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本発表は、以下の研究書の内容を基に、

一部新たな議論を加えた上で再構成したものです。

発表の流れ

古賀健太郎 (2020)

『語彙と文法の間で：フランス語複合名詞の生産的な形成法』

駿河台出版社, 239p.
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1. はじめに

N1 の下位分類に関わる複合名詞

couteau

couteau à beurre

couteau à pain

couteau à champignon

couteau à papier

N2 : 切断する対象物

Cf. couteau de cuisine

couteau de pêche

couteau de table

[N1 + à + N2]

dictionnaire
dictionnaire électronique

dictionnaire papier

[N1 + AdjR]

[N1 + N2]

Adjectif de relation

関係形容詞

Q1. どのような組み合わせの時に、どの形成法が使えるのか？

Q2. 形成モデルの具体像は？
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2. 関係的な複合名詞：位置づけと形式

外心的 (exocentrique) : 主要部が示されていない

内心的 (endocentrique) : 主要部は基本的にN1

► porte-drapeau（旗手 / 旗立て）, rouge-gorge（ヨーロッパコマドリ）

[N1 + N2]型複合名詞の分類

(Arnaud 2016 : 73)

N2 が N1 に対して「所属」や「目的」など、何らかの関係性を結んでいる

N2 が N1 の属性を叙述

（メタファーによる意味的拡張あり）

« N1 contient N2 » « N1 est destiné à N2 » cf. Noailly (1990), Mathieu-Colas (1996)

関係的 属詞的
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関係的な複合名詞の形式

・ à, de を含んだ構造が特に多い

・ N2 は無冠詞

(cf. Benveniste 1974, Anscombre 1991)

「限定ー被限定」

「被限定ー限定」

► 新古典的複合語 (composés néoclassiques)

cardiologie, œnotourisme, vaccinodrome

► 特定の組み合わせ

raclette party, cité mag, bébé chien

► [N1 + PREP + N2]

couteau à beurre, couteau de cuisine

► [N1 + AdjR]

train régional, dictionnaire électronique
・ 接辞付加による関係形容詞の形成

(cf. Bartning 1980, Bosredon 1988, etc.)

► [N1 + N2]

espace détente, dictionnaire papier
・ AdjRの代用としてのN2（古賀2013）

・ N2 は無冠詞

➡主要部

➡主要部

タウンマガジン
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「凝結度 (degré de figement)」の高さ (Gross 1988, 1990)

► 内部構造への統語的変更に制限あり➡関係的な複合名詞の特徴

[N1 + N2]

- soirée jeux

- soirée [jeux de société]

- *soirée ces jeux

- *soirée [[jeux] très amusants]

[N1 + à + N2]

- machine à jus d’orange

- [machine à jus d’orange] très pratique

- [machine à [[jus d’orange] frais]]

- *machine à votre jus d’orange

- *machine à [très bon [jus d’orange]]

industriel / en bouteille

jeux の下位範疇を示していれば単純語でなくても容認可

N2 : 個別の発話状況に紐づけることができない

[N1 + AdjR]

- [dictionnaire électronique] très pratique

- *[[dictionnaire] très pratique] électronique

現働化 (actualisation) の有無

➡N2が無冠詞であることとも関係している

補部（下位分類） vs. 付加部（属性叙述）
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► [N1 + PREP + N2]

atelier de cuisine

► [N1 + AdjR]

atelier culinaire

► [N1 + N2]

atelier cuisine

高い

低い

潜在的な

利用可能性

構成素の組み合わせに制限あり

atelier peinture, atelier tapas, etc.

* couteau cuisine

✔

✘

限定する側がN1（主要部）に対して果たす

統語的機能を明示する要素を含んでいる

- コネクターを介した形成法

➡ N1, N2 の組み合わせの自由度が高い

- 接辞付加による形容詞化

➡接辞付加できるかどうかに左右される

Corbin (1987)

Disponibilité（可用性）：そのプロセスが潜在的に適用される可能性。

cf. Rentabilité（収益性）：実際にどれだけの実現形をもたらしているか

ゼロ接辞による形容詞化は困難…？

※ 可用性が一様に低いというわけではない

3. 語形成プロセスの「可用性」
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- 統語規則への準拠（主要部の位置など）

- コネクター : 限定する側の統語機能を規定

C’est là un procédé qui contraste avec la composition traditionnelle 

par la facilité et l’ampleur de ses réalisations.

(Benveniste 1974 : 174) càd. la composition savante

Benveniste (1974 : 172-173) : la « synapsie »

[N1 + à + N2]    /    [N1 + de + N2]

③ 構成素の順番：統語的モデルに基づいた形成

（被限定－限定）

① 構成素の形態的独立➡統語的性質を持った構造

② コネクター：原則的に à か de ④ N2は無冠詞

➡統語機能があらかじめ規定されているからこそ、あらゆる構成素組み合わせが想定可能

可用性の高い

語形成プロセス

高い可用性を実現させる要因：

couteau à beurre couteau de cuisine
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Cf. 新古典的複合語

[[E1 + o] + E2]    /    [[E1 + i] + E2]

③ 構成素の順番：統語的に有標

（限定－被限定）

① 構成素は拘束形態素

② この構造特有のコネクター： E1 の一部を成している可能性

apiculture

養蜂

cardiologie

心臓病学

コネクター（特に o）が構成素の順番の規定に深く関与している可能性

(Dal & Amiot 2008)

cardio

Ces faits nous invitent à valider l’hypothèse que cette voyelle /o/ marque 

iconiquement le fait que le composé est à interpréter selon l’ordre néoclassique, 

donc que le constituant sémantiquement saillant est à droite.

