」と呼ぶ）と、（４）のように V1と V2が継起的に生じることを表

すのみで特に因果関係は認められないタイプのもの（本研究ではこれを「反復用法」と呼

ぶ）とに分けられることが分かる。 

 

（B）反復性の有無 

 

次に、条件文の「テハ」と「V1 テハ V2」構文について反復性の有無の観点から比較す

る。上で見たように両者は条件性の有無によって区別されるが、反復性の有無という点に

おいても違いが見られる。例えば、（１）は「冷たい物を食べるとお腹をこわす」という

ことを仮定的で一回的な事態として述べるのに対し、（３）は「冷たい物を食べるとお腹

をこわす」ということを確定的で反復的な事態として述べるという点で異なっている3。同

様に（４）も「作文を書く→消す」という行為が一回ではなく反復的な事態として述べら

れている4。このことから、「V1 テハ V2」構文には条件文の「テハ」にはない「事態の反

復」を表す意味が加わっている点で特徴的であることが分かる。 

 

（C）V1と V2の特徴 

 

次に、条件文の「テハ」と「V1テハ V2」構文について V1と V2の特徴という観点から

比較する。まず、条件文の「テハ」について見る。条件文の場合、V1 と V2 には因果関係

のある事態が現れ、V1で表される事態（原因）が成立すると、V2で表される事態（結果）

が成立することを表す。この場合、V1は主体にとって望ましくない事態を引き起こす事柄

を表し、V2は主体にとって望ましくない事態を表している。条件文の「テハ」は上の（１）

や（２）のような例の他に、（５）～（７）の「～ては困る」、「～ては…できない（不

可能）」、「～ては…ざるを得ない」等の例がある。 

 

  （５）そんなことを言われては困る。 

  （６）生活支援がなくなってしまっては生きていけない。 

                                                   
3 （３）は「よく」という頻度を表す副詞があるため反復的な事態を表しているのではないかと思われる

かもしれないが、「よく」がなくても反復的な事態として捉えられる。（３）に「よく」を付けたのは、

条件文の「テハ」と区別しやすいようにするためである。 
4 （４）も「何度も」がなくても反復的な事態として捉えられる。 
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  （７）こんなに雨が降ってはイベントを中止せざるを得ない。 

 

次に「V1テハ V2」構文について見る。先述の通り、このうち「習慣用法」の「V1テハ

V2」には V1と V2に因果関係が見られ、V１は V2を導くきっかけとなる事態を表し、V2

はその結果生じる事態を表す。「習慣用法」の「テハ」は上の（３）のような例の他に、

（８）～（10）のような例がある。 

 

  （８）父は暇を見つけては釣りに行く。 

  （９）彼は冗談を言っては周りの人を笑わせる人だ。 

  （10）子供ころ、よくいたずらをしては母に叱られたものだ。 

 

これに対し、「反復用法」の「V1 テハ V2」には V1 と V2 に因果関係は見られないが、

（11）の「書く/消す」、（12）の「（波が）寄せる/返す」のような反義関係、あるいは（13）

の「ワインを飲む/チーズをつまむ」のように一連の動作といった関係が見られる。 

 

  （11）何度も作文を書いては消した。（＝（４）） 

  （12）寄せては返す波の様子を見ている。 

  （13）彼はワインを飲んではチーズをつまんでいる。 

 

 以上、同じ「V1 テハ V2」という形式を持つものでも「条件性の有無」および「反復性

の有無」という点で条件文の「テハ」と「V1 テハ V2」構文が区別され、同じ「V1 テハ

V2」構文でも「V1と V2の因果関係の有無」および「V1と V2の関係の違い」によって「習

慣用法」と「反復用法」が区別されることを主張した。これら 3つの違いを以下に示す。 

 

条件文の「テハ」 

  ・条件性：ある 

  ・反復性：ない 

  ・事態の述べ方：「V1（原因）が成立すると V2（結果）が成立する」ことを仮定的で 

一回的な事態として述べる 

  ・V1と V2の特徴：因果関係（V1：望ましくない事態を引き起こす事柄、V2：望まし 
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くない事態） 

 

「V1テハ V2」構文 

  ・条件性：「習慣用法」・「反復用法」→ない 

  ・反復性：「習慣用法」・「反復用法」→ある 

・事態の述べ方：「習慣用法」→「V1（原因）が成立すると V2（結果）が成立する」 

ことを確定的で反復的な事態として述べる 

「反復用法」→「V1が成立すると V2が成立する」ことを確定的で 

反復的な事態として述べる 

  ・V1と V2の特徴：「習慣用法」→広い意味での因果関係（V1：きっかけ、V2：習慣 

的に起こる事態） 

「反復用法」→反義関係、一連の動作の関係 

 

本研究では、上記に示した違いを示すために、構文文法の考え方とコーパスを利用して

条件文の「テハ」と「V1テハ V2」構文を分析する。 

 

以下、4.2節では用例の分類基準を示す。 

4.3節では本研究が対象とする文の「テハ」と「V1テハ V2」構文を示す。 

4.4節では「テハ」文の先行研究を概観し、問題点を指摘するとともに本研究の立場を述

べる。先行研究では条件文の「テハ」に焦点を当て、他の条件形式との違いについて分析

したものが多いが、反復を表す「テハ」は条件文の「テハ」の周辺的な用法として扱われ、

条件文に比べ意味的・統語的特徴の議論があまり行われていない。本研究では、「V1テハ

V2」構文に「習慣用法」を立てることにより、条件文の「テハ」と反復を表す「V1 テハ

V2」構文を意味的に関連付けて説明する。 

4.5節ではコーパスから「V1テハ V2」を含む文を抽出する手順を示す。 

4.6節では条件文の「テハ」と「V1テハ V2」構文の「習慣用法」「反復用法」に現れる

V1 と V2 の組み合わせの特徴を分析し、条件文の「テハ」の場合は V1 に不可避的・不可

抗力的な事態、V2 に望ましくない・不可能な事態を表すこと、「習慣用法」の場合は V1

は V2 を引き起こすきっかけとなる事態を表し、V2 は主体の習慣や性質を表す事態を表す

こと、「反復用法」の場合は V1と V2が反義関係の組み合わせ、あるいは一連の動作を表
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す組み合わせとなることを指摘する。 

4.7節では条件文の「テハ」と「V1テハ V2」構文の「習慣用法」「反復用法」について、

共通点と相違点をまとめ、3つの意味的なつながりを示す。 

 

4.2 用例の分類基準 

 

本節では、「テハ」文を条件文の「テハ」と「V1 テハ V2」構文の「習慣用法」と「反

復用法」の 3つに分類する際の基準を示す。 

まず、条件文の「テハ」と「V1 テハ V2」構文に分類する基準は、V1 と V2 の事態が１

回だけ成立する場合は条件文の「テハ」、V1と V2の事態が反復的に成立する場合は「V1

テハ V2」構文とする。 

次に、「V1 テハ V2」構文の「習慣用法」と「反復用法」を分類する基準は、V1 と V2

に因果関係があり、主体の日常的な習慣や性質を表す場合は「習慣用法」、V1 と V2 に因

果関係がなく、単なる主体の動作・変化の反復を表す場合は「反復用法」とする。 

以上に述べた分類基準と、それによって分類される用例を図 1に示す。 
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V1と V2が …………………条件文の「テハ」 

                     1回だけ成立        例「そんなに冷たいものを食べてはお腹を 

こわすだろう」 

     「私が行かなくては皆に迷惑がかかる」 

 

「テハ」文           主体の日常的な……「習慣用法」 

              習慣や性質を表す  例「彼は冷たいものを食べては 

よくお腹をこわす」 

「悪口を言われては泣いた」 

        V1と V2が  

反復的に成立 

  ‖     単なる主体の………「反復用法」 

「V1 テハ V2」構文  動作・変化の反復  例「何度も作文を書いては消し

を表す          た」 

            「歩いては休み、歩いては休 

みようやくたどり着いた」 

 

図 1 「V1テハ V2」における用法の分類基準 

 

4.3 考察の対象 

 

本節では第 4 章で考察の対象とする「テハ」文を示す。本研究で対象とする「テハ」文

は、（14）～（16）に示すように前件の動詞の連用形に「テハ5」が付き、後件の述語が動

詞のものとする。また、（17）のように「V1 テハ V2」が繰り返されるものや、（18）の

ように後件が動詞ではないが文脈から動詞が推測できるものも対象に入れる。 

 

（14）そんなに冷たいものを食べてはお腹をこわすだろう。 

（15）彼は冷たいものを食べてはよくお腹をこわす。 

                                                   
5 以下の（ⅰ）や（ⅱ）のように、「テハ」の縮約形「ちゃ」「じゃ」が現れるものも対象とする。 

（ⅰ）文句ばかり言ってちゃ、誰からも相手にされなくなるよ。 

（ⅱ）彼は酒を飲んじゃ暴れる酒癖の悪い男だ。 
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（16）何度も作文を書いては消した。 

（17）歩いては休み、歩いては休み、ようやくたどり着いた。 

（18）痩せてはリバウンド（する）で痩せにくい体質になった。 

 

一方、以下の（19）～（22）にも「テハ」という形式が使われているが、上記（14）～

（18）と異なり、「テハ」が 1 つのまとまった形として捉えることができないため、考察

の対象としない。（19）と（20）は補助動詞「いる」、「みる」の前に「ハ」が置かれた

ものであるため考察の対象から外す。（21）の「に関しては」や（22）の「今となっては」

は主題を表すため分析の対象から外す6。 

 

（19）その場にいたが、話を聞いてはいなかった。 

（20）努力をしてはみるが、うまくいかないと思う。 

（21）その件に関しては、現在検討中です。 

（22）親から厳しく躾けられ嫌な思いもしたが、今となっては感謝している。 

 

また、（23）の「てはいけない」、（24）の「てはならない」、（25）の「てはかなわ

ない」、（26）の「てはいられない」、（27）の「なくてはならない」、（28）の「（名

詞）なくしては」、（29）の「（～を）抜きにしては」、（30）の「（名詞）にしては」

は条件文の「テハ」の固定した表現であるため対象から除外する。 

 

（23）ここで泳いではいけない。 

（24）今後、このような失敗を繰り返してはならない。 

（25）食中毒になってはかなわないので、よく消費期限を見て買っている。 

（26）明日は試験だからこんなところで遊んではいられない。 

（27）今日は 7時までに会社に行かなくてはならない。 

（28）今回の成功は彼の活躍なくしてはなし得なかった。 

（29）僕が考える環境は人間抜きにしてはあり得ない。 

（30）この子は、3歳にしては落ちついている。 

                                                   
6 この他にも「について」「に対して」「において」「によって」「にあって」「にとって」という複合 

辞に「ハ」が付いたものは扱わない。 
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4.4 先行研究 

 

本節では、「V1 テハ V2」構文の先行研究の概要と問題点を指摘するとともに、本研究

の立場について述べる。4.4.1節では蓮沼・有田・前田（2001）、4.4.2節では田中（2004）、

4.4.3節では市川（2007）、4.4.4節では有田（2007）、4.4.5節では日本語記述文法研究会

（2008）について取り上げる。 

 

4.4.1 蓮沼・有田・前田（2001） 

 

蓮沼・有田・前田（2001）は仮定条件を表す「テハ」について、同じく仮定条件を表す

「バ」や「タラ」と比較をしながら「テハ」特有の意味を述べている。例えば、「テハ」

を使った条件文は、（31）のように「わたしがこうしてそばにいる」という既定の事態を

取り上げ、それが「この子が勉強に集中できない」というよくない結果を導くことを表す

としている。これに加え、（31）は「わたしがこうしてそばにいる」という事態がよくな

い結果を導くと考えられるため、「そばにいない方がいい」ということを含意している。

このような場合は、「タラ」では言い換えられるが、「バ」では言い換えにくいとしてい

る。 

 

（31）わたしがこうしてそばにい（○ては/○たら/×れば）この子も勉強に集中でき 

ないでしょう。           （蓮沼・有田・前田（2001：84）） 

 

また、条件文の「テハ」には前件に「普通とは違うこと、特別なこと」を表す既定の事

態を取り上げ、それによりやむを得ない結果（後件）が起こることを表すものもある。例

えば、（32）では「おまえにそこまで言われる」という普通とは違う事態を取り上げ、そ

れが「（本当は言いたくなかったけど）もう言うしかない」という話者が望んでいないや

むを得ない事態となることを述べている。この場合は「タラ」でも「バ」でも置き換えら

れるとしている。 

 

（32）本当は言いたくなかったが、おまえにそこまで言われ（○ては/○たら/○れば）、 
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もう言うしかない。           （蓮沼・有田・前田（2001：84）） 

 

一方、蓮沼・有田・前田（2001）では、「テハ」には（33）のような反復を表す用法が

あるとし、この点で「テハ」が「タラ」や「バ」と大きく異なっていると述べている。 

 

（33）船は左右に揺れ（○ては/×たら/×れば）少しずつ進んでいった。 

                （蓮沼・有田・前田（2001：84）） 

 

ただし、反復を表す「テハ」のうち、（34）のように「京都に行くたびに、いつもあち

こちの史蹟を見て回る」という習慣的な意味を表す場合には「バ」で置き換えられるとし

ている。蓮沼・有田・前田（2001）では、「テハ」の場合は繰り返しの意味が強く、「バ」

の場合は習慣の意味が強いと述べているが、繰り返しと習慣ではどのような点が異なるか

については詳しい説明はなく、（34）の例からだけではその違いが分かりにくい。 

 

（34）あの頃は、京都に行（○っては/×ったら/○けば）、あちこちの史蹟を見て回っ 

たものだ。               （蓮沼・有田・前田（2001：85）） 

 

以上のように、蓮沼・有田・前田（2001）では仮定条件を表す「テハ」と「タラ」と「バ」

の相違点を指摘し、「テハ」が条件を表す場合には前件に既定の事態を取り上げ、後件に

望ましくない事態が生じることを述べるという特徴があること、そして「テハ」には反復

を表す意味もあることを指摘している。しかし、蓮沼・有田・前田（2001）では、条件を

表す「テハ」と反復を表す「テハ」のつながりや、前件と後件に来る動詞の特徴について

は特に述べられていない。 

 

4.4.2 田中（2004） 

 

田中（2004）は「テハ」文の発話意図をみるために、「テハ」文の前件と後件に現れる

表現的特徴を調査した。その結果、「条件用法」の「テハ」については、以下の（35）、

（36）を指摘している。 
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（35）条件用法の「テハ」の前件の特徴： 

過失的事態を表す「Vテシマウ」、被害の事態を表す「Vレル・ラレル」が比較 

的顕著に表れる。 

 

・胃内写真機の管の先端が胃壁にぴったりついてしまっては、胃壁は映らない。 

（田中（2004：158）原典：吉村昭『光る壁画』） 

・会社の都合にばかり振り回されては、生活にゆとりなど生まれない。 

（田中（2004：159）原典：鹿嶋敬『男の座標軸』） 

 

（36）条件用法の「テハ」の後件の特徴： 

前件の事態を踏まえ、それに基づく話者の主観的な判断が下される。慣用的な 

断定表現が多く見られる。いずれも既知、既成の経験的認識に基づいており、

拒否的、拒絶的、諦念といった心情を表す表現が特徴的である。 

先が思い遣られる、迷惑だ、迷惑千万だ、かなわない、どうしようもない、 

何にもならない、しめしがつかない、たまったものではない、たまらない、 

男がすたる、先行き不安だ、いかんともしがたい、おぼつかない、世も末 

だ、うかばれない、手遅れだ、助かるものも助からない、万事休すだ、救 

われない、先が知れている、聞いて呆れる、人間もおしまいだ、取り返し 

がつかない、きりがない、元も子もない、身もフタもない、開いた口がふ 

さがらない、立つ瀬がない、形無しだ、すまされない、許されない、角が 

立つ、本末転倒だ、にっちもさっちもいかない、気が引ける 等 

 

     また、以下のような、当然、当為を表す表現も見られる。 

～のももっともだ、～のもうなづける、～のも仕方がない、～のも無理も 

ない、～のも分からないわけではない、～のは必至だ、～に決まっている、 

～のようなものだ 等 

 

田中（2004）は（35）、（36）に挙げた具体的な表現例を基に、条件用法の「テハ」は

前件で表す「不可避的、不可抗力的な事態」を受け、後件で「否定すべきだ、禁止すべき

だ」という批判的な心情が表される、としている。この指摘について本研究も同様に考え
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る。本研究では田中（2004）で指摘された以外にも、「～なくては始まらない」「こう言

っては（誤解される・語弊がある）かもしれないが～」というような「テハ」の前後も含

めパターン化した表現が見られることを指摘する。 

 一方、「反復用法」の「テハ」について、田中（2004）は「『X すると必ず Y』『X た

びにいつも Y』という、事態間の恒常的、必然的な生起関係がこれまでの経験・経緯から説

明されている」（田中（2004：148））と述べている。これに加え、「反復用法」の場合は

規則的な現象・行為が事実上配置されただけで、「～タリ～タリ」の表す反復と本質的に

は変わらないという指摘をしている。しかし、田中（2004）では「～タリ～タリ」の表す

反復とは何かについては述べられていない。確かに、田中（2004）の挙げる（37a）の「寝

ては起き、起きては寝る」は（37b）のように「寝たり起きたり」に置き換えても自然に解

釈でき、どちらも「寝る」と「起きる」という 2 つの事態の反復と解釈できる。しかし、

（38a）の「降っては積り、降っては積もる」は（38b）のように「降ったり積もったり」

に置き換えると許容しにくい。本研究の第 6 章で述べるが、「V1 タリ V2 タリ」で反復を

表せるのは V1 と V2 が反義関係である場合に限られており、2 つの動詞が反義関係にない

場合は反復を表さない。また、（37a）の反復は「起きて寝る」という 2つの事態が 1つの

まとまりとなり反復しているのに対し、（37b）の反復は一日の中で起きているときもある

し、寝ているときもあり、これらが同程度繰り返すというものである。このようなことか

ら、「V1 テハ V2」の表す反復と「V1 タリ V2 タリ」の表す反復は、使われる動詞にも意

味にも違いが見られるため、「V1 テハ V2」の表す反復と「V1 タリ V2 タリ」の表す反復

は本質的に異なるものであると考える。 

 

（37）a.  寝ては起き、起きては寝るといった生活の繰り返しだ。（田中（2004：148）） 

b.  寝たり起きたりといった生活の繰り返しだ。 

（38）a.  雪は降っては積り、降っては積もって二メートルにも達した。 

 （田中（2004：148）） 

b.* 雪は降ったり積もったりして二メートルにも達した。 
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4.4.3 市川（2007） 

 

市川（2007）は条件文の「テハ」と反復を表す「テハ」について、実際の使用場面、条

件文の「タラ」との違いについて分析している。その結果、条件文の「タリ」は「ある事

態・状況があり、その状態では、否定的な結果になることを表す」場合に用いられ、具体

的には（39）のように相手への注意や叱責や、（40）のように自分への咎めに使われると

いう特徴があることを指摘している。 

 

（39）そんなに長時間ゲームをしていては、目が悪くなりますよ。（市川（2007：353）） 

（40）こんな生活をしていては、自分がだめになってしまう。（市川（2007：353）） 

 

一方、反復の「テハ」は（41）のように「ある事態・状況にあるので、そのために繰り

返しの行為・動作をすることを表す」場合や、（42）のように「何度も繰り返して、つい

にある結果を得たということを表す」場合に用いられるとしている。 

 

  （41）娘は歩き始めたばかりなので、一歩歩いてはころび、一歩歩いてはころびして 

いる。（市川（2007：354）） 

（42）アルバイトをしては貯め、アルバイトをしては貯めして、貯金がついに 1,000 

万円に達した。（市川（2007：354）） 

 

また、条件文の「テハ」と「タラ」の違いについては以下の（43）と（44）の例を挙げ、

「タラ」を使った（43）では「ほめられたことを積極的に捉えて、次回も司会をやる」と

いう気持ちを表しているのに対し、「テハ」を使った（44）では「本当は断わりたいとい

う消極的な気持ちを持ちながら、それでもやる」という気持ちを表している点で異なって

いると述べている（市川（2007：356））。 

 

 （43）A：今日は司会のおかげで会議がうまく行ったね。次回の司会も頼むよ。 

     B：そんなにほめられたら、断わるわけにはいきません。（市川（2007：356）） 

 （44）A：今日は司会のおかげで会議がうまく行ったね。次回の司会も頼むよ。 

     B：そんなにほめられては、断わるわけにはいきません。（市川（2007：356）） 
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また、市川（2007）は反復を表す「V1テハ V2」の V1と V2に来る動詞についても言及

し、（45）、（46）の例を挙げ「書く/消す、作る/こわす、（雨が）降る/やむ、食べる/寝

る、倒れる/起きる」等の「対になる動詞7」が来やすいと指摘している。市川（2007）の言

う「対になる動詞」は、本研究で言う「可逆的反義関係にある組み合わせ」あるいは「一

連の動作の組み合わせ」に相当すると考える。 

 

（45）ここの道路はいつも工事をしている。作ってはこわし、作ってはこわしで、い 

つ終わるのだろう。                  （市川（2007:355）） 

（46）挑戦者はパンチをくらっても、倒れては起き、倒れては起きして、最後の判定 

まで持ち込んだ。                   （市川（2007:355）） 

 

本研究では反義関係にある動詞の組み合わせのうち、「書く/消す」のような「事態の出

現と消滅」、「寄せる/返す」のような「接近と離脱（往復運動）」、「歩く/止まる」のよ

うな「行為の発生と停止」、「寝る/起きる」のような「行為と解除」を表す可逆的な反義

関係にあるものが特徴的に現れることを指摘する。これに加え、反義関係にある動詞の組

み合わせであっても、「生まれる/死ぬ」、「始まる/終わる」のように一度 V2 が成立する

と再び V1 が生じる可能性がないものや、「当たる/外れる」、「受かる/落ちる」のように

一方が成立すればもう一方は成立する可能性がなくなるものは、許容しにくいことを指摘

する。 

 

4.4.4 有田（2007） 

 

有田（2007）は、条件的テハ文（本研究で言う条件文の「テハ」）と非条件的テハ文（本

研究で言う「V1 テハ V2」構文）の統語的な違いついて、条件的テハ文では（47）のよう

にテハ節でアスペクト要素「テイル」が現れるが、非条件的テハ文では（48）のように現

れないという点を指摘している。 

 

（47）君ばかりやっていては、他のメンバーは何もやらないよ。（条件） 

                                                   
7 市川（2007）では「対になる動詞」の定義はされていない。 
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（有田（2007：171）） 

（48）*花子は書類を破っていては放り投げた。（非条件） （有田（2007：171）） 

 

この「非条件的用法では「テイル」の出現が不可能」という指摘について、有田（2007）

では特に理由を述べていないため、どうしてこのような違いがあるのかは不明である。こ

れについて本研究では、非条件的用法は「V1 の事態が一旦終わってから V2 の事態が始ま

る」という生起順序があるため、V1（テハ節）に進行中の局面を表すアスペクト要素「テ

イル」が付かないのではないかと考える8。一方、条件的用法は「V1 の事態が生じれば、

V2 の事態が生じるだろう」という仮定的な述べ方をする。この場合、V1 に取り上げられ

ている事態は、過去のことでもいいし、現在のことでもいいし、今後起こりそうなことで

もよい。このため、（47）のような現在進行中の事態をさしている「君ばかりやっていて

は」という「テイル」の出現が可能になる。 

 

4.4.5 日本語記述文法研究会（2008） 

 

日本語記述文法研究会（2008）は、条件を表す「テハ」と反復を表す「テハ」について

意味的・統語的特徴について分析している。その結果、条件を表す「テハ」について、以

下の 4つの特徴を指摘している。 

 

①「テハ」は（49）のような仮説条件、（50）のような反事実条件、（51）のような 

一般条件、（52）のような事実条件に用いられる。 

 

（49）君が来ては、みんなが迷惑するだろう。（仮説条件） 

（50）君が来ていては、みんなが迷惑しただろう。（反事実条件） 

（51）人前であがってしまう性格では、政治家はつとまらない。（一般条件） 

（52）あんなに雨が降っては、中止するしかなかった。（事実条件） 

                                                   
8 なお、時間的局面を表すアスペクト要素のうち（ⅰ）の「～シハジメル」、（ⅱ）の「～シカケル」、 

（ⅲ）の「～シテクル」は「V1 テハ V2」構文にも現れる。 

（ⅰ）数分後、町が花に埋まるとそれは絶え、再び鳴りはじめては、また消える。     （書籍） 

（ⅱ）公衆電話に向かいかけては唇を噛んで踵を返す、それを何度も繰り返した。     （書籍） 

（ⅲ）木管の調べは黄泉の国から、金管の咆哮は大宇宙から、そして弦の調べは遠い記憶の彼方、即 

ち魂の故郷から聴こえてきては魂を激しく揺さぶるのだった。           （書籍） 
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②事実条件の場合は、「するしかなかった」「しないわけにはいかなかった」「せざ 

るを得なかった」のような表現が主節に現れ、ある過去の事態が不可避であったと

いうことを述べる場合にのみ使われる。このため、（53b）のように単に「中止した」

という事実を述べる場合は許容されない。 

 

（53）a.  あんなに雨が降っては、中止するしかなかった。（＝（52）） 

b.  *あんなに雨が降っては、中止した。 

 

③すでに起こっている状況、あるいは起こりそうな状況から予想される望ましくない 

事態が起こることを述べる。これにより、すでに起こっている状況を改善したほう

がいい、あるいは、これから起こりそうな状況を回避したほうがいい、ということ

を述べる。例えば、（54）は「君が来る」と「みんなが迷惑する」から、みんなに

迷惑がかからないように、「君は来ない方がいい」ということを伝えている。 

 

（54）君が来ては、みんなが迷惑するだろう。 

 

④主節に制限があり、（55）のような命令を表す表現、（56）のような勧めを表す表 

現、（57）のように意志を表す表現は使えない。 

 

（55）*学校に行っては、図書館に本を返してください。（命令） 

（56）*お金を持っていては、申し込んだ方がいい。（勧め） 

（57）*彼に熱心に勧められては、ぜひ入会しよう。（意志） 

 

上記①～④については本研究も同じ考えである。しかし、日本語記述文法研究会（2008）

では指摘されていないが、実際には上記の②の「事実条件の場合、ある過去の事態が不可

避であったことを述べる」や③の「既定事態を取り上げ、それが望ましくない事態を引き

起こすことを述べる」という点に反する例がある。例えば、（58）の「絵を描かせては天

下一品」や（59）の「金属鏡を作らせては最高の腕を持つ一人」は、条件文であるが既定

的で反復的な事態を述べる例である。本研究では、（58）や（59）のような条件文の「テ
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ハ」の典型的な例とは言えない例を条件文の「テハ」と「V1 テハ V2」構文のつながりを

見出すものとして考える。 

 

（58）小島功はずばぬけて絵がうまく、特に美女を描かせては天下一品 。 （新聞） 

（59）フォーブール・サン・ジェルマンに住むムッシウ・セニェールは（中略）あら 

ゆる種類のこうした金属鏡をつくらせては現下のパリでは最高の腕を持つ一人

だと思う。                           （書籍） 

 

次に、反復を表す「テハ」について、日本語記述文法研究会（2008）は以下の 4 つの特

徴を指摘している。 

 

①同じ主体に起こる、継起的な２つの動作を描写する。 

②（従属節と主節の）２つの動作には、特に因果関係はない。 

③従属節には否定形や、「ている」「のだ」は現れない。 

④主節は肯定形のみである。 

 

これらの指摘を踏まえ、本研究では①の「同じ主体に起こる、継起的な２つの動作を描

写する」については原則的に同じ考えであるが、以下の（60a）と（61a）のように同じ主

体でなくても言える例もあることを指摘し、「V1→V2」という一連の動作が実際に生じた

ことを表す場合には V1と V2の主体が異なることも可能であると主張する。 

 

（60）a. 赤ん坊が泣いては（母親が）ミルクを作って飲ませ、おむつを替えた。 

（清水（2009：56）原典：毎日新聞 1999年） 

     b.*赤ん坊が泣いては（母親が）ミルクを作って飲ませるだろう。 

（61）a. 試合は平塚が先手を取っては札幌が追い付く展開となった。 

（清水（2009：67）原典：毎日新聞 1998年） 

b.*試合は平塚が先手を取っては札幌が追い付く展開となるだろう。 

 

次に、②の「2つの動作には、特に因果関係はない」という点について、本研究では（62）、

（63）に示す「反復用法」の V1と V2には確かに因果関係が見られないが、「書く/消す」
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のような反義関係あるいは「ワインを飲む/チーズをつまむ」のような一連の動作を表す関

係が見られ、（64）に示す「習慣用法」の V1と V2には「冷たいものを食べる/お腹をこわ

す」という因果関係が見られることを主張する。 

 

（62）何度も作文を書いては消した。（反復用法） 

（63）ワインを飲んではチーズをつまんだ。（反復用法） 

（64）彼は冷たいものを食べてはよくお腹をこわす。（習慣用法） 

 

③の「従属節には否定形や、「ている」、「のだ」は現れない」については、本研究の

コーパス調査で得られた結果からもこの指摘が正しいことが確認できた。最後に、④の「主

節は肯定形のみである」については原則的には同じ考えである。しかし、（65）～（67）

のように主節が否定形となる例もあることを指摘し、V1 と V2 が反義関係あるいは一連の

動作の関係にあれば、V2が否定形の形であっても許容できることを主張する。 

 

（65）何度も試みてはついに継続しなかったものに日記がある。 

（清水（2009：56）原典：毎日新聞 1996年） 

（66）もう以前から話は出てはなかなか具現化しないこの首都圏第三空港、この問題 

は、今政府としてどのように議論され、計画をつくっているのか。 

（国会会議録） 

  （67）（妻は）何かにつけて実家に帰っては 2か月ほど帰ってこない。 

（Yahoo!知恵袋） 

 

4.4.6 先行研究のまとめ 

 

以上のように、先行研究では条件文の「テハ」と反復を表す「テハ」について、統語的、

意味的特徴について分析されてきているが、両者のつながりについてあまり積極的に論じ

られていない。本研究では先の（58）や（59）のような条件文であるが反復の解釈となる

例や、「V1テハ V2」構文に新たに立てた「習慣用法」の例を橋渡しにして、条件文の「テ

ハ」と「V1テハ V2」構文の意味的関係性を連続的に見みていく。 
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4.5 コーパスからのデータ抽出 

 

本研究では、第 1 章で論じたように、多くの実例の中から可視的に確認可能な事実を基

に、各用法の違いを記述していく手法をとる。本節では「V1テハ V2」構文の V1と V2に

来る動詞の組み合わせの特徴をつかむために、BCCWJをコーパスとして使用する。 

 本節では、コーパスから「V1 テハ V2」という形式を含む文を抽出する方法について、

以下の【１】～【７】の手順に従って行うことを述べる。BCCWJでは、1つ 1つの語に形

態論情報が付与されている。例えば、「浮かんでは消える」は、以下のように 4 語に分解

され、それぞれに形態論情報が付いている。 

 

<L_浮かぶ_浮かん-動詞-一般><L_て_で-助詞-接続助詞><L_は_は-助詞-係助詞><L_消 

える _消える-動詞-一般>> 

 

ここで抽出したい「V1＋テハ＋V2」というパターンのうち、「テ」と「ハ」は固定して

おり、V1 と V2 にはどのような動詞が来てもいい。そのため、「テ」と「ハ」は語彙素と

品詞情報を固定し、V1と V2部分は品詞だけを固定する。加えて、動詞は「食べられては」

のように助動詞が続いているものも取り出したいため、動詞に助動詞が付かないものから

動詞に助動詞が 3 つ付くもの9まで取り出せるように、正規表現を使ってパターンを指定す

る。 

 

【１】BCCWJ を検索しやすく加工したファイル10を 1 つにまとめたもの（以下、ALL.txt

とする）に対し、次のような Perl のスクリプトを使って「動詞（＋助動詞）＋テ＋ハ」が

現れる文を取り出す。抽出する文字列の指定には正規表現を使う。このように抽出された

「動詞（＋助動詞）＋テ＋ハ」を teha.txtとして保存する。 

 

                                                   
9 下記の①は動詞に助動詞が付かないもの、②は動詞に助動詞が 1つ付くもの、③は動詞に助動詞が 2つ 

付くもの、③は動詞に助動詞が 3つ付くものの例である。 

①動詞            ：食べ 等 

②動詞＋助動詞        ：食べ-られ、食べ-させ、食べ-てい 等 

③動詞＋助動詞＋助動詞    ：食べ-なく、食べ-させ-られ、食べ-てい-なく 等 

④動詞＋助動詞＋助動詞＋助動詞：食べ-させ-られ-なく 等 
10 第 3章 3.3.2節参照。 
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perl –ne ‘if(/<L_[^_]+_[^-]+?-動詞[^>]+?>(<L_[^_]+_[^-]+?-助動詞>){0,3}<L_て 

_[^-]+?-助詞-接続助詞><L_は_[^-]+?-助詞-係助詞>/){print;}’  ALL.txt > teha.txt 

 

この結果、teha.txtには以下のような「動詞（＋助動詞）＋テ＋ハ」が保存される。 

 

<L_様々_様々-形状詞-一般><L_だ_な-助動詞><L_思い_思い-名詞-普通名詞-一般><L_

の_の-助詞-格助詞><L_断片_断片-名詞-普通名詞-一般><L_が_が-助詞-格助詞><L_浮

かぶ_浮かん-動詞-一般><L_て_で-助詞-接続助詞><L_は_は-助詞-係助詞><L_消える_

消える-動詞-一般><L_。_。-補助記号-句点> 

（→様々な思いの断片が浮かんでは消える。） 

 

【２】次に、【１】の検索方法では検索できない「テハ」の縮約形「チャ」「ジャ」を含

む「動詞（＋助動詞）＋チャ（ジャ）」のパターンを検索する。「テハ」の縮約形「チャ」

「ジャ」は、BCCWJ では接続助詞「テ」の変種11として扱われている。そのため、【１】

の「テハ」を「テ」と「ハ」に分けた検索方法では縮約形「チャ」「ジャ」が検索できな

い。そこで、次のような Perlのスクリプトを使って、「動詞（＋助動詞）＋チャ（ジャ）」

が現れる文を取り出す。このように抽出された「動詞（＋助動詞）＋チャ（ジャ）」を chaja.txt

として保存する。 

 

perl –ne ‘if(/<L_[^_]+_[^-]+?-動詞[^>]+?>(<L_[^_]+_[^-]+?-助動詞>){0,3}<L_て+_[^て 

でテデ]-助詞-接続助詞[^>]*?>/){print;}’  ALL.txt > chaja.txt 

 

この結果、chaja.txtには以下のような「動詞（＋助動詞）＋チャ（ジャ）」が保存される。 

 

<L_新しい_新しい-形容詞-一般><L_草鞋_草鞋-名詞-普通名詞-一般><L_だ_で-助動詞

><L_、_、-補助記号-読点><L_塩_塩-名詞-普通名詞-一般><L_を_を-助詞-格助詞><L_

撒く_まい-動詞-一般><L_て_ちゃあ-助詞-接続助詞><L_踏み踏みする_踏み踏みし-動

詞-一般><L_て_て-助詞-接続助詞><L_、_、-補助記号-読点><L_父親_父親-名詞-普通名

                                                   
11 接続助詞「テ」に認定されている変種には、「て」「で」「テ」「デ」「ちゃ」「ちゃあ」「じゃ」「じ 

ゃあ」等がある。ここでの検索では「ちゃ」「ちゃあ」「じゃ」「じゃあ」を取り出したいので、それ

以外の変種（「て」「で」「テ」「デ」）を検索から外すように Perlのスクリプトを書いた。 
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詞-一般><L_が_が-助詞-格助詞><L_こう_こう-副詞><L_遣る_やっ-動詞-一般><L_て

_て-助詞-接続助詞><L_踏み込む_踏み込ん-動詞-一般><L_て_で-助詞-接続助詞><L_

浸ける_漬ける-動詞-一般><L_の_ん-助詞-準体助詞><L_じゃ_じゃ-助動詞><L_で_で-

助詞-終助詞><L_。_。-補助記号-句点> 

（→新しい草鞋で、塩をまいちゃあ踏み踏みして、父親がこうやって踏み込んで漬け 

るんじゃで。） 

 

【３】次に、サクラエディタの文字列の置換機能を使って、teha.txt の「動詞（＋助動詞）

＋て＋は」の前後にタブを入れる。これは後で Excel で用例を見る際に、「動詞（＋助動

詞）ては」の箇所でセルが分けられているとデータが見やすいため、その前作業として行

うものである。 

 

（例）「動詞＋て＋は」の場合 

置換前 <L_[^_]+_[^-]+?-動詞[^>]+?><L_て_[^-]+?-助詞-接続助詞><L_は 

_[^-]+?-助詞-係助詞> 

置換後 \t$&\t 

 

その結果、以下のようになる。（ここでは、タブを\tで記す。）このファイルを teha.tab

として保存する。 

 

<L_様々_様々-形状詞-一般><L_だ_な-助動詞><L_思い_思い-名詞-普通名詞-一般><L_

の_の-助詞-格助詞><L_断片_断片-名詞-普通名詞-一般><L_が_が-助詞-格助詞>\t<L_

浮かぶ_浮かん-動詞-一般><L_て_で-助詞-接続助詞><L_は_は-助詞-係助詞>\t<L_消

える_消える-動詞-一般><L_。_。-補助記号-句点> 

 

 chaja.txtも同様に加工し、chaja.tabとして保存する。 

 

