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｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣…

の名称小考

山 田 敏 弘

1.はじめに

｢チャル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣および､その待遇的対応形式である｢テアゲル｣

｢テサシアゲル｣｢テクダサル｣｢ティタグク｣(現代では日常的には用いられない｢テシ

ンゼル｣｢テツカワス｣については､とりあえずここでは考察の対象としない)を併せ

た､3系列7形式の補助動詞群に対しては､次のような名称が用いられることがある

(考察はこれですべてではなく代表的なものに限った)｡

A.やりもらい系

i)やりもらい:市川保子(1997)

ii)やりもらい表現:江田すみれ(1983)

iii)やりもらい構造の文:村上三寿(1986)(他に､｢受給表現の文｣とも)

iv)｢やりもらい｣の補助動詞:豊田豊子(1974)

B.授受･受給系:

i)授受補助動詞:奥津敬一郎(1984)､山岡政紀(1989)

ii)授受の表現(補助動詞としての用法):庵･高梨･中西･山田(2000)

iii)受給補助動詞:宮地裕(1965)

iv)受給表現:海外技術者研修協会編(1987)

Ⅴ)授動詞の補助動詞･受動詞の補助動詞:大曾美恵子(1983)

C.受益(benefactive)系:

i)受益文(～テクレル文､～テモラウ文):天野みどり(1991)

ii)受益構文:三宅知宏(1995)､加賀信広(1997)

iii)benefactiveconstruction(s):Masuoka(1981),Machida(1998)

D.ベネファクティブ:山田敏弘

上記分類には､形式自体には特定の名称を用いず､構文にのみ名称を与える研究も含ま

れている｡また､個別の形式にはテモラウ文などの名称を与えるが､3系列を統一する

名称を用いない記述の立場もある｡

3系列の補助動詞群を包括する名称については､いずれの名称にも一長一短がある｡
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本小考では､これらの名称について少しく考察をおこなう｡

2.形式からの命名

｢やりもらい｣(｢あげもらい｣｢くれもらい｣等の名称を含む)は､形式からの命名

である｡主に､日本語教育､および日本語教育を目的とした研究で用いられることの多

いこれらの名称は､代表的な形式を挙げることで､学習者に対し日本語に特徴的なこれ

ら形式を理解しやすくするものとして､現在でも日本語教師にはもっとも馴染みのある

名称となっている｡

このような､中心的な形式を挙げることによってその類を表す方法には､現在時の形

式を表す｢ル形｣や､今や文法の世界では使われない｢てにをは｣などがある｡

しかしながら､代表的な形式をもってある形式群の名称とするやりかたには問題もあ

る｡

例えば｢ル形｣ということばは､動詞の一段動詞(およびラ行五段動詞)の終止形･

連体形の形式から取っており､ラ行以外の五段動詞の終止形･連体形を指す場合はまだ

しも､形容詞(イ形容詞･ナ形容詞)や他の活用をもっ形式の非過去時の形式右表すも

のとしてはわかりにくい｡言語研究者の取り決めの上では共通理解となっていても､や

はり五段動詞の終止形が含まれるか､形容詞はどうなのかなどは迷うこともある｡｢て

にをは｣のような接続助詞も格助詞も副助詞も含まれる(終助詞は含まれない)名称に

ついてはなおさら､どこまで含まれるのか判別しがたいものとなってしまう｡このよう

に､周辺的な形式をどこまで包摂するかわかりにくいことが､この代表的な形式を挙げ

る方法の難点である｡

｢やりもらい｣については､どうであろうか｡｢くれる｣が含まれるのかどうかで議

論されることは､相対的に見て少ないかもしれない｡しかし､｢やりもらい｣という本

動詞からの命名は､共通する形式を有するからと言って､3節以降で見ていくように働

きの面での共通点があまり多くない補助動詞までをも含む名称として用いられることは､

やはり厳密に外延を規定する用語とはなっていない｡｢やりもらい｣等の名称は､他の

言語にはあまり見られない特徴的な言語形式の存在を強調しなければならない日本語教

育での便法として､限定的に用いられることがよいだろう｡

3.語と意味の結びつき

Bの｢授受表現｣｢受給表現｣およびCの｢受益｣を用いた名称は､意味の面からの命

名である｡

名称とは単なるレッテル貼りであり､その名称と意味(概念)との結びつきはソシュー

ルのことばを持ち出すまでもなく窓意的である｡｢犬｣という動物を｢イヌ｣と呼ばな
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ければならない物質に有縁な理由はなく､巨大な犬がいたと言われるカナリア諸島原産

