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北海道大学留学生センタ一紀要 第 3号 (1999) [研究論文]

再び、 f___..._たばかり」について

一意味論的観点から一

中村重穂

要 国
民

本稿は、筆者が Nakamura (1990) に於いて分析した日本語のアスペ

クト表現 r_たところJ r_たばかり J の意義素のうち、後者の意義素

を構成する意義特徴を趨慶 (1982) の方法論によって再検討したもので

ある O

その結果、「ーたばかり J の意義棄には、 Nakamura(1990) で析出さ

れた〈時間的直後)と〈状態継続〉というこつの意義特徴の他に、今回

の分析によって新たに(否定的評価の後続〉という第三の意義特徴があ

ることが明らかになった。但し、この意義特徴のく否定的〉という表現

の内包には「意義素の外縁」と考えられる要素も含まれており、なお検

討の可能性が残されている O

また、今回の分析のために収集した資料から、「ーたばかり J は、そ

の文例の約70%が r_たばかりの[名詞JJという名詞修飾構造になって

いること、及び名詞修飾構造を除いた用例中約20%が後続主節と逆接関

係になっていることが判明し、この表現を教材化する場合は、これらの

構造的特徴にも留意する必要があることを述べた。

〔キーワード)r_たばかり」、意義素、意義特徴、否定的評価の後続、

意義素の外縁

1. 問題の所在

日本語のアスペクト表現「ーたところ」及び r_たばかり J1)は、日本

語教材では1980年代までは共に時間的「査後」の表現として扱われてきた。

これに関して、筆者は、 Nakamura (1990:以下前稿と略)で園賢(1982)

の方法論によって両表現を意味論的に分析し、その意義素を構成する意義

特飯として、 r_たところJ の場合はく時間的直後〉、「ーたばかり」の場

合は①〈時間的寵後〉及び②前記①に於ける動作・作用が完結した直後に
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生起した状態が何らかの形で継続しているという〈状態継続〉の二つを明

らかにした。

その後、この結論に対し、圏!黄哲粥氏2)から、「否定的評価が後続する」

ということが i_たばかり j の意義素に含まれるのではないか、というご

指摘を頂戴した。これは、前稿の分析対象 4用例中 3用例の「ーたばかり」

に否定的評価が後続することに着呂されてのご指摘であった。そこで、本

稿ではこの閤麗氏のご指摘に応えるべく、再度 i _たばかり」を意味論的

に分析し、その意義素を考察することを目的とする。

2. 先行研究の概観

本章での先行研究は、前稿で既述のものは省略し、前稿以後に現れたも

のを中心として、これらを教材と研究文献に分けて見ることにする。

2.1 日本語教材に於ける r~たところ」と r~たばかり」

今回は以下の 6種の教材を参看した。説明は 6以外は英語である O

1.アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター(1987) “AnIntroduc-

tion to Advanced Spoken Japanese (IASJ)"凡人社

2. 能登博義 (1992) “Communicatingin Japanes巴 (CJ)"創拓杜

3. 東京日本語学校 (1993) 守iII'現代B本語立・文法解説』東京日本語学

校

4.筑波ランゲージグループ(1994)“SituationalFunctional Japanese (SFJ 

2nd ed.)"凡入社

5. 三浦・マグロイン (1994) “AnIntegrated Approach to Intermediate 

Japanese (IAU)" The Japan Times 

6.羽田野洋子・倉八順子(1995)i'日本語の表現技術…読解と作文一中級』

古今書院

これらのうち、 2-4と6は両者を指導項目化しているが、 1は i_た

ところ」のみ、 5は「ーたばかり」のみで i_たところ」は英訳だけであ

るO 概括的に言うと、これらの説明では、 i_たばかり」は概ね英語の“to

have just taken place/done/finished" と対応され、「ーたところ」もほぼ

同様に“tohave just taken place/done/happened" として捉えられており、

6でも前者は「直後を表す」、後者は「はじめた直後」と書かれているの

みで、違いは分明にされていない。その中で 2のみは両者の違いにある程
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度踏み込んでおり、「ーたところ」を“Plainperfect" とし、「ーたばかり」

についてはへ..th巴speakerfeels almost no time has passed since the action 

expressed by the verb was completed，一・た十ところだ， however， maintains 

a considerable degree of objectivity in expressing the time span between 

action and utterance" としている。

また、 4は接続形式に着目し、“ [V-taJ ばかりなので/ばかりで is

used to indicate that a situation obtains because the action [V -taJ took 

place only recently，"と説明した上で、 il. 日本に来たばかりなので日本

語がよくわかりません。 2. 日本語の勉強を始めたばかりで、まだよくわ

かりません。」という、否定形が後続するこ例を提示している。同様の例

文は、 5に「日本へ行ったばかりの時は、日本語が分からなくて困りまし

た。」が、 6に「日本に来たばかりなので、まだ日本語が全然わからないけ

があるが、いずれも否定的評価が後続することには意を払っていない。

次節では研究文献でのこれらの表現の扱いを見ておくことにする O

2.2 研究文献に於ける r~たところ」と r~たばかり」

まず、酒入他(1991: 161-162)は、この「ーたところ」と i_たばかり」

の違いについて、前者を時間的藍後(時間的甚後を中立的に伝える)、後

者を時間的直後十心理的直後(心理的直後感とそれに伴う感慨を伝える)

と捉え、前稿の諸文献よりもさらに踏み込んだ、解釈を行っている。

寺村 (1984: 292/1991 : 179)は、「ーたところJ を i_シタ(既然)

十トコロダ(そういう段階にある、という状況の説明)J と捉え、「ーたば

かり」については「叙述対象の時点と発話時点とのあいだに僅かな時間し

か経過していないことを暗示する点が特徴である」と述べている O

さらに、 }I¥越 (1995: 209)は、両者とも「できごとの起こった直後を

示す」とした上で、「ーたところ」は「その時点を示すことに重点があり」、

「ーたばかり」は「直後の状態として予想される事態をつねに念頭に置い

た表現である」と述べている。

その他、日本語教育誤用例研究会 (1997: 197)では、「ーたところJ を

「その動詞の表すことがらが実現、成立、あるいは完了した時点から、あ

まり時間がたっていない局面にあることを示す表現」とし、「ーたばかり」

は、「同じく時間がたっていないことを示すが、その動詞の表す事柄の成

立時、あるいは完了時の状態から、次の状態・行動に移れるほど時間がた
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っていないという話し手の気持ちを表す表現である」という、これまでの

