
「Nagoya Linguistics(名古屋言語研究)」 10.18999/nagl.16.15 
2022 Vol.16, pp.15-28 

 

副詞「ちゃんと」の語史  

 

吉本裕史 (名古屋大学大学院人文学研究科日本語学研究室 )  

 

要旨  

現代語において、様態副詞および評価成分として用いられる「ちゃんと」は、擬声語に由来

し、かつては様態副詞としてのみ用いられたと考えられる。つまり、現代に至るまでに、様態副

詞から評価成分へ変化したことが予想される。そこで、本稿では「ちゃんと」の用例を通時的に

収集し、その変化の過程を調査する。調査結果から、本稿では、評価成分としての使用は近世後

期以降に次第に定着していくこと、様態副詞の「ちゃんと」が評価成分へと変化しえたのは「ち

ゃんと」の様態的意味が影響していたことを主張する。また、「ちゃんと」の変化は、他の擬声語

由来の副詞と同様の、副詞の意味変化の類型の中に位置づけられる可能性を指摘する。  

 

1．本稿の目的  
現代語の副詞「ちゃんと」は、様態副詞として記述されることがある 1。その一方で、様

態副詞とは異なる「ちゃんと」の存在が指摘されている（今西 2004、吉本 2020a）。以下の

(1)は、それぞれ a と b の 2 通りの解釈が可能である。この解釈の異なりは、吉本 (2020a:31)

でも述べられるように、「ちゃんと」の 2 つの意味機能にもとづくと考えられる。  

(1)  彼は指示されたとおりに、ちゃんと動かない。  

 a 彼は指示されたとおりに、 [[ちゃんと動か ]ない ]。  

  ＝動き方の指示を守らず、動く。  

 b 彼は指示されたとおりに、ちゃんと [[動か ]ない ]。  

  ＝「動くな」という指示を守って、動かない。  （吉本 2020a:31、 (12)） 

吉本 (2020a:31)によれば、動き方を話題とする解釈 a の場合、「ちゃんと」は様態副詞で

ある。(1a)では、彼の動き方、つまり、動きの様態が「指示されたとおりに」という規範に

合致することを「ちゃんと」が表している。飛田・浅田 (2002:277-278)では、このような「ち

ゃんと」は「理想や規範の状態に完全に合致して模範的である様子を表す」とされる 2。  

一方で、吉本 (2020a:31)によれば、「（彼は）動かない」という事態の実現そのものが話題

となる解釈 b の場合、「ちゃんと」は評価成分である。 (1b)(2b)では、「（彼が）動かない」

ことそのものが、「指示されたとおりに」という規範と合致することを「ちゃんと」が表し

ている。このような「ちゃんと」について、今西 (2004:10)では、「話し手の持つ理想的・模

範的な事柄に関する知識を背景として、ある事柄をこれら知識との一致という観点から意

味づける」働きを持つと指摘されている。吉本と今西の結論はやや異なるが、統語的観点

および意味機能の観点から、様態副詞と異なる「ちゃんと」の存在を指摘する点は共通し

ている。本稿では、吉本 (2020a)に従い、様態副詞と異なる「ちゃんと」を評価成分と呼ぶ。  

様態副詞「ちゃんと」と、評価成分「ちゃんと」の意味機能の差は、統語現象にも反映

 
1 飛田・浅田 (2002)では擬態語、仁田 (2002)では動き様態の副詞とされている。  
2 今西 (2004)および吉本 (2020a)も、飛田・浅田 (2002)に従い、様態副詞の「ちゃんと」は「理想や

規範の状態に完全に合致して模範的である様子」を表すとしている。  

－15－



Nagoya Linguistics 第 16 号 

 