(Dal & Amiot 2008 : 107)

➡統語規則に沿っていなくても、何らかの形で内部構造をあらかじめ規定できれば

ある程度の可用性の実現が可能になる。

➡創造的な語形成においても有効：chiraco(-)gauchisme

シナプシに比べて、構成素の候補がより限られる
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コネクターを介さない形成の場合：

別の手段によって構成素の統語機能を規定する必要性

[N1 + AdjR]

② 構成素の順番：統語的に無標

（被限定－限定）

① 構成素の形態的独立➡統語的性質を持った構造

③ 接辞によって統語機能が規定される

train régional

centre culturel

banque alimentaire

journal sportif

parc animalier

climat océanique

etc.

► [N1 + AdjR]

➡接辞付加による形容詞化：あらゆる名詞に適用可能ではない

(1) Nous nous chargeons de tous vos travaux de reproduction de documents, 

originaux papier ou informatiques, noir et couleur, dans tous les formats. 

（http://corep.fr/fr/repro-copie/?PHPSESSID=73c866522d6d752a81527278ab997874

2012年4月4日参照）

originaux papier

ゼロ接辞による形容詞(AdjR)化 ➡ AdjR 不在の代替措置？
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► [N1 + N2]

※そもそも「名詞+名詞」という構造が現代フランス語の統語規則から逸脱している

[N1 + N2]

② 構成素の順番：統語的に無標

ただし形式面でそれを判断するのは困難

① 構成素の形態的独立➡統語的性質を持った構造

③ N2の統語機能➡ゼロ接辞のため判別しづらい

ひとくくりに扱うのは適切ではない➡ ある程度の個別性を考慮する必要がある

➡それにもかかわらず、構成素の入れ替えが可能なケースが観察される。

atelier cuisine

peinture

calligraphie

poésie

tapas

bonsaï

dictionnaire

livre

document

formulaire

originaux

feuille de soins

papier

内部構造（特にN1とN2の統語機能）はどのように規定されているのか？
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4. 構文文法的アプローチの有効性

PHON

ωi ↔ Ni ↔ [one who PREDj]i

SYN SEM

[ ]j[ər]k Vj Affk

► 英語の [V-er] 型名詞のスキーマ (Booij 2010 : 8)

形態統語部門 意味部門音声部門

buy - buyer

est - eater

walk - walker

(…)

接尾辞 -er に

特定の意味情報を

想定していない

► [[x]V er]N➡ これ自体が特定の意味を持った語彙項目として機能する

-er

①語彙項目の分析 ②スキーマによる抽象化 ③高い生産性の実現

skype - skyper

Instagram - Instagrammer

(…)

Booij (2010) : Construction Morphology

構文 (Construction) : 「形式ー意味」の組み合わせを規定したもの。

構文自体がひとつの語彙情報として記録

構文は語形成（形態論）の領域にも想定できる➡語彙と統語の間に明確な違いはない

接辞ではなく既存の語彙項目が形態分析の出発点（アウトプット志向のアプローチ）
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スキーマ（→語形成モデル）を想定する利点：

1.  多義性の問題をより的確に整理できるようになる

2.  統語規則から逸脱した構造（古語法の名残など）の生産性を説明できる

3.  意味が構成的ではない構造の生産性についても説明できる

► disciplinaire（規律上の）vs. multidisciplinaire（多分野の）

[multi [[x]N aire]A]A

discipline
（規律、学問分野）

[multi-] + [discipline] + [-aire] という「足し算」ではなく、

あらかじめ[multi + N/A]というモデルがあると想定する

➡名詞 discipline を直接呼び出す流れ

► Hors de l’Église, point de salut.  （教会なくして救いなし）

[hors de [x]Ni point de salut]   ↔ [without SEMi no salvation]

「 なくして救いなし」- hors de la science, point de salut

- sans respect de la grammaire, point de salut

(…)

► [V + N] 型複合名詞 (e.g. porte-drapeau)

[[V]k [N]i]Nj↔ [AGENT / INSTRUMENTj of ACTIONk on OBJECTi]j

(Booij 2010 : 38)

指示対象が

「動作主」か「道具」で

あることが規定される

➡外心構造であっても

生産性を実現できる

(sans)
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[[bio]N/Ai [x]Nj]Nk ↔ [SEMj with relation R to SEMi]k

biologie

biographie

biodiversité

biodégradation (…)

「限定ー被限定」構造の語形成モデル

➡ « o »がコネクターとして「限定ー被限定」の語順を要求するというよりは、

むしろ [bio + E2] のような語形成モデルが、語順を含めた内部構造を規定していると

考えられる。

► [bio + E2]

