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日本歴史言語学会 2022 年大会 
要旨集 

 

 

 

第 1 日目 12 月 10 日（土）、13:45～17:30 

会場：学習院大学 南 3 号館２階 202 教室 

 

 

公開シンポジウム 

「日中英独仏・対照言語史―語彙の近代化をめぐって」 

 

 
 言語史研究者は、自らの専門とする言語以外の言語史をどれほど心得ているだろうか。自らの知る言

語史では自明で他の言語史でも通用するにちがいないと思っていたことが実はそうではなく、他言語で

は予想に反する進展が起こっていたことを知るかもしれない。言語史を対照してみて抱いたこの違和感

が、自らの研究する言語史を根本から捉え直す大きなきっかけになるのではないか。―このような意識

を今回のパネリスト 5 名は共有し、このシンポジウムにおいて日本語、中国語、英語、ドイツ語、フラ

ンス語について言語史を対照する試みをしてみたいと思う。テーマとしては語彙の問題を取り上げ、各

言語がそれぞれに「近代」に対応できる語彙を形成してきた歴史を俯瞰し、そのあと 5 つの言語史を対

照することで、各言語の語彙拡充の取り組みにおける異同（似ているが異なっている点、異なっている

が似ている点）について縦横無尽に議論していきたい。 

 
 
                                 司会：高田博行、田中牧郎 

 
講演１ 田中牧郎（明治大学） 

日本語語彙の近代化における外来要素の受容と調整 

講演２ 彭国躍（神奈川大学） 

中国語の語彙近代化と言語生態―新語の群生と「適者生存」のメカニズム 

講演３  堀田隆一（慶應義塾大学） 

初期近代英語における語彙の近代化―借用経路と借用依存 

講演４ 高田博行（学習院大学） 

ドイツ語の語彙拡充の歴史―造語言語としてのアイデンティティ 

講演５ 西山教行（京都大学） 

アカデミー・フランセーズの辞典によるフランス語の標準化と語彙の近代化 
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---------------------------------------------------------------------- 

① 田中牧郎 
日本語語彙の近代化における外来要素の受容と調整 
日本語の語彙は、固有の和語、中国語に由来する漢語、西洋語からの外来語の三層からなる。古代はほ

ぼ和語のみから成っていたが、中世以降徐々に漢語が増加し、近代には漢語が激増したのち減少に転じ、

やがて外来語が増加していく。漢語の激増と減少、外来語の増加が進む、19 世紀後半から 20 世紀までの

約 150 年間を、次の 3 期に区分する。①漢語肥大期（19 世紀後半）：西洋語の翻訳によって、漢語の造語

や転用が広範囲に生じるが、それは中国における翻訳活動とも影響し合う。②漢語淘汰期（20 世紀前半）：

肥大化した漢語は、和語や古来の漢語との間に関係性を構築するうちに、多くが淘汰され、必要なものだ

けが定着する。③外来語増大期（20 世紀後半）：西洋語をカタカナで音訳した外来語が増えるが、それが

淘汰されるか定着するかは、既存の和語や漢語との関係性をどう調整するのかによって決まる傾向があ

る。3 期それぞれの独自の流れと、そこに通底する流れをとらえる。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

② 彭国躍 
中国語の語彙近代化と言語生態―新語の群生と「適者生存」のメカニズム 
清末民初頃の近代中国では、欧米諸国と明治日本の近代化の影響により、政治、経済、産業、教育など

