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本書についての注意

（1） 章と節
本書は全 15章から成り、それぞれの章は節によって構成されている。節が解

説の基本単位であるが、さらに詳しい説明をする場合には、4.1.、4.1.1.、4.1.2.の
ように節を下位区分する。

（2） 参照記号（☞）
解説中で本書中の他の参照箇所は、「☞第 4章 6.7.節」のように、「☞」の後
に参照すべき節を指示する。

（3） 補足解説（※）
例文の基本的解説の後で言語学的理由の説明や日本語や英語との対照など補足
的な解説が必要な場合には、※で解説を補足する。

（4） 目的語と補語
伝統的なフランス語文法では他動詞の目的語を「目的補語」と呼ぶ習慣がある
が、本書では単に「目的語」とする。また、動詞の後に置かれて、主語や目的語
の性質を表す名詞や形容詞は伝統的に「属詞」と呼ばれることが多いが、本書で
はこれらの語句を「補語」と呼ぶ。

（5） 不定詞
辞書の見出しとなり動詞が名詞としての働きをする動詞形を「不定法」と呼ぶ
こともあるが、この動詞形は本書で定義する「法」の中には含まれないので「不
定詞」とする。

（6） 時制の名称
基準時点よりも前に成立し、基準時点と何らかの関係を持つ事柄を表す時制を、
本書では一般的に「完了時制」と呼ぶ。フランス語には「過去完了時制」と「未
来完了時制」がある。未来完了は、伝統的に「前未来」と呼ばれてきた時制であ
る。過去完了時制は、事柄の時間的性質によって「大過去時制」と「前過去時制」
に分類される。



vi 本書についての注意

（7） 数量詞
具体的な数量を表す数詞に加えて、「全部」「たくさん」「少し」のような不定
の数量を表す単語を本書では広く「数量詞」と呼ぶ。

（8） 関係節
関係代名詞や関係副詞を先頭に置いて名詞が表す事物を限定する働きをする従
属節を「関係詞節」と呼ぶことがあるが、本書ではより一般的に「関係節」と呼
ぶ。
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は し が き

本書は、フランス語という言語の特徴を可能な限り網羅的に記述し、その機構
を説明したものである。言語による伝達の基本単位は「文」であり、文によって
事柄が表される。したがって、フランス語を始めとする任意の言語が持つ機構は、
伝達の基本単位である文がどのような規則に従って作られるのかという、その過
程を示すことによって明らかにされる。文を作るための規則が「文法」と呼ばれ
るものである。
文は単語を並べて作られるから、文法を構成する要素として最も重要なのは、
単語の分類としての各品詞の働きである。本書も、名詞、動詞、形容詞、副詞、
前置詞などの主要な品詞について、その働きを正確に記述することに重点を置い
ている。さらに、そのような各品詞の働きが、言語の一般的性質からどのように
説明できるのかということについても、本書はできるだけの配慮を払っている。
つまり、人間の言語の１つとしてのフランス語の特徴を、単なる事実として提示
するのではなく、これまで蓄積されてきた言語学の知見を援用しながら、できる
だけ一般的・普遍的な観点から記述し説明することにも重点を置いたということ
である。したがって、本書では、フランス語という個別言語の網羅的な解説を読
みながら、人間の言語一般が持つ性質についての理解も併せて得ることができる。
文が伝達の単位であるのだから、文全体の働きが文法の要素として重要な位置
を占めることは言うまでもない。文に関して重要なのは、第一に、事柄を表す文
の仕組み、文を構成する単語の並び方（＝語順）であるが、さらには、否定や比較
を表す文の働き、上位の文に含まれる下位の文としての従属節の働きなども、文
の作成や理解にとっては必要不可欠な要素である。本書は、文全体に関わるこれ
らの項目についても、従来の研究の成果を適切に反映させながら詳細な解説を行っ
ている。
冒頭に掲げたフランス語の歴史や社会的特徴に関する記述も含めて、本書によっ
て、フランス語という言語を形作る特性の全体についての知識と理解を得ること
ができるものと確信している。フランス語に関心を持つすべての人々にとって本
書が、フランス語を理解し、自ら話し書く際の効果的な一助となることを心より
期待する。
最後になったが、本書を企画し、内容や体裁全般に多大なる尽力を賜った研究
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1.　文
（1） Jean est étudiant.

