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Āÿ��"� 
� qÔ�è-(rar)e )Q�£©ä�qÔ±¡�ÑäÂº�þº�þMgá)Ùñ��'qÔ
±¡�¯7@C<L§���L§�ìg��|i�'qÔ�è�õJäö�N�p&É�
á�U¿yÞóûº�þ�Óü�J�¾�¡´�Ý·	%ÅÈ�(���ûVĄTada 1992; 
Koizumi 1994, 2008; Saitō and Hoshi 1998; Takano 2003; Nomura 2005; Takahashi 2010ü�1 
 
� (1) a. ~ï�� rÃ
� �!('� 
  b. ~ð
� rÃ
� �!('� 
  c. ~ï
� rÃ)� �!('� 
� (2) a. ~ï�� rÃ�
� �!('�ûqÔ�è�U¿yą/Ć����U¿yü 

b. ~ï
� rÃ�
� �!('�ûqÔ�è�U¿yą����U¿yü 
  c. ~ï
� rÃ�)� �!('�ûqÔ�è�U¿yĆ����U¿yü 
 
(2c)�~ð
�rH¢�Ã)�!('
þrÃ�)î�Â��!('���ÞóûqÔ�
è�U¿yĆ����U¿yü
°"����(2b)�~ð
�!('��rÃ���'
���ÞóûqÔ�è�U¿yą����U¿yü
�òÂ��'
þ¡Õ�$���þ
rÃ�)î�Â��!('��Þó
¾�'Tx
�'ûNomura 2005ü�¨��þ(2a)�
rÃ�)î�Â��!('��Þó#�!('��rÃ���Þó#qÔ��'� 
� ©Ç�ÃÂ� Role and Reference Grammar [RRG] (Van Valin and LaPolla [VVL] 1997) �
¡�Ñä±ëþ>B/B1o �{±ëûLambrecht 1994; cf. Erteschik-Shir 1997ü�z��þ
(1)�¯7@C<L§þ(2)�qÔ�è�p&É�á�U¿yÞó)å¤�'����'� 
� PF�ÊāË�©Ç�¬Ï)ÛÍ�'�ÊĂË�(1a)-(1c)�Ñä±ë�>B/B1)å¤
�þ¯NG`Í)�[���þ(1a)-(1c)�¯7@C<L§�(2a)-(2c)�U¿y�Þó���
Ñä±ëþ>B/B1o �{±ë	%�	('��)Æ��ÊăË�Ðæ��'� 
 
āÿ½æÂ¬Ï 
� RRG�þl�Â�ÑäØÆ)���×±ë¡ û́Jackendoff 1997ü�FR3,8���þ
Ñä±ëþgá�äÒ^Þ�DÖÂ�v�c�Ä��';0AAC?
±��'�v±ëþ
�{±ë)��7-C.2±ë)�×Â�ØÆ@9?û����ü������'� 
� ¡�Ñä±ë�þä�ÌÀ
���±�Î��ûconstituent projectionü��²ÔÌÀûVĄ
fgáü)Ø���U���ûoperator projectionü��^	(þ�Ó�bÓ�W��'�  
� RRG�þ�êäþwøþK�����¦íÂ��vÂk_����'ÑäÂlR���þ
êä)���]ûnucleusü�þ]�]�ÒhÂö
±��'�Iûcoreü�þI�
���uéñûperipheryü�ûI)Yú�'Neáùü
±��'�Ëûclauseü�)��
�'���Ă���»±ë
Eß�±�Î���Ä��'��U��þ(4)
Æ�$��þ
±�Î���s��Yú���&þ]�U�þI�U�þË�U��^%('� 
 
� (3)  Ë��»±ëûlayered structure of the clauseü 

a. ]ûnucleusüĄê�²Ô)��êä 
  b. IûcoreüĄ êäý��ÒhÂö 
  c. ËûclauseüĄ  IýuéñûperipheryCOREü 
� (4)  Yú�'��$'�U��^ù 
  a. ]�U�Ą*2:06èþt�è… 
  b. I�U�Ą®¶=4>5+èþt�è… 
  c. Ë�U�Ą� ¥`èþãç=4>5+èþà��èþt�èþÁâ]d… 
 
I�U��Jäö�])m"'êä
Ø�×¸�ôX)Æ�þË�U��wø\S)
��U¿y�[('�Ú ��U��ä÷þ�U��±�Î�����'±�Î�ä÷�
ä÷Üa�$&³��('ûVVL 1997: 69-75ü� 
                                                
1 2010�Pb�OØÂ�Z×ÅÈ�þKoizumi (2008)��¿�(��'¡¼)n¹� 
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� RRG��o�*YÇ �cÊ�(��ÔO# ;>.>0!Þ�YÇ �c È¸TÂ
½±ÜÊ©�ÍÜlogical structure [LS]ÝÝ�(9/==@<Ümacrorole [MR]ÝÞ�9/=
=@<�(¨�®¶È®ØÜprivileged syntactic argument [PSA]Ý â�Ö�T�+*�2� � �  
� YÇ �cÊÜÊ©�ÍÝ�(9/==@<# SR,�	 !Þ(5) �35-<4?
9/==@<IDZV��f 1 �¼¥¹?^Y¹Öt���*�(5a)!YÇ�]*9/=
=@< P�,o%Þ(5b)!9/==@< P��á� k_!¼¥¹Þ̂ Y¹ ��(�
�* �,o%��*�9/==@<�!HYÇ� FÀØ�¯v�*¼¥¹ÜactorÝ�
^Y¹ÜundergoerÝ��*�Þ��(&»YÇ� eAØ���&�º�Þ×º���!
W¹�ª�Þ×q���z¹�ª�*�HYÇ?¿HYÇ�!Þ�£®��cyXÖt,
\�a®��Ó��¼¥¹?^Y¹Öt B�Þ�BL Ø�¼¥¹Þ�CL Ø�^Y
¹��)Þ¼¥¹�&^Y¹�&�+��Ø�×9/==@<Ünon-macroroleÝØ��*�
JC (6a)-(6f)!��È�
�*9/==@<ID N��*� 
 
� (5) 35-<4?9/==@<IDZVÜDefault Macrorole Assignment PrinciplesÝ 
  a. YÇ�^�]*9/==ß< P� 

á.�YÇ Ø�â�JB��+"Þ� YÇ!9/==@<,â�^�]*� 
â.�YÇ Ø�á���+"Þ� YÇ!9/==@<,á�^�]*� 

� � � b. 9/==@< }Ëã9/==@<,á�]*YÇ���� 
� � � �  á. Ê©�Í� YÌÈÜ‘do’ (x, ...)’Ý��*k_Þ9/==@<!¼¥¹��*� 

