
おぎない表現タダとナオ

高 市 弘 子

はじめに

日本語母語話者は、 自分の意見を口頭で述べる時は接続洞タダやタダシを、 文翔で述べ

る時は接続詞タダやタダシ ・ ナオを駆使するが、留学生にとっては、 タダ・タダシ ・ ナオ

の使い分けは1閉迎点を含んでいるようである。

大学院留学生10名（中国人3名、 斡国人2名、 台湾人 3名、 ロシア人1名、 セルピア・

モンテネグロ人1名）に、 タダ・タダシ・ナオについてアンケートを行ったところ、 1 ~

4の設間に対しては表のような結果を得、1'· 2, · 3. · 4'のような誤用が見られた。

なお、 本稿では、 タダシについての考察は省略する。 注1

1 カツ丼が好き。（ ）、親子丼も好き。

2 I月日は授業はありません。（ ）、明後日も剖立記念日のためお休みとなります。

3 来週の土曜日に勉弛会をします。（
いてください。

）、 勉強会のテーマについては各自考えてお

4 犬が好き。（ )、1/iiも好き。
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1'＊カッJ卜が好き。全主、 親子井も好き。

2'＊明日は授業はありません。 ただし、 明後Hも創立記念日のためお休みとなります。

3'＊来週の土曜日に勉強会をします。1旦且／ただし｝、 勉強会のテ ー マについては各自

考えておいてください。

4'＊犬が好き。主且、 猫も好き。

事英、 接続詞ナオは、 次の例の場合、 森田良行(1989)も述べているようにタダに匠き

換えられ、 接続詞タダとナオは、 一見よく似た意味機能を有しているように見受けられる。

(1) I月日は授業はありません。立主、 創立記念日なので生徒会委貝は式に出席し
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なければなりません。（森田良行 r甚礎日本語辞典』）

(I') 明日は授業はありません。左旦．、創立記念日なので生徒会委員は式に出席しなけ

ればなりません。

また、横林宙祉・下村彩子(1988)に、タダについて 「前文を一応認めながら、わずかな

例外や問題点などを補足したり、念のために言い添えたりする。後件には前件の内容に反す

る評価が述べられることが多い」という記述注2 が、ナオについて 「前に述べた事を一応

切って、さらに他の事を言い添える。後件には補足説明、例外、特別な事柄の追加などが示

される」という記述注3 が見られ、両者の相述が明確ではないように思われる。

ところで、（I)のナオはタダに設き換えられたが、次のナオはタダに骰き換えにくい。

(2) 来遥の土曜日にパーテイ ー をする予定です。全主．、詳細は追ってお知らせいた

します。（横林宙世・下村彰子＇外国人のための日本語 例文，問題シリ ー ズ 6

接続の表現J)

(2') ＊来週の土曜日にパー ティ ーをする予定です。こ且、詳細は追ってお矧らせいた

します。

以上から、接続詞タダとナオの相迎を明確にする必要があると思われる。

そこで、論文末に賽料として挙げたものから、タダとナオの用例を収集した（タダ300例、

ナオ100例）。それらを用いて先ずタダの用法、次にナオの用法を明らかにする。さらにタダ

とナオの両者の相述について考察し、日本語学習者のステップアップにつなげたい。

2 タダの特徴

2. 1 対比型

接続詞タダは、大きく二つの意味用法に分けられる。 一つは (3) のように述部が対立し

ている場合で、これをここでは 「対比型」と呼ぶことにする。もう一つは述部が対立してい

ない場合で、ここでは 「添／J11型」と呼ぶことにする。

(3) 通類が低克裟oと且、うどんは携ぬ姜o

対比型はさらに二つに分けられる。一つは、前件で全体を示し、後件でその一部分に限定

して、前件の記述に例外を示し、前件と後件で全体と部分の対立をなす場合である。 (3)

のような楊合である。

(3) は、iii/件のラーメンやうどんやそばなど麺類全体について 「好きだ」と述べ、その

全体について後件で 「うどん」という一部分に限定して、その 「うどん」が 「鎌いだ」と述

べている。これを図に表すと下図のようになる。
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（麺類）

/たた／言 りとん）

（好き） （航い）
ここで、「麺類」 は 「類ム 「うどん」は「種」という綱目に属し、「麹類」 と「うどん」の

関係は下図の上位と下位の関係に相当するものである。

麺類 （類）

ラー メン うどん そば （種

）

対比型の二つ目は、前件で一屈性について述べ、その全体について後件で他の一屈性に限

定して、 前件の記述に例外を示し、前件と後件で二つの屈性の対立をなす場合である。次の

ような例がある。
(4) この椅子は色はいい。ただ、デザインがよくない。

‘’‘『 =

この例は、前件で 「色」の一属性について「いい」と述ぺ、その全体について後件で他の
「デザイン 」 という一屈性に限定して、その 「デザイン」が「よくない」 と述べている。こ

