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「単語」の創発性と日韓動詞連続

淺尾仁彦

1 はじめに

「単語」という概念はさまざまな観点から定義が可能であり、単一の基準をもっ
て「単語」についての直観を全て捉えるのは難しい (Dixon & Aikhenvald 2002;

Haspelmath 2011)。本稿では、このような定義の難しさは、創発的 (emergent)カテ
ゴリーとしての「単語」の本質であると捉え、なぜ「単語」概念の多面性が生じるの
かについて機能的観点から考察する。後半ではこの立場を日本語および韓国語の動詞
連続に適用し、本稿で示した観点からの分析を提示する。より具体的には、「語彙的単
位」と「形式的単位」の 2つの軸から動詞連続を分類することによって、日本語およ
び韓国語の動詞連続の多様性を適切に記述できることを示す。

2 「単語」の創発性

2.1 「単語」概念の定義の難しさ

「単語」概念は言語研究でしばしば前提とされているにもかかわらず、その正確な定
義は簡単ではない。Dixon & Aikhenvald (2002)は「単語」概念は「音韻的語」「文法
的語」など複数の側面から定義が可能であり、異なる基準が混同されることがあって
はならないと論じている。Haspelmath (2011)は「単語」の定義にかかわる性質が互
いに食い違うことを指摘し、「単語」概念を前提とした議論の基盤の危うさについて論
じている。Haspelmathはまず、「単語」の定義にかかわる性質として次の 5つを挙げ
ている。

(1) a. 話者直観
b. 意味の非構成性
c. 正書法
d. 音韻論的基準
e. 形態音韻論的基準

京都大学言語学研究 (Kyoto University Linguistic Research) 33 (2014), 33  –56

－ 33－



また、さらに (1e)の下位区分として次の 1～10を挙げている。

(2) 1. ポーズ可能性 (potential pauses)：単語境界にポーズを置くことができる
こと

2. 自由生起 (free occurrence)：単独で発話として成立しうる最小の単位であ
ること

3. 外的自由度と内的固定 (external mobility and internal fixedness)：単語
内では形態素順序が固定されていること

4. 分断不可能性 (uninterruptibility)：単語を他の単語によって分断できない
こと

5. 非選択性 (non-selectivity)：単語間に比べ、単語内ではある形態素がどの
ような要素と共起できるかについての制限が厳しいこと

6. 等位接続不可能性 (non-coordinatability)：単語の一部を等位構造にでき
ないこと

7. 照応の島 (anaphoric islands)：単語の一部だけが照応に参加することがで
きないこと

8. 抜き出し不可能性 (non-extractability)：単語の一部だけを（疑問文や関係
節を作るために）抜き出すことができないこと

9. 形態的不規則性 (morphological idiosyncrasies)：語内の変化は語彙によっ
て不規則であること

10. 一対一対応からの逸脱 (deviations from biuniqueness)：「一つの形式に対
して一つの意味」という対応関係が語内では崩れやすいこと

このような状況で取ることのできる一つの立場は、他の性質を排して単一の性質を
もって単語の定義とすることである。例えば Di Sciullo & Williams (1987)は単語は
文法理論の観点から定義されるべきであって、listedness（メンタルレキシコンに登録
されているかどうかを指し、本稿では後述する「語彙的単位性」に相当する）は文法
理論と関係せず、定義から排除すべきであるとしている。しかしながら後で議論する
ように、語彙的単位性は文法理論の範疇で通常扱われるさまざまな現象と関連してい
ると考えられ、文法から切り離すことができるという考え方には問題がある。
本稿の立場は、「単語」のような通言語的な概念は創発的 (emergent)であるという

ものである。すなわち、形式理論でしばしば行われるような、普遍的なカテゴリーが
存在することを仮定し、分析者の仕事の一部は各言語においてどれがどのカテゴリー
に該当するかを決定することであるとする立場を採らないということである。創発的
な見方はこれと異なり、普遍的な認知能力や言語処理上の制約のために、結果として

言語に生じるカテゴリーの形成のされ方は言語間で類似する傾向があるが、言語を超
えて A と B が同一のカテゴリーであるか否かといった問いは意味を持たないと考え
る。このような立場は Haspelmath (2007, 2010)のほか、主語や目的語といった文法
役割については Dryer (1997)で、品詞については Croft (2001)で、また単語について
も音韻的語の創発性については Bickel, Hildebrandt, & Schiering (2009), Schiering,

Bickel, & Hildebrandt (2010)で明示的に主張されている1。
つまり、Haspelmathの挙げる単語のさまざまな基準は、互いに必ず一致しなけれ
ばならないわけではないが、ある程度一致させることを動機付けるような認知的・機
能的動機付けがあると考える。複数の性質が相関し合った結果、境界は曖昧でありな
がらもプロトタイプとして現れるのが「単語」という概念の本質であるということで
ある (李・村尾・淺尾・奥垣内 2013)。

2.2 「単語らしさ」を構成する変数の相関

本節では、(2)に示した Haspelmath (2011)のリストに基づいて、これらの多様な
性質のあいだにどのような関連性があるかについて考察する。
まず、Haspelmathの基準群には、(i)単語を単語よりも小さい単位から区別するた
めの基準、(ii)単語を単語よりも大きい単位から区別するための基準、 (iii)両方を兼ね
ているものが混在しており、その区別が明示されていないことに注意する必要がある。
例えば「抜き出し不可能性」であれば、一部が抜き出せないことは単語よりも小さい
単位に共通する性質であると了解すべきものであり、これは (ii)の、単語を単語より
大きい単位から区別する基準であることが分かる。この場合、「一部が抜き出せないと
いう性質をもった最大のものが語である」とすることによって、単語を「単語より大
きいもの」「単語より小さいもの」の両方から区別する基準とすることができる2。
本稿では、上記の分類とは別に、Haspelmathの多様な基準が以下の 2つの観点か
ら分類できることに注目する。

(3) a. 「形式的単位性」にかかわる性質。表現全体がひとまとまりで現れ、途中で
ポーズが入ったり、別の表現が割り込んだりしないという性質。

b. 「語彙的単位性」にかかわる性質。表現全体がレキシコンに登録されてお
り、その構成要素から全体の意味や形式を計算する必要がないという性質。

1 このような見方は Canonical Typology (Brown & Chumakina 2012) や Bickel らの多
変量類型論 (Bickel 2010)とも立場を共有している。