â. Ê©�Í� YÌÈÜ‘do’ (x, ...)’Ý���k_Þ9/==@<!^Y¹��*� 
� fá: ¼¥¹?^Y¹ÖtÜActor-Undergoer HierarchyÝ 
   Actor                                                   � � �  Undergoer  
    
    
   Arg. of  �  �  Arg. of     � 1st Arg. of     �  �  2nd Arg. of    Arg. of state 
   DO        �  do’ (x,...)    � pred’ (x, y)     �  pred’ (x, y)    pred’ (x) 
�  YMF� � � �  p¼¹�   � µÛ¹à^Ù¹ �  FÚ    ¾Y¹ 

[“        ” = increasing markedness of realization of LS argument as macrorole] 
� (6) a.  mÑ�[PSA/FÈ, ¼¥¹]� �Ñ,[^Y¹]� ���� 
   b.  �Ñ�[PSA/FÈ, ^Y¹]� mÑ�[¼¥¹]� ��+�� 
   c. mÑ�[PSA/FÈ, ¼¥¹]� �Ñ,[^Y¹]� n��� 
  d. mÒ�[PSA/FÈ, ¼¥¹]� �Ñ�[×9/==@<]� �,[^Y¹]� ¢���  
   e.  mÑ�[PSA/FÈ, ¼¥¹]� 6@<�� ���� 
   f.  mÒ�[PSA/FÈ, ^Y¹]� 82<�� Q+�� 
 
(6a,b)�NÆ�*'	�Þ^Y�� 9/==@<ID!ºY� k_�`���*�lØ
YÇ�^�]*9/==@<�á� k_�!ÞÈw®´}[MR1]�G%�o�*� 
� YÇ È¸TÂ�(9/==@<# SR�·9/==@<�(¨�®¶È®Ø# 
SR!Þq�h���!(7a) Þº�h���!(7b)�')�o�+*ÜVVL 1997: 175-176Ý� 
 
� (7)  ¨�®¶È®Ø Ð� 

a. q�h���
�*¨�®¶È®Øã¼¥¹Øä^Y¹Ø 
�   b. º�h���
�*¨�®¶È®Øã^Y¹Øä¼¥¹Ø 
 
(7a,b) ¨�®¶È®Ø Ð�!��¨o®�x�¶È®~j,b$��1.@9�')
�����o�+*��*¨�®Ø�¡g�*ÃÈÜNãAcehnese, Jakaltek, TagalogÝ 
;>.>0,ÅÌ�*�%�!����¨�®Ø,�o�*{À��*�(��*� 
� �z�Þ(8) �IDU³,:>/I���(9a) U³ÖtÞ(9a) Ï«Ùi,Áo�*(9b)
 �s�IDÙi,W���*ÜNakamura 1999; cf. VVL 1997: 575-581Ý� 
 
� (8) a. �*E�Ø�F��±,^�*� 
�   b. ×9/==@< E�Ø!D��±,^�*� 
  c. ^Y¹Ø!q��±,^�*� 
� (9) a. ��È U³Ötã(8a) >> (8b) >> (8c) 
  b. ��È �s�IDÙiãE� 
                                                
2 ¨�®¶È®Ø!K¶®�FÈ���q|�*�Þ��������*¤Þ©Ê®Z´��Þ
�cyX Õo®Ed�(r�+*¤�K¶®�FÈ� ¯Î¤��*ÜVVL 1997: Ch.6Ý�YÇ 
È¸TÂ½±! RRG ��J��u �Ä,µ��*�Þ��§! Van Valin (2005: Ch.2),[¦�
�²�!17@1 ÔO�È¸TÂ½± ÂÉÜE� 2015: 46-68Ý!°¬�*� 
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(8b)�V��@�B«�y�B«º½��,[�¾�W��¿§EXªy�^»¡º¿Ko
�y�¦Ko¡�����µ��)(�(9a)�V�¸l��>I�V��?I�V� �
�i��P®�(����#¿(9a,b)�¿°«�º�Á���(e`��¿6.::<8�
0-4�·+&�¿��A�º�B��F@�)(��¿°«�6.::<8�Â��(
e`�¿¤�¡º�B��F@�)¿^X¡º�i��F@�)(��,N©�(� 
 
ÃÀw� 
ÃÀÁ� �39<7D} 
�  �¿(1a,c)��39<7,k��~U�s�
'��(��_¢v¯�J�d�¹B«
º�����%'��(���¨h��(½Sugioka 1984: 158-161; cf. Kuno 1973: 138-139¾� 
 
� (10) a. *f¶�� H!,� ]��¿��� |(� 
  b.  f¶�� H!,� ]��¿�,� |(� 
 
(10a,b)�pc�)�pb�B«º,R��(C�f¶�H!,](�¿�f¶��,|��
,¥�Â��A��_¢v¯½�¹´Z{V¾,R��($���(�c 2�(10b)��«
�²��(�¿Â��A��B«º�A�958�xJg,R��(�A�³Iv�½core 
cosubordination¾���(½1nv��yQ£�T�� Hasegawa (1996),[�¾� 
 
� cÂÄ(10b)��«�² 
           SENTENCE 
 
          CLAUSE 
 
       CORE     CMPL     CORE   
  
  ARG  ARG   NUC      ARG   NUC�  �r�tj 
 
   NP   NP    iPRED        iNP    iPRED 
 
        i  V           iiiiV� � �  
 
  Tarō-ga  yasumi-o   ii tot-    te      hon-o      kak-e-ru. 
 
        I  V           iiiiV 
 
         NUC            NUC 
 
       miiiCORE           iCORE 
 
               CORE                 MOD 
� � � xJgtj 
                  CLAUSE         TNS 
             
               SENTENCE           IF 
 
��*�¿(10a,b)�%��¿¹B«º�B���,^(e`¿_¢v¯�J�d�_¢
v¯�F�Xª��
\����=z¿¹B«º�i���,^(e`�¿_¢v¯�
J�d�_¢v¯�F�Xª½�|��¾,a"A��W��¿��Xª��I·M��(
Xª½�](�¾,a"A��$\��G>�¨h, �#(�¿(11)�%���(� 
 
� (11)  _¢v¯-(rar)e���Â����,u�½cf. Sugioka 1984¾�3 

a. Xª�R�§`Xª,�r�(�� 
b. A�,O¼�(½A�xJg����¢�(¾�� 

                                                
3 Sugioka (1984)�¿(11b)��m�(��, V’,?I��Y�(/;2:<8°«���T��¿
(11a)���,(11b)���
&ST�½LÄ[[hon-o kak]-e-ru] ---> [hon-ga [kak-e-ru]]¾�%'k��S
T����¿¹B«º½���¾�_¢�pb,a"�q°«�º��'¿B���,^(��	¿
±{���¿(11b)����(11a)���
&���)��(½�¬ 1993¾� 
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�Pr%:>1>3#%ÅE�"� Ls�- ÏF��Pr ���®�-b®�º%
b®�ºJ�I]¶$:>1>3#zÉ0E
"���$�*Ï(1a)-(1c)#U½�-F�
Ê$�pÁ� �c��%Ï(5a1) ¯�?`]ÇyÍj 1Î#|�Ï�.�.¯�Ï
`] "-����Ï(9a)$Z¥Çy0¿��- Ï(1c)$�7<@9}+.-� 
� b®�º]¶ U#²d]¶0���-md%Ï�$²d]¶$:>1>30¬
-�
(12a)(1a)$�7<@90¸��-��Ï(12b)%²d]¶$¹��¾��-� 
 
