
麗澤大学言語研究センター第 22回研究セミナー 

 -1- 

「名詞らしさ」とは何か 

―コーパスから見たフィンランド語の動名詞の性質― * 

千葉 庄
しょう

寿
じゅ

 
麗澤大学 外国語学部 

e-mail: schiba@reitaku-u.ac.jp 

1. はじめに 

フィンランド語は豊富な派生接辞をもつ膠着性の高い言語である。動作や状態を表すフィンラン

ド語の名詞の多くは動詞を派生元とする派生名詞であり，数多くの接尾辞が存在する (例文 (1b) 参

照, cf. (1c) Vesikansa 1979; Karlsson 1982)。本稿では，フィンランド語の動詞派生の名詞のうち，接尾

辞 ‒minen 1 により形成される動名詞 (1a) を取り上げる。 

(1) a. auto-n  osta-minen 「車を買うこと」 

car-GEN buy-MINEN 

b. auto-n ost-o  「車の購買」 
car-GEN purchase-NOMINALIZER(O) 

c. Hän osta-a auto-n. 「彼(女)は車を買う」 
(S)HE.NOM BUY-3SG CAR-ACC 

従来のフィンランド語の派生名詞の研究は，派生プロセスそのものに関する分析が中心で，特に

形態論的な生産性や語彙化の度合いの記述に高い関心が払われてきた。フィンランド語の動名詞は，

形態論的にも，また意味の上でも高い生産性をもつ。動名詞はほぼ全ての動詞からつくることがで

き，もとの動詞の意味をよく保持している (Vesikansa 1978: 34; Nuutinen 1976: 20; Rintala 1978: 155; 

Hakulinen & Karlsson 1979: 392)。また，動名詞のとる修飾要素は，派生元の動詞による定形節のとる

項構造と高い整合性をもつ (Hakulinen & Karlsson 1979: 393—396; Karlsson 1982: 228; Vilkuna 1996: 

199—201)。 

本発表では，動名詞が節および談話構造の中で果たす役割を考察する。動名詞が「対応する動詞

の[...]パラダイムの一語形」(Sadeniemi 1951—1961: VII) として，独立した語彙要素ではなく常に動

詞からの「派生」を伴って形成されるとするならば，動名詞の用法には，通常の名詞や他の「語彙

的な」動詞派生の動作名詞のそれとは異なる特徴があるはずである。しかし，語用論的な背景を含

めた動名詞の出現環境の分析は，これまで殆どおこなわれていない (Hakulinen & Karlsson 1979: 

393—397; Sulkala & Karjalainen 1992; cf. Nuutinen 1976)。 

                                                        
* 本研究は平成 16年度文部科学省科学研究費補助金 若手研究(B)「フィンランド語の動詞派生の名詞の
統語論と語用論：大規模コーパスによる基礎研究」(課題番号 15720095) による研究成果の一部である。 
 
1 接尾辞 -minen をとる語には，動詞 olla ‘be’ ないし käydä ‘go and come’と共に用いられ，動詞と同様の
項構造を伴なう「第 4不定詞」がある。出現する構文環境，統語的な振る舞いの違いが比較的明快であ
り，本稿では第 4不定詞と動名詞の関係は考察しない (cf. Nuutinen 1976: 16—18)。 
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2. フィンランド語の動名詞概観 

フィンランド語の動名詞は，定形動詞と異なり，動詞と時制，態，法，人称を表示することがで

きず，また文全体を修飾する副詞をうけることができない。また，通常の名詞と同様，全ての格お

よび数に変化し (2, 3)，形容詞による修飾を受け (4)，また前置詞や後置詞とも自由に共起すること

ができる (5) など，名詞性が高い (Hakulinen & Karlsson 1979: 393; Sulkala & Karjalainen 1992:38—39; 

Nuutinen 1976: 18; Hakulinen et.al. 2004:839)。2 

(2) En pidä hiihtä-mise-stä. 「私はスキー(をすること)が嫌いだ」 
VNEG.1SG like ski-MINEN-ELA (Jönsson-Korhola & White 19992: 106) 

(3) Törmää-mis-i-stä oppi-i, hän usko-o.   
bump-MINEN-PL-ELA learn-3SG (s)he.NOM believe-3SG  