における近代化が始動し、言語近代化の模索も始まっていた。人文・社会科学や自然科学の知識・情報の

爆発的増加に伴い、中国語の語彙の拡充が喫緊の時代要請となっていた。その間、新しい概念を表す新造

語が大量に発生し、英語を中心とする欧米言語からの音訳・意訳外来語、日本語からの漢字表記語彙、旧

上海租界のピジン英語「ヤンチンパン（洋涇浜）」、旧滿洲国のピジン中国語「協和語」などに由来する新

語の群生現象が発生していた。本発表では、生態言語学の視点を導入し、中国語の語彙拡充がどのような

環境の中で行われ、激しく変容する中国大陸の言語生態系の中で「適者生存」の原理がどのように機能し

ていたのかを明らかにし、百年前頃の中国語の語彙近代化・語彙拡充のプロセスにおける多様な環境因

子と多重フィルターの役割について分析を試みる。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

③ 堀田隆一 
初期近代英語における語彙の近代化―借用経路と借用依存 
初期近代英語期（1500～1700 年頃）は英国ルネサンスの時代を含み、当時の社会に特有だった古典語

への異常な関心に駆り立てられてラテン語やギリシア語からの借用語が大量に英語に流れ込んだ。同時

に、近隣ヴァナキュラーであるフランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語などからの語彙の借

用も盛んだった。これらの借用語は、元言語から直接英語に入ってきたものもあれば、他言語（典型的に

はフランス語）を窓口として間接的に英語に入ってきたものも少なくなかった。つまり、初期近代英語に

おける語彙の近代化は、様々な経路を通じて複合的に実現されてきたのである。一方、英語はドイツ語な

ど他のゲルマン諸語に比べて本来語要素を利用する語彙の近代化はほとんど目指さず、あくまで「借用

依存」の方針を貫いた点が特異である。本発表では、近代英語における語彙借用経路の多様性を指摘する

とともに、その借用依存の体質についても考察したい。 
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---------------------------------------------------------------------- 

④ 高田博行 
ドイツ語の語彙拡充の歴史―造語言語としてのアイデンティティ 
国語学を樹立すべく 1890 年（明治 23 年）にドイツ留学した上田萬年は、帰国直後行った講演「国語と

国家と」のなかで、「現今の独逸」が専門用語をあまねくドイツ語で表現できることを驚嘆とともに報告

した。当時の『ドイツ語化辞典』（1880 年）に Telephon に代わる語として提案されている Fernsprecher（「遠

く」＋「話すもの」、英 far speaker に相当）は、今も公官庁で用いられている。これと同じ手法で造られ

た Fernseher（「遠く」＋「見るもの」、英 far seer に相当）という語は、今日「テレビ」を言い表す唯一の

語である。専門用語をドイツ語化する取り組みは、とりわけ 17 世紀の文法家ショッテルに負っている。

ショッテルは、ドイツ語を「造語言語」として捉え直すことによって、「屈折言語」として卓越している

ラテン語に対する劣等コンプレックスを一気に打ち破り、ドイツ語を顕揚するとともにドイツ語を規則

化しまた充実させる拠り所を得ようとした。本発表では、この発想の転換がもたらしたインパクトとい

う視点から 17 世紀以降のドイツ語史を俯瞰する。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

⑤ 西山教行 
アカデミー・フランセーズの辞典によるフランス語の標準化と語彙の近代化 
フランス語はヨーロッパの諸言語の中でもかなり早い時期に標準化をとげた言語で，そのなかでもア

カデミー・フランセーズの果たした役割は非常に大きい。アカデミー・フランセーズとは 1635 年に宰相

リシュリユーによって設立された王立機関で，辞書や文法書の刊行を通じたフランス語の純化，管理を

使命としている。アカデミー辞典は 1698 年に初版が刊行されて以来，現在編集中の最新版(1992〜)にい

たるまで，9 回の版を重ねてきた。アカデミー辞典はフランス語の規範を提示することを目指しているが，

300 年あまりの間に 9 回にわたり改訂された辞典はどのような点でフランス語の標準化に貢献したのだ

ろうか。またこの一連の辞典は語彙の近代化にどのような役割を果たしたのだろうか。本報告ではアカ

デミー辞典によるフランス語の標準化と語彙の近代化を考察したい。 
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第 2 日目 12 月 11 日（日）、10:30～12:25、14:20～16:15 

会場：学習院大学 南 3 号館２階 202 教室 

 

