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例

本論文における表記・グロスに用いた略語は、以下の通りに示す。
1. 例文、図表番号、脚注には、章ごとに通し番号が付してある。
2. 例文の出典は、例文の末尾に示す。中日対訳コーパスによって抽出し
た例文は、それぞれの小説名を明記する。
先行研究から引用する場合、「著者（発行年：ページ数）」のように明記
し、例文といっしょに通し番号を付する。またウェブサイトから採取した
用例は、URL を明記する。
3. 例文の文頭に付した「*」は、当該表現が文法的に容認されない表現
であることを示す。同じく、文頭に「?」は、当該表現の容認度が低い表現
であることを示す。
4. 中国語の例文のグロスは、基本的に中国語の語単位でつける。一部機
能語のグロスはその文法的機能を示す。
5.

グロスに用いた略語は以下の通りである。
1

一人称

2

二人称

3

三人称

SG

単数

PL

複数

NMLZ 名詞化辞
COP

コピュラ

NEG

否定

PAST

過去

AD

副詞

PREP

前置詞

iv

第一章 序論

第一章

序論

1.1 はじめに
人間がコミュニケーションをする際、話し手は聞き手に最も伝えたい部
分に焦点 (focus) を当てる。最も重要な、際立った情報としての解釈を担
う焦点は、表現的にも際立った形で現れるのが一般的であり、ある要素を
焦点として解釈されるべきものとして特定の形式で表現することを、要素
の「焦点化」(focusing) と呼ぶ（例：Halliday 1970, Givón 1979, 田子内・足
立 2005）。
焦点化の研究は、これまでも世界の言語に対して様々な観点から議論さ
れてきた（Muraoka1969, Chafe1976, Gussenhoven, C. 1983, Luo 1994, Krifka
1996, Kiefer 1997, Gundel, J. K. 1999, Leech & Svartvik 2013, Werth 2016 など）。
一般的に、焦点化の方法は非言語的手段（ジェスチャーなど）と言語的手
段に分類され、さらに、言語的手段には、音韻、語彙、文法、修辞、談話
などによる手段が含まれる。
英語における焦点化 の 手段 は以下のように 分類される（Harries-Delisle
1978, Creider 1979, Dik 1997, 田子内・足立 2005）。

(1) a. 線形順序に基づく焦点化（右方移動）
A letter arrived for you FROM ENGLAND.
b. 分析標示に基づく焦点化（焦点化副詞との連合）
I only KISSED your sister last night.
c. 特定構文に基づく焦点化（分裂文化）
It was THE TONE OF HIS VOICE that surprised me.
（田子内・足立 2005: 3）

焦点化は文の情報 構造に大きく関わっている。先ず上の (1a) は英語の
「右方移動構文」と呼ばれるものである。この構文では、英語の基本語順
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を変え、最も重要な情報“FROM ENGLAND”を文末へ移すことで、話し
手は自分の意図を構文上でマークすることができる（神尾，高見 1998）。
次に、(1b) において、焦点化副詞 (focusing adverb) は、その右側にくる要
素を新情報の焦点にする働きを持ち、焦点化副詞の使用によって、文の重
要な情報を 提示 することになる。最後に、話し手 の意図を 明示的に現す
(1c) のような構文は「分裂文 (cleft sentence) 」と呼ばれている（Quirk 1985,
福地 1985）。分裂文では、情報の焦点の取り立てにおいて、ある要素が特
定の構文に入りコード化され、情報の焦点をより明確にする現象が見られ
るのが特徴である。一般的に、分裂文は焦点要素の移動によって生じたも
のとされ、焦点要素の移動は情報構造の変化を示している。すなわち、分
裂文は情報構造をコード化する文法的手段の一つとして認識できる。
英語に見られる分裂文を例に挙げると、「It 分裂文」 (It-cleft) と「Wh
分裂文」 (Wh-cleft) の二つのタイプに分類することができる。
「Wh 分裂文」
は擬似分裂文と呼ばれることもあるが、本研究では引用部分を除いて、統
一して「Wh 分裂文」と呼ぶ。

(2) a. John lost his keys.

（非分裂文）

b. What John lost is his keys.

（Wh 分裂文）

c. It was his key that John lost.

（It 分裂文）
（Prince 1978: 883, 括弧は筆者による）

分裂文は情報構造をコード化する文法的手段の一つとして認識され、通
言語的に見られ、英語だけでなく、日本語や中国語にも観察される。日本
語ではコピュラで標記される「…のは/が…だ」構文というパターンを成し、
(3) の例に示したように、いくつかの変異形があるが、日本語の「…のは/
が…だ」構文は英語の 分裂文に 対応する 構文 であると考えられる（神尾
1990）。
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(3) a. 花子が描いたのはこの絵だ。
b. その時花子が描いたのがこの絵です。
c. この絵を描いたのは花子ではない。
d. その時この絵を描いたのが花子でしょう。
（神尾 1990: 85）

一方、中国語学においては、“强调句（強調文）”という焦点に関連して
言語現象が分析されてきた（董 2003，蔡 2004，石 2005）。中国語における
文法的な手段としての焦点化にはコピュラの“是”が使われる（方 2005，
刘 1998，祁 2014）。これは中国語の分裂文とみなすことができる。しかし、
英語では「It 分裂文」と「Wh 分裂文」のように、文法構造から焦点化要
素が確認できるが、孤立語の中国語では、
“是”による焦点化の要素が構文
内のどこを対象にしたものなのかは、文脈を参照しなければはっきりしな
い場合が多い（郭 2003）。
(4) 谁 先 动
誰
所以

先

手 谁 不对。 是

動く
她

手

誰

她

先 动

COP 3SG 先

悪い

手 的，

動く 手

語気助詞

不对。

だから 3SG 悪い
(先に手を出した方が悪いです。彼女が先に手を出したのです。だか
（郭 2003: 228）

ら､彼女が悪いのです。)
(5) 是

她

先 动

COP 3SG 先
还

的

動く

手 的。

我

是

没办法

手

1SG

COP

仕方ない やっと

語気助詞

才

手。

返した 語気助詞 手
(彼女が先に手を出したのです。私は仕方がなくて返しただけです。)
（郭 2003: 228）
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(4) と (5) において“是她先动手的”（彼女が先に手を出したのです。）
の文はどちらも“是”による焦点化が行われている文だと考えられる。し
かし、文脈を参照すると、(4)

は“她”（彼女）を焦点化し、(5) は“先”

（先に）という時間の順番を焦点化するものである。このことからも“是”
による焦点化要素が構文内のどこを対象にしたものなのかは、文脈を参照
しなければ明確にならないことが分かる。また、(4) (5) から、“是”によ
って焦点化される構文内では、名詞化辞“的”も同時に現れるのが一般的
であることも分かる。さらに、構文内で“的”が現れる位置の相違によっ
て、中国語の分裂文を“…是…的”構文と“…的是…”構文の二種類に分
類することができる。

(6) a.

是

她

先 动

COP 3SG 先

手 的，

動く 手

語気助詞

（彼女が先に手を出したのです。）
b.

先 动
先

手 的

動く 手

是

她

NMLZ COP 3SG

（先に手を出したのは彼女です。）

中国語における分裂文は二つのタイプの分裂文を持つ点において英語と
共通している。英語における「It 分裂文」と「Wh 分裂文」は、どちらも
焦点と前提が分割された形で表され、情報の焦点も明示されている。その
ため、多くの場合において一つの言語における二つの分裂文はお互いに置
き換えることができる。しかし、単一の言語において同様の伝達内容を表
すために二種類の構文が存在する要因として、二つの分裂文はそれぞれ異
なる談話上の特徴があると指摘されている。（福地 1985）。
これまでの諸言語における分裂文の研究は、言語の伝達機能、すなわち、
言語使用の立場から言語事実を捉え、文法的に外在する要因を求める機能

4

第一章 序論

主 義 に 基 づ く 研 究 が 盛 ん に 行 わ れ て い る (Prince 1978; 1981; 1992,
Lambrecht 1994;2001, Collins 2002)。すなわち、分裂文の一文だけではなく、
二文以上の談話とその文脈を考察対象としている。特に分裂文においては、
情報の伝達に必要となる旧情報と新情報が密接に結びついているため、語
用論の観点からの研究では、分裂文における旧情報と新情報の観点、また
談話展開の観点から議論する研究が多く行われてきた（Prince 1978，Quirk
1985，Lambrecht 1994，福地 1985，砂川 1996;2000;2005，森 2008，伊藤 2010，
劉 2011，谢 2013）。
また、堀江 (2004) は、異なる言語 において、コード化する情報カテゴ
リーの優先順位は異なり、言語構造と情報構造の研究において類型論的観
点と対照言語学的観点が不可欠であることを指摘している。例えば、日本
語 (7a,b) と韓国語 (8a,b) において、「題目」と「焦点（化）」というカテ
ゴリーは文法体系の中に「題目助詞」によって明示的に組み込まれており、
無標の構文としてそれぞれ独立した形態素によって表されている。それに
対して、英語 (9a,b) の「題目」を表示する主題化や左方転位の構文は、優
先順位が低い有標の構文であるといえる。

(7) a. 太郎は学生である。（「題目」）
b. 太郎が学生である。（「焦点化」）
（堀江 2004: 255）
(8) a. Taroo-nun
太郎−題目

haksen-i ta.
学生−コピュラ（陳述：下称）

b. Taroo-ka
太郎−主格：焦点

haksen-i ta.
学生−コピュラ（陳述：下称）
（堀江 2004: 255）

(9) a. Taro, I can`t stand. （主題化）
b. Taro, I can`t stand him. （左方転位）
（堀江 2004: 256）
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表 1 日英韓語における「題目」・「焦点」・「定（不定）」のコード化の対照

日本語

題目

焦点（化）

「は」

「が」

定

不定

（指示詞「その」） （連体詞「ある」）

分裂文
韓国語

nun/nu

ka/i

（指示詞 ku）

分裂文
英語

（語順）

（語順）

主題化

It-cleft

左方転位

Wh-cleft

（「冠形詞」（＝連
体詞 enu,etten）

the

a/an

（堀江 2004: 255 より引用）

表 1 はコード化を行う情報カテゴリーが、日本語、韓国語、英語におい
て異なっていることを示している。一方、日本語、韓国語、英語において、
「焦点」をコード化する手段は三言語とも分裂文 (It-cleft, Wh-cleft) である
ことがわかる。
さらに、英語では“It-cleft”と“Wh-cleft“の二つの分裂文によって焦点
化を実現できることが表 1 に示されているが、英語と同じように二形式の
分裂文を持っている中国語に対する検証は従来十分に行われてこなかった。
近年、認知言語学分野での研究においては、構文文法の観点から各形式の
構文を考察する研究が盛んに行われているが、構文文法で扱われる構文の
形式は、主に、二重目的語構文 (Ditransitive Construction)、使役移動構文
(Caused-Motion Construction)、結果構文 (Resultative Construction)、Way 構文
(Way Construction) が一般的であり、分裂構文に関して構文文法に基づく検
証は依然検討の余地がある。
さらに、従来の中国語の研究では、分裂文を二つの形式の構文として扱
うのではなく、
“是”と“的”を独立的な構成要素として見なす傾向がある。
すなわち、従来の中国語を対象にした研究においては“是”と“的”が表
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すそれぞれの意味、文中の役割についての語用論的研究が主であり、構文
そのものの性質はあまり明らかにされてこなかった。
また、中国語と他言語の比較を行う対照研究、言語間の普遍性とバリエ
ーションの両面を解明する言語類型論においても、分裂構文を対象とする
研究は多く見られない。とくに、二つの構文が機能面、談話面において、
お互いにどのような関係を持っているかという点に対しては検証の余地が
多く残る。
本研究は、焦点化の手段の一つである「分裂構文1」に着目し、中国語と
日本語の分裂構文を比較・対照し、両言語において分裂構文が持つ構文的、
談話的機能の特徴を解明するものである。次節では分裂構文の定義を行い、
その後、日中両言語それぞれの具体的な研究対象について述べる。

1.2 研究対象
本節では、まず、分裂構文とは何かについて英語、日本語、中国語にお
けるそれぞれの定義の確認を行う（1.2.1 節）。その後、本研究がどのよう
な言語現象を具体的に取り上げるかを示す（1.2.2 節）。

1.2.1

分裂構文の定義

分裂文 (Cleft Sentences) の概念は Jespersen (1937: 25.4-25.9) によって提
案され、その後、情報構造の観点 (Prince 1978, Fellbaum 1980, Borkin 1984,
Declerck 1984) から“It-cleft”と“Wh-cleft”が考察され、この二形式の構
文のように、前提

(presupposition) と焦点

(focus) が分裂される構文が分

裂文と呼ばれるようになった。

(10) John lost his keys.

1

先行研究では、“cleft”のことを「分裂文」または「分裂構文」と呼んでいるが、
本研究は構文的アプローチであるため、引用の場合を除いて、
「分裂構文」と呼
ぶことにする。
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(11) It was his keys that John lost.
focus
(12) What John lost

presupposition
was

presupposition

his keys.
focus
(Prince 1978: 883)

一般的に、英語では、(11) のような“It is…that/wh…” という形式の構文
が「It 分裂文（It-cleft）」と呼ばれ、(12) のような “What/ Who/ Where…”
など “Wh” から始まる疑問詞が現れる構文は「Wh 分裂文 (Wh-cleft)」と
呼ばれている。
次に、日本語では、英語と同様に文の前提と焦点が分かれている「…の
は…だ」構文、あるいは「…のが…だ」が分裂構文と見なされることが一
般的である。砂川（1995）は、節が主語になり、その節から特定の成分が
取り出されて述部に位置づけられているコピュラ文を「分裂文」と定義し
ている。以下の例(13) (14)も参照されたい。
(13) 慶応ビジネス・スクールがこのスクールに最も近い。
（砂川 1995: 206）
(14) [[このスクールに最も近い S]の]NP は／が[慶応ビジネス・スクール]NP
だ。
（砂川 1995: 206，下線部は筆者による）

砂川 (1995) は分裂文における「の」の役割を次のように説明している。

(15) 分裂文は「…のは…だ」、
「…のが…だ」のように、ノを用いた構
文である。この種のノは、節を受けて、その節全体を名詞相当の
句に変える役割をはたしている。ノにはこのように、節を名詞化
する「名詞化辞 (nominalizer)」としての用法がある。
（砂川 1995: 206）
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また、日本語の分裂構文は、英語の「It 分裂文」と「Wh 分裂文」を包
括した構造を持ち、両者の機能を合わせ持っていることが指摘されている
（佐藤 1981，熊本 1989）。
一方、中国語の文法研究では、分裂構文は「強調構文」として取り上げ
られることが多い。分裂構文という概念は英語から取り入れたものであり、
一般的には、コピュラの“是 (shì)”による強調構文が中国語における「分
裂構文」の主要なタイプであると指摘されている (Teng 1979, Tang 1983)。
例えば、動詞文 (16) に対し、
“是”が使われる構文は、主に以下の二つ
のタイプが見られ、
“是”の前に名詞化辞の“的”が含まれる構文 (17) と、
文末に“的”が使われる構文 (18) である。両構文とも「誰かケーキを食
べた」という文の前提に対して、
「食べた人」を焦点化することになる。(17)
は主語の「花子」を取り出し、文末に移動するによって、主語を焦点化す
る“…的是…”構文である。一方、(18) は「花子」を“是”と“的”の間
に移動し、“…是…的”によって焦点化される構文である。

(16) 花子 吃了
花子

蛋糕。 （作例）

食べた ケーキ

（花子はケーキを食べた。）

(17) 吃

蛋糕

的

是

花子。（作例）

食べる ケーキ NMLZ COP 花子
（ケーキを食べたのは花子だ。）

(18) 蛋糕
ケーキ

是

花子

吃

的。（作例）

COP

花子

食べる

語気助詞

（ケーキは花子が食べたのだ。／ケーキを食べたのは花子だ。）

以上、例を挙げながら、英語と日本語、中国語の分裂構文の定義を確認
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した。本研究において、研究対象とする日本語と中国語の分裂構文を次の
ように定義する。

(19) 動詞文において、特定の成分が文から取り出されて移動され、名詞
化辞及びコピュラによって節が主語化され、文の前提と焦点が分け
られる構文。

1.2.2

本研究の研究対象

前節で示した 定義に従い、日中両言語の具体的な分裂構文の例として
(20) のそれぞれの文が該当する。

(20) 日本語：「…のは…だ」
中国語：“…的是…”と“…是…的”

日本語には「…のが…だ」構文という形式も存在し、厳密には「は」と
「が」の相違によって、両構文に機能上、談話上に相違があると思われる
が、本研究ではその区別を深く議論せず、
「…のは…だ」構文を中心に考察
を行う。
一方、中国語の“…是…的”構文には、(21b) (21c) のように“是”もしく
は“的”のどちらかが省略される場合も見られるが、本研究は“是”と“的”が
両方含まれる、(21d) のような“…是…的”という形式の構文を研究対象
とする。

(21) a. 父亲 用

烟袋锅

打

他。

（非分裂構文）

父親 使う キセルの雁首 叩く 彼
（父はキセルの雁首で彼を叩く。）

b. 父亲 是

用

烟袋锅

打

他。（“的”が省略された構文）

父親 COP 使う キセルの雁首 叩く 彼
10
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（父はキセルの雁首で彼を叩くのだ。）

c. 父亲 用

烟袋锅

打

他

的。（“是”が省略された構文）

父親 使う キセルの雁首 叩く 彼 語気助詞
（父はキセルの雁首で彼を叩くのだ。）
（郭 2003: 220）

d. 父亲 是 用

烟袋锅

打

他

的。（“…是…的”分裂構文）

父親 COP 使う キセルの雁首 叩く 彼 語気助詞
（父は彼を叩いたのはキセルの雁首でだ。）

（作例）

さらに、日中両言語において上述のような分裂構文の基本的な三つの構
文形式だけではなく、分裂構文と他の構文が共起する場合に派生する拡張
的構文も研究対象とする。例えば、近年インターネット、SNS では新奇的
表現が多用されており、これらの表現は分裂構文が他の構文“不是…是…
（…ではなく…だ）”と共起する構文 (22) と見なされる。
(22) a.

哥

吃

的

不

是

面,

是

寂寞。

1SG

食べる

NMLZ

NEG

COP

麺

COP

寂しさ

b. 俺が食べたのはラーメンではなく、寂しさだ。

（筆者訳）

(http://news.163.com/09/0723/06/5ESTNVLF000120GR.html)
以上のように、本研究では日本語「…のは…だ」構文と中国語の “…的
是…”、“…是…的”構文のほか、中国語の分裂構文と他構文に共起する例
に関しても注目して分析を行っていく。

1.3 研究目的
分裂構文の日中対照研究には、特に構文の観点から議論が行われた研究
は管見の限り少ない。上述の分裂構文の定義から見れば、日本語の分裂構
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文も中国語の分裂構文も、構文としての形式が規定されている。そのため、
本研究は中国語の“…的是…”構文と“…是…的”構文を二つの異なる構
文と見なし、両者の相互関係、分裂可能性階層における分布を明らかにす
る。その上で、日本語の「…のは…だ」分裂構文との対照を通じて、両言
語における分裂構文が使われる動機付けの相違も明らかにしたい。
構文の研究は認知言語学において、構文文法理論 (Goldberg1995, 2006)
を応用するものが多く見られる。従来の研究において、構文文法の理論に
適応する例として、二重目的語構文、使役移動構文、結果構文が多く挙げ
られているが、本研究では、構文文法理論が分裂構文にも適応可能である
と考える。さらに、構文文法の理論を応用し、両言語の分裂構文の構文的
特徴を明らかにし、中国語の二つの分裂構文の関連性、日本語の分裂構文
との対応関係、構文間の関連を見つけ出す。そして、一連の分析を通して、
分裂構文全体におけるネットワークをより体系的に捉えることを目指す。
砂川 (1995) は、文法と談話は互いに互いを必要としながらコミュニケ
ーションを成立させるものであるとともに、人間の言語運用の過程では、
談話からの要請と文法からの要請との軋轢が文法体系の変容を迫る圧力と
なるようなこともあり得ると述べている。分裂構文は、文の情報構造に関
わりながら、構文の形式も談話機能も特徴が著しい構文であり、談話の研
究においても多く扱われている。本研究は構文文法だけでなく、文法と談
話をつなげ、異なる構文は談話においてどのような影響を受けるのか、コ
ーパスを利用し、実例を通じて分析を行う。

1.4 研究方法
本研究はこれまでの先行研究の成果を参照し、以下の二つの理論に基づ
き考察を行う。まず、形式面では、日中両言語それぞれの分裂文を構文と
して位置づけることを試み、構文文法理論に基づいて考察を行う。次に、
機能面では分裂構文の研究に多く使われる語用論の理論を用いて分析する。
最後に、周辺的な諸形式インターネットを利用して中国語版のツイッター
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(weibo) や、ほかの SNS を調べ、その実例を用いて分析を行う。
本研究で取り上げられる実例のデータとして、以下三つのコーパスを用
いる。

(i) 対訳コーパス：中日対訳コーパス（北京日本学研究センター；CD-ROM
第一版）
(ii) 中国語コーパス：CCL (Centre for Chinese Linguistics PKU) コーパス
(iii) 日本語コーパス：BCCWJ（現代日本語書き言葉均衡コーパス）少納
言

さらに新奇的表現 をより豊富に観察するため、中国語版ツイッター
(weibo) の検索機能 を利用し、分裂構文と 共起する構文 の主な形式を抽出
し、それに含まれるキーワードを用いてそれぞれの典型例を抽出する。

1.5 本稿の構成
本稿は以下のように七章から構成される。

第一章

序論

第二章

先行研究

第三章

理論的背景

第四章

日中両言語における分裂構文の機能領域

第五章

分裂構文選択の差異

第六章

分裂構文における構文的拡張

第七章

結論

本章に続く第二章では、本研究の議論に先立ち、言語類型論と対照言語
学の視点から分裂構文を分析した先行研究をまとめる。さらに、本研究の
研究対象となる中国語と日本語を中心に、統語的、談話機能的、認知的観
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点に分けてそれぞれの先行研究を概観した上で、問題点を指摘する。その
上で、本研究の位置付けと方向性を明らかにする。
第三章では、本研究の議論を進めるために必要な「構文文法」、「言語類
型論」、「語用論」の方法論と主要な知見について述べる。
第四章では、これまでの研究で明らかにされていなかった中国語の“…
的是…”と“…是…的”両分裂構文の関係を考察、分析する。中日対訳コ
ーパスのデータに基づき、日本語の「…のは…だ」構文と比べ、中国語に
おいて文法的に成立しない文を中心に分析を行う。まず、日本語の「…の
は…だ」構文を対照に、同じ形式を持つ名詞化辞“的”とコピュラの“是”か
らなる中国語の“…的是…”構文を分析する。その後、焦点化が可能な要
素の相違を出発点とし、中国語の“…的是…”構文を日本語の「…のは…
だ」構文と比較し、両構文において焦点化できる要素が限定されているこ
とを明確にする。さらに、従来の研究では、
“…的是…”を構文として扱う
ものが少なかったため、本研究では構文そのものが持っている性質、すな
わち、構文スキーマ性の相違から、中国語の“…的是…”構文と日本語の
「…のは…だ」構文の根本的相違はどこにあるのかを考察する。
次に、もう一つの分裂構文“…是…的”構文を加え、中国語の両分裂構
文が機能的にどのような役割を分担しているのか分析する。さらに、中国
語と日本語の分裂構文を対照し、両言語における分裂構文の意味地図と構
文間のネットワークを作成する。そして、構文と構文が継承リンクで繋が
るように試みる。
第五章では、中国語の“…的是…”分裂構文と日本語の「…のは…だ」
分裂構文が文法上どちらでも許容される文を中心に、語用論的観点から、
日中両言語における分裂構文の選好性を分析する。特に、同一場面におい
て、なぜ一方の言語だけにおいて分裂構文が許容されるのか、その動機づ
けを検討する。さらに、中国語の“…是…的”分裂構文が日本語の「ノダ」
構文と談話的機能が類似する点にも着目し、日本語の「ノダ」構文と分裂
構文の関係も構文の継承リンクで繋がるようにする。
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第六章では、第四章、第五章とは異なり、プロトタイプ的な分裂構文で
はなく、拡張的構文を分析する。とりわけ、インターネット用語や中国の
weibo（中国語版ツイッター）などの SNS で近年使用が増加しつつある表
現について、その形式、意味と機能を分析する。この分析を通じて、第四
章と第五章の構文ネットワークが純粋に固定化されたものではなく、容認
度やジャンルによって揺れのある周辺例を含んだ形で存在するということ
を示す。
第七章では、本研究の議論をまとめたうえで、言語学への示唆と今後の
課題と展望について述べる。
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第二章

先行研究

2.1 はじめに
本章では、本研究の研究対象である分裂構文に関する先行研究を概観す
る。本研究が分析の対象とする日本語と中国語の先行研究を中心に据えつ
つ、分裂構文の研究が盛んに行われている英語を対象とした研究や、言語
類型論の分野で注目されてきた研究も視野に入れながらまとめていくこと
にする。その後、それらの研究成果を踏まえ、従来の研究における問題点
と不足を指摘し、日本語と中国語の分裂構文における本研究の立場を明ら
かにする。
以下、統語論、語用論、認知言語学の各理論に基づく研究、諸言語にお
ける分裂構文の研究、日中対照研究から見る両言語の分裂構文の先行研究
を紹介する。

2.2 各理論に基づく研究
本節では、異なる理論に基づく研究を概観し、分裂構文における研究の
全体像の把握を試みる。以下、統語的観点、語用論的観点、認知的観点か
ら、分裂構文の先行研究をまとめる。

2.2.1

統語的観点から見た分裂構文

統語的観点から行った分裂構文研究では、生成文法の枠組みに基づく研
究が多く蓄積されている。特に争点となってきたのは、英語をはじめ、各
言語の分裂構文がどのように派生しているかという点である。分裂構文の
派 生は 主に 二つ の観点から 論議され、一つ は分裂構文 が非分裂構文
(non-clefted sentence) から 派生している とするものである（Higgins 1971;
McCawley 1998, 田子内・足立 2005, Hoji 1990, 朱德熙 1978, 黄正德 1988）。
もう一つは、擬似分裂文 から派生 しているとするものである (Akmajian
1970,

Hankamer 1974, Gundel 1977)。従来、以上の二つの観点からの議論
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が主に提唱され、先行研究の中では、特に英語の「It 分裂文」と「Wh 分
裂文」の派生過程における相違を中心に論じられている。
英語の「It 分裂文」と「Wh 分裂文」はどちらもコピュラ be の後の要素
を焦点化する構文である。しかしながら、武田 (2002) によれば、「Wh 分
裂文」は、非焦点要素の前提部を表す［a

］部分において焦点要素に対

応する空所の分布が移動に関する制約に従う。このことから、
「wh 分裂文」
の形成が疑問文形成や関係節形成と同様に wh 要素もしくは空演算子 (OP)
の移動過程を含むと考えられる。

(1) a. It is Mary that John met yesterday.
b. It is XP [a

OP that … e …]

(2) a.What Mary is looking for is a pet.
b. [a

What … e…] is XP
（武田 2002: 1）

(1) (2) に対応する日本語の構文は、Hoji (1990) で挙げられた以下のよう
な「…のは…だ」分裂構文である。

(3) a.［a ジョンが昨日会ったの］はメアリー（に）だ。
b.［a メアリーが捜しているのは］ペット（を）だ。

分裂構文の派生方法の観点から、日本語の「…のは…だ」構文に近い性
質を持っているのは「Wh 分裂文」であると考えられる。例えば、英語の
「Wh 分裂文」で表すと、以下 (4) (5) のように、焦点情報を表す名詞句 (a
clock, a screwdriver) を what で置き換えて文頭に移動させることによって
what 節を作る。そして、be 動詞の後に元の焦点名詞句を置くことによって
「Wh 分裂文」ができる（久野・高見 2007）。日本語でも同じように、「ジ
ョンがねじ回しで時計を修繕した」という文において、
「時計」を移動して、
「ジョンがねじ回しで修繕したのは、時計だった。」のような形となる。
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(4) a. John repaired a clock with a screwdriver.

John repaired what with a screwdriver was a clock.

b. What John repaired

t

with a screwdriver was a clock.

（ジョンがねじ回しで修繕したのは、時計だった。）

(5) a. John repaired a clock with a screwdriver.
.
John repaired a clock with what was a screwdriver.

b. What John repaired a clock with

t

a screwdriver.