2 もちろん、それは他の「語」の基準と一致するとは限らないということが Haspelmath
の主張である。
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例えば「泳ぎたい」は、「形式的単位」だが「語彙的単位」ではない表現の例である。
「泳ぎたい」には途中に「*泳ぎもたい」のように別の表現を割り込ませることができ
ない。これは「泳ぎたい」の意味が「泳ぎ-」と「-たい」から構成的に計算できるとい
う点で両者が分離できることとは独立している。逆に「道草を食う」は、意味が構成
的に計算できないことから、全体がレキシコンに登録されていると考えられるが、「道
草ばかり食っている」のように、他の要素をあいだに挿入することは可能であるため、
「語彙的単位」ではあるが「形式的単位」ではない例である。
この (3)の 2つの観点から、Haspelmathの指摘した「単語」概念と関連するさま

ざまな性質を表 1のようにまとめることができる。

表 1 「語彙的」「形式的」という 2つの軸から見た単語の認定基準の分類

語彙的単位 形式的単位
(d)音韻論的基準 �
1. ポーズ可能性 �
2. 自由生起 �
3. 外的自由度と内的固定 �
4. 分断不可能性 �
(b)意味の非構成性 �
5. 非選択性 �
7. 照応の島 �
9. 形態的不規則性 �
6. 等位接続不可能性 � �
8. 抜き出し不可能性 � �
(a)話者直観 � �
(c)正書法 � �

まず「(d)音韻論的基準」「1.ポーズ生起可能性」「2.最小自由形式」「3.外的自由度
と外的固定」「4.分断不可能性」は、語彙的単位かどうかよりも、形式的単位にかかわ
る基準だと考えられる。つまり、これらの基準は、全体がひとまとまりのものとして
発音され、途中で中止したり、順序を入れ替えたりすることができないということを
表している。
一方、「(b)意味の非構成性」「5.非選択性」「7.照応の島」「9.形態的不規則性」は、

単語の語彙的単位としての側面に関わり、形式的単位としての側面には直接関わらな
い。例えば、「照応の島」は、語の一部のみが照応にかかわることができないという制

約である。「照応の島」には、合成語の一部に照応表現を用いることができない「内向
きの照応の島」(4a)、照応表現が合成語の一部のみを先行詞とすることができない「外
向きの照応の島」(4b)の 2種類がある (Postal 1969)。

(4) a. *McCarthyi was glad that himiites were the majority in the room.

b. *McCarthyiites are now puzzled by hisi intentions.

(Postal 1969)

外向きの照応の島 (4b) は、語用論的な条件に左右されることが論じられている
(Ward, Sproat, & Mckoon 1991)。また内向きの照応の島も、英語では例がないが、グ
ルジア語などでは可能な場合がある (Harris 2006)。内向きの照応の島が可能であるた
めには、その語形成が生産的で構成的なものである必要があり（上記の例では、接尾
辞 -iteによる派生）、また外向きの照応の島が可能であるためには、McCarthyitesと
いう語が構成的に解釈されていなければならない。このようなことを考慮すれば、全
体がレキシコンから引き出されている語彙的単位であるということと、照応の島との
あいだに関連があるはずであることが理解できる。
また例えば、「9.形態的不規則性」は、語彙によって予測できないような不規則性が
あることを意味している。予測できない不規則性があるということは、やはり全体が
レキシコンに登録されていることを意味している。
さらに、形式的単位・語彙的単位の両方がかかわる性質として「6.等位接続不可能

性」と「8.抜き出し不可能性」を挙げることができる。例えば、抜き出し不可能性は、
語の一部を、関係節や疑問文を作る目的で別の位置に移動したりすることができない
ことを指している。これは表現を形式的に分離し、一部を別の位置に置く操作である
ため、「形式的単位性」とかかわる。同時に、表現の一部のみを疑問文の焦点としたり、
関係節化できるということは、意味が構成的に解釈されるということを前提にしてい
るため、「語彙的単位性」にもかかわる。
「(a)話者直観」は、語彙的単位、形式的単位の両方に影響されるプロトタイプカテ
ゴリーと考えることができる。音韻的な単位を成しているが生産的な接辞を含む「食
べられる」や「見なかった」のような表現も、また語彙的な単位を成しているが音韻
的に語を成していない「海の家」や「動く歩道」のような表現も、いずれも直観的な
「単語らしさ」を低下させる。また、「(c)正書法」は、スペースで区切られているもの
を語とみなす考えで、言語学的な基準とは言いにくいが、応用分野では便宜上用いら
れることの多い基準である。あえて表に含めるならば、話者直観を反映したものと考
えられるので、やはり音韻的単位と語彙的単位の双方に影響されると考えることがで
きる。英語では、複合語の語彙化の程度と、一語として綴られるかどうかが相関する
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ことが分かっている (Kuperman & Bertram 2013)。
「語彙的単位」と「形式的単位」という 2つの基準は完全に独立しているわけではな
い。言語獲得において幼児は音の配列に関する統計的性質を利用することができるこ
とが分かっており (Saffran, Newport, & Aslin 1996)、ある形式が常にとなり合って
現れるとすれば、それが意味の上でもひとまとまりであることを判断する手がかりに
なるはずである。また、イントネーションの区切りなど、さまざまな音韻的手がかり
が語彙的な境界を検出するのに寄与することが心理言語学的研究から明らかになって
いること (Jusczyk & Luce 2002)を考慮すれば、「語彙的単位」「形式的単位」が相互
に関連すると考える理由がある。しかし、言語にはイディオムや生産的な語形成が豊
富であることから考えて、両者の関連はそれほど強いものではない (宮岡 2002: 33も
参照)。
「単語」を特徴付けるさまざまな基準の全てを同時に図示することは、多次元空間に
プロットすることに相当するため難しい。しかし、それらの基準が大きく「形式的」
「語彙的」の 2つの主要な軸でまとめられるとすれば、話者直観としての「単語」概念
のプロトタイプ性を表 2のように表現することができる。表の左上がプロトタイプ的
な単語、表の右下がプロトタイプ的な（複数の単語から成る）句である。また、右上
には生産的語形成で作られる語形である「暖かさ」や「守られる」などの表現が当て
はまる（派生と屈折の区別はここでは議論に関係しないと考えられるため特に設けて
いない）。左下には「海の家」「動く歩道」など、音韻的語を成していないがレキシコ
ンに登録されていると考えられる表現が当てはまる。