される。2.2 節で後述するが、前者は、動詞修飾を専らとする。一方、後者は、動詞のみな

らず、形容詞述語と名詞述語を修飾できる。工藤 (1997:64)では、評価成分の中には、述語

の品詞・意味的種類を選ばないものもあることが指摘されている。  

また、評価成分「ちゃんと」は、文を修飾可能な点で、様態副詞「ちゃんと」と異なる。

このことは、パラフレーズからも確認できる。工藤 (1997:56)では、「評価成分が意味的に、

後続のことがら内容全体にかかわっている」ことを可視化する方法として、(2)のようなパ

ラフレーズが示される。このパラフレーズでは、(2a)の評価成分「さいわい」を、(2b)のよ

うに、文の述語「さいわいだ」に変形させている。この変形によって、「さいわい」という

評価成分が、「朝のうちに雨があがった」ということがら内容全体にかかわることが示され

る。このパラフレーズを「ちゃんと」にも適用すると、 (3a)から (3b)への変形となる。  

(2)  a さいわい朝のうちに雨はあがった。  

 b 朝のうちに雨があがったのは、さいわいだ (った )。 （工藤 1997:55）  

(3)  a ちゃんと朝のうちに雨はあがった。  

b *朝のうちに雨があがったのは、ちゃんとだ (った )。  

評価成分の代表的語例とされる「さいわい」の場合、(2a)から (2b)に変形可能である。対

して、「ちゃんと」の場合、 (3a)から (3b)には変形できない。上記のパラフレーズからは、

「ちゃんと」は、評価成分の典型例に該当するとは考え難い。  

その一方で、話し手の理想や規範を表す「予報通り」という句を、「ちゃんと」が修飾す

るように (3b)を操作すると、(4)のように適格な文となる。(4)では、「朝のうちに雨があがっ

た」という事態（ことがら）が、話し手の理想や規範である「予報（どおり）」と合致する

ことが「ちゃんと」によって表されている。  

(4)  朝のうちに雨があがったのは、ちゃんと予報どおりだ (った )。  

(3b)が不適格であるのに対し、(4)が適格となるのは、「ちゃんと」の使用にあたり必須と

なる、話し手の理想や規範（ここでは「（天気）予報」）が明示されているからと考えられ

る。言い換えれば、(3b)が不適格であるのは、「ちゃんと」の使用に必須となる、話し手の

理想や規範が明示されていないからと考えられる。今西 (2004:6)では、「なんらかの背景知

識の存在が副詞「ちゃんと」の使用及び文中での働きにかかわっている」と指摘されてい

る。つまり、話し手の知識である理想や規範は、「ちゃんと」の使用に必須である。話し手

の理想や規範という、「ちゃんと」の使用に必須の情報が明示されれば、パラフレーズが可

能であることから、「ちゃんと」は、意味的に事態の内容全体に関わる副詞、すなわち評価

成分としての機能を有すると考えられる。  

このように、現代語では 2 つの意味機能が指摘されているが、［音象徴部「ちゃん」+助

詞「と」］という語構成からも予想できるように、元来「ちゃんと」は、擬態語もしくは擬

音語に由来し、様態副詞としてのみ用いられたと考えられる。つまり、評価成分の「ちゃ

んと」は、様態副詞から派生したと考えられる。ただし、「ちゃんと」の通時的研究はなく、

その歴史的な変化の過程は不明である。  

そこで、本稿では、「ちゃんと」が様態副詞から評価成分が派生した変化の過程を確かめ

るため、その用例を通時的に収集し、考察を行う。  
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2. 様態副詞と評価成分の比較  
2.1 意味機能の観点  

吉本 (2020a:37)によると、様態副詞の「ちゃんと」は、評価的な修飾成分に該当し、「事

態に内属する動作行為の行い方を評価の観点から限定する」とされる。評価的な修飾成分

とは、「意味的には評価を表す」が、「行為や出来事（状態変化）のあり方を（について）

限定するもの」（工藤 1997:59）で、「上手に」「親切に」等の副詞的成分がこれに相当する。

また、統語的には、動詞修飾を専らとする。  

一方、評価的な修飾成分が動作行為の行い方を限定するのに対し、評価成分とは、「文の

叙述内容に対する話し手の評価を表す、先行する独立的成分」（工藤 1997:62）で、「さいわ

い」「あいにく」「親切にも」等の副詞的成分がこれに相当する。評価的な修飾成分と異な

り、統語的には、品詞を問わず名詞述語や形容詞述語を文の述語にすることができる。  

また、工藤 (1997:60)では、「評価成分と、評価的な修飾成分とは、基本的に区別しうるが、

（中略）連続層－相互移行の現象もある」と指摘されている。つまり、評価的な修飾成分

である様態副詞「ちゃんと」と、評価成分「ちゃんと」は、話し手の評価を表すという点

において、意味機能の面で連続的である。  

一方で、吉本 (2020a:36)では、「評価的な修飾成分は事態に内属する動作行為のあり方を

対象に評価を表し、評価成分は事態の内容を対象に評価を表す」とされ、「評価的な修飾成

分と評価成分は、何を対象にして話し手の評価を表すかという点で異なる」と指摘される。  

 

2.2 統語的条件の観点  
2.2.1 評価成分の確例  

今西 (2004)や吉本 (2020a)で指摘されているように、様態副詞の「ちゃんと」と評価成分

の「ちゃんと」には、統語的条件の観点において、明確な相違がある。「ちゃんと」の例の

中には、統語的条件から、評価成分の確例と判断できるものがある。  

(5)  それに一寸、松の枝ぶりを柔い線を配している格好なんて、ちゃんと伝統も失っ

ちゃいない。 （横光利一『旅愁』、今西 2004:4、(10)）  

(6)  植えた木にはまん丸の大きな実がつき始め、植木屋さんにだまされたと思ったほ

ど。（中略）海老原さんは「色と味はちゃんとレモンです。…」  

（読売新聞 2004 年 1 月 29 日朝刊（東京）33 面、今西 2004:5、 (12)）  

(7)  ミニバンの運転手など、一見ぶっきらぼうで、本当に降りるとこで教えてくれる

のかなと思うていると、ちゃんと「何本目の道を曲がって」という風に親切。  

（豊田勇造『歌旅日記―ジャマイカ編』、今西 2004:8、 (22)）  

(8)  「大学っちゅうところは、ええところですな。のんびりしちょって、自由で、しか

しどこかに学問の匂いがちゃんとある」  

（宮本輝『宮本輝全集  第 12 巻』、吉本 2020a:35、 (25)）  

(9)a タミヤ本社見学でＧＥＴした非売品のスクータープラモデル。ちゃんと「田宮模

型見学記念」と入ってます。      （Yahoo!ブログ 2008 年、吉本 2020a:36、(28)）  

(5)b  「やだな。ひと月以上家賃を滞納したら、部屋を明け渡してもらうこともあると、

ちゃんと契約書に書いてますよ。…」  

（新野剛志『ザ・ベストミステリーズ 推理小説年鑑 2000』、吉本 2020a:36、 (29)）  
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様態副詞は、存在動詞を除き、動詞の修飾を専らとし、否定のスコープ内に現れる。し