諸文献中最も詳しいと言ってよい説明がなされている。最後に、辞書であ

るがグループ・ジャマシイ(1998: 331/494)では、「ーたところ」につ

いては「動作・変化がその「直後』の段階にあることを表すJ とし、 i_

たばかり」については「動作が完了してから、時間があまりたっていない

ことを表す。動作の甚後でなくても、…話し手にとって時間がたっていな

いと感じる場合にも使える」と記している O

前稿から 9年が経過したにもかかわらず、教材が一部を除き、未だに両

者の違いを明確化していない点には、問題を感じずにはいられないが、こ

れに対し、研究丈献の方は両者の意味の解釈に以前より踏み込んでおり、

特にJ11越と日本語教育誤用研究会のものは「直後の状態」を「ーたばかり」

の意味のーっとして析出した点で筆者の結論に近づいている。

加えて、これらいずれもが、「ーたばかり」に百定的評価の合意がある

ことを示唆している点は注目に値する O 酒入他 (1991: 162) は、 rw飲ん

だばかりです』と言われると、 fだからもう飲めない』とか F飲みたくない』

とかいった話者の思いが感じられるj と述べており、寺村 (1991: 180)は、

「いまホテルに着いたばかりです。のような使い方のパカリにも、暗に、

くまだ着いてから僅かしか時聞がたっていない(からーするのはむりだ))

という意味がこめられていることが多い」と説明している O さらに、川越

(1995 : 207) も「いいわね、この問、九州にいらしたばかりで、今度は

北海道なのつ」という例文を rw直後』の状況として期待に反するものだ

という意味合いになる」と解しており、いずれも何らかの否定的評価が合

意されていることを示している。

しかし、これらは全て単文レベルの例をもとにそこから類誰される含意

のみについて論じられており、文脈内で、の否定的評価の後続の有無につい

ては未解明である点で、否定的評価の後続を r_たばかり」の意義素と認

定し得るかどうかに関してはなお考究の余地を残すものとなっている O

そこで、以下では r_たばかり」の丈を、それを含む文脈に於いて観察

することによってこのような否定的表現/内容の後続の有無について具体

的な用例を元に分析を行う。

3. 分析の方法と対象

本章では、まず、分析の基礎資料の抽出について簡単に説明しておく。
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3.1 基礎資料の抽出の手順

本稿でも龍稿同様、闘唐 (1982) による意味分析の方法を用いた。今回

利用する基礎資料の抽出手続きは以下の通りである O

①小説、エッセイ、評論、評伝、ルポ、雑誌からなる計70冊の文献から í~

たところJ 77例と í~たばかり J 224併の用例を抽出した。

②用例中の「ところJ と「ばかり」の部分を両者併記の形([ところ ば

かり])で二者択一式の質問項目化し、日本人インフォーマント 3名(全

員30代の東京語話者)にその適合牲について(両者とも適合あるいは不

適合の場合も含め)内省による判定を依頼した。但し、うち 2例は固有

名詞(書物の表題に「ーたばかり」を含む)であったため、除外した。

③上記②の結果から、インフォーマント 3名が全員 í~たばかり」の方が

適合すると判定した用例141例を抽出した。

④上記141開中102例は í~ たばかりの〔名詞JJ (i ~たばかりという[名調JJ

l例を含む)の形であったため、この名詞修飾化が意味に影響を与える

可能性及び前稿の用例(名詞修飾型を含まない)との整合性を勘案し、

この型の用例は今回の分析の対象から除外した。

⑤上述の、両者が paradigmaticに互換可能な文眠的意味分野を持つ用例

を内省的判定法により排除した残り 39例を基礎資料として確定した。

3.2 分析の方法

分析の方法としては、既に3.1で述べたように、まず対眼的作業原則(闘

麿1982: 241-243) に則って対照的文脈を利用して「ーたばかり j の適合

性を判定し、両者が paradigmaticに互換可能な文脈的意味分野を持つ用

例を排除した。「ーたところ」については、原文が í~たところ」でもイ

ンフォーマント全員が「ーたばかり」と判定するものが出現する場合を想

定したが、今田の調査ではこのケースは出現しなかったため、 í~ たばかり」

の39用例が確定した段階で「ーたところ」の用例は除外した。

その上で、抽出した39例について吋ーたばかり』には何らかの否定的

評価が後続する」という仮説を立て、呼応の作業原則(圏賢1982: 202) 

により syntagmaticに否定的評価が後続するかどうかを検討した。その際、

単文レベルで判定が困難な用例については前後の文脈からも検討を行っ

た。
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3.3 基礎資料となる用例

以下に分析の対象とした用部を示す。( )内の略号は書名、数字は頁

を表す。正式書名は稿末に掲載し、番号は調査票の通し番号を使用した。

なお、調査票には「ーたばかり」を含む丈を文眠レベル(概ね段落単位、

但し文の主題や対象に応じて前後の段落も含む)で記載したが、本稿では

紙数の制約上，-たばかり」を含む文を中心にした形で記載し、分析の必

要に応じて前後の文脈を提示することとする。

9. その頃、万紀子は美術大学に入学したばかりだ、ったが、一年も経たな

いうちに家を出て、学校の近くのアパートに移っていった。(瑠・ 97)

10. いつもの庖に違いなかった。昨日も皆でそこに集まったばかりだとい

うのに、また性懲りもなく酒を飲んでいるのだろうか。(現・ 103)

24. 貧血で倒れたことなどかつて一度もなかった。入社したばかりで緊張

が続いていた上に、一時間以上もラッシュにもまれることに慣れていな

かったからだろうと思っている。(彼・ 124)

50. その長崎に住む「中田」から、十日ほど前の早朝、電話があった。女

学生時代のクラスメートの、死を告げる電話である。電話をもらった前

日、息、をひきとったという O 去年 (1988年)の九月、長崎に帰郷した折

りに見舞った、クラスメートである。病院への見舞いも「中田」が連れ

ていってくれた。その時クラスメートは、手術したばかりだった。色白

のほほに血の気がのぼり、元気そうにみえた。来年はまたみんなで、平

和祈念祭にいきましょう、と私はいった。彼女はにこにこ笑って、行こ

うね、といった。(昭・ 95)

55. 午前十時を少しまわったばかりだというのに、関東美術センターの事

務室は、制作局よりはるかに活気に満ちていた。総じて美術さんたちの

出 勤時間は制作の連中よりも早い。(ト・ 80)

65. 'いえ、それは岡村さんにもお話ししたんですが、二月ばかり前にー

人でフラッとやって来たんです。濯ってくれっていうから、どういう商

売なのか判ってんのかつて開くと、友達から聞いて承知してるっていう

もんでね、可愛い顔立ちしてるから、これはいいかなって思いまして。

ちょうどその三日ほど前にタイの女の子が二人揃って辞めたばかりで、

こっちも手が無くて弱ってたところでしたしねJ 湘・ 170)