表 2 「語彙的」「音韻的」という 2つの成分から成るプロトタイプカテゴリーとしての単語

語彙的単位 語彙的単位でない
形式的単位 「単語」のプロトタイプ 生産的語形成による語

e.g.「青空」「飲み薬」 e.g.「暖かさ」「守られる」
形式的単位でない イディオム、定型表現 「句」のプロトタイプ

e.g.「海の家」「動く歩道」 e.g.「昨日の会議」「バッグを買う」

もちろん、表現が語彙的単位かどうか、形式的単位かどうかによってそれぞれ 2種
類に截然と分かれると主張するものではなく、中間段階は存在しうる。「語彙的単位に
かかわる性質」同士や「形式的単位にかかわる性質」同士は、相関する傾向にはある
ものの、必ずしも一致するとは限らず、またそれぞれ個別のテストの容認性自体に段
階性がある可能性を排除しないためである。表ではこの点は単純化されている。

3 日韓動詞連続と「単語」

この節以降では、日本語および韓国語の動詞連続について導入し、前節での議論に
基づき、プロトタイプカテゴリーとしての「単語」という観点から日韓動詞連続のさ
まざまな文法的性質がなぜ関連するかについて理解できることを主張する3。
日本語動詞連続、韓国語動詞連続はともに、文法的性質の異なる複数のタイプに分
けられることが知られており、これまで、記述的な分類や、その背後にある構造につい
て多くの研究がなされてきた (寺村 1969;山本 1984;影山 1993;姫野 1999;由本 2005;

金 1981; Kim 1995; Kang 1998;和田 2011a,b; inter alia)。本稿で議論の対象とするの
は以下の 3種類の形式である。

(5) a. 日本語連用形動詞連続
e.g.走り去る、書き残す

b. 日本語テ形動詞連続
持って行く、受けて立つ

c. 韓国語 -e形動詞連続4

kal-a
替える-e

tha-ta
乗る

乗り換える

なお本稿で「動詞連続」は、表面上動詞が連続しているものを包括する名称として
便宜的に用いているものであり、連続動詞構文 (serial verb construction)など特定の
理論的概念を意図するものではない。

3 なお、本稿で論じるのは「複合語か、複数の内容語からなる句か」の境界に位置する現象
に限られている。語かどうかの境界がしばしば問題になる例としては他に、主に文法形
態素に関して、接辞とみなすべきか、接語や小辞とみなすべきかという問題がある。その
ような問題についても、同様の「創発的」な見方が適用できるものと考えるが、本稿では
具体的には論じない。

4 -eは韓国語で動詞の接続形を作る語尾の一種である。(5c)の例に見るように、-aなどの
異形態で現れる場合もある。グロスでは -eで統一する。なお、韓国語には他にも (ia)の
ように語幹が直接連続するタイプの動詞連続や、-koという別の接続形式を用いた (ib)の
ような動詞連続などがあるが、本稿では議論の対象外とする。

(i) a. o-ka-ta
来る-行く

「行き来する」

b. cwuk-ko
死ぬ-ko

mal-ta
しまう

「死んでしまう」

なお -taは辞書形の動詞語尾であり、グロスでは省略されている。
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日本語で一般的に複合動詞と呼ばれるのが (5a)のような連用形動詞連続である。こ
のタイプに関しては、語彙的複合動詞と統語的複合動詞に二分する分析がよく知られ
ている (影山 1993)。本稿では、前者を「語彙的」、後者を「補助的」と仮に呼ぶことに
する。

(6) a. 語彙的連用形動詞連続
切り倒す

b. 補助的連用形動詞連続
切り始める

両者のあいだには文法上の違いがある (ibid: 80ff.)。例えば代用形「そうする」で
(6a)の前項を置き換えることはできないが、(6b)では可能である。

(7) a.*そうし倒す
b. そうし始める

テ形動詞連続にも (6a)に対応するような語彙的な例 (8a)、また (6b)に対応する、後
項が補助的になった例 (8b)がある5。また、テ形動詞連続の場合、さらにそれぞれの
動詞の独立性が高い (8c)のような例がある。

(8) a. 語彙的テ形動詞連続
買って出る（「仲介役を買って出た」の意味で）

b. 補助的テ形動詞連続
買っておく

c. 統語的テ形動詞連続
買って帰る

テ形動詞連続に関しても、「そうする」による置き換えテストによって文法的性質が
分かれることが分かる。

(9) a. #そうして出る
(「買って出る」の意味では不可)

b. そうしておく
c. そうして帰る

5 (8a) の「買って出る」のような語彙的テ形動詞連続は少なく、先行研究も限られている
が、他に「受けて立つ」「打って出る」「食ってかかる」「ついて回る」「取って代わる」「見
て取る」「やってくる」などの例がある。姫野 (1999: 8)および和田 (2011b: 94)参照。

韓国語 -e 形動詞連続にも、同様に文法的性質の多様性がある。これまで、少なく
とも次のような 3つのタイプが認められている (Kang 1998: 14, Kim 1995: 456 inter

alia)。これは (8)で示したテ形動詞連続の 3つのタイプに対応するものとみることが
できる。

(10) a. 語彙的
kwuw-e
焼く-e

salm-ta
ゆでる

丸め込む
b. 補助的

kwuw-e
焼く-e

po-ta
見る

焼いてみる
c. 統語的

kwuw-e
焼く-e

mek-ta
食べる

焼いて食べる

日本語と同様、代用形 kulehkey ha-ta「そうする」を用いてテストを行うと、(11a)

のみが前項の代用形への置換を許さないことが分かる。

(11) a. #kulehkey hay salm-ta

b. kulehkey hay po-ta

c. kulehkey hay mek-ta

本稿では、表 2の分類を日本語と韓国語の動詞連続に適用すると、次の表 3, 4のよ
うになると考える6。表のように、韓国語の -e 形動詞連続には、形式的単位を成すよ
うなものは存在しない7。
なお「補助的動詞連続」と「統語的動詞連続」を区別するのは、本稿の記述方法で
は不十分である。例えば「見てもらう」と「見て選ぶ」を比較した場合、「-てもらう」
はこの形式で特別な意味をもつ構文として定着しており、その点で「見て選ぶ」のよ

6 表 3には「見、考える」のような「統語的連用形動詞連続」を含めた。書き言葉では連用
形による中止が可能なため、このような例が原則として可能だが、実際にはこのように動
詞が連続する例は少ないため、本論では考察に含めない。このような例がなぜあまり見
られないのかについては 3.4節で補足する。

7 ただし 3.1.2節で述べるように、前部要素が 1音節のものは振る舞いが異なり、形式的単
位に近いと言えるかもしれない。なお、本稿では論じないが、語幹接続タイプの韓国語動
詞連続は形式的単位を成すと考えられる。和田 (2011a)参照。