（ジョンが（それを使って）時計を修繕したのは、ねじ回しだった。
（意訳）ジョンが時計を修繕したのは、ねじ回しでだった。）
（久野・高見 2007: 108）

一方、中国語では関係節の形成に欠かせない名詞化辞“的”が分裂構文
にも使用される。すなわち、英語の「Wh 分裂文」と同様に、焦点化され
る要素が移動して前提と焦点が分裂する点において、中国語の“…的是…”
分裂構文が英語の「Wh 分裂文」と似ていると考えられる。中国語では“what”
のような関係代名詞は使用されないが、名詞化辞“的＋名詞”の形で置き
換えて意訳することができる。したがって、上記 (4) (5) の文を中国語に
訳すと以下のような形となる。
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(6) a. 约翰

用

螺丝刀

修理了

钟表。

ジョン 使う ねじ回し 修理した 時計
（ジョンがねじ回しで時計を修繕した。）

约翰

用

螺丝刀 修理了 的

东西 是

钟表。

ジョン 使う ねじ回し 修理した NMLZ もの COP 時計
（ジョンがねじ回しで修繕したものは時計だった。）

b. 约翰

用

螺丝刀 修理

的

是

钟表。

ジョン 使う ねじ回し 修理した COP NMLZ 時計
（ジョンがねじ回しで修繕したのは、時計だった。）

(7) a. 约翰 用

螺丝刀

修理了 钟表。

ジョン 使う ねじ回し 修理した 時計
（ジョンがねじ回しで時計を修繕した。）

约翰

修理了钟表 的

工具 是

螺丝刀。

ジョン 修理した 時計 NMLZ 道具 COP ねじ回し
（ジョンが時計を修繕した道具はねじ回しだった。）

b.* 约翰 修理了 钟表 的

是

螺丝刀

ジョン 修理した 時計 NMLZ COP ねじ回し
（ジョンが時計を修繕したのはねじ回しだった。）
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しかし、(6) と (7) を比較するとわかるように、中国語の“…的是…”
構文は同様の生成過程を成している分裂構文であるにもかかわらず、相違
点が見られる。すなわち、(6) では「時計」を焦点化する場合、(6b) の“…
的是…”構文が成立する。それに対して、(7) では「ドライバー」を焦点
化しようとしても、(7b) の“…的是…”構文は文法上容認されない。「ド
ライバー」を焦点化する場合、下の（7b`）の“…是…的”構文の方が自然
である。

(7b`) 约翰 是

用

螺丝刀

修理了 钟表 的。

ジョン COP 使う ドライバー 修理した 時計 語気助詞
（ジョンが時計を修繕したのはねじ回しだった。）

(7b) (7b`) のような中国語の“…的是…”分裂構文と“…是…的”分裂構
文の相違は第四章で詳述する。本研究では、分裂構文の派生についてこれ
以上深く追究しないが、以上に述べたように分裂構文の生成の観点から考
察することによって、各言語の分裂構文がどのような構造上の類似性を見
せるか検証することができる。特に英語の「Wh 分裂文」と日本語の「…
のは…だ」構文、中国語の“…的是…”構文においては構文の生成プロセ
スが類似しており、分裂構文の対照研究の可能性が示された。

2.2.2

語用論的観点から見た分裂構文

これまでの分裂構文に関する研究は、分裂構文が対応する非分裂構文と
どのような対応関係・派生関係があるか、という古典的な生成文法におけ
る問いから、次第に分裂構文が持つ語用論的機能への関心が高まっていっ
た。また、分裂構文の研究において、これまでもっとも盛んに行われてき
た研究は、語用論的観点からの研究だと言っても過言ではないだろう。
語用論的観点からの研究では、情報構造（焦点）を中心に議論する研究
が多かった（Prince 1978，Quirk 1985，Lambrecht 1994，福地 1985，神尾・
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高見 1998，砂川 2005，森 2008，伊藤 2010，劉 2011，谢 2013）。
福地 (1985) は新情報と旧情報の観点から「It 分裂文」と「Wh 分裂文」
が談話上において 焦点が持つ機能の相違を説明している。「It 分裂文」と
「Wh 分裂文」の相違は一般的に、(8) のように、前提部分と焦点が生じる
順序の違いによるものであると指摘している。なお、
「It 分裂文」の焦点部
には旧情報が現れ、
「Wh 分裂文」の焦点部には新情報が現れることが一般
的である。

(8) 焦点—前提（It 分裂文）
前提—焦点（Wh 分裂文）
（福地 1985: 148）

英語と同様に、中国語の分裂構文では“…是…的”構文と“…的是…”
構文の二つの形式を持っている。その中で、
“…是…的”構文の焦点部は旧
情報であり、“…的是…”構文の焦点部は新情報（谢 2013）である。した
がって、機能的に考えれば、中国語の“…是…的”構文は英語の「It 分裂
文」、“…的是…”構文は「Wh 分裂文」に類似しているだろうと考えられ
る。
上述したように、前提と焦点の順序は情報の新旧と関わり、語順は情報
の流れに影響することがわかる。さらに、高見 (1995: 221) と神尾・高見
(1998) は 情報構造 の観点から英語 と日本語の情報 の流れ の原則を説明し
ている。英語の文の情報構造は、次の情報の流れの原則に従っていると指
摘している。

(9) 情報の流れの原則：強調ストレス1や形態的にマークされた焦点要素
を含まない文中の要素は、通例、より重要でない情報からより重要
1

語の中のある音節（拍）を際立たせるための力の強弱・高低のこと。強勢
(Emphatic Stress) と呼ぶのが一般的であるため、以下引用以外、強調ストレスの
ことを「強勢」と称す。
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な情報へと配列される。
（神尾・高見 1998: 162）
(10) a. John met Mary.
b. John met Mary in Harvard Square.
（神尾・高見 1998: 162）

英語ではある要素が文末の位置に後置されると、その要素が文中で最も
重要な 情報を 伝達する ようになる。すなわち、文中で最も重要な情報は
(10a) では “Mary” になり、(10b) では “in Harvard Square” になる。
この原則に従うと、話し手は基本語順を変え、焦点となる最も重要な情報
を文末へ移動することによって、自分の意図を構文上でマークすることが
できるのである。分裂構文の場合、英語の「Wh 分裂文」は情報を文末に
移動することによって、重要な情報を強調する機能を持つことになる。
一方、日本語の基本語順は、英語の基本語順 SVO と異なり、SOV であ
る。これまでの研究では、SOV を基本語順とする言語は、動詞直前の要素
が最も重要な情報を表すことが一般的であることが指摘されており（福地
1985，高見 1995）、日本語や韓国語などの SOV 言語においても観察される。
動詞文において、話し手が最も伝達したい重要な情報が動詞の直前にな
い場合、話し手は、その要素に強勢を置くことによってマークする必要が
ある。しかし、分裂構文を使用すると、強勢を置く必要がなくなり、例え
ば日本語の「…のは…だ」という構文の形式によって語順を変え、「…だ」
の部分で構文が 強調したい要素が明確になる。高見 (1995) は、日本語の
文の情報構造を次のように一般化している。

(11) 動詞に強調ストレスを置かない場合、動詞の直前の位置が最も重要
度の高い情報として解釈される。分裂構文の場合、移動された焦点
化される要素が最も重要度の高い情報を表すこととなる。
（高見 1995: 221）
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例えば、以下の (12) では、
「ボストン」が動詞「行く」の直前の要素にな
るため、文の最も重要度の高い情報は「花子と」ではなく、
「ボストン」で
あると高見 (1995) が指摘している。

(12) A: 次郎は花子とボストンに行った？
B1: うん、ボストンに行ったよ。
B2: うん、花子と行ったよ。
（高見 1995: 221）

(9) (11) は英語と日本語における情報の流れの比較になるが、中国語は英
語と同じ語順を持ちながら、分裂構文の場合、どのような情報の流れにな
るか、本研究の第五章で考察する。
以上は情報構造の観点から見た分裂構文の研究である。そのほか、談話
機能からみた分裂構文の研究も ある。砂川 (2005) は日本語母語話者を対
象に「談話展開テスト」を行い、非分裂文と分裂文を含むテキストを被験
者に与えて作文させ、談話における分裂構文の後にどのような内容が出て
くるかについて実験を行った（cf. 砂川 2005: 139）。実験の結果、後の内容
が新情報であるか旧情報であるか、または新情報が出現する頻度によって、
文の類型と談話の主題展開に与える影響も変わることを明らかにした。特
に、分裂構文は、後の談話で重要な主題となるものを文の後ろの部分で表
現し、後の談話に持続させやすくする機能を持っていると指摘している。
以上、語用論的観点から分裂構文を考察した研究をまとめると、英語や
日本語、中国語いずれの言語においても、焦点化要素が「文中における位
置」、「新旧情報が出現する頻度・数量」によって、情報の流れに大きく影
響する。また、構文の語用的機能は分裂構文の選好性にも影響を与えるた
め、本研究の第五章は語用論の観点から日本語と中国語の分裂構文を分析
する。
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2.2.3

認知的観点から見た分裂構文

統語的観点と談話的観点の研究が盛んに行われてきたのに対し、分裂構
文の「意味構造」に関する研究、すなわち認知的観点から見た研究は、こ
れまで十分行われていないと中右 (1994)、長谷部 (2006) などでも指摘さ
れている。長谷部 (2006) は、認知的観点から分裂構文を考察する必要性
を述べ、
「言語形式が談話の中で使用されうるのは、形式の意味のシンボリ
ックな構造が話者と聞き手の間で共有されているから」という理由を挙げ
ている。そのため、統語構造と談話的機能とを取り持つ意味構造のあり方
を明らかにし、これらをリンクする作業が必要であると指摘している。
分裂構文には統語論だけで解釈できない例について、長谷部 (2006) で
は、以下の Bolinger (1972) の例を使って説明している。
(13) Is it black that you take it, or with cream and sugar?
(Boliner 1972: 113, 長谷部 2006: 161)

一般的には、「It 分裂文」の焦点部に名詞句が現 れるが、(13) の焦点部
“black” は 形式的には 名詞句ではない形容詞となる。後の“with cream and
sugar” という対立概念 との関係に おいて、“black”は「ブラックコーヒー」
のことを指し、聞き手が好むコーヒーの飲み方の意味である。このような
関係的概念を参照し、長谷部 (2006) では、
「It 分裂文」の焦点部において、
関係的概念を連想させることによって、焦点部が具体的な内容を持たない
スキーマ的 (schematic) モノ的概念であると説明している。
それに対して、「Wh 分裂文」には“why”、“how”など理由や様態を表
す要素が使われにくいと長谷部 (2006) は指摘している。理由や様態を表
す概念を確立するには、
「イベント自体に対する認識のプロセス」と「イベ
ントが生起する理由や様態に関する認知のプロセス」という二段階のプロ
セスが必要であり、焦点化要素を、Wh 疑問詞によって 分裂文の主題部に
置くことは、認知 的 コスト が大きいからであると長谷部 (2006) は主張し
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ている。

(14) a. ? Why John left was because he had a cold.
b. The reason that John left was because he had a cold.
(15) a. ? How I came was by boat.
b. The way that I came was by boat.
（長谷部 2006: 169）

以上「It 分裂文」と「Wh 分裂文」二つの分裂構文の焦点部は、同一言
語内でも異なる構文の形式によって、認知的概念を用いてその意味構造に
相違が見られることが確認できた。そのうえ、日本語の「wa（は）分裂文」
（「…のは…だ」構文）について、長谷部 (2006) は「wa（は）分裂文」に
おける焦点部の意味構造はモノ的概念であると論じている。例えば、日本
語の「…のは…だ」構文は常に名詞化辞「の」でモノ概念化された命題的
要素が「は」により取り立てられる。

(16) MD は、録音後に編集が行える。アナログコンパクトカセットと違
うのは、もう一台のデッキがいらないことである。
（長谷部 2006：178）

(16) は「～こと」の部分を「…のは…だ」構文によってモノ概念化され
ることである。このことから長谷部 (2006) は、日本語の「wa（は）分裂
文」の焦点部は「It 分裂文」と共通する意味構造を持つことを指摘してい
る。長谷部 (2006) の研究は、英語と日本語の分裂構文を対象とするが、
中国語の“…的是…”分裂構文を考えると、理由や様態などの要素が焦点
化できない点において、英語の「Wh 分裂文」と共通している。上述した
ように、異なる言語に見られた分裂構文の意味構造の違いは何によって生
じるのか、その動機付けを認知言語学の観点から説明する可能性を提示し
た。
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一方、認知言語学では構文文法の観点から考察する研究も盛んに行われ
ているが、構文文法で扱われる構文の形式は、二重目的語構文 (Ditransitive
Construction) 、 使 役 移 動 構 文 (Caused-Motion Construction) 、 結 果 構 文
(Resultative Construction)、Way 構文 (Way Construction) が一般的であり、分
裂構文を扱う研究はまだ多くないが、Zhan and Traugott (2015) は中国語の
分裂構文について文法化の観点から検証を行っている。
Zhan and Traugott

(2015) は通時的研究を行い、中国語の“是”が使わ

れる構文の文法化を考察し、
“是”構文の文法化の過程は、SHI（“是”）の
後ろの「NP→VP→VP＋名詞化辞からなる NOMj」によって示されている
と指摘している。以下の (17) ~ (19) は“是”の文法化過程とそれぞれの具
体例である。

[NPi SHI NPj]←→[SEMi specificational SEMj]
(17) 我
私

是

李府君 亲。 （世说新语 432-444 CE）

COP 人名

親戚

NP SHI NP
（私は李さんの親戚だ。）（筆者訳、以下同）

[NPi SHI VP]←→[SEMi specificational SEMj]
(18) 此

是

有

情痴。 （世说新语 432-444 CE）

これ COP ある 情痴
NP

SHI VP

（これは愛のため理性を失うことだ。）

[NPi SHI NOMj]←→[SEMi specificational+contrastive SEMj]
(19) 此

是

俗门

これ COP 素人
NP

作

底。

作る NMLZ

SHI NOMj

（これを作ったのは素人だ。）
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上記の (17) の“是”は名詞文に使われ、 (18) の“是”は動詞文に使わ
れている。(19) では、文末に名詞化辞“底”
（“的”に相当する）を加える
ことによって“是”の後ろの動詞文が名詞化され、文の焦点となる。この
場合において、
“是”には「対比的焦点」という機能が生じる。つまり、(19)
は、これを作ったのは「プロ」ではなく、
「素人」であるという意味が含ま
れている。(17) ~ (19) では“是”の文法化は構文という形で示され、
“…是
…底”構文、すなわち現代語の“…是…的”構文が成立したことを示して
いる。このように、構文文法の研究は、
“是”のような個別な要素ではなく、
「コピュラ」の形式と「焦点化」の意味を結び付け、構文という形式にお
いて通時的な機能変化が観察される。
また、
“…是…的”分裂構文において、名詞化辞“的”は文法化の過程を
経て、名詞化の機能から語気助詞の機能へ変化したと言われている（木村
2003）。しかし、
“的”がもともと名詞化辞としての機能を持つ“…的是…”
構文について、“的”は文末ではなく“是”の前に置く形式となり、“…是
…的”構文と異なる意味構造になるか、今までの研究では明示されなかっ
た。そこで、本研究は Zhan and Traugott

(2015) のように、“是”と“的”

をそれぞれ独立的な要素ではなく構文と見なし、構文的アプローチから、
各分裂構文の形式と意味を結合して考察する。

2.3 日本語と中国語に見られる分裂構文
本節では、本研究の研究対象となる日本語と中国語の分裂構文の研究、
および対照研究をまとめる。その後、言語類型論の観点から見た分裂構文
に関する研究を概観する。
分裂構文の研究の中、どちらの言語においても焦点化 (focalization) をも
たらす文法的ストラテジーを対象にした研究も積み重ねられてきた。まず、
焦点化の研究に 欠かせない 前提 (presupposition) と焦点 (focus) について
簡単に説明する。日本語の「…のは…だ」分裂構文では「のは」の前の部
分は前提で、「のは」と「だ」の間の部分が焦点であると指摘されている。
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例えば、以下の (20) では、「花子が描いた」の部分が前提であり、「この
絵」の部分が焦点である。

(20) 花子が描いたのはこの絵だ。
（神尾 1990: 84）

神尾 (1990) は、前提と焦点が決められる 理由について、次のように説
明している。(20) の文では「花子が X=（何か）を描いた」という前提が
必ず伴い、焦点の部分は前提におけるX が何かであるかを表す。この文が
発せられる以前に、前提部の「花子が X を描いた」ことが話し手および聞
き手に了解されていなければならない。それに対して、
「X はこの絵だ」と
いう情報は (20) の文自体によってはじめて もたらされる情報となる。こ
の意味において、分裂文の情報の中心は「のは」と「だ」の間の部分にあ
り、この位置が焦点と呼ばれる。
上述した観点から見れば、中国語の“…的是…”構文は日本語の「…の
は…だ」構文と構造的に類似し、
“的是”の前の部分“花子画（了）”
（花子
が書いた）は前提を表し、後の部分“这幅画”
（この絵）が焦点を表すこと
になる。

(21) 花子 画

的

是

这幅 画。

（作例）

花子 書いた NMLZ COP この 絵
（花子が描いたのはこの絵だ。）

また、焦点が持つ意味から分類すれば、一般的には、焦点は情報的焦点
(information focus)、対比的焦点 (contrastive focus)、意味的焦点 (semantic
focus)、主題的焦点 (topic focus)の四つのタイプに分けることができる
（Gundel 1999, Kiss1998, 砂川 1995）。その中で、中国語の“是”は
“contrastive focus”、すなわち対比的焦点とみなされることが多い（刘&徐
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1998，徐 2001，徐&刘 2003，祁 2014）。一方、日本語の場合、文のトピッ
クを焦点として標識されるには、イントネーションの他に、係り助詞「は」
と格助詞「が」の対立などによって示される。

(22) ケーキは花子が食べた。
（作例）

この文において、格助詞の「が」によって、
「花子」が焦点化されること
がわかる。同じ文に対して、語順を変えることによって焦点化される場合、
分裂構文になる。

(23) ケーキを食べたのは花子だ。（作例）

日本語において、上記のような助詞によって文の要素を取り立てるコピ
ュラ文、すなわち「…は／が…だ」という形式の文と、
「…のは…だ」のよ
うな分裂構文の相違について、多くの先行研究が挙げられた。砂川 (1995)
は、「…は…だ」を後項焦点文と呼び、その機能を以下のように説明した。

(24) 前提を踏まえて新しい情報を提示することから、談話の主題を導入
する機能を果たすことが多い。しかし典型を外れた用い方がなされ
るときには、状況的枠組みの提示や談話の結びの機能を果たすなど、
談話主題の導入以外の用途で用いられることも少なくない。
（砂川 1995: 262）

さらに、先行研究において、分裂構文をコピュラ文、
「ノダ」文、ウナギ
文と比較する場合も少なくない（伊藤 2001，熊井 2011，西山 2003，砂川
1995, 西 2005）。熊井 (2011) は、分裂構文における前提と焦点の関係を中
心に論じ、それを帰属関係、同一関係、役割と値の関係、隣接関係の四つ
に分けて考察した。また、伊藤 (2010) では、日本語の「…のは…だ」分
裂構文は「ノダ」構文との間に意味的なつながりを持っており、両構文の
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共通点は、あることを前提として、その答えを主張していることだと指摘
している。このように、日本語の「…のは…だ」分裂構文は構文のネット
ワーク中に、焦点化構文の一つとして、他構文との関連性をつけることが
できるといえる。
中国語における分裂構文を検証した先行研究では、焦点部分の情報構造
についても多く論じられている。中国語において他の言語と似ている点は、
分裂構文の機能は焦点化である点だと指摘されている（劉 2012，谢 2013）。
中国語の“…是…的”構文の焦点は対比的焦点 (contrastive focus) となり、
旧情報を表すことが多い。それに対して、“…的是…”構文は情報的焦点
(information focus) となる。
“…是…的”構文と異なり、
“…的是…”構文の
焦点は新情報を表す。
“…的是…”構文と“…是…的”構文の具体的な相違
点は、談話的機能にあると考えられ、詳細は第五章の 5.2 で論じる。
焦点部の機能と意味のほかに、孤立語である中国語の特徴として、分裂
構文を構成する“是”と“的”それぞれの機能についても多く研究されて
きた。従来、中国語の“是”と“的”の研究において、
“是”は判断や取り
立ての機能（石 2003，Li 2008，張 2012）を持っており、
“的”の機能は主
に名詞化する機能を持ち、文末で使用される場合は語気を表す語気助詞と
なると指摘されている（朱 1978，張 1998，Huang 1998，杉村 1999，袁 2003，
Xu 2004，木村 2003 など）
。
前述の内容でも触れたが、従来、伝統的な中国語学の研究においては分
裂構文という現象は積極的に扱われてこなかったが、英語学の研究からそ
の概念が取り入れられ、対照研究の中では近年、比較的よく研究がなされ
るようになってきており、分裂構文における焦点化を中心に研究が進めら
れてきている。
中国語の“…的是…”構文（A 的是 B）について、劉 (2010) は、日本
語の分裂構文と中国語の分裂構文は共通するところが多く、どちらの言語
においても以下 (25) の三つの焦点化が見られると述べている。
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(25) a. 特定焦点化：先行文脈で不特定の事物が導入され、続く“A 的
是 B”がその事物を特定化する。
b. 特立焦点化：先行文脈で提示された複数の事物の中から一つを選
び出して、スポットライトを当てて焦点化する。
c. 対比焦点化：“A1 的是 B1。A2 的是 B2。”のような二つの“A 的
是 B”構文を並行的に用いて対比関係を表す。
（cf. 劉 2010: 110-117）

さらに、上の (25) の焦点化に対応する中国語の例は (26) ~ (28) に挙げ
られる。

(26) 抬头
頭をあげる

看

招牌， 分明

写

的

是

雅玛娜西服店。

見る

看板

書く

NMLZ

COP

店名

明らか

（店の看板を見上げると、確かに「ヤマナ洋裁店」と書かれている。）
（劉 2010: 112，グロスは筆者による，以下同）
(27) （前略） 最

重要 的

もっとも 重要

是， 没有 钱

NMLZ COP

NEG

了。

お金 過去

（最も肝要なのはお金がないことであった。）
（劉 2010: 116）
(28) 一个 拉车的
一人

車引き

吞

的

是

粗粮， 冒出来

的

是

血。

飲む

NMLZ

COP

雑穀

NMLZ

COP

血

溢れ出す

（車引きが食べるものは最下等のものである。そしてしぼり出すのは
血である。）
（劉 2010: 117）

劉 (2010) は、さらに、日本語の「…のは…だ」構文と中国語の“…的
是…”構文の対照研究を行い、両構文の主題展開機能を中心にそれぞれの

31

第二章 先行研究

共通点と相違点を分析している。劉 (2010) は主題展開機能の共通点は、
両構文とも主題展開の可能性が「定＞不定、有情＞無情、主格＞対格＞そ
れ以外の格、対比や総記の意が強調される場合＞強調されない場合」のよ
うになっていると指摘している。
一方、中国語のもう一つの分裂構文“…是…的”に関して、日本語の「…
のは…だ」分裂構文より、「ノダ」文との対照研究が多い。「ノダ」文は分
裂構文とはいえないが、その機能や意味的な面において、中国語の“…是
…的”分裂構文と共通する点が多く見られる。両者とも対比を表す機能を
持ち、談話的機能においてもかなり近い構文であると考えられる（郭 2003，
小野 2008）。一方、両者の相違点として、中国語の“…是…的”構文は主題
導入機能がより中心的な機能であり、日本語の「ノダ」構文は問題設定や
結論の提示の性格が強いという点が挙げられる（杉村 1982，石原 1989，谢
2013）。
以上日本語と中国語、及び両言語の対照研究に見られる分裂構文の研究
は、主に焦点部の意味と機能を中心に行われてきた。また、中国語の分裂
構文においては、
“…的是…”構文と“…是…的”構文は焦点の機能が異な
ることから、日本語の「…のは…だ」構文と対照すると、
“…的是…”構文
は「…のは…だ」構文だけではなく、
「ノダ」構文に対応する場合も見られ
る。
最後に、言語類型論の研究においても、分裂構文を対象とする研究が見
られる。その中、Luo (1994)、罗澄 (2009) は類型論の観点において有益な
示唆を与えてくれる。Luo (1994) は、関係節を対象にした名詞句接近可能
性階層 (Noun Phrase Accessibility Hierarchy) (Keenan and Comrie 1977) にお
ける類型論的検証に基づき、分裂構文の焦点化可能な要素を分裂可能性階
層 (Cleftability Hierarchy) と呼び、その階層を次のように提示している。

32

第二章 先行研究

(29) 分裂可能性階層：
SU

>

DO

>

OBL

>

GEN

（主語 > 直接目的語 > 間接目的語 >

斜格

>

属格）

図1

>

IO

Luo (1994) の分裂可能性階層

すなわち、名詞句の接近可能性階層と同様に、分裂構文においても、あ
る文法役割が分裂可能であれば、それより上位の階層である左側の文法役
割の名詞句も分裂可能だという含意的普遍性があることを示している。し
かし、Luo (1994)、罗澄 (2009) の研究では、中国語の“…是…的”分裂構
文の分裂可能性階層を示しているが、
“…的是…”分裂構文と日本語の分裂
構文については言及されていない。そこで、中国語の両分裂構文と日本語
の「…のは…だ」分裂構文の分裂可能性階層について、本研究の第四章で
詳しく考察する。

2.4 先行研究の問題点と本研究の位置付け
本章では、統語論、語用論、認知言語学の各理論に基づく分裂構文の研
究、及び日中両言語に見られた分裂構文の先行研究において本研究と関連
ある部分を取り出して概観した。まず、統語的観点から分裂構文の派生を
検証した研究では、日本語と中国語の分裂構文は構造上の類似性が観察さ
れ、両言語における分裂構文の対照可能性が示唆された。次に、語用論的
観点から分裂構文の情報構造を検証した研究では、同一言語においても異
なる形式の分裂構文では、語順による情報の流れが異なることが示された。
最後に、認知的観点から分裂構文を検証した研究は統語的、語用論的観点
と比べると、比較的新しい手法になるが、意味構造の視点から分裂構文の
焦点部の特徴をとらえることができた。一方、日本語と中国語における分
裂構文の研究は、主に焦点化の観点から行われており、通言語的にも、焦
点部分にどの要素がなりうるか、分裂構文の特徴を左右する重要な部分で
あることが示唆された。
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上述の先行研究を踏まえ、以下の分裂構文の研究の課題点が挙げられる。
まず、分裂構文における個別言語の研究、特に英語の分裂構文を対象とし
た研究が進んでいるものの、他言語との対照研究は遅れているという点が
挙げられる。日英の対照研究（高見 1995，長谷部 2006）も見られるものの、
日中対照研究（劉 2010）はまだ少数である。
次に、理論に基づく研究は、統語・語用論的な研究を主として、分裂構
文の生成過程、談話的機能について論じられているが、認知的観点からの
研究は依然検討の余地があると考えられる。特に、分裂構文は形式が決ま
っている構文にもかかわらず、構文文法の研究において、二重目的語構文
や使役移動構文のように体系的な記述が行われていなかった。
最後に、中国語の分裂構文は、構文として扱われる研究が少なく、“是”
と“的”の文法化、単独の意味と機能それぞれに関する研究が主流である。
“…是…的”文は構文として扱われることになり、語用論的な研究、すな
わち談話機能を中心に論じられてきたが、もう一つの“…的是…”構文と
の関係はいまだに明らかにされていない。
上述の先行研究に残る課題点を踏まえ、本研究の位置付けを明確にする。
本研究は、従来の対照研究では、十分な比較が行われていない中国語と日
本語を対照する。その中で、中国語の“…是…的”構文と“…的是…”構
文を二つの異なる構文として扱い、構文文法理論に基づいて分析を行う。
また、日本語の「…のは…だ」構文と中国語の“…是…的”構文は構造的
には対応していないものの、分裂構文と「ノダ」構文における機能上の類
似性を考察することによって、
「…のは…だ」構文と“…是…的”構文も意
味的につながりを持っていると考えられる。さらに、中国語の“…是…的”
構文と“…的是…”構文と関連し、同一場面ではどちらの構文が選択され
るか、中国語の分裂構文の情報構造を分析し、その語用論的機能からも分
析を試みる。
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第三章