� (12) a. ²d]¶0���-b®�ºÍcan.do’ (x, [[do’ (x, ø)] ....])Î%¦�[MR1]0��� 
  b. can.do’ (Tarō, [[do’ (Tarō, ø)] CAUSE [INGR closed’ (right.eye)]])  
 
(12a)% can.do’b®$�g0f)HÊ��¼·��,Ï�¨ÌÍ�-¯�0¯	®\$
��GÎÏ�b®�º$±Â��-]¶��)-�$¹��¾Ï0Ê ��³��-� 0
¡��(12b)$¹��¾$�CN$¼· can.do’%��¼·��-�*Ï82==@;$�
Ð�$md#%Ï(5b)#|�ÏiA$82==@;%`] "-�¯�?`]Çy�
DN#�-°]ÍAÊ��¼· closed’$ÊÎ$�c��%`]#Ï¨ÌÍHÊ��
¼· can.do’$£AÊÎ$�pÁ�%È82==@;#"-�(13)%(12b)$²d]¶$¹�
�¾�+82==@;&$XR0¡��j 3%(1a)$��¦�¾��-�(13)¡�82=
=@;$§(d/�#(9a)$Z¥Çy0¿��- Ï(1a)$�7<@9}+.-��  
 
  (13) LS:  can.do’ (Tarō, [[do’ (Tarō, ø)] CAUSE [INGR closed’ (right.eye)]]) [MR1] 
 
   MR: �     Non-MR                          Undergoer  
� jÒÓ(1a)$©·�¾Í�Pr�v% �Î 
     SENTENCE 
 
           iCLAUSE 
 
       CORE          
  
  ARG  ARG         NUC    
 
   NP   NP     NUC        NUC    
 
          iPRED       PRED         
 
  Tarō-ni  migime-ga I itsumur-    ni� e-ru.     
 
� �{#Ï(1b)$HÄG���$�7<@9!	w�.-�0¬t�-�'�Ï(1b) %
u��#Ï�Ë$G��¡Ê]¶$Ê�%"�HÄG���(14a)$��¦�¾%ªµ�
´Ã0`�-oG·Ímajor subjectÎ$pÁ�F�[4=56Íprecore slot [PrCS]Î�#
��-(14b)��- ¬
-ÍHasegawa 1996: 41; cf. Heycock 1993; B_ 1994: 101-112Î� 
 
� (14) a. pÁ� q� ^�� 
  b. [CLAUSE [PrCSpÀ] [CORE2 [NUC2 [CORE1  [q] [NUC1 ^�]]]] 
  c. HÄG���$��41@8 

Semantics: The nucleus2 of the core2 represents an attribute of its only argument ‘X’ in the� � � �
configuration ‘[CLAUSE [PrCS X] [CORE2 [NUC2 ...]]]’ 

   Syntax: [CLAUSE [PrCS X] [CORE2 [NUC2 [CORE1 Y ... [NUC1 [Z]]]]]] 
�  
(14b)%�ÍpÁ$Îq^��%x�a¼��- e�#ÏTOpÁ$x�a¼ ��
´Ã��-�HÄG���$�¢³M%oG·Kn$ÂYoG·$x�a¼ ��´Ã
��-� ��-ÍTakami and Kamio 1996Î�(14c)%HÄG���0Ï�-x�a¼$TO
Í(14a)�%Ï�q^��ÎCN$x�a¼#��-x� ��W´Ã�.Ï�$Çy
�"x�a¼0ek�"l*»(ÅQÍx�¼· �$Ê���-F�CN$¤V$
oG·$x�¼· ��WY��.-Î#�-Ñ�$F��	�� ��s«�-�4�  
                                                
4 (14c)#��-Äy�"x�a¼Í�#ÏoG· �$x�a¼Î%��³¦$ªh�+w�"�
�*Ï�� ��wS�-~³�-�(14c)$��41@8%HÄG���#Æs�.��-Ï
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� (14c)!º¯:6KC2o¬��0�Ē(1b)!¹AGKD"WN!-� �
10�(�Ē
í|rô��*10�"(13)�Ô�-� ĒÝďã�ČC7HHKF Ēërã�yrã 
�0����Ēº¯:6KC(14c)�āÎ�10�â�0�Ē(14c)"�{Ð��*10��
�Rõ��ă�!�¢ýõ��0��2îÀ�0����Ē�¢ýõ�jµSĎ2ª��Ē
ú�Sùw#Þ·Sù2ª�øÌºÿ�"oã!§�2X�ĐKageyama 2006đ�â�0�Ē
(1b)!��*10�!øÌºÿ"(15a)!-� �0�(15b)"�¡�0º¦Üºÿ��0�5 
 
� (15) a. can.do’ (arb, [[do’ (arb, ø)] CAUSE [INGR closed’ (right.eye)]]) 
  b. [CLAUSE [PrCS�Ă] [CORE2 [NUC2 [CORE1  [{Ð] [NUC1 �*10]]]]  
(15a)�"Ē�éãĐÂrýõ do’!×ĕĎđ��ă�2~*ú�Sù!§�!�+ĒÝďã
Ĕ�éã,ßõÏ �Ë�1�ĒOÈ�ñąĐ“arb”đ��0��
�Ē�Rõ��¢ýõ
���(15a)2X��+Ē(15a)�"OÈ�ñą!ÝďãĔ�éã"�Rõ!��ă��}�
�1Ē(1b)"ú�Sù�ä²s���0�Ē(1a)�&'}»!¤�êÔ2ª� ç0� 
� (15b)��{Ð�"g`!Q¸ĐCORE1đ!�LĎĒ��ă�"�`!Q¸ĐCORE2đ2~*
ÙĐCLAUSEđ!�LĎ Ñ��0�Ēe É¥ýõ!�L!Ď��0�+Ē(5b2) ���
yrã �0����Ē(9a)!mÚċ�2āÎ�0�Ē��ă�Ē�{Ð�!��.,R¹¼
Ô2y�0�+ĒÞ·���Ē(1b)!TĆR¹!¹AGKD� .10� 
� ´�Ù2îÚ�0�(1c)"zå«û�EI6I8 "�č2P���Q¸\����
½å�0�|��0�EI6I8"tÛUrô¯�}» Ā)Ē�R¹-�¹�¹AGKD�
Í�0�¾ Ē(1a)!zå«û"Urô��*0��e í|rô2º¦�0�zå«û�
C7HHKF!_®2�+0õ�ÏÜ¢Đ[MR1]đ2ª��+Ē(13)!C7HHKFVP�
Í�Ē�P¹-R¹�¹AGKD�Í�0�³� Ē(1b)�"øÌºÿ
.C7HHKF%!
ib!o º¯:6KC(14c)�āÎ�1Ē�!Þ·ĒTĆR¹!¹AGKD�Í�0� 
 