だから｢カナリア｣と呼ばれる鳥であっても､ラテン語のcanis(犬)という名称自体が

物と窓意的な結びつきである以上､かの烏が｢カナリア｣という名称でなければならな

い理由はない｡

しかしながら､一方で､社会慣習として定着した他の語との関連を無視して名称を付

けることはできない｡ことばは､観念的意味において物との結びつきが窓意的であって

も､内包的意味においては社会､言い換えれば言語話者の集団と結びつきは重要だから

である｡

｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣…のような文法的な形式の場合にも､やはり､

｢授受｣｢受給｣｢受益｣ということばが十全に研究対象としている範囲を含んだものか

は､慎重に考えなければならない｡

ここでは次の2点について考えてみる｡

1.名称に用いられている語の概念が､その形式の中心的機能を表しているか

2.形式が担う周辺的な機能が､名称に用いられている語によって表される概念から大

きく外れておらず許容範囲であると受け止められうるか

3.1｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣…は｢授受｣の表現なのか

｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣…は､いずれも本動詞の｢ヤル｣｢クレル｣｢モラ

ウ｣･‥が補助動詞化したものである｡本動詞の｢ヤル｣｢クレル｣は｢AがBにCをヤ

ル/クレル｣のごとく､AからBへのCという物の移動､すなわちA側から見た授与を

表し､逆に｢モラウ｣は｢BがAにCをモラウ｣と受け手であるB側から見た受領を表

す形式である｡これら本動詞を｢授受｣の表現と呼ぶことにはいささかの異論もない｡

しかし､補助動詞としてはどうであろうか｡元となった形式の意味が｢授受｣である

からといって､補助動詞として文法化した｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣までもが

｢授受｣の表現であるということにつながるかは､確認する必要がある｡

補助動詞の場合､｢物｣の受け渡しを含意するのは､

(1)結子は獅童に車のキーを渡してやった｡

(2)結子は獅童にケーキを作ってやった｡

のような場合である｡(1)は､｢渡す｣自体に物の授与という意味が含まれており､｢テ

ヤル｣という形式に物の授与という意味は含まれていない｡一方､いわゆる生産動詞

(または作成動詞)である｢作る｣などは､動詞単独ではこ格の受け手を極めて取りに

くいという点で､動詞に授受という意味を含んでいないと考えるはうが妥当である｡こ

のような場合､単なる動作動詞であっても､｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣…と組

み合わせられると､物の受け手がこ格で表され､文自体も｢授与｣という意味をもっこ
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とになる｡