---------------------------------------------------------------------- 

10:30〜11:05 

口頭発表 1  魏 榕（広島大学大学院博士後期課程） 
中世前期日本語における文法的アスペクト体系の形成 

                                          司会：大木 一夫（東北大学） 

 

「非完成相」と「完成相」は主な文法的アスペクトであり、現代日本語において、「テイル」と「スル」

の対立によって表されている。だが、日本語の歴史的な変遷で、時代別によって、「非完成相」と「完成

相」の対立の形式的な表示が異なる。鈴木（2009: 163）では、中古日本語のテンス・アスペクトを表 1 の

ように示している。 

 

表 1 中古日本語のテンス・アスペクト（（鈴木 2009: 163）から引用、部分改変） 

    アスペクト   

テンス           

完成相 非完成相 パーフェクト 

非過去 ツ・ヌ はだか タリ・リ 

過去 テキ・二キ キ タリキ・リキ 

  

 「非完成相（imperfective）」は主に「習慣相（habitual）」と「継続相（continuous）」という二つのアスペ

クチュアル機能を有する（Comrie 1976: 25）。本発表では、「継続相」の問題のみを検討する。表 1 から見

れば、動詞はだか形式（動詞スル型）は中古日本語で「動作進行」という機能となり、現代日本語の動詞

スル型のアスペクチュアル機能と反対となる。その原因について、中世末期の「テイル」の台頭によって、

「動作継続」という動詞スル型の守備範囲が「テイル」によって奪われたという主張が提出されている

（福嶋 2011）。そういう主張を踏まえ、本発表では、中世前期と後期のテンス・アスペクト体系がかなり

異なるということを主張する。中世前期では、「ツ・ヌ」という「完成相」のマーカーがまだ残っており、

さらに、動詞スル型が「完成相」と「動作進行」というアスペクチュアル機能を兼有することを示す。 

 また、「テイル」が台頭する前、「テヰタリ」という過渡的な形式が一時的に存在したということが金水

（2006）で指摘されている。そういう結論を踏まえ、本発表は両者の機能が中世時期では異なるというこ

とを主張する。そういう機能の異なりが前接動詞によって示される。 

 なお、「テイル」の発達に「テヰタリ＞テイタ＞テイル」という文法化のルートがあるということが指

摘されている（金水 2006）。中世時期の「テイル」の発達はまず「結果存続」というパーフェクトの機能

から始まり、後に「静的進行」を獲得したということとなる。「結果存続」には、「状態パーフェクト」の

側面があるので、「テイル」が「非完成相」と「パーフェクト」の機能を兼有する（工藤 1995: 117）。以

上の論述に基づき、中世日本語のテンス・アスペクト体系が表 2 のようになると考えられる。表 2 のよ

うな中世前期日本語のアスペクト体系を明確にすることが本発表の目的となる。 
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表 2 中世前期日本語のアスペクト体系 

完成相 非完成相（動作進行） パーフェクト 

ツ・ヌ・スル スル・テイル・テイタリ タリ・テイル 

 

主要参考文献 

金水敏 2006『日本語存在表現の歴史』東京：ひつじ書房 

工藤真由美 1995『アスペクト・テンス体系とテクスト―現代日本語の時間の表現―』東京：ひつじ書

房 

福嶋健伸 2011「～テイルの成立とその発達」青木博史（編）『日本語文法の歴史と変化』pp. 119-148. 