【４】次に、【３】の teha.tabと chaja.tabをそれぞれ Excelで開き、chaja.tabを teha.tab

のファイルにコピー&ペーストし、1つのファイルにする。これを teha.allとする。このフ

ァイルの中は Excel で開くと、タブ（\t）でセルが区切られているため、以下のように表
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示される。A列が「文頭～V1の直前」、B 列が「V1テハ」、C列が「テハ以降～文末」（＝

後件）である。 

 

 

 

【５】次に、C 列（V2 が含まれている列）を見て、「V1 テハ」と結び付く後件の述語が

動詞のものを目視で取り出す。例えば、「そんなことをされては困る / 迷惑になる」等は

該当し、「そんなことをされては迷惑だ / 嫌だ」等は該当しない12。このファイルを teha.all2

として保存する。 

 

【６】再度、サクラエディタで teha.all2を開く。ここで、例文を見やすくするために、形

態論情報を消したファイルを作る。そのために、置換機能を使って以下のように置換し、

結果を teha.all3として保存する。 

 

置換前 <L_[^>]+_([^>-]+)?-[^>]+?> 

置換後 $1 

 

【７】teha.all3を Excelで開くと、以下のようになる。 

 

 

 

このようにして、以下に示すような「V1テハ V2」文が抽出される。 

                                                   
12 ただし、以下のような例は後件の述語が動詞ではないが、文脈から動詞が予測できるので該当する。 

（例）痩せてはリバウンド（する）で痩せにくい体質になった。 

 

A B C
<L_様々_様々-形状詞-一般
><L_だ_な-助動詞><L_思い_思
い-名詞-普通名詞-一般><L_の
_の-助詞-格助詞><L_断片_断片
-名詞-普通名詞-一般><L_が_
が-助詞-格助詞>

<L_浮かぶ_浮かん-動詞-一般
><L_て_で-助詞-接続助詞><L_
は_は-助詞-係助詞>

<L_消える_消える-動詞-一般
><L_。_。-補助記号-句点>

A B C

様々な思いの断片が 浮かんでは 消える。
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・ここは、文部大臣、そういう言論、出版の自由とか、あるいは表現の自由とかとい 

うものは何のためにあるのかということをよく考えてもらわなくては困りますね。

（国会会議録） 

・毎日手作業で閲覧して必要な記事をプリントしたり、ファイルにいちいち保存した

りしていては、とても追いつかない。                （雑誌） 

・少なくとも，良い事と悪い事のけじめだけは，小さいときからわからせておくこと

が必要だし，まだ小さくてかわいそうだからと，なんでも大人が手をかけてあげて

は自立が遅れてしまうし，子どもの言いなりにばかりなっていれば，わがままな子

どもにしてしまう。                         （書籍） 

・あの踏破中、西郷は機嫌のいいときは近くを歩いている兵士に冗談や洒落をいって 

は、よく笑わせたらしい。                      （書籍） 

・店の左隣にそば屋があり、両親に「おやつ」とせがんでは十銭もらって、かけうど 

んを食べにいく。                          （書籍） 

・仕事の合間を縫っては公民館で練習し、市内の福祉施設や地域の祭りに出向きます。 

（広報誌） 

・幾多の王朝が次々と現れては消えていった。              （書籍） 

・何冊も何冊も、値段だけを見てはまた棚に戻していた。         （書籍） 

・犬はもう息をはあはあし赤い舌を出しながら走っては止まり走っては止まりしてい 

った。                              （教科書） 

・新しい草鞋で、塩をまいちゃあ踏み踏みして、父親がこうやって踏み込んで漬ける 

んじゃで。                             （書籍） 

・一日じゅう日向ぼっこしながら、食っちゃ寝、食っちゃ寝して、たまに外敵が現れ 

ると、追い払う。                          （書籍） 

 

しかし、この teha.all3の中には、以下のような不要例（①補助動詞「ている」「てみる」

「てもらう」の強調、②話題が変わる時の「続いては」、③「Nにしては」）といった「V1

テハ V2」とは異なるものも含まれている。そのため、これらの不要例は１つ１つ目視で確

認して取り除く。このファイルを teha.all4として保存する。 
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不要例①（補助動詞「ている」「てみる」「てもらう」の強調） 

・実は、そのメカニズムは、十分に解明されてはいないのだ。       （雑誌） 

・マリ子は、男の顔を睨んではみたが、何処となく弱々しいまなざしであった。 

（書籍） 

・なかなかレシピエント（移植を受ける側）の立場に立って考えてはもらえません。 

（雑誌） 

不要例②（話題が変わる時の「続いては」） 

・さて続いては近畿地方の人に朗報。                  （書籍） 

 

不要例③（「Nにしては」） 

・トイレに行っただけにしては、時間がかかり過ぎています。       （書籍） 

・しかしそれにしてはよく書けている。                 （書籍） 

 

この teha.all4を基に「V1テハ V2」を条件文の「テハ」と「V1テハ V2」構文の「習慣

用法」と「反復用法」の 3 つに分類する。その上で、次節ではそれぞれの用法が生起可能

な環境の違いを見て行く。 

 

4.6 条件文の「テハ」と「V1テハ V2」構文の V1と V2の特徴 

 

本節では、条件文の「テハ」と「V1 テハ V2」構文の「習慣用法」「反復用法」の生起

可能な環境の違いを見るため、コーパスを使って各用法の V1と V2の意味的・形式的特徴

を指摘する。以下、4.6.1節では条件文の「テハ」の V1と V2、4.6.2節では「V1テハ V2」

構文の V1と V2について述べる。 

 

4.6.1 条件文の「テハ」の V1と V2の特徴 

 

本節では、条件文の「テハ」の V1と V2の組み合わせについて、実例を示しながら特徴

を指摘していく。 まず、コーパス調査の結果の上位 10位までの組み合わせを表 1に示す。 
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表 1 条件文の「テハ」の V1と V2の組み合わせ（上位 10位） 

順位 V1テハ / V2（出現数） 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

６ 

 

８ 

 

10 

 

なっては / 困る（23） 

されては / 困る（16） 

言っては / 語弊がある（10） 

してもらっては / 困る（8） 

言ってもらっては / 困る（8） 

忘れてもらっては / 困る（7） 

有っては / 困る（7） 

減っては / 戦ができない（6） 

来ては / 困る（6） 

しては / 困る（5） 

知られては / 困る（5） 

 

上記の表 1に示すように、条件文の「テハ」に現れる V1と V2の上位には、「なっては

困る」「されては困る」「有っては困る」「しては困る」「知られては困る」のような「～

ては困る」のパターンや、「してもらっては困る」「言ってもらっては困る」「忘れても

らっては困る」のような「～てもらっては困る」のパターンが目立つ。出現数 4 以下のも

のも見ると、「困る」以外に「生きていけない」「成り立たない」「間に合わない」「分

からない」「何にもならない」等の否定形の形が多く見られる。いずれのパターンも「前

件で表される事態が生じると仮定すると、望ましくない事態になる」という意味を表す。 

例えば、（67）は「もしも、母親が禁欲的な食生活でストレスがたまって母乳育児を続

けることが苦痛になるという事態が起こったら、それは望ましくない事態になる」、（68）

は「もし、営業マンにいい加減な話をされたら、会社は困ることになる」、（69）は「も

し、他人にクレジットカードの番号などを知られたら、非常に都合が悪いことになる」と

いう意味を表している。 

 

（67）あれは食べないほうがいい、これはダメといって、禁欲的な食生活をつづけ、 

ストレスがたまって、母乳育児をつづけることが苦痛になっては困ります。 

（書籍） 
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（68）営業マンにお客さんのところでいい加減な話をされては困るので、話す内容を 

すべてパソコン上に出せるようにしました。           （書籍） 

（69）クレジットカード番号など、他人に知られてはこまるものをインターネットを 

通じて送る場合、暗号化するのが一般的です。      （Yahoo!知恵袋） 

 

以下の（70）～（72）のような「～てもらっては困る」には「てもらう」という授受表

現を含んでいるが、実際には「私のために何かをしてもらったら（私が困る）」という恩

恵の意味は入っておらず、「～てもらっては困る」全体で「～するな」「～しないでほし

い」という禁止に近い意味を表す。例えば、（70）は「もしも、証人がいるという話を記

事にされたら、こちらに都合が悪い（したがって、記事にするな）」ということを表して

いる。同様に、（71）は「もし、そんな暗いことを言われたら、我々読者は動揺してしま

う（したがって、そんな暗いことを言わないでほしい）」、（72）は「もし、私が日本人

であることをあなたに忘れられてしまったら、私は不満だ（したがって、そのことを忘れ

ないでほしい）」ということを表している。 

 

 （70）「記事には、警察はすでに犯人の目星をつけている、と書くんだ。犯人は若く、 

屈強な男で、それを裏付ける証人もいる、とな」「証人ですって？」「そう。 

若い女だ。だが、これは記事にしてもらっては困る。証人の身に危険が及んで 

はいけないのでね」                      （書籍） 

（71）さてそれでは、成熟化段階とはいったい何なのでしょうか。おそらく読者の皆 

さま方の中には、社会が成熟化するのは結構なことだと思われる方が多少はい 

らっしゃるかも知れませんが、大方の読者は「成熟化してしまえば、後は衰退 

して死ぬしかないじゃないか。そんな暗いことを言ってもらっては困る」とお 

っしゃることでしょう。実はそれは誤解なのです。        （書籍） 

（72）「忘れてもらってはこまります。私もれっきとした日本人ですぞ」「あたくし、 

あなたを日本人だなんておもっておりません。もちろん漢人とも」「じゃあ何 

人なんです？」「そうね。…とっても大切な友人」         （書籍） 

 

この他、（73）の「（～と）言っては語弊がある（が…）」というような前置き表現や、

（74）の「（腹が）減っては戦ができない」という表現も見られた。 
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（73）まあ大都市とか中都市ぐらいになりますとそれほど心配はない、と言っては語 

弊があるかもわかりませんけれども、他のところからお客さんを引っ張れると 

いう利点があるのですね。                 （国会会議録） 

  （74）「ようし、腹が減ってはいくさができぬ。まずは昼飯をこの川沿いのどっかで 

食おう」                           （書籍） 

 

次に、V1と V2に現れるそれぞれの動詞について見る。V1に現れる動詞は、「～ていて

は」「～なくては」「～てしまっては」「～られては」といった形で現れるものが目立つ。

この傾向は、「V1テハ V2」構文には見られず13、条件文の「テハ」に特徴的に見られる。 

 

（75）いいかげんな応対をしていては、あとで必ず痛い目に合う。    （書籍） 

（76）ジャンクフードばかり食べていては、ビタミン不足を起こし、太りやすくなり 

ます。                             （書籍） 

（77）武道の世界のみならず、何事につけ立派な創始者がいても、これを継承し、発 

展させる後継者がいなくては、その発展は望めない。        （書籍） 

（78）競争相手のことを知らなくては、レースに勝てませんからね。    （書籍） 

（79）迷惑をかけたくないと言って何も相談もせずひとりで抱え込んでしまっては、 

家族は少しもうれしくないどころか、相談してくれないことを水くさいと不満

に感じるでしょう。                       （書籍） 

（80）子育てだけが生きがいになってしまっては、子離れができなくなります。 

（書籍） 

（81）イネの遺伝子を海外研究機関に押さえられては、主食の米すら海外に特許使用 

料を払うという深刻な事態を招きかねないという危機感から出たものである。

（書籍） 

（82）１イニングに３回も平気で死球を投げられては穏やかなベニー選手も怒ります 

よ！                         （Yahoo!ブログ） 

                                                   
13 「～られては」は、「V1テハ V2」構文にも見られる。 

（ⅰ）ゴムボートは、持ちあげられては沈んでいく。（反復用法）            （書籍） 

（ⅱ）信子は無欲の性格そのままに、何をするでもなく、ただ勝に苛められては泣き、洋之介に訴え 

るだけの繰り返しであった。（習慣用法）                    （書籍） 
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「～てもらっては」のように授受表現が付く場合は、ほぼ「～てもらっては困る」のパ

ターンで現れる。 

 

（83）とにかく、熊本県庁株式会社はベンチャー県庁なのですから、県庁にさえ入れ 

ば一生安心してメシが食えると思ってもらっては困るのです。    （書籍） 

（84）わが鳳凰家を甘く見てもらっては困ります。           （書籍） 

 

V1の動詞の修飾成分に「そんなに」「こんなに」「そんな」「こんな」「～ばかり」と

いう程度の極端さを表す語が付く。 

 

（85）そんなに急がれては、大切なことを見落としてしまいますよ。    （雑誌） 

（86）こんなに疲れていてはとても動けそうにない。          （書籍） 

（87）そんな生き方をしていては、周囲の人から信頼もしてもらえないでしょう。 

（書籍） 

（88）こんなペースで追っかけていては夜が明けてしまう夜が明けてしまう。（書籍） 

 

以上の特徴から、条件文の「テハ」の V1には「不可避的な事態」「極端な事態」が来る

ということが分かる。 

次に、条件文の「テハ」の V2を見る。最も多い動詞は「困る」である。 

 

（89）クレジットカード番号など、他人に知られてはこまるものをインターネットを 

通じて送る場合、暗号化するのが一般的です。       （Yahoo!知恵袋） 

（90）そんな重大なことは、早く言ってもらわなくては困りますよ。   （書籍） 

（91）やさしい表現にしたために解釈の幅が広がって正確さが損なわれては困る―と 

いうことでしょう。                       （書籍） 

 

また、「困る」以外にも V2 には（92）の「回復できない」、（93）の「望むべくもな

い」、（94）の「話にならない」、（95）の「仕事にならない」といった「不可能」を表

す表現も多い。 
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（92）それは、管理者はもちろんなんですが、職員一人一人がそれを示さなければい 

けませんし、いわゆる職員団体もそういう姿勢でやっていただかなくてはこの

国民の信頼は回復できないのだと思います。         （国会会議録） 

（93）己の欠点に目をつぶっていては、人間形成など望むべくもない。  （書籍） 

（94）同感させるためには、まず言いたいことがちゃんと伝わらなくては話にならな 

い。                              （書籍） 

（95）彼らにチームのルールと試合の戦術を理解してもらわなくては仕事にならない 

からだ。                            （書籍） 

  

その他、否定形も多く見られる。この点は「V1 テハ V2」構文とは大きく異なる点であ

り、条件文の「テハ」の後件は否定的な事態を表しやすい。例えば、（96）の「治るもの

も治らない」や（97）の「手に入るものも入らない」のような「V ものも V ない」といっ

たパターンや（98）の「～なくては始まらない」のようなパターンも見られる。 

 

（96）気道が敏感になっている状態で喫煙を続けては治るものも治りませんよ。 

 （Yahoo!知恵袋） 

（97）しかしここでめげていては手に入るものも入らない。       （書籍） 

（98）ぼけの社会問題をあれこれいう前に、まずは医者の意識を改革していかなくて 

は始まらないのが現実である。                 （書籍） 

 

さらに条件文の「テハ」の V2は「だろう」「かもしれない」「にちがいない」等のモダ

リティ表現とともに使われる場合もある。この特徴も「V1 テハ V2」構文とは異なる点で

ある。 

 

（99）管理や規則、罰、能力で、子どもを自分の思う方向へ引っぱろうとしていては、 

子どもに他人への思いやりも、心の自立も育たないであろう。   （書籍） 

（100）従来のやり方に固執していては、なにも新しい物は生まれてこないだろう。 

（書籍） 

（101）ただ、頻繁に断っていては派遣会社でも扱いにくい人として仕事を紹介されに 
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くくなるかもしれませんね。               （Yahoo!知恵袋） 

（102）なにもかも東京へ集中しては、いつか破綻がくるに違いない。（国会会議録） 

 

以上、条件文の「テハ」の V1 と V2 の特徴について見た。その結果、V1 には「不可避

的な事態」「極端な事態」が現れ、V2には「困る」「不可能」「否定形」が多く現れるこ

とを指摘した。これらの特徴は、「V1 テハ V2」構文と大きく異なる点である。また、V2

には「だろう」「かもしれない」「にちがいない」といった、推量・当為の表現が現れる。

この点も「V1テハ V2」構文と異なる特徴である。 

 最後に、上記で述べた条件文の「テハ」の典型的な特徴を持たない（典型例から外れる）

例を挙げる。 

 

（103）小島功はずばぬけて絵がうまく、特に美女を描かせては天下一品 。（＝（58）） 

（104）フォーブール・サン・ジェルマンに住むムッシウ・セニェールは（中略）あら 

ゆる種類のこうした金属鏡をつくらせては現下のパリでは最高の腕を持つ一人

だと思う。（＝（59）） 

 

（103）は「小島功に美女を描かせたら、とてもうまく書く」、（104）は「セニェール

に金属鏡をつくらせたら、とてもうまく作る」という条件文である。しかし、これらは仮

定的で一回的な事態を述べているのではなく、確定的で反復的な事態を述べている点で「V1

テハ V2」構文に近い例である。また、これらは条件文の「テハ」の特徴である「後件は望

ましくない事態が来る」に反するもので、後件には「天下一品」や「最高の腕を持つ」と

いった望ましい事態が来ている。このことから、これらは条件文の「テハ」と「V1 テハ

V2」構文の中間にあり、反復の解釈への連続性が見られる例であると考える。 

 

4.6.2 「V1テハ V2」構文の V1と V2の特徴 

4.6.2.1 「習慣用法」の V1と V2の特徴 

 

本節では、「習慣用法」の V1と V2の組み合わせについて、実例を示しながら特徴を指

摘していく。まず、「習慣用法」の V1と V2の組み合わせのうち、出現数が 2以上のもの



第 4章 「V1テハ V2」構文の分析 

81 

 

を表 2に示す14。 

  

表 2「習慣用法」の V1と V2の組み合わせ（出現数 2以上） 

（冗談を）言っては / 笑わせる（5） 

（～を）思い出しては / 泣く（4） 

（酒を）飲んでは / 暴力を振るう（3） 

（怪文書を）貰っては / おびえる（2） 

（時間を）見つけては / デートをする（2） 

（時間を）見つけては / 取り組む（2） 

（酒を）飲んでは / 暴れる（2） 

（～を）聴いては / （～を）思い出す（2） 

 

「習慣用法」の V1と V2の組み合わせには、「（冗談を）言っては笑わせる」「（～を）

思い出しては泣く」「（酒を）飲んでは暴力を振るう/暴れる」「（時間を）見つけてはデ

ートをする/取り組む」等がある。いずれも V1「原因・きっかけ」、V2「結果」という「因

果関係」が見られる。例えば、（105）は「彼は、よく冗談を言って皆を笑わせるような明

るい性格である」ということを表している。同様に、（106）は「毎日彼のことを思い出し

て泣いている」、（107）は「父は酒を飲むたびにいつも暴力を振るうような性格である」、

（108）は「二人はよく時間を見つけてデートをしている」ということを表している。 

 

（105）違う部署で働いているので彼の日常をいつも見ているわけではないが、とにか 

く明るくて冗談を言っては皆を笑わせる。             （書籍） 

（106）既に２週間以上経ったのですが毎日毎日彼のことを思い出しては泣いてしまい 

ます。                         （Yahoo!知恵袋） 

（107）相変わらず酒を飲んでは暴力を振るう父でした。         （書籍） 

（108）秋口より私の職が変わり、逢う時間を互いに見つけてはデートをする二人です。

（Yahoo!知恵袋） 

 

                                                   
14 「習慣用法」は出現数 1が多いため、ここでは上位 10位までのランキングではなく、出現数 2以上の 

組み合わせを全て示す。 
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 次に、「習慣用法」の V1 に特徴的に現れる動詞について見ていく。V1 には「（暇・時

間・機会を）見つけては 」「（～の目を）盗んでは」といった①「ちょうどいいタイミン

グを狙って」という意味を表すもの、「（理由・口実を）見つけては」「～にかこつけて

は」といった②「わざわざ理由をつけて」という意味を表すものが頻繁に見られる。例え

ば、①「ちょうどいいタイミングを狙って」の例には（109）の「暇を見つける」、（110）

の「目を盗む」がある。 

 

（109）独文にいたころ、ドイツ語はよく勉強しましたが、チョウのほうもあいかわら 

ずで、ひまを見つけては国立科学博物館の昆虫部の黒沢良彦博士のところへ通

い、世界のチョウの分類や生物地理について、教えていただきました。（書籍） 

（110）（その男は）酒を飲むことだけがたのしみで、毎日昼間から酒場に来てカウン 

ターに寄りかかってホラ話などしているのも、おやじの目を盗んではボトルを

さっと抜き取って一瞬のうちにラッパ飲みをするためで、ときには知り合いの

客から一杯おごってもらうのをたのしみにしているといったぐあいにタダ酒を

あてこんでのことなのである。                  （書籍） 

 

一方、②「わざわざ理由をつけて」の例には（111）の「口実を見つける」、（112）の

「理由をつける」、（113）の「～にかこつける」のような例がある。 

 

（111）好きな人に毎日でもメールをして連絡を取りたいのですが、しつこいと思われ 

たくないのでしていません。いつもなにか口実を見つけてはメールしています。 

（Yahoo!知恵袋） 

（112）それまでたびたび見合いの話はあったが、あれこれ理由をつけては断わってき 

たが、こんどばかりは父も彼女のわがままを許してくれそうになかった。 

（書籍） 

（113）自由な時間などほとんどなく、犬の散歩にかこつけては玲児さんに会いに行く 

のがやっとだった。                       （書籍） 

 

上記の「暇を見つける」「目を盗む」「口実を見つける」「理由をつける」「～にかこ

つける」という動詞句は、「これから行う動作（V2）をどのようにして行うか」という状
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況を説明している点で共通している15。（109）では「暇を見つけて、博士のところへ通う」、

（113）では「犬の散歩にかこつけて、玲児さんに会いに行く」のように、V1は V2を導く

特定の原因・きっかけを表している。例えば、（113）は V2「玲児さんに会いに行く」こ

とが可能なのは V1「犬の散歩を口実とする」場合のみで、この他の場合では「玲児さんに

会いに行く」ことができないということを意味する。これに対し、以下の（114b）と（115b）

では V1が V2を導く特定の原因・きっかけとは言えず、このような場合は「テハ」で言い

にくい。例えば、（114a）の「朝起きる→顔を洗う」という通常考えられる生起順序はテ

形接続でなら言えるが、（114b）のように「テハ」では言えない。同様に（115a）の「風

呂を沸かす→風呂に入る」も通常考えられる生起順序であり、テ形接続では言えるが、（115b）

のように「テハ」では言えない。このことから、V1 と V2 が「起きる→顔を洗う」「風呂

を沸かす→風呂に入る」のような通常考えられる生起順序で並んでいる場合、つまり V1が

V2を導く特定の原因・きっかけでない場合は、「V1テハ V2」構文では許容できないこと

が分かる。 

 

  （114）a. 毎朝、起きて顔を洗う。 

b. *毎朝、起きては顔を洗う。 

  （115）a. 毎日、風呂を沸かして入る。 

b. *毎日、風呂を沸かしては入る。 

 

このように、「習慣用法」には「V1 に V2 を導く特定の原因・きっかけが来る」という

特徴が見られる。 

 

4.6.2.2 「反復用法」の V1と V2の特徴 

 

本節では、「反復用法」の V1と V2の組み合わせについて、実例を示しながら特徴を指

摘していく。まず、コーパス調査の結果の上位 10位までの組み合わせを表 3に示す。 

 

表 3 「反復用法」の V1と V2の組み合わせ（上位 10位） 

                                                   
15 「暇を見つける」「目を盗む」「口実を見つける」「理由をつける」「～にかこつける」という動詞 

は付帯状況を表す「テ形」形での出現数が非常に高い。このことから、V1に現れるこれらの動詞句が 

V2の動作をする際の付帯状況を表していると考えられる。 
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順位 V1テハ / V2（出現数） 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

寄せては / 返す（18） 

浮かんでは / 消える（17） 

現れては / 消える（11） 

現れては / 消えていく（9） 

浮かんでは / 消えていく（7） 

押しては / 引く（6） 

拾っては / 落す（4） 

書いては / 消す（4） 

生まれては / 消えていく（4） 

千切っては / 投げる（4） 

走っては / 止まる（4） 

 

上記の表 3に示すように、「反復用法」における V1と V2の組み合わせには、「寄せて

は返す」「浮かんでは消える」「現れては消える」「押しては引く」「拾っては落す」「書

いては消す」「走っては止まる」のような（A）「反義関係」にある組み合わせと、「千切

っては投げる」のような（B）「一連の動作」を表す組み合わせの 2つのタイプがある。い

ずれのタイプも、V1と V2が１つのまとまりとなり、「V1→V2」という順で連続的に生じ

る反復を表す組み合わせとなっている。 

以下では、具体的な V1 と V2 の組み合わせについて（A）「反義関係」、（B）「一連の動

作」の順で述べる。まず、（A）「反義関係」のうち、出現数が 2以上のものを表 4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4 （A）「反義関係」の V1と V2（出現数 2以上） 
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寄せては / 返す（18） 

浮かんでは / 消える（17） 

現れては / 消える（11） 

現れては / 消えていく（9） 

浮かんでは / 消えていく（7） 

押しては / 引く（6） 

書いては / 消す（4） 

生まれては / 消えていく（4） 

走っては / 止まる（4） 

拾っては / 落す（4） 

現れては / 去っていく（3） 

現れては / 消え去る（3） 

出ては / 消える（3） 

来ては / 去る（3） 

うとうとしては / 目を覚ます（2） 

生まれては / 消える（2） 

想像しては / 打ち消す（2） 

痩せては / リバウンド（する）（2） 

打ち寄せては / 引いて行く（2） 

寄せては / 引く（2） 

寄せては / 返している（2） 

吸っては / 吐く（2） 

響いては / 消える（2） 

現れては / 見えなくなる（2） 

行っては / 戻って来る（2） 

降っては / 止む（2） 

降りては / 昇る（2） 

咲いては / 散る（2） 

思い浮かんでは / 消える（2） 

出来ては / 消える（2） 

消えては / 現れる（2） 

突いては / 引く（2） 

描いては / 消える（2） 

浮かんでは / 消えている（2） 

歩いては / 立ち止まる（2） 

溶けては / 凍る（2） 

 

上記に示す「反義関係」にある組み合わせは、いずれも「可逆的な反義関係」にある点

で共通している。本研究で言う「可逆的な反義関係」とは、「V1 で表される事態によって

一度変化したものを、V2で表される事態によって再び元の状態に戻すことができるという

2つの事態の関係」を指す。これには、例えば①「事態の出現と消滅」、②「接近と離脱（往

復運動）」、③「行為の発生と停止」、④「行為と解除」がある。 

 

①「事態の出現と消滅」 

（例）浮かぶ/消える、現れる/消える、書く/消す 等 

（116）夜中、勝清は蜜柑箱に紙を貼った机で、原稿用紙だけは銀座で買ってきた立派 

なのをつかって、書いては消し、また書いては消している。     （書籍） 

（117）目をつぶっていたが、結局一睡も出来なかった。「何でこんなことになったの 
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か」（中略）そんなことが堂々巡りのように頭に浮かんでは消えていた。 

（書籍） 

 

②「接近と離脱（往復運動）」 

  （例）寄せる/返す、押す/引く、吸う/吐く、行く/戻って来る、突く/引く 等 

（118）それは沖合い六十メートルほどに、傾いて座礁した形で、寄せては返す波に洗 

われていた。                          （書籍） 

（119）（質問）今後は福岡と沖縄？でも公演しますよね。東京にはもう、この先しば 

らく何年かは戻ってはこないのでしょうか・・・？ 

（回答）何年かあとに戻ってくると思います。他のミュージカルも、数年に一 

回、いろんな所へ行っては、戻ってきますよ。   （Yahoo!知恵袋） 

 

③「行為の発生と停止」 

  （例）歩く/こける（止まる）、走る/止まる 等 

（120）サッちゃんは、たちまち机につかまって立つと、よろよろと二、三歩、歩いて 

はこけたりして、みんなの喝采を浴びた。             （書籍） 

（121）高速道路が通行止めになっているため、車はすべて一般道に流れて、すごい渋 

滞である。少し走ってはすぐに止まる。              （書籍） 

 

④「行為と解除」 

  （例）うとうとする/目を覚ます、縛る/解く 等 

（122）春樹は、うとうとしては何度も目を醒ました。          （書籍）                     

（123）（紐を）解いては縛り、縛っては解き、玩具に熱中する子供のように幾度も 

幾度もそれを繰返した。                     （書籍） 

 

 これに対し、同じ反義関係にある組み合わせでも「不可逆的な反義関係」にある場合は

「V1テハ V2」構文が使えない。本研究で言う「不可逆的な反義関係」とは、「V1で表され

る事態によって一度変化したものを、V2で表される事態によって再び元の状態に戻すこと

ができないという 2つの事態の関係」を指す。これには、以下の⑤、⑥がある。 
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⑤「一度 V2が生じれば、二度と V1に戻れないもの」 

（例）生まれる/死ぬ、始まる/終わる 

（124）a. *彼は何度も生まれては死ぬ。 

    b.  星は生まれては死んでいく。 

（125）a. *今年のオリンピックが始まっては終わる。 

    b.  その人気雑誌では、次々と新しい連載が始まっては終わっていく。 

 

⑥「一方が生じれば、もう一方の生じる可能性がなくなるもの」 

（例）当たる/外れる、受かる/落ちる 

（126）*宝くじに当たっては外れた。 

（127）*私は A大学を受験し、受かっては落ちた。 

 

まず、⑤の「一度 V2が生じれば、二度と V1に戻れないもの」の例に挙げた「生まれる

/死ぬ」は、（124a）のように一つの個体についての生死を指す場合には不可逆的であるが、

（124b）のように星という「種」の生死を指す場合には可逆的であり、「V1 テハ V2」構文

で言える。これと同様に「始まる/終わる」は（125a）のように同一のものについての開始

と終了を指す場合は不可逆的であるが、（125b）のように複数のものについての開始と終了

を指す場合は可逆的であり、「V1 テハ V2」構文で言える。次に、⑥の「一方が生じれば、

もう一方の生じる可能性がなくなるもの」の例に挙げた「（宝くじに）当たる/外れる」、「（試

験に）受かる/落ちる」は、（126）や（127）のように「１回の宝くじ」や「A大学の受験」

について述べる場合には当然不可逆的であるが、「複数の宝くじ」や「複数の大学の受験」

について述べる場合には「当たる→外れる→当たる→外れる…」や「受かる→落ちる→受

かる→落ちる…」という反復が起こる可能性がある。しかし、このように反復することは

現実的にほぼないと考えられ、そのため「当たっては外れる」や「受かっては落ちる」は

「V1テハ V2」構文で許容しにくくなる。 

 

 次に、（B）「一連の動作を表す組み合わせ」を見る。（B）「一連の動作を表す組み合わ

せ」のうち、出現数が 2以上のものを表 5に示す。 

 

表 5 （B）「一連の動作を表す組み合わせ」の V1と V2（出現数 2以上） 
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千切っては / 投げる（4） 

乾いては / 塗る（3） 

（仕事を）しては / 休む（2） 

（飲みに）行っては / 朝帰り（をする）（2） 

（求人を）見つけては / 面接している（2） 

（借入を）しては / 乗り切っている（2） 

（路線を）変更しては / 失敗する（2） 

スキャンしては / 修正（する）（2） 

ダウンロードしては / 貯め込んでいく（2） 

引いては / 巻きとる（2） 

引っ込んでは / 衣裳を替える（2） 

千切っては / 入れる（2） 

注がれては / 一口（飲む）（2） 

吐いては / 面白がる（2） 

塗っては / 剥がす（2） 

押しては / 休む（2） 

稼動しては / （睡眠を）繰り返す（2） 

会っては / 詮索する（2） 

見上げては / 立ち止まる（2） 

作っては / 持ち帰る（2） 

煮ては / 捨てる（2） 

借りて来ては / 取り込む（2） 

取っては / 食べる（2） 

取り出しては / 眺める（2） 

集めては / 聞かす（2） 

書いては / 丸める（2） 

食べては / ウロウロする（2） 

食べては / （杯を）空ける（2） 

入れては / 使う（2） 

払っては / 引き出す（2） 

捕まえては / 尋ねる（2） 

（誘拐して）来ては / （売春を）強要する（2） 

立ち止まっては / 言う（2） 

 

「一連の動作」にある組み合わせには、「千切る/投げる」「スキャンする/修正（する）」「取

る/食べる」等がある。以下の（128）～（130）で示す例は、いずれも「V1 で表される動

作を行った後にすぐ V2 で表される動作を行う」という一連の動作の反復を表す。例えば、

（128）は「（食材を）千切る→投げる」、（129）は「（ウィルスソフトで）スキャンする→修

正する」、（130）は「（小エビを）取る→食べる」という順で生じる一連の動作の反復を表

している。 

 

（128）鍋の中に千切っては投げ、切り刻んでは投げ、バッサバッサと叩き込み、グツ 

グツと只ひたすら、とろけ、まざりあうまで熱を加えるという単純明快さ。 

（書籍） 

（129）スパイウェアにやられたらしくＳＰＹＢＯＴで何回もスキャンしては修正の繰 

り返しで一向に駆除できません。             （Yahoo!知恵袋） 
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（130）タラたちは小エビをとっては食べ、ベラたちは岩にくっついたフジツボを殻ご 

とかじっていた。                        （書籍） 

 

以上、「反復用法」の V1 と V2 の組み合わせには、（A）可逆的反義関係にある組み合

わせと、（B）一連の動作を表す組み合わせの 2 つのタイプがあり、いずれも V1 と V2 が

１つのまとまりとなり、「V1→V2」という順で連続的に生じる反復を表す点で特徴的であ

ることを指摘した。 

 

4.6.2.3 その他の特徴 

 

本節では、「V1テハ V2」構文の V1と V2に関するその他の特徴について検討する。具

体的には、4.4.5節で取り上げた日本語記述文法研究会（2008）が指摘する反復を表す「テ

ハ」の統語的特徴①「V1と V2は同一主体」と、②「V2は肯定形」という点について見て

いく。 

まず、①「V1 と V2 は同一主体」という特徴について、「V1 テハ V2」構文の多くの用

例に当てはまることが分かった。しかし、中には（132a）と（133a）のように同じ主体で

なくても言える例がある。 

 

（132）a. 赤ん坊が泣いては（母親が）ミルクを作って飲ませ、おむつを替えた。 

（＝（60）） 

      b.*赤ん坊が泣いては（母親が）ミルクを作って飲ませるだろう。 

（133）a. 試合は平塚が先手を取っては札幌が追い付く展開となった。（＝（61）） 

b.*試合は平塚が先手を取っては札幌が追い付く展開となるだろう。 

 

本研究はこのような例についても「V1→V2」という一連の動作が実際に生じたことを表

す場合であれば V1と V2の主体が異なっても許容できることを主張する。例えば、（132a）

は「（母親が）ミルクを作って飲ませる」は「赤ん坊が泣くたびに、いつも母親がミルク

を作って飲ませる」という事態が何度も生じたという事実を述べている。（132a）が言え

るのは一般的に「赤ん坊が泣く→母親がミルクを与える」という事態の連続が一連の動作
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として捉えやすく16、実際にそのような連続があったことを述べているためと考える。これ

に対し、（132b）のように V1と V2が未実現の場合には許容度が落ちる。また、（133a）

は V1「（平塚が）先手を取る」と V2「（札幌が）追い付く」は「平塚が先手を取るたび

に、いつも札幌が追い付く」という事態が繰り返し生じることを表す。この場合、サッカ

ーの試合において「平塚が先手を取る→札幌が追い付く」という連続が何度も起こったと

いう事実を述べる場合は V1と V2で動作主が異なっていても許容できる。しかし、（133b）

のように V1と V2の事態が未実現の場合は許容できない。 

次に、②「V2は肯定形」という特徴について見る。この特徴についても原則的には「V1

テハ V2」構文の多くの用例に当てはまるが、中には以下の（134）の V1「試みる」と V2

「継続しない」、（135）の V1「（話が）出る」と V2「具現化しない」、（136a）の V1

「実家に帰る」と V2「自宅に戻らない」というように V2が否定形となっている例もある。

本研究はこのような例についても、V1とV2が反義関係あるいは一連の動作の関係にあり、

実際に「V1→V2」という連続が繰り返されたことを述べる場合は V2 が否定形の形であっ

ても許容できることを主張する。 

 

（134）何度も試みてはついに継続しなかったものに日記がある。（＝（65）） 

（135）もう以前から話は出てはなかなか具現化しないこの首都圏第三空港、この問題 

は、今政府としてどのように議論され、計画をつくっているのか。（＝（66）） 

   （136）a.  （妻は）何かにつけて実家に帰っては 2か月ほど帰ってこない。（＝（67）） 

b. *（妻は）実家に帰っては 2か月ほど帰ってこない。 

 