理論的背景

3.1 はじめに
本章では、具体例を交えて本研究が依拠する理論における定義と捉え方
を論じる。さらに、データ分析の際に必要とされる観点について説明を行
う。具体的には、3.2 で認知言語学の構文文法 (Construction Grammar)、3.3
で言語類型論に基づく接近可能性階層 (Accessibility Hierarchy)、3.4 で語用
論 (Pragmatics) における談話機能を取り上げ、最後に本研究の立場を述べ
る。

3.2 構文文法 (Construction Grammar)
まず、構文の定義を紹介する上で本研究が採用する理論的枠組みである
構文文法について概観する。構文という概念は、生成文法でも使われるが、
本研究は認知言語学 (cognitive linguistics) での構文の概念を取り上げる。
認知言語学では以下 (1) のように構文を捉えている。

(1) 認知言語学で言う「構文」は、（中略）意味と形式との結びつきが 1
つのカテゴリーとして実現されたもので、典型と拡張の幅を有し、
相互に関わりを持つ言語的に有意なまとまりとみなしている。
（辻 2013: 75）

構文 (construction) の定義は研究によってわずかな 違いが 見られるが、
本研究での「構文」は以下の Goldberg (1995) の定義に従う。
(2) C is a CONSTRUCTION iffdef C is a form-meaning pair <Fi, Si> such that
some aspect of Fi or some aspect of Si is not strictly predictable from C`s
component parts or from other previously established constructions.
(Goldberg 1995:4)

35

第三章 理論的背景

C が形式と意味のペア＜Fi, Si＞であるときに、Fi のある側面あるいは
Si のある側面が、C の構成部分から、または既存の確立した構文から
厳密には予測できない場合、かつその場合に限り、C は一つの「構文」
である。
（河上他訳 2001: 5）

上述した構文の定義に基づくと、分裂構文の場合、日中両言語において
「名詞化辞」
（「の」、
“的”）とコピュラ（「だ」、
“是”）から構成される。し
かし、本研究では、名詞化辞とコピュラはそれぞれ単独の使い方を分析す
るのではなく、
［名詞化辞＋コピュラ］のように、一つの複合的単位として
意味を持っている構成体に位置付け、構文文法のアプローチから分析を行
う。すなわち、本研究では日本語の「…のは…だ」と中国語の“…的是…”
と“…是…的”を三つの構文として扱う。
構文理論は、Fillmore を中心とした研究から発端し、Goldberg、Croft な
ど研究者によって若干相違が見られるものの、次の点において概ね共通し
た見解が見られる。

(3) Constructions form a network and are linked by inheritance relations which
motivate many of the properties of particular constructions. The inheritance
network lets us capture generalizations across constructions while at the
same time allowing for subregularities and exceptions.
(Goldberg 1995: 67)
構文はネットワークを形成し，特定の構文のもつ特性の多くを動機
づけることになる「継承関係」によって結びつきをもつ。継承関係
に基づくネットワークによって，構文間に見られる一般性を捉える
ことができると共に，準規則性や例外も認めることができる。
（河上他訳 2001: 92）
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辻 (2013) でも指摘されているように、構文は「典型と拡張の幅を有し、
相互に関わりを持つ」という特徴を持っている。日本語の「…のは…だ」
構文と中国語の“…的是…”構文、“…是…的”構文は分裂構文の典型例、
すなわちプロトタイプ的なものである。しかし、これらの分裂構文がどの
ような相互関係を持っているかは従来の研究では明らかにされていない。
このことから、本研究では分裂構文において意味の拡張が生じられるかど
うか日中両言語の対照を通じて検証する。
Goldberg (1995:67-100) によると、構文間に存在するネットワークは、あ
る構文が持つ特性を動機づける継承関係によって構築されているという。
具体的には、以下の 4 種類の継承関係を包括して「継承リンク(inheritance
link) と呼ばれる。継承リンクは主に、多義性のリンク (polysemy links)、
部分関係のリンク (subpart links)、具体例のリンク (instance links)、メタフ
ァー的拡張リンク (metaphorical extension links) の四つに分類される。この
四つのリンクによって、構文と構文の間にネットワークが構築されている
（各継承リンクの具体例は第六章 6.2 で説明する）。
以上の理論的背景を踏まえ、本研究は構文文法の理論を援用して、第四
章では分裂構文の典型例、すなわちプロトタイプ的な構文を考察する。具
体的には、日本語の「…のは…だ」分裂構文と中国語の二つの分裂構文 “…
的是…”と“…是…的”との比較を通して日中の分裂構文は機能的におい
てどのような相違が存在するかを分析する。さらに、中国語の二つの分裂
構文におけるそれぞれの役割、両者の関係性を論じ、中国語と日本語の分
裂構文のネットワークのモデルを作成する。その後、第六章ではプロトタ
イプから拡張した構文を中心に、日中両言語の分裂構文とその拡張的構文
の関係を論じ、各構文がどのような継承リンクによってつながっているか
について分析し、分裂構文のネットワークの全体像について考察する。

3.3 言語類型論：接近可能性階層
本研究の対象言語は日本語と中国語の二言語になるが、二つの言語の特
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徴を考察するため、諸言語の類型と言語一般に当てはまる普遍性を究明す
る「言語類型論」の観点から考察するのも重要であると考えられる。
類型論的研究によって明らかにされる言語の普遍性には、全ての言語に
あてはまる「絶対的普遍性 (absolute universal)」と、例外を認める「非絶対
的普遍性 (nonabsolute universal)」がある。さらに、普遍性の表明は含意的
か非含意的かという分類もできる（ウェイリー1997）。含意的普遍性の発展
的な形として「含意的階層」という考え方があり、名詞句接近可能性階層
(Noun Phrase Accessibility Hierarchy) が挙げられる。
Keenan & Comrie (1977) は、50 言語のサンプルをもとに、関係節形成の
多様性を捉えるためのパラメータとして、どのような名詞句が関係節化で
きるかという点を取り上げ、名詞句接近可能性階層を以下のように提案し
た。

(4) Accessibility Hierarchy (AH)
SU > DO >IO > OBL > GEN > OCOMP
(Keenan & Comrie 1977: 66)
名詞句接近可能性階層
主語 > 直接目的語 > 間接目的語 > 斜格 > 属格 > 比較の対象
（堀江・パルデシ 2009: 56）

すなわち、(4) で示されているのは、ある言語において、階層上のある
位置を占める名詞句が関係節化できる場合、それより上位（左側）の全て
の名詞句も関係節化できるということである。例えば、英語や日本語は関
係節化される要素の範囲が広く、多くの構成要素が関係節化可能であるの
に対し、中国語などの言語では一部の構成要素のみ関係節化が可能である。
下の (5) のように、英語、日本語、中国語の三言語とも主語、直接目的
語、斜格は関係節化できるが、属格と比較対象の場合、日本語は「その人
の」、「その人よりも」などの言葉を加えても容認度が下がる。一方、中国
語では属格と比較対象は関係節化することができない。
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(5) 主語：

the woman that___likes Mary
「メリーを気に入っている女」
“喜欢

玛丽

的

女人”

気にいる メリー NMLZ 女

直接目的語：the woman (that) Mary likes
「メリーが気に入っている女」
“玛丽

喜欢

的

女人”

メリー 気にいる NMLZ 女

斜格：

the woman (that) Mary spoke with___
「メリーが一緒に話をした女」
“和 玛丽

一起

说话 的

女人”

と メリー 一緒に 話す NMLZ 女

属格：

the woman whose family Mary knows___
「メリーが（その人の）家族を知っている女」
*“玛丽 认识 （她的） 家人 的
メリー 知る

彼女の

女人”

家族 NMLZ 女

比較の対象： the woman that Mary is taller than___
*「メリーが（その人よりも）背が高い女」
*“玛丽

（比 她） 个子 高

メリー より 彼女 背

的

女人”

高い NMLZ 女

（英語、日本語訳はウェイリー1997: 267、中国語とグロスは筆者による）

Luo (1994) は、このような類型論における「含意的階層」という考え方
に基づき、分裂構文の焦点化可能な要素間に見られる含意的関係を、
「分裂
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可能性階層 (Cleftability Hierarchy) 」と呼んでいる。本研究の第四章では、
Luo (1994) の主張を踏まえ、日本語の「…のは…だ」構文と中国語の“…
的是…”構文、
“…是…的”構文それぞれの分裂可能性階層を示し、それぞ
れの関連性を具体的に提示する。また、各分裂構文においてどの要素が焦
点化可能であるかを見ると、関係節化可能の要素との共通点が見られ、こ
れによって、日中両言語の分裂構文の根本的相違を明らかすることができ
ると考えられる。

3.4 語用論
対照研究において言語の相違の証拠としてよく取り上げられている観点
に、文法的な容認性がある。特定の文の容認状況が言語間において相違が
生じる場合があり、その相違によって特定の構文の特徴を分析することが
できる。
一方、文法上文が容認される場合においても、実際の言語使用に注目し
なければいけない。特に分裂構文の場合、情報の伝達に必要となる旧情報
と新情報が密接に結びついているため、語用論的視点も欠かせないと考え
られる。砂川 (2005) は文法と談話の関係について以下のように述べてい
る。

(6) 談話の中での文の使用は、文法や談話法というお互いに「競合し合
う動機（competing motivations）」(Du Bois 1985) を調整しつつ、その
枠の範囲内で話し手が最も好ましいと思う形式を選び取るという形
で行われているのである。そのために、当然のことながら、その選
択にはある偏りが生じることになる。そしてその選択は、それまで
にどのようなことが語られたかというそれ以前のコンテキストによ
って大きく影響を受ける。
（砂川 2005: 135）
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本研究は、構文が単独で成立し得るかどうかという文法的容認性だけで
なく、中国語と日本語の分裂構文における談話上の分布の相違についても
検討する。中国語の分裂構文は英語と同様に二種類に分類することができ、
分裂構文を使用する場面ではいずれかを選択しなければならない場合があ
る。英語の分裂構文の選択基準として、Declerck (1984) は次のような「話
題継続の原則 (Principle of Theme Continuity)」を提案している。
(7) The choice of a particular type of cleft often appears to be determined by
the tendency to process a continuous topic as first element of the sentence
(i.e. as focus of an it-cleft or as the subject clause of an (inverted or
noninverted) wh-cleft).
(Declerck 1984: 274)
特定の種類の分裂文の選択は、しばしば継続する話題を文の最初の要
素として処理するという傾向によって決定されているようである（す
なわち、It 分裂文の焦点として、倒置されているあるいは倒置されて
いない Wh 分裂文の主語節）。
（筆者訳）

以下の例では、Wh 分裂文が選択される。その理由は、Wh 分裂文の Wh
節が先行文脈の話題“found everything”を継続し、
「話題継続の原則」を満
しているからである。

(8) Have you found everything you need?
Well, I’ve found the handbooks that I need, but what I haven’t found is
the dictionary.
(Declerck 1984: 275)
話題継続の原則は談話の観点から分裂構文の選好性に関わると考えられ、
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中国語の二つの分裂構文“…的是…”構文と“…是…的”構文の両者も同
様に、話題継続の原則によって使い分けられていると予測される。本研究
の第五章は、語用論を基にする話題継続の原則を用いて、一見すると文法
上どちらでも容認される構文において、実際の談話でははっきりと使い分
けが生じていることについて論証する。
さらに、言語の文法には「話し手」だけでなく、
「聞き手」も含めた「間
主観性 (intersubjectivity)」に関わる 現象も見られる。 通時的分析から、
Traugott (2003) は、非主観化から主観化へという方向性の上、主観化から
間主観化へというもう一つのプロセスを提案し、
「主観化」の仮説を広げて
下記 (9) の仮説を提出している。以下の仮説では文法化における意味的・
語用論的変化が進むと、客観的な事象や状況に関わる意味から、話し手の
態度を表す主観的な意味へ変化し、さらに聞き手に対する話し手の注意や
配慮を表す意味へ変化するということが指摘されている。

(9) non-subjective > subjectivity > intersubjectivity
（非主観的＞主観的＞間主観的）

例えば、以下 (10) は“Let’s”の機能変化を示し、(10a) は客観的な事柄
や状況を述べるのに対して、 (10b) は“shall we”によって話し手の態度を
表し、さらに、 (10c) は話し手が聞き手に対する注意を反映することにな
る。

(10) a. Let us go, will you?

（非主観的）

b. Let’s go, shall we?

（主観的）

c. Let’s take our pills now, Roger. （間主観的）
(Traugott 2003: 130)
一方、堀江・パルデシ (2009) は、
「主観化」から「間主観化」へという
通時的意味変化の方向性は共通するが、言語間で主観化・間主観化の進度、
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範囲は異なると論じている。例えば、日本語の「のだ」と対応する韓国語
の「kes-ita」は、両者とも「事象に対する話し手（聞き手）の（広義の）
説明・関連づけ」（堀江・金 2007）という文法的意味を表している。例え
ば、日本語では聞き手に何かをお願いをしようとする際に、
「のだ」文によ
って相手の気持ちを配慮し、お願いすることに対して前置きの言葉として
入れる。しかし、韓国語の「kes-ita」にはそのような間主観性的な用法は
観察されず、(11) に対応する韓国語の文 (12) は、
「のだ」に対応する「kes-ita」
を含んでいない。

(11) お願いがあるんです。
（堀江・パルデシ 2009: 175）
(12) pwuthak-i

iss-supnita.

願いごと−主格 ある−終結語尾（上称）
「お願いがあります」
（堀江・パルデシ 2009: 175）

このように、堀江・パルデシ（2009）は、
「のだ」のような「名詞化構文」
のほか、
「終助詞」や「使役構文」といった多様な文法形式において、日本
語は、韓国語のような他言語に比べて相対的に「間主観性」への傾向が高
いことを指摘している。
日本語の「…のは…だ」分裂構文は「のだ」文との間に、意味的なつな
がりがあることが指摘されている（伊藤 2010）。
「…のは…だ」分裂構文と
「のだ」文はどちらも前提を設定し、その前提に対して答えを主張する意
味を持っているからである。本研究の第五章では、
「のだ」の間主観性とい
う特徴を踏まえ、意味的 つながりのある 分裂構文 を分析する。そのうえ、
「のだ」に対応する中国語の“…是…的”と“…的是…”構文に見られる
主観性、間主観性の相違についても考察する。

43

第三章 理論的背景

3.5 本章のまとめ
以上述べたように、本研究は構文文法、言語類型論の接近可能性階層と
語用論の理論を踏襲し、日中両言語における分裂構文を考察、分析する。
第四章と第六章では構文文法に基づき、両言語における分裂構文の構文的
特徴を考察する。その上で構文内、または構文と構文の間のネットワーク
を明らかにする。また、第四章では言語類型論に基づく「分裂可能性階層」
の観点も取り入れ、日中両言語の分裂構文における分裂可能な焦点化要素
を比較・対照する。次に、第五章は談話・語用論的観点から、日本語と中
国語の分裂構文の選好性の差異を検討する。最後の第六章は、分裂構文の
拡張的構文に注目し、両言語における分裂構文ネットワークの全体像を明
らかにする。
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第四章

日中両言語における分裂構文の機能領域

4.1 はじめに
分裂構文は、英語では「It 分裂文」と「Wh 分裂文」という二つの形式
があり、文中のある成分が位置を移動することによってその成分が焦点化
されるという文法的機能を果たしている。一方、中国語の分裂構文はコピ
ュラの“是 (shì)”による強調構文が主要なタイプであると言われている
(Teng 1979, Tang 1983)。また、日本語の分裂構文に関する研究には、コピ
ュラの「は」を伴う「…のは…だ」構文に着目した研究が多く見られる（西
山 1990，野田 1996，砂川 1995）。
分裂構文の対照研究では、分裂構文の焦点になることが可能な要素は言
語間で異なると指摘されてきた。たとえば、中国語の“…的是…”構文と
日本語の「…のは…だ」構文は、どちらとも名詞化辞（“的 (de)”、「の」）
とコピュラ（“是 (shì)”、
「だ」）で構成されており、形式的には対応してい
るが、以下のような相違が見られる。

(1) a.
b.

昨日李さんが来た。
昨天

小李

来了。

昨日

李さん

来た

c.

李さんが来たのは昨日だ。

d.

*小李

来

的

是

昨天。

李さん

来る

NMLZ

COP

昨日

是

昨天

来

的。

COP

昨日

来る

語気助詞

d’. 小李
李さん

（「…のは…だ」構文）
（“…的是…”構文）

（“…是…的”構文）

（李さんは昨日来たのだ。）

(1a) と (1b) の非分裂構文に対して、(1c) と (1d) は日本語と中国語の
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間において対応がある分裂構文であり、焦点化される要素は「昨日」であ
る。しかし、中国語の“…的是…”構文 (2d) では“昨天（昨日）”を焦点
化することはできない。
“昨天（昨日）”を焦点化するには、(1d’) のように
もう一つの分裂構文“…是…的”を使う必要がある。
一方、以下の (2a) と (2b) の非分裂構文において、
“信（手紙）”を焦点
化する場合は、日本語の「…のは…だ」構文 (2c) が使われるが、対応す
る中国語では“…的是…”構文 (2d) しか使うことができず、“…是…的”
構文 (2d’) は非文になる。
(2) a.
b.

昨日私がこの手紙を書いた。
昨天

我

写了

这封

昨日

1SG

書いた この

信。
手紙

c.

昨日私が書いたのはこの手紙だ。

d.

昨天

我

写

的

昨日

1SG

書く

是

这封

d’. *昨天
昨日

COP この

是

（「…のは…だ」構文）
这封

信。
（“…的是…”構文）

NMLZ COP

この

手紙

信

我

写

的。
（“…是…的”構文）

手紙

1SG

書く

語気助詞

上の (1) (2) において、日本語ではどちらも「…のは…だ」構文が使用
可能であるものの、中国語では二つの分裂構文には焦点位置に生起できる
要素が異なるという相違が観察される。本章は中国語における両分裂構文
の焦点化可能な要素に着目し、日本語との対照を通して、日中両言語の分
裂構文の機能領域の差異を明らかにする。以下、4.2 では中国語の“…的是
…”分裂構文と日本語の「…のは…だ」構文に関する先行研究を概観し、
4.3 では“…的是…”構文、4.4 では“…是…的”構文について、それぞれ
日本語の「…のは…だ」構文と対照しながら考察する。
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4.2 先行研究
大堀・遠藤 (2012) は、中国語の“…的是…”構文と日本語の「…のは
…だ」構文は、文の構造上いくつかの類似性が認められると述べている。
例えば、中国語の“的”は日本語の「の」に相当する名詞化標識という点
である。また、中国語と英語は節構造の基本語順がともにSVO であり、
“是”
というコピュラが現れて後続部が導入されるという点が共通している。日
本語は基本語順が SOV であるにもかかわらず、「…のは…だ」分裂構文を
使うことで、述語が文の中央に置かれ、結果として構成要素の配置は英語
や中国語と共通したものとなる。
しかしながら、構造的に類似している構文であっても、焦点位置におけ
る要素が異なることについて、記述的な研究が多く行われている（砂川
1995，野田 1996，张&周 2008，劉 2010）。以下では、先行研究をまとめた
うえで、本章の分析の基盤となる構文文法の理論、および分裂可能性階層
の観点から、分裂構文の焦点に対する説明を行う。

4.2.1

分裂構文の焦点位置における要素

通言語的にも、分裂構文の焦点位置に生起する要素は、構文の形式によ
って異なる。例えば、英語の分裂構文には「It 分裂文」 (3a) と「Wh 分裂
文」(3b) の二つの形式があり、
「It 分裂文」(3c) では付加語 (adjunct) 要素
が焦点になることができるが、
「Wh 分裂文」(3d) では付加語要素は焦点に
なりにくい (Quirk et al.1985)。
(3) a. It’s a good rest that you need most.

(Quirk et al.1985:

1388)
b. What you need most is a good rest.

(ibid.: 1388)

c. It was because of his injury that Hilda helped Tony.

(ibid.: 504)

d.? Why we decided to return was because he was ill.

(ibid.: 1388)

中国語の“…的是…”構文における焦点化要素については、张&周 (2008)
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が、
“DJ＋的是＋M”という形式の構文を取り上げて分析した。
“DJ＋的是
＋M”は、朱 (1978) の“的”が使われる判断句（断定文）に基づく構造
である。DJ は“动词结构 (Dòngcí

Jiégòu)”（動詞構造）のピンインの頭

文字であり、M は“名词 (Míngcí)”
（名詞）を指す。したがって、
“DJ＋的
是＋M”は本研究の“…的是…”構文と同様のものである。张峰辉，周昌
乐 (2008) は焦点化要素の M（名詞）になりうるものとして、主語や目的
語などの名詞句や疑問詞、また DJ（動詞構造）と同一の性質をもつものが
挙げられている。特に、名詞句がM（名詞）の位置に現れる比率が一番高
いということも示している。
一方、日本語の「…のは…だ」構文について、砂川 (1995) は、
「…のは
…だ」構文の「…だ」の部分はどのような成分が用いられているかを調査
し、
「…だ」の部分に主格・対格・与格などの必須補語から、時間・原因・
出来事の場所などの斜格名詞まで含まれることを明らかにした。その他に、
野田 (1996) は、日本語の「…のは…だ」構文の焦点位置には、理由の成
分、時間の成分、ガ格成分が可能であり、ヲ格、ニ格、デ格なども焦点化
されることが可能であると指摘している。
また、中国語と日本語の対照研究を行った劉 (2010) は、焦点化できる
要素の観点から、中国語の“…的是…”構文を日本語の「…のは…だ」構
文と対照して考察した。中国語の“…的是…”構文は、焦点化可能な範囲
が日本語の「…のは…だ」構文に比べ狭いが、劉 (2010) は主格、対格が
“…的是…”構文において焦点化されることが可能であると指摘している。
この点において、実際の使用については中国語の“…的是…”構文と日本
語の「…のは…だ」構文は類似していると説明している。
以上述べたように、従来の中国語の“…的是…”構文に関する研究では、
日本語の「…のは…だ」構文と対応する場合、焦点の提示方法に相違があ
ること、焦点化可能な範囲が「…のは…だ」構文に比べ“…的是…”構文
において狭いことが明らかにされてきた。しかし、中国語において、どの
ような要素が焦点になれないのか、また、その制限が生じる理由について
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はまだ十分な説明がなされていない。
一方、中国語のもう一つの分裂構文“…是…的”構文は、英語の It「分
裂文」と構造的な並行性を持つ、焦点が主節の be 動詞／“是”の後ろの位置
にある構文である。しかし、
“…是…的”構文の焦点位置に複数な成分が現
れる場合、焦点要素はどの成分でも可能となり、文脈によって判断する必
要があると述べている（郭 2003）。例えば、以下の例では、
「昨日」、
「午後」、
「友誼商店」はいずれも“…是…的”構文において焦点化が可能である。

(4) 我 是
私

昨天 下午 在

COP 昨日

午後

友谊商店 买

的

这幅画。

PREP 友誼商店 買う NMLZ この絵

(私は昨日の午後友誼商店でこの絵を買ったのです。)
（郭 2003: 227）

また、中国語の“…是…的”構文には、統語構造上の制約があり、前述
した (2d’) のように、直接目的語が“…是…的”構文の焦点位置に生起で
きないことも指摘されている（Luo 1994 , 罗 2009）。(4) では同様に、“这
幅画”
（この絵）は動詞“买”
（買う）の直接目的語であり、
“…是…的”構
文によって焦点化できないため、焦点の位置“是”と“的”の間に“这幅
画”（この絵）は入ることはできない。
以上の研究を踏まえると、中国語の“…的是…”構文と“…是…的”構
文は、日本語の「…のは…だ」構文と比べ、それぞれ焦点化可能の要素に
制限が見られる。しかし、その制限が何によって生じるのかは明らかにな
っていない。そこで、本章では、両言語の分裂構文自身が持つ特徴をもと
に、構文スキーマと分裂可能性階層の観点から焦点化要素の分析を試みる。

4.2.2 構文スキーマ
Goldberg (1995) による構文文法理論は、項構造に適用され、構文は形式
と意味の結合体として、構文間のネットワーク構造を成して言語知識を構
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成するという見解にまで広げられている。中国語の“…的是…”分裂構文
は、日本語の「…のは…だ」分裂構文に類似した形式と意味を持っている
が、中国語の“…的是…”構文においては、日本語の「…のは…だ」構文
に比べ、焦点化される要素が限定されている。その理由は、構文スキーマ
の相違によるものであると予測される。
構文スキーマとは、多様な表現を個々独立に記憶しておくより、意味と
形式との類似性を捉え、抽象化・構造化して記憶した方が効率的である（辻
2013: 111）という仮定のもと、構文レベルでのスキーマを設定したもので
ある。例えば、英語の「二重目的語構文 (ditransitive construction)」は、X causes
Y to receive Z という形式になり、中心的な意味として「X が Y に Z を受け
取るようにさせる」ということで概括でき、この抽象化された意味は二重
目的語構文のスキーマであると認識される。また、スキーマに入れる具体
例が多ければ多いほど、スキーマ性が高くなる。例えば、以下のように二
重目的語構文の具体例として、 (5a) のような有生物主語を伴う構文だけ
でなく、(5b) のような無生物主語を伴う構文もスキーマに入れることがで
きる。そのため、英語の二重目的語構文はスキーマ性の高い構文であると
いえる。

(5) a. Sue baked Joe a cake.
（スーはジョーにケーキを焼いてあげた。）
b. The music lent the party a festive air.
（音楽がパーティにお祭り気分を添えた。）
（辻 2003: 112）

この構文スキーマの概念に基づき、分裂構文のスキーマは「X を焦点化
する」ことになり、英語の分裂構文は、 (6) (7) の具体例で示したように、
主語や時刻などで、様々な要素を焦点化できるスキーマ性の高い構文とい
える。
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(6) It was Mr. Li that came yesterday.
(7) It was at five o’clock that Mr. Li came yesterday.
一方、日本語と中国語の分裂構文において、具体例となる焦点化される
要素には共通点と相違点が存在するため、構文から抽出されるスキーマの
観点から分裂構文を考察すれば、日中両言語の分裂構文の相違を捉え直す
ことができる可能性がある。そこで、本章の 4.3 節で中国語の“…的是…”
構文と日本語「…のは…だ」構文について、構文のスキーマ性に着目して
分析を行う。

4.2.3

分裂可能性階層

分裂構文ではどの要素が分裂可能であるか、それぞれの要素が階層的な
関係をなしている。Luo (1994) は、関係節類型論の名詞句接近可能性階層
(Noun Phrase Accessibility Hierarchy) (Keenan and Comrie 1977) に基づき、分
裂可能性階層 (Cleftability Hierarchy) を次の図 1 のように提示した。

(8) 分裂可能性階層：
SU

>

DO

>

IO

>

OBL

>

（主語 > 直接目的語 > 間接目的語 > 斜格 >
図1

GEN

属格）

Luo (1994) の分裂可能性階層（P 32 図 1 再掲）

図 1 は、名詞句の接近可能性階層と同様に、分裂構文においても、ある
文法役割が分裂可能であれば、それより上位の階層である左側の文法役割
の名詞句も分裂可能だという普遍性があることを示している。
Luo (1994) は、
“…是…的”構文の分裂可能性階層において目的語は分裂
できないとしているが、
“…的是…”構文は研究対象とされていない。そこ
で、本章の 4.3 節では、まず“…的是…”構文の焦点化要素を考察し、当
該構文の分裂可能性階層を明らかにした上で、日本語の「…のは…だ」構
文との相違を提示する。
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さらに、中国語の“…是…的”構文では、目的語が焦点化できないだけ
でなく、主語に関しても例外が見られる。石原 (2010) は、中国語の“…
是…的”構文では、述語が一項動詞の場合、主語ではなく、付加語しか焦
点にならないと指摘している。すなわち、主語は分裂可能性階層の一番左
側にあるにもかかわらず、焦点化できない場合もあるということであり、
これは分裂可能性階層に違反していると考えられる。そこで、本章の 4.4
節では分裂可能性階層に基づき、中国語の“…是…的”構文の焦点位置に
ある主語と付加語に注目して、分裂可能性階層の再考察を行う。最後に 4.5
節では、中国語の“…是…的”構文と“…的是…”構文の関係を明らかに
する。

4.3 中国語の“…的是…”構文と日本語の「…のは…だ」構文
本節では、中国語の“…的是…”構文と日本語の「…のは…だ」構文そ
れぞれの、焦点位置において生起が可能な要素に注目し、構文のスキーマ
性の度合いの相違から、両構文の相違を考察する。具体的には、中日対訳
コーパスを利用し、分裂構文のスキーマ性を検証する (4.3.1 と 4.3.2) 。さ
らにそのスキーマ性の度合いの差異は、当該構文の中核となる名詞化辞、
中国語の“的”と日本語の「の」の機能的な相違に起因していることを主
張する(4.3.3)。
まず、4.3.1 では日中両言語の分裂構文の対応関係を調べ、具体例を分析
しながら、構文のスキーマ性の違いを検証していく。

4.3.1

コーパスデータと分析

本節では中日対訳コーパス（北京日本学研究センター；第一版）を用い、
日本語原文 7 作品1から「のは」をキーワードとして検索し、抽出された分
裂構文「…のは…だ」339 文の中国語の“…的是…”との対応関係を調べ

1

中日対訳コーパスには小説など中国語の 39 作品と日本語の 42 作品が収録され
ており、表１は収録順に最初の日本語の 7 作品を使っている。
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た。調査結果は表 1 のようである。この結果から、日本語の分裂構文「…
のは…だ」が中国語の分裂構文“…的是…”に訳される用例は、399 例中
37 例だけであることがわかる。すなわち、「…のは…だ」構文と“…的是
…”構文は用例全体の 10.9%しか対応していないことがわかった。

表 1 日本語の「…のは…だ」と中国語の“…的是…”との対応関係
対応関係

数量
37 (10.9%)

“…的是…”に対応する場合
“…的是…”は使用可能であるが、
“…是…的”や非
分裂構文が使われている場合

61 (18.0%)
148

時間や場所的要素の焦点化
“…的是
…”に対応
しない

(43.7%)
58

理由節の焦点化
行為（事象）全体や内容節の焦点化

241

(17.1%)

(71.1%)

18
(5.3%)

場合
その他（意訳によって文が省略される場

17
(5.0%)

合など）

339 (100%)

合計

以下の (9) と (10) は両言語の分裂構文が対応する場合の具体例である。
(9a) では「…のは…だ」構文によって、「席がなくて通路に立っている中
年の洋服の男」が焦点化され、(9b) の中国語では分裂構文“…的是…”に
よって、
“通道上一个没有作为的身穿西服的中年男子”が焦点化されている。
(10) も同様に、日本語も中国語も「里子」という人が分裂構文によって焦
点化されるものである。

(9) a.