ėēĖ� \Î�!ñą 
� ´�Ù"ĒRRG 	��£�ºÿ2¨�A4K5:ºÿĐVVL 1997: Ch.5; cf. Lambrecht 
1994; Erteschik-Shir 1997đ2o¬���Ē(2a)-(2c)!zå«û�ČRõĎ Vx/Ö�ô
����!\Î�!�Ê2o�Ù!�ĈàM�ö±�0� 
� (�Ē(2c)!zå«û"RõĎ��ă��rô��*0�!ĉ^2ê�Q¸\���0�
�!�+Ēzå«û!\Î�"rô!ê�éÄ2é�åq!ª�R��0RõĎw#Rõ
Ď2Ċ��ýĄdZ w$��!�+Ēcé¯æ2ª���(2c)�"Ēzå«û!\Î�"
ýĄ!LĄ2º¦�0ČRõĎ�{Ð� Vx/Ö�ô!\Î�-/��0�6�  
� ¾ Ē(2c)!zå«ûĐQ¸\�đ�"�ÆÏ Ē(2a)!zå«û"��*0��e 
í|rô2º¦�Ēg¸!LĄĐ� 3vÆđ��0��!�+Ē����!\Î�!�Ê"
(2a)!ČRõĎ!£�ºÿM!�Y ¡��Á(0�fZÏ "Ē(16a)!-� ĒRõĎ�
A4K5:��0�|ĒČRõĎ"o¬Đpresuppositionđ���ñą�10ĐLambrecht 1994; 
cf. Dryer 1996: 515-517đ��!�|"ĒRõĎ�ÑìÏ ČRõĎ�>@;7ÏîÜ��0
�+ĒČRõĎ!�{Ð� Vx/Ö�ô����!\Î�"Ēí|rô!LĄ��0
zå«û!\Î�-/��0�þ Ē(16b)!-� ĒČRõĎ�A4K5:���½å
�0�| "ĒRõĎ�>@;7ÏîÜ��0�+Ē����!\Î�"Ê�0�7 
 
� (16)  A4K5:ęRõĎ 
  a. �Ă � {Ð���� �*10�Đzå«û!\Î�Ę����!\Î�đ 
   A4K5:ęČRõĎ 

b. �Ă � {Ð���� �*10�Đzå«û!\Î�Ě����!\Î�đ 
                                                
�ĆR¹º¯Đh�Ï á/ü�Q¸2g¸���hk¶�0đ ©��0�����0� 
5 RRG!EI6I8Ìø�º¯:6KC�·���p ���"ĒVan Valin (2005: 130-135)2vÆ�
(14c)!º¯:6KC�āÎ�1���| "ĒTĎrô¯!LèÏ�ßõÏ<IBGK>Đg¸2
u+0ýõ��!Ė�!Ď
.º¦�10Q¸đ�=A4F>���āÎ�10� 
6 (2c)�����!\Î����÷)�ĐČ� marginal �"���,đ .10�!l°�cé
ÓÕ �0�ĒØã "�!l°"ĐÐ [�,òw�0đcé¯æÅ� "¿�Ozå��0� 
7 A4K5:ºÿ!ñąïn���Ē¯!>@;72ĊĄk!Òa!ó]2>@;7!ðÃ
.
é�ïnĐErteschik-Shir 1997: 16-21đ��0�â�0�Ē>@;7">@;7W�!îÜ-/��
\Î�2ª��� �0��	ĒRRG  	��ćs�!\Î�2Á��0!"ĒKuno and Takami 
(2002)!36:?K>J9:<D!©�Ç��0ĐVVL 1997: 219-223; Van Valin 2005: 81-88đ� 
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� ��"î(2b)$e.¹�Ì#V®n�	Êâ�á°��/��0$MãJ ¡��$
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「過分義」を表す動補構造および動詞コピー構文に関する考察 

―構文文法の観点から― 

崔 盼盼（東北大学大学院） 

１．研究背景と問題提起 

・本発表の研究対象： 

・結果構文 vs過分義動補構文 

(1) a. 小王推-倒了大树。 

「王さんは大木を押し倒した。」 

 b. 小王洗-湿了袖子。 

「王さんは洗濯して袖を濡らしてしまった。」 

(2) a. 这房子盖-小了。 

「この家が小さすぎるサイズに建てられた。」 

b. 你这件衣服买-贵了。 

「あなたはこの服を高く買った。」  （彭 2011：51，訳文は筆者より） 

 ・結果構文から拡張される動詞コピー構文 vs過分義動補構文から拡張される動詞コピー構文 

(3) a. 小王洗衣服洗-湿了袖子。 

「王さんは服を洗って、袖が濡れてしまった。」 

 b. * 小王推大树推-倒了（大树）。 

(4) a. 她炒菜炒咸了。 

「彼女が料理を作ったが、しょっぱすぎた。」 

b. 他挖坑挖浅了。 

「彼が穴を掘ったが、浅すぎた。」 （彭 2011：85，訳文は筆者による） 

・本発表の目的：以下の問題点を解決すること。 

A．過分義の動補構造文および動詞コピー構文は、結果構文および結果構文から拡張される動詞コピー

構文とは同一の構文か。 

B．同一でないとすると、過分義の動補構造文および動詞コピー構文はそれぞれどのような構文構造を

持つのか。 

２．理論枠組：構文文法 

・Goldberg（1995）の構文文法理論： 

語彙と同じように「構文」という形式も独立した意味を持ち、「構文の意味（constructional meaning）」

が動詞の持つ意味と融合（fusion）を起こし、文全体の意味を決定する。 

(5) He wiped the table clean. 