（2） Marie mange une pomme.

（1） ジャンは学生だ。
（2） マリーはリンゴを食べている。
「文」（phrase）とは「事柄」（fait）を表す単位。事柄は、2つのものの間にある
関係を表す。

Jean est étudiant.: Jean 〈ジャン〉が
étudiant 〈学生〉の表す集合に含まれる
という関係がある。

étudiant

〈学生〉の集合

Jean

〈ジャン〉

Marie mange une pomme.: Ma-

rie 〈マリー〉と une pomme 〈リ
ンゴ〉との間に mange 〈食べる〉
という関係がある。

Marie 

〈マリー〉
une pomme

〈（1個の）リンゴ〉

mange〈食べる〉

2.　単語と品詞
2.1.　単語とその分類
文は「単語」（mot）によって構成される。単語は、文が表す事柄を構成する要
素を表す。

（1） Paris est　une ville　très charmante. パリはとても魅力的な町だ。
　 名詞 動詞 冠詞 名詞 副詞 形容詞
（2） Je　　bois trois litres　de lait chaque matin. 私は毎朝3リットルの牛乳を飲む。
　 代名詞 動詞 数詞 名詞 前置詞 名詞 数量詞 名詞

事柄を構成する要素の働きはそれぞれ異なるから、単語も文中での働きに応じ
て、いくつかの種類に分類される。
単語の働きによる分類が「品詞」（parties du discours）である。品詞は「語類」

（classifi cation des mots）とも呼ばれる。
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2.2.　フランス語の品詞
2.2.1.　名詞（nom）：事物（物や事柄）の集合を表す。

 chien 〈イヌの集合〉, étoile 〈星の集合〉, livre 〈本の集合〉, montagne 〈山の集合〉, 
mouvement 〈何かが動くという事柄の集合〉, danse 〈誰かが踊るという事柄の
集合〉, paix 〈ある状況が平和だという事柄の集合〉

※名詞が 1つの事物ではなく、その集合を表すことは、次の例が示す通り。
（1） L’homme est mortel. 人間は死ぬ。
（2） J’aime la gymnastique. 私は体操が好きだ。
（1）の名詞 homme 〈人間〉は「すべての人間」、つまり人間の集合を表す。
（2）の名詞 gymnastiqueは「体操に含まれるすべての動き」、つまり体操の集
合を表す。
ただし、具体的な状況があれば、名詞は 1つまたは複数の物や事柄を表すこと

ができる。
（3） Paul lit un livre. ポールは本を読んでいる。
（4） Simone fait de la gymnastique. シモーヌは体操をしている。
（3）の名詞 livreは、1冊の本を表している。
（4）の名詞 gymnastiqueは、体操の動きのうちの、1つはまたいくつかを表し
ている。

2.2.2.　動詞（verbe）：事柄の枠組みを表す。
être 〈Xがある、Xは Yに含まれる〉
avoir 〈Xが Yを持つ〉
courir 〈Xが走る〉
manger 〈Xが Yを食べる〉
「事柄の枠組み」では、主語（主体）や目的語（対象）など、事柄を構成する要素
がまだ決まっていないが、どのような種類の事柄なのかは表されている。主語や
目的語を、動詞が表す事柄の枠組みに組み入れることで、最終的に事柄が出来上
がる。

2.2.3.　形容詞（adjectif）：事物の集合が、ある性質を持っているという事柄を
表す。

grand 〈Xが大きい〉
petit 〈Xが小さい〉
sage 〈Xが賢い〉
stupide 〈Xが愚かだ〉
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2.2.4.　助動詞（verbe auxiliaire）：動詞と一体となって、事柄の枠組みを表す。
être → 時制や態を表す
avoir → 時制を表す
フランス語には、動詞と語形的に区別される助動詞はなく、êtreと avoirが、

