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Abstract

　　In the framework of Systemic Functional Linguistics (SFL) founded by M. A. K. 

Halliday, copular sentences are classified as Relational Process in the category of 

Transitivity. This paper considers similarities and differences between English copular 

sentences and their Japanese counterparts in terms of Transitivity. 

　　Throughout our discussion, we show that the so-called Japanese copula ‘da’, its 

written form ‘dearu’ and its honorific form ‘desu’, are actually the indicators of Modality, 

such as in confirmed declarative force and also plus / minus deferential implications.

　　It should be noted that, in Japanese, adjectival predicates are never accompanied by 

the copula ‘da’ or its written form ‘dearu’, and that they are usually used without the 

accompaniment of the honorific form ‘desu’. This means that, in Japanese, adjectival-

predicate sentences are very similar to verbal-predicate sentences in the perspective of 

Transitivity, while so-called keiyo-doshi (adjectival-verbal, or na-adjectival)-predicate 

sentences are in turn near to nominal-predicate sentences.
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０．はじめに

　選択体系機能言語学（Systemic Functional Linguistics = SFL）は言語を分析し、記述し、

説明する際に三つのメタ機能（metafunction）の視点から総合的にアプローチするという

特徴を持つ。それらは、⒜観念構成的（ideational） メタ機能、⒝対人的（interpersonal）

メタ機能、⒞テクスト形成的（textual）メタ機能と呼ばれる。
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　⒜は言語主体が現実世界や感情的世界における自らの経験をどのように言語化するかと

いうことに関わる部門であり、話し手の世界認識と言語構造の選択に直接関わる部門であ

る。⒝は言語主体が聞き手との間で情報や物品の交換をするときにどのような言語的選択

をするかに関わる部門である。平叙・疑問・命令・提案などのムード構造や、要求・受諾・

拒否などに関わる発話機能や、モダリティの選択などに関わる部門である。⒞は一文を超

えたテクストという言語単位において言語主体が伝えるべきメッセージをどのように組立

てるのかに関わる部門であり、多様な結束装置や意味的首尾一貫性を扱う部門である。

　これら三つのメタ機能を同時に取り上げて論じることは、研究の便宜上から言って困難

であり、通常は三つのどれか一つに重点を置いて検討するのであるが、理論的にはこれら

三つのメタ機能は同時複合的に言語的選択の過程に具現されると考えられている。

　本稿ではこれら三つの内、⑴の観念構成的メタ機能を取り上げ、その中心を占める過程

構成（transitivity）の中の、特に関係過程（relational process）に焦点を当てる。そして、

一般に関係過程として捉えられる名詞文と形容詞文が、日本語の場合どのような統語的・

機能的・意味的特性を有するのか検討することにする。

１．１　過程構成（Transitivity）の概念について

　過程構成はSFLの創始者であるM. A. K. ハリデー独自の概念である。一般にtransitivity

は他動性と訳され、他動詞がその目的語にどのような影響力を行使するのかといった面や、

その他動詞がいくつの項をとるかといった点から論じられることが多いのに対して、ハリ

デーの言うtransitivityは、自動詞・他動詞を問わず、すべての述語動詞、およびそれを含

む節内部の主語や目的語などの参与者（participant）と前置詞句や副詞類のような状況要

素（circumstance）間の相互の「意味的関係」を包摂する概念である。ハリデーの説明を

以下に引用する。

　　Transitivity: 

　　 Parallel with its evolution in the function of mood, expressing the active, 

interpersonal aspect of meaning, the clause evolved simultaneously in another 

grammatical function expressing the reflective, experiential aspect of meaning. This 

latter is the system of TRANSITIVITY. Transitivity specifies the different types of 

process that are recognized in the language, and the structures by which they are 

expressed.