(6) 結果構文＋動詞 wipe 

Sem CAUSE-BECOME < agt pat result-goal > 

  means 

 WIPE < wiper wiped  > 

 

Syn V   SUBJ OBJ ADJ/PP 

（Goldberg 1995：190） 

・Goldberg（1995）に対する修正： 

結果構文は一種の複雑述語（complex predicate）であるため、単独の主動詞ではなく、主動詞と結果述語

の複合構造が Goldberg（1995）の言う「動詞」に対応すべきである。 

特に中国語の場合、結果構文は動補構造という複合動詞の形式を用い、1 つの構造として分析するほうが

合理的である。 

３．結果構文および動詞コピー構文の拡張過程 

・典型的な結果構文の拡張過程： 

G-2

―  266  ―



 
 

 

(7) 小王推-倒了大树。（=(1a)） 

「王さんは大木を押し倒した。」  

(8) V 推＜Ag Thi＞ ＋ V 倒＜Thj＞ → Vcaus-Vres推-倒＜Ag  Thi Thj＞ 

(9) 結果構文＋“推-倒” 

Sem CAUSE-STATE < Ag (Thi) Thj > 

 

 [推-倒] < 小王  大树 > 

 

Syn [V- OBLV/ADJ]  SUBJ  OBJ  

・特殊な結果構文の拡張過程： 

(10) 小王洗-湿了袖子。 

「王さんは洗濯して袖が濡れてしまった。」 

(11) V 洗＜Ag Thi＞ ＋ V 湿＜Thj＞ → Vcaus-Vres洗-湿＜Ag Thi Thj＞ 

(12) 結果構文＋“洗-湿” 

Sem CAUSE-STATE < Ag （Thi） Thj > 

 

 [洗-湿] < 小王 （衣服） 袖子 > 

 

Syn [V- OBLV/ADJ]  SUBJ  OBJ 

・動詞コピー構文の拡張過程： 

(13) 小王洗衣服洗-湿了袖子。 

「王さんは服を洗って、袖が濡れてしまった。」 

(14) V 洗＜Ag Thi＞ ＋ Vcaus-Vres洗-湿＜Ag Thi Thj＞ → 

V 洗＜Ag Thi＞ Vcaus-Vres洗-湿＜Ag Thi Thj＞ 

 修飾 

動詞コピー構文は一見動詞述語文と結果構文の単純な連続に見えるが、実際には文の中心は動補構造にあ

り、前置された動詞述語文は原因事象を明示化するための修飾要素に過ぎない。すなわち、動詞コピー構文

の性質は動補構造に動詞コピーの修飾節を付け加える構造である。 

(15) a. 小王洗(*了)衣服洗-湿了袖子。 

b. 小王(*没)洗衣服洗-湿了袖子。 

・動詞コピー構文の構文構造： 

(16) 動詞コピー構文＋“洗-湿” 

 

 修飾節  

Sem < Ag Thj > CAUSE-STATE < Ag (Thi) Thj > 

 

 <  小王 衣服 >  [洗-湿] < 小王 （衣服） 袖子 > 

 

Syn  SUBJ OBJ1  V  [V- OBLV/ADJ]    OBJ2 

 

４．先行研究からみる過分義動補構造文の特徴 

・過分義動補構造文： 
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(17) a. 这房子盖-小了。 

「この家が小さすぎるサイズに建てられた。」 

b. 你这件衣服买-贵了。 

「あなたはこの服を高く買った。」  （彭 2011：51，訳文は筆者より） 

・形態的特徴： 

・[VA 了]という形式をとる 

・補語は形容詞のみ 

・意味的特徴： 

・形容詞が表す状態が好ましくない方向にずれていることを表す（岩崎 1990、望月・申 2011） 

・非完結的で静的な状態を表す（彭 2011：56） 

(18) a. 他慢慢盖了一栋房子。 

「彼は徐々に一軒の家を建てた。」 

b. * 这房子慢慢盖-小了。 

「#この家は徐々に小さすぎるサイズに建てられた。」 

(19) a. 他慢慢炒了两个菜。 

「彼は徐々に二つの料理を作り上げた。」 

b. * 菜慢慢炒-咸了。 

「#料理は徐々にしょっぱすぎる味に作られた。」 

・実質は比較文（岩崎 1990、Liu 2016） 

・統語的特徴： 

・助詞“了”が必要不可欠（彭 2011：57） 

(20) a. 这件衣服很容易洗-干净。 

「この服は洗うとすぐきれいになる。」 

b. * 这么漂亮的衣服很容易买-贵。 

「こんなに綺麗な服は、高い値段で買いがちだ。」 （彭 2011：57-58，訳文は筆者による） 

・＜反例＞ 

(21) a. 中国买家在国外买东西还*(常常/容易)买-贵。 

「中国人の買い手は外国で買い物をするときは常に多額の出費を伴う。」 

b. 不按图纸挖坑*(容易)挖-浅。 

「設計図を参照せずに穴を掘ると、浅くなってしまいがちだ。」 

(17’) a. 这房子盖-小了一圈。 

「この家が一回り小さすぎるサイズに建てられた。」 

b. 你这件衣服买-贵了一些。 

「あなたはこの服を少し高く買った。」 

・動詞コピー構文の形式が可能 

(22) a. * 小王推大树推-倒了(大树)。（＝(3b)） 

 b. 他挖坑挖-浅了。（=(4b)） 

「彼が穴を掘ったが、浅すぎた。」 

・“把”構文を含めて直接目的語が現れにくい（彭 2011） 

・＜反例＞ 

(23) a. ?? 我买-贵了票。 

「私はチケットを高く買った。」 

b. 她把毛衣织-肥了。 

「彼女はセーターを必要以上に大きく編んだ。」 

・まとめ：過分義動補構造文の特徴 

 i. 統語上、述語は V-Adjの形式をとり、常にアスペクトマーカー（通常は「完了」の“了”）を伴う。動作

主（Agent）が現れずに動作対象（Theme）が主語になる。 

 ii. 述語 V-Adj は動的変化がなく、状態のアスペクトを持つ。予想された理想値から外れた状態にあるこ

とを表す。 

 iii. 動詞コピー構文や“把”構文に拡張することができ、それにより動作主を実現させることができる。 
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５．過分義動補構造文の構文意味および形成過程 

５．１．形容詞比較文[S-A] 

(24) a. 这个坑浅。 

「（ほかの穴と比べると）この穴は浅い。」 

b. 她的头发短。 

「（ほかの誰かの髪と比べると）彼女の髪は短い。」 

c. 这件毛衣大。 

「（ほかのセーターと比べると）このセーターは大きい。」 

(25) a. 这个坑很/挺浅。 

「この穴は浅い。」 

b. 她的头发很/挺短。 

「彼女の髪は短い。」 

c. 这件毛衣很/挺大。 

「このセーターは大きい。」 

・形容詞比較文[S-A]の事象構造： 

(26)  ＜状態事象＞ 

 （文脈にある参照物） 主語 

 

 比較 

・形容詞比較文[S-A]の項構造： 

(27) Adj < Theme > 

・形容詞比較文[S-A]の構文構造： 

(28) 形容詞比較文[S-A]＋“浅” 

Sem COMPARISION < Th > 

 

 浅 < 这个坑 > 

 

Syn A  SUBJ  

５．２．過分義形容詞文[S-A了] 

