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1. はじめに
日本語においては、形容詞という範疇は動詞と同じく屈折を持ち1、それのみで述語とし
て機能すると言われている。
(1) a. 太郎がバナナを食べた。
b. 花子が一番かわいかった。
これまで日本語の統語論研究においては、例えば上記の例(1a, b)において、下線部分はそ
れぞれ「動詞/形容詞+た」と分析されてきた。しかし、すでに Nishiyama(1999)で提示さ
れたように形容詞文は動詞文より複雑な形態統語論的構成を持つと考えられる。
本論文では、Nishiyama(1999)が提示したような形容詞の精密な統語構造を仮定すること
によって、動詞文と形容詞文のいくつかの相違点が説明できることを示す。また、
Nishiyama(1999)では詳しく取り扱われなかった形容詞文の否定文の構造について分析し、
動詞文の否定文との違いを明らかにする。本論文の主な主張は以下の通りである。
(2) 形容詞文には（繋辞としての）動詞「ある」が含まれる。従って、
a. 動詞文では時制辞の支持（support）は動詞によって満たされなければならない
が、形容詞文においては形容詞そのものではなくその動詞「ある」によって満
たされる。
b. 動詞文の否定文における「ない」は機能範疇としての否定辞であるが、形容詞
文の否定文における「ない」は「「ある」+否定辞」の具現形である。
本論文の構成は以下の通りである。まず、2 節において Nishiyama(1999)の形容詞文の
分析を紹介し、本論文における動詞文と形容詞文それぞれの形成する統語構造についての

1

筆者は、語彙的要素の統語範疇は、文という環境に置かれないと決定されないと考えている（cf. Halle
and Marantz(1993), 宮岡(2002)）。よって本稿の分析の対象はあくまでも動詞/形容詞「文」である。「動
詞/形容詞」という用語は、「動詞/形容詞文の核となる述語要素」の便宜的な表現として用いていることに
注意されたい。簡便のために、問題が無い場合にはその「動詞/形容詞」のみを抜き出して例として提示す
ることもある。
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仮定を提示する。3 節では接頭辞の付加と語彙的要素の複合に関する現象から、時制への移
動に関する動詞文と形容詞文の違いを明らかにし、分析を試みる。4 節ではテ形への接続、
「～そうだ」、「～過ぎる」という複合述語、アクセントに関する現象から、動詞文/形容詞
文の否定文の統語論的な相違点を示し、3 節と同様の観点から説明されることを示す。5 節
では本論文の主張をまとめ、その問題点や理論的含意、今後の展望について述べる。

2. 動詞文/形容詞文の構造
2.1 Nishiyama(1999): 詳細な形容詞文の構造
Nishiyama(1999)は日本語の形容(動)詞文の統語論的、形態論的特性を詳細に分析してい
る2。そこで提案された構造は概略以下の通りである3。dummy copula と predicative copula
の定義は(4)のようになる。
(3) a. 花子がかわいかった。
b.
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k
kawai

predicative copula

(4) a. Semantically vacuous copula ( = dummy copula)
The copula appears when there is a formal (syntactic or morphological)
requirement
b. Semantically contentful copula ( = predicative copula)
The copula is an essential ingredient for (non-verbal) predication.

2

Nishiyama(1999)は統語的には形容詞と形容動詞には差が無いと主張している（cf. Baker(2003)）。本稿
では専ら形容詞について考察するので形容動詞に関する議論は割愛する。
3 Nishiyama(1999)の議論は様々な現象と通時論的、類型論的見地から構成されており、かなりの程度説
得的であると考えるが、Nishiyama(1999)の妥当性を検証すること自体が本稿の目的ではなく、詳しい検
討は別の機会に譲る。Nishiyama(1999)に対する反論として Yamakido(2000), Namai(2002)を、さらに
Namai(2002)に対する応答として Nishiyama(2005)も参照されたい。
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この分析に対してはいくつかの問題点も指摘されているが（脚注 3 参照）、本稿にとって
重要なのは次の二点である。
(5) a. 形容詞文における形容詞語幹と”k”と”ar”という要素はそれぞれ統語的に独立し
た要素である。
b. 形容詞文には統語範疇的には動詞である”ar”が含まれる。
特定の環境において動詞”ar”の存在が認められることはすでに Nishiyama(1999)によっ
て示されているが、どのような条件下において”ar”が存在するのかという点については詳し
く検証されていない。本稿では”ar”の存在が、Nishiyama(1999)が詳しく取り扱っていない
否定文の場合などにも確認されることを示す。さらに、それが常に存在していると考えら
れるということを示唆する。
一方、動詞文の構造は次のように仮定する4。
(6) a. 太郎がバナナを食べた。
b.