声をかけたのは席がなくて通路に立っている中年の洋服の男
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である｡
b.

（『あした来る人2』）

搭话

的

是

通道上

一个 没有 座位 的

声をかける

NMLZ

COP

通路上

一人

NEG

席

の

身穿 西服 的 中年 男子。
着る

洋服

の 中年

男子

(10) a. 慈海が遠くへいったにちがいないという確信を最初にもったの
は里子であった。
b.

（『雁の寺』）

最先 深信

慈海 一定 是

最初

確信

人名

是

里子。

COP

人名

COP

絶対

远

出

遠く出かける

不归

的

帰らない NMLZ

そのほかの用例では、
“…的是…”構文が使用可能であるのにもかかわら
ず、
“…是…的”構文や非分裂構文など別の構文が使われた場合が 18.0%見
られた（第五章で詳述）。本章ではこの 18.0%を除いた、両言語が完全に対
応しない場合 (71.1%) を研究対象とする。
表 1 に示すように、“…的是…”構文に対応しない例、すなわち、“…的
是…”構文が文法的に成立しない例は 241 例も現れ、全体の 71.1％を占め
ている。具体的には、時間や場所的要素の焦点化、理由節の焦点化、行為
（事象）全体や内容節の焦点化という 3 つの場合があり、以下 4.3.1.1 ~
4.3.1.3 で例文を示しながら考察する。

4.3.1.1 時間や場所的要素の焦点化
コーパスの用例のなか、日本語の「…のは…だ」構文が中国語の“…的

2

中日対訳コーパスに挙げられた用例の作品名を示す。以下 a はコーパスの原文、
b は訳文、c が現れる場合は原文に対する意訳の文か作例を示す。なお、用例中
のグロスは筆者によるものである。
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是…”構文に対応していない場合、時間的な要素が焦点化されている用例
がもっとも多く見られた。例えば、次のような焦点部が「昨日の朝」とい
う時間概念を表す成分である場合、日本語は名詞化辞「の」を使って分裂
構文「…のは…だ」を作ることができる (11a)。しかしながら、中国語に
おいては (11b) のような “…是…的” 構文しか成立せず、
「…のは…だ」
構文と対応する (11c) の“…的是…”構文は非文になる。
(11) a.

長崎県の大村湾に沿った小さな漁村を出発したのは昨日の朝である｡
（『あした来る人』）

b.

曾根二郎

是

昨天

一早 从

长崎县 大村湾

人名

COP

昨日

早朝

地名

から

一座

小

渔村 动身 的。

一つ

小さい

漁村

c. * 从

出発

地名

語気助詞

长崎县

大村湾

一座

小

渔村 动身

的

是

から

地名

地名

一つ

小さい

漁村

NMLZ

COP

昨天

一早。

昨日

早朝

出発

（直訳）

また、以下の「…のは…だ」構文 (12a) に対応する中国語の“…的是…”
構文 (12c) は非文になり、時間的要素を焦点化するためには以下 (12b) の
ように“的”の後に“时候”（「時点」）という名詞を補う必要がある。

(12) a.

蓮華寺を出たのは五時であった。

b. 离开
出る

莲华寺 的
地名

NMLZ 時点

c. *离开 莲华寺 的
出る

地名

时候 是

是

NMLZ COP
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（『破戒』）
五点钟。
五時

五点钟。 （直訳）
五時
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時間的要素を焦点化する場合と同様に、場所的要素を焦点化する場合に
おいても、
“的”だけでは成立せず、(13b) のようにもう一つの形式の分裂
構文“…是…的” 構文を使う必要がある。あるいは、(14b) “我的出生地”
（私が生まれた場所）のように、
“的”の後に、
“地”
（「地」）や“地方”
（「場
所」）という場所の意味を表す名詞を補う必要がある。

(13) a.

女が出て来たのは、宏壮なスペイン風の邸の耳門であった。
（『金閣寺』）

b.

c.*

女人

是

从

一幢

气派

的

西班牙

洋房

的

女

COP

から

一棟

立派

の

スペイン

洋風の家

の

耳门

走

出来

的。

耳門

歩く

出てくる

語気助詞

女人

走

出来

的

从

一幢

气派

的

女

歩く

出てくる

NMLZ COP

から

一棟

立派

の

西班牙

洋房

是

耳门。 （直訳）

スペイン 洋風の家 耳門

(14) a.

私の生れたのは、舞鶴から東北の、日本海へ突き出たうらさび
しい岬である。

b.

我

的 出生地

（『金閣寺』）
―成生海峡， 在

舞鹤 东北 边陲

1SG の 出身地

地名

介詞

地名

的

尽头。

那里 三面

伸入

日本海， 是

の

突き当たり

そこ

伸びる

日本海

三面

荒凉

孤寂

的 小岛。

荒々しい

さびしい

の 小島
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c.*

我

出生

的

是

舞鹤

1SG 出身

NMLZ COP 地名

日本海,
日本海

一个
一つ

荒凉
荒々し
い

东北

边陲 的 尽头,

東北

辺境

孤寂
さびしい

伸入

の 突き当たり

的
の

小岛。
小島

伸びる
（直訳）

以上 (11) ~ (14) のように、時間や場所的要素を焦点化する場合、中国語
では“…的是…”構文を使用できず、もう一つの分裂構文“…是…的”構
文を使うか、または、“的”の後に名詞を補う必要がある。

4.3.1.2 原因・理由的要素の焦点化
分裂構文において、焦点部に「から」、「ため」等の理由表現が使われる
場合、日本語では「…のは…だ」構文を使うことができるが、中国語では
“…的是…”構文を使うことができない。(15) に示されているように、訳
文 (15b) のように“…的是…” 分裂構文とは別の形式である“…是…的”
分裂構文を使うか、(16b) のように“之所以”
（「のゆえ」）によって補足す
る必要がある。あるいは、
“…的是…”分裂構文を成立させるためには、(15c)
や (16c) のように、“的”の後ろに“原因”、“理由”などの実質的な意味
を持っている名詞を加えなければならない。

(15) a. 私が明瞭な意識を取戻したのは、おどろかされた鳥の叫喚のた
めである。
b. 我
1SG

c. 我

是

被

（『金閣寺』）
惊

叫

COP PASS

驚く 叫ぶ

被

醒

吵

1SG PASS 邪魔
的

鸟。

の

鳥

的

的鸟

吵

醒

の 鳥

邪魔 目覚める 語気助詞

(*Ø／原因) 是

目覚める NMLZ 理由

COP

的。

惊

叫

驚く 叫ぶ
（直訳）
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（私が明瞭な意識を取戻した理由は、おどろかされた鳥の叫喚の
ためである。）

(16) a.

近在の人びとの口の端にのぼったのは、竹の名所だったから
である。

b.

（『あした来る人』）

附近 的

人们

之所以

还

谈到

它，

无非

近所

人たち

のゆえ

まだ

言及

3SG

ほかない

の

因为 它
ため

c.

是

3SG COP

有名的

产竹地。

有名な

竹の名所

附近 的

人们

还

谈到 它

近所

人たち

まだ

言及

の

的

3SG NMLZ

是

有名的

产竹地。

COP

有名な

竹の名所

(*Ø/原因)
理由
（直訳）

（近在の人びとの口の端にのぼった理由は、竹の名所だったか
らである）

次の (17) も同様に、焦点化される要素に理由節が含まれる場合、中国
語では直接対応する“…的是…”構文に訳すことができず、
“是”の後に“因
为”（「から」）や“缘故”（「ゆえ」）など原因・理由を表す語を入れる必要
がある。

(17) a.

死んだ南嶽が、慈海和尚に里子を託したのは、この夏のことが
忘れられなかったからであろうか。

b.

死去 的 南岳， 把
死ぬ

の 人名

是

因为 忘不了

COP

から

里子 托付

介詞 人名

託す

这个 夏天

忘れられない この
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夏

（『雁の寺』）
给

慈海和尚， 也许

あげる 人名

たぶん

的

缘故

吧？

の

理由

語気助詞
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c.

死去

的 南岳， 把

里子 托付 给

慈海和尚

的

死ぬ

の 人名

人名

人名

NMLZ

(*Ø/原因) 是

介詞
忘不了

託す

这个 夏天 吧？（直訳）

COP 忘れられない この

理由

あげる

夏

語気助詞

時間や場所的要素の焦点化と同様に、原因・理由的要素を焦点化する場
合も中国語の“…的是…”構文は成立しない。そのような場合、
“…是…的”
構文を使うか、または、
“的”の後に名詞を補う、あるいは非分裂構文を使
わなければならない。

4.3.1.3 行為や内容節の焦点化
最後に、行為（事象）全体や内容節が焦点化される場合を分析する。(18a)
のように、日本語では名詞化辞「の」によって行為（事象）を焦点化する
場合、「…のは…だ」分裂構文の使用が可能であることに対して、(18) の
ように中国語の“的”にはそういった機能は含まれていない。“…的是…”
構文が成立するのは、(18’) のように行為全体ではなく、行為者そのものが
焦点化されている場合である。つまり、日本語「の」は行為（事象）をコ
ード化できるが、中国語の“的”はできないことがわかる。

(18) a. 職人に茶を出すのは玉枝の仕事である。
b.

（
『越前竹人形』）

给

工匠们

送

茶水

是

玉枝

的

事。

授受

職人たち

送る

茶

COP

人名

の

こと

c . *给

工匠们

送

茶水

的

是

玉枝

的

授受

職人たち

送る

茶

NMLZ

COP

人名

の

事。

（直訳）

こと
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(18’ ) a.

職人に茶を出すのは玉枝である。

b. 给
授受

（作例）

工匠们

送

茶水

的

是

玉枝。

職人たち

送る

茶

NMLZ

COP

人名

また、(19) のように、焦点化要素に内容節が含まれる場合、日本語の「…
のは…だ」構文 (19a) は成立するが、それに対応する中国語の“…的是…”
構文 (19c) の容認度が下がる。それゆえ、非分裂構文 (19b) のような形式
が使用される。

(19) a. 「おつかれ」（今晩は）と逢う人毎に声を掛けるのは山家の黄昏の
習慣である。
b.

（『破戒』）

每到

黄昏， 山里 人 碰面

时 总是

习惯地

道

一声

毎に

黄昏

時 いつも

習慣的

言う

一声

山里

人 逢う

“您受累了”。
おつかれ
c.*

碰面

时 道

一声 “您受累了”

的

是

每到

黄昏

逢う

時 言う

一声

の

COP

毎に

黄昏

山里 人

的 习惯。

山里

の 習慣

人

おつかれ
（直訳）

以上、中日対訳コーパスのデータ分析を踏まえ、日本語の「…のは…だ」
分裂構文と中国語の“…的是…”分裂構文が対応しない場合は、
「時間や場
所的要素の焦点化」、
「『から』や『ため』などの理由節の焦点化」、
「行為（事
象）全体や内容節の焦点化」という三つのケースに類別できることを示し
た。次節では、なぜ中国語の“…的是…”構文と日本語の「…のは…だ」
構文にこのような相違が生じるかを、日本語と中国語の両分裂構文の特徴、
構文の形式と意味から考察する。
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4.3.2

日中両分裂構文の分裂可能性階層

4.3.1 の観察を通じて、日本語の分裂構文「…のは…だ」と中国語の分裂
構文“…的是…”には、以下のような意味と形式的特徴が見られる。

構文の意味：文中の成分を抜き出して、焦点化要素として強調する。
構文の形式：
(ⅰ)日：「…のは…だ」構文: <VP 名詞化辞[NP, 後置詞句, 節等]コピュラ>
(ⅱ)中：“…的是…”構文：<VP 名詞化辞 コピュラ [NP] >

「…のは…だ」構文と“…的是…”構文はどちらも「X を焦点化する」
というスキーマを持っているが、構文の形式 <VP 名詞化辞[

]コピュ

ラ> において焦点化される要素には相違が見られる。日本語の「…のは…
だ」構文は名詞句 [NP] のほか、場所、起点となる後置詞句や原因・理由
節、内容節まで焦点化可能である。それに対して、中国語の“…的是…”
構文の焦点化要素には名詞句 [NP] しか見られない。
以上で述べた両構文における焦点化要素の相違を明らかにしたうえで、
日本語「…のは…だ」構文と中国語の“…的是…”構文の分裂可能性階層
を図 2 に示す。

分裂可能の要素

主語＞直接目的語＞間接目的語＞斜格＞属格

日：「…のは…だ」
中：“…的是…”
図 2 「…のは…だ」構文と“…的是…”構文の分裂可能性階層

図 2 に示したように、関係節における名詞句接近可能性階層と同様に、
分裂構文において焦点化される要素も、階層の下位の文法関係が焦点化可
能であれば、それより上位の文法関係も焦点化可能であるという含意関係
が見られる。すなわち、その階層は「主語 ＞ 直接目的語 ＞ 間接目的語 ＞
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斜格 ＞ 属格」という順番に示されている。さらに、4.3.1 の分析から、日
本語の「…のは…だ」分裂構文の階層は最下位の「属格」まで可能である
のに対して、中国語の“…的是…”分裂構文は直接目的語までしか階層が
及んでいないことも分かった。
では、中国語の“…的是…”分裂構文に見られる制限は、同構文のどの
ような特徴に起因しているのだろうか。Quirk (1985) は、分裂構文は関係
節と構造が似ていると述べている。例えば、形式から見ると、英語の関係
代名詞 that ,Who, Which は「It…that…」 という形式の「It 分裂文」と「Wh
分裂文」に使用される。

(20) a cleft sentence is obviously similar in structure to a restrictive relative
clause. [...] pronouns used in relative clauses (who, “zero” pronoun) are
also used to introduce cleft sentences.
(Quirk 1985: 1386)
分裂文は明らかに構造的には制限的関係節に似ている。
（中略）関係
節で使用されている代名詞は、分裂文に使用されている。（筆者訳）

(21) a. It was the dog to which I gave the water.

(cleft)
(Quirk 1985: 1387)

b. the dog whom I gave the water to.

(relative clause)

また、(21a) で示されているように、
“the dog”は It 分裂文によって焦点
化され、
“I gave the water”の対象は人間でもほかの動物でもなく、
“the dog”
だったという意味を持つ。(21b) の関係節は限定や修飾する機能を持ち、
修飾節の主要部となる主名詞“the dog”について説明を加える。すなわち、
(21a) と (21b) 両者とも“the dog”に焦点を当てて説明するため、分裂構
文と関係節は意味的にもつながりあるといえる。
中国語においても、
“…的是…”分裂構文と関係節は名詞化辞の“的”を
用いるという共通性を持つ。以下関係節にも使われている“的”の機能か
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ら分析し、“…的是…”分裂構文のスキーマ性について論述する。

4.3.3

中国語の“的”の制限による構文スキーマ性の影響

前述の考察から分かるように、中国語の“…的是…”構文は日本語の「…
のは…だ」構文に比べて焦点化される要素に制限が見られる。一方、“的”
が使われる中国語の名詞修飾節にも、以下のような制限が見られる。

(22) a.

迟到

的

（同学）

遅刻

NMLZ

学生

（遅刻した学生）
b. 迟到

的

（*Ø/原因）

NMLZ

遅刻

原因

（遅刻した理由）

中国語では名詞修飾節の中心語（主要部）を省略することが可能であり、
(22a) のように“迟到的（遅刻したの）”が“迟到的同学（遅刻した学生）”
を指すことができるが、(22b)“迟到的原因（遅刻した理由）”を指す場合
には文脈的に省略した名詞の復元が困難である。沈家煊 (1999) は、その
理由として“的”による修飾節が指示する内容が、フレームの中において
顕著性 (salience) の高いもの（有生物、具体物など）である方が指示対象
として成立しやすいことを挙げている。(22) における“迟到的”を VP に
して“…的是…”構文を作れば、焦点化され得る要素は“同学”を表す「人」
のみとなり (23a)、“原因（理由）”などの理由節は成立しない (23b)。
(23) a.

迟到 的
遅刻

是 小李。

NMLZ は

人名

（遅刻したのは李さんだ。）
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b. 迟到 的

（*Ø/原因） 是 电车

NMLZ

遅刻

理由

は

晚点

電車

遅れる

（遅刻したのは電車が遅れたからだ。）

また、堀江・パルデシ (2009) では、情報付加的修飾節と補足的修飾節
は、中国語では独立文としてコードされにくいことが指摘されており、以
下の (24a) を中国語に訳す場合、(24b) の名詞修飾節構文より、(24c) のよ
うな名詞修飾節を伴わない構造のほうが自然である。

(24) a.

[雑誌をひもで縛る]作業に専念した。
（堀江・パルデシ 2009: 69）

b.

? 索性

着手 [把 报刊

いっそ 着手

用

介詞 新聞雑誌 で

绳子 捆扎 起来

的] 工作

縄

の

縛る 補語

作業

（堀江・パルデシ 2009: 69）
c.

索性

着手 把

いっそ

着手

报刊

用

介詞 新聞雑誌 で

绳子 捆扎 起来。
縄

縛る 補語

（堀江・パルデシ 2009: 70）

一方、分裂構文を作る場合は次のようになる。
“…的是…”構文によって、
主語の“他（彼）”を焦点化することは可能であるが (25a)、事象である“他
的工作（彼の仕事）”は焦点化できない。

(25) a. 把

报刊

用

介詞 新聞雑誌 で

绳子 捆扎 起来 的
縄

縛る

補語

NMLZ

是

他。 （作例）

COP 3SG

（雑誌をひもで縛るのは彼だ。）
b.

*把 报刊

用

介詞 新聞雑誌 で

绳子 捆扎 起来 的

是

縄

COP 3SG

縛る

補語

の

（雑誌をひもで縛るのは彼の仕事だ。）
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中国語の“…的是…”分裂構文は、「VP＋名詞化辞」によって指示され
る内容を焦点としてコード化するものであるため、名詞化辞“的”と「の」
の機能に大きく関っており、両構文のスキーマ性の度合いは、名詞化辞“的”
と「の」によって決められていると考えられる。
「時間」や「理由節」のよ
うな付加・補足的、周辺的な要素は、中国語の“…的是…”の構文スキー
マに入りにくい要素となっている。更に、それらの要素は意味的に抽象化
されたスキーマには含意されていないため、
“时候”、
“原因”または行為（事
象）を表す具体名詞を加える必要がある。それに対して、
「の」にはこのよ
うな制限が見られないため、周辺的な要素も「…のは…だ」の構文スキー
マに入れられる。
中国語の“…的是…”分裂構文において「人」という要素が焦点化され
やすいこと、また、日本語の「…のは…だ」分裂構文には焦点化要素の制
限があまり見られないことについて、Lyons (1977) の以下の説を通して説
明を行うことができる。
Lyons (1977) は、人間の実物に対する認識を「一次的存在」、「二次的存
在」と「三次的存在」という三つの段階に分けている。具体的に、一次的
存在は人、動物、ものなど物理的物体 (人間はその特権的地位を占める)；
二次的存在はイベント、プロセス、状況など時間軸上に位置付けられる出
来事・事態；三次的存在は空間―時間の枠外にある命題のような抽象的な
ものである。

(26) First-order entities: persons, animals and things
Second-order entities: events, processes, states-of-affairs
Third-order entities: propositions
（Lyons 1977: 443 に基づく）

Horie (1998) は、日本語の名詞化辞「の」は「一次的」から「三次的」
までコード化することができると述べている。そのため、周辺的な要素も
「…のは…だ」の構文スキーマに入れられると考えられる。それに対して、
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前述したように、
「時間」、
「理由節」のような付加・補足的、顕著性が低い
周辺的な要素は、中国語の“…的是…”構文の構文スキーマに含まれてい
ない要素となっている。
以上のことから、日本語の「…のは…だ」分裂構文と中国語の“…的是
…”分裂構文において、名詞化辞「の」と“的”によって抽出されたスキ
ーマには、以下図 3 のように中核的なものから周辺的なものへという段階
性が観察される。

中核的
日本語の「…のは…だ」構文：

周辺的
スキーマ性が高い

中国語の“…的是…”構文：

スキーマ性が低い

図 3 両言語の分裂構文のスキーマ性

以上、日本語の「…のは…だ」構文と形式上対応している中国語の“…
的是…”構文の焦点は、
“的是”の後ろの部分であることがわかった。また、
焦点化可能な成分は主語と目的語に限られ、時間や場所的要素、原因・理
由節の要素はこの構文では焦点化できないことを明らかにし、その制限は
名詞化辞“的”の意味構造には周辺的な概念が含まれていないことによる
ものであると考えられる。

4.4 中国語の“…是…的”構文と日本語の「…のは…だ」構文
前節では、中国語の“…的是…”構文を中心に、日本語の「…のは…だ」
構文と対照分析を行った。4.3.1 の表 1 に示したように、中日対訳コーパス
において、
“…的是…”分裂構文を用いた翻訳が可能であっても、コーパス
において別の構文が使われている場合が見られる。その一つが、もう一つ
の分裂構文“…是…的”である。本節では中国語の“…的是…”構文と“…
是…的”構文の関連性を、日本語の「…のは…だ」分裂構文と比較しなが
ら検証する。
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4.4.1

コーパスデータと分析

本節は分裂可能性階層に基づき、中日対訳コーパスを利用して、中国語
の“…是…的”構文と“…的是…”構文における焦点位置の要素とその分
布を再検討する。分析方法は以下のとおりである。まず中国語原文コーパ
スを用い、焦点位置に生起する要素の分布を調べる。次に、出現頻度の高
い要素を取り出し、日本語の対訳文と比較しながら分析を行う。さらに、
両構文の意味機能の相違を明らかにするために、日本語原文コーパスも用
い、その中国語訳を検討する。
焦点位置に生起する要素を検証するために、対訳コーパスの中国語原文
コーパスから、収録順に中国語 7 作品の“…是…的”構文と“…的是…”
構文を取り出し、焦点位置に生起する要素を「主語」、「直接目的語」、「斜
格」、「属格」、「付加語」の五つに分類し、それぞれの分布を調べた。表 2
は調査の結果をまとめたものである。

表2
中国語の
分裂構文

中国語の分裂構文の焦点位置に生起する要素3

主語

“…是…的”

33

構文

(19.1%)

“…的是…”

32

構文

直接
目的語
0
125

(20.4%) (79.6%)

その他

斜格

属格

付加語

20

2

61

57

(11.6%)

(1.2%)

(35.2%)

(32.9%)

0

0

0

0

（動詞句）

合計

173

157

まず、表 2 を見ると、中国語の“…是…的”構文の焦点位置に現れる直
接目的語の例が全て「0」であることから、頻度の観点からも、
“…是…的”
構文において分裂可能性階層が成り立たないことが分かる。一方、
“…的是
…”構文において、斜格、属格、付加語や動詞句が「0」であり、焦点位置

3

分裂可能性階層では，間接目的語も含まれるが、本稿で扱われているコーパス
データから間接目的語の例が現れなかった。
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に現れないため、分裂可能性階層は直接目的語までしか及んでいないこと
も示されている。さらに、
“…是…的”構文では、主語は分裂可能性階層の
左側にあるにもかかわらず、頻度が低く、付加語の生起頻度の方が高いこ
とが分かった。また、付加語と動詞句の用例合計 118 例のうち、焦点位置
に現れる要素は主に時間的要素と原因・理由的要素に分けられ、時間的要
素は 80.3%（94 例）であり、原因・理由的要素は 19.7%（23 例）である。
そこで、次節ではこの二つの要素を取り上げ、中国語の“…是…的”構文
と“…的是…”構文の機能的相違を分析する。また、日本語の 7 作品に使
われている「…のは…だ」構文の訳文としての両構文の分布も参考にし、
その相違を検討する。

4.4.1.1 時間的要素の焦点化
中国語の“…是…的”構文では、時間的要素が焦点位置に出現すること
が可能であるが、一項動詞が述語になる場合、焦点部に位置する主語が制
限される。

(27) a. 他们 是
3PL

在

前天

COP Prep おととい

夜班 临

下班 时 出

事故 死

的。

夜勤 間際 退勤 時 遭う 事故 死ぬ 語気助詞

b. 二人はおとといの夜勤のとき､退勤まぎわに事故で死んだのだ。
（《盖棺》）
（二人が事故で死んだのはおとといの夜勤のとき､退勤のまぎわだ｡）
（直訳）
(28) a. ?是 他们 在
COP 3PL

前天

Prep おととい

夜班 临

下班 时 出

事故 死

的。

夜勤 間際 退勤 時 遭う 事故 死ぬ 語気助詞

b. おとといの夜勤のとき､退勤まぎわに事故で死んだのは彼らだ｡
（作例）

(27a) の文の述語は一項動詞の“死（死ぬ）”であり、焦点位置に時間的
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要素、すなわち“前天夜班临下班时（おとといの夜勤のとき､退勤まぎわに）”
が現れる例である。後続の文脈が、
「その日は久しぶりに現場にもどって仕
事についたのだった｡」であり、これによって、事故で死んだ「その日」と
「時間」が焦点化される。
“…是…的”構文において、焦点位置に主語“他
们（彼ら）”を入れた場合 (28a) は不自然になるが、日本語の「…のは…
だ」構文 (28b) にはこのような制限が見られない。
一方、4.3.1.1 でも考察した通り、日本語の「…のは…だ」構文において、
時間的要素が焦点位置に現れる場合、中国語では“…是…的”構文 (29b) の
みが成立し、“…的是…”構文 (29c) は非文になる。
(29) a. 慈念が出かけたのは二時過ぎである。
b. 慈念
人名

c. *慈念
人名

（『雁の寺』）

是

二点

以后

出门

的。

COP

二時

以降

出かける

語気助詞

出门

的

是

二点

以后。（直訳）

出かける

NMLZ

COP

二時

以降

しかし、主語が焦点位置に現れる (30a) の場合、中国語では“…是…的”
構文と“…的是…”構文は両方成立し得るが、“…是…的”構文 (30b) に
比べ“…的是…”構文 (30c) はより自然である。
(30) a. 二時過ぎに出かけたのは慈念である。
b. ?是