れを図に表すと下図のようになる。
（この椅子）

（色）
冒□

（良い）
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次に、対比型の特徴について述べる。第一に、タダの前件と後件の主題は共通している。

(5) F さんに関して、私は個人的な事は何も知らない。t.:t.:. この一見童話作家ふう="�,-�, --,---,-, �~· ✓ -. 0 =、

のプロデュ ーサ ーが、ひ

た

すらラジオとショウピジネスを愛している人物だとい

う事だけは、信じられた。（風に）

(5)では、前件と後件の主題は「私」で共通である。
第二に、タダの前件と後件の述部は、いくつかのパターンで対立する。 (6) のような肯定・

否定の対立、(7) のような対義的語梨による対立、 (8) のような存在の有無による対立等
がある。

(6) そう思った瞬Ill]に、因数定理がみつかった。どんなときに、どういう状況でひら
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めいたのかということはまった＜！社をえ文．竺忠涅�・んが、五旦その納Ill]のことは絆

やかに裳を登↑．の匁忠（記詭）
(6)では 、 前件と後件の述部は「おぽえていませんと 「党えているのですJで 、 肯定 ・

否定の対立となっている。

(7) あいつは聖二•竿、 家族には？羹し竺よう姜釈o （グルー ブ ， ジャマシ

ィr孜印と学習者のための日本経文型辞釦）

前件と後件の述郭内のr悪い」とfやさしい」については、 rやさしいJ は 「恙いJの評

釦こ9いする術であるから 、 「悲い」とrやさしい」は許flljとしては対義的であるといえる。

(8) 餞別とも 、 かよとも蒻変れを箕なy .:．oこ廷白い和妖の中に五円ゑゑo （花皿）

(8)では 、
「杏かれていないJ と「あるJ が存在の有熊による対立となっている。

第三に 、 タダの後件では、 前件について限定が行われている。これには、 全体から蹄分へ

の限定 、 一屎性から仙の一屈注への限定の二つのパク ー ンがある。(9)が前者、 (10)が後

者の例である。

(9) だがだいたいにおいて侶夫をかわいがってくれたから 、 倍夫は祖母が含らいでは

なかった。ただ腿の・・らとf：口．．にす3洩．．1-母だけは、妙1こ窯地悪くていやであっ

た。 （塩狩）

(9)では、 iiji牛は祖母に対する全体的評隕を表し、 後件は r 母のことを口にする時の祖

母だけJ という祖母の一面に対する評緬を表していて 、 全体から郎分への限定が行われてい

る。

(JO) 笈．のを翌翌．ば｝餞．かふ襄器．！．屯．．で、
ー

をーヤ・陀＿れ今もが抜群の若者なのである。

竿、 製が正常ではない。（国盗）

また(10)では 、 前件で湛者の武術という特枝が表され、後件で若者の性格が表されてい

る。これらtと技と性格は若者翻人の二つの属性であり 、 前件で一属性について述べその全体

について、 後件で仙の一属性に限定するということが行われている。

第四に 、 形式的ill面として 、 後件の限定部分に取り立て助罰 r（むや格助紐 「がJ、その

他rだけiわなどを伴う．

(ll) 自由に出掛けられるが、 五旦釦事の肉I：見も店合にいなければならないんだ。（森

田良行r基礎E1本語辞典』）

(ll)は、後件の限定部分頃ljfの峙IIIIJ に取り立て助祠＂むを伴っている。

2. 2添加型

以上が国比型」であるが、 次に r添加乱について述べる。

(12) ラ ー メンが低克ふ こ且、 うどんも�.