動詞と助動詞の働きを兼ねる。

2.2.5.　副詞（adverbe）：事柄の性質や程度を表す。
vite 〈事柄が短時間で行われる→速く〉
tôt 〈事柄が成立するまでの期間が短い→早く〉
très 〈事柄の程度が大きい→とても〉
certainement 〈事柄の成立可能性が高い→きっと〉

2.2.6.　前置詞（préposition）：事物の集合が、事柄の中で持つ働きを表す。
à 〈場所、方向〉
de 〈所属、起点〉
pour 〈受益者〉
avec 〈随伴者〉

2.2.7.　代名詞（pronom）：場面や文脈によってはじめて表す対象が特定できる
名詞。

je 〈私〉　話している相手を見て jeが指す人間が誰なのか分かる。
cela 〈それ、あれ〉　発話の場面にいることで、celaの指す具体的な物が分かる。
tout 〈すべて〉　場面や文脈をもとに集合を特定し、その集合に属するすべての
物や事柄が表されていることが分かる。

qui 〈誰？〉　不特定の人間を表しており、相手がその人間が誰かを言うことで、
はじめて人物が特定される。

2.2.8.　冠詞（article）：名詞が表す事物が、同種の他の事物と明確に区別され
るのか、それとも区別される必要がないのかを表す。

le, la, les 〈定冠詞〉　事物が、同種の他の事物とは明確に区別される。
un, une, des 〈不定冠詞〉　事物が、同種の他の事物と区別される必要はない。

2.2.9.　数量詞（quantitatif）：事物の数量を表す。数量詞は、事物の具体的個
数や事物の序列を表す「数詞」と、事物の数量について、それが不定であるか、
場面や文脈によってはじめて特定化されることを表す「不定数量詞」に区分される。
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a. 数詞
trois 〈3〉
mille 〈1000〉
quatrième 〈4番目〉
centième 〈100番目〉

b. 不定数量詞
beaucoup 〈たくさん〉　どの程度の数量であればたくさんなのかは分からない。
chaque 〈それぞれ〉　場面や文脈を参照して事物全体の数量が分かることで、
ようやく具体的な数量が決まる。

2.2.10.　接続詞（conjonction）：事柄を構成する要素を結びつける。
et 〈Xと Y、Xそして Y〉
mais 〈Xしかし Y〉
quand 〈Xのとき Y〉
si 〈Xならば Y〉

2.2.11.　間投詞（interjection）：事柄の表出に伴う話し手の感情を表す。
Ah 〈ああ〉　話し手が事柄に対して強い感情を抱いていることを表す。
Ouf 〈ふー〉　話し手が事柄の成立に対して安堵感を持っていることを表す。

3.　動詞と名詞の見分け方
3.1.　語順による方法

（1） Jean est un bon garçon. ジャンはよい男の子だ。
（2） Elle a des fi lles.　彼女には娘がいる。

フランス語の基本語順は「主語＋動詞＋目的語」。文の最初の単語が名詞で、2

番目の単語が動詞だというのが、最も単純な見分け方である。
（1） 最初の単語は Jean: 名詞、3人称、単数、男性
 2番目の単語は est: 動詞 être、直説法現在、3人称、単数
（2） 最初の単語は elle: 人称代名詞、3人称、単数、女性
 2番目の単語は a: 動詞 avoir、直説法現在、3人称、単数



38 第 1章　文と単語

3.2.　語形による方法
フランス語の動詞は、法と時制、主語の人称と数によって語形変化（活用）をす
る。動詞の語形変化は、規則的な場合（規則動詞）と不規則な場合（不規則動詞）が
あるが、使用頻度の高い動詞は不規則動詞である場合が多い。文中の単語が動詞
だということが分かっても、それがどのような種類の事柄を表すのかは、動詞の
語形がどのような意味を表しているのかを知っていなければ分からない。
※動詞の語形変化については、巻末の動詞活用表を参照。
以下に、最も使用頻度の高い 2つの不規則動詞、êtreと avoirの直説法現在時