淺尾 仁彦

－ 40－



韓国語 -e 形動詞連続にも、同様に文法的性質の多様性がある。これまで、少なく
とも次のような 3つのタイプが認められている (Kang 1998: 14, Kim 1995: 456 inter

alia)。これは (8)で示したテ形動詞連続の 3つのタイプに対応するものとみることが
できる。

(10) a. 語彙的
kwuw-e
焼く-e

salm-ta
ゆでる

丸め込む
b. 補助的

kwuw-e
焼く-e

po-ta
見る

焼いてみる
c. 統語的

kwuw-e
焼く-e

mek-ta
食べる

焼いて食べる

日本語と同様、代用形 kulehkey ha-ta「そうする」を用いてテストを行うと、(11a)

のみが前項の代用形への置換を許さないことが分かる。

(11) a. #kulehkey hay salm-ta

b. kulehkey hay po-ta

c. kulehkey hay mek-ta

本稿では、表 2の分類を日本語と韓国語の動詞連続に適用すると、次の表 3, 4のよ
うになると考える6。表のように、韓国語の -e 形動詞連続には、形式的単位を成すよ
うなものは存在しない7。
なお「補助的動詞連続」と「統語的動詞連続」を区別するのは、本稿の記述方法で
は不十分である。例えば「見てもらう」と「見て選ぶ」を比較した場合、「-てもらう」
はこの形式で特別な意味をもつ構文として定着しており、その点で「見て選ぶ」のよ

6 表 3には「見、考える」のような「統語的連用形動詞連続」を含めた。書き言葉では連用
形による中止が可能なため、このような例が原則として可能だが、実際にはこのように動
詞が連続する例は少ないため、本論では考察に含めない。このような例がなぜあまり見
られないのかについては 3.4節で補足する。

7 ただし 3.1.2節で述べるように、前部要素が 1音節のものは振る舞いが異なり、形式的単
位に近いと言えるかもしれない。なお、本稿では論じないが、語幹接続タイプの韓国語動
詞連続は形式的単位を成すと考えられる。和田 (2011a)参照。

「単語」の創発性と日韓動詞連続

－ 41－



表 3 提案する日本語の動詞連続の分類

語彙的単位 語彙的単位でない
形式的単位 見つめる 見過ぎる

(語彙的連用形動詞連続) (補助的連用形動詞連続)

形式的単位 見て取る 見てもらう
でない (語彙的テ形動詞連続) (補助的テ形動詞連続)

見て選ぶ
(統語的テ形動詞連続)

(見、考える)

(統語的連用形動詞連続)

表 4 提案する韓国語の動詞連続の分類

語彙的単位 語彙的単位でない
形式的単位 — —

形式的単位でない nal-a
飛ぶ-e

ka-ta
行く

phal-a
売る-e

peli-ta
捨てる

「(財産などが)吹っ飛ぶ」 「売ってしまう」
(語彙的動詞連続) (補助的動詞連続)

ssis-e
洗う-e

mek-ta
食べる

「洗って食べる」
(統語的動詞連続)

うな動詞連続とは異なるが、本稿はどこに単語と単語の境界を認めるかという観点か
らしか分類を行っていないため、どちらも（語彙的にも、形式的にも）2つの単位から
成るという扱いしかできない8。構文形態論 (Booij 2010)の枠組みを用いれば、両者の

8 補助動詞の「もらう」は直前にテ形を要求するため、「見てもらう」は「見て選ぶ」のよ
うな例に比べて相対的に形式的単位を成している度合いが高いとは言えるかもしれない。
ただし、後述のように「見てはもらった」というような別の要素が挿入可能であること
や、自由生起の基準に基づいた次のような対立から、連用形動詞連続である「見過ぎる」
のような例に比べると形式的単位性は低いと考えることができる。

(ii)
a. A:もう教えてもらった? B:うん、もらったよ。
b. A:どうしたの、食べ過ぎたの？ B: ?うん、過ぎたよ。

違いはそれらを認可するスキーマの抽象度の違いとして記述できる (Asao 2008;淺尾
2009)。
次節以降では、本節で示した分類が具体的に動詞連続の文法的な振る舞いをどのよ
うに捉えているかを見ていくことにする。

3.1 「形式的単位」とかかわる性質

2.2節で、「形式的単位」にかかわる性質を挙げた。ここでは、そのうち以下のもの
について検討する9。

(12) a. 音韻的語を成す (Haspelmathの基準 d)

b. 表現のあいだにとりたて詞などを挿入できない (Haspelmathの基準 4)

c. 表現の一部だけを反復することができない

「反復」は Haspelmath の基準にはない。この基準については 3.1.3 節で詳しく述
べる。

3.1.1 音韻的語
日本語の音韻的語は、ピッチアクセントのドメインによって定義することができる。
連用形動詞連続では、語彙的・補助的の別にかかわらず、単一の音韻的語を形成する。

(13) a. よ’み +と’る→よみと’る (語彙的)

b. よ’み +はじめる→よみはじめ’る (補助的)

影山 (1993: 360)は、テ形動詞連続は連用形動詞連続とは異なり、複数の音韻的語に
分かれると述べており、本稿でもこの考えに従う。一方、和田 (2011b)は影山に対し、
テ形動詞連続に関してもアクセント核が一つになるとしている。和田は平山 (1960)の
「アクセントを持つ最初の構成素のアクセントが全体のアクセントになる」という定式
化を採用し、語彙的テ形動詞連続について次のような例を示している。

9 ここで詳しく論じる性質以外に Haspelmath が挙げているものには基準 1,2,3 がある。
1.の「ポーズ可能性」は、容認度判断が難しいが、音韻的語を成すかどうかとの関連が強
いと考える。2.の「自由生起」はいわゆる Bloomfield (1933)による「最小自由形式」と
いう定義であるが、Haspelmath (2011)も指摘するように、複合語についてはうまく機
能しない（プロトタイプ的な見方を徹底するなら、「自由生起」基準においては複合語は
常に語のプロトタイプから外れるということになる）。また、3.の「外的自由度と内的固
定」については、動詞連続の語順が入れ替えられるかどうかは、意味的に時間順序が読み
込まれるかどうかといったことと関わってくるため、形式的単位性や語彙的単位性を単
純に反映したものとしては扱いにくい。
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1.の「ポーズ可能性」は、容認度判断が難しいが、音韻的語を成すかどうかとの関連が強
いと考える。2.の「自由生起」はいわゆる Bloomfield (1933)による「最小自由形式」と
いう定義であるが、Haspelmath (2011)も指摘するように、複合語についてはうまく機
能しない（プロトタイプ的な見方を徹底するなら、「自由生起」基準においては複合語は
常に語のプロトタイプから外れるということになる）。また、3.の「外的自由度と内的固
定」については、動詞連続の語順が入れ替えられるかどうかは、意味的に時間順序が読み
込まれるかどうかといったことと関わってくるため、形式的単位性や語彙的単位性を単
純に反映したものとしては扱いにくい。
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(14) a. う’って +で’る→う’ってでる
b. かって +で’る→かってで’る
c. と’って +かわる→と’ってかわる
d. くれて +やる→くれてやる