 （Halliday 1985: 101 下線部強調筆者）

　つまり、平叙文、疑問文、命令文などの文タイプは叙法構造という対人的機能と結合す
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るものだが、言語における節はそれと平行して私たちの内省的、経験的意味を表す文法機

能も同時に発達させてきた、ということである。その機能に基づくシステムを過程構成と

呼び、そのシステムには幾つかの異なるプロセス・タイプ（＝過程型）があるとされる。

以下に過程構成を具体化する過程型の種類を示す。

１．２　過程型（process type）

　過程は次の３種の意味要素から構成される。

⒜　過程自体（過程中核部と呼びProcessと大文字で始める）

⒝　過程への参与者（participant）

⒞　過程に関係する状況要素（circumstance）

 （Halliday 1985: 101参照）

　英語における過程型は、まず主たる型が３種、次に副次的な型が３種で、全体で６種の

過程型があるとされる（ハリデー著、山口・筧訳2001: 160を参照）。

　主たる過程とは、⑴物質過程（material process）⑵心理過程（mental process）⑶ 関

係過程（relational process）である。これらの中間を埋めるように副次的な３種の過程型

がある。それらは＜行動過程＞（behavioral process）、＜発言過程＞（verbal process）、

＜存在過程＞（existential process）である。今、それらを並べると以下のようになり、

最終的に過程型の円環ができあがる⑴。ただし、ここでは線状的に示しておく。副次的過

程型は＜・・・＞で示す（なお、どの過程型から出発してもよいのだが、今回は便宜的に

物質過程から始めてみることにする）。

　

　　　　過程型の円環:

　　　　 物質過程　→　＜行動過程＞　→　心理過程　→　＜発言過程＞　→　関係過程  

→　＜存在過程＞　→　（そして、物質過程へと戻る）

　　　　　

　ハリデーの過程型において最も興味深いことは、各過程型が個々別々に離接的な概念と

して存在するのではなく、連続体として捉えられていて、ちょうど上の→の部分が各過程

型のボーダーライン・ケースを示していると考えてよいわけである⑵。

　
１．３　英語の過程型の具体例（ハリデー 2001: 157-218より）

　SFLにおける過程型の具体例は以下のとおりである。
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物質過程

⑴　The lion sprang.　　　　　　　　⑵　The lion caught the tourist.

　　行為者＋過程中核部　　　　　　　　 行為者＋過程中核部＋対象

＜行動過程＞

⑶　He cried. （行動者＋過程中核部）

　　（sing, dance, lieなどは物質過程に近い行動過程）

　　（look, watch, listen, think, worryなどは心理過程に近い行動過程） 　

心理過程

⑷　I know.　　　　　　　　　　　　⑸　I believe you.

　　感覚者＋過程中核部　　　　　　　　 感覚者＋過程中核部＋現象

＜発言過程＞

⑹　John said, “I’m hungry.”（発言者＋過程中核部＋引用内容） 

⑺　John said he was hungry.（発言者＋過程中核部＋報告内容）

　　 行動過程（＝物質過程と心理過程の中間）に比べて、発言過程は独立性のつよい区分

である。ただし次の例は関係過程に近い発言過程と言える。　

⑻　The minister’s response implied a change of policy.

　　発言者＋過程中核部＋言内容　

関係過程

⑼　Today’s weather is going to be warm and sunny

　　体現者＋過程中核部＋属性

⑽　The one in the back row must be you.

　　被同定者＋過程中核部＋同定者

⑾　My story is about a poor shepherd boy.

　　体現者＋過程中核部＋属性

⑿　Tomorrow is the tenth.

　　被同定者＋過程中核部＋同定者
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⒀　ａ．The piano is Peter’s. （体現者＋過程中核部＋属性）

　　ｂ．Peter has a piano. （体現者＋過程中核部＋属性）

　　ｃ．The piano belongs to Peter. （体現者＋過程中核部＋属性）

　注）所有構文が関係過程として意味化されることに注意されたい。 

＜存在過程＞

⒁　There is a man at the door. 

