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「～ヨウトスル」と「～ヨウトオモウ」の機能の類似と相違 

竹村 和子 

 

１．はじめに 

 

「行こう」「食べよう」のような活用は動詞の意向形と呼ばれ、話し手自身の発話時点で

の意志を表すものである。また、その意志の他者への表明として「～ヨウトオモウ」と「～

ヨウトスル」(「動詞の意向形＋と＋omow-/su-」をそれぞれ「～ヨウトオモウ」「～ヨウト

スル」と表記する)がある。 

日本語文型辞典(1998)には「～ヨウトオモウ」と「～ヨウトスル」の用法がそれぞれ示さ

れている。「～ヨウトオモウ」については「意識的な行為を表す動詞を受けて、話し手の予

定や意志を表すのに用いる」とある。 

 

(1)お正月には温泉に行こうと思う。 

 

「～ヨウトスル」は大きく、「直前」と「試み」に分けている。「直前」については「動

作や変化が始まったり終わったりする直前・寸前という意味を表す」としている。また、「始

まる」や「終わる」などの人間の意志に関わらない無意志的な動詞が使われるのが典型的

であるとしている(1)。 

 

(2)長かった夏休みもじきに終わろうとしている。 

(3)日は地平線のかなたに沈もうとしている。 

(4)お風呂に入ろうとしていたところに、電話がかかってきた。 

 

「試み」については「意志的な行為を表す動詞を受けて、その動作行為を実現しようと

努力したり、試みたりすることを表す」としている。 

 

 (5)彼女は 25 歳になる前に何とか結婚しようとしている。 

 (6)名前を思い出そうとしても、思い出せない。 

(7)棚の上の花びんをとろうとして、足を踏みはずしてしまった。 

 

以上のように、「～ヨウトスル」と「～ヨウトオモウ」がそれぞれ説明してあるが、「～

ヨウトスル」の「試み」の機能と「～ヨウトオモウ」の「意志」の機能は大変類似してい

るように思われる。 
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１．１ 先行研究 

先行研究には「～ヨウトスル」と「～ヨウトオモウ」の両方をとりあげているものはな

い。山崎(1998)では「～ヨウトスル」の将然を説明する際、「～ヨウトオモウ」は例文に用

いているほどである。小坂(1999)では「～ヨウトシテイル」を意志の客観的描写として説

明しており、永井(1997)は日本語教育の観点から「～ヨウトスル」の単文と複文の機能を

分析しているが、やはり「～ヨウトオモウ」はあげていない。 

また藤田(2000)では「～ヨウトスル」は「～ヨウト」に「連続する表現」とあるにも関

わらず、助動詞相当の複合辞となったものとし、「～ヨウトスル」についても細かい考察は

省略されている(2)。 

このように、どちらもとりあげている先行研究はない。しかし、以下の例を見ると、「～

ヨウトスル」でも「～ヨウトオモウ」でも自然な場合がある。また、１人称と３人称でも

違いがあるようである。 

 

 (5´) 彼女は 25 歳になる前に何とか結婚しようと思っている。 

 (5″)  私は 25 歳になる前に何とか結婚しようと思っている。 

 

永井で「～ヨウトスル」の単文と複文を分けて分析しているように、本稿では「～ヨウ

トオモウ」も単文と複文に分けて、それぞれの機能について述べた上で、単文と複文の関

係についてもみていきたいと思う。 

 

２ 単文の場合 

「～ヨウトスル」と「～ヨウトオモウ」の単文を考える前に、まず意向形を伴わない形

の「する」と「思う」について、機能と人称との関わりを見てみる必要がある。その次に

「～ヨウトスル」と「～ヨウトオモウ」について考察することにする。 

 

２．１ 「する」と「思う」 

２．１．１ 「する」について 

１人称の場合は、ル形は意志を表す(未来の予測も考えられるが、本稿では未来に関して

は取り上げないこととする)。意志というのは、何をするかと聞かれた場合の返事として、

自分の意志を表明するものである。テイル形は現在進行であり、意志を表さない。タ形は

過去の行為、テイタ形は過去の継続的行為を表す。また、「いつも」や「毎日」などを伴う

とル形とテイル形は現在の、タ形とテイタ形は過去の習慣を表す。 

 

