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 序論 

 

1. 研究の目的 

インドネシア語の限定副詞 saja, hanya, sekadar, semata-mata は、話し言葉でも書き言

葉でもよく見られるが、誤用がよく発生する。各限定副詞の意味が似ているため、意味が

同じだと思う人が少なくない。そのため、詳細な研究が必要である。本研究では、それぞ

れの限定副詞の構造的及び意味的な特徴を明らかにする。同時にインドネシア語の限定副

詞と日本語の限定のとりたて助詞の相違点と類似点を明確に述べ、どのように対応するか

を明らかにしたい。この研究は、両言語学習者の理解にも貢献する。 

 

2. 考察の対象 

 今までの限定副詞の研究では、文中での出現位置に限られており、詳細な研究は見られ

ない。実際の使用では、各限定副詞の頻度が高いが、自然かどうかが話者の直感だけで判

断されている。また、辞書を見ても、1 つか 2 つの言葉でしか説明されていないので、区別

があまり見られない。しかし、各限定副詞の入れ替えが不自然な場合もある。特に、イン

ドネシア語を外国語に及び外国語をインドネシア語に訳す際に混乱してしまう場合が多い。

以下に例を挙げる。 

(1) Obat itu {hanya1/*saja/sekadar/semata-mata}mengurangi rasa  sakit, tidak  

薬 その     限定副詞         減らす  感じ 痛み ～ない 

menyembuhkan. 

 治す  

「その薬はただ痛みを抑えるだけで、治さない。」 

(Alwi 2003: 204) 

 

(2) {Hanya/*Saja/*Sekadar/*Semata-mata}beliau yang cocok   menjadi   pemimpin 

限定副詞               彼／彼女 関係詞 相応しい なる リーダー 

  「彼/彼女だけリーダーになることが相応しい。」 

(Chaer 2009: 56) 

 

(3) 注射      で       だけ          直る。  

suntikan dengan hanya     sembuh2 

Sembuh {hanya/*saja/*sekadar/semata-mata}dengan suntikan.3 

(久野 1983 : 157) 

                                                   
1 用例中の下線は筆者によるものである。 
2 本研究のインドネシア語のグロスは筆者による。 
3 本研究のインドネシア語訳は筆者による。 
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上の例では、4 つの限定副詞 hanya, saja, sekadar, semata-mata の自然な使用と不自然

な使用を示している。Kamus Besar Bahasa Indonesia(インドネシア語の大辞典)4では、4

つの限定副詞がほとんど似た意味だとされているが、実際の文に使う際、不自然な使用が

発生している。そのため、各限定副詞は同じ意味だとは言えないだろう。また、例(3)の日

本語の文では、hanya と semata-mata に訳すのが自然であるが、saja と sekadar に訳す

のは不自然だ。一方、日本語インドネシア語辞典では、「だけ」は hanya 及び saja に訳さ

れるが、上の文には適用されない。 

以上で取り上げたように、インドネシア語にはいくつかの限定副詞の種類がある。本研

究では、hanya, saja, sekadar, semata-mata についてだけ詳細に考察する。各限定副詞の

構造的特徴及び意味の使い分けを考察し、相違点と類似点を分類し、最後に日本語の限定

のとりたて助詞との対照研究を行う。また、各限定副詞の限定以外の意味についても論じ

る。本研究の目的を達成するためにこれらの副詞の特徴を見るのが必要不可欠である。 

 

3. 論文の構成 

 本研究は、序論、本論、結論で構成されている。本論と結論の内容は以下の通りである。 

 

第1章 インドネシア語の限定表現 

 1 章ではまず、インドネシア語の一般的な知識を紹介する。インドネシア語の起源、公式 

と非公式のインドネシア語の話し言葉と書き言葉、そしてインドネシア語標準語の一般の 

文法を紹介する。その後、本研究に関わる先行研究を述べる。 

 

第2章 インドネシア語の限定副詞の使い分け 

 2 章では、4 つの限定副詞 saja, hanya, sekadar, semata-mata の構造と意味の特徴を 

明確に分類する。また、限定に関わらない各限定副詞の意味も探る。 

 

第3章 限定副詞の結合の特徴 

 限定副詞は、強調するために文中で結合する場合がある。3 章では、結合可能・不可 

能な限定副詞を見ていく。そして結合する際に、どの限定副詞の出現が優勢かについても 

明らかにする。 

 

第4章 限定副詞 saja, hanya, sekadar, semata-mata の置き換えの考察 

 4 章では、置き換え可能・不可能な限定副詞を分類する。そしてどのような場面で副詞が

置き換え可能になるかについて明確に述べる。 

 

 

                                                   
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia は以後「インドネシア語の大辞典」という用語を使っている。 
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第5章 インドネシア語と日本語の限定副詞（限定とりたて助詞）の対照 

 5 章では、4 つの限定副詞の使い分けを明らかにしてから、日本語の限定とりたて助詞と 

の対照研究を行う。その後、限定副詞と限定とりたて助詞の相違点と類似点を明らかにす 

る。 

 

第6章 結論 

 第 1 章から第 5 章までの分析によって明らかにしたことをまとめて、本稿の結論を述べ

る。 
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第 1 章 

インドネシア語の限定表現 

 

1. インドネシア語の一般的な知識 

 

1.1 インドネシア語の起源 

インドネシア語はオーストロネシア語族で、ムラユ5系諸言語の共通語として生まれた。

インドネシア語はムラユ語からできた言語であるため、Hopper (1986), Hudson (2000),な

ど、多くの言語学者はインドネシア語とムラユ語は同言語とした。Sneddon(2006)によると、

ムラユ語がインドネシアの共通語となった歴史的背景としては15 世紀から16 世紀初頭に

かけてムラユ半島南岸に繁栄したマラッカ王国の影響が挙げられる。マラッカ王国からイ

スラームが広がり、その言語が商業用語としても広く用いられたからである。そして、

Alisjahbana (1957: 35)によれば、インドネシア語の元は、古くからインドネシア諸島で交

易用語として利用されていたムラユ語である。しかし、インドネシア語はムラユ語と同言

語ではなく、ムラユ語の延長であると主張されている。 

インドネシア語自体の名称の起源は 1928 年の「青年の誓い」sumpah pemuda から始ま

った。sumpah pemuda の誓いにおいて、若い民族主義者たちはインドネシア青年会議で、

「我々インドネシアの青年は統一言語、インドネシア語を使用し、我々インドネシアの青

年は 1 つの祖国、インドネシアを認める。我々インドネシアの青年は 1 つの民族、インド

ネシアの民族を認める。」と宣言した。そのときから Bahasa Indonesia という語句が誕生

し、統一語となった (Alisjahbana 1957, Keraf 1984, 森山 2009, 梶 2009)。また、1945

年に独立を宣言して以来、インドネシア共和国 1945 年憲法の第 36 条において、インドネ

シア共和国の国家語として指定されている (Alisjahbana 1957: 34)。梶 (2009: 82)は、イン

ドネシアの母語話者は 2~3 千万とされるが、国内では数百にのぼる地方が用いられ、第 2

言語としてのインドネシア語の話者数は 1 億 4000 万人を超えると述べている。海洋省の

2017 年のデータによるとインドネシア共和国は西から東にかけて 1 万 6 千ぐらいの島々か

ら成りたっている。島が多いため民族と地方語が多く存在している。言い換えるとインド

ネシアは多言語と多民族の国だと言われている。2017 年のデータによると、民族と地方語

の存在はそれぞれ 700 ぐらい認められる。日常生活では、多くの人々が、最初に習得する

民族集団の地方語と小学校から学ぶ国語インドネシア語とのバイリンガルである。しかし、

田舎の方に行くと年輩の人々の中にはインドネシア語を喋れない人がまだいる。一方、ジ

ャカルタなどの大都市の生まれで一度も両親の民族集団の言語を学んだことがない人々が

増え、地方語が喋れずインドネシア語しか理解しない人々が増加している。 

 

                                                   
5 英語では Malay と呼ばれ、日本語では「マレイ語」「マレー語」と呼ばれてきた。 
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1.2 公式と非公式のインドネシア語の話し言葉と書き言葉 

インドネシアでは多民族、多言語、多文化であるため、国のモットーとして Bhineka 

Tunggal Ika「多様性の中に統一」を謳っている。この多様性は日常生活に使用されている

言語特に話し言葉では、強く感じられる。公用語はインドネシア語であり、国語となって

いる。話し言葉では、地方語か、あるいは口語のインドネシア語で話している。たまに、

地方語と口語のインドネシア語を混ぜて話している場合も見られる。インドネシア語に地

方語から作られた言葉が多くあるため、そのまま地方語がインドネシア語の口語の言葉に

なる場合もあった。また、書き言葉としての標準的なインドネシア語と話し言葉とではか

なりの差があり、一口にインドネシア語といってもそのバリエーションは幅広い。 

 インドネシア語の話し言葉と書き言葉は、Low variety (L)と High variety (H)という

diglossia6「二言語変種使い分け」言語と言われている。Alwi(1998)によると、公式のイン

ドネシア語(H)は、政府、行政の言語および公式の場面に使用される言語である。例えば、

スピーチ、講義、或いはマスメディアなどに使用される言語である。一方、非公式のイン

ドネシア語(L)は、インドネシア語になった地方語を含め、日常のコミュニケーションのと

きに使う言葉である。例えば、家族、友達との会話、市場で買い物のときの会話、あるい

は親しい人に手紙を書くときの書き言葉などである。 

インドネシア語の H 変種と L 変種では例えば、人称代名詞や呼びかけ語の使い方に変化

が生じる。丁寧な言い方として、自分については saya「私」を使い、相手については目上

の 40 歳以上の男性に対して bapak「父」、目上の 40 歳以上の女性に対して ibu「母」、あ

るいは中立的な感覚の anda「あなた」などを使い分ける。一方、親しい人に対して使う人

称代名詞として aku「僕、私」や kamu「君、おまえ」がある。また、否定語は tidak/enggak

「～ない」があり、もともと tidak は公式の場面に使うので H 変種とされ、enggak は非公

式の場面で用いる L 変種とされる。ただし、現在実際の使用では enggak は使用頻度が高

いので公式の話し言葉にも使用される。そして、副詞は saja/doang「～だけ」という語が

あり、公式の場面では H 変種として saja が使用され、日常会話では doang が使用される。 

 本研究の考察では、新聞、雑誌、小説など様々なデータを使用しており、インドネシア

語のバリエーションが見られる。公式及び非公式のインドネシア語の書き言葉と話し言葉

があり、また一部の地方語のデータも使用する。 

  

1.3 インドネシア語の標準語の文法 

 本節では、インドネシア語の一般的な文法の特徴を少し見ていく。インドネシア語の文

法は、世界の各言語の中で比較的簡単な部類に入るとよく言われている。数・性の区別が

ない。そして、時制もないので、時制による動詞の語形変化がない。意味の変化を伴う語

形変化は、もっぱら接頭辞や接尾辞による。原則として語根は変化しない。例えば、語根

                                                   
6 Alwi(1998)は、Diglossia High Variety and Low Variety としてインドネシア語で Diglosia Ragam 

Tinggi dan Diglosia Ragam Rendah という用語を使っている。 



6 

 

動詞 makan「食べる」は、makanan「食べ物」、pemakan「食べる人」などのように派生

語を作る。一般的に、語は形態的に大きく 3 つに分けることができる。 

a. 接頭辞や挿入辞や接尾辞が付加している語 

例えば、語根 getar、menggetar「接頭辞 me＋語根 getar」「振動する」、getaran「語

根 getar＋接尾辞 an」「振動」、gemetar「接中辞 em＋語根 getar」「震える」などであ

る。 

b. 単語の繰り返しでできた語「畳語」 

例えば、gunung-gunung「山々」、orang-orang「人々」、keputih-putihan「白っぽい」

などである。 

c. 合成語 

例えば、makan pagi「makan(食べる)、pagi(朝)」＝「朝食」などである。 

文の基本構造は主語と述語を備えている。基本的な文型は主語＋述語の語順あるいは主

語＋述語＋目的語となる。例えば、Itu
そ れ

 buku
本

 saya
私

 「それは私の本だ」またはSaya
私

 makan
食 べ る

 

nasi
ご は ん

「私はご飯を食べる」などである。日本語のように主語が省略されることもある。 

被修飾の関係をあらわす語順は、修飾される語の後に修飾する語を置く。Saya pegawai.

は、saya「私」+ pegawai「社員」で「私は社員です」という文（名詞文）、pegawai saya 

は、被修飾語+修飾語で「私の社員」という句「名詞句」である。同様に orang hutan は日

本でもよく知られたインドネシア語だが、orang は「人」、hutan は「森」であるから、orang 

hutan は「森の人」という意味である。また、名詞句の中では複数の修飾語が名詞を修飾

する場合は、特に所有者および指示代名詞 ini「これ」、itu「それ」、itu「あれ」に注目す

ると語順が変わる。例えば、mobil
車

 baru
新 し い

 ini
こ の

「この新しい車」、anjing
犬

 putih
白 い

 ayah
父

 saya
私

「私

のお父さんの白い犬」、などである。そして、非名詞句（動詞句、形容詞句、前置詞句など）

の場合は、動詞句と形容詞句は単独で述語となるものがあり、前置詞句は特に話し言葉で

は、述語となることがしばしばある。とりわけ、場所・位置や方向を表す前置詞 di「～で・

～に」、ke「～へ」、dari「～から」は、前置詞句が述語となる文としてよく用いられる。よ

り正式な文体では、その前置詞句で述べようとする内容に適当な動詞を用いる。 

 

(1) Saya mengirim surat.（動詞文） 

私は 送る   手紙 

 「私は手紙を送る。」7 

（作例）8 

(2) Kamar ini terang.（形容詞文） 

部屋 この 明るい 

 「この部屋は明るい。」 

                                                   
7 本研究の日本語訳は筆者による。 

8 以後、引用情報がない文は筆者の作例である。 
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(3) Ibu  ke toko.（会話体の前置詞句文） 

母  へ 店 

 「母は店へ行く。」 

 

また、否定文では、名詞文と非名詞文は異なる否定語を使用する。名詞文は bukan という

否定語と共起し、非名詞文は tidak という否定語と共起する。 

テンス・アスペクトに関しては、インドネシア語はこれらの動詞活用を持たない言語で

ある。インドネシア語では、時間やアスペクトを表す表現としては助動詞、時間副詞、接

辞の付加などが多く存在しており、それらは単独でまたは二つ以上を組み合わせて用いら

れる。過去、現在、未来を言い表したい場合には、kemarin「昨日」、sekarang「今」、besok

「明日」のような時間を表す語が用いられる。また、アスペクト完了と未完了を表す際、

sudah「～した」、sedang「～している」、akan「～する」のような助動詞を使用する。文

の中ではテンスやアスペクトを表す表現は、単独で現れる場合も、同時に両方で現れる場

合もある。 

 

(4) Saya membeli buku kemarin 

私  買う  本  昨日 

 「私は昨日本を買った。」 

 

(5) Saya sudah membeli buku. 

私 （過去）買う   本 

「私は本を買った。」 

 

(6) Saya sudah membeli buku kemarin. 

私 （過去）買う  本  昨日 

 「私は昨日本を買った。」 

 

 品詞に関しては自立語と付属語の二つに大きく分けられる。自立語には名詞、動詞、形

容詞、数詞があり、付属語には前置詞、接続詞、副詞、否定詞がある。松岡(1990)によると、

本来のインドネシア語の副詞としては、程度副詞、助動詞的副詞と陳述副詞がある。副詞

相当語としては疑問詞 kapan「いつ」、mana「どこ」などがある。その他に「強意」pun

「も／でも」、「限定」hanya「だけ／しか」、saja「だけ／しか」、「追加」juga「も」など

を表す小詞もあると述べている。本研究では、中心として副詞の一部である「限定」につ

いて注目する。 
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2. インドネシア語の限定表現と先行研究 

 インドネシア語では、限定表現が特定の語で示されている。本研究では、副詞で示され

る限定表現にだけ注目する。インドネシア語では副詞のことを kata keterangan または

adverbia という。Alwi (1998)、Chaer (2011)によると、「副詞は文の全体及び文の一部の

要素を修飾するために使用されており、句の中では副詞が動詞、形容詞、他の副詞を修飾

し、節の中では統語的な機能を修飾する」と定義されている。ほとんどの場合、文中で副

詞に修飾されている語は述語として機能している。しかし、いくつかの副詞は動詞、形容

詞、他の副詞以外に名詞及び前置詞句を修飾することもできる。名詞の場合も、代名詞及

び数詞を修飾する副詞もある。 

インドネシア語の副詞は、形から見ると 2 つに分けることができる。adverbia tunggal

「単独副詞」と adverbia gabungan「結合副詞」という。また、「単独副詞」はさらに 2 つ

に分類できる。それらは、adverbia kata dasar「語根で形成された副詞」と adverbia kata 

ulang「畳語で形成された副詞」である。そして、「結合副詞」の場合は 2 つの単独副詞か

ら成り立っており、adverbia berdampingan「連続に現れる副詞」と adverbia tidak 

berdampingan「同時（連続ではない）に現れる副詞」に分類できる。また、意味的から見

ると、副詞の種類は 8 つに分けられる。adverbia kualitatif「品質を表す副詞」、adverbia 

kuantitatif「数量を表す副詞」、adverbia limitatif「限定を表す副詞」、adverbia frekuentatif

「頻度を表す副詞」、adverbia waktu「時間を表す副詞」、adverbia cara「方法を表す副詞」、

adverbia kontrastif「対照を表す副詞」と adverbia keniscayaan「確実性を表す副詞」が

ある。本研究では、adverbia limitatif「限定を表す副詞」だけを見ていく。 

 インドネシア語の一般的な副詞の研究は多いが、限定副詞についての研究は数少ない。

あったとしても、限定副詞の位置の研究しか見当たらない。ここで取り上げる先行研究は 

Alwi (1998), Sneddon (1996, 2010), Chaer (2011)の研究である。 

 

2.1 Alwi  (1998)と Chaer （2011）による分析 

Alwi (1998)、Chaer(2011)によると、adverbia limitatif というのは限定に関わる副詞で

ある。限定副詞はある文の要素を限定し（被限定要素）、限定されない要素（対照的な他の

要素）を排除するという機能がある。Alwi は 3 つの限定副詞 hanya, saja, sekadar を、ま

た Chaer は 4 つの限定副詞 hanya, cuma, saja, semata-mata を挙げている。限定副詞によ

って被限定要素に前接する副詞も、後接する副詞もある。また、強調のために同時に現れ

る副詞が存在する。以下に Alwi と Chaer が挙げた文を引用する。 

 

(7) Saya mencubit dia   hanya    pada pipi   -nya.             

私 つねる  彼/彼女 限定副詞   に ほっぺた 所有 

「私は彼/彼女のほっぺたしかつねらない。」 

(Chaer 2011: 180) 
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(8)  Kami  di  rumah saja  selama liburan ini.      

    私たち に家  限定副詞 間  休み この 

「私たちは休みの間に家にだけいる。」 

 

(9)  Ia    sekadar mencoba menarik hati-ku.  

彼/彼女 限定副詞 試す  引く  心 私 

「彼/彼女は私の気をひくだけだ。」 

(Alwi 1998: 204) 

 

(10) Kamu hanya   membuang-buang waktu saja. 

あなた 限定副詞 捨てる     時間 限定副詞 

「あなたは時間を無駄にするだけだ。」 

(Alwi 1998: 202) 

  

 以上に挙げられた例はただ限定副詞の位置を説明しただけだ。hanya と sekadar は被限

定要素に前接し、saja は被限定要素に後接する。また限定副詞同士は、例(10)のように同じ

文に同時に現れ得る。しかし、どのような被限定要素に付加できるか、及び各限定副詞の

意味の違いについての説明がなされていない。 

 

2.2 Sneddon（1996, 2010）による分析 

Sneddon(1996, 2010)は限定表現を表すために limiter9という用語を使用している。

Sneddon (2010: 227)は以下のように定義している。 

 

Limiters restrict what it said to the part of the clause on which attention is focused. 

Most limiters including hanya, cuma, semata-mata ‘only’ precede the predicate. The 

focused item can vary depending on which word is given stress. 

 

(11) a. Tadi pagi   saya hanya makan roti.            

This morning I  only    ate    bread. 

 

b. Tadi pagi   saya makan roti saja. 

This morning I   just   eat bread. 

 

 

 

                                                   
9 limiter は焦点になる節の部分を限定する。 



10 

 

c. Dia hanya makan roti saja.                              

He ate nothing but bread. 

(Sneddon 2010: 227) 

 

Sneddon は限定副詞の出現を説明し、また言葉のストレスによって焦点が変えられる点も

述べている。例(11a)のように、roti「パン」は限定副詞 hanya の焦点になる可能性が高い

が、makan「食べる」にストレスを置けば、焦点が変わる場合もある。例(11b)では、saja

が焦点に後接できるということを説明し、また(11c)では hanya と saja が同じ文に同時に現

れ得ることを説明している。ただし、Sneddon では、各限定副詞の焦点について、どのよ

うな要素にストレスを入れられるか入れられないかについての説明がなされていない。 
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第 2 章 

インドネシア語の限定副詞の使い分け 

 

 本章では、4 つのインドネシア語の限定表現の副詞を見ていく。それぞれを構造的及び意

味的に考察する。また、限定以外の意味も考察する。 

 

1. 限定副詞 saja(aja/doang)の意味・用法の考察 

 

1.1 はじめに 

インドネシア語の標準語における限定表現は saja, hanya, sekadar, semata-mata がある。

砕けた会話には cuma, cuman, aja, doang がある。それらは限定の副詞及び限定の接続詞と

して機能している。本研究では、一つずつそれらの語の意味・用法を分類し、それぞれの

相違点・類似点を明確し、日本語の限定のとりたて助詞と対照する。本稿では、まず限定

の意味を表す saja（aja/doang）の意味・用法を分析する。saja は文中で副詞として機能し

ている。実際のデータ10を参照しながら、saja の文脈で特徴的なものについても明らかにす

る。限定の意味用法の分析に当たっては、日本語の限定の意味を表すとりたて助詞「だけ」

「ばかり」「さえ」なども視野に入れながら、考察を行うこととする。 

saja は構造的に限定する語、句または節に後置する。文中での位置がかなり自由である11。

意味的な特徴の面から見れば、saja には、限定を表す表現、強調の表現、複数の表現など

様々な意味用法がある。本稿では、幅広い限定の意味を考察する。saja がどのような限定

の意味を表すか、及び文中で限定の意味を強調するためにどのような特徴が用いられるか

を明らかにする。データでは限定以外の saja の意味用法がいくつか見られるが、それらが

どのような意味用法でどのような状況で使われるのかについても、詳細な研究を行う。以

下に saja が限定の意味を示す例を取り上げる。 

 

(1) Dia  minum  kopi  saja. 

彼 飲む コーヒー 限定副詞 

「彼はコーヒーだけ/ばかり飲む。」 

(『KUBI』 1961: 35) 

 

 

 

                                                   
10 インドネシア語の雑誌、新聞、小説、インドネシア語の教科書をデータとして利用する。さらに、 

Southeast Asian Languages (SEAlang) Library Indonesian Lexicography（以下、SLI とする）を利用す

る。SLI は 2010 年に作成されたものである。SLI は、based on A Comprehensive Indonesian-English 

Dictionary, Second Edition, by Alan M. Stevens and A. Ed. Schmidgall-Tellings. Published in 2010 by 

the Ohio University Press である。 
11 出向(2015)参照 
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(2) Kenapa aku aja    yang   selalu  kau    omeli     setiap hari? 

なぜ  私 限定副詞 関係代名詞 いつも あなた 文句を言われる 毎日 

 「なぜ毎日いつも私ばかり文句を言われるの？」 

 

(3) Apa pun  yang  ditanyakan, dia    melihat ke bawah dan diam  saja. 

何 でも 関係詞 聞かれる  彼／彼女  見る に 下  と 黙る 限定副詞 

 「何を聞かれても、彼/彼女は下に向いて黙ってばかりいる。」 

 

(4) (Paling tidak) asal ada  kata    maaf  saja,    itu  sudah cukup.  

せめて   ～ば ある 言葉  謝罪 限定副詞 それ ～した 十分 

「（せめて）謝罪の言葉さえあれば、それで十分だ。」 

(detiknews 2016/01/19) 

 

(5) Aku saja   capek, kamu bagaimana capeknya ya.  

私 限定副詞 疲れる 2sg どんな  疲れる 

 「僕でさえ疲れたのだから、君はどんなに疲れたことだろう。」 

 

(6) Harga  baju  ini  seribu yen  doang.          

値段  服 この 1000    円 限定副詞 

「この服の値段はたった 1000 円だ。」 

 

 

 本稿では、(1)～(6)のような広い意味での限定表現の用法を分析対象として研究する。saja

は名詞（句）と動詞（句）に後置することが多いため、研究対象は限定される要素が名詞

（句）と動詞（句）に限られる。日本語の訳から見れば、saja は１つのとりたて助詞に限

られない。「だけ」「ばかり」「さえ～ば」などに訳される。saja がどのような限定の意味を

持つのか、詳細な研究が必要である。 

次は、限定以外の意味用法の例を見てみよう。 

 

(7) Kamu  tadi  pergi  dengan siapa saja?    

あなた さっき 行く  と  だれ だけ 

  *あなたはさっきだれだけと行った。(lit) 

 「あなたはさっき誰と誰と行った？」 

(Alwi 1998: 272) 
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(8) Kami  boleh       membeli apa    saja.      

私たち ～してもいい 買う   何  も  

「私たちは何でも買っていい。」 

 

(9) Bus terakhir ke Washington baru saja  berangkat 10 menit lalu 

バス 最終 に ワシントン ～したばかり 出発 10 分  前 

「ワシントン行きの最終のバスは 10 分前に出発したばかりだ」 

(『BTLA』2014: 115) 

 

 (7)～(9)のような限定以外の例もデータで多く見られるため、解明することが重要である。 

saja については、インドネシア語の研究においてほとんど研究対象として扱われておらず、

あったとしても主な研究対象としているものではなく、単なるインドネシア語の限定表現

の位置づけと例文の例挙に過ぎない。saja の意味の使い分けの中で、それが具体的にどの

ような構造と状況において用いられるかを詳細に分析した研究は見られない。 

 

1.2 先行研究 

saja の構造的な観点から、Alwi(1988)と Chaer(2009)は、saja は名詞と動詞の右側に現

れると述べている。一方、Alwi(1988)、現代の規範文法『Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia』と Sneddon(2006, 2010)において、名詞と動詞以外に疑問詞にも疑問文または

平叙文の中で後接でき、2 つの節の間に現れうると述べられている。但し、Alwi(1988)と

Chaer(2009)は、意味的な観点からは、詳しく言及していない。 

Sneddon は、多くの limiters は限定される要素を前接するが、saja は文章で焦点になる

要素に後接し、意味の観点からみれば、英語の just と類似していると述べている。以下の

例が挙げられている。 

 

(10) Tadi pagi saya makan  roti  saja. 

今朝   私 食べる パン限定副詞 

「今朝、私はパンだけ食べた。」 

This morning I just ate bread. 

(1 章(11)再掲) 

 

Sneddon は saja が限定を表すと述べているだけで、それ以上の使い分けについて全く言及

していない。 

 一方、『インドネシア語大辞典』(1988)では、限定表現 saja の意味・用法について、a~d

のように 4 つに分類している。 

a. 「他にはあるが～しない」という意味を表す。 
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b. selalu「いつも」という意味を表す。 

c. terus「しばしば / ずっと」という意味を表す。 

d. pun「も」という意味を表す。 

 

 このように、『インドネシア語大辞典』(1988)でもインドネシア語の限定表現 saja につい

て、詳細な定義および説明が見られない。a～d の「」内の語は『インドネシア語大辞典』

にある saja の使い分けを日本語に直訳したもので、ただそれに相当する用例が挙げられて

いるだけに留まっており、それぞれの特徴的な意味用法の違いについても言及されていな

い。 

 

1.3 saja の意味・用法 

 ここでは saja の意味・用法、その統語的特徴とともにそれが用いられる特徴的な文脈を

視野に入れて分析する。会話では saja の代わりに aja, doang という語に変えられる。aja

と doang はもともと若者によく使われ、地方語の口語12に由来すると考えられる。

Sneddon(2006: 82)によると、aja は会話的だが、フォーマルな場面にも若者だけではなく

大勢の人に使用されている。また、doang はもともとジャカルタ語で、aja より会話的で、

口語にしか使われないと述べられている。本小節では aja と doang の例文も分析する。 

 

1.3.1 限定の意味 

 原則として限定を表す saja は、文の中にある要素を取り上げて、その要素に後置する。 

sajaの出現は限定の意味を加えるという機能を持ち、sajaに限定される要素は焦点になり、

唯一の方法・物として前提を持ち、対照的な他の要素を排除するという限定の意味を表す。

要するに、話し手は対象となる物や事柄に限って、何らかの行為を行い、他の要素はそう

ではないことを表している。被限定要素は排他的解釈の意味がある。また、限定の意味の

saja は、被限定要素が話し手の中にある基準、予想より少ないという事実のみを表してい

る。予想より少ないが、特に少ないということを強調した文ではなく、文の焦点を（X saja）

に置くことで「これ以外にない」ということが強調される。限定の意味の saja は、5 つに

下位分類することができる。それは、唯一性、多数性、持続性、最低限、極限である。saja

を使うデータが多いが、よく見ると、各限定の意味の saja は特定の副詞や語などを加える

と少し違うニュアンスが見られる。そのため、限定を表す saja の意味用法を分かりやすく 

するため、下位分類は必要である。 

 

 

                                                   
12 インドネシアでは地方語が 746 個ほどあり、aja と doang という語はジャカルタ地方の口語に由来す

る。aja は全国で使用されているが、doang はほとんどジャカルタで使われている。Sneddon (2006 : 82)

ではこれらの語が Colloquial Jakarta Indonesia (CJI)と呼ばれている。 
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1.3.1.1 唯一性の限定 

 唯一性は、saja に限定される要素が名詞（句）か動詞（句）で、唯一の物・方法として

示される。saja を使う場面の特徴は、対照的な他の要素の存在があっても排除し、saja に

示される唯一の方法・物だけに注目する。この saja の意味は一般的な限定の意味で、デー

タに多く見られる。以下に名詞（句）と動詞（句）の例文を挙げる。 

 

(a) 名詞（句） 

統語的特徴：名詞（句）＋saja 

 

(11) Tuan         Hartono saja      yang    pergi ke sana.      

    ～さん（男性の呼び方）人名  限定副詞 関係代名詞 行くに あそこ 

    「ハルトノさんだけあそこに行く」  

(https://blogs.yahoo.co.jp/yuokojp/9533153.html) 

 

(11)の saja は名詞に後接し、Tuan Hartono（ハルトノさん）が被限定要素である。(11)は

次の（11a）を主張とし、（11b）を含意とする。 

 

(11a) 「ハルトノさんはあそこに行く」 

(11b) 「ハルトノさん以外はあそこに行かない」 

 

この文では、対照的な他の要素が文脈に出現しないが、その場に何人か必ず他の人がいる。

話し手にとって、含意として行かない他の人を排除し、行く人（ハルトノさん）だけに注

目する。例えば、会議のためにそれぞれの会社は少なくても一人代表を行かせなければな

らない。ハルトノさんは A 社の社員として会議に行ってもらう。ハルトノさんの会社には

ハルトノさん以外に B さん、C さん、D さんなどがいる。しかし、B さん、C さん、D さ

んは行かなくて、ハルトノさんだけに行ってもらう。ハルトノさんが一人だけで行き、他

の人を排除すると、話し手にとって行く人の予想よりは少ない数になるが、それがよいか

悪いかは問題ではなく、A 社の代表としてハルトノさんだけで行ってもらうという事実のみ

を表している。 

 

(12) Tadi pagi saya makan  roti  saja.                   

今朝   私 食べる パン限定副詞 

「今朝、私はパンだけ食べた。」 

((10)再掲) 

 

例(12)は saja が目的語として機能している名詞 roti「パン」を限定している。今朝話し手
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はパンを唯一の食べ物として食べ、他の食べ物があっても食べないという含意を表す。こ

の場面は、色々な食べ物があるが、「おなかがいっぱい」など、話し手の何らかの理由で、

パン以外の食べ物を排除し、排他的にパンだけに注目し、それだけを食べるという意味を

表している。 

 

(b) 動詞（句） 

統語的特徴：肯定動詞（句）＋saja 

 

(13) Dia   minum kopi   doang, tapi  tidak  makan apa pun di restoran 

彼・彼女 飲むコーヒー 限定  しかし～ない 食べる 何 も でレストラン 

 *「彼/彼女はレストランでコーヒーを飲むだけが何も食べない。」 

    「彼/彼女はレストランでコーヒーだけを飲むが何も食べない。」 

 

 

(14) Hani   tidak     meminum kopi   yang     di-    minum,  

ハニさん 動詞の否定語 飲む   コーヒー 関係代名詞 受身接辞 飲む 

Mirna,   tetapi  mencicipi  saja.  

ミルナさん しかし 味見する  だけ  

「ハニさんはミルナさんに飲まれたコーヒーを飲まず、ただ味見するだけだ。」 

(detikNews 2016/06/15) 

 

例(13)では saja が口語の形 doang に代わって、動詞句に後接し、minum kopi（コーヒー

を飲む）が被限定要素になっている。動詞句（コーヒーを飲む）は唯一の動作として注目

されている。コーヒーを飲む以外の動作「食べる」は否定される。話し手は「コーヒーを

飲む」という動作の範囲だけに限定していて、よいか悪いかは関係なく、ただその動作だ

けを排他的に注目し、他の要素の存在を否定している。doang という語は、Sneddon(2006: 

82)で述べられたように、Colloquial Jakarta Indonesia (CJI)と呼ばれている。またはジャ

カルタ地方の口語であり、若者によく使われている。但し、doang は唯一性の意味でしか

saja の代わりに使われていない。例(14)では saja が動詞 mencicipi（味見する）を唯一の動

作として限定し、味見する以上の動作をしない。味見するという唯一の動作に注目し、味

見する以外の動作（飲む）を否定する。話し手にとっては、ハニさんがミルナさんのコー

ヒーを「飲む」という可能性もあり得るが、実際にはそこまではせず、「飲む」という可能

性を排除し，「意味する」という動作だけを排他的に取り上げている。
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(c) 数量詞 

saja が数量詞に後接する文も多く見られる。基本的には、数量詞に付く saja は限定され

る要素以上の数字はないという意味を表している。数量詞に後接する場合は、物事に対す

る限定と同じく、数や量に対して話し手の予想にある基準と対比し、その基準から数や量

が下にあることを表現するものである。しかし、数や量が少ないことに対してよいか悪い

か言っているわけではなく、ただ話し手の予想より少ないという事実だけを表している。

予想より少なく、基準を満たしていないという評価も含まれていないと考えられる。 

 

統語的特徴：数量詞（値段を表す金額）＋saja 

 

 saja が値段を表す金額に付くと、それ以上の値段はないという意味である。また、話し

手にとって限定される値段は予想より安いということを表す。 

 

(15) Harga  baju  ini  seribu yen  saja           

値段  服 この 1000    円 限定副詞 

「この服の値段はたった 1000 円だ。」 

 

例(15)では seribu yen「1000 円」を被限定要素として限定している。1000 円という服の値

段は話し手にとって予想より安い。最初に服を見た際、話し手の頭の中では 2000 円、3000

円などある金額を予測しているが、実際値段を確認してみると、予測した値段より下であ

った。そのため、「1000 円」という値段以上がないことを表現するために、限定副詞 saja

を使っており、それとともにそれよりも高い金額を排除している。 

 

(16) Di toko ini  semua barang harganya seratus yen saja.  

に 店この すべて 商品  値段  100   円 限定副詞  

    「この店ではすべての商品の値段がたった 100 円だ。」 

 

例(16)でも話し手にとって商品の値段が予想の値段より安いと認められる。「100 円」とい

う金額を限定し、それ以上の金額を排除している。どのような場面でも saja が値段を表す

数量詞に付く際、話し手が予想した金額より物の値段のほうがずっと安い。その物を買う

か買わないかに関わらず「値段が安い」という意味を表す。 

 

次の例を見てみよう。 
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(17) Jam ini  harganya seratus ribu rupiah saja,    tapi   saya  tidak  suka. 

   時計 この 値段  100,000  ルピア 限定副詞 しかし 私 否定語 好き 

「この時計はたった 100000 ルピアだが、私は好きではない。」 

  

例(17)では、(15)と(16)と同様に、saja の出現は「値段が安い」という意味を表す。このよ

うな場面で話し手は時計を買う可能性もあるが、デザインが気に入らないので結局買わな

い。しかし、値段については問題なく、逆に予測より値段が安い。この場合は話し手が、

「100000 ルピア」の金額に注目し、それ以上の値段を排除している。意味のニュアンスの

面から見ると、(15)(16)(17)の例で、saja は、ある物の値段が話し手の頭の中で予測してい

る値段に比べれば下にあり、対照的な他のそれ以上の値段を排除するということを示して

いる。要するに、値段を表す数量詞に saja が後接すると、被限定要素に対して値段が安く

て、これはよいか悪いかに関わらず、それ以上の値段はないということを強調している。 

 次に、値段以外を表す金額の場合を考察する。 

統語的特徴：数量詞（値段以外を表す金額）＋saja 

 

(18) A: Boleh    saya pinjam uang  2000yen?      

    ～してもいい 私 借りる お金 2000 円 

    「私は 2000 円お金を借りてもいいですか？」 

B:  Boleh,    apa 2000 yen aja   cukup? 

  ～してもいい、何 2000 円 限定副詞 足りる 

  「いいよ、2000 円だけで足りる？」 

A:  Ya,   2000 yen aja   cukup 

  はい、 2000 円 限定副詞 十分 

  「はい、2000 円だけで十分です。」 

 

例(18)は簡単な会話で、2 箇所で saja の口語 aja を使っている。両方の aja は予想より金額

が少ないということを表している。B の aja は、お金を借りる場合、「5000 円、10000 円な

ど」もっとも多い金額が予測されるのに、A が借りたい金額は予測より少なく、そのことに

注目し、対照的な他の金額を排除している。そして、A の aja も「2000 円」は普通より少

ないかもしれないが、それで十分であり、それ以上の金額を排除している。つまり、どち

らの aja も「予想より金額が少ない」という意味を含んでいる。 

 

 統語的特徴：その他の数量詞＋saja 

その他の数量詞は色々あり、幾つかの数量詞を以下の例で考察する。  
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(19) Anak  -nya     dua orang saja 

子供  彼／彼女 2  人  限定副詞 

「彼／彼女の子供は 2 人だけだ。」 

 

(20) Saya akan memesan bahan batik  dua meter  saja. 

      私    予約する 布 バティク 2 メートル 限定副詞 

    「私は 2 メートルだけバティクの布を予約する。」  

 

例(19)の場合は、あるところに A、B、C さんがいる。A さんは 4 人子供がいて、B さんは

3 人子供がいて、C さんは 2 人子供がいる。その中で子供が一番少ない人は C さんだが、

話し手にとって、C さんの子供の人数は他の人に比べれば少ないが、少なすぎるということ

はなく、「2 人」だけで十分だというニュアンスを強調するために、限定副詞 saja を使って

いる。また、例(20)は話し手にとって 2 メートルの布はそんなに長くないが、十分な長さだ

というニュアンスを含む。例えば、話し手は布の長さについていくつかの数字「2 メートル、

3 メートル、4 メートルなど」を考えており、その中で「2 メートル」はが少ないが、十分

な長さなので、それ以外の長さを排除している。いずれの例でも、数は多くなくても、話

し手にとって子供の人数と必要な布の長さがもう十分なので、それを saja で表している。 

 

(21) Mendengar satu kali saja,    aku sudah  mengerti. 

   聞く    1 回 限定副詞   私 ～した 分かる 

  「1 回だけ聞いて、私はもう分かりました。」 

 

例(21)も同様に、saja は回数を表す数字を限定する。話し手にとって、回数が少なくても 1

回だけで聞くだけでもう理解の能力を満たしており、それ以上「2 回、3 回など」を聞く必

要がないという意味を表している。saja の出現は「1 回」という回数に注目し、それ以上の

回数がないということ強調している。 

 

1.3.1.2 多数性の限定 

多数性の意味ニュアンスは、saja に限定される要素を唯一の方法・物として取り上げ、

特定の副詞を加えて、同種類の物が多いと話し手がとらえていることを表す。基本的には、

多数性を表す saja も被限定要素に対して排他的な意味を含み、対照的な他の要素を排除す

る。それとともに、被限定要素に特定のイントネーションを加え、または特定の副詞を加

えて、過度（やりすぎ）のニュアンスを表している。やりすぎなことなので、相手にとっ

て良いことでも、話し手の面から見るとマイナス評価になることが多い。 

統語的特徴：名詞（句）＋saja＋動詞 
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(22) Kenapa saya-saya saja  yang   dipanggil-nya,   padahal ada  orang lain.  