ここで、V1 と V2 の関係を見ると、（134）と（135）は「反復用法」の例で（134）は

V1「試みる」と V2「継続しない（失敗する）」、（135）は V1「（計画の）話が出る」

と V2「具現化しない（話が消える）」で可逆的反義関係になっている。一方、（136a）は

「習慣用法」の例で、V1「実家に帰る」と V2「自宅に戻らない（実家にしばらくいる）」

で V1がきっかけとなり V2という結果が生じることを表している。しかし、（136a）から

「何かにつけて」という副詞句を削除した（136b）は容認しにくい。このことから（136a）

                                                   
16 以下の例ように V1「赤ん坊が泣く」と V2「母親が読書をする」という組み合わせは一般的に考えら 

れる一連の動作とは言いにくい。この場合、V1と V2が実現していない場合はもちろん許容できないが、 

事実としても起こりにくいため「読書をした」という過去形であっても許容しにくい。 

（例）*赤ん坊が泣いては母親が読書を（した/するだろう）。 
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は「何かにつけて」、つまり「理由をつけて～する」という文脈があることで、「V1 に

V2を導く特定の原因・きっかけが来る」という「習慣用法」の性質を満たし、容認可能な

文となっていると考えられる。 

 

以上、本節では日本語記述文法研究会（2008）によって指摘された①「V1と V2は同一

主体」、②「V2は肯定形」という点について検討した。その結果、概ね先行研究の指摘通

りの傾向が見られるが、中には指摘と異なる例もあることを指摘し、このような例も V1と

V2 が反義関係あるいは一連の動作の関係にあり、それらが「V1→V2」という順で実際に

繰り返された事実を述べる場合であれば「V1 テハ V2」構文の使用が許容されるというこ

とを主張した。 

 

4.7 第 4章のまとめ 

 

本章では「冷たいものを食べてはよくお腹をこわす」や「何度も作文を書いては消した」

のような「V1テハ V2」構文の用法について分析した。 

まず、同じ「V1 テハ V2」の形式を持つものを「条件性の有無」と「反復性の有無」と

いう観点で比較し、条件文の「テハ」には条件性があり、反復性がないこと、「V1 テハ

V2」構文には条件性がなく、反復性があるという点で両者を区別した。 

次に、「V1 テハ V2」構文の用法については、主体の日常的に繰り返す習慣や性質を表

す「習慣用法」（「冷たいものを食べてはよくお腹をこわす」等）と、単に主体の動作・

変化の反復を表す「反復用法」（「何度も作文を書いては消した」等）の 2 つに意味的に

分類されることを主張した。この 2つの用法は「V1と V2の因果関係の有無」および「V1

と V2の組み合わせ」に特徴があり、「習慣用法」は V1と V2に因果関係が有り、V1に原

因・きっかけ、V2 に習慣的な動作が来ること、一方の「反復用法」は V1 と V2 に因果関

係はないが、反義関係や一連の動作の関係が見られることを指摘した。 

以上の結果をまとめると表 4のようになる。 
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表 4 条件文の「テハ」と「V1テハ V2」構文の「習慣用法」「反復用法」の共通点と相違点  

 

条件文の「テハ」 

「V1テハ V2」構文 

習慣用法 反復用法 

具体例 ・そんなことを言われて 

は困る。 

・生活支援がなくなってし 

まっては生きていけな

い。 

・文句ばかり言っていて 

は、誰からも相手にされ

なくなる。 

・父は暇を見つけては釣り 

に行く。 

・彼は冗談を言っては周り 

の人を笑わせる人だ。 

・子供ころ、よくいたずら 

をしては母に叱られたも

のだ。 

・何度も作文を書いては 

消した。 

・寄せては返す波の様子 

を見ている。 

・親鳥は餌を取ってきて 

はひなに食べさせてい

る。 

意味 共通点 V1 が成立すれば、V2が成立する 

相違点 ・仮定的で一回性の事態が 

として述べる。 

・V1の事態を回避した方が 

いいという含意がある。 

・確定的で反復的な事態と 

して述べる。 

・主体の日常的に繰り返 

す習慣や性質を表す。 

・確定的で反復的な事態と 

して述べる。 

・単に主体の動作・変化の 

反復を表す。 

V1と V2の 

特徴 

・V1と V2に因果関係が 

ある。 

・V1には「～てしまう」「～ 

られる」「～ている」「～

ない」「～てもらう」等

が来る。（不可避的な事

態、極端な事態） 

・V2には「困る」「～でき 

ない」等が来る。 

・V2には「～だろう」「～ 

かもしれない」等のモダ

リティ表現が来る。 

・V1と V2に因果関係が 

ある。 

・V1には「暇を見つける」

「時間を作る」「理由をつ 

ける」等が来る。 

・V2には、人の習慣や性質 

を表すものが来る。「～

へ行く」「人を笑わせる」

等 

・V1と V2に因果関係が 

ない。 

・可逆的反義関係にある組 

み合わせが来る。 

「書く/消す」「寄せる/返 

す」「走る/止まる」「寝

る/起きる」等 

・一連の動作を表す組み合 

わせが来る。 

「えさを取る/食べる」「ワ 

インを飲む/チーズをつ

まむ」等 
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第 5章 「V1テモ V2テモ」構文の分析 

 

5.1 第 5章の目的 

 

本章では「雨が降っても雪が降っても試合を行う」や「草を取っても取ってもまた生え

てくる」のような「V1 テモ V2 テモ」構文の用法について分析し、V1 と V2 の特徴の違い

によって、①「例示用法」（「雨が降っても雪が降っても試合を行う」等）と②「反復用

法」（「草を取っても取ってもまた生えてくる」等）の 2 つの用法に分類されることを主

張する。 

接続助詞「テモ」1は以下の（１）～（４）のように動詞、形容詞、形容動詞、名詞に接

続し、譲歩2を表す。例えば、（１）は通常「雨が降れば試合を行わない」と期待される場

面において、その予想に反して「雨が降る場合にも試合を行う」ということを表している。

同様に（２）は通常「暑ければエアコンをつけてもいい」と期待される場面で、その期待

に反し「暑い場合でもエアコンをつけてはいけない」ということを表し、（３）は通常「登

録が簡単ならそのサービスを使う」と期待される場面で、その期待に反し「登録が簡単な

場合でもそのサービスは使わない」ということを表し、（４）は通常「A 先生ならこの問題

が解けるだろう」と期待される場面で、その期待に反し「A 先生でさえも解けないかもしれ

ない」ということを表す。 

 

（１）雨が降っても試合を行う。（動詞） 

（２）暑くてもエアコンをつけてはいけない。（形容詞） 

（３）登録が簡単でもそのサービスは使わない。（形容動詞） 

（４）この問題は難しいので、A 先生でもすぐには解けないかもしれない。（名詞） 

 

上記のような譲歩を表す「テモ」は、以下の（５）～（８）のように 2 回以上繰り返し

                                                   
1 学校文法では、形容動詞の場合は連用形語尾「デ」＋副助詞「モ」、名詞の場合は断定の助動詞「ダ」

＋副助詞「モ」とされているが、本研究では「デモ」で一つの接続助詞と考える。 
2 益岡・田窪（1992：192）は譲歩の表現は「ある 2 つの事態間の依存関係をいったん仮定し、それが必 

ずしも成り立たないことの述べる」としている。また、譲歩は原則的には条件の否定と見なすことがで

き、（ⅰ）のように一般的依存関係の成立を否定するものと、（ⅱ）のように事態間の個別的依存関係

の成立を否定するものがあるとしている。 

（ⅰ）風が吹いても、桶屋は儲からない。（益岡・田窪（1992：194）） 

（ⅱ）君が説得しても、太郎は応じないだろう。（益岡・田窪（1992：194）） 
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て使われることもある。例えば、（５）は「雨が降る場合も雪が降る場合も（通常の予想

に反して）試合は行われる」ということを表す。（１）では通常の期待に反する結果とな

るのは「雨の場合」だけであるのに対し、（５）では「雪の場合」もそれに加えられ、よ

り逆接の意味が強くなっている点で特徴的である。同様に、（６）は「暑い場合にも寒い

場合にも（通常の期待に反して）エアコンをつけてはいけない」、（７）は「登録が簡単

な場合にも操作性が便利な場合にも（通常の期待に反して）そのサービスは使わない」、

（８）は「A 先生でも B 先生でも（通常に期待に反して）この問題を解けないかもしれな

い」ということを表している。 

 

（５）雨が降っても雪が降っても試合を行う。（動詞） 

（６）暑くても寒くてもエアコンをつけてはいけない。（形容詞） 

（７）登録が簡単でも操作性が便利でもそのサービスは使わない。（形容動詞） 

（８）この問題は難しいので、A 先生でも B 先生でもすぐには解けないかもしれな 

い。（名詞） 

 

このような「～テモ～テモ」の形式のうち、本研究では（５）のように動詞に「テモ」

が付く「V1 テモ V2 テモ」を分析の対象とする。この「V1 テモ V2 テモ」という形式の文

には、（５）のように V1 と V2 に異なる動詞句が来る場合もあれば、（９）のように V1

と V2 に同一の動詞句が来る場合もある。 

 

（９）草を取っても取ってもまた生えてくる。（動詞） 

 

この（５）と（９）は同じ「V1 テモ V2 テモ」という形式を持つが、（５）は「V1 の場

合も V2 の場合も、意外にも（必ず・例外なく）後件が成立する」ことを表すのに対し、（９）

は「V1（＝V2）が成立するたびに、いつも予想に反する後件が成立する」ことを表す点で

違いがある。本研究では（５）のタイプを「例示用法」、（９）のタイプを「反復用法」

として両者を区別して扱うこととする。 

 

ここで、条件文の「テモ」と「V1 テモ V2 テモ」の意味の違いについて見る。まず、同

じ「歩いて行っても時間に間に合う」という形式を持つものでも、条件性の有無によって
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条件文の「テモ」と「V1 テモ V2 テモ」構文に区別することができる。例えば、（10）は

「（タクシーのようにスピードが速い乗り物を使えばもちろん間に合うが）スピードの遅

い徒歩の場合にも意外にも時間に間に合う」という譲歩の意味を表している。これは条件

が変わっていても前に出てきた条件文と同じ結果になることを表すもので、「条件の並列3」

と呼ばれる4。一方、（11）はタクシーと徒歩のどちらでも必ず時間に間に合うことを述べ

ている。この（10）と（11）は、（10）は話し手の仮定世界を述べるのに対し、（11）は

「タクシーと徒歩のどちらの場合でも間に合う」という話し手の認識を述べている点で異

なる。本研究では、（10）を条件文の「テモ」、（11）を「V1 テモ V2 テモ」構文と呼ぶ。 

 

（10）（タクシーで行けばもちろん間に合うが） 

たとえ歩いて行っても時間に間に合う。 （条件文の「テモ」：条件の並列） 

（11）タクシーで行っても歩いて行っても時間に間に合う。 

（「V1 テモ V2 テモ」構文） 

 

また、条件文の「テモ」と「V1 テモ V2 テモ」の意味の違いは、反復性の有無という点

でも区別できる。例えば、同じ「草を取ってもまた生えてきた」という形式を持つ（12）

と（13）を比較すると、（12）は「草を取れば生えてこない」のように通常予想される条

件関係が成り立たないことを表しており、「テモ」の「逆条件5」と呼ばれる意味を表す。

一方、（13）は「草を取ればなくなるはずなのに、いくら取っても生えてくる」、つまり

「草を取る→草が生えてくる」という事態が繰り返すことを表している。この（12）と（13）

は、（12）は「草を取ったがまた生えてきた」という一回的な事態を表しているのに対し、

（13）は「草を取ったがまた生えてきた」という事態が反復することを表している点で異

                                                   
3 蓮沼・有田・前田（2001）の用語に従う。蓮沼・有田・前田（2001）は、条件が変わっていても前に 

出てきた条件文と同じ結果になることを表す「テモ」を「条件の並列」と呼んでいる。例えば、以下の

例は既に述べられた条件文（「3 を二乗すれば 9 になる」）と条件が変わっているにもかかわらず同じ

結果になることを表す。 

（例）3 を二乗すれば 9 になる。－3 を二乗しても 9 になる。（蓮沼・有田・前田（2001：90）） 
4 ここでは（10）を「条件の並列」と考えるが、仮に（10）に「普通なら歩けば間に合わないと思われる 

かもしれないが」という文脈を付けると、「歩けば間に合わない」のように通常予想される条件関係を

否定する「逆条件」（「A の場合でも~A の場合でも同じ」）にもなる。この場合、（10）は「歩く場

合でも歩かない場合でも同じ」という解釈になる。 
5 蓮沼・有田・前田（2001）の用語に従う。蓮沼・有田・前田（2001）は、文脈の中に先に出てきた条 

件文の「条件－結果」の関係を否定することを表す「テモ」を「逆条件」と呼んでいる。例えば、以下

の例は先にある条件文（「水にぬれたらこわれる」）が成り立たないことを示している。 

（例）「このカメラは水にぬれたら、こわれてしまいますか」 

「いいえ、防水ですから、ぬれても、こわれません」（蓮沼・有田・前田（2001：88）） 
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なる。 

 

  （12）（草を取ればもう生えてこないはずなのに） 

草を取ってもまた生えてきた。（条件文の「テモ」：逆条件） 

（13）草を取っても取ってもまた生えてきた。（「V1 テモ V2 テモ」構文） 

 

このような違いから、「V1 テモ V2 テモ」には条件文の「テモ」から予想できない特徴

があると言える。従って、本研究では「V1 テモ V2 テモ」をいわゆる条件文の「テモ」と

は別に反復構文として捉えることにする。その上で、本研究では「例示用法」と「反復用

法」について①前件と後件の因果関係、②V1 と V2 の組み合わせの特徴という観点から、

各用法に違いがあることを示す。 

 

①前件と後件の因果関係 

「例示用法」には「テモ」の「条件の並列」を受け継ぐものもあれば「逆条件」を受け

継ぐものもある。例えば、（14）は後件の「時間に間に合う」が成立するために、「タク

シーで行く」や「歩いて行く」等の複数の条件が並立しているが、このうちの 2 つを取り

上げ、どちらでも後件が成立することを表す。一方、（15）の V1「タクシーで行く」は「タ

クシーで行けば当然間に合う」と解釈できるため「条件の並列」を受け継ぐものであり、

V2「タクシーで行かない」は「（普通タクシーで行かなければ間に合わないと思われるか

もしれないが）たとえタクシーで行かない場合であっても間に合う」という「逆条件」を

受け継ぐものでる。このように「条件の並列」と「逆条件」が一緒に並立した場合も、ど

ちらでも後件が成立することを表す。また、（16）はいずれも「草を取ればなくなる」「除

草剤をまけばなくなる」という通常予想される因果関係に反する「逆条件」を受け継ぐも

のである。このように「逆条件」が 2 つ並立した場合もどちらでも後件が成立することを

表す。 

これに対し、「反復用法」は（17）では「草を取れば生えてこない」、（18）では「食

べればお腹が満たされる」、（19）では「仕事をやれば終わる」という通常予想される因

果関係に反し、予想とは逆の事態が生じることを表す「逆条件」を受け継ぐものである。 

 

（14）タクシーで行っても歩いて行っても時間に間に合う。（例示用法） 
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（15）タクシーで行ってもタクシーで行かなくても時間に間に合う。（例示用法） 

（16）草を取っても除草剤をまいてもまた生えてくる。（例示用法） 

（17）草を取っても取ってもまた生えてくる。（反復用法） 

（18）食べても食べてもお腹が空く。（反復用法） 

（19）仕事をやってもやっても終わらない。（反復用法） 

 

以上のことから、「例示用法」では「テモ」の「条件の並列」と「逆条件」のいずれの

意味も受け継いでいるのに対し、「反復用法」では「逆条件」の意味しか受け継いでいな

いという点で異なっている。 

 

②V1 と V2 の特徴 

「例示用法」の V1 と V2 の組み合わせには、「タクシーで行く/歩いて行く」、「雨が降

る/雪が降る」のような同類関係が見られる。また、「晴れる/雨が降る」、「勝つ/負ける」

のように反義関係も見られるが、これも広い意味で同類関係と見なす。しかし、同類関係

であれば何でも V1 と V2 に来ることができるわけではない。例えば、（20）の「始まる/

終わる」は物事の開始と終了を指す点で反義関係にあるにもかかわらず、「V1 テモ V2 テ

モ」では使えない。このことから、この構文には V1 と V2 に一定の制約があることが分か

る。 

  

（20）*講演が始まっても終わっても寝ていた。 

 

これに対し、「反復用法」の V1 と V2 は同一動詞句であるため意味関係は言えない。こ

こで、V1（＝V2）に来る動詞を見ると、（21）の「食べる」、（22）の「行く」、（23）

の「拭く」のように一度動作・変化が止まっても、断続的に同じ動作・変化を続けること

ができるという特徴が見られる。 

 

（21）食べても食べても太らない。 

（22）この辺りは、行っても行っても民家が見えてこない。 

（23）猛暑のため、汗を拭っても拭っても額から噴き出してくる。 
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しかし、（24）の「座る」、（25）の「出る」、（26）の「入学する」のように一度動

作・変化が止まると、再び同じ主体による同じ動作・変化が不可能である動詞は使いにく

い。 

 

（24）*足をけがしているのでいすに座ったが、座っても座っても足が痛む。 

（25）*家の中が何か匂うので外に出たが、外に出ても出ても匂いがする。 

（26）*彼女は飽き症で、大学に入学しても入学しても、すぐ辞めてしまう。 

 

以上、同じ「V1 テモ＋後件」という形式を持つものでも「条件性の有無」および「反復

性の有無」という点で条件文の「テモ」と「V1 テモ V2 テモ」構文が区別され、同じ「V1

テモ V2 テモ」構文でも「前件と後件の因果関係」および「V1 と V2 の特徴」によって「例

示用法」と「反復用法」が区別されることを主張した。これら 3 つの違いを以下に示す。 

 

条件文の「テモ」 

  ・意味：譲歩の意味（ある 2 つの事態間の依存関係をいったん仮定し、それが必ずし 

も成り立たないことの述べる） 

          ①条件の並列（条件が変わっていても前に出てきた条件文と同じ結果になる

ことを表す） 

      ②逆条件（通常予想される条件関係が成り立たないことを表す） 

  ・事態の述べ方：仮定的で、一回的な事態として述べる 

 

「V1 テモ V2 テモ」構文 

  ・意味：「例示用法」→V1 の場合も V2 の場合も、意外にも（必ず・例外なく）後件 

が成立する 

「反復用法」→V1（＝V2）が成立するたびに、いつも予想に反する後件が成 

立する 

  ・事態の述べ方：「例示用法」→確定的な事態として述べる 

          「反復用法」→確定的で、反復的な事態として述べる 

  ・前件と後件の因果関係：「例示用法」→条件の並列、逆条件 

「反復用法」→逆条件 
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  ・V1 と V2 の特徴：「例示用法」→広い意味で同類関係 

「反復用法」→V1 と V2 は同一動詞句であるため意味関係は言え 

ない（前件と後件の間には反義関係が見られる）

※V1（＝V2）には「一度動作・変化が止まっても、

断続的に同じ動作・変化を続けることができる動

詞」が来る 

 

本研究では、上記に示した違いを示すために、構文文法の考え方とコーパスを利用して

「V1 テモ V2 テモ」構文を分析する。 

以下、5.2 節では条件文の「テモ」と「V1 テモ V2 テモ」構文の分類基準、および「V1

テモ V2 テモ」構文の「例示用法」と「反復用法」の分類基準を示す。 

5.3 節では本研究が対象とする「V1 テモ V2 テモ」構文を示す。 

5.4 節では条件文の「テモ」および「V1 テモ V2 テモ」構文の先行研究を概観し、問題点

を指摘するとともに本研究の立場を述べる。 

5.5 節ではコーパスから「V1 テモ V2 テモ」構文を抽出する手順を示す。 

5.6 節では「V1 テモ V2 テモ」構文の「例示用法」と「反復用法」に現れる V1 と V2 の

組み合わせの特徴を分析する。 

5.7 節では「V1 テモ V2 テモ」構文の「例示用法」と「反復用法」について、共通点と相

違点をまとめ、両者の意味的なつながりを示す。 

 

5.2 用例の分類基準 

 

本節では、①条件文の「テモ」と「V1 テモ V2 テモ」構文の分類基準、および②「V1 テ

モ V2 テモ」構文の「例示用法」と「反復用法」の分類基準を示す。 

まず、①条件文の「テモ」と「V1 テモ V2 テモ」構文の分類基準を説明する。5.1 節で述

べた通り、本研究では同じ「歩いて行っても時間に間に合う」という形式であっても、（27）

のように「たとえ歩いて行っても時間に間に合うだろう」と話し手の仮定世界として述べ

る場合は条件文の「テモ」とし、（28）のように「タクシーと徒歩のどちらでも必ず時間

に間に合う」と話し手が事態を確定的なものと認識して述べる場合は「V1 テモ V2 テモ」

構文とする。 
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（27）（タクシーで行けば、もちろん間に合うが） 

たとえ歩いて行っても時間に間に合う。        （条件文の「テモ」） 

（28）タクシーで行っても歩いて行っても時間に間に合う。 

（「V1 テモ V2 テモ」構文） 

 

次に、②「V1 テモ V2 テモ」構文の「例示用法」と「反復用法」の分類基準を説明する。

例えば、（29）は後件「時間に間に合う」が成立するのに「タクシーで行く」「バスで行

く」「自転車で行く」「歩いて行く」等の事態が考えられるが、そのうちの 2 つが例示さ

れている。同様に、（30）は後件「草が生えてくる」が成立するのに「何もしない」「草

を刈り取る」「草を取る」「除草剤をまく」等の事態が考えられるが、そのうちの 2 つが

例示されている。このような意味特徴により、（29）と（30）は「例示用法」とする。こ

れに対し、（31）は「草を取る→草が生えてくる」また「草を取る→草が生えてくる」と

いう前件と後件の反復的な成立を表している。同様に（32）は「食べる→お腹が空く」ま

た「食べる→お腹が空く」という事態が繰り返し生じていることを表している。このよう

な意味特徴により、（31）と（32）は「反復用法」とする。 

   

  （29）タクシーで行っても歩いて行っても時間に間に合う。（例示用法） 

（30）草を取っても除草剤をまいてもまた草が生えてくる。（例示用法） 

（31）草を取っても取ってもまた草が生えてくる。（反復用法） 

（32）食べても食べてもお腹がすく。（反復用法） 

 

上記のように意味的に分類された「例示用法」と「反復用法」は、V1 と V2 の異同とい

う点で特徴が見られる。「例示用法」の（29）と（30）は「タクシーで行く/歩いて行く」

「草を取る/除草剤をまく」のように V1 と V2 が（動詞句として）異なっている点で特徴的

である。一方、「反復用法」の（31）と（32）は「取る/取る」「食べる/食べる」のように

V1 と V2 が同一動詞句である点で特徴的である。 

以上に述べた分類基準と、それによって分類される用例を図 1 に示す。 
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             V1 と V2 が動詞句 ……①「例示用法」 

として異なる      例「タクシーで行っても歩いて 

行っても時間に間に合う」 

「草を取っても除草剤をまい 

「V1 テモ V2 テモ」構文                てもまた草が生えてくる」 

 

V1 と V2 が動詞句 ……②「反復用法」 

として同一       例「草を取っても取ってもまた 

草が生えてくる」 

                        「食べても食べてもお腹が空 

く」 

 

図 1「V1テモ V2テモ」構文における用法の分類基準 

 

5.3 考察の対象 

 

本研究で対象とする「V1 テモ V2 テモ」構文は、（35）～（41）に示すように動詞の連

用形に「テモ6」が付くものが 2 回繰り返し現れるものとする。この中には、（35）～（37）

のように V1 と V2 の動詞が異なるもの7、（38）と（39）のように動詞は同一で直前の修

飾要素が異なるもの、（40）と（41）のように同一動詞が反復するものがある。 

 

（35）美味しいものを食べても映画を見てもストレス解消ができない。 

（36）勝っても負けても悔いはない。 

（37）この保険には加入しても加入しなくてもいい。 

（38）ご飯を食べてもパンを食べても、お腹がすく。 

（39）右を見ても左を見ても、困難な問題ばかりだ。 

（40）食べても食べても、お腹がすく。 

                                                   
6 以下のように、「テモ」の話し言葉の表現「タッテ」が現れるものも対象とする。 

（例）彼が行ったって行かなくたって、送別会には行くつもりだ。 
7 （36）の「加入する」と「加入しない」は「加入する」という同一動詞の肯定形と否定形であるが、こ

こでは異なる動詞句として扱う。 
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（41）拭いても拭いても涙が溢れる。 

 

ただし、（42）や（43）のような例は、補助動詞「ている」「てもらう」に「モ」が付

いたものであり、譲歩の「テモ」を表すものではないため考察の対象から外す。 

 

（42）別に怒っても恨んでもいない。 

（43）大変な時に、手伝っても声をかけてももらえなかった。 

 

5.4 先行研究 

 

本節では「V1 テモ V2 テモ」文の先行研究の概要と問題点を指摘するととともに、本研

究の立場について述べる。5.4.1 節では Fujii（1994）及び藤井（2002）、5.4.2 節では蓮沼・

有田・前田（2001）、5.4.3 節では野呂（2010）を取り上げる。 

 

5.4.1  Fujii（1994）、藤井（2002） 

 

Fujii（1994）および藤井（2002）は「V1 テモ V2 テモ」を V1 と V2 に現れる動詞の異

同によって 2 つに分類し、動詞が異なる場合を「選択並列性譲歩条件構文（Alternative 

Concessive Conditional Construction）8」（本研究で言う「例示用法」）、動詞が同じ場

合を「反復性譲歩条件構文（Reduplicative Concessive Conditional Construction）9」（本

研究で言う「反復用法」）としている。また、「選択並列性譲歩条件構文」については、

V1 と V2 に現れる動詞の意味関係について、（44）の「攻める」と「守る」のように反義

関係にある組み合わせや、（45）の「電話をする」と「手紙を出す」のように「連絡を取

る」という手段において同類関係にある組み合わせや、（46）の「お化粧をする」と「お

化粧をしない」のように同一動詞の肯定形と否定形の組み合わせが来るという特徴がある

                                                   
8 藤井（2002:271-272）は「選択並列性譲歩条件構文」を「選択条件のどちらもが同一の帰結に結びつ 

くことにより生じる非条件性」を表すとしている。この「選択並列性譲歩条件構文」には「両極選択並

列性譲歩条件構文」（＝（33））と「累加選択並列性譲歩条件構文」（＝（34）という下位分類があり、

前者は「同一の帰結に結びつく両極(P と~P)を提示することにより生じる非条件性」、後者は「同一の

帰結に結びつく典型的な複数条件 p1、p2、(p3、p4…)を累加提示することにより生じる非条件性」を表

すとしている。 
9 藤井（2002:272）は「反復性譲歩条件構文」について「何度も反復される事態、またはいつまでも継 

続する事態が、常に同一の帰結に結びつくことにより生じる非条件性」を表すとしている。 
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ことを指摘している。これに対し、（47）のような「反復性譲歩条件構文」に現れる V1（＝

V2）の意味的特徴については言及されていない。 

 

  （44）攻めても守っても彼はやっぱりうちのナンバーワンだ。  （藤井（2002:272）） 

  （45）電話をしても手紙を出してもちっとも相手にしてくれない。（藤井（2002:272）） 

  （46）お化粧してもしなくてもどうせ同じなんだから…。    （藤井（2002:271）） 

  （47）待っても待っても小野さんはとうとう現われなかった。  （藤井（2002:272）） 

 

本研究では Fujii（1994）、藤井（2002）が指摘した「V1 テモ V2（＝V1）テモ」の V1

と V2 の意味関係について組み合わせについて注目し、具体的にどのような同類関係・反義

関係を表す組み合わせが来るのかを調査し、高頻度に現れる V1 と V2 の組み合わせの意味

的特徴から「V1 テモ V2（＝V1）テモ」の構文的意味を検討する。 

 

5.4.2 蓮沼・有田・前田（2001） 

 

蓮沼・有田・前田（2001）は条件文の「テモ」の意味について分析している。また、「テ

モ」の中には「V1 テモ V2 テモ」となる場合があることを指摘している。蓮沼・有田・前

田（2001）は、「テモ」は予想されることが起こらないことを表す逆接条件であるとし、

「テモ」には主に（48）のように文脈の中で先に出てきた条件文（「水にぬれたら壊れる」）

を否定する「逆条件」と、（49）のように既に述べられた条件文（「3 を二乗すれば 9 にな

る」）と条件が変わっているにもかかわらず同じ結果になることを述べる「条件の並列」

の大きく 2 つがあるとしている10。 

  

（48）「このカメラは水にぬれたら、こわれてしまいますか」 

「いいえ、防水ですから、ぬれても、こわれません」 

（蓮沼・有田・前田（2001：88）） 

                                                   
10 蓮沼・有田・前田（2001）では、「X テモ Y」にはこの他にも（ⅰ）のように X が疑問語と共起し「X 

に様々な場合があり、その全ての場合に Y が成立することを表すもの、（ⅱ）のように反事実的条件文

を表すもの、（ⅲ）のように事実的条件文を表すものもあるとしている。 

 （ⅰ）この問題は難しいから、だれに聞いても、分からないだろう。（蓮沼・有田・前田（2001：95）） 

（ⅱ）たとえ両親に反対されても、私は彼女と結婚しただろう。  （蓮沼・有田・前田（2001：95）） 

（ⅲ）このカメラは水にぬれても、こわれませんでした。     （蓮沼・有田・前田（2001：95）） 
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（49）3 を二乗すれば 9 になる。－3 を二乗しても 9 になる。 

（蓮沼・有田・前田（2001：90）） 

 

このうち、（49）のような「条件の並列」を表す場合は（50）のように前の条件文（「3

を二乗すれば 9 になる」）も「テモ」で表すことができるとしている。この条件を並べる

表現には（51）のように条件が肯定・否定の関係にある場合や、（52）のように同じ条件

を繰り返す場合もあるとしている。 

 

（50）3 を二乗しても、－3 を二乗しても 9 になる。 

（蓮沼・有田・前田（2001：91）） 

（51）食べても食べなくてもすぐ太ってしまう。（蓮沼・有田・前田（2001：91）） 

（52）食べても食べても太らない。      （蓮沼・有田・前田（2001：91）） 

 

このように、蓮沼・有田・前田（2001）は条件文の「テモ」の「条件の並列」は「V1 テ

モ V2 テモ」という形に連続的に続くものとして示されている。この「V1 テモ V2 テモ」

という形の意味については、（51）の「肯定/否定」パターンは「どちらにしても・かなら

ず」という意味を表すとし、（52）の同じ条件のパターンは「慣用的な強調表現となる」

としている。しかし、（50）については（49）と互換性があることのみを指摘し、両者の

意味の違いについては述べられていない。また、同じ条件を繰り返す（52）のような「テ

モ」は、通常予想される「食べたら太る」という条件文を否定する「食べても太らない」

という「逆条件」の「テモ」であり、それが 2 回繰り返す点で（50）や（51）の「V1 テモ

V2 テモ」とは大きく異なる特徴を持つと考えられる。 

本研究では単独の「テモ」の意味（「逆条件」と「条件の並列」）と「V1 テモ V2 テモ」

という形式は、関連性を持ちながらも意味的に異なるものとし、単独の「テモ」と「V1 テ

モ V2 テモ」という形式の意味の違いを分析する。また、「V1 テモ V2 テモ」にある 2 つ

のタイプの意味の違いを V1 と V2 の組み合わせの観点から分析する。 

 

5.4.3 野呂（2010） 

 

野呂（2010）は「V1 テモ V2 テモ」という形式について、同一動詞が反復する「V1 テ
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モ V2（＝V1）テモ」（本研究で言う「反復用法」）を対象11として分析し、以下の 3 点を

指摘している。 

 

①反復される条件は、条件関係の否定（逆条件）である（前件と後件の因果関係） 

②V1（＝V2）には動作性述語のみ現れる（動詞の制限） 

③事態が相当時間にわたって継続または何度も反復したにもかかわらず、予想され 

る結果が一度も生じないことを表す（事態の反復性） 

 

ここで、野呂（2010）の主張する上①前件と後件の因果関係、②動詞の制限、③事態の

反復性について、本研究との考えの違いを示す。まず、①前件と後件の因果関係について、

「V1 テモ V2（＝V1）テモ」構文には「逆条件」を表す「テモ」の意味が継承されている

という点は本研究も同じ考えである。ただし、同じ「逆条件」であっても（53b）のように

後件が事態の継続を表す場合は言えるのに対し、（54b）のように後件が事態の継続を表さ

ない場合は言えないという違いがある。この点については野呂（2010）では指摘されてい

ないが、本研究では「V1 テモ V2 テモ」構文の「例示用法」と「反復用法」を区別する際

の重要な特徴として指摘しておきたいと考える。 

 

（53）a.  草を取ってもまた生えてくる。 

b.  草を取っても取ってもまた生えてくる。 

（54）a.  このカメラは防水なので、ぬれても壊れない。 

b. *このカメラは防水なので、ぬれてもぬれても壊れない。 

 

次に、②動詞の制限についてであるが、この点については多くのデータを観察するこ

とによって、さらに具体的な特徴をつかむことができると考える。例えば、本研究がコー

パスから抽出した V1（＝V2）を見てみると、確かに「食べても食べても」や「投げても投

げても」といった動作性動詞が現れる。野呂（2010）では動作性動詞の定義はされていな

いが、「V ても V ても」構文の例には「食べる」「投げる」「積む」「待つ」「考える」

「勉強する」「頑張る」「走る」等の動詞が使われている。しかし、動作性動詞であって

も（55）の「座っても座っても」のように一度動作・変化が完了したら断続的に動作・変

                                                   
11 野呂（2010）では本研究で言う「例示用法」は考察の対象となっていない。 
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化が不可能な動詞は使えない。 

  

（55）*けがをした足が痛むのでいすに座ったが、座っても座っても足が痛む。（＝（24）） 

 

このことから、「V ても V ても」に現れる動詞は「動作性動詞」であることが重要なの

ではなく、「一度動作・変化が止まっても断続的に動作・変化が可能である」という「断

続性」の性質を持つことが重要であると考える。 

最後に、③事態の反復性について、「事態が相当時間にわたって継続または何度も反復

したにもかかわらず、予想される結果が一度も生じないことを表す」という点は本研究も

同じ考えである。これに加え、「継続または何度も反復」という点については、先に述べ

た「一度動作・変化が終わっても断続的に動作・変化が可能な動詞」という動詞の制限の

特徴を踏まえると、「断続的に継続または反復」とした方がよいと考える。 

 

5.4.4 先行研究のまとめ 

 

以上のように、先行研究では条件文の「テモ」について、前件と後件の因果関係の視点

から分析され、「テモ」には「条件の並列」を表す場合と「逆条件」を表す場合があること

が分かっている。これに対し、「V1 テモ V2 テモ」構文については、単独の「テモ」の「条

件の並列」の意味からつながるものであることは示されているが、両者の意味の違いにつ

いては論じられていない。そこで、本研究では単独の「テモ」と「V1 テモ V2 テモ」構文

のつながりを明らかにするとともに、「V1 テモ V2 テモ」構文にある「例示用法」と「反復

用法」の特徴を前件と後件の因果関係の視点および V1 と V2 の制限の視点から、両者の違

いを明らかにする。 

次節では「例示用法」と「反復用法」の V1 と V2 の特徴の違いを見るため、コーパスを

使って各用法における V1 と V2 の組み合わせの調査を行う。 

 

5.5 コーパスからのデータ抽出 

 

本研究では、第 1 章で論じたように、多くの実例の中から可視的に確認可能な事実を基

に、各用法の違いを明らかにしていく手法をとる。本節では「V1 テモ V2 テモ」構文の V1
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とV2に来る動詞の組み合わせの特徴をつかむために、BCCWJをコーパスとして使用する。 

本節では、コーパスから「V1 テモ V2 テモ」という形式を含む文を抽出する方法につい

て、以下の【１】～【７】の手順に従って行うことを述べる。BCCWJ では、1 つ 1 つの語

に形態論情報が付与されている。例えば、「煮ても焼いても」は、以下のように 6 語に分

解され、それぞれに形態論情報が付いている。 

 

<L_煮る_煮-動詞-一般><L_て_て-助詞-接続助詞><L_も_も-助詞-係助詞><L_焼く_焼 

い-動詞-一般><L_て_て-助詞-接続助詞><L_も_も-助詞-係助詞> 

 

ここで抽出したい「V1＋テモ＋V2＋テモ」というパターンのうち、「テ」と「モ」は固

定しているが、V1 と V2 にはどのような動詞が来てもいい。そのため、「テ」と「モ」は

語彙素と品詞情報を固定し、V1 と V2 部分は品詞だけを固定する。加えて、動詞は「食べ

られても」のように助動詞が続いているものも取り出したいため、動詞に助動詞が付かな

いものから動詞に助動詞が 3 つ付くもの12まで取り出せるように、正規表現を使ってパター

ンを指定する。 

 

【１】BCCWJ を検索しやすく加工したファイル13を 1 つにまとめたもの（以下、ALL.txt

とする）に対し、次のような Perl のスクリプトを使って「動詞（＋助動詞）＋テ＋モ」が

現れる文を取り出す。抽出する文字列の指定には正規表現を使う。こうやって抽出された

「動詞（＋助動詞）＋テ＋モ」を temo.txt として保存する。 

 

perl -ne ‘if(/<L_[^_]+_[^-]+?-動詞[^>]+?>(<L_[^_]+_[^-]+?-助動詞>){0,3}<L_て 

_[^-]+?-助詞-接続助詞><L_も_[^-]+?-助詞-係助詞>/){print;}’ALL.txt > temo.txt 

 