(和田 2011b: 101 (例文 60))

しかし、補助的テ形動詞連続は Kubozono (1993: 134), Maekawa (1994)が音響分
析により示すように、複数のアクセント核によるピッチの下降が観察される場合が多
くある。そこで本稿では音韻的語のレベルでは 2 つに分かれるという考えを支持す
る。また語彙的テ形動詞連続も同じパターンに従うと考える。これらのテ形動詞連続
は、ダウンステップによって定義されるMajor Phrase など (Kubozono 1993; Ito &

Mester 2013)、より大きなドメインとしてはしばしば一つにまとまるが、音韻的語と
しては 2つに分かれている。複数のアクセント核が連続する場合、2つめのアクセン
ト核が不明瞭になることはあるが、これは音韻的語として一つになっていることを意
味しない (Maekawa 1994: 147)。例えば「か’いていない」と「か’いてみ’ない」の
ような対比では、アクセントの対立が常に消失するわけではないことは明確であるよ
うに思われる。
一方、韓国語の動詞連続も音韻的語としては複数に分かれると考えられる。韓国語
ソウル方言の音韻的語は、Kang (1992)では末子音の中和などで定義されている。本
稿で扱っている動詞の接続形式は常に母音で終わるため、これらの基準を直接テス
トすることができない。なお、音節数に応じて決まる一定のトーンパターンによっ
て定義されるアクセント句 (Accentual Phrase) (Jun 1993) のレベルでは、補助的動
詞連続は一つの単位にまとまる場合が多いが、まとまらない場合もある (Utsugi &

Noma 2006)。韓国語のアクセント句は音韻的語より大きい単位を指しており (Jun

1993, 1998)、日本語のMajor Phrase のレベルに並行する振る舞いを見せる (Utsugi

& Noma 2006)。韓国語のアクセント句が一つにまとまるかどうかはフォーカスなど
意味的条件に左右されるとすれば、音韻的語としては常に 2つに分かれていることの
間接的な根拠となると考えられる。

3.1.2 とりたて詞の挿入
動詞連続は、あいだにとりたて詞を挿入できる場合がある。とりたて詞には日本語
では「は」「も」「さえ」など、韓国語では nun (は), to (も), man (だけ), lul (強調), cocha

(さえ)などがある。
日本語の連用形動詞連続は形式的単位を成すので、語彙的・補助的の区別にかかわ
らず、とりたて詞の挿入は許さない。

(15) a.*買いは集めたけど… (語彙的連用形)

b.*買いは始めたけど… (補助的連用形)

一方、テ形動詞連続は形式的単位を成さないので、語彙的・補助的・統語的の区別
にかかわらず、とりたて詞を挿入できる。

(16) a. 委員長を買っては出たけど… (語彙的テ形)

b. 申し込んではみたけど… (補助的テ形)

c. 焼いては食べたけど (生では食べてない) (統語的テ形)

韓国語 -e形動詞連続についても、テ形と同様である10。

(17) a. Chelswu-uy
チョルス-GEN

cenghon-ul
求婚-ACC

pat-a-man
受ける-e-だけ

tuli-ntamyen
入れる-仮定

(語彙的)

(金 1981: 54)

チョルスの求婚を受け入れさえすれば
b. ku-ka
彼-NOM

na
私

taysin
代わりに

ka-nun
行く (-e)-TOP

cwu-keyss-ciman
くれる-推量-けど

pwuthak-ha-ki-ka
依頼-する-名詞化-NOM

elyep-ta.
難しい

(補助的)

(Kang 1998: 92)

彼が代わりに行ってはくれるかもしれないけど、頼みづらい。
c. kwuw-e-nun
焼く-e-TOP

mek-ess-ciman
食べる-過去-けど

nal-lo-nun
なま-手段-TOP

an
否定

mek-ess-ta.
食べる-過去

(統語的)

焼いては食べたけど生では食べてない。

また、とりたて詞の他に、韓国語では -tul という複数接辞が動詞連続のあいだに
現れうる (金 1981: 54,千田 2006: 14)11。次の例では al-a po-ta (知る-e見る,「見分け
る」)という語彙的な動詞連続に -tulが挿入されている。

10 ただし金 (1981: 54)によれば、前項の -e形が 1音節のときは、韻律的な条件によりとり
たて詞の挿入が不可能になる。しかし (17b) のように容認できるとされている例もある
ようである。

11 韓国語の接辞 -tulには、複数名詞句以外の位置にも付加することができるという plural
copyingと呼ばれる現象がある。

(iii) ai-tul-i
子供-複数-NOM

sensayngnim-kkey-tul
先生-DAT-複数

yelsimhi-tul
一生懸命-複数

cilmwun-ul
質問-ACC

ha-ko-tul
する-ko-複数

iss-ta.
いる

子供達が先生に一生懸命質問をしている。 (Kim 1994: 303) (日本語訳は引用者)

なお、plural copyingによる -tulは焦点標識として機能しているという議論もあり (Song
1997)、これもとりたて詞の一種と見なしうるかもしれない。
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(18) (ai-tul-i)
(子供-複数-NOM)

ne-lul
二人称単数-ACC

al-a-tul
知る-e-複数

po-ten?
見る-回想過去疑問

(子供達は)あなたが誰だか分かったの? (金 1981: 53)

とりたて詞や -tulの挿入は、単に動詞連続が非構成的な場合だけでなく、cranberry

形態素が含まれている場合でも可能である (金 1981: 57, 千田 2006: 14)。例えば、
thay-e na-ta「生まれる」は、なんらかの動詞と na-ta「出る」が接続した形をしている
が、前項が単独で使われることはなく、cranberry形態素となっている。このような
場合でも、-tulのような要素は挿入可能である。