なぜ  私   限定関係代名詞 呼ばれる 彼／彼女   ～のにいる 人  他 

「他の人がいるのに、なぜ私ばかり呼ばれたの？」 

(detiknews 2015/07/14) 

 

例(22)の saja は一人称代名詞に後接し、saya-saya（私）を「被限定要素」とする。saya-saya

という語は二回繰り返しても「私たち」という意味にはならない。ただ一人称 saya を強調

するために使う。この文は他の人がいても saya（私）が何度も呼ばれたということを示す。

上の文の場面では、例えば「A さん」「B さん」と「私」がいるが、「A さん」と「B さん」

が全く呼ばれず、「私」だけが呼ばれている。話し手は他の人が呼ばれてほしいと思ってい

て、自分が呼ばれることは望ましくない。しかも、1 回だけではなく、何回も呼ばれている。

これは saya「私」という単語が 2 回繰り返されていることに示されている。言い換えると、

このような文は saja の出現が過度（やりすぎ）な状態を表している。評価性の点から見れ

ば、マイナスの評価を表すと言える。 

多数性の saja は良い評価を表しにくい。以下に例を挙げる。 

 

(23) Aku saja  yang       sering   kamu   puji.           

私 限定副詞 関係代名詞 よく あなた 褒める 

  「あなたは私ばかり褒める。」 

 

例(23)の文は、被限定要素「私」が唯一の人として何度も褒められたという意味を表す。だ

が、評価の点ではあまり良くないニュアンスを含む。話し手にとって、相手が褒めること

はやりすぎで、他の人も褒められてほしいと思っている。しかし、実際には、相手が他の

人のことを排除し、話し手「私」だけを褒めている。話し手は、排他的に自分だけがほめ

られることを不快に思っている。また、被限定要素に特定のイントネーションが加えられ、

あるいは副詞 sering「よく」が出現することで、「褒めること」が多すぎて、過度な状態で

あることが表されている。 

観察した用例では、多数性の意味を強調するために名詞の反復語、頻度を表す副詞 selalu

（いつも）、sering（よく）、量を表す副詞 banyak（たくさん）という語と共起する場合が

ほとんどである。一方会話では、これらの副詞または反復語がなくても、場面によって saja

の多数性の意味がイントネーションで判断できる。被限定要素を長く発音すると、多数性

の意味を表す。多数性を表す用例では、saja と名詞の反復語、頻度を表す副詞の間の関係

が互いに影響する。書き言葉では、saja だけだと多数性の限定の意味が弱く唯一性の意味

が強い。しかし特定の語と組み合わせれば、多数性の限定の意味が強まる。逆に saja を省

略すると、多数性の限定の意味にならない。 
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(22’) *Kenapa saya-saya  yang    dipanggil-nya,    padahal  ada  orang lain.  

なぜ   私   関係代名詞 呼ばれる 彼／彼女   ～のに いる人  他の 

「他の人がいるのに、なぜ私が呼ばれたの？」 

 

(23’)  Aku  yang       sering   kamu   puji.           

      私  関係代名詞 よく あなた 褒める 

   「私はあなたによく褒められる。」 

 

例(22’) (23’)では、saja の出現がなく、反復語と副詞しか現れない。このような文は、限定

の意味が入ってない。例(22’)は不自然で、例(23’)は頻度の副詞（sering「よく」）だけでは

まだ不十分と感じられる。 

 

1.3.1.3 持続性の限定 

持続性は、saja に限定される要素が唯一の動作として取り上げられ、特定の副詞を加え

て、継続的に行われるというニュアンスを持つ。持続性の限定は多数性の限定と同様に、

排他的にある要素を取り上げて、対照的な他の要素を排除するとともに、過度のニュアン

スが入っている。ただ、被限定要素だけが異なっている。 

統語的特徴：動詞（句）＋saja（＋動詞（kerja）） 

 

(24) Seharian bersantai-santai       saja    kerja-nya     di rumah.    

       一日中 のんびりする（複数形）限定副詞  行う 彼／彼女 で 家 

     「一日中、彼/彼女は家でのんびりしてばかりいる。」 

(SLI) 

 

(24)は、動作の持続性を表す例であり、bersantai-santai（のんびりする）を被限定要素と

する。さらに、その行為が継続的に行われているため、「のんびりする」という動作は話し

手にとって過度なことを表し、望ましくないというニュアンスがある。実際、一日のうち

に掃除したり、片づけたりするなどやれることがたくさんあるのに、彼/彼女はなにもせず

に、ずっとのんびりしている。いくつかの動作の中から、「のんびりする」という動作を排

他的に取り上げて、それ以外の動作を排除している。つまり、話し手にとって彼/彼女が家

でやることは「のんびりする」こと以外にはないということを表し、しかも、「のんびりす

る」という動作は一時的ではなく、継続的に行われている。継続の saja は sering「よく」

という副詞の出現によってより強調される。また、持続性の意味が、この場合は、やり過

ぎて怠惰な様子を表している。 
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(25) Mengapa semalaman anak-mu  menangis saja?    

    なぜ    一晩中  子供 あなた 泣く  限定副詞 

「なぜ一晩中あなたの子供はずっと泣いてばかりいるの？」 

 

(25)は、動作「泣く」が継続的に行われ、semalaman（一晩中）という時間の幅を表す副

詞でさらに持続性の意味が強調されている。この文は「泣く」という動作が長い時間止ま

らない状態を表し、対照的な他の要素を排除している。対照的な他の要素として考えられ

るのは、子どもが夜に普通にやること、つまり「寝る」である。でも、子供が全く寝ず、

泣いてばかりいる。このような場面では「泣く」という動作を排他的に取り上げて、それ

以外の動作「寝る」が排除されている。また、「泣く」という動作が継続的なため、過度な

ニュアンスがある。話し手は子供の泣き声に邪魔されていて、望ましくない結果になって

いる。観察した用例では、selama「間に」、semalaman「一晩中」、seharian「一日中」な

どという語と共起する場合がほとんどである。 

 

1.3.1.4 最低限（必要最低限） 

最低限の意味ニュアンスは、saja により唯一の方法・物として限定され、条件節中に現

れることで表される。条件の中で最低の物を取り上げ、対照的な他の要素を排除する。被

限定要素が一番大事な物であることを表す。この saja の大きな特徴は、常に kalau, asalkan

を用いた条件節中に現れる点である。 

統語的特徴：条件節の中に現れる。条件を表す語 kalau、asal など＋動詞句＋saja、~ 

 

(26) Kalau  ada  air saja,    kita  bisa   hidup   

～ば ある 水 限定副詞  我々 できる  生きる 

「水さえあれば、我々は生きられる。」 

(SLI) 

 

(27) (Paling tidak) asal ada  kata  maaf  saja,   itu  sudah cukup.   

 せめて   ～ば ある 言葉 謝罪 限定副詞 それ ～した 十分 

「（せめて）謝罪の言葉さえあれば、それで十分だ。」 

((4)再掲) 

 

例(26)では、我々が生きられる条件は「水があること」であり、「水以外」の物がなくても、

まだ生きられるということを表している。話し手にとって、水があることだけで、生きて

いくための条件としては十分であり、他のものがなくても大丈夫という意味を含む。saja

の出現は排他的に「水」を取り上げて、「水」以外の対照的な他の要素「服、家など」を排

除している。話し手は、対立している他の要素が生きていくために重要でないというわけ
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では」ないが、今の状態では「水」があることが一番大事だと思っている。また、例(27)

は「謝罪があること」だけでよく、「物を買ってくれるとか、優しくしてくれるなど」それ

以外のことがなくても、謝罪として認められるという意味を表す。つまり、話し手にとっ

て「謝罪」は関係を良くするためのもっとも大事な条件である。インドネシア語の条件節

は他にもあるが、考察した用例では kalau, asal という語と共起する場合がほとんどである。

条件節に現れる saja はデータではよく見られるが、辞書や教科書を含め先行研究には説明

がまだない。 

  

1.3.1.5 極限性 

 saja の極限性を表す用法は、そのようなことまではないだろうと思うことを表し、その

状態が意外なものであることを示す。saja に限定される要素に対して、極限的な状況を表

している。 

 

統語的特徴：名詞（句）＋saja＋動詞 ／名詞（句）＋saja＋節 

 

(28) Jangankan kamu, aku saja  tidak bisa menghubungi-nya   akhir-akhir ini. 

      まして  あなた  私 限定  できない 連絡する  彼／彼女 最近 

「あなたはもちろんのこと、私でさえ最近彼/彼女に連絡することができない。」 

(『KUBI』1961: 35) 

例(28)は次のように意味の解釈ができる。 

(28a) あなたは彼／彼女に連絡することができない。 

(28b) 私は彼／彼女に連絡することができない。 

(28c) 彼／彼女に連絡することができない可能性が最も小さいのは私である。私が連絡す

ることができないから、あなたが彼/彼女に連絡することができないのは当然である。 

 

(28)では、saja は否定述語 tidak bisa menghubungi「連絡することができない」と共起し

ている。基本的には極限の saja の意味も他の saja の意味と共通性がある。このような文で

は、saja が被限定要素 aku「私」を排他的に取り上げて、同時に対照的な他の要素「あな

た」を排除している。ただし、saja の極限性の意味は特徴があり、被限定要素と対照的な

他の要素は同じ述語「連絡することができない」と共起している。話し手にとって、「私」

は他の人よりも「彼／彼女」と仲が良くて、連絡が取れないという出来事は最も予測しに

くい。他の人を連絡が取れなくても、最低限「私」なら連絡が取れると考えている。この

ことは jangankan「ましてや」という単語で示されている。しかし、実際には、その「私」

も彼／彼女に連絡をとれていない。そのため、他の人が彼／彼女に連絡をとれないのは当

然だ。要するに、文全体としては、私も他の人も彼/彼女と連絡を取れないことを意味して

いるが、話し手は saja を使って、特別な人として「私」だけを取り上げ、他の人を排除し
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ている。これが極限性の saja の特徴である。 

 

(29) Jangankan  luar negeri, jalan-jalan di dalam negeri saja    

    まして   外  国   旅行  に 中  国 限定副詞 

  aku  tidak  ada  uang. 

  私  ～ない ある お金 

  「海外はもちろんのこと、国内旅行のためでさえお金がない。」 

 

例(29)では次のように意味の解釈ができる。 

(29a) 国内以外（海外）旅行に行くためのお金がない。 

(29b) 国内旅行に行くためのお金がない。 

(29c) お金がなくていけない旅行先として可能性が最も小さいのは国内旅行である。国内

旅行に行けないなら、海外旅行に行けないのは当然である。 

 

この例も同様に、極限の saja は否定文に現れている。お金がないので、海外旅行はもちろ

ん、国内旅行にも行けない。基本的には、話し手は旅行先の最小の範囲として「国内旅行」

をとりあげ、対照的な他の要素「海外旅行」を排除している。同時に、jangankan「まして

や」の出現で特別な意味を加え、まだ同じ国で「国内旅行」だけでも実現できない、した

がって、それより他の国「海外旅行」が実現できないことは当たり前だという意味を表す。 

 

(30) Jangankan di kota besar, sekarang di kota kecil saja banyak pertokoan.  

まして  に町大きい 今に町小さい限定たくさんショッピングモール  

「大きな町にはもちろんのこと、今小さい町でさえショッピングモールが 

たくさんある。」 

 

(30a) 小さな町以外（大きな町）にショッピングモールがたくさんある。 

(30b) 小さな町にショッピングモールがたくさんある。 

(30c) ショッピングモールがたくさんある可能性が最も小さいのは小さな町である。小さ

な町にショッピングモールがあるなら、大きな町にショッピングモールがあること

は当然である。 

 

例(30)では、saja は肯定文に現れているが、実は否定文に現れるか肯定文に現れるかは関係

ない。saja はそれが限定する要素を排他的にとりあげて、対照的な他の要素を排除してい

る。ただし、文全体の意味を見ると、jangankan「ましてや」の出現によって、被限定要素

と対照的な他の要素は同じ述語（否定述語あるいは肯定述語）と共起するので、意外性が

表される。例えば、小さな町にショッピングモールがあることは最も可能性が小さいこと
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である。しかし、実際には、小さな町でもショッピングモールがたくさんある。したがっ

て、大きな町にショッピングモールがたくさんあることは当然であるが、話し手にとって

小さな町にショッピンッグモールがあることは意外なことである。この文でも、基本的に

saja は「小さな町」を限定し、排他的に「小さな町」を取り上げて、「大きな町」を排除し

ている。しかし、特定の語「ましてや」があるために、意外性の意味が生じている。 

 

(31) Jangankan benua Eropa,  benua Amerika  saja   sudah aku jelajahi. 

     まして  大陸 ヨーロッパ大陸 アメリカ 限定副詞 ～した 私  探検する 

  「私はヨーロッパ大陸はもちろんのこと、アメリカ大陸でさえ既に探検した。」 

 

(31a) 私はアメリカ大陸以外（ヨーロッパ大陸）を探検した。 

(31b) 私はアメリカ大陸をすでに探検した。 

(31c) 探検する場所として可能性が最も小さいのはアメリカ大陸である。アメリカ大陸を

探検したなら、ヨーロッパ大陸を探検したことは当然である。 

 

例(31)では、話し手にとってアメリカ大陸を探検することは可能性が低いことであり、より

可能性が高いそれ以外の大陸「ヨーロッパ大陸」を探検することは当たり前だということ

を意味している。話し手は、saja で「アメリカ大陸」を排他的に取り上げ、「ヨーロッパ大

陸など」を排除しているが、そこに「ましてや」が現れることにより、「アメリカ大陸」を

探検することの意外性が表されている。 

極限性の意味は、否定語 jangankan（ましてや）を含む文に多く見られる。jangankan

（ましてや）がなければ、イントネーションによって saja が極限性を表すか表さないのか

が決まる。一方、文に saja の出現がなければ、極限性の意味になれない。 

限定を表す saja のそれぞれの意味を見ると、特定の語の出現によってニュアンスが違っ

てくるが、それでも saja は共通の役割を持っている。ほとんどの saja は文中で唯一の方法・

物を限定し、限定される要素は暗示的に同類の他の要素と対立するが、対照的なの他の要

素を排除し、saja に限定される要素だけに注目するという働きがある。基本的にはどの saja

も「これ以外はない」という意味を含意している。またそれぞれの saja の使用には特徴が

ある。数量詞を限定する際には「予想より少ない」というニュアンスを含む。同時に、被

限定要素が量的及び金額的に少なくても十分というニュアンスが強い。一方、「多数性の限

定」と「持続性の限定」を表す saja は、「過度」を表すニュアンスがあり、ほとんどの場合

マイナス評価を含む。また、「極限性」の saja は否定文に出現するか肯定文に出現するかに

関わらず、jangankan「ましてや」の出現によって意外性の意味を含む。 
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1.3.2 他の saja の意味用法 

 

1.3.2.1 複数性と不定性 

saja は限定の意味として代名詞に後接できる。インドネシア語の代名詞は、人称代名詞、

指示代名詞と疑問代名詞の 3 つに分類される。人称代名詞と指示代名詞は saja に共起され

ると、限定の意味を表す。だが、疑問代名詞の場合は限定ではなく、複数と不定の意味が

発生する。後接が可能な疑問詞はほぼすべての疑問詞である。ただし、出現しうる文は異

なる。Alwi(1998: 272-273)は、saja は疑問詞（何、誰、何処に/何処で、何処へ、何処から）

に後接する際、複数性を表し、一方平叙文に現れる場合、不定性という意味を含む、と述

べている 

Sneddon (2000: 163, 166)では、疑問詞は不定代名詞を表すために saja に付けられ、英

語の any に相当する、そして、疑問文に現れる場合は、複数を表すと述べられている。ま

た、Haspelmath(1997)はほとんどの場合限定助詞（限定副詞）は疑問詞に後接できると述

べている。以下に Haspelmath(1997)による日本語とインドネシア語の例を挙げる。 

 

Japanese        nani-mo       ‘nothing’     -mo ‘also’ 

                 nan-demo     ‘anything’    -demo ‘even’ 

 

Indonesia        siapa-pun     ‘anyone’      -pun ‘also, even’  

 

但し、Haspelmath の記述では、インドネシア語の疑問代名詞＋助詞-pun13の説明しか現れ

ず、疑問代名詞が助詞-pun に共起されるとはいえ、肯定文と否定文にしか疑問文には適用

されない。 

 

a. 複数性 

saja の出現の位置からみれば、複数性を表す saja は限定性と違って、名詞(句)、動詞（句）

ではなく疑問詞(句)に後接し、疑問文にしか現れることができない。後接される疑問詞はほ

ぼすべての疑問詞であるが、理由を聞く疑問詞 kenapa「なぜ」は数多くない。以下で例文

を考察する。 

 

統語的特徴：疑問詞（句）+saja（疑問文に現れる） 

 

                                                   
13 -pun は saja と違って、副詞ではなく助詞である。-pun に関して Alwi(1998)は強調を表す助詞 (partikel 

penegas)という用語を使用している。インドネシア語では、このような助詞が 4 つあり、-kah, -lah, -tah, 

-punを用いる。-kah, -lah, -tahは接語類である。また、Sneddon(2010)は Indefinite pronouns often include 

pun. These may be formed with interrogative pronouns; for example, siapa pun, apa pun, berapa pun

と述べている。 
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(32) Kamu  tadi  pergi  dengan siapa saja?        

あなた さっき 行く  と  誰  

「あなたはさっき誰と誰と行った？」 

(Alwi 2003: 272) 

 

(32’)    Kamu  tadi   pergi dengan siapa? 

あなた さっき   行く と  誰 

   「あなたはさっき誰と行った？」 

 

(32)の例は、saja は疑問詞句 dengan siapa（誰）に後置し、可能な人を複数だと予想して

いる。dengan siapa saja という疑問詞句を使用すると、話し手は、2 人以上であることを

予想している。答えとしては話し手の予想以外の人数も可能である。また、(32’)の文は、中

立の文で、saja の出現がない。話し手は人数が 1 人であるか複数であるか予想していない。

一方、話し手が頭の中に 1 人の人だけを考えている場合は、saja の出現がふさわしくない。

代わりに、他の限定表現 hanya を用いる。 

 

(33) a.  Di  sana  anda   akan  membeli  apa  saja?  

で あそこ  あなた   時制    買う   何  限定副詞  

Lit「あなたはあそこで何だけを買う？」 

「あなたはあそこで何と何を買う？」 

(Alwi 2003: 272) 

 

b.  Di  sana   anda     akan   membeli apa? 

で あそこ あなた  未来  買う  何  

「あなたはあそこで何を買う？」 

 

(34) Tadi malam kamu  pergi  ke  mana  saja?     

    昨晩    あなた 行く  に どこ  限定副詞 

  Lit「あなたは昨晩どこにだけ行った？」 

    「あなたは昨晩どことどこに行った？」 

 

(33a)では、saja が目的語に位置している apa（何）という疑問代名詞に後接している。意

味から見ると話し手が、ある店で相手が買う物を予想している。話し手は、あの店はどの

ような場所か、何を売っているか、もう知っている。その店で売っているものを予想し、

相手に尋ねる。一方、(33b)は中立の文で、saja の出現がない文である。話し手は相手の買

う物が一つであるか、複数であるか予想していない。ただ、相手に尋ねたいだけである。
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話し手が頭の中で複数ではないこと・物だけを考えている場合は、saja の出現がふさわし

くない。 

また、例(34)では、saja は場所を表す ke mana（どこに）という疑問代名詞句に後接し

ている。話し手は昨晩相手が行った場所を予想している。答えが複数である場合は、「昨晩

行った場所」の順番（例えば、レストランが先か映画館が先か）は問題にされない。すな

わち、この構造に対して相手の答えが複数であるかどうかは関係なく、ただ話し手が予想

していること・物が複数であることがポイントである。 

 

b. 不定性 

不定性を表す疑問代名詞は、不特定の人、物、場所、数などを表す。Haspelmath(1997)

は、英語の不定性の意味の中には、any のような free choice「自由選択」と all、every の

ような universal choice「包括的選択」があると述べている。インドネシア語では、疑問代

名詞＋saja は自由選択と包括的選択の意味が重なっていると考えられる。つまり、疑問代

名詞＋saja は多くの人、物、場所、数に対して制限がなく、目的がかなうまで選べるとい

う意味を表す。また、「全部」という意味も含む。 

 

(35) Dia   dapat  berteman  dengan siapa saja.   

彼/彼女 できる 友達になる と   誰 限定副詞   

「彼/彼女は誰とでも友達になれる。」 

(Alwi 2003: 273) 

 

(36) Pengungsi itu  datang  dari mana  saja.     

    避難者  あの 来る   から どこ 限定副詞  

    「あの避難者はどこからでも（色々な所から）来た。」 

(Alwi 2003: 274) 

 

(37) Kami  boleh    membeli  apa  saja.      

    私たち ～してもよい 買う   何  限定副詞 

    「私たちは何でも買っていい。」 

(Alwi 2003: 273) 

 

(38) Ambillah     berapa  saja   yang    ibu    perlukan. 

 ～とってください いくら 限定副詞 関係代名詞 お母さん 必要 

   「お母さんが必要な分をいくらでもとってください。」 

 

これらの saja 用法は、複数性と同様に、疑問代名詞（句）に付く。だが、肯定平叙文に現
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れる。肯定平叙文の場合は、saja が助詞 pun に置き換えられることがあり、特に主語の位

置に現れる疑問代名詞に付く場合に多い。どちらも使用頻度が高い。例(35)と(36)では前置

詞 dengan「と」と起源を表す前置詞 dari「から」が疑問代名詞に前接し、dengan siapa saja

「誰とでも」と dari mana saja「どこからでも」の形になった。一方、berapa saja「いく

らでも」は前置詞に前接せず、そのまま saja に共起される。意味はどちらも不特定の人、

場所、数を表している。例(35)の場合は、一般的にみんなと友達になれると解釈できるが、

自分の立場からランダムに選んだ人の中から誰とでも友達になれるというニュアンスが強

い。また、例(36)の解釈も同様であり、話し手は自由選択で場所を選ぶ。また、例(38)の場

合は、例えばお母さんが必要な金額の中から、1000 円か 5000 円か決めずに、自由にとる

ことができるという意味を含む。このような文が表す不定性の中では自由選択の意味がよ

り感じられる。実際の使用では、このような saja の意味は-pun に置き換えても自然である

が、saja のほうが多くみられる。 

なお、主語の位置に現れる疑問代名詞 siapa+saja「だれでも」は包括的な意味がより感

じられる。以下の例を見てみよう。 

 

(39) Siapa saja(pun) yang    membeli buku dapat  hadiah.        

誰       関係代名詞 買う   本 もらう プレゼント 

    「本を買う人は（誰でも）プレゼントをもらう。」 

 

(40) Siapa saja(pun) boleh  duduk  di   sini.            

誰      してもよい 座る 前置詞 ここ 

    「誰でもここに座ってもよい。」 

 

(41) Siapa saja(pun) harus        mematuhi peraturan.  

    誰       しなければならない  守る   ルール 

    「誰でもルールを守らなければならない。」 

 

例(39)では、疑問詞 siapa は主語の位置に移動され、連体修飾の場合は関係詞 yang14の出現

が不可欠である。本を買う人は例外無く、包括的にみんなプレゼントをもらうという意味

を表す。また、(40)と(41)は関係詞 yang の出現は不要である。特定の人を表さず、例外が

なく「誰でも」あるいはみんなという意味である。つまり、このような文ではある物・こ

とに対して主語の疑問代名詞が注目されるので、siapa saja で表される人には制限がなく、

全ての人という意味が強い。 

以上の包括的な saja の使用は日本語の「でも」と類似しており、英語では everything と 

everyone にも訳される。everything と everyone は apa saja「何でも」と siapa saja「誰

                                                   
14 関係代名詞 yang は、基本的に名詞や代名詞を修飾する。主語名詞を修飾するときによく現れる。 



30 

 

でも」以外にインドネシア語の semua hal「全てのこと・物」と semua orang「みんな/全

ての人」に訳すことができる。そのため、このような文は包括的な意味に解釈されること

が相応しい。 

不定性の「疑問代名詞＋saja」の構造は否定述語と共起すれば、非文になる。その代わり

に助詞-pun に置き換える必要がある。 

 

(42a) *Kami  tidak boleh   membeli  apa saja. 

    私たち 否定語 してもよい 買う   何 限定 

  Lit.「私たちは何でも買ってはいけません。」 

 

(42b)   Kami  tidak  boleh     membeli apa-pun /apa-apa. 

私たち 否定語 ～してもよい 買う  何 も  

   「私たちは何も買ってはいけません。」 

 

(42a)から分かるように、apa saja「何でも」は否定述語と共起することが不可能である。

(42b)のように、否定文の場合は、疑問詞に付くのは saja「でも」ではなく pun「も」、あ

るいは疑問詞が 2 回繰り返す「疑問詞＋疑問詞」apa-apa「何―何（何も）」になる。この

構造はほぼ全ての疑問詞から作られる。このような不定マーカーは Haspelmath (1997)が

full reduplication「完全な畳語」15と名付けている。但し、疑問詞に前接する前置詞 di mana

「どこで、どこに」、ke mana「どこへ、どこに」などは、否定文に現れると、pun「も」

に付くか、あるいは 2 回繰り返すが、疑問詞だけが繰り返すという形になる。di mana-mana 

(pun)「どこにも」ke mana-mana (pun)「どこへも」などである。 

 

1.3.2.2 アスペクト副詞の強調性 

本小節では、アスペクトに関して少し触れる。インドネシア語では、時制とアスペクト

を表す際、動詞の前に特定の語を置くだけで十分である。アスペクトが語彙の意味により

示されている。そのため、一般的に副詞＋動詞で形成されることが多い。インドネシア語

のアスペクトは Djadjasudarma (1999: 26)によると 7 種類ある。7 種類の中で、全てのア

スペクトが saja に共起され得るわけではなく、継続アスペクトと直前アスペクトにしか後

接できない。継続アスペクトは masih、selalu があり、直前アスペクトは baru で示される。 

baru は品詞として形容詞類と副詞類に入れられる。形容詞としては「新しい」という

意味で、アスペクトの副詞としては「～したばかり」という意味である。副詞の baru は動

詞の前に現れ、ある行動が行われた時間的「直後」を表す。「baru＋動詞」の間に saja を

入れ「baru＋saja＋動詞」とすると、時間的「直後」の意味をより強調する。以下に例を

                                                   
15 Haspelmath (1997)によると、不定代名詞マーカーとしての full reduplication「完全な畳語」は、非常

に一般的なマーカーである。ラテン語(quis-quis‘anyone’)、マレー語(apa-apa‘something’)、中国ピジンロ

シア語(kakoj-kakoj‘some, any’)などに見られる。 
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挙げる。 

 

(43)  a. Bus terakhir ke Washington baru saja16  berangkat 10 menit lalu. 

バス 最終  に ワシントン  新しい     出発    10 分  前 

「ワシントン行の最終のバスは 10 分前に出発したばかりだ。」 

((9)再掲) 

 

b. Bus terakhir ke Washington  baru   berangkat 10 menit lalu. 

バス 最終   に ワシントン  新しい  出発する 10 分 前 

「ワシントン行の最終のバスは 10 分前に出発したばかりだ。」 

 

例(43)では、日本語の訳を見ると、直後の時間帯を表すときに、「～したばかり」という表

現に相当する。(43a)では saja が「バスが出発したばかり」という時間的な意味を強調する。

例(43b)では、saja の出現がないが、日本語の訳を見ると、例(43a)と変わらない。つまり「baru

＋動詞」は saja の有無に関わらず、「～したばかり」に訳される。ただ saja の出現によっ

て「～したばかり」の意味がより強調される。限定を表す saja の文と比較してみよう。 

 

(44)  Siswa baru  saja    yang    tinggal di asrama sekolah.   

   学生 新しい 限定副詞 関係代名詞 住む  に 寮  学校 

  「新入生だけが学校の寮に住んでいる。」 

 

例(44)では、saja が副詞 baru を強調せずに、名詞句 siswa baru（新入生）を限定する。こ

の例では、baru が名詞の後に現れ、形容詞として機能している。この場合は「したばかり」

に訳すことができない。また、saja は強調性の意味ではなく、限定性の意味を含む。 

 次に、masih という未完了のアスペクトを考察する。masih という語は、日本語に直訳

すれば、「まだ～している」という意味である。masih は動詞の前に現れ、ある行動または

状態の継続を表す。また、masih は肯定文中で使うと「（もう終わっていると思ったのに）

まだ～」という意味である。saja とよく共起し、行動または状態の継続の意味を強調する。

次の例を見てみよう。 

 

(45) a Kendala kekurangan dana  masih saja terjadi. 

 問題  不足   資金  まだ    起こる 

「資金不足の問題はまだ起こっている。」 

(liputan6.com 2016/07/31) 

                                                   
16 強調性の saja はアスペクトあるいはモダリティの副詞に後置し、語彙的に saja 自体は訳せないので、

グロスでは何も表記しない。 



32 

 

b Kendala kekurangan dana  masih terjadi.  

   問題  不足    資金 まだ 起こる 

  「資金不足の問題はまだ起こっている。」 

 

例(45)では、saja がアスペクト masih と動詞 terjadi の間に現れ、資金不足の問題がまだ継

続しているという意味を強調する。 

上記のデータから見ると、アスペクトに付く saja は一般的に特定の意味を加えずに、も

ともとのアスペクトの意味を強調するだけである。また、saja は全てのアスペクトに共起

できるわけではなく、時間的直後を表すアスペクト（baru）、行動または状態の継続を表す

アスペクト（masih）にしか共起できない。saja の出現がなくても意味は変わらないが、実

際の使い方で特に口語では、baru と masih の後に saja の出現が多く見られる。 

 

1.3.2.3 モダリティ副詞の強調性 

saja はアスペクト以外にも、モダリティの副詞に付くことができる。インドネシア語で

はモダリティの種類がたくさんあるが、本研究では saja に共起されうるモダリティの副詞

だけに注目する。データで調べたところ、saja に共起されうるモダリティの副詞は、能力

を表すモダリティ bisa、許可を表すモダリティ boleh、可能性を表すモダリティ mungkin、

確実を表すモダリティ tentu、願望を表すモダリティ semoga である。saja と共起すると、

bisa saja, boleh saja, mungkin saja, tentu saja, semoga saja になる。saja はモダリティの

副詞に後接する際、もともとのモダリティの意味を強調し、またモダリティの意味を変え

ることもできる。モダリティの副詞に付く saja は、Kaswanti Purwo(1984: 182)によると、

文脈依存のことである。本節では、モダリティ副詞の意味を深くは考察せず、ただ saja に

後接される際、どのような構造になるか、及び一般的に意味の変化があるかについてのみ

考察する。 

 

a. モダリティの意味が変化 

このタイプはモダリティ副詞が saja に後接されると蓋然性という意味を含む。このタイプ

に含まれているモダリティ副詞は、能力を表す dapat / bisa「できる」と許可を表す boleh

「してもいい」である。 

 

(46) a  Bisa  saja pelebaran jalan ini dilaksanakan tahun ini juga.  

   できる    拡張  道路 この 実施される 年 この も 

   「この道路の拡張は今年も実施されるかもしれない。」 

(Alwi 1992: 103) 
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b   ??Bisa pelebaran jalan ini  dilaksanakan tahun ini  juga.  

    できる 拡張  道路 この  実施される 年  この も 

int「この道路の拡張は今年も実施されうる。」 

 

  c   Pelebaran jalan  ini  bisa dilaksanakan tahun  ini  juga, 

    拡張   道路 この できる実施される  年 この も 

    「この道路の拡張は今年も実施されうる。」 

  

d   Pelebaran jalan ini  bisa   saja dilaksanakan tahun ini  juga. 

拡大   道路 この できる ( ) 実施される 年  この も 

    「この道路の拡張は今年も実施されるかもしれない。」 

 

例(46)では、saja が能力を表すモダリティ bisa に後接する。bisa は日本に直訳すると、「～

することができる」になる。インドネシア語で bisa の使用は、能力を表す。実際の使用で

は、例(46c)のように能力を表す bisa が多く見られる。まず、能力としての例を見ていく。 

(46b)は、口語ではあまり違和感がないが、書き言葉では不自然だと考えられる。インドネ

シア語では、多くのモダリティ副詞が文頭に現れると疑問文を表す。そのため、例(46b)は

平叙文であるので、非文法的だと見なされる。その代わりに、(46c)では bisa が述語の前に

移動されると文法的になる。しかし、 (46a)のように、それぞれのモダリティ副詞が saja

に共起されると、意味が変わる。 

 

図 1 

能力のモダリティ bisa＋副詞 saja   

 

              意味 

mungkin「かもしれない」蓋然性のモダリティ 

 

上の図は、能力モダリティ bisa と副詞 saja は単独で使えば違う意味になる一方、結合する

と語の単独の意味が無くなり、モダリティとして蓋然性 mungkin の意味を形成することを

表している。例(46a)では、bisa saja は述語動詞 dilaksanakan「実施される」を修飾する。

語順を見ると、モダリティ副詞は saja に共起されれば、(46b)と違って、平叙文の文頭に出

現することが可能である。 

saja に後接されるモダリティ副詞は蓋然性が低いと考えられる。ある動作に対して、た

だ推測し想像するだけで、実際の動作が行われるかはまだ分からない。普通はこのような

文はまだ続けられる。例えば、文「この道路の拡張は今年も実施されるかもしれない」は、

「もし予算があれば」などのような文に続けられる。まだ確定したことではないので、そ
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のため bisa saja は蓋然性が低いと言える。 

他に saja によってモダリティ副詞の意味が変えられる例を以下に挙げる。 

 

(47) a Kalau saya terlambat, dia   boleh    saja marah. 

 もし 私 遅れる  彼/彼女 ~してもいい    怒る 

「もし私が遅れたら、彼/彼女は怒るかもしれない。」 

(Alwi 1992: 102) 

 

b  Kalau saya terlambat, dia   boleh    marah.  

    もし  私 遅れる  彼/彼女 ~してもいい 怒る 

    「もし私が遅れたら、彼/彼女は怒ってもいい。」 

 

例(47a)では、saja が許可を表すモダリティ副詞 boleh「してもよい」に後接し、従属節の

述語動詞の前に現れる。もともとの boleh の意味は、ある動作に対して許可を与えることで

ある。例(47b)に見られるように、話し手がもし遅れれば、彼/彼女が「怒っても大丈夫」と

いう意味である。但し、boleh saja の場合は、許可の意味「してもよい」に訳すことができ

ない。saja の出現によって、許可の意味にならず、蓋然性の意味に解釈される。例(47a)で

は、話し手「私」が遅れれば、dia「彼/彼女」が「怒るかもしれない」という意味である。

すなわち話し手は彼/彼女が怒ることを推測しているという解釈になる。 

 

図 2 

許可のモダリティ boleh＋副詞 saja    

 

               意味 

mungkin「かもしれない」蓋然性のモダリティ 

 

つまり、モダリティ副詞 dapat, bisa, boleh は saja が共起するといずれも蓋然性の意味に

なる。意味から見ると、saja に後接されるモダリティ副詞は蓋然性が低いと考えられる。

ある動作に対して、ただ推測し、想像するだけで、確実なことはまだ分からない。 

 

b. モダリティの意味を強調 

 

(48) a  Mungkin    saja  aku bisa  menyelesaikan masalah ini.     

～かもしれない    私 できる 解決する   問題  この 

「私はこの問題を解決できるかもしれない。」 

(sanggar.exblog.jp) 
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b Mungkin    aku bisa  menyelesaikan masalah ini.     

   ～かもしれない 私 できる 解決する   問題  この 

「私はこの問題を解決できるかもしれない。」 

 

例(48a)では、saja はもともと蓋然性の意味を表すモダリティ副詞 mungkin「かもしれない」

に後接する。mungkin saja は bisa saja, dapat saja と同様に蓋然性を表す。ただし、saja

がなくても mungkin 自体が、蓋然性の意味を示している。saja の出現によって、話の内容

に対する話し手の疑いの気持ちを強調する。上の文では「私はこの問題を解決できる可能

性があると推測するが、疑いの気持ちがまだ入っている」という意味を含んでいる。この

場合は例(48b)に見られるように、saja の有無に関わらず、蓋然性の意味を表す。また、構

造から見れば、mungkin は文中での位置がわりと自由である。述語を修飾していても、述

語の前に現れず、文頭に位置していても文法的である。このようなことは saja の有無に関

わらず、(b)の文も容認される。mungkin の出現位置を踏まえると、蓋然性を表す bisa saja, 

dapat saja の文頭での出現が自然なのは、mungkin の位置に影響されていると言える。 

 

(49) a   Teori yang    diberikan  dalam buku ini  tentu   saja  

  理論 関係代名詞 挙げられた 中  本 この もちろん  

  dapat dipersoalkan.  

  できる 議論される 

  「この本に挙げられた理論はもちろん議論されうる。」 

 

b    Teori yang    diberikan  dalam buku ini  tentu     

    理論 関係代名詞 挙げられた 中  本 この もちろん  

     dapat dipersoalkan.  

    できる 議論される 

    「この本に挙げられた理論はもちろん議論されうる。」 

(Alwi 1992: 129) 

 

また、例(49)は、saja が確実のモダリティに後接する。これも例(47)と同様に、saja の出現

は文を強調するためである。例(49b)には saja がなく、文のもともとの意味は「この本に挙

げられた理論は確実に議論されうる」である.。(49a)の場合は、saja が tentu「もちろん」

に後接し、確実の意味を強調する。「この本に挙げられた理論は確実に議論されうる」とい

う意味になる。 

 上記の説明のように、saja は強調としてモダリティの副詞に後接することができる。全

てのモダリティの副詞ではなく、特定のモダリティの副詞である。データでは、saja が多

く後接できるのは、可能性を表すモダリティ mungkin、確実を表すモダリティ tentu、願
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望を表すモダリティ semoga であることが分かった。これらのモダリティを含む文は、saja

の出現に関わらず、意味が変わらない。一方、「能力を表すモダリティ dapat/bisa」、「許可

を表すモダリティ boleh」に後接する際は、saja は強調としての意味を持たず、可能性を表

す。このような saja の用法は、書き言葉のみならず、話し言葉でもよく使われている。だ

が、モダリティに付く saja はモダリティの副詞の肯定の形にしか現れない。モダリティの

副詞の否定の形には付くことができない。以下に例を挙げる。 

 

(50)  *Kalau saya terlambat, dia   tidak  boleh    saja marah.  

 もし  私 遅れる 彼/彼女   否定語 ~してもいい   怒る 

 Lit.「もし私が遅れれば、彼/彼女は怒ってはいけない。」 

 

(51)  *Tidak  mungkin   saja aku bisa  menyelesaikan masalah ini.     