(8)  a 私はゲームをする。 

b 私はゲームをしている。 

    c 私はゲームをした。 
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    d 私はゲームをしていた。 

 

３人称の場合は、ル形は習慣を表し、テイル形は現在進行を表す。ル形もテイル形も意

志は表さない。タ形は過去の行為、テイタ形は過去の継続的行為を表す。また１人称同様、

４例とも「いつも」や「毎日」を伴うと習慣を表す。１人称と唯一違うところはル形が意

志を表さないで習慣のみを表すということである。 

 

(9) a 彼はゲームをする。 

b 彼はゲームをしている。  

c 彼はゲームをした。 

d 彼はゲームをしていた。 

 

２．１．２ 「思う」について 

中右(1979)では「思う」は発話時と同時的な、瞬間的現在時という一時点における思考

作用を含意するのに対し、「思っている」は過去のある時点から現在時にいたる持続してい

る思考作用を含意し、持続的現在時の思考作用を指し示すとしている。３人称の場合は「話

し手は第三者の発話時における思考作用に責任をとることはできない」としている。特に

「思う」が不自然な理由として、「その思考作用が第三者の、しかも、発話時という瞬間的

現在にかかわるために、話し手に、それをうかがい知る手だてがあらかじめ与えられてい

るというわけにはゆかないからである」としている。 

 (10)では、中右にもあるように、１人称の「思う」はテイルの形をとらないが、瞬間的

現在時の思考を表す。タ形は過去における瞬間的現在時の思考、テイタ形は過去における

継続的現在時の思考を表す。また、一般動詞同様、４例とも習慣を表す(ここでは１人称と

３人称の例を並べて示す)。 

 

(10) a  私はそう思う。 

       b  私はそう思っている。 

    c  私はそう思った。 

    d  私はそう思っていた。 

 

(11) a？？彼はそう思う。 

b ？彼はそう思っている。 

c ？彼はそう思った。 

    d ？彼はそう思っていた。 

 

 主観性という観点から、益岡(1997)は、「思う」や「思われる」などの思考動詞は「私的
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領域に関わる述語」であり、人物の主観的世界を表すものであるとしている。 

しかし、客観的判断を表す「らしい」や「そうだ」などを伴えば、話し手の判断を表す

ことになり、その場合もやはり第三者の瞬間的現在時の思考「思う」より持続的現在時の

思考「思っている」の方が許容度が高いと思われる。 

 

 (12) a 彼はそう思うらしい。(客観的判断) 

b  彼はそう思っているらしい。(客観的判断) 

c  彼はそう思ったらしい。(客観的判断) 

d  彼はそう思っていたらしい。(客観的判断) 

 

また、「思う」は小説や物語では登場人物に感情移入する形で用いられる。日常生活にお

いても、第三者をよく知る者が第三者の思考を描写することもある。そのため、感情移入

の場合は 

 

(11´) a ％彼はそう思う。 

b ％彼はそう思っている。 

c ％彼はそう思った。 

     d ％彼はそう思っていた。 

 

となる。(％は３人称の「思う」が不自然ではあっても、感情移入している場合は可能であ

るということを意味する。)１人称の場合と違い、３人称の瞬間的現在時の思考はル形では

なく、テイル形が継続的現在時の思考と瞬間的現在時の思考を表す。 

「する」と「思う」の機能をまとめると〔表１〕のようになる。 

 

 

〔表１〕 

 する している した していた 

１人称 ・現在の習慣 

・意志 

・現在の習慣 

・現在の継続的 

行為 

・過去の習慣 

・過去の行為 

・過去の習慣 

・過去の継続的 

行為 

３人称 ・現在の習慣 ・現在の習慣 

・現在の継続的 

行為 

・過去の習慣 

・過去の行為 

・過去の習慣 

・過去の継続的 

行為 
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〔表２〕 

 