かし、 (5)では否定のスコープ外、 (6)では名詞述語修飾、 (7)では形容詞述語修飾、 (8)では

存在動詞修飾で、「ちゃんと」が用いられている。つまり、 (5)から (8)は、様態副詞では不

可能な述語を修飾しているため、評価成分の例と考えられる。  

一方、(9)では、パーフェクト 3を表す「動詞＋テイル形」を修飾する位置に「ちゃんと」

が現れている。吉本 (2020a:35-36)では、パーフェクトを表す「動詞＋テイル形」を修飾す

る場合、「ちゃんと」は評価成分としてのみ解釈できることが指摘されている。これは、動

作行為の行い方を限定する様態副詞では、動作が実現した後に残存する効力を評価対象に

できず、評価成分としての解釈が優勢になるためと考えられる。  

評価成分の確例と判断できる統語的条件について、吉本 (2020a:37)では、否定のスコープ

外に現れる場合を除けば、「状態性述語、あるいは実現した動作が効力を持っていることを

表す形式」の修飾が可能であることが指摘されている。  

 

2.2.2 様態副詞の確例  

様態副詞の「ちゃんと」には、「して（いる）」や「した」を伴い、形状動詞 4として形容

詞的に用いられる例がある。吉本 (2020a:33)では、形状動詞の「ちゃんと」は、その語彙的

意味が状態的意味として現れた、様態副詞の典型例であることが指摘されている 5。つまり、

形状動詞の「ちゃんと」の例は、評価成分ではなく、様態副詞としてのみ解釈できる。  

(10)  いや、ちゃんとした言葉遣いだったよ。元サラリーマンだって言ってたけど、営業

畑でやってた人じゃないかい？（秋月こお『華麗なる復讐』、吉本 2020a:33、(14)）  

(11)  これは、僕がちゃんとしているといばっているわけではなくて、…  

（中島信也『佐藤雅彦全仕事』、吉本 2020a:33、 (15)）  

 

3．通時的調査概要  
3.1 調査方法  

本節以下では、「ちゃんと」の歴史的な変化の過程を考察するため、通時的に用例を収集

し、調査を行う。評価成分の「ちゃんと」の出現時期は、評価成分の確例によって特定が

可能である。評価成分は、意味機能の観点および統語的条件の観点から、様態副詞と区別

できる。ただし、歴史資料の用例では、意味機能の観点から用例を分類することは困難と

思われる。そこで、収集した用例は、まず統語的条件の観点にもとづき分類する。その後、

分類した用例を観察する際には、意味機能の観点からも考察を加える。そして、「ちゃんと」

が、どのような過程を経て、様態副詞から評価成分へと変化したのかを考察する。  

用例収集には、国立国語研究所と国文学研究資料館が公開する、諸データベースを用い

 
パーフェクトとは、「ある設定された時点において、それよりも前に実現した運動がひきつづき

関わり、効力を持っていること」 工藤 1995:99 を表すアスペクト的意味である。 (9a)は、工藤の

分類における、結果継続 状態パーフェクト であり、広義のパーフェクトに相当する。

金水 (1994:33)は、「形容詞的な意味を持っていて、連体修飾では「～タ」、述定では「～テイル」

または「～テアル」で現れる述語を、「～タ」、「～テイル」、「～テアル」を含めた形で」形状動詞

と呼ぶ。形状動詞は、サ変動詞「する」の項となるヲ格 目的語 が想定できない点において、「ち

ゃんと」がサ変動詞「する」を修飾する場合とは異なる。

森重 (1959:182)によると、擬態語は、「―する」の形で状態的意味に決定的となり、さらにその意

味を高度化するために「―して」や「―した」に活用するとされる。
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た。用例収集の結果、「ちゃんと」は、中世後期 6以降に出現するため、本稿では、調査対

象年代を中世後期以降に絞る。また、中世後期と近世後期における用例数を補うため、抄

物資料と洒落本資料を調査対象に加える。なお、『虎明本狂言集』（1642 年）は、中世後期

資料として扱う。使用した資料とデータベース、検索条件は稿末に示す。  

 

3.2 用例数の推移  
用例の分析に先立ち、用例数の推移を表 1 に示す。表 1 では、統語的観点から、形状動

詞の例、動詞修飾の例、名詞述語修飾の例の三つに一次的に分類した。なお、形容詞述語

修飾の例は、本稿の調査では得られなかった。さらに、動詞修飾の例に下位分類を行った。

「動詞＋テイル類」（「ている」「てある」「ておる」「ておく」）を修飾する例と、存在動詞

修飾の例を動詞修飾 II、それ以外の動詞修飾の例を動詞修飾 I に分類した。動詞修飾 I に

は擬音語の例が含まれるが、その用例数は括弧内に示している 7。  

表 1 の用例数の分布から、評価成分「ちゃんと」の確例は、近世後期以降に出現すると

思しい。近世後期において、存在動詞修飾および名詞述語修飾の例は 1 例のみである。続

く明治大正期以降は、名詞述語修飾の例こそ見られないものの、存在動詞修飾の例が 18 例

見られる。このことから、近世後期以降を境に、評価成分「ちゃんと」が使用されるよう

になり、その後次第に定着していくと考えられる 8。  

また、調査範囲における「ちゃんと」の語史は、その時期を三分することが可能である。

すなわち、(I)形状動詞と動詞修飾 I の例のみ見られる、中世後期から近世前期、(II)各分類

の用例が幅広く見られる近世後期、 (III)擬音語の例が見られなくなる明治大正期以降とい

う三区分である。次節では、この三区分に沿って、用例を観察する。  

表 1 「ちゃんと」用例数の推移  

 
6 時代区分は以下のように設定する。「中世後期」…室町時代（1333 年 -1603 年）、「近世前期」…

1603 年～宝暦年間（1750 年~1764 年）、「近世後期」…明和年間（1764 年～1772 年）から 1868
年、「明治大正期」…1868 年～1925 年、「昭和期」… 1926 年以降  
7 重複形「ちゃんちゃんと」は、「ちゃんと」1 例として計上している。  
8 テイル類修飾には、パーフェクト以外の意味を表すテイルを、「ちゃんと」が修飾している用例