67. うちのビデオは去年買い替えたばかりで、コード予約ができるシステ

ムのはずなのに、新開にリモコン押しつけても何の反応もないんだ。壊

-hυ 
q
ベ
υ



れてるのかと思った。( 湘・ 191)

70. 当時の私は酒の飲み方を覚えたばかりで飲み方も知らなかったので、

例えば内呂氏を招待して石狩鍋などでご馳走したときにたまたまあった

高価なブランデーを出し、さすがに内田氏に「ブランデーは合いません

ね」と言われてしまったことがある。(北・ 158)

76. 今度は孫三郎が児島に言った。

「もう一度絵を買いに行って下さらんか」

帰国したばかりであり、児島もさすがに腰を上げるわけには行かない。

(わ.176) 

80 だが、論争は始まったばかりであった。 Q自身も、自分の加撃が相手

の表面をすべっただけで、まだほとんどなんの致命傷もあたえていない

ことは承知していた。 (Q・112)

95. ぼくがフォーク評論家としてデビューした七一年秋頃は、拓郎はデピ

ユーしたばかりでまだ売れていなかったし、陽水はまだテゃビューさえし

ていなかった。(新・ 79)

111.我々は結婚したばかりで、自慢するわけじゃないけど、ギネス・ブツ

クに載ってもおかしくないくらい貧乏だ、った。(カ・ 156)

127.疲れの癒えぬ、つらいきれぎれの眠りのなかへ、スピーカーの声がひ

びきこんでくる。眠ったばかりなのに、夜はしらしら明けているらしい。

(横・ 99)

133.しかも、その頃谷崎は七十四歳で、その十月に狭心症の発作を起し、

東大病説に入院し、十二月に退院したばかりであったのに、わざわざ熱

海市伊豆山の邸から上京してきたということであった。(青・ 5)

145.理恵は外田通信社に入社したばかりで、新しい仕事のプレッシャーが

あった。アレックスと離れて暮らすことからくる不安と寂しさもあった。

(パイ・ 17)

149.ここはいま大きな大学になっていますが、その当時はできたばかりで、

大学院しかなかった。ぼくはその二期生 で す 。 ( 精 ・ 57)

150.一一学生はどのくらいいるんですか。

それがたった十名なんですよ。できたばかりだ、ったから、学生より先生

の方が数が多かった。だから、学生は大切にされて、勉学の環境は実に

恵 ま れ ていました。( 精・ 58)

151.ぼくの場合、はじめの一年間リサーチ・アシスタント、あとの四年間
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ティーチング・アシスタントをしました。といっても、 UCSDの場合、

できたばかりで、まだ学部の学生をとっていなかったから、ティーチン

グ・アシスタントといっても名ばかりで、実際には何もしなかったんで

す 。( 精・68)

153.UCSDは、いまは非常によくなったけど、当時はできたばかりで、

知っている人が少ないローカル大学です。ハーバードとか、 MITとか、

カルテック(カリフォルニア工科大学)といった世界的研究の中心地か

ら見たら、はずれもいいところなん です。(精・ 118)

165. rどちらにお行きになるのですか。フイレンツェですか。きょうは国

鉄のシオベロで夜の九時まで列車は動きませんよ。もう一泊なさったら

いかがで、すかJ (引用者註:シオベロニストライキ)

「シオベロ、おとといやったばかりじゃないですか」

「おとといのシオベロは政府に反対するため、きょうのシオベロは国鉄

職員の待遇改善を求めてのものですよJ

やれやれ。理由はなんであれ囲ったことだ。 (イ・ 94)

169. rシニョーラ、落ちついて。このハンカチで涙を拭きなさい。まだ事

f牛が起きたばかりで、妹さんもあなたも混乱しています。子どもたちだ

ってショックから立ち直つてないでしょう O そんな状態で将来のことを

すぐに決めるのは無理です。もう少し時間がたってから、落ちついてか

ら、もう一度妹さんとゆっくり話し合えばいいじゃないですか」

(イ・ 165)

174.大学を出てサラリーマンになったばかりで、生意気な盛りのころの話

である。取引銀行の人と事務的処理の方法について意見が異なり、話し

ていくうちに興奮してきて激しい議論になった。(パ・ 205)

179.ところが、残念ながら日本美術史の分野においては、ジェンダーの視

点に立脚した研究ははじまったばかりであり、また、ジ、ェンダーの観点

からの「美術」の分析を受け入れがたく感じる人々が抜然多いように見

受けら れる。(日 ・ 13)

180.美術作品の中に描かれた他者は、身分や階級、人種や民族など、歴史

的・地理的に実践されてきた人間杜会の分断に対応するかたちで創造さ

れている。そのことに、文化批評の理論を考える思想家や、歴史、美術

史を学び、研究するものたちが気づきはじめてすでに二0年以上月日が

経過した。しかし日本美術の見宜しはまだ、はじまったばかりだといっ
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てよいだろう。(日・ 99)

181.黒田は東京美術学校の教授として洋画壇の頂点にあった。また、太田

はフランスから帰国したばかりで、後期印象派のスタイルを学んできた

画家として批評家にも注自されて いた。(日.194) 

186. 'どうやらおめえにバイクをころがす資格はねえな。オイルがカラだ。

こりゃエンジンがオシャカかも知れねえぞJ

「あれえ、オイルならこの問、入れたばかりなんだけどJ プ・ 214)

191.七歳のアルベール君は、キャンプにきたばかりだ、った。素直な子で、

育ちのよさが分かる。反政府軍が進攻してきた白、役人の父親に連れら

れ、ルワンダ南部から家族全員で満員のトラックに乗り込んだ。途中で

トイレ停車があり、道蕗わきの茂みでみんなとおしっこした。終わって

道路に戻ったら、 トラックは行ってしまっていた。(食・ 104)

197.妻の昌子さんとは一年前に結婚したばかりで、ナイロピの下町の小さ

なアパートに住んでいる O その昌子さんが日本に里帰り中、むかし銃撃

で負傷した足の傷口が聞いてしまった。食事の支度もできなくなったと

いう話を開いて、「それなら家に来れば」と声をかけた。彼は片手にキ

ーボードをかかえ、片手にネコを抱いてやってきた。(寝・ 112)