２．２ 「～ヨウトスル」と「～ヨウトオモウ」 

２．２．１ １人称の「～ヨウトスル」について 

永井(1997)が日本語教育の観点から学習者への提示方法をあげているが、人称について

述べられているところは１箇所だけである。そこでは「１人称の主語は現在形とともには

用いず、過去の事実を客観的に描写する場合でなら１人称でも可能であるとして、次の例

文を挙げている。 

 

(13) ？皆にじゃまされても、私は意地でも教室に入ろうとする。(下線は永井による) 

(13´) 皆にじゃまされても、私は意地でも教室に入ろうとした。 

 

永井は「過去の事実を客観的に描写する時」に１人称が可能だとしているが、過去のこ

とは客観視をしなくても言えるのではないだろうか。 

しかし、ル形とテイル形は日記やエッセイなどにおいて、自分を客観視している場合に

使われる。またル形は習慣を表す機能がある。タ形とテイタ形は過去におけるある目標達

成のための意志と行為を表し(達成されたか否かは不明)、テイル形は直前ではなく、目標

達成のための過去から現在まで続いている意志を表している。(「＃」は１人称の場合に「～

ヨウトスル」が不自然ではあっても、自分を客観視している場合に可能であることを意味

する。) 

 

(14) a＃私は温泉に行こうとする。(客観視) 

b＃私は温泉に行こうとしている。(客観視) 

c 私は温泉に行こうとした。 

d 私は温泉に行こうとしていた。 

 思う 思っている 思った 思っていた 

１人称 ・現在の習慣 

・瞬間的現在時の 

思考 

・現在の習慣 

・継続的現在時の 

思考 

・過去の習慣 

・過去の瞬間的現

在時の思考 

・過去の習慣 

・過去の継続的現

在時の思考 

３人称 ・現在の習慣 ・現在の習慣 

・瞬間的現在時と 

継続的現在時

の思考への感

情移入 

・過去の習慣 

・過去の瞬間的現

在時の思考へ

の感情移入 

・過去の習慣 

・過去の継続的現

在時の思考へ

の感情移入 
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タ形とテイタ形は過去における自分の行為を表しているのに対し、テイル形は自分を客

観視している場合に用いられる。(14a)のル形は客観視をしていても不自然に見えるが、

(15)のように、客観視だけでなく習慣の機能を兼ね備えていればよい。 

 

(15)私は毎年、冬になると温泉に行こうとする。(客観視＋習慣) 

 

２．２．２ １人称の「～ヨウトオモウ」について 

中右に「思う」が瞬間的現在時の思考作用、「思っている」が持続的現在時の思考作用を

表すとあるが、ここでは１人称の「～ヨウトオモウ」の場合も同様だと考える。「～ヨウト

オモウ」は瞬間的現在時、「～ようと思っている」が持続的現在時の意志を表している。タ

形とテイタ形は、過去における目標達成の意志を表している。 

 

(16) a 私は温泉に行こうと思う。 

b 私は温泉に行こうと思っている。 

c 私は温泉に行こうと思った。 

d 私は温泉に行こうと思っていた。 

 

２．２．３ ３人称の「～ヨウトスル」について 

ル形は発話者から見た第三者の習慣を表す。それに対し、テイル形は過去から現在まで

の目標達成のための行為を表し、タ形とテイタ形は過去における目標達成のための行為を

表している。 

 

(17) a 彼は温泉に行こうとする。 

b 彼は温泉に行こうとしている。 

c  彼は温泉に行こうとした。 

d 彼は温泉に行こうとしていた。 

 

 テイル形は第三者の行為を描写しているが、ル形は(18)のように習慣を表す。そのた

め第三者の現在の行為をいうときはテイル形が使われる。 

 

(18)彼は毎年、温泉に行こうとする。(習慣) 

 