TP
NP

T’

Taroo
vP

T
ta

VP

v
tabei

NP

V
ti

banana
動詞文には格付与と動詞句の事象性（eventiveness）に関与する機能範疇である”v”が存
在すると考えられる（Chomsky(1995), Harley(1995), Kratzer(1996)などを参照）。
形容詞文における Pred と動詞文における v を両者共に語彙範疇句（AP/VP）を選択する
機能範疇であると考えると、両構造の違いはその機能範疇と時制句の間に「V(“ar”)が存在
するかどうか」であると言える。
また、この主張は上の例で言えば「食べ」と「かわい」という要素が同じ統語的単位に

4

実際には動作主である「太郎」は vP の指定部の位置（[Spec, vP]）に基底生成されると考えられるが、
本稿の議論には関係しないので省略した。
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相当するということを表している。これは、「食べ」という形態が動詞のいわゆる連用形で
あると言われるのに対して、「かわい」という形態は形容詞語幹であってその連用形は「か
わいく」という形態であるというような考え方からすると一見奇妙であるかもしれない。
しかし、本稿の見方が統語論的に正しいことはおおよそ次のような現象から確認すること
ができる。
(7) a. 明日は雨が降りそうだ。
b. 明日は

暑/*暑く

そうだ。

c. 太郎は昨日走り過ぎた。
d. あのフェンスは

高/*高く

すぎる

上の対比に見られるように、「～そうだ（様態）」、「～過ぎる」に接続する場合、動詞で
は連用形が現れるのに対して、形容詞は連用形ではなく語幹部分だけが現れる。これは動
詞の連用形と形容詞の語幹部分が同じ環境に現われる、おおよそ同じ大きさの要素である
ことを示している5。
また、次の例に見られるように複合語を形成する場合にも、動詞の場合には連用形が現
われるのに対して、形容詞では語幹部分が使用される。
(8) a. 立ち食いする、殴り書きする
b. 薄切り/*薄く切り する、早食い/*早く食い する
これらの現象も、見方によれば動詞と形容詞の相違点の一つであるが、本稿のような構
造（(3b, 6b)）を仮定すると自然に捉えることができる。3 節以降ではその他のいくつかの
現象もこの構造の違いによって説明されることを示す。

2.2 その他の仮定
2.2.1 時制辞への移動
日本語では次のように、動詞語幹と時制辞の間にとりたて詞が介在した場合に動詞「す
る」が挿入されるという現象がある。
(9) a. 太郎は生徒を殴る。
b. 太郎は生徒を殴りもする。

5

ここで「おおよそ同じ」という表現を用いたのは、厳密に言うと動詞の連用形というのはいくつかの統
語的環境に対応する形態であると筆者は考えているからである。詳細は田川(2005)を参照されたい。
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これはすなわち時制辞が必ず動詞と融合していなければならないことを示しているが、
その融合がどのレベルで起こるのかという点について日本語統語論では論争になっている。
(10) a. 動詞は統語部門において時制辞へ移動している。
b. 動詞は統語部門では移動しない。時制辞は形態的な操作によって動詞に付加さ
れる。
(10a)の立場は Otani and Whitman(1991), Koizumi(2000)などによって、(10b)の立場は
石居(2003), Fukui and Sakai(2003)などによって主張されている6。本稿では(10a)の立場を
とり、(10a)を仮定しなければこれから提示する現象が分析できないことを示す。この点に
ついては 3 節でもう少し詳しく述べる。
2.2.2 語形成の取り扱い
3 節では語形成に関する現象が一つの大きな問題となるが、その取り扱いについて述べて
おきたい。
本稿では語形成は全て統語部門（Syntax）で行われると仮定する7。本稿はこの仮定を検
証することを第一の目的とするものではないが、これを仮定しなければ動詞と形容詞の間
にある、ある相違点を捉えることはできなくなる。
本稿で紹介する現象への具体的な分析や、日本語の語形成への統語論的アプローチは稿
を改めて論じる。