制の活用表をあげる。

  être avoir

人称  数
 1 単数 suis ai

 2 単数 es as

 3 単数 est a

 1 複数 sommes avons

 2 複数 êtes avez

 3 複数 sont ont

フランス語の綴字の特徴は、発音されない文字が、特に語末に多いということ
と、複数の文字列が 1つの音を表すことが多いということである。実際の発音に
近い綴字を【　】で併記すると、次のようになる。

  être avoir

人称  数
 1 単数 suis 【sui】 ai 【e】
 2 単数 es 【e】 as 【a】
 3 単数 est 【e】 a 【a】
 1 複数 sommes 【som】 avons 【avon】
 2 複数 êtes 【et】 avez 【ave】
 3 複数 sont 【son】 ont 【on】

3.3.　冠詞による名詞の判別
Un chat dort sur le sofa. ネコがソファーの上で寝ている。

フランス語の名詞には、通常は冠詞が先行する。この場合「冠詞＋名詞」とい
う語群が主語や動詞・前置詞の目的語を表す。
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この文の主語は un chat 〈ある不定の単数のネコ〉であり、動詞が dort 〈眠って
いる〉である。
名詞が表す事物の性質を形容詞が表している場合には、「冠詞＋名詞＋形容詞」
または「冠詞＋形容詞＋名詞」という語群が主語を表す。

Un　chat　noir　　dort.　黒いネコが眠っている。
冠詞 名詞   形容詞   動詞
    主語
Un　　petit　chat　dort.　小さいネコが眠っている。
冠詞   形容詞 名詞    動詞
     主語

3.4.　人名は無冠詞
Pierre a acheté un ordinateur. ピエールはコンピューターを買った。
フランス語では、国名や山脈、河川などの固有名詞にも冠詞（定冠詞）を先行さ
せることが多いが、人名は無冠詞が原則。この文の最初の単語 Pierreは人名で
あり、これだけで主語を表している。
フランス語の動詞は語形変化するが、「助動詞＋過去分詞」という形で、過去、
完了、受動などの意味を表すことがある。

2番目の単語 aは動詞 avoirの直説法現在 3人称単数形。これだけでも動詞と
して働くことができるが、3番目の単語 achetéは、動詞 acheter 〈買う〉の過去分詞。
だから、a achetéという 2個の単語の連続で、1つの動詞活用形として働いてい
るものと理解される。

4.　主語・目的語・動詞
「主語」は、文で使われる動詞を決める働きをする名詞。

Pierre les chats

〈ピエール〉 〈ネコ〉
 amour

 〈愛情〉

Pierre 〈ピエール〉と les chats 〈ネコ〉の間に、Pierreから les chatsへと amour 〈愛
情〉が向かうという関係がある。この関係を表すための文を作る。

Pierreが主語→動詞は aimer 〈愛する〉
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主語と関係を持つものが「目的語」。目的語は les chats。
Pierre aime les chats. ピエールはネコが好きだ。

Les chatsが主語→動詞は plaîre 〈喜ばせる、気に入らせる〉。主語と関係を持
つものが目的語だから、目的語は Pierre。

Les chats plaisent à Pierre. ネコがピエールの気に入っている。
選択される動詞が同じでも、主語が変われば、動詞の形は変わってくる。

Simone la lettre

〈シモーヌ〉 〈その手紙〉
 écrire

 〈書く〉

Simone 〈シモーヌ〉と la lettre 〈その手紙〉の間に écrire 〈書く〉という関係がある。
この関係を表すための文を作る。

Simoneが主語→動詞は能動態 écrire 〈書く〉
目的語は la lettre

Simone écrit la lettre. シモーヌはその手紙を書く。
la lettreが主語→動詞は受動態 être écrit 〈書かれる〉
La lettre est écrite par Simone. その手紙がシモーヌによって書かれる。

ものが集合に含まれるという関係の場合は、含まれるものが主語になるのが普
通。ものがある種類のものの集合に含まれるという関係→動詞は être。

Jeanne est fl euriste.  ジャンヌは花屋だ。

fl euriste

〈花屋〉の集合

Jeanne

〈ジャンヌ〉

Paul est intelligent. ポールは賢い。

intelligent

〈賢い人間〉の集合

Paul

〈ポール〉

ものが単独である動きをするものの集合に含まれるという関係→動詞は能動態。
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courir

〈走っているもの〉の集合

Jacques

〈ジャック〉

Jacques court. ジャックは走っている。

Odile chantait. 