(19) thay-e-tul
(無意味)-e-複数

na-ss-ta.
出る-過去

生まれた。(複数)

3.1.3 後項の反復
日本語、韓国語ともに、同じ語を反復することで譲歩の意味を表す構文がある。

(20) a. 書いたことは書いたけど
b. ssu-ki-nun
書く-名詞化-TOP

ss-ess-ciman
書く-過去-けど

書いたことは書いたけど

動詞連続の場合、後項のみの反復が可能かどうかによって性質が分かれる。この現
象も、連用形動詞連続では容認されず、テ形動詞連続では容認される。

(21) a. ?/*思い出したことは出したんだけど。(語彙的連用形動詞連続)

b. ok/? 買って出たことは出たんだけど。(語彙的テ形動詞連続)

これは (21b)の「出た」のような例では、この語が形式の上では独立して取り出せ
ることを示しており、「買って出る」が形式的に切り離せない一単位ではないという
ことと対応している。なお 3.2.3節で再度触れるように、「買って出たことは出た」は
「買って出たことは買って出た」と同義であり、意味的に「買う」と「出る」とに分解
することを前提にするものではない。従って、「買って出る」が語彙的単位であり、語

彙の面ではそれ以上分解できないという点には変わりない12。
なお、(21)の容認度判断は必ずしも明確でないので、簡単なアンケートを実施した。
各カテゴリごとに 3 文ずつ、5 人が 1～5 の 5 段階で評定した平均は表 5 のようにな
り、テ形の場合に後項のみの反復が容認されやすいことが分かる。

表 5 後項のみの反復の容認度

語彙的連用形 補助的連用形
1.7 2.1

語彙的テ形 補助的テ形 統語的テ形
3.6 3.2 4.6

韓国語でも、後項のみの反復が可能である。

(22) a. kal-a
替える-a

tha-ki-nun
乗る-名詞化-TOP

tha-ss-ciman..
乗る-過去-けど

(語彙的)

乗り換えたことは乗り換えたんだけど…
b. ilk-e
読む-e

po-ki-nun
見る-名詞化-TOP

po-ass-ciman..
見る-過去-けど

(補助的)

読んでみたことはみたんだけど…
c. sim-e
植える-e

kakkwu-ki-nun
育てる-名詞化-TOP

kakkwu-ess-ciman..
育てる-過去-けど

(統語的)

植えて育てたことは育てたけど…

cranberry 形態素を含む thay-e na-ta「生まれる」でも、後項のみの反復が可能で
ある。

(23) thay-e
(無意味)-e

na-ki-nun
出る-名詞化-TOP

na-ss-ciman
出る-過去-けど

amwu-eykey-to
誰-DAT-も

chwukpok-ul
祝福-ACC

pat-ci
受ける-ci

mos
不可能

hay-ss-ta.
する-過去

生まれたことは生まれたが誰からも祝福を受けられなかった。

12 ここでは反復された要素が文内で形式上、別語として振る舞うことが重要であり、いわゆ
る形態論的操作としての重複 (reduplication)とは異なる。なお、ここで論じる反復のパ
ターンとは異なり、影山 (1993: 91)の挙げる「鍛えに鍛え抜く」のような前項反復のパ
ターンは連用形動詞連続でも可能であり、本稿での議論と合致しないという問題が残る。
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以上から、日本語の連用形動詞連続は形式的単位をなし、テ形動詞連続と、韓国語
-e形動詞連続は形式的な単位を成さないと考えることによって、動詞連続のもつ複数
の性質が捉えられることが分かる。2.2 節で見たような単語のプロトタイプ観を取る
ことのメリットは、このような性質の相関が偶然や、恣意的な制約によるものではな
く、機能的な必然性があることが理解できることにある13。

3.2 「語彙的単位」とかかわる性質

ある表現が語彙的というのは、構成要素の意味から全体の意味を計算しているので
はなく、全体がレキシコンに登録されており、それを直接引き出しているということ
である。そうだとすると、語彙的な表現は次のような性質を持つであろうことが予想
できる。

(24) a. 意味が構成的でなかったり、形式が不規則であったり、また使える語彙に
予測不可能な選択性（即ち生産性の欠如）がある (Haspelmath の基準の
b,5,9)

b. 表現の一部のみを照応の先行詞としたり、表現の一部を照応詞と置き換える
ことができない (照応の島; Postal 1969) (Haspelmathの基準の 7)

c. 表現の一部が否定やとりたてなどのスコープになれない

(24c)は直接 Haspelmathの基準に相当するものがないが、表現の一部を意味的な
スコープとすることは、照応の島と同じく、構成要素の意味にアクセスすることを前
提としているため、表現全体が語彙的単位であれば困難であることが予想できる。

3.2.1 意味の非構成性、形式の不規則性
意味の非構成性は語彙的単位性と関連をもつ性質である。レキシコンに登録されて
いるからといって必ずしも意味や形式が非構成的になっている必要はないが、非構成
的になっている場合はレキシコンに登録されている証拠になる。
日本語では、テ形か連用形かとはかかわりなく、既に見た「丸め込む」「買って出
る」の例のように、意味的に構成的でないものがある。韓国語の動詞連続も、(10a)

13 実際には、とりたて詞の挿入や後項の反復に関しては個々のとりたて詞ごとに、また個々
の動詞ごとに容認度は異なる。意味的要因によっても容認度は左右されると考えられ、そ
の全てを説明するのは難しい。例えば -e pelita「～てしまう」はとりたて詞を挿入しにく
く (金 1981: 56, Kang 1998: 80)、後項の反復もしにくいようである。日本語でも、テ形
動詞連続 9種類を用いたアンケートで、後項の反復に関して「～てしまう」が最も低い容
認度を示した。

の kwuw-e salm-ta (焼く-e ゆでる,「丸め込む」) のように、意味的に構成的でないも
のがある。極端な例は片方が cranberry形態素となる場合であり、日本語においては
「しがみつく、かなぐり捨てる、塗りたくる、見せびらかす」など多くの例を指摘する
ことができる (宮島 1997)。韓国語にも既に見た thay-e na-ta のような例がある (和田
2011b: 86)。

(25) a. thay-e
??-e

na-ta
出る

生まれる
b. nath-a

??-e
nat-a
出る

現れる

意味面だけでなく、形式の面での不規則性も指摘することができる。日本語の連用
形動詞連続では、音便による促音化・撥音化、それに伴う連濁などが予測できない形
で現れることがある（「吹っ切る」「酔っ払う」「踏ん張る」）。このような現象は、これ
らの表現の生産性の欠如や、次節以降で論じるように、表現の一部が照応に参加した
り、とりたてなどのスコープになれないということと相関している。