慈念 二点

COP 人名

二時

c. 二点 以后 出门
二時

以降

出かける

（作例）

以后

出门

的。

以降

出かける

語気助詞

的

是

慈念。 （直訳）

NMLZ

COP

人名

以上のことから、中国語の“…是…的”構文の焦点位置には目的語が制
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限されるだけでなく、一項動詞（自動詞）が述語になる場合、主語も制限
されるという分裂可能性階層の例外が存在することが分かった。この点に
おいて、中国語の“…是…的”構文と“…的是…”構文は分裂可能性階層
において、役割を分担しているといえる。

4.4.1.2 原因・理由的要素の焦点化
次に、原因・理由的要素が焦点位置に現れる場合を検討する。原因や理
由などの要素が焦点化される場合、中国語の“…是…的”構文 (31a) (32b) の
焦点位置に“因为（から）
”や“理由（理由）”などの語が現れなくても文
が成立する。例えば、(31a) (32a)では、
“骂给邻居听（隣近所に聞かせる）”、
“惊叫的鸟（おどかされて叫喚した鳥）”はそれぞれ「息子を叱る」理由、
“我被吵醒（私が起こされた）”理由であるが、“…是…的”構文の焦点部
に理由を表す言葉は使われていない。それに対して、日本語の「…のは…
だ」構文 (31b) (32a) では焦点部に「から」、
「ため」などの原因・理由を表
す語が必要となる。また、前節 4.3.1 に述べたように、中国語の“…的是…”
構文 (31c) (32c) の焦点位置には、原因・理由的な要素を使うことができな
い。

(31) a. 冯寡妇 骂

儿子、 三分 骂、

七分 夸、

是

骂

息子

七分

COP

叱る

未亡人

叱る

给

邻居 听

的。

あげる

近所

語気助詞

聞く

三分 叱る

褒める

（《辘轳把胡同 9 号》）

b. 未亡人が息子を叱るのは､文句が三分に自慢が七分で､隣近所に
聞かせるためだ。
c. *冯寡妇 骂
未亡人

叱る

儿子 的
息子

是

NMLZ

给

COP あげる

邻居 听。
近所

聞く
（直訳）
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(32) a. 私が明瞭な意識を取戻したのは、おどろかされた鳥の叫喚のため
である。
b. 我
1SG

c. *我

（『金閣寺』）

是

被

惊

的

鸟

吵

醒

COP

PASS

驚く 叫ぶ の

鳥

邪魔

目覚める 語気助詞

被

吵

醒

的

是

惊

叫

的

鸟。

邪魔

目覚める

NMLZ

COP

驚く

叫ぶ

の

鳥

1SG PASS

叫

的。

続いて、対訳コーパスから出現した中国語の“…是…的”構文 173 例に
対応する日本語の構文形式を調べた。その結果、日本語の訳文では分裂構
文の「…のは…だ」構文のほか、(33) のような「ノダ」構文に訳された例
が 79 例も見られ、全体の 45.8%を占めていた。
(33) a. 那

一片、一片 接连着

一直

到

无穷 的 黑暗、

そこ

一片

ずっと

まで

無窮

在

那里 是

Prep

そこ

一片

COP

つながる
没有

明天

的。

NEG

明日

語気助詞

の 暗黒
（《家》）

b. それは無窮につづく暗黒である｡その中には明日はないのだ。

以上 (31) (32) (33) から分かるように、中国語の“…是…的”構文は日本
語の「…のは…だ」構文と異なり、原因や理由を焦点化することができる。
また、訳文に多く使われている「ノダ」構文は因果関係に帰結する機能を
持ち（益岡 2013）、原因・理由を提示、説明する意味が含意されているた
め、
「から」や「ため」など、理由を表す言葉が文中に使われなくても成立
する。このことから、
“…是…的”構文には「ノダ」構文に類似する意味機
能も備わっているといえる。
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4.4.2

「コト」拡張

4.4.1 の分析から、中国語の“…是…的”分裂構文は分裂可能性階層にお
いて、主語と目的語が焦点化される際に制限される特徴が見られ、日本語
に訳される際も、
「ノダ」文に対応する場合が多いことが分かった。このこ
とから、以下、益岡 (2013) の「コト」拡張という観点から“…是…的”
構文の特徴を考察する。

4.4.2.1 “是…的”構文に見られる「コト」拡張
益岡 (2013) では、日本語の「ノダ」構文は因果関係に帰結する機能を
持つ、「コト拡張」が見られる構造であるとして、「コト拡張」を二つの状
況に分けている。一つ目の状況は、構文中のモノからコトへの交替である。
もう一つの状況は、構造的に単純なものから構造的に複雑なものへという
方向性が認められることから、このような置き換えを構造的な拡張として
捉えることである。これは「ノダ」構文にも見られる。
例えば、(34a) における「設備」はモノ名詞で、(34b) における「試合」
はコト名詞になる。(35a) における名詞句「お祭り」は「モノ」で、(35b) に
おける述語句「お祭りで騒いでいる」は「コト」になる。

(34) a. 体育館に卓球の設備がある。
b. 体育館で卓球の試合がある。

（益岡 2013: 16）

(35) a. あれはお祭りだ。
b. あれはお祭りで騒いでいるのだ。

（益岡 2013: 38）

さらに、
「モノ」と「コト」について、池上 (2000)、角田 (2011)、益岡 (2013)
は、
「モノ」は空間的な存在、事物（人なども含み得る広義のもの）を表し、
それに対して、
「コト」は時間的な存在である出来事や、超時間的な存在と
して想定された事態である状態で、事態を表すと見なしている。この見方
に従えば、主体や対象、場所などはモノ的な存在、時間や原因・理由、出
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来事はコト的な存在になる。
中国語の“…的是…”構文は主語や目的語しか焦点化できず、主体と対
象という要素を強調する機能を主としていることから、
「モノ」の焦点化の
機能を保持しているといえる。一方、
“…是…的”構文は“…的是…”構文
と異なり、主体を表す主語と対象を表す目的語が焦点位置に生起する場合
に制限が見られ、「モノ」の焦点化の機能が弱まっていると考えられる。
4.4.1.2 で考察したように、付加語である時間、原因・理由的要素は「コト」
的な存在であることや、焦点位置に動詞句も生起できることもそれを裏付
けているといえる。このことから、
“…是…的”構文が「ノダ」構文に類似
する意味機能を持っていることが確認できた。
したがって、中国語の“…是…的”構文においても、
「ノダ」構文と同様
に、
「モノ」から「コト」への機能拡張が見られる。それゆえ、
“…是…的”
構文には原因・理由を提示、説明する意味が含意されているため、「から」
や「ため」が文中に使われなくても成立するのだと考えられる。

4.4.2.2 構文レベルの「コト」拡張
構文の継承リンクの観点から、Goldberg (1995) による構文レベルのメタ
ファー、すなわちメタファー的拡張リンクが挙げられ、
「モノ」用の構文が
「コト」用にも使われるのが通念になっている。例を挙げると、使役移動
構文と結果構文の間にはメタファー的拡張リンクが存在し、以下のように
(36a) の具体的概念である位置変化から (36b) の抽象的概念の状態変化に
拡張することになる。これは構文レベルの「コト」拡張であると見なされ
る。

(36) a. Joe kicked the bottle into the yard.
↓メタファー的拡張リンク
b. Joe kicked Bob black and blue.
(Goldberg1995: 88)
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4.4.2.1 で論述したように“…是…的”構文においても、具体的な人や物
の焦点化から、原因・理由節など抽象的概念の焦点化への拡張が見られた。
さらに、
“…的是…”構文の機能領域は具体物の焦点化だけであることと比
べると、
“…是…的”構文の機能領域は「モノ」の焦点化から「コト」の焦
点化への拡張関係が見られた。

4.5 両言語における分裂構文の機能領域
以上をまとめると、中国語の“…是…的”構文には、主体を表す主語と
対象を表す目的語が焦点位置に生起する場合制限が見られる。また、付加
語と動詞句の生起頻度が高いことも分かった。これをもとに、“…是…的”
構文の分裂可能性階層を修正すると、図 4 のような形になる。

分裂可能性階層:

主語 ＞ 直接目的語 ＞ 間接目的語 ＞ 斜格 ＞ 属格

「…のは…だ」構文
“…是…的”構文
“…的是…”構文
図4

中国語の分裂構文の分裂可能性階層4

図 4 に示したように、分裂可能性階層において、両構文は役割分担して
いるといえる。上述の分析に基づき、継承リンクを用い、本章で明らかに
した中国語の“…是…的”分裂構文と“…的是…”分裂構文それぞれの機
能領域は以下のような意味地図にまとめられる。

4

斜格や属格などに関しては、本稿で扱われているコーパスデータには現れなか
ったため、その分裂可能性階層は Luo (1994) の階層を援用した。
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—：具体例のリンク
→：メタファー的拡張リンク
図5

中国語の分裂構文の機能領域

本節をまとめると、分裂構文は主に焦点化によって強調の機能を持ち、
これはモノの焦点化とコトの焦点化とに分けられる。一項動詞が述語にな
る場合以外は、主体の焦点化において二つの分裂構文が重なるところがあ
るが、他の部分は両構文が役割を分担しているという関係になっている。
特に“…是…的”構文において「コト」拡張が見られるため、
「コト」の焦
点化は“…是…的”構文の主な機能である。

4.6 本章のまとめ
本章では、中国語の“…的是…”分裂構文と日本語の「…のは…だ」分
裂構文の相違点を、中日対訳コーパスを利用して調査した。その結果、日
本語では「…のは…だ」構文が成立する文脈において、中国語では“…的
是…”構文が成立しない場合があることが分かった。言い換えると、
“…的
是…”と「…のは…だ」両分裂構文のスキーマ性において、前者は後者に
比べて相対的にスキーマ性が低いことを示唆している。その理由として、
中国語の名詞化辞“的”の機能が制限されていることに由来していること
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を明らかにした。
また、中国語の二つの分裂構文“…是…的”構文と“…的是…”構文に
おける焦点化要素の分布を考察し、分裂可能性階層において、それぞれが
異なった役割を分担している関係を提示し、機能領域の相違も明らかにし
た。さらに、日本語との対照を通じて、
“…是…的”構文は「モノ」の焦点
化から「コト」の焦点化への連続性が見られることを明らかにし、両構文
の関係を構文の継承リンクで示した。
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第五章

分裂構文選択の差異

5.1 はじめに
第四章では、分裂構文の焦点になることが可能な要素について、中国語
と日本語の間に相違があることを考察した。本章は、同一場面において、
日中両言語とも文法的には分裂構文を使用することができるにもかかわら
ず、一方の言語においては分裂構文ではなく、他の構文が使用される場合
を中心に分析する。すなわち、分裂構文の選好性について考察を行う。
例えば、文中の主語を焦点化する場合、日本語においては以下 (1) のよ
うな「…のは…だ」構文、中国語においては以下 (2) のような“…的是…”
構文によって、日中両言語において分裂構文を用いることが可能である。

(1) 昨日来たのは李さんだ。
(2) 昨天 来
昨日

的

是

小李。

来る NMLZ COP 人名

しかし、上の (1) (2) のように、中国語と日本語の両分裂構文は構造上
対応するにもかかわらず、中国語の“…的是…”構文に対応する日本語の
構文は、「…のは…だ」構文だけではなく、(2’) のような「ノダ」構文に
なる場合もある。

(2’) 昨日李さんが来たのだ。

本章では、談話機能の観点から中国語の“…的是…”分裂構文と日本語
の「…のは…だ」分裂構文を考察し、両言語の構文選好傾向に関する相違
点を明らかにする。具体的には、分裂構文が中国語にも日本語にも文法上
成立する場合、構文における話題の継続・展開と間主観性という二つの機
能の相違によって、構文選択に頻度の差が生じることを主張する。さらに、
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日本語の「ノダ」構文と「…のは…だ」分裂構文の談話的機能が類似する
点に着目し、日本語の「ノダ」構文と分裂構文のつながりも分析する。

5.2 分裂構文の談話機能に関する先行研究
英語のように分裂構文が複数存在する場合、どの構文が選択されるかに
関しては、談話機能の観点から多くの研究で論じられている。
Prince (1978) は、「It 分裂文」と「Wh 分裂文」の間に情報構造の相違が
見られると指摘している。まず、「It 分裂文」は、前提部に旧情報、焦点
部には新情報が現れるタイプ (3) と、前提部には新情報、焦点部に旧情報
が現れるタイプ (4) の二つに分かれる。すなわち、「It 分裂文」の場合、
焦点部には新情報も旧情報も現れることが可能である。それに対して、
「Wh
分裂文」(5) では、前提部には旧情報、焦点部には新情報しか許容されな
いとしている。

(3) … So I learned to sew books. They're really good books. It`s just the covers
that are rotten.
(Prince 1978: 896)
(the covers=新情報、are rotten=旧情報)

(4) It was also during these centuries that a vast internal migration (mostly by
the Galla) from the south northwards took place, a process no less
momentous than the Amhara expansion southwards during the last part of
the nineteenth century and the beginning the twentieth century.
(Prince 1978: 898)
(was also during these centuries=旧情報、a vast internal migration=新情報)

(5) There is no question what they are after. What the committee is after is
somebody at the White House. They, would like to get Haldeman or
Colson, Ehrlichman.
(Prince 1978: 887)
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(the committee is after=旧情報、somebody at the White House=新情報)

また、複数の分裂構文のうち、どちらの形式の構文が選ばれるかを決め
る要因としては、「話題継続の原則」(Principle of Theme Continuity) が提案
されている (Declerck 1984) 。Declerck (1984) は、話題継続の原則におい
て、先行文脈の話題が文の最初の要素になるように分裂構文が選ばれるこ
とを言及した。

(6) The choice of a particular type of cleft often appears to be determined by
the tendency to process a continuous topic as first element of the sentence
(i.e. as focus of an it-cleft or as the subject clause of an (inverted or
noninverted) wh-cleft).
(Declerck 1984: 274)
特定の種類の分裂文の選択は、しばしば継続する話題を文の最初の
要素として処理するという傾向によって決定されているようである
（すなわち、It 分裂文の焦点として、あるいは（倒置されている、ま
たは倒置されていない）Wh 分裂文の主語節）。
（筆者訳）

(7) a. However, it turns out that there is rather interesting independent evidence
for this rule, and it is to that evidence that we must now turn.
b. ... and that evidence is what we must now turn to.
(Prince 1984: 274)
この「話題継続」の原則に基づき、(7) の後続の文が“evidence”につい
て話す場合には、(7a) の「It 分裂文」を選択し、“must now turn to”に関
する話題が続く場合には、(7b) の「Wh 分裂文」を選択することになる。
中国語の分裂構文は英語と同様に、二つの分裂構文が異なる談話機能を
持っている。両分裂構文について、謝 (2013) は“…的是…”と“…是…
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的”における談話的機能の相違を次のように指摘した。まず、“…的是…”
構文の焦点部は新情報であり、次の文の話題を継続・展開する機能を持つ
という。(8a) の“…的是…”構文の焦点部は新情報であり、焦点化される
のは“你（君）”である。後続した文 “你一贯喝了酒”は、焦点化された
“你”についての話題である。

(8) a.

先

撒腿跑

的

先

駆け出す

是
COP

是

你，

找事

的

也

NMLZ COP

2SG

面倒を起こす

NMLZ

も

你，

你

一贯

喝了

酒

2SG

2SG

いつも

飲んだ

酒

…（略）

（謝 2013: 56）
b. 先に駆け出したのは君だ。面倒を起こしたのも君だ。君はお酒を
飲んだらいつも…（略）

（筆者訳）

それに対して、“…是…的”構文の焦点部は、先行文脈の話題を承接す
る、あるいは再び提示する 機能を持つという。例えば、次の

(9a) では、

“…是…的”構文によって焦点化されるのは動詞句“马锐的老师打来（馬
鋭君の先生がかけた）”であり、「誰かが電話をかけてきた」に対して、
具体的な情報を提示する。つまり、先行文脈の「電話に出る」という話題
の承接と見なされる。

(9) a. 这时，有

人 喊

他

去

接

电话。电话 是

この時 いる 人 呼ぶ 3SG 行く 出る 電話
打来

的，

かけてくる 語気助詞

请

他

立即 到

马锐 的 老师

電話 COP 人名 の 先生
学校 去

一趟。

願う 3SG すぐ 到着 学校 行く 一回
（謝 2013: 57）

b. この時、電話だよと彼を呼んだ人がいる。電話は馬鋭君の先生か
らかかってきたのだ、（略）
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一方、日本語の「…のは…だ」分裂構文について、伊藤 (2010) は、聞
き手の知識の状態とは関係なく、新しく導入された話題を展開していくと
いう機能を持っていると述べている。例えば、(10) は、分裂構文によって
談話に「レコード盤」という話題が導入され、後続部分で「レコード盤」
についての記述が行われているのがわかる。

(10) 人の子供が桟橋から飛び込んだ。そのまま 12, 3 メートルの海底ま
で潜り、足首に留めていたナイフで段ボール箱の封を裂いた。箱に
びっしりと詰まっていたのはレコード盤だった。子供はその中の一
枚を持って浮上し、男に、「これ貰っていいですか?」と聞いた。子
供が手に握っていたレコードのジャケットは、大きくてキラキラし
た黒い車から降りる夜会服の女の写真だった。 （村上龍「悲しき熱
帯」）
（伊藤 2010: 6）

上述したように、中国語の“…的是…”構文や日本語の「…のは…だ」
構文は、両者とも分裂構文に特徴的な話題を継続、展開するという談話機
能を持つこと が知られている。大堀・遠藤 (2012) は、英語の擬似分裂構
文、いわゆる「Wh 分裂文」に近い構文として中国語の“…的是…”構文
を挙げ、その二つの談話機能について分析している。一つ目の談話機能は、
“…的是…”構文に後続する文は、ある命題が続くことである。例えば、
下の (11) において、冒頭の F1 が言及している“…的是…”構文は、“做
体育明星的经理人”（有名なスポーツ選手のマネージャー）を焦点化する
話である。その後の“很挣钱”（稼ぎがいい）は、最初の「マネージャー
になる」の話に関連する内容であり、命題の続きになるということである。

(11) F1: 我 想 的

是

做

那个什么

体育明星

的 经理人。

私 思う NMLZ COP やる そのなんかの スポーツスター の マネージャー
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（私が思うのは、有名なスポーツ選手のマネージャーは）
F2：对

啊，

そう 語気助詞
（うん）
挣钱。

F1：很

非常に 儲ける
（すごく稼ぎがいい）
（大堀・遠藤 2012: 40、グロスは筆者による）

二つ目の談話機能は、話し手の情緒的な評価を先に伝え、続いて語るべ
き内容の枠を設定するというものである。つまり、下の (12) のように、
談話の冒頭に“可恨” （憎たらしい）という感情を先に伝えて、その後の
文脈で「憎たらしい」の具体例、すなわち「人が多い」、「スペースが狭
い」、「お金のある人とか権力のある人が一日中うろうろしている」とい
う点をいくつか挙げてから、最後にまたその「憎たらしい」気持ちを帰結
するというような表現である。

(12) F：其实 最

可恨

的

就

是- 我

実際 最も 憎たらしい NMLZ AD COP
的

就

私

觉得
思う

是- 因为 它整个 XX 人 多，地方

NMLZ AD COP ので その全て
空间 就

显得

很小。

空間 AD

見える

小さい

人 多い 場所

最

可恨

最も 憎たらしい
就

那么 大，

だけ その 大きさ

（実際、一番憎たらしいのは、一番憎たらしいと思うのは、ある
XX（不明瞭）人が多くて、場所はたったそれだけしかなくて、
スペースは小さくなっていっているから）
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M：对
正解
（うん）
F：所以 你 经常 能

看到， 就

是

那些

有钱的人 或者 是

だから 2SG よく 可能 見かける AD COP それら 金持ち

他们 有权

的 那些

或いは COP

人，有权有势 的 XX 他 当-

彼ら 権力持ち の それら 人 権力持ち

の

彼 時

（だからいつもああいうお金のある人とか権力のある人とかが）
M：[XXX-]
F：[整天] 就

在

你

跟前

晃悠来来晃悠去，这个-

一日中 AD PREP 2SG 目の前 うろうろ

これ

（一日中目の前でうろうろしてるのが目に入る、これ）
M：huh
（はあ）
F：这个， 这 感觉 就
これ

不太好了，

这个

これ 感覚 AD あまりよくない これ

就

容易

引起

人

AD

簡単

起こす 人

的 心理 的 不满。
の 心理 の 不満
（人の不満を起こしやすいよ）
（大堀・遠藤 2012: 41、グロスは筆者による）

中国語と日本語の分裂構文は類似した構造を持ち、さらに談話機能にも
共通点がある。実際のコーパス用例では、同じ場面でも、中国語と日本語
が対応していないケースも多く見られた。以下では、コーパスのデータ分
析に基づき、中国語の“…的是…”構文の談話機能を中心に、日本語の「…
のは…だ」構文と対照しながら、分裂構文の選好性の相違を考察する。
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5.3 分裂構文における選好性の相違
前章の 4.4.1 では『中日対訳コーパス』の 7 作品から「…のは…だ」の訳
文を抽出した。その結果、中国語の“…的是…”構文は焦点化される要素
が制限されているため、“…的是…”に対応しない文 89.1%のうち、文法
上分裂構文として成立しない場合が 71.1%を占めていることがわかった。

表 1 「…のは…だ」と“…的是…”の対応関係（4.3.1 表 1 再掲）
対応関係

数量
37 (10.9%)

“…的是…”に対応する場合
“…的是…”は使用可能であるが、“…是…的”や非
分裂構文が使われている場合

61 (18.0%)
148

時間や場所的要素の焦点化
“…的是
…”に対応
しない場

(43.7%)
58

理由節の焦点化
行為（事象）全体や内容節の焦点化

241

(17.1%)

(71.1%)

18
(5.3%)

合
その他（意訳によって文が省略される場

17
(5.0%)

合など）

339 (100%)

合計

前章の 4.3.1 では、両言語が対応しないケースを考察することにより、日
本語の「…のは…だ」構文は、焦点化される要素の制限が中国語の“…的
是…”構文より緩いことを明らかにした。その結果を踏まえ、中国語の原
文の“…的是…”を日本語に訳す場合は、「…のは…だ」構文が文法上す
べて容認されるため、訳文において「…のは…だ」構文の出現率が高いと
考えられる。
次節では、同じ『中日対訳コーパス』の中で、原文に現れた日本語の「…
のは…だ」構文、中国語の“…的是…”分裂構文を抽出し、それぞれの訳
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のパターンを調べ、両言語の分裂構文がどのような対応関係を示している
かを分析する。

5.3.1 コーパスデータと分析
表 2 は中日対訳コーパスにおける、分裂構文となる原文とその訳文に関
する対応関係を示している。真ん中の欄は日本語が原文となる 7 作品から
「…のは…だ」分裂構文を抽出し、中国語の対訳文を対照するデータであ
る（表 1 でも同じテータを呈示している）。

表 2 「…のは…だ」と“…的是…”の対応関係
日本語原文→

中国語原文→

中国語対訳文

日本語対訳文

原文

「…のは…だ」

“…的是…”

数量

339 (100%)

225(100%)

37 (10.9%)

119(52.9％)

原文と訳文の対応関係

対応する場合
対
訳
文

対 応 (i) 当 該 構文 が 使用 で

241

し な きない場合

(71.1%)

い 場 (ii)当該構文は使用可
合

能であるが、別の形式

なし

302
(89.1%)

に訳される場合

61

106

(18.0%)

(47.1％)

表 2 の右側の欄は中国語が原文となる11 作品から“…的是…”分裂構文
を調べた結果である。表 2 に示した通り、日本語の「…のは…だ」構文が
中国語に訳される場合、分裂構文になるのは 339 例中の 37 例であるが、分
裂構文にならない理由として、(i) 当該構文が使用できないということが考
えられ、第四章で分析した通り、中国語では文法上成立しないからである。
一方、中国語の“…的是…”構文は、文法上日本語の「…のは…だ」に訳
すことが可能であるが、コーパス ではそのように訳されていない場合が
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225 例のうち 106 例見られ、全体の 47.1%という、半分近くの比率を占め
ている。
表 2 から、中国語も日本語も分裂構文が使用可能であるが、別の形式に
訳される場合 (ii) があることがわかる。さらに、「…のは…だ」構文の対
訳文に“…的是…”構文が使われていない場合 (18.0%) と“…的是…”構
文の対訳文に「…のは…だ」構文が使われていない場合 (47.1%) の間に、
大きな頻度差が見られる。一方の言語で分裂構文を用いて焦点化されてい
るものが、他方の言語では非分裂構文に対応している場合があることから、
日中両言語間に焦点化方法に関する差異が存在すると考えられる。以下、
この差が生じる要因を談話機能の観点から検討する。

5.3.2 選好性の相違の要因
日中両言語とも分裂構文を使用することが可能であるのに、対訳文にお
いて原文と異なった非分裂構文の形式を用いて訳される場合が見られる。
なぜこのような相違が生じるかを明らかにするために、まず、訳文におい
て非分裂構文が用いられた場合、原文における分裂構文の焦点部に生起す
る要素を調べた。その結果、「…のは…だ」構文と“…的是…”構文にお
ける焦点化要素の分布が異なっていることがわかった。

表3

両言語の分裂構文における焦点化要素の相違

焦点化の要素

「…のは…だ」構文

“…的是…”構文

主語の焦点化

49 (80.3%)

22 (20.8%)

目的語の焦点化

12 (19.7%)

84 (79.2%)

61 (100%)

106 (100%)

合計

表 3 に示しているように、日本語原文では「…のは…だ」の焦点部に主
語が生起する場合が多く、61 例中 49 例あり、全体の 80.3%を占めている。
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主語が焦点化される場合、日本語の分裂構文において、中国語訳では“…
的是…”分裂構文ではなく、非分裂構文が用いられる傾向が見られた。

(13)a. 玄関に出たのは、慈念である。受持ち教師の来訪は慈念の顔色を
かえた。しかし、教師の来訪を和尚に告げないわけにゆかない。
（『雁の寺』）
b. 慈念 出来 接待， 看到

教

自己

的

教师 来访，
教師 来訪

人名 出る 接待

見える

教える 自分

の

慈念 的

脸色

马上

变

但是， 老师 来访

人名 の

顔色

すぐ

変わる テンス

的

事

又

不能不 报告 师父。

の

こと 副詞

了。

二重否定 報告

しかし

教師 来訪
（《雁寺》）

師匠

（慈念が出てきた。以下略）

(13a) の「…のは…だ」分裂構文の焦点は主語の「慈念」という人であ
り、直訳すると (13’) のような“…的是…”分裂構文にも成立できるが、
訳文においては“…的是…”構文ではなく、(13b) のような非分裂構文が
用いられている。

(13’)

出来

接待 的

出てきた 接待

是

慈念。

NMLZ COP 人名

（出てきたのは慈念である。）

一方、中国語原文“…的是…”分裂構文の焦点部には主語に比べ目的語
が多く、106 例のうち 84 例現れている。“…的是…”構文において目的語
が焦点化される場合、日本語訳は「…のは…だ」構文ではなく、(14) のよ
うに非分裂構文を用いて訳される傾向がある。
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(14)a. 谁

让

你

用

的

誰

使役

2SG

使う

NMLZ COP

方

筷子， 也

接住 啦。

四角い

箸

載る

も

是

圆

筷子。 要

用

丸い

箸

使う

副詞

（《丹凤眼》）

語気助詞

（使うのは丸いお箸だからだめなのよ、後略）
b. 丸いお箸を使うからだめなのよ､四角いお箸だったらちゃんと載ったん
だけど。（『鳳凰の眼』）

c. 誰がさせたか、あなたが使うのは丸いお箸であること。もし四角いお箸
だったらちゃんと載ったよ。（直訳）

以上、 (13) は主語の焦点化、(14) は目的語の焦点化を示した例である。
中国語の“…的是…”構文と日本語の「…のは…だ」構文に続く文は、焦
点部について語り継がれるという、話題を継続・展開する機能を持ってい
るが、焦点が主語か目的語かによって展開のあり方が異なる。砂川 (2005)
は、主題展開1は焦点部の主題性に関係があり、主語は目的語より主題性の
スケールが高いと述べている。

(15) 文の格成分や主題成分によって指示対象の主題性が予測できる。す
なわち、指示対象が示される文の成分に応じて次のような主題性の
スケールが認められる。指示対象の主題性は、左の成分に表現され
たときほど高いことが予想される。
主題 > 主格 > 対格 > その他
（砂川 2005: 83）