この結果、temo.txt には以下のような「動詞（＋助動詞）＋テ＋モ」が保存される。 

 

<L_新鮮_新鮮-形状詞-一般><L_だ_な-助動詞><L_鰤_ぶり-名詞-普通名詞-一般><L_は 

_は-助詞-係助詞><L_生_生-形状詞-一般><L_で_で-助詞-格助詞><L_味わう_味わう-動

                                                   
12 第 4 章 4.5 節注 9 参照。 
13 第 3 章 3.3.2 節参照。 
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詞-一般><L_他_ほか-名詞-普通名詞-一般><L_、_、-補助記号-読点><L_煮る_煮-動詞-

一般><L_て_て-助詞-接続助詞><L_も_も-助詞-係助詞><L_焼く_焼い-動詞-一般><L_

て_て-助詞-接続助詞><L_も_も-助詞-係助詞><L_美味しい_おいしい-形容詞-一般

><L_物_もの-名詞-普通名詞-一般><L_です_です-助動詞><L_。_。-補助記号-句点> 

（→新鮮なぶりは生で味わうほか、煮ても焼いてもおいしいものです。） 

 

【２】次に、【１】の検索方法では検索できない例（①「あってもなくても」、②「信じ

てくれてもくれなくてもいい」、③「きれいなものを着たってお化粧をしたって」、④「～

にしても～にしても」「～としても～としても」）については、次のような検索方法で検

索する。 

まず、①「あってもなくても」について、動詞の否定形（例：食べなくても、食べられ

なくても、食べさせられなくても等）は上記【１】の検索で抽出できるが、動詞「ある」

の否定形「ない」は BCCWJ の形態素解析辞書では形容詞とされているため検索できない。

そこで、次のような Perl のスクリプトを使って、「形容詞「ない」＋テ＋モ」が現れる文

を取り出す。こうやって抽出された「形容詞「ない」＋テ＋モ」を nakutemo.txt として保

存する。 

 

perl –ne ‘if(/<L_ない+_[^-]+?-形容詞[^>]+?><L_て_[^-]+?-助詞-接続助詞><L_も 

_[^-]+?-助詞-係助詞>/){print;}’ALL.txt > nakutemo.txt 

 

この結果、nakutemo.txt には以下のような「形容詞「ない」＋テ＋モ」が保存される。 

 

<L_恋愛経験_恋愛経験-名詞-普通名詞-一般><L_有る_あっ-動詞-一般><L_て_て-助詞- 

接続助詞><L_も_も-助詞-係助詞><L_無い_無く-形容詞-一般><L_て_て-助詞-接続助

詞><L_も_も-助詞-係助詞><L_個々_個々-名詞-普通名詞-一般><L_の_の-助詞-格助詞

><L_恋愛観_恋愛観-名詞-普通名詞-一般><L_は_は-助詞-係助詞><L_様々_様々-副詞

><L_有る_ある-動詞-一般><L_と_と-助詞-格助詞><L_思う_思い-動詞-一般><L_ます

_ます-助動詞><L_。_。-補助記号-句点> 

（→恋愛経験あっても無くても個々の恋愛観は様々あると思います） 
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次に②「信じてくれてもくれなくてもいい」について、「信じてくれてもくれなくても

いい」の「てもいい」は、BCCWJ の長単位では助動詞相当句 1 つにまとめられているた

め、「テ」と「モ」を分けた上記【１】の検索方法では抽出されない。そこで、次のよう

な Perl のスクリプトを使って、「動詞（＋助動詞）＋テモイイ」が現れる文を取り出す。

こうやって抽出された「動詞（＋助動詞）＋テモイイ」を temoii.txt として保存する。 

 

perl –ne ‘if(/<L_[^_]+_[^-]+?-動詞[^>]+?>(<L_[^_]+_[^-]+?-助動詞>){0,3}<L_てもい 

い_[^-]+?-助動詞>/){print;}’ ALL.txt > temoii.txt 

 

この結果、temoii.txt には以下のような「動詞（＋助動詞）＋テモイイ」が保存される。 

 

<L_信ずる_信じ-動詞-一般><L_てくれる_てくれ-助動詞><L_て_て-助詞-接続助詞 

><L_も_も-助詞-係助詞><L_呉れる_くれ-動詞-一般><L_ない_なく-助動詞><L_ても

いい_てもいい-助動詞><L_けれど_けど-助詞-接続助詞><L_、_、-補助記号-読点><L_

今朝_今朝-副詞><L_、_、-補助記号-読点><L_僕_ぼく-代名詞><L_は_は-助詞-係助詞

><L_、_、-補助記号-読点><L_こんな_こんな-連体詞><L_天気_天気-名詞-普通名詞-一

般><L_に_に-助詞-格助詞><L_成る_なる-動詞-一般><L_と_と-助詞-格助詞><L_思う

_思わ-動詞-一般><L_ない_なかっ-助動詞><L_た_た-助動詞><L_。_。-補助記号-句点> 

（→信じてくれてもくれなくてもいいけど、今朝、ぼくは、こんな天気になると思わ 

なかった） 

 

次に③「きれいなものを着たってお化粧をしたって」について、「テモ」の縮約形であ

る「タッテ」は接続助詞「タッテ」として 1 語で扱われているため、上記【１】検索方法

では検索されない。そこで、次のような Perl のスクリプトを使って、「動詞（＋助動詞）

＋タッテ」が現れる文を取り出す。こうやって抽出された「動詞（＋助動詞）＋タッテ」

を tatte.txt として保存する。 

 

perl –ne ‘if(/<L_[^_]+_[^-]+?-動詞[^>]+?>(<L_[^_]+_[^-]+?-助動詞>){0,3}<L_たって 

_[^-]+?-助詞-接続助詞>/){print;}’ ALL.txt > tatte.txt 
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この結果、tatte.txt には以下のような「動詞（＋助動詞）＋タッテ」が保存される。 

 

<L_ _ -空白><L_どんな_どんな-形状詞-一般><L_だ_に-助動詞><L_奇麗_きれい- 

形状詞-一般><L_だ_な-助動詞><L_物_もの-名詞-普通名詞-一般><L_を_を-助詞-格助

詞><L_着る_着-動詞-一般><L_たって_たって-助詞-接続助詞><L_、_、-補助記号-読点

><L_どんな_どんな-形状詞-一般><L_だ_に-助動詞><L_素敵_素敵-形状詞-一般><L_

だ_な-助動詞><L_御化粧_お化粧-名詞-普通名詞-一般><L_を_を-助詞-格助詞><L_す

る_し-動詞-一般><L_たって_たって-助詞-接続助詞><L_、_、-補助記号-読点><L_其の

_その-連体詞><L_化粧_化粧-名詞-普通名詞-一般><L_と_と-助詞-格助詞><L_御洋服_

お洋服-名詞-普通名詞-一般><L_を_を-助詞-格助詞><L_取る_取れ-動詞-一般><L_ば_

ば-助詞-接続助詞><L_年以上_歳以上-名詞-普通名詞-一般><L_。_。-補助記号-句点> 

（→どんなにきれいなものを着たって、どんなに素敵なお化粧をしたって、その化粧 

とお洋服を取れば歳以上） 

 

最後に④「～にしても～にしても」「～としても～としても」について、「にしても」

と「としても」は、BCCWJ の長単位では助詞相当句として 1 つにまとめられているため、

上記【１】検索方法では検索されない。そこで、次のような Perl のスクリプトを使って、

「（ニ・ト）シテモ」が現れる文を取り出す。こうやって抽出された「（ニ・ト）シテモ」

を ni_toshimemo.txt として保存する。 

 

perl –ne ‘if(/<L_[にと]しても_[^-]+?-助詞[^>]+?>/){print;}’All.txt >  

ni_toshimemo.txt 

 

この結果、ni_toshitemo.txt には以下のような「（ニ・ト）シテモ」が保存される。 

 

<L_失業_失業-名詞-普通名詞-一般><L_にしても_にしても-助詞-接続助詞><L_離婚_ 

離婚-名詞-普通名詞-一般><L_にしても_にしても-助詞-接続助詞><L_、_、-補助記号-

読点><L_昔_昔-名詞-普通名詞-一般><L_の_の-助詞-格助詞><L_方_ほう-名詞-普通名

詞-一般><L_が_が-助詞-格助詞><L_今_今-名詞-普通名詞-一般><L_より_より-助詞-格

助詞><L_は_は-助詞-係助詞><L_ずっと_ずっと-副詞><L_厳しい_厳しかっ-形容詞-一
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般><L_た_た-助動詞><L_に違いない_に違いない-助動詞><L_が_が-助詞-接続助詞> 

（→失業にしても離婚にしても、昔のほうが今よりはずっと厳しかったに違いないが） 

 

<L_時代_時代-名詞-普通名詞-一般><L_の_の-助詞-格助詞><L_経過_経過-名詞-普通名 

詞-一般><L_と_と-助詞-格助詞><L_共_とも-名詞-普通名詞-一般><L_に_に-助詞-格助

詞><L_現実的価値_現実的価値-名詞-普通名詞-一般><L_は_は-助詞-係助詞><L_変わ

る_変わっ-動詞-一般><L_た_た-助動詞><L_としても_としても-助詞-接続助詞><L_、_、

-補助記号-読点><L_又_また-接続詞><L_、_、-補助記号-読点><L_期する_期せ-動詞-

一般><L_ず_ず-助動詞><L_する_し-動詞-一般><L_て_て-助詞-接続助詞><L_其の_そ

の-連体詞><L_物_もの-名詞-普通名詞-一般><L_が_が-助詞-格助詞><L_損なう_損な

わ-動詞-一般><L_れる_れ-助動詞><L_たり_たり-助詞-副助詞><L_消滅する_消滅し-

動詞-一般><L_た_た-助動詞><L_としても_としても-助詞-接続助詞><L_、_、-補助記

号-読点><L_歴史的・文化的評価_歴史的・文化的評価-名詞-普通名詞-一般><L_は_は-

助詞-係助詞><L_不変不動_不変不動-名詞-普通名詞-一般><L_である_である-助動詞

><L_。_。-補助記号-句点> 

（→時代の経過とともに現実的価値は変わったとしても、また、期せずしてそのもの 

が損なわれたり消滅したとしても、歴史的・文化的評価は不変不動である） 

 

【３】次に、サクラエディタの文字列の置換機能を使って、temo.txt の「動詞（＋助動詞）

＋テ＋モ」の前後にタブを入れる。これは後で Excel で用例を見る際に、「動詞（＋助動

詞）テモ」の箇所でセルが分けられているとデータが見やすいため、その前作業として行

うものである。 

 

（例）「動詞＋テ＋モ」の場合 

置換前  <L_[^_]+_[^-]+?-動詞[^>]+?><L_[^_]+_[^-]+?-助動詞><L_て_[^-]+?-助詞- 

接続助詞><L_も_[^-]+?-助詞-係助詞> 

置換後  ∖t$&∖t 

 

その結果、以下のようになる。（ここでは、タブを∖t で記す。）このファイルを temo.tab

として保存する。 
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<L_新鮮_新鮮-形状詞-一般><L_だ_な-助動詞><L_鰤_ぶり-名詞-普通名詞-一般><L_は 

_は-助詞-係助詞><L_生_生-形状詞-一般><L_で_で-助詞-格助詞><L_味わう_味わう-動

詞-一般><L_他_ほか-名詞-普通名詞-一般><L_、_、-補助記号-読点>∖t<L_煮る_煮-動詞

-一般><L_て_て-助詞-接続助詞><L_も_も-助詞-係助詞>∖t∖t<L_焼く_焼い-動詞-一般

><L_て_て-助詞-接続助詞><L_も_も-助詞-係助詞>∖t<L_美味しい_おいしい-形容詞-

一般><L_物_もの-名詞-普通名詞-一般><L_です_です-助動詞><L_。_。-補助記号-句点

> 

 

nakutemo.txt、temoii.txt、tatte.txt、ni_toshitemo.txt も同様に加工し、nakutemo.tab、

temoii.tab、tatte.tab、ni_toshitemo.tab として保存する。 

 

【４】次に、【３】の temo.tab、nakutemo.tab、temoii.tab、tatte.tab、ni_toshitemo.tab

をそれぞれ Excel で開き、nakutemo.tab、temoii.tab、tatte.tab、ni_toshitemo.tab を

temo.tab のファイルにコピー&ペーストし、1 つのファイルにする。これを temo.all1 とす

る。このファイルを Excel で開くと、タブ（∖t）でセルが区切られているため、以下のよう

に表示される。A 列が「文頭～V1 テモの直前」、B 列が「V1 テモ」、C 列が「V1 テモ～

V2 テモの間」、D 列が「V2 テモ」、E 列が「V2 テモ以降～文末」である。 

 

 

【４】次に temo.all1 から「V1 テモ V2 テモ」のように「動詞（＋助動詞）＋テモ」が 2

回繰り返すパターン（つまり、上記の例のように１文が A 列～E 列の 5 セルに分かれてい

A B C D E

<L_新鮮_新鮮-形状
詞-一般><L_だ_な-
助動詞><L_鰤_ぶり-
名詞-普通名詞-一
般><L_は_は-助詞-
係助詞><L_生_生-
形状詞-一般><L_で
_で-助詞-格助詞
><L_味わう_味わう-
動詞-一般><L_他_
ほか-名詞-普通名
詞-一般><L_、_、-
補助記号-読点>

<L_煮る_煮-動詞-
一般><L_て_て-助
詞-接続助詞><L_も
_も-助詞-係助詞>

<L_焼く_焼い-動詞-
一般><L_て_て-助
詞-接続助詞><L_も
_も-助詞-係助詞>

<L_美味しい_おいし
い-形容詞-一般
><L_物_もの-名詞-
普通名詞-一般><L_
です_です-助動詞
><L_。_。-補助記号
-句点>
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るもの）のみを抽出し、「動詞（＋助動詞）＋テモ」が 1 回しかない例や、「動詞（＋助

動詞）＋テモ」が 3 回以上現れる例を除外する。 

例えば、「動詞（＋助動詞）＋テモ」が 1 回だけ現れる文は、以下のように A～C 列の 3

セルに分かれている。従って、その次の D 列で並び替えを行い D 列が「空白」（データな

し）となっている文は除外する。 

 

また、例えば「動詞（＋助動詞）＋テモ」が 3 回現れる文は、以下のように A～G 列の 7

セルに分かれている。従って、その次の H 列で並び替えを行い、H 列にもデータが入って

いる文は除外する。 

 

このファイルを temo.all2 として保存する。 

 

【６】再度、サクラエディタで temo.all2 を開く。ここで、例文を見やすくするために、形

態論情報を消したファイルを作る。そのために、置換機能を使って以下のように置換し、

結果を temo.all3 として保存する。 

 

置換前  <L_[^>]+_([^>-]+)?-[^>]+?> 

置換後  $1 

A B C

<L_其の_その-連体
詞><L_侭_まま-名詞
-普通名詞-一般
><L_飲む_飲む-動
詞-一般><L_他_ほ
か-名詞-普通名詞
-一般><L_、_、-補
助記号-読点><L_焼
酎_焼酎-名詞-普通
名詞-一般><L_など_
など-助詞-副助詞
><L_で_で-助詞-格
助詞>

<L_割る_割っ-動詞-
一般><L_て_て-助
詞-接続助詞><L_も
_も-助詞-係助詞>

<L_美味しい_おいし
い-形容詞-一般
><L_のです_んです-
助動詞><L_よ_よ-助
詞-終助詞><L_」_」-
補助記号-括弧閉>

A B C D E F G

<L_　_　-空白><L_大
人_大人-名詞-普通
名詞-一般><L_に_
に-助詞-格助詞>

<L_成る_なっ-動詞-
一般><L_て_て-助
詞-接続助詞><L_も
_も-助詞-係助詞>

<L_、_、-補助記号-
読点><L_御母さん_
おかあさん-名詞-
普通名詞-一般><L_
に_に-助詞-格助詞
>

<L_成る_なっ-動詞-
一般><L_て_て-助
詞-接続助詞><L_も
_も-助詞-係助詞>

<L_、_、-補助記号-
読点><L_御ばあ
ちゃん_おばあちゃん
-名詞-普通名詞-
一般><L_に_に-助
詞-格助詞>

<L_成る_なっ-動
詞-一般><L_て_
て-助詞-接続助
詞><L_も_も-助詞
-係助詞>

<L_「_「-補助
記号-括弧開
><L_飛び込む_
飛び込む-動
詞-一般><L_
勇気_勇気-名
詞-普通名詞-
一般><L_」_」-
補助記号-括
弧閉><L_を_を
-助詞-格助詞
><L_持つ_持ち
-動詞-一般
><L_たい_たい
-助動詞><L_。
_。-補助記号-
句点>
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【７】temo.all3 を Excel で開くと、以下のようになる。 

 

 

このようにして、以下に示すような「V1 テモ V2 テモ」が抽出される。 

 

・押しても引いても駄目だから、ついにあきらめ、馬上でアブミ革の長さを元へ戻し 

た。                                 .（書籍） 

・泣いても泣いても涙が溢れてきて・・（Ｔ．Ｔ）         （Yahoo!ブログ） 

・優しくされても、そばにいてくれても、今までは不安だった。       （書籍） 

・長い目でみると、合併してもしなくても、ほとんどの自治体が頼りにしている交付 

税は減っていく。                           （書籍） 

・恋愛経験あっても無くても個々の恋愛観は様々あると思います。  （Yahoo!知恵袋） 

・信じてくれてもくれなくてもいいけど、今朝、ぼくは、こんな天気になると思わな 

かった。                               （書籍） 

・どんなにきれいなものを着たって、どんなに素敵なお化粧をしたって、その化粧と 

お洋服を取れば歳以上。                        （書籍） 

 

しかし、この temo.all3 の中には、以下のような不要例（①V1 と V2 が文節を超えて現

れるもの、②V1 と V2 が同じ後件と結び付かないもの、③補助動詞「ている」の強調、④

複合辞14、⑤形容詞＋「過ぎる」15）といった反復構文の「V1 テモ V2 テモ」とは異なるも

のも含まれている。そのため、これらの不要例は１つ１つ目視で確認して取り除く。この

ファイルを temo.all4 として保存する。 

                                                   
14 複合辞（「～において」「～に関して」「～に対して」「～にあって」「～について」等）に「モ」が 

付いたものは、BCCWJ の長単位では「～において＋も」のように複合辞と「モ」に分けられている。

そのため、本研究の検索方法（接続助詞「て」と係助詞「も」に分けて抽出する方法）ではこれらは抽

出されない。しかし、「他方におきましても」のように「～において」が丁寧形になっている形は抽出

された。これはおそらく、「～におきまして」が「～において」のレンマとして認定されておらず、そ

のため誤って抽出されてしまったと考えられる。このような例は目視で取り除いた。 
15 この場合は動詞ではなく形容詞と見なして除外した。 

A B C D E

新鮮なぶりは生で
味わうほか、

煮ても 焼いても おいしいものです。
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不要例①（V1 と V2 が文節を超えて現れるもの） 

・このように、将来的には結婚しようと考える反面、今すぐに結婚しなくても構わな 

いという意識や、結婚しなくても満足のいく生活ができるという意識の高まりがみら 

れる。                                （白書） 

 

不要例②（V1 と V2 が同じ後件と結び付かないもの） 

・しかし、つい最近の人間ドッグも、異常はなく、今回のことが気になり、かかりつけ 

の医師に相談しても、疲れたり、風邪をひいたりしても、こういう症状は出るし、さ

ほど気にすることはないと言われました。            （Yahoo!知恵袋） 

・こうした結果から見ても、男の大半は、一見、自信あり気で威張っていても、究極の 

ところ、妻を頼り（あるいはアテにしているのかな）にし、心の寄りどころとしてい

ることが分かる。                           （書籍） 

 

不要例③（補助動詞「ている」の強調） 

・笑っても怒ってもいない、柔和な無表情。                （書籍） 

 

不要例④（複合辞） 

・しかしながら、他方におきましても、少年事件に関しましても社会の高い関心を集め 

る事件では情報をできるだけ開示してほしいと要請があるわけでございまして（省略）

（国会会議録） 

 

不要例⑤（形容詞＋「過ぎる」） 

・湿度は，高すぎても低すぎても影響がある。              （教科書） 

 

この temo.all4 を基に「V1 テモ V2 テモ」構文を「例示用法」と「反復用法」の 2 つに

分類する。その上で、次節ではそれぞれの用法が生起可能な環境の違いを見て行く。 
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5.6 「V1テモ V2テモ」構文における V1と V2の特徴 

 

本節では、「V1 テモ V2 テモ」構文の「例示用法」と｢反復用法」の生起可能な環境の違

いを明らかにするため、各用法の V1 と V2 の意味的特徴、および V1 と V2 の提示順序に

ついて詳細に見る。以下、5.6.1 節では「例示用法」、5.6.2 節では「反復用法」について述

べる。 

 

5.6.1 「例示用法」  

5.6.1.1 V1と V2の特徴 

 

本節では「例示用法」の V1 と V2 の組み合わせについて、実例を示しながら特徴を指摘

していく。まず、コーパス調査の結果の上位 10 位までの組み合わせを表 1 に示す。 

 

表 1 「例示用法」の V1と V2の組み合わせ（上位 10位） 

順位 V1 テモ / V2 テモ（出現数） 

1 

2 

3 

4 

 

6 

7 

8 

9 

10  

居ても / 立っても（116） 

有っても / 無くても（55） 

居ても / 居なくても（33） 

明けても / 暮れても（28） 

寝ても / 覚めても（28） 

勝っても / 負けても（24） 

煮ても / 焼いても（18） 

泣いても / 笑っても（14） 

痩せても / 枯れても（13） 

押しても / 引いても（7） 

 

上記に示すように「例示用法」に現れる V1 と V2 には、「居ても立っても」「有っても

無くても」「居ても居なくても」「明けても暮れても」「寝ても覚めても」のような反義

関係にある組み合わせが多く見られる。例えば、（56）は「一度あることが気になると、

その場に座っていることも立っていることもできない」ということを表し、V1「居る」の
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場合も V2「立つ」の場合もどちらの場合も例外なく「できない」ということを述べている。

同様に、（57）は「恋愛経験の有無によらず、個々の恋愛観は様々ある」、（58）は「私

の存在に関係なく、この人の人生は変わらないと思う」、（59）は「朝になろうが夜にな

ろうが関係なく、勉強に没頭した」、（60）は「眠っている時も目覚めた時も、炊いたご

飯を売ることばかり考え続けた」、（61）は「勝った場合も負けた場合も、相手に敬意を

示したい」ということを話し手の認識として、あるいは実際に起こった事実として述べて

いる。この「例示用法」は「A の場合にも B の場合にも例外なく後件の事態が成立する」

ことを表し、V1 と V2 に後件の事態が例外なく当てはまる代表例を 2 つ例示している点で

特徴的である。 

 

（56）一度気になると、いてもたってもいられなくなっちゃうんだ。   （書籍） 

（57）恋愛経験有っても無くても個々の恋愛観は様々あると思います。 

（Yahoo!知恵袋） 

（58）私はそのうち、『私が居ても居なくてもこの人の人生は変わらないんじゃない 

か』と考えてしまったんです。              （Yahoo!知恵袋） 

（59）留学時代は、明けても暮れても勉強に没頭する日々だった。     （雑誌） 

（60）それからというもの彼は、寝てもさめても、炊いたご飯を売ることばかり考え 

続けた。                            （書籍） 

（61）試合終了後は、勝っても負けても、晴ればれとした気持ちで相手に敬意を表す 

るようにしたいものである。                   （書籍） 

 

以下に挙げる（62）の「押しても引いても」や（63）の「煮ても焼いても」は「扉を押

した場合も、引いた場合も全然動かなかった」、「新鮮なぶりは、煮て食べる場合も焼い

て食べる場合もおいしい」という事実を述べている。この場合の V1 と V2 も後件の事態が

例外なく当てはまる代表例を表している。これに対し、同じ「押しても引いても」「煮て

もう焼いても」でも文字通りの意味でなく慣用的な例としても使われることがある。例え

ば（63）の「押しても引いても」は「何をしても変わらない」、（64）の「煮ても焼いて

も食えない」は「どのようにしても扱えない・手に負えない」ことを表している。 

 

（62）押しても引いても、扉はぴくりとも動かなかった。         （書籍） 
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（63）新鮮なぶりは生で味わうほか、煮ても焼いてもおいしいものです。  （書籍） 

（64）「こんなに押しても引いてもビクともしない社会では、『自分の手で社会を変 

えられる』という『社会的効力感（社会的有効感覚）』など芽生えようもない。 

  （書籍） 

（65）“煮ても焼いても食えない”外務官僚が多いだけに、それはそれで胸のすく想 

いにはなる。                          （雑誌） 

 

以下の（66）の「泣いても笑っても」、（67）の「痩せても枯れても」は、文字通りの

解釈ではなく「何をしても結局最後は～だ」「どのように落ちぶれようとも～だ」という

慣用的な表現として使われている。 

 

（66）タイトルの行方は泣いても笑っても最終第５局にかかります☆（Yahoo!ブログ） 

（67）町家の女ならともかく、わたしは父上の娘、やせてもかれても武家の娘でござ 

います。                            （書籍） 

 

次に、「例示用法」の V1 と V2 の組み合わせに注目する。「例示用法」の V1 と V2 に

は「煮る/焼く」「見る/聞く」「泣く/喚く」のような同類関係にあるものと、「寝る/覚め

る」「居る/居ない」「勝つ/負ける」のような反義関係にあるものが見られる。本研究では

「同類」とは「A と B にある共通点 X が見られ、A と B は X の具体例として一般的に考え

られるもの」とする。例えば「煮る/焼く」は調理方法という共通点があり、調理方法の具

体例として一般的に考えられるものである。一方、「反義」とは「A と B にある共通点 X

が見られ、かつ、Y という一点において意味が対立するもの」とする。例えば、「勝つ/負

ける」はどちらも試合・勝負事の結果を表し、かつ勝敗という点で意味が対立するもので

ある。 

 

同類関係：①動詞が同類関係 

「煮ても焼いても」「見ても聞いても」「泣いても喚いても」等 

②動詞は同じで、直前の修飾要素が同類関係 

「気候から見ても地形から見ても」「１時になっても２時になっても」 

「3 日たっても 1 週間たっても」等 
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反義関係：①動詞が反義関係 

「寝ても覚めても」「勝っても負けても」「有っても無くても」等 

②動詞は同じで、直前の修飾要素が反義関係 

「右を見ても左を見ても」「あっちを向いてもこっちを向いても」 

「あっちに行ってもこっちに行っても」等 

 

以下では、具体的な V1 と V2 の組み合わせ結果について同類関係、反義関係の順で述べ

る。まず、同類関係①「動詞が同類関係」のうち、出現数が 2 以上のものを表 2 に示す。 

 

表 2 同類関係①「動詞が同類関係」の V1と V2（出現数 2以上） 

煮ても/焼いても（18） 

痩せても/枯れても（13） 

見ても/聞いても（6） 

泣いても/喚いても（4）  

（どう）見ても/（どう）考えても（4） 

（～を）読んでも/（～を）見ても（4） 

なだめても/すかしても（4） 

（何を）しても/（何を）言っても（3） 

食べても/飲んでも（3） 

スキャン＆削除しても/ 

システム復元しても（2） 

（～歳を）過ぎても/（～歳に）成っても（2） 

（同じ数で）掛けても/（同じ数で）割っても（2） 

緊張していても/（風邪を）引いていても（2） 

（～日）経っても/（～日）過ぎても（2） 

（どこに）行っても/（何を）しても（2） 

見ても/読んでも（2） 

（何を）やっても/（どこに）居ても（2） 

（何も）言わなくても/（何も）伝えなくても（2） 

（有罪判決を）受けても/ 

（マスコミで叩かれ）まくっても（2） 

（友達に）あげても/買い直しても（2） 

（電車に）乗っても/（店に）入っても（2） 

（あぐらを）かいても/（椅子に）座っても（2） 

（椅子の高さを）調節しても/ 

（どういう姿勢で）プレイしても（2） 

怒られても/切れられても（2） 

踏まれても/蹴られても（2） 

（説明書を）読んでも/（いろいろ）試しても（2） 

買っても/取り引きしても（2） 

買っても/修理しても（2） 

歩いても/走っても（2） 

揺すっても/叩いても（2） 

 

同類関係①「動詞が同類関係」にある組み合わせの上位には、（68）の「煮ても焼いて
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も」（調理方法）、（69）の「痩せても枯れても」（衰退）、（70）の「見ても聞いても」

（視聴覚）、（71）の「泣いても喚いても」（大声で叫ぶこと）、（72）の「～を読んでも

～を見ても」（視覚的情報収集）、（73）の「なだめてもすかしても」（機嫌をとること）

といった組み合わせが見られる。また、これらの組み合わせを意志性の有無の観点で見る

と、意志性がある場合に傾く。 

 

（68）また身の部分は水分が多く、煮ても焼いても旨くないが、天ぷらだけは別格。 

（Yahoo!知恵袋） 

（69）町家の女ならともかく、わたしは父上の娘、やせてもかれても武家の娘でござ 

います。（＝（67）） 

（70）ゴルフは先輩から聞いて覚えるのと見て覚えるの、２つあるけど、いくらいい 

ものを見ても聞いても、身につかない人がいるもんなんだよ。     （雑誌） 

（71）男が行ったん別れると決めた時は、女が泣いても、喚いても、さほど効果は無い 

だろう。                             （書籍） 

（72）私たちの生きている世界は、まさしく修羅の巷です。毎日の新聞を読んでもテレ 

ビを見ても、そう思わない日はありません。             （書籍） 

（73）とつぜん不機嫌になって、なだめてもすかしても収まらない。     （書籍） 

 

一方、後件を見てみると、（74）の「直らない」、（75）の「わからない」、（76）の

「生き返ってくれない」のような否定形や、（77）の「同じような症状になる」、（78）の

「ばかにされ、けちをつけられる」のような否定的な表現が目立つことが分かる。この点と

先述した前件の「肯定的で意志的な動作を表すものが来る」という特徴と合わせて考える

と、「V1 テモ V2 テモ」構文の「例示用法」は「肯定的で意志的な同類の動作をした場合

でも、予想に反して否定的な結果となる」という意味を表す傾向があると言える。 

 

（74）ウィルス対策ソフトでスキャン＆削除しても、システム復元しても直らないなら、 

パソコンを再セットアップするしかありません。       （Yahoo!知恵袋） 

（75）説明書を読んでも色々試しても全然わからないので、どうしたらこれが解消でき 

るのか誰か教えて下さい。                 （Yahoo!知恵袋） 

（76）揺すっても叩いても、もう生き返ってはくれない。         （書籍） 
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（77）中古のｉＭａｃを買っても修理してもおそかれはやかれいつか同じような症状に 

なるでしょう。                      （Yahoo!知恵袋） 

（78）「あの指図がましい母親のもとで育ったのでは、何をしても何を言ってもばかに 

され、けちをつけられてばかりだったに違いありませんわ。」     （書籍） 

 

しかし、全体としては頻度が低いが、上記（74）～（78）に挙げた例とは逆に、前件が

否定的な事態を表す場合には（79）の「わかってもらえる」や、（80）の「明るく生きて

いく」のように後件が肯定的な事態を表すというパターンもある。 

 

（79）相手の感性が鋭く、言葉以外のコミュニケーション能力に長けている人なら、言 

わなくても、伝えなくても、わかってもらえる」かもしれない。   （書籍） 

（80）踏まれても蹴られても、一つの目標に向って明るく生きていく一人の若い女の姿 

は、一切の社会的な絆からまことに自由で、人々は却って清々しく感じたのか 

も知れない。                          （書籍） 

 

次に、同類関係②「動詞は同じで、直前の修飾要素が同類関係」のうち、出現数が 2 以

上のものを表 3 に示す。表 3 では直前に付く成分を A、B のように示すが、A、B の詳細に

ついては以下で説明する。 
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表 3 同類関係②「動詞は同じで、直前の修飾要素が同類関係」の V1と V2（出現数 2以上） 

A にしても/B にしても（35） 

A（から・を・的に）見ても/ 

B（から・を・的に）見ても（34） 

A に成っても/B に成っても（33） 

A 経っても/B 経っても（27） 

A に致しましても/B に致しましても（15） 

A（から・と）言っても/ 

B（から・と）言っても（12） 

A にしたって/B にしたって（7） 

A を押しても/B を押しても（6） 

A を遣っても/B を遣っても（6） 

A に行っても/B に行っても（6） 

A が有っても/B が有っても（6） 

A を過ぎても/B を過ぎても（4） 

A から考えても/B から考えても（4） 

A で死んでも/B で死んでも（4） 

A に入っても/B に入っても（4） 

A が来ても/B が来ても（4） 

A にしましても/B にしましても（3） 

A を飲んでも/B を飲んでも（3） 

A から掛けても/B から掛けても（3） 

A に居ても/B に居ても（3） 

A を作っても/B を作っても（3） 

A を入れても/B を入れても（3） 

A と比べても/B と比べても（3） 

A に聞いても/B に聞いても（3） 

A が無くても/B が無くても（3） 

A をしていても/B をしていても（2） 

A が違っても/B が違っても（2） 

A を押しても/B を押しても（2） 

A に行きましても/B に行きましても（2） 

A を食べても/B を食べても（2） 

A（個入れて）送っても/ 

B（個入れて）送っても（2） 

A を歩いても/B を歩いても（2） 

 

上記に示すように、②「動詞は同じで、直前の修飾要素が同類関係」には大きく分けて

次の（A）～（C）の３つのタイプがあることが分かる。 

 

（A）「～にしても」「～に致しましても」「～にしたって」「～にしましても」等の譲

歩を表す表現 

（B）「～（状態・時間・年齢）になる」「～（時間・期間）経つ」「～（時）を過ぎる」

等の状態・時間・期間・年齢の進行を表す表現 

（C）「～（から・を・的に）見る」「～（から・と）言う」「～から考える」等の判断

の視点を表す表現 
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まず、（A）「～にしても」「～に致しましても」「～にしたって」「～にしましても」

等の譲歩を表す表現であるが、これらは単独で使われると「仮に～という事態を認めた場

合でも、予想に反する結果となる」ことを表す16。しかし、これらが 2 回繰り返されると、

仮定的な意味合いはなくなり、「A の場合にも B の場合にも、例外なく後件で述べる事態

が当てはまる」という話し手の認識を表す表現になる。例えば、（81）は「保育園の場合

も幼稚園の場合も、例外なく調査や見学をしてから決めた方がいい」、（82）は「ゴルフ

のマッチプレーを自分でやる場合もテレビで見る場合も、例外なくゴルフには精神的な強

さが重要だということを教えられる」ということを表している。これらは、「普通、異な

る事態が取り上げられれば、それぞれ異なる結果となるはずなのに、どちらの場合も例外

なく同じ結果になる」ことを表している。 

 

（81）ただ保育内容は園によって全然ちがうので、保育園にしても幼稚園にしてもき 

ちんと見学・調査をしてから決めることが大切ではないでしょうか。 

（Yahoo!知恵袋） 

（82）自分でやるにしてもテレビで観るにしても、マッチプレーは、ゴルフに精神的 

な強さがいかに重要かを教えてくれる。             （書籍） 

 

次に、（B）「～（状態・時間・年齢）になる」「～（時間・期間）経つ」「～（時）を

過ぎる」等の状態・時間・期間・年齢の進行を表す表現も上位に見られる。例えば、（83）

は「葉桜になる」「枝だけになる」という桜が散っていく過程を表し、「桜はどんな状態

になっても、例外なく日本人に好かれている」ことを話し手の認識として述べている。同

様に、（84）は「2 年たつ」「3 年たつ」という時間の進行を表し、「2 年後も 3 年後も、

合格は不可能である」という話し手の認識を述べている。（85）は「六時をすぎる」「七

時をすぎる」という時間の進行を表し、「六時を過ぎた時点でも七時を過ぎた時点でも、

父は家に帰っていなかった」という事実を述べている。これらは、「普通、時間が経てば

何らかの変化が生じるものなのに、いくら時間が経っても何も変化しない」ということを

                                                   
16 例えば、（ⅰ）は「仮に評判のいい保育園の場合でも、何も調べないのではなく一度調べた方がいい」、 

（ⅱ）は「仮に自分で修理をする場合でも、すぐに修理できるというわけではなくいろいろ面倒である」

ということを表している。 

（ⅰ）近所で評判の保育園にしても、一度調べてから入園を検討した方がいい。 

（ⅱ）業者に頼むのは時間がかかると言って修理を自分でやるにしても、結局道具を用意したり部 

品を買ったりして面倒だろう。 
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表している。 

 

（83）日本人が桜を愛でたのは、何も満開の時の桜にだけではなく、葉桜になっても、 

枝だけになっても、満開の時の華やかさを夢想させてくれる樹だからこそだ。

（書籍） 

（84）広範囲をすべて理解しようとしたら，２年たっても３年たっても合格は不可能 

だ。                              （書籍） 

（85）お父さんは六時をすぎても七時をすぎても、かえってきません。   （書籍） 

 