   否定語 ～かもしれない   私 できる 解決する   問題  この 

 Lit.「私がこの問題が解決できることはありえない。」 

 

(50)と(51)では、saja の出現によって、これらの文は非文になる。saja がなければこれらの

文は自然である。 

 

1.4 まとめ 

 以上、限定表現 saja の意味及び用法について分析を行ない、各々の意味・用法の統語的

な特徴およびその用いられる文脈の特徴について明らかにした。その分析結果を次のよう

に表にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

表 1 

saja の限定意味・用法の特徴 

saja の意味 統語的な特徴 特徴的な文脈 

唯一性  

 

 

 

 

 

 名詞（句）＋

saja（＋動詞） 

 肯定動詞（句）

＋saja 

 唯一の方法・物として前提を持ち、対照的な他

の要素を排除する。 

 予想より少ない。 

 中立の評価性。 

 数量詞（値段）

＋saja 

数量詞（金額以

外）＋saja 

 数字で表す金額や価値などが少ないという意

味を含むが、少なくても話し手にとって十分で

ある。 

 

多数性 

 

名詞（句）＋saja＋

動詞 

 畳語、頻度を表す副詞 selalu「いつも」、sering

「よく」、量を表す副詞 banyak「たくさん」と

共起する場合がほとんどである。 

 会話では、イントネーションで判断できる。限

定の要素が長く発音されると、多数性の意味を

表す。 

 「過度」なことを表す。マイナス評価が多い。 

持続性 

 

動詞（句）＋saja＋

動詞（kerja） 

 時間の幅を表す単語 selama 「間に」、

semalaman「一晩中」、seharian「一日中」な

どと共起する。 

 「過度」なことを表す。マイナス評価が多い。 

最低限 

 

条件を表す語 kalau 

/asal など＋動詞句

＋saja 

 kalau, asal「～ば」という語と共起する場合が

ほとんどである。 

極限性 

 

名詞（句）＋saja＋

動詞 / 動詞（句）＋

saja＋節 

 jangankan「まして」という語がよく共起する 
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表 2 

saja の限定以外の意味 

共起する語 構造 意味 例外 日本語の相当

する表現/近い

表現 

疑問詞 疑問詞（句）+saja

（疑問文に現れ

る） 

複数  疑問詞＋と＋

疑問詞 

疑問詞句＋saja（肯

定平叙文にしか現

れない） 

不定 否定文の場合、

saja の出現が不

可。pun に変わ

る。 

疑問詞＋でも 

アスペクト副

詞 

継続アスペクト

masih/直後アスペ

クト baru＋saja 

強調  ～したばかり 

まだ～してい

る 

 

モダリティ副

詞 

能力を表すモダリ

ティ bisa、/許可を

表すモダリティ

boleh＋saja 

蓋然性 否定文不可 ～かもしれな

い 

蓋然性を表すモダ

リティ mungkin/

確実を表すモダリ

ティ tentu/ 

強調 否定文不可 モダリティ副

詞そのままに

訳す。 
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2. 限定副詞 hanya（cuma, cuman）の意味的特徴に関する考察 

 

2.1 はじめに 

 本節では、限定表現 hanya の意味・用法を分析することを目的とする。実際のデータを

参照しながら、hanya, cuma, cuman が用いられる際の文脈の特徴についても明らかにする。

構造から見ると、限定副詞 hanya は、名詞・名詞句、人称代名詞、動詞・動詞句、前置詞

句、数量詞、形容詞、副詞の前に出現できる17。標準語として日常会話での hanya の使用

は多くないが、出版物や放送メディアなどの公式の場面ではよく使用される。一方、日常

会話では hanya の代わりに cuma がよく使われているが、公式の場面ではまれである。ま

た、cumanは若者の日常会話によく見られる。そして cumanは cumaと同様に口語に現れ、

公式の場面には現れない。但し、cuman は若者だけでなく一般的によく使用される。

Sneddon（2006: 83）は、ジャカルタ地方の口語18の研究において、hanya, cuma, cuman

の使用頻度の調査を行っており、日常会話では cuma と cuman の使用頻度が高く、公式の

場面では hanya の使用頻度が高いと指摘している。以下に hanya、cuma、cuman のそれ

ぞれの例文を挙げる。 

 

(52)  Komplek pemakaman itu  hanya  seluas lapangan bola.  

墓地    あの 限定副詞 広さ  サッカー場 

「あの墓地は、サッカー場の広さしかない。」 

(『BTLA』2014: 246) 

 

(53)  Cuma   dia   yang    tidak   hadir.   

限定副詞 彼/彼女 関係代名詞 ～ない  出席する 

「彼/彼女だけ出席しない。」  

 

(54)  Gua cuman  reporter,  tapi   paling nggak  gua  

私 限定副詞 レポーター しかし 一番 ～ない 私  

ngerti  soal  internet.   

分かる こと  インターネット 

「私はレポーターでしかないが、インターネットのことが分かる。」 

(Sneddon 2006: 83) 

 

(52)～(54)では hanya, cuma, cuman は互いに置き換えることができる。ただし、それぞれ

の文が使われる場面は異なる。例(52)のように hanya を使うと、公式の場面で用いられる。

                                                   
17  出向(2015)参照 

18 cuman という語はジャカルタ地方の口語に由来する。 
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例(53)のように cuma を使うと、カジュアルな会話で多く使われるが、公式の場面にもたま

に見られる。また、例(54)のような cuman は砕けた会話にしか使わない。例(53)の文では、

使われている単語がほとんどインドネシアの標準語ではなくジャカルタの地方語なので、

cuman の出現が自然である。 

構造から見ると、hanya は限定する語、句または節に前接する。hanya は疑問詞以外、

ほとんど全ての品詞に前接できる19。cuma と cuman は構造的に限定する語、句または節

に前接し、前接されうる品詞も hanya と同様である。つまり、cuma と cuman は口語体と

いうことだけが違う。そして、意味的な特徴の面から見れば、hanya は saja と違って多く

の意味はない。hanya には、限定を表す副詞、強調を表す副詞、逆接を表す接続詞の用法

がある。cuma と cuman は hanya と同じ意味で用いられる。そのため本稿では、標準語の

hanya に注目するが、日常会話では cuma と cuman の使用が多いため、分析に当たっては

cuma と cuman の例文も入れる。hanya がどのような限定の意味を表すのか、接続詞とし

てどのような意味で用いられるのかを明らかにする。以下に、それぞれの hanya の用法を

示す。 

 

(55)  Obat itu   hanya      menghambat pertumbuhan penyakit.   

薬  その 限定副詞    防止する  発生       病気 

「その薬は病気の発生を防止するだけだ。」 

(1 章(1)再掲) 

  

(56)  Pesta diperkirakan 30 orang, tetapi   yang      datang hanya   10 orang. 

参加者 予想される 人     しかし  関係代名詞  来る  限定副詞 人 

「参加者が 30 人予想されたが、来た人は 10 人しかいなかった。」 

 

(57)  Yang    dapat  menghibur  hati-nya  hanya   kamu.   

関係代名詞 できる なぐさめる  心 3.sg 限定副詞 あなた 

「あなたこそあの人の心を慰められる。」 

(Alwi 1998: 198) 

 

(58)  Untuk  menyelesaikan pekerjaan ini  hanya   butuh 1 jam. 

ために  終わらせる   仕事     この  限定副詞 要る 1 時間 

「この仕事を終わらせるために 1 時間だけ必要だ」 

 

 本稿では、(55)～(58)のような限定表現を分析する。このような意味では、hanya の意味

は限定を表す saja と似ているため、日常会話の中で使用頻度が高いが使い方の中で誤用が

                                                   
19 hanya の構造（文中に現れる位置）に関しては出向(2015)参照。 
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よく見られる。そのため、限定表現 saja との相違点の研究を行う必要がある。ニュアンス

の面では、hanya, saja の意味は同じではない。構造的な誤用はあまり見られないが、意味

的な誤用がよくある。以下の例を見てみよう。 

 

(59) a. Uang saja      yang         dia      pikirkan. 

お金  限定副詞 関係代名詞  彼/彼女  考える      

「彼/彼女はお金のことばかり考える。」 

 

  b. Hanya   uang yang       dia   pikirkan. 

 限定副詞 お金 関係代名詞   彼/彼女  考える 

    「彼/彼女はお金のことしか考えない。」 

 

(60) a. Tadi pagi saya  hanya   makan  roti. 

今朝   私  限定副詞 食べる パン 

「今朝私はパンしか食べなかった。」 

 

    b. Tadi pagi saya  makan  roti  saja. 

      今朝   私  食べる パン  限定副詞 

     「今朝私はパンだけ食べた。」 

 

例(59)と(60)は saja と hanya を含む文である。例(59a)の場合、saja の出現は「お金のこと

を考える回数が多い」という意味を表す。しかし、実際の使い方では、「お金のことを考え

る回数が多すぎる」という意味を表すときに、例(59b)の文を使う人が多い。構造的には、

これらの文はどちらも自然だが、ニュアンスが異なる。例(59b)は、「お金のことを考える回

数が多い」という意味ではなく、「お金以外は考えることがない。つまりお金のことしか考

えない」という解釈になってしまう。そして、例(60a)の場合、hanya の出現は「今朝パン

以外の食べ物がなく、パンしか食べない」という意味を表し、話し手の満足していない気

持ちを表す。日常会話では例(60a)の意味で例(60b)が使われることがよくある。しかし、saja

を使うと、「他の食べ物があるが、パンだけを食べる」という意味になり、満足するかしな

いかは関係なく、ただ話し手はパンを食べるだけで十分ということを表す。日常の使用で

は、hanya と saja の意味の違いはあまり感じられないが、実際に hanya と saja の意味は

同じではない。 

 これまで hanya (cuma, cuman)の研究は、文中においての位置の研究で止まっており、

文中での意味についてはほとんど研究対象として扱われておらず、特にそれが用いられる

際の意味の相違点の研究は見当たらない。 
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2.2 先行研究 

ここではまず、インドネシア語の限定表現 hanya (cuma, cuman)についての先行論を概

観していく。 

インドネシア語の限定表現に関する構造・意味の研究は管見の限り、多くはない。hanya

についての研究は、インドネシア語の文献における一章、数ページに留まっている。しか

し、まったく研究がないわけではない。Alwi (1988)と Chaer (2009) は、インドネシア語

の限定表現を分類している。Alwi(1998)は、現代の規範文法 Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia (TBBBI)において、限定表現 hanya は限定副詞(adverbia limitatif)に分類され、

限定に関する意味を記述すると指摘している。Chaer (2009)は、文中での hanya の構造位

置に関して、名詞、動詞、形容詞または他の品詞の左側に現れると指摘している。また hanya

の意味特徴に関しては、Chaer は限定の意味しか述べておらず、どのような限定の意味を

表すかの説明もなされていない。Chaer (2009)はまた、hanya の用法について、限定副詞

以外に、文中で接続詞として機能していると述べている。Chaer (2009)では、hanya は対

比の等位接続詞と強調の等位接続詞に分類されている。等位接続詞 (konjungtor 

koordinatif)は範列的に 2 つ以上の文の要素を関連させるものと定義されている。 

『インドネシア語大辞典』(1988)では、hanya の意味は次のように書かれている。 

 

a. hanya「しか～ない」 

b. kecuali「除外」 

c. tetapi「しかし」 

d. tidak lebih dari「それ以上ない」 

e. saja「だけ」 

 

このように、『インドネシア語大辞典』(1988)でもインドネシア語の限定表現 hanya につ

いて、詳細な定義および説明が見られない。a～e の「」内の語は『インドネシア語大辞典』

にある hanya の使い分けを日本語に直訳した20もので、ただそれに相当する用例が挙げら

れているだけに止まっており、各意味・用法に見られる特徴的な意味用法の違いについて

もは言及されていない。それぞれの意味は分類されているが、説明不足で限定表現として

どのように関連するか説明がなされていない。 

また、インドネシア語の限定を表す副詞については Sneddon (1996, 2010)の研究もある。

Sneddon(1996)は、限定を表す副詞を表すために limiters という用語を使用している。

limitersは焦点になる節の部分を限定することを表す。limitersに含まれる副詞には、hanya, 

cuma, saja, semata-mata が挙げられている。Sneddon(2010)は、hanya(cuma, cuman)は

限定される要素に前接し、意味の観点からみれば英語の just, only に類似していると指摘し

ている。美野(2001)は、hanya は限定する語・句・文の前に前接し、「単に～」という意味

                                                   
20 日本語訳は筆者による訳である。 
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で、hanya には会話体に cuma があり、percuma「無駄な」、cuma-cuma「無駄な、無料」

のような様々な用法があると指摘している。 

以上、先行研究を概観した。しかし限定表現 hanya（cuma, cuman）の意味の点から見

ると、Alwi (1988)、Sneddon (1996)と Chaer (2009)が指摘した意味・用法以外にもまだ触

られていない意味があると考えられる。また、接続詞としての限定表現 hanya の意味特徴

の研究も見当たらない。 

 

2.3 hanya の意味・用法 

 『インドネシア語大辞典』(1988)では、hanya の意味が以上に述べられたとおり 5 つに

分かれている。この中からいくつかの意味が一つの意味にまとめられる可能性があり、詳

細に限定の意味を分析できると考えられる。hanya は限定副詞として一般的な限定の意味

という観点から見ると、ある文の要素を限定し、対照的な他の要素を排除するという意味

を表す。文中で限定される要素は主語名詞句、述語句、目的語名詞句、時間句、前置詞が

焦点になり得る。他の限定副詞に比べると、hanya の特徴は、対象となる要素（数量・事

柄）が話し手のとらえる基準を満たさないことを表す例が多いことがあげられる。基本的

に被限定要素は、量的あるいは質的に少なく、予想した基準を満たしていないため、残念

な気持ちが含まれる。その一方で、ある事態が被限定要素だけに当てはまる場合に使われ

ることもある。この場合、基準を満たさないというニュアンスは含まれないが、被限定要

素の「少なさ」という点では関連性があると考えられる。ここでは、hanya の限定表現の

意味的特徴について考察する。 

 ここでいう「満たさない」の意味は、さらに 2 つに分類することができる。対象となる

事柄が話し手の考える基準を満たしていない「質的に満たさない」という意味と、対象と

なる数量が話し手の捉える基準を満たしていない「量的に満たさない」という意味である。

以下でこの 2 点について順に検討していく。 

 

2.3.1 質的に満たさない 

 hanya (cuma, cuman)は対象となる事柄について、話し手の捉える基準を満たさない段階

に置かれている場合に用いる。 

 

(61)  Saya hanya   makan  roti, tapi  dia    makan  nasi.  

私  限定副詞  食べる パンしかし 彼/彼女 食べる  ご飯 

「私はパンしか食べないが、彼/彼女はご飯を食べる。」 

 

(61)では、話し手は、対象となる事柄「食べ物」について、話し手の捉える基準を質的に満

たさない段階と捉えているため、述語句「パンを食べること」を hanya で限定している。

話し手は自分が食べている物と相手が食べている物を対照し、満足していないという意味
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を含意していると推察できる。話し手の捉える基準ではご飯または他の食べ物を食べたい

が、パンしか食べないので、「パンを食べる」ことが質的に基準を満たさない段階にあると

いうことが述べられている。 

 

(62)  Raia  lihat cuma   sweater -nya    yang    ber-  warna 

 人名 見る 限定副詞 セーター -3sg 所有 関係代名詞 接頭辞 色 

abu-abu gelap, celana  jins,   dan  kaki yang     hanya  

灰色  暗い ズボン ジーンズ と  足  関係代名詞 限定副詞  

memakai kaus kaki hijau tanpa sepatu. 

履く   靴下   緑 なし 靴 

「ライヤは彼/彼女の濃いグレーのセーター、ジーンズと靴なしの緑の靴下だけを履いて

いる足しか見ていない。」 

(『AOL』2009: 121) 

 

(62)では、文中に cuma と hanya の 2 つの限定副詞がある。cuma は目的語名詞句を限定す

るのに対して、hanya は目的語名詞句の中にある連体修飾述語句を限定している。いずれ

も、話し手の捉える基準を質的に満たさない段階にあると推察できる。前者では、話し手

が対象となる事柄「彼／彼女の濃いグレーのセーター、ジーンズと靴なしの緑の靴下だけ

を履いている足」に対して話し手の基準を満たさないと捉えている。それらの 3 つの事柄

は、他の人にとっては十分かもしれないが、話し手にとっては十分ではない。話し手は彼/

彼女の服だけではなくもっと他のものを見るべきだと考えている。一方、後者では、hanya

がより狭い範囲の事柄「靴なしの緑の靴下だけを履いている」を限定しているが、これも、

話し手の捉える基準を質的に満たさないと考えられる。話し手にとって理想的な基準とし

て、靴下だけでなく靴も履くべきであるが、基準を満たさないため、hanya で表している。 

 

(63)  Makanan ini  hanya   murah.  

食べ物  この 限定副詞 安い   

「この食べ物は安いだけだ。」 

(SLI) 

 

(64)   Kenapa kamu  marah? Saya cuma   ber-  kelakar.  

 なぜ  あなた 怒る  私 限定副詞 接頭辞 冗談 

「なぜあなたは怒るの？私はただ冗談を言っているだけなのに。」 

 

(63)では、対象となる事柄は述語形容詞 murah「安い」である。話し手は食べ物の味につ

いて満足していないと推察できる。話し手の捉えている基準では、食べ物は安いだけでな
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く、美味しくて量が多くなければいけないが、実際に食べると美味しくなく、量も少なく、

ただ値段が安いだけだ。つまり対象となる事柄が基準を満たさない段階にあることを表し

ている。また、(64)では、cuma が述語動詞 berkelakar「冗談を言う」を限定する。対象と

なる事柄は基準を満たさない段階にあるが、(63)と違って、基準を満たさなくてもいい事柄

なので、相手の態度に対して残念な気持ちを表していると考えられる。話し手の基準から

すれば、「冗談を言う」という事柄だけで相手は怒るべきではない。「冗談を言う」以外に

「殴る」「叩く」などをしなければ、「怒る原因」に対する話し手の基準は満たされないの

で、怒るのはおかしいと話し手は考えている。 

 

(65)  Gua cuman   reporter,  tapi   paling nggak  gua  

私 限定副詞  レポーター しかし 一番 否定語 私  

ngerti  soal  internet.   

分かる こと  インターネット 

「私はレポーターでしかないが、インターネットのことが分かる。」 

((54)再掲) 

(66)  Dulu dia    sekretaris, tapi   sekarang  cuma 

以前 彼女   秘書   しかし  今    限定副詞 

ibu rumah tangga.  

専業主婦 

「以前彼女は秘書だったが、今は専業主婦でしかない。」 

(Byrnes 2003: 77) 

 

(65)では、口語の限定副詞 cuman を使っており、他の単語もジャカルタ地方の日常会話の

単語を使用している。意味としては限定副詞 hanya, cuma と変わらず、話し手の捉えてい

る基準を満たさないことを表している。cuman は述語名詞 reporter「レポーター」を限定

し、レポーターという仕事が基準を満たさない段階にあると捉えていると考えられる。な

ぜなら、インターネットのことがよく分かる人は普通 IT 関係の人または仕事でインターネ

ットをよく使う人だと考えられるからだ。しかし、話し手はレポーターであるだけで、仕

事でインターネットはあまり使わないので、インターネットのことが詳しく分かるはずが

ないが、実際にはインターネットに詳しい。つまり、話し手の仕事は質的に基準を満たし

ていないが、インターネットが理解できるということが述べられている。 

(66)では、限定副詞 cuma が、(65)と同様に述語名詞を限定している。話し手は質的に「今

の彼女の仕事は専業主婦」ということが、基準を満たさないと捉えている。話し手は、「彼

女は以前秘書だったため、現在も専業主婦より良い仕事をしている」と予測しているが、

実際は専業主婦であるだけである。cuma の出現によって専業主婦は秘書よりレベルが低い

と捉えていると考えられる。 



46 

 

2.3.2 量的に満たさない 

 hanya (cuma, cuman)は、文中の要素を限定し、対象となる数量が話し手の捉える基準を

満たさない階段にあること、或いは少ないということを述べる場合に用いられる。 

 

(67)  Rani hanya   makan satu buah apel,  tetapi  Asti  makan dua buah. 

     人名 限定副詞 食べる 1 個  りんご しかし 人名 食べる 2 個 

  「ラニはりんごを 1 個しか食べなかったが、アスティは 2 個食べた。」 

 

(67)では、対象となる数量「食べるりんごの量・個量」について、satu buah「1 個」とい

う数量が話し手の捉える基準を満たさない段階にあるため、「少ない／十分ではない」とい

うことが表されている。この場合、後続の文脈に示されているように Asti makan dua buah

「アスティは 2 個食べた」ということが、話し手によって１つの外的な基準としてとらえ

られていると考えられる。 

 

(68)  Aku hanya   meminjam uang Azima tiga puluh dolar. 

私  限定副詞 借りる  お金 人名    30   ドル 

「私は 30 ドルしかアジマのお金を借りていない。」 

(『BTLA』2014: 219) 

 

(69)  Mereka  ber-  libur  di   Bali cuma   lima hari.  

彼ら  接頭辞 休み 前置詞 バリ 限定副詞 5 日間 

「彼らはバリで 5 日間しか休んでいない/旅行しない。」 

(Sugono 2011) 

 

(68)では、hanya は述語句に前接するが「30 ドル」という金額を限定している。話し手は

対象となる数量「30 ドル」について、「借りられる金額」の基準を満たしていないと捉えて

いる。「30 ドル」以上借りられると望ましいが、何かの理由で借りられない。そのため、満

足していないという気持ちを表すために、限定副詞 hanya を使用している。さらに、(69)

では、cuma は日数を限定している。話し手は対象となる日数「5 日間」が少なく、それ以

上バリを旅行したいと考えている。ゆえに、「5 日間」という数量は話し手の捉える基準を

満たしていないと推測できる。 

 

(70)   Untuk  menyelesaikan pekerjaan ini   hanya   butuh 1 jam.  

      ために  終わらせる   仕事     この  限定副詞 要る   時間 

「この仕事を終わらせるためには 1 時間しか要らない。」 

((58)再掲) 
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(71)   Dia   berdiri hanya   lima meter   dari tempat saya duduk. 

 彼/彼女  立つ 限定副詞  5 メートル から 場所 私 座る 

   「彼/彼女は私が座っているところから 5 メートルしか離れていないところに立ってい

る。」 

 

例(70)と(71)では、日常会話で限定副詞 hanya を他の限定副詞 saja に置き換えても 

意味が変わらないと思う人が多く、特に外国語に訳す際、意味的に誤用が起こりやすいと

考えられる。まず、hanya の意味を考察する。(70)では、対象となる数量「必要な時間」に

ついて、satu jam「1 時間」という数量が話し手の基準を満たさないため、「少ない」とい

うことが表されている。最初は「仕事を終わらせるための時間」が長くかかると思ったの

に、逆に 1 時間だけで終わらせることができるのは意外なことである。また、(71)では、対

象となる数量「話し手との距離」について、lima meter「5 メートル」という数量が話し手

の基準を満たさない段階にあるため、意外と「近い」ということを示している。話し手が

座っているところから、相手がそんなに近くに立っているとは思わなかったが、実際距離

が 5 メートルしかない。話し手の捉える基準では、相手はもっと遠くに立っていると思っ

たのに、5 メートルは近いと考えていると推測できる。 

以下の(70’)(71’)は、hanya が限定副詞 saja に置き換えられている例である。 

 

(70’)  Untuk  menyelesaikan pekerjaan ini   butuh 1 jam  saja.   

       ために  終わらせる   仕事     この  要る   時間  限定副詞 

「この仕事を終わらせるために、1 時間だけ要る。」 

 

(71’)  Dia   berdiri  lima meter saja    dari tempat saya duduk. 

  彼/彼女  立つ 5 メートル 限定副詞 から 場所 私 座る 

  「彼/彼女は私が座っているところから 5 メートルだけ離れたこところに立っている。」 

 

原則的に、限定副詞 saja は限定される要素に後接し、数量が限定される際、「少ないが十分」

という意味を含意している。したがって、(70’)(71’)のように、限定副詞 saja に置き換える

と、違う解釈になると考えられる。(70’)の場合は、話し手は最初から１時間だけで仕事を終

わらせることに自信を持っている。話し手は対象となる数量「１時間」を限定し、それ以

外の数量「2 時間、3 時間など」を排除している。被限定要素である「1 時間」は時間的に

少ないが仕事を終わらせるために十分だと捉えている。また、(71’)の場合は、話し手にとっ

て対象となる相手の距離が予想より近いが、近過ぎるわけではないという意味であり、そ

の距離「5 メートル」を取り上げて、対照的な他の要素「6 メートル、7 メートルなど」を

排除している。 

 以上、質的あるいは量的に基準を満たさないという意味を表す hanya は、話し手の捉え
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る基準を満たさないため、残念な気持ちを表し、または相手の態度に対して満足していな

い気持ちや、不快感などを表している。 

 一方、以下の例のような hanya の使用も見られる。 

 

(72)  Cuma    kamu  yang    bisa   menghibur dia.  

  限定副詞 あなた 関係代名詞 できる  慰める   彼/彼女 

「あなたこそ彼/彼女を慰められる。」 

 

(73)   Hanya  beliau  yang    cocok   menjadi pemimpin. 

  限定副詞 彼/彼女 関係代名詞 相応しい なる  リーダー  

 「彼/彼女こそリーダーになるのが相応しい。」 

  

(74)   Hanya   dia   yang    belum bayar SPP.   

限定副詞  彼/彼女 関係代名詞 まだ 払う 学費 

 「彼/彼女だけ学費をまだ払ってない。」 

 *「彼/彼女しか学費をまだ払っていないのではない。」 

 

(Chaer 2009: 56) 

 

(72)(73)(74)の hanya は、他の hanya と異なるところがある。ほとんどの場合 hanya は不

満足と残念な気持ちを表すが、上の例には不満足の気持ちが入っていない。(72)では cuma

は対象になる要素 kamu「あなた」を限定している。「彼/彼女を慰められる人は誰か」とい

う問題が話し手の念頭にあり、それに当てはまるものとして「あなた」をとりあげている。

このような文は「満たさない」という意味を含んでいないが、話し手にとって「あなた」

が「彼/彼女を慰められる」唯一の人であり、「あなた」が一番ふさわしい人と思っているこ

とを表していることから、対象が「少ない」という点では共通していると考えられる。さ

らに、 (73)も同様に、リーダーになることが可能な人として、話し手は被限定要素 beliau

「彼／彼女」がもっともふさわしい人と思っている。つまり、話し手の期待に当てはまる

のは「彼／彼女」だけなので、この場合も対象が「少ない」ことが表されている。また、

例(74)では、他の人全員がもう学費を払っているのに、学費を払っていない人として、hanya

が限定している「彼／彼女」だけが当てはまる、という意味を表している。ほとんどの人

は学費を払っているのだから、払っていない「彼／彼女」は全体の中では少ないことにな

る。  

(72)(73)(74)の hanya の文と、「満たさない」ことを表す hanya の文との意味との違いは、

話し手が予測したり期待したりしている基準があるかどうかで、前者は、ある事柄に当て

はまる要素は少なくて、被限定要素だけだということを表しているのに対し、後者では、
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話し手が考える基準に対して被限定要素が少ない、ということを表している。しかし、ど

ちらの hanya の用法も、「対象となる要素が少ない」という意味では共通している。 

 (72)(73)(74)のような文は「基準を満たさない」という意味を含まないため、実際の使用

では saja に置き換えられる場合もある。ただし、意味はまったく同じではない。saja に限

定されると、「あなた」および「彼／彼女」以外の他の人を排除し、排他的に「あなた」「彼

／彼女」だけをとりあげることになる。一方、hanya の場合は、被限定要素以外の要素は

積極的に排除しているわけではない。 

  

2.4 接続詞として機能している hanya  

 ここでは、接続詞として機能している hanya を分析する。Alwi(1998)は、接続詞は 2 つ

の統語的単位を結び付ける語のことであり、単語と単語、句と句或いは節と節を結び付け

ると述べている。Alwi はインドネシア語の接続詞を等位接続詞(konjungtor koordinatif)、

相関接続詞(konjungtor korelatif)、従属接続詞(konjungtor subordinatif)、文の間の接続詞

(konjungtor antarkalimat)に区別している。そして hanya は等位接続詞に分類している。

cuma, cuman が接続詞になり得るかどうか説明がなされていないが、副詞としては構造と

意味が hanya と同じであるため、接続詞としても使用可能であると考えられる。また、接

続詞として使われた場合も、hanya は基準を満たさない限定の意味を表せるだろう。以下

で例文を考察する。 

 

(75)  Rumah itu  besar  dan bagus, hanya/cuma/cuman  halaman-nya sempit 

家   あの 大きい と  きれい 接続詞              庭   所有 狭い   

「あの家は大きくてきれいだが、庭は狭い。」 

(Chaer 2011: 149) 

 

(76)  Kue  ini   enak   rasanya, hanya/cuma/cuman kurang  manis.  

 お菓子 この おいしい 味           接続詞    足りない 甘い 

「このお菓子はおいしいが、あまり甘くない。」 

(Chaer 2011: 89) 

 

(77)  Kamu  boleh     merokok,   hanya  jangan di  ruang  ini.   

あなた ～してもいい  タバコを吸う  接続詞   だめ で 部屋   この 

「あなたはタバコを吸ってもいいですが、この部屋ではだめです。」  

 

例(75)(76)は、日本語に訳すと、副詞「しかし」に相当すると考えられる。hanya は逆接等

位接続詞として機能しており、特徴として、前に出てくる文はポシティブな意味を持って

いて、後ろの文は前の文に比べると否定的な意味を持っている。つまり、節の間の対比を
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表す。(75)の場合は、hanya が前者と後者の接続詞として機能していて、後者は前者に対し

てポシティブではない意味である。それは、「家が大きくてきれい」に対して「しかし庭は

狭い」という関係になっている。さらに、接続詞の働き以外に hanya は halamannya sempit

「庭が狭い」という状態も限定している。家は大きくてきれいだが、話し手は「庭」がそ

んなに狭いと思っていなかったので、話し手の捉える基準を満たしていないところがあり、

あまり満足していないという意味が含まれている。また、(76)も同様に、後者の文「あまり

甘くない」は前者の文「このお菓子はおいしい」に対して否定的な意味を表している。前

者で、話し手は enak「おいしい」と言っているが、後者の文を加えると 100 パーセント「お

いしい」とは言えないだろう。そのため、話し手は「お菓子の味」について基準を満たし

ていない段階にあると述べている。(77)では、前の節に出てくる動作 merokok「タバコを

吸う」は、後ろの節に対して対比を表さず、ただタバコを吸う場所だけを否定して「この

部屋ではだめ」と言っている。このような hanya の用法は英語の exclusive particles であ

る only の用法にも見られる。König (1991: 110)は以下のように述べている。 

 

There is a close connection between exclusive particles only and adversatives 

conjunctions like but. In a considerable number of languages, the same expressions 

can be used in both functions. Moreover, only and its counterparts in other languages 

are more or less interchangeable with adversative conjunctions, if the particles focus 

on the whole sentence and are thus used as conjunctional adverbs. 

 

Ex: I would like to come. Only I haven`t got the time. 

  Saya ingin datang. Hanya saya tidak ada waktu. 

 

上の英語の例文で、only は but の代わりに使用される。インドネシア語の場合も同様に、

hanya は接続詞 tetapi に置き換えられる。そのため、このような hanya の使用は only と

同様だと考えられる。 

以上の例は、いずれも hanya を cuma, cuman に置き換えることができる。 

 

(78)  Sakit-nya   tidak  parah,  hanya  batuk-batuk dan masuk angin. 

病気 3sg 所有 ～ない ひどい 接続詞  咳を出る   と 入る  風邪 

「彼/彼女の病気はひどくない、ただ咳が出て風邪をひいただけだ。」  

(Chaer 2009: 90) 
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(79)  Gaji –nya  sebulan  tidak  banyak, hanya delapan ratus ribu rupiah.  

 給料 3sg 所有 1 ヶ月 ～ない 多い  接続詞 8   百  千 ルピア 

「彼/彼女の 1 ヶ月の給料は多くない、ただ 800000 ルピアしかない。」  

(Chaer 2011: 90) 

 

例(78)と(79)では、hanya は強調の等位接続詞として機能している。構造的な特徴として 2

番目の節の頭に現れ、最初の節の事柄に対して「多くない」、「そんなにひどくない」とい

った意味を強調するために使用される。最初の節の事柄には否定語 bukan、tidak が共起す

ることが多い。(78)では、最初の節には否定語 tidak が共起し、2 番目の節の頭に現れる

hanya は、最初の節の事柄に対して情報を加えて、「病気がそんなにひどくない」という意

味を強調している。話し手にとって「咳が出て、風邪をひいた」という病状は「病気がひ

どい」という基準を満たしていない。そのため、2 つの節の間の強調と限定が hanya によ

って表されていると考えられる。また、(79)では、話し手は最初の節の「1 ヶ月の給料が多

くない」ことを強調したいため、2 番目の節に情報を加えて、「800000 ルピア」という金額

では少ないと述べている。この場合は、給料の額が話し手の捉える基準を満たしていない。 

 

2.5 cuma の派生語 

インドネシア語は文法上の数・性の区別がないので、意味の変化を伴わない語形変化も 

ない。また、時制がないため、時制による動詞の語形変化もない。意味の変化は、もっぱ

ら接頭辞や接尾辞で表す。原則として語幹は変化しない。たとえば、語幹動詞 makan（食

べる）は、makanan（食べ物）、pemakan（食べる人）、minum（飲む）は、minuman（飲

み物）、peminum（飲む人）などのように派生語を作る。中島 (2009)は、派生語というの

は、ある形式または構造が、連続する過程によって変えられる一連の語の変化だと述べて

いる。このような現象は限定副詞 cuma にも現れる。cuma は接辞をつけると派生語

percuma を作ることができる。また、派生語だけでなく、反復語の形も見られる。インド

ネシア語では、反復語が多く、主に複数及び強調を表す際よく使用されている。例えば、

orang-orang「人々」、mobil-mobil「多くの車」、pandai-pandai「とても賢い」などである。

ただし、このような現象は限定副詞 hanya、cuman には適用されない。 

Alwi (2003)によると、インドネシア語の副詞は形態的にもともと単独副詞と合成副詞に

分類され、また単独副詞は語根から成り立っている副詞、接辞がある副詞と畳語の副詞に

分かれている。限定副詞 hanya (cuma, cuman)は語根から成り立っている副詞の類である。

一方、単独副詞 cuma は形態的に見ると、派生語と畳語を作ることができる。『インドネシ

ア語大辞典』(1988)では、語根 cuma は以下のように派生される。 

 

cuma/cu•ma/ adv（語根） 

cuma-cuma/cu•ma-cu•ma/ adv（語根の反復） 
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bercuma/ber•cu•ma/ark v（ber＋語根） 

percuma/per•cu•ma/ adv（per + 語根） 

mempercumakan /mem•per•cu•ma•kan /v（memper＋語根+kan） 

上記の語の中で実際の使用では、cuma, cuma-cuma, percuma が一番多く見られる。

bercuma, mempercumakan21はデータを調べたところ、1 つも見られなかった。これらの

語は古い文章あるいは文学的文章に現れると考えられる。cuma は上記に述たように限定副

詞として使用される。また cuma-cuma, percuma は以下のように使われる。 

 

(80)  Percuma  kamu  bicara banyak  kalau tidak  ada  bukti. 

無駄     あなた 話す たくさん もし ～ない ある 証拠 

「もし証拠がなければ、あなたはたくさん話す意味がない。」 

 

(81)  Cuma-cuma dia   sekolah, niat belajar saja   tidak  ada. 

無駄   彼/彼女 学校  意図 勉強 限定副詞 ない ある 

「彼/彼女は学校（に行く）意味がない、勉強の意図すら持っていない。」 

 

(80)の percuma は（接頭辞）per＋（語根）cuma の形である。また（81）の cuma-cuma

は語根の反復の形である。cuma は percuma、cuma-cuma と同じ副詞であっても、意味は

同じではない。percuma と cuma-cuma は「意味がない」「役に立たない」あるいは「無駄

な」という意味を含む。(80)では、「証拠がないので、何を話しても意味がない、または話

すことは無駄なことだ」という意味である。(81)も同様に、「学校に行っても役に立たない、

勉強の意図すら持っていないから」という意味で用いられる。但し、実際の使用では、「意

味がない」「役に立たない」あるいは「無駄な」意味を表す場合、percuma のほうがより多

く見られる。 

なお、percuma の使用は限定表現 cuma と同じように限定の意味を含むと考えられる。

実際のデータでは percuma は述語句を限定することが多く見られる。但し、述語句を限定

しても、文中で percuma の位置は自由である。(80)では、percuma は「たくさん話すこと」

を限定し、(81)では「学校に行くこと」を限定すると考えられる。いずれも percuma が文

頭に現れる。また、percuma は文末に現れる場合があり、限定表現 hanya と同時に現れる

こともある。以下の例が挙げられる。 

 

 

 

                                                   
21 『インドネシア語大辞典』(1988)によると、bercuma, mempercumakan の意味は cuma-cuma と

percuma とあまり変わらず、ただ品詞だけが違う。bercuma は「意味がない」という意味で、

mempercumakan は「時間、力などを無駄にする」「無料であげる」という意味である。但し、実際の使

用は非常に少ないので、より詳細なり研究が必要だと考えられる。 
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(82)   Teknologi ini menjamin waktu pengunanya tidak terbuang percuma hanya  

   技術  この 保証する 時間 使用者 否定語 捨てられた  無駄 限定副詞 

untuk  menunggu batrai penuh. 

～ために 待つ   電池 フル 

「この技術は電池をいっぱいに充電するためだけに、使用者の時間が無駄にならない

ように保証する。」 

(tekno.kompas.com 2016/07/14) 

 

(83)   Betul-betul   waktu terbuang percuma hanya  untuk  menunggu bis.  

 正しい 正しい 時間 無駄   無駄  限定副詞 ～ために 待つ  バス 

「本当に、バスを待つためだけに時間が無駄になる。」 

(megapolitan.kompas.com 2017/05/12) 

  

(82)と(83)では、percuma の位置が述語句「時間が無駄にならない／なる」に接後している。

もともと waktu terbuang「時間が無駄になる」という表現は percuma によく共起される。

さらに、例(82)と(83)に見られるように、percuma は同時に限定副詞 hanya が現れること

ができる。標準語 hanya だけでなく、口語 cuma と cuman にも置き換えられる。上記の

percuma と hanya は異なる事柄を示している。percuma は主節の述語句を限定し、hanya

は従属接の述語句を限定する。(82)では percuma は「時間が無駄にならない」ことを示し、

hanya は「電池をいっぱいに充電する」ことを限定している。 (83)では、percuma は「時

間が無駄になる」ことを表し、hanya は「バスを待つ」ことを限定している。 

なお、cuma の派生語には「無料」という意味を持つ語がある。「意味がない」「役に立た

ない」を表す語と同様に、「無料」を表す場合も percuma、cuma-cuma という語を使用す

る。但し、実際の使用では cuma-cuma が多く見られる。 

次の例を見てみよう。  

 

(84)  Obat-obatan diberikan  dengan cuma-cuma.  

薬（複数）与えられる  に  無料 

「薬は無料で与えられる。」  

 

(85)   Dia   memberikan buku itu  secara percuma sebagai hadiah  

 彼/彼女 あげる   本  あの に  無料  として プレゼント 

「彼/彼女はプレゼントとして無料で本をあげた。」 

 

(84)と(85)では、cuma-cuma, percuma の語は副詞で、いずれも「無料」という意味を含む。

「無料」の意味を含む cuma-cuma, percuma は dengan, secara「に」が共起する場合が多
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い。dengan, secara という語は、具体的及び抽象的な方法を表す前置詞である。cuma-cuma, 

percuma は dengan, secara に共起されると、限定副詞として機能しているだけでなく、方

法を表す副詞として認められる。(84)の場合は、「薬を無料で与えること」を表している。

また、(85)では「プレゼントとして本を無料であげた」という意味を含む。上記の副詞

cuma-cuma, percuma は、同じ語根 cuma 由来にしていても、実際の使用は cuma と異な

る。 

 

2.6 まとめ 

 本節では、インドネシア語における限定表現 hanya(cuma, cuman)を対象として意味的な

特徴に関する分析を行い、用いられる文脈で特徴的なものについて明らかにした。その分

析結果は次のようにまとめられる。 

 

表 3 hanya の意味用法 

hanya(cuma, 

cuman)の意味 

意味的な特徴 統語的な特徴 特徴的な文脈 

限定の意味「基準を

満たさない」 

質的に満たさない hanya ＋主語名 詞

句、述語句、目的語

名詞句、時間句、前

置詞 

 対象となる事柄

について、話し

手の捉える基準

を満たしていな

い段階。 

 残念な気持ち、

不満足、不快感

を含意してい

る。 

 cuma 、 cuman

に置き換えられ

る。 

 量的に満たさない hanya＋数量  対象となる数量

が話し手の捉え

る基準を満たし

ていない階段。 

 残念な気持ち、

不満足、不快感

を含意してい

る。 

 cuma 、 cuman
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に置き換えられ

る。 

限定の意味を含む

「接続詞機能」 

等位接続詞「対比」 節、hanya＋節  前の文はポシテ

ィブな意味、後

ろの文は否定的

な意味を持って

いて対比を表

す。 

 cuma 、 cuman

に置き換えられ

る。 

等位接続詞「強調」 節（否定文）、hanya

＋節 

 2 番目の節の頭

に現れ、最初の

節の事柄に対し

て「多くない」、

「そのようにひ

どくない」など

意味を強調す

る。 

 cuma 、 cuman

に置き換えられ

る。 
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3. 限定副詞 sekadar の構文と意味用法及び sekadar-nya 構文で形成された派生語 

 

3.1 はじめに 

 限定副詞 hanya, saja は、文中での位置が異なるだけで意味的には同じように見える。日

常会話及び日本語学習者のインドネシア人の日本語訳では、よく誤用が見られる。それぞ

れの構造と意味の特徴を分析したところ、両方の語は同じではないところもあることが分

かってきた。 

また、sekadar22という限定表現も、文中で同じように副詞として機能している。構造だ

けでなく意味の面でも hanya, saja と同じではないと考えられる。但し、実際の使用では、

特に砕けた会話で sekadar は hanya, saja と同じ意味だと考える人も少なくない。特に、文

中での出現位置の出現から見ると、sekadar は hanya と同様に限定される要素の左側に現

れる。そのため hanya とよく混同される。データ（新聞、小説、雑誌）の中では hanya, saja

の使用に比べれば多く見られないが、実際の会話ではよく使用されている。sekadar につい

て明らかにするには、詳細な構造と意味の研究が必要だと考えられる。 

 限定表現としての文中での位置に関して Alwi(1988)は、sekadar は限定される要素の左

側に出現すると指摘している。但し、どのような要素が sekadar に後接できるかについて

の説明はない。そして、sekadar に限定される要素はどのような範囲（作用域）を限定する

かも指摘されていない。以下に、hanya との違いを明らかにして sekadar の例を挙げる。

便宜上 sekadar と saja の違いは後で説明する。 

 

(86)  a. *Sekadar dia   yang    membaca buku.  