3. 語形成と時制辞への移動
3.1 接頭辞「小」
、「お」
動詞文と形容詞文の差異を直接比較するためには、前節で取り扱った「～そうだ」、「～
過ぎる」のように、両者共に共起可能な環境から観察することが重要である。ここではそ
のような現象の一つとして、動詞/形容詞の両方に付加しうる接頭辞に関する現象を見る。
(11) 接頭辞「小」
a. 動詞: 小走り、小売り、小書き、小切り、…
b. 形容詞: 小暗い、小ざかしい、小うるさい、小汚い、…
c. 名詞: 小顔、小雨、小物、小魚、…

6

時制辞への移動が存在しているという主張の証拠として挙げられている現象は、例えば動詞句削除（VP
ellipsis: Otani and Whitman(1991)）、等位構造からの ATB-movement（Koizumi(2000)）などである。
Otani and Whitman(1991)への反論は Hoji(1998)を、Koizumi(2000)への反論は Fukui and Sakai(2003)
を参照。
7 語形成と syntax の関係についての種々の立場や理論については Borer(1998), Ackema(1999)を参照。
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(11)に見るように接頭辞「小」は動詞/形容詞/名詞の三つの範疇全てに付加することがで
き、何かが「小さい」という意味を表す接頭辞である。しかし、動詞に付加した場合と形
容詞に付加した場合ではその形態の現われに差が見られる。
動詞の場合は、「小」が付加すると、表面的な連鎖としては接頭辞が動詞に付加するだけ
であり、格体制なども変化しないが（(12b)）、必ず「接頭辞＋連用形＋する」という形態で
現れなければならない（(12c)）。
(12) a. 太郎はその薬を売った。
b. 太郎はその薬を小売りした。
c. 走る→小走りする/*小走る、売る→小売りする/*小売る
しかし、形容詞の場合には(11b)の各例からもわかるように、接頭辞が付加するだけで良
く、動詞の例のように形態が変化するということは見られない。
(13) a. 太郎の隣にいる人は汚かった。
b. 太郎の隣にいる人は小汚かった。
これは丁寧の接頭辞8「お」の場合にも全く同じ現象が観察される。
まず、「お」は「小」と同様、動詞/形容詞/名詞の三つの範疇に付加することができる。
(14) 接頭辞「お」
a. 動詞: お待ち、お運び、お誘い、…
b. 形容詞: お若い、お強い、お美しい、…
c. 名詞: お店、お茶碗、お味噌汁、…
しかし、やはり動詞に付加した場合には「接頭辞＋連用形＋する」という形態で現れ（(15a,
b)）、形容詞の場合には形態の変化が無い（(16a, b)）。
(15) a. 先生を待った。
b. 先生を

お待ちした/*お待った。

(16) a. 先生は昔、非常に強かったそうです。
b. 先生は昔、非常にお強かったそうです。

8

厳密には、「お」が動詞に付加する場合、いわゆる尊敬/謙譲の両方を表すことができ、その形態も異な
ってくる。本稿にとってその差は問題となるものではないので、ひとまず「丁寧の接頭辞」と呼ぶ。
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この二つの接頭辞に関する現象を見ると、次のような一般化をすることができる。すな
わち、動詞の場合にはある接頭辞9が付加すると時制と直接関係を持つ（融合する）ことが
できなくなるのに対して、形容詞の場合には同種の接頭辞が付加しても時制との関係に変
化が無い。
この現象を分析する前に、次の節で接頭辞以外の語彙的要素が語幹部分に付加した場合
でも同様の振る舞いが見られるという点について記述する。