最後に、（C）「～（から・を・的に）見る」「～（から・と）言う」「～から考える」

等の判断の視点を表す表現も「V1 テモ V2 テモ」の形でよく出てくる。例えば、（86）は

「気候からみる」「地形からみる」という判断の視点が並び、「気候の観点でも地形の観

点でも、同様に稲作が成立する条件はなかった」という話し手の認識を述べている。同様

に（87）は「規模から言う」「能力から言う」という 2 つの判断の視点から、「規模の観

点でも能力の観点でも、同様に放射光施設としてこれほどのものはない」という話し手の

認識を述べている。（88）は「動詞と考える」「名詞と考える」という 2 つの判断基準か

ら、「動詞と考えた場合でも名詞と考えた場合でも、どちらも中国語の発想からは日本語

の「教養部」という名前を理解することが難しい」という話し手の認識を述べている。こ

のように、判断の視点を表す表現は「V1 テモ V2 テモ」構文においては「普通、視点を変

えれば見え方が変わって来るはずなのに、A という視点でも B という視点でも、意外にも

同じ見え方である」という意味を表している。 

 

（86）わが国では氾濫は災厄でこそあれ、自然の恵みなどでは決してない。したがっ 

て自然の湛水を利用して稲を作ることのできる面積もきわめて限られている。

このように気候からみても、地形からみても、稲作が広い面積にわたって自然

に成立するような条件はなかったと思われる。           （書籍） 

（87）トリスタンがもういらなくなる段階になったら、これを全面的に放射光施設と 

して使ってはどうかという考えがある。加速器としてはもう世界一ではなくな

ったが、放射光施設として見たら、規模から言っても能力から言っても、これ

ほどのものはどこにもない。                   （書籍） 
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（88）もっとも、中国語にも名詞としての「教養」があるが、しかしこの場合の「教 

養」も創造的な理解力や深い知識を意味する日本の「教養」とは異なり、「し

つけ」の意味でしかない。つまるところ、動詞として考えても名詞として考え

ても中国語の発想からは日本語の「教養部」という名前を理解することが一苦

労だ。                             （書籍） 

 

以上、同類関係にある V1 と V2 の組み合わせについて見た。これらに共通するのは、後

件の事態に当てはまるものとして複数の同類の事態が考えられるが、その中の代表例とし

て V1 と V2 が例示されている点である。 

続いて、「反義関係」にある組み合わせの詳細を見る。まず、反義関係①「動詞が反義

関係」のうち、出現数が 2 以上のものを表 4 に示す。 
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表 4 反義関係①「動詞が反義関係」の V1と V2（出現数 2以上） 

居ても/立っても（116） 

有っても/無くても（55） 

居ても/居なくても（33） 

寝ても/覚めても（28） 

明けても/暮れても（28） 

勝っても/負けても（24） 

泣いても/笑っても（14） 

押しても/引いても（7） 

使っても/使わなくても（5） 

入れても/入れなくても（5） 

成功しても/失敗しても（4） 

見ても/見なくても（4） 

分かっても/分からなくても（4） 

上がっても/下がっても（3） 

生きていても/死んでいても（3） 

負けても/勝っても（3） 

飲んでも/飲まなくても（3） 

知っていても/知らなくても（3） 

入っても/入らなくても（3） 

付けても/付けなくても（3） 

怪我しても/（元に）戻っても（2） 

（ご機嫌を）取っても/無視しても（2） 

受かっても/落ちても（2） 

寝ても/起きても（2） 

増えても/減っても（2） 

（出て）来ても/休んでも（2） 

立っていても/座っていても（2） 

立っても/座っても（2） 

グループ化しても/しなくても（2） 

リーチしても/しなくても（2） 

意識しても/しなくても（2） 

越えても/越えなくても（2） 

加入しても/加入しなくても（2） 

言っても/言わなくても（2） 

合併しても/しなくても（2） 

残業しても/しなくても（2） 

受けても/受けなくても（2） 

出ても/出なくても（2） 

切っても/切らなくても（2） 

提出しても/しなくても（2） 

締め切っても/（そう）しなくても（2） 

入籍しても/しなくても（2） 

買っても/買わなくても（2） 

払っても/払わなくても（2） 

聞こえても/聞こえなくても（2） 

 

この反義関係①「動詞が反義関係」タイプは、「例示用法」に高頻度に見られる例とし

て先に挙げた「居ても立っても」「有っても無くても」「居ても居なくても」「寝ても覚

めても」「明けても暮れても」の他、（89）の「勝っても負けても」、（90）の「上がっ

ても下がっても」、（91）の「入れても入れなくても」、（92）の「飲んでも飲まなくて

も」、（93）の「持っても持たなくても」という例もある。 
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（89）試合終了後は、勝っても負けても、晴ればれとした気持ちで相手に敬意を表す 

ようにしたいものである。                    （書籍） 

（90）ガソリン自体の価格が上がっても下がっても１リットル当たりの税金額は変動 

しません。                       （Yahoo!知恵袋） 

（91）ソースとして、生クリームに酢と砂糖で味つけをし、さっきとっておいたビー 

ナツの汁を少し加える。これは入れても入れなくてもよいが、入れるときれい 

なピンクの生クリームになるから、楽しさが倍増する。       （書籍） 

（92）実は、飲んでも飲まなくても症状はさして変わらないのです。    （書籍） 

（93）扇子は持っても持たなくても、どちらでも。            （書籍） 

 

一方、（89）～（93）の後件を見ると、同類関係の場合と異なり、否定的な表現よりも

「よい」「同じだ」「変わらない」「どちらでも（よい・構わない）」という表現が多く

見られる。特に、「肯定形/否定形」の組み合わせに限ると、「～ても～なくてもよい/同じ

だ/変わらない」というパターンが多数を占める。このように、「V1 テモ V2 テモ」構文の

V1 と V2 が反義関係の場合は、「V1 と V2 に挙げる条件は大きく異なるものであるため、

普通、同じ結果とはならないと予想するが、それが意外にも同じ結果となる」ということ

を表す傾向があると考えられる。 

次に、反義関係②「動詞は同じで、直前の修飾要素が反義関係」のうち、出現数が 2 以

上のものを表 5 に示す。 

 

表 5 反義関係②「動詞は同じで、直前の修飾要素が反義関係」の V1と V2（出現数 2以上） 

上から読んでも/下から読んでも（8） 

右を見ても/左を見ても（4） 

あっちを見ても/こっちを見ても（2） 

右を向いても/左を向いても（2） 

縦から見ても/横から見ても（2） 

 

（94）の「右を見ても左を見ても」、（95）の「右を向いても左を向いても」は、実際

の「見る・向く」という動作ではなく、視線が左右に動くことから、「見渡す限り～だ」
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という慣用的な使われ方であろう。これに対し、（96）の「縦から見ても横から見ても」

は視線が上下することから「注意深く見ても～だ」というような意味であろう。これらは

「V1 テモ V2 テモ」の形が基本であり、単独で「*右を見ても寺院や仏塔だらけ」「*左を

向いても氷原だけが広がる」「*縦から見てもわけが判らない」とは言えない。 

 

（94）右を見ても左を見ても、仏塔や寺院だらけ。            （書籍） 

（95）北極海で苦しめられた乱氷、氷丘脈などもちろんなく、右を向いても左を向い 

ても、ただ白一色の“氷原”だけが広がる単調な世界が続いた。   （書籍） 

（96）わたしが明治憲法第一条最大の弱点とするのは、「大日本帝國」でもなければ 

「萬世一系」でもなく、「天皇之ヲ統治ス」である。この「統治」といふ概念

は不分明なことこの上ない。縦から見ても横から見てもさつぱりわけが判らな

いのである。                          （書籍） 

 

以上、「例示用法」の V1 と V2 に広い意味で同類関係が見られることを確認した。ただ

し、同類関係であっても、以下の（97）の「始まる/終わる」や（98）の「入学する/卒業す

る」や（99）の「会う/別れる」、（100）の「乗る/降りる」のような組み合わせは言いに

くい。 

 

（97）*講演が始まっても終わっても寝ていた。（＝（20）） 

（98）*大学に入学しても卒業しても、高校時代の友人たちとよく遊んだ。 

（99）*いつ彼と会っても別れても、彼は笑顔だった。 

（100）*電車に乗っても降りても、気分が悪かった。 

 

このことから、「V1 テモ V2 テモ」構文の「例示用法」には V1 と V2 に一定の制約があ

ることが分かる。 

次節では、V1 と V2 の提示順序に関する制約があることについて述べる。 

 

5.6.1.2 V1と V2の提示順序 

 

前節では「例示用法」の V1 と V2 の組み合わせの特徴について見た。その結果、V1 と
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V2 には広い意味での同類関係があることが明らかになった。このことから、「例示用法」

は同類関係にある V1 と V2 の 2 つの事態を並立させ、「V1 場合にも V2 の場合にも、意外

にも（必ず・例外なく）後件の事態が成立する」ことを表すものであることが分かった。 

さて、「例示用法」が「V1 の場合も V2 の場合も同様のことが言える」ということを表

すのならば、V1 と V2 の順序を逆にしても文の意味としては変わらないと考えられる。し

かし、例えば、（92a）の V1「泣く」と V2「わめく」の提示順序を（92b）のように逆に

してみると許容できないことに気づく。このことから、V1 と V2 には提示順序に何らかの

制約があることが分かる。 

 

（101）a.  男がいったん別れると決めたときは、女が泣いても、わめいても、さほど 

効果はないだろう。（＝（71）） 

b. *男がいったん別れると決めたときは、女がわめいても、泣いても、さほど 

効果はないだろう。 

 

上記（101a）では V1「泣く」と V2「わめく」には、別れ話を撤回させるのに効果の差

があると考えられ、「当然、泣く程度では効果はないかもしれないが、喚けば効果がある

かもしれない」という期待が込められていると推測される。しかし、実際はこの予想に反

する結果となり、その結果より効果的と考えられた V2「わめく」には期待が外れたことに

対して「強い意外性」の含意が生じる。このことから、後件を引き起こす V1 の条件と V2

の条件のうち、後件の事態を引き起こす意外な条件の方が V2 に来るという特徴が見られる。 

同様に以下の（102）では、「通常は５時に帰ってくるはずだが、７時になっても、さら

に８時になっても予想に反して帰ってこない」ことを表し、V2「8 時になる」の方が意外

性が強い。また、（103）では、「政治家に会う」「企業人に会う」「若い人に会う」とい

う３つの条件が並立しているが、この場合も同様に一番最後の V3 に最も意外な条件が来る。

つまり、「権力あるいは財力を持っている政治家や企業人は当然生き生きとしているが、

たとえ力のない若者であっても、生き生きとした活力に満ちている」という意味を表す。

これら（102a）（103a）の V1 と V2 の提示順序を逆にした（102b）（103b）は許容でき

ない。 

 

（102）a.  （母は）いつもは五時頃には戻るのですが、七時になっても八時になって 
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も帰ってこない。                      （書籍） 

b. *（母は）いつもは五時頃には戻るのですが、八時になっても七時になって 

も帰ってこない。 

（103）a.  いずれにしても、今の中国、韓国は、政治家に会っても、企業人に会って 

も、あるいは若い人たちに会っても、一人ひとりの目がキラキラと輝いて 

いる。                           （書籍） 

b. *いずれにしても、今の中国、韓国は、若い人たちに会っても、政治家に会 

っても、あるいは企業人に会っても、一人ひとりの目がキラキラと輝いてい 

る。 

 

上記に加え、V1 と V2 が反義関係にある場合も、原則として V2 に意外な条件が来ると

いう特徴が見られる。例えば、（104a）では「立っていれば当然めまいがするが、意外に

も寝ていてもめまいがする」ということを表している。同様に、（105a）では「（一流高

校である）開成から東大に行く場合でも当然ある程度の評価を受けるが、三流高校から東

大に行く場合ならそれより高い評価を受けると予測される。しかし、その場合でも意外に

も同程度の評価を受ける」、（106a）では「勝てば当然笑顔になるが、意外にも負けても

笑顔に溢れていた」ということを表している。これら（104a）（105a）（106a）の V1 と

V2 の提示順序を逆にした（104b）（105b）（106b）は許容できない。 

 

（104）a.  先日立っていても寝ていてもめまいがひどく、自分の中で地震が起きてい 

るようでした。                   （Yahoo!知恵袋） 

b. *先日寝ていても立っていてもめまいがひどく、自分の中で地震が起きてい 

るようでした。。 

（105）a.  開成から東大に行っても、三流高校から東大に行っても、世間の評価は同 

じです。                      （Yahoo!知恵袋） 

b. *三流高校から東大に行っても、開成から東大に行っても、世間の評価は同 

じです。 

（106）a.  小学生による騎馬戦では白熱した戦いが繰り広げられ、勝っても負けても 

笑顔があふれていました。                  （書籍） 

b. *小学生による騎馬戦では白熱した戦いが繰り広げられ、負けても勝っても
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笑顔があふれていました。 

 

ところが、V1 と V2 が反義関係にある場合、V2 に意外な条件が来るという規則に反す

る組み合わせも見られる。これには①「勝つ/負ける」の場合、②「肯定形/否定形」の場合

の 2 タイプがある。以下、タイプ別に説明する。 

まず、①「勝つ/負ける」のタイプを見る。例えば、（107 a）では「充実感がない」とい

う結果を起こす条件として、「勝った場合」の方が意外性が高いにもかかわらず、「勝っ

ても」が V1 に現れている。これを（107b）のように「勝っても」を V2 にすると許容しに

くい文になる。同様に（108a）は「リスクを伴い、いいことない」という結果を起こすの

に「勝った場合」の方が意外性が高く、（109a）は「失うものの方が多い」という結果を

起こすのに「勝った場合」の方が意外性が高い。それにもかかわらず、（108a）（109a）

では意外性が高い条件が V1 に来ていて、これらを V2 にした（108b）（109b）は許容で

きない。 

 

（107）a.  勝っても負けても充実感がない。             （書籍） 

b. *負けても勝っても充実感がない。 

（108）a.  殴り合いの喧嘩は勝っても負けてもリスクを伴い、いいことないです。 

（Yahoo!知恵袋） 

b. *殴り合いの喧嘩は負けても勝ってもリスクを伴い、いいことないです。 

（109）a.  戦争ほど何も生み出さないものはないですね、勝っても負けても失うもの 

の方が多い                     （Yahoo!ブログ） 

b. *戦争ほど何も生み出さないものはないですね、負けても勝っても失うもの 

の方が多い 

 

次に、②「肯定形/否定形」のタイプを見る。例えば（110a）では「出来ない」という結

果を起こす条件として、「勉強をやった場合」の方が意外性が高いにもかかわらず、「（勉

強を）やっても」が V1 に現れている。これを（110b）のように「やっても」を V2 にする

と許容しにくい文になる。このことから、この構文に肯定形と否定形が現れる場合は、「肯

定形/否定形」という順序で固定化し、それが意外性による語順の制約よりも優先されると

考える。同様に（111a）は「英語をしゃべろうとしない」という結果を起こすのに「英語
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が話せる場合」の方が意外性が高く、（112a）は「未来が閉ざされている」という結果を

起こすのに「復讐を果たせた場合」の方が意外性が高い。それにもかかわらず、（111a）

（112a）では意外性が高い条件が V1 に来ていて、これらを V2 にした（111b）（112b）

は許容できない。 

 

（110）a.  数学なんてやってもやんなくても出来ないし     （Yahoo!ブログ） 

b. *数学なんてやんなくてもやっても出来ないし 

（111）a.  それに彼らは英語が話せても話せなくても、あえて英語をしゃべろうとし 

ない。                          （書籍） 

b. *それに彼らは英語が話せなくても話せても、あえて英語をしゃべろうとし 

ない。 

（112）a.  復讐を果たせても果たせなくても、私たちの人生の未来が閉ざされている 

ことに変わりはなかった。                 （書籍） 

b. *復讐を果たせなくても果たせても、私たちの人生の未来が閉ざされている 

ことに変わりはなかった。 

 

このことから、「V1 テモ V2 テモ」構文に現れる V1 と V2 が「勝つ/負ける」あるいは

「肯定形/否定形」の順で固定化されており、それが意外性の高低の順序よりも優先される

ものもあると考えられる17。 

 

 

 

 

                                                   
17 以下の（ⅰa）の「右を見る/左を見る」、（ⅱa）の「縦から見る/横から見る」、（ⅲa）の「あっち 

に置く/こっちに置く」の場合も、「右→左」「縦→横」「あっち→こっち」の順で提示順序が固定して

いて、V1 と V2 の順序を入れ替えた（ⅰb）（ⅱb）（ⅲb）は許容できない。「右左」「上下」「縦横」

のペアの場合は、後件とのつながりを見てもどちらか一方に意外性の差は感じないが、全体として「A

の場合と B の場合では、見え方・影のでき方が異なるはずなのに、意外にも同じである」ということを

表している。 

（ⅰ）a.  右を見ても左を見ても、仏塔や寺院だらけ。（書籍） 

b. *左を見ても右を見ても、仏塔や寺院だらけ。 

（ⅱ）a.  縦から見ても横から見てもさつぱりわけが判らないのである。（書籍） 

b. *横から見ても縦から見てもさつぱりわけが判らないのである。 

（ⅲ）a.  あっち置いてもこっちに置いても、違う方向に影が出来る。（書籍） 

b. *こっちに置いてもあっち置いても、違う方向に影が出来る。 
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5.6.2 「反復用法」  

5.6.2.1 V1と V2の特徴 

 

本節では「反復用法」の V1 と V2 の組み合わせについて、実例を示しながら特徴を指摘

していく。まず、コーパス調査の結果の上位 10 位までの組み合わせを表 6 に示す。 

 

表 6 「反復用法」の V1と V2の組み合わせ（上位 10位） 

順位 V1 テモ / V2 テモ（出現数） 

1 

2 

 

4 

5 

 

 

8 

 

 

 

食べても/食べても（16） 

寝ても/寝ても（9） 

待っても/待っても（9） 

拭いても/拭いても（8） 

行っても/行っても（7） 

取っても/取っても（7） 

探しても/探しても（7） 

飲んでも/飲んでも（6） 

押さえても/押さえても（6） 

切っても/切っても（6） 

歩いても/歩いても（6） 

 

「反復用法」の V1 と V2 は同一動詞句であるため、同類関係や反義関係等の意味関係は

言えない。しかし、「反復用法」の前件と後件は通常予想される条件関係が成立しないと

いう「逆条件」で結ばれていることから、前件と後件には反義関係が見られる。例えば、

「食べても食べてもお腹が空く」では「通常、食べればお腹が満たされるはずなのに、予

想に反してお腹が空く」ということを表し、ここでは前件（V1＝V2）「食べる」と後件「お

腹が空く」は反義関係にあると考える。 

ここで、「反復用法」の上位に来る動詞を見てみると、「食べる」「寝る」「待つ」「拭

く」「行く」等、いずれも意志的な動作である点で共通している。全体の傾向としては、

意志的な動作を表す動詞が「反復用法」全体の約 95％を占める。これに対し、意志的な動

作を表さない動詞には「叱られる、騙される、殴られる」等の受動態となるもの、「負け
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る、剥がれる、雪が降る」等の自動詞が数例ある。このことから、「V1 テモ V2 テモ」構

文の「反復用法」は「意志的にある動作を繰り返しても、予想する結果とならない」こと

を表す傾向があることが分かる。 

次に、「反復用法」の V1（＝V2）に見られる動詞の意味的な特徴を見る。動詞を意味的

に分類したところ、①「主体の前進・進展」を表すもの、②「（ある対象を主体から）取

り除く・遠ざける」を表すもの、③「（ある対象を主体に）取り込む・近づける」を表す

ものの大きく 3 つに分類できることが分かった。 

 

① V1(＝V2)が「主体が前進する・進行する」という意味を表すもの 

 典型例：「行っても行ってもちっともゴールが見えてこない」 

      「仕事をやってもやっても、なかなか片付かない」 

 （その他の例：捜す、走る、歩く、追う、もがく、攻める、死にかける等） 

 

② V1(＝V2)が「（ある対象を主体から）取り除く・遠ざける」という意味を表すもの 

  典型例：「拭っても拭っても額から汗が噴き出してくる」 

      「抜いても抜いても雑草が生えてくる」 

（その他の例：ふり払う、追い払う、切る、刈る、削る、剃る等） 

 

③ V1(＝V2)が「（ある対象を主体に）取り込む・近づける」という意味を表すもの 

 典型例：「食べても食べてもすぐにお腹がすく」 

      「彼は酒に強く、飲んでも飲んでも酔わない」 

（その他の例：読む、手繰る、補う等） 

 

ここで、上記の①「主体の前進・進展」、②「取り除く・遠ざける」、③「取り込む・

近づける」について説明する。まず、①「主体の前進・進展」という意味を表す動詞には、

「行く」や「捜す」のような位置の移動を表したり、「仕事をやる」のように行為の結果、

新しい段階への進行を表したりする。例えば（113）は「（道を）行けば行くほど回りの景

色も変わっていくはずなのに、意外にも変わらずずっと同じトウモロコシ畑が続いている」

という意外な気持ちを表す。同様に、（114）は「繰り返し捜せば君が見つかることが期待

されるのに、意外にも見つからない」、（115）は「（仕事を）やり続ければ、当然仕事が
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片付くことが予想されるのに、意外にも片付かない」という意外な気持ちを表す。このよ

うに（113）～（115）の動詞は、いずれも主体の前進・進行を表し、「進めば進むほど予

想される変化が生じるはずなのに、意外にも変わらない」という意味を持つ点で共通する。 

 

（113）松花江の大橋を渡ると、ロシア風のたまねぎ屋根を持ったしゃれた大マンショ 

ンが並んでいる。別荘なのだという。そこから先は行っても行ってもトウモロ

コシ畑が続く。大豆畑があり、小さな果樹園がある。        （書籍） 

（114）だが、捜しても捜してもきみは見つからなくて、僕はどうかなってしまいそう 

だった。                            （書籍） 

（115）仕事はやってもやっても進んでいる実感がなく、途方に暮れそう。  （雑誌） 

 

次に、② 「取り除く・遠ざける」という意味を表す動詞には、「拭う、拭く」など、体

に付いたものを取り除く動作を表したり、「抜く、切る、刈る、削る、剃る」など、生え

ているものを取り除く動作を表したり、「ふり払う、追い払う」のように、付いてくるも

のを遠ざける動作を表したりするものである。例えば、（116）は「繰り返し涙を拭えば涙

が止まると予想されるのに、意外にもまた涙が溢れてくる」という意外な気持ちを表す。

同様に、（117）は「草を取ればなくなると予想されるに、いくら取っても意外にもなくな

らない」、（118）は「犬を追い払えばついて来ないと予想されるのに、いくら追い払って

も意外にも犬は付いてくる」という意外な気持ちを表す。このように（116）～（118）の

動詞は、いずれもある対象を動作主から取り除く・遠ざける動作を表し「その動作をすれ

ばするほどそれを取り除けるはずなのに、意外にも取り除けない」という意味を持つ点で

共通する。 

 

（116）拭いても拭いても涙が溢れる。                 （書籍） 

（117）抜いても抜いてもあとを絶たない田畑の野草は、目的を持って栽培される植物 

にとっては手ごわいライバルなのだから、栽培主にとってやっかいなことは充

分理解できる。                         （書籍） 

（118）追い払っても追い払っても（犬が）ついてくる、数十歩をへだててついてくる。

とうとう根負けして、一緒につれて行くことにした。        （雑誌） 
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最後に、③ 「取り込む・近づける」という意味を表す動詞には、「食べる、飲む、摂る」

のように体内に飲食物や栄養などを取り込むという動作を表したり、「読む、調べる」な

ど知識を取り込んだり、「手繰る」のように物を近づける動作を表すものである。例えば、

（119）は「食べれば食べるほど当然お腹が満たされると予想されるのに、意外にもお腹が

すく」という意外な気持ちを表す。同様に、（120）は「調べれば探している数字が出てく

ると予想されるのに、どんなに探しても意外にもそれが出てこない」、（121）は「繰り返

し釣瓶を手繰れば、上に上がってくると予想されるのに、意外にも上がってこない」とい

う意外な気持ちを表す。このように（119）～（121）の動詞は、いずれもある対象を主体

に取り込む・近づける動作を表し、「その動作をすればするほど、それを取り込めるはず

なのに、意外にも取り込めない」という意味を持つ点で共通する。 

 

（119）たしかに食欲の秋。食べても食べてもおなかがすくんですよ。     （書籍） 

（120）調べても調べても出てこない数字がますます調査を長引かせてしまった。（書籍） 

（121）手繰っても手繰っても井戸から釣が上って来ない。          （書籍） 

 

これら①「主体の前進・進展」、②「取り除く・遠ざける」、③「取り込む・近づける」

のタイプの表す反復の事態は、共通して「目的に向かって動作を進めるが、なかなか目的

が達成されない」という反復、つまり「目的に向かって動作を行う→目的が達成されない」

という事態が繰り返すのを表す傾向が見られる。この①～③に分類される動詞は、いずれ

も「一度動作・変化が止まっても、断続的に同じ動作・変化を続けることができる」とい

う性質を持つ。この性質からも、一度の動作で目的が達成されないために、何度も動作を

繰り返す、という反復の意味が出てくると思われる。 

これに対し、「座る」「立つ」「入る」「出る」「入学する」「卒業する」「死ぬ」の

ように「一度動作・変化が完了してしまうと、再び同じ主体が同じ動作・変化をすること

ができない」という性質の動詞は使えない。（122）は一度「座る」という動作・行為が完

了したら、一旦「立ちあがる」という動作・行為を行わない限り、再び「座る」ことがで

きない。このため「座っても座っても」は許容できないと思われる。（123）、（124）に

ついても同様で、（123）は一度外に出たらまた外へ出ることはできない、（124）は一度

入学したら同じ学校にまた入学することができない。このように断続的に同じ動作・行為

を続けることができない動詞は、「反復用法」では使えない。 
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（122）*足をけがしているのでいすに座ったが、座っても座っても足が痛む。（＝（24）） 

（123）*家の中が何か匂うので外に出たが、外に出ても出ても匂いがする。（＝（25）） 

（124）*彼女は飽き症で、大学に入学しても入学しても、すぐ辞めてしまう。（＝（26）） 

 

「断続的に動作・変化が可能である動詞」は、言い換えると、「動作の完了まで過程が

あり、時間がかる動作を表す動詞」とも言える。例えば、（125a）の「立つ」と（125b）

の「立ち上がる」は動作完了後の状態は同じであり、意味的に類似しているが、（125a）

の「立つ」は一瞬で動作が完了する動作であるのに対し、（125b）の「立ち上がる」は動

作の完了までに過程があり、時間がかかる動作であるという違いがある。この場合（125a）

の「立つ」は「V1 テモ V2 テモ」で言えないが、（125b）の「立ち上がる」は「V1 テモ

V2 テモ」で言える。これを同様に、（126a）の「出る」と（126b）の「抜け出る」も動作

完了後の状態は同じで、意味的に類似しているが、（126a）の「出る」は一瞬で動作が完

了するため「V1 テモ V2 テモ」で言えず、（126b）の「抜け出る」は動作完了まで過程が

あり、時間がかかるため、「V1 テモ V2 テモ」で言える。 

 

（125）a. *立っても立ってもまた倒される。 

b.  立ち上がっても立ち上がってもまた倒される。 

（126）a. *出ても出ても寮に連れ戻される。 

b.  抜け出ても抜け出ても寮に連れ戻される。 

 

最後にもう一点、上記①～③の動詞のグループには入れなかったが、「反復用法」に現

れる特徴的な動詞を挙げる。（127）の「負ける」、（128）の「倒される」、（129）の

「失敗する」はいずれも、「何かに挑戦し、その結果失敗した」ことを表している。これ

らの動詞自体は「目的に向かって進む」という動作を表さないが、必ず「挑戦した・立ち

向かった」という事実を含意している。このことから、「負ける」、「倒れる」、「失敗

する」という動詞が表す反復の事態も、先述した①～③の表す「目的に向かって動作を進

めるが、なかなか目的が達成されない」という反復の事態と共通していると言える。 

 

（127）パチンコは一種の病気ですよ。知りあいにいるのですが、やはり勝ち負けで機 
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嫌が左右され、負けても負けても行くんですよね。     （Yahoo!知恵袋） 

（128）倒されても、倒されても、またあしたに向かっていくジョー…そんなイメージ

が広がり、タイトルは「明日のジョー」に即決した。        （書籍） 

（129）予測不能なことが起こる社会にとっては失敗しても失敗しても立ち上がれるし

なやかな心を持った人間が必要です。 

（http://www.shogakukan.co.jp/books/detail/_isbn_9784098401291） 

 

以上、本節では「反復用法」に現れる V1(＝V2)には、①「前進する・進行する」、②「取

り除く・遠ざける」、③「取り込む・近づける」という 3 つのタイプの動詞が目立って現

れ、これらはいずれも、「一度動作・変化が止まっても、断続的に同じ動作・変化を続け

ることができる」という性質を持つ点で共通していることを指摘した。 

 

5.7 第 5章のまとめ 

 

本章では「雨が降っても雪が降っても試合は行われる」や「食べても食べても太らない」

のような「V1 テモ V2 テモ」構文について分析した。 

まず、条件文の「テモ」と「V1 テモ V2 テモ」構文を条件性の有無と反復性の有無とい

う観点で比較し、条件文の「テモ」には条件性があり、反復性がないこと、「V1 テモ V2

テモ」構文には条件性がなく、反復性があるという点で両者を区別した。 

次に「V1 テモ V2 テモ」構文の用法については、意味的に「V1 の場合も V2 の場合も、

意外にも（必ず・例外なく）後件の事態が成立する」という意味を表す「例示用法」（「雨

が降っても雪が降っても試合は行われる」等）と、「V1（＝V2）が成立するたびに、いつ

も予想に反する後件が成立する」という意味を表す「反復用法」（「食べても食べても太

らない」等）の 2 つに分類されることを主張した。この 2 つの用法は V1 と V2 の組み合わ

せに特徴があり、「例示用法」は広い意味で同類関係にあること、一方の「反復用法」は

V1 と V2 が同一動詞句であるため意味関係は言えないが、前件と後件との間には反義関係

が見られ、V1（＝V2）には一度動作・変化が止まっても、断続的に同じ動作・変化を続け

ることができる動詞が来ることを指摘した。これに加え、「例示用法」に現れる V1 と V2

の提示順序については V2 の方に意外性の強い条件が来るという順序性がある点も明らか

にした。 
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以上の結果をまとめると、表 7 のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7 「V1テモ V2テモ」構文の「例示用法」と「反復用法」の特徴 
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 例示用法 反復用法 

具体例 ・雨が降っても風が吹いても休まずに

働く。 

・勝っても負けても悔いのない試合が

したい。 

・5 歳の娘は食べても食べても太ら 

ない。 

・この問題は考えても考えても分か 

らない。 

意
味 

共通点 ・V1 の場合も V2 の場合も、意外にも後件が成立する 

相違点 ・V1 の場合も V2 の場合も、意外に

も（必ず・例外なく）後件が成立する 

・V1（＝V2）が成立するたびに、い

つも予想に反する後件が成立する 

V1

と

V2

の

特

徴 

V1 と

V2 の 

異同 

・異なる ・同一 

意味 

関係 

・同類関係 

「煮る/焼く」「泣く/喚く」「雨が 

降る/雪が降る」等 

・反義関係 

「泣く/笑う」「勝つ/負ける」「押 

す/引く」等 

※ただし、以下は言えない。 

「始まる/終わる」「入学する/卒業す

る」「会う/別れる」「乗る/降りる」

等 

・前件と後件は反義関係 

「食べる/太らない」「草を取る/草が 

生えてくる」等 

・V1（＝V2）は断続的に継続可能 

な動作動詞 

「走る」「行く」「探す」「取る」「振

り払う」「抜く」「食べる」「飲む」

「読む」「負ける」「倒される」等 

 

順序 ・通常 V2 に意外性の強いもの 

が来る。 

※ただし、意外性の制限よりも語の慣

例として固定化している提示順序

が優先される組み合わせもある。 

「勝つ/負ける」「右を見る/左を見る」

「使う/使わない」（肯定/否定）等 
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第 6章 「V1タリ V2タリ」構文の分析 

 

6.1 第 6章の目的 

 

 本章では「見たり聞いたり」や「行ったり来たり」のような「V1 タリ V2 タリ」構文の

用法について分析し、V1 と V2 に来る動詞の特徴の違いによって、①「例示用法」（「見

たり聞いたり」等）、②「反復用法」（「行ったり来たり」等）の 2 つの用法に分類され

ることを主張する。 

 

 接続助詞「タリ」は以下の（１）～（４）のように動詞、形容詞、形容動詞、名詞＋ダ

に接続し、基本的に 2 回以上繰り返して使われて、複数の事態が並立していることを表す。 

 

  （１）現地調査で見たり聞いたりしたことをレポートにまとめる。（動詞） 

  （２）このところ暑かったり寒かったりですっかり体調を崩してしまった。（形容詞） 

  （３）このショッピングモールは曜日によって静かだったりにぎやかだったりする。 

（形容動詞） 

（４）夕食の時間はたいてい 7 時だが、6 時半だったり 7 時半だったりすることもあ 

る。（名詞＋ダ） 

 

ただし、以下の（５）～（８）のように「タリ」が 1 回しか使われない場合もある。し

かし、この場合も文中に明示された事態以外に括弧内に示すような同類1の事態が想起され

る。よって、文中に明示されている事態が１つであっても、上記の（１）～（４）と同様、

複数の事態が並立していることを表していると考えられる。 

 

  （５）日曜日はテレビを見たり（本を読んだり、散歩をしたり…）して過ごす。（動 

詞） 

  （６）このところ急に暑かったり（寒かったり）して、体調を崩してしまった。（形 

                                                   
1 本研究では、ある共通点を持つ事態として一般的に想起されるもので、それが複数ある場合、それらの 

関係を「同類」と呼ぶ。例えば「日曜日の過ごし方」において、一般的に「テレビを見る」や「本を読

む」や「散歩をする」等の事態が想起される。この「テレビを見る」と「本を読む」と「散歩をする」

を日曜日の過ごし方という点で「同類」とする。 
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容詞） 

  （７）このショッピングモールは曜日によって静かだったり（にぎやかだったり）す 

る。（形容動詞） 

  （８）夕食の時間はたいてい 7 時だが、6 時半だったり（7 時半だったり、8 時だった 

り…）することもある。（名詞＋ダ） 

 

 このうち、本研究では（１）や（５）のように動詞に「タリ」が接続する「V1 タリ V2

タリ」の形式を対象に分析する。 

「V1 タリ V2 タリ」構文は、複数の事態が出現する可能性がある場面において、その中

からV1とV2という 2つの事態を並立して取り上げる表現である。この「V1タリV2タリ」

構文は、（９）のように「複数の事態の例示」を表すものと、（10）のように「2 つの事態

の反復」を表すものの 2 つがある。 

 

（９）昨夜は台風のため、電車が止まったり道路が通行止めになったりした。（例示） 

（10）昨日は降ったりやんだりの天気だった。（反復） 

 

1 つ目の「複数の事態の例示」は、当該場面において V1 や V2 をはじめとする複数の事

態が出現する可能性があることを表す。例えば、（９）は台風によって生じる様々な交通

被害のうち V1「電車が止まる」と V2「道路が通行止めになる」を代表例として取り上げ

て示している。この場合、V1 と V2 の他にも「飛行機が欠航になる」等の事態が言外に並

立している可能性がある。本研究ではこれを「例示用法」と呼ぶことにする。 

2 つ目の「2 つの事態の反復」は、当該場面において V1 と V2 の 2 つの事態が繰り返し

成立することを表す。例えば、（10）は「雨が降ったかと思えばやみ、また降ったかと思

えばやむ」というように、V1「雨が降る」と V2「やむ」という 2 つの事態が繰り返し成立

することを表している。本研究ではこれを「反復用法」と呼ぶことにする。先述した「例

示用法」とは、当該の場面において複数の事態が並立していることを表している点では共

通するが、「反復用法」では V1 と V2 以外の事態が並立しているのではなく、V1 と V2 が

何度も生じるということを表す点で違いがある。 

「V1 タリ V2 タリ」構文は V1 と V2 に広い意味で同類関係にある動詞が来る点で特徴が

ある。このうち「例示用法」は V1 と V2 に同類の事態を表す動詞が来るのに対し、「反復
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用法」は V1 と V2 に反義関係にある動詞が来るという違いがある。「例示用法」の場合、

V1 と V2 に広い意味での同類関係が見られない場合は、「V1 タリ V2 タリ」構文が使えな

い。例えば、（11）の V1「電車が止まる」と V2「道路が通行止めになる」はともに台風

のために生じた交通被害に関するものであるため並列が可能であり、（12）の V1「ラジオ

で情報を聞く」と V2「庭の植木を確認する」はともに台風の接近に伴う対応策に関するも

のであるため並列が可能である。しかし、同じ「昨夜は台風のため～した」という文であ

っても、（13）は V1 で台風の被害の例を表しているのに対し、V2 では台風に対する対応

策の例を表しているというように異なる内容の事態が述べられている。このような場合に

は「V1 タリ V2 タリ」構文が使えない。 

 

  （11）昨夜は台風のため電車が止まったり、道路が通行止めになったりした。（＝（９）） 

（例示） 

  （12）昨夜は台風のためラジオで情報を聞いたり、庭の植木を確認したりした。（例 

示） 

  （13）*昨夜は台風のため電車が止まったり、ラジオで情報を聞いたりした。 

 