限定副詞 彼/彼女 関係代名詞 読む   本 

Lit「ただ彼/彼女だけ本を読む。」 

 

b. Hanya   dia    yang     membaca buku. 

限定副詞  彼/彼女  関係代名詞 読む   本 

「彼/彼女しか本を読んでいない。」 

 

(87)  a. *Harga tas   ini  sekadar 1000 yen. (lit) 

値段 かばん この 限定表現 千円 

      「このかばんの値段はたった千円だ。」 

 

   b. Harga tas    ini  hanya   1000 yen 

       値段  かばん この 限定表現  千円 

   「このかばんの値段はたった千円だ。」 

                                                   
22 日常会話では、sekadar の代わりに sekedar を用いる人が多いが、本稿では sekadar を使用する。 
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例(86a)と(87a)は構造的に限定表現 hanya と同じであり、sekadar が限定される要素の左側

に現れている。これらの文は、会話中に多くはないものの、たまに見られる。これらの文

は sekadar を使うと不自然だが、話し手はそのことを認識していないため、このような誤

用が生じると考えられる。非文法的であるため、日本語に訳しにくい。一方、hanya が用

いられた例(86b)と(87b)は、自然だとされている。では、なぜ同じ限定表現で、構造的にも

同じように限定される要素に前接する sekadar と hanya に置き換えられない場合があるの

か。それは、sekadar が限定される要素に制限があり、限定される焦点も異なると考えられ

るからである。以下に sekadar と hanya どちらも用いられるが意味が異なる例文を挙げる。 

 

(88)  a. Saya sekadar  berbagi   tempat duduk di taksi.    

  私  限定副詞 シェアする 場所 座る で タクシー 

 「私はただタクシーで席をシェアするだけだ。」 

(『AOL』2009: 192) 

 

b. Saya  hanya   berbagi   tempat duduk di  taksi. 

   私  限定副詞 シェアする 場所  座る で タクシー 

 「私はタクシーでしか席をシェアしない。」 

  

例(88a)と(88b)はどちらも文法的であるが、意味的には異なる。(88b)の文は 3 つの焦点の

解釈ができると考えられる。 

 

Saya [hanya [VP berbagi tempat duduk [PP di taksi]]] 

Saya [hanya [VP berbagi TEMPAT DUDUK [PP di taksi]]] 

Saya [hanya [VP berbagi tempat duduk [PP DI TAKSI]]] 

Saya [hanya [VP BERBAGI TEMPAT DUDUK [PP di taksi]]] 

 

まず、動詞句内の名詞句 tempat duduk「座る場所／席」にストレスを置き、その tempat 

duduk だけが hanya の焦点となる。「席しかシェアしない（話、食べ物など他のものはタ

クシーでシェアしない）」という意味である。また、動詞句内の右側にある前置詞句 di taksi

「タクシーで」にストレスを置くと、di taksi だけが hanya の焦点となる。「タクシーでし

か席をシェアしない（会社など他の場所では、席をシェアしない）」という意味である。最

後に、動詞句にストレスを置くと、動詞句全体 berbagi tempat duduk「席をシェアする」

が hanya の焦点となる。「席をシェアすることしかしない（席をシェアする以外の動作、例

えば話をするなどしない）」という意味を表す。これらの解釈から分かるように、文中で

hanya の焦点作用域は幅広く、位置も固定ではない。このような幅広い焦点作用域に関し

て、König (1991: 48)は Wide Scope という用語を使っている。焦点になり得る要素が多い
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という意味である。以下のように hanya が焦点位置に移動することもできる。 

 

Saya [hanya [VP berbagi tempat duduk [PP di taksi]]] 

Saya [VP berbagi [hanya [TEMPAT DUDUK [PP di taksi]]]] 

Saya [VP berbagi tempat duduk [hanya [PP DI TAKSI]]] 

Saya [hanya [VP BERBAGI TEMPAT DUDUK [PP di taksi]]] 

 

 一方、hanya に対して、例(88a)sekadar の焦点作用域は 1 つしかない。 

 

Saya [sekadar [VP berbagi tempat duduk [PP di taksi]]] 

Saya [sekadar [VP BERBAGI TEMPAT DUDUK [PP di taksi]]] 

Saya [ V berbagi [sekadar [ NP TEMPAT DUDUK [PP di taksi]]]]  (非文) 

Saya [V berbagi [NP tempat duduk [ sekadar [PP DI TAKSI]]]]  （非文） 

 

Sekadar は hanya に比べれば、限定される範囲が狭い。例(88a)では、sekadar の焦点は動

詞句（VP）berbagi tempat duduk「席をシェアする」しかありえない。「席をシェアする

以外の動作はしない」という意味である。また、sekadar は名詞句および前置詞句の前に移

動すると、非文になる。このような焦点作用域に関して König (1991: 48)は Narrow Scope

という用語を使っている。Narrow Scope は焦点になり得る要素が狭いか少ないという意味

である。さらに、意味の面から見ると同じに見えるが、hanya を sekadar にすると聞き手

に与える印象はかなり違う。hanya は足りないおよび不満足の意味が入っているので、

hanya を使うと、話し手にとって他のこともシェアしたいが何かの理由でできないという

ことになり、そのため不満足の意味が入る。一方、sekadar の場合は、席をシェアすること

が当然だからそうするという意味であり、不満足の意味は入っていない。 

このような理由で、sekadar の構造と用法の詳細な研究が必要不可欠だと考えられる。本

稿では、まず構造的な特徴を分析し、意味の観点からの特徴も掘り下げていく。また、

sekadar に関わる派生語も考察対象とする。 

 

3.2 sekadar の語源  

 副詞 sekadar という語は、『インドネシア語大辞典』(1988)によると、もともと kadar と

いう名詞に接頭辞 se-が前接し、sekadar という派生語を生み出した。sekadar を分析する

まえに、kadar 自体の意味を見てみる。『インドネシア語大辞典』(1988: 375)、『最新イン

ドネシア語小辞典』(2003: 146)によると、kadar という語は名詞としていくつかの意味を

持つ。代表的な意味を挙げる。 

 

 1 Ketentuan （規定） 
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 2 Ukuran norma（率） 

 3 Isi atau bagian yang tulen (emas, perak dll)（純度） 

 4 Nilai (値) 

5 Persentase（割合） 

 

なお、接頭辞 se-には文中で副詞を形成するという機能がある。接頭辞 se-は動詞、形容詞

及び名詞に前接する。前接される語によって、様々な副詞の意味を形成する。名詞に前接

する際、接頭辞 se-は「一」及び「全部」という意味を示す。satu「一」という意味は測定

値を含む名詞に前接する際に含む意味である。 

 

(89)  Ibu membeli se-   botol  kecap         

    母 買う 接頭辞  ボトル ケチャップ 

   「母は 1 本のケチャップを買う/買った。」 

(Chaer 2011: 263) 

 

また、semua「全部」という意味は特定の名詞に前接した時しか出てこない。 

 

(90)  Rapat kerja gubernur se-  Indonesia.         

     会議 仕事 知事  接頭辞 インドネシア 

   「インドネシア全国の知事の運営会議。」 

(Chaer 2011: 263) 

 

語根 kadar の意味が様々であっても、接頭辞 se-が付いた場合、すべての意味を表せるわけ

ではない。接頭辞 se-が前接されうる kadar は「値」または「量」の意味に限られる。接頭

辞 se-＋kadar は直訳すれば、「一＋値」という意味で、値または量が少ないことを表して

いる。数字 1 は値がないとも言えないので、しばしば小さな値と見なされている。このよ

うな言葉自体の記述は限定副詞としての sekadar の意味に関連性があると考えられる。具

体的な数字を表さないものの、sekadar を使うとある物事に対して、量的に（抽象的に）少

ない程度を表し、その少ない程度に対してそれ以上でもなくそれ以下でもないという意味

を含む。なお、接頭辞 se-＋語根 kadar で形成された sekadar 自体は『インドネシア語大辞

典』(1988: 375)、『最新インドネシア語小辞典』(2003: 146)によると、「ただ単に」、「一通

り」という意味を含む。具体的な副詞としての意味は、3.4 節で考察する。 

 

3.3 sekadar の基本的構造（焦点化構文） 

 sekadarは限定表現hanyaと sajaに比べれば、後接できる語が非常に少ない。hanya, saja

はほとんど全ての語と共起可能だが、sekadar は、他の限定表現と違って、文中での位置が
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限られている。述語として機能している動詞・動詞句及び名詞・名詞句の前にしか現れる

ことができない。また焦点になりうる語が少ないため、sekadar に限定される要素の範囲が

狭い。 

 

3.3.1 sekadar ＋ V/VP 

 

(91)  Mereka duduk di bangku taman, sekadar melihat indah -nya arsitektur rumah.  

    彼ら  座る に ベンチ 公園 限定副詞 見る 美しい 接語 デザイン 家 

  「彼らは公園のベンチに座って、ただ単に家のデザインの美しさを見るだけだ。」 

(『NVO』2009: 537) 

Mereka duduk di bangku taman, [sekadar [ VP MELIHAT INDAHNYA ARSITEKTUR 

RUMAH]] 

 

(92)   Banyak mahasiswa sedang duduk membaca buku, bercengkrama atau  

多く  大学生  している 座る 読む  本  雑談する  あるいは 

sekadar  menikmati segelas kopi.  

限定副詞 楽しむ   １杯 コーヒー 

「多くの大学生は本を読んだり、雑談したり、あるいはただ１杯のコーヒーを楽しん

だりしているだけだ。」 

(『NVO』2009: 357) 

Banyak mahasiswa sedang duduk membaca buku, bercengkrama atau [sekadar [VP 

MENIKMATI SEGELAS KOPI]] 

 

(91)では、限定副詞 sekadar は述語動詞句「家のデザインの美しさを見る」に前接する。限

定される要素は sekadar の直後に現れるため、この述語動詞句は sekadar の焦点になる（大

文字で表す）。[sekadar [ VP MELIHAT INDAHNYA ARSITEKTUR RUMAH]]の形式から

見ると、限定される要素は分解できないので、焦点は 1 つしかない。また、(92)を見て分か

るように sekadar は同様に述語句の前に現れている。述語句 MENIKMATI SEGELAS 

KOPI「１杯のコーヒーを楽しんでいる」が sekadar の焦点になる。 

日本語訳を見ると、sekadar という語は副詞「ただ単に」にと訳されるが、強調としてと

りたて助詞「だけ」と共起することが可能である。そのため、(91)の文は「ただ単に家のデ

ザインの美しさを見るだけ」になり、(92)では「ただ１杯のコーヒーを楽しんでいるだけだ」

と訳される。 
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(93)  Aku ingin  sekadar  berada dekat dengan-nya.               

私 したい 限定副詞 いる 近い と   彼/彼女 

「私はただ単に彼/彼女の近くにいたいだけだ。」 

(『KASAM』2012: 97) 

Aku [[VP INGIN sekadar BERADA DEKAT] dengannya.] 

Aku [sekadar [VP INGIN BERADA DEKAT] dengannya.] 

 

(93)では、限定副詞 sekadar は(92)と同様に述語動詞の前に現れる。ただし、(93)では助動

詞 ingin「～したい」が出現している。もともと助動詞 ingin は動詞の前に現れるが、限定

副詞が現れると、限定副詞の前にも出現することが可能である。このような現象は sekadar

だけに限られない。助動詞 ingin はもともと動詞に必ず前接するので、位置に関わらず述語

句の部分として認められる。そのため、述語句に助動詞が現れる際、sekadar の焦点は述語

句 BERADA DEKAT ではなく、INGIN BERADA DEKAT「近くにいたい」になりうる。

このような文は日本語に訳すと「私はただ単に彼/彼女の近くにいたいだけ」が自然である。

インドネシア語では、助動詞 ingin の位置に関わらず、意味の解釈は同じである。 

 

(94)  Aku tidak punya   cukup duit  untuk  sekadar  beli  rokok.  

私 ない 持っている 十分 お金 ために 限定副詞 買う タバコ  

「私はただタバコを買うためだけに十分なお金を持っていない。」 

(『NVO』2009: 350) 

Aku tidak punya cukup duit[VP UNTUK sekadar BELI ROKOK.] 

Aku tidak punya cukup duit [sekadar [VP UNTUK BELI ROKOK.] 

 

(94)では、sekadar は述語句 BELI ROKOK「タバコを買う」に前接するが、目的を表す副

詞 untuk も共起する。副詞 untuk はもともと動詞か名詞の前に現れるが、文中で同時に限

定副詞 sekadar が出現すると、sekadar の前あるいは後ろに現れることが可能である。位

置によって意味は変わらない。それゆえに、sekadar の焦点は、BELI ROKOK だけに限ら

ず、副詞 UNTUK も焦点範囲になりうる。言い換えると、UNTUK BELI ROKOK「タバ

コを買うため」が sekadar の焦点になる。sekadar に限定される要素は日本語に訳すと「た

だタバコを買うためだけ」になり、副詞「ただ」の出現はとりたて助詞「だけ」で強調さ

れる。また「ただタバコを買うだけのため」の形にもなりうる。 

 

3.3.2 sekadar + N/NP 

(95) Dia   sudah memutus komunikasi    dengan ku, sampai sekadar ucapan 

    彼/彼女 すでに 切る  コミュニケーション と  私 まで  限定  挨拶 

ulang tahun dia   menolak. 
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誕生日   彼/彼女 断る 

「彼/彼女は私とすでにコミュニケーションを絶って、誕生日の挨拶すら断る。」 

(『AOL』2009: 225) 

Dia sudah memutus komunikasi dengan ku, sampai [sekadar [NP UCAPAN ULANG 

TAHUN]] dia menolak 

 

(96)  Saya  tidak  suka sekadar  ajakan basa basi  

私  ～ない  好き  限定   誘い   口先 

「私はただ口先の誘いだけが好きではない。」 

(『NVO』2009: 421) 

Saya tidak suka [sekadar [ NP AJAKAN BASA BASI.]] 

 

上の例(95)で、限定副詞 sekadar は等位節の目的語として機能している名詞句に前接してい

る。(95)では、sekadar の焦点は UCAPAN ULANG TAHUN「誕生日の挨拶」であるが、

目的語の位置は主語と述語の前に現れる。インドネシア語の基本語順は SVO 型であるが、

重文に現れる場合、目的語が強調される際に文頭に移動することがある。この場合は目的

語が sekadar によって限定の意味にとりたてられているので、文頭に出てくることが自然

だ。一方、(96)は SVO 型で一般的な単文である。sekadar は名詞句 AJAKAN BASA BASI

「口先の誘い」を限定している。 

日本語では、例(96)の sekadar は同じく副詞「ただ」に訳されるが、例(93)の場合、とり

たて助詞「すら」が使われる。sampai という語は、副詞として直訳すると「まで」という

意味になるが、文中の意味から見ると、主節の情報に追加するという意味を含む。そのた

め、日本語に訳す際、「も」で訳すことも可能だと考えられる。 

 

(97)  Dia   sekadar     teman  bagi    ku  

彼/彼女  限定副詞   友達  ～にとって 私 

「彼/彼女は私にとってただの友達だ。」 

 

Dia [sekadar[ NP TEMAN]] bagiku 

 

(98)  Tidak usah  khawatir, itu  sekadar    kejadian sepele.  

する必要がない 心配  それ 限定副詞   出来事 大したことない 

「心配しないで、それはただ大したことない出来事なだけだ。」 

(『KASAM』2012: 133) 

Tidak usah khawatir, itu [sekadar [NP KEJADIAN SEPELE.]] 
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次に、(97)と(98)では sekadar が述語名詞に前接し、直後の名詞・名詞句が焦点になる。実

際の使用では sekadar＋N/NP は sekadar＋V/VP より多くはないがあり得る。ただし、他

の限定副詞と違って、全ての名詞が sekadar に限定されるわけではない。とりわけ、人称

代名詞と数詞は sekadar に前接されない。1 節と 2 節ですでに見たように、代名詞と数詞

は限定副詞 hanya、saja によって意味的に影響を受けるが、sekadar には前接されにくい。

以下に例を挙げる。 

 

(99)  *Aku bertemu sekadar   dia. 

  私 会う  限定副詞  彼/彼女 

「私はただ彼/彼女にだけ会う。」 

 

 

(100) *Sekadar    aku yang  memuji-nya. 

  限定副詞   私 関係詞 褒める 彼/彼女 

 「ただ私だけ彼/彼女を褒める。」 

 

(101) *Uang  sewa   rumah ini  sebulan sekadar   satu juta  rupiah. 

    お金  レンタル 家  この 1 ヶ月 限定副詞  100 万 ルピア 

   「この家の 1 カ月の家賃はたった 100 万ルピアだ。」 

 

上記の 3 つの例は、インドネシア語では不自然であるが、日常会話で使う人はいないとも

言えない。その場合の意味は、日本語訳の文の解釈になるだろう。(99)、(100)では文中で

の主語か目的語かという機能を問わず、sekadar は人称代名詞に前接できない。また(101)

のように数詞に前接すると非文法的になる。 

 

(102) Itu  tidak  lebih dari  sekadar    lelucon.  

  それ ～ない より から  限定副詞   冗談 

 「それはただ冗談にすぎない。」 

 

(103) Hotel  bagi    saya tidak  lebih dari  sekadar   tempat menginap. 

  ホテル ～にとって 私 ～ない より から  限定副詞  場所 泊まる 

 「私にとってホテルはただ泊まるところにすぎない。」 

 

(102)、(103)では同様に sekadar は名詞・名詞句に前接する。(100)では名詞 lelucon「冗談」

を限定し、(101)では名詞句 tempat menginap「泊まるところ」を限定する。ただし、これ

らの文は、tidak lebih dari「それ以上はない/すぎない」という表現と共起している。tidak 
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lebih dari「それ以上は/すぎない」＋sekadar の文は、日常会話でよく見られる。 

 

(104) Sekadar   informasi, minggu depan dia   akan   datang. 

  限定副詞  情報   週   前 彼/彼女 未来形  来る 

 「聞いたところでは、来週彼/彼女は来るだろう。」 

 

(105) Tayangan TV   itu  tidak   sekadar menyampaikan informasi tetapi  

    番組   テレビ あの 否定語 限定  伝える     情報   しかし 

juga ada   pesan. 

も  ある  メッセージ 

「あのテレビ番組は情報を伝えるだけではなく行動に出る必要も伝える。」 

 

(104)の文は、知らせを伝えるときによく使用される。このような文の使用は限られ、ほと

んどは口語で使われる。話し手が直接知らせを伝えるので、主語と述語は省略するのが自

然である。もともとの形は saya sekadar menyampaikan informasi「私はただ情報を伝え

るだけ」であり、sekadar は文頭に現れ、直接目的語名詞に前接する。焦点から見ると、述

語動詞句焦点あるいは目的語名詞焦点になり得る。日本語に直訳すると sekadar 

(menyampaikan) informasi「ただ情報（を伝える）だけ」の意味になるが、「聞いたとこ

ろでは」と訳したほうが自然だ。 

一方(105)では、sekadar が同じように述語句 menyampaikan informasi「情報を伝える」

の前に現れているが、動詞を省略できない。直接の知らせではない場合は、動詞の出現が

不可欠になる。 

 

3.3.3 他の品詞の修飾 

 上記のように、sekadar は hanya、saja と違って被限定要素の範囲が狭い。動詞と特定

の名詞のみ sekadar の被限定要素の対象になり得る。他の品詞の修飾が不可能な例を見て

いく。 

 

(106) a *Saya sekadar   gembira.    

     私  限定副詞  嬉しい 

Lit「私はただ嬉しいだけだ。」 

 

b  Saya sekadar   ber-   gembira 

     私  限定副詞  接頭辞  喜んでいる 

  「私はただ喜んでいるだけだ。」 
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(106a)では、sekadar は述語形容詞 gembira「嬉しい」の前に現れることができない。動作

が入っていない文であるため、sekadar の出現は不自然だ。現れるとしたら日常会話に限ら

れる。但し、(106b)に見られるように形容詞 gembira が動詞化して23bergembira「喜んで

いる」になると sekadar の被限定要素になり得る。 

 

(107) *Kami            bicara sekadar   di  rumah.  

     私たち（相手は含まない） 話す 限定副詞 で 家 

    Lit「私はただ家だけで話している。」 

 

例(107)も同様に、sekadar は場所を表す前置詞句 di rumah「家で」を限定しにくい。前置

詞句を限定する場合は他の限定表現が適切である。但し、sekadar が動詞 bicara「話す」

の前に移動されると kami sekadar bicara di rumah「私たちは家でただ話すだけだ」とい

う自然な文になり、述語動詞 bicara「話す」は sekadar の被限定要素になる。 

 

(108) a *Kamu membeli  sekadar   apa?  

       あなた 買う  限定副詞  何 

 

  b *Kamu sekadar   membeli apa?  

        あなた 限定副詞  買う  何 

 

(108a)(108b)の場合、書き言葉と話し言葉のどちらでも不自然である。疑問詞と共起できる

限定副詞は saja だけなので、他の限定表現と共起することはできない。上記の文はインド

ネシア語でも意味がはっきりしておらず、日本語にも対応する適切な表現がない。(106b)

の場合は、述語動詞 membeli「買う」の前に出現しても、疑問文に現れるので不自然であ

る。 

 

3.3.4 否定語(bukan, tidak)＋sekadar 

(109) Arsitektur bukan sekadar   matematika, seni, dan kontruksi  

    建築   否定語 限定副詞   数学    美術 と 構造 

tetapi  juga perasaan.   

しかし も  感情 

「建築はただの数学、美術と構造だけでなく、感情も入っている。」 

(『AOL』2009: 264) 

                                                   
23 インドネシア語では、形容詞を動詞化する仕方がいくつかあるが、その一つは接辞 ber-を形容詞の前に

加えることである。ホラス(2005：118)によると、形容詞語根に接頭辞 ber-をつけると、その形容詞の状態

にあるという意味になる。 
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Arsitektur [bukan sekadar [NP MATEMATIKA, SENI, dan KONTRUKSI ]]tetapi juga 

perasaan. 

 

(110) Kali  ini,  dia    tidak  sekadar   melihat wajah seorang sahabat 

    回  これ 彼/彼女 否定語  限定副詞  見る  顔  1 人  親友 

  「今回、彼/彼女はただ親友の顔を見るだけではない。」 

(『NVO』2009: 563) 

 

Kali ini, dia [tidak sekadar [VP MELIHAT WAJAH SEORANG SAHABAT.]] 

 

(109)(110)は、sekadar が否定語と共起している。限定される要素は直後の名詞句あるいは

動詞句で、直後焦点として扱われているが、限定される要素が唯一のものということが否

定されている。(109)では、sekadar は述語名詞句 matematika, seni dan kontruksi「数学、

美術と構造」を限定する。名詞を否定する際、名詞の否定語 bukan を使っており、限定さ

れた要素「数学、美術と構造」が唯一のものではないと否定されている。また、(110)では

述語動詞句を限定する際 tidak という動詞の否定語を使っており、限定される要素 melihat 

wajah seorang sahabat「友人の顔を見る」ことが唯一のことではないと否定されている。

ただし、(110)は(109)と違って、対照的な要素が文の中に現れていない。 

 上記の sekadar の構造の考察を見て分かるように、sekadar は述語動詞・動詞句、述語

名詞・名詞句、目的語名詞にしか前接できない。sekadar に限定される名詞には制限があり、

人称代名詞と数詞を限定することができない。そして、限定の焦点から見ると、直後動詞

句・名詞句焦点に分類できる。また、助動詞と同時に現れると、sekadar の位置は助動詞の

前に現れるか、助動詞と動詞句/名詞句の間に現れる。sekadar の焦点は以下の表のように

表すことができる。 

 

表 4 sekadar の文法的特徴 

被限定要素の範囲 被限定要素（X）の前 （sekadar X） 

名詞（目的語） 可 

名詞（述語） 可（但し、人称代名詞と数詞は不可） 

名詞（主語） 不可 

動詞（述語） 可 

形容詞 不可 

前置詞句 不可 

疑問詞 不可 
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3.4 sekadar の意味用法の分化 

sekadar に関する意味用法の先行研究は非常に少ない。あっても、辞書の説明くらいしか

ない。他の限定副詞（hanya、saja）の意味と変わらないと思っている人も少なくない。し

かしながら実際の使用では、他の限定副詞と置き換えられない場合がある。そのため、

sekadar は hanya、saja と同じとは言えない。 

 辞書的意味の sekadar の定義については『インドネシア語大辞典』(1988)の指摘を参考

にすると、以下のように分類できる。 

 

a. sesuai atau seimbang dengan keadaan, keperluan「様子、必要性によってバランスが

取れた」24 

b. hanya untuk / cuma untuk 「だけ」 

さらに、『最新インドネシア語辞典』（2003）では、sekadar という語は「ただ」「ただ単に」

に訳される。 

 sekadar の語源に基づくと、ある物事に対して「ちょうどその位置に現れ、それ以上でも

ないまたはそれ以下でもない」ことを表す。話し手にとって単なる人や行動を表現すると

きに使い、深い意味や理由はないというニュアンスを表すと考えられる。文の構造によっ

て sekadar の暗示している意味を以下で考察する。 

 

3.4.1 それ以上でもあるいはそれ以下でもないとき「単なる動作を表現する」 

 この sekadar の意味は行動を限定し、特にその動作に対して深い意味や理由はないこと

を表し、中立のニュアンスを含む。話し手の立場から見ると、文に sekadar を使う際は、

特別な何かではないという意味を暗示している。しかし、また、他の意味として、もとも

とは話し手の予測を満たしていないため、ややマイナスの評価を含む場合もある。以下に

例を挙げる。 

 

(111) Banyak mahasiswa sedang duduk membaca buku, bercengkrama atau  

多く  大学生  している 座る 読む  本  雑談する  あるいは 

sekadar  menikmati segelas kopi.               

限定副詞 楽しむ   １杯 コーヒー 

「多くの大学生は本を読んだり、雑談したり、あるいはただ単に１杯のコーヒーを

楽しんだりしているだけだ。」                       

((92)再掲) 

 

 

 

                                                   
24 辞書的意味の日本語訳は筆者による。 
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(112) Aku tidak punya   cukup    duit untuk sekadar  beli  rokok. 

私 ない 持っている 十分 お金 ために 限定副詞 買う タバコ  

「私はただタバコを買うためだけのお金も十分に持っていない。」 

((94)再掲) 

 

(111)では、物事 menikmati segelas kopi「1 杯のコーヒーを楽しんでいる」は、sekadar

に唯一の物事として限定されている。限定副詞 sekadar は、「一部の学生」が「一杯のコー

ヒーを楽しんでいる」だけで、「本を読んだり雑談したりなど」他の大学生がやることはし

ないし、「何もしない」状態でもないことを表している。そして、「1 杯のコーヒーを楽しん

でいる」という動作は、話し手にとって深い意味は無く、特別なことでもないと感じられ

る。話し手の気持ちは中で、満足でも不満でもない。学生がすることとして、「1 杯のコー

ヒーを楽しんでいる」ことは当然あり得ることであるという意味を暗示している。 

また、(112)では sekadar に beli rokok「タバコを買う」という動作が限定されている。

話し手はお金をあまり持っておらず、タバコでさえ買えないので、タバコの値段以上のも

のは当然買えない。しかし、例えば、旅行に行くなど、もっとお金がかかることをする予

定もない。したがって、「お金がない」こと自体はマイナス評価かもしれないが、ただ単に

「タバコを買うためのお金がない」ということを述べているだけで、そのことに話し手が

特別がっかりしているわけでもない。 

 

(113) Obat ini  sekadar  mengurangi rasa sakit, tidak  menyembuhkan. 

   薬 この 限定副詞 減らす   感じ痛み ～ない 治す 

 「この薬はただ痛みを抑えるだけで、治さない。」 

 

(113)では、被限定要素 mengurangi rasa sakit「痛みを抑える」について、この薬はただ

痛みを抑えるだけで、「病気を治す」ことはできないが、「痛みを抑えることができない」

わけでもないので、この薬ができることは「痛みを抑える」ことだ、ということだけを伝

えている。この文では、対照的な他の要素 tidak menyembuhkan「治さない」が文中に現

れている。薬が病気を治すかどうかはこの場合無関係で、効果は痛みを抑えること以上で

もなく、それ以外でもないということを中立的に表現している。。 

 

3.4.2 それ以上でもあるいはそれ以下でもないとき「単なる人や物を表現する」 

 

(114) Dia   sekadar  teman  bagi    ku  

彼/彼女   限定副詞 友達  ～にとって 私 

「彼/彼女は私にとってただの友達だ。」 

((97)再掲) 
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(115) Hal  itu  dia   ucapkan  untuk sekadar  pemanis kata. 

  こと あの 彼/彼女 言う    ため 限定副詞  甘美  語 

   「彼/彼女が言ったあのことはただ魅力を加えるための言葉だ。」 

 

(114)では、限定副詞 sekadar は、話し手にとって友達という基準があり、彼/彼女はちょう

どその位置にいるということを表している。「彼氏、親戚」など友達以上の関係でもなけれ

ば、それ以下でもないという意味を暗示している。ただし、この文にはややマイナスイメ

ージのニュアンスが入っている。このような場面では、話し手が友達以上または友達以下

という関係を打ち消し、特別な関係ではないという意味を強調している。さらに (115)では、

sekadar は pemanis kata 「魅力を加える言葉」という名詞句の前に現れている。話し手に

とって彼／彼女が言ったことはただの「魅力を加える言葉」で、それ以上でもなくそれ以

下でもない。このような文はマイナスイメージが含まれる。なぜかというと、pemanis kata

という言葉自体がもともとあまりいい意味ではなく、「話し手の興味を引くため言葉を飾る」

という意味であり、「嘘」ということになるからである。話し手としては、より率直なこと

を聞きたいと思っていて、期待に反しているため、ややマイナスの評価も入っている。 

 

3.4.3 それ以上ではないことを強調するとき  

 

(116) Itu  tidak  lebih dari  sekadar  lelucon.  

  それ ～ない より から 限定副詞  冗談 

 「それはただ冗談にすぎない。」 

((102)再掲) 

 

(117) Hotel  bagi    saya tidak  lebih dari  sekadar tempat menginap.  

   ホテル ～にとって 私 ～ない より から 限定副詞 場所 泊まる 

 「私にとってホテルはただ泊まるところにすぎない。」 

((103)再掲) 

 

ポイントは sekadar が否定の tidak lebih dari と共起しているにある。このような文の

sekadar も「それ以上なくそれ以下もなく」という意味を表している。このパターンの

sekadar は、tidak lebih dari「それ以上はない」という言葉が文中に現れるため、意味が

強調されて、「それ以上はない」「～にすぎない」という意味になっているだけだと考えら

れる。このような表現 tidak lebih dari+sekadar は、ほとんど名詞の前に現れる。tidak lebih 

dari という言い方は tidak「否定語」＋lebih dari「以上」という単語から成り立っている。

(116)の tidak lebih dari sekadar lelucon「冗談にすぎない」または「冗談以上はない」は、

話し手にとって sekadar の被限定要素 lelucon「冗談」が特別のことではなく、喧嘩をしか
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けるなど特別な目的は持っていないということを表している。この場合は、tidak lebih dari 

sekadar のパターンは「冗談以上の目的がない」ということを暗示している。また(117)で

は、sekadar を使うと、話し手にとってホテルというところは、泊まるところ以外の役割が

ないという意味を暗示している。他の人にとってはホテルには様々な役割があるだろうが、

話し手にとっては、ホテルの役割は泊まること以上ではないということを強調している。 

上の例文の日本語訳を見ると、今まで考察した sekadar「ただ～だけ」と違って、否定の

形 tidak lebih dari は直訳すれば「それ以上はない」という意味になり、tidak lebih dari 

sekadar は「ただ～にすぎない」の表現に近い。以下に日本語の例を挙げる。 

 

(118) 彼はただの子供にすぎません。一人で暮らすことなどできません。 

       (Dia tidak lebih dari sekadar anak-anak. Tidak bisa hidup sendiri) 

(j-nihongo.com 06/09/2017) 

 

3.4.4 それ以上がありそれ以下がないとき 

(119) Arsitektur bukan sekadar  matematika, seni, dan kontruksi  

   建築   否定語 限定副詞 数学    美術 と 構造 

tetapi  juga perasaan.  

しかし も  感情 

「建築はただ数学、美術と構造だけでなく、感情も入っている。」 

((109)再掲) 

 

 

(120) Kali  ini,  dia    tidak  sekadar melihat wajah seorang sahabat 

   回  これ 彼/彼女 否定語 限定副詞 見る  顔  1 人  親友 

 「今回、彼/彼女はただ親友の顔を見るだけではない。」 

((110)再掲) 

 

(121)  Saya  tidak  suka sekadar  ajakan basa basi  

  私  ～ない  好き 限定副詞 誘い   口先 

   「私はただ口先の誘いだけが好きなわけではない。」 

((96)再掲) 

 

このパターンの特徴は、sekadar の直前に否定語 tidak、bukan が共起し、また述語に関わ

る否定形も共起する点である。(119)では、sekadar は名詞に前接するので否定語 bukan と

共起する。sekadar の直前に否定語 bukan / tidak が置かれると、被限定要素の物事に対し

て「それ以上でもそれ以下でもない」という意味が否定されるため、「それ以上ではあるが
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それ以下ではない」という意味になる。そのため、否定語と共起していても、ただ（それ

以下がない）という意味だけがなくなり、文全体は肯定文の意味になる。話し手にとって、

建築には「数学、美術と構造」だけでなく、それら以上のことが含まれているという意味

を表している。また(120)では、sekadar は動詞の否定語 tidak と共起している。この例も

同様に、「友人として見る」だけではなく、それ以上のことがあということを含意している。

例えば「友人に恋人としての立場を見る」あるいは「家族として見る」ということがあり

得る。さらに(121)では、sekadar が述語に関わる否定形 tidak suka「好きではない」と共

起している。この文は(119)(120)と形が異なるが、基本的に暗示している意味は変わらない。

話し手は「口先誘い」以上に好きなことがあるという意味を含意している。「話し手はそれ

以上の誘いを望んでおり、もし口先だけの誘いなら誘わないほうがいい」という意味を暗

示している。 

限定副詞 sekadar の意味の分析からみると、動詞に前接するか名詞に前接するかに関わ

らず、sekadar に限定される物事には深い意味や理由はなく、基本的には中立のニュアンス

を表す。ただし、量的に話し手の予測を満たしていない場合、ややマイナスの評価が入る

こともある。 

 sekadar の意味用法は、以下の表に表すことができる。 

 

表 5  sekadar の意味用法 

sekadar の意味 統語的な特徴 意味的な特徴 特徴的な文脈 

 

 

 

 

限定 

sekadar＋動詞・動詞句 それ以上でもそれ以下

でもない単なる動作を

表現する。 

深い意味や理由はなく、

中立の評価であること

が多いが、マイナスの評

価が入ることもある。 

sekadar＋名詞・名詞句 それ以上でもそれ以下

でもない単なる物を表

現する。 

 

深い意味や理由はなく、

中立の評価であること

が多いが、マイナスの評

価が入ることもある。 

tidak lebih dari+sekadar+

名詞・名詞句 

それ以上ではないこと

を強調する。 

tidak lebih dari 

～と共起する。 

bukan/tidak＋sekadar＋

名詞/動詞句 

それ以上はあるがそれ

以下はない。 

 

bukan sekadar は名詞

に前接する。tidak 

sekadarは動詞に前接す

る。否定述語にも後接で

きる。 
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3.5 副詞 sekadar の派生語(sekadar-nya)  

 インドネシア語の副詞は Alwi（2003: 210）によって、大きく 4 つに分類されている。そ

れは、単独副詞、結合的副詞、接続的副詞、談話の開口部の接続的副詞である。また単独

副詞は、さらに 3 つに分かれており、基本副詞、接辞に結合された副詞と畳語の副詞があ

る。限定副詞 hanya、saja は単独副詞のグループであり、基本副詞の類である。一方、sekadar

は、語源から分かるように、もともとの形は接辞 se-に先行された語根 kadar である。その

ため、限定副詞 sekadar は単独副詞の接辞に結合された副詞の類である。 

 なお、kadar という語根は接頭辞 se-に先行されるだけでなく、-nya25という接尾辞にも

後接され得る。kadar ― se-kadar ― se-kadar-nya という形になる。ただし、それぞれの語

は意味が異なるため、sekadarnya は sekadar の派生的な用法だと考えられる。sekadar は

接尾辞 nya に前接すると、sekadar の後に被限定要素の出現は要らなくなる。ほとんどの

場合 sekadarnyaは文末あるいは節末に位置している。sekadarnyaにある接尾辞 nyaには、

接辞 nya の元々の機能を踏まえて、名詞の代わりに使い、名詞を強調する働きがある。そ

して、その名詞は、sekadar の前に現れる要素と関連している。要するに、sekadar の後ろ

に被限定要素が出現していなくても、接尾辞 nya が被限定要素の存在を示している。接尾

辞 nya の出現によって、sekadar は特別な意味を表す。『インドネシア語大辞典』では、

sekadarnya が seimbang「必要性のバランスをとれた」という意味だとしているが、実際

の文で意味がどうなるのか以下の例を見てみよう。 

 

(122) Banjar menjawab sekadar-nya   sambil   mengangkat bahu. 

   人名  答える 限定副詞-接尾辞 しながら 上げる   肩 

 「バンジャルさんは肩をすくめながら一通り答えた。」 

(『NVO』2009: 257) 

 

(123)  Dia   memberi uang  sekadar-nya   untuk biaya sekolah.  

  彼/彼女 あげる お金 限定副詞-接尾辞 のため 費用 学校 

  「彼/彼女は授業料のために、一通りお金をあげた。」  

 

(122)では、sekadarnya は前の動詞 menjawab「答える」を修飾していて、接尾辞 nya は

「答える内容の量」を表している。意味から見ると、話し手にとってバンジャルさんの答

えは「多くもない」が「ぜんぜん答えない」わけでもない。話し手はバンジャルさんにも

                                                   
25 -nya は文中に現れる際、接語あるいは接尾辞として働く。接語の場合は、単数三人称の代わりとして扱

われている。例えば、「彼/彼女の本」はインドネシア語では buku dia と訳される。性別関係なく dia とい

う単数三人称は、接語-nya に置き換えられ、bukunya になる。ただし、-nya に置き換えられると、1 つ単

語と見なされる。そして、接尾辞としての-nya の機能は 3 つに分類されている。 

1. 「動詞＋-nya：名詞」 

2. 「名詞＋-nya：名詞の強調」 

3. 「他の品詞＋-nya：副詞」 
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っと答えてほしいが、とりあえずこの答えでも十分だという意味を表している。また、(123)

では sekadarnya は動詞句 memberi uang「お金をあげる」を修飾している。接尾辞 nya

は「お金の金額」を表している。この場合も同様に、彼/彼女は学費を払うためにお金をあ

げるが、金額から見ると、たくさんあげるわけではなく、あげないわけでもない。話し手

にとってその金額はやや少ないが、その金額でもとりあえず十分だという意味を表してい

る。言い換えると、限定副詞 sekadar と接尾辞-nya の組み合わせは、-nya で示された名詞

の量が少ないが少なすぎるわけではないという意味を表す。 

 

(124) Silakan ngobrol sambil menikmati hidangan sekadar-nya.  

   どうぞ 喋る しながら 楽しむ 料理  限定副詞-接尾辞 

 「あるがまま（あり合わせ）の料理を楽しみながらどうぞお喋りください。」 

 

例(124)では、名詞 hidangan「料理」を修飾している。意味から見ると、数量的に料理がや

や少ないという意味に解釈できるが、文頭に silakan「どうぞ」という語が現れるので、社

交辞令的な挨拶になる。例えば、お客さんが家に来たとき、色々な食べ物を出し勧める。

このような場合は、実際には食べ物の量は多いものの、謙遜して sekadarnya を使用する。

一方、もし silakan「どうそ」という語が出現しなければ、sekadarnya は単にやや少ない

という意味を表す。 

 構造から見ると、sekadar と sekadarnya は同じように動詞および名詞を修飾できるが、

修飾している語の位置が異なる。sekadar は後接する語を修飾し、sekadarnya は前接する

語を修飾する。ただし、接尾辞-nya は sekadarnya に前接する語と関連して限定されるも

のが存在することを示している。一方、意味の面でも類似点が見られる。se-kadar の se-

にはもともと「一」という意味があり、それは値が大きいとも言えないし、小さいとも言

えない。したがって、sekadar も sekadarnya も、物事がそれ以上でもなくそれ以下でもな

いことを表している。その一方で、sekadarnya は-nya が示すものの量が少ないことを表す

ので、sekadar と sekadarnya で異なる意味になることもある。 

 

(125) Dia  sekadar  bertanya. 