も含まれると考えられる。したがって、表 1 において、評価成分の確例として考えられるのは、

存在動詞修飾、名詞述語修飾の二分類のみである。  
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4. 中世後期から近世前期  
中世後期から近世前期にかけての「ちゃんと」の例には、形状動詞と動詞修飾 I の例の

みが見られる。このうち、出現が早いのは、形状動詞の例 (12)である。  

(12)  法サウヲタヽシ罰スル官ノキルカムリハチャントシテタカウイセイアリサウニヲ

ソロシゲニ乄キルソ （玉塵抄 巻三十四、1563 年）  

(13)  ゑかひたるかつこを、こしにちやんとかつ付、山ぶきのばちをもつて、からころ／

＼、 （虎明本狂言集、打たる舞、1642 年、40-虎明 1642_08057,2610）  

(14)  まんまとわたしをたばかり女房には紙子を着せ。其の身はちゃんと榮耀らしいわ

かい女中に立ちまじり。三味線ひいてゐけつかり。 （嫗山姥、1712 年）  

(12)は、冠を正してかぶる、理想的・模範的な様子を表す。「ちゃんと」は、「ちゃんとして」

と形状動詞となることで、その様態的意味を、事物の状態として表している。(13)は、舞を

舞う人物が鞨鼓を腰に付ける場面である。(14)は、自分を騙した男を、女が非難する場面で

ある。自分が貧しい思いをする中、男が華やかな人の中に自然にいる様態を「ちゃんと」

で表すことで非難する例と考えられる 9。  

中世後期における、形状動詞および動詞修飾 I の「ちゃんと」は、人の服装や立ち振る

舞い方が、礼儀作法などの理想や規範に合致することを表す。このことから、出現期にお

ける様態副詞「ちゃんと」は、人物や事物の、外見上の知覚可能な様態を表していると考

えられる。用例数の少なさから、断言は難しいが、知覚可能な様態が理想や規範と合致し

ていることを表す例が、様態副詞「ちゃんと」の典型にあたると考えられる。  

また、人の服装や立ち振る舞い方の適切さを表す例は、先に示した形状動詞の例 (10)の

ように、現代語の様態副詞「ちゃんと」の例においても見られる。よって、「ちゃんと」は、

動作・行為のあり方が、話し手の理想や規範に合致しているという様態を、その出現期か

ら現代に至るまで、一貫して表し続けてきたことが考えられる。  

その他に、動作により生じた音を表す、擬音語の「ちゃんと」も見られる。擬音語の「ち

ゃんと」は、鐘や、刀の鯉口から生じる、金属音を表す際に用いられる。  

(15)  かねをちやんちやんと打て、中＼／云まひほどに （戯言養気集、1615~1624 年）  

(16)  起すも人の耳近しと。枕元に立寄て。轡に代る刀の鍔音。鯉口ちゃんと打鳴らせば  

（假名手本忠臣蔵、1748 年）  

これらの例は、ある動作によって生じた音を表すという点で、(12)から (14)に見た、様態

副詞「ちゃんと」とは異なる。様態副詞「ちゃんと」は、「ちゃん」という音象徴部によっ

て、動作・行為の様態を表すからである。したがって、様態副詞の「ちゃんと」と擬音語

の「ちゃんと」は、同じ表記ではあるが、同一の語とは見なしがたい 10。  

 

5. 近世後期  
5.1 形状動詞  

近世後期においても、形状動詞の「ちゃんと」は、その様態的意味を状態的意味に高度

化することで、人や事物が、話し手の理想や規範に合致した様子を表すと考えられる。  

 
9 大系本には、大意として「結構たのしんでいる」との頭注があてられる。  
10 擬音語「ちゃんと」から様態副詞「ちゃんと」へ変化した可能性も完全には否定できない。し

かし、両者の意味機能には連続性が見出しがたい点から、その可能性は限りなく低いと考える。  
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(17)  ぶつ込のはな紙袋を出しソレ角もすれすにちやんとしている（真女意題 1781 年） 

(18)  由「何だか己あ知りやあしねへわなさあもう正気したらちやんとしなよもう一と

口水を遣うかと口うつし   （春色連理の梅、1851 年、53-人情 1851_07006,10960） 

(17)は、鼻紙入れから手紙を取り出す場面である。「ちゃんと」は、手紙の形が整っている

様子を表す。 (18)は、気絶したことで力が抜けた女が介抱される場面である。「ちゃんと」

は、自力で立つ、通常の状態を表すと考えられる。また、話し手は、力の抜けた聞き手に

対し、力を入れて通常の状態になるよう指示している。このことから、(18)は、後述の「や

り直しの行為指示」に該当する。(17)では、手紙に関する礼儀作法が、(18)では、人の体調

に関する理想が、「ちゃんと」使用の際に基準となる、理想や規範にあたると考えられる。 

 