1

本章では、Declerck (1984) が提示した「話題継続」と砂川 (2005) が論じた「主
題展開」を同じ談話機能とみなし、以下、先行研究の引用以外、「話題の継続・
展開」という用語を用いる。
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(16) 私とアメリカを結びつけたのは、父である。彼は早稲田の政経を卒
業後、【以下、父についての記述が続く】
（砂川 2005: 249）
(17) その人が乗り込んできたのは、確かに塩釜だったと思う。【以下、
その人についての記述が続く】
（砂川 2005: 250）

砂川 (2005) の分析によると、(16) を非分裂構文に変換すると、「父は
私とアメリカを結び付けた」になる。分裂構文の場合、焦点部は主語の「父」
であり、それに後続する内容は父についての記述である。一方、(17) の焦
点部は目的語の「塩釜」であるが、それに後続する内容は「塩釜」に関す
る内容ではない。すなわち、焦点化された内容が展開していない。
さらに、砂川 (2005) は、上述したスケール性は Givón (1989, 1995) が提
唱している文の成分の主題性についてのスケールと一致していると述べて
いる。すなわち、「指示対象が文のどの成分に表現されるかによって指示
対象の予測のしやすさに差が生じ、主題としての安定性に異なりが生じる
ことを指摘し、文の成分を主題性の高いものから順に並べた次のようなス
ケールになる」(Givón 1995) ということである。

(18) a. 意味役割：主格 > 与格 > 対格 > 所格 > 道具格 > その他
b. 文法役割: 主語 > 直接目的語 > 間接目的語
(Givón 1995: 46)
表 3 を見ると、中国語の“…的是…”分裂構文は目的語の焦点化に多く
使われ、砂川 (2005)

の主題性のスケールの観点によると、話題の継続・

展開のために用いられることが相対的に少ない構文だといえる。それゆえ、
話題の継続・展開がなく、目的語が焦点化される文を日本語に訳す際に、
話題の継続・展開の機能を顕著に有する日本語の「…のは…だ」構文を選
択する必要がないのだと考えられる。
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ほかに、表 3 を見ると、中国語の“…的是…”構文の用例のうち、目的
語の焦点化は 106 例のうち 84 例も見られ、8 割近くの比率を示している。
具体的には以下のような用例が挙げられる。

(19) a. “积善堂”的 孩子 穿
地名

の 子供

小辫，戴着
弁髪

的

是

着る NMLZ COP

金银 串串 的

袍子、马褂，后脑勺
長衣

留着

上着 頭のうしろ 止める

脖锁；这个孩子 穿着 一身 白，
（略）

つける 金銀 量詞 の

首飾り この子

着る

全身 白

（《金光大道》）
b.「積善堂」のせがれは、袷の長衣に短い上着を着こみ、頭のうし
ろを弁髪にし、金色、銀色に輝く魔除けの首飾りをかけていたが、
この少年は上も下も真白で、（後略）
（『輝ける道』）
c. 「積善堂」のせがれが着用しているのは、袷の長衣に短い上着で、
（後略）

(20) a. 虽然

她

（直訳）

带来

的

ただし 3SG 持ってくる
却

很

欣慰， 他

でも とても 慰める

是

NMLZ COP

不好的 消息， 然而 觉慧
悪い

觉得 现在 又

3SG 思う

今

報せ
有

しかし 人名
一个

また いる 一人

母亲 了。
母親 PAST
（《家》）

b. 彼女は不穏な報せを伝えていったのだけれど､覚慧には嬉しかっ
た｡今もまた一人の母があると感じたからである｡
（『家』）
c. 彼女が伝えていったのは不穏な報せだったが、覚慧には嬉しかっ
た｡今もまた一人の母があると感じたからである｡
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(19a) では、焦点化の位置に述語「着る」の対象、すなわち服装を提示
しており、続く文ではその服装ではなく、主語になる「子供」についての
話題が続く。同じく (20a) では、述語「伝える」の対象「報せ」を先に提
示しているが、その後は話し手自身の感想を述べている。(19b) と (20b)
は対訳コーパスにおける日本語訳である。この場合に、文法的には日本語
の「…のは…だ」分裂構文を用いて訳せるものの、いずれも分裂構文が用
いられておらず、非分裂構文になっている。(19a) と (20a) は中国語の“…
的是…”構文が用いられている用例であり、焦点化される要素は文の目的
語になっている。後続の文を見ると、どちらもその目的語についての話を
継続して展開していない。これは前述した焦点化された要素が目的語の場
合、話題が継続・展開しにくいことに一致しているといえる。
ここで日中両言語の分裂構文と非分裂構文の語順に注目したい。SOV が
基本語順である日本語は、分裂構文を作る時、O は V の後の位置にくる。

(21) 花子がケーキを作った。
S

O

V

(22) 花子が作ったのはケーキだ。
S

V

O

日本語の分裂構文の語順と語用論の関係について、砂川 (2005) は次の
ように説明している。

(23) 分裂文も文の構成要素を基本語順と異なった語順で表現するもの
である。その点は後置文と同様なのであるが、分裂文の場合に規範
的な文法から逸脱していると感じる人はいないと思う。それは、分
裂文が「〜は〜が」「〜が〜だ」というコピュラ文の構造を持ち、
文法にかなった形となっているからである。このように、分裂文は、
述語を文末に置かなければならないという構文的な要請と、基本語
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順と異なる表現をするという談話語用論的な要請の、どちらも満た
す形で表現できる構文として存在しているわけである。
（砂川 2005: 164）

それに対して、これまで挙げられた中国語の“…的是…”分裂構文は、
“…的是…”によって文の前提と焦点が分かれるが、SVO が基本語順であ
るため、V と O の順番に特に変更はない。前の (19) と (20) を例として、
分裂構文を非分裂構文に変換すると以下のようになる。

(19`) a. 分裂構文：穿

的

是

袍子

（着ているのは長衣だ）

着る NMLZ COP 長衣
V

O

b. 非分裂構文：穿着

袍子

着ている
V
(20`) a. 分裂構文：她

長衣
O

带来

的

3SG 持ってくる
S

（長衣を着ている）

是

不好的 消息
悪い

NMLZ COP

V

報せ
O

（彼女が伝えていったのは不穏な報せだった）

b. 非分裂構文：她 带来
3SG 持って
S

了

不好的 消息

PAST 悪い

V

報せ
O

（彼女が不穏な報せを伝えていった）

(19`) (20`) のように、中国語の“…的是…”分裂構文において、目的語
が焦点化される場合、日本語の「…のは…だ」分裂構文と異なり、SVO の
語順が変わらない。日本語の「…のは…だ」構文の場合、語順の変化によ
って目的語が強調されるが、中国語の“…的是…”分裂構文において、そ
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の強調の意味は薄くなるといえる。その上、“…的是…”構文では話題を
継続・展開せず、そのまま話題を終了させる場合も見られるため、目的語
が焦点化された中国語の“…的是…”分裂構文には、ほかの談話機能を持
つことも考えられる。
5.2 で紹介したとおり、分裂構文は「話し手の情緒的な評価を先に伝え、
続いて語るべき内容の枠を設定する」機能を持っているという大堀・遠藤
(2012) の主張に対して、森 (2008) も類似した機能を述べている。具体的
には、分裂構文は「これから話者が自分の意見や感想を述べるということ
を伝える「前置きの前置き」(Schegloff 1980) として用いられ、その後、背
景となる必要情報を伝えたうえで話者の私見を述べるという話の流れを可
能にしている」と森 (2008) は述べている。中国語の“…的是…”分裂構
文においても、後続する文脈にこのような「私事語り」の内容を伴う用例
がコーパスの中にも多数観察された。

(24) a. 不过，去插队之前，我真正感兴趣的是千方百计找一本本“毒草”
来读，当然得说是为了批判。再就是到圆明园的小河沟里去摸鱼。
我们学校在圆明园旁边。通常是和仲伟、李卓、金涛、我们四个，
在小河最窄的地方筑起两道坝，小河很浅且水流速度很慢，用脸盆
把两坝之间的水掏干，可以摸到鲫鱼、黑鱼、小白鲢、泥鳅，有时
还能抓到黄鳝。

（《插队的故事》）

b. しかし農村に行く前、本当に興味を感じていたのはどんな手段を
講じてでも“毒草”を読むことだった。もちろん批判のためとい
う理由だったが。あとは円明園の小川に行って魚捕りをすること
だ。学校は円明園のそばにあった。いつも仲偉、李卓、金濤と私
の四人組だった。小川の一番幅の狭い所を二ヵ所堰止めると、流
れが浅く緩やかなので、堰止めたあいだの水を洗面器で汲み出し
てフナ、ライギョ、ハクレン、ドジョウ、時にはタウナギを手で
摘まえることができた。

（『遥かなる大地』）
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(24) の下線部の文は中国語の“…的是…”分裂構文とそれに対応する日
本語の「…のは…だ」構文である。この場合、両言語とも“真正感兴趣”
（本当に興味を感じていた）ということを談話の背景として前置きに語り、
その後話し手自身が「興味を感じていたこと」の具体的内容、つまり、「円
明園の小川に行って魚捕りをすること」や、「いつも仲偉、李卓、金濤と
私の四人組」など自分に関わる「私事」の詳細を語っている。

5.4 日本語の「ノダ」構文と分裂構文
中日対訳コーパスでは、中国語の“…的是…”分裂構文が日本語の「…
のは…だ」分裂構文ではなく、「ノダ」構文に訳される例も多く見られた。
本節では、日本語の「ノダ」構文と「…のは…だ」分裂構文がつながりを
持っていることを伊藤 (2010) で明らかにしたことから、本節ではコーパ
スのデータを用いて中国語の“…的是…”分裂構文と「ノダ」構文の対応
関係を検証する。

5.4.1

日本語の「ノダ」構文と分裂構文のつながり

伊藤 (2010) は分裂構文と「ノダ」構文の間には、意味的なつながりが
認められ、両構文とも「あること」を前提として、その前提に対する答え
を主張していると述べている。例えば、以下の文 (25a, b, c) は全て「太郎
が何かを注文した」ということを前提としているものであり、(25b) の「…
のは…だ」分裂構文と (25c) の「ノダ」構文の共通点といえる。

(25) a. 太郎はカレーを注文した。

（非分裂構文）

b. 太郎が注文したのはカレーだ。（「…のは…だ」分裂構文）
c. 太郎はカレーを注文したのだ。（「ノダ」構文）
（伊藤 2001: 33, 括弧の内容は筆者による）
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益岡 (1991) は、分裂構文が叙述様式判断型の説明文「ノダ」と密接に
関係していることを指摘し、叙述様式判断型の「ノダ」文について、次の
ような例を挙げている。

(26) 選手達は泣いていない。
(27) 選手達は泣いているのではない。

（益岡 1991: 64）

(26) が「存在判断型」であり、(27) が「叙述様式判断型」である。(26)
は「選手達は泣いている」という事態が存在しないことを表しているが、
(27) はある事態の存在を認めた上で、その事態を「泣いている」と捉える
べきではないと表している。つまり、(26) が「存在判断型」と呼ばれてい
るのに対し、(27) が「叙述様式判断型」と呼ばれている。一方、分裂構文
の場合は (28) のようになる。

(28) 太郎がプレゼントをしたのは花子にだ。
(29) 太郎は花子にプレゼントをしたのだ。

（益岡 1991: 152）

益岡 (1991) は (29) を叙述様式判断型の文とし、「太郎が誰かにプレゼ
ントをした」という事態の存在を認めた上で、その事態の叙述として「太
郎は花子にプレゼントをした」と表現していると説明している。さらに、
「太郎が誰かにプレゼントをした」といった事態を課題として設定し、そ
の課題に対する答えは「花子にプレゼントをしたということなのだ」であ
ると述べている。すなわち、(30a) のような文に言い換えられ、さらに主
文の部分を焦点の「花子に」だけ残して省略すると、(30b) の文になる。

(30) a.太郎が誰かにプレゼントをしたかと言うと、花子にプレゼントを
したということなのだ。
b.太郎が誰かにプレゼントをしたのかと言うと、花子にだ。
（益岡 1991: 150）
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上述したように、「…のは…だ」分裂構文は、前提となる部分に基づい
て設定される課題に対する解答を与えるという意味から、「ノダ」構文と
つながっていることが分かった。
さらに、神尾 (2002) は、「ノダ」構文はある状況の背後にある事情を
示唆し、聞かなければ分からないような事情、あるいは情報を呈示すると
ころにあると 説明している。例えば、次の (31) において、「あの人が頭
痛持ちである」という「得難い」情報は、話者にとって質問しなければ分
からない情報になるため、「ノダ」はその情報を呈示する機能をもってい
る。

(31) あいつ、頭痛持ちなんだ。

（神尾 2002: 70）

その上、神尾 (2002) は英語の「It 分裂文」も日本語の「のは…だ」分裂
文も同様に「得難い情報」を提供する働きを持っていると述べている。

(32) a. It was John who broke the window.

（神尾 2002: 70）

b. 窓を壊したのはジョンだ。

（神尾 2002: 71）

神尾 (2002) の観点からも、分裂構文と日本語の「ノダ」構文を同じ情
報の特徴を持つゆえに結びつけることが可能である。

5.4.2

中国語の分裂構文と「ノダ」構文

次に、分裂構文と日本語の「ノダ」構文の関係をコーパスの実際の用例
を通して分析する。中日対訳コーパスでは、(33)-(35)のように“…的是…”
構文は「…のは…だ」分裂構文に訳すことができるものの、「ノダ」構文
に訳されている場合が見られる。
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(33) a. 难道

他

进入 的

彼

入る

NMLZ COP 一つ

到底 要

干

什么 呢？

一体 副詞

する

何

まさか

是

一个 死 的

世界？ 她们

死 の

世界

3PL

（《活动变人形》）

語気助詞

（まさか彼が入ったのは死の世界だろうか。後略）（直訳）
b. 死の世界へ迷いこんだのだろうか。女たちはいったい何を企
んでいるのだ。
（『応報』）

(34) a. 我

嫁

的

是

个

1SG 嫁ぐ NMLZ COP 一人

什么

人 呢，

どんな 人

常人 不一样？打老早

静宜 心中

普通人 違う

人名

ずいぶん前

語気助詞
便

心の中

他

怎么

和

彼

なぜ

と

出现了 这

すぐに 現れた

疑团。

この 疑問

（《活动变人形》）
（私が嫁いだのは何て人かしら。後略）

（直訳）

b. 一体何て人に嫁いだのかしら。普通の人となぜ違うの？早くも静
宜の心に疑問が頭をもたげていた。
（『応報』）

(35) a. 任何 一句话 都 无法
いずれ 一言
你们 怎么 会

表达 我 此刻 的 心情。 牛牛

も できない
知道

2PL なぜ 可能 知る

我

表現 1SG 今
要

1SG たい

说

の 気持ち

的

言う NMLZ

啊，

人名 感嘆詞

是

什么 呢？

COP

何

語気助詞

（《轮椅上的梦》）
（前略、私は話したいのは何か、あなたたちはどうすればわかる？）
（直訳）
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b.どんな言葉も感情の前では色あせる｡今の私の感情を表す言葉が
あるだろうか?どう話したら私の気持ちをわかってもらえるの
か？
（『椅子の上の夢』）

(33a) (34a) (35a) は、いずれも日本語の「…のは…だ」分裂構文に訳すこ
とが可能であるが、実際には分裂構文ではなく、「ノダ」構文が用いられ
ている。こちらの中国語の原文を見ると、感嘆詞が使われることや相手に
対する強い疑問を持っているという特徴が見られ、話し手の気持ちだけで
なく、聞き手に対する感情も介する「間主観的」な発話であると考えられ
る。
堀江・パルデシ (2009) は、日本語は「ノダ」のような文末表現 が発達
しており、聞き手に対する共感、注意喚起などにかかわる間主観的意味を
コード化していると述べている。

(36) 日本語、韓国語などの言語においては、「話し手（聞き手）」はも
とより、「聞き手（読み手）」への注意、配慮が文法構造に反映す
る現象が顕著的であり、SOV という語順とも関連して「聞き手め
あて」の文法形式が文末に配置されることが知られている。
（堀江・パルデシ 2009: 170）

Traugott (2011: 33) によると、間主観性 (intersubjectivity)とは、「自然言
語が、その構造と通常の働き方の中に言語行為者による聞き手の態度・信
念、とりわけ、聞き手の「面子（もしくは、体面）」もしくは「自己イメ
ージ (self-image) の表出に備えているさま」ということである。先に挙げ
た中国語の用例 (33a) (34a) (35a) は強調したい部分を焦点として取り立て
る話し手の主観性だけでなく、聞き手に対する問いかけ・示威などの働き
かけも表している。(33a) の“难道（まさか）”、などのような反問や感嘆の
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副詞と共起する文や、明らかに相手を問いかけるような表現が使われてい
る。従って、それを日本語に訳す際には、聞き手に配慮する間主観性を持
つ「ノダ」構文が選好される傾向があると考えられる。
以上、中日対訳コーパスにおける中国語の“…的是…”分裂構文と日本
語の「…のは…だ」構文、「ノダ」構文とのつながりについて考察した。
実際、日本語の「ノダ」構文に対応する、意味や機能において類似した特
性を示す構文は世界の諸言語に存在すると言われている（大竹 2009）。中
国語では、本研究で扱っているもう一つの分裂構文“…是…的”構文がそ
れにあたる。第四章で中国語の分裂構文の機能領域を提示したように、本
章の分析によって、“…是…的”分裂構文の焦点部には原因・理由などの
要素が現れやすく、「コト」の焦点化が主の機能であることが分かった。
この“…是…的”分裂構文は、「事実を叙述し、原因を説明する」などの
機能を持っている（杉村 1995，郭 2003，劉 2012）。

—：具体例のリンク
→：メタファー的拡張リンク
図1

中国語の分裂構文の機能領域（4.5 図 5 再掲）
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図 1 は、前章の 4.5 における中国語の“…的是…”と“…是…的”両分
裂構文の機能領域を考察した結果を示したものである。本章で談話機能を
中心に検討した日中両言語の分裂構文の特徴を加えると、日本語の「ノダ」
構文と分裂構文の関係は図 2 のように示すことができる。

日本語の「…のは…だ」分裂構文
話題の継続・展開（主観的）

中国語の“…的是…”分裂構文

中国語の“…是…的”分裂構文

主語の焦点化：話題の継続・展開

先行文脈の照応・承接（主観的）

目的語の焦点化：
（主観的）
聞き手への問いかけ（間主観的）

因果関係の帰結・説明（主観的）

日本語の「ノダ」構文
叙述判断・説明
（主観的＋間主観的）
図2

分裂構文と「ノダ」構文の談話機能のつながり

5.5 本章のまとめ
本章では対訳コーパスの用例を調べ、日中両言語における分裂構文の選
好傾向の考察を通じて、当該構文が両言語とも使用可能な場合、使用頻度
および焦点化の要素によって相違が生じることを確認した。日本語の「…
のは…だ」構文の機能は主語の焦点化が中心であり、中国語の“…的是…”
構文に比べて話題の継続・展開機能が発達していることが明らかになった。
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一方、中国語の“…的是…”構文は目的語を焦点化するために多く使用さ
れていた。この場合、SVO の語順は特に変更はないため、話題の継続・展
開という談話機能より、「私事語り」を導入する機能も見られた。
また、間主観性が見られる中国語の“…的是…”分裂構文は、日本語に
おいて「…のは…だ」分裂構文のほか、文末の「ノダ」構文にも対応する
ことが可能である。この場合、聞き手への問いかけなどの役割を果たして
おり、分裂構文と「ノダ」構文が意味と機能上のつながりがあることが明
らかとなった。
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第六章

分裂構文における構文的拡張

6.1 はじめに
第四章と第五章で扱われていた中国語の“…的是…”構文と“…是…的”
構文、日本語の「…のは…だ」構文は、分裂構文の定義においてプロトタ
イプ的なものであるといえる。前述の考察結果から、中国語の“…的是…”
構文は日本語の「…のは…だ」構文と比べて、焦点化要素が非常に制限さ
れており、焦点位置に主語と目的語しか現れないが、
“…是…的”構文は目
的語を焦点化できないため、目的語の焦点化は“…的是…”構文を用いて
成立するしかないことがわかった。
本章は、目的語の焦点化に着目し、中国語の“…的是…”構文が他の構
文と共起する際の拡張を中心に検討する。中国語の“…的是…”構文にお
ける拡張的意味は、日本語に直訳できない用例が存在し、日本語の「…の
は…だ」構文より機能が発達している部分も見られる。しかし、このよう
な構文に見られる拡張は“…的是…”構文に限って成立できるのだろうか。
本章では、日本語における同様な形式の構文と比較しながら、拡張的構文
の意味と機能を考察する。
まず、
“…的是…”構文の意味的拡張例として、以下 (1a) の“有的是…”
構文が挙げられる。形式から見れば、この構文は存在・所有構文の“有”
構文と“…的是”分裂構文からなるものであるが、日本語では同じような
存在・所有構文と分裂構文の形式に直訳することはできない。

(1) a. 以后
今後

(CCL)

有

的

是

机会。

ある

の

COP

チャンス

（今後チャンスがいっぱいある。）（筆者訳）
b. （?今後あるのはチャンスだ。）

（直訳）

また、
“…的是…”構文の拡張例には、
“…的不是…，是…”
（…のではな
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く…だ）構文も挙げられる。この構文は、2009 年の頃から中国のインター
ネット上で流行するようになり、特に weibo（中国語版ツイッター）など
の SNS や話し言葉での使用頻度の増加傾向が見られた。
(2) a. 哥
1SG

吃

的

不

是

面,

是

寂寞。

食べる

の

NEG

COP

麺

COP

寂しさ

（俺は寂しくラーメンを食べている。）
b. *俺が食べているのはラーメンではなく、寂しさだ。

（筆者訳）
（直訳）

（http://news.163.com/09/0723/06/5ESTNVLF000120GR.html）
（P11 (22) 再掲）

(2a) は分裂構文が「X ではなく、Y だ」構文（以下“Not X But Y”構文と
称する）と共起することによって、ラーメンを食べる時の寂しい気持ちを
表している。日本語では構造的に類似する構文は存在するが、(2b) のよう
な用法は観察されない。
上述した二つの構文 (1a) (2a) の形式から見れば、中国語の“…的是…”
分裂構文が、存在・所有構文、“Not X But Y”構文と共起する構文となる。
このような構文の共起によって統語的な分析では捉えきれない拡張が見ら
れ、これがどのような動機付けで拡張しているか検討してみる。Goldberg
(1995) の構文文法理論では、構文は中心義から多様な周辺的意味に拡張す
ることができ、構文と構文は継承リンクで関連づけられることが明らかに
なっている。本章ではこの二つの拡張的構文を対象に、分裂構文が他構文と
共起する際の意味の継承と拡張の動機付けを検討し、日中両言語に見られ
る構文的拡張の相違を明らかにする。

6.2 構文的拡張に関する先行研究
Goldberg (1995, 2006) による構文理論では、構文は形式と意味の結合体
として定義される。この構文論的アプローチは、動詞の意味と用法からは
予測されない構文のパターンに関しても妥当な説明が与えられるようにな
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る。

(3) He sneezed the napkin off the table.

(Goldberg 1995: 9)

彼はくしゃみをしてナプキンをテープルから吹き飛ばした。
（河上他訳 2001: 14）

例えば、もともと自動詞は項をとらないため、(3) では“the napkin”は自
動詞“sneezed”の項ではないが、使役移動構文によって、自動詞の“sneezed”
「移動をひきおこす」という意味を持つようになっている。この観点は、
(2a) のような事例を分析する際に極めて有効である。(2a) のような例にお
いて、一般的には“寂寞”（寂しさ）は動詞“吃”（食べる）の項として予
測することは難しい。そのため、ある特定の構文が用いられることでその
ような項構造が容認可能になっていると解釈することが適切であると思わ
れる。
さらに、Goldberg (1995:67-100) によると、構文はそれぞれを独立させて
記述するだけではなく、相互に関連する情報が高度に構造化され、典型の
構文と構文的拡張からなる構文が、ネットワーク的連携を形成する。さら
に、構文間にあるネットワークは、ある構文が持つ特性を動機づける継承
関係によって構築されているという。Goldberg はその継承関係を以下 4 つ
のリンクに分けている。

(4) a. 多義性のリンク (polysemy links)
b. 部分関係のリンク (subpart links)
c. 具体例のリンク (instance links)
d. メタファー的拡張リンク (metaphorical extension links)

この 4 つのリンクによって、構文と構文の間にネットワークが構築され
ている。その上、構文間のリンクは多重継承 (Multiple Inheritance) も認め
られている (Goldberg1995: 73)。以下では、それぞれのリンクについて具体
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的な例を挙げながら概要をまとめる。
ま ず 、 (4a) 多 義 性 の リ ン ク と し て 、 二 重 目 的 語 構 文 (Diransitive
Construction) が挙げられる。二重目的語構文は以下のようなパターンの多
義性が見られる。

(5) I.‘X CAUSES Y to RECEIVE Z’（中心的意味）
Joe gave Sally the ball.
（ジョーはサリーにポールを与えた）

II. Conditions of satisfaction imply‘XCAUSES Y to RECEIVE Z’
Joe promised Bob a car.
（ジョーはボブに車を約束した）

III. ‘X ENABLES Y to RECEIVE Z’
Joe permitted Chris an apple.
（ジョーはクリスにリンゴを（食べてよいと）許可した）

IV. ‘X CAUSES Y not to RECEIVE Z’
Joe refused Bob a cookie.
（ジョーはボブにクッキーを（あげることを）拒否した）

V. ‘X INTENDS to CAUSE y to RECEIVE Z’
Joe baked Bob a cake.
（ジョーはボプにケーキを焼いた）
VI. ‘X ACTS to CAUSE Y to RECEIVE X at some future point in time’
Joe bequeathed Bob a fortune.
（ジョーはボプに財産を遺言で残した）
（Goldberg 1995:75, 河上他訳 2001: 102）

上述した (5) のように、二重目的語構文は中心的な意味 I から派生した
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意味 II〜VI に拡張している。さらに、中心的意味に見られる統語的特徴も
拡張例に継承されている。また、一つの構文において多義性が見られるほ
か、多義性リンクによっては、他の構文と意味の継承も見られる。例えば、
上述の拡張 V は、「受益構文」とも呼ばれ、中心的意味と受益を表す拡張
との間に結ばれるリンクは、
「意図された使役 (intended causation)」とも関
連づけられる。
次に、(4b) 部分関係のリンクは、「ある構文が独立して存在する別の構
文 の「真部分 (proper subpart) である場合に想定されるものである」
（河上
他訳 2001: 105）と定義される。例えば自動詞移動構文は、「MOVE」とい
う移動の意味を継承し使役移動構文と関連づけられる。

(6) 自動詞移動構文 “X MOVES Y ”
The fly buzzed into the room .
(その蝿はブンブン音を立てて部屋へ入ってきた)
↓
(7) 使役移動構文 “X CAUSES Y to MOVE Z ”
Pat sneezed the napkin of the table.
(パットはくしゃみをしてナプキンをテーブルから吹き飛ばした)
（河上他訳 2001: 4）
続いて (4c) 具体例のリンクは「ある構文が他の構文の「特殊例 (special
case)」である場合に立てられるものである。（中略）特定の 語彙項目があ
る構文にのみ生じる場合、その構文に結びつくシンタクスや意味を語彙的
に継承しているため、その構文の具体例であると言える.（河上他訳 2001:
107）」。例えば、次の例における drive は、結果構文にのみ生じる特別な意
味を持つため、この意味では“Chris drove Pat crazy”のみ成立する。
(8) a. Chris drove Pat mad/bonkers/bananas/crazy/over the edge.
（クリスはパットを狂わせた）
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b. *Chris drove Pat silly/dead/angry/happy/sick.
（河上他訳 2001: 107）

最後は、(4d) メタファー的拡張のリンクである。本稿の第四章でも言及
したように、
「モノ」用の構文が「コト」用にも使われる現象は、メタファ
ー的拡張ということである。例えば、使役移動構文と結果構文の間にはメ
タファー的拡張リンクが存在し、以下のように (9a) の位置変化から (9b)
の状態変化に拡張する。

(9) a. Joe kicked the bottle into the yard.
↓メタファー的拡張リンク
b. Joe kicked Bob black and blue.
（河上他訳 2001: 118）

以下 6.3 では、上述した構文間のリンクに着目して、日本語との対照を
通じて、中国語の“…的是…”分裂構文と存在・所有構文、
“…的是…”分
裂構文と“Not X But Y”構文が共起する場合の形式と意味、拡張の動機付け
の分析を行う。

6.3 存在・所有構文と共起する分裂構文
本節では、中国語における存在・所有構文を表す“有”構文と共起する
“…的是…”分裂構文、すなわち “有的是…”構文の形式と意味を整理す
る。
従来の研究では、
“有的是”は語彙化によって生じたものだと認識される
のが一般的であり、その意味の生成過程は“有”、“的”、“是”それぞれの
意味変化に関わると述べられている（张 1953, 赵 1979, 王 2006, 谭 2009）。
また、朱 (1978) は“有”が“…是…的”分裂構文と共起する場合 (10a) 、
及び“…的是…”分裂構文と共起する場合 (10b) を比べたうえで両者の相
違を分析している。朱 (1978) は、以下の (10a) は“有”の焦点化であり、
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「お金はないのではなく、持っている」ということを意味する。それに対
して、(10b) は“钱”の焦点化になり、
「持っているのはほかのものではな
く、お金だ」という意味である。したがって、後者は「持っているもの＝
お金」だと理解できる。

(10) a. 钱

是

有

的

(お金はあるのだ)

お金 COP ある 語気助詞
（朱 1978: 105, 筆者訳）
b. 有
ある

的 是

钱

(あるのはお金だ)

の COP お金
（朱 1978: 105, 筆者訳）

先行研究を踏まえ、以下 6.3.1 では中国語の“有的是…”構文プロトタイ
プ的意味と形式を記述し、6.3.2 では拡張的意味と形式を述べる。そして、
拡張の動機付けは 6.3.3 で分析する。

6.3.1

構文のプロトタイプ的な意味

中国語の“有的是…”構文の形式とプロトタイプ的意味は、 (11) に示
す通りである。この場合、日本語においても存在・所有構文の形式で表す
ことができる。

(11) 形式：存在・所有構文＋的是 X ／ のは X である。
意味：対比によって、存在・所有するものは X だと強調する。

中国語において、存在・所有を表す“有”構文と“…的是…”分裂構文
が共起すると、プロトタイプ的な意味では“是”が対比の意味を表す焦点
化辞になるため（劉 2010）、一般的に“…的是…”が文中に二度現れる。
すなわち、文の形式は“…的是…，…的是…”のような形になり、文の前
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後が対比する意味を持ち、
“V 的是 X”や“没有（ない・持っていない）的
是 X”と比較することになる。例えば以下 (12) の場合、動詞“用（使え
る）”の対象は“银子（銀貨）”
、“有（ある）”の対象は“货物（商品）”で
あり、両者が異なることを意味する。この場合、日本語でも同じ形式の構
文を使うことが可能である。

(12) a. 我们

用得着

我々

使える

的 是

银子， 有

の COP

銀貨

的 是

持つ

の

货物。

COP

商品
(CCL)

b.