       彼/彼女 限定副詞  尋ねる  

   「彼/彼女はただ尋ねただけだ。」 

 

(126) Dia  bertanya sekadar-nya. 

       彼/彼女 尋ねる 限定副詞-接尾辞 

   「彼/彼女は一通り尋ねた。」 

 

(125)と(126)の例は以下の図のように記述できる。 
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図 3 

                   解決する（しない） 

sekadar bertanya「尋ねる」        話し合う（しない） 

                          尋ねる（する。それ以上でもないそれ以下でも

なく、ただ尋ねるだけ） 

 

 

図 4 

                                      多く尋ねる     

bertanya「尋ねる」 sekadar-nya       まあまあ尋ねる   

                          やや少ない（尋ねた内容が量的にやや 

少ない） 

                        少なく尋ねる    

 

図 3 では、彼／彼女に対してすることは他にもあり得るが、いくつかの選択肢の中で行う

のは被限定要素「尋ねる」だけで、それ以上「解決する、話し合う」といったことはしな

い。ただ、何もしないわけではない、という意味を表す。一方図 4 では、sekadarnya が前

に現れる物事に関連する量を表し、尋ねる内容が多くはないが少な過ぎでもないことを表

す。「やや少ない」レベルに相当する。  

       

3.6 まとめ  

 以上、限定表現 sekadar の構文と意味用法、及び sekadar-nya 構文で形成された派生語

について考察を行った。『インドネシア語大辞典』では、sekadar の意味は 2 つだけ挙げら

れている。限定副詞としての sekadar と派生語 sekadar-nya の意味である。それぞれの意

味用法の特徴の説明がなされていないので、他の限定副詞とよく使い方の混同が起きる。

sekadar が限定副詞としてどのような特徴を有するか，構造的特徴に合わせて、その使い分

けを明らかにした。sekadar は述語および目的語にしか前接しないことが分かった。また、

意味の面では、それ以上でもそれ以下でもない単なる動作・物を表現し、それ以上ではな

いことを強調したり、それ以上はあるがそれ以下はないことを表現したりすることもある

ことが明らかになった。派生語 sekadar-nya の場合、『インドネシア語大辞典』では「必要

性のバランスをとれた」という意味だけが書いてあり、数量的の意味の説明が見当たらな

い。本稿では，むしろ sekadar-nya のポイントはある物事の割合あるいは値がやや少ない

ことを表すことにあるということを明らかにした。 
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4. 限定副詞 semata-mata の構文と意味用法 

 

4.1 はじめに 

 semata-mata は書き言葉に現れることが多く、フォーマルな話し言葉でもよく使われ

ている。日常の話し言葉では、semata-mata を使うとかたすぎるので、その代わりに hanya

あるいは saja に置き換える傾向がある。semata-mata の文は全てが hanya あるいは saja

に置き換え可能であるが、逆に hanya と saja の文は semata-mata にいつでも置き換えら

れるわけではない。要するに、semata-mata は hanya と saja と完全に同じとは言えない。

semata-mataの研究は管見の限り限定副詞hanya、sajaに比べれば数少ない。semata-mata

の例文を以下に挙げる。 

 

(127) Hal  itu  Shinta lakukan semata-mata untuk  anak-nya.  

こと その 人名  やる  限定副詞  ～のため 子供 彼／彼女 

「そのことはシンタさんがもっぱら子供のためにやる。」 

(Tabloid Nova 2016/08/27) 

 

(128) Dia   datang semata-mata dengan maksud baik.  

彼/彼女 来る  限定副詞  に   意図  いい 

「彼/彼女はもっぱらいい意図を持ってやって来る。」  

 

(127)～(128)のような semata-mata が現れる文の構造を明らかにする必要がある。限定副

詞としてどのような特徴があるか、分析する必要がある。データを分析しながらそれぞれ

の構造的特徴と意味的特徴を見ていく。 

 

4.2 semata-mata の語源 

 semata という語は比喩的な表現で限定副詞の一つである。もともと semata は mata と

いう語に由来し、接頭辞 se-26が前接し、semata という形になる。前節に述べた限定副詞

sekadar と同じく接頭辞 se-＋語根名詞で形成されるが、名詞の種類だけが異なる。kadar

「値」は抽象的な名詞の類で、mata は具体的な「目」という意味である。semata は接頭

辞 se-＋語根 mata「目」で形成され、「1 つの目」という意味になる。ただし、semata は

                                                   
26 Chaer (2011: 262)によると、接頭辞 se-の機能は副詞を形成することでり、五つの意味に分類すること

ができる。とりわけ、助数詞と特定の名詞に前接する場合は satu「1 つ」という意味になる。例えば se-botol 

(satu botol)は「1 つのボトルあるいは 1 本」という意味である。場所を表す名詞に前接すると、seluruh

「全部」という意味になる。例えば、se-Indonesia (seluruh Indonesia)は「全てのインドネシアあるいは

インドネシア全国」という意味である。形容詞に前接すると、sama「同じ」という意味を表す。例えば、

seluas (sama luas)は「同じ広さ」という意味である。そして、いくつかの動詞に前接すると、pada waktu

「～ときに」という意味を表す。例えば、se-pulang (pada waktu pulang)という語は「帰るときに」とい

う意味である。最後に、可能動詞に前接すると sebanyak/seberapa「どれほど」という意味になる。例え

ば、se-dapat (seberapa bisa)は「できるだけ」という意味になる。 
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「1 つの目」という意味では単独で使えず、副詞としての意味「もっぱら/単に」でよく使

用されている。また、特別な語に前接すると「1 つの目」あるいは「もっぱら/単に」とい

う意味でなく、別の意味に変わる場合も見られる。例えば semata wayang「一人っ子」、

semata kaki「くるぶしまで」のような例がある。 

一見、実際の意味の semata「1 つの目」と比喩的な意味の semata の間に関連性がない

ように見えるが、詳細に見てみれば関連性がある。このことに関しては意味用法の節で詳

細に記述する。なお、semata-mata は反復の副詞の類であり、semata の部分畳語 2 の重複

語27の形である。部分畳語 2 について Chaer (1994), Parera (1994) は、語根あるいは形態

の語尾を繰り返した畳語であると指摘している。semata-mata の畳語はもともと語根 mata

の繰り返しで形成されているが、2 番目の mata は接頭辞 se-に前接されないので、そのた

めこの副詞は部分畳語の副詞類と言われている。 

 

4.3 semata-mata の基本的構造（焦点化構文） 

文中での semata-mata の特徴は、限定される要素の前に前接し、ほとんどの場合、接続

詞あるいは前置詞と共起することである。インドネシア語では、接続詞は文中で前置詞の

機能に変わることができる。節と節を接続する場合、接続詞として機能しているが、語と

語あるいは句と句を接続する場合前置詞として機能している。限定副詞 semata-mata は接

続詞あるいは前置詞と共起するが、共起可能な接続詞及び前置詞の種類は限られている。

さらに、前節で述べた限定副詞 sekadar と同様に semata-mata で限定できる要素の範囲も

狭いため、「狭い焦点の範囲」とも言われている。semata-mata の焦点になり得る要素を以

下で考察する。 

 

(129) Motif pembunuhan keji  itu semata-mata karena cemburu.  

動機 殺害    卑劣 あの 限定副詞 だから 嫉妬した 

「あの卑劣な殺害の動機はもっぱら嫉妬だ。」 

(Kompas 2016/07/31)  

焦点化構文 

Motif pembunuhan keji itu [ semata-mata [PRE KARENA CEMBURU]] 

 

(129)は因果関係の文であり、それは前置詞 karena「だから」で示されている。もともと

karena は接続詞であるが、語 cemburu と接続しているので前置詞として認められる。限

定副詞 semata-mata の出現は、焦点化構文から分かるように、KARENA CEMBURU「嫉

妬したから」に注目させる機能を果たす。 

 

                                                   
27 インドネシア語の重複語は様々あり、Chaer (1994)と Parera(1994)は 5 つに分類している。すなわち、

「全体重複語」、「交互重複語」、「部分重複語」、「挿入重複語」と「接辞重複語」である。 
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(130) Tujuan saya berkunjung ke sini semata-mata untuk menghilangkan rasa rindu  

目的  私 訪れた  に ここ 限定副詞  ため なくす  感じる 恋しい 

kepada  ayah dan ibu.  

に対する 父 と 母 

「私がここを訪れた目的は、もっぱら父と母に対する恋しさをなくすためだ。」 

 

焦点化構文 

Tujuan saya berkunjung ke sini [semata-mata [CON UNTUK [VP MENGHILANGKAN 

RASA RINDU [PRE kepada [ayah dan ibu.]]]]] 

Tujuan saya berkunjung ke sini [semata-mata [CON untuk [VP menghilangkan rasa 

rindu [PRE kepada [ AYAH DAN IBU.]]]]] 

Tujuan saya berunjung ke sini [semata-mata [CON UNTUK [VP MENGHILANGKAN 

RASA RINDU KEPADA AYAH DAN IBU.]] 

 

例(130)は、目的を表す複文である。目的は接続詞 untuk「ため」で示されている。

semata-mata は従属節の接続詞 untuk に前接し、UNTUK MENGHILANGKAN RASA 

RINDU「恋しさをなくすため」を焦点化する。この文で semata-mata の焦点になりうる

要素は 3 つあると考えられる。動詞句以外は、前置詞句 KEPADA AYAH DAN IBU「父と

母に対する」、及び従属節の全文 UNTUK MENGHILANGKAN RASA RINDU KEPADA 

AYAH DAN IBU「母と父に対する恋しさをなくすため」の焦点化も可能である。 

 

(131) Impor bahan pangan semata-mata demi  stabilitas harga.  

輸入 材料  食料 限定副詞 ～のため  安定  値段 

「食料品の輸入はもっぱら値段の安定のためである。」  

(Kompas 2013/08/19) 

 

Impor bahan pangan [semata-mata [PRE DEMI [NP STABILITAS HARGA.]]]  

 

次に(131)では、前置詞 demi「のため」が名詞句 STABILITAS HARGA「値段の安定」と

ともに semata-mata と共起する。この前置詞句は semata-mata の直後焦点になる。 

 

(132) Dia   datang semata-mata dengan maksud baik.  

彼/彼女 来る  限定副詞  に   意図  いい 

「彼/彼女はもっぱらいい意図を持ってやって来る。」  

((128)再掲) 
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焦点化構文 

Dia datang [semata-mata [PRE DENGAN [NP MAKSUD BAIK]]]  

Dia [semata-mata [V DATANG [PRE dengan [NP maksud baik]] 

 

(132)では、semata-mata は単文に現れ、前置詞句に後接される。この場合、前置詞句は

semata-mata の焦点になり得る。インドネシア語の前置詞には様々なものがあり、全てが

semata-mata の焦点になり得るわけではない。semata-mata は、ほぼ、道具あるいは方法

を表す前置詞 dengan「で／に」と動作主を表す前置詞 oleh「に」にしか共起しない。これ

ら以外の前置詞句は共起しにくい。以下で、場所を表す前置詞句の例を見てみよう。 

 

(133) #Dia   pergi semata-mata ke Jakarta. Lit 

彼/彼女 行く 限定副詞  へ ジャカルタ 

 

この文はsemata-mataがke Jakarta「ジャカルタへ」という場所を表す前置詞句と共起し、

不自然である。semata-mata は場所を表す前置詞句と共起しにくいが、他の限定副詞に置

き換えれば可能である。さらに、(132)のような文はもともと焦点化する要素に 2 つの可能

性がある。semata-mata を動詞 datang「来る」の前に移動することができ、この場合は動

詞が semata-mata の焦点になる。 

 以上から分かるように、semata-mata はほとんど複文及び接続詞あるいは前置詞が共起

する単文に現れることが多い。接続詞及び前置詞が出現しない SVO 語順の単文には現れに

くい。以下に例を挙げる。 

 

(134) a. # Saya semata-mata mencari nafkah.  

      私  限定副詞  探す  生計 

 

 b.  Saya mencari nafkah semata-mata untuk hidup. 

      私  探す  生計      限定副詞  ため 生きる 

   「私はもっぱら生きるために仕事をする。」 

焦点化構文 

Saya mencari nafkah [semata-mata [PRE UNTUK [ HIDUP]]] 

Saya [semata-mata [VP MENCARI NAFKAH [PP untuk hidup.]]] 

 

(134a)は文法的には不自然な形でなく、動詞句に前接できる。ただし、接続詞あるいは前置

詞句がないため、違和感があり、文がまだ完成していないと感じられる。実際の会話では、

もし saya semata-mata mencari nafkah と言えば、必ず相手から「だれのため」「何のた

め」などと聞かれる。一方、(134b)では、文末に前置詞句 UNTUK HIDUP「生きているた
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め」の出現が見られ、自然に感じられる。また、semata-mata の位置から見ると、(134a)

で不自然で、逆に(134b)では、2 つの部分が焦点になり得る。前置詞句焦点「生きているた

め」と動詞句焦点「仕事をする」である。 

次に、semata-mata を否定の形にする場合、否定語 bukan「～ではなく」と tidak「～な

い」に前接される。以下の例を考察する。 

 

(135) Gas  bumi bukan semata-mata komoditas, 

ガス 地球 ではない限定副詞  商品   

tapi juga sebagai modal pembangunan. 

しかし も として 資金 開発 

「天然ガスはもっぱら商品だけでなく、開発の資金としてもある。」 

(Kompas 2017/01/24) 

 

焦点化構文 

[NP Gas bumi [bukan semata-mata [ N KOMODITAS ]]]（省略） 

 

(136) Bisnis   ini  tidak  semata-mata untuk meraih   keuntungan tetapi  

ビジネス この ～ない 限定副詞  ため  手に入れる 利益   しかし 

juga menyelesaikan masalah.  

も  解決する  問題 

「このビジネスはもっぱら利益を手に入れるためだけでなく、問題も解決する。」 

(Kompas 2017/03/01) 

 

焦点化構文 

[NP Bisnis ini [tidak semata-mata [PRE UNTUK) [MERAIH KEUNTUNGAN]]]省略 

 

(135)では、semata-mata は名詞 komoditas「商品」に前接するので、否定にすると bukan

という名詞の否定語が使用される。ただし、この文は名詞を否定しているのではなく、限

定副詞 semata-mata を否定しており、bukan semata-mata「だけではなく」という形にな

る。 (136)は、動詞句に前接するので、動詞の否定語 tidak を使っており、tidak semata-mata

という形になる。このような文は、限定される焦点が唯一のものではなく、追加されるも

のがあり、それが接続詞 tetapi「しかし」で示されている。 

semata-mata の焦点化構文を以下の表にまとめる。 

 

 

 



80 

 

表 6 semata－mata の焦点化構文 

semata-mata の焦点 

直後焦点 

 述語（動詞・動詞句、普通名詞句） 

 接続詞（目的と理由を表す接続詞） 

karena, untuk, supaya の出現が多い。 

 前置詞句（目標、理由、方法、動作主を表す前置詞 untuk, 

karena, dengan, oleh の出現が多い。） 

 「人称代名詞、主語、目的語は不可」 

 

4.4 semata-mata の意味特徴 

 インドネシア語では、辞書に単語が載っているだけで、semata に関する意味用法の先行

研究はほとんどない。また semata-mata の意味を辞書で調べると、「semata を参照」とい

う説明しかない。実際は、semata-mata を副詞の種類から見ると、部分畳語 2 の重複語の

形であり、重複形であることと semata-mata の意味は関係があると考えられる。インドネ

シア語の重複形の意味は 6 つ28に分けられ、semata-mata は「強めたり深めたりする」と

いう意味に分類できる。このような重複形は、semata-mata の語根 mata「目」自体の意味

ではなく、1 番目の接頭辞 se-が付く単語の意味になる。例えば、sekonyong-konyong「突

然」、semata-mata「もっぱら」などである。semata-mata の場合は semata という単語の

意味になり、重複形の形にすれば semata 自体の意味を強調する。そのため semata-mata

は重複形であっても semata の意味と同じであるが、ただ semata-mata のほうがより強調

の意味が強い。辞書的意味の semata の定義については『インドネシア語大辞典』(1988)

の指摘を参考にすると、以下のように分類できる。 

 

a. hanya 「だけ/しか～ない」 

b. satu-satunya「唯一」  

 

『インドネシア語大辞典』(1988)において、限定副詞としての semata の意味は非常に簡単

に説明され、限定副詞 hanya（第 1 節、第 2 節参照）の意味と同じだと述べられている。

そして satu-satunya「唯一」の意味を含むという説明がなされている。いずれの意味も限

定を指すが、どのような限定の意味を表すのか、詳細な説明がない。また、他の限定副詞

                                                   
28 インドネシア語の重複語の意味は、Dedi Suryadi (2006)によると、6 つに分かれている。1.主に複数や

数量の多さを表す。例えば、buku-buku「たくさんの本」、negara-negara「国々」など。2.意味を強めた

り、深めたりする。3.植物、動物、昆虫を表す。例えば、kupu-kupu「蝶々」、biri-biri「羊」、malu-malu 

(mimosa pudica)など。4.様子、類似（メタファー）を表す。例えば、ke-barat-barat-an「西洋っぽい」、

ke-merah-merah-an「赤っぽい」など。5.まじめさ、積極的な態度を表す。例えば、habis-habis-an「精

一杯」、ter-gila-gila「熱中する」など。6.「いくら～でも」という意味を表す。例えば、se-jahat-jahat「い

くら悪くても」、se-pahit-pahit「いくら苦くても」などである。 



81 

 

hanya の意味も含んでいても、意味がまったく同じだとは言えない。他の限定副詞に比べ

れば、semata-mataの限定の意味はバリエーションがないと思われる。以下に semata-mata

の例を挙げなら考察する。 

 

(137) Motif pembunuhan keji  itu semata-mata karena cemburu.  

動機 殺害    卑劣 あの 限定副詞 だから 嫉妬した 

「あの卑劣な殺害の動機はもっぱら嫉妬からだ。」 

((129)再掲) 

 

(138) Impor bahan pangan semata-mata demi  stabilitas harga.  

輸入 材料  食料 限定副詞 ～のため  安定  値段 

「食料品の輸入はもっぱら値段の安定のためである。」  

 ((131)再掲) 

 

(137)では、接続詞 karena に示される因果関係の文で、限定副詞 semata-mata に限定され

る要素は karena cemburu「嫉妬したから」という語句である。一般的な限定の意味として

は限定された cemburu 以外の要素は排除されることになる。しかし、こうした典型的な限

定の意味はどの限定副詞(hanya, saja, sekadar)でも持っている。semata-mata の出現の特

徴は『インドネシア語大辞典』で述べられているように「唯一性」にあるという。しかし、

詳細な説明はされていない。例文から考えると、ほとんどの場合 semata-mata に限定され

る物事は抽象的な物事が多く、それが唯一絶対のこととして捉えられている。 (137)からも

分かるように、cemburu「嫉妬」は抽象的で、話し手にとって「嫉妬」は卑劣な殺害の動

機として唯一絶対のものである。この文の semata-mata を他の限定副詞に置き換えること

は可能だが、semata-mata を使用すると、例えば dendam「口論する」など対照的な他の

の原因は全く考えられないという意味が強い。つまり、殺害事件の唯一の動機は嫉妬とい

う意味が強い。(138)の場合は、目的を含む文であり、目的が接続詞 demi で表されている。

限定される要素 stabilitas harga「値段の安定」は食料品の輸入の目的として唯一絶対のも

のであり、それ以外の目的はあり得ないという意味が強調されている。これらの例から分

かるように、semata-mata は抽象的な要素に対して、それが唯一絶対であることを表して

いる。 

 

4.5 まとめ 

 以上、限定表現 semata-mata の構造と意味用法に関する分析を行い、用いられる文脈で

特徴的なものについて明らかにした。構造から見ると、semata-mata は他の限定副詞と同

様に接続詞あるいは前置詞と共起することが可能であるだけでなく、その出現がより不可

欠である。ただし、出現可能な接続詞および前置詞句は限られている。すなわち、目的と
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理由を表す接続詞 karena, untuk, supaya の出現が多く、目標、理由、方法、動作主を表す

前置詞 untuk, karena, dengan, oleh の出現が多いことが分かった。接続詞あるいは前置詞

の出現がなければ、semata-mata の文が無意味または不自然になる場合もある。他の限定

副詞の場合、接続詞および前置詞が現れない文、いわゆる SVO だけの文に出現することが

可能であるが、semata-mata はこのような文では出現しにくい。 

 意味の面では、他の限定副詞と違って、semata-mata は意味のバリエーションがない。

semata-mata は「唯一絶対」という意味しか表さない。文の特徴は、話し手は対照的な他

の要素が予測できなくて、限定される要素だけを「唯一絶対」のものと捉えているという

ことが明らかになった。 
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第 3 章 

限定副詞の結合の特徴 

 

1. はじめに 

 本章では、インドネシア語の限定副詞に関する研究において限定副詞が結合した構文を

取り上げる。限定副詞の結合は書き言葉でも話し言葉でも使用されているが、日常会話の

ほうがより多く見られる。本章では hanya, saja, sekadar, semata-mata の結合を考察する。

ほとんどの場合、どちらかの限定副詞の意味を強調するため、限定副詞が結合される。た

だし、4 つの限定副詞の中で結合できないあるいは同時に現れることができない組み合わせ

も見られる。 

インドネシア語の限定副詞の結合に関しての研究は管見の限り多くはない。Alwi (2003 : 

201)によると、インドネシア語では副詞が同時に現れると、結合の副詞 adverbia gabungan 

と呼ばれる。実際、結合の副詞の種類は様々あり、その中に結合の限定副詞がある。だが、

限定副詞 hanya と saja の結合の研究しか見られない。どのような結合であるか、以下の例

を見てみよう。 

 

(1) Kamu  hanya  mem-  buang-buang waktu saja.     

あなた 限定副詞 接頭辞  捨てる    時間 限定副詞 

「あなたは時間を無駄にするだけだ。 

 

(2) Hanya   saja   kita   harus     mempersiapkannya secara matang.  

限定副詞 限定副詞 私たち しなければならない 用意する   ～的に 熟慮 

「だが、私たちは熟慮して用意しなければならない。」 

(Alwi 2003: 202) 

 

hanya と saja の結合に関して Alwi(2003)は、上の例文を参照しながら、hanya と saja の

用法は違うが、同時に現れると文の意味を強調し、saja の意味が強く出てくると述べてい

る。一方、hanya と saja が連続して現れると、今度は hanya の意味が強く出てくると述べ

ている。しかし Alwi の説明はこれだけである。次に、4 つの限定副詞の中で結合できない

または不自然な文も見られる。以下の例を見てみよう。 

 

(3) Kamu  boleh         merokok,      hanya jangan diruangan ini (*saja). 

あなた ～してもいい タバコを吸う  接続詞 だめで 部屋  この 限定副詞 

「あなたはタバコを吸ってもよいが、この部屋ではだめです。」  
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(4)  Dia   hanya / sekadar /( *semata-mata) minum kopi   saja. 

  彼/彼女      限定副詞       飲む コーヒー 限定副詞 

 「彼/彼女はコーヒーだけ飲む。」 

 

(5)  *Motif pembunuhan keji  itu  sekadar  semata-mata karena cemburu.  

動機 殺害   卑劣 あの  限定副詞   限定副詞   だから 嫉妬した  

      Lit「あの卑劣な殺害の動機はもっぱら嫉妬したからだ。」 

 

例(3)では、例(1)と同様に hanya と saja が同時に現れるが、例(3)では saja の出現は不自然

と認められる。(4)の場合は、saja と共起する限定副詞として、semata-mata の出現だけが

不自然と見なされている。また、(5)のように、sekadar と semata-mata は結合できない。

これらの例文から見られるように、結合できない限定副詞も存在している。しかし、この

ような例は Alwi(2003)の説明では記述されていない。 

先行研究では hanya と saja がそれぞれ、どのような意味用法のとき結合できるか、また

結合できないかについての説明されていない。また、他の限定副詞 sekadar, semata-mata

と結合する場合どのような組み合わせになるか、意味的にはどの限定副詞の意味が強調さ

れるかについてもまだ明らかにされていない。次節以降では、限定副詞の結合の特徴に関

して、限定副詞の結合の構文をはじめ、結合する際の意味を明らかにしていく。そして結

合できない限定副詞の組み合わせも見ていく。  

 

2. 2 つの限定副詞の結合の構文 

2 つの限定副詞の結合には 2 つの種類がある。語を挟んで現れる限定副詞「副詞＋語＋副

詞」と連続して現れる限定副詞「副詞＋副詞＋語」である。これら 2 つの構文に基づいて 4

つの限定副詞の結合を考察する。 

 

2.1 限定副詞 ＋語＋限定副詞  

このパターンの限定副詞の結合では、被限定要素に前接する副詞と後接する副詞が同時

に現れる。2 つの限定副詞の出現によって被限定要素の意味がより強調される。被限定要素

に前接する限定副詞には hanya(cuma, cuman), sekadar, semata-mata があり、被限定要

素に後接する限定副詞には saja(doang)もある。これらの限定副詞が結合すると、どの副詞

の意味が強くなるか、１つずつ見ていこう。 

 

a. 限定副詞 saja( doang )から見た組み合わせ29  

saja は被限定要素に後接するので、他の限定副詞と結合すると、他の限定副詞は被限定

要素の前に現れる。実際のデータを見ると、saja は他の限定副詞と結合しやすい。日常会

                                                   
29 これまで挙げた例文を基に作者が作成したものである。 
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話では、限定副詞 semata-mata と結合するのは不自然だと考えられる。しかし、公式の場

面では semata-mata と結合するのは自然である。以下に例をあげて考察する。 

 

(6) Tadi  pagi  saya  hanya / sekadar /(* semata-mata)  makan   

さっき 今朝  私       限定副詞        食べる   

roti  saja. 

パン 限定副詞  

 「今朝私はパンだけ食べた。」 

 「今朝私はただパンだけ食べた。」 

 

例(6)では、hanya/sekadar＋makan roti 「パンを食べる」＋saja というパターンである。

このような文は日常会話によく使用されているので、saja は hanya あるいは sekadar に結

合できることが分かる。だが、semata-mata は言い方が硬すぎるので使用できない。さら

に、意味の面から見ると、hanya と saja の組み合わせは、Alwi(2003)に述べられた通り、

hanya が saja の意味をより強調していて、saja の方が意味が強いと感じられる。hanya と

saja はどちらも唯一の物をとりたてるが、hanya は被限定要素に対して「満たさない」と

いうニュアンスを含み、saja はよいか悪いかに関わらず、ただ排他的に取り上げるだけで

ある。ほとんどの場合、両者が同時に現れる際、saja の意味が強く、hanya は意味を強調

しているだけである。もともとは makan roti saja「パンを食べるだけ」という意味であり、

話し手にとってパン以外の食べ物があっても、他の食べ物は関係ないという意味を表して

いる。hanya が出現すると、「それ以外がない」という意味がより強調される。また、hanya

と saja は述語句あるいは目的語が焦点になり得るので、上記の文は saja がとりたてる要素

によって hanya が強調する要素も述語句あるいは目的語になる。 

 一方、hanya と結合するパターンと違って、sekadar に結合する場合は、sekadar の意味

の方が強いと考えられる。sekadar が saja と同時に現れると、述語句 makan roti「パンを

食べる」が焦点になり、目的語だけを強調すると考えるのは不自然になる。また、被限定

要素に対して sekadar の「それ以上はなくそれ以下もない」という意味が強く感じられる。

話し手にとって、「パンを食べる」という動作には特別な理由がない。例えば、今朝家でや

ったことは何もなく、ただパンを食べただけだが、おなかがそんなにすいていたわけでも

ないというニュアンスを表す。そのため、sekadar と saja が同時に現れる際、sekadar の

意味の方が優先で、saja は sekadar の意味を強調していると考えられる。これは、sekadar

自体が単語としての意味を持つ（第 2 章の sekadar 節を参照）ので、他の限定副詞と結合

しても、もともとの意味が残るからだろう。 

 

 

 



86 

 

(7) Hanya /( *Sekadar) /(* Semata-mata)  uang  saja   yang     

限定副詞              お金 限定副詞 関係代名詞  

selalu  dia    pikirkan. 

いつも 彼／彼女  考える 

  「いつもお金のことばかり彼/彼女は考えている。」 

 

例(7)では、sekadar あるいは semata-mata の出現は不自然だが、hanya と結合するのは可

能である。hanya の場合は、上の文と同様であり、saja の意味を強調している。sekadar

の場合は、目的語を限定することがまれなため、「お金」だけが限定されているこの文に現

れることはできない。しかし、sekadar memikirkan uang saja「ただお金のことを考える

だけ」に変えると可能になる。 

 

(8) (*hanya /*sekadar /*semata-mata)  kalau ada   air  saja,   

      限定副詞              ～ば  ある 水 限定副詞   

kita bisa   hidup. 

我々 できる 生きる 

「水さえあれば、我々は生きられる。」 

 

(9) Jangankan kamu, (*hanya /* sekadar /* semata-mata) aku  saja  

まして  あなた    限定副詞                        私 限定副詞 

tidak bisa menghubunginya akhir-akhir ini. 

できない 連絡する  3sg 最近 

「あなたはもちろんのこと私ですら最近彼/彼女に連絡することができない。」 

 

(8)では最低限を表す saja があり、すべての限定副詞と共起できない。(9)も同様で、極限性

を表す saja も他の限定副詞と結合できない。このような saja はとりたてる要素に対して特

定の意味を加えるので、他の限定副詞と結合すると意味が適合せず、文がおかしくなる。 

 

(10) Kamu  tadi  pergi (*hanya /* sekadar /* semata-mata) dengan siapa saja? 

あなた さっき 行く          限定副詞              と  だれ 限定副詞 

  「あなたはさっき誰と誰と行った？」 

 

(11) Dia   dapat berteman (*hanya /* sekadar /* semata-mata) dengan siapa saja. 

彼/彼女 できる 友達になる 限定副詞                    と   誰 限定副詞  

「彼/彼女は誰とでも友達になれる。」 
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例(10)と(11)の文の saja は複数性と不定性を表すため、この場合も他の限定副詞と同時に現

れることができない。疑問詞と共起できる限定副詞は saja だけなので、他の限定副詞が同

時に現れることはあり得ない。 

 

(12)  Kendala kekurangan dana (*hanya /*sekadar /*semata-mata) masih saja terjadi. 

問題  不足   資金  限定副詞              まだ    起こる 

 「資金不足の問題はまだ起こっている。」 

 

(13) Kalau saya terlambat, dia (*hanya /* sekadar /* semata-mata) boleh saja marah. 

  もし  私 遅れる 彼/彼女  限定副詞        してもいい   怒る 

 「もし私が遅れたら、彼/彼女は怒るかもしれない。」 

 

さらに、例(12)と(13)から分かるように、saja にはアスペクト masih「まだ」とモダリティ

boleh「してもいい」をとりたてる用法もある。アスペクトとモダリティと共起する際、saja

が出現しても、もともとのアスペクトとモダリティの意味は変わらない。saja はアスペク

トとモダリティをより強調している。この場合の saja は限定を表していないため、他の限

定副詞と同時に現れることができないと考えられる。 

要するに限定を表す saja は、限定副詞によって制限があるものの、他の限定副詞と同時

に現れることが可能である。ただし、限定の意味以外を表す saja は、他の限定副詞と同時

に現れない。そして、意味の面から見ると、hanya と同時に出現する場合、saja の意味の

方が強く、sekadar と現れる場合、sekadar の意味が強くなる。 

  

b. 限定副詞 hanya(cuma, cuman)から見た組み合わせ 

これは hanya (cuma, cuman) + 語＋限定副詞のパターンである。語に後接する限定 

副詞は saja だけなので、hanya の意味の観点から見た saja との組み合わせについて分析す

る。 

 

(14) Saya hanya   makan  roti  (*saja),    tapi   dia  makan  nasi. 

私 限定副詞 食べる パン 限定副詞  しかし 彼/彼女 食べる ご飯 

「私はパンしか食べないが、彼/彼女はご飯を食べる。」 

 

(15) Mereka berlibur di      Bali  cuma    lima hari (*saja.) 

  彼ら  休み 前置詞 バリ 限定副詞 5 日間 限定副詞 

「彼らはバリで 5 日間しか休んでいない/旅行しない。」 

 

例(14)と(15)の場合、構造的には hanya と saja が同時に現れ得る。しかし、saja の分析で
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見たように、hanya と saja が共起すると、saja の意味が強くて、hanya の不満足というニ

ュアンスが表せなくなってしまう。(14)の場合は、もともとの意味は「パン以外が食べたか

ったが、ないからパンしか食べない」というもので、話し手は満足していない。また、(15)

も同様であり、旅行の期間が短くて話し手は不満足である。このように、hanya の不満足

の意味を強調したい場合は、saja が同時に現れることは相応しくない。 

 

(16) Cuma    kamu  saja   yang     bisa  menghibur  dia. 

限定副詞 あなた 限定副詞 関係代名詞 できる 慰める   彼/彼女 

「あなたこそが彼/彼女を慰められる。」 

 

上の例のように、cuma（hanya の口語）は、主語を限定することが多く、被限定要素に対

して「少なさ」という意味を表している。この場合、前接する副詞は「満たさない」とい

う意味を表さず、ただ「少なさ」だけを表すので、このような文では saja が共起するのが

自然である。 

  

(17) Kamu  boleh       merokok,      hanya jangan diruangan ini (*saja.) 

あなた ～してもいいタバコを吸う、 接続詞 だめで 部屋  この 限定副詞 

「あなたはタバコを吸ってもよいが、この部屋ではだめです。」  

((3)再掲) 

 

例(17)では、hanya は限定副詞としてではなく接続詞として機能している。接続詞の hanya

は、他の要素を限定する saja と同時に現れることはできない。もし、この文が「あなたは

タバコを吸ってもよい、この部屋だけでなく他の部屋でも」という意味なら、hanya と saja

は共起できる。しかし、否定語 jangan が存在することで、hanya が接続詞機能を果たす場

合は、saja と共起することができない。 

 

c. 限定副詞 sekadar から見た組み合わせ 

 限定副詞 sekadar は他の限定副詞と違って、限定できる要素が限られている。他の限定

副詞と組み合わせる場合、構造的にいくつかの可能性があり、その 1 つとして、限定され

る要素の後に同時に saja が出現する。このような文は多く見られるが、hanya＋語＋saja

のパターンと違って、後ろに現れる限定副詞 saja の意味を強調するのではなく、ほとんど

sekadar の意味を強めていると考えられる。sekadar と saja の組み合わは 2 つに分けられ

る。sekadar＋語＋saja の組み合わせと、sekadar-nya＋saja の組み合わせである。以下に

saja との sekadar の肯定文と否定文の組み合わせの例を挙げる。 

 

(18) Aku ingin  sekadar  berada dekat dengan –nya  saja. 
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 私 したい 限定副詞 いる 近い と   彼/彼女 限定副詞 

「私はただ単に彼/彼女の近くにいたいだけだ。」 

(19) Dia      sekadar  teman  saja      bagi -ku. 

彼/彼女 限定副詞 友達  限定副詞 ～にとって 私 

「彼/彼女は私にとってただ友達なだけだ。」 

 

例(18)と(19)は肯定文で、いずれも saja と同時に現れることが自然である。しかし、saja

の意味ではなく、saja の出現によって sekadar の意味がより強調する。(18)の場合、「彼/

彼女の近くにいたい」ことを程度が低い物事として強調している。また、(19)も同様に「友

達」という関係がそれ以上ではなくそれ以下でもないということを強調している。要する

に、このような組み合わせにおける saja は、sekadar の意味を強調するという役割を果た

しているだけである。 

 

(20) Kali ini  dia      tidak  sekadar  melihat wajah seorang sahabat saja. 

回 これ 彼/彼女 否定語 限定副詞 見る  顔  一人  親友 限定副詞 

「今回、彼/彼女はただ親友の顔を見るだけではない。」 

 

例(20)は否定文であり、tidak sekadar＋語＋saja の組み合わせは自然である。また意味の

面でも、tidak sekadar の意味が強く感じられる。 

 次は、2 番目のパターン sekadar-nya＋saja である。このパターンも多く使用されている。

一見限定副詞が連続して現れているように見えるが、実際はそうではない。限定副詞の間

に接語-nya が出現している。接尾辞-nya は、自立語ではないが、名詞の代わりに使用され

るため、sekadar に後接できる。 

 

(21) Dia     memberi uang sekadar -nya     saja   untuk biaya kuliah. 

彼/彼女 あげる お金 限定副詞-接尾辞 限定副詞のため 費用 学校 

「彼/彼女は授業料のために、一通りお金をあげた。」  

 

例(21)では、接尾辞-nya は「お金」のことを表しており、sekadar に後接すると、「話し手

にとってお金の金額は多くも少なくもない」という意味を含意している。sekadar-nya の後

に saja が出現すると、他の sekadar の文と同様に、sekadar の意味が強められる。 

 

d. 限定副詞 semata-mata から見た組み合わせ 

全ての semata-mata の文は saja と共起できる。しかし、saja の文は semata-mata と共

起できるとは限らない。これは、ただ場面の問題だけである。semata-mata は公式の場面

あるいは書き言葉にしか現れない。一方 saja は日常会話及び書き言葉のどちらにもよく使
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用される。両者の違いを以下に挙げる。 

 

(22) Motif pembunuhan keji  itu    semata-mata karena cemburu saja. 

動機 殺害    卑劣 あの  限定副詞    だから 嫉妬した 限定副詞 

「あの卑劣な殺害の動機はもっぱら嫉妬だ。」 

 

(23) # Tadi pagi saya semata-mata makan  roti  saja.  

 今朝  私  限定副詞  食べる パン 限定副詞 

「今朝私はパンだけ食べた。」 

 

例(22)では、限定副詞 semata-mata は限定される要素に対して「唯一絶対」という意味を

与えている。saja の出現によって「唯一絶対」の意味がより強調される。限定副詞として

semata-mata が使われているため、この文が表している場面は日常会話ではなく、ニュー

スや新聞などの公式の場面である。一方、(23)の文は日常会話のため、semata-mata の出

現は不自然であり、saja だけで十分だと考えられる。 

 

2.2 限定副詞＋限定副詞＋語  

 このパターンの限定副詞は連続して現れ、被限定要素に前接する。Alwi(2003)は、hanya

と saja は連続して現れると、hanya の意味が強く感じられると述べている。他の限定副詞

の連続の場合はどうなるのか、以下に考察する。 

 

(24) a. Kamu   boleh        merokok,  hanya  saja   jangan diruangan ini. 

あなた～してもいいタバコを吸う、接続詞  限定副詞 だめで 部屋  この  

「あなたはタバコを吸ってもよいが、この部屋ではだめです。」  

 

 b. Saya hanya   (*saja)   makan  roti  tapi   dia   makan  nasi.  

私 限定副詞 限定副詞  食べる パン しかし 彼/彼女 食べる ご飯 

    Lit「私はパンしか食べないが、彼/彼女はごはんを食べる。」 

 

c. (*Kamu)   boleh       merokok,   saja hanya   jangan diruangan ini. 

あなた  ～してもいい   タバコを吸う 限定副詞     だめで 部屋  この  

  Lit「あなたはタバコを吸ってもよいが、この部屋ではだめです。」 

 

限定副詞の連続のパターンは、被限定要素に前接する限定副詞しか連続できない。被限定

要素に後接する限定副詞 saja は、他の限定副詞と連続しにくい。ただし、接続詞として機

能している hanya とは連続する。この場合は、Alwi(2003)が述べたように、接続詞 hanya
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の意味が強く感じられる。例(24a)の場合、hanya は従属節の文頭に現れ、接続詞の機能を

持っている。このような文では saja との連続は自然であり、多く使用されている。saja は

ただ hanya を強調するためだけに使われている。一方、(24b)の場合、hanya saja の連続の

出現は許されず、非文になってしまう。hanya が限定副詞の機能を持っている場合、saja

とは連続しない。また、(24c)の場合も非文になる。普通は、限定副詞が連続で現れる場合、

位置を変えても意味が変わらないので、どちらが先に現れても問題なく、文的には自然で

あるが、hanya saja の場合だけは位置が決まっていて、逆だと非文になる。 

 

(25) Ini  hanya  sekadar   hobi,  tidak  lebih dari  itu.  