3.2 語彙的要素の複合
ここでは、動詞/形容詞に、同じく動詞/形容詞、あるいは名詞が付加しているという、い
わゆる複合語の場合について観察する。
(17) 動詞/形容詞/名詞+動詞
a. 殴り書きした/*殴り書いた、寝冷えした/*寝冷えた、…
b. 薄切りした/*薄切った、早歩きした/*早歩いた、…
c. 値上げした/*値上げた、くじ引きした/*くじ引いた、…
上に見られるように、動詞に動詞/形容詞/名詞を付加させた場合にも 3.1 で見た接頭辞の
場合と同じく、「接頭辞＋連用形＋する」という形態でしか現れることができない10。
しかし、形容詞の場合にはやはり、動詞/形容詞/名詞を付加させた場合でもその形態が変
化するわけではなく、そのまま時制辞と結合しうる（(18a, b, c)）。
(18) 動詞/形容詞/名詞+形容詞
a. 打たれ強かった、見苦しかった、…
b. ずる賢かった、浅黒かった、…
c. 息苦しかった、腹黒かった、…
このように、接頭辞以外の要素、すなわち動詞/形容詞/名詞などの語彙的要素を複合させ
た場合にも、動詞は時制辞と直接関係を持つことができなくなり、形容詞は何も付加しな
い場合と変わらない、という一般化が成り立つのである。

9

実際に、「小」
、「お」以外の他の接頭辞に関しても同様の振る舞いが見られる。
いわゆる、語彙的/統語的複合動詞（影山(1993)）の場合はもちろん除く。
a) 殴り殺す、押し倒す、寝続ける、…
この場合には影山(1993)や松本(1998)も述べているように、項関係に関する複合が起こっており、
「殴り書
き」などとはタイプが違うと考えられる。例えば、
「殴り書き」における「殴る」は単に書く動作の様子を
修飾しているだけであり、実際に何かを「殴って」書くわけではない。本稿で扱っている複合のタイプに
ついては杉岡(2002)も参照。

10
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3.3 要素の付加と時制辞への移動
本節で記述してきた現象は、2 節で仮定した動詞文と形容詞文の構造から直接説明されう
るものである。
(3b), (6b)に示したように、形容詞文の場合には時制の支持という要求は形容詞語幹（A）
ではなく、”ar”（V）によって満たされる。一方、動詞文の場合には、時制の支持は動詞そ
のもの（V-(v)）によって満たされる。
ここで、語彙的要素（A, V, N…）に何らかの要素が付加すると移動が不可能になると考
えると、3.2 までで示した両文の違いが説明されうる。
すなわち、動詞文の場合には、時制を支持する要素そのものに付加が行われて移動が不
可能になるため、動詞（V）は元位置にとどまって連用形となり11、時制辞は「する」によ
る支持を受ける12。一方形容詞文の場合には、時制の支持を満たす要素は形容詞語幹ではな
く”ar”なので形容詞語幹に何が付加されても全体としては付加されない場合と変わりが無
いのである。簡単に図示すると以下のようになる。
(19) a. 動詞文: [TP [vP [VP X-V] v] T]
＊
b. 形容詞文: [TP [VP [PredP [AP X-A] Pred] V(“ar”)] T]

”X”は接頭辞、あるいは動詞/形容詞/名詞の付加要素を表している。このように本稿で示
した構造、特に形容詞文には”ar”が存在するという主張は、動詞文と形容詞文の違いを明示
的に説明することを可能にする。
注意すべきことは、この分析は接頭辞や動詞/形容詞/名詞の主要部への付加を統語論的に
扱っているからこそ可能であるということである。もし接頭辞などの付加がレキシコンで
行われるという立場をとると、何も付加されていない要素も付加された要素も同じ統語的
単位として取り扱われるので、なぜ統語論において時制の支持に関して差が生じるのか、
という点をうまく捉えられない。
また、動詞に関して、
「動詞の複合語は連用形を基体にして行われる」と仮定する立場で
は（影山(1993)など）形容詞（文）との差が直接捉えられなくなってしまう13。その場合、
「動詞の複合の場合には A の形態をとり、形容詞の複合の場合には B の形態をとる」と仮