(4) - 79 -



(12)では、前件の 「 ラ ーメンが好きだ」は 「他は鎌いだ」 という推論を引き起こす。こ

の推除に対して一部に例外をつくろうとして、もう一つ好きなものがあることを付け加えよ

うとする場合である。この楊合、前件と後件で述部は共通となる。

次に、r添加型」の特徴について述べる。第一に、前件と後件の主姐は共通している。

(13) 声小説をよく読む。と互、マンガも鎌いではない。

(13)の前件と後件の主題は 「彼女」 で共通している。

第二に、前件と後件の述部は同一、あるいは同内容である。

(14) ラーメンが好きだ。ただ、 うどんも好きだ。 ((12) を再掲）
WWW - WWW 

(14)の前件と後件の述部は 「好きだ」 で同 ーである。

第三に、形式的側面として、後件の、述部が対象とする部分に必ずrもJ を伴う。

(15) （料理コンテストで） Aさんの料理はすばらしい。ム且、 B さんの料理＆すてが

たい。

第四に、二つの属性については使うことができないが、別の種のものには使える。

(16)＊この椅子は絡がいい。とこ、屁もいい。

(17) ラー メンが好きだ。ただ、うどんも好きだ。((12)を再掲）•一＾••一｀→ ‘^--

(16)は、前件と後件に、「この椅子」の 「色」と「形」の二つの屈性が述べられているが、

対比型に比して非文である。したがって、対比型は、二つの属性について使うことができる

が、i恭加型は、二つの屈性については使うことができないといえる。しかしながら、(17)

の 「 ラーメン」
「うどん」というように別の種には使える。その際、「ラーメン」 のほうが 「う

どん」 より好きだという意味になる。

第五に、上位・下位の関係には使えない。

(18)＊襲関が好きだ。ただ、 ラーメンも好きだ。
._―_-—--―_--‘‘‘‘‘ 

(18)の 「麺類」 と「ラ ーメン」 の関係は、上位と下位の1悶係に相当するが、対比型に比

して(18)は非文である。したがって、対比型は上位・下位の関係に使えるが、派加型は上

位・下位の関係には使えないといえる。

第六に、述部は状態的である。

(19) * Aさんの科理をg乏£o左旦、Bさんの料理もgご蕊o

(20)＊彼女は小説を葛ぇ稔o牟旦、 マンガ本も挑2!;,o

(19) (20)の前件・後件の述部「食ぺた」 「破った」 はともに、対象に対する動作を表し

ているが、これらの文は非文である。

また、 (21) の述部「精力的だ」 「さかんだ」は状態を表している。

(21) 彼は仕事に懇辺股鈴oと且、遊ぴのほうも妾玄必必ふ
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た37チ ー ムが出楊します。全竺とこる2恩棧$TBS 系列の全国28局ネットで実

況生中維されます。 (1r,; 日 981225)

この例では、前件の主題 「今大会」と後件の主題 「 レ ースの模様」が事柄とその関連物の

閲係にある。そして、前件の述部 「37チー ムが出場します」と後件の述部「実況生中継され

ます」は別の内容となっている。

また、 前件と後件の主題が、下位分類された個々の条件や楊面である場合がある。

(24) 観覧ご希望の方は、はがきに生所、氏名、年齢、職業、喧話番号と「観既希望」

を明記の上、〒 100-8079 産経新郎社事業局「カラオケスタジオ大成」係まで

お送りください。 28 日の消印有効。槌湧怠00紐200人をご招待します。全主�、g
駆招待券の発送をもってかえさせていただきます。（並経980213)

前件と後件の主俎濯1選」と 「発表」は、「観笈希望」 を上位として下位分類された二つ

の場面であるといえる。そして、前件の述部「100組200人をご招待します」と後件の述部「招

待券の発送をもってかえさせていただきます」は別のことを述べている。

(25) 本名、年齢、戦粟（元00も可）、郵便番号、住所、砲話番号を付記。添削するこ

とあり。二重投秘はご辿感を。原稲・写兵は返却しません。データベースに収録

し、 一般にも提供します。また、徳子新l用など本社咆子サービス媒体にも掲戟し

ます。〒 100 .:..77 産経新聞東京本社投杏係、または〒 530-77大阪本社投歯係へ。

匹03-3242-7745か06-341-3038。笈蕊品写真報道局「扱りました」係へ。

廷、栂ま＆こ也乙臥必Jtspecial @sankei.co.jpです。採用分には固柑券をプ

レゼントします。（産経980116)

「宛先」という大き なまとまりを上位として、その下位に封密•FAX・写其・メールの

宛先などがあり、 こ のように条件分けされたうちの一つであるメールをナオの後に付け加え

ているのである。そして、前件の述部 「 〒 100-77 産経新lifl•東京本社投街係、または〒530-

77大阪本社投由係へ」 「03-3242-7745か06-341-3038」「 写其報道局 「撮りました」係へ」 と

後件の述部 「special@sankei.co.jpです」は、別の内容となっている。 (24) (25) それぞれ

の前件と後件の主姐部分の関係を図に表すと下図のようになる。

JI柄以ここ：［イ｀口〗：
レ

：::::

観詑希望
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つまり、接続洞タダは、 主題であれ述郭であれ、 前件で酋っていることの一部に例外をつ