　　（過程中核部＋存在者＋状況要素）

⒂　It’s rainingやThe wind’s blowingは物質過程に近い存在過程である。

１．４　SFLの過程構成論と日本語

　以上に挙げた例から、SFLの過程構成論における過程型は節の意味論であることが分か

る。過程中核部（Process）と呼ばれる意味機能は動詞によって担われている。各過程型

の参与者にはそれぞれの意味的な役割に応じて異なった名前が与えられている。

　SFLの過程型が英語だけでなく日本語にも適用できるかどうかを考えてみる。物質過程

はどうだろう。

⒃　太郎はドアを蹴った。

　　　｛太郎（行為者）＋ドア（対象）＋蹴った（過程中核部）｝

この場合はうまくあてはまるようである。むろん、節末にくる日本語の動詞を「過程中核

部」と呼ぶことに抵抗を感じる向きもあるかもしれない。しかし、「中核部」は意味上の

概念であり、表層語順の中央部という意味ではないことに注意されたい。英語の動詞は一

般に節の中央あるいは前方に生じ、日本語の動詞は普通節末に生じるという相違はあるが、

動詞が意味論的にも統語論的にも中心的機能を果たすことを認めるならば、日英語の表層

語順を超えて過程型という共通のモデルを適用できるはずである。日本語に動詞句（VP）

を認めるか否かというような統語論的な議論はさておき、動詞が要求する参与者や状況要

素の意味役割は言語普遍的な議論を可能にすると考えられる。その点、SFLの過程構成論は、

結合価文法や生成文法における項の意味役割とも、多くの共通点を有すると考えられる。

２．１　日本語名詞文の特徴

　西山（2000: 31-32）は一見同じように見える日本語の名詞述語文（＝コピュラ文）を意

味構造の視点から４種類に分ける方法について簡潔にまとめている⑶。順次見ていこう。

例文に付したページ数は西山（2000）における例文であることを示す。
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Ⅰ　措定文（predicational sentences）

　⑴　五嶋みどりは天才だ。（p.32）

ここで措定文と呼ばれるものは、SFLで関係過程の属性用法と呼ばれるものと同じである。

西山（2000）は、このタイプの［AはBだ］におけるAは指示的（referential）な名詞句で

あるとしている（SFLは過程構成論に指示性の問題を取り込んでいないように思える。こ

のことの是非は別途検討の必要がある）。第Ⅱのタイプは次のようである。

Ⅱ 倒置指定文［AはBだ］ / 指定文［BがAだ］ （specificational sentences）

　倒置、正置のいずれにおいても要素Aは［. . . x . . .］という変項を含む変項名詞句であり、

Bは変項xを埋める値を表すとされている。この場合の「値」はSFLのトークンとヴァリュ

ウ（token / value）のvalueと似た概念である。西山（2000）は次のような例をあげている。

　⑵　責任者は佐藤社長だ。

⑵の「責任者」は変項xを含む変項名詞句であり、非指示的であるとされる。SFLの過程

構成論ではこのタイプの文を関係的プロセスの同定用法に分類することになる。SFLは指

定文という分類概念を特に設定していない。次は第３のコピュラ文である。

Ⅲ　倒置同定文［AはBだ］ / 同定文［BがAだ］ （identificational sentences）

　この場合「Aは指示的であり、BはAを他から識別するのに必要な特徴を記述する名詞

句である」（p.32）とされる。さらに西山（2000: 32）は熊本千明氏の説を参考にしながら、

同定文の意味機能は「Aとはそもそも何者かといえば、Bで表示された対象だ」であると

述べている。SFLではこのⅢ型もⅡ型同様、関係過程の同定用法に分類することになる。

　⑶　あの男は田中社長が一番信頼している秘書だ。（p.32）

ここで注意すべき点は、Aである「あの男」は指示的名詞句だが、Bである「秘書」は指

示的とはみなされていないという点である。BはAの特徴を「記述」する名詞句だとされ

ているのである。では第４番目のコピュラ文を見てみよう。

Ⅳ　倒置同一性文［AはBだ］ / 同一性文［BがAだ］ （identity sentences）

この場合、もっとも重要なことはAもBも指示的であるという点である。この（倒置）同
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一性文の意味機能は「Aの指示対象がBの指示対象と同一であると認定するものである」

（p.32）とされる。

　⑷　こいつは昨日公園の入り口でぶつかった例の男だ。（p.32）

この同一性文もSFLでは関係過程の同定用法に入る。以上のことから分かるように、西山

（2000）でまとめられている4種類のコピュラ文は、SFLではすべて関係過程という過程型

に一括されていて、タイプⅠはその中の属性用法、タイプⅡ、Ⅲ、Ⅳが同定用法にまとめ

られている。これが単に分類の細密化の度合いの問題なのか、アプローチの違いからくる

必然的な違いなのか、今はつまびらかでないが、SFLにおける同定用法を日本語の場合に

３分類する必要があるのかどうかは検討にあたいする。

　
２．２　SFLにおけるTokenとValueの区別

　SFLでは関係過程の同定用法の分析において、同定者（identifier）と被同定者（identified） 

という参与者役割のほかにコード化の相違を示すトークンとヴァリュウ（token / value）

という区別がある。しかもこの対概念は同定用法だけではなく属性用法にも適用されてい

る。かなり難解な概念であるが、次のTeruya（2006: 261）からの引用を参考に考えてみよう。

　⑸ 　The Token is an element that is characterized, specified, classified, signified, 

named, or defined by the Value; and the Value is in turn an element carrying 

meanings that allow it to play such a function.