東京：くろしお出版 

Comrie, Bernard.1976. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

11:10〜11:45 

口頭発表 2  浜田 直樹（放送大学学部生） 
上代日本語における使役動詞の形成について：内的再建の試み 

                                         司会：大木 一夫（東北大学） 

 

現代日本語の「読ませる」等にあらわれる使役の助動詞「せる」は平安時代の中古日本語における下二

段に活用する使役の助動詞「す」にさかのぼる。この「す」は奈良時代の上代日本語に少数存在した「見

（み）す」「聞かす」「知らす」などの「す」語尾（下二段）をもつ使役動詞から再解釈と類推による外適

応を経て形成されたとする説が有力である(Narrog:2004)。また、上代日本語には四段に活用する尊敬の助

動詞「す」が存在したが使役の語尾「す」（下二段）との関係は明らかになっていない。 

本研究では上代特殊仮名遣のイ乙類、エ甲類、エ乙類が母音の連続に遡るとする大野(1953)の説を手が

かりに四段「す」の四段活用以外の動詞への不規則な接続形に内的再構 Givón(2000)を適用した。その結

果として、上代日本語において使役語尾「す」（下二段）が形成されたプロセスのモデルを以下のように

提案する： 

ステージ 1: 活用による使役動詞の形成 

使役の助動詞「す」（四段）が存在し、上一段に活用する動詞「見（み）」「着（き）」の語幹との融合によ

り「召（め）す」「着（け）す」（ともに四段）等の使役動詞が形成された。 

ステージ 2: 音位転換による二重語の形成 

「召（め）す」「着（け）す」の連用形-e1si から生じた音位転換形-ise を下二段活用の連用形とする再解

釈により同義語「見（み）す」「着（き）す」（ともに下二段）が形成された。 
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ステージ 3: 使役から尊敬への意味の変化 

助動詞「す」（四段）の意味が使役から尊敬に変化した。「召（め）す」「着（け）す」の意味も部分的に

追随した。一方、「見（み）す」「着（き）す」は使役動詞にとどまった。 

ステージ 4: 再解釈と類推による使役動詞の形成 

「見（み）す」「着（き）す」の再解釈と類推により他の下二段の「す」を持つ使役動詞が形成され、上

代日本語に至る。 

ステージ 4 での再解釈と類推は中古日本語における使役の助動詞「す」（下二段）の形成に関わるものと

本質的に同じである。このモデルにより尊敬の助動詞「す」（四段）と使役の語尾「す」（下二段）はとも

に使役の助動詞「す」（四段）にさかのぼる、との説明が可能になる。 

 

参考文献 

大野 晋(1953), 「日本語の動詞の活用形の起源について」『国語と国文学』30(6), pp. 47-56. 

Givón, Talmy (2000), ‘Internal reconstruction: As method, as theory’, in: Spike, Gildea, eds. Reconstructing 

Grammar: Comparative Linguistics and Grammaticalization, Amsterdam: John Benjamins, pp. 107-159. 

Narrog, Heiko(2004), ‘From transitive to causative: Morphologization through exaptation’, in: Diachronica 21:2, pp. 

351-392. 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

11:50〜12:25 

口頭発表 3  笠松 直（仙台高等専門学校） 
梵文『法華経』に見られる hāの活用および派生形について 

                                         司会：尾園 絢一（広島大学） 
 

サンスクリット語の動詞 hā「捨てる」は，いわゆる第 III 類動詞であり，現在語幹では jahā-ti のように

重複語幹を採る。しかし中期インド語的環境では例えばパーリ語 jaha-ti のように，いわゆる第 I 類動詞，

母音幹に移行するのが通例と見える。 

仏教混交梵語文献のひとつ，梵文『法華経』もその例に漏れない。例えば XV 19b jahathā（Kern-Nanjio 

326,3 = WT 278,1 = Gilg A: 117,28）は中期インド語的な語尾（tha）を伴った 2 人称複数命令法である。校

訂本に徴するに，部分的に正規の活用形を示すことがあるが（KN XIII: 285, 12 = WT 244,9 vi-jahāti ~ Gilg 

B: 257,10 jahāti），異系統の写本の並行箇所によればこれも本来，原形は母音幹であったものと思しい

（Kashg XIV: 272a5 vijahati）。 

実のところこの中期インド語的な文法は『法華経』末尾に近い第 XXV 章の散文箇所においても健在で，

希求法語形 KN XXV: 464,2 = WT 379,9 jaheyur（= Gilg A: 171,12 ~ Kashg XXVI: 438a1 (jahe)yu）は明らかに