また、「V1 タリ V2 タリ」構文は「スル」や「ダ」に埋め込まれて、「V1 タリ V2 タリ

スル」、「V1 タリ V2 タリダ」のような述語となる。この点について寺村（1991）は「V1

タリ V2 タリ」を動作・出来事として捉える場合は「スル」が付きやすく、「V1 タリ V2

タリ」を状態・形容として捉える場合は「ダ」が付きやすい傾向があると述べている。例

えば、同じ「行ったり来たり」という形式であっても、（14）の「行ったり来たりする」

は男の「行く」「来る」という往復動作を表し、（15）の「行ったり来たりだ」は「職場

と家との行き来だけで他のことは何もできないくらいに忙しい」という属性を表すという

違いが見られる。 

 

（14）怪しい男が店の前を行ったり来たりしている。 

（15）毎日忙しく、職場と家の行ったり来たりだ。 

 

以下、6.2 節では「V1 タリ V2 タリ」構文の「例示用法」と「反復用法」の分類基準を示

す。 
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6.3 節では本研究が対象とする「V1 タリ V2 タリ」構文を示す。 

6.4 節では「V1 タリ V2 タリ」構文の先行研究を概観し、問題点を指摘するとともに本研

究の立場を述べる。先行研究でも「V1 タリ V2 タリ」構文には「例示用法」と「反復用法」

があるが指摘され、V1 と V2 が反義関係の場合は「反復用法」、そうでない場合は「例示

用法」となるとされてきた。しかし、具体的にどのような類義関係や反義関係の動詞が使

われやすいのかという点についてはあまり考察されてこなかった。そこで本研究ではコー

パスを利用して V1 と V2 の組み合わせを詳細に分析することを主張する。 

6.5 節ではコーパスから「V1 タリ V2 タリ」構文を抽出する手順を示す。 

6.6 節では「V1 タリ V2 タリ」構文の「例示用法」と「反復用法」に現れる V1 と V2 の

組み合わせの特徴を分析する。 

6.7 節では「V1 タリ V2 タリ」構文の「例示用法」と「反復用法」について共通点と相違

点をまとめ、両者の意味的なつながりを示す。 

 

6.2 用法の分類基準 

 

本節では「V1 タリ V2 タリ」構文の「例示用法」と「反復用法」の分類基準を示す。本

研究では同じ「V1 タリ V2 タリ」という形式を持つものでも、（16）のように「週末にし

たいこと」として挙げられる V1「散歩する」と V2「買い物をする」が同類関係にある場

合は「例示用法」とし、（17）のように「不審者の行動」として挙げられる V1「行く」と

V2「来る」が反義関係にある場合は「反復用法」とする。反義関係も広い意味では同類関

係に含まれるが、（16）では「散歩をする」「買い物をする」の他にも「映画を見る」等

の同類の事態が言外に並立して存在するのに対し、（17）では「行く」「来る」の他に生

じる事態が考えられず、「行く」と「来る」を何度も繰り返すことを表す点で異なるため、

本研究では両者を分けて考えることにする。 

 

（16）週末は散歩したり買い物したりしたい。（例示：同類関係） 

（17）不審者が家の前を行ったり来たりしている。（反復：反義関係） 

 

 ところで、動詞によっては同じ V1 と V2 の組み合わせでも、同類関係と解釈される場合

もあれば、反義関係と解釈される場合もある。例えば、「泣いたり笑ったり」の場合、（18）
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では「泣く」と「笑う」の他にも「怒る」や「喜ぶ」等の同類の事態が言外に並立し、そ

のうちの代表的な例として捉えられるため同類関係にあると考えられる。一方、（19）で

は「泣く」と「笑う」が気持ちの浮き沈みを表すため反義関係にあると考えられる。この

ように同じ V1 と V2 の組み合わせでも、同類関係になる場合もあれば、反義関係になる場

合もあるということは、同じ「V1 タリ V2 タリ」構文でも 2 通りの意味に分類できること

を裏付ける根拠となっていると考えられる。 

 

（18）思い切り泣いたり笑ったりすることは体によい。（例示：同類関係） 

（19）意味もなく泣いたり笑ったりを繰り返す。（反復：反義関係） 

 

以上に述べた分類基準と、それによって分類される用例を図 1 に示す。 

 

  V1 と V2 が………①「例示用法」 

              同類関係     例「週末は散歩したり買い物したりし 

たい」 

「娘は歌ったり踊ったりして楽しそ

「V1 タリ V2 タリ」構文              うに遊んでいる」 

            

               

V1 と V2 が………②「反復用法」 

反義関係     例「不審者が家の前を行ったり来たり 

している」 

「最近、大学に行ったり行かなかっ 

たりだ」 

 

図 1 「V1タリ V2タリ」構文における用法の分類基準 

 

6.3 考察の対象 

 

本研究で対象とする「V1 タリ V2 タリ」構文は、（20）～（23）に示すように動詞の連
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用形に「タリ」が付くものが 2 回繰り返し現れるものとする。ただし、（24）（25）のよ

うに表面上は「V1 タリ V2」となっていて、V2 の「タリ」が省略されている場合も含める。 

 

（20）週末は散歩したり買い物したりしたい。 

（21）娘は歌ったり踊ったりして楽しそうに遊んでいる。 

（22）不審者が家の前を行ったり来たりしている。 

（23）最近、大学に行ったり行かなかったりだ。 

（24）目覚ましをかけたり早めに寝ても、朝なかなか起きられない。 

（25）授業に 30 分以上遅刻したり、授業終了の 30 分以上前に早退する場合は「欠席」 

とする。 

 

6.4 先行研究 

 

本節では「V1 タリ V2 タリ」構文の先行研究の概要と問題点を指摘するとともに、本研

究の立場について述べる。6.4.1 節では寺村（1991）、6.4.2 節では友松他（2007）、6.4.3

節では中俣（2009）を取り上げる。 

 

6.4.1 寺村（1991） 

 

寺村（1991）は「V1 タリ V2 タリ」構文を V1 と V2 の対称性の有無によって 2 つのタ

イプに分類している。1 つ目は「対称的な並立」（本研究で言う「反復用法」）で、（26）

の「降ったりやんだり」、（27）の「起きたり寝たり」、（28）の「勝ったり負けたり」、

（29）の「食べたり食べなかったり」のように対称的な動作や出来事や状態を並べる用法

である。2 つ目は「非対称的な並立」（本研究で言う「例示用法」）で、（30）の「テニス

をしたり小説を読んだりギターをひいたり」や（31）の「父の店の手伝いをしたり簿記を

習いに行ったり」のように、単にいくつかの動作や行為を並べる用法である。 

 

「対称的な並立」 

（26）あしたは、雨が降ったりやんだりでしょう。    （寺村（1991：221）） 

（27）祖父はこの頃は寝たり起きたりの状態です。    （寺村（1991：221）） 
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（28）彼とは勝ったり負けたりというところです。    （寺村（1991：221）） 

（29）朝ご飯は食べたり食べなかったりです。      （寺村（1991：221）） 

 

「非対称的な並立」 

（30）土曜日はテニスをしたり、小説を読んだり、ギターをひいたりして過ごします。 

（寺村（1991：221）） 

（31）そのころは、父の店の手伝いをしたり、簿記を習いに行ったりしていました。 

（寺村（1991：221）） 

 

寺村（1991：227）は、「非対称的な並立」の「V1 タリ V2 タリ」に並立される動作・

行為は「具体的な談話のなかで、あるセットのメンバーとして捉えられるものとしての等

質性をもっていなければ、自然な並立結合は成立しない」とし、あるセットのメンバーと

して捉えられない以下の（32b）や（33b）は不自然に響くとしている。 

 

（32）a. 土曜日はテニスをしたり、小説を読んだり、ギターをひいたりして過ごしま 

す。                           （＝（30）） 

b.*土曜日はテニスをしたり、小説を読んだり、両手を上にあげたり、笑ったり 

して過ごします。               （寺村（1991：228）） 

（33）a. そのころは、父の店の手伝いをしたり、簿記を習いに行ったりしていました。 

（＝（31）） 

b.*そのころは、父の店の手伝いをしたり、爪を切ったりしていました。 

（寺村（1991：228）） 

 

また、「V1 タリ V2 タリ」という形は「降ったり止んだりする」のように「V1 タリ V2

タリスル」という形で動名詞句を形成するか、「降ったっり止んだりだ」のように「V1 タ

リ V2 タリダ」という「～ダ」型の述語にする必要があると述べ、このことは「V1 タリ V2

タリ」という結合がそれ全体で名詞句のような構文的性格を持つことを示すものであるこ

とを指摘している（寺村（1991：221-222））。このような「V1 タリ V2 タリ」構文の特
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徴は、「V1 テハ V2」構文2や「V1 テモ V2 テモ」構文では見られない大きな違いである。 

 

6.4.2 友松他（2007） 

 

友松他（2007）は「V1 タリ V2 タリ」構文を意味の観点から分類し、①「複数の行為」、

②「反復」、③「不定」の 3 つの用法に分類している。 

 

①複数の行為 

「V たり＋V たり＋する」の形で、いろいろなことをするとき、またはいろいろなことが起

こるとき、そのうちの２、３を取りあげて並べて示すときの言い方3。 

 

（34）日曜日には、本を読んだり、テレビを見たりします。（友松他（2007：143）） 

（35）去年は大雨が降ったり、地震が起きたりして、大変でした。 

（友松他（2007：143）） 

 

②反復 

「V たり＋V たり＋する」の形で、反対の動作・作用が反復することを表す言い方。二つの

対立する動詞（出る/入る、行く/来る、上がる/下がる等）を使う。 

 

（36）退院してから 1 週間ぐらいは毎日寝たり起きたりしていました。 

（友松他（2007：145）） 

（37）子どもたちがプールで、水から出たり入ったりして遊んでいます。 

（友松他（2007：145）） 

 

                                                   
2 「V1 テハ V2」構文の「反復用法」では「書いては消し、書いては消しする」のように「V1 テハ V2 

スル」という形を取るものが一部見られる。 
3 友松他（2007）では、1回の「たり」で複数の行為を表す例としては以下の（ⅰ）と（ⅱ）を挙げてい 

る。（ⅰ）は「犬を飼う」以外にも、「友達をたくさん呼ぶ」や「庭でバーベキューをする」等、いろ

いろあるということを暗示している。（ⅱ）は当該場面で禁止することは「たばこの吸いがらを道路に

捨てること」だけである。しかし、「タリ」を用いることによってその他の類似した禁止事項（例：空

き缶を捨てる等）も想起され、「そのことだけを禁止しているのではない」という婉曲的な含意がある。 

（ⅰ）もっと広い家に引っ越して犬を飼ったりしたい。         （友松他（2007：143）） 

（ⅱ）たばこの吸いがらを道路に捨てたりしないでください。      （友松他（2007：143）） 
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③不定 

「Vたり＋Vたり/イAかったり＋イAかったり/ナAだったり＋ナ Aだったり/Nだったり

＋N だったり＋する」の形で、一定していないことを表す。動詞以外の品詞にも使う。「た

り～たりだ」の形で使うことも多い。 

 

（38）庭のそうじは父がしたり、母がしたり、兄がしたりします。 

（友松他（2007：144）） 

（39）1 週間に 1 度はかならず来てください。来たり来なかったりでは困ります。 

（友松他（2007：144）） 

 

友松他（2007）の「V1 タリ V2 タリ」構文を①「複数の行為」、②「反復」、③「不定」

の 3 つに分けているが、本研究では「タリ」が複数の事態を表す点では共通するが、「複

数の事態」の表し方によって用法が大きく 2 つに分類されると考える。まず 1 つ目は、3

つ以上の類似の事態が存在していることを表すもの、2 つ目は 2 つの事態が何度も生じると

いうことを表すものである。本研究では、前者を「例示用法」とし、後者を「反復用法」

として区別して考える。この考え方では、友松他（2007）が③「不定」に分類したものの

うち、（38）は「掃除は父がする場合もあるし、母がする場合もあるし、兄がする場合も

ある」という 3 つ以上の類似の事態が存在することを表しているので①「複数の行為」に

含め、一方、（39）は「来る」と「来ない」という 2 つの事態が何度も生じることを表し

ているので②「反復」に含めて考えることにする4。 

V1 と V2 の組み合わせについては、友松他（2007）は②反復の場合は対立する動詞5（出

る/入る、行く/来る、上がる/下がる等）が来やすいと指摘しているが、同じ「対立する動詞」

でも「*生れたり死んだり」「*受かったり落ちたり」等の組み合わせは使いにくい。この

点について本研究では同一の主体が 2 つの事態を繰り返すことができない「生れる/死ぬ」、

「始まる/終わる」や、一方が成立するともう一方の成立の可能性がなくなる「受かる/落ち

る」、「当たる/外れる」のような組み合わせは一方が組み合わせは「V1 タリ V2 タリ」構

                                                   
4 ただし、（36）の「寝たり起きたり」や（37）の「出たり入ったり」と（39）の「来たり来なかった 

り」では V1 と V2 の反復のしかたに違いが見られる。「寝たり起きたり」「出たり入ったり」は V1 と

V2 が交互に反復するものであるのに対し、「来たり来なかったり」は V1 と V2 が必ずしも交互に反復

するものではない。 
5 友松他（2007）では「対立する動詞」の定義はされていない。 
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文に使いにくいことを指摘する。 

 

6.4.3 中俣（2009）  

 

中俣（2009）は「V1 タリ V2 タリ」構文について意味の観点から考察を行い、「P タリ

Q タリ」は「ある X は P、ある X は Q6」という意味を表すとしている。その上で「タリ」

には①「複数個体読み」、②「単純並列読み」、③「別時間読み」、④「反復読み」の 4

つの解釈があるとして、次のような違いのあることを指摘している。 

「複数個体読み」は主語が複数名詞の場合で、「ある個体は P だが、ある個体は Q であ

る」という解釈ができるものである。例えば、（40）はレストランによってアレルギー対

応のメニューを出すところもあれば、アレルギーを引き起こす恐れのある食材の表示をす

るところもあという意味を表している。 

 

（40）卵や牛乳などにアレルギー症状を示す子供たちが増えている中、外食レストラ 

ンでアレルギー対応のメニューを出したり、アレルギーを引き起こす恐れのあ

る食材の表示をしたりする動きが出てきた。 

（中俣（2009：185）原典：『毎日新聞』2003 年 1 月 15 日朝刊） 

 

これに対し、主語が単数名詞の場合は、特定の時空間における出来事か、不特定の時空

間における出来事かで解釈が分かれ、前者は「単純並列読み」、後者は「別時間読み」と

している。「単純並列読み」は、主語が単数で特定時の出来事の場合を指し、単に 2 つの

ことが起こったという解釈ができるものである。ただし厳密には同時に異なる動作はでき

ないため「ある時点には P し、ある時点には Q する」という解釈になるとしている。例え

ば、（41）はある人がある時点ではひざが痛いと感じ、ある時点では歯が痛いと感じたと

いうこと伝えている。 

 

（41）けれども近ごろはひざが痛かったり、歯が痛かったりで、自分の体や健康のこ 

とに目が向いてしまいます。 

                                                   
6 ここで言う「ある X」とは、中俣（2009）が指摘する用法によって「ある個体」「ある時点」「ある場 

合」と言い換えられる。 
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（中俣（2009：186）原典：『毎日新聞』2003 年 3 月 23 日朝刊） 

 

一方「別時間読み」は、主語が単数で不特定の時空間における出来事の場合を指し、「あ

る場合には P だが、ある場合には Qである」という解釈ができるものである。例えば、（42）

はある時期の気温について、ある日は暖かいが、ある日は寒いという別時間での出来事を

表し、（43）はある人の名前について、ある場所では出るが、ある場所では出ないという

別空間での出来事を表している。また（44）はある人の碁の負けパターンについて、ある

時は攻めどころを逸する、ある時は取れる石を取り逃す、ある時は甘くなって緩んで負け

るという別時間での出来事を表している。中俣（2009：186）は、特に（42）反対の属性

語の並列や（43）のように動詞の肯定形と否定形の並列の場合について、「事態が矛盾す

る時は必ず別時間読みの解釈となる」としている。 

 

（42）じつはこの時期、13 日までの京都初釜式の間だけをみても暖かかったり寒かっ 

たりと天気や気温がいろいろですね。 

（中俣（2009：185）原典：『毎日新聞』2003 年 1 月 7 日朝刊） 

（43）それらしい名前が出たり出なかったり。 

（中俣（2009：185）原典：『毎日新聞』2003 年 1 月 22 日夕刊） 

（44）攻めどころを逸してしまったり、取れる石を取り逃したり、甘くなって緩んで 

負けたり、そんな碁が多いのだそうです。 

（中俣（2009：185）原典：『毎日新聞』2002 年 1 月 6 日朝刊） 

 

最後の「反復読み」は動作ＰとＱが交互に反復して行われることを表すものである。「反

復読み」も「単純並列読み」と同様に、同時に異なる動作をすることはできないため、「あ

る時点には P し、ある時点には Q する」という意味になる。例えば、（45）は猫が家から

庭へ行き、庭から家に来るという 2 つの動作を交互に反復していることを表す。 

 

（45）おかげで猫たちは家の中と広い庭を行ったり来たりでき、ちょっとした猫動物 

園のよう。 （中俣（2009：187）原典：『毎日新聞』2002 年 1 月 8 日朝刊） 

 

中俣（2009）は、「タリ」は上記のように 4 つの解釈が可能であるが、これらは「ある
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ＸはＰ、あるＸはＱ」という形にまとめることができるとしている。また、これらの意味

は「あるテーマの異なる側面、すなわちあるテーマについて出現可能性をもつ事態の並列

である」（中俣 2009：194）としている。加えて、（46）の「アメリカ行って、ヘリコプ

ターの免許を取ってくる」と「四千万ぐらい一年弱で稼いだんだけども競馬で全部擦る」

のように、並列される事態がどんなテーマの側面なのか聞き手にとって予想しにくいもの

であっても、話し手がテーマを把握していればそのテーマに関する事態を並列することが

できると述べている。 

 

（46）僕の友達で二人パチプロだったやつが、人がいるんですが（中略）一人は何か 

アメリカ行って、ヘリコプターの免許を取ってきちゃったりとかもう一人は何

か四千万ぐらい一年弱で稼いだんだけども競馬で全部擦っちゃって 

（中俣（2009：194）原典：『日本語話し言葉コーパス』S00M0071） 

 

本研究でも「タリ」の本質は「話し手が把握しているテーマに関して、出現可能性をも

つ事態の並列である」という中俣（2009）の主張を支持する。つまり、「タリ」によって

並列するものには必ず共通のテーマがあり、共通のテーマがなければ「タリ」は使用でき

ないということである。本研究は「タリ」によって並列される事態を網羅的に観察し、並

列的に捉えられる事態間にどのような意味的特徴があるかを指摘する。また逆に、並列的

に捉えにくい事態間には、どのようなものがあるかも指摘する。 

 

6.4.4 先行研究のまとめ 

 

以上のように、先行研究では「～タリ～タリ」は複数の事態が出現する可能性がある場

面において、その中から V1 と V2 という 2 つの事態を並立して取り上げる表現であるとい

うことが明らかになっている。これに加え、動詞に「タリ」が付く「V1 タリ V2 タリ」構

文には「本を読んだりテレビを見たり」のような「複数の行為」（本研究で言う「例示用

法」）を表す場合と「降ったりやんだり」のような「反復」（本研究で言う「反復用法」）

を表す場合があることが指摘されているが、両者のつながりについては積極的に論じられ

ていない。そこで、本研究では「V1 タリ V2 タリ」構文の「例示用法」と「反復用法」に

現れる V1と V2の特徴という視点から両者の違いを明らかにするとともに、先に挙げた「泣
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いたり笑ったり」のように「例示用法」にも「反復用法」にも解釈できる例を橋渡しにし

て、「V1 タリ V2 タリ」構文の「例示用法」と「反復用法」を連続的に見みていく。 

次節では「例示用法」と「反復用法」の V1 と V2 の特徴の違いを見るため、コーパスを

使って各用法における V1 と V2 の組み合わせの調査を行う。 

 

6.5 コーパスからのデータ抽出 

 

本研究では、第 1 章で論じたように、多くの実例の中から可視的に確認可能な事実を基

に、各用法の違いを明らかにしていく手法をとる。本節では「V1 タリ V2 タリ」構文の V1

とV2に来る動詞の組み合わせの特徴をつかむために、BCCWJをコーパスとして使用する。 

本節では、コーパスから「V1 タリ V2 タリ」という形式を含む文を抽出する方法につい

て、以下の【１】～【６】の手順に従って行うことを述べる。BCCWJ では、1 つ 1 つの語

に形態論情報が付与されている。例えば、「降ったりやんだり」は、以下のように 4 語に

分解され、それぞれに形態論情報が付いている。 

 

<L_降る_降っ-動詞-一般><L_たり_たり-助詞-副助詞7><L_止む_やん-動詞-一般><L_ 

たり_だり-助詞-副助詞> 

 

ここで抽出したい「V1＋タリ＋V2＋タリ」というパターンのうち、「タリ」は固定して

いるが、V1 と V2 にはどのような動詞が来てもいい。そのため、「タリ」は語彙素と品詞

情報を固定し、V1 と V2 部分は品詞だけを固定する。加えて、動詞は「食べられたり」の

ように助動詞が続いているものも取り出したいため、動詞に助動詞が付かないものから動

詞に助動詞が 3 つ付くもの8まで取り出せるように、正規表現を使ってパターンを指定する。 

 

【１】BCCWJ を検索しやすく加工したファイル9を 1 つにまとめたもの（以下、ALL.txt

とする）に対し、次のような Perl のスクリプトを使って「動詞（＋助動詞）＋タリ」が現

れる文を取り出す。抽出する文字列の指定には正規表現を使う。こうやって抽出された「動

詞（＋助動詞）＋タリ」を tari.txt として保存する。 

                                                   
7 BCCWJ の長単位の形態論情報では「タリ」は「副助詞」とされている。 
8 第 4 章 4.5 節注 9 参照。 
9 第 3 章 3.3.2 節参照。 
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perl -ne ‘if(/<L_[^_]+_[^-]+?-動詞[^>]+?>(<L_[^_]+_[^-]+?-助動詞>){0,3}<L_たり 

+_[^-]+?-助詞-副助詞>/){print;}’  ALL.txt > tari.txt 

 

この結果、tari.txt には以下のような「動詞（＋助動詞）＋タリ」が保存される。 

 

<L_八月_８月-名詞-数詞><L_は_は-助詞-係助詞><L_筆_筆-名詞-普通名詞-一般><L_ 

で_で-助詞-格助詞><L_色付け_色付け-名詞-普通名詞-一般><L_を_を-助詞-格助詞

><L_する_し-動詞-一般><L_たり_たり-助詞-副助詞><L_絵_絵-名詞-普通名詞-一般

><L_を_を-助詞-格助詞><L_書く_書い-動詞-一般><L_たり_たり-助詞-副助詞><L_す

る_する-動詞-一般><L_「_「-補助記号-括弧開><L_トールペイント_トールペイント-

名詞-普通名詞-一般><L_」_」-補助記号-括弧閉><L_を_を-助詞-格助詞><L_マグカッ

プ立て_マグカップ立て-名詞-普通名詞-一般><L_で_で-助詞-格助詞><L_体験する_体

験し-動詞-一般><L_ます_ます-助動詞><L_。_。-補助記号-句点> 

（→8 月は筆で色付けをしたり絵を書いたりする「トールぺイント」をマグカップ立て 

で体験します。） 

 

【２】次に、【１】の検索方法では検索できない「あったりなかったり」を検索する。動

詞の否定形（例：食べなかったり、食べられなかったり、食べさせられなかったり等）は

上記【１】の検索で抽出できるが、動詞「ある」の否定形「ない」は BCCWJ の形態素解

析辞書では形容詞とされているため検索できない。そこで、次のような Perl のスクリプト

を使って、「形容詞「ない」＋タリ」が現れる文を取り出す。こうやって抽出された「形

容詞「ない」＋タリ」を nakattari.txt として保存する。 

 

perl -ne ‘if(/<L_ない+_[^-]+?-形容詞[^>]*?><L_たり+_[^-]+?-助詞-副助詞>/){print;}’   

ALL.txt > nakattari.txt 

 

この結果、nakattari.txt には以下のような「形容詞「ない」＋タリ」が保存される。 

 

<L_発熱_発熱-名詞-普通名詞-一般><L_は_は-助詞-係助詞><L_有る_あっ-動詞-一般 
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><L_たり_たり-助詞-副助詞><L_無い_なかっ-形容詞-一般><L_たり_たり-助詞-副助

詞><L_です_です-助動詞><L_が_が-助詞-接続助詞><L_、_、-補助記号-読点><L_症状

_症状-名詞-普通名詞-一般><L_が_が-助詞-格助詞><L_出る_出-動詞-一般><L_て_て-

助詞-接続助詞><L_血液検査_血液検査-名詞-普通名詞-一般><L_によって_によって-助

詞-格助詞><L_白血球_白血球-名詞-普通名詞-一般><L_の_の-助詞-格助詞><L_数_数-

名詞-普通名詞-一般><L_が_が-助詞-格助詞><L_減少する_減少し-動詞-一般><L_てい

る_てい-助動詞><L_た_たら-助動詞><L_、_、-補助記号-読点><L_犬パルボウイルス感

染症_犬パルボウイルス感染症-名詞-普通名詞-一般><L_と_と-助詞-格助詞><L_診断す

る_診断さ-動詞-一般><L_れる_れ-助動詞><L_ます_ます-助動詞><L_。_。-補助記号-

句点> 

（→発熱はあったりなかったりですが、症状が出て血液検査によって白血球の数が減

少していたら、犬パルボウイルス感染症と診断されます。） 

 

【３】次に、サクラエディタの文字列の置換機能を使って、tari.txt の「動詞（＋助動詞）

＋タリ」の前後にタブを入れる。これは後で Excel で用例を見る際に、「動詞（＋助動詞）

タリ」の箇所でセルが分けられているとデータが見やすいため、その前作業として行うも

のである。 

 

（例）「動詞＋タリ」の場合 

置換前  <L_[^_]+_[^-]+?-動詞[^>]+?><L_[^_]+_[^-]+?-助動詞><L_たり 

+_[^-]+?-助詞-副助詞> 

置換後  ∖t$&∖t 

 

その結果、以下のようになる。（ここでは、タブを∖tで記す。）このファイルを tari.tab

として保存する。 

 

<L_八月_８月-名詞-数詞><L_は_は-助詞-係助詞><L_筆_筆-名詞-普通名詞-一般><L_ 

で_で-助詞-格助詞><L_色付け_色付け-名詞-普通名詞-一般><L_を_を-助詞-格助詞>∖t 

<L_する_し-動詞-一般><L_たり_たり-助詞-副助詞>∖t<L_絵_絵-名詞-普通名詞-一般

><L_を_を-助詞-格助詞>∖t<L_書く_書い-動詞-一般><L_たり_たり-助詞-副助詞>∖t 
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<L_する_する-動詞-一般><L_「_「-補助記号-括弧開><L_トールペイント_トールペイ

ント-名詞-普通名詞-一般><L_」_」-補助記号-括弧閉><L_を_を-助詞-格助詞><L_マグ

カップ立て_マグカップ立て-名詞-普通名詞-一般><L_で_で-助詞-格助詞><L_体験する

_体験し-動詞-一般><L_ます_ます-助動詞><L_。_。-補助記号-句点> 

 

nakattari.txt も同様に加工し、nakattari.tab として保存する。 

 

【４】次に、【３】の tari.tab ファイルを Excel で開くと、タブ（∖t）でセルが区切られて

いるため、以下のように表示される。A 列が「文頭～V1 タリの直前」、B 列が「V1 タリ」、

C 列が「V1 タリ～V2 タリの間」、D 列が「V2 タリ」、E 列が「V2 タリ以降～文末」で

ある。 

 

同様に nakattari.tab ファイルも Excel で開き、このファイルを tari.tab ファイルにコピ

ー&ペーストし、1 つのファイルにする。これを tari.all1 とする。 

 

【５】再度、サクラエディタで tari.all1 を開く。ここで、例文を見やすくするために、形

態論情報を消したファイルを作る。そのために、置換機能を使って以下のように置換し、

結果を tari.all2 として保存する。 

 

置換前  <L_[^>]+_([^>-]+)?-[^>]+?> 

置換後  $1 

 

【６】tari.all2 を Excel で開くと、以下のようになる。 

A B C D E

<L_八月_８月-名詞-数
詞><L_は_は-助詞-係助
詞><L_筆_筆-名詞-普通
名詞-一般><L_で_で-助
詞-格助詞><L_色付け_
色付け-名詞-普通名詞
-一般><L_を_を-助詞-
格助詞>

<L_する_し-動詞-一般
><L_たり_たり-助詞-副
助詞>

<L_絵_絵-名詞-普通名
詞-一般><L_を_を-助詞
-格助詞>

<L_書く_書い-動詞-一般
><L_たり_たり-助詞-副
助詞>

<L_する_する-動詞-一般
><L_「_「-補助記号-括弧
開><L_トールペイント_
トールペイント-名詞-普
通名詞-一般><L_」_」-補
助記号-括弧閉><L_を_を
-助詞-格助詞><L_マグ
カップ立て_マグカップ立
て-名詞-普通名詞-一
般><L_で_で-助詞-格助
詞><L_体験する_体験し-
動詞-一般><L_ます_ます
-助動詞><L_。_。-補助
記号-句点>
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このようにして、以下に示すような「V1 タリ V2 タリ」が抽出される。 

 

・８月は筆で色付けをしたり絵を書いたりする「トールペイント」をマグカップ立て 

で体験します。                          （広報誌） 

・悪天候のため外へ出られない日には、室内でリードをつけて運動をさせたり、ボー 

ルやオモチャを与えて遊んであげたりして運動不足にならないようにします。 

（書籍） 

・社内で目立つ動きをすると、いじわるをされたり仕事の邪魔をされたりするのだ。 

（書籍） 

・よく食べるからといって、与え過ぎると、ドライ・タイプの物を食べなくなって、 

栄養バランスを崩したり肥満になったりするので、ほどほどにしましょう。（書籍） 

・学資保険ですが、二十歳満期で契約して、子供が高校を中退したり大学に行かなか 

ったりしたら、もらえるはずのお金はどうなるのですか？    （Yahoo!知恵袋） 

 

しかし、この tari.all2 の中には、以下のような V1 と V2 が文節を超えて現れる反復構文

の「V1 タリ V2 タリ」とは異なるものも含まれている。そのため、これらの不要例は１つ

１つ目視で確認して取り除く。このファイルを tari.all3 として保存する。 

 

・それでも、ご案内したりすると「有難う♪」を言っていただけたりもします。 

（Yahoo!ブログ） 

・それに私が意見を述べたりすると、どうしてそういう意見となるのか、その理由を 

説明してくれなどと言ってきたりするのです。             （書籍） 

・現在何人か派遣さんに来ていただいているのですが、派遣さん同士の個人的なこと 

を話してしまったり（あの人は時給が上がったなど）して、派遣さん同士ギクシャ

クしてしまったり、退職時の対応が悪くて、担当のかたはあまり評判がよくありま

せん。                               （書籍） 

・したがって，このキャッシュカードを落としたりしても，暗証番号がわからなけれ 

A B C D E

８月は筆で色付けを したり 絵を 書いたり
する「トールペイント」を
マグカップ立てで体験し
ます。



第 6章 「V1タリ V2タリ」構文の分析 

158 

 

ば引き落とされたりはしないはずである（かつては，盗取者が特殊な機械でカード

から暗証番号を読み取って預金を引き出したというケースもあったが，現在はカー

ドの中には暗唱番号のデータは入っていないように改良されている）。  （書籍） 

 

この tari.all3 を基に「V1 タリ V2 タリ」構文の「例示用法」と「反復用法」の 2 つに分

類する。その上で、次節ではそれぞれの用法の生起可能な環境の違いを見て行く。 

 

6.6 「V1タリ V2タリ」構文における V1と V2の特徴 

 

本節では、「V1 タリ V2 タリ」構文の「例示用法」と｢反復用法」の生起可能な環境の違

いを明らかにするため、各用法の V1 と V2 の意味的特徴について詳細に見る。以下、6.6.1

節では「例示用法」、6.6.2 節では「反復用法」について述べる。 

 

6.6.1 「例示用法」の V1と V2の特徴  

 

本節では「例示用法」の V1 と V2 の組み合わせについて、実例を示しながら特徴を指摘

していく。まず、コーパス調査の結果の上位 10 位までの組み合わせを表 1 に示す。 
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表 1 「例示用法」の V1と V2の組み合わせ（上位 10位） 

順位 V1 タリ / V2 タリ（出現数） 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

A になったり/ B になったり（281） 

A をしたり/ B をしたり（209） 

見たり / 聞いたり（83） 

A があったり/ B があったり（57） 

A に/へ行ったり/ B に/へ行ったり（53） 

A に来たり/ B に来たり（50） 

食べたり / 飲んだり（45） 

飲んだり / 食べたり（33） 

聞いたり / 見たり（25） 

A を見たり/ B を見たり（25） 

 

「例示用法」は当該場面に出現可能な事態のうち、V1 と V2 を代表例として例示する用

法で、V1 と V2 には同類関係にある組み合わせが来るという特徴がある。本研究では「同

類」とは「A と B にある共通点 X が見られ、A と B は X の具体例として一般的に考えられ

るもの」とする。例えば、「見る」と「聞く」はいずれも「視聴覚」を表すという共通点

があり、「視聴覚」の代表的な行為の例として一般的に考えられるものである。 

ここで、上記に示した「例示用法」の V1 と V2 の組み合わせの上位に来る例を見る。例

えば、「A になったり/ B になったり」は（47）の「会長になったり顧問になったり」のよ

うに使われて「社長を辞めてからも、例えば会長や顧問といった事実上の会社のトップの

職に就いてずっと居座る」ということを述べている。この場合、A「会長」と B「顧問」は

「社長を辞めた後に付く職」という点で共通している。同様に「A をしたり/ B をしたり」

は（48）の「台所の掃除をしたり衣類の整理をしたり」のように使われて、A「台所の掃除」

と B「衣類の整理」は「家事」という点で共通し、「A へ行ったり B へ行ったり」は（49）

の「スイスへ行ったりフランスへ行ったり」のように使われて、A「スイス」と B「フラン

ス」は「外国旅行の行き先」という点で共通している。また、（50）の「見たり聞いたり」

は「視聴覚」という点で共通し「オペレータはテレビ装置を使って、ロボットが見る・聞

く等によって得た感覚情報を体験できる」、（51）の「食べたり飲んだり」は「飲食」と

いう点で共通し「パーティーで、例えば（食事を）食べる、（お酒を）飲む等して和やか
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に過ごした」ということを述べている。このように「例示用法」では当該場面に生じ得る

事態の代表例を V1 と V2 に例示している点で特徴的である。 

 

（47）社長辞めても会長になったり顧問になったりして天辺に居座る爺さんは多いで 

すからね。                           （書籍） 

（48）台所の掃除をしたり、置いてある衣類の整理をしたりして時間を潰した。 

（書籍） 

（49）私もずいぶん、前の仕事が仕事でしたから、スイスへ行ったり、フランスへ行 

ったり、四十回か外国旅行をしていますけれども（中略）   （国会会議録） 

（50）ロボットの得た感覚情報はオペレータに送られ、オペレータは頭に装着したテ 

レビ装置を使って、ロボットが見たり聞いたりしたのと同一の感覚を三次元的 

に体験できる。                         （書籍） 

（51）声を合わせて杯を上げると、後は自由に、三々五々、食べたり飲んだり、和や 

かな雰囲気になった。                      （書籍） 

 

 

次に、「例示用法」の具体的な V1 と V2 の組み合わせを見る。「例示用法」の V1 と V2

の組み合わせは同類関係が見られる。同類関係を表す組み合わせには①「動詞が同類関係」、

②「動詞は同じで、直前の修飾要素が同類関係」の大きく 2 つのタイプがある。 

 

同類関係：①動詞が同類関係 

「見たり聞いたり」「食べたり飲んだり」「歌ったり踊ったり」等 

②動詞は同じで、直前の修飾要素が同類関係 

「会長になったり顧問になったり」、「ノートパソコンがあったり英字新 

聞があったり」「高速道路などを作ったり橋を作ったり」等 

 

以下では、具体的な V1 と V2 の組み合わせについて①「動詞が同類関係」、②「動詞は

同じで、直前の修飾要素が同類関係」の順で述べる。まず、同類関係①「動詞が同類関係」
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のうち、出現数が 5 以上のものを表 2 に示す10。 

 