⑸から、SFLの関係過程は西山（2000）において示されている意味機能による細分化以前の

かなり大まかな括りの分類であることが分かる。⑸の‘characterized’から‘defined’

までの間に、上で見たⅠ～Ⅳのコピュラ文がすべて包含されているのである。Teruya 

（2006: 261）は次のようにも述べている。

　⑹ 　When the structural ordering is Token^Value, this constitutes a ‘decoding’ 

relationship; and the opposite ordering of Value^Token is an ‘encoding’ 

relationship. 

⑹はたいへん興味深い説明である。SFLのこのToken / Valueという概念を適用して、上

記のⅠ～Ⅳまでの例文を再び検討してみよう。
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　⑺　五嶋みどりは天才だ。（＝2.1節の例１: 措定文 ）

　　　Token + Value （コード解読型）

　⑻　ａ．責任者は佐藤社長だ。（＝2.1節の例２: 倒置指定文）

　　　　　Token + Value （コード解読型）

　　　ｂ．佐藤社長が責任者だ。（指定文）

　　　　　Value + Token（コード入力型）

　⑼　ａ．あの男は田中社長が一番信頼している秘書だ。（2.1節の例３: 倒置同定文）

　　　　　Token + Value （コード解読型）

　　　ｂ．田中社長が一番信頼している秘書があの男だ。（同定文）

　　　　　Value + Token （コード入力型） 　

　⑽　ａ．こいつは昨日公園の入り口でぶつかった例の男だ。

　　　　　Token + Value （コード解読型）　（2.1節の例４: 倒置同一性文）

　　　ｂ．昨日公園の入り口でぶつかった例の男がこいつだ。（同一性文）

　　　　　Value + Token （コード入力型）

このように分析してみると西山（2000）において「倒置～」として紹介されている文はすべ

て「Token + Value」の順序での「コード解読型」の文であることがわかる。このToken 

+ Valueの「コード解読型」が属性用法、つまり措定文における無標（unmarked）の意

味構造なのである。一方、SFLでは一括して同定用法の関係過程になっている「指定文」、

「同定文」、「同一性文」の無標の意味構造は「Value + Token」の「コード入力型」とみ

なされている（しかし、なぜこれらの３種の構文に関して「コード入力型」が無標の意味

構造なのかはさらに検討の余地がある）⑷。

　以上、SFLと西山（2000）で紹介されている４種類の日本語コピュラ文との相互関係を検

討してきた。SFLにおけるToken / Valueの概念を紹介したが、果たしてこの概念と参与

者役割としての同定者（identifier） / 被同定者（identified）の関係がどうなっているかは

判然としないものがあり、さらに検討が必要である。たとえば、関係過程の同定用法にお

いて、同定者がつねにValueであり、被同定者がつねにtokenだと言えるのであれば分か

りやすいが、果たしてそう言えるのかどうかさらに研究を深める必要がある

　第２節で注意すべきもう一つの点は、当然のことではあるが、名詞文における名詞述語

が属性を示すことができるという点である。名詞述語イコール同定用法の関係過程だと勘

違いしてはいけない。たとえば同じ「天才」でも次の各文では意味機能が異なるのである。
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　⑾　ａ．太郎は天才だ。（措定文: 「天才」は属性を示し、非指示的名詞句）

　　　ｂ．太郎は先週みんなが大騒ぎして探し回っていたあの天才なんだよ。

　　　　　　　　　　　　（同一性文: この場合の「あの天才」は指示的名詞句）

一口に関係過程と言っても、名詞文が属性用法なのか同定用法なのかを厳密に見分ける必

要がある。見分ける一つの方法は［AはBだ］を［ＢがAだ］に転換できるかどうかであ

るが、なぜそうなのかを説明するには、西山（2000）に見られるような「指示性」を基準に

した意味論的分析が必要になると思われる。

３．１　日本語形容詞文の特徴

　前節では日本語名詞文を検討した。そこでは当然のことのように助動詞「だ」を日本語

の「コピュラ」として取り扱っていた。しかし英語のbe動詞に比して、日本語の「だ」、「で

ある」、「です」はコピュラというより、「断定」や「丁寧」さのモダリティ（modality, cf. 