母音幹の活用である。これは法華経伝承者たちの「校訂」作業の手を逃れた古い語形であろう。 

各伝本に証される名詞形°jahane（KN 464,2 = WT 379,8 = Kashg 437b7 ~ Gilg A: 171,11 (…)hane はパーリ

注釈文献にも用例がある（例えば Sārattha-ppakāsinī I: 24,5f. jahana-bhāvo）。またパーリ語にも同じ形が見

られる gerund 形（jahitvā）も現在語幹を基礎に作ったものと解せる。『大事 Mahāvastu』に見られる gerund 
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jahiya も同様に jah-に基づくもので，中期インド語の要素が濃厚である。 

正規の文法に適う gerund 形 vihāya が校訂本に見られるものの（Saddhp I 20d，XIII 43c），その本来の読

みは jahitva の可能性がある（Kashg 18b2，273b4）。古写本 Gilg A: 8,12 vihāya（I 20c 相当）の読みはこの

想定に反するようだが，ギルギット・ネパール系統の写本群では正規語形への「校訂」作業がかなり早期

に始まった可能性を考慮すべきである。 

KN のような現行の校訂本を見る限り，hā の活用形は混在していると見える。しかし写本の読みを参

照すれば，梵文『法華経』は本来，韻文・散文を通じてほぼ差異のない中期インド語的な文法で形成され

たものと想定され得る。この見解は勝呂の，第 XII 章「提婆達多品」を除く「同時成立説」に近づく。 

本発表は『法華経』諸伝本のみならず，パーリ文献，同時期の成立と見られる『大事』や叙事詩『マハー

バーラタ』に見られる特異な語形（MBhār III 88,30d vijahiṣyasi，未来形だが異読が多く読みは不安定で，

孤立的）をも参照しながら，動詞 hā を巡る仏教混交梵語文法を報告する。 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

14:20〜14:55 

口頭発表 4  三輪 大樹（京都大学大学院博士後期課程） 
魏晋南北朝期中国語呉方言における魚・虞韻の通押について 

                                         司会：西田 文信（早稲田大学） 

 