5.2 動詞修飾 I 
5.2.1 様態副詞と事態実現の完全さ   

近世後期には、新たなタイプの動詞修飾 I の例が見られる。以下の例では、「人を起こす」

や「夜食を食べる」という実現のあり方に段階が想定できる事態が、「ちゃんと」使用者に

とって完全とも言えるあり方で実現していることが表される。これらの例では、「ちゃんと」

は様態を表すとは考えにくい。  

(19)  釈迦はよく寐入て居る三くにうゆりおこし 三 よく寐なんしたね 釈 往生安

楽よく寐入て居たものをちやんとおこした （三教色、1783 年）  

(20)  たそがれに夜食もちやんと食しまふ腹の時計や菜はぜんまい  

（徳和歌後万載集、1785 年）  

(19)は、女郎に起こされた客が、完全に目が覚めてしまったことで、迷惑をこうむる場面で

ある。(20)は、「座舖八景の中に時計晩鐘」の題で詠まれた狂歌である。黄昏時に夜食をす

っかり食べ終えることと、時計の鐘の音が、「ちゃんと」で掛けられている。  

上記の例のように、「ちゃんと」が表す、話し手にとって完全ともいえる事態実現のあり

方を、仮に「事態実現の完全さ」とする。以下の例においても、「ちゃんと」は、「事態実

現の完全さ」を表すと考えられる。注目されるのは、先の (19)のように、特定の人物に損害

を与える行為（以下、加害行為）に対し、「ちゃんと」が使用される点である。  

(21)  きつとこん夜おまへがきなはるはづだからとたのんで通ふしておいた理くつさ。

それにチヤントあいつらは水をさしやあがつた。 （玉之帳、1789~1800 年）  

(22)  私の目つまをしのんでは休みたがります。今日もちやんとお爺さんをだまかして、

お休に致しました。 （浮世風呂、1809 年）  

(21)は、他の人物から妨害されたことを述べる場面、(22)は、母親が、怠慢な自分の子に

ついて説明する場面である。いずれの例も、行為者によって、「水を差す」や「人を騙す」

といった行為がなされ、話し手あるいは第三者が損害をこうむっている。  

現代語の「ちゃんと」は、加害行為に対し使用されにくいと考えられる。その点におい

ては、上記 2 例から、現代語とは異なる様相がうかがえる。ただし、近世後期において、

加害行為に対し使用される「ちゃんと」は、2 例のみである。用例数の少なさから、断言は

できないが、近世後期以降、加害行為に対する「ちゃんと」の使用は、次第に難しくなっ

ていくものと見られる。これは、「ちゃんと」が表す、理想や規範の状態に合致している様
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態における、話し手の理想や規範が、加害行為では想定しづらいためと考えられる 11。  

以上で述べてきた、「ちゃんと」が、「事態実現の完全さ」を表すことについて、幕末期

から明治期にかけての日本語に詳しい、『和英語林集成』の記述を傍証としたい。  

(23)  CHAN-TO チヤント  adv.(coll.)Well ; correctly ; straight ; right ; perfectly ; completely ; 

full ; kimono wo ― suru, to settle, or rectify one’s dress ; ― shita nari, precise, or exact 

in dress and behavior ; ― sumi-mashita, it is completely finished  ;―shite ore, sit straight.  

（和英語林集成第三版、1886 年、波線部は筆者による）  

(23)の波線部に注目すると、「ちゃんと」には、「perfectly」や「completely」や「 full」とい

った訳語があてられる。また、「ちゃんと済みました」という日本語文は、「 it is completely 

finished」の英文があてられる。この記述からは、「ちゃんと」が様態的意味だけでなく、

「事態実現の完全さ」を含意していることがうかがえる。  

このような「事態実現の完全さ」が、「ちゃんと」に含意されるのは、動作や行為が、話

し手の理想や規範に完全に合致することを表す、その様態的意味に起因すると考えられる。 

(24)  幾 びやうぶあけ ヲヤちよつと見なちやんとおきてさ 治 どふしてねられる

ものか （胆競後編仇姿見、1801~1803 年） 

(24)では、寝転ぶ人物に対し、十分に起き上がるよう指示する発話で、「ちゃんと」が使

用されている。吉本 (2020a:33-34)では、現代語の様態副詞「ちゃんと」の確例として、被指

示者が「動作行為を行っているものの、その行い方が不完全であるために、指示者が「ち

ゃんと」を使って、理想的・模範的な動作行為をやり直すよう指示」する、「やり直しの行

為指示」の例が指摘されている。つまり、「やり直しの行為指示」は、行為者の不完全な動

作や行為の様態が、自らの理想や規範と合致するように、指示者が指示する例と言える。  

このような「やり直しの行為指示」の例が見られるのは、「ちゃんと」の様態が、話し手

にとって、ある事態の完全な実現をもたらすからだろう。(24)においては、行為者は完全に

起き上がることで、「ちよつと見な」と発話する話し手（指示者）が見せようとする光景を

十分に見ることが可能になる。つまり、話し手にとって、自らの理想や規範と合致する、

完全な事態が実現することになる。このように、話し手の理想や規範と合致する様態で、

ある動作や行為を行うことで、話し手にとって完全な事態が実現するものと考えられる。  

以上のように、「ちゃんと」が「事態実現の完全さ」を表しえたのは、動作や行為が、話

し手の理想や規範に合致するという様態を表していたからであったと考える。  

一方で、以下の例は、人の知覚可能な動作や行為の様態が、話し手の理想や規範に合致

していることを表す、「ちゃんと」の典型例と考えられる。  

(25)  おつまさんそう銚子をおひてちやんとすはんなすつた所は一文人形のあねさんの

やうでがうせいなもんだぜ （客衆一華表、1789~1800 年） 

(26)  髪結所へ行、ひとつ剃てくださいと、さかやきをもミ、剃しまい、髪もちやんとゆ

ひ上れバ、とんだけふハよく出来た。 （新玉箒、1798 年）  

(25)は、人の座り方、(26)は髪の結い上げ方が、礼儀作法などの理想や規範に合致している

ことが、「ちゃんと」によって表されている。  

 
11 例えば「ちゃんと騙す」では、「ちゃんと」使用に必須となる理想や規範は、騙す (騙される )こ
とを望ましいものと捉えるものになる。このような理想や規範は、社会通念や倫理などの社会