3.2.2 代用形の使用
3節で既に見たように、前項を代用形 (日本語では「そうする」、韓国語では kulehkey

hata)に置き換えられるかどうかは、動詞連続が生産的かどうかと対応している。

(26) a.*そうし倒す
b. そうし始める ((7)を再掲)

(27) a. #そうして出る (語彙的)

(「買って出る」の意味では不可)

b. そうしておく (補助的)

c. そうして帰る (統語的) ((9)を再掲)

(28) a. #kulehkey
そう

hay
する-e

salm-ta
ゆでる

(語彙的)

(kwuw-e salm-ta (焼く-ゆでる,「丸め込む」)の意味では不可)

b. kulehkey
そう

hay
する-e

po-ta
見る

(補助的)

そうしてみる
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の kwuw-e salm-ta (焼く-e ゆでる,「丸め込む」) のように、意味的に構成的でないも
のがある。極端な例は片方が cranberry形態素となる場合であり、日本語においては
「しがみつく、かなぐり捨てる、塗りたくる、見せびらかす」など多くの例を指摘する
ことができる (宮島 1997)。韓国語にも既に見た thay-e na-ta のような例がある (和田
2011b: 86)。

(25) a. thay-e
??-e

na-ta
出る

生まれる
b. nath-a

??-e
nat-a
出る

現れる

意味面だけでなく、形式の面での不規則性も指摘することができる。日本語の連用
形動詞連続では、音便による促音化・撥音化、それに伴う連濁などが予測できない形
で現れることがある（「吹っ切る」「酔っ払う」「踏ん張る」）。このような現象は、これ
らの表現の生産性の欠如や、次節以降で論じるように、表現の一部が照応に参加した
り、とりたてなどのスコープになれないということと相関している。

3.2.2 代用形の使用
3節で既に見たように、前項を代用形 (日本語では「そうする」、韓国語では kulehkey

hata)に置き換えられるかどうかは、動詞連続が生産的かどうかと対応している。

(26) a.*そうし倒す
b. そうし始める ((7)を再掲)

(27) a. #そうして出る (語彙的)

(「買って出る」の意味では不可)

b. そうしておく (補助的)

c. そうして帰る (統語的) ((9)を再掲)

(28) a. #kulehkey
そう

hay
する-e

salm-ta
ゆでる

(語彙的)

(kwuw-e salm-ta (焼く-ゆでる,「丸め込む」)の意味では不可)

b. kulehkey
そう

hay
する-e

po-ta
見る

(補助的)

そうしてみる
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c. kulehkey
そう

hay
する-e

mek-ta
食べる

(統語的)

そうして食べる ((11)を再掲)

上記は代用形を表現の一部として使用する「内向きの照応の島」の例であるが、次
のような例を考えれば、「外向きの照応の島」の可否についても同じように、語彙的な
ものと補助的・統語的なものとのあいだに差があることが分かる。

(29) a.*太郎が委員を買って i 出たので、次郎もそうし i (て出)た (語彙的) (「買っ
て出る」全体を先行詞とするなら解釈可能)

b. 太郎がお弁当を買って i きたので、次郎もそうし i (てき)た (補助的)

c. 太郎がお弁当を買って i 食べたので、次郎もそうし i (て食べ)た (統語的)

3.2.3 とりたてのスコープ
3.1.2節で見たとおり、動詞連続はたとえ語彙的単位であっても形式的単位でなけれ

ば、とりたて詞が挿入できる。

(30) 委員長を買っては出たけど…

しかし、この場合、とりたて詞のスコープは前項のみではなく、前項と後項を合わ
せた全体となる。つまり、「買って出はしたけど」とほぼ同義となる。金 (1981: 90)は
韓国語について、動詞連続内に挿入されるとりたて詞は、意味変化を伴わずに文中の
他の位置から移動したものという分析を示している。
これは沼田 (2000) などによって後方移動フォーカス (B フォーカス) と呼ばれてい

る現象の一種と考えることができる。例えば、次のような例の場合、形の上では「も」
は「腹」に付いているが、解釈としては「腹が立つ」というイディオム全体をスコー
プに取っている。

(31) 上司の言葉には腹も立ったが、それ以上に情けなかった。 (沼田 2000: 167)

なお、なぜとりたて詞が語彙的単位の中に割り込んで生起するのかについては、次
のような動機付けがあると推測することができる。「買って出はしたけど」のように、
とりたて詞を「買って出る」全体を取る位置に置こうとした場合、単純にとりたて詞
を挿入することができず、「する」という動詞を補助的に用いる必要がある。これに対
し、「買っては出たけど」という表現を用いれば、「買って出はしたけど」とは異なり
補助的な動詞を導入する必要がない。その点で、「買っては出たけど」という表現は、
経済性に動機付けられていると考えることができる。(31)「腹も立った」も同様に、イ

ディオムにとりたて詞が割り込むのを避けると「腹が立ちもした」のように「する」と
いう補助的な動詞が必要になるので、同じことが言える。
これに対し、とりたて詞以外の語、例えば副詞類などは（「すぐにやってきた」「非

常に腹が立った」のように）単に全体に対して前置すればよく、また助動詞類などは
単に全体に対して後置すればよいため、語彙的な動詞連続の中間に挿入する必然性が
ない。こう考えると、語彙的な動詞連続のあいだに挟まれる要素がとりたて詞に限ら
れる理由が理解できる。
後項のみの反復についても同様の議論が可能である。「買って出たことは出たが」

は、「買って出たことは買って出たが」と意味的に違いがないが、前者のほうが表現が
簡潔になる。従って、前節で見た「とりたて詞の挿入」「後項の反復」という 2つの現
象はどちらも、語彙的な動詞連続に生じる場合は、形の上での境界を利用して（意味
的なミスマッチが生じるというコストを払いつつも）表現を簡潔にすることを優先し
た形式と考えることができる。

3.3 まとめ

以上の議論をまとめると表 6, 7のようになり、動詞連続の文法的性質は、動詞連続
が「形式的単位」かどうか、また動詞連続が「語彙的単位」かどうか、という 2つの
基準によって整理できることが分かる。