「ぶつかることで学ぶのだ，と彼は信じている」(sk1987) 
(4) liian pehmeä suhtautu-minen 「あまりにもソフトな対応」 

too soft react-MINEN.NOM  

(5) ennen teollistu-mis-ta 「工業化の前に」(sk1987) 
before industrialize-MINEN-PAR  

ただし，フィンランド語の動名詞は，名詞や他の多くの動詞派生の名詞 (e.g. kävely ‘walking’ < 

kävel-lä ‘walk’) とは異なり，副詞による修飾を許容することがある (6a, cf. Vilkuna 1996: 42)。 

(6) a. { hidas / hitaasti }  kävele-minen 「ゆっくり歩くこと」 
   slow  slowly walk-MINEN  

b. { hidas / *hitaasti }  kävel-y 「ゆっくりした散歩」 
   slow  *slowly walk-NOMINALIZER(U)  

c. Kävel-i-mme  { *hidas / hitaasti } käsi käde-ssä. 「私たちは手をつないで 
walk-IMP-1PL   *slow  slowly hand hand-INE     ゆっくりと歩いた」 

定形節の動詞がとる項と動名詞の修飾要素には，以下にみるように一定の統語的な対応関係がある 

(Vilkuna 1996: 199—201)。 

• 主語，目的語に対応する項は属格で派生名詞に前置される 

                                                        
2 グロスでは形態素をハイフン (-) で，また複合語の成分を等号 (=) で区切って表示する。マーカーの
顕在しない語形のもつ情報や，文法情報を複数含むいわゆる鞄型形態素のグロスは，ピリオド (.) に続け
て表記している。表記の簡略化のため，複合語や派生接辞等の形態分析は差し障りのない限りにおいて

省略することがある。グロスに用いる略号は以下の通り： 
 

&=列挙の小辞; 1,2,3=人称; 1INF=第1不定詞; 3INF=第3不定詞; ABL=奪格; ACC=対格; ADE=接格; 
ALL=向格; COND=条件法; ELA=出格; GEN=属格; ILL=入格; IMP=未完了過去; INE=内格; IPV=命令法; 
NOMINALIZER=動名詞派生辞(語尾); MINEN=動名詞派生辞; NOM=主格; PAR=分格; PASS=受動; PL=複
数; PRPT=現在分詞; PSPT=過去分詞; PX=所有接尾辞(+人称,(数)); Q=疑問の小辞; REF=再帰; REL=関
係代名詞; SG=単数; VNEG=否定動詞 

 
本文中，ことわりがない限り動詞は第１不定詞 (1INF)，名詞は(単数)主格 (NOM) の形で挙げる。 
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• 主語，目的語以外の項は派生名詞の前後いずれかに置かれる (cf. Nuutinen 1976: 47—53) 

• 主語，目的語が両方現れる場合，主語が目的語の前に置かれる  (Jokinen 1988: 360 f.n.8; 

Koptjevskaja-Tamm 1993: 168—169)。ただし，頻度はごく少なく，あいまい性が生じたり，対応

する定形節の項としての解釈が難しいことがある。 

(7) vanhemp-i-en taloudellise-n tue-n anta-minen 「両親{が／の}経済的な援助を与えること」 

parents-PL-GEN financial-GEN support-GEN give-MINEN (Hakulinen & Karlsson 1979: 395) 
(8) las-ten lahjo-j-en  osta-minen 「子供たち{が／の}プレゼントを買うこと」 

child-PL.GEN present-PL-GEN buy-MINEN  (Sulkala & Karjalainen 1992: 38) 
(9) Kustaa III:n  laiton  soda-n  aloitta-minen 「グスタフ 3世が違法に戦争を始める[た]こと」 

K. III-GEN illegal war-GEN begin-MINEN  (Vilkuna 1996: 201) 

3. フィンランド語の動名詞の出現環境 

動名詞の出現環境を経験的に抽出するため，本稿では現代フィンランド語の文語コーパス (約

2,200万語) 3 を用い，約 15,600例 (動詞の異なり語数約 4,980語) の動名詞の用例を収集した。 

動名詞の出現傾向をコーパスの用例の頻度情報に基づき適切に分析するには，比較対象となる名

詞 (ないし名詞全体) の出現傾向との対照が必要である。本発表では，派生・非派生の抽象名詞，

一般名詞のサンプルとして以下の 14の名詞 (f = 56,491) を用い，出現傾向を調査した。 

(10) ajatte-lu「思考」(派生辞-U, f = 757); ajatus「考え」(f = 4,283) (cf. ajattele-minen 「考えること」 
< ajatel-la ‘consider’) 