(29) a. 这个坑浅了。 

「（予想と比べると）この穴は浅すぎた。」 

b. 她的头发短了。 

「（予想と比べると）彼女の髪は短かすぎた。」 

c. 毛衣大了。 

「（予想と比べると）セーターは大きすぎた。」 

・構文意味に関する可能な解釈：形容詞のスケール性（彭 2011：64-66） 

(30) 瓶子里的水满了。 

「ビンの中の水が満ちている。」 （彭 2011：64） 

(31) 昨晚下了一夜雨，今早一看，坑（变）浅了。 

「昨夜は一晩中雨が降り続けて、今朝見ると、穴が浅くなった。」 

・過分義形容詞文[S-A 了]の事象構造： 

(32)  ＜状態事象＞ 

 （文脈にある予想） 主語 

 

 過分 

・過分義形容詞文[S-A 了]の項構造： 

(33) Adj < Theme > 

・過分義形容詞文[S-A 了]の構文構造： 
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(34) 過分義形容詞文[S-A 了]＋“浅” 

Sem COMPARISION-EXCESSIVESTATE < Th > 

 

 [浅-了] < (这个)坑 > 

 

Syn A-ASP  SUBJ  

５．３．過分義動補構造文[VA了] 

(35) 坑挖-浅了。 

「掘った穴は（予想と比べて）浅すぎた。」 

・結果構文と過分義の動補構造における事象関係の違い 

(36) a. 結果構文の事象構造： 

 ＜先行事象＞ → ＜後続事象＞ 

 原因  結果 

 （推）  （倒） 

b. 過分義動補構造文[VA 了]の事象構造： 

 ＜動的事象＞ → ＜静的事象＞ 

 背景  過分 

 （挖）  （浅） 

・過分義動補構造文[VA 了]の項構造： 

(37) V 挖＜Ag Thi＞ ＋ A 浅＜Thi＞ 

 → V 挖＜Ag Thi＞ A 浅＜Thi＞ 

 修飾 

・過分義動補構造文[VA 了]の構文構造： 

(38) 過分義動補構造文[VA 了]＋“挖浅” 

 修飾要素 

Sem < （Ag）（Thi） > CREATION -  COM-EXCSTA < Thj > 

 

 < （他）（坑） > 挖 - [浅-了] < 坑 > 

 

Syn     V - [A-ASP]  SUBJ 

・結果構文と過分義動補構造文とであいまいになる場合がある 

(39) 坑挖-深了。 

「掘った穴は（予想と比べて）深すぎた/穴を深く掘った。」 

６．過分義の動詞コピー構文の特徴及び拡張過程 

(40) 他挖坑挖-浅了。（＝(4b)） 

「彼が穴を掘ったが、浅すぎた。」 

(41) a. * 他挖坑坑挖-浅了。 

b. 他挖坑挖-浅了。（＝(4b)） 

「彼が穴を掘ったが、浅すぎた。」 

・動詞コピー構文の特徴（彭 2011：59） 

(42) a. 過分義の動詞コピー構文は最初の動詞に“了”をつけることができるが、結果構文の動詞コピー構

文ではつけられない。 

b. 過分義の動詞コピー構文は前の目的語が特定（specific）名詞句が可能であるが、結果構文の動詞コ

ピー構文では前の目的語は特定でない方が自然である。 

(43) a. 你挖了一个坑挖-浅了。 

「あなたが穴を１つ掘ったが、浅すぎた。」 
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b. * 他骑了（一/那匹）马骑-累了。 

「彼は（一匹の/あの）馬に乗って疲れてしまった。」 （彭 2011：59，訳文は筆者による） 

c. 他骑马骑-累了。 

「彼は馬に乗って疲れてしまった。」 

・過分義動詞コピー構文の項構造： 

(44) V 挖＜Ag Thi＞ ＋ V 挖＜Ag Thi＞ A 浅＜Thi＞ 

 修飾 

 →V 挖＜Ag Thi＞ V 挖＜Ag Thi＞-A 浅＜Thj＞（Thi ＝ Thj） 

 補足  

・過分義動詞コピー構文の構文構造： 

(45) 過分義動詞コピー構文＋“挖浅” 

従属節 

Sem < Ag  Thi > CRE  -  COM-EXCSTA < （Ag）（Thi）（Thj） > 

 < 他 坑 > 挖 -   [浅-了]  

Syn SUBJ OBJ  V   V - [A-ASP]  

 (46) a. 坑 挖-深 了。（=(39)） 

「掘った穴は（予想と比べて）深すぎた/穴を深く掘った。」 

b. 他 挖 坑 挖-深 了。 

tā wā kēng wā shēn le 

彼 掘る 穴 掘る—深い PERF 

「彼が穴を掘ったが、深すぎた。」 

７．まとめ 

A．過分義の動補構造文および動詞コピー構文は、結果構文および結果構文から拡張される動詞コピー構

文とは全く異なる構文である。 

B．過分義の動補構造文の実質は形容詞文であり、動詞が[A 了]形容詞文を修飾する要素に過ぎない。先行

事象は背景化されて前提になり、後続事象が期待から外れた状態を表すため、[背景—過分]という事象関係を

持つ。過分義の動詞コピー構文は前半部分の動詞述語文が主節となり、動補構造がそれを補足する補語節で

あるため、動補構造が主節となってそれに動詞コピーの修飾節を付け加える結果を表す動詞コピー構文とは

明らかに異なる。 
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演繹とアブダクションに基づいた条件文についての考察：推論アプローチによる通言語的分析 

森 創摩（筑波大学大学院） 

 

1. はじめに 

 Dancygier (1998) と Dancygier and Sweetser (2005) は、後方転移という文法的基準に基づいて条

件文の主要なタイプとして予測的条件文 (predictive conditionals) と非予測的条件文 (non-predictive 

conditionals) を提示し、非予測的条件文をエピステミック的条件文と発話行為的条件文の 2 つに下位

区分している。これは、条件文研究において非常に画期的な分類方法論である。しかし、演繹とアブダ

クションに基づいた条件文を条件文の分類として認めると、言語分析上さらに有益な知見が得られる。 

 

本研究の目的 

演繹とアブダクションに基づいた条件文は条件文の分類として妥当であると示す。 

本研究の主張 

①演繹とアブダクションに基づいて構築された条件文の条件節と主節は、通言語的に、その個別言語に

おける一般規則 (独立節における動詞形式を支配 (govern) する規則を指す) によって形成されている。 

②いわゆる修辞的条件文と呼ばれる条件文が修辞的な響きを持つのは、演繹推論に適用された lawが明

らかに不合理なものだからである。 

 

2. 演繹とアブダクション 

 

(1) The Law (例: All men are mortal) 

The Case (例: Socrates is a man) 