益岡1991）を表す役割のほうが大きいのではないだろうか。現に英語のコピュラは音韻論的

に弱化して単なるコピュラ的記号として’he‘s’のようになっても脱落せずに残っている。一

方日本語は、とくに会話表現では、名詞文において「無コピュラ文」（必要に応じφ記号

で示す） が使われることも多い。

　⑴　ａ．恋は水色φ。

　　　ｂ．明日は晴れのち曇りφ。

　　　ｃ．それはもうどうでもよいことφ。

　　　ｄ．あんたが一番φ。

名詞文でも無コピュラ文が珍しくないのだが、形容詞（ここでは「い」形容詞のみを指す）

に至っては、「だ」と「である」の付加は文法上不可能であり、「です」も有標の選択だと

言える。そのようにいわゆるコピュラを付けないほうが形容詞にとっては無標のケースな

のである。

　私たちは日本語形容詞「美しい」と英語の形容詞‘beautiful’をまったく同じものと見

がちである。たしかに、名詞を修飾する限定用法（attributive use）の場合は同じであるが、

述部となる叙述用法（predicative use）においては文法的にいくつかの違いがある。

　龍城（2008:81）はSFLの理論的枠組を保持しながらも、英語と大きく異なる日本語独

自の過程型の選択体系網を提案している。その最初の二分法は次のとおりである。
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　⑵　日本語の主要過程型

　　　　　　　　　　動性過程

　　　過程型

　　　　　　　　　　静性過程

上の1.2で見たように、英語の主要過程型は物質過程、心理過程、関係過程の３種であった。

注目すべきは、龍城（2008:81）が、主に、日本語形容詞の文法的特性の検討に基づいて、

日本語の過程型の提案を行っていることである。これらの主要過程２種から始めて、分類

のデリカシーを全体で４層に深化させた包括的な日本語過程型の選択体系網が龍城

（2008:92）に示されているので参照されたい。その分類の中で特に注目すべき点をいくつ

か指摘し検討を加えたい。

　その前に日本語の述語の具体例を見ておこう。日本語学では述部を構成する要素の品詞

の種類によって、名詞文、形容詞文、動詞文と呼ぶことが多い。名詞文についてはすでに

第２節で西山（2000）を参考にいくつかの点について議論した。

　

　⑶　ａ．動詞文: 金本がホームランを打った。（「打つ」は物質過程）

　　　ｂ．名詞文: 赤星はキャプテンだった。

　　　　　　　　　　　　　　　　（関係過程: 「キャプテン」は一人だから同定用法）

　　　ｃ．形容詞文: 鳥谷のスイングは美しい。（関係過程: 「美しい」で属性用法）

３．２　形容詞と動性 / 静性の区別

　日本語の形容詞を論じる場合、「美しい」のような「い」形容詞と「きれいな」のよう

な「な」形容詞の２種を認める場合がある。ただし、本稿では後者を一般的呼称に従って

形容動詞と呼び、これら２種の品詞を動詞と比較しながら考察する。龍城（2008）にならっ

て動性過程と静性過程をまず区別するとすれば、以下のようなことが考えられる。

　動　詞　－－－　動性過程の動詞　例）「打つ」、「走る」など

　　　　　　　　　静性過程の動詞　例）「いる」、「ある」

　形容詞　－－－　動性過程の「形容詞からの派生の動詞」例）「悲しがる」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「悲しい＋がる」

　　　　　　　　　静性過程の形容詞　例）「悲しい」
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　形容動詞　－－－　動性過程の形容動詞的な表現　ゼロ（見つからない）

　　　　　　　　　　静性的な形容動詞　例）「きれいだ」、「丈夫だ」など

このように見てみると、日本語の動詞の中であきらかに静性過程だと言えるのは「いる」「あ

る」であるが、形容詞と形容動詞はいずれも静性過程を示すと言ってよいようである。つ

いでながら動詞「いる」と「ある」は補助動詞的に「降っている」や「置いてある」のよ

うに動詞を静性過程化する機能を持つ。

３．３　日本語形容詞とSFLにおける関係過程 

　日本語の形容詞の過程構成が基本的に静性過程であることが分かったが、ではSFLの言

う「関係過程」として眺めてみるとどのようなことが言えるだろうか。英語の関係過程は

以下のような過程構成である。今回は所有構文に触れず、コピュラ文だけを見てみる。

　⑷　Today’s weather is going to be warm and sunny.（＝1.3節の例９）

　　　体現者＋過程中核部＋属性

　⑸　The one in the back row must be you.（＝1.3節の例10）

　　　被同定者＋過程中核部＋同定者

関係過程は「属性文」と「同定文」に分かれる。日英の形容詞文をこの点から考えてみよ

う。まず基本的には形容詞文は「属性文」である。

　⑹　Today’s weather is warm. 