しかしながら､(2)のような｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣…が授受の意味を付

加する場合は極めて限られており､より多くの用例は次のような､｢授受｣が含意され

ているとは考えにくいものである｡

(3)結子は獅童にやさしくしてやった｡

(4)結子は獅童をゆるしてやった｡

本動詞において認められる意味を､補助動詞にまで(無批判に)拡大してレッテルを

貼っていくことが適切なことであるのかと考えた場合､答えは言うまでもなく否である｡

たとえば｢行く｣が移動を表すからといって､｢留学生の数はこれからも増えていくだ

ろう｣という場合の｢テイク｣までを含めて｢移動表現｣と呼ぶには疑問があるし､

｢テシマウ｣が｢片付け表現｣かと言えばそれは明らかに間違いである｡｢テヤル｣｢テ

クレル｣｢テモラウ｣…の場合も､一部にでも(2)のような(あるいは(1)のような場

合も含めて)｢物の授受｣が関与しているために｢授受表現｣と呼ぶことがあるのは､

補助動詞としての用法全体を包括的に表す名称としてはふさわしくない｡抽象化された

｢恩恵｣の授受であるというなら､｢恩恵表現｣のはうが適切な名称であろう｡いずれに

しても､｢授受表現｣は､本動詞に限定して用いるべき名称である｡

なお､｢受給表現｣については､｢受給｣とは､通常､受ける側だけを表し､｢やる｣

のような与える側からの観点を含まないことから､本動詞にとってもやはりミスリーディ

ングな名称となる危険がある｡

3.2 では､｢チャル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣･･･は｢恩恵｣の表現なのか

3.1でも少し触れたが｢授受｣の意味の代わりとなって生じてくるのが､｢恩恵｣と

いう意味である｡｢恩恵｣とは､(1)～(4)の場合､｢結子｣が｢獅童｣に対しておこなっ

た行為を､この表現をしている人物が｢獅童｣にとって､｢利益となることである｣｢好

ましいものである｣と評価し表現したものである｡

｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣…という形式群に中心的に認められる意味が､

｢恩恵｣であることは､ほぼ万人に認められるところであろう｡では､｢授受｣の表現で

ある本動詞｢ヤル｣｢クレル｣｢モラウ｣…が､なぜ､よいことを他者に対しておこなう=

恩恵表現という意味になるのであろうか｡このことについて､益岡(2001)は次のよう

に説明する｡

この間い(筆者注:なぜ､｢てやる(てあげる)｣構文等は恩恵性を表すことが

できるのかという問い)に答えることは､実は難しいことではない｡結論から言

えば､本動詞構文の中に恩恵性の萌芽があるということである｡すなわち､｢や

る(あげる)｣等は単に事物の授受を表すだけでなく､通常､授受の対象である
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事物が当事者にとって｢好ましい｣ものであるという意味を表すということであ

る｡ (益岡2001:27)

｢行く｣という遠JL､的方向への移動が､時間的に捉えられて｢増えていく｣のような､

ある時点から見て未来への推移を表すように用いられるなど､補助動詞というのは､そ

の元となる動詞の意味を変容させつつも引き継ぐものである｡補助動詞｢テヤル｣｢テ

クレル｣｢テモラウ｣…の場合も､数の上で中心的に存在すると認められる恩恵用法が､

本動詞の｢当事者にとって『好ましい』ものであるという意味｣に由来することは､益

岡(2001)の主張するとおりであろう｡

しかし同時に､補助動詞は､その付加的存在故に､本動詞とは異なる性質の意味を表

すこともある｡この点で確認しなければならないのは､本動詞｢ヤル｣｢クレル｣｢モラ

ウ｣…に内在するとされる｢恩恵｣という意味を､補助動詞｢テヤル｣｢テクレル｣｢テ

モラウ｣…が､どの程度､どのように引き継いでいるかということである｡特に､非恩

恵的な用法については､確認しておかなければならない｡

補助動詞｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣‥･の非恩恵的な用法とは次のようなもの

である｡

(5)結子は獅童に離婚届を送りつけてやった｡

(6)(結子の発言)獅童と離婚してやる!

(7)よくもまあ､帰国の日を偽ってくれたわね｡

(8)(空港で)写真を撮ってもらっては困ります｡

非恩恵的用法には､どのような文脈であってもその形式をその文末でのモダリティ等を

伴って(あるいは全く伴わずに)用いれば決まってその意味を表すものと､文脈に高度

に依存するものとの2種類がある｡前者は､(5)(6)や従属節でしか用いられない(8)

のようなもので､非恩恵という意味を形式自体が担っている場合であり､後者は､(7)

のような､その解釈が話し手と聞き手の出来事の捉えかたに大きく依存する皮肉の用法

である｡皮肉というもののありかたについて､ここで詳細を議論する紙幅の余裕はない

が､形式と意味との関連を吟味する上では､除いて考えた方が適切である｡

では､(5)(6)(8)の非恩恵用法は､本動詞｢ヤル｣｢モラウ｣に内在する｢恩恵｣と

いう意味から､意味的変容を経て引き継がれたものなのであろうか｡

｢ヤル｣に関しては､否である｡(5)に関しては､益岡(2001)の､｢優をやった｣と

｢不可をやった｣で前者のはうが言いやすいという観察自体に疑問がある｡確かに｢不

可をやった｣には｢不可を付けてやった｣のような強意的ニュアンスを感じることはあ

るが､しかし､全く不自然とは言い切れない｡少なくとも｢不可をあげた｣のような皮

肉としての意味を含まずに用いることが､｢不可をやった｣は､できる｡(5)のような

非恩恵の｢テヤル｣は､恩恵ではない､｢放ち｣とでもいうべき意味を本動詞｢ヤル｣
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から引き継いだもの､言い換えれば､別系続的に本動詞の意味を引き継いだものである｡