The Result (例: Socrates is mortal)          (Hopper and Traugott 2003: 42) 

 

● 演繹 (deduction) 

・Hopper and Traugott (2003) によると、演繹とは、三段論法において、lawを caseに適用し result

を予測する方法である (cf. Reilly (1970: 33, 59), Andersen (1973: 774-775), Anttila (1989: 196-8))。 

・例えば、“All men are mortal. Socrates is a man. Therefore, Socrates is mortal.”という推論方法が

演繹である。 

 

● アブダクション (abduction) 

・アブダクションという推論方法は C. S. Peirceによって提唱されたもので、Peirce (1955) は、アブダ

クションの推論の形式を次の (2) ように定式化している。 

 

(2) The surprising fact, Q, is observed; 

But if P were true, Q would be a matter of course, 

Hence, there is a reason to suspect that P is true.     (Peirce 1955: 151, Hobbs 2004: 729) 

 

アブダクションについてHobbs (2004: 727) は、“From observable Q and a general principle P⊃Q, 

we conclude that P must be the underlying reason that Q is true. We assume P because it explains 

Q.” と述べている (⊃は命題論理学における含意記号である)。 

・(1) の law, case, resultを使って説明すると、アブダクションとは、観察された resultから出発し、

lawに頼り、caseを推論するというものである (cf. Krzyzanowska et al. (2013))。 

・例えば、‘Socrates is dead’ という事実があるとき、この事実と ‘All men are mortal’ という lawを

G-3
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関連させることによって  ‘Socrates was a man’ と推測する方法がアブダクション推論である 

(Andersen (1973: 775), Anttila (1989: 196-8), Hopper and Traugott (2003: 42-3))。 

 

3. 本研究の提案： 演繹条件文とアブダクティブ条件文 

3.1. 演繹条件文 (deductive conditionals) 

以下の (3)‐(6) の例は演繹に基づいて構築されている。例えば、(3) では “Socrates is a man” が

case で、“Socrates is mortal” が result である。同様に、(4) では “he’s Italian” が case で、“he’s 

European” が result である。(5) では、離婚者は全員結婚を経験しているので、主節の “she’s been 

married” は resultであると言える1。 

 

(3) If Socrates is a man, Socrates is mortal.        (Dudman 1984: 146, Dancygier 1998: 40) 

(4) If he’s Italian, he’s European.          (Ampersand reviewer提供) 

(5) If she’s divorced, (then) she’s been married.        (Sweetser 1990: 116) 

(6) If Ann is wearing a wedding ring, she and Bob finally got married.    (Dancygier 1998: 86) 

 

このように演繹に基づいて構築されている条件文を演繹条件文 (deductive conditionals) と呼ぶこと

とする。演繹条件文では、定言的三段論法における caseと resultがそれぞれ条件節と主節に入ってい

る。すなわち、演繹条件文の pと qはそれぞれ、三段論法における caseと resultに相当する2。 

 

3.2. アブダクティブ条件文 (abductive conditionals) 

●  アブダクションに基づいて構築されている条件文をアブダクティブ条件文  (abductive 

conditionals) と呼ぶこととする。 

 

(7) If John went to that party, (then) he was trying to infuriate Miriam.    (Sweetser 1990: 116) 

(8) If Mary said she liked the movie, she was just showing off.   (Dancygier 1998: 62) 

(9) If he typed her thesis, (then) he loves her.    (Dancygier and Sweetser 1997: 125, 2005: 117) 

(10) If she is in the lobby, the plane arrived early.    (Dancygier 1998: 62) 

(11) If Mary is late, she went to the dentist. 

    (因果関係：Mary is late because she went to the dentist.)         (Dancygier 1998: 86) 

(12) If he is dead, he was a man. 

 

(7)‐(11) の例において、話し手は、結果として生じた出来事 p の原因となる出来事は q であるという

推論を行っている。例えば、(11) では、メアリーが遅れた原因は歯医者に行ったからであるという推論

プロセスが働いている。このように、(7)‐(11) のような例において、pの原因は qであると話し手は推

論している。結果を表す出来事からその原因を表す出来事を推論するプロセスはアブダクションである。

ゆえに、これらの例は、アブダクション推論に基づいて構築されていると言える。 

 (7)‐(11) は、pと qの間に因果関係 (pが結果、qが原因) がある例であるが、(12) のように因果関

係のない例もある (ここでの「因果関係」とは “因果連鎖 (cause-effect chains) の知識に基づいた関係”

を指す)。(12) のような例においても、pは三段論法における resultに、qは caseに対応しているので、

(12) の例はアブダクションに基づいて形成されている ((12) を (1) に参照させよ)。 

                                                   
1 Sweetser (1990) と Dancygier (1998) は例文 (5) と (6) をエピステミック的条件文としている。 
2  以下の例も演繹条件文であると言える。 

(ⅰ) If the king is bald, he has no hair.       (Dancygier 1998: 79) 
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 このように、(7)‐(12) はアブダクションに基づいている。アブダクティブ条件文は、条件節と主節に

三段論法における resultと caseが入っている構文である。つまり、アブダクティブ条件文の pと qは

それぞれ、三段論法における resultと caseに相当する。 

 

● アブダクションに基づいている条件文の例は、pが resultで qが caseであるということを話し手が

認識しているから成立するので、アブダクションを条件文の分類に適用することは動機づけられている。

ゆえに、アブダクションに基づいている条件文とアブダクションに基づいていない条件文とを区別する

ことは妥当であると言える。 

 

● 再び述べるが、アブダクションとは観察された resultから caseを推論するというものである。とい

うことは、アブダクションの推論を行うには、結果を表す出来事が事実として観察されなければならな

い。ゆえに、このタイプの条件文の pは、アブダクションの推論を引き起こす観察された事実である3。 

 

※ lawは話し手が恣意的に決めることができるもので、自然法則でなくてもいい。 

 

4. 演繹条件文とアブダクティブ条件文の通言語的データ 

英語の演繹条件文とアブダクティブ条件は、Dancygier (1998) と Dancygier and Sweetser (2005) の

枠組みにおける非予測的条件文 (non-predictive conditionals) の一種である。非予測的条件文の pと q

は、一般規則によって動詞形式が形成され、独立節と同じように解釈される (cf. 後方転移が生じている

条件文は予測的条件文 (predictive conditionals) と呼ばれている)。 

 

● フランス語・ドイツ語・スペイン語・日本語・ロシア語・標準中国語における演繹条件文のデータ 

 

(13) フランス語: 

S'il  est  un  homme,  il  est  mortel. 
    If he is   a   man    he  is   mortal   ‘If he is a man, he is mortal.’ 

(14) ドイツ語: 

      Wenn  er  ein  Mensch  ist,  ist   er  sterblich. 

        If      he  a   man     is    is   he  mortal   ‘If he is a man, he is mortal.’ 