表 6 日本語のまとめ
語彙的連用形 補助的連用形 語彙的テ形 補助的テ形 統語的テ形

形式的単位性
音韻的語を成す Yes Yes No No No

とりたて詞の挿入禁止 Yes Yes No No No
後項の反復禁止 Yes Yes No No No

語彙的単位性
非構成的な例 Yes No Yes No No
代用表現禁止 Yes No Yes No No

前項のみスコープ禁止 Yes ?14 Yes No No

14 補助的連用形において前項のみスコープの解釈が得られるかどうかは興味深い問題であ
る。例えば「*飲みさえ始める」は「飲み始める」の形式的単位性のためにブロックされ
るが、「飲み始める」は語彙的単位ではないので、意味面からは「飲む」の部分のみをと
りたてることは可能であってもよいはずである。本稿では論じる余裕がないが、「飲み始
めさえする」のような形で「飲む」のみとりたてる解釈があるかどうかが問題になる。あ
るいは、前項のみを明示的にとりたてたい場合は、動詞連続を使わずに「飲むことさえ始
める」というような形に言い換える方略が取られるのかもしれない。
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ディオムにとりたて詞が割り込むのを避けると「腹が立ちもした」のように「する」と
いう補助的な動詞が必要になるので、同じことが言える。
これに対し、とりたて詞以外の語、例えば副詞類などは（「すぐにやってきた」「非

常に腹が立った」のように）単に全体に対して前置すればよく、また助動詞類などは
単に全体に対して後置すればよいため、語彙的な動詞連続の中間に挿入する必然性が
ない。こう考えると、語彙的な動詞連続のあいだに挟まれる要素がとりたて詞に限ら
れる理由が理解できる。
後項のみの反復についても同様の議論が可能である。「買って出たことは出たが」
は、「買って出たことは買って出たが」と意味的に違いがないが、前者のほうが表現が
簡潔になる。従って、前節で見た「とりたて詞の挿入」「後項の反復」という 2つの現
象はどちらも、語彙的な動詞連続に生じる場合は、形の上での境界を利用して（意味
的なミスマッチが生じるというコストを払いつつも）表現を簡潔にすることを優先し
た形式と考えることができる。

3.3 まとめ

以上の議論をまとめると表 6, 7のようになり、動詞連続の文法的性質は、動詞連続
が「形式的単位」かどうか、また動詞連続が「語彙的単位」かどうか、という 2つの
基準によって整理できることが分かる。

表 6 日本語のまとめ
語彙的連用形 補助的連用形 語彙的テ形 補助的テ形 統語的テ形

形式的単位性
音韻的語を成す Yes Yes No No No

とりたて詞の挿入禁止 Yes Yes No No No
後項の反復禁止 Yes Yes No No No

語彙的単位性
非構成的な例 Yes No Yes No No
代用表現禁止 Yes No Yes No No

前項のみスコープ禁止 Yes ?14 Yes No No

14 補助的連用形において前項のみスコープの解釈が得られるかどうかは興味深い問題であ
る。例えば「*飲みさえ始める」は「飲み始める」の形式的単位性のためにブロックされ
るが、「飲み始める」は語彙的単位ではないので、意味面からは「飲む」の部分のみをと
りたてることは可能であってもよいはずである。本稿では論じる余裕がないが、「飲み始
めさえする」のような形で「飲む」のみとりたてる解釈があるかどうかが問題になる。あ
るいは、前項のみを明示的にとりたてたい場合は、動詞連続を使わずに「飲むことさえ始
める」というような形に言い換える方略が取られるのかもしれない。
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表 7 韓国語のまとめ

語彙的 補助的 統語的
形式的単位性

音韻的語を成す No No No
とりたて詞の挿入禁止 No No No

後項の反復禁止 No No No
語彙的単位性

非構成的な例 Yes No No
代用表現禁止 Yes No No

前項のみスコープ禁止 Yes No No

3.4 日本語連用形動詞連続の特異性

テ形動詞連続や韓国語 -e形動詞連続と異なり、連用形動詞連続には「統語的」な例
(前項と後項の動詞の独立性が高く、別々の節に属する動詞がたまたま連続したと見な
されるような例)がほとんど出現しない。テ形や -e形と同様に、連用形には「～が走
り、」のような接続用法があるので、「走り去る」のような動詞連続は前項と後項の独
立性が高い「統語的」表現とみなされてもよいはずであるが、実際にはそのようなこ
とは起きない。これは何故だろうか。
「～を食べて、」のようなテ形の接続用法と、「～を食べ、」のような連用形の接続用法
のあいだには、後者が堅い表現で口語では用いられないということの他に、意味的に
も違いがあることが知られている。言語学研究会・構文論グループ (1989)によれば、
テ形はしばしば前項が後項に対する補助的な役割を担い、全体で一つの動作を表現す
るのに対し、連用形接続は別々の動作を並列で表現するのに用いられる傾向があると
いう。また、テ形で結ばれた 2 つの動詞はほとんどの場合主語が同一なのに対して、
連用形で結ばれた 2つの動詞はしばしば主語が異なるという。

(32) うらさびしい、変化のない、駅前の風景である。お休所とかいた飲食店がある。
小さい雑貨屋がある。果物屋がある。広場にはトラックがとまり、子供が二三
人あそんでいる。（点と線） (言語学研究会・構文論グループ 1989: 174)

このことは、語彙的連用形動詞連続において、主語の一致が義務的であり (松本
1998: 72)、前項が後項の手段・様態などを表すパターンが最も一般的であるのと対照
的である。連用形動詞連続と、連用形の接続用法のあいだには、明確な機能の隔たり
があることが分かる。
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The emergent ‘word’ and verb sequences in Japanese and Korean

Yoshihiko Asao

Word is an intuitive concept which is often taken for granted in linguistic analysis, but

is notoriously difficult to define. After reviewing a variety of wordhood criteria, this paper

presents an emergent view of the word concept, in which a word emerges as a result of

interacting functional factors, rather than a universal formal category. It is argued that

wordhood criteria can be grouped into two major types, one being whether it is stored in

the lexicon, and the other being whether it is pronounced as a chunk.

This view is then applied to the analysis of verb sequences in Japanese and Korean.

Verb sequences (which have been called in a variety of ways, including ‘compound verbs’

and ‘serial verb constructions’) in Japanese and Korean have been known to be classified

into several classes based on their different grammatical behaviors. This paper investi-

gates correlations among variables that have been seen as defining properties of word,

including compositionality, phonological wordhood, interruptibility, anaphoric islands,

semantic scope, and so on. It is argued that an emergent view of word concept can not

only neatly classify verb sequences based on those variables, but also answer the question

how and why those factors correlate with each other.
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