11

このような場合に動詞が連用形をとる詳しいメカニズムについては田川(2005)を参照されたい。
この「する」による時制の支持がどのような性質のものであるのかは、日本語の形態統語論的研究のた
めに、より厳密に追求する必要があるが、本稿ではひとまず置いておく。このような動詞の「する」と形
容詞の「ある」については詳しく、また興味深い示唆が宮岡(2002)にある。
13 また、このような考え方では、複合語に現われる連用形とその他の環境に現われる連用形（例えば連用
中止法など）を結び付けて考えることができず、形態の具現に関しては「そのように現われる」と仮定す
るしか方法が無くなってしまうと考えられる（田川(2005)）。
12
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定するしか無くなってしまうからである。
一方本稿では、従来語形成と呼ばれる分野で取り扱われてきた要素も統語論的に付加す
ると仮定することによって、その現象を時制の支持という形態統語論的現象と直接結び付
けて考えることができるようになった。そうすると、3.2 までで示した動詞文と形容詞文の
体系的な違いもできるだけ少ない仮定によって説明することが可能になるのである。

4 動詞文/形容詞文における否定辞「ない」
4.1 二つの「ない」
本節では、動詞文と形容詞文に「ない」が付加した否定文について分析する。
(20) a. 太郎はりんごを食べ
b. 花子はかわいく

ない/なかった。

ない/なかった。

上の(20a, b)に見られるように、動詞に付加している「ない」と形容詞に付加している「な
い」は同じ形態変化を示し、一見表面的には区別が無い。
しかし、実際にはいくつかの環境において差が見られることがある。本節では(3b), (6b)
で示した動詞文/形容詞文の構造の違いからそれらが説明されうることを示し、動詞文/形
容詞文の「ない」否定文には統語論的に違いがあるということを明らかにする。本稿の基
本的な発想は次の通りである。
(21) a. 太郎にはお金がある。
b. 太郎にはお金が

ない/*あらない。

(21a, b)に見られるように、主動詞として使用される「ある」の否定形は、
「未然形+ない」
ではなくて、
「ない」そのものによって表される。本稿の考え方はこれを形容詞文にも敷衍
しようというものである。すなわち、形容詞文にも(3b)で示したように「ある」が存在する
ので、形容詞の否定文に現われている「ない」も統語的には「ある+否定辞」と考える。一
方、動詞文における「ない」は否定辞の具現形であると考える14。

4.2 テ形の形態
まず、4.2 と 4.3 では形容詞文の「ない」否定文と主動詞「ある」の否定文が同じ振る舞
いを、動詞文の「ない」否定文がそれとは異なった振る舞いを見せる現象について観察す
る。まず、ここでは「ない」否定文をさらにテ形にした場合について見る。

14

このように動詞文と形容詞文に現われる「ない」が違う要素であるという主張は宮岡(2002)などにも見
られる。
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(22) a. 太郎は

*走らなくて/走らないで 歩いた。

（cf. 太郎はその問題が

わからなくて/?わからないで

困った。）

b. 太郎は 若くなくて/*若くないで かっこよくもない。
c. お金が

無くて/*無いで

d. お金が

少なくて/*少ないで 恥ずかしかった。

こまった。

(22a)に示すように、動詞の場合は「ないで」という形態が許され、形容詞の場合は「な
くて」という形態しか許されない。これは、「ある」の否定形である「ない」文と全く同じ
振る舞いである15（(22c)）。
これは、4.1 で提示したような考えから説明される。動詞文の「ない」が単なる否定辞の
具現形である（すなわち機能範疇的要素）とすれば、それに続けて「て」をそのまま付加
できると考えられる。一方、形容詞文の「ない」は「ある+否定辞」、すなわち語彙範疇的
要素なのでテ形にする場合には、主動詞の「ある」の場合と同様、必ず屈折しなければな
らない。これは形容詞文そのものも「い」の後にそのまま「て」を付加できない（(22d)）
ということからも伺える16。