２．２．４ ３人称の「～ヨウトオモウ」について 

 ３人称の「～ヨウトオモウ」の場合も、「思う」と同じく、いずれも３人称の私的領域に

入っているので言い切りの形は(19abcd)のように不自然である。しかし話し手の客観的判
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断を表す「らしい」や「そうだ」などを伴えば自然である。また、話し手が小説や物語な

どで、３人称に感情移入している場合に可能である。ただし、この場合も「～ヨウトオモ

ウ」は「習慣」だけでなく、「感情移入」の機能がないと不自然になる。 

 

(19) a？？彼は温泉に行こうと思う。 

b ？彼は温泉に行こうと思っている。 

c ？彼は温泉に行こうと思った。 

d ？彼は温泉に行こうと思っていた。 

 

(20) a 彼は温泉に行こうと思うらしい。 

b 彼は温泉に行こうと思っているらしい。 

c 彼は温泉に行こうと思ったらしい。 

d 彼は温泉に行こうと思っていたらしい。 

 

また、話し手が小説や物語などで、３人称に感情移入している場合に可能である。その

場合、ル形は感情移入という機能だけではなく、習慣と感情移入という２つの機能を兼ね

備えていなければならない。 

 

(19´) a %彼は温泉に行こうと思う。(習慣＋感情移入) 

b %彼は温泉に行こうと思っている。(感情移入) 

c %彼は温泉に行こうと思った。(感情移入) 

d %彼は温泉に行こうと思っていた。(感情移入) 

 

「～ヨウトスル」と「～ヨウトオモウ」の人称とのかかわりを示すと〔表３〕のようにな

る。 

〔表３〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しようと  

 す
る 

し
て
い
る 

し
た 

し
て
い
た 

思
う 

思
っ
て
い
る 

思
っ
た 

思
っ
て
い
た 

１

人

称 

＃ 

(習慣＋客

観的) 

＃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３

人

称 

○  

 

○ ○ ○ ％ 

(習慣＋ 

感情移入) 

％ ％ ％ 
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３人称の行為を「～ヨウトスル」の形で描写し、「～ヨウトオモウ」を用いないのは、「～

ヨウトオモウ」が話し手の私的領域しか表せないためである。    

１人称では、(16a)「私は～ようと思う」が発話時現在の思考を表すのに対し、(19a)「彼

は～ようと思う」は現在の思考を表さない。そのため、３人称では(19´b)のように、テイ

ル形が継続的現在時の思考と瞬間的現在時の思考の両方を表すことになる。 

瞬間的現在時の思考というのは、発話時の内面の状態ということでもある。小坂(1999)

は「～たがる」や「～ほしがる」を挙げ、「～がる」が「～ヨウトスル」と同じふるまいを

するとしているが、「～ヨウトオモウ」は触れられていない。 

「～たい」や「ほしい」は願望を表すが、感覚を表す「痛い」や感情を表す「寂しい」

などもまた発話時の内面の状態である。１人称ではそのまま用いられるが、３人称の場合

はそのままでは不自然であり、「～がる」を伴わなければならない(3)。 

 

 (21) a  私はさびしい。 

b  私はさびしかった。 

  

(22) a％彼はさびしい。(習慣＋感情移入) 

b％彼はさびしかった。(感情移入) 

 

「～がる」を伴うと、次のようになる。 

 

 (23) a 私はさびしがる。(習慣＋客観視) 

b 私はさびしがっている。(客観視) 

c 私はさびしがった。(客観視) 

d 私はさびしがっていた。(客観視) 

 

(24) a 彼はさびしがる。(習慣) 

b 彼はさびしがっている。 

c 彼はさびしがった。 

d 彼はさびしがっていた。 

 

３人称では「～がる」を伴わない場合は感情移入を表す。(22a)は感情移入と習慣、(22b)

は感情移入であれば可能であり、これは「～ヨウトオモウ」と同じふるまいをしていると

考えられる。(23abcd)は客観視や習慣を表していれば、１人称に「～がる」を用いても可

能である。この自分で自分の行為を描写する時、「～ヨウトスル」の場合と同じであり、

(22ab)のように、３人称の感覚が行動に表れていない場合は、「～ヨウトオモウ」の場合と



 