　　　体現者＋過程中核部＋属性　

　⑺　今日の天気は暖かいφ。

　　　体現者＋過程中核部・兼・属性

日本語の例で注目すべきは、「暖かい」という形容詞が「過程中核部」でもあり「属性」

でもあるという点である。はたして、この例を「暖かいです」の「です」の省略と言える

かどうかである。名詞や形容動詞と比べてみよう。

　⑻　今日は雨だ。（名詞文で属性文）→　今日は雨です。

　⑼　この花はきれいだ。（形容動詞文で属性文）→この花はきれいです。

　⑽　夕日が美しいφ。（形容詞文で属性文）→夕日が美しいです。
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この比較は重要である。形容詞文の常体は「美しい」が無標であるのに対して、名詞文と

形容動詞文の常体は「雨だ」「きれいだ」のように「だ」体の文がどちらかと言えば無標

であろう。一方、敬体は３文とも「です」体である。この点に関して龍城（2008）は次のよ

うに述べている。

　⑾ 　日本語の形容詞と言われる文法範疇が英語の形容詞とは異なり、それ独自で属性や

様態を具現することができるという性質を持っていることから、この要素自体が動詞

をともなわずして具現可能な要素であるということは上記の考察から明らかになって

いる。言い換えれば、これらの要素は「自動詞述語」と呼ばれる範疇に属すると言う

ことができる。（龍城2008: 86-87）

さらに、形容詞述語は動詞と同様に「過程中核部」とみなすべきだとされる。

　⑿ 　・・・、従来の動詞や形容詞と言われる文法範疇にこだわらず、日本語に見られる

動詞や形容詞と呼ばれる語彙を意味化して分析し、それを意味化という観点から「過

程中核部」として捉えた。（龍城 2008: 94）

ここで、コピュラ（＝繋辞）の定義として英文法辞典による記載を挙げておく。

　⒀ 　copula: （連結詞）　主語と主語の属性・状態を表す叙述語（predicative）とをつな

ぐ動詞のこと。連結動詞（linking verb） ともいう。伝統的な連結詞の定義を総合す

れば、連結詞は次の３つの特徴を持つということができる。

　　　① 　単独では述部になり得ない要素［すなわち、時制を持てない叙述語］と結合し

て述部を構成し、主語とその要素とをつなぐ役割を果たす。

　　　②　主として形容詞句や名詞句を補語（complement）にとる。

　　　③　主語と叙述語との関係のありようを意味する。

　　Be動詞以外の連結詞: ［現状］appear, feel, look, remain, seem, smell, taste, etc.

　　　　　　　　　　　  ［結果］become, get, go, grow, turn, make, etc.

 （三省堂『現代英文法辞典』pp.350-351、下線強調筆者）

４．１　日英語の比較 － 英語の動詞　vs. 日本語の形容詞

　日本語形容詞が動詞同様、「過程中核部」として具現するという点を日英語の比較を通

して見てみよう。
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比較１）形容動詞 vs. 動詞

　⑴　ａ．私は彼が好きだ。（cf．I like him）　　　　cf．好きな人

　　　ｂ．私は彼が嫌いだ。（cf．I hate him）　　　  cf．嫌いな人物

比較２）形容詞 vs. 動詞

　⑵　ａ．私は彼が羨ましい。（cf. I envy him.）　 cf. 羨ましい光景

　　　ｂ．足が痒い。（cf. My leg itches.）　　　　cf. 痒い足

　　

比較３）「～たい」形容詞 vs. 動詞‘want’