一方の(6)も､この｢放ち｣が､被動作者の非存在の場合に現れたもので､こちらは

より本動詞｢ヤル｣とのつながりが希薄になる｡

｢モラウ｣についても､｢レッドカードをもらいました｣のように､サッカー中継で

繰り返される本動詞の用法は､かなり慣習化されたもので固定的であるとしても､｢不

可をもらっちゃったよ｣など､恩恵でない場合にも｢モラウ｣は多用されている1｡し

かし､このような恩恵を含意しない本動詞の用法が､(8)のような非恩恵的な｢テモラ

ウ｣の意味につながっているかといわれれば､本動詞の場合､従属節に限定されていな

いことを考えるだけでも､やはり答えは否であるとしたほうが妥当である｡

詳細については､歴史的経緯を含めさらなる議論をしなければならない点が多々ある

が､ここで言えることは､このような補助動詞が本動詞とは別個に独立してもっ非恩恵

の用法に対する議論までをも､｢恩恵表現｣という用語の下では､なし得えないことで

あるという点である｡｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣…という補助動詞を､｢恩恵｣

として括ってしまえば､そこからはみ出る｢非恩恵｣の用法は､｢恩恵｣から派生した

ものとして位置付けられるものを除いて､特別な用法として別個に扱わなければならな

いが､(5)(6)のような｢テヤル｣は特に､｢恩恵｣から派生したものでも､はみ出た特

異なものでもない｡このような用法までをも議論の姐上に載せようとした場合､やはり､

｢恩恵表現｣として全体を括ることはできないのである｡

Cとして挙げた｢受益｣表現の類は､さらに､範囲が限定される｡｢受益｣とは､恩

恵を受益者の側から見た捉え方であり､(1)～(4)で言えば､主語でも視点人物でもなく

斜格(この場合､主語以外の格という意味で用いる)の｢獅童｣の側から見た捉え方に

よる名称である｡しかし､この名称は､文法･談話上より重要な参与者である主語ある

いは視点人物からの適切な命名ではない｡主語または視点人物から見れば｢受益｣とい

うことば自体適切ではなく､｢与益｣あるいは｢施益｣といわなければならない｡この

ような｢テヤル｣まで含めて｢受益｣と呼ぶことには､やはり違和感を抱かずにはいら

れない｡

結局､｢恩恵｣にしても｢受益｣にしても､｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣…が表

す意味の範囲を､十分には包括した用語とはなっていない点で､どうしても問題が残る

のである｡

l益岡(2006:27)に挙げられる｢?脅迫状をもらった(用例判断は益岡2006)｣の不自然

さについても､むしろ､特に悪いものを受け取った場合でなくても､｢?中村博士は岐

阜大学から博士号をもらった｣､｢?推薦図書からは､生徒たちがよい影響をもらう可

能性がある｣などが奇異に感じるように､｢モラウ｣が含意する｢個人的に｣という意

味が､文脈上適切ではないためであると考えられる｡
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3.3 ｢チャル｣対｢テクレル｣における方向性による対立と