(11) kirja「本」(f = 7,512); kirjoit-us「書物」(派生辞-Us, f = 1,247) (cf. kirjoitta-minen 「書くこと」 
< ‘kirjoitta ‘write’) 

(12) kuva「絵，画像」(f = 15,476); kuva-us「記述」(派生辞-Us, f = 1,173) (cf. kuvaa-minen 「描く
こと」 < kuva-ta ‘describe’) 

(13) ost-os「買い物」(派生辞-Os, f = 489); ost-o「購入」(派生辞-O, f = 589) (cf. osta-minen 「買う
こと」 < osta-a ‘buy’) 

(14) aj-o「運転」(派生辞-O, f = 1,271) (cf. aja-minen 「運転すること」 < aja-a ‘drive’) 
(15) auto「車」(f = 13,095); keve-ys「軽さ」(派生辞-Us, f = 71, < kevyt ‘light’); ongelma「問題」(f = 

8,511); vahinko「損害，偶発」(f = 2,021) 

以下，収集した用例に基づき，動名詞がどのような語形で (名詞の屈折変化, §3.1.)，どのような

                                                        
3 フィンランド学術計算センター (CSC) の「フィンランド語バンク Kielipankki」(Grönroos & Miettinen 
2002, 2003) に収録されているフィンランド語のテキストコーパスのうち，本稿では頻度分析を含む主デ
ータとして日刊紙 Aamulehtiの 1995年と 1999年のデータ (総語数 20,447,243語) および補助データとし
て週刊誌 Suomen Kuvalehtiの 1987年, 1994年, 1995年のデータ (総語数 1,544,981語)，合計 21,992,224語
を使用している。Kielipankkiの詳細は以下の URLを参照：http://www.csc.fi/kielipankki/ 
出典の略号は以下の通り：aamu19xx = Aamulehti の 19xx 年の記事コーパス; sk19xx = Suomen 

Kuvalehti の 19xx年の記事コーパス; PS = Lehtinen, Marja & Eija-Riitta Grönros (Editors in Chief) (2004) 
Kielitoimiston sanakirja. (Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.) の用例データ 



  2006年 1月 26日 (木) 

 -4- 

修飾要素を伴い (動名詞の内的構造, §3.2.)，どのような文法関係で (節中で名詞が果たす文法役割, 

§3.3.)，またどのような語順で現れるか (情報構造, §3.4.) を概観する。 

3.1.  動名詞の屈折変化 

動名詞の屈折変化は，個別の出来事を表すものとして語彙化していると思われる動詞を除き，ほぼ

同様の分布傾向を持っている。このことは，動名詞のみを項として要求する動詞がないこと 4 と

併せ，動名詞が，その出現環境をふくめ，語彙的な情報を殆ど必要としないことを示している。以

下，動名詞の各変化形の頻度に関する特徴を述べる。 

• 動名詞，抽象名詞，動名詞以外の動詞派生の名詞とも，文法格 (主格，属格／対格 5 ，分格) お

よび入格の出現率が特に高い。以下は kulutta-a ‘consume’の例： 

格形 ƒ (%) 動名詞全体* (%) 

主格 kulutta-minen 31 (43.7) 7,940 (50.9) 

属格／対格 kulutta-mise-n 11 (15.5) 1,950 (12.5) 

分格 kulutta-mis-ta 14 (19.7) 2,309 (14.8) 

入格 kulutta-mise-en 10 (14.0) 1,432 (9.2) 

その他 kulutta-mise-sta (出格), 

kulutta-mise-lla (接格), kulutta-mise-ksi (変格)
5 (7.1) 1,807 (11.6) 

*動名詞全体の数値からは，名詞が文の中でなく単独で用いられる 160例余りを除外している。 

 動名詞や動名詞以外の動詞派生の名詞が個々の出来事を表すことがある。この用法

がよく使われる動名詞では，複数形や内格形など文法格以外の格形の頻度が上がり，

また複数形も現れる。以下は esiinty-ä ‘appear’の例： 

単数 複数 
格形  

ƒ (%) ƒ (%) 

主格 esiinty-minen (SG) 219 (30.8) 47 (6.6) 

属格／対格 esiinty-mise-n (SG) 71 (10.0) 19/7 (3.7) 

分格 esiinty-mis-tä (SG) 94 (13.2) 71 (10.0) 

入格 esiinty-mise-en (SG) 29 (4.1) 7 (1.0) 

その他  103 (14.5) 43 (6.1) 

合計： 516 (72.6) 194 (27.4) 