オディールは歌っていた。

chanter

〈歌っていたもの〉の集合

Odile

〈オディール〉

5.　文　型
文を作っている単語の並び方には規則がある。規則に従った単語の並びを分類
したものを「文型」という。

5.1.　フランス語の基本文型
（1） SV（主語＋動詞）

René vient. ルネは来る。
Cécile partira. セシルは出発するだろう。
Le train est arrivé. 列車は到着した。

（2） SVC（主語＋動詞＋補語）
Marc est étudiant. マルクは学生だ。
Lucie était heureuse. リュシーは幸せだった。
L’homme deviendra riche. その男は金持ちになるだろう。

（3） SVO（主語＋動詞＋目的語）
Cosette aime Lucien. コゼットはリュシアンが好きだ。
La femme regarde des fl eurs. その女は花を見ている。
Georges a chanté une chanson. ジョルジュは歌を歌った。

（4） SVOC（主語＋動詞＋目的語＋補語）
Je trouve le fi lm très intéressant. 私はその映画がとても面白いと思う。
Patrice trouve mon œuvre médiocre. 

パトリスは私の作品がつまらないと思っている。
Elle a laissé la porte ouverte. 彼女はドアを開けたままにしておいた。
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（5） SVP（主語＋動詞＋前置詞句）
Hugo est dans sa chambre. ユゴーは自分の部屋にいる。
Clara va à l’école. クララは学校に通っている。

（6） SVCP（主語＋動詞＋補語＋前置詞句）
Camille est heureuse avec ses petits-enfants. カミーユは孫たちと一緒で幸せだ。
Arthur se sentait fatigué après le travail très dur.

とても辛い仕事の後で、アルチュールは疲れを感じていた。
Jules est devenu médecin comme son père.

ジュールは父親と同様に医者になった。
（7） SVOP（主語＋動詞＋目的語＋前置詞句）

Gilles lit un livre dans la bibliothèque. ジルは図書館で本を読んでいる。
Monique apprend l’anglais à l’école. モニクは学校で英語を学んでいる。
La fi lle a vu son frère à la gare. その女の子は駅で弟に会った。

5.2.　補語・目的格代名詞を含む文の文型
フランス語では、補語や目的語が代名詞の場合には、基本文型とは異なる語順
になる。目的語としての働きをする代名詞は「目的格代名詞」と呼ぶ（☞第 5章
5節）。
（1） SCV（主語＋補語代名詞＋動詞）

Frédéric est médecin. フレデリックは医者です。
̶ Oui, il l’est. はい、そうです。
Je suis content. 私は満足しています。
̶ Moi aussi, je le suis. 私もです、私も満足しています。

（2） SOV（主語＋目的格代名詞＋動詞）
Je le prends. 私はそれをもらいます。
Michel l’a mis sur la table. ミシェルはそれをテーブルの上に置いた。

（3） SOOV（主語＋目的格代名詞 1＋目的格代名詞 2＋動詞）
Dominique le lui a donné. ドミニクはそれを彼女にあげた。
Emile me l’a montré. エミールは私にそれを見せた。

（4） SOVC（主語＋目的格代名詞＋動詞＋補語）
Elle le trouve beau. 彼女はそれを美しいと思っている。
Lucien la croit ravissante. リュシアンは彼女を素晴らしいと思っている。
L’expérience l’a rendu fort. その経験が彼を強くした。
複合的代名詞 en, yも動詞の前に置かれて基本文型とは異なる語順を作る
（☞第 5章 5節）。
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（5） SOV（主語＋複合的代名詞＋動詞）
Georges en a mangé. ジョルジュはそれを（いくらか）食べた。

enは des pommes 〈いくつかのリンゴ〉や du fromage 〈ある量のチーズ〉のよう
な不定の目的語を表している。

Claire en boit. クレールはそれを飲む。
（6） SOOV（主語＋目的格代名詞＋複合的代名詞＋動詞）

Céline lui en enverra. セリーヌは彼（女）にそれを送るつもりだ。
Elle m’en a fait boire. 彼女はそれを私に飲ませた。