[E1 + logie] や [E1 + graphie] というモデルも同様に想定される

主要部が E2 であることが規定されている 何らかの「関係」

（所属、目的, etc.）

► [N1 + party]

[[x]Ni]A [party]Nj]Nk ↔ [SEMj with relation R to SEMi]k

raclette party

brochette party

rave party (…)

主要部が N2 であることが規定されている

➡内部構造があらかじめ規定されているからこそ

規則的・生産的な形成が可能
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5. 形成モデルのあり方

► コネクターを介した語形成：コネクター以外の構成素が未指定

どこまで個別的 / 抽象的なモデルを想定するのが妥当か？

[[x]Ni [à]P [y]Nj]PP]Nk ↔ [SEMi with relation R to SEMj]k

couteau spécial champignon

insecticide spécial insectes volants

week-end à Paris spécial famille

(…)

語彙的に未指定► [N1 + à + N2]

[[x]Ni [[[spécial]Aj]P [z]Nk]PP]Nl ↔ [SEMi intended to SEMk as a SEMj target]l

► [N1 + spécial + N2] à と同様の

コネクターとしての機能が

あることを規定

spécial の語彙的意味は保持

（機能辞に完全移行した訳ではない）

► [spécial + N2] : le (numéro) spécial vacances d’été（夏休み特別号）

cf. couteau à beurre

※実際にはジャムを塗るためにも使われる
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BFMTV, le 18 août 2020www.twitter.com, le 24 mars 2020

« émissions » の省略？
[spécial + N2] が最小ユニット？

【参考】ここ最近観察された [(N1 +) spécial + N2]
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► コネクターを介さない語形成：構成素の片側だけが語彙的に指定

► [N1 + party]

[[x]N/Ai [party]Nj]Nk ↔ [SEMj with relation R to SEMi]k

事前指定
➡個別性の高い語形成モデル

（→語彙的項目）

► [N1 + N2] 型複合名詞（被限定ー限定）

➡ N1 または N2 が語彙的に指定された語形成モデル

[[atelier]Ni [[x]Nj]A]Nk ↔ [SEMi with relation R to SEMj]k

事前指定 N2がAdjRと同じ統語機能を持つことを規定

atelier cuisine

atelier bonsaï

(…)

[[x]Ni [[papier]Nj]A]Nk ↔ [SEMi with relation R to SEMj]k

事前指定

dictionnaire papier

feuille de soins papier

(…)

N2がAdjRと同じ統語機能を持つことを規定
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どのような語彙素が

N1 / N2 に事前指定されているか？

➡ ある程度の傾向あり

（実例調査：2010年8月～2017年9月）

[espace + N2]

[rayon + N2]

[coin + N2]

[service + N2]

(…)

[pause + N2]

[soirée + N2]

[atelier + N2]

[opération + N2]

(…)

それ自体が

確固たる指示対象を

持っているとは考えづらい

（区画に関わる語彙項目

が特に多い）

特定の時間軸内で

展開される出来事

（催し物）
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[N1 + enfant]

[N1 + étudiant]

[N1 + bébé]

[N1 + client]

(…)

特定のタイプの人や集団を

表す語彙項目

（AdjRとしての形式を

持たないものも多い）

※ 切除語彙素も比較的多い

[N1 + auto]

[N1 + cinéma]

[N1 + photo]

(…)

➡接尾辞の非表示で

N / AdjR の境界線があいまいに
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関係的な複合名詞の語形成モデル：全体像①
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関係的な複合名詞の語形成モデル：全体像②

「限定ー被限定」 「被限定ー限定」

[Ni [x]j]Nk ↔ [SEMi with relation R to SEMj]k[[x]N/Ai [y]Nj]Nk ↔ [SEMj with relation R to SEMi]k

[[bio]N/Ai [x]Nj]Nk ↔ [SEMj with relation R to SEMi]k

[[x]Ni]A [party]Nj]Nk

↔ [SEMj with relation R to SEMi]k

特定のN2による語形成モデル

特定のN1による語形成モデル

（新古典的複合語）

新古典的複合語ではないケースもある：

vélotourisme （N1 : 切除語彙素）

➡かなり少数派

➡少数派
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6. おわりに

関係的な複合名詞の形成法の比較

潜在的な

利用可能性

「高い」

- 統語規則に準拠

- コネクターを介した形成

「まあまあ」

- 統語規則に準拠

- 接辞付加による統語機能標示

- 接辞付加ができない場合も多い

「場合による」

- 統語規則からの逸脱

- コネクターを介さない形成

- 構成素の片方指定という条件で生産性実現

今後の展望：

- 新古典的複合語とその周辺： « o » の扱いについて

- 語彙素と語形成モデルの関わり合い： e.g. vin / [œno + E2] / [N1 + viticole]

- [N1 + à + N2 / Vinf.] や [N1 + de + N2] についての構文文法的分析

[N1 + party]

[N1 + à + N2]

[N1 + spécial + N2]

[N1 + AdjR]

[atelier + N2]

[N1 + papier]

[bio + E2]

語形成モデルは一種の語彙項目

（形式と意味のペアリング）
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