199.パチのキャンフ。は三週間前にできたばかりだった。オーストラリア人

の法師 (43) によると、現在二万五千人が収容されており、毎日八百人

前後が流入してきているという O

医療テントをのぞ、いた。地面にじかに敷かれたどニールシートの上に、

骨と皮だ、けの人間がずらりと寝かされていたO ベッドがないのだ。

子どもと年寄りがほとんどで、全員がリンゲルの点滴を受けている。

(寝・ 140)

207.採用されることになった。いなかからでてきたばかりだ、ったので 'f吏

いやすい」と経営者におもわれたのであろう O 朝九時から五時半まで。

賃金は七千円。職安の紹介状にはそう書かれていたが、面接では場合に

よっては八時まででも、そして賃金は、二ヶ月の試用期間中は六千円、

といわれた。 そ れ で も い い こ と にした。(ぼ・ 36)

213.ある目、農協にいって、昔の鉱害の記録をみせてもらっていた。なに

げなく、交通が不便でL因っていることを口にだすと、

「わしのとこに来んですか」

と三五、六歳の職員がいってくれたのだった。井田裕夫さんだ、った。
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農協からの細い道を歩いて彼の家にむかうときでも、ぼくは半信半疑だ

った。彼とはその日はじめて会ったばかりである。まったくの初対面の

男を、井出さんは居候にしたのであるほ・ 94-95)

235.その日本人の知人は少し当惑して「いや、西部は着いたばかりで喋る

のを躍賭しているだけで、別に変な奴ではないんだよ、新古典派経済学

のこともよく知っているんだ」と弁護してくれます 正統派の経済学

を知っているということが一種の身分証明らしいのです O 

(屡・ 107)

241.居間のテレビをつけたまま、お風呂から戻ってくるとテレどが消えて

いる。私のつけっぱなしておいたテレビを消して歩くような小姑は、私

のところには、人間でもネコでもいるはずはない。あわてて、リモコン

を押したが手応えがまるでない。

ネコのやつが暴れ回って、コンセントを抜いてしまうことはよくあるこ

とである O 前には、線をかじってしまったばかもいた。よく感電しなか

ったものだ。でも、今日はコンセントも線もしっかりとしている O

「このテレビ買ったばかりだよ」

裏返して、わかる範囲の線は皆しっかりと屈定されているのを確かめた。

(哲・ 137)

248.私が大学へ入ったばかりで、口紅のひき方もしらなかった頃、幼稚留

からエスカレータ一式に進み有名女子大の英文科に入った彼女は、週に

二回、赤坂プリンス・ホテルの美容室にトリートメントに通うのを習慣

と していた、といったらほぼ想像がつくだろう花・ 106)

254.緊急出動センター中の電話が鳴りっぱなしで、全i券員が対応、にてんて

こ舞いをしているのだ。俺のデスクの電話も、切ったばかりなのに、ま

たすぐ鳴り出していた。

「どういうことだ、こりゃあ」

俺があっけにとられていると、緊急出動隊の隊長である実相寺が部屋に

駆け込んで来た。(東・ 59-60)

261.突っぱねようと思ったのだが、ハッセル・ブラッドの新しいカメラを

購入したばかりで、事務所にその代金のローンを組んでもらって間もな

い立場としては、断るわけにもいかなかった。(東・ 139)

275. ，-手前ェこの野郎、サードのADがカメ 1)ハ出勤たあ、いい度胸じゃ

ねえか。遅刻の理由を言ってみろ」

ハ吋
d

q
t
u
 



「あの、バスケットシューズが昨日買ったばかりだったんで、出がけに

紐を通してたら、ついついこんな時間になっちゃってJ ガ.14) 

287. r釣りはどうです ?J

「ここんとこ、とんと御無沙汰。何せ『ウルトラマン」と違って、俺は

貧乏くじ。もう、昼メロよろめきでどっと客が来る時代じゃないんだよ O

『背信の告白J も訂ちきりで、秋から「紫野ゆきJ つてのはじめるんだ

けど、意気あがらねえや。ライターの神原浩ーがいまひとつでね。そう

だ、佐治田貸してくれよ」

「貸すも何も、僕だ、ってっき合ったばかりだからJ 星.147) 

289. r終りだよ、終り。視聴率でいい気になってたって、あんな新企画じ

ゃ先が知れてるよ O 第一、番組の内容を制作サイドが考えるんじゃなく

て、商品化第一の玩具屋がリードしてくんじゃ本末転倒だぜ。円ちゃん

は自分とこのプロと局の間で気の毒な板ばさみだから、俺も同情はする

が、新シリーズにはついていけないな。他に行くつもりだよ。平ちゃん

は挟画部に来たばかりだし、円ちゃんに拾われた身だからしばらくっき

合って、せめて妙な方向にいくのを食いとめるんだな」

「そんなこと……J 星・ 183)

以上が今回の分析の対象とする39例である。これらの用例は、以下の分

析に於いても必要に正、じて(一部は部分的に)引用することにする。

4. 分析

4.1 分析(1)一否定形あるいは否定的表現・内容の後続一

3.2で立てた仮説に基づいて39例を見てみると、 70、76、80、95、149、

151、248の7例には「ーたばかり」の後続節または後続文に否定表現=文

型としての否定形が存在し、話者自身あるいは話題の人/事物に関する否

定的評価を表していることが明らかである。(以下、用併の下線は全て中

村による。)

70. 当時の私は酒の飲み方を覚えたばかりで飲み方も知らなかった…

76. 帰国したばかりであり、児島もさすがに腰を上げるわけには行かな

しミO

80. …論争は始まったばかりであった。…まだほとんどなんの致命傷も

たえていないことは承知していた。

95. …拓郎はデビューしたばかりでま いなかったし、・
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149.…その当時はできたばかりで、大学院しかなかった。

151.できたばかりで、まだ学部の学生をとっていなかったから、

248.私が大学へ入ったばかりで、口紅のひき方もしらなかった頃…

また、以下の 7例については車示的な否定形ではないが、やはり話者自

身あるいは話題の人/事物に関する否定的評価と認められる表現・内容が

r~たばかり」に、以下のように後続している。

111.→…貧乏だった。

145.→プレッシャーがあった。…不安と寂しさもあった。

153.→知っている人が少ないローカル大学…。はずれもいいところ…

174.→生意気な盛り…

179.→受け入れがたく感じる人々が依然多い…

235.→嬉践している…

275.→ついついこんな時間になっちゃって

最後の275では、「ついつい」という副詞と「ーちゃって」が、生起した不

本意な結果に対する主体の後悔・残念等の含意を表すことにより、遅刻と

いう事態に対する話者の否定的評価が表されている。

さらに、以下 4f列は、車示的な文型としての否定形と、否定形ではない

が否定的評倍を示す表現・内容が共に後続しているケースである。

24.→緊張が続いていた十慣れていなかった

65.→手が無くて+弱ってた

169.→混乱しています十立ち直つてない

261.→事務所にその代金のローンを組んでもらって関もない立場十翫るわ

けにもいかなかった。

最後の261では、本来「突っぱねようと思った」仕事を引き受けさせた要

因として、「事務所にその代金のローンを組んでもらって関もない立場」

はこのカメラマンにとって否定的評価と考えることが可能である。

また、上記以外の用例では165; 