（7） SPV（主語＋複合的代名詞＋動詞）
Marie en est venue. マリーはそこから来た。

enは de Paris 〈パリから〉のような前置詞句に当たる。
Jean y habite. ジャンはそこに住んでいる。

yは à la ville 〈その町に〉のような前置詞句に当たる。
（8） SPVC（主語＋複合的代名詞＋動詞＋補語）

Sarah en est contente. サラはそれに満足している。
enは du résultat 〈その結果に〉のような前置詞句に当たる。

Pascal y est attaché. パスカルはそれに愛着を持っている。
yは à son pays 〈自分の国に〉のような前置詞句に当たる。

（9） SOPV（主語＋目的格代名詞＋複合的代名詞＋動詞）
Mireille l’y a acheté. ミレイユはそれをそこで買った。

yは à la haute couture 〈その高級婦人服店で〉のような前置詞句に当たる。
Marcel les en amène. マルセルは彼らをそこから連れてきている。

enは de la région 〈その地方から〉のような前置詞句に当たる。

5.3.　存在文
「～がある」という意味を表す文を「存在文」という。フランス語で存在文を
作るには、特別の文型を使う。

Il y a une pomme sur la table. テーブルの上にリンゴがある。
Il y a des oiseaux sur le toit. 屋根の上に何羽か鳥がいる。

voiciと voilàも、存在文と同様の働きをすることができる。
Voilà mon bureau. こちらが私の会社です。
Voici Madame Dupont, et voilà Monsieur Rodin. 

こちらがデュポンさんで、あちらがロダンさんです。



〈中 略〉
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1. 文は事柄を表し、事柄は2つの事物の間にある関係を表す。

2. 文は、事柄の要素を表す単語によって構成される。
　単語は、その働きによって品詞に分類される。
名詞：事物の集合を表す。
動詞：事柄の枠組みを表す。
形容詞：事物の集合の性質を表す。
助動詞：動詞と一体となって、事柄の枠組みを表す。
副詞：事柄の性質や程度を表す。
前置詞：事物の集合が事柄の中で持つ働きを表す。
代名詞：名詞のうちで、場面や文脈によって表す対象が特定されるもの。
冠詞：名詞が表す事物が、同種の事物と明確に区別されるかどうかを
表す。
数量詞：事物の個数や序列を表すか、事物の数量が不定であることを
表す。
接続詞：事柄を構成する要素を結びつける。
間投詞：事柄の表出に伴う話し手の感情を表す。

3. 文中の動詞と名詞は、語順、語形変化、先行する冠詞などによって区
別される。

4. 主語は、文で使用される動詞を決める働きをする名詞。
　目的語は、主語と関係を持つ事物を表す名詞。

5. 基本文型
SV（主語＋動詞）
SVC（主語＋動詞＋補語）
SVO（主語＋動詞＋目的語）
SVOC（主語＋動詞＋目的語＋補語）
SVP（主語＋動詞＋前置詞句）
SVCP（主語＋動詞＋補語＋前置詞句）
SVOP（主語＋動詞＋目的語＋前置詞句）

第1章のまとめ



57第 1章のまとめ

存在文（事物の存在を表すための特別の文型）

6. 文の種類
• 文が表す事柄の働きに基づく分類
平叙文：事柄の真偽を表す文。
肯定文：事柄が真であることを主張する文。
否定文：事柄が偽であることを主張する文。
疑問文：事柄の真偽や対象の特定を聞き手に依頼する文。
命令文：聞き点にある動作をするように、またはしないように促す文。
感嘆文：事柄に対する強い感情を表す文。

• 文の形式に基づく分類
単文：文を構成する要素が単語だけの文。
複文：文の要素として、さらに文が含まれている文。
重文：複数の文が並列されている文。
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