 動名詞以外の抽象名詞には，慣用句としてよく使われる格形が高頻度で現れるもの

がある。一方，動名詞には，文法格，入格形よりも高い頻度で出現する格形は殆ど

見つからない。 
                                                        
4 Jönsson-Korhola & White (19972) によるフィンランド語の結合価のリストには動名詞 (V-minen) を含
むものも掲載されているが，実際には同じ格形で一般名詞も出現可能である。 
5 対格はフィンランド語の目的語がとる格の一つで，統語構造により主格語尾(単数-ø (ゼロ), 複数-t)，属
格語尾(-n)のいずれかをとって現れる。目的語はまた，文の意味，動詞の結合価により分格形でも現れる。 
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個々の出来事を表す解釈は，多くの動名詞で多かれ少なかれ自然におこなわれる (Vendler 1963) が，

その頻度が特に高い動詞については，語彙化 6 した用法をもつと捉えることができると思われる 

(e.g. epäonnistu-minen「失敗すること(→失敗)」< epäonnistu-a ‘fail’; esiinty-minen「現れること(→出現，

出演)」< esiinty-ä ‘appear’, 例文 (16))。 

(16) Kapellimestari Paavo Berglundi-n suhteellisen harvinaise-t esiinty-mise-t 
conductor P. B.-GEN relatively rare-PL.NOM appear-MINEN-PL.NOM 
Suome-ssa o-vat nykyisin aina tapauks-i-a . 
Finland-INE be-3PL nowadays always event-PL.PAR 

「指揮者 P.B.のフィンランドでの比較的稀な出演(PL)は，最近ではいつも事件扱いである」
(aamu1999) 

文法格や入格以外の格形がどの程度の頻度で現れるかという情報は，したがって，動詞ごとの用法

上の特徴の判断基準として有効であると考えられる。 

• 動名詞の特徴として，内格形の出現頻度が相対的に低い。また，動名詞の出格形の用法は「～

について」という副詞的な用法が 8割を占めている。 

内格 出格 入格 
 

ƒ (%) ƒ (%) ƒ (%) 

動名詞 (f = 15,600) 216 (1.4) 670 (4.3) 1,432 (9.2) 

動名詞以外 (f = 56,491) 4,721 (8.4) 2,417 (4.3) 3,683 (6.5) 

3.2.  動名詞の内的構造 (動詞の種類と共起する項の種類) 

• 動名詞となる動詞は，自動詞 (39.5%) よりも他動詞 (58.4%) のほうが多い (cf. Hakulinen & 

Karlsson 1979: 394—395)。 

• 主語にあたる項が動名詞の修飾要素 (属格形) として現れる頻度 (14.1%) は，目的語のそれ 

(63.0%) と比べて明らかに少ない。主語，目的語以外に動詞が要求する項が修飾要素として共起

する比率も比較的高い (31.9%) 一方，時間などの副詞的な要素が共起する比率は 3% に満たな

い。 

 他動詞の場合，目的語を伴う動名詞の例は 80% を超える。 

 自動詞の場合，主語を伴う動名詞の例は 15% と非常に低い。 

                                                        
6 フィンランド語の動名詞にも，明らかに語彙化した意味をもつものが少数だが存在する (Vesikansa 
1978: 35; Rintala 1978: 155; Hakulinen & Karlsson 1979: 392; cf. Comrie & Thompson: 357)。動作の対象を表す
意味をもつ例 (i)，また常に複数形をとり慣用句として使われる例 (ii) を以下に挙げる (ただし，これら
の語は通常の動名詞としても自然に用いることができる)： 

(i) juo-minen「飲むもの」(< juo-da ‘drink’); syö-minen「食べるもの」(syö-dä < ‘eat’); teke-minen「する
こと，仕事」(< teh-dä ‘do’) 

(ii) ol-la (be-1INF) nai-mis-i-ssa (marry-MINEN-PL-INE) 「結婚している」, men-nä (go-1INF) nai-mis-i-in 
(marry-MINEN-PL-ILL)「結婚する」(< nai-da ‘marry’) 
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動名詞の種類として，他動詞のほうが多く，また，主語よりも目的語に当たる項を修飾要素として

とることが多いことは，先行研究 (Nuutinen 1976: 19; Hakulinen & Karlsson 1979: 394—395)でも確認

されており，動名詞が行為者を明示しない傾向を示すと論じられている。 

• 動名詞を修飾する形容詞が共起する例が少ない (6.2%)。特に主格の場合，動名詞以外の動詞派

生の名詞や抽象名詞が形容詞を伴って現れる比率 (27.1%) と比べ，動名詞の頻度は明らかに低

い (13.4%)。 

3.3.  動名詞の出現する統語構造 (節中で名詞が果たす文法役割) 