     これ 限定副詞 限定副詞 趣味  否定語 より から あの 

  「これはただ趣味に過ぎない。」 

(http://bahasaindonensia.web.fc2.com/ke20.html) 

 

例(25)は、限定副詞 hanya sekadar の連続である。実際の使用では、sekadar hanya の連

続も見られるが、データでは多く見られない。出現位置が逆でも、意味は変わらない。多

くは hanya が sekadar の前に現れるが、hanya の意味の方が強いとは言えないと考えられ

る。hanya と sekadar の連続の関係について Alwi(2003)には何の言及もないが、hanya と

saja の連続の関係に基づいて、最初に現れる副詞の意味の方が強いとは言えないと考えら

れる。hanya sekadar の場合は、例(25)に見られるように、被限定要素「趣味」は「それ以

上ではなくそれ以下でもない」というニュアンスがまだ強く感じられるので、sekadar 自体

の意味がまだ残っている。また、hanya は最初に出現しても sekadar の意味をただ強調し

ている。要するに、hanya sekadar の場合は、出現位置に関係なく sekadar の意味が強い。 

 

(26) Dia   hidup  hanya   semata-mata mengandalkan harta dan tahta. 

彼/彼女 生きる 限定副詞  限定副詞  頼りにする  財産 と 権力 

「彼/彼女はもっぱら財産と権力を頼りにするだけで生きている。」 

 

(27) Peristiwa sejarah ini  tidak  semata-mata hanya  menjadi cerita yang  

出来事  歴史 この 否定語 限定副詞  限定副詞 なる 話  関係代名詞 

dikisahkan secara     turun-temurun.  

   語られる やり方による  代々 

  「この歴史の出来事は、もっぱら代々に語られた話だけではない。」 

(detiknews 2016/08/03) 

 

例(26)と(27)では、限定副詞 hanya と semata-mata が連続して現れる。hanya が先に現れ

るもの、semata-mata が先に現れるもの、どちらも公式の場面で使用率が高い。このパタ

http://bahasaindonensia.web.fc2.com/ke20.html
http://www.coursehero.com/
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ーンも sekadar と同様に、hanya の出現はただ semata-mata の唯一性の意味を強調してい

るだけである。 

 なお、上の考察を見て分かるように、限定副詞の連続の出現は hanya saja、hanya sekadar 

(sekadar hanya)、hanya semata-mata (semata-mata hanya)が可能であるが、sekadar 

semata-mata の連続はデータに見当たらない。また日常会話でもこの連続は不自然だと考

えられる。 

 

(28) *Motif pembunuhan keji  itu  sekadar  semata-mata karena cemburu .  

動機  殺害     卑劣 あの 限定副詞 限定副詞    だから 嫉妬した 

Lit「あの卑劣な殺害の動機はもっぱら嫉妬したからだ。」 

 

例(28)のような文の sekadar と semata mata の連続は、構造的そして意味的に不自然であ

る。意味の面から見ると、同じ限定副詞であっても、基本的には sekadar と semata-mata

は違う意味を持っているので、連続で現れると変な意味になってしまう。semata-mata は

被限定要素に対して唯一性の意味が強く、唯一絶対という意味を表している。一方、sekadar

の場合は、被限定要素に対して、それ以上ではなくそれ以下でもない、という意味を表し

ている。そのため、いずれの副詞もそれ自体の意味が強いので、連続で現れると意味がぶ

つかって不自然になると考えられる。 

 

3. 3 つの限定副詞の結合の構文 

 3 つの限定副詞の組み合わせは、主に話し言葉で多く見られる。インドネシア語では書き

言葉であれ、話し言葉であれ、ある物事を強調したい場合は、強調したい言葉にストレス

を置く、あるいは 1 つ以上の副詞を使って強調するという傾向がある。1 つの副詞だけでは

物足りないニュアンスがある。限定副詞の使用でも同じであり、書き言葉では限定副詞が 2

つまでしか現れないが、話し言葉では同時に 3 つ現れることも普通である。限定副詞が 3

つ現れても特別な意味は表さず、ただ 1 つの限定副詞の意味を強調するだけである。主に

真ん中に現れる限定副詞の意味が強調されると考えられる。以下のパターンを見てみよう。 

 

限定副詞＋限定副詞＋語＋限定副詞 

 このパターンは 2 つの限定副詞が被限定要素の前に連続し、そのあと残り 1 つの限定副

詞は被限定要素に後接する。3 つの限定副詞の組み合わせは 2 つの組み合わせに比べれば、

出現位置が決まっている。以下に例を挙げる。 

 

(29) Ini  hanya  sekadar   info saja,   semoga     bermanfaat. 

  これ 限定副詞 限定副詞 情報 限定副詞 ～でありますように 役に立つ 

「これはただの情報だけだ、役に立つように。」 
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例(29)は、hanya＋sekadar＋語 info＋saja の組み合わせである。この文はもともとの限定

副詞 sekadar に、hanya と saja が加えられたもので、sekadar の意味がより強まっている。

hanya と saja がなくても文自体の意味が変わらないのに対し、sekadar の出現は不可欠で

ある。 

 

(30) Dia   memberi uang hanya   sekadar-nya   saja   untuk biaya kuliah. 

      彼/彼女 あげる お金 限定副詞 限定副詞-接尾辞 限定副詞 ため 費用 学校 

「彼/彼女は授業料のために、一通りお金をあげた。」  

 

例(30)も同様に、hanya＋sekadar-nya＋saja のパターンである。sekadar-nya が主要な限

定副詞であり、hanya と saja は sekadar-nya の意味を強調する。 

 

(31) Dia  hidup  hanya   semata-mata mengandalkan harta dan tahta saja. 

彼/彼女 生きる 限定副詞  限定副詞  頼りにする  財産 と 権力 

「彼/彼女はもっぱら財産と権力を頼りにするだけで生きている。」 

 

例(31)の場合 hanya、semata-mata、saja の組み合わせである。semata-mata の出現によ

り、被限定要素「財産と権力を頼りにする」に対して「唯一絶対」の意味が強く表され、

hanya と saja の出現は「唯一絶対」の意味を強調している。hanya と saja の出現は省略で

きるが、semata-mata の出現は不可欠である。 

 

4．まとめ 

 以上、それぞれの限定副詞の結合の特徴の分析を行った。限定副詞自体の意味が、他の

限定副詞と同時に現れるとなくなったり、あるいはより強まったりする場合が見られた。

また、hanya と saja の位置に関しては Alwi(2003)の考察が、他の限定副詞の組み合わせに

は適用できないことが分かった。限定副詞の結合の特徴を以下の表にまとめる。 
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表 6 各限定副詞の可能・不可能な結合 

副詞 + 語 +副詞 

 

副詞 + 副詞 + 語 副詞 +副詞 + 語 +副詞 

 hanya＋語＋saja(可能)

（限定の意味、saja の意

味が強い） 

 hanya＋語＋saja（不可）

（限定以外の意味） 

 hanya＋語＋saja

（hanya「満たさない」

の意味を強調したい場

合、不可） 

 hanya＋語＋saja（可能） 

（hanya「少ない」の意

味） 

 hanya＋saja＋語 （接

続詞の場合、可能）

（hanya の意味が強い） 

 hanya＋saja＋語 （限

定副詞の場合、不可） 

 hanya＋sekadar＋語＋

saja （可能） 

（sekadar の意味が強い） 

 

 

 

 hanya＋semata-mata

＋語＋saja（可能） 

（semata-mata の意味が強

い） 

 sekadar＋語（動詞句／

名詞句）＋saja（可能）

（sekadar の意味が強

い） 

 sekadar-nya＋saja（可

能） 

 hanya＋sekadar＋語

（可能）（sekadar の意

味が強い） 

 semata-mata＋語＋

saja （公式の場面なら

可能）（semata-mata の

意味が強い） 

 hanya＋semata-mata

＋語（可能） 

（semata-mata の意味が強

い） 
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第 4 章 

限定副詞 saja, hanya, sekadar, semata-mata の置き換え 

 

1. はじめに 

本章では、第 2 章で考察した限定副詞の構造と意味に基づいて、限定副詞の相違点と類

似点を見ていく。ほとんどの母語話者は直感的に自然な用法が分かっていると考えられる

が、間違った構造を自然と思ってそのまま使ってしまう母語話者も多い。またインドネシ

ア語を外国語として学ぶ学習者には、この 4 つの限定副詞の用法が同じだと認識している

人も少なくないと考えられる。そのため各限定副詞の使い分けの詳細が分かるように、同

じ文で 4 つの限定副詞を相互に置き換えてみて、どの限定副詞が使えるのかを見ていく。

さらに、意味に関してどのような変化あるいは影響があるのかを記述する。この分析によ

り、4 つの限定副詞の相違点と類似点を明らかにする 

 第 2 章で述べたように、各限定副詞にそれぞれの特徴があり、文の中での意味も異なる。

基本的には、どの限定副詞もある唯一の要素を限定し、対照的な他の要素を排除するとい

う意味を持つが、生じるニュアンスが異なる。限定副詞 saja は、被限定要素に対していい

か悪いかに関わらず、排他的解釈を表す。このニュアンスは限定副詞 sekadar と似ている

ところがある。sekadar は中立の評価を表すので（つまり話し手には残念な気持ちや不満足

という気持ちがないので）、saja のニュアンスに近いと言える。一方、限定副詞 hanya の場

合は、基本的には量及び質的に不十分であり、そのことに対する話し手の不満足な気持ち

が含まれているが、場面によってマイナスの評価を含まず、被限定要素に対して「少なさ」

という意味だけを表していることもある。最後に、semata-mata は、よく hanya と意味が

変わらないと言われているが、実際の文を見てみると違いが感じられる。semata-mata は

唯一絶対を表し、不満足の意味が入っていない。そのため、semata-mata と hanya を同じ

意味と見なすのは不適切と考えられる。ただし、semata-mata はかたい言い方なので、会

話では hanya 及び saja で言い換えられる場合が多い。 

以下に同じ文で限定副詞だけを入れ替えた例を挙げる。 

 

(1) a. Obat ini  hanya  mengurangi rasa  sakit, tidak  menyembuhkan. 

薬 この 限定副詞 減らす   感じ 痛み ～ない 治す 

「この薬は痛みを抑えるだけで、治さない。」 

 

  b. Obat ini  mengurangi rasa  sakit saja,   tidak  menyembuhkan.  

      薬 この 減らす   感じ 痛み 限定副詞 ～ない 治す 

   「この薬は痛みを抑えるだけで、治さない。」 
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  c. Obat ini  sekadar  mengurangi rasa sakit,  tidak menyembuhkan. 

      薬 この 限定副詞  減らす   感じ 痛み ～ない 治す 

   「この薬はただ痛みを抑えるだけで、治さない。」 

(第 2 章(111)再掲) 

 

  d. Obat ini  semata-mata mengurangi rasa sakit, tidak  menyembuhkan. 

      薬  この 限定副詞  減らす  感じ 痛み ～ない 治す 

   「この薬はたった病気を抑えるだけで、治さない。」 

 

基本的には、4 つの限定副詞のどれでも使うことができる。hanya, sekadar, semata-mata

は被限定要素に前接し、saja は被限定要素に後接するが、どの限定副詞と共起しても「薬

が病気を抑える」という意味を表すことに変わりはない。ただし、それぞれ構造的な特徴

があり、生じる暗示的な意味も異なっている。薬を飲めば痛みが治るという期待があるが、

この薬は痛みを抑えるだけで、痛みを治してくれない。それぞれの限定副詞は、「病気を抑

える」という被限定要素に対して特別なニュアンスを加え、ただ対象的な他の要素を排除

するだけでなく、話し手が言いたい気持ちを含意している。つまり、(1a)-(1d)の文では、そ

れぞれの限定副詞が暗示している意味が異なっている。 

一方、文によっては一部の限定副詞しか使えない。以下の例を挙げる。 

 

(2)  { Hanya/ *Sekadar/ *Semata-mata }30beliau { saja } yang   cocok  menjadi   

 限定副詞              彼/彼女      関係詞 相応しい なる  

pemimpin{*saja}. 

リーダー 

「彼/彼女こそリーダーに相応しい。」 

 

(3)  Saya { hanya/ △sekadar31/ ?semata-mata32 } minum kopi  { saja } di kafe.  

 私     限定副詞               飲む コーヒー     で カフェ 

「私はカフェでコーヒーを飲むだけだ。」 

 

(4)  Itu  tidak  lebih dari  { *hanya/ sekadar/ *semata-mata } lelucon { *saja }.  

それ ～ない より から    限定副詞                 冗談 

「それはただ冗談にすぎない。」 

 

                                                   
30 各例文の限定副詞は{ }内に表示する。 
31 △は自然な文であるが違う解釈を示す。 
32  ? は不自然な文を示す。 



97 

 

 例(2)～(4)では、例(1)と違って、使うことができない限定副詞が見られる。(2)の場合は、

被限定要素に前接する副詞として hanya しか使えないが、被限定要素に後接する saja で置

き換えることはできる。また例(3)では、hanya または saja の出現が自然であり、sekadar

を使うこともできるが、hanya と saja の焦点と異なるため、解釈が違ってしまう。一方、

semata-mata は、このような会話の中で使うとかたすぎて、不自然な文になってしまう。

このように限定副詞には使い分けがあるので、4 つの限定副詞を詳細に観察し、他の限定副

詞に置き換えられる文と置き換えられない文を分析し、限定副詞の相違点と類似点を明ら

かにする。 

 それぞれの限定副詞は、話し手の言いたいことを暗示しており、異なる態度を伝えてい

る。言い換えれば、限定副詞の選択には主観性の感覚があると考えられる。Lyons (1982: 

102) は 主観性について、“subjectivity refers to the way in which natural languages, in 

their structure and their normal manner of operations, provide for the locutionary 

agent’s expression of himself and of his own attitudes and beliefs”と述べている。主観性

とは、「自然言語が、その構造と通常の働き方の中で言語行為者による自己ならびに自らの

態度・信念の表出に備えている」ものだとしている(澤田 2011: 27 参照)。また、Traugott 

(1995: 32)は、主観性というのは内容を表す意味が話し手の主観的な信念を表現する、ある

いは話していることに対しての話し手の態度を表すことだと述べている。そして、池上

(2011)は、「主観的把握」の場合、話し手は事態の中に身を置き、自らの感覚を通して事態

を直接体験すると述べている。これらの定義を見ると、限定副詞は、ある事態を話し手の

立場から見て、その事態に対する話し手の信念に当てはまるものが用いられていると言え

る。話し手は、選んだ限定副詞によって話し手の言いたい気持ち（不満足、中立、当たり

前など）を表している。これは話し手の主観に影響されていると考えられる。 

主観性と限定副詞の関連性について、Traugott(1995: 43)は英語の主観化の例をいくつか

挙げており、その中に focus particle の even（さえ）がある。この場合は主観性が話の内

容の強さの程度を示している。その結果、うまくコミュニケーションをとることができ、

新しい情報も伝えられる。各限定副詞の置き換えにおいても、生じる意味には主観性に関

わっていると考えることができ、そのことを踏まえて、以下で考察する。 

 

2. 意味に関わる限定副詞同士の置き換え可能・不可能な構文 

この節では、各限定副詞の置き換えについて分析を行う。前接の限定副詞 hanya, sekadar, 

semata-mata と後接の限定副詞 saja は構造的に異なっており、そのまま置き換えると非文

になってしまうため、置き換えの分析に当たっては、それぞれの限定副詞が本来現れる位

置のままで、ニュアンスの違いを見ていく。 

 

2.1 置き換え可能な構文 

同じで文で、どの 4 つの限定副詞でも使える場合もあるが、他の限定副詞には置き換え
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られない場合もある。例(1a)-(1d)から分かるように、この文では、どの限定副詞も自然だと

考えられる。以下で詳しく見てみよう。 

 

(5) Obat ini {hanya/sekadar33/semata-mata} mengurangi rasa sakit {saja}, tidak  

薬 この    限定副詞       減らす  感じ 痛み    ～ない 

menyembuhkan. 

  治す 

「この薬はただ痛みを抑えるだけで、治さない。」34 

  

意味の面では、どの限定副詞でも一見あまり変わらないと感じられるが、実際には違うニ

ュアンスが含まれている。hanya の場合は、話し手が満足していないというニュアンスを

表している。例えば、痛みを感じているときに、薬を飲んで病気が治ることをとても期待

しているが、実際には、薬を飲んでも、痛みはなくなるものの病気はまだ治らない。この

とき、薬の効果は、質的に話し手の基準を満たさない状態にある。sekadar の場合は、hanya

に比べれば話し手の気持ちはそこまで強くなく、薬を飲んでも治らないことを当然のこと

だと感じている。薬の効果は痛みを抑えることであり、それ以上の効果がなくても特に問

題はない。ただ「薬が痛みを抑える」効果があるということだけを伝えたい。一方、saja

は、薬の役割が、いいか悪いかに関係なく、「痛みを抑える」ことだけであることを伝えて

いる。話し手は薬の役割を排他的に取り上げているだけである。要するに、saja は hanya

と sekadar の意味の中間に位置していると考えられる。話し手は、ある基準に対して満足

していないというわけではなく、基準に対して当然と思っているわけではなく、薬の効果

は「病気を抑える」こと以外はないという意味を表している。また、semata-mata の場合

は、ニュアンス的に hanya, saja, sekadar と違って、薬の効果ではなく薬の役割により注

目している。話し手はこの薬について唯一の大切な役割がなんであるかを伝えたい。この

ような場面は例えば、薬局での会話とか、薬の説明シートなどが考えられる。上の文では

semata-mata の後に untuk（ために）という目的を表す前置詞句を入れれば、より自然に

なる。 

 次に否定語と共起する限定副詞の例をみてみよう。 

 

(6) Gas bumi  bukan {hanya/saja/sekadar/semata-mata}komoditas {saja}, tetapi juga  

ガス地球  ではない      限定副詞        商品     しかし も 

sebagai modal pembangunan.  

  として 資金 開発 

                                                   
33 各例文における下線部の限定副詞は資料どおりの文であり、下線がない限定副詞は筆者による置き換え

の分析である。 
34 hanya, aja, sekadar, semata-mata の日本語訳は様々であり、本章では、再掲文の日本語訳だけを使用

する。各限定副詞の当てはまる日本語訳は第 5 章で考察する。 
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 「天然ガスはもっぱら商品だけではなく、開発の資金でもある。」 

(Kompas 2016/11/12) 

 

例(6)では述語名詞 komoditas（商品）が否定語 bukan と共起している。限定副詞 hanya, 

sekadar, semata-mata は否定語と述語名詞の間、限定副詞 saja は述語名詞の後に現れる。

ただし、この構造では saja が他の限定副詞と同様に否定語 bukan の後にも現れ得る。つま

り、否定語と共起する場合、saja は被限定要素に後接することも前接することも可能であ

る。上の文はどの限定副詞に置き換えても構造的には自然である。この例における限定副

詞は、被限定要素を唯一の要素として限定し、対照的な他の要素を排除しているわけでは

ない。要するに、限定副詞は、被限定要素が唯一の要素であることを否定し、他の情報を

追加している。hanya で限定される場合、相手は、天然ガスが商品としてだけ扱われてい

ることに満足していないが、話し手は不満に思う気持ちを強く否定し、他の情報（資金と

しても扱われている）を加えている。saja を使うと、被限定要素が表していることが排他

的に唯一正しい、ということが否定され、「開発の資金」でもあることが示されている。ま

た、sekadar は、天然ガスは商品として扱われることが当然だ。ということを否定し、「開

発の資金」でもあり得ることを伝える。そしてまた、semata-mata の場合はよりフォーマ

ルな場面に使われる。例(6)は新聞に出ている文なので、semata-mata が出現することもあ

り得る。semata-mata が否定語と共起すると、「天然ガスが商品」ということは唯一絶対的

に正しいわけではなく、それ以外のことがまだあり得るという意味になる。要するに、各

限定副詞は否定語と共起すると、いずれも「それ以外のもの／ことがまだあり得る」とい

うことを共通して表す。 

 

(7) { Hanya/ *Sekadar/ *Semata-mata } beliau { saja }yang   cocok   menjadi  

 限定副詞              彼/彼女    関係詞 相応しい なる  

pemimpin{*saja} 

リーダー 

  「彼/彼女こそがリーダーに相応しい。」 

((2)再掲) 

 

この文は「彼／彼女はリーダーになることが相応しい」という意味を表す。限定副詞の出

現は文頭あるいは主語の後でも自然である。しかし、前接の限定副詞のうち使えるのは

hanya だけである。また、hanya は主語だけでなく文全体も修飾することができる。一方、

sekadar と semata-mata の出現は不自然で、主語および文全体を限定することができない。

saja の場合、主語を限定することができるが、文全体を限定することは不可能である。意

味の面では、hanya と saja のニュアンスは同じではないと考えられる。このような hanya

は、話し手にとって「彼／彼女」が唯一人リーダーにふさわしい人だということを表して
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いて、被限定要素に対して「少なさ」というニュアンスを加えている。これは saja のニュ

アンスと少し違っていて、saja の場合、話し手は何人かの中から排他的に「彼／彼女」を

取り上げているだけである。同じ構造の否定文と比べてみよう。 

 

(8) { Hanya/ *Sekadar/ *Semata-mata } dia{ saja } yang  belum  bayar SPP{ *saja }. 

  限定副詞                彼/彼女  関係詞 まだ   払う 学費 

  「彼/彼女だけ学費をまだ払っていない。」 

 

この文は、例(7)と同様であり、hanya と saja が使用可能だが、ニュアンスは異なっている。

hanya は「少なさ」という意味を表しており、「学費をまだ払っていない唯一の人は彼／彼

女」という意味になる。一方、saja は、「学費をまだ払っていない」人として、「彼／彼女」

を排他的に取り上げている。 

 

(9) a Saya { hanya/ △sekadar/ ?semata-mata } minum kopi  { saja } di kafe.  

  私   限定副詞              飲む コーヒー   で カフェ 

「私はカフェでコーヒーを飲むだけだ。」 

((3)再掲) 

b Saya minum { hanya/ *sekadar/ *semata-mata } kopi { saja } di kafe. 

  私  飲む     限定副詞        コーヒー  で カフェ 

「私はカフェでコーヒーだけを飲む。」     

 

   c Saya minum kopi   { hanya/ *sekadar/ *semata-mata } di  kafe { saja }. 

    私  飲む コーヒー    限定副詞         で カフェ 

  「私はカフェでだけコーヒーを飲む。」 

 

例(9)では、限定副詞の位置によって、各限定副詞の出現の仕方が異なる。上に見られるよ

うに、semata-mata はもっとも現れにくい。述語をはじめ、目的語および前置詞を伴う場

所を表す句には前接できない。(9a)の場合は述語に前接しているが、semata-mata を使う

とかたすぎるため、不自然になる。次に、sekadar は、(9b)(9c)の場合、目的語と場所を表

す句に前接できないので、非文になる。一方、(9a)では構造的及び意味的に自然だが、hanya

と saja とは違う解釈になる。hanya と saja はどの文でも使え、構造はもちろんのこと、ニ

ュアンスは違うが、被限定要素の集合も同じである。例えば、hanya minum kopi, minum 

kopi saja の場合、対照的な他の要素は（パンを食べる、お茶を飲むなど）飲食物に限られ

ている。それに対して、sekadar は対象的な要素が飲食物に限られず、より広い範囲になる。

すなわち、（本を読む、友達と会うなど）動作に関する述語句が対照的な要素になる。sekadar

の表現は、述語句 minum kopi に対して、それ以上の動作（本を読む、友達と会うなど）
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をせず、カフェで（コーヒーを飲む）という当然のことだけをするという意味を表す。一

方、例(9a)は hanya と saja で違う解釈になる。hanya は、他の飲み物がなく、コーヒーし

か飲めないという意味で、コーヒー以外の飲み物があることを予測していたのに、他の飲

み物がないので、不満な気持ちが含まれている。逆に、saja は、コーヒーを飲む以外に、

他の食べ物を食べたり飲んだりすることも可能だが、話し手自身は排他的に「コーヒーを

飲む」ことだけしかしない、という意味を表している。また、(9b)(9c)は、それぞれ、より

特定の要素である目的語「コーヒー」と前置詞句「カフェで」を限定している。 

 

(10) Anak-nya       { hanya/ *sekadar/ *semata-mata } 2 orang { saja }. 

子供 彼/彼女   限定副詞                人 

   「彼/彼女の子供は 2 人だけだ。」 

 

(11) Untuk  menyelesaikan pekerjaan ini  { hanya/ *sekadar/ *semata-mata }  

ために 終わらせる   仕事  この   限定副詞 

butuh 1 jam { saja }.    

要る  時間 

 「この仕事を終わらせるために、1 時間だけいる。」 

 

次に、例(10)(11)では、数字が限定副詞の被限定要素になる。しかし、上から分かるように

sekadar と semata-mata は非文で数字に前接できない。hanya と saja を比較して見てみ

よう。例(10)と(11)の hanya は同様に量的に満たさない状態を表すが、ニュアンスは少し異

なる。例(10)の場合、hanya に「まだ足りない」あるいは「少ない」という意味が含まれ、

話し手にとって量的にまだ基準を満たしていない。例えば、彼／彼女の子供は 2 人だけで、

話し手は量的に少ないと考えている。あるいは、A さんは 4 人子供がいて、B さんは 3 人

子供がいるが、C さんには 2 人しか子供がいない。話し手自身は、子供は 3 人以上がいい

と考えていて、C さんの子供の数はそれより少ない。このように、子供の人数が量的に基準

を満たしていないため、hanya で表現される。一方、例(11)の hanya は、「1 時間」を限定

しているが、「終わらせる」という動詞と共起している。「1 時間だけで終わらせる」ことは

話し手にとっていいことだが、量的に基準を満たさない点では(10)と共起している。例えば、

話し手は、最初、仕事を終わらせるにはもっと時間がかかると思っていたが、実際やって

みると、推測ほど時間がかからず、短い時間で終わらせることができる。つまり、最初の

推測より、かかる時間が量的に少ない。このような場合、hanya は、いい意味で量的に基

準を満たさないことを表す。また、相手が、短い時間で終わらせることをあまり望ましく

思っていない場合、hanya が使える。ただし、話し手の捉え方の方が優先される。なお、

saja に置き換えると、いいか悪いかは関係なく、より中立的な意味を表す。例(10)の場合、

話し手は、子供は 2 人で十分だと考えている。あるいは、最初から、相手の子供は 2 人だ
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けだと予想している。例(11)の場合は、最初から「1 時間だけで仕事を終わらせる」ことに

自信を持っていて、1 時間という時間は仕事を終わらせるのに十分な時間と考えている。要

するに、saja で表現する方が十分というニュアンスが強い。 

 

(12) a Saya { hanya/ sekadar/ *semata-mata } mencari nafkah { saja }. 

  私  限定副詞             探す  生計 

「私はお金を稼ぐだけだ。」 

 

b Saya { hanya/ sekadar/ semata-mata } mencari nafkah untuk hidup { saja }. 

   私  限定副詞            探す  生計  ために 生きる 

 「私はもっぱら生きるために仕事をする。」 

 

次に、第 2 章で考察した semata-mata の特徴に注目する。(12a)では、semata-mata が述

語動詞句に前接しているが、このように semata-mata が動詞句を限定するのは不自然に感

じられる。なぜかというと，semata-mata の文は目的，理由，方法などを表す前置詞句と

共起することがほとんどなのに、それらが文の中に現れていないからである。例(12b)に見

られるように，untuk「ために」という目的を表す前置詞句と共起すると，semata-mata

の出現は自然になる。一方，(12a)(12b)は、hanya と saja に置き換えても自然である。た

だし，意味の面から見ると，少しニュアンスが違う。semata-mata は untuk hidup「生き

るため」を限定し、お金を稼ぐ唯一絶対の目的は生きるためであるという意味を表してい

る。話し手にとって，被限定要素はとても大事なことなので，それ以外の目的があっても

生きることが優先する。言い換えれば，「生きる」ことより大切なことはないというニュア

ンスを表している。逆に hanya の場合は，お金を稼ぐ目的に関して、生きるためだけでは

基準を満たしていないと感じている。一方，saja は，生きるためにお金を稼ぐことがいい

か悪いかは関係なく、お金を稼ぐ目的として「生きるため」ということを排他的に取り上

げていて、それ以外の目的は無関係というニュアンスが強い。上の文における各限定副詞

の意味は，主観的に違うニュアンスがある。 

 限定副詞同士の置き換えが可能な文に関しては、構造から見れば，hanya と saja は焦点

化構文が広いことが分かった。一方，sekadar と semata-mata は焦点化構文が狭い。意味

の面からは，置き換え可能であっても，意味がまったく同じとは言えないことが分かった。

各限定副詞には特徴があるが，意味的に似ているところもある。semata-mata の文は，多

少ニュアンスは違うが，口語で hanya と saja に置き換えることができるが，逆に hanya

と saja の文はほとんど semata-mata に置き換えられない。 

 

2.2 置き換え不可能な構文  

 置き換え不可能な構文は、1 つの限定副詞しか使えず、他の限定副詞に置き換えると、構
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造的および意味的に不自然になる。置き換えられない構文は、ほとんどの場合、限定され

る要素が一般の限定の意味ではなく、別の特定の意味を表している。以下に例を挙げられ

る。 

 

(13) Kenapa { *hanya/ *sekadar/ *semata-mata } saya-saya { saja } yang  

     なぜ   限定副詞             私            関係詞   

dipanggil-nya,      padahal ada orang lain?  

呼ばれる 彼/彼女   ～のに いる 人 他 

「他の人がいるのに，なぜ私ばかり呼ばれたの？」 

 

例(13)の saja は、多数性の限定を表している。主語（私）が繰り返されることで多数性の

saja の意味がより強調されている。「私」という語が繰り返されていても、複数形を表す「私

たち」という意味にはならない。このような文は、他のどの限定副詞で置き換えて、も不

自然になる。被限定要素が単数形「私」であれば、まだ他の限定副詞の可能性もあるが、

その場合の意味は、多数性ではなく一般の限定になる。多くの場合、複数性を表す際、被

限定要素を繰り返すだけでなく、イントネーションも変化する。 

 

(14) Mengapa semalaman anak-mu {*hanya/*sekadar/*semata-mata}menangis {saja}? 

     なぜ   一晩中  子供 あなた    限定副詞       泣く 

  「なぜ一晩中あなたの子どもはずっと泣いてばかりいるの？」 

 

(15) Jangankan di kota besar, sekarang { *hanya/ *sekadar/ *semata-mata } di kota 

    まして  に 町 大きい 今    限定副詞           に 町  

kecil { saja }  banyak  pertokoan.   

小さい    たくさん ショッピングモール 

「大きな町にはもちろんのこと，今小さい町ですらショッピングモールがたくさんある。」 

 

次に、持続性と最低限を表す saja の文も、他の限定副詞では置き換えられない。例(14)で

は、持続性の saja のニュアンスが時間を表す副詞 semalaman「一晩中」によって強調され

ている。「一晩中」の出現がなくても意味は変わらない。しかし、saja を hanya に変えると、

文がおかしくなる。なぜかというと、「一晩中」は長い時間がかかるということであり、逆

に hanya は数字が少ないことを表すため、持続性という意味にならないからである。また、

例(15)も同様に、最低限を表す saja にしか限定されない。このような文には特徴があり、

ほとんど複文に現れ、会話ではイントネーションで判断できる。単文でイントネーション

が違えば、別の解釈になってしまう。 
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(16) Kamu tadi  pergi { *hanya/ *sekadar/ *semata-mata } dengan siapa { saja }?  

     あなたさっき 行く   限定副詞           と   だれ 

 Lit「あなたはさっきだれとだけ行った？」 

  「あなたはさっき誰と誰と行った？」 

 

(17) Kami  boleh    membeli { *hanya/ *sekadar/ *semata-mata } apa { saja }.  

    私たち ～してもよい 買う    限定副詞           何  

 「私たちは何でも買っていい。」 

 

次に、疑問詞に後接する saja の使用である。この用法には 2 種類あり、saja は疑問文及び

平叙文で疑問詞に後接する。しかし、この構造は他の限定副詞に置き換えにくい。特に不

定性を表す saja は他の限定副詞に置き換えられない。一方、複数性を表す saja は、まれで

はあるが、hanya に置き換えられることがある。 

 

(18) ??Kamu  tadi   pergi hanya dengan siapa?   

     あなた  さっき   行く しか と   誰 

     「あなたはさっき誰かと行った？」 

 

上の文では saja を hanya に置き換えることが可能であるが、そのような場面は非常に少な

い。例えば、恋人が挙動不審の時に hanya を使うと、話し手は相手の浮気を疑っているこ

とになる。この場合、疑わしい気持ちを伝えるために hanya を使用しており、複数性のニ

ュアンスは入っていない。hanya 以外の限定副詞 (sekadar, semata-mata)には置き換えら

れない。 

 

(19) Bus terakhir ke Washington { *hanya/ *sekadar/ *semata-mata }baru{ saja }  

バス 最終  に ワシントン   限定副詞             新しい     

berangkat 10 menit lalu  

出発      分  前 

「ワシントン行の最終のバスは 10 分前に出発したばかりだ」 

 

(20)  Besi yang      dipanaskan   { *hanya/ *sekadar/ *semata-mata }          

  鉄 関係代名詞 加熱される      限定副詞                   

   dapat{ saja } memuai. 

   できる    膨張 

 「加熱された鉄は膨張する可能性がある／膨張するかもしれない。」 
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上の文では、saja がアスペクトとモダリティの強調として機能している。この構文は他の

限定副詞に置き換えられない。(19)のアスペクト baru は saja 以外の他の限定副詞と共起で

きない。そして(20)の場合は、モダリティ dapat が saja と共起すると、モダリティ自体の

意味（膨張できる）が変わって「膨張する可能性がある／膨張するかもしれない」という

意味になる。このような意味の変更は saja と共起した場合に限られている。 

 

(21) Kue   ini   enak   rasanya, { hanya/ *sekadar/ *semata-mata }  

   お菓子 この おいしい  味           接続詞     

       kurang  manis { *saja }.  

       足りない  甘い 

「このお菓子はおいしいが、あまり甘くない。」 

 

例(21)では、2 章 2.2 節で述べたように hanya が逆節等位接続詞として機能している。この

場合の hanya は限定副詞として機能しているのではないため、他の限定副詞に置き換える

ことはできない。 

 

(22)  Itu  tidak  lebih dari  { *hanya/ sekadar/ *semata-mata } lelucon { *saja }.  

  それ ～ない より から    限定副詞                  冗談 

 「それはただ冗談にすぎない。」 

   ((4)再掲) 

 

(23)  Itu { hanya/ sekadar/ semata-mata } lelucon { saja }. 

   それ  限定副詞        冗談   

   「それは冗談なだけだ。」 

 

次に、限定副詞 sekadar は、tidak lebih dari（それよりない／すぎない）という表現と共

起することがある。これは、普通の sekadar の文と違って、より sekadar の意味を強調し

ている（第 2 章参照）。このような文の sekadar は、他の限定副詞に置き換えられない。tidak 

lebih dari という表現があるので、現れうる限定副詞は sekadar に限られる。ただし、例(23)

のように tidak lebih dari の出現がなければ、他の限定副詞に置き換えられる。 

上の考察から分かるように、置き換え不可能な構文は、他の限定副詞に置き換えても、

別の意味になってしまうか非文になる。ほとんどの場合、限定副詞自体の意味がなくなっ

ている。例えば、接続詞として機能している限定副詞 hanya は tetapi（しかし）の意味で

使われており、またモダリティ bisa に後接する限定副詞 saja は mungkin（する可能性が

ある）の意味で使われている。このような用法は決まった表現なので、実際の使用におい

ても間違いにくいと考えられる。 
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3. 限定副詞の相違点と類似点 

各限定副詞の置き換え可能・不可能な構文を考察したことより、焦点化構文と意味の違

いがはっきり分かった。各限定副詞の焦点化構文の相違点と類似点は、wide scope（幅広い

焦点）と narrow scope（狭い焦点）に分類できる。4 つの限定副詞の中でもっとも幅が広

い焦点を持つのは hanya と saja で、幅が狭い焦点を持つのは sekadar と semata-mata で

ある。 

 

① hanya 

肯定文 

[① [①主語  [①述語  [①目的語  [①前置詞句／① 接続詞]]]]] 

否定文 

[① [①主語  [tidak・bukan①述語  [①目的語  [①前置詞句／① 接続詞]]]]]  

 

② saja 

肯定文 

[  [主語②  [述語② [目的語② [前置詞句／接続詞②]②]]]] 

否定文 

[  [主語②  [tidak・bukan②述語② [目的語② [前置詞句／接続詞②]②]]]] 

 

③ sekadar 

肯定文 

[  [主語   [③述語  [③目的語  [前置詞句／接続詞(特定)]]]]] 

否定文 

[  [主語   [tidak・bukan③述語  [③目的語  [前置詞句／接続詞(特定)]]]]] 

（名詞句：人称代名詞／数詞を除く） 

 

④ semata-mata 

肯定文 

[  [主語   [④述語  [目的語   [④前置詞句／接続詞（特定）]]]]] 

否定文 

[  [主語   [tidak・bukan④述語  [目的語  [④前置詞句／接続詞（特定）]]]]] 

（前置詞句：場所を表す前置詞句を除く） 

（前置詞句／接続詞の出現が不可欠） 

 

上記は各限定副詞の焦点化構文である。番号は、限定副詞の出現が可能な位置を表す。こ

れらの構文から分かるように、すべての限定副詞が述語のレベルに現れ得る。このレベル
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の限定副詞はほとんど相互に置き換えられる。主語と文全体のレベルには、hanya と saja

しか限定できない。また、数字を表す名詞も hanya と saja しか共起できない。前置詞句／

接続詞を限定する場合、semata-mata は hanya, saja と違って、場所を表す前置詞句以外

の特定の前置詞句／接続詞を限定する（第 2 章参照）。そして否定文の場合、否定語は、限

定副詞の前に前接するか動詞の前に現れる。saja は、否定文に限り、被限定要素の前に現

れ得る。 

 意味の面では、基本的には各限定副詞に類似点がある。被限定要素を限定しているので、

一部の要素を取り上げ、対照的な他の要素を排除するという共通点があるが、被限定要素

に対して、どのようなニュアンスを表したいかによって特定の限定副詞が選ばれる。各限

定副詞が置き換えられても全く同じ意味を表すわけではない。以下の図に各限定副詞の意

味をまとめる。 

図から分かるように、限定副詞によって語に対して生じる暗示的な意味は異なる。saja

は他の限定副詞に比べると、最も多くの種類の限定を表す。主として唯一性の意味が強く

感じられるが、共通する語、あるいはイントネーションによって、別の意味の解釈にもな

り得る。また saja が唯一性の意味を表す場合、いいか悪いかに関係なく、排他的に取り上

げるというニュアンスがある。semata-mata も、同様に唯一性の意味を表すが、その場合

は、被限定要素に対して唯一絶対的に重要という意味を表している。一方、hanya の場合

は、唯一の被限定要素が質的あるいは量的な基準を満たさないという意味を暗示しており、

話し手の不満足の気持ちが入っている。ただし、全ての hanya が不満足のニュアンスを含

むわけではない。さらに、sekadar の場合は唯一の被限定要素に対して、それが当然である

ことを強調している。多くの場合、中立のニュアンスを含み、saja のニュアンスと似てい

る場合もある。 

最後に、図に示したように semata-mata を除き、各限定副詞には他の用法も見られる。

これらの使用は限定とは用法が違うが、もともとは限定副詞に由来している。派生形

(percuma, cuma-cuma, sekadarnya)で使われたり、接続詞(hanya)として使われたり、特

定の意味（複数性、不定性、アスペクトとモダリティの強調）が追加されたりしている。 
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図 5 

  

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

   限定      他の使用      限定       他の使用        限定      他の使用            限定 

 

saja 

 

hanya  

 
sekadar semata-mata 

限定副詞 

唯一性 

多数性 

持続性 

最低限 

極限性 

複数性 

不定性 

アスペクト

とモダリテ

ィの強調性 

 

質的に満たさない 

量的に満たさない 

（少なさ） 

接続詞 tetapi 

派 生 語

percuma 

cuma-cuma 

それ以上でもあ

るいはそれ以下

でもない、 

それ以上ではな

いことを強調す

る、 

それ以上があり

それ以下がない 

 

派生語 

sekadar 

-nya 

唯一絶対 



109 

 

4. まとめ 

以上、限定副詞 hanya, saja, sekadar, semata-mata の置き換えの考察を行った。考察し

た結果、置き換えは、基本的な限定の意味に限られることが明らかになった。拡張された

用法の場合、構造が確定しているので、他の限定副詞で置き換えられない。また、置き換

え可能な限定副詞は意味が似ているが、同じではないということも明確になった。以上の

置き換えの考察により、各限定副詞の構造的及び意味的な相違点と類似点が明らかになっ

た。 
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第 5 章 

インドネシア語と日本語の限定副詞（限定とりたて助詞）の対照 

 

1. はじめに 

本章では、日本語の限定を表すとりたて助詞に注目し、インドネシア語の限定の副詞と

の対照研究を行う。日本語のとりたて助詞以外との対照は本章では触れない。第 1 章で述

べたように、品詞が異なっていても日本語の限定を表すとりたて助詞はインドネシア語の

限定の副詞と機能が似ている。文中では違う構造を用いても、意味的には似ているところ

があると考えられる。そのため、対照研究により、両言語の類似点と相違点を考察してい

く。また、日本語に対応できないインドネシア語の限定副詞の使用及びインドネシア語に

対応できない日本語の限定のとりたて助詞の使用も見ていく。インドネシア語の限定副詞

は、ほとんど「だけ」と「しか」に訳されるので、考察においては主に「だけ」と「しか」

と対照し、他のとりたて助詞も大まかに考察する。 

本章の対照研究の背景には、インドネシア人の日本語の学習者がとりたて助詞を使用す

る際に誤用がよく見られ、各とりたて助詞の意味が似ているため、インドネシア語に訳す

際にもよく混乱しまうということがある。また日本人のインドネシア語の学習者も同様に、

各限定副詞が似ているので、使用する際にもっとも話し手の気持ちに合う限定副詞を使い

分けにくいと考えられる。一方、辞書で調べてみても、説明と例文が少ないため、使い分

けが分かりにくい場合もある。以下の例を見てみよう。 

 

(1) 第 1 章だけ読んだ。                                   

  bab 1   saja membaca 

  (Membaca bab 1 saja35.) 