 9 

同じである。 

 

２．３ 単文のまとめ 

 単文の場合は、基本的には「～ヨウトスル」は３人称をとってその意図した行為を描写

し、「～ヨウトオモウ」は１人称をとってその意志を表すのが自然である。しかし、１人称

でも自分を客観視している場合は「～ヨウトスル」を用いることが可能であった。また３

人称でも客観的判断を表す「らしい」や「そうだ」と共起しなくても感情移入している場

合は、「～ヨウトオモウ」を使えることが分かった。そして、「～ヨウトスル」と「～ヨウ

トオモウ」が感覚を表す場合と同じ法則を持っていることが明らかになった。 

 

３ 複文の場合 

永井は「～ヨウトスル」の複文である、「～ヨウトシテ」の機能を分析している。そこで

は「～(Ａ)ようとして(Ｂ)」の文型を２つに分け、１つは「前件の意図に対して予想外の結

果」でもう１つは「前件の目的を達成するための動作」と説明している。前者の例として

「プレスセンターから別の場所に行こうとして、交通渋滞に巻き込まれた」という例をあ

げている。「行く」という意図に対する「交通渋滞に巻き込まれた」が「予想外の結果」で

あるが、結果的には目的が達成された可能性も含んでいる。そのため、「予想外の結果」と

いうよりは、むしろ「中断」とした方がよさそうである。 

また、後者については「かぐや姫に言われた物を手に入れようとして、ある者は海へ行

き、ある者は・・・」という例をあげている。「行く」という意図を達成するための動作が

「海へ行き・・・」であるとしているが、目的を達成する前の段階の行為であると思われ

る。ここでは、その行為を「前段階行為」とよぶことにする。 

ここでいう前段階行為は直前の行為というわけではなく、様々に想像されうる。例えば

「コーヒーを飲もうとして、・・・」とある時、「コーヒーを飲む」ための前段階行為は 1

つとは限らない。しかもその一連の行為の幅は文化や時代や位相により異なり、決まって

いるものではないと思われる。「コーヒーを飲む」行為をとらえる時は、その瞬間と考える

以外に、その行為にまつわる一連の行為を想像するのである。 

そのため、「コーヒーを飲もうとして、旅に出た」のように、前段階として予想される行

為が意志とはかけ離れた行為に見えたとしても、「全国のおいしいコーヒーを飲む」という

ような文脈に支えられていれば可能ではないだろうか。つまり、意志と前段階行為は必ず

しも時間的に密接な関係になくてもいいのである(4)。 

ここでは「～ヨウトスル」と「～ヨウトオモウ」の複文(以下、それぞれ、「～ヨウトシテ」

「～ヨウトオモッテ」とする)について、また単文と複文の関係についても考察する。テ形

の節を「従属節」、その後に続く節を「主節」と呼ぶことにする。 
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３．１ 主節が前段階行為の場合 

まず、同じ形で比べるために、日本語文型辞典にある複文(4)と(6)の従属節のみを変化

させてテ形にすると次にようになる。（25）（26）は不自然だが、主節を前段階行為にする

と、自然である。 

 

 (25)＊おふろに入ろうとして、電話がかかってきた。 

 (26)＊思い出そうとして、名前が思い出せない。 

(27)  おふろに入ろうとして、ガスをつけた。 

 (28)  思い出そうとして、一日中考えた。 

 

また(27)と(28)の「～ヨウトシテ」を「～ヨウトオモッテ」にしても可能である。 

 

(27´)おふろに入ろうと思って、ガスをつけた。 

 (28´)思い出そうと思って、一日中考えた。 

 

どちらを使っても自然であるのは、いずれも従属節では意志を表し、「～ヨウトシテ」と

「～ヨウトオモッテ」に導かれる主節は達成するための前段階的行為になっているからで

ある。 

しかし、第三者を描写する場合、「～ヨウトシテ」と「～ヨウトオモッテ」は機能に違い

があるのではないだろうか。 

 