我々が使えるのは銀貨で、持っているのは商品だ。（筆者訳）

(13) も同様に、
“有（ある）”の対象は“钱（金）”であり、
“没（ない）”
の対象は“官（官僚）”である。すなわち、「お金」と「官職」の対比によ
って、「お金」を焦点化する機能を持っている。

(13) a. 家 里 有
家

中

ある

的 是
の

COP

钱， 没
金

的 是

ない の

官。

(CCL)

COP 官職

b. 家にあるのはお金で、ないのは官職だ。

（筆者訳）

以上 (12b, 13b) で示されるように、“有”構文と“…的是…”分裂構文
が共起する場合、日本語にも直訳することができる。つまり、両言語のプ
ロトタイプ的構文の意味と形式が共通していることがわかる。

6.3.2 中国語における拡張的な意味
次に、中国語では同じく“有的是…”という構文になるが、上述したプ
ロトタイプ的意味とは異なる拡張的意味を持つ事例を分析する。この事例
の場合、日本語では「…のは…だ」分裂構文の形に直訳することはできな
い。

109

第六章 分裂構文における構文的拡張

(14) a. 他
3SG

有

的

是

钱， 才

肯

出

到

ある

NMLZ

COP

金

同意

出す

至る

こそ

(CCL)

这个价。
この値段

b. *彼が持っているのはお金だからこそ、この値段をつけること
に同意した。

（筆者訳）

(14a) における中国語の“有的是钱”は、「持っているものはほかでは
なく、お金である」という「お金」を焦点化する意味だけではなく、
「お金
をたくさん持っている」ことを意味する。中国語の“有”に相当する日本
語の所有動詞「持つ」も、同じような意味合いを含む場合がある。例えば、
「金を持っている」、「金持ち」には、金を「多く」、「たくさん」持ってい
るという意味が含まれる。また、「駅前に店が集まっている。」という文も
同じく、「集まっている」の中に「たくさん」という意味合いが含まれる。
これは典型状態からのズレを「変化動詞＋ている」で表していることと類
似し、 認知言語学では 仮想変化用法 （cf. Matsumoto 1996）と有標性
(markedness) が鍵となった現象であると考えられる。
さらに、
“有的是…”構文の後件の名詞はプラス的な意味のものに限定さ
れ、マイナス的な意味の名詞が使われないという特徴を持っている。
「お金」、
「チャンス」などのようなプラス的意味の名詞は使えるが、(15a) のよう
に、好まれない、マイナス的意味が含まれる「ゴミ」が大量であることを
表すことができない。

(15) *有

的 是

ある の

垃圾

（ゴミが大量にある）

（作例）

COP ゴミ

中国語の“有的是…”構文は“有”
「大量である」という意味を持つよう
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に な る こ と は 、 語 用 論 的 観 点 か ら 考 え れ ば 、 Grice の 会 話 的 含 意
(conversational implicature) から慣習的含意 (conventional implicature)へ、ま
た Hopper and Traugott (1991, 2003) の語用論的強化、加藤 (2004) の構文推
意によって、もともと会話の中の含みだったことが、構文の意味として定
着していることが考えられる。中国語の“有钱”に「お金がある」という
のは、
「お金を十分に・大量に」持っていると考えて初めて意味をなすため、
その「大量義」が語用論的な推意によって“有的是…”構文に定着したこ
とも考えられる。すなわち、語用論的な有意義性が定着したということで
ある。
しかし、日本語の所有動詞「持つ」も「大量」の意味で解釈することが
できるものの、存在・所有構文が分裂構文「…のは…だ」と共起する形で
は同様の意味を表すことはできない。これは、中国語の“有”に見られる
以下 (16) のような「焦点明示化」の機能は、日本語の「持つ」には含ま
れていないからである。
温（2012）によると、中国語の“有”は“凸顕”いわゆる焦点明示化の
機能を持ち、これによって大量の意味を表すことができるという。例えば、
以下 (16a) の中国語の文では、
“有”が無い場合、
「本を三回読んだ」とい
う事実を述べるだけになるが。それに対して、“有”がある場合には、「本
を読んだ」回数が「三回」もあるという、回数が多いことを強調する。

(16) a. 那本 书 我
その

本

私

看了

有

読んだ ある

三遍 （温 2012: 32）
三回

b. その本は三回も読んだ。（筆者訳）

(16`) a. 那本 书 我

看了

三遍 （温 2012: 32）

その

読んだ

三回

本

私

b. その本は三回読んだ。（筆者訳）
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“…的是…”構文と“有”構文が共起する“有的是…”構文は、上述し
た“有”の意味を継承しているといえる。“有”の意味は“主観大量”（温
2012）
（話者の感覚において量が大きいこと）を表し、持っているものが大
量であることを強調し、修辞的には「誇張法（hyperbole）」となる。誇張法
について、佐藤 (1996) は、
「ただものごとを適切と思われる程度をはるか
に越えた誇大な言葉で表現することである」と説明しており、この修辞法
は、中国語では話者の意思表明をする場合にもよく使われる。

(17)

a.

我
1SG

有
持つ

信心 做好

工作， 请

大姐

自信

仕事

お姉さん

よくできる

放心， 您

多保重身体。

安心

お大事に

あなた

どうぞ

b. 僕にはちゃんと仕事をする自信があります。お姉さん、安心
してください。お体を大切に。
（永富 2007: 158、グロスは筆者による）

永富 (2007) は、中国語の“有信心”
（自信がある）という表現は、意見
表明、決意表明などの場面でよく使われる表現であるが、日本語の「自信
がある」と同義であるならば、これは日本語母語話者にとっては誇張表現
だと指摘している。その理由として、
「日本語で「私は～～する自信がある」
と言えば、一般的には聞き手に尊大、自信過剰のイメージを与え、謙譲の
美徳に反した発話行為となる場合がある。
（中略）これは明示的言語行為を
用いる中国語母語話者と情緒的表現を好む日本語母語話者との語用論的差
異であると考える」と永富 (2007) は主張している。このように見れば、
“有
的是…”構文に見られる「誇張」は、中国語が好む修辞的特徴から生まれ
るものであると考えられる。
以上をまとめると、中国語の“有的是…”の構文の形式と意味は、以下
に示すように (18) から (19) までの拡張が見られるが、日本語ではこのよ
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うな拡張は見られない。

(18) 形式：存在・所有構文＋的是／のは X，V 的是／のは Y である。
意味：比較によって、持っているものは X を強調する。
↓
(19) 形式：（中国語のみ）有的是 X（X はプラス的な意味のもの）。
意味：持っているもの X が大量である。

6.3.3 構文的拡張の動機付け
中国語の“有”と日本語の「持つ」は、どちらも「大量」の意味を含む
にもかかわらず、日本語においては構文的拡張が見られない。この相違が
生じる背景には、修辞的相違も存在すると考えられ、中国語の“的”の機
能に関わっている。

(20)

开车的
運転の

＝ 开车的人 ＝ 司机
運転の人

運転手
（沈 1999、グロスは筆者による）

例えば、(20) では“的”は人という意味まで含むことができるため、
“人”
が省略される場合も成立し、すなわち“开车的”の三文字のみで「運転手」
の意味を表すことができる。沈（1999）はこの機能を“的”の「転指（メ
トニミー）」機能と称し、以下のように説明している。

(21)“的”字结构脱离后头的中心语独立并且指代中心语，这叫“的”字
结构的“转指”。
「的」
（名詞修飾）構文において、後件の主要部名詞を省略したもの
をもって言い換えることができる。これは「的」構文の「転指」と
（沈 1999: 3、筆者訳）

呼ばれる。
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语法中的“转指”本质上就是“转喻”，是转喻这种一般的认知方式在
语法上的体现，可称之为“语法转喻”(grammatical metonymy)。
文法上の「転指」の本質は「メトニミー」であり、メトニミーとい
う一般的な認知方法が文法に表れるものである。これは「文法的メ
トニミー」と呼ばれる。
（沈 1999: 4、筆者訳）

以上述べたように、誇張法とメトニミーの修辞的手段によって、“有”構
文は多義になり、さらに“…的是…”分裂構文と共起すると、構文的拡張
の過程と構文の継承リンクは図 1 のように示すとおりになる。

“有”構文

分裂構文

存在・所有構文
中心義＝X を持っている

部
分
関
係
リ
ン
ク

…的是 X／のは X である
中心義＝X の強調

存在・所有構文＋的是 X／のは X である
意味＝X そのものを持っている
。…
↓誇張法（中国語のみ）
↓メトニミー
有X
周辺義＝X を大量に持っている

多
義
性
リ
ン
ク

…的是 X
周辺義＝…的＝X（意味の限定）

有的是 X
意味＝X を大量に持っていることの強調
図1

“有”構文と共起する分裂構文の拡張

114

第六章 分裂構文における構文的拡張

図１の内容をまとめると、まず中国語の存在・所有構文の形式は“有 X”
であり、その中心義は「X を持っている」ことを表す。分裂構文は、
“…的
是 X”という形式を用い、意味的には「X の焦点化」が中心義となる。
“有
X”構文と“…的是 X”構文を融合して、中国語の“有的是 X”が成り立
っている。これは部分関係リンクによってつながっている。
次に、“有 X”には誇張法によって、「X を大量に持っている」という周
辺義が生じ、“的”は転指機能すなわちメトニミーによって、“…的”は X
と同じものを指すという意味の限定を表す。これは“有”構文と“的”構
文それぞれの多義性によって生じる現象であるため、構文の間は多義性リ
ンクによってつながっていることがわかる。

6.4

“Not X But Y”構文と共起する分裂構文

本節では、中国語と日本語における“Not X But Y”構文と共起する分裂構
文の形式と意味を整理する。この拡張的意味を持つ構文“…的不是 X，是 Y”
に関する近年の研究は、卢 (2010)、邵，王 (2010)、陈 (2013) などが挙げ
られる。卢 (2010) は、このような構文を“Not X But Y”構文の一つの新し
い形式として扱い、X と Y にどのような要素が入りうるかを観察し、X に
は具体名詞しか現れないこと を指摘した。また、陈 (2013) は、動詞を意
味によって分類し、構文を成立させるレトリックの役割とそのメカニズム
を明らかにした。邵，王 (2010) は “Not X But Y”構文に基づき、語用論の
観点から、この構文における否定の意味とレトリックの機能を中心に考察
を行った。
本節は上述した研究を踏まえ、“Not X But Y”構文と“…的是…”分裂構
文が共起する構文を、プロトタイプ的意味と拡張的意味に分け、形式も詳
細に記述し、中国語と日本語における構文の拡張の過程と動機付けを明ら
かにする。
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6.4.1

構文のプロトタイプ的な意味

“Not X But Y”構文と共起する分裂構文の形式とプロトタイプ的意味は
(22) に示され、これは中国語と日本語共に共通している。

(22) 形式：V 的不是 X，是 Y。／ V のは X ではなく、Y だ。
意味：動作 V の対象は X ではなく、Y だ。

一般的に、中国語の“…的是…”分裂構文では X と Y が対比的焦点
(contrastive focus) になることが多く (Li 2008) 、X に対する否定により、Y
を焦点化する機能を果たしている。例えば、日中両言語において成立する
ケースは以下 (23) に示す。
(23)

a. 买
買う

的

不

是

书，

是

杂志。

の

NEG

COP

本

COP 雑誌

（作例）

b. 買ったのは本ではなく、雑誌だ。
(23’) a. 买书。

（本を買う。）

b. 买杂志。

（雑誌を買う。）

(23’) に示されているように、「本」（X）も「雑誌」（Y）も動作「買う」
の対象になり、X と Yは対比的焦点が当たっている。本を買うことを否定
し、雑誌を買うことを強調する意味を表している。この場合、X と Y はど
ちらでも具体名詞になる。
一方、(24) も日中両言語共に成立するが、X（「字」）は具体名詞、Y（「思
い出」）は抽象名詞かつ動作の対象にもなる。

(24)

a. 擦掉
消す

的

不

是

字，

是

回忆。（作例）

の

NEG

COP

字

COP

思い出

b. 消したのは字ではなく、思い出だ。
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(24’) a. 擦掉字。

（字を消す。）

b. 擦掉回忆。

（思い出を消す。）

(24) において、X の否定によって、Y の焦点化によって強調する意味を
もっている。さらに、分裂構文 における否定の意味は、メタ言語的否定
(metalinguistic negation; Horn 1989) になり、形式上 X は否定されているが、
実際の動作は否定されていない。(24) を言い換えれば、「字」を消した事
実が成立したことで、
「思い出」が消されたことも事実になったということ
であり、X と Y にはメトニミーの関係が見られる。
しかし、Y が抽象名詞の場合、以下 (25b) のように日本語では容認度が
低い例も見られる。しかし、Y が抽象名詞の場合、以下 (25b) のように日
本語では容認度が低い例も見られる。中国語の“…的不是 X，是 Y”構文に
おいて、(24) のように X と Y にはメトニミーの関係が見られる場合はあ
る。しかし、日中両言語それぞれ X と Y のメトニミー関係が成立する比率
が異なり、中国語においてX と Y のメトニミー関係がより多く見られ、6.4.3
では、その比率をデータで提示して説明する。

(25)

a. 买

的 不

買う の

是

房子，

NEG COP 房子

是

b. *买生活。

（weibo）

COP 生活

b. ? 買ったのは家ではなく、生活だ。
(25’) a. 买保险。

生活。

（筆者訳）

（家を買う。）
（生活を買う。）

6.4.2 中国語における拡張的な意味
続いて本節では、“Not X But Y”構文と共起する分裂構文の拡張的意味に
ついて検討する。“…的不是 X，是 Y”の拡張的意味でなければ、Y は V
の対象にならないため、対比的焦点ではない。また、中国語において“…
的不是 X，是 Y”構文の生産性が高いといえる。とくに、インターネット
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では Y のところに「寂寞（寂しさ）」(26a,b) が頻繁に使用されている。
(26)

a. 抽
吸う

的

不

是

烟,

是

寂寞。

の

NEG

COP

タバコ

COP

寂しさ

(weibo)

b. *吸ったのはタバコではなく、寂しさだ。 （筆者訳）
(26’) a. 抽烟。

（タバコを吸う。）

b. *抽寂寞。

（寂しさを吸う。）

特に、中国語の V は自動詞や離合動詞（二音節動詞のうち二つの形態素
が分離し、疑似的な目的語を取る分離動詞）(27’a, 28’a)も可能であり、Y
は V の対象ではないが (27’b, 28’b) 、“…的不是 X，是 Y”構文によって自
動詞が持たない項も与えられるようになる (27a, 28a)。
(27)

a. 睡
寝る

的

不

是

觉，

是

寂寞。

の

NEG

COP

睡眠

COP

寂しさ

b. *寝るのは睡眠ではなく、寂しさだ。
(27’) a. 睡觉。
b. *睡寂寞。
(28)

a. 跑
走る

(weibo)

（筆者訳）

（寝る。）
（*寂しさを寝る。）

的

不

是

步，

是

快乐。(weibo)

の

NEG

COP

ステップ

COP

快楽

b. *走るのはステップではなく、快楽だ。
(28’) a. 跑步。
b. *跑快乐。

（筆者訳）

（走る。）
（*快楽を走る。）

意味的には (26) ~ (28)の場合、中国語では Y がいずれも感情名詞になり、
動作 V の対象にならない。X と Y はメトニミー関係だけでなく、動作が発
生する際の話者の気持ちを伝える機能をもっている。
上述の内容をまとめると、日中両言語の分裂構文と“Not X But Y”構文が
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共起する場合、その形式と意味は以下のようになる。

(29) 形式：a. 中→ V 的不是 X（具体名詞），是 Y（具体名詞）。
日→ V のは X（具体名詞）ではなく、Y（具体名詞）だ。
意味：a. 動作の対象は X ではなく、Y だ。
↓
(30) 形式：b. 中→ V 的不是 X（具体名詞），是 Y（抽象名詞）。
日→ V のは X（具体名詞）ではなく、Y（抽象名詞）だ。
意味：b. 動作の対象は X と Y だ。
↓
(31) 形式：c. 中→ V 的不是 X（具体名詞），是 Y（感情名詞）。
意味：c. 動作の対象は X だ。Y は動作が発生する際の気持ちを表す。

(29) ~ (31) に示されているように、中国語の構文は a から c まで拡張し
ているが、日本語の構文は a と b に留まっていることがわかった。

6.4.3

構文的拡張の動機付け

“Not X But Y”構文と共起する分裂構文において、日中両言語の修辞的相
違を明らかにするために、中国語の「CCL コーパス（当代・現代）」と日
本語の「BCCWJ コーパス（少納言）」を用い、当該構文各 200 用例を抽出
した。その後、X と Y の関係を「対比」と「メトニミー」関係の二つのタ
イプに分類して考察を行った。結果は表 1 に示す。

表 1 “Not X But Y”構文と共起する分裂構文における X と Y の関係
中国語

日本語

対比的焦点

131 (65.5%)

192 (96%)

メトニミー

69 (34.5%)

8 ( 4%)

合計

200 (100%)

200 (100%)
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上記の表 1 から、中国語の“…的不是 X，是 Y”構文において、X と Y の
関係には「対比的焦点」は 65.5%であり、比較的高い比率を占めているも
のの、日本語の 96%には及んでいない。一方、メトニミーに関しては 34.5%
を占め、日本語の 4%より比率が高い。
また、拡張的構文において、Y は X に対して、転移修飾 (transferred epithet;
Hall 1973, 山梨 1995, 山本 2008, 大森 2014) に類似する機能をもっている
ものが多く見られる。

(32) ああ、なつかしい山の湯よ。私は悲しい旅の空、昨日は東今日は
西…。
（川端康成『温泉宿』: 86，山梨 1995: 179）

このように、山梨 (1995: 179) では、
「一般に、連体修飾の表現は、修飾
部分が文字通り統語的にも意味的にもこれに後続する主要部を修飾してい
る表現と見なされる。しかし、事例によっては、統語的には後続の主要部
にかかっているが、意味的にはそのコンテクストにおける他の部分と修飾
関係にあるような連体修飾の表現を」と、転移修飾と定義している。
すなわち、
「なつかしい」や「悲しい」という形容詞は、その直後の名詞
に統語的にはかかっているが、意味的には文の主語「私」にかかっている。
このような転移修飾は、名詞（連体）修飾節の外的修飾（cf. 寺村 1975: 109）
が発達している日本語においてよく見られる表現である。堀江・パルデシ
(2009) は、日本語の名詞修飾節は、「主要部名詞」と「修飾節」の間に厳
密な論理関係が成立しなくても容認することを指摘しており、転移修飾も
類似している機能である。例えば (33) のように、日本語の場合、
「その本
を読めば頭がよくなる」、
「普通コマーシャルの時間はトイレの時間なのに、
コマーシャルが面白くて行きたくなくなってしまう」という解釈が可能で
ある。それに対して、中国語はその解釈を明示しなければ理解しづらい。
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(33) a.［頭がよくなる］本
?［头脑 变 聪明 的］书
頭 なる 賢い の
［使

本

头脑 变 聪明 的］书

させる 頭

なる 賢い の

本
（堀江・パルデシ 2009: 64）

b. [トイレに行けない]コマーシャル
?［不能

去

洗手间 的］广告

行けない 行く トイレ
［让人

不能

去

の コマーシャル
洗手间 的］广告

させる 行けない 行く トイレ

の コマーシャル

（堀江・パルデシ 2009: 52、中国語は筆者による）

一般的には、中国語の名詞修飾節の中には、上述した現象があまり見ら
れないが、“Not X But Y”構文と共起する分裂構文においては、修飾節と
主要部名詞は“…的是…”によって分裂し、転移修飾の作用によって成立
する。

(34) 通往
向かう

医院 那

弯弯的 路上， 留下 的

不 是 她

病院 その

曲がる 道

NEG COP 彼女 その

数不清 的

脚印, 而是

数え切れない の

足跡

BUT

残した の

那

她

对

姐妹 们 的 一片 深情。

彼女

対する 姉妹 たち の 一つ 情け深い
(CCL)

（病院に向かうその曲がった道に残されたのは、彼女の数え切れない足
跡ではなく、親友たちへの情け深い感情だった。）

（筆者訳）

(34) の中国語では、“留下的不是 她那数不清的脚印, 而是她对姐妹们的
一片深情”
（残されたのは、彼女の数え切れない足跡ではなく、親友たちへ
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の情け深い感情だった）の部分は、“留下的是深情的脚印”（残されたのは
情け深い足跡である）とも言い換えることができる。このように、
“留下的
是脚印”（残したのは足跡である）から“留下的是深情”（残したのは情け
深いである）へ 転移修飾されることによって成立する。山梨 (1995) は、
転移修飾が存在する背景には、
「このような表現の背後の意味は、デフォル
ト的な認知的プロセスによって補完される」と説明している。
転移修飾は極めて情緒的・強意的表現であるため、この構文を通じて話
し手の気持ちを聞き手に伝える表現になる。中国語の構文的拡張が日本語
より発達しているのは、このような修辞的相違から生じていると考えられ
る。
“Not X But Y”構文

分裂構文
…的是／のは X（具体名詞）

Not X（具体名詞） But Y（具体名詞）

メ
タ
＝X の焦点化（中心義）
フ
ァ
ー
↓メトニミー（中国語が発達） 的
拡
張
リ
ン
ク

＝X の否定、Y の焦点化（中心義）

↓メタ言語的否定

…的是／のは Y（抽象名詞）
＝Y の焦点化（周辺義）

Not X（具体名詞） But Y（抽象名詞）
＝X のメタ言語的否定、Y の焦点化（周辺義）
部
分
関
係
リ
ン
ク

V のは X（具体名詞）ではなく、Y（抽象名詞）だ。
V 的不是 X（具体名詞），是 Y（感情名詞）。

転移修飾的表現
図2

“Not X But Y”構文と共起する分裂構文の拡張
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図 2 は“Not X But Y”構文と共起する分裂構文の拡張過程と構文間のリ
ンクになる。まとめると、まず分裂構文の形式において、中国語では“…
的是 X”という形式を用い、意味的には X の焦点化が中心義となる。これ
と共起する“Not X But Y”構文の中心義は X の否定、Y の焦点化である。二
つの構文が融合して、日本語の「V の X ではなく、Y だ。」と中国語の“V
的不是 X，是 Y。” が成り立っている。これは部分関係リンクによってつ
ながっている。
次に、X と Y の間にメトニミー関係が見られ、Y の焦点化という周辺義
が生じる。一方、メタ言語的否定により、X は否定されず、Y の焦点化と
いう意味が生じる。これより構文的拡張が成立し、Y と X の転移修飾的表
現が見られるようになる。これはメタファー的拡張リンクによってつなが
っている。

6.5 拡張の生起の要因
以上の考察より、“有”構文、“Not X But Y”構文と共起する“…的是…”
分裂構文の用法の分布は、Goldberg の構文理論による、部分関係リンクと
メタファー的拡張リンクによる拡張関係で説明できることがわかった。ま
た日本語と比べて、中国語の“…的是…”分裂構文は構文的な拡張がより
柔軟に見られることが明らかになった。存在・所有構文と共起する場合は
“有”の焦点明示化の機能、“Not X But Y”構文と共起する場合はメタ言語
的否定の機能を継承しているということである。
また、中国語の分裂構文においてこのような構文的拡張が生産的になる
理由として、
“…的是…”構文の特徴から分析することが可能だと考えられ
る。
第四章で中国語の両分裂構文を考察した通り、
“…的是…”構文において、
焦点位置に生起できる要素は限られ、主語と目的語以外の要素が焦点化さ
れることができないことがわかった。そのため、主語と目的語以外の要素
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が焦点化される場合、もう一つの形式の分裂構文“…是…的”構文を用い
る必要があり、一方、
“…是…的”分裂構文の方は、直接目的語の焦点化が
容認されないことも明らかになった。
“…是…的”構文と“…的是…”構文
の分裂可能性階層は以下図 3 の通りに示す。

分裂可能性階層： 主語 ＞ 直接目的語 ＞ 間接目的語 ＞ 斜格 ＞ 属格
“…是…的”構文
“…的是…”構文
図3

中国語の分裂構文の分裂可能性階層（P74 図 4 一部再掲）

すなわち、分裂構文の特徴からいうと、中国語の“…的是…”構文は、
主語と目的語の焦点化が主な機能である。それに対して、もう一つの形式
の“…是…的”分裂構文においては、直接目的語を焦点化することができ
ないことがわかる。言い換えれば、直接目的語の焦点化は、
“…的是…”構
文によってしか成立しないのである。
本章で分析した存在・所有構文や“Not X But Y”構文と“…的是…”分裂
構文が共起する場合、両構文とも直接目的語の位置に拡張が見られる。ま
た、名詞化辞“的”の機能が構文的拡張にも関わっているため、
“…的是…”
分裂構文において、プロトタイプの構文だけでなく、拡張構文としても用
いられやすいと考えられる。
一方、修辞的な新奇性を持っている拡張構文の成立可能性について、山
梨 (2009) は以下のように説明している。

(35) 日常言語の構文は、プロトタイプの構文と拡張構文から成り立って
いる。後者の構文は、基本的には前者のプロトタイプの構文の条件
の一部を破ることによって可能となるが、日常言語の通常の用法で
は、この条件の違反が増し違反が極端になればなるほど、容認性（な
いしは文法性）の低い構文とみなされる。しかし、日常言語の修辞
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的な新奇性、斬新性を考慮する場合には、プロトタイプの用法から
の違反が意図的になされ、この違反を通じて日常言語の修辞的な拡
（山梨 2009: 189）