的・一般的規範とそぐわず、その結果、使用例も少なくなることが予想される。  
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5.2.2 擬音語の例  

近世前期に続き、擬音語の「ちゃんと」が見られる。近世後期の「ちゃんと」には、金

属音ではない音を表す例も見られるが、高い音を表す点で、近世前期の例と共通する。  

(27)  よろ＼／して茶わんをろうかへけとばすとチヤントわれる （風俗通 1800 年） 

(28)  既に其夜も引四ツのしらせに。芸者の三味もちやんときりあげ。牽頭もどんと。打

おさめて立あがれば。 （埜良玉子、1801 年）  

(27)は、茶碗の割れる音、(28)は、三味線を弾く音を「ちゃんと」が表す。今回の調査範囲

において、擬音語の例は、明治大正期以降見られなくなる。これは、「ちゃんと」に替わる、

別の擬音語が使用されるようになったからと考えられる。例えば、現代語において、茶碗

の割れる音は、「がちゃんと」などで表せるが、「ちゃんと」では表せない。  

 

5.3 テイル類修飾  
以下の (29)(30)は、パーフェクトを表す「動詞＋テイル類」を「ちゃんと」が修飾する例

と考えられ、意味機能の観点および統語的条件の観点から、評価成分と見なしうる 12。  

(29)  鎌倉方の御評定には。坂本の城は追付落る。お前の太切に思はしゃます三浦殿は。

今日明日の中首がころり。其手筈ちゃんとしてある。 （鎌倉三代記、1770 年）  

(30)  去年のお十夜に徳願寺さまへお通夜をしたらのや、私が傍にちやんと落てあつた

のさ。主がしれねへからつゞくつて持のよ。頭巾がわるくなつたからのヤ、小裁を

めつけたら拵よう＼／と思つた所、これが信心の徳とやらだ（浮世風呂、1809 年）  

(29)では、三浦という人物を討ち取る手筈を整えてあることを述べている。話し手は、自ら

の記憶を規範とし、「手筈を整えた」という事態が、規範と合致していることを表している。  

(30)は、頭巾を入手した経緯を説明する発話である。自らの信心により、神仏からの福徳と

して、頭巾を与えられたことを述べている。話し手は信心によって福徳がもたらされると

いう自らの理想と、福徳として頭巾を入手したという事態を合致させている。つまり、こ

れらの例において、話し手は、自らの理想や規範と、事態そのものを合致させている。  

一方で、以下の (31)は、知覚可能な人物の振る舞い方が、理想や規範に合致することを表

す、「ちゃんと」の典型例とも考えられる 13。よって、評価成分の確例とは断言できない。 

(31)  ふり袖二切あそぼと、ふしミ銭ふたすぢ出して、襖明てはいれハ、ふり袖が

 ちやんとふとんの上へすわつて居るゆへ、 （滑稽即興噺、1794 年）  

 

5.4 存在動詞修飾・名詞述語修飾  
近世期において、存在動詞修飾および名詞述語修飾の例が一例ずつ見られる。  

(32)  扨向ふを見てさち＼／。にぎ〃しい。ちやんと。ふ自由は。おざり申さん。此夜店

は。どこまで。つゞき居申ス （一文塊、1807 年）  

(33)  此寺の開山すべたの十介か由来をくはしく尋るにちやんと天王九代の後胤寺尾四

郎のぶとしが滴流青桐八七なめ清といふ者也 （大の記山寺、1783 年）  

(32)は、夜店に並ぶ人混みで、自由に動けないことを述べる発話である。(33)は、由緒正し

 
12 今回の調査範囲における、評価成分の初出例として示す意図はない。  
13 (31)の「ふり袖」は、振袖を着るような若い女性のことを指すと考えられる (『日本国語大辞典

第二版』「ふりそで」 (2)(イ ))。  
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い家柄の人物が開山であることを説明する例である。  

現代語においては、存在動詞修飾および名詞述語修飾の場合、「ちゃんと」は評価成分と

判断できる。しかし、上記 2 例は、意味機能の観点から、評価成分として判断することが

難しい。(32)が評価成分であった場合、話し手は眼前の「（人混みで）不自由がある」とい

う事態に対する、理想や規範を有していることになる。しかし、(32)では、話し手は、発話

時に初めて「（人混みで）不自由がある」という事態を認識しており、当該事態に対する理

想や規範を有していない。さらに、この話し手は、作中で西国出身の人物として描かれる

（神保 1985）。このことから、(32)は、九州方言である可能性が高く、他の用例と同列に扱

うべきでないと考えられる。よって、意味機能の観点から、評価成分として判断すること

が難しい。一方、(33)では、開山がどのような人物であるかが説明されている。つまり、「ち

ゃんと」は、寺院の開山が、理想や規範に合致した人物であることを表す例と考えられる。  

以上のことから、近世期における、存在動詞修飾および名詞述語修飾の例は、評価成分

と判断すべきでないと考える。  

 