Comrie & Thompson (1985: 393—395) は，名詞化した語が使われる統語的環境として，主語，目的

語，副詞を挙げている。フィンランド語の動名詞も，これらの位置に現れる。しかし，目的語位置

に動名詞が現れる比率は全用例中の 18.2% (2,840 例) に過ぎず，主語としての出現頻度 (65.3%, 

10,189例) に比べ，非常に低い。 

目的語位置の動名詞の頻度が主語等に比べて低いことの原因として，目的語位置の動名詞は主動

詞と同一指示の主語をとることができないため，このような統語環境では通常第１不定詞が用いら

れるとされる (Hakulinen & Karlsson 1979: 397; Sulkala & Karjalainen 1992: 38)。しかし，このような例

は主動詞が第１不定詞を結合価として要求しているかどうかの問題であり，実際には目的語位置に

現れる動名詞の意味上の行為者が主動詞の主語である用例が多数みつかる (例文(18)では主文の動

詞は受身形)。 

(17) YTV harkitse-e [ paikallisjun-i-en osta-mis-ta VR:ltä ] . 
YTV.NOM deliberate-3SG local train-PL-GEN buy-MINEN.PAR VR-ABL  

「YTVは［VRから近郊電車を買うことを］画策している」(aamu1999) 
(18)  [...]  aloite-ttiin taas [ humanitaarise-n avu-n antaminen  contr-i-lle ] . 

 begin-PASS.IMP again humanitarian-GEN help-GEN give-MINEN.ACC contra-PL-ALL 

「［コントラに人道援助を与えることが］また始められた」(sk1987) 

上記の用例からも分かるように，目的語を属格型の対格形でとる主動詞が，動名詞を目的語として

とることは比較的少なく，分格支配の動詞の目的語として分格形で現れるものや，人称を示さない

受動文の目的語として主格で現れる例が数多くみられる。また，目的語位置に現れる動名詞が動詞

に前置される例は，目的語の用例の 3割 (31.4%) に及ぶ。 

属格形で現れている動名詞は，他の名詞を修飾する要素として動名詞が現れている例が非常に多

い。属格形で現れる動名詞のうち，実に 64%が名詞ないし属格支配の後置詞を修飾する。また，入

格で現れる動名詞は，動詞または名詞の支配要素として現れるものが多い。 

(19) osallistu-a [ talo-n rakenta-mi-seen ] 「［建物の建築に］参加する」 
 participate-1INF   house-GEN  build-MINEN-ILL (動詞の支配要素として, sk1987) 

(20) syy  [ henkilöstö-n siirty-mi-seen ] 「［社員の異動の］理由」 
reason  staff-GEN  shift-MINEN-ILL (名詞の支配要素として, sk1987) 
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3.4.  動名詞の出現する情報構造 

• 7割弱の用例で，動名詞は節の最初の構成素を形成する (動名詞自体が構成素の主要部になるだ

けでなく，前置詞の項として現れる場合のように，動名詞を直接支配する要素が動名詞に前置

されている例を含む)。また，動詞の直前の構成素として動名詞が置かれる例は用例全体の 6割

を超え，動名詞の重要な機能として，文の主題を提示する役割 (佐久間 1988; Vilkuna 1996) が

あることが分かる。 

• 動名詞の表す意味内容のうち，約 7 割が，既知の情報であるか，文脈中に再度取り上げられる

内容である。さらに詳しくみると，動名詞の用いられ方には，以下のような傾向がある。 

 動名詞の表す動作や状態が既知の情報である場合，動名詞を修飾する要素に新情報

が含まれる。このような場合，新情報は動名詞を形成している動詞が要求する項が

担う。 

 動名詞の表す動作や状態が新情報である場合，修飾要素が前の文脈に出現済みであ

るか (例文 21)，後の文脈で動名詞が表す内容が再度取り上げられる。 

(21) Lisä=kustannuksia tul-i myös huippu=kokoukse-n lehdistö=keskukse-n 
extra=expense-PL-PAR come-IMP.3SG also summit=meeting-GEN press=center-GEN 
katto=vuodo-sta i . Se-n i korjaa-minen  makso-i noin  350 000  markka-a . 
ceiling=leak-ELA it-GEN fix-MINEN.NOM cost-IMP.3SG about 350000 FIM-PAR 