表 2 同類関係①「動詞が同類関係」の V1と V2（出現数 5以上） 

見たり / 聞たり（83） 

食べたり / 飲んだり（45） 

飲んだり / 食べたり（33） 

聞いたり / 見たり（25） 

歌ったり / 踊ったり（24） 

読んだり / 見たり（21） 

踏んだり / 蹴ったり（19） 

読んだり / 書いたり（19） 

悲しんだり / 困ったり（18） 

泣いたり / 笑ったり（17） 

飛んだり / 跳ねたり（17） 

見たり / 読んだり（15） 

読んだり / 聞いたり（14） 

歩いたり / 走ったり（13） 

煮たり / 焼いたり（12） 

聞いたり / 読んだり（12） 

殴ったり / 蹴ったり（11） 

泣いたり / 喚いたり（11） 

殴られたり / 蹴られたり（10） 

願ったり / 叶ったり（10） 

戯れ合ったり / 取り合ってみたり（10） 

言ったり / 書いたり（9） 

書いたり / 読んだり（9） 

話したり / 書いたり（9） 

感じたり / 考えたり（8） 

見たり / 考えたり（8） 

見たり / 触れたり（8） 

言ったり / やったり（8） 

書いたり / 喋ったり（8） 

迷ったり / 悩んだり（8） 

調べたり / 考えたり（7） 

悩んだり / 苦しんだり（7） 

見たり / 感じたり（6） 

行ったり / 買ったり（6） 

書いたり / 話したり（6） 

塗ったり / 描いたり（6） 

聞いたり / 調べたり（6） 

驚いたり / 喜んだり（5） 

考えたり / 悩んだり（5） 

行ったり / 遊んだり（5） 

食べたり / 遊んだり（5） 

調べたり / 聞いたり（5） 

怒ったり / 泣いたり（5） 

読んだり / 考えたり（5） 

買ったり / 借りたり（5） 

聞いたり / 歌ったり（5） 

遊んだり / 行ったり（5） 

踊ったり / 歌ったり（5） 

A に来たり / B へ行ったり（5） 

 

 

                                                   
10 「出現数 2 以上」のものが非常に多かったため、ここでは「出現数 5 以上」のものを示す。 
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まず、①「動詞が同類関係」のタイプを見る。このタイプには（52）の「見る/聞く」（視

聴覚）、（53）の「食べる/飲む」（飲食）、（54）の「歌う/踊る」（歌舞）、（55）の「読

む/書く」（読み書き）、（56）の「飛ぶ/跳ねる」（跳躍）といった組み合わせがある。い

ずれの V1 と V2 の組み合わせにも 2 つに共通する意味が見られる。また、特に V1 と V2

の組み合わせの上位を見ると、2 つの動詞に共通する意味を 1 つの概念でまとめて表するこ

とができるものが多い。例えば、「食べる/飲む」であれば「飲食」という概念でまとめら

れ、「読む/書く」であれば「読み書き」という概念でまとめられる。 

 

（52）私たちの感覚神経は限界があり、すべてを見たり、聞いたりできない。 

（Yahoo!知恵袋） 

（53）（質問）結婚内祝・・・金額は二千～で貰って嬉しい、迷惑でないものって何 

がありますか？ 

（回答）わたしなら食べたり飲んだりして、なくなるものがいいです。 

（Yahoo!知恵袋） 

（54）多趣味でもあった父は、しょっちゅう、夜に仲間を集めては、小唄や都々逸を 

披露し、皆で歌ったり踊ったりと、にぎやかなひとときをつくったものでした。 

（書籍） 

（55）英語を読んだり書いたりできる人でも、リスニング力の弱い人は、やはり英語 

を聞いても日本語を理解する脳で英語情報を処理しようとする。   （書籍） 

（56）子供の飛んだり跳ねたりする音がドンドンと響いてきます。（Yahoo!知恵袋） 

 

以下に挙げる（57）の「踏む/蹴る」も「足の動作」という点で同類関係にあり、「小学

校教師から、例えば踏む・蹴るといった虐待を受けた」ことを述べている。しかし、「踏

んだり蹴ったり」は（57）のように文字通りの意味としてだけでなく、（58）のように「悪

い事態が重ねて起こる」という意味の慣用的な表現として使われることもある。 

 

（57）さらに美峰は、よってたかって小学校教師らから、踏んだり蹴ったり叩きつけ 

られ、さんざんの虐待をうけた。                 （書籍） 

（58）一番大変な状況になっている方は、契約が済み、手付金や中間金を支払ってい 

るが、まだ着工や竣工していないケース。お金は支払った。家は完成していな
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い。でも、支払ったお金はほとんど戻ってこない。完成していないから暮せな

い。さらに、新しい工務店などで工事を続ける場合、追加で費用が発生する。

まさに踏んだり蹴ったり、にっちもさっちもいかない、最悪の状況。 

（Yahoo!ブログ） 

 

以下の（59）の「泣く/笑う」は「感情表出」という点で同類関係にあり、「例えば大声

を上げて泣くことや笑うことは体にとても良い」ということを述べている。この場合は V1

と V2 以外にも「怒る」や「喜ぶ」等の感情を表す動詞が言外に並立していると考えられる

ため、「例示用法」と解釈される。しかし、同じ「泣く/笑う」の組み合わせでも（60）は

「感情の起伏が激しくなり、泣くと笑うという感情の浮き沈みを繰り返す」というように

「反復用法」の解釈となる場合もある。この場合の「泣く/笑う」は、「感情表出」という

点では同類であるものの「感情の浮き沈み」という点で対称的であると捉えられる。この

ように、同じ V1 と V2 の組み合わせでも同類関係と解釈するか、反義関係と解釈するかは

文脈によって異なると言える。 

 

（59）大声を上げて泣いたり笑ったりするのは体にとても良い事なんですよ。 

（Yahoo!知恵袋） 

（60）突然、感情の起伏が激しくなり、意味もなく泣いたり笑ったりを続けた。 

（書籍） 

 

次に、同類関係②「動詞は同じで直前の修飾要素が同類関係」について見る。同類関係

②「動詞は同じで直前の修飾要素が同類関係」のうち、出現数が 5 以上のものを表 3 に示

す11。表では直前に付く成分を A、B のように示すが、A、B の詳細については以下で説明

する。 

 

 

 

 

 

                                                   
11 「出現数 2 以上」のものが非常に多かったため、ここでは「出現数 5 以上」のものを示す。 
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表 3 同類関係②「動詞は同じで直前の修飾要素が同類関係」の V1と V2（出現数 5以上） 

A になったり / B になったり（281） 

A をしたり / B をしたり（209） 

A があったり / B があったり（57） 

A に行ったり / B に行ったり（53） 

A に来たり / B に来たり（50） 

A を見たり / B を見たり（25） 

A にやったり / B にやったり（21） 

A を作ったり / B を作ったり（19） 

A を食べたり / B を食べたり（18） 

A を入れたり / B を入れたり（17） 

A を変えたり / B を変えたり（16） 

A に居たり / B に居たり（15） 

A と言ったり / B と言ったり（15） 

A を使ったり / B を使ったり（15） 

A を取ったり / B を取ったり（15） 

A を買ったり / B を買ったり（15） 

A が出たり / B が出たり（12） 

A と感じたり / B と感じたり（11） 

A と言われたり / B と言われたり（10） 

A を書いたり / B を書いたり（10） 

A てあげたり / B てあげたり（10） 

A を/に付けたり / B を/に付けたり（10） 

A されたり / B されたり（8） 

A と思ったり / B と思ったり（8） 

A を出したり / B を出したり（7） 

A を聞いたり / B を聞いたり（7） 

A を掛けたり / B を掛けたり（6） 

A を求めたり / B を求めたり（6） 

A が見えたり / B が見えたり（6） 

A が出来たり / B が出来たり（6） 

A を起こしたり / B を起こしたり（5） 

A を見せたり / B を見せたり（5） 

A ていただいたり / B ていただいたり（5） 

 

②「動詞は同じで、直前の修飾要素が同類関係」のタイプは、修飾要素（A と B）に何ら

かの点で同類関係にあるものが来て、V1 と V2 に広い意味での同類関係が見られる。具体

的には、（61）の「会長になる/顧問になる」、（62）の「掃除をする/衣類の整理をする」、

（63）の「ノートパソコンがある/英字新聞がある」、（64）の「高速道路などを作る/橋を

作る」等の組み合わせがある。これらは V1 と V2 の「なる」「する」「ある」「作る」と

いった動詞は同じで、動詞を修飾する要素（A と B）に同類関係が見られる。例えば、（61）

は「会長」と「顧問」は「社長を辞めた後に付く職」という点で共通している。同様に、

（62）の「台所の掃除」と「衣類の整理」は「家事」、（63）の「ノートパソコン」と「英

字新聞」は「設備の充実しているホテルのロビーにおいてあるもの」、（64）の「高速道

路など」と「橋」は「公共工事で不必要に作られるもの」という点で共通し、同類関係に

ある。 
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（61）社長辞めても会長になったり顧問になったりして天辺に居座る爺さんは多いで 

すからね。                          （＝（47）） 

（62）台所の掃除をしたり、置いてある衣類の整理をしたりして時間を潰した。 

 （＝（48）） 

（63）インターネットに接続されたノートパソコンがあったり、英字新聞があったり 

と至れり尽くせり。                       （書籍） 

（64）日本には無駄多い！！たとえば公共工事 必要でもないのに高速道路などを作 

ったり橋を作ったりとさまざまです！！          （Yahoo!ブログ） 

 

以上、「例示用法」の V1 と V2 の特徴を見た。その結果、「例示用法」の V1 と V2 に

は広い意味で同類関係が見られること、この同類関係には①動詞が同類関係（「見たり聞

いたり」等）と②動詞は同じで、直前の修飾要素が同類関係（「会長になったり顧問にな

ったり」等）があること、「泣いたり笑ったり」のように文脈によって同類関係とも反義

関係ともとれる組み合わせもあることを指摘した。 

 

6.6.2 「反復用法」の V1と V2 

 

本節では「反復用法」の V1 と V2 の組み合わせについて、実例を示しながら特徴を指摘

していく。まず、コーパス調査の結果の上位 10 位までの組み合わせを表 4 に示す。 
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表 4 「反復用法」の V1と V2の組み合わせ（上位 10位） 

順位 V1 タリ / V2 タリ（出現数） 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

9 

10 

行ったり / 来たり（321） 

出たり / 入ったり（64） 

A なったり / B なったり （50） 

上がったり / 下がったり（47） 

降ったり / 止んだり（39） 

A に行ったり / B に行ったり （27） 

開いたり / 閉じたり（26） 

立ったり / 座ったり（26） 

寝たり / 起きたり（25） 

上ったり / 下ったり（24） 

 

「反復用法」は当該場面において V1 と V2 が反復して生じることを表すものであり、出

現可能な事態として V1 と V2 を挙げ、この 2 つの事態が何度も繰り返すことを表す用法で

ある。「反復用法」の V1 と V2 には反義関係にある組み合わせが来る。本研究では「反義」

とは「A と B にある共通点 X が見られ、かつ、Y という一点において意味が対立するもの」

とする。例えば、「勝つ/負ける」はどちらも試合・勝負事の結果を表し、かつ勝敗の結果

という点で意味が対立するものである。 

ここで「反復用法」の V1 と V2 の組み合わせの上位に来る例を見る。（65）は「彼女の

行動」について「行く」と「来る」という往復動作を繰り返すということを述べている。

同様に、（66）は「反復入浴」について「出る」と「入る」という往復動作、（67）は「音

量」について「大きくなる」と「小さくなる」という大小の変化、（68）は「熱の変化」

について「上がる」と「下がる」という上下の変化、（69）は「雨」について「降る」と

「止む」という事態の発生と停止、（70）は「配達の様子」について「あっちに行く」と

「こっちに行く」という往復動作というように、いずれも逆の方向性を持つ動作・変化が

繰り返し生じることを述べている。 

 

（65）彼女は立ち上がり、しばらくベンチの前を行ったり来たりした。   （書籍） 

 （66）同じ温度のお風呂でも、１回だけの入浴ですませるより、出たり入ったりする 
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反復入浴を行うと血流量が増え、湯冷めしにくくなります。     （書籍） 

（67）テープが延びているせいなのでしょうか、それとも機材自体がもう古くなって 

いるからなのでしょうか、ノイズを思いきり含みながら、タンゴの音量は大き

くなったり小さくなったりを繰り返します。            （書籍） 

（68）高熱が続くこと早１週間、解熱剤もちゃんと飲んで安静にしているのに熱が上 

がったり下がったりの繰り返しです。           （Yahoo!知恵袋） 

（69）この一カ月というもの、ずっと雨が降ったり止んだりしている。   （書籍） 

 （70）山道をあっちに行ったりこっちに行ったり、とうさんは何軒もの農家に、えさ 

袋をとどけた。                          （書籍） 

 

次に、「反復用法」の具体的な V1 と V2 の組み合わせを見る。「反義関係」を表す組み

合わせには①「動詞が反義関係」、②「動詞は同じで、直前の修飾要素が反義関係」の大

きく 2 つのタイプがある。 

 

反義関係：①動詞が反義関係 

「行ったり来たり」「出たり入ったり」「できたりできなかったり」「届い 

たり届かなかったり」「贈ったり贈られたり」「おごったりおごられたり」 

等 

②動詞は同じで、直前の修飾要素が反義関係 

「大きくなったり小さくなったり」「あっちに行ったりこっちに行ったり」 

「上にやったり下にやったり」等 

 

以下では、具体的な V1 と V2 の組み合わせについて①「動詞が反義関係」、②「動詞は

同じで、直前の修飾要素が反義関係」の順で述べる。まず、反義関係①「動詞が反義関係」

のうち、出現数が 5 以上のものを表 5 に示す12。 

 

 

 

 

                                                   
12 「出現数 2 以上」のものが非常に多かったため、ここでは「出現数 5 以上」のものを示す。 
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表 5 反義関係①「動詞が反義関係」の V1と V2（出現数 5以上） 

行ったり / 来たり （330） 

出たり / 入ったり （64） 

上がったり / 下がったり （44） 

降ったり / 止んだり （39） 

開いたり / 閉じたり （26） 

立ったり / 座ったり （26） 

寝たり / 起きたり （25） 

上ったり / 下りたり （24） 

押したり / 引いたり （16） 

上げたり / 下げたり （16） 

入れたり / 出したり （16） 

入ったり / 出たり （15） 

（電気を）付けたり / 消したり （14） 

伸びたり / 縮んだり （13） 

（電気が）付いたり / 消えたり （13） 

吸ったり / 吐いたり （12） 

増えたり / 減ったり （12） 

開けたり / 閉めたり （11） 

伸ばしたり / 縮めたり （10） 

閉じたり / 開いたり （10） 

上ったり / 下ったり （9） 

握ったり / 開いたり （8） 

曲げたり / 伸ばしたり （8） 

現れたり / 消えたり （8） 

出したり / 引っ込めたり （8） 

晴れたり / 曇ったり （8） 

増やしたり / 減らしたり （7） 

太ったり / 痩せたり （7） 

思ったり / 思わなかったり（7） 

出したり / 入れたり （6） 

脱いだり / 着たり （6） 

（電源を）入れたり / 切ったり （6） 

浮いたり / 沈んだり （6） 

出来たり / 出来なかったり（6） 

くっ付いたり / 離れたり （5） 

引いたり / 押したり （5） 

出たり / 引っ込んだり （5） 

助けたり / 助けられたり （5） 

褒めたり / けなしたり （5） 

行ったり / 行かなかったり（5） 

 

①「動詞が反義関係」には以下のような反義語の組み合わせが見られる。 

 

方向性のある往復動作：「行ったり来たり」「出たり入ったり」「上ったり下ったり」 

「押したり引いたり」「吸ったり吐いたり」「開けたり閉めた 

り」「伸ばしたり縮めたり」「浮いたり沈んだり」「立った 

り座ったり」等 

事態の出現と消滅：「降ったり止んだり」「付いたり消えたり」「現れたり消えたり」 

          等 
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行為と解除：「寝たり起きたり」等 

増減：「増えたり減ったり」「増やしたり減らしたり」「太ったり痩せたり」等 

相反する評価：「褒めたりけなしたり」等 

相反する立場：「助けたり助けられたり」等 

 

具体例を見ると、（71）は「チドリの走る様子」について「行く」と「（戻って）来る」

という反復を表している。同様に、（72）は「雨の様子」について「降る」と「止む」と

いう反復を表し、（73）は「起居」について「寝る」と「起きる」という反復を表してい

る。 

 

（71）泡立つ水に濡れた、エメラルドやルビーをちりばめた砂地のひろがりで、何羽 

かの白いチドリがいったりきたりせわしなく走っている。      （書籍） 

（72）今日は朝から雨が降ったり、止んだりと、はっきりしないお天気でしたね。 

 （Yahoo!知恵袋） 

（73）もっとも彼女は半年ほど前から、ずっと体調をくずして、寝たり起きたりの生 

活がつづいていた。                       （書籍） 

 

以下の（74）～（77）も反復を表しているが、上記（71）～（73）のように「V1→V2

→V１→V2…」という交互に生じる反復ではなく、「ある時は V1、ある時は V2」という

その時々によって V1 と V2 のどちらになるかは決まっていないが、V1 となる場合も V2 と

なる場合も同程度あることを述べている点で共通している。例えば、（74）は「株が上が

る場合もあるし、下がる場合もある」という反復を表している。同様に、（75）は「褒め

る場合もあるし、けなす場合もある」という反復を表し、（76）は「助ける場合もあるし、

助けられる場合もある」という反復を表し、（77）は「行く場合もあるし、行かない場合

もある」という反復を表している。 

 

（74）新聞を見ると、株が上がったり下がったりしたことについて、ニューヨークで 

こういうことがあったので注文が多かった、公定歩合がこうなったから、どう

なったという解説が書いてある。                 （書籍） 

（75）これから書く内容は、個人的な経験をもとに書いており、科学的根拠は全くあ 
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りません。また、褒めたりけなしたり色々してはおりますが、あくまで傾向の

話であり全ての人があてはまるとは考えていません。    （Yahoo!ブログ） 

（76）人間は、助けたり、助けられたりしながら生きていくものです。   （書籍） 

（77）新しい学校は、雪美さんに合っていたらしく、一年ほど楽しく登校していまし 

たが、家の事情で再度、転校せざるを得なくなり、再び、行ったり、行かなか 

ったりの生活に戻ってしまいました。               （書籍） 

 

以上、①「動詞が反義関係」のタイプの V1 と V2 の組み合わせを見た。この中には、（78）

の「くぐる」と「登る」のように辞書的には反義関係とは言えないような反義関係の組み

合わせも見られる。しかし、この「くぐる」と「登る」は「（木々の根の）下を進む/上を

進む」のように捉えられ、方向性のある往復運動と見ることで反義関係ということができ

る。 

 

（78）山道はどんどん急峻になり、木々の根は張り巡らされ、もはやアスレチック公 

園のような状態。くぐったり登ったりの連続。           （書籍） 

 

また、「V1 タリ V2 タリ」構文と「V1 テハ V2」構文の「反復用法」と比べると、「可

逆的反義関係」にあるものはどちらの構文でも言いやすく、「可逆的反義関係」以外の反

義関係（例えば、「増えたり減ったり」（増減）、「褒めたりけなしたり」（相反する評

価）、「助けたり助けられたり」（相反する立場））は「V1 タリ V2 タリ」構文でのみ言

えるという違いがある。逆に、「V1 テハ V2」構文の「反復用法」では V1 と V2 に「ワイ

ンを飲んではチーズをつまむ」や「えさを取っては食べる」のような「一連の動作」の関

係にあるものも来るが、「V1 タリ V2 タリ」構文の「反復用法」ではそれがないという違

いもある。 

次に、反義関係②「動詞は同じで、直前の修飾要素が反義関係」のタイプを見る。②「動

詞は同じで、直前の修飾要素が反義関係」のうち、出現数が 2 以上のものを表 6 に示すタ

イプを見る。 
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表 6 反義関係②「動詞は同じで、直前の修飾要素が反義関係」の V1と V2（出現数 2 

以上） 

A なったり / B なったり（50） 

A に行ったり / B に行ったり（27） 

A したり/ B したり（8） 

A を向いたり/ B を向いたり（6） 

A を見たり/ B を見たり（5） 

A に見えたり/B に見えたり（5） 

A をやったり/ B をやったり（4） 

 

②「動詞は同じで、直前の修飾要素が反義関係」は、動詞を修飾する要素（A と B）によ

って、以下の（Ⅰ）と（Ⅱ）の 2 つのタイプに分けられる。 

 

（Ⅰ）A と B に対称的な属性を表す形容詞、形容動詞、名詞が来て逆方向への変化が 

繰り返し生じることを表すタイプ（対称的な属性） 

（Ⅱ）A と B に「あっち/こっち」「右/左」「上/下」といった逆方向を表す名詞が来 

て逆方向への往復動作を表すタイプ（逆方向） 

 

まず、（Ⅰ）「対称的な属性」タイプを見る。「A なったり / B なったり」の A と B に

は（79）の「大きく/小さく」、（80）の「よく/悪く」、（81）の「高く/低く」、（82）

の「暑く/寒く」等の対称的な属性を表す形容詞や、（83）の「攻撃的に/抑うつ的に」のよ

うな対称的な精神状態を表す形容動詞が見られる。同様に、「A したり/ B したり」も A と

B には（84）の「大きく/小さく」のような形容詞が来る。このような場合は、逆方向への

変化が繰り返し生じることを表している。 

 

（79）テープが延びているせいなのでしょうか、それとも機材自体がもう古くなって 

いるからなのでしょうか、ノイズを思いきり含みながら、タンゴの音量は大き 

くなったり小さくなったりを繰り返します。          （＝（67）） 

（80）よくなったり悪くなったりして一向に完治しません。    （Yahoo!知恵袋） 

（81）ところが海面は、潮の満ち引きによって高くなったり、低くなったりするので 

一定ではありません。                      （書籍） 

（82）ここのところ（中略）体の震えが止まりません。暑くなったり、寒くなったり 

がかなり影響してるみたい。               （Yahoo!ブログ） 



第 6章 「V1タリ V2タリ」構文の分析 

172 

 

（83）自分でも食欲をコントロールできない感情におそわれて攻撃的になったり抑う 

つ的になったりします。                     （書籍） 

（84）野原を切り開き、石ころをどかし、堅い土をほぐして出来た私たちの菜園は、 

夏以外にはあまり草も抜かず、その季節の作付けの多少によって耕地を大きく

したり小さくしたりという、まったく“らんだ”な、良く言うと“有機的な”

菜園である。                          （書籍） 

 

なお、以下の（85）～（87）に示す「A に見えたり/B に見えたり」も（Ⅰ）のタイプに

分類されると考える。しかし、上記に挙げた例とは A と B に来るものの性質が若干異なり、

（85）の「一本/二本」、（86）の「丸く/四角く」、（87）の「グアム島/ハート形」のよ

うな「形」に関する名詞が来る。（85）では円柱の形は同じだが本数が異なって見える、

（86）では形が平面という点では同じだが角の数が異って見える、（87）では形が窪んで

いる所と凹んでいる所があるのは同じだが、少し角ばった「グアム島」か丸みをおびた「ハ

ート形」かで異って見えるという、いずれも同一の対象でも見る角度によって 2 種類の見

え方が可能であることを述べている。 

 

（85）「獅子の中庭」の回廊では、この円柱が二本組みと一本との繰り返しで立ち、 

約四メートルの高さから上は、角柱の基部をもつアーチとなっている。回廊を 

歩いていくと、二本組みになった円柱は、見る角度によって一本に見えたり二 

本に見えたり変化する。                     （書籍） 

（86）ショック教授自身があまりダイビングに慣れていないせいか、潜るたびに地形 

が違って見え、丸く見えたり、四角く見えたりして、どうも細かな観察にまで 

至らないからのようだ。海中での調査の難しさが、こんなところにも表れてい 

るのである。                          （書籍） 

（87）穴の中から見上げると、位置によって穴の形がグアム島に見えたり、ハート形 

に見えたりする。                        （書籍） 

 

次に（Ⅱ）「逆方向」タイプを見る。「A に行ったり / B に行ったり」「A を向いたり/ B

を向いたり」「A を見たり/ B を見たり」「A をやったり/ B をやったり」の A と B には多

くの場合「こっち/あっち」「右/左」「上/下」といった逆方向を表す名詞が来る点で共通し
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ている。このような場合は、逆方向を表す名詞が来て逆方向への往復動作を表している。 

 

（88）登山道は右へ行ったり、左へ行ったり、ジグザグにおれまがっている。（書籍） 

（89）風見鶏は風向計でもあり、風がふくたびにあっちを向いたりこっちを向いたり 

するはずであったが、この鉄の鳥はもう動くことはなかった。    （書籍） 

（90）話しながら、ピカソのデカイ眼がしょっちゅうギョロギョロと右を見たり左を 

見たり、オドケたように動く。                  （書籍） 

（91）（質問）十四歳息子の引き出しにしまってあるシャツや下着、いくら綺麗にた 

たみ直しても着たいシャツを探す時にぐちゃぐちゃにします（中略） 

何か良い方法ありませんか？ 

（回答）たたみ方は ロール型で縦置きします。一目で取り出せるし 上にや 

ったり下にやったりしなくて済みますからね。   （Yahoo!知恵袋） 

 

以上、②「動詞は同じで、直前の修飾要素が反義関係」の V1 と V2 の組み合わせを見た。

その結果、（Ⅰ）「対称的な属性」への変化の繰り返しを表すものと、（Ⅱ）「逆方向」

への往復動作の繰り返す物の 2 つのタイプがあることが分かった。しかし、②「動詞は同

じで、直前の修飾要素が反義関係」の中には、以下の（92）の「『あ』になったり『A』に

なったり」のようにこれを反義関係と見るか同類関係と見るか判断が難しいものもある。

この（92）はコンピュータの「半角/全角キー」を押すと「ひらがな入力」と「アルファベ

ット入力」のどちらかに切り替えられることを表している。この場合、「ひらがな入力」

と「アルファベット入力」の 2 つを対称的に捉え「半角/全角キー」を押すたびに繰り返し

切り替わると考えれば「反復」の解釈になり、「ひらがな入力」と「アルファベット入力」

の他に「カタカナ入力」等があり、そのうちの 2 つが代表的に並立していると捉えれば「例

示」の解釈にも成り得る。実際には「半角/全角キー」は「ひらがな入力」と「アルファベ

ット入力」の 2 つを切り替えるものなので「反復」の解釈となるわけであるが、この例の

ようにAとBを反義関係と見るか同類関係と見るかは文脈や聞き手の知識によると考える。 

 

（92）文字入力のカーソルを点滅させて数字の１の左にある半角／全角漢字キーを押 

すと右下の入力モードが「あ」になったり「Ａ」になったり変化します。 

（Yahoo!知恵袋） 
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このようなことから、「V1 タリ V2 タリ」構文に並立する V1 と V2 を反義関係と見るか、

同類関係と見るかは明確に分けられない場合もある。その場合は、文脈や聞き手の知識に

よって反義関係と見れば「反復」の解釈になり、同類関係と見れば「例示」の解釈になる。

このように「反復用法」と「例示用法」は連続的であると考える。 

 

6.7 第 6章のまとめ  

 

本章では「見たり聞いたり」のように複数の事態の並立を表す「V1 タリ V2 タリ」構文

の用法について分析した。その結果、「V1 タリ V2 タリ」構文は当該場面において出現す

る可能性がある事態の代表として V1 と V2 を例示する「例示用法」（「見たり聞いたり」

等）と、当該場面において V1 と V2 が繰り返し生じることを表す「反復用法」（「行った

り来たり」等）の 2 つに意味的に分類されることを主張した。この 2 つの用法は「V1 と

V2 の組み合わせ」に特徴があり、V1 と V2 が同類関係である場合は「例示用法」、V1 と

V2 が反義関係である場合は「反復用法」となることを示した。ただし、「泣いたり笑った

り」のような組み合わせは文脈によって同類関係にも反義関係にもなる可能性があり、「例

示用法」にも「反復用法」にも解釈が可能であることも指摘した。 

以上の結果をまとめると表 7 のようになる。 
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表 7 「V1タリ V2タリ」構文の「例示用法」と「反復用法」の共通点と相違点 

 例示用法 反復用法 

具体例 ・台風で電車が止まったり道路が通

行止めになったりした。 

・見たり聞いたりしたことをレポー

トにまとめる。 

・昨日のパーティーでは歌ったり踊

ったりして楽しんだ。 

・怪しい男が店の前を行ったり来た

りしている。 

・最近、体調が悪く寝たり起きたり

だ。 

・人は皆、助けたり助けられたりし

て生きている。 

意
味 

共通点 
・当該場面において出現の可能性がある事態が複数あり、その中から V1

と V2 の 2 つの事態を並立する。 

相違点 ・当該場面において出現する可能性 

がある事態の代表として V1 と

V2 を例示する。 

・当該場面において V1 と V2 の 2 

つが繰り返し生じることを表す。 

V1

と

V2

の

特

徴 

共通点 広い意味で同類関係 

相違点 ・同類関係 

①動詞が同類関係 

「見る/聞く」「食べる/飲む」「歌 

う/踊る」等 

②動詞は同じで、直前の修飾要素が 

同類関係 

「会長になる/顧問になる」「ノー 

トパソコンがある/英字新聞があ

る」、「台所の掃除をする/衣類の

整理をする」等 

・反義関係 

①動詞が反義関係 

「行く/来る」「出る/入る」「寝

る/起きる」「増える/減る」「現

れる/消える」「褒める/けなす」

「助ける/助けられる」等 

②動詞は同じで、直前の修飾要素が

反義関係 

「暑くなる/寒くなる」「あっちに

行く/こっちに行く」「上にやる/

下にやる」等 
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第 7章 結論 

 

本章では、第 4章から第 6章で扱った「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、

「V1 タリ V2 タリ」構文の分析結果を整理し、本研究の成果が反復構文に関する研究に新

たにどのような知見を加えたかについて述べるとともに、今後の課題を示す。 

7.1節では、本研究で反復構文の意味の記述のために使用した「構文文法」の考え方と「コ

ーパス」が、本研究にどのような利点をもたらし、どのような成果をあげたかについて述

べる。 

7.2 節では、「V1 テハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1 タリ V2 タリ」構文

について、各構文は V1と V2に現れる動詞の組み合わせの特徴により、複数の用法に分類

できることを指摘し、用法間の統語的・意味的な関係について示す。 

7.3節では、各構文に共通して見られた「反復用法」についてそれぞれの違いを示す。そ

れにより反復現象1の一端を明らかにすることができると考えるからである。 

                                                   
1 反復現象とは、同じことを何度も繰り返す現象のことである。この現象は言語に関してのみならず、日 

常生活・自然現象等、広く一般的に見られるものである。牧野（1980、1983）は言語・非言語の反復現

象取り上げて分析している。この牧野（1980、1983）の一連の研究では、文・談話・文章における反復

現象の表現効果について、反復とは反対の現象である省略現象の表現効果と対比しながら説明している。

例えば、（ⅰa）では動詞「買う」が 3回出てくるが、これを（ⅰb）のように 1つにまとめて表現する

ことができる。これを随意的な省略現象（＝「穴あけ」）という。 

（ⅰ）a.  太郎はリンゴを買い、田中はミカンを買い、小川はイチゴを買った。（牧野（1980：56）） 

b.  太郎はリンゴを、田中はミカンを、小川はイチゴを買った。（牧野（1980：56）） 

このような随意的な省略は、記述の簡潔性という表現効果を狙ったものである。これに対し、省略の

反対の現象である反復現象は記述の冗長性を狙ったものであるかと言えばそうではない。そこで、牧野

（1980）は反復現象の表現効果を明らかにするため、以下のような文章実験を行い、「穴あけ」可能な

場所で「穴あけ」が行われる場合と、行われない場合の表現効果を比較した。文章実験は、概略、被験

者に記憶だけでシンデレラの話を書かせ、魔法使いがカボチャを黄金の馬車に、ねずみを馬や御者に変

える件で、「穴あけ」が行われているか否かを調査するものである。その結果、「穴あけ」可能な場所

で「穴あけ」をする場合（＝（ⅱa）～（ⅱc））としない場合（＝（ⅲa）～（ⅲc））があることが分

かった。 

＜「穴あけ」あり＞（例は牧野（1980：64）） 

（ⅱ）a.  カボチャは馬車に、ねずみは白い馬に、そして犬と猫は御者に変わりました。 

b.  彼女のうすよごれた服は目もさめるばかりの美しいドレスに、すりへって口のあいた靴はみ 

ごとなガラスのハイヒールに、そして台所のカボチャはなんとおとぎの国のような二頭立て 

の馬車に代わってしまいました。 

c.  妖精はそこにあったかぼちゃに杖を触れると馬車に、そこに居合わせた犬やねずみを御者や 

お供に変えてしまい… 

＜「穴あけ」なし＞（例は牧野（1980：63-64）） 

（ⅲ）a.  そして魔法を使ってネズミを馬に変え、カボチャを馬車に変えて… 

b.  ボロを美しいドレスに変え、台所のカボチャを馬車に変え、ネズミを馬に変え… 

c.  ころがっていたかぼちゃを大きな馬車にし、ねずみを馬にしてしまいました。 

（ⅱ）の「穴あけ」ありの場合は、セットの概念（Aは Bに、Cは Dに変化する場合、A→B、C→Dの 

変化を一つのまとまりのあるセットと見なす感覚）がはっきりしており、「前もって出来事の全体を見

通して描写している。そこには出来事のプロセスを自然に追っていくということがない」、「描写は冷
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7.4節では、本研究において残された課題を示すとともに、反復構文全体の体系化に向け

て今後必要となる研究について述べる。 

 

7.1 「構文文法」と「コーパス」の利用による本研究の成果 

 

本研究は、現代日本語における反復構文の意味を詳細に記述し、反復構文全体の体系化

を目指すものである。本研究は「反復構文」を以下のように定義した。 

 

反復構文の定義： 

構成要素として動詞句を 2つ含み、個々の構成要素の意味からは予測できない形式的・

意味的特徴を持つ、形式と意味が慣習的に結び付いた文 

 

様々な反復構文のうち、本研究では「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1

タリ V2タリ」構文という 3つの構文を対象とした。この 3つの構文は一見関連性がないよ

うに見えるが、以下の 2つの共通点がある。 

 

①複数の用法を持つ中で「反復用法」を共通して持つ点（意味の共通点） 

 ②V1と V2の組み合わせに一定の制約が見られる点（V1と V2の制約） 

 

本研究では、「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1タリ V2タリ」構文

の 3 つの反復構文にある複数の用法の共通点と相違点を分析し、それらの用法の関係の記

述を行った。分析には「構文文法」の考え方と「コーパス」を利用した。本研究で「構文

文法」の考え方を援用したのは、3つの反復構文が個々の構成要素から予測できない意味を

持ち、V1と V2に制約があるという理由からである。 

一方、分析の資料に「コーパス」を利用したのは、反復構文に現れる V1と V2の組み合

                                                                                                                                                     
静すぎるぐらい冷静になり、驚きの描写には適さない」（牧野（1980：64））としている。一方、（ⅲ）

の「穴あけ」なしの場合は、セットの概念がはっきりしておらず、「一つ一つの変化を言わば映画の映

像のように全体的にゆっくり、驚きを表現しながら描写している。前もって考えていないで、出来事の

プロセスを自然に追っている」（牧野（1980：64））とし、省略の効果と反復の効果に明らかな違いが

あることを述べている。この調査結果から、牧野（1980）は、反復現象は話者が重要だと判断される要

素を反復し、強調・確認の表現効果を狙うものであるとし、省略現象と同様に表現行為に不可欠なもの

であると主張している。 
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わせを可視的に捉えることができ、周辺的な例に気付くことによって中心的な用法の核心

部分をあぶり出すことができるからである。 

本研究では、上記に述べた「構文文法」の考え方と「コーパス」を使用し、「V1 テハ

V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1タリ V2タリ」構文の分析を行った。本研究で

提示された各構文内にある用法および、用法ごとの V1 と V2 の特徴は表 1の通りである。 

 

表 1 3つの反復構文の用法と各用法の V1と V2の特徴（＝第 1章表 2再掲） 

反復構文 V1 テハ V2 V1 テモ V2テモ V1 タリ V2タリ 

用法 ①反復  

・何度も作文を書いては消 

す。 

・ワインを飲んではチーズを 

つまむ。 

②習慣  

・暇を見つけては散歩をす 

る。 

①例示 

・雨が降っても雪が降って 

も、試合をする。 

②反復 

・草を取っても取っても、ま

た生えてくる。 

①例示 

・日曜日は、本を読んだり散 

歩をしたりする。 

②反復 

・不審者が家の前を行ったり

来たりしている。 

V1 と V2

の制約 

①反復 

・反義関係 

「書く/消す」等 

・一連の動作 

「ワインを飲む/チーズをつ 

まむ」等 

②習慣 

・因果関係 

「暇を見つける/散歩をする」 

 等 

①例示 

・同類関係 

「雨が降る/雪が降る」等 

・反義関係 

「勝つ/負ける」等 

②反復 

・前件と後件は反義関係 

「草を取る/草が生えてくる」 

 等 

①例示 

・同類関係 

「本を読む/散歩をする」等 

②反復 

・反義関係 

「行く/来る」等 
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7.2 3つの反復構文における各用法間の関連 

 

第 4章から第 6章では、「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1タリ V2

タリ」構文の 3 つの構文を対象とし、V1 と V2 の意味関係を分析することにより、各構文

にある複数の用法の統語的・意味的特徴を明らかにした。以下、各構文における用法間の

関連についてまとめ、それを図示する。 

 

7.2.1 「V1テハ V2」構文における各用法間の関連 

 

本節では、第 4 章で取り上げた「V1 テハ V2」構文についてまとめる。本研究は、「V1

テハ V2」構文には①「習慣用法」と②「反復用法」の 2 つの用法があることを主張した。

先行研究では、「テハ」には（１）のような条件文の「テハ」と、（３）のような反復を

表す「テハ」があることが指摘されており、本研究では（１）を条件文の「テハ」とし、

（３）を「V1 テハ V2」構文の「反復用法」として区別して考えた。これに加え、本研究

では統語的にも意味的にも条件文の「テハ」と反復を表す「テハ」（＝「V1 テハ V2」構

文の「反復用法」）の中間に存在する（２）のような人の習慣や性質を表す「テハ」（＝

「V1テハ V2」構文の「習慣用法」）があることを指摘した。 

 