(27″)？彼女はおふろに入ろうと思って、ガスをつけた。 

 

３人称の場合、「～ヨウトオモッテ」は１人称よりもすわりが悪い。そこで、人称別にみ

てみることにする。 

 

３．１．１ ３人称の場合 

 単文の場合は、「～ヨウトスル」は第三者の行為を描写しているので、３人称の場合は自

然だった。このことは複文の場合にも言えるようである。第三者の行為の一部始終を見て、

その様子を描写している。 

「～ヨウトオモウ」は、単文でも第三者の思考は私的領域に属するため、第三者に感情

移入している、もしくは「らしい」や「ようだ」などをつけるという条件がなければ不自

然であった。(30)(30´)をみると、複文についても同じことが言えるようである。 

 

(29)  彼女は缶詰を開けようとして、缶切りを出した。 

(30) ％彼女は缶詰を開けようと思って、缶切りを出した。 
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(30´) 彼女は缶詰を開けようと思って、缶切りを出したようだ。 

 

(30)は小説などで第三者に感情移入している場合には、３人称でも可能である(単文の機

能と同じであるため、％を付した)。もしくは(30´)のように、主節に「ようだ」などを伴

えば自然になる。 

 

３．１．２ １人称の場合 

単文では「～ヨウトオモウ」は自分の意志を表し、１人称に用いられた。それに対し、「～

ヨウトスル」は１人称では不自然であった。複文の場合は次のようになる。 

 

(31)？私は缶詰を開けようとして、缶切りを出した。 

(32) 私は缶詰を開けようと思って、缶切りを出した。 

 

(31)の「～ヨウトシテ」は過去の自分を描写しているので、非文ではない。しかし、「ヨ

ウトオモッテ」より容認度は低いと思われる(5)。 

 

３．１．３ １人称と３人称の前段階行為について 

単文と複文の前段階行為を表にすると〔表４〕〔表５〕のようになる。 

 

〔表４〕単文の場合         〔表５〕複文の場合(前段階行為) 

 シヨウトスル シヨウトオモウ  シヨウトシテ シヨウトオモッテ 

１人称 ？(条件付きで○) ○ １人称 ？(「ヨウトオモッテ」

より容認度は低い) 

○ 

３人称 ○ ％ 

 

３人称 ○ ％ 

 

主節に従属節の意志達成のための前段階行為が表れる場合は、複文「～ヨウトシテ」と

「～ヨウトオモッテ」における３人称と１人称の使い分けは単文と同じである(１人称の「ヨ

ウトシテ」は、「～ヨウトオモッテ」よりも容認度は低い)。 

 「～ヨウトスル」と「～ヨウトオモウ」のテ形を従属節とする複文も、主語が１人称の

場合は「～ヨウトオモッテ」を用いるのが自然である。３人称の場合は第三者の思考を表

すことはできないので「～ヨウトオモッテ」ではなく、「～ヨウトシテ」を用いることが分

かった。 

 

３．２ 中断の場合 

主節で意志達成のための前段階行為が行われる場合は、「～ヨウトスル」と「～ヨウトオ

モウ」の単文と複文は同じふるまいをしていた。次に中断された場合をみていくことにす
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る。 

 

３．２．１ ３人称の場合 

「～ヨウトシテ」と「～ヨウトオモッテ」の主節に、それぞれ中断した内容を示すと次

のようになる。 

 

 (33) 彼女はオムレツを作ろうとして、やけどした。 

 (34)＊彼女はオムレツを作ろうと思って、やけどした。 

 

単文と同様、第三者の思考は私的領域に属し、行動として表れていなければ描写できな

い。そのため、(33)のように、「オムレツを作る」ために何らかの具体的な行為にとりかか

ったにも関わらず、中断してしまった場合は「～ヨウトシテ」を用いるのである。「～ヨウ

トオモッテ」は、前段階行為では３人称でも感情移入という条件つきで可能であったが、(34)

が非文となるのは、「オムレツを作る」という意志達成のために故意に「やけどした」よう

に解釈されてしまうからである。このことからも、「～ヨウトオモッテ」の主節は意志達成

のための前段階行為を表すことが分かる。 

 