張表現が可能となる。

また、Osawa (2009)，大澤（2017）は、「単独では非文となりながらも、
適切な文脈に生じれば容認されるような構文を“語用論的動機付けを必要
とする構文”」と呼んでいる。さらに、このような構文を一般化するには、
以下の条件を提示した。

(36) 単独では非文となりながらも、適切な文脈に生じれば容認される構
文が語用論的に認可されるためには、
a. その構文内に当該文脈において「トピック」として機能する要素
が必要であり、かつ
b. 各構文が単独で容認されるために満たすべき条件が、当該文脈か
らの情報によって満たされる必要がある。
（大澤 2017: 144）

このように、
“…的是…”分裂構文では、名詞化辞の“的”がメトニミー
によって関連文脈のトピックを提示し、文脈に必要となる情報が「誇張法」
などの修辞的手法を通じて満たした。したがって、中国語において直接目
的語が焦点化できる“…的是…”分裂構文には構文的拡張の発達が見られ
る。
このように、
“…的是…”分裂構文の特徴から考えると、中国語において
直接目的語が焦点化できる“…的是…”分裂構文には、構文的拡張の発達
が見られることを明らかにした。

6.6 本章のまとめ
本章は、中国語の“…的是…”分裂構文と存在・所有を表す“有”構文、
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“Not X But Y” 構文が共起する構文の記述を行い、日本語と対照しながら当
該構文にどのような構文的拡張が見られるかを分析した。
“…的是…”分裂
構文は他構文と共起することで構文の意味を継承し、部分関係リンクと多
義性リンクによる拡張が見られることがわかった。さらに、共起する構文
では、中国語の“…的是”構文における構文的拡張が日本語より発達し、
その動機付けには誇張法、メトニミーという修辞的表現を容認するかどう
かが関与していることが明らかになった。しかし、中国語においても、特
に“Not X But Y”構文と共起する“…的不是 X，是 Y”のような拡張的構文
は、使用場面が限られており、主に文学作品やブログ・ツイッターなどの
SNS などのような非日常的場面に限られる用法であるといえる。
構文的拡張は分裂構文と“有”構文、“Not X But Y”構文が共起する場合
以外、ほかの構文あるいはほかの使用場面にも見られるかどうかを検証す
べきである。さらに、近年現れた中国語の各新しい形式構文において、好
まれる修辞的パターンを反映した傾向が見られるかを考察していきたい。
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第七章

結論

本研究は、認知言語学における「構文文法」というアプローチに基づい
て、中国語の分裂構文を“…的是…”構文と“…是…的”構文の二つのタ
イプに分類した。その後、中国語の両分裂構文を日本語の「…のは…だ」
分裂構文と対照しながら、それぞれの機能領域、同一の使用場面における
構文の選択、他構文と共起する場合の構文的拡張を中心に論述した。
以下、これまでの各章の議論を改めて整理した上で、本研究の意義及び
今後の展望を語る。

7.1 本研究のまとめ
序論である第一章では、本研究全体の概観を行い、研究背景、目的と方
法を紹介し、本研究の位置づけを定めた。まず諸言語における焦点化の研
究を出発点とし、情報構造をコード化する一つの手段として、英語、日本
語、中国語において共通して存在する構文の形式である分裂構文を提示し
た。英語の「It 分裂文」と「Wh 分裂文」の研究を踏まえ、従来の研究で
は分裂構文は統語的、語用論的な観点から多く検証されてきたが、統語的
構造と談話的機能をリンクさせるには、その背後にある認知的動機付けか
らの研究も必要であると考えられる。
次に、分裂構文を定義し、本研究の研究対象として、中国語“…的是…”
構文と“…是…的”構文、日本語の「…のは…だ」構文を挙げた。この三
つの構文は分裂構文のプロトタイプ的な構文だと考えることができ、近年
中国にインターネット上では“…的不是…是…”という構文も多く見られ、
分裂構文と他構文が共起し、プロトタイプ的用法ではなく、新しく生まれ
た拡張的構文も考察対象に入れることにした。
第二章では、分裂構文の研究が盛んに行われている英語の研究から出発
し、中国語と日本語における分裂構文の先行研究の全体像を見た。その上
で、統語的観点、語用論的観点、認知的観点からの研究という三つの方面
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からまとめた。統語的観点から行った研究では、生成文法の枠組みに基づ
く研究が多く蓄積されており、英語分裂構文の生成方法について、非分裂
文から分裂文に派生したとするもの、または、擬似分裂文（Wh 分裂文）
から分裂文（It 分裂文）に派生したとするものの二説に分類することがで
きる。通言語的に分裂構文の生成方法を見ると、構造的には、中国語の“…
是…的”構文は「It 分裂文」、“…的是…”構文と日本語の「…のは…だ」
構文は「Wh 分裂文」と類似性が見られる。
一方、分裂構文の研究において、とりわけ生産的に行われているのは語
用論的観点からの研究だと言っても過言ではない。分裂構文において焦点
部分に当たる情報構造は、旧情報か新情報が現れることによって、分裂構
文の選好性に大きく関与していることが分かった。このように、構造だけ
でなく、談話機能から分裂構文の考察を行った上でも、中国語の“…是…
的”構文は「It 分裂文」と類似しており、
“…的是…”構文は「Wh 分裂文」
と同様の機能を持つことがわかった。また、日本語の「…のは…だ」分裂
構文においても、統語的特徴と情報構造的特徴を考察したところ、英語の
「It 分裂文」と「Wh 分裂文」の両方に共通する意味構造を持つことが確
認された。このように、各言語の分裂構文が構造上、談話上の類似性が見
られたことから、日中両言語における対照研究の可能性を提示した。
先行研究の概観を通して、分裂構文の研究では、統語的研究と語用論的
研究が主であるが、認知言語学の観点からはまだ検討の余地があると考え
られた。また、個別言語の研究、特に英語の研究が進んでいるものの、中
国語では構文としての研究がまだ少ないことを明らかにした。また、中国
語と他言語の分裂構文の対照研究においても理論に基づいて行われるもの
は多くないことがわかった。中国語の分裂構文は、
“…是…的”構文が一般
的に構文として扱われているが、もう一つのタイプである“…的是…”構
文に関する研究が少なく、
“…的是…”と“…是…的”両構文はお互いにど
のような関係を持っているかは明らかにされておらず、他言語と対照をす
る場合、構文の全体象が見えにくくなる。そこで、本研究では、認知言語
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学の構文文法のアプローチに基づいて中国語の分裂構文を“…的是…”構
文と“…是…的”構文の二形式に分類した上で、日本語の「…のは…だ」
分裂構文と対照しながら考察を行うことにした。
続いて第三章において、本研究が援用する理論的背景を紹介した。
Goldberg (1995, 2006) が提唱した「意味と形式の結合体」という構文の定
義を取り上げ、構文と構文間の関係、その構文が持つ特性を動機づける継
承関係によって構築された構文の間のネットワークという見解は、本研究
の理論基盤である。さらに、具体的に分裂構文における焦点化要素を考察
する際、言語類型論の視点から、Luo (1994) の分裂可能性階層を踏まえ、
本研究では中国語と日本語はそれぞれの分裂可能性階層がどこまで及ぶの
かを提示した。最後は語用論の観点も応用し、
「話題継続の原則」と分裂文
における「間主観性」の特徴に基づき、同一の談話場面における日中両言
語の分裂構文の選好性を分析した。
第四章から第六章までは、日中両言語における分裂構文の機能領域、談
話機能の観点から見る分裂構文の選択の差異、分裂構文における構文的拡
張という三つの面から展開した。
まず第四章では、中国語の“…的是…”分裂構文と“…是…的”分裂構
文を、日本語の「…のは…だ」分裂構文と対照しながら、三つの構文のス
キーマを考察した。具体的には、中日対訳コーパスから抽出した例から、
“…的是…”分裂構文と「…のは…だ」分裂構文、
“…是…的”分裂構文と
「…のは…だ」分裂構文の対応関係を考察し、焦点化要素の相違を見つけ
出した。具体的には“…的是…”構文と「…のは…だ」構文は構造的に類
似しているものの、中国語の名詞化辞「的」の制限により、
“…的是…”構
文のスキーマ性は低く、分裂可能性階層においても主語と直接目的語まで
に及ばないことが分かった。一方、
“…是…的”分裂構文の分裂可能性階層
においては、直接目的語の焦点化が許容されず、主語の焦点化も制限され
る特徴が見られる。また、主語と目的語になる具体物という「モノ」の焦
点化から、原因・理由節のような事象、すなわち「コト」の焦点化への拡
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張が見られた。このように、中国語の両分裂構文は機能領域が異なり、相
互的に役割を分担する関係となっていることが分かった。
次に第五章では、同一の談話場面における分裂構文の選好性について検
討した。第四章の研究対象として、中国語の分裂構文が文法的に成立しな
い用例を中心に検討してきたが、対訳コーパスにおいて、同一の談話場面
の文であり、両言語とも文法的に成立するような文であっても、一方の言
語において分裂構文が使われる反面、対照の言語において非分裂構文が使
用されている場合が見られた。そのような非分裂構文が選択された要因に
対して、談話の観点から日中両言語の分裂構文における主題展開機能の相
違と、間主観性の特徴という二つの要因を挙げた。また、
“…是…的”分裂
構文と日本語の「ノダ」構文における談話的類似性に着目し、中国語の“…
的是…”構文 、“…是…的”構文と日本語の「…のは…だ」構文は分裂構
文としてネットワークを成しているだけでなく、
「ノダ」構文も構文の継承
リンクによってつながっていることを示した。
最後に第六章では、分裂構文と他構文が共起して生まれた拡張的構文を
中心に検討した。“…的是…”分裂構文が中国語の存在・所有を表す“有”
と共起した“有的是”構文、および“Not X But Y”構文と共起した“…的不是
…是”構文の二つのケースを挙げ、日本語において同様の構造を持つ構文
の対照を行った。その結果、それぞれの構文において両言語が共通するプ
ロトタイプ的意味が見られる一方、拡張的意味は中国語にしか生じないこ
とが分かった。拡張の動機付けを分析したところ、中国語における分裂構
文の構文的ネットワークには、部分関係リンクとメタファー的拡張リンク
による拡張関係が存在し、修辞的新奇性を持つ構文が成立することによっ
て、日本語に比べ構文的拡張が発達していることが明らかになった。

7.2 本研究の意義
本研究は、認知言語学における「構文文法」というアプローチに基づい
て、中国語と日本語の分裂構文の機能領域、談話機能と構文的拡張を明ら
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かにし、認知言語学および中国語学、第二言語教育の領域における研究の
展開に貢献したと考えられる。以下、それぞれの領域への示唆を述べる。

7.2.1

認知言語学への示唆

まず、認知言語学的な研究に対する貢献として、次の点が挙げられる。
Goldberg (1995, 2006)をはじめ、これまで構文文法の研究において、扱わ
れてきた構文は、主に英語の二重目的語構文、使役移動構文、結果構文、
way 構文などであり、これらの構文については体系的な記述が行われてい
た。しかしながら、分裂構文に関しては、各言語の研究において分裂構文
の談話機能観点からは研究が進められていたが、構文文法のアプローチや
中国語を含む対照研究は稀であった。構文は意味と形式の結合体という広
義の定義から見れば、分裂構文は日本語においても、中国語においても、
その形式が基本的に固定されたものであり、その定義に当てはまっていた。
さらに、第六章で扱ったプロトタイプから拡張した構文の考察を通して、
分裂構文の拡張も、元の構文の意味を継承しているという特徴を持ち、構
文のネットワークを展開することがわかった。したがって、本研究で取り
上げられた分裂構文も構文文法のアプローチにうまく適合し、日中両言語
それぞれの分裂構文の特徴、構文と構文の間のつながり、または多義性に
よって生じた構文の拡張を観察するのに有益な試みであったといえる。
それと同時に、日本語との対照を通じて、中国語の分裂構文は文法的に
制限が見られることを明らかにした。さらに、中国語の分裂構文の構文的
スキーマは日本語に比べて低いが、修辞的特徴によって日本語に比べ構文
的拡張が発達していることを明らかにした。
また、本研究は言語類型論の知見も応用した。例えば、第四章で取り扱
っている分裂構文の「分裂可能性階層」（4.3.2 を参照）は、中国語の二形
式の分裂構文の関係を明らかにしただけでなく、それぞれの分裂可能性階
層を示すことによって、言語類型論の研究にも分裂構文に関する重要なデ
ータを提示した。
131

第七章 結論

最後に、文法機能と談話機能の連続性に有益なつながりを見つけ出した
と考えられる。日本語の「ノダ」構文と分裂構文は、形式的には全く別の
ものに見えるが、コーパスから抽出したデータの分析から、日本語の「ノ
ダ」構文と分裂構文の談話機能の関係性を見つけ出し、構文のネットワー
クにおいてつながっていることを示した。

7.2.2 中国語学への示唆
また、上述した認知言語学に対する貢献に加え、本研究の成果は中国語
学に対しても寄与することができると考えられる。
中国語学では従来の研究において、分裂文を強調文として捉えるのが一
般的であり、強調に使われている“是”の性質や特徴について多く論じられ
てきた。しかし、強調文として使われるものも、主に“…是…的”構文に
関する記述しかなく、英語の「Wh 分裂文」、日本語の「…のは…だ」分裂
構文と構造的に類似している“…的是…”構文においては、十分な記述・
検証がなされてこなかった。日本語や英語などの他言語との対照を通して、
中国語では“的”の位置によって分裂構文の性質が全く異なることが分かっ
た。そのため、本研究は、文の個別要素を検討するようなアプローチとは
異なり、構文文法のアプローチを研究方法として、“的”が文中に生起する
位置の相違によって生じる“…的是…”と“…是…的”の二つの形式の分
裂構文を取り上げた。
本研究の第四章では、二構文の形式と意味、機能を詳しく考察し、
“…的
是…”構文と“…是…的”構文のつながりを見つけ出すことで、分裂構文
のネットワークより関連化することを可能にした。
また、第六章で挙げられた拡張的構文の例は、構文の機能や特徴など記
述的な論述だけでなく、構文文法のアプローチによって、近年、中国のイ
ンターネット上において流行している新しい言語事実についても、確固と
した理論に基づいて分析することができた。
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7.2.3

第二言語教育への示唆

本研究は日本語と中国語の分裂構文を一つの言語現象として、構文文法
の理論に基づいて両言語の分裂構文における構文上、談話上の共通点と相
違点の考察を行った。本研究の考察から導いた結論は、第二言語学習者に
とって実際の言語使用にも寄与できるだろう。具体的には、日本語と中国
語の分裂構文の特徴を明らかにしたことによって、第二言語学習者による
誤用を避けることが可能となると考えられる。特に中国語の“…的是…”
構文と“…是…的”構文は、日本語の「…のは…だ」構文と比べて制限が
多く見られたため、日本人の中国語学習者にとって、その制限をきちんと
把握する必要があるであろう。一方、中国人日本語学習者にとって、日本
語の「ノダ」構文は文法教育において難しい文法項目だと考えられる。
「ノ
ダ」構文は中国語の“…是…的”構文と対応している場合が多いにもかか
わらず、日本語の「ノダ」構文のみに見られる文末の機能など、その複雑
な語用論的機能（野田 1997、井上 2003、大竹 2009 など）は、第二言語
学習者にとって習得が困難なことが予想される。そこで、本研究では、
「ノ
ダ」構文と分裂構文を構文の継承リンクによってつなげ、
「焦点化」機能と
いう側面から、中国語の“…是…的”構文と対照することによって、中国
人日本語学習者の「ノダ」構文への理解を促すことが可能になると考えら
れる。

7.3 今後の展望
本研究に残された課題と展望について、以下の二点が挙げられる。
先ず、研究対象を広めることが考えられる。本研究は中国語の“…是…
的”構文、
“…的是…”構文、日本語の「…のは…だ」構文という三つの構
文のように、形式がはっきり決まっている構文を研究対象としている。し
かし、実際のデータの中には、“是”だけ、あるいは“的”だけの構文、
いわゆる“…是…的”構文という形式から“是”か“的”が省略される場合も
存在した。このような構文も中国語では分裂構文と見なされるため、今後、
133

第七章 結論

他の形式を持つ構文も検討を重ね、分裂構文に関する網羅的な分析を提示
していきたい。
次に、共時的観点から分裂構文をより深く探求することである。本研究
は主に現代中国語の分裂構文を対象に、共時的観点から日本語と対照研究
を行ったが、日中両言語のコピュラと名詞化辞の文法化の過程を考察する
ことは、分裂構文の全貌をみるには必要な考察である。今後は、通時的な
プロセスから日本語と中国語の分裂構文をさらに検証する必要もあると考
えられる。
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例文出典
1. 中日対訳コーパス（北京日本学研究センター；CD-ROM 第一版）
以下の作品名で示す。
日本語の作品：
『あした来る人』

（情系明天）

『越前竹人形』

（越前竹偶）

『布団』

（棉被）

『雁の寺』

（雁寺）

『破戒』

（破戒）

『鼻』

（鼻子）

『金閣寺』

（金阁寺）

中国語の作品：
《插队的故事》

（遥かなる大地）

《盖棺》

（棺を蓋いて）

《丹凤眼》

（鳳凰の眼）

《辘轳把胡同 9 号》

（轆轤把胡同九号）

《关于女人》

（女の人について）

《活动变人形》

（応報）

《红高粱》

（赤い高粱）

《金光大道》

（輝ける道）

《家》

（家）

《轮椅上的梦》

（車椅子の上の夢）

《呐喊》

（吶喊）

2. CCL：CCL 语料库检索系统（网络版）北京大学中国语言学研究中心
（Centre for Chinese Linguistics PKU コーパス（ネット版）北京大学
中国言語学研究センター）http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/
3. BCCWJ: 「現代日本語書き言葉均衡コーパス」 少納言
http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/

136

参考文献
英語
Akmajian, A. (1970). On deriving cleft sentences from pseudo-cleft sentences.
Linguistic Inquiry, 1(2), 149-168.
Bolinger, D. (1972). A look at equations and cleft sentences. Studies for einar
haugen, 96-114.
Chafe, W. L. (1976). Giveness, contrastiveness, subjects, topics and point of view.
Subject and Topic, 25-56.
Creider, C. A. (1979). On the Explanation of Transformations in Discourse and
Syntax. Syntax and Semantics Ann Arbor, Mich.12, 3-21.
Croft, W. (2001). Radical Construction Grammar. Oxford University Press.
Collins, P. C. (2002). Cleft and pseudo-cleft constructions in English. Routledge.
Dik, S. C. (1997). The theory of functional grammar: the structure of the clause.
Walter de Gruyter.
Declerck, R. (1984). The pragmatics of it-clefts and wh-clefts. Lingua, 64(4),
251-289.
Declerck, R. (1988). Studies on Copula Sentences, Clefts and Pseudo-Clefts.
Leuven University Press.
Du Bois, J. W. (2014). Discourse and grammar. In The new psychology of
language. Psychology Press.
Fillmore, C. J. (1988). The mechanisms of “construction grammar”. In Annual
Meeting of the Berkeley Linguistics Society (14), 35-55.
Givón, T., & Whitaker, H. A. (1979). On understanding grammar (379). Academic
Press.
Givón, T. (1983). Topic continuity in discourse. John Benjamins Publishing.
Givón, T. (1995). Functionalism and grammar. John Benjamins Publishing.
Goldberg, A. E. (1995). Constructions: A construction grammar approach to
argument structure. University of Chicago Press.
Goldberg, A. E. (2006). Constructions at work: The nature of generalization in
language. Oxford University Press on Demand.
137

Grice, H. Paul. (1975). Logic and conversation. In Peter Cole and Jerry Morgan,
eds.,Syntax and Semantics, (3), Speech Acts, 43-58. Academic Press.
Grice,H.Paul (1991). Studies in the way of words, Harvard University Press.
Gundel,J. K. (1977). Where do Cleft sentences come from. Language.53(3).
Gundel, J. K. (1999). On Different Kinds of Focus. Focus: Linguistic, cognitive,
and computational perspectives, 293-300.
Halliday, M. A. (1967). Notes on transitivity and theme in English: Part 2. Journal
of linguistics, 3(2), 199-244.
Hall, Robert (1973). The Transferred Epithet in P. G. Wodehouse. Linguistic
Inquiry 4(1), 92-94.
Hankamer, J. (1974). On the non-cyclic nature of WH-clefting. In tenth regional
meeting of the Chicago Linguistic Society. 221-233.
Harries-Delisle, H. (1978). Contrastive emphasis and cleft sentences. Universals
of human language, 4, 419-486.
Hoji, H. (1987). Japanese Clefts and Chain Binding/Recognition Effects. ms.,
University of Southern California.
Hopper, P. J., Traugott, E. C., & Heine, B. (1991). Approaches to
grammaticalization.

Amsterdam

and

Philadelphia,

John

Bengamins

Publishing Company.
Hopper, P. J., Traugott, E. C., & Heine, B. (2003). Grammaticalization.
Cambridge University Press.
Horie, Kaoru (1998). “On the Polyfunctionality of the Japanese Particle No: From
the Perspectives of Ontology and Grammaticalization”. In Ohori, Toshio (ed.),
Studies

in

Japanese

Grammaticalization:

Cognitive

and

Discourse

Perspectives. Kuroshio Shuppan.169-192.
Horn, Laurence R. (1989). A Natural History of Negation. University of Chicago
Press.
Huang, C. T. J. (1998). Logical relations in Chinese and the theory of grammar.
Taylor & Francis.
Jespersen, Otto. (1937). Analovtic Syntax. In George Allen & Unwin. Reprinted
by Senjo, Tokyo, in 1971.

138

Keenan, Edward L. and Bernard Comrie (1977) Noun Phrase Accessibility and
Universal Grammar. Linguistic Inquiry, 8(1), 63-99.
Kiefer, F. (1997). On emphasis and word order in Hungarian, 76, Psychology
Press.
Kiss, K. É. (1998). Identificational focus versus information focus. Language,
74(2), 245-273.
Krifka, M. (1996). Frameworks for the representation of focus. In Proceedings of
ESSLLI , 96.
Lambrecht, K.

(1994). Information Structure Sentence Structure. Cambridge

University Press
Lambrecht, K. (2001). A framework for the analysis of cleft constructions.
Linguistics, 39(3), 463-516.
Leech, G., & Svartvik, J. (2013). A communicative grammar of English.
Routledge.
Li, Kening (2008). Contrastive Focus Structure in Mandarin Chinese. Proceedings
of the 20th North American Conference on Chinese Linguistics 20(2),
759-774.
Luo, Cheng (1994). The Accessibility Hierarchy and Clefting. Ph.D. Thesis,
University of Manitoba.
Lyons, John (1977) Semantics, 2. Cambridge University Press.
Matsumoto, Yo (1996). Subjective-change expressions in Japanese and their
cognitive and linguistic bases. Spaces, worlds, and grammar, 124-156.
McCawley, J. D. (1998). The syntactic phenomena of English. University of
Chicago Press.
Muraoka, T. (1969). Emphasis in Biblical Hebrew. Hebrew University,
Jerusalem..
Prince, E. F. (1978). A comparison of Wh-cleft and It-Cleft in Discourse.
Language, 54(4).
Prince, E. F. (1981). Towards a taxonomy of given-new information. Radical
pragmatics.
Prince, E. F. (1992). The ZPG letter: Subjects, definiteness, and information-status.
Discourse description: diverse analyses of a fund raising text, 295-325.
139

Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech and Svarlvik (1985). A Comprehensive
Grammar of the English Language. Cambridge University Press.
Tang, Ting-Chi (1983). Focusing Constructions in Chinese: Cleft Sentences and
Pseudo-Cleft Sentences. In T-C. Tang, R. L. Cheng, and Y.-C. Li (Eds.) ,
Studies

in

Chinese

Syntax

and

Semantics,

Universe

and

Scope:

Presupposition and Quantification in Chinese, Taiwan : Student Book Co.Ltd
Press.
Teng, Shou-Hsin (1979). Remarks on Cleft Sentences in Chinese. Journal of
Chinese Linguistics, 7(1), 101-114.
Traugott, E. C. (2003). 20 Constructions in Grammaticalization. The handbook of
historical linguistics, 624.
Van Valin Jr, R. D., & LaPolla, R. J. (1997). Syntax: Structure, meaning, and
function. Cambridge University Press.
Van de Velde, Freek, Hendrik De Smet and Lobke Ghesquière (2015). Introdution:
On Multiple Source Constructions in Language Change. In Hendrik De Smet,
Lobke Ghesquière and Freek Van de Velde (eds.), On Multiple Source
Constructions in Language Change, 1-17.John Benjamins Publishing
Company.
Werth, P. (2016). Focus, coherence and emphasis. Routledge.
Xu, Liejiong. (2004). "Manifestation of informational focus.", Lingua, 114(3),
277-299.
Zhan, F., & Traugott, E. C. (2015). The constructionalization of the Chinese cleft
construction. Studies in Language. International Journal sponsored by the
Foundation “Foundations of Language”, 39(2), 459-491.

日本語
團迫雅彦・水本豪 (2007). 「幼児の分裂文の理解について」.『九州大学言
語学論集』, 28, 107-121.
福地肇 (1985) .『談話の構造』. 大修館書店.
Goldberg, A. E., & 河上誓作. (2001).『構文文法論 英語構文への認知的アプ
ローチ』. 河上誓作・早瀬尚子・谷口一美・堀田優子（訳）. 研究社.

140

長谷部陽一郎 (2006).「英語と日本語の分裂文―認知文法による対照研究」
『認知言語学論考』, 6, 157-198.
堀江薫 (2004).「談話と認知」. 中村芳久 (編)『認知文法論 Ⅱ』. 大修館書
店, 247-278.
堀江薫・プラシャント・パルデシ(2009). 『言語のタイポロジー』.研究社.
郭穎侠 (2003).「“是…的”構文の焦点と時制の問題」. 『現代社会文化研究』,
27, 215-232.
池上嘉彦 (2000). 『日本語論への招待』. 講談社.
伊藤晃 (2010).『談話と構文』.株式会社大学教育出版.
伊藤晃 (2010).「『は』分裂文と『が』分裂文の談話における機能」菅山謙
正（編）『現代言語学の射程』英宝社.335-354.
石原嘉人 (1989). 「是…的と否定のスコープ」. 『中国語学』, 236, 61-69.
神尾昭雄 (1990).『情報のなわ張り理論: 言語の機能的分析』. 大修館書店.
神尾昭雄・高見健一 (1998).『談話と情報構造』. 研究社.
神尾昭雄 (2002). 『続・情 ̊報のなわ張り理論』. 大修館書店.
加藤雅啓 (1997).「談話における Wh 分裂文の機能」、
『上越教育大学研究紀
要』, 17(1), 255-268.
加藤雅啓 (1998).「談話における Wh 分裂文の排他性」.『上越教育大学研
究紀要』, 17(2), 735-748,
加藤雅啓 (2010). 「分裂文の総記的含意」.『上越教育大学研究紀要』, 29,
199-205.
加藤重広（2004).『日本語語用論のしくみ』. 研究社
熊井浩子 (2011). 「分裂文 A ナノハ B ダについての考察」.『 静岡大学
国際交流センター紀要』, 5, 1-19.
熊本千明 (1989). 「日・英語の分裂文について」.『佐賀大学英文学研究』,
17, 11-34.
久野暲・高見健一 (2007) .『英語の構文とその意味』, 開拓社.
劉洋 (2010).「中国語“A 的是 B”構文の使用に関する一考察:日本語の『A の

141

は B だ』分裂文と対照しながら」.『中国語学』, 257, 108-126.
劉洋 (2012).「論述文における“（是）…的”構文と「ノダ」文の機能.」『一
橋大学国際教育センター紀要』, 1, 13-24.
益岡隆志 (1991). 『モダリティの文法』. くろしお出版.
益岡隆志 (2013). 『日本語構文意味論』. くろしお出版.
森純子 (2008) .「会話分析を通しての「分裂文」再考察 : 「私事語り」導
入の「～のは」節」.『言語社会科学』, 10(2), 29-41.
中右実 (1994).『認知意味論の原理』.大修館書店.
永富健史 (2007). 『中国語の情報構造と伝達機能』. 中国書店
名島義直 (2007).『ノダの意味・機能』.くろしお出版.
西香織 (2006). 「中国語における (倒置) 指定コピュラ文の考察」.『 中国
語学』, 253 , 294-313.
西山佑司 (1990).「コピュラ文における名詞句の解釈をめぐって」.『文法
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