 魏晋南北朝期中国語の呉を中心とする江南地域の方言は、洛陽や鄴を中心とする北方方言と並び、中

古中国語すなわち『切韻』の音韻体系の源流をなす重要な方言である。呉方言と北方方言の顕著な違いと

して、後者では区別されずに合流している『切韻』の魚韻/jo/と虞韻/ju/1が前者では区別されているという

点がある。ところが、呉方言の押韻資料の中に、わずかながら魚・虞韻が通押している例が見られる。本

発表では、このような通押が発生する条件を整理し、それがどのような音声特徴に起因するものである

かを論じる。 

 羅常培（1931）は魏晋南北朝時代の韻文資料を広く調査し、魚・虞韻を区別しているのが江南の「金陵

を中心、彭城を北限、余姚を南限とした円の中」に限られることを論証したが、例外的な魚・虞韻の通押

例については、魚韻と通押する虞韻字の声母がいずれも牙音、唇音、喉音喩母、来母字に限られるとして

特に問題視しなかった。 

 しかし、魏晋南北朝時代の最初期である三国呉〜西晋期の呉の文人であり、北方方言との言語接触の

影響がまだ少なかったと考えられる陸機・陸雲兄弟の作品では、魚韻と通押する虞韻字は声母が唇音と

云母（喩母三等、/hj/）の字に限定され、他の声母の字は一切出現しない。また、梁の沈約の例をはじめ

として、先行研究で唇音と云母以外の魚・虞韻通押とされてきた例の多くが、奇数句末にあることや声調

が異なるといった理由から実際には通押していないと考えられる。よって、魏晋南北朝時代の呉方言で

は、魚韻と通押する虞韻字は概ね声母が唇音と云母のものに限られると結論づけてよいと思われる。 

 音韻論的には、唇音と云母声母が後続する環境で魚韻と虞韻の主母音の対立が中和していたと見なせ

 
1 音素表記は『切韻』の再建音であり、Baxter-Sagart（2014）に依っている。以下同様。 



8 
 

るだろう。このような中和が唇音と云母にのみに発生したのは、両者が同一の音声特徴すなわち円唇性

の特徴を、『切韻』とは違い韻母ではなく声母に有していたためであると考えられる。上古中国語の云母

には一般に円唇化した声母が再建されるが2、発表者は、呉方言では魏晋南北朝時代に至ってもこの声母

の円唇性を保持していた可能性が高いのではないかと考える。 

 

参考文献 
羅常培. 1931. 切韻魚虞之音 及其所據方音考. 中央研究院歷史語言研究所集刊 2(3). 358-85.  

Baxter, William H., and Laurent Sagart. 2014. Old Chinese: a new reconstruction. New York: Oxford University 

Press. 

 
 
---------------------------------------------------------------------- 

15:00〜15:35 

口頭発表 5  小林 茂之（聖学院大学） 
  古英語行間訳『詩編』における古英語主語表示の発達について 
                                         司会：家入 葉子（京都大学） 

 
空主語現象は初期の P&P 理論で想定された空主語パラメータによって比較統語論の主要テーマとして

論じられてきたが，空主語パラメータは統語的な制約だけでなく語用論的な制約から認可されることが

明らかにされてきている．古英語の空主語についても，Rusten (2019) が Walkden(2014) の dialect-split 仮

説に基づいて古英語の空主語の資料間における差異が方言差を反映する現象であるかどうかを統計的手

法で検討しているが，ある程度差異を有意的であるという結果を得られるものの，はっきりしたパラメ

ータ的変化ではなく．初期古英語における空主語の名残りを反映していると見ている． 

当研究では，Pulsiano (ed.) (2001) で, 対照可能になっている古英語行間訳語付き『詩編』写本 A～K 

の主語代名詞表示について調査し，写本 A (‘Vespasian Psalter’) と写本 C (‘Cambridge Psalter’) および写

本 D (‘Regius Psalter’) について比較を Psalm2-10 について行い，比較的初期の古英語における空主語現

象を示す． 

古英語行間訳語付き『詩篇』（Old English Glossed Psalters）では，ラテン語動詞に訳語として古英語動

詞だけではなく，代名詞も加えられている．さらに主語代名詞が表示されている場合と表示されていな

い場合（空主語代名詞）の場合があることが明らかになった． 

Rosenkvist (2018)の ‘Distinct Agreement’ 理論によれば，古英語の場合，動詞の複数形の語尾は人称に

関して同じになるので，代名詞形を区別できない．したがって，1・2 人称単数形代名詞の領域以外で

は，空主語が DA に抵触とする．また，3 人称単数形代名詞の文法的性に対応する区別は，動詞にはな

い．しかし，古英語では，1，2 人称代名詞よりも 3 人称代名詞において空主語現象が目立つ．したがっ

て，古英語の空主語は統語的な空主語パラメータから説明することが困難な現象であるとみられる． 

Gelderen (2000, 20119) によれば，古英語において 3 人称代名詞は 1，2 人称代名詞と比較しては発達

 
2 例えば Baxter-Sagart（2014）は*ɢʷと再建する。 
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が遅れたと述べ，1，2 人称代名詞と 3 人称代名詞との発達が異なるためであると論じている．また，

Walkden (2014) は，OE における空主語の原因が，初期のゲルマン諸語の影響であり，衰退については

ブリトン人による不完全な第二言語習得によって屈折語尾が失われた可能性が論じられている. これら

の点において，古英語訳付き『詩篇』は古英語における空主語の衰退の過程が反映されていると考えら

れ，古英語の方言的差異の問題に対して資料的価値を有している． 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