｢チャル｣(｢テクレル｣)対｢テモラウ｣におけるヴォイス的対立

｢恩恵｣という表現によっては十分に表現てきないのが､｢テヤル｣対｢テクレル｣

における方向性による対立と､｢テヤル｣(｢テクレル｣)対｢テモラウ｣におけるヴォ

イス的対立である｡詳細については､すでに別稿(2006)にて述べたが､｢恩恵｣を表す

だけであれば､1形式でも事足りる可能性のあるものを､なぜわざわざ3形式に分化さ

せているのかといえば､それは､話者を中心とした遠心的･求心的な動作/恩恵付与の

方向性の区別と､ヴォイス的な仕手･受け手という立場の違いのためである｡恩恵表示

という共通点だけをとれば｢恩恵表現｣でもよいが､談話においては､この｢恩恵｣の

ほかに各形式が対立的に有する方向性とヴォイスの特徴が､非常に重要なものとなって

くるため､｢恩恵表現｣というだけでは不十分である｡

以上､｢テヤル｣｢テクレル｣｢テモラウ｣について､｢皮肉｣として文脈に依存するも

のを除き､個別の機能と相互の関係をまとめると次のようになる｡

｢授受｣は本動詞と補助動詞としての極一部の用法にのみ有効な概念であり､｢恩恵｣

は､確かに補助動詞軍医共通の中心的意味ではあるか､影を付けた非恩恵の用法を除外

した概念てある｡また､｢恩恵｣という語に方向性による対立やヴォイス的対立は込め

られていない｡

非恩恵の用法や､方向性･ヴォイス的対立まてをも含めて考察の姐上に載せようとし

た場合､やはり既存の名称ては十分には包括的に捉えることは難しいことか確認された｡

4.ベネファクティプという用語の有効性

2節およひ3節て見たような､形式と意味とのずれ､ならびに中心的機能の絞りにく

さから､山田(2000,2004)をはじめ､筆者の一連の研究においては｢ベネファクテイ
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ブ｣という聞き慣れない用語を用いてきた｡

｢ベネファクティプ｣とは､英語のbenefactlVe､すなわち､bene(良く)とfactlVe

(作られたもののように)を組み合わせたことはてあり､語の意味としては｢恩恵表現｣

に近い｡それでも､日本語で｢恩恵表現｣としなかったのは､｢テヤル｣｢テクレル｣

｢テモラウ｣…という形式かもっ用法を､既存の概念にとらわれず､一つの範疇として

包括的に研究の姐上に載せようと企てたためてあったか､聞き慣れない用語を用いたこ

とは､十分な理解を得られないはかりか､拒否反応として多くの批判も俗ひた｡批判の

中には十分に読まれもしないままの的はずれなものもあったか､それらもすへて､新し

い用語に対し十分に得心のいく理由を説明できなかった筆者自身の責任である｡

多くの研究において使われる語になるかどうかは､それそれの研究者か取り組んてい

る研究の方向性とも大きく関与する｡本動詞との用法のずれよりも､本動詞とのつなか

りを重視したはうかよければ､｢やりもらい｣でも｢くれもらい｣でも､形式からの呼

称を用いればよいことである｡しかし､それは､日本語教育のような学習者の便宜か第

一に考えられるべき領域において使われこそすれ､研究の領域には､形式としてとこま

て指すのか､また､その機能は何なのかか十分に吟味された名称になっているかを考え

なから持ち込むべきである｡一方､｢授受表現｣を補助動詞に対して使い続けることは､

本動詞のもつ意味にこそ結びつきを有するか､補助動詞の用法の一部しか指し示してい

ないことを承知の上で用いなければならないてあろう｡｢恩恵｣や｢受益｣という語に

しても､それらの構文内での特性を議論する上では何の支障もないか､いざ､すへての

補助動詞を包括的に語ろうとすれは､恩恵という､補助動詞により典型的に現れる意味

を指しているとはいえ､やはり不十分さかいずれ露呈してくるであろう｡

繰り返しになるが､｢恩恵｣や｢受益｣という意味からのレッテルの不完全さは､方

向性という要素を取り入れていないことか大きい｡方向性については､すてに別稿

(2006)において詳細に述へたが､｢テクレル｣は､｢テクル｣ともに､談話上､重要な

役割を果たす｡また､｢テモラウ｣のヴォイスとの関連性については､多くの論考で既

に述べられてきていることである｡これらは､決して｢テクレル｣や｢テモラウ｣単独

で検討されるべきてはなく､類似の機能をもっ形式との対応において位置付けられるべ

きものである｡

今後､単に､ものの授受の延長上ても､｢恩恵｣という一側面てしかない意味にも､

限定されることなく､議論をより広範囲に進めていくには､(それか仮に｢へネファク

ティプ｣という用語でなくとも)より適切な範疇を表すことはによって土俵か作られ､

その上で議論かなされていくことが､やはり､望まれるであろう｡
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