「追加支出はトップ会談のプレスセンターの天井の水漏れからも発生した。その修繕には

およそ 35万マルッカかかった」(aamu1999) 

 動名詞の表す動作や状態が新情報であり，また，後の文脈でも話題として再度取り

上げられることがない例は，(i) 文中では主動詞の後に現れ，(ii) 文脈上重要な新

情報を含む修飾要素を伴わない動名詞に限られる。このような動名詞は，以下の例

文 (22) のように，通常の名詞と等位接続することができる。 

(22) Yli 60-vuotia-i-ta mieh-i-ä taas kiinnosta-vat mm. terveellinen 
over 60-years old-PL-PAR man-PL-PAR again interest-3PL including healty.NOM 
ruokavalio, ruis=leivä-n terveellisyys, […] sekä [ ruoka=ostoks-i-lla käy-minen ]. 
diet.NOM rye=bread-GEN healthfulness.NOM and  food=shopping-PL-ADE visit-MINEN.NOM 

「一方，60 歳以上の男性が興味を持っているのは，健康なダイエット，ライ麦パンが体に
よいかどうか，[...] そして［食料品の買い物に出かけること］である」(aamu1999) 

4. 結論と考察：動名詞と「名詞らしさ」 

これまで見てきたように，動名詞の出現環境には，他の名詞グループと異なる独自の特徴がみら

れる。また予想される動名詞の出現パターンが等しく実現するわけではなく，実際に用いられる動

名詞の種類や環境にはかたよりがある。以下に，§3.で得られた主な知見をまとめる。 
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1. 他動詞派生の動名詞が，目的語に対応する修飾要素を伴って出現する傾向がある 

(§3.2.) 

2. 文法格と入格をとって現れることが多い。ただし，目的語位置には現れにくい (§3.3.) 

3. 節の最初 (ないし動詞の直前) の構成素を形成する傾向がある (§3.3.) 

4. 文脈上前後のつながりのある内容が多く述べられる (§3.4.) 

動名詞は，想定される節の統語構造の対応関係をはっきりもつ，いわば統語的に「派生された」

名詞表現である。しかし，これまでの観察から明らかになったように，動詞を含む節をそのまま名

詞句の構造の中に詰め込むことはせず，むしろ修飾要素の出現は限定的で，節の内容をコンパクト

に表現する傾向にある。このことは，動名詞が形容詞や，動詞が要求する項以外で修飾されること

が少ないことからもわかる：動名詞が表す行為は節と同じようにその場で叙述されるものではなく，

むしろ節の内容をコンパクトに提示し，情報の追加や敷衍はその前後の文脈の中でおこなう，とい

うように，動名詞は結束性 cohesionに積極的に寄与している可能性がある。 

5. 動名詞の格形の分布はほぼ共通であり，単語による偏り(語彙化)がほとんど見られない

(§3.1.) 

名詞の「名詞らしさ」は，それぞれの単語が独自の出現環境をもちうるところにある (Sinclair 1991)。

その意味で，5. にみる動名詞の出現傾向は，「名詞らしさ」とは対極にあるものであり，名詞の共起

に関する語彙的な知識とは無関係に蓄積された，いわば純粋に文法的・語用論的な要請が頻度に反

映した結果といえる。このような分布傾向が，他の名詞グループ，たとえば他の動詞派生の名詞や

抽象名詞とどのように異なるか (cf. 松村 2001)，さらには名詞性の高さ (＝「名詞らしさ」) が統語

的な出現環境にどのように反映するかは，今後の興味深いトピックである (そのためには，個々の

名詞の出現パターンの量的な特徴をより客観的に捉えるため，名詞全体の出現傾向に関する情報を

モニターデータとして取得し，比較に使うことが望ましい (cf. Hakulinen, Karlsson & Vilkuna 1980)。

このような大規模なデータの収集・解析は，今後の大きな課題となろう)。 

 しかし，一方で，動名詞の見せる特殊性は文法情報，たとえば格形に基づく頻度 (Karlsson 1982; 

Leino 1993) を研究に利用する際の危険性も示唆する。あるコーパスに出現する名詞の文法情報にも

とづく頻度データは，個々の名詞がもつ語彙的な分布を雑多に積み上げたものであり，このような

頻度情報がはたしてどの程度の蓋然性をもって話者の言語感覚に訴え (Hunston 2002: 21)，また研究

の基礎資料とする際にどのような注意を払うべきか，今後見定める必要がある。 
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