「シオベロ、おとといやったばかりじゃないですか」

という発話に於ける「ーじゃないですか」は一帯造的には直示的な否定詞

「ーなしりを含むが表現意図としては一非難の表現として機能し、シオベ

ロに対する話者の否定的評価を表すものとなっている O

その他にこの系列に属すると判断されるものとして用例241; 

「このテレビ買ったばかりだよ」
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が挙げられる O これは、一見，~たばかり」の後続部分に否定的評価が存

在しないように見え、むしろ先行文紙に「…手応えがまるで、なし勺という

否定形が存在することから、後の4.3の、文脈内の否定的評価の合意とい

う事例と見られるかもしれない。しかし、ここでは、このテレビに関する

発言の中の終助詞「よ」に着目したい。終助詞「よ」は、相手に対する疑

問や非難の意図ゃなじる気持ちを有することから、この「よ」が「買った

ばかり」の「リモコンを押したが手応えがまるでない」テレビに対する話

者の否定的評価を表暁するものと考えることができ、この用例241につい

ても先の仮説が当てはまる。

ここまでの考察で以上20例に関しては前記仮説が妥当すると言い得る O

4.2 分析(2)一逆撞関係による否定的評憶の含意一

前節の諸用例に対し、構造上は向様に否定形が後続しながらも問題を含

む用例として 9及び199がある o 199については次節で検討することとし、

ここではまず 9について考えてみたい。

この用例 9

その頃、万紀子は美術大学に入学したばかりだ、ったが、一年も経たない

うちに家を出て、学校の近くのアパートに移っていった。

では、，~たばかり」の節に「一年も経たないうちに」という否定形が後

続するが、この隠れた主語は「時間/期間」であり、話題の人物(ェ万紀

子)に関する否定的評価ではない。

ここで、この 9の統語構造に着目してみると、前節の20例では「ーたば

かり」を含む文/節と後続部分は概ね順接関係で、あったが、 9では「…美

術大学lこ入学したばかりだったが」と逆接の接続表現が用いられ、前述の

副詞節を挟んで話題の人物に関する叙述が続く。この逆接関係を考えれば、

後続の叙述の中に、「大学に入学したばかり」の人間が一年未満で自宅か

らアパートに移ること自体が通常は何か普通の行動ではない、あるいは期

間が短すぎる等の否定的合意を読みとることができ、この 9も直示的な否

定形ではないが、，~たばかり」の後続部分に何らかの否定的評価が意図

され含意されているものと解釈することができる O

この系列に属するものとして、用例186; 

「あれえ、オイルならこの題、入れたばかりなんだけど」

も挙げられる O この 186の発話にも I~ けど」という逆接の接続表現が用
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いられ、後半は省略されているが、オイル切れという事態に対する話者の

当惑、不審等の否定的感情が含意されていると解釈でき、この186にも先

の仮説が妥当すると言うことができる。

ところが、ここでさらに残り 18例を見てみると、これらには「ーたばか

り…のに」で従属節を作る構造が以下の通り 6例 (10，55， 67， 127， 133， 

254) ある O

10. …昨日も皆でそこに集まったばかりだというのに、また性懲りもなく

酒を飲んでいるのだろうか。

55. 午前十時を少しまわったばかりだというのに、関東美術センターの事

務室は、制作局よりはるかに活気に満ちていた。総じて美術さんたちの

出勤時間は制作の連中よりも早い。

67. うちのビデオは去年買い替えたばかりで、コード予約ができるシステ

ムのはずなのに、新聞にリモコン押しつけても何の反応もないんだ。壊

れてるのかと思った。

127.…眠ったばかりなのに、夜はしらしら明けているらしい。

133.しかも、その頃谷崎は七十四歳で、その十月に狭心症の発作を起し、

東大病院に入院し、十二月に退院したばかりであったのに、わざわざ熱

海市伊豆山の邸から上京してきたということであった。

254.…俺のデスクの電話も、切ったばかりなのに、

またすぐ鳴り出していた。

「どういうことだ、こりゃあ」

俺があっけにとられていると、緊急出動隊の隊長である実相寺が部屋に

駆け込んで来た。

接続助詞「のに」はその訴件から当然帰結すべきだと考えられる事柄が実

現しない場合に用いられる逆接表現であることを考えるなら、これらも後

続節に否定的評価を合意するものと見ることができる O 特に10，67， 254 

では「のに」の後続節に否定形や話題の人/事物に関する話者の呆れ・当惑

といった否定的感情を表す表現・内容が後続している O

10. →…のに、また性懲りもなく掘を飲んでいる…。

67.→…のに、..

254.→.….一.のに、またすぐ鳴り出していた。「どういうことだ、こりゃあ」

俺があっけにとられていると、-

その他には上の例ほど明瞭な否定的表現は見られないが、その合意は、
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55. <=> (制作局デハコンナニ朝早クカラ出勤シテ仕事ハシティナイ。)

127. <=> (モウ寝テイラレナイ/眠レナクナッテシマツタ。)

133.∞(自宅デ静養シティナイデ上京シテキテシマッタ。)

の様な否定的評価として解釈することが可能である O

また、接続助詞でなく接続詞により上記の前件一後件の配列が逆転して

いる用例が180; 

美術作品の中に描かれた他者は、身分や階級、人種や民族など、歴史的・

地理的に実践されてきた人間社会の分断に対応するかたちで創造されて

いる O そのことに、文化批評の理論を考える思想家や、歴史、美術史を

学び、研究するものたちが気づきはじめですでに二0年以上月日が経過

した。しかし日本美術の見直しはまだ、はじまったばかりだといってよ

いだろう O

である。ここでは、初めの二丈で美術作品に於ける「地者」の描かれ方の

問題化が語られ、続いて接続詞「しかし」によって日本美術の見直しの現

況に関する評価が語られる。この接続関係から、美術作品に於ける「他者J

問題の叙述の背後には、日本美術ではこの問題の検討がまだ充分な形で行

われていない/遅れているといった著者の否定的評価が含まれていると読

むことができ、以上見てきた逆接の接続表現を含む用例に関しては、前述

の仮説は立証されたと言うことができる O

4.3 分析(3)一文脈に於ける苔定的評価の含意一

残る10例は、前節までの29例と異なり、構造的な指標を見つけることが

悶難であるため、文紙から否定的な合意を考えていくことにする。

まず、先の用例199; 