6. 明治大正期から昭和期  
6.1 形状動詞  

明治期に至ると、形状動詞の連体用法である「ちゃんとした」の例が見られる。ただし、

新出の連体用法を含め、形状動詞の例は、人や事物が、理想や規範の状態に合致した様子

であることを表す。意味機能の面において、中世後期以来、一貫した様相を示している。  

(34)  太夫はと云ふと兵卒中で、喉自慢の先生が軍服の上に麻上下の上斗りを引掛けて、

チヤンとして居てやるのじや。  

（熊本籠城（接第三號）、1901 年、60M 太陽 1901_05027,28760）  

(35)  是が私の英語の始りでサー、今の學校抔でチヤンとした教師に教て貰ふのは、仕

合の事さネー （青年時代の苦學、1901 年、60M 太陽 1901_09028,13170） 

(36)  從來整容大學は世界に二つ——即ちロンドンとパリーでありましたが、山本女史

はこれに次べきものを東京に創設したのであります。（中略）『私の力で、チヤンと

した大學程度のものにしておけば、いづれ政府でも國立にすることになりませう。 

（整容大學の創設者 山本久榮女史、1925 年、60M 婦倶 1925_12027,45700）  

(34)は、人が衣装を整える様子、 (35)は、教師に教養のある様子、 (36)は、美容専門学校の

水準が高い様子を「ちゃんと」が表す。  

 

6.2 動詞修飾 I 
以下の (37)(38)は、知覚可能な人の動作や行為が、話し手の理想や規範と合致する様態で

あることを表す。  

(37)  表付の下駄を穿き、衣服も小奇麗な單衣は確かフランネルか何か、髮もチヤンと

結、白粉を付て來る、    （開港當時の横濱 1901 年 60M 太陽 1901_09032,10130）  

(38)  自己一己の經濟はなかなか巧妙で、金錢を遣ふにしても、ちやんと規律を守つて

經濟を立ててゐる。 （北米人の長所短所、1909 年、60M 太陽 1909_04053,20060）  

一方で、以下の (39)(40b)は、「（派閥に）居つく」「（日記の内容が）わかる」といった、

事態の実現のあり方に段階が想定できる事態である。この点において、「ちゃんと」は動作
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や行為の様態ではなく、「事態実現の完全さ」を表すと考えられる。  

(39)  官僚派は着々陣營を整へつつある風が見えるね。中途にブラ付いて居る連中を

着々收容して居るよ。前に言つた石井、一木、奧田松岡なんて、モウちやんと居付

いたのぢやからノウ。 （外交調査會消息、1917 年、60M 太陽 1917_10007,43550）  

(40)  常に日記を大變詳しくつけて居つて、一年の終りにはそれに (a)ちやんと索引を附

けて置いた。故に亡くなつた後でも、それを調べると總べての事が (b)ちやんと判

かる。                 （故菊池大麓男、1917 年、60M 太陽 1917_12030,20780）  

(39)は、どの派閥にも属していなかった人物が、特定の派閥に入ったことを述べる場面で

ある。(40b)は、索引によって、日記の内容を十分に把握できることが述べられている。な

お、(40a)は、「ちゃんと」が、パーフェクトを表す「動詞＋テイル類」を修飾する、評価成

分の例と考えられる。  

また、近世後期には、加害行為に対して用いられる「ちゃんと」の例が見られたが、明

治大正期以降においては見られなかった。明治期にはすでに、様態副詞「ちゃんと」を加

害行為に対しては使用することが難しくなっていたと考えられる。  

 

6.3 テイル類修飾  
明治期以降のテイル類修飾の例には、近世後期同様、評価成分の例が見られる。以下の

例において「動詞＋テイル類」は、 (41)ではパーフェクトを、 (42)では状態を表している。 

(41)  これにはちやんと三錢の切手がはつてあるのに、なぜまたおあしを拂ふのですか。 

（小学校国語 2 期 第十五郵便の話、1910 年、60T 小読 1910_24A15,1250）  

(42)  俺の母はちやんと生きてゐるぢやないか。現在汝の前でにこにこ笑つてゐるぢや

ないか。（戯曲 生きんとすれば─二幕─、1917 年、60M 太陽 1917_01037,196810） 

(41)では、「切手を貼る」という事態が実現した後の効力と、手紙を送る際に切手が必要

だという規範が合致していることを表している。 (42)では、話し手は、「母が生きている」

という自らの規範と、眼前の事態が合致することを述べている。  

一方で、 (43)では、知覚可能な外見上の様態が理想や規範に合致することを、 (44)では、

「事態実現の完全さ」を「ちゃんと」が表すと考えられる。  

(43)  一人の女が厨房の入口に添つた薄暗い所で行儀正しく坐つてゐる。（中略）久しぶ

りで來てみると又ちやんと坐つてゐる。  

（イヱッタトリイチヱ、1917 年、60M 太陽 1917_04041,29830）  

(44)  つまらないことで腹を立てるイヤな亭主だと思つてゐるだらう。お前がさうして、

殊勝げにうつ向いてゐながら、肚のなかではどんなことを思つてゐるのだか、俺

にはチヤンと解つてるぞ（恐ろしき結婚、1917 年、60M 太陽 1917_04038,251340）  

 

6.4 存在動詞修飾  
明治期以降の存在動詞修飾の例は、評価成分の確例と判断できる。  

(45)  世間で今まで書いて居つた幽靈は、みんなあれは畫空事だネ、白い衣服を來て、腰

から下が無い…あれはみんな嘘だ。見たまへ僕なんぞは、黒い衣服を着て、足もこ

の通りちやんとある。 （夢に乙羽君と語る、1901 年、60M 太陽 1901_12022,15890） 

(46)  こんな山奧へ來る筈はないと、警視廳へ照會して見たら、本物の石龍子はチヤン
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と東京にゐることが分つて、（總選擧風聞録、1917 年、60M 太陽 1917_04026,45490）  

(47)  「昨日夕方まではちやんとありました。それが今朝はございません。…」  

（小学校 5 年小学国語読本尋常科用、1933 年、60T 小読 1933_45B17,17190）  

これらの例では、話し手は、人物や事物がたしかに存在するという自らの記憶を規範と

し、その規範と実際の事態が合致することを、「ちゃんと」で表している。  

 