３．２．２ １人称の場合 

３人称の場合は、単文では「～ヨウトスル」が自然で、複文においても前段階行為の場

合も中断の場合も「～ヨウトシテ」が自然であった。１人称の場合、単文では「～ヨウト

オモウ」が自然であり、複文においては前段階行為の場合は「～ヨウトオモッテ」が自然

であった。しかし、主節が中断した内容になると、次のようになる。 

 

 (35) 私はオムレツを作ろうとして、やけどした。 

 (36)＊私はオムレツを作ろうと思って、やけどした。 

 

中断されたことを表す場合は(35)のように「～ヨウトシテ」が自然である。それは、「～

ヨウトシテ」が、思考の段階にとどまらず、意志達成のために何らかの行為にとりかかっ

たことを示し、それが中断されたということを表しているからである。(36)は３人称の場合

と同様に「ヨウトオモッテ」が意志達成のために、故意に「やけどした」ように解釈され

てしまうので不自然である。中断の場合は３人称だけでなく、１人称の場合も単文とは異

なっている。 

 

３．２．３ 中断における「～ヨウトシテ」と「～ヨウトオモッテ」の用法 

３．１．３と同じように、単文と複文(中断)を表にすると〔表６〕〔表７〕のようになる。 
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〔表６〕単文の場合           〔表７〕複文の場合(中断) 

 シヨウトスル シヨウトオモウ  シヨウトシテ シヨウトオモッテ 

１人称 ？(条件付きで○) ○ １人称 ○ × 

３人称 ○ ％ 

 

３人称 ○ × 

 

中断の場合、「～ヨウトシテ」と「～ヨウトオモッテ」はきれいに分かれている。(33)と

(35)や〔表７〕から、「～ヨウトシテ」が人称とは関係なく中断の機能を表すことが分かる。

そこで人称で区別せずに、「～ヨウトシテ」と「～ヨウトオモッテ」について見てみること

にする。 

 

(37)  缶詰を開けようとして、手を切った。 

(37´)＊缶詰を開けようと思って、手を切った。 

 

 (37)の「～ヨウトシテ」の主節は「手を切った」が中断を表している。(37´)は「缶詰

を開ける」ために、故意に「手を切った」と解釈されるなら自然であるが、普通は「缶詰

を開ける」ために、故意に「手を切る」ことはない。そのため、「～ヨウトオモッテ」は意

志達成のための前段階行為に使われ、中断には用いられないのである。 

 

３．３ 複文のまとめ  

前段階行為の場合は、１人称と３人称は単文の場合と同じふるまいがあるのに対し、中

断の場合は単文とは違っていた。「～ヨウトオモッテ」は思考の段階にとどまっており、主

節は意志達成のための前段階行為となる。それに対し、「～ヨウトシテ」は思考の段階にと

どまらず、意志達成のために何らかの具体的な行為にとりかかり、中断してしまったこと

を表している。 

「～ヨウトシテ」の行為はさまざまなものが想像されるが、それは意志から達成までの

時間や前段階行為から達成までの時間に関係なく、意志に関連した事柄として想像される。

そのため、会話の含みとして「～ヨウトシテ」を用いて、意志とその達成のための行為に

とりかかったにも関わらず、何かが起こったことを示唆しているのではないだろうか。そ

のため、「～ヨウトシテ」の主節は達成された事柄ではなく、中断された事柄が表れるので

ある。 

以下のように、主節に「やめた」などがくる場合、「～ヨウトシテ」でも「～ヨウトオモ

ッテ」でも自然であるが、その違いも前段階行為と中断で説明できる。 

 

(38） コーヒーを飲もうとして、やめた。 

(38´) コーヒーを飲もうと思って、やめた。 
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(38)は何らかの行為にとりかかって、途中でやめたことを表している。そして(38 )́は行