パチのキャンプは三週間前にできたばかりだった。オーストラリア人の

医師 (43) によると、現在二万五千人が収容されており、毎日八百人前

後が流入してきているという。

医療テントをのぞ、いた。地面にじかに敷かれたピ、ニールシートの上に、

骨と皮だけの人間がずらりと寝かされていた。ベッドがないのだ。

子どもと年寄りがほとんどで、全員がリンゲルの点滴を受けている O

を見ると、二番自の段落に「ベッドがない」という否定文があるが、これ

は構造上は「ーたばかり」の丈の主題の難民キャンプについての否定丈で

はない。しかし、 I~ たばかり」の後続文脈を見ると、医療テントの描写
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「ベッドがない」に代表される衰弱した難民の状況等 を通じて「三週

間前にできたばかり」のキャンプの未整備状態、に対する著者の否定的評価

が表されているものとして仮説が妥当する。

同様に文脈内に否定的評価を見る用例として他に50、207、213がある O

はじめに、用例50; 

その長崎に住む「中田」から、十日ほど前の早朝、電話があった。

友学生時代のクラスメートの、死を告げる電話である。電話をもらった

前日、息をひきとったという O 去年 (1988年)の九月、長崎に帰郷した

折りに見舞った、クラスメートである。病院への見舞いも「中BJJが連

れていってくれた。その時クラスメートは、手術したばかりだった。色

白のほほに血の気がのぼり、元気そうにみえた。来年はまたみんなで、

平和祈念祭にいきましょう、と私はいった。彼女はにこにこ笑って、行

こうね、といった。

を見てみると、ここでは、「ーたばかり」の後に否定形や否定的評価は見

られない。しかし、この文脈では修辞法上、序次法(中村明1991:98-101)

でならば本来「ーたばかり」に後続して否定的評価になるべき文章が冒頭

に置かれ、時間的)頗序が逆転した形になっており、冒頭に執筆時点に最も

近いクラスメートの死という事実を配置することで過去の事実を回想とし

て明確に浮かび上がらせ、ここから、回想時点，-ーたばかり Jの時点)

ではプラス評価と解釈される内容(術後の経過や来年の約束)が死によっ

て実現不可能となったという否定的評価(ニ「術後ノ経過ガ順調ソウデア

ツタノニ死ンデシマッタJ ，-約束ガ実現デキナクナッタJ) が含意されてく

るのである O

次の用例213; 

ある日、農協にいって、昔の鉱害の記銭をみせてもらっていた。なにげ

なく、交通が不便で困っていることを口にだすと、

「わしのとこに来んで、すか」

と三五、六歳の職員がいってくれたのだ、った。井田裕夫さんだ、った。

農協からの細い道を歩いて彼の家にむかうときでも、ぼくは半信半疑だ

った。彼とはその日はじめて会ったばかりである。まったくの初対面の

男を、井田さんは語候にしたのである。

も、修辞j去のために文脈からの考察や類推が必要な例として挙げられるで

あろう。 213は、修辞法として断叙法(中村明1991: 199-202)が用いられ
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ているため、「農協からの…」以下の文相互の関係が解りにくいが、著者

の事態に対する認識を考えてみると、まず「半信半疑」という心情を提示

し、後続部分は、例えば、([ナゼナラ] rその日はじめて会ったばかりで

あるJ[ノニ]rまったく初対面の男を…居候にしたJ[カラダ])またはく「そ

の日はじめて会ったばかりであるJ rまったく初対面の男J [ナノニ] r… 

居候にしたJ [カラダ])という形で把握できるであろう。この場合、前述

の「のに」による逆接型となり、前の「半信半疑」が話者の否定的評価の

表現として成立することになる O あるいは、最終文末の r~のである」に

日すれば、 (r・・・半信半疑だったJ [ナゼナラ] rー・その日はじめて会った

ばかりであるJ [カラダ])とした上で、この因果関需をあらためて認定し

表出する丈として<[ツマ 1)] rまったく初対酷の男を…居候にしたのであ

るJ)が後続するおとも考えられる O

213はこのように二様の解釈が可能で、あるが、いずれにせよ「ーたばかり」

に後続する「まったく初対面の男を…居候にした」ということが「半信半

疑」という否定的評価で先行的に捉えられていることが解る O

また、用部207; 

採用されることになった。いなかからでてきたばかりだったので「使い

やすい」と経営者におもわれたのであろう。朝九時から五時半まで。賃

金は七千円。職安の紹介状にはそう書かれていたが、面接では場合によ

っては八時まででも、そして賃金は、二ヶ月の試用期間中は六千円、と

いわれた。それでもいいことにした。

では「ーたばかり」に後続する rr寵いやすい」と経営者に思われたので

あろう J という表現だけを見ると「経営者に気に入られた」という解釈も

可能であるが、後続文献を見ると、職安の紹介状よりも不利な条件を提示

され、それを受け入れたことが舎かれている。従って、この「舘いやすい」

は実は「不利な条件でも言うことに能う/言いなりになる」という、著者

にとっての否定的評価として捉えられる O

最後に、文脈と言うより共起する名詞の前提的特徴(園麿1982: 75-78) 

の反映によるケースとして用例191が、また、先行する誘導成分に影響を

受けているケースとして用{ヲU287がある O

まず、用例191; 

七識のアルベール君は、キャンプにきたばかりだった。素直な子で、育

ちのよさが分かる O 反政府箪が進攻してきた目、役人の父親に連れられ、
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ルワンダ南部から家族全員で満員のトラックに乗り込んだ。途中でトイ

レ停車があり、道路わきの茂みでみんなとおしっこした。終わって道路

に戻ったら、 トラックは行ってしまっていた。

は、「ーたばかり」に否定的評価が後続せず、逆に話題の人物ニアルベー

ル君を誉める表現が後続し、その後に彼が(難民)キャンプに来た経緯が

語られる。表面的にはこの r_たばかり」は単にく時間的直後〉の意味と

見られるが、その場合は「ところ」と互換可能なはずである。にもかかわ

らず、インフォーマント全員が「ばかり」を選んだということは、この r_

たばかり」には他の意義特徴があることになる O この場合は、 r_たばかり」

と共起(先行)している「キャンプ」という名詞の前提的特徴である「仮

設の層住空間(ニ自分の本当の住処ではない)J という意味が反映するこ

とによって「きたばかりデ/ダカラ、マダ慣レテイナイ/恩"染メナイ」と

いう否定的評価が含意されると考えられ、この前提的特徴の反映を考える

ことによって先の仮説が当てはまるものとなる。

次に、用例287; 