  （１）そんなに冷たいものを食べてはお腹をこわすだろう。（条件文の「テハ」） 

（２）彼は冷たいものを食べてはよくお腹をこわす。（習慣用法） 

（３）何度も作文を書いては消した。（反復用法） 

 

上記の 3つは条件性の有無、反復性の有無、V1と V2の特徴の違いによって区別される。

図 1 に第 4 章で示した分類の基準を再掲し、条件文の「テハ」と「V1 テハ V2」構文の①

「習慣用法」と②「反復用法」の特徴とそれぞれの関連について説明する。 
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V1と V2が …………………条件文の「テハ」 

                     1回だけ成立        例「そんなに冷たいものを食べてはお腹を 

こわすだろう」 

     「私が行かなくては皆に迷惑がかかる」 

 

「テハ」文           主体の日常的な……「習慣用法」 

              習慣や性質を表す  例「彼は冷たいものを食べては 

よくお腹をこわす」 

「悪口を言われては泣いた」 

        V1と V2が  

反復的に成立 

  ‖      単なる主体の………「反復用法」 

「V1テハ V2」構文   動作・変化の反復  例「何度も作文を書いては消し

を表す         た」 

            「歩いては休み、歩いては休 

みようやくたどり着いた」 

 

図 1 条件文の「テハ」と「V1テハ V2」構文における用法の分類基準（＝第 4章図 1再掲） 

 

まず、条件文の「テハ」と「V1 テハ V2」構文に分類する基準は、「前件（V1）で表さ

れる事態が成立したという条件の下で、後件（V2）で表される事態が成立する」ことを仮

定的に一回的な事態として述べる場合は条件文の「テハ」、「V1 が成立した後に V2 が成

立する」ということを確定的に反復的な事態として述べる場合は「V1 テハ V2」構文であ

ることを示した。 

次に、「V1 テハ V2」構文の「習慣用法」と「反復用法」を分類する基準は、V1 と V2

に因果関係があり、主体の日常的な習慣や性質を表す場合は「習慣用法」、V1 と V2 に因

果関係は見られないが、反義関係あるいは一連の動作という組み合わせでという点で特徴

があり、単なる主体の反復運動を表す場合は「反復用法」とした。 

以上のことから、条件文の「テハ」と「V1 テハ V2」構文の「習慣用法」「反復用法」

は、条件性の有無と反復性の有無によって以下のように整理することができる。 
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条件文の「テハ」 条件性＋、反復性－ 

「V1（原因）が成立すると、V2（結果）が成立する」ことを仮定的に述べる 

※V1と V2は因果関係 

 

・そんなに冷たいものを食べてはお腹をこわすだろう。 

・君が来ては皆が迷惑するだろう。 

・そんなことされては困る。 

 

「V1テハ V2」構文 

①習慣用法  条件性－、反復性＋ 

「V1（原因）が成立するたびに、いつも V2（結果）が成立する」ことを確定的 

に述べる 

※V1と V2は広い意味で因果関係 

 

・彼は冷たいものを食べてはよくお腹をこわす。  

・暇を見つけては釣りに行く。 

 ・悪戯をしては母に叱られた。 

 

②反復用法  条件性－、反復性＋ 

「V1が成立するたびに、いつも V2が成立する」ことを確定的に述べる 

 ※V1と V2は「反義関係」あるいは「一連の動作」 

 

・何度も書いては消して、ようやく手紙を書きあげた。 

・赤ちゃんが２、３歩歩いては転び、また歩いては転んでいる。 

・ワインを飲んではチーズをつまんでいる。 

 

 

図 2 条件文の「テハ」と「V1テハ V2」構文の「習慣用法」と「反復用法」の関係 
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7.2.2 「V1テモ V2テモ」構文における各用法間の関連 

 

本節では、第 5 章で取り上げた「V1 テモ V2 テモ」構文についてまとめる。「V1 テモ

V2テモ」構文の意味には条件文の「テモ」の意味が受け継がれる。そのため、まず、条件

文の「テモ」と「V1テモ V2テモ」構文のつながりについて見た。例えば、（４）は「（タ

クシーのようにスピードが速い乗り物を使えばもちろん間に合うが）スピードの遅い徒歩

の場合にも意外にも時間に間に合う」という譲歩の意味を表している。これは条件が変わ

っていても前に出てきた条件文と同じ結果になることを表すもので、「条件の並列」と呼

ばれる。一方、（５）は「草を取れば生えてこない」のように通常予想される条件関係が

成り立たないことを表しており、「テモ」の「逆条件」と呼ばれる意味を表す。 

 

（４）（タクシーで行けばもちろん間に合うが） 

たとえ歩いて行っても時間に間に合う。（条件文の「テモ」：条件の並列） 

  （５）（草を取ればもう生えてこないはずなのに） 

草を取ってもまた生えてきた。       （条件文の「テモ」：逆条件） 

 

これに対し「V1 テモ V2 テモ」構文の（６）はタクシーと徒歩のどちらでも必ず時間に

間に合うことを述べている。先の（４）との違いは、（４）は話し手の仮定世界を述べる

のに対し、（６）は「タクシーと徒歩のどちらの場合でも間に合う」という話し手の認識

を述べている点である。また、同じく「V1 テモ V2 テモ」構文の（７）は「草を取ればな

くなるはずなのに、いくら取っても生えてくる」、つまり「草を取る→草が生えてくる」

という事態が繰り返すことを表している。先の（５）との違いは、（５）は「草を取った

がまた生えてきた」という一回的な事態を表しているのに対し、（７）は「草を取ったが

また生えてきた」という事態が反復することを表している点である。 

 

（６）タクシーで行っても歩いて行っても時間に間に合う。 

（７）草を取っても取ってもまた生えてきた。 

 

このように条件文の「テモ」と「V1 テモ V2 テモ」構文は、条件性の有無と、反復性の

有無の観点により区別されることを述べた。 
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次に、「V1テモ V2テモ」構文が V1と V2の組み合わせの違いによって、①「例示用法」

と②「反復用法」の 2 つの用法に分けられることを主張した。図 3 に第 5 章で示した分類

の基準を再掲する。 

 

             V1と V2が動詞句 ……①「例示用法」 

として異なる      例「タクシーで行っても歩いて 

行っても時間に間に合う」 

「草を取っても除草剤をまい 

「V1テモ V2テモ」構文                てもまた草が生えてくる」 

 

V1と V2が動詞句 ……②「反復用法」 

として同一       例「草を取っても取ってもまた 

草が生えてくる」 

                        「食べても食べてもお腹が空 

く」 

 

図 3 「V1テモ V2テモ」構文における用法の分類基準（＝第 5章図 1再掲） 

 

①「例示用法」と②「反復用法」の 2 つの用法は、前件に並立する 2 つの条件（V1 と

V2）が異なるか否かで分けられる。「タクシーで行っても歩いて行っても」のように条件

が異なる場合は「V1の場合も V2の場合も、意外にも同じ帰結となる」という意味を表す。

これを「例示用法」とした。一方、「草を取っても取っても」のように条件（V1 と V2）

が同一の場合は、「いくら V1（＝V2）を繰り返しても、意外にも予想する帰結とならない」

という意味を表す。これを「反復用法」とした。 

次に、条件文の「テモ」から「V1 テモ V2 テモ」構文の「例示用法」「反復用法」への

意味の継承関係について説明する。「例示用法」には（８）のように「テモ」の条件の並

列を受け継ぐもの、（９）のように「テモ」の条件の並列と逆条件を受け継ぐものも、（10）

のように「テモ」の逆条件を受け継ぐものもある。この場合、V1 と V2 の事態のうち、1

つ（通常 V2）は後件を成立させる条件としては必ずしも理想的なものではないが、そのよ

うな条件の場合にも後件が成立することを表すのが「V1 テモ V2 テモ」の「例示用法」で
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ある。 

 

（８）タクシーで行っても歩いて行っても時間に間に合う。（例示用法） 

（９）タクシーで行ってもタクシーで行かなくても時間に間に合う。（例示用法） 

（10）草を取っても除草剤をまいてもまた生えてくる。（例示用法） 

 

これに対し、（11）は「V1の事態が成立するたびに、いつも通常の予想に反する事態が

生じる」という前件と後件の事態が反復して生じることを表す。この「反復用法」は「テ

モ」の「逆条件」を受け継いでいる。ただし、同じ逆条件であっても、（11）のように後

件が事態の継続を表す場合は言えるのに対し、（12）のように後件が事態の継続を表さな

い場合は言えない。 

 

（11） 草を取っても取ってもまた生えてきた。（反復用法） 

（12） *このカメラは防水なので、ぬれてもぬれても壊れない。 

 

最後に、「V1テモ V2テモ」構文の「例示用法」と「反復用法」の V1と V2の関係につ

いて見た。まず、「例示用法」は（８）の「タクシーで行く/歩いて行く」や（10）の「草

を取る/除草剤をまく」のように同類関係にある場合と、（９）の「タクシーで行く/タクシ

ーで行かない」のように反義関係にある場合の 2 つがある。一方、「反復用法」は V1 と

V2 が同一であるため、意味関係は言えない。V1（＝V2）に来るのは（11）の「（草を）

取る」の他、「食べる」「仕事をやる」「走る」「拭く」等の断続的に動作・変化が可能

な動詞である。以上の特徴を整理すると図 4のようになる。 
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図 4 後件文の「テモ」から「V1テモ V2テモ」構文への意味の継承関係と、「V1テモ V2 

テモ」構文における「例示用法」と「反復用法」の関係 

 

①例示用法 

「V1の場合も V2の場合も、意外にも同じ 

帰結と結び付く」 

※V1と V2は広い意味で「同類関係」 

 

・タクシーで行っても歩いて行っても 

時間に間に合う。 

・勝っても負けても悔いはない。 

・使っても使わなくても基本料金はかかる。 

 

 

 

 

 

②反復用法 

「いくら V1（＝V2）を繰り返しても、意外 

にも予想する帰結とならない」 

※V1と V2は同一動詞句のため意味関係 

は言えない。前件と後件は「反義関係」 

 

・草を取っても取ってもまた生えてくる。 

・食べても食べても太らない。 

・やってもやっても次々仕事が降ってくる。 

 

 

 

 

 

条件の並列 

「条件が変わっていても前に出てきた 

条件文と同じ結果になることを表す」 

 

・（タクシーで行けば間に合うが） 

歩いて行っても時間に間に合う。 

・（3を 2乗すれば 9になるが） 

－3を 2乗しても 9になる。 

逆条件 

「通常予想される条件関係が成り立 

たないことを表す」 

＜後件：一回性の事態＞ 

・このカメラは防水なので、ぬれて 

もこわれない。 

 ＜後件：継続的な事態＞ 

・草を取ってもまた生えてくる。 

 

条件の並列と 

逆条件＜後件：一回性の事態＞

を継承 

 

逆条件＜後件：継続的な事態＞ 

のみ継承 

V1≠V2 

V1＝V2 

「V1テモ V2テモ」構文 

条件文の「テモ」 
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7.2.3 「V1タリ V2タリ」構文における各用法間の関連 

 

本節では、第 6 章で取り上げた「V1 タリ V2 タリ」構文についてまとめる。本研究は、

「V1 タリ V2 タリ」構文は①「例示用法」と②「反復用法」の 2 つの用法に分けられるこ

とを主張した。以下の（13）は「例示用法」、（14）は「反復用法」の例である。 

 

（13）週末は散歩をしたり買い物に行ったりしたい。（例示用法） 

（14）不審者が家の前を行ったり来たりしている。（反復用法） 

 

「例示用法」の（13）は話し手が週末にしたいこととして希望する複数の事態のうち、

代表例を 2 つ例示する用法であり、「反復用法」の（14）は 2 つの事態が繰り返されるこ

とを表す用法である。 

次に、「V1タリ V2 タリ」構文は図 5のように①「例示用法」と②「反復用法」の 2 つ

の用法に分けられることを主張した。 

 

  V1と V2が………①「例示用法」 

              同類関係     例「週末は散歩したり買い物したりし 

たい」 

「娘は歌ったり踊ったりして楽しそ

「V1タリ V2タリ」構文              うに遊んでいる」 

            

               

V1と V2が………②「反復用法」 

反義関係     例「不審者が家の前を行ったり来たり 

している」 

「最近、大学に行ったり行かなかっ 

たりだ」 

 

図 5 「V1タリ V2タリ」構文における用法の分類基準（＝第 6章図 1再掲） 
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「例示用法」に現れる V1 と V2 は、当該場面に出現し得る同類の事態を表す。例えば、

（15）のように「お母さんがすると悲しいこと」の例として V1「どなる」と V2「怒る」

といった同類の事態を表す場合もあれば、（16）のように V1「家の中を片付ける」と V2

「靴箱を作る」に一見共通性がないように見えるものもある。しかし、（16）のように聞

き手にとって 2つの事態の共通性が見出しにくい場合でも、話し手が V1とV2の共通性（こ

の場合は「家のリフォーム」について）を把握していれば「V1 タリ V2 タリ」構文を使う

ことができる。 

 

（15）お母さんがいつもどなったり怒ったりしているのはとても悲しい。 （書籍） 

（16）家の中を片付けたり、木箱を拾ってきて靴箱を作ったり、と。   （雑誌） 

 

一方、「反復用法」には反義関係にある V1 と V2 が現れる。例えば、（17）の「行く/

来る」（往復）、（18）の「開ける/閉める」（開閉）、（19）の「助ける/助けられる」（相

反する立場）等がある。 

 

  （17）不審者が家の前を行ったり来たりしている。（=（14）） 

（18）家のリビングや部屋の木製のドアが 開けたり閉めたりするたびに「ギィィィ〜 

〜」と、嫌な音がします。               （Yahoo!知恵袋） 

（19）人間は、助けたり、助けられたりしながら生きていくものです。   （書籍） 

 

以上の特徴を整理すると、「V1タリ V2タリ」構文における「例示用法」と「反復用法」

の関係は図 6のようになる。 
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図 6 「V1タリ V2タリ」構文における「例示用法」と「反復用法」の関係 

 

7.2.4 3つの反復構文における各用法間の関連のまとめ 

 

7.2 節では「V1 テハ V2」構文、「V1 テモ V2 テモ」構文、「V1 タリ V2 タリ」構文の

3つの構文にはそれぞれ複数の用法があり、かつ、それらには共通する意味があること、ま

た V1と V2の組み合わせの特徴によって各用法を明確に特徴付けられることを示した。以

下に、各構文における用法別の V1と V2組み合わせの特徴を整理して示す。 

 

 

 

 

 

①例示用法  

「当該場面に出現可能な複数の事態のうち、代表例を 2つを例示する」 

※V1と V2は同類関係 

 

・週末は散歩をしたり買い物に行ったりしたい。 

・娘が歌ったり踊ったりして楽しそうに遊んでいる。 

・現地で見たり聞いたりしたことをレポートにまとめる。 

②反復用法  

「当該場面に出現可能な V1と V2の事態が繰り返し生じる」 

※V1と V2は反義関係 

 

・不審者が家の前を行ったり来たりしている。 

・最近、大学に行ったり行かなかったりだ。 

・子供は些細なことが原因で、いじめたりいじめられたりする。 
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表 2 各構文における用法別の V1と V2の組み合わせの特徴 

 V1テハ V22 V1テモ V2テモ V1タリ V2タリ 

例示 

 

 

 

・同類関係 

「タクシーで行く/歩い 

て行く」「雨が降る/雪が

降る」 

・反義関係 

「勝つ/負ける」「使う/ 

使わない」 

・同類関係 

「見る/聞く」「食べる/ 

飲む」「歌う/踊る」「飛 

ぶ/跳ねる」「散歩する/ 

買い物する」 

反復 

・反義関係（反復用法） 

「浮かぶ/消える」 

・一連の動作（反復用法） 

「えさを取る/食べる」 

・因果関係（習慣用法） 

「暇を見つける/散歩す 

る」 

・同一動詞句のため、意 

味関係は言えない 

※V1（＝V2）は断続的に

動作・変化が可能な動詞 

「取る」「食べる」「仕 

事をやる」 

・反義関係 

「行く/来る」「出る/入 

る」「寝る/起きる」「褒 

める/けなす」「行く/行 

かない」「助ける/助けら 

れる」 

 

上記の表に示すように、各構文は複数の用法を持ち、「反復用法」を持つ点で共通して

いる。次節では、3つの反復構文に共通する「反復用法」について、各構文にある他の用法

との関係を見ながら特徴を明らかにする。 

 

7.3 3つの反復構文における「反復用法」の違い 

 

7.3 節ではこれら 3 つの反復構文における「反復用法」の違いについて、各「反復用法」

における反復のしかたと、反復する事態の特徴を示し、3つの「反復用法」の違いを述べる。 

 

7.3.1 「V1テハ V2」構文の「反復用法」 

 

「V1テハ V2」構文には「反復用法」と「習慣用法」があるが、いずれも「反復」を表す

                                                   
2 ここでは、「V1テハ V2」構文の「習慣用法」も「反復用法」と合わせて表記する。 
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ためここでは両者とも扱う。「V1 テハ V2」構文の「反復用法」と「習慣用法」は「V1 が

成立するたびにいつも V2が成立する」という意味を表し、V1（前件）と V2（後件）はひ

とまとまりとなり、連続的に生じる。この「V1 テハ V2」構文の反復のイメージを以下の

図 7に示す。 

 

 

            V1→V2 V1→V2 V1→V2… 

  時間軸 

       

図 7 「V1テハ V2」構文の「反復用法」と「習慣用法」の反復のイメージ      

 

次に、V1 と V2 の組み合わせの特徴について見る。「反復用法」の V1 と V2 の組み合わ

せには、①可逆的反義関係にある組み合わせと、②一連の動作を表す組み合わせの 2 つの

タイプがあった。①「可逆的反義関係にある組み合わせ」のタイプには、（20）の「書く/

消す」のような「事態の出現と消滅」、（21）の「寄せる/返す」のような「接近と離脱（往

復運動）」、（22）の「走る/止まる」のような「行為の発生と停止」、（23）の「うとうとす

る/目を醒ます」のような「行為と解除」という意味の組み合わせが特徴的に現れる。 

 

（20）夜中、勝清は蜜柑箱に紙を貼った机で、原稿用紙だけは銀座で買ってきた立派 

なのをつかって、書いては消し、また書いては消している。    （書籍） 

（21）それは沖合い六十メートルほどに、傾いて座礁した形で、寄せては返す波に洗 

われていた。                          （書籍） 

（22）高速道路が通行止めになっているため、車はすべて一般道に流れて、すごい渋 

滞である。少し走ってはすぐに止まる。              （書籍） 

（23）春樹は、うとうとしては何度も目を醒ました。           （書籍） 

 

②「一連の動作を表す組み合わせ」は、例えば（24）の「餅をおすましの中に入れる」

場面での「千切る→入れる」、（25）の「タラがえさを取って食べる」場面での「えさを取

る→食べる」、（26）の「玉子焼きを作る」場面での「玉子を流し入れる→転がして端に寄

せる」という、いずれも「V1 で表される動作を行った後に、すぐ V2 で表される動作を行
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う」という反復を表す。 

 

（24）つきたての柔らかい餅を、あらかじめ煮干しを袋に入れてだしを取り、大根、 

人参、椎茸、葱を入れたおすましの中に、千切っては入れ、千切っては入れと、

食べる分だけ入れる。                      （書籍） 

（25）タラたちは小エビをとっては食べ、ベラたちは岩にくっついたフジツボを殻ご 

とかじっていた。                        （書籍） 

（26）（玉子焼きの作り方について）硬くなる前に端に寄せて、流し入れてはクル 

クルっと転がして端に寄せてを２回～３回に分けて造ります。（Yahoo!知恵袋） 

 

一方、「習慣用法」の V1と V2について見ると、（27）の「暇を見つける/足を運ぶ」や（28）

の「おもしろいことを言う/みんなをよく笑わせる」、（29）の「犬に散歩にかこつける/玲児

さんに会いに行く」のように V1 に V2 を導く原因・きっかけが来て、V2 に結果（習慣的

行動）が来ており、V1と V2に「因果関係」が見られる。 

 

（27）歴史が好きなものですから、今までに行ったことのないところへ暇を見つけて 

は足を運んでみたんです。                    （雑誌） 

（28）女性的な印象で人当たりがよく、頭の回転も速くておもしろいことを言っては 

みんなをよく笑わせる人だった。                （書籍） 

（29）自由な時間などほとんどなく、犬の散歩にかこつけては玲児さんに会いに行く 

のがやっとだった。                      （書籍） 

 

以上、「V1 テハ V2」構文の「反復用法」と「習慣用法」を見た。「V1 テハ V2」構文の

「反復用法」と「習慣用法」は V1（前件）と V2（後件）がひとまとまりになって、一連の

動作・変化を表している点で共通している。また、V1 と V2 について言えば、「反復用法」

は V1と V2に「可逆的反義関係」にある組み合わせや「一連の動作」の組み合わせが見ら

れたのに対し、「習慣用法」は V1 と V2 に「因果関係」がある組み合わせが見られること

を指摘した。 
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7.3.2 「V1テモ V2テモ」構文の「反復用法」 

 

次に「V1 テモ V2 テモ」構文の「反復用法」について見ていく。「V1 テモ V2 テモ」構

文の「反復用法」は、「通常 V1 をすれば一般的に予想される結果が生じるはずなのに、い

くら V1 をしても、その予想とは逆の事態が生じる」ことを表す。例えば、（30）は「通常

草を取れば草がなくなるはずなのに、いくら草を取っても予想に反して草がまた生えてく

る」ということを述べている。ここでの「テモ」は通常予想される条件関係が否定される

ものであるため、「逆条件」の意味を継承していると考えられる。 

 

（30）草を取っても取っても、また生えてきた。 

 

「V1テモ V2テモ」構文の「反復用法」の反復のしかたは、「前件（V1＝V2）の事態が成

立するたびに、いつも予想に反する事態が成立する」という前件と後件の成立がひとまと

まりとなり、それが反復することを表す。この点は「V1 テハ V2」構文の表す反復と共通

しているが、「V1テモ V2テモ」構文の表す反復は前件と後件との間に、常に予想に反する

因果関係があるという点で「V1 テハ V2」構文と異なる。この「V1 テモ V2 テモ」の反復

のイメージを以下の図 8に示す。 

 

 

V1→ 予想に    V1→ 予想に    V1→ 予想に 

   反する事態     反する事態     反する事態 

時間軸 

     

 

       図 8 「V1テモ V2テモ」構文の反復のイメージ      

 

次に、「V1テモ V2 テモ」の V1（＝V2）に現れる動詞を見る。「V1テモ V2テモ」構文

の V1（＝V2）には、（31）の「食べる」、（32）の「仕事をやる」、（33）の「追い払う」、（34）

の「待つ」といった動作を表す動詞が多く見られる。これらは、一度動作・変化が止まっ

ても、断続的に同じ動作・変化を続けることができるという特徴がある。 
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（31）たしかに食欲の秋。食べても食べてもおなかがすくんですよ。    （書籍） 

（32）仕事はやってもやっても進んでいる実感がなく、途方に暮れそう。  （雑誌） 

（33）追い払っても追い払ってもついてくる、数十歩をへだててついてくる。とうと 

う根負けして、一緒につれて行くことにした。           （雑誌） 

（34）「電話、待ってます」と、メッセージを入れておいたのに、待っても待っても 

かかって来ない。                        （書籍） 

 

これに対し、一度動作・変化が完了してしまうと、再び同じ主体が同じ動作・変化をす

ることができない動詞は「V1テモ V2テモ」構文では使えない。例えば、（35）の「座る」、

（36）の「出る」、（37）の「入学する」は一度動作・変化が完了したら再び同じ動作・変化

を繰り返せないため許容できない。 

 

（35）*足をけがしているのでいすに座ったが、座っても座っても足が痛む。 

（36）*家の中で変な匂いがしたので外に出たが、外に出ても出ても匂いがする。 

（37）*彼女は飽き症で、大学に入学しても入学しても、すぐ辞めてしまう。 

 

以上、「V1テモ V2テモ」構文の「反復用法」を見た。「V1テモ V2テモ」構文の「反

復用法」は前件に同一の条件（V1＝V2）が並立し、後件には常に継続的な事態が来るとい

う特徴がある。そして、「前件が成立するたびに、いつも後件の事態が成立する」という

反復の意味を表す。このように前件と後件の事態がひとまとまりになった一連の事態の反

復を表す点で「V1 テハ V2」構文の反復と共通しているが、「V1 テモ V2 テモ」構文の反

復では前件と後件が常に予想に反する因果関係にある点で異なる。また、「V1 テモ V2 テ

モ」構文に現れる V1（＝V2）は「断続的に動作・変化が可能な動詞」であることを指摘し

た。 

 

7.3.3 「V1タリ V2タリ」構文の「反復用法」 

 

最後に、「V1タリ V2タリ」構文の「反復用法」について見る。「V1タリ V2タリ」構

文の「反復用法」は、「当該場面で V1 も成立するし、V2 も成立する」のように 2 つの事
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態が個別に成立することを表すものである。例えば、（37）の「書いては消す」と（38）

の「書いたり消したり」を比較すると、（37）の「書いては消す」は「書き上げるという

目的を果たすべく、満足のいくまで書いて消し、また書いて消す、という繰り返しを経て、

ようやく論文を完成させた」という意味を表すのに対し、（38）の「書いたり消したり」

は「論文執筆の場面で、適宜、書くこともするし、消すこともして、論文を完成させた」

という意味を表す。「V1 テハ V2」構文の（37）は「V1→V2」という V1 と V2 の連続的

な生起を表す点で特徴的であるのに対し、「V1タリ V2タリ」構文の（38）は「V1もする

し、V2もする」という V1と V2の個別的な生起を表す点で特徴的である。 

 

（38）書いては消し、書いては消しして、論文を完成させた。 

（39）書いたり消したりして、論文を完成させた。 

 

また、「V1タリ V2タリ」構文における反復のしかたには、（40）のように V1「行く」

と V2「来る」とが交互に成立する場合と、（41）のように V1「助ける」と V2「助けられ

る」が必ずしも交互に成立しない場合がある。後者の場合は、「ある時は V1、ある時は

V2」というその時々によって V1 と V2 のどちらになるかは決まっていないが、V1 となる

場合も V2となる場合も同程度あることを述べている。 

 

（40）泡立つ水に濡れた、エメラルドやルビーをちりばめた砂地のひろがりで、何羽 

かの白いチドリがいったりきたりせわしなく走っている。      （書籍） 

（41）人間は、助けたり、助けられたりしながら生きていくものです。（＝（19）） 

 

この「V1タリ V2タリ」構文の反復のイメージを以下の図 9に示す。 

 

 

V1  V2  V1  V2…   

時間軸 

（V1と V2は必ずしも交互に成立しなくてもいい） 

      

       図 9 「V1タリ V2タリ」構文の反復のイメージ      
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次に、「V1タリ V2タリ」構文の「反復用法」に現れる V1と V2について述べる。「V1

タリ V2 タリ」構文の「反復用法」の V1 と V2 には反義関係にある組み合わせが来る。そ

の中でも特徴的なものは、①方向性のある往復動作（（42）の「行ったり来たり」等）、

②事態の出現と消滅（（43）の「降ったり止んだり」等）、③行為と解除（（44）の「寝

たり起きたり」等）、④増減（（45）の「増えたり減ったり」等）、⑤相反する評価（（46）

の「褒めたりけなしたり」等）、⑥相反する立場（（47）の「助けたり助けられたり」等）

という意味関係にある組み合わせである。 

 

（42）泡立つ水に濡れた、エメラルドやルビーをちりばめた砂地のひろがりで、何羽 

の白いチドリがいったりきたりせわしなく走っている。（＝（40）） 

（43）今日は朝から雨が降ったり、止んだりと、はっきりしないお天気でしたね。 

 （Yahoo!知恵袋） 

（44）もっとも彼女は半年ほど前から、ずっと体調をくずして、寝たり起きたりの生 

活がつづいていた。                       （書籍） 

（45）善玉菌や悪玉菌が増えたり減ったりするのは、栄養となる毎日の食事、不安や 

心配などのストレス、そして運動不足や睡眠不足、喫煙、飲酒などの生活習慣 

が影響するからです。                      （雑誌） 

（46）これから書く内容は、個人的な経験をもとに書いており、科学的根拠は全くあ 

りません。また、褒めたりけなしたり色々してはおりますが、あくまで傾向の

話であり全ての人があてはまるとは考えていません。    （Yahoo!ブログ） 

（47）人間は、助けたり、助けられたりしながら生きていくものです。（＝（19）） 

 

以上、本節では「V1タリ V2タリ」構文の「反復用法」について見た。「V1タリ V2タ

リ」構文の「反復用法」は当該場面において出現可能な 2つ（V1と V2）の事態が並立し、

V1も成立するし V2も成立することを表すものである。このため V1と V2は連続的な事態

とは捉えられず、互いに独立して成立する事態であると言える。この点で条件文を背景に

持つ「V1 テハ V2」構文や「V1 テモ V2 テモ」構文の表す反復のしかたと異なる。また、

「V1タリ V2タリ」構文の「反復用法」は、V1と V2が反義関係にある組み合わせである

ことを指摘した。 
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7.3.4 3つの反復構文における「反復用法」の違いのまとめ 

 

以上、7.3節では、「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1タリ V2タリ」

構文の 3 つの反復構文に共通する「反復用法」の違いについて、各「反復用法」における

反復のしかたと、反復される事態の特徴を示し、3つの「反復用法」の違いを述べた。その

結果、以下の 2点を明らかにした。 

 

①反復のしかた： 

「V1テハ V2」構文→前件と後件がひとまとまりとなり反復する 

「V1テモ V2テモ」構文→前件と後件がひとまとまりとなり反復する 

「V1タリ V2タリ」構文→V1と V2の事態が個別に反復する 

 

②V1と V2の組み合わせ： 

「V1テハ V2」構文→「反復用法」は「可逆的反義関係」「一連の動作」 

「習慣用法」は「因果関係」 

「V1テモ V2テモ」構文→V1（＝V2）は断続的に動作・変化が可能な動詞 

「V1タリ V2タリ」構文→「反義関係」 

 

本節で明らかにした点を、以下の表 3にまとめて示す。 
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表 3 3つの反復用法の特徴の比較 

 V1テハ V2 V1テモ V2テモ V1タリ V2タリ 

意味 ・V1（前件）が成立する 

たびに、いつも V2（後

件）が成立する。 

・V1＝V2（前件）が成立 

するたびに、いつも予

想に反する後件の事態

が成立する。 

・当該場面に V1と V2の 

事態が何度も出現す 

る。 

反復する

事態 

・V1（前件）と V2（後 

件） 

・V1＝V2（前件）と後件 ・当該場面に出現可能な

V1と V2 

反復の 

イメージ 

V1→V2 V1→V2 … 

時間 

V1→予想に反する事態 … 

時間 

V1 V2 V1 V2 … 

時間 

V1 と V2

の意味的

特徴 

①可逆的反義関係（反復

用法） 

a.事態の出現と消滅 

「浮かぶ/消える」等 

b.接近と離脱（往復運動） 

「寄せる/返す」等 

c.行為の発生と停止 

「走る/止まる」等 

d.行為と解除 

「寝る/起きる」等 

②一連の動作（反復用法） 

「ワインを飲む/チーズ 

をつまむ」「えさを取

る/食べる」等 

③因果関係（習慣用法） 

「暇を見つける/散歩す 

る」「冗談を言う/笑わ

せる」等 

・V1（＝V2）は断続的に

継続可能な動作 

「行く」「待つ」「探

す」「食べる」「仕事

をやる」「追い払う」

等 

 

 

 

・反義関係 

a.方向性のある往復運動 

「行く/来る」等 

b.事態の出現と消滅 

「降る/止む」等 

c.行為と解除 

 「寝る/起きる」等 

d.増減 

 「増える/減る」等 

e.相反する評価 

 「褒める/けなす」等 

f.相反する立場 

「助ける/助けられる」   

 等 
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7.4 今後の課題 

 

本節では、本研究において残された課題を示すとともに、反復構文全体の体系化に向け

て今後どのような研究が必要かを述べる。 

まず、本研究で扱った「V1テハ V2」構文、「V1テモ V2テモ」構文、「V1タリ V2タ

リ」構文の分析において明らかにできなかった点を述べる。 

第 4 章では「V1 テハ V2」構文と条件文の「テハ」との意味的・統語的な特徴の違いを

分析し、その結果、「V1 テハ V2」構文には、条件性がなく、反復性があり、V1 と V2 の

組み合わせに制限がある点で条件文の「テハ」と異なることを主張した。しかし、このよ

うな相違点は明らかになったが、どのような意味的・統語的変化を経て「条件」から「反

復」の意味を表すようになるのかの説明が十分ではなかった。例えば、（48a）と（48b）

は内容的に「失敗していつも学ぶ」という点では同じことを述べているが、（48a）は「人

間関係は何度も失敗しなくては、その大切さを学べるものではない」という条件を表し、

（48b）は「人間関係に失敗するたびに、いつもその大切さを学ぶ」という反復を表してい

る。同様に、（49a）と（49b）は内容的に「上司に仕事を頼まれていつも引き受ける」と

いう点では同じことを述べているが、（49a）は「上司に仕事を頼まれれば、部下としてそ

れを断わることは許されない」という条件を表し、（49b）は「上司に仕事を頼まれるたび

に、いつもそれを引き受ける」という反復を表している。この点について、現段階では、

両者の連続性は後件の事態の表し方による、つまり、後件を肯定的に表せば反復の解釈と

なり、否定的に表せば条件の解釈になるのではないかと推測する。 

 

（48）a.  人間関係に失敗しなくては、その大切さを学べない。（条件文の「テハ」） 

b.  人間関係に失敗しては、その大切さを学ぶ。（「V1テハ V2」構文） 

（49）a.  上司に仕事を頼まれては、断われない。（条件文の「テハ」） 

b.  上司に仕事を頼まれては、それを引き受ける。（「V1テハ V2」構文） 

 

今後は条件文の「テハ」についての考察を深め、条件文の「テハ」から反復を表す「V1

テハ V2」構文への自然な説明を目指したい。 

第 5章では「V1テモ V2テモ」構文は後件に結び付く 2つの条件（V1と V2）のうち、

後件との結び付きがより意外なものが V2に来るという順序性を指摘した。その上で、この
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順序性の原則に反する以下のような例があることも指摘した。例えば、（50）の「勝つ/負

ける」や（51）の「使う/使わない」のような肯定形と否定形の組み合わせは「勝つ/負ける」

「肯定形/否定形」という順序で固定化し、それが意外性による語順の制約よりも優先され

ると考える。 

 

（50）勝っても負けても監督に叱られる。 

（51）使っても使わなくても一定期間は無料である。 

 

しかし、本研究では上記の（50）や（51）のように語順が固定していると思われる例を

数例しか挙げられず、動詞の提示順序が固定しているものと、固定していないものを網羅

的に分析するには至らなかった。この点を明らかにすることで、他の反復構文の分析の際

にも「ある意味的な規則に従わない例は、動詞の提示順序が固定しているからである」と

いう推測ができると考えられる。 

第 6章では、「V1タリ V2タリ」構文の V1と V2には広い意味で同類関係が見られるこ

とを主張した。しかし、同類と考えられる動詞であっても「V1 タリ V2 タリ」構文で言え

るもの（例「縫ったり解いたり」）と言えないもの（例「*縫ったり編んだり」）があり、

その違いは何かという点までは考察ができなかった。この点については今後の課題とした

い。 

次に、反復構文の体系化について、今後どのような研究が必要となるかについて述べる。

反復構文に現れる V1と V2の組み合わせについて、本研究では「雨が降っても雪が降って

も」や「見たり聞いたり」を同類関係とし、「現れては消える」や「晴れても雨が降って

も」や「行ったり来たり」を反義関係として見てきたが、これ以外にも同一語が反復する

例もある。例えば、（52）の「V1といっても V2わけじゃない」という形式や（53）の「V1

といえば V2 が」という形式では V1 と V2 は表面上同じ形式をしている。しかし、V1 と

V2 では表す内容に違いがあり、V1 は文字通りの動詞の意味を表すのに対し、V2 は V1 で

述べた文字通りの意味を一部否定したり、条件付きで認めたりするものである。このよう

に、動詞の文字通りの意味を表すものと、文字通りの意味から少しずれて周辺的な意味を

表すものという関係性もある。さらに、（54）の「V に V」や（55）の動詞連用形が反復

するものは、2つの動詞に意味の差はなく、同じ事態を繰り返す・継続するという意味を表

す。 
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（52）会わないと言っても二度と会わないわけじゃない。 

（53）時間があるかと言えばあるが、あまりゆっくりはしていられない。 

（54）回転ずしで食べに食べて、50皿も食べ尽くした。 

（55）流れる汗を拭き拭き、一休みした。 

 

反復構文は先行研究も少なく、構文の意味や構文の生起可能な環境についての分析等、

明らかになっていない点が多い。今後は、現代日本語における反復構文の体系化を目指す

べく、反復構文を広く収集し、V1と V2の組み合わせの特徴について分析することにより、

各構文の特徴を明らかにしていきたい。 
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