　⑶　私は水が飲みたい。（cf. I want to have some water.） cf. 飲みたい水

（時枝1978（1950））は英語のadjectiveはもっぱら属性表現として属性用法（英文法でいう

限定用法）との関連で理解されているものだが、日本語の形容詞はそれとは違うものであ

るとし、一例として、 

　⑷　ａ．美しい鳥

　　　ｂ．飛ぶ鳥

「イの美しいが形容詞と呼ばれるならば、ロの飛ぶも当然形容詞と呼ばれなれければなら

ない」（時枝1978（1950）:26）のではないかと疑問を呈している。

形容詞に関して言語類型論の立場から、ウエイリー L. J.（2006）は次のように述べている。

　⑸ 　・・・形容詞は言語によってふるまいが劇的に異なるという点で、興味深いケース

である。多くの言語は英語のように、新しいメンバーを形容詞カテゴリーに非常に寛

容に受け入れる。一方、言語によっては、形容詞カテゴリーが少なく、完全に閉じて

いる。たとえばハウサ語（チャド: ナイジェリア）には12くらいの形容詞しかない。

 （ウエイリー L. J.著、大堀壽夫・古賀裕章・山泉実訳 2006: 63 下線強調筆者）

また、言語によっては、英語の形容詞にあたるものの大部分が動詞として現れるものもあ

り、また言語によっては形容詞概念が動詞と名詞に分散しているものもあると言われる（ウ

エイリー L. J.著、大堀壽夫・古賀裕章・山泉実訳 2006: 64-65参照）。

４．２　日本語形容詞と関係過程の同定用法　

　上述のようにSFLの関係過程には属性用法と同定用法がある。日英語どちらの形容詞も

属性用法に使用されるのであるが、かりに同定用法の文を作ろうとすればどのような結果
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になるであろうか。次の例を見てみよう。

　⑹　動詞文　ａ．金本がそのホームランを打った。（同定的物質過程）

　　　　　　　　　同定者＋過程中核部・兼・被同定者

　　　　　　　　　　過程中核部＝「打った」

　　　　　　　ｂ．そのホームランを打ったのは金本だ。（同定用法）

　　　　　　　　　被同定者＋同定者＋過程中核部「だ」

　　　

　⑺　名詞文　ａ．赤星がキャプテンだ。（同定用法）

　　　　　　　　　同定者＋被同定者＋過程中核部「だ」

　　　　　　　ｂ．キャプテンは赤星だ（同定用法）

　　　　　　　　　被同定者＋同定者＋過程中核部「だ」

　⑻　形容動詞文　ａ．あの時の夕日がきれいだった。（同定的属性用法）

　　　　　　　　　　　同定者＋被同定者＋過程中核部「だった」

　　　　　　　　　ｂ．きれいだったのはあの時の夕日だ。（同定用法）

　　　　　　　　　　　被同定者＋同定者＋過程中核部「だ」

　⑼　形容詞文　　ａ．あのグラスがとても美しい。（同定的属性用法）

　　　　　　　　　　　同定者＋　過程中核部・兼・被同定者

　　　　　　　　　　　　過程中核部＝「美しい」

　　　　　　　　　ｂ．とても美しいのはあのグラスだ。（同定用法）

　　　　　　　　　　　　被同定者＋同定者＋過程中核部「だ」

上の例文の検討から、三つの点に注目すべきである。⑴まず、動詞の第一例である総記文

（6a）と形容詞の第一例である総記文（9a）では、過程中核部が各々、動詞であり、形容詞で

ある。この点からも、形容詞は動詞と似ていると言ってよい。⑵次に、日本語は「総記の

ガ」（あるいは「排他のガ」）があるため、「同定者」をその「ガ」で示すことによって容

易に同定用法の関係過程を作ることができる。これは別名「陰題文」と呼ばれるものであ

り、⑹～⑼の各例のａの文がそれに当たる。各例のｂの例文はすべて主題の「ハ」を伴っ

た「顕題文」の形の同定文である。「ハ」を伴っている要素が「被同定者」となる。⑶各

例のｂの文において、動詞と形容動詞と形容詞はそのままでは「ハ」の付加ができないた

め、形式名詞の「の」を伴っている。この点においても形容詞は動詞に似ている。日本語

にもWH分裂文（＝疑似分裂文）を認めるとすれば、（6b）、（8b）、（9b）がそれに当たる。
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各例のａの文は、情報構造上は英語の分裂文（つまりIt分裂文）に相当すると言える。