為にとりかかることなく、思考の段階でやめているため、意志達成の前の段階の行為とし

てやめたことになる。 

行為の前提として必ず意志がある。聞き手が存在する会話もしくは発話において、ある

行為を描写する際に、その前提となる意志や思考は、まわりくどくなってしまうため、明

示しないのが普通である。しかし「～ヨウトシテ」のように、何らかの行為にとりかかっ

たことを明示するということは、その意志が順調に進まなかったという含みを表している。

そのため、思考のみを表す「～ヨウトオモッテ」の主節は、その意志達成のための前段階

行為となり、「～ヨウトシテ」の主節は何らかの行為にとりかかった後で、中断されたよう

な出来事が起こるのである。 

次に示すように、意志が達成された場合は、中断された事柄や前段階行為を明示する必

要がない。そのため(39)(40)のようにまわりくどい表現はせず、(39´)(40´)のように表現

するのである。 

 

(39) ＊コーヒーを飲もうとして、飲んだ。 

(40) ＊缶詰を開けようとして、開けた。 

(39´) コーヒーを飲んだ。 

(40´) 缶詰を開けた。 

  

４．まとめ 

「～ヨウトスル」と「～ヨウトオモウ」の機能について、単文での機能を人称との関わ

りについて述べ、さらに単文と複文の機能がどのように関わりあっているかが分かった。

単文の場合は、基本的には「～ヨウトスル」は３人称に用いられ、その行為を描写する時

に用いられる。「～ヨウトオモウ」は１人称に用いられ、話し手の意志を表す。しかし、１

人称でも自分を客観視している場合は「～ヨウトスル」を用いることが可能であり、３人

称でも客観的判断を表す「らしい」などと共起したり、感情移入している場合は、「～ヨウ

トオモウ」が使えることが分かった。また、１人称や３人称の感覚(「～たい」や「さびし

い」など)を表す場合について、先行研究では「～ヨウトスル」との関係だけがとりあげら

れていたが、本稿では「～ヨウトオモウ」との関係についても明らかにすることができた。 

複文「～ヨウトシテ」「～ヨウトオモッテ」の場合は、意志達成のための前段階行為を表

す場合は、１人称も３人称も単文と同じ機能を持っていた。それに対して、中断の行為を

表す場合は、必ずしも単文とは同じ機能を有しないことが分かった。単文での機能と複文

での機能が類似しながらも、コンテクストによって、役割が分担されていることを人称や

会話の含みから指摘することができた。 

 

 



 

 15 

注 

(1)例文の(2)(3)が「夏休み」や「日」のような無情物主語で、(4)は無情物主語ではないにも関

わらず、同じ扱いになっているが、この違いについては本稿では扱わないことにする。 

(2)藤田(2000)では、「～ヨウトスル」は意志引用と呼ばれる「～ヨウト」に連続する表現として、 

通常「～シヨウトスル」は「スル」に連用修飾語が付加できず、また主語等も「～シヨ

ウト」と「スル」との間に挿入しにくいことから、「～ヨウトスル」で一まとまりの助動詞

相当の複合辞となったものと考えて、ここでは一たん考察から外しておきたい。 

としている。つまり引用という観点からでは捉えにくいということである。そして、その機

能は明確にされていない。 

(3)久野(1973)には、 

These verbals represent an internal feeling. The speaker has no basis for making an 

affirmative judgment on the second or third person’s internal feeling. He can express 

only his own internal feeling. Hence, only the first person subject is allowed in 

affirmative sentences. The speaker can ask about the internal feeling of the hearer, 

but not about the internal feeling of some third person.  

とある。 

(4)永井は、「前件と後件は時間的に密接な関係がなければ成立しないようである。」として、「？

彼は作曲をしようとして、音楽教室に通った。」は不自然であるとしている。 

(5)前段階行為の場合、１人称の「～ヨウトシテ」が「～ヨウトオモッテ」よりもすわりが悪い

のは、「缶詰を開けようとして、缶切りを出した」の後で、「しかし、壊れてつかえなかった」

のように続く場合があるからであると思われるが、これについては別稿にゆずることにする。 
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