(仁田 2009: 46) 

(2) ローマ字しか   書け       ません。                             

    Romaji  hanya   bisa menulis tidak 

    (Hanya bisa menulis Romaji.) 

 『みんなの日本語』 

 

このような例文では、インドネシア人の日本語の学習者にとっては、とりたて助詞「だけ」

「しか～ない」をどのように使い分ければよいかがわからない。いずれも saja に訳してし

まうか、または hanya に訳してまう。辞書で調べてみても、これらのとりたて助詞は同じ

ように訳されているので、混乱してしまう。そのために、両言語の類似点と相違点を知っ

ておくと、誤用を減らせるようになるだろう。この対照研究によって、両言語の類似点と

相違点を明らかにする。 

                                                   
35 全ての日本語のデータのインドネシア語の訳とグロスは筆者による 
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日本では昔からとりたて助詞の研究が多く見られ、様々な先行研究の指摘がある。「とり

たて助詞」に関する先行研究の主なものについて以下に概観する。とりたて助詞の定義と

分類について、宮田(1948: 178)は、「とりたて助詞」というのは句の一部を特に取り立てて、

その部分をそれぞれの特別の意味において強調する助詞であるとしている。また、とりた

て助詞に属する語には、「は、も、こそ、なら、でも、さえ、まで」があると述べている。

そして、鈴木(1972: 231)によると、「名詞の格、特に連用的な格は、とりたての形に分化し

て、そこに表現されているものごとが、現実にある同類のものごとに対してどのような関

係にあるか話し手のたちばからあらわしてわける」としている。さらに、仁田(2009: 3)に

よれば、とりたてとは文のある要素をきわだたせ、同類の要素との関係を背景にして、特

別な意味を加えることである。とりたて機能をもつおもな形式は、「も、は、なら、だけ、

しか、ばかり、こそ、さえ、まで、でも、だって、なんか、なんて、など、ぐらい」など

であると述べている。上記のとりたてととりたて助詞の分類の先行研究から分かるように、

とりたて助詞というのはある要素をとりたてて、その要素に対して特定の意味を加え、話

し手の立場から同類の要素との関係を明確にする助詞ということになる。多くのとりたて

助詞の中から、本章では限定を表すとりたて助詞に注目する。各限定を表すとりたて助詞

の用法は大まかに考察しながらインドネシア語の限定副詞との類似点と相違点を分析する

ことを目的とする。使用する日本語のデータは小説、テキストなどから収集した。 

 

2. 限定とりたて助詞「だけ」と「しか」の特徴 

 日本語の限定を表すとりたて助詞についての研究は多く見られ、沼田(1990, 1992)、仁田

(2009)などがある。沼田(1990, 1992)と仁田(2009)は、限定を表すとりたてとは、ある文の

要素をとりたてて、その要素が唯一のものであることを示し、同類の他のものを排除する

という限定の意味を表すことであると述べている。対照的な他の要素は原則的に暗示され

ていて、発話に参加する者同士の共有する一般的な常識、社会的通念、文脈などから理解

されるものである。従って、被限定要素の範囲である焦点は、文脈などの情報から決定さ

れ、必ずしも前接語のみをとりたてるものではないとされている。沼田(1990, 1992)と仁田

(2009)は、「だけ」「しか」「ばかり」「こそ」の助詞を、限定を表すとりたて助詞に分類して

いる。ただし、本研究では、インドネシア語の限定副詞の使用において、ほとんどの場合

とりたて助詞「だけ」と「しか」に訳されるので、「だけ」「しか」との対照に注目し、考

察する。それ以外のとりたて助詞の使用については、大まかに考察する。 

先行研究に述べられている「だけ」と「しか」の統語的な特徴を次に示す。（久野 1983、

寺村 1991、沼田 1992、澤田 2007、仁田 2009 参照）。 

 

a.「だけ」は否定される命題にも使用できるが、「しか～ない」は「のではない」などの形

式を用いないと使用できない。また、「しか」は否定の意味を含む述語と共起できない。 
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b.「だけ」は名詞＋格助詞（に、へ、で、と、から）の後及び名詞と格助詞（が、を、に、

で、と、より）の間に現れ得る。格助詞（で）の場合は、現れる位置によって意味が

変わる。また、動作の主体にあたる（が）格の格成分や動作の対象にあたる（を）格

の格成分をとりたてる場合は、格助詞（が、を）が現れないこともある。一方、「しか」

の場合は名詞＋格助詞（に、へ、で、と、から）の後にしか現れない。また、（が、を）

格は現れないことが多い。 

 

c. 「だけ」は述語動詞、述語名詞と述語形容詞に位置することができるが、ほとんどの場

合は、コピュラあるいは格助詞と共起するのに対し、「しか」は述語動詞に後接する場

合、辞書形の述語動詞だけに後接し、否定語（～ない）と共起する。 

 

d. 「だけ」と「しか」は数量語の後に現れ、数量を限定している。ただし、数量を限定し

ている「だけ」は否定述語と共起できない。また、「しか」は概数や不定の量の後にも

使用できるが、「だけ」は不自然である。 

 

e. 「だけ」と「しか」は疑問詞と共起できない。 

 

また、「だけ」「しか」の基本的な意味に関しては、様々な先行研究があり、寺村(1991)、澤

田(2007)、仁田（2009）は次のように記述している。 

 

寺村(1991)   「X だけ P」は、「X 以外のものを除いて、X が唯一の P」であり、「肯定

的文脈」と呼ぶ。「（予想される／された）X 以外のものについては P で

ない（なかった）」あるいは「X 量よりもっと多くが予想されたが、予想

に反して X 量が P」という意味を含む。それに対して、「X しか P ない」

は、「X について P である」を伝えると同時に、「（当然そのように予想さ

れた）X について P でない」であり、「否定的文脈」と呼ぶ。 

 

澤田(2007) 「だけ」はとりたてるもののみに限定の意味を付与するのに対し、「しか」

はとりたてるものに限定するだけでなく、同時に、限定される以外のも

のを否定する。 

 

仁田(2009) 「X だけ P」は、「X が唯一 P である」ことをきわだたせるのに対して、

「X しか P ない」は、「X の他の要素は P ない」ことをきわだたせる。数

量に対する限定は、「X だけ P」は数量が「少ないが、とにかくある」と

いう意味を表し、「X しか P ない」は「数量の少なさ」の意味を表してい

る。 
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とりたて助詞の使用は、とりたてられる要素（とりたて焦点）と同類の他の要素（対照

的な他の要素）に関わっている。とりたて焦点について、沼田(1992, 2009)は、次のように

述べている。とりたて焦点ととりたての範囲に関して、3 つの種類を分けている。まず、直前

焦点（Normal focus）はとりたて詞が焦点のすぐ後に現れる。次に、後方移動焦点（Backward 

focus）はとりたて詞が文中の名詞句に後接し、その名詞句から述語までの範囲、つまり述

語句を焦点とするものをいう。最後に、前方移動焦点（Forward focus）はとりたて詞が述

語に後接するにも関わらず、焦点はその述語と離れた、共起する前方の名詞句等であるも

のをいう。また、焦点ととりたて範囲を分類するために、対照的な他の要素を考察する必

要があると述べている。沼田(1992)は、対照的な他の要素の現れ方について、次のように述

べている。 

 

a. 同類の他の要素が文の中に実際に現れるばあい、とりたてられる要素の前に現れたり後

に現れたりする。 

 

b. 述語以外の文の要素がとりたてられるとき、同類の他の要素がとりたてられる要素と共

通の述語ではなく、異なる述語に対応することがある。 

 

c. 同類の他の要素が、とりたて助詞が現れる文の中や文脈中に現れない場合、その中に語

句から同類の他の要素が何であるかを類推できる場合が多い。 

 

d. 同類の他の要素が、とりたて助詞が現れる文や文脈中に現れない場合で、その中の同類

の他の要素を直接類推させる関連語句がない場合も、社会通念等から同類の他の要素が

何であるかは、おおよそ類推できる。 

 

以上、基本的な「だけ」「しか」の構造的、意味的特徴及び焦点化構文の種類の先行研究

を検討した。これらの先行研究を参照しながら、文中での「だけ」「しか」の使用について、

インドネシア語の限定副詞 hanya, saja との相違点と類似点を見ていく。 

 

3. 「だけ」が用いられる文脈に対応しているインドネシア語の限定副詞 

3.1 「だけ」の焦点化構文との対照 

「だけ」は出現位置が saja と似ている36ところがあるので、焦点のタイプにも似たところがあ

ると考えられる。とりたて焦点の分類に基づき、「だけ」と saja の文中での焦点の違いを見

てみよう。 

 まず、「だけ」の焦点を検討してみる。 

 

                                                   
36 出向(2015)参照 
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(3) あの幼い私の面影 だけが、いつもあなたのそば    にいることを、切に祈る。 

    Itu muda saya bayangan saja  selalu  kamu   samping  di ada hal        berdoa 

(Aku berdo’a sepenuh hati agar bayangan diriku sebagai gadis muda itu saja 

yang selalu berada di samping mu.) 

    (『キッチン』 1989: 226) 

(4) 僕は名前 を言わず、         礼          だけ 言って       電話を切った。  

   Aku  nama menyebutkan tanpa  terima kasih saja  mengucapkan telepon putus     

(Aku tanpa menyebutkan nama, mengucapkan terima kasih saja dan telpon  

kuputus.) 

(『NW』 1991: 102) 

(5) ...何度も     くりかえし問い返したが、  つぐみは  なに も   答えず、 

   Beberapa kali  mengulang pertanyaan tetapi  Tsugumi   apa  pun menjawab tidak 

夜道を     ポチ  と共に  もくもくと歩く   だけだった。   

Malam jalan  Pochi  dengan  diam     berjalan saja               

(Beberapa kali mengulang pertanyaan tetapi Tsugumi pun tidak menjawab, berjalan 

dengan diam saja bersama pochi.) 

 (『つぐみ』1992: 79) 

例(3)、(4)、(5)は「だけ」の直前焦点（Normal Focus）点のタイプである。出現位置が違

っても、被限定要素に後接する。(3)の場合、主語として機能している句「あの幼い私の面

影」に後接し、対照的な他の要素は文中に現れない。そして(4)では、「だけ」の直前に現

れる語は目的語として機能している語「礼」であり、対照的な他の要素は主節の目的語「名

前」で示されている。また、(5)では「だけ」の直前焦点は述語句「もくもくと歩く」に示

され、対照的な他の要素は述語句「何も答えず」で表されている。ようするに、「だけ」

は様々な出現位置に現れることが可能であり、直前に現れる要素は「だけ」の直前焦点に

なり得る。それに対して、インドネシア語の訳を見ると「だけ」の直前焦点は、saja の直

前焦点と似ている。(3)のインドネシア語の訳は sajaが直前にある bayangan diriku sebagai 

gadis muda itu「あの幼い私の面影」を限定している。(4)も同様に目的語 terima kasih を

限定し、(5)でも述語句 berjalan dengan diam「もくもくと歩く」が被限定要素になる。つ

まり、このタイプの焦点は「だけ」と saja で表すことができる。 

次に、他の焦点のタイプを以下に見てみよう。 

 



115 

 

(6) 田中さんは、バイト  料   だけもらって、ほとんど仕事をしない。 

   Tanaka      kerja sambilan gaji  saja   menerima   hampir   kerja   tidak melakukan 

(Saudara Tanaka kebanyakan tidak bekerja, menerima gaji saja.) 

(仁田 2009: 47) 

(6)では、「だけ」の焦点のタイプは後方移動焦点（Backward Focus）と言われている。「だ

け」は名詞「給料」に後接しているが、焦点は目的語「給料」から述語「もらう」までの

範囲である。つまり、述語句焦点「給料をもらう」とも言える。対照的な他の要素は文中

に現れ、「仕事をしない」で示される。しかしながら、インドネシア語の訳を見ると、saja

は述語句 menerima gaji に後接していて、直前焦点になっている。これは、saja が述語と

目的語の間に出現できないためで、「だけ」の後方移動焦点は saja の直前焦点と対応して

いる。 

(7) 昼間はまるで    洗剤の  コマーシャルのように タオルが はたはたと並ぶここも、 

   Siang  seolah-olah deterjen  iklan            seperti  handuk        berjejer 

夜中はがらんと棒が   並んでいるだけだった。   

   malam  kosong tongkat berjejer     saja      

(Di sini pun yang siang hari handuk berjejer seolah-olah seperti iklan deterjen, 

padamalam hari saja kosong berjejer tongkat.) 

 (『つぐみ』1992: 90) 

次に、(7)は「だけ」の前方移動焦点（Forward Focus）のタイプである。このようなタイ

プは被限定要素が「だけ」の直前に現れずに、文のどこかに現れる。この場合は、焦点が

何であるかを調べるために対照的な他の要素を調べなければならない。(7)の文では「だけ」

の焦点は述語動詞「並んでいる」ではなく、主語の前にある時間を表す副詞「夜中」であ

る。この焦点は先行する句の中にある「昼間」と対照されている。一方、このような文も、

インドネシア語の訳すと、時間を表す副詞 malam hari に saja がそのまま後接できる。つ

まり、この「だけ」の前方移動焦点も saja の直前焦点と対応している。これまでの考察か

ら「だけ」の焦点はすべてのタイプが saja の直前焦点と対応していることが分かった。よ

うするに、「だけ」の文を saja の文に訳す場合、被限定要素が必ず saja の前に現れる。                                                                

次に、saja の焦点化構文を検討する。 

(8) Aku mengundang dia  saja    di hari ulang tahun-ku. 

   私  招待する 彼/彼女 限定副詞 に 誕生日    私 

 「私の誕生日に彼だけ招待する。」 

        (Chaer 2009: 56)  
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(8)では、saja の焦点は直前焦点のタイプであり、被限定要素は目的語 dia（彼/彼）で、saja

の直前に現れる。日本語の文でも同様に焦点の位置が「だけ」の直前に現れる。この場合は、

両言語が同じ焦点のタイプを用いている。 

 

(9) Saya tidak  mau  makan  kue,  mau  minum kopi   saja. 

     私 ～ない ～たい 食べる ケーキ ～たい 飲む コーヒー 限定副詞 

  「私はケーキを食べたくなく、コーヒーだけ飲みたい。」 

 

(9)では、saja が述語句 minum kopi（コーヒーを飲む）に後接し、対照的な他の要素 makan 

kue（ケーキを食べる）と対立している。このような saja は述語句を対立させているので、

述語句焦点と言える。ただし、述語句は saja の直前に現れるので、直前焦点のタイプと考

えられる。一方、日本語の訳を見ると、「だけ」は名詞と動詞の間に現れるが、名詞から動

詞にかけてとりたてられている。このような「だけ」の焦点は述語句焦点及び後方移動焦点

のタイプである。 

次に、saja の他の焦点のタイプの例を見てみよう。 

 

(10) Saya membaca buku saja   di  toko buku, tidak  membeli-nya. 

    私  読む  本 限定副詞 で 店  本 ～ない  買う 接語 

  「私は本を買わずに、本屋で本を読んだだけだ。」 

(10)では、saja の焦点は述語前方焦点と考えられる。saja は直前の述語句 membaca buku

「本を読む」および目的語 buku「本」を限定しているのではなく、目的語の前に現れる述

語動詞 membaca「読む」だけを限定している。そして、対照的な他の要素は、等位節の動

詞 membeli「買う」で示されている。二つの節の動詞が対立しているので、先行節の動詞

membaca が焦点であることが分かる。さらに、動詞 membeli の後に現れる接語-nya は名

詞の代わりに使用され、この場合は先行節の目的語 buku のことを表している。このことか

らも、saja が述語動詞だけを限定していることがわかる。また、日本語の訳を見ると、「だ

け」は述語動詞 membaca（読んだ）を限定し、述語動詞に後接している。このような文は、

「だけ」の直前焦点のタイプに入れられる。 

 上記の考察から、「だけ」と saja の焦点化構文とその対応が明らかになった。「だけ」に

は、直前焦点、後方移動焦点、前方移動焦点があるが、それらは皆 saja の直前焦点と対応

している。また、saja の述語前方焦点は、「だけ」の直前焦点と対応している。 

以上の「だけ」と saja の焦点の類似点と相違点の考察は、以下の表のようにまとめられる。 
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表 7 「だけ」と saja の焦点の対比 

「だけ」の焦点 saja の焦点 

直前焦点 述語前方焦点  

 

直前焦点 後方移動焦点 

前方移動焦点 

 

3.2 「だけ」の構造・意味との対照 

 とりたて助詞「だけ」は、もともとは「丈」という言葉に由来する。以前から「名詞」

の性質を持っているので、普段の名詞のように自由はなくても、今でもまだ「名詞」の性

質がある。仁田(2009: 46)によると、「だけ」は文中のある要素をとりたて、その要素が唯

一のものであることを示し、同類の他のものを排除するという限定の意味を表す。また限

定される要素に対して、話し手は十分だと思っているというニュアンスを含む。基本的な

構造は、例(1)のように「だけ」がとりたてられる要素の後ろに現れるが、名詞を限定する

際は、「だけ」が格助詞の前あるいは後に現れ得る。以下に例を挙げる。 

 

(11) 水曜日   だけが休みです。                              

     Hari rabu saja     libur 

  (Hari Rabu saja yang libur.) 

 (寺村 1991: 158) 

 

なお、格助詞の位置によって強調されるものは異なる。この現象は格助詞「で」に多く見

られる。久野(1983: 167)は、とりたて助詞に前接する格助詞は限定要素に対して「絶対限

定」を表し、一方、とりたて助詞に後接する格助詞は「必要最低限」という限定を示すと

述べている。以下の例を見てみよう。 

 

(12) 注射     だけで       直る。                                

     Suntikan saja dengan  sembuh 

   (Sembuh dengan suntikan saja.) 
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(13) 注射     で     だけ             直る。   

     Suntikan dengan hanya/semata-mata sembuh                                    

     (Sembuh hanya dengan suntikan.) 

     (Sembuh semata-mata dengan suntikan.) 

(久野 1983: 157) 

 

例(12)の「だけ」は「必要最低限」を表し、他の方法を使わずに、注射だけで十分直るとい

う意味である。それに対して、例(13)では、注射が唯一の方法であり、「だけ」は「絶対限

定」の意味に分類できる。 

 上記の「だけ」の使用は、インドネシア語の限定副詞 saja と似ていると考えられる。構

造的には同様に被限定要素に後接し、文中でいろいろな位置に現れ得る。ほとんどの場合

「だけ」は名詞、形容詞、副詞、述語動詞の後に現れ、saja も同様にそれらの品詞に後接

できる37。例えば、例(11)のように、「だけ」の文はインドネシア語に訳す際、saja をその

まま hari rabu「水曜日」に後接できる。意味的にも似ており、休みは「水曜日」だけなの

にそれで十分という意味を表している。ただし、日本語は格を用いる言語なので、名詞を

限定する際「だけ」は格助詞と共起する。格助詞によって省略できる場合もあり、また、

例(12)と(13)のように格助詞の位置によって意味が変わる場合もある。仁田(2009: 47)は「だ

け」が「が」格成分、および「を」格成分をとりたてる場合、格助詞「が」「を」の前につ

く。また動作の主体にあたる「が」格成分や動作の対象にあたる「を」格の格成分をとり

たてる場合は、格助詞「が」「を」が現れないこともあると述べている。例(11)でも、「が」

格は「だけ」の後に現れている。次の例も見てみよう。 

 

(14) 田中さん｛だけが/だけ｝欠席した。   

     Tanaka   saja         tidak hadir            

   (Tanaka saja yang tidak hadir.) 

 

(15) おかず｛だけを/だけ｝食べた。     

     Lauk   saja         makan                          

     (Makan lauk saja.) 

 (仁田 2009: 48) 

 

例(14)と(15)では 2 つのパターンがあり、「だけ」が格助詞「が」と「を」に前接するか、

格助詞を省略することも可能である。一方、インドネシア語の場合は、格を用いない言語

のため、インドネシア語に訳す際、格助詞の有無に関わらず、被限定要素にそのまま saja

が後接する。ただ、主体に後接する場合、関係詞 yang と共起する。 

                                                   
37 Novella, Utari (2017) 
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しかし、例(13)では、インドネシア語に訳すと、違う限定副詞を使用する。(12)のような

必要最低限を表す「だけ」＋格助詞「で」は dengan～saja で訳すことができるが、(13)の

場合は、saja を使うと不自然になる。なぜかというと、前者は、他の選択肢もあるが、た

だ「注射」するだけで十分だということを表すのに対して、後者の場合、他の選択肢はな

く「注射」が唯一の方法であることを表しているからである。そのため、(13)のような絶対

限定を表す「～でだけ」の場合は、限定副詞 hanya あるいは semata-mata で訳すのが自然

である。hanya は「基準を満たさない」という意味を表すが、「少なさ」という意味でも用

いられる。「少なさ」を表す場合は、他の選択肢は排除され、唯一という意味が強くなる。

そして、semata-mata の場合は、唯一絶対の意味が強く、その対象が大事なこと／ものと

考えられている。そのため、日本語の「～でだけ」は semata－mata が hanya で訳される。

要するに、絶対限定という意味は semata-mata の意味に近いが、口語では「少なさ」を表

す限定副詞hanyaで置き換えることが可能である。ただし、インドネシア語の semata-mata

の文を見てみると、「～でだけ」に訳されない場合があり、その場合「もっぱら」という副

詞で訳される。以下の例を見てみよう。 

 

(16) Saya mencari nafkah semata-mata untuk hidup. 

    私  探す  生計      限定副詞  ため 生きる 

 「私はもっぱら生きるために仕事をする。」 

 「私は生きるためだけに仕事をする。」 

 

(16)では、第 2 章で述べたように、semata-mata は untuk hidup「生きているため」を限

定している。semata-mata は「仕事をする」ための唯一絶対の目的が「生きる」ことだと

述べている。このような文を日本語に訳す際は、「～でだけ」ではなく「もっぱら」または

「だけに」に訳すのが自然である。 

次に、数量詞を表す名詞を限定する際、「だけ」は肯定述語としか共起できない。そして

意味に関して澤田(2007: 103)は、数量詞に「だけ」を使用する場合は、期待や予測とは関

係なく、単にそれ以上の数量をことさらに打ち消すことを目的としていると述べている。

さらに、数量詞と「だけ」の使用に関して、寺村(1991)は次のように述べている。 

 

X（数量）だけ P        X（数量）について P である 

             X（数量）以外について P でない  

X（数量）以上は P と予想、期待していた 

              X（数量）予想より少なかったが、ぎりぎりできる 

澤田(2007: 103)と寺村(1991)の主張から分かるように、「だけ」が数量詞を限定する際、
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注目される要素の解釈は一通りではない。澤田は被限定要素より多い数量の排除に注目し

ているのに対し、寺村は被限定要素の数量が予想外であることに注目し、話し手の期待及

び予想より少なくても、とりたてる数量だけで十分というニュアンスが入る場合があると

している。 

 

(17) お金は千円    だけ  残った。      

   Uang  1000 yen  saja  bersisa                      

   (Uang bersisa 1000 yen saja.) 

     (『キッチン』1989: 182) 

 

(18) 疲れたから、   30 分 だけ  休憩しよう。  

    Capek karena    menit saja   istirahat mari            

(Karena capek, mari istirahat 30 menit saja.) 

 (『キッチン』1989: 183) 

 

例(17)と(18)では、澤田の主張に基づけば、話し手の期待や予測に関係なく、被限定要素

（1000 円）の金額及び（30 分）の時間に関して、（1000 円以上）の金額及び（30 分以上）

の時間が存在しないことだけに注目していることになる。一方、寺村は、被限定要素（1000

円）の金額および（30 分）の時間が話し手の予想より少なくても、それだけで十分だとい

う意味に注目している。この意味は、インドネシア語の saja に対応する。saja は数量詞に

前接し、話し手の予想より金額および時間が少なくても十分という意味を表している。 

 一方、寺村(1991: 167)は、数量詞を表す名詞のときは否定述語に続けられないが、数量

名詞でないときは述語否定形がありうると主張した。 

 

(19) *百円   だけ  ない。  

    100 yen  saja tidak ada                    

   (100 yen saja yang tidak ada.) 

 

(20) 彼  だけ  来ていない。 

    Dia saja  datang tidak 

  (Dia saja yang tidak datang.) 

(寺村 1991: 67) 

 

例(19)では「だけ」の出現は不自然であるが、澤田(2007: 107)は、話し手が財布にいくらあ

るか知っていて、百円たりないという状況であれば、数量詞ではなく「百円」という名詞

を限定していることになるので、(19)の例もその場合は自然であると指摘した。一方、イン
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ドネシア語に訳す際、saja の使用には制限がないため、どちらの文でもそのまま saja を使

うことができる。ただし、saja が否定文に現れると、被限定要素（100 円及び彼）は「例

外」という意味になる。(19)の場合は、話し手の財布の中に 500 円、1000 円などはあるが、

例外として 100 円だけ持っていないという意味になる。(20)も同様に、他の人は来ているの

に、彼だけ例外で、来ないという意味を示している。 

 次に、「だけ」は saja と違って動詞述語をとりたてることはあまりない。述語をとりたて

る場合は、とりたて機能と同時に述語を名詞化する機能を果たし、後に「だ」や格助詞が

接続できるようになる(仁田 2009: 50)。以下に例を挙げる。 

 

(21) あくせく働いて  お金を稼ぐ         だけが人生  じゃない。  

     Upaya  bekerja    uang   mengumpulkan saja   hidup bukan 

   (Bekerja keras untuk mengumpulkan uang saja, bukanlah hidup.) 

(仁田 2009: 50) 

 

 

(22) Dia  minum kopi  doang,  tapi tidak  makan apapun di restoran.  

  彼/彼女 飲む コーヒー限定副詞 しかし～ない 食べる 何もで レストラン 

  *「彼/彼女はレストランでコーヒーを飲むだけが何も食べない。」 

  「彼/彼女はレストランでコーヒーだけを飲むが何も食べない。」 

（第 2 章(13)再掲） 

 

例(21)では、「だけ」が動詞述語の後に現れ、格助詞「が」に接続している。「が」がなけれ

ば非文になる。しかし、例(22)では、「が」があっても非文になる。ただし、「が」を「で」

に置き換えて「彼／彼女はレストランでコーヒーを飲むだけで何も食べない」という文に

すれば、成立。一方、インドネシア語の場合は saja が直接動詞述語の後に現れ得る。例(22)

の文では、口語で saja の代わりに限定副詞 doang が現れる。日本語に訳すと、「だけ」は

「飲む」に後接せずに、目的語「コーヒー」に後接することもできる。ただし、このよう

な日本語の語順は、インドネシア語の意味から見ると、動作に対しての限定でなくただ物

だけを限定しているように見えてしまう。物だけを限定しているとすれば、別の解釈にな

ってしまう可能性がある。もっとも、「だけ」が物を限定しているとすれば、対照的な要素

は「お茶や水など」の飲み物ということになるが、この場合の対象的な要素は「何も食べ

ない」なので、物を限定しているという解釈は成り立たない。それでも、「だけ」が動詞述

語を限定する際、saja/doang の文の構造から見れば、焦点の誤読が発生する可能性がある。 

 なお、澤田(2007: 105)は、「だけ」は話し手が事態を量的に認識して、単に「それ以上で

はない」という限定を加えたい場合も使えると述べている。この意味から見ると、「だけ」

の使用はインドネシア語の限定副詞 sekadar に相当すると考えられる。なぜなら、sekadar
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は、語源的に、被限定要素を量的に限定するという意味を持っているからである。「それ以

上ではない」という意味の「だけ」も sekadar も、話し手の期待及び予測した値に満たな

いということを積極的に表示しているわけではない。「だけ」はしばしば副詞「ただ」を伴

うことがあるから、「ただ～だけ」の形はそれ以上でもなくそれ以下でもないということを

表す。sekadar と同様に、量的に期待や予測に達しない事態でも、特定の感情あるいは深い

理由は示されていない。以下の例を見てみよう。 

 

(23) A: コンピューターのことよくご存じですね。 

    komputer           hal baik  tahu    ya 

        (Anda tahu banyak mengenai komputer ya.) 

  B: いやあ、ちょっと、本   読んだだけなんですよ。 

        Tidak       sedikit   buku  baca   sekadar       

        (Tidak, sekadar baca buku saja.) 

 (澤田 2007: 106) 

 

(24) A: 「彼 と      どういう     関係なんだ」 

    dia dengan  bagaimana  hubungan 

        (Bagaimana hubungan kamu dengan dia?) 

  B: 「ただの 友達いよ」 

        sekadar teman 

        (sekadar teman.) 

 

 (飛田 1994: 264) 

 

(25) 綾子はただ踊る   だけ   でなく演技     も   できる。  

    Ayako    menari  sekadar tidak  berakting juga bisa       

    (Ayako tidak sekadar menari, tetapi juga bisa berakting.) 

    (飛田 1994: 265) 

 

上記の例見ると、それぞれの日本語文に現れる「だけ」および「ただ～だけ」は、インド

ネシア語の sekadar とあまり差がないと感じられる。ここで、上のインドネシア語の訳を

saja に置き換えると、ニュアンスが変わる。例(23)の場合、B さんからすれば、コンピュー

ターを詳しく分かるにはいくつか条件があるが、B さんはその条件を量的に満たしていない。

ただ、そのことに深い理由はないので、sekadar を使って訳している。それに対して、saja

を用いると、コンピューターを詳しく分かるには、本を読むことだけで十分だという意味

になる。そして、例(24)では「ただ」が sekadar に対応している。また、例(25)では、「た
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だ～だけでなく」の形で否定になっているが、この場合は、否定語 tidak＋sekadar で訳さ

れるのが自然である。このような否定文では、等位節に接続詞 tetapi「しかし」及び「～で

はなく」の出現が見られる。これは、他の情報を加えることにより、主節に現れる要素が

唯一のものではないということを強調している 

要するに、上記の(23)と(24)では、量的に事態を限定し、話し手の予測を満たしていなく

ても、特定の感情を暗示していない。一方、(25)の例は否定文であるため、予測を満たさな

いという意味を否定されている。ただし、sekadar は述語名詞あるいは述語動詞しか限定で

きないので、全ての「だけ」に対応することはできない。以下に再掲の例を挙げる。 

 

(26) *Sekadar    aku yang  memuji-nya. 

  限定副詞   私 関係詞 褒める 彼/彼女 

  「私だけが彼/彼女を褒める。」 

（第 2 章(100)再掲） 

 

(27) *Uang  sewa   rumah ini  sebulan sekadar   satu juta  rupiah. 

  お金  レンタル 家  この  1 ヶ月 限定副詞  100 万   ルピア 

  「この家の家賃はただ百万ルピアだけだ。」 

（第 2 章(101)再掲） 

 

例(26)と(27)では、sekadar の文は不自然であるが、日本語の訳を見ると、「だけ」で訳すの

が自然であると考えられる。これらの文で sekadar が不自然なのは主語と数量名詞の前に

現れることができないためだが、日本語の場合は「ただ＋人称代名詞」及び「ただ＋数詞」

の構造が自然であるため、限定する要素についての制限がほとんどないと考えられる。例

(26)と(27)の日本語訳をインドネシア語に訳すには、sekadar を限定副詞 hanya、saja に置

き換える必要がある。ようするに、「だけ」にはいくつかの意味があり、「それ以上はない」

という意味の時に sekadar が対応している。 

 「だけ」の使用は以下の最低限を表す saja の文の訳にも見られる。 

 

(28) Kalau  ada  air saja,    kita  bisa   hidup         

～ば ある 水 限定副詞  我々 できる  生きる 

「水さえあれば、我々は生きられる。」 

「水だけあれば、我々は生きられる。」 

（第 2 章(26)再掲） 

 

(28)では、saja が、kalau という条件を表す語で始まる条件文に現れている。ここで、saja

は生きるための最低限の条件を示している。日本語の訳を見ると、2 つの形に訳されうるが、
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いずれもとりたて助詞が条件文の前件におかれている。基本的に日本語の条件文は「さえ

～ば」の形で表されるが、「だけ」と置き換え可能な場合もある。澤田(2007: 113)は、条件

文の前件で名詞を限定するとりたて助詞に関して、後件が肯定文の場合、「だけ」文の意味

は「さえ」文の意味と類似していると述べている。例えば、 

 

(29) アイスだけあれば、  機嫌    がいい。  

     Es    saja kalau ada   suasana hati  baik           

  (Kalau ada es saja, suasana hati baik.) 

 

(30) アイスさえあれば、 機嫌        がいい。  

     Es     saja kalau ada  suasana hati  baik          

    (Kalau ada es saja, suasana hati baik.) 

(澤田 2007: 111) 

 

どちらにしても、(29)と(30)のような条件文の前件における「だけ」と「さえ」の意味解釈

の差は、後件が肯定文の場合は、微妙なものである。それに対して、どちらの文も、イン

ドネシア語では kalau～saja の形に訳される。つまり、条件文の最低限を表す saja の意味

と「だけ～ば」は対応している。 

以上の考察から見ると、とりたて助詞「だけ」を用いる文脈は、ほとんど限定副詞 saja

に対応する。ただし、「だけ」の中には saja ではなく他の限定副詞に対応する場合も見ら

れる。意味の面では、「だけ」は 4 つに分けることができ、限定（もの・ことに対する限

定、数量に対する限定）、必要最低限、絶対限定、それ以上はない（量的に満たさないが

十分）という意味に分類できる。以下に「だけ」の意味用法から見て、インドネシア語の

対応する限定副詞についてまとめる。 

表 8 「だけ」の意味用法とインドネシア語の訳の対応 

「だけ」の文脈の特徴 

意味 構造 インドネシア語の訳 

限定（もの・ことに対する 

限定） 

限定（数量に対する限定） 

名詞句・動詞句＋「だけ」 

 

数量＋「だけ」 

名詞句・動詞句＋saja 

 

数量＋saja 

必要最低限 ～だけ～ば（名詞を限定する kalau ~ saja 
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場合、後件は肯定文） 

～だけ＋格助詞（で） 

 

dengan ~ saja 

絶対限定 ～格助詞（で）＋だけ semata-mata dengan（書き

言葉） 

hanya dengan （話し言葉、

少なさを表す） 

量的にそれ以上はない （ただ）＋述語動詞・名詞＋

だけ 

sekadar + 述語動詞・名詞 

 

4. 「しか」が用いられる文脈に対応しているインドネシア語の限定副詞 

4.1 「しか」の焦点化構文との対照 

 次に、文中において「しか～ない」と hanya の焦点の違いについて見ていく。まず「し

か～ない」の焦点に関しては、沼田(1992: 66, 2009: 65)は 2 つ可能性があるという。 

 

(31) つぐみは、いつも冗談で     しか  言わない      ことを真顔  で      言った。  

    Tsugumi  selalu bercanda  hanya berkata tidak  hal  serius dengan berkata 

 (Tsugumi, berkata dengan serius hal yang selalu hanya diucapkannya dengan 

bercanda.) 

        (『つぐみ』1992: 22) 

 

(31)は直前焦点のタイプであり、「しか」の直前に焦点が現れる。「しか」は「冗談で」に後

接し、否定述語「言わない」と共起する。それに対して、対照的な他の要素は同様に格助

詞「で」と共起する名詞「真顔」で示されている。このような「しか」の焦点のタイプは、

hanya の文に訳すと、hanya の述語後方焦点になる。 

 

(32) 自分        で   努力  しないで、自分の     権利しか 主張しない。   

     Diri sendiri dengan usaha  tanpa   diri sendiri  hak hanya menuntut tidak   

  (Hanya menuntut hak sendiri, tanpa ada usaha.) 

(『DAI』2000: 68) 

 

(32)は、2 つ目の「しか」の焦点の用例であり、後方移動焦点と言われている。後方移動焦

点では名詞句から述語までの範囲の焦点になる。沼田(2009: 68)は、とりたて助詞「しか」

は形態論的に述語に後接し難いものであるため、そのことが後方移動焦点の存在を支えて
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いると述べている。用例(32)に見られるように、「しか」は名詞「権利」と否定述語「主張

しない」の間に現れ、名詞から述語までの範囲「権利を主張する」が「しか」の焦点にな

っている。一方、インドネシア語の訳では、この「しか」の焦点のタイプも hanya の直後

焦点になる。 

 次に、hanya の焦点化構文のタイプを見てみよう。 

 

(33) Hanya   kakak   yang    belajar. 

    限定副詞  姉/兄  関係代名詞  勉強する 

  「姉/兄しか勉強しない。」 

 

(33)では、hanya は直後に現れる名詞 kakak（姉/兄）を限定するので、このようなタイプ

は hanya の直後焦点と言われている。日本語の訳を見ると、「しか」の直前焦点に対応して

いる。 

 

(34) Tadi pagi saya hanya   makan  roti, tidak  minum  susu. 

    今朝   私  限定副詞 食べる パン ～ない 飲む  牛乳 

  「今朝私はパンしか食べず、牛乳を飲まなかった。」 

 

次に(34)では、hanya は述語句 makan roti（パンを食べる）を限定し、(33)と同様に直後

焦点のタイプである。一方、日本語に訳す際、「しか」は名詞 roti（パン）と動詞 makan

（食べる）の間にあらわれる。このような文の「しか」はパンだけを限定しているのでは

なく、名詞から述語までを限定している。要するに、このような hanya の直後焦点は「し

か」の後方移動焦点に対応している。 

 

(35) Tadi pagi saya hanya  makan  roti,  tidak  makan nasi. 

    今朝  私  限定副詞 食べる パン ～ない 食べる ごはん 

  「今朝私はパンしか食べず、ごはんを食べなかった。」 

 

(35)は(34)の文に似ているが、述語句ではなく目的語だけが対照されている。このような

hanya 焦点は述語後方焦点のタイプと言われる。述語後方焦点では、焦点は hanya の直後

には現れないが、述語の直後に現れる。上の文では hanya が目的語 roti（パン）だけを限

定している。それに対して、日本語の訳を見ると、「しか」はそのまま目的語に後接し、直

前焦点になっている。 

 上記の考察から分かるように、「しか」と hanya の焦点化構文にはそれぞれが 2 つのタイ

プがある。「しか」の直前焦点のタイプと後方移動焦点のタイプは、hanya の直後焦点に対

応している。一方、hanya の述語後方焦点のタイプは「しか」の直前焦点だけに対応する。 
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 要するに、上の「しか」と hanya の焦点の類似点と相違点の考察の結果は、以下の表の

ようにまとめられる。 

 

表 9 「しか」の焦点と hanya の焦点の対立 

「しか」の焦点 hanya の焦点 

直前焦点 直後焦点、述語後方焦点 

後方移動焦点 直後焦点 

 

4.2 「しか」の構造・意味との対照  

 とりたて助詞「しか」は他のとりたて助詞と異なり、常に否定を含む述語だけと共起す

るが、意味的には否定ではない。また、とりたて助詞としての一般的な構造の特徴は他の

とりたて助詞と共通する。とりたて助詞「だけ」と同様に「しか」は名詞（普通名詞と数

量名詞）および辞書形の述語動詞に後接できる。そして、意味の面では、仁田(2009: 54)は

「X しか P ない」は、「X が唯一 P である」ということを表し、同時に「X の他の要素は P

でない」ということを表すと述べている。そして、澤田(2007: 100)によると、話し手が「し

か～ない」を使用する場合には、「残念である」ことを表現している。通常、「残念である」

という感情は、命題成立以前に何らかの期待や予測があり、それが満たされなかった時に

起こる。以下の例を見てみよう。 

 

(36 こっちの箱   にはアップルパイしか 入ってない。  

    Ini     kotak di   apel   pai   hanya masuk tidak    

  (Di dalam kotak ini hanya ada pai apel.) 