４．３　日本語形容詞文の敬体過去時制の特徴

　「です」は「だ」の敬体形と言われる。しかし「美しい」「強い」「面白い」などの形容

詞は、常体において「だ」というコピュラを必要としない。そのため、「です」を付加す

ると様々なレベルの不自然さを生むことがある。

　⑽　学会で先生にお会いできて、大変嬉しかったです。

これはよく使われる十分丁寧な表現だが、少しだけぎこちなさが残るのはなぜだろう。こ

れを「嬉しゅうございました」とすれば大変丁寧だがかなり古典的な響きがある。「嬉し

く存じました」も場合により丁寧すぎる感じもある。結局、同輩に近い人間関係で口語的

な場合には、デフォールトとしての「嬉しかったです」がもっとも素朴な表現として選ば

れることになる。つまり日本語の形容詞はそれ自体で「過程中核部」の機能を担えるほど

自立性が強い品詞であり、「だ」や「である」は論外だが、「です」との相性も完全とは言

えない品詞だと言えよう。

　なお、形容詞はそれ自体、動詞と同じく時制の変化を担うので、「面白かったです」は

言えるが「＊面白いでした」は不適格文である。「時制」概念とコピュラの関係に関しては、

3.3の⒀の①を参照。

５．むすび

　日本語における名詞述語のコピュラ文をめぐっては、西山（2000）の４分類に比してSFL

の関係過程は属性用法と同定用法の２種類のみであり、より大まかな括りでの分類である

ことが分かった。日本語の名詞文においても「無コピュラ文」がめずらしくないこと、さ

らに日本語の「だ」、「である」、「です」はコピュラ機能よりも、むしろ「断定」や「丁寧

さ」といったモダリティ伝達機能を中心に担っている点を指摘した。

　一方、日本語形容詞文は、英語の形容詞との連想で、コピュラ文の一種だと受け取られ

ているが、むしろ「無コピュラ文」が普通である。またかりに「丁寧さ」のモダリティを

担う敬語的な「です」を伴った場合でも、過去のことを述べるには形容詞自体を過去時制

とする「面白かったです」は可能だが、「面白いでした」は極めて不自然な文になること

も分かった。これらの点から、龍城（2008）の指摘するように、日本語形容詞がコピュラに

依存しない独立性の強い過程中核部として機能していることが分かった。
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　［本稿は、第35回新潟大学言語研究会＜NULC35＞（2009年12月22日、於: 新潟大学） で

の口頭発表「選択体系機能理論から見た日本語繋辞構文の過程構成」の内容に大幅に加筆・

修正をほどこしたものである。また本稿は、福田（2010）「日本語形容詞文の過程構成に

関する覚え書き」研究報告書『諸言語の位置交替現象に関する統語構文論的・機能構文論

的研究』（新潟大学プロジェクト推進経費＜助成研究B＞、新潟大学人文社会・教育科学

系研究プロジェクト経費＜学系基幹研究＞研究代表者: 秋　孝道, pp.39－50の内容を土台

にしている。］

注
⑴　過程構成の円環図は以下の通りである。（ハリデー2001: 160より）

⑵ 　ハリデー（2001）の過程型は述語動詞の意味特性に基づいて分類されたものであるが、その基準を、
私たちの外部世界や内部世界を私たちがどのように経験し把握するかに基づいて分けられたものであ
り、たとえば生成文法的な語彙意味論における語彙概念構造（Lexical Conceptual Structure: LCS）の
ようなCAUSEやBECOMEといった「基本述語」によって形式化されたものとは異なる点に注意され
たい。

⑶ 　西山（2000）の研究は、［AはBだ］ /  ［BがAだ］の形をとる「指定文」に２つの種類があることを示し
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たものである。すなわち要素Aが非指示的な変項名詞句である普通の指定文と、要素Aが指示的である
にもかかわらず、変項名詞句であるような第２タイプの指定文とが存在するとしている。そしてその
第２タイプの指定文を複数のメンタルスペースの存在という観点から説明し、極めて興味深い内容に
なっている。ただし、本稿のスコープを超えた議論であるため、今回はコピュラ文の４分類法のみを
参考にしたことを断っておく。

⑷ 　西山（2000）では、非倒置、言いかえれば正置の「指定文」、「同定文」、「同一性文」に共通してい
る文法的選択は、「ガ」格主語の使用である。しかし「ガ」格によって最初に焦点要素すなわちvalue
を導入する「コード入力型」がこれらの構文において無標の意味構造であるという根拠に関してはさ
らに考察を必要とする。
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