15:40〜16:15 

口頭発表 6  吉武 大輝（東京外国語大学大学院博士後期課程） 
  フランス語の動詞 arriver の可能用法 
  —用法確立に伴う法動詞 pouvoir の共起に着目して— 
                                         司会：土肥 篤（ボルツァーノ自由大学・ 

                                                             日本学術振興会）   

 
フランス語の移動動詞の一つである arriver は、「主体」と「着点」を必要とする二価作用動詞であり、

現代フランス語では主に移動用法 (eg. « Le train arrive à Québec dans une heure. » 「列車は一時間後にケベ

ックシティに到着する。」) ・生起用法 (eg. « Un accident est arrivé à Pierre. » 「ピエールに事故が起こっ

た。」) ・散発用法 (eg. « Il arrive que nous allions au cinema. » 「私達は映画に行くこともある。」) ・可能

用法 (eg. « Je n’arrive pas à trouver mon stylo. » 「万年筆が見つからない。」) を有する。 

今回は、これらのうち、可能用法を研究対象とし、動詞 arriver において可能用法が確立するまでの推

移を観察する。また、動詞 arriver の可能用法と「可能」を表す法動詞 pouvoir (eg. « Je ne peux pas trouver 

mon stylo. » 「万年筆が見つからない。」) の間の互換性を明らかにする。 

歴史的には、フランス語の動詞 arriver そのものは、古フランス語期 (9 世紀-12 世紀) では「移動」の

みを意味した。そして、吉武 (2020) では、移動用法しかもたなかった動詞 arriver が比喩的に使用され

たことで文法化が起こり、生起用法・散発用法・可能用法などの様相的用法を漸次的に獲得したと主張し

た。橋本 (2006 : 38-39) によれば、ある語彙が文法化する際、認知主体が共起語の存在によって前者の意

味と後者の意味との間に関連性を見いだしやすくなるという。 

これらの研究背景を基に、本研究では FRANTEXT (フランス語書き言葉データベース) を一次文献と

して、動詞 arriver の可能用法の構文 ([N1 arrive à inf.]) を抽出し、それが出現し始めた 19 世紀から 21 世

紀の範囲における可能用法構文の共起語や不定詞 ([à inf.]) の意味論的特性を観察した。その結果として、

可能用法が確立した 21 世紀では法動詞 pouvoir の共起率は 0%であったが、20 世紀ではおよそ 10%の共

起率を観測した。そして、法動詞 pouvoir が共起する可能用法の構文 ([N1 peut arriver à inf.]) における不

定詞は、découvrir, comprendre, émettre, surmonter, caractériser といった行為のプロセスが含意される動詞が

ほとんどであった (eg. « Nous ne pouvons même arriver à les comprendre. » 「私たちはそれらを理解できな

い。」)。このことは、これらの動詞が行為のプロセスの達成を表すことで「可能」の意を表出することが

できるためであると考えられる。そして、可能用法が出現した時期における法動詞 pouvoir の共起頻度

の上昇は、認知主体によって動詞 arriver の可能用法の意味と法動詞 pouvoir の意味の間に関連性が見い
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だされたためであると考えられる。また、動詞 arriver の可能用法と法動詞 pouvoir の互換性に関しては、

「可能」を表す法動詞 pouvoir の全てが動詞 arriver の可能用法に換言されることはできず、動詞 arriver 

そのものが表出する偶有性 (contingence) によって、事態の実現に対して主体のコントロールが及ばない

という条件が必要となると考えられる。 

 

 

要旨内の参考文献 

橋本敬 (2007) 「文法化の構成的モデル化 ――進化言語学からの考察」, 『日本認知言語学会論文集』, 

第 7 巻, 33-43 頁. 

吉武大輝 (2020) 「語の意味変化に伴う共起語の選択制限 ――フランス語の移動動詞 arriver を例に」, 

『ロマンス語研究』第 53 号, 11-20 頁. 

 
 
                                                                                     以上 

 

                                         