「貸すも何も、僕だ、ってっき合ったばかりだからJ

は、知人のシナリオライターを貸して欲しいと依頼された主人公が先輩に

対して答える場面であるが、この発話の中の rxも何も -Jという表現は、

一般にその後続部分でXに対する否定あるいはXの不可能性を提示する誘

導成分としての機能を有することから、この丈では、例えば「…つき合っ

たばかりだから、貸スナドト言エル訳ガナイ」等の否定的評価の発言が省

略されていると考えることができる。従って、 287も r_たばかり」に否

定的評価が後続すると認定することができ、以上から、本節で考察した6

例についても仮説の妥当性が立証される。

4.4 分析(4)一意義特徴の変容一

本節では、残りの 4例 (150、181、197、289) を検討する O これらは、

見かけ上前節までのような諸要素が認められず、 150、181はむしろプラス

状態の表現が後続しており、 197は事実描写、 289は助言となっている。

では、これらの諸斜から、先の仮説は棄却されるのであろうか。以下で

は、このことを検証するために角度を変えて分析を行うことにする。
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4.4.1 分析(4)-1一部分転用による否定的評倍の抑圧一

まず、一つの可能性として部分転用による意義特徴の抑圧が考えられる O

前稿及び本稿前節までの分析により、「ーたばかり」の、①〈時間的直後〉、

②前記①に於いて生起した状態が続いているという(状態継続〉、③(形

式的・意味的否定表現の後続〉という三つの意義特徴が一応検証されてい

る。これらのうち③が該当しないと見られる場合には、深層では①ー③を

有しているが、部分転用によって①または②が用いられ③が抑圧されてい

ると考えられる O 園慶 (1982: 114-116) によれば「部分転用では抑圧さ

れた部分は完全に姿を消している」とされており、否定的評価が認められ

ない現象は、これにより説明される可能性が生じる。

上記諸例のうち用例197; 

安の昌子さんとは一年前に結婚したばかりで、ナイロピの下町の小さな

アパートにf主んでいる。…

を見ると、「結婚したばかり」に「一年前に」という副詞匂が前接している O

〈時間的寵後〉の観点からは「一年前」は最早査後と言えないが、著者は

この話題の夫婦の状況を結婚後一年経っても新婚同様の状態と認め、「一

年前にJ という副詞勾によって意義素②〈状態継続〉を強調した結果、他

の意義素が抑圧されて否定的表現が後続しなくなったと分析することがで

きる O 従って、この用例には深置に意義素③の潜在を認めることが可能で

あり、前記仮説に背馳しない。

しかし、他の用例は、部分転用を考えてもその構造や指標が不分明で、

説明が困難であり、異なった角度からの分析が必要とされる。

4.4.2 分析(4)-2-否定的評価の再検討一

前節までで、当初仮説が150、181、289の3例については検証されない

ことが判明した。そこで、本節では仮説自体を見直すという方法を採るこ

とにし、上記 3例の現象をも包摂可能な形でこの仮説、特に「否定的評価」

の内実を拡張あるいは縮小することを試みる O

まず、用例150; 

それがたった十名なんですよ。できたばかりだったから、学生より先生

の方が数が多かった。だから、学生は大切にされて、勉学の環境は実に

恵まれていました。

は、 151、153と同様UCS D (カリフォルニア大学サンデイエゴ校)とい
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う大学の説明であるが、「ーたばかり」には「学生より先生のほうが数が

多かったJ という事実文、さらにプラス評価を表す内容が続いており、こ

こに否定的評価を見出すことは難しい。しかし、見方を変えると、「学生

より先生のほうが数が多」いという事態は、我々が一般的に大学に対して

抱く前提学生数が教員数より多い)に反するもの/異なるものとして

考えることができる O そこで、このような記述のあり方を当面「背景的/

文脈的前提に対する対立関係」と規定し、これを前項までの「否定的評価」

という概念の中に含めることによって概念の内包を拡張し、この規定が残

る2例にも妥当するかどうかを検討することにする。

次の用例181; 

黒田は東京美術学校の教授として洋画壇の頂点にあった。また、太田は

フランスから帰思したばかりで、後期印象派のスタイルを学んできた画

家として批評家にも注目されていた。

では、「ーたばかり」に「批評家にも注目されていた」という、これもむ

しろプラス評価の内容が続く O これに関しては日本美術史の知識に基づい

て論を進めると、明治末期に印象派の技法は既に日本画壇に紹介されてい

たが、大正期に入るとここで話題となっている太田(喜二郎)らによって

後期印象派の技法が導入された。つまり、彼(ら)以前には日本に後期印

象派の技法に通じた画家はいなかったということであり、その意味で「注

目された」のであるが、これは裏から言えば、先行する明治期洋画壇の状

況に対してそれまではなかった/異質なもの闇風)が出現したという

ことであり、ここから考えると、「ーたばかり」の後続部分「後期印象派

のスタイルを学んできた」を上述の「背景的/文脈的前提に対する対立関

係」一この場合には「対立」ということばが強すぎる嫌いはあるが…とい

う枠組みに含めて考えることができる O

最後の用例289; 

「…円ちゃんは自分とこのプロと局の開で気の毒な板ばさみだから、俺

も同情はするが、新シリーズにはついていけないな。他に行くつもりだ

よ。平ちゃんは映画部に来たばかりだし、円ちゃんに拾われた身だから

しばらくっき合って、せめて妙な方向にいくのを食いとめるんだ、な」

は、特撮プロダクションのスタッフが新番組の内容をめぐって議論する場

面であるが、この発言中の í~たばかり」には「…だし、円ちゃんに拾わ

れた身だ」という並立部が後続し、この「映画部に来たばかり」と「円ち
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ゃんに拾われた身」の両者を理由として「しばらくっき合って、せめて妙

な方向にいくのを食いとめるんだ、な」という助言が続く。この文脈では「…

新シリーズにはついていけないな。他に行くつもりだよ」という先行発言

があることに注目してみたい。この先行発言は、最初の発話時点での発話

者の意向を表している O それに対し、「ーたばかり」の文(特に後続する

助言)は相手である「平ちゃん」に向けられており、上述の様にその内容

は新シリーズ(あるいは円ちゃん)につき合っていくことを勧めている。

つまり、発話者は、自分の意向(=新シリーズからの離脱)を表明した後、

その意向と相反する行動を助言として相手に提示している O 従って、この

289 も先行発言を前提とすることによって I~たばかり」の後続部分を「背

景的/文献的前提に対する対立関係」と読みとることが可能である O 4) 