7. 用例観察のまとめと考察―「ちゃんと」の語史―  
7.1 用例観察のまとめ  

出現期にあたる中世後期において、様態副詞「ちゃんと」は、知覚可能な様態が理想や

規範と合致することを表している。このことから、知覚可能な様態を表す例が、様態副詞

「ちゃんと」の典型と考えられる。また、中世後期から現代に至るまで、様態副詞「ちゃ

んと」は、話し手の理想や規範に合致する様態を、一貫して表し続けてきたと考えられる。  

近世前期に至ると、「事態実現の完全さ」を表す例が見られるようになる。「事態実現の

完全さ」とは、話し手にとって完全とも言える事態実現のあり方のことである。「ちゃんと」

が「事態実現の完全さ」を表しえたのは、「ちゃんと」の表す様態的意味に起因すると考え

られる。というのも話し手の理想や規範と合致する様態で動作や行為を行うことで、話し

手にとって完全な事態が実現するからである。  

様態副詞「ちゃんと」とは異なる例として、擬音語「ちゃんと」の例が近世期に見られ

る。しかし、明治期以降は擬音語「ちゃんと」は見られなくなる。これは、他の擬音語に

代替されることで、その使用が衰退していったためだと考えられる。  

その他、近世期には、加害行為に対して用いられる「ちゃんと」の例も見られたが、明

治期以降は見られなくなる。これは、「ちゃんと」の使用に必須となる、話し手の理想や規

範が加害行為においては想定しづらいためだと考えられる。  

一方で、近世後期のテイル類修飾の例において、評価成分の「ちゃんと」が出現した。

また、評価成分と考えられる例の統語的条件に着目すると、近世後期ではテイル類修飾の

みであった。対して、明治期以降では、テイル類修飾に加え、存在動詞修飾にまで拡大し

ている。このことから、近世後期に比べると、明治期以降において評価成分「ちゃんと」

の使用が、より定着していると考えられる。なお、近世後期には名詞述語修飾の例も存在

したが、用例の意味解釈を優先すると、評価成分の確例とは言い難い例であった。評価成

分「ちゃんと」が、名詞述語修飾あるいは形容詞述語修飾の例で見られるようになるのは、

本調査範囲より後、つまり 1940 年代以降のことと考える。  

 

7.2 様態副詞から評価成分への変化の過程  
2 節で述べたように、様態副詞「ちゃんと」と評価成分「ちゃんと」は、評価を表すとい

う点で連続的だが、話し手の評価対象が異なる。話し手は、前者では様態を、後者では事

態そのものを評価する。つまり、様態副詞から評価成分への変化は、話し手の評価対象が、

様態から事態そのものへと拡大したこと、すなわち、「ちゃんと」で評価可能な領域が拡大

したことを示している。このような評価可能領域の拡大には、「ちゃんと」の様態的意味が、

大きく影響していると考える。  

中世後期の「ちゃんと」は、現代語の様態副詞「ちゃんと」と同様に、話し手の理想や
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規範に合致する様態を表していた。つまり、その出現期から、様態副詞の「ちゃんと」は、

評価的な修飾成分であり、話し手の評価を表すという点において、評価成分の「ちゃんと」

と共通点を有していたと考えられる。様態副詞から評価成分への変化において、意味機能

面の素地が、ある程度は出来上がっていたとも言えよう。  

続く近世後期には、「事態実現の完全さ」を表す「ちゃんと」の例が出現する。その出自

は、様態副詞の「ちゃんと」に求めることができる。話し手の理想や規範に合致する様態

で事態が実現されることで、話し手にとって完全な事態が実現すると考えられるからであ

る。つまり、様態副詞の「ちゃんと」が、話し手の理想や規範に合致する様態を表してい

たからこそ、「事態実現の完全さ」を表す「ちゃんと」の出現に至ったと考える。  

そして、「事態実現の完全さ」とは、事態そのものに対する話し手の判断・評価である。

つまり、「事態実現の完全さ」を表す「ちゃんと」によって、話し手は、様態だけでなく、

事態そのものについて評価が可能になった。「ちゃんと」が「事態実現の完全さ」を表せる

ようになった時点で、その評価可能領域が拡大していると考えられる。  

以上を踏まえると、様態副詞から評価成分への変化の過程には、「ちゃんと」が、話し手

の理想や規範に合致するという様態を表していたことが、大きく影響していると考える。  

 

8. おわりに  
本稿では、「ちゃんと」が様態副詞から評価成分へと変化したという前提に立ち、通時的

に用例を観察した。調査の結果から、近世後期に評価成分の例が見られて以降、その使用

が次第に定着していくことを指摘した。また、その歴史的変化には、様態副詞「ちゃんと」

が、話し手の理想や規範に合致した様態を表すことが影響しているとの見方を示した。  

本稿で取り上げた「ちゃんと」の歴史的変化は、同じく擬声語由来の副詞「きっと」と、

意味類型の変化過程が共通している可能性がある。「きっと」は、擬態語に由来し、現代で

は陳述副詞として用いられる。吉本 (2020b:55-57)では、近世期の「きっと」には、「人間の

行為主体が規範的な態度で実現する行為のあり方」を表す例があることが指摘されている。

また、「人間の行為に対する話者の評価を媒介に、行為の様態から事態への判断を表すこと

ができる」ことも指摘されている。この指摘は、「ちゃんと」が、話し手の理想や規範に合

致する様態から、ひいては「事態実現の完全さ」を表すようになることで、話し手の評価

可能領域が拡大するという本稿の主張と並行的である。今後、さらに個別の語史を蓄積す

ることで、副詞全体の歴史的変化について、より一般的な記述が可能になると期待される。  
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