4.3 「さ」の挿入
2 節では「～そうだ」、
「～過ぎる」という表現を用いて動詞文と形容詞文の性質を明らか
にしたが、この両者の表現は否定要素を含むことができ、そこでも動詞文と形容詞文に差
が見られる。
(23) a. 太郎は
b. 太郎は

走らなさ/走らな
暑くなさ/*暑くな

c. 太郎はお金が
(24) a. 太郎は

そうだ。

なさ/*な

そうだ。

そうだ。

勉強しなさ/勉強しな

過ぎた。

b. そのフェンスは

高くなさ/*高くな

c. その時は時間が

なさ/*な

過ぎた。

過ぎた。

「～そうだ」も「～過ぎる」も否定辞の接続を許すが、動詞の場合には「さ」という形
態の出現が比較的随意的である（(23a), (24a)）のに対して、形容詞の場合には必ず出現し
15

参照例からもわかるように、動詞文の場合でも「なくて」という形態が許され、選択されやすい場合も
ある。テ形にも様々な種類があるのでさらに詳細な議論が必要であろうが、動詞の場合の否定辞は文法化
の途中なのかもしれない。
16 実際には、この場合の「て」がどのような要素であり、なぜ形容詞文などの場合の「い」と衝突するの
かという点についてさらに説明する必要がある。しかし、そのためには日本語のテ形について詳しく見な
ければならないため、ここでは取り扱わない。
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なければならない（(23b), (24b)）。また、これも主動詞「ある」の否定文と全く同じ振る舞
いである（(23c), (24c)）。
この「さ」という形態がどのような要素であるのか、という点について現時点でははっ
きりとした分析を与えることはできないが17、機能範疇的「ない」と語彙範疇的「ない」と
いう点で差があるのは明らかである。

4.4 アクセント
ここでは、4.1 の主張のさらなる支持として、アクセントに関する振る舞いの違いについ
て見る。
一般的に日本語において、アクセントはある要素が自立的要素（語彙的要素、あるいは
「語」）であるのかそれとも付属的要素であるのかを判断する大きな基準のひとつである。
例えばどんなに長い要素を連ねてもそれが一つの語彙的要素の拡張形式である場合、アク
セントの核は一つである（宮岡(2002)）。以下、アクセント核は「┓」で示す。
(25) 書か-せ-られ-た-がり-す┓ぎ-た
(25)の例では、たとえ「させ（使役）
」、
「られ（受身）」
、
「たい（願望）」のような動詞的、
あるいは形容詞的屈折と、固有の意味を持つ要素を含んでいたとしても全体に一つのアク
セント核しか与えられない。
この点を踏まえて、動詞文/形容詞文の「ない」否定文を見る。
(26) a. 太郎が夕飯を
b. 太郎が夕飯を

食┓べに行った。
食べ┓ない。

上の(26a)に見られるように、「食べ(る)」という動詞単独ではアクセント核は「食┓べ」
というようになる。一方、否定文にした場合には「食べ┓ない」というように、「食べ」と
「ない」二つあわせて一つのアクセント核が与えられる（(26b)）。これは、動詞文の否定文
が語彙的要素である動詞の付属的要素による拡張形式であるということを示している。
一方、形容詞文では次のようになる。
(27) a. 花子は
b. 花子は

かわい┓い。
かわい┓くな┓い/*かわいくな┓い。

c. 花子はお金が

な┓い。

17

この要素については、管見の限りでは宮岡(2002)と竹沢(2004)にわずかに言及があるぐらいである。実
際には個人差や方言差があるようであるが、筆者の周囲の日本人母語話者は(23a-c), (24a-c)の判定で安定
した許容度を示した。