 (『つぐみ』1992: 39) 

 

(37) 私は日本語      しか  話せません    から、 海外      に 出張したときに 

    saya bahasa Jepang hanya  bisa bicara tidak karena  luar negeri ke  dinas    waktu 

    通訳が    必要です。 

    penterjemah perlu 

  (Karena saya hanya bisa bicara Bahasa Jepang, saya butuh penterjemah pada 

waktu dinas ke luar negeri.) 

  (仁田 2009: 59) 

 

例(36)では、「しか」は名詞「アップルパイ」に後接し、否定述語動詞「入っていない」 

と共起する。「しか」を使って、箱の中に他のものはなく、アップルパイだけが入っている 

という意味を示す。もともと話し手は箱の中にアップルパイ以外の物が入っていると期待 

していたが、予想外に期待通りでなかった。こういう場合は「しか～ない」の形のほうが



128 

 

自然である。また、(37)も同様に、名詞「日本語」に後接し、否定述語動詞「話せません」

と共起する。話し手は日本語以外の言語が話せなくて、残念な気持ちがあるが、それをと

りたて助詞「しか～ない」で表している。 

 インドネシア語には、「しか～ない」と同じ構造の限定副詞は存在しないが、似た意味の

限定副詞はある。辞書で調べると、とりたて助詞「しか～ない」は限定副詞 hanya/cuma

で訳すことができる。意味的には常に hanya の意味に当てはまるわけでないが、「しか～な

い」と hanya の間には類似点があると考えられる。(36)と(37)の例では、いずれの文も hanya

で訳すことができる。また意味的にも、「しか～ない」と同様に、hanya は質的に満たさな

い状態を表し、話し手は実際この状態に満足していないという意味を含意している。 

 次に、「だけ」と同様に、とりたて助詞「しか～ない」は格助詞とも共起する。ただし、

「だけ」と違って、「しか」の場合は格助詞が「しか」の前に、現れる。「しか」のあとに

格助詞が現れることはない。 

 

(38) この商品はここでしか  買えない。 

     Ini barang  sini  di hanya bisa beli tidak               

  (Barang ini hanya bisa beli (hanya) di sini.) 

  

 

(39) 弟は 親友  に      しか   本心を   話さない。 

     Adik teman kepada   hanya   perasaan  bicara tidak 

    (Adik laki-laki hanya bicara mengenai perasaannya (hanya) kepada sahabat.) 

(仁田 2009: 56) 

 

(38)と(39)では、「しか」は格助詞「で」と「に」に後接している。（38)の場合、商品を買

える場所はここだけだということを表し、他の場所はないという意味を含意している。そ

して(39)は、親友以外に本心を話す相手がいないという意味を表す。「しか～ない」と「だ

け」の「絶対限定」との違いは、この状態が話し手の予測通りでなく、話し手の期待を満

たさない状態であることにある。要するに、「しか～ない」は排除している要素により注目

していて、被限定要素が唯一の存在であること表している。 

一方、インドネシア語の訳を見ると、hanya で訳されるが、hanya の出現位置は被限定

要素の直前ではなく、述語動詞の前に現れている。実際の使用では、このような hanya の

位置が多く見られるが、被限定要素の前にも移動することができる。前に述べたように、

意味の面では、hanya には 2 つの意味がある。それは「少なさ」と「満たさない」ことを

表している。(38)では、hanya は前置詞句 di sini（ここで）を限定し、2 つの解釈があり得

る。まず、商品を買える場所の「少なさ」を表し、そして「満たさない」という意味を含

む場合もある。例えば、話し手はその商品をどこでも買えると思っていたが、予測とは違
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って特定の場所でしか買えない。このような場面であれば、hanya は期待通りではない状

態を表している。(39)の例も同様に、話し手にとって「弟が親友にだけ本心を話す」ことは

期待を満たさない状態である。話し手は自分がお姉さんまたはお兄さんとして弟の本心を

聞きたいと思っている。要するに、上の例の「しか～ない」は hanya の基準を満たさない

状態を表す用法と対応している。 

 さらに、「しか」は常に否定述語と共起するが、意味は否定ではない。「しか～ない」は

「だけ」と違って、否定命題には使用できない。ただし、「のではない」などの形式を用い

れば使用できる(澤田 2007:97)。 

 

(40) *太郎しか来なかったない。                   

 

(41) 太郎 しか   来なかったのではない。 

     Taro  cuma   tidak datang 

  (Hanya/cuma Taro yang tidak datang.) 

        (澤田 2007: 97) 

 

(42) Hanya dia   yang    belum bayar SPP.              

しか  彼/彼女 関係代名詞 まだ 払う 学費 

「彼/彼女だけ学費をまだ払っていない。」 

 *「彼/彼女しか学費をまだ払っていないのではない。」 

（第 2 章(74)再掲） 

 

(40)は、「しか～ない」の文としては非文法的である。一方(41)では「のではない」の形と

共起しているので、使用できる。それに対してインドネシア語の訳では、命題の肯定、否

定にかかわらず hanya を使うことができる。(42)では、命題「彼／彼女が学費を払う」が

belum「まだ～ない」に否定され、dia「彼／彼女」の直前に hanya が現れている。このよ

うな場合、日本語は「しか～ない」の形では対応できない。 

 次に、「しか～ない」は数量詞に後接する。寺村(1991: 166)はこの用法について以下のよ

うに述べている。 

 

X（数量）しか P ない    X（数量）について P である 

               X（数量）以外について P でない 

X（数量）以上は P と予想、期待していた 

               X（数量）予想より少なくて足りない 
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これは「しか～ない」が数量詞に後接する際、話し手の予想に対して外に不十分なことを

示している。以下に例を挙げる。 

 

(43) 一回    しか   会ったことがない   人な  のに      会いたかった。  

    Satu kali hanya   tidak pernah bertemu  orang  meskipun  bertemu ingin 

    (Ingin bertemu dengan dia, meskipun kami pernah bertemu hanya satu kali.) 

(『キッチン』1989: 188) 

(43)では、「しか」は回数を表す数量詞「一回」に後接し、否定述語「会ったことない」と

共起している。話し手にとって会ったのが一回だけでは物足りなく、残念な気持ちがあり、

また会いたいという含意がある。それに対して、インドネシア語の訳では hanya を使用で

き、意味としても同じく不十分な気持ちが入っている。ただし、数量詞に後接する「しか

～ない」に hanya が対応しない場合もある。 

 (44) 人間が どんなに   まじめに働いても、ラクダは一年に一頭    ぐらい   しか      

manusia bagaimanapun rajin    bekerja     unta      1 tahun 1 kepala kira-kira hanya 

子供を産まない。 

anak  melahirkan tidak 

*Bagaimanapun giatnya manusia berusaha, unta hanya bisa melahirkan 1 ekor 

anak 1 tahun. 

(Bagaimanapun giatnya manusia berusaha, unta kira-kira bisa melahirkan 1 ekor 

anak 1 tahun.) 

(澤田 2007: 103) 

(44)では、「しか」は概数「一頭ぐらい」に後接している。澤田（2007: 103）によると、

不定の量や概数の数量詞に「しか」を使用する場合、数量の限定が目的でなく、命題が表

す事態の成立以前に期待・予測していた量に満たないことを表現している。つまり、この

場合の「しか～ない」は数量の予測だけを表している。話し手は一年にラクダが産む子供

の数を予想しているが、実際は予想を満たしていない。満たさないということが「一頭ぐ

らい」という少ない量で示されている。話し手は、ラクダも人間と同じように真面目に働

くと考えて、ラクダが子供を一頭以上産むと予測している。しかし、実際には一年に一頭

も生まない。このことを「しか」で取り立てている。一方、インドネシア語では、不定の

量および概数を表す際、hanya と共起することができない。その代りに kira-kira「ぐらい」
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という言葉を使用する。hanya を使うと、限定される要素は必ず確定の数字でなければな

らないので、(44)の文で hanya を使用したい場合、「人間がどんなに真面目に働いても、

ラクダが一年に産む子供は一頭だけだ」という意味になる。この場合でも、話し手の予測

を満たしていないことには変わらないが、もとの日本語の意味とは少し違ってしまってい

る。そのため、上の文では hanya の代わりに kira-kira を使用する。 

次に、以下の hanya の文を見てみよう。 

(45) Untuk  menyelesaikan pekerjaan ini   hanya   butuh satu jam.  

    ために  終わらせる   仕事     この  限定副詞 要る  1 時間 

「この仕事を終わらせるには一時間しか要らない。」 

（第 2 章(70)再掲） 

 

上で述べたように、「しか」と同様に hanya は話し手の予測を満たさない状態を表し、不

十分なことからマイナス評価を含意している。ただし、(45)ではむしろプラス評価が含意さ

れている。話し手は仕事を終わらせるのにもっと時間がかかると思っていたが、実際やっ

てみると、予測に反して以外に早く仕事を終わらせることができた。つまり、話し手の想

定に反した事実でも「望ましい」と評価した場合は、プラス評価を表すことになる。この

ような場合、hanya だけでなく「しか～ない」も使用することができる。「しか～ない」

は、不十分で望ましくないことに対するマイナスの評価だけでなく、予想外だがプラス評

価を表す場面にも使うことができる。プラス評価の用法における文脈上の特徴が、「しか

～ない」が用いられる文の前後に話し手のプラス評価が含まれる文が続くということであ

る。  

また、「しか」は文中で述語に後接できる。動詞述語に後接する際は辞書形の動詞に限ら

れる。そして「しか」は否定形「ない」に直接結合し、「しかない」の形になる。 

 

(46) 誰    に   も   頼めない          から 自分で やる    しかない。  

     Siapa kepada pun tidak bisa meminta karena sendiri melakukan hanya 

  (Karena tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun, hanya melakukannya 

sendiri.) 

(『完全マスター2 級』2003: 23) 

(47) 死ぬのはあんまり重い から、 本当は    そんなこと 知らない はずの       

 Kematian sangat   berat karena  sebenarnya  itu    hal  tahu tidak seharusnya  

若い  私たちはそう  する     しかなかったの。  

muda  kami     begitu melakukan hanya tidak  
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   (Kematian adalah sesuatu yang berat, kita masih muda yang seharusnya belum 

perlu tau tentang hal itu hanya bisa menerimanya.) 

(『キッチン』1989: 158) 

(46)と(47)のような文の述語動詞に後接する「しかない」は、それが唯一の方法であること

を意味している。この用法における文脈の特徴は、ほとんどの場合動詞の辞書形の後に「し

かない」がついた形で用いられることである。用例(46)の「やるしかない」は、「やる以外

に他の方法がない」という意味である。「誰にも頼めない」という文脈があるため、さらに

その意味が強調されることになる。そして、用例(47)も同様に、「するしかない」は、「死ぬ」

のが重すぎてできないとなると、もう他には方法がないということを表している。それに

対して、インドネシア語の訳では、いずれの文も hanya で訳すことができる。なぜなら、

上で述べたように、hanya には「少なさ」を表す用法があり、その場合、限定されたこと

が唯一のものであるという意味を表すからである。この場合の hanya も通常通り述語に前

接する。 

 

(48) Cuma  kamu  yang    bisa   menghibur dia.         

 限定副詞 あなた 関係代名詞 できる 慰める   彼/彼女 

「あなたこそ彼/彼女を慰められる。」 

「あなたしか彼/彼女を慰められない。」 

（第 2 章(72)再掲） 

(49) 田中さんこそ議長にふさわしい。   

     Tanaka  hanya ketua  cocok              

   (Hanya Tanaka yang cocok menjadi ketua.) 

 (仁田 2009: 71) 

 

(48)はインドネシア語の cuma を用いる文脈である。このような場合の cuma/hanya は「少

なさ」という意味を含む。ほとんどの場合、「少なさ」という hanya の意味は良いという話

し手の判断を含むので、プラス評価になる。もし話し手の判断が悪いものであれば、「少な

さ」ではなく「基準を満たさない」という意味になってしまう。用例(48)では、話し手にと

って彼/彼女を慰められる人は「あなた」以外にいなくて、「あなた」が一番ふさわしいとい

う意味を含意している。一方、日本語の訳を見ると、「少なさ」という意味で「しか～ない」

を用いることもできるが、とりたて助詞「こそ」を使うこともできる。とりたて助詞「こ

そ」にもいくつかの用法があるが、仁田(2009)によると、「こそ」が表す典型的な意味は、

「ある事柄に関して、もっとも相応しいもの、もっとも適切なものは何か」という問題が

話し手の念頭にあり、その「相応しいもの、適切なもの」と話し手が考えるものを、他の

ものを排除して提示することである。(49)では、議長になれる人は田中さん以外にいないと

いうことで、田中さんが一番ふさわしいという意味を含む。これらの例からわかるように、
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「少なさ」を表す hanya は、日本語ではとりたて助詞「こそ」に対応することが多い。 

 上記の考察からわかるように、「しか」を用いる文脈はほとんどの場合 hanya に訳すこと

ができる。多くの場合、話し手の予想を満たさない不十分な状態を表し、マイナスの評価

あるいは残念な気持ちが含まれている。ただし、話し手の良いという判断が含まれる場合

もあり、その場合は予想外であってもプラス評価になる。そのほか、「しか～ない」が「少

なさ」を表す場合もある。以下に「しか」の意味用法とそれに対応するインドネシア語の

限定副詞の訳し方をまとめる。 

 

表 10 「しか」の意味用法とインドネシア語の訳の対応 

「しか」の文脈の特徴 

意味 構造 インドネシア語の訳 

予想外（マイナス・プラス評

価） 

 名詞・名詞句＋「しか～

ない」 

否定命題＋「しか～ない」は

言えない。代わりに、否定命

題＋「だけ」を用いる。 

 hanya + 名詞 

 

 否定命題＋hanya 

絶対限定  格助詞（で、に）＋「し

か～ない」 

 hanya  

（マイナス評価、満たさな

い状態） 

（プラス評価） 

不十分  数量＋「しか～ない」 

 

 不定量/概数＋「しか～な

い」 

 hanya + 数量 （マイ

ナス・プラス評価） 

不定量の場合、hanya を使

うことはできない。代わり

に kira-kira+数量を用い

る。 

唯一の方法  述語動詞＋「しかない」  hanya + 述語動詞 

少なさ 

 

 主語＋「こそ」/「しか～

ない」 

 hanya＋主語 

 

5. 他のとりたて助詞に対応しているインドネシア語の限定副詞  

 インドネシア語の 4 つの限定副詞のうち、saja だけが 2 つ以上の日本語のとりたて助詞

に対応する。hanya, sekadar, semata-mata はほとんど一つのとりたて助詞だけに対応し、

またはとりたて助詞以外に対応する。そのため、本節では、限定副詞 saja の対応だけを見

ていく。 
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5.1 saja と「ばかり」 

 これまでの考察で見たように、インドネシア語の限定副詞は日本語に訳す際「だけ」お

よび「しか」に訳されることが多い。ただし、「だけ」「しか」に訳されない限定副詞も見

られる。他のどんなとりたて助詞が対応するのかを以下で考察する。 

 

(50) Kenapa saya-saya saja     yang    dipanggil-nya,   padahal ada orang lain.  

なぜ  私    限定副詞  関係代名詞  呼ばれる 彼/彼女  ～のに いる 人  他の 

「他の人がいるのに、なぜ私ばかり呼ばれたの？」 

（第 2 章(22)再掲） 

 

(51) Mengapa semalaman anak-mu   menangis saja?              

  なぜ   一晩中  子供 あなた 泣く  限定副詞 

「なぜ一晩中あなたの子供はずっと泣いてばかりいるの？」 

（第 2 章(25)再掲） 

 

(50)と(51)の用例は、限定副詞 saja の多数性と持続性の意味である。このような saja は「だ

け」で訳せない。多数性と持続性の saja には特徴があり、第 2 章で見たように、限定とし

ての意味も普通の限定とは異なっている。日本語の場合、多数性の saja はとりたて助詞「ば

かり」に相当すると考えられる。とりたて助詞としての「ばかり」は、澤田(2007)、仁田(2009)

によれば、とりたて要素が関わる事態が何度も繰り返されることを表す文で、その事態や

とりたてた要素を「多い」とみる話し手のとらえ方を表したり、意図的に問題となってい

るカテゴリーを限定しているというより、反復される現像を叙述した結果、限定的解釈に

なることを表したりすると指摘している。(50)の日本語の訳を見ると、被限定要素の名詞「私」

が何度も繰り返され、話し手にとって呼ばれた頻度が「多い」と解釈される。名詞「私」

が何度も反復された結果、限定の意味が強く感じられている。 

それに対して(51)の日本語の訳は、「ばかり」が持続性の意味で用いられ、動詞述語をと

りたてている。動詞述語をとりたてる場合、動詞「テ形」に後接し、後に「いる」がつく

ことがある。用例(51)で「ばかり」は、動詞「テ形」である「泣いて」と「いる」の間に現

れている。この場合は、動詞が表す動作を繰り返している状態を表す。子供が「泣く」と

いう動作を繰り返し、頻度が「多い」と解釈される。また、この例では持続性の意味が副

詞 semalaman「一晩中」の出現によってより強調されている。 

次に、以下の日本語の文を見てみよう。 
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(52) 佐藤さんは来客 に    コーヒーばかり出した。 

     Sato       tamu kepada kopi     saja  mengeluarkan            

  (Sato menyuguhkan kopi saja kepada tamu.) 

(仁田 2009: 61) 

 

(53) この 迷子の  子は さっきから ずっと泣いてばかりいる。 

     Ini  tersesat  anak   tadi   dari  terus   menangis saja 

   (Anak yang tersesat ini, dari tadi terus menangis saja.) 

 

(52)では、「ばかり」が saja に訳されているが、2 つ解釈が成り立つ。１つの解釈は saja が

普通の限定を表している場合で、コーヒーだけで十分という意味を表す。もう一つの解釈

は、多数性を表す限定の解釈である。ただし、この解釈は文脈またはイントネーションか

ら判断される。文の焦点はイントネーションで表示されることがあり、イントネーション

で文を一つまたは二つ以上のトーングループに分けることができる(König 1991)。また、

(53)では、動詞テ形に後接する「ばかり」は副詞「ずっと」と共起しているので、多数性の

意味はより強調されている。インドネシア語の訳も同様に、動詞 menangis「泣く」が副詞

terus「ずっと」と共起しているので、文末に現れる saja の意味は多数性の意味が強くなっ

ている。 

 

5.2 saja と「さえ」 

 さらに、他のとりたて助詞に当てはまる saja もある。 

 

(54) Jangankan kamu,aku saja  tidak bisa menghubungi-nya   akhir-akhir ini.  

    まして  あなた 私 限定  できない 連絡する   彼/彼女 最近 

「あなたはもちろんのこと、私でさえ最近彼/彼女に連絡することができない。」 

（第 2 章(28)再掲） 

 

(54) saja は極限性を表している。このような saja は日本語の訳でとりたて助詞「さえ」が

対応する。「さえ」には「最低条件」と「意外性」の 2 つの意味があり、極限性は「意外性」

の意味に相当すると考えられる。仁田（2009）は、「さえ」は聞き手が「そのようなことま

ではないだろう」と思うような極限を示し、その事態が意外なものであることを表すと指

摘している。「私が彼に連絡がとれない」という出来事は、話し手にとって意外なことで最

も予想されていない。これは極限性に当たる。また、この文には、仲が良いのに連絡がと

れないのはとても意外なことだが、他の人は彼／彼女とそんなに仲がよくないので、連絡

を取れないのは当然なことだという含意がある。 

今度は、次の日本語の文を見てみよう。 
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(55) ベテラン俳優でさえ、自分の    せりふを思い出せない  ことがある。 

     veteran  artis saja     diri sendiri  dialog   mengingat tidak  hal  ada 

   ((Jangankan artis amatiran) Artis veteran saja, ada yang tidak bisa mengingat 

dialog sendiri.) 

(仁田 2009: 95) 

 

(55)の「さえ」は、文の内容そのものよりも、その文から推論されることを表そうとしてい

る。ようするに、「まして新人俳優は自分のせりふを思い出せないことがあっても当然だ」

ということが含意されている。このような意味は、インドネシア語の訳では極限性を表す

saja で表すことができる。その場合、文頭に jangankan artis amatiran「まして新人俳優

は」という表現が共起することが多い。 

 

5.3 saja と「でも/も」 

 これまでの例と違って、他のインドネシア語の限定副詞は日本語のとりたて助詞に対応

しない場合もある。このような場合、日本語の訳では、とりたて助詞以外の語に訳さたり、

そもそも訳されなかったりする。 

限定副詞 saja も、日本語に訳すと、非文法的で不自然になることがある。限定副詞 saja

は他の限定副詞と違って、疑問詞に後接でき、複数の意味を表している。疑問詞につくと

りたて助詞はいくつかあるが、saja のこの用法は、とりたて助詞「だけ」および「しか」

では訳しにくい。以下の例を見てみよう。 

 

(56) *だれ  だけ  来たのですか。  

    Siapa   saja sudah datang                 

  (Siapa saja yang sudah datang?) 

(仁田 2009: 50) 

 

 

(57)*何  しか  食べたくないの。 

    Apa  hanya tidak mau makan                 

   *( Hanya apa mau makan?) 

(仁田 2009: 58) 
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(58) Tadi malam kamu  pergi  ke  mana  saja?             

  昨晩    あなた 行く  に  どこ  限定副詞 

Lit「あなたは昨晩どこにだけ行った？」 

  「あなたは昨晩どことどこに行った？」 

（第 2 章(34)再掲） 

 

例(56)と(57)は非文で、とりたて助詞「だけ」と「しか」は疑問詞に後接できない。これは

仁田(2009)が述べたように、「だけ」と「しか」は疑問詞につきにくいからである。しかし、

(56)の「だけ」の文をインドネシア語に訳すと、自然な文になる。saja は siapa「だれ」と

いう疑問詞に後接し、複数の意味を表している。(56)の saja は、話し手が相手に来た人に

ついて聞く際、複数の人数を想像しているという意味を含意する。一方、このような意味

を日本語に訳すと、「来た人は誰と誰ですか」という文になる。しかしながら、意味的に全

く同じではない。「誰と誰」という言葉は、2 人というニュアンスが強いと解釈される。そ

れに対して、saja の複数の意味は 2 人とは限らない。また、(57)のような文は、どちらの言

葉でも成り立たない。限定副詞 hanya は「しか」と同様に疑問詞と共起しにくい。(58)は、

インドネシア語の文であり、saja が場所を表す疑問詞 ke mana「どこに」に後接している。

pergi ke mana saja「どことどこに行った」というインドネシア語の表現は、話し手が相手

の答えに対して複数の場所を予想していることを表しており、それは 3 ヵ所以上であって

もよい。日本語の場合は、「疑問詞＋と＋疑問詞」の構造から見ると、2 つの答えに限られ

ている。ただし、実際の使用では 2 つ以上の答えの可能性もありうる。ようするに、saja

は辞書的意味では「だけ」に相当するが、疑問詞につくと saja を「だけ」で訳すことはで

きない。むしろ「疑問詞＋だけ」の構造は非文になる。その代わりに、「だけ」を省略し、

「疑問詞＋と＋疑問詞」と訳す。しかし、意味的には少し違うニュアンスが生じる。それ

でも、日本語にはこのような saja の表現がないため、「疑問詞＋と＋疑問詞」型は saja の

複数の意味と一番近い使い方だと考えられる。 

 一方、同じく疑問詞につく saja が、疑問文ではなく平叙文に現れることがある。このよ

うな saja の使用は不定性という意味を表し、日本語のとりたて助詞「でも」が対応する。 

 

(59) Kami  boleh    membeli  apa  saja.              

    私たち ～してもよい 買う   何  限定副詞 

  「私たちは何でも買っていい。」 

（第 2 章(37)再掲） 

 

(60) Dia   dapat  berteman  dengan siapa saja.            

彼/彼女 できる 友達になる と   誰 限定副詞 

「彼/彼女は誰とでも友達になれる。」 
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（第 2 章(35)再掲） 

(59)では、平叙文で疑問詞 apa「何」に saja が後接し、話し手がある場所で買う物に制限

がなく、どんな物を買っても許されるという不定性を表している。買う物はもちろんその

場に売っている物だけに限られていたり、話し手と相手の相談で決まっていたりするが、

その中では買える物に制限がないということである。さらに、(60)も同様に年齢、性別など

を問わずに友達になり得る人には制限がないという意味を表している。ようするに、この

ような使用はより包括的な意味を表している。 

それに対して、日本語の場合は不定性を表す際、「でも」というとりたて助詞に相当する。

仁田(2009)は、疑問代名詞に「でも」が付いた場合、基本的に肯定の述語とともに用いられ

ると述べている。用例(59)と(60)は、いずれも「でも」に訳される、「疑問詞＋でも」と「疑

問詞＋格助詞＋でも」の形である。なお、包括的な意味の面から見ると、Kuroda(1979: 92)

は、「でも」が不定代名詞に後接すると、dare-demo, ‘everyone’ ; nan-demo ‘everything’ と

いう形になり、英語の every より強い意味を含むと述べている。Kuroda(1979)はそれを

demo-pronouns「でも代名詞」と名づけている。以下の例を見てみよう。 

 

(61) John-ga nan-demo kat-ta                                  

    (John membeli apa saja.) 

(Kuroda 1979: 92) 

 

(62) この 問題は   誰 でも解ける。 

     Ini  masalah  siapa saja dapat diselesaikan 

    (Masalah ini dapat diselesaikan siapa saja.) 

 

例(61)と(62)では、saja が疑問詞の直後に現れる。これは同じ不定性であっても、より一般

的で、自由選択というより包括的な意味を表すと考えられる。(61)は、買う物に例外が無く、

包括的に何でも買うという意味で、(62)は、普遍的にその問題が誰でも解けるという意味を

表している。ようするに、このような「でも」の使用は「疑問詞」に限られている。また、

不定性を表す saja に対応している。 

 ただし、否定文の場合は saja を使うことが不可能で、pun38という助詞と共起しなければ

ならない。これは日本語でも同様で、「でも」を使えず、その代りにとりたて助詞「も」を

使用する。 

 

(63) *Kami  tidak  boleh   membeli  apa saja. 

    私たち 否定語 してもよい 買う   何 限定 

  *「私たちは何でも買ってはいけません。」 

                                                   
38 pun という助詞は、saja の用法の章（2 章 1.3.2.1 節）で大まかに考察した。 
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(64) Kami  tidak  boleh     membeli apa-pun /apa-apa 

    私たち 否定語 ～してもよい 買う   何 も  

  「私たちは何も買ってはいけません。」 

 

(63)では、どちらの言語の文も非文法的である。saja および「でも」はいずれも否定文に現

れない。しかし、(64)の場合は、saja の代わりに助詞 pun が出現し、および疑問詞の反復

の形である apa-apa が否定文の不定性を示している。日本語の場合は、「でも」でなく「も」

が使われている。Kuroda(1979)では、「誰も」、「何も」のような語は mo-pronouns（も代

名詞）と呼ばれている。主に英語の否定文に現れる any という語と同じである。以下に例

を挙げる。 

 

(65) John-ga nani-mo kaw-anakat-ta.             

    John did not buy anything. 

    (John tidak membeli apa pun) 

 (Kuroda 1979: 93) 

 

(66) Yosiko-ga dono tegami mo yom-ana-katta.        

    Yoshiko didn`t read any letter.  

    (Yoshiko tidak membaca surat yang manapun.) 

  (Haspelmath 1997: 23) 

 

(65)では、「も」は疑問詞「何」に後接し、否定述語「買わなかった」と共起する。肯定文

と違って、「でも」の出現は不可能である。また、(66)では、「も」は疑問詞「どの」に関連

しているが、名詞の後に現れる。疑問詞「どの」は通常名詞の前に位置している。それに

対して、インドネシア語の訳を見ると、「何も」は apa pun に訳され、「どの手紙も」は疑

問詞 yang mana「どの」と助詞 pun「も」が結合している。このような文は saja の出現が

意味を成さず、助詞 pun が相応しい。 

ようするに、このような用法では「でも」と「も」を入れ替えることはできない。一方、

インドネシア語では、肯定文の場合、疑問詞に後接する saja を pun に入れ替えることがで

きる。しかし、否定文では pun は saja に置き替えられない。以下の例を挙げる。 

  

(67) a. 田中さんは何｛も/ *でも｝食べない。 

  b. 田中さんは何｛*も/でも｝食べる。 
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インドネシア語訳 

(68) a. Saya tidak makan apa { pun / *saja} 

    b. Saya makan apa {pun / saja} 

 

以上の saja の複数性と不定性の分析から分かるように、複数性を日本語のとりたて助詞で

表すことはできない。最も近い意味を表すには、「疑問詞＋と＋疑問詞」という形になる。

不定性の場合、saja は、疑問詞によって「前置詞＋疑問詞＋saja」と「疑問詞＋saja」の 2

つ形がある。意味の面から見ると、これは、自由選択と普遍的（包括的）に分類できる。

一方、日本語の場合は、「疑問詞＋格助詞＋でも」と「疑問詞＋でも」に相当し、同様に肯

定平叙文に現れる。また、不定性の否定文の場合は、「でも」は「も」に、saja は pun に変

わる。 

 

6. まとめ 

本章では、イ日両言語における限定副詞・限定とりたて助詞の対照を行った。両言語の

限定副詞及び限定とりたて助詞の持つ構文的、意味的な機能は次のようにまとめられる。 

 まず、構文的な機能は、限定副詞ととりたて助詞では品詞が異なる。しかし、副詞であ

っても、単独では使えない。 

文中での出現位置については、限定副詞が被限定要素に前接する (hanya, sekadar, 

semata-mata)場合も、後接する(saja)場合もある。また肯定述語および否定述語と共起でき

る。一方、とりたて助詞の場合「だけ、しか、ばかり、さえ、など」は、全て、被限定要

素に後接するか被限定要素＋格助詞に後接する。限定副詞と限定とりたて助詞は名詞、動

詞、前置詞につきやすいが、限定副詞 saja は疑問文で疑問詞に後接できる。このような現

象は日本語には見られない。ただし、平叙文であれば、とりたて助詞「でも」が疑問詞に

つく場合がある。したがって、限定副詞から見れば、saja だけが限定以外のとりたて助詞

と対応できることになる。言い換えると、saja を日本語に訳すと、「だけ」で訳すことが多

いが、他のとりたて助詞「ばかり、さえ、でも」が対応するばあいもある。一方、hanya, 

sekadar, semata-mata の場合は「だけ」または「しか」が対応する。しかし「しか」で訳

す場合、インドネシア語が肯定文でも日本語は否定文になる。逆に、とりたて助詞「だけ」

は saja だけでなく、場合によって sekadar, semata-mata, hanya に訳されることもある。

以上のように、インドネシア語の限定副詞と日本語の限定のとりたて助詞の基本的な構造

の類似点と相違点が明らかになった。 

 また、意味的な機能については、とりたて助詞「だけ」「しか」及び一部の他のとりたて

助詞の意味は限定副詞と対応しているが、その対応には特徴がある。「だけ」は、最も多く

の限定副詞に訳すことができる。基本的に「だけ」は、ある要素をとりたてて、とりたて

られる要素を話し手が十分と思っているニュアンスを含む、また数字をとりたてる際も、

数字が少なくてもぎりぎり十分というニュアンスになる。このような意味は限定副詞 saja
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の基本的な意味と類似している。saja を使うと話し手の気持ちが中立的な気持ちであるこ

とを表す。また、「だけ」が格助詞に後接する場合、現れる格助詞によって saja ではなく、

hanya および semata-mata が対応する場合があることも分かった。そして、「だけ」が「量

的にそれ以上はない」という意味を表すときは、限定副詞 sekadar に訳されるのが自然で

ある。多くの場合、このような「だけ」は副詞「ただ」に共起される。一方、「しか」の意

味は、限定副詞 hanya の意味と類似している。話し手の基準を満たさない、または不十分

という意味を含意している。ただし、概数をとりたてる際、hanya で訳すことができない。

逆に、限定としての hanya は、saja と違って多くのとりたて助詞に対応できず、「しか」に

訳されることが多い。 

上記の考察から分かるように、saja と「だけ」、hanya と「しか」は重なる部分が多いが、

必ずしも、そういう対応だけに限らないことが分かった。 
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第 6 章 

結論 

 

 本章では、論文全体のまとめとして、1 節で本研究の成果をまとめる。2 節は、本論文で

は考察が不足していた、または詳細に研究していない問題を述べる。 

 

1. 研究の成果 

 本研究では、インドネシア語における限定表現の構造及び意味に注目し、そのあと日本

語のとりたて助詞（だけ、しか）との対照に関する記述を目指して、4 種類の限定表現（saja, 

hanya, sekadar, semata-mata）ととりたて助詞（だけ、しか）の考察を進めてきた。第 1

章では、インドネシア語の一般的な文法を見ており、インドネシア語の様々な限定表現を

分類した。第 2 章から第 4 章にかけては、各限定表現の構造と意味の特徴を記述し、限定

表現の結合の可能性と置き換え可能性について構文を整理した。また、第 5 章では、日本

語のとりたて助詞との対照を行い、相違点と類似点を明らかにした。 

 第 1 章においては、インドネシア語の一般的な文法を記述しながら、副詞で示される限

定表現または限定副詞（adverbia limitatif）の先行研究をとりあげた。先行研究では、限

定副詞の種類の記述はあるが、詳細な限定副詞の使い分けの記述はなく、ほとんど例文だ

けに留まっている。インドネシア語の限定副詞についての研究は数少ないことが分かった。 

 第 2 では、先行研究を踏まえ、文中で各限定副詞（saja, hanya, sekadar, semata-mata）

の現れる位置を記述し、またインドネシア語の大辞典『Kamus Besar Bahasa Indonesia』

に書かれた各限定副詞の意味及び分析したデータを参照しながら、各限定副詞がどのよう

な限定としての意味の特徴を含むか、限定以外の意味を含み得るか、詳細に考察した。 

a. 限定副詞 saja は被限定要素の後に現れるか、語に後接する。意味の面では、saja の使

用は、限定としての意味と限定以外の意味に分類できる。限定の意味の特徴として、基

本的に被限定要素を排他的に取り上げ、話し手の中にある基準、予想より少ないという

事実のみを表し、予想より少ないが、特に少ないということを強調した文ではなく、「こ

れ以外にない」ということが強調される。限定の意味の saja は、それぞれの特徴を持

ちながら、唯一性、多数性、持続性、最低限、極限性に分類することができる。それに

対して、限定以外の saja は複数性と不定性、アスペクト副詞の強調性、モダリティ副

詞の強調性（意味の変化に関わることもある）を表す。 

b. 限定副詞 hanya は出現位置が被限定要素または語に前接する。基本的な限定の意味と

しては、「満たさない」及び「少なさ」という意味に分類できる。対象となる要素（数

量・事柄）が話し手のとらえる質的または量的な基準を満たさないことを表すが、ある

事態が被限定要素だけに当てはまるという意味で「少なさ」を表すことがあることも明

らかになった。また、限定の意味を含む接続詞として機能している hanya の使用も確

認することができた。さらに、限定以外の用法として、hanya の砕けた表現で、会話に
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用いられる cuma の使用についても考察した。cuma は限定副詞以外に、派生語を形成

することができる。cuma から形成された派生語は percuma「無駄になる、無料」と

cuma-cuma「無料」である。cuma-cuma, percuma は、同じ語根 cuma に由来にして

いているが、実際の使用は cuma とは異なるということを記述した。 

c. 限定副詞 sekadar は述語動詞及び述語名詞にしか前接できず、人称代名詞と数詞には前

接できない。sekadar は被限定要素に対して深い意味や理由はないというニュアンスを

表している。意味の面では、それぞれの特徴がありながら、単なる動作・物に対してそ

れ以上でもそれ以下でもないことを表したり、それ以上ではないことを強調したり、そ

れ以上はあり得るがそれ以下はないことを表現したりすることが明らかになった。また、

sekadar は派生語 sekadar-nya を形成することもある。sekadar-nya は sekadar と違

って物事を限定するのではなく、ある物事の割合あるいは値がやや少ないことを表すと

いうことを明らかにした。 

d. 限定副詞 semata-mata は、フォーマルな話し言葉でよく使われている。semata-mata

は述語動詞句／名詞句、目的と理由を表す接続詞、目標／理由／方法／動作主を表す前

置詞句に前接できるが、SVO だけの文には出現しにくい。そのため、semata-mata の

文には目的と理由を表す接続詞、目標／理由／方法／動作主を表す前置詞句の出現が不

可欠であることが明らかになった。意味の面では、semata-mata は多様な意味を持た

ず、「唯一絶対」の意味しか持たないことを確認した。 

 第 3 章では、限定副詞が結合した構文を取り上げた。結果として、2 つの限定副詞の結合

の構文と 3 つの限定副詞の結合の構文に分類できた。また、2 つの限定副詞の結合は「限定

副詞＋語＋限定副詞」と「限定副詞＋限定副詞＋語」のパターンがあり、3 つの限定副詞の

結合は「限定副詞＋限定副詞＋語＋限定副詞」のパターンが形成される。そして、結合し

ている限定副詞の中でどの限定副詞が被限定要素に関わるか、及びどの限定副詞がもっと

も意味が強いかについても指摘した。 

 第 4 章では、限定副詞同士の置き換え可能・不可能な構文を考察し、その後相違点と類

似点を取り上げた。結果として、限定副詞同士を置き換えることが可能な構文は、基本的

に限定の意味に限られるが、置き換え不可能な構文は、saja の拡張された用法（多数性、

持続性、最低限性、極限性）と saja の限定以外の意味（複数性・不定性、アスペクト副詞

の強調性、モダリティ副詞の強調性）、逆節等位接続詞 hanya、「それ以上ではないこと」

を表す sekadar であることが明らかになった。また、置き換え可能な構文については、限

定副詞の相違点と類似点がより分かった。4 つの限定副詞の中でもっとも焦点の幅が広いの

は hanya と saja で、焦点の幅が狭いのは sekadar と semata-mata である。そして、選択

したそれぞれの限定副詞は、話し手の言いたいことを暗示しており、異なる態度を伝えて

いるので、限定副詞の選択には主観性が関わることが分かった。 

 第 5 章では、インドネシア語の限定副詞（主に saja と hanya）と日本語のとりたて助詞

（主に「だけ」と「しか」）の対照研究を行った。焦点化構文に関しては、それぞれ特徴が
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あるが、ここでは両言語の焦点化構文のパターンを明らかにした。また、「だけ」と「しか」

の文が、意味の面ではどのような限定副詞に対応できるかについて記述し、ほとんどの場

合「だけ」は saja に訳され、「しか」は hanya に訳されるが、必ずしもそういう対応だけ

に限らないことが分かった。さらに、hanya に比べれば saja は様々な機能があるため、「だ

け」以外のとりたて助詞「ばかり、さえ、でも」にも対応できることが明らかになった。 

 

2. 今後の課題 

以上が、本論文を通じて明確になったことである。だが、先述したようにインドネシア

語を対象にする言語学的な研究はまだ少ないので、十分に研究されていない領域はまだま

だたくさんある。本研究での考察が不十分であり、取り上げることができなかった問題に

は次のようなものがある。まず、第 2 章 1.3.2 節で論じた saja の意味に関しては、限定以

外の意味も分類したが、分析の足りない面があるので考察が十分だと言えない。特に、saja

の複数性と不定性は限定の意味に関連があると考えられるが、詳細に踏み込むことはでき

なかった。 

 また、第 5 章対照研究においては、日本語の限定とりたて助詞とインドネシア語の限定

副詞の類似点と相違点を指摘することができたが、ほとんど「だけ」と「しか」との対照

だけに注目した。限定副詞が他のとりたて助詞に対応する場合についても考察したが、ま

だ考察が足りない面がある。例えば、saja と「ばかり」、saja と「さえ」、saja と「でも」

／「も」の対照を行ったが、とりたて助詞（ばかり、さえ、でも／も）の他の意味が saja

で対応できるかどうかは考察することができなかった。 

 以上で述べた点に関しては、今後の課題とする。本論文をもとに、日本語の限定とりた

て助詞とインドネシア語の限定副詞の研究を進めていきたい。 
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