以上の分析から、当初仮説 III~ たばかり」には何らかの否定的評価が

後続するJは、「何らかの否定的評価」という部分に上述のような対立的・

異質的な内容をも含めて内包を拡張することにより、今回抽出した39例全

てに於いて検証され、妥当性を確保したと言うことができる。

5. まとめー結論と今後の課題

以上の諸分析から当初仮説が検証され、従って、前稿と本稿に共通する

根本的な問題であった I~たばかり」の意義素を構成する意義特徴は、

①ある動作・作用などが終結した産後という〈時間的直後〉

②上記の①に於ける動作・作用が完結した直後に生起した状態が何らか

の形で継続しているという〈状態継続〉

③上記の動作・作用の主体あるいは対象とそれに関わる人や事柄に関し

て何らかの否定的評価が形式的・意味的に後続するという〈否定的評

舗の後続〉

の三つにまとめられる o (この場合、前の「背景的/文脈的前提に対する

対立関係J は、意義特徴③の「意味的に後続する」という部分に含めてあ

る。)これらをもって園康氏よりご指摘を頂戴した問題に関しては、ひと

まず結論を得たこととしたいが、しかし、これに関連してなお残る問題が

あるので、それらについてふれておく。

それは、前述の「背景的/文脈的前提に対する対立関係」というものの「ー

たばかり」の意義特徴の中での位置付け、ということである。今回は「否

定的評価」という意義特徴の中に含めた形で論じたが、それは、既に見た
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様にこの「背景的/文脈的前提に対する対立関係」が「ーたばかり」に常

に後続するというよりは、「否定的評価j のバリエーションとしてそれが

明示的に現れにくいところに現れると考えられるからである。そして、こ

れまでの用例から見る限り「否定的評価」という意義特徴と緩やかな連続

性を保ちながらもそれ自体が第四の意義特徴として措定され得るとは考え

にくく 勿論これにはなお異なった判断の可能性もあるが 、この「背景

的/文脈的前提に対する対立関係」は、独立した意義特徴とするにはなお

解釈の揺を残している要素として、ここでは園麿 (1982: 54-55)の言う「意

義素の外縁」と捉えることが適当であると考える。

また、教材化に於ける問題としては、 3.1で述べた様に、今回「ーたば

かり J が適合すると判定された141例中実に102例 (72.3%) が I~たばか

りの[名詞]J (名謂修飾)の形であり、また分析対象の39例中 8例 (20.5%)

が逆接の接続助調を伴う形であったにもかかわらず、 2章で挙げた教材の

例文には、 IAIJの1例を除き名詞修飾型も逆接接続型も現れていない。全

数301例では説得力に乏しいとは思われるが、教材化に際して説明や例文

を提示する場合、このような構造的特徴を持つものを含めて提示する必要

があるのではないかと筆者は考える O 5) 

しかしながら、上記二つの問題に対してさらに検討を加えることは、間

いの立て方の適否も含めて差し当たり他日の機会にゆずることとしたい。

注.

1)本稿では「ーたところ」と「ーたばかり」を金田一 (1955) に従って

共にアスペクト(状態相・既然態)として扱っているが、これに対して、

寺村 (1984: 292) は金田一のこの分析を批判しつつ「ーところ」をム

ードの形式として分類し、アスペクトはそれに前接する動詞の形である

ことを主張している。但し、「ーばかり」についてはこのような批判は

展開していない。この問題は今後さらに検討される必要があるが、本稿

ではこの議論の当否には立ち入らないことにする。

2 )当時東京大学文学部教授で、現在は神奈川大学外国語学部教授。

3)このような「のだ」の用法に関しては、松岡 (1987)及ぴ松岡(1993)

を参照のこと 0

4)但し、この用例に関しては、助言の部分に「せめてJ という、不充分

であるが我』慢/妥協せざるを得ない、といったマイナスの合意を伴う副
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詞が後続する点に着目して、これを以て「否定的評価の後続」とする解

釈も考えられる。

5 )これに関して、例文集であるが宮原 (1996: 357) は，~たばかり」

の例を三つ挙げており、うちニ例が「ーたばかりの[名詞JJの形(，覚

えたばかりの語句J '日本に来たばかりのころJ) となっていて、本稿で

抽出した用例の実態にほぼ合致するものとなっている O
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用例原典(副題省略)

浅田次郎 (1993) wプリズンホテル」徳間書庖(プ)/阿部謹也 (1989)

F北の街にて』筑摩書房(北)/池田忍 (1998) w日本絵画の女性像』筑

摩書房(日)/大沢周子(1989)rパイリンガル・ファミリ-~筑摩書房(パ

イ)/景山民夫(1990) rトラブル・パスター』角川書属(ト)/景山民

夫(1991)wガラスの遊関地』講談社(ガ)/景山民夫 (1992)r東京ナイ

トクラブ』角川書庖(東)/景出民夫(1996) r湘南ラプソディー」角川

書庖(湘)/香咲弥須子 (1989)r彼女のライダーズ・シック」角川書届(彼)

/香咲弥須子(1992)r瑠璃色の時間』角JII書庖(瑠)/勝部真長 (1987)

F青春の和辻哲郎』中央公論社(青)/鎌田慧(1992) rぼくが世の中に
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Re-examination of -T A BAKARI: 

From a semantic point of view 

N AKAMURA， Shigeho 

In this paper， the author re-analyzes the semantic features in the sememe 

of the ]apanese aspectual expression -T A BAKARI， using the methodology 

for semantic analysis in Kunihiro (1982). 

As a result， a third semantic featu閃〈町gat附 evaluationafter …TA 

BAKARI) is discovered， in addition to th巴 two sen悶

(imnロmed必la抗telyafter) and (匂C∞ontinua抗tion/du山1口1悶 t悶 1of c∞O∞n吋1d出it川 1)presen凶t伐巴吋di泊n 

Nak王am百lUra(1990ω). However， this n巴w semantic feature includes a fuzzy 

element in its connotation， and needs much further investigation. 

In addition， it is found that 70% of occurrences of -T A BAKARI are in 

the structur巴 (-TABAKARI NO十 noun) and 6% in a structur巴 witha 

disjunctive coordinate conjunction. On the basis of this data， it seems 

necessary to r巴writegrammatical explanations and examples in ]apanese 

textbooks. 
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