くるのが基本的な拗きである。それに対し接続詞ナオは、主題であれ述部であれ、前件で言っ

ていることに更に新しい情報を付け加えるのが基本的な拗きである。

第 1 節の（ 1) のナオがタダに骰き換えられるのは、前件の延長上に新梢報を付け加えて

いるのと同時に、前件に対する例外をつくっているという読みができるからである。 また、

(2)のナオがタダに樅き換えにくいのは、 前件の延長上に新俯教を付け加えているだけで

あって、 後件がlil/件の例外となる読みができないからである。

このように、 おぎない表現には、 タダとナオに代表される二つのおぎない表現があり、 例

外をつくるタイプ（タダ）と補足するタイプ（ナオ）があるということになる。 以上のよう

にまとめることで、 おぎない表現を日本語教行の中に位協付けることができると思われる。

注l 接枝詞タダとタダシは、と＇ ちらとも使えそうな楊合もあるが、次の例のタダシはタダに骰き換

えにくい。

(28) 店貝秘集。左旦上甜卒以上の男性。（森田良行『基礎□本研辞典J)

(28,) *!占貝る煤。全旦高卒以上の男性。
(28,)は、「高卒以上の男性」がどうであるのか述ぺられていないし、 例外になっていない。

次の例のように、述部を伴って例外をつくるなら良いということである。

(29) 店貝秘梨。左且中卒以下や女性は不可。

以上から、タダが述部とその対立を必須条件とするのに対して、タダシは述部が無くてもよい
といえる。

また、タダシは次のように、述部がある湯合、 前件の述部と対立していなくてもよい。
(30) 支援甜lJI父に代わって今回つくられた生命保険契約者保渡機構は、保険会社が破たんし

たとき、将来の保l<':iのために積み立てる;'ii壬ifliiiii金等の90％を契約者に堡馳まふ左且.1:.2001年

3月末までは同］00％を堡語まゑ。（日経981202)

接お＇t肘タダが述部を必須条件とすることは、次のような！，11)祠タダの辿ln修飾性と述統している
と思われる。

(31) 彼は、目的も無くただ歩いたc

またタダは(3が）のように、直後に限定するものが来れば、許容｝虻が埒すようである。

(32) しかし、純子の勘は当たっていた。其鍋の釆ったタクシーは〈宙路〉へ沿いたのであ

る。左旦上、夜口の方だった。（女社）

(32') 竿、裏口の方だった。
(32") ただ、それは表口の方だっi

、-．
こ。

以上から、接続岡タダは、j)1/件を受けて、限定し、述部で対立を明示するものであるといえる。

また、タダとタダシとは別の拗きがあると思われるので、いずれ別栢を用恋したい。

注2 (12)の（列は同一評価が述ぺられているのにタダが成立する。
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注3 (22)は前件と共通の主題であるがナオが成立する。
注4 会話においては、 他人が言ったことについてタダで異議を差し扶んだり、 自分が言ったことに

ついてタダで路躇を表したりする場合もある。 これらも、 前件の一部に例外をつ＜るというタ
ダの基本的機能から生じていると思われる。

参考文献
沖裕子(1998)「チャレンジコ ー ナ ー

」
r月刊言猜』 27- 9、27-10 大修館密店

グル ー プ・ジャマシイ(1998) r教師と学習者のための日本語文坦辞典』 くろしお出版
小林賢次(1996)『日本話条件表現史の研究』 ひつじ由房
高市弘子(2003)「タダシの用法」

r岡大国文論稿』31
田中京夫(1984)「接紐詞の討問題ーその成立と機能ー」 r研究沢科•日本文法J 4 明治由院
村木新次郎(1987) r?す義語の輪郭と条件J

『日本語学J 6 - 6 I月治術院
森田良行(1989)『基礎日本語辞典J 角川忠店
横林宙世・下村彩子(1988) r外国人のための日本語 例文・問題シリーズ6 接続の表現」

荒竹出版

資料
『新潮文郎の100冊(CD- ROM版）』 「女社長に乾杯！」（女社） r風に吹かれて」（瓜に） r国盗り物語」
（国盗）「塩狩峠j （塩狩）「太郎物語」 （太郎） r1じ埋み」（花埋）、 千葉康則『記憶の大脳生理学J 岱

談社CD - ROM版（記憶）、 産経新flHCD - ROM版（産経）、 日経新�II CD - ROM版（日経）、毎日
新聞CD- ROM版(4)f.日）、読売新!lHCD-ROM版（読売）
なお、出典名の内記されていないものは作例である。

（たかいち ひろこ 岡山大学大学院文学研究科修了）
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