81

(27b)から明らかなように、形容詞文を「ない」否定文にした場合には形容詞語幹と「な
い」で一つのアクセント核が与えられるのではなく、語幹のアクセント核は維持されたま
ま、「ない」にもう一つアクセント核が与えられる。ちなみに、このアクセント核は主動詞
「ある」の否定文に現われる「ない」と同じである（(27c)）。これは、形容詞文の否定文に
おける「ない」が、形容詞語幹からは比較的独立した語彙的要素であることを示している
と考えられる。
このようなアクセントの違いについても、4.1 で提示したように、動詞文の場合の「ない」
は否定辞の具現形という機能範疇的要素で、形容詞文の場合の「ない」は「ある+否定辞」
という語彙範疇的性質を持つという点から説明される。
以上、4 節では動詞文と形容詞文の「ない」否定文に関するいくつかの現象を取り扱った
が、ここでも形容詞文には「ある」が含まれていることがそれらの現象における差の原因
であると考えられることを示した。これまでも、動詞文と形容詞文に付加する「ない」に
違いがあるという指摘は存在したが（宮岡(2002)など）、本稿ではそれらが「どのように違
うのか」という点までも明示的に示すことができた。

5. おわりに
5.1 課題: 形容詞の「-い」形
以上、本稿では一貫して動詞文と形容詞文の形態統語論的な差異に着目し、形容詞文に
は”ar”という動詞が含まれていることを示した。一方で、形容詞の詳しい派生については触
れなかったが、形容詞の「-い」という形式をどのように捉えるのかというのは実は大きな
問題である。
Nishiyama(1999)はこの「-い」の場合について、”ar”は現われていないと述べている。
さらに、この時制を支持する”ar”は現在時制の場合には随意的（optional）に現われると仮
定しているが、本稿の主張はこの仮定に疑問を投げかけるものである。
例えば、すでにいくつか例は挙がっているが、この「-い」という形式の場合にも接頭辞
や他の要素の付加による形態の変化は見られない。
(28) 小暗い、お若い、見苦しい、ずる賢い、意地悪い、…
本稿の主張が正しく、またこの「-い」が時制要素であるならば、その支持は何らかの要
素が付加した形容詞語幹ではなく、別の要素、おそらく”ar”によって満たされなければなら
ない。また、本稿の 4 節の議論も、少なくとも「ない」否定文に関しては必ずそのうちに”ar”
を含んでいなければならないということを示している。
以上のことから、
「-い」という形式をとる場合、すなわち表面上に現われていない場合に
も、”ar”が常に存在すると考えなければならない可能性を本稿は示唆している。
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このように考えれば、しばしば指摘されるように、「日本語の形容詞はそれ単独で述語と
なる」という点に関しても明確な解答が得られる。すなわち、日本語においてもやはり繋
辞は常に存在するのである。
しかし、一方で実際に”ar”の存在を想定した上で、
「-い」という形式を派生する具体的な
プロセスを示さなければならない。この点については他の現象も視野に入れた上で今後分
析を深めたい。

5.2 理論的含意
上で述べた、「日本語の形容詞文には常に”ar”が存在する」という主張がすでに本稿の理
論的含意の一つであるが、本稿の意義は日本語における語彙範疇的要素の具体的で精密な
形態統語論的研究の一つのケーススタディを提出したというところにもある。
これまでは動詞（文）と形容詞（文）の差といえば、連体修飾として使用されやすいか
否か、時制に縛られやすいか否かという点が取り上げられてきた（仁田(1998), 高橋(1998)）。
しかし、両者にははっきりとした形態統語論的な差異も存在するのである。一方で、
Nishiyama(1999)などの研究が出てきてはいるが、形式的な統語論研究においては動詞や形
容詞などは単なる語彙範疇的要素としてあまり精密に分析されることはなかった。
しかし、本稿のようなアプローチを採用することによって、いわゆる日本語学、あるい
は伝統文法といった分野で着目されてきた「活用」のような現象に関する知見を取り入れ
た形式的な研究が可能になるかもしれないのである。
また、このような視点から、日本語の一般的な語形成の理論や、時制への移動の可否な
どについて新たな現象と知見が得られるという点も重要である。
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