(15) スペイン語: 

 Si  él  es  español,  ( él )  es  europeo. (スペイン語の主語は通常は省略される) 

        If  he  is  Spanish   he   is   European   ‘If he is Spanish, he is European.’ 

(16) 日本語: 

もしソクラテスが人間であるなら、ソクラテスは死ぬ運命にある。 
 ‘If Socrates is a man, Socrates is mortal.’ 

(17) ロシア語: 
Если  он  живет  в  Москве,  он  живет  в  России. 
If     he  lives   in  Moscow  he  lives   in  Russia ‘If he lives in Moscow, he lives in Russia.’ 

                                                   
3 以下の (ⅰ)‐(ⅲ) のような例は、アブダクティブ条件文の pが open conditionとなった現象であると考

えられる (cf. Dudman (1994))。これらの例はアブダクティブ条件文の変異形とみなしてよいだろう。 

(ⅰ) If the leaves wither in a day or two, you added too much fertilizer.  (Dancygier 1993: 409) 

(ⅱ) If this solution turns green when I add the reagent in a moment or two, the deceased ‘died of 

hyoscine poisoning.         (Dudman 1984: 149) 

(ⅲ) If John arrives tomorrow, he left yesterday.       (JL reviewer提供) 
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(18) 標準中国語 (Mandarin Chinese): 
要是 他 是 个 意太利人, 他 就 是 欧洲人。 
If     he  is   a    Italian    he     is   European   ‘If he’s Italian, he’s European.’ 

 

● フランス語・ドイツ語・スペイン語・日本語・ロシア語・標準中国語におけるアブダクティブ条件文

のデータ 

 

(19) フランス語: 

Si  elle  est  en retard,  elle  est  allée                 chez  le dentiste. 

    If   she  is    late       she  is   go-perfective-aspect   to    the dentist 

        ‘If she is late, she went to the dentist.’ 

(20) ドイツ語: 

Wenn  sie  verspätet ist,  ging  sie  zum Zahnarzt. 

        If      she  late     is   went  she  to the dentist 

‘If she is late, she went to the dentist.’ 

(21) スペイン語: 

Si  él  está  muerto,  ( él )  era  un  ser  humano. 

    If  he  is    dead      he   was  a  being  human 

        ‘If he is dead, he was a human being.’ 

(22) 日本語: 

もし彼女がロビーにいるのであれば、飛行機は早く到着したということだ。 

 ‘If she is in the lobby, the plane arrived early.’ 
(23) ロシア語: 

Если  сейчас  он  живет  в  России,  oн  будет  жить  в  Москве. 
If     now    he   lives  in  Russia   he   will   live   in  Moscow 
‘If he lives in Russia now, he will live in Moscow.’ 

(24) 標準中国語: 
    要是 他  来   得  早,  就是飞机 已经到达了。 
     If    he  come  can early  plane      arrive-perfective-aspect 
        ‘If he is there now, the plane arrived early.’ 

 

◆ 以上のデータから、英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・日本語・ロシア語・標準中国語にお

いて、演繹条件文とアブダクティブ条件文の条件節 (に埋め込まれた文) と主節はその個別言語の一般

規則によって形成されていると分かる。ここでの「一般規則」とは、“独立節における動詞形式を支配 

(govern) する規則” を指している。 

 

5. 演繹条件文とアブダクティブ条件文の通言語的分析 

 

(25) 演繹条件文と三段論法との関係 

The Law (例: All men are mortal) 

The Case (例: Socrates is a man) 

The Result (例: Socrates is mortal) 

 

演繹条件文: If p, (then) q 
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(26) アブダクティブ条件文と三段論法との関係 

The Law (例: All men are mortal) 

The Case (例: Socrates is a man) 

The Result (例: Socrates is mortal) 

 

アブダクティブ条件文: If p, (then) q 

 

● 演繹条件文: 英語における演繹に基づく条件文 (演繹条件文) の p と q が後方転移といったテンス

とアスペクトについての制限を受けずに一般規則によって形成されるのは、三段論法における case と

result に入っている文が一般規則によって形成されているからである。また、演繹は普遍的な推論 

(reasoning) である。今述べた「普遍的」とは言語普遍的に成り立つことを意味する。この 2 つのこと

から、英語以外の諸言語においても、演繹推論によって成り立つ条件文の条件節と主節はその個別言語

の一般規則によって形成されていると言える。 

 

● アブダクティブ条件文: 英語におけるアブダクションに基づく条件文 (アブダクティブ条件文) の

p と qが一般規則によって形成されるのは、三段論法における caseと resultに入っている文が一般規

則によって形成されているからである。またアブダクションは、演繹と同様に、普遍的な推論プロセス

である。この 2つのことから、アブダクション推論に基づいて成り立っている条件文の条件節と主節は、

英語以外の言語においても、その個別言語における一般規則によって形成されていると言える。 

 

◎ 演繹とアブダクションに基づいて構築された条件文の条件節と主節は、通言語的 (→ 言語普遍的だ

ろうと予測される) に、その個別言語における一般規則によって形成されている。 

 

◆ 三段論法を構成する 3つの要素 (law, case, result) に入っている文が、その個別言語における一般

規則によって形成されている以上、caseと resultを利用した条件文 (すなわち、演繹条件文とアブダク

ティブ条件文) の条件節と主節は各個別言語の一般規則によって形成される。また、law に入っている

文は必ず、各個別言語の一般規則によって形成されている。 

 

※ 演繹・アブダクションに基づいて構築されていない条件文は、その個別言語における一般規則によ

って形成されている場合と形成されていない場合がある。 

 

6. 修辞的条件文の分析 

(27) と (28) のような例を Quirk et al. (1985) は修辞的条件節 (rhetorical conditional clauses)、

Declerck and Reed (2001) は ad absurdam条件文 (ad absurdam conditionals) と呼んでいる。 

 

(27) If they’re Irish, I’m the Pope. 

(‘Since I’m obviously not the Pope, they’re certainly not Irish.’)     (Quirk et al. 1985: 1094) 

(28) If he is the general manager, I am Shakespeare!   (Declerck and Reed 2001:44) 

 

● いわゆる修辞的条件文について、これまで誰も解明していない謎がある。それは、このタイプの条件

文は修辞的に響くが、なぜ修辞的な響きを持つのかである (cf. Declerck and Reed (2001) によると、こ

のタイプの条件文において話し手は、qは明らかに非事実であることから pが事実ではないことを聞き

手に inference させようとしていると書かれているが (cf. 赤塚 (1998: 37))、この説明の仕方は語用論

的な説明方法であって、(27) と (28) のような条件文になぜレトリカルな意味が内在されているのかを
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説明していない)。しかし、修辞的条件文は演繹条件文の一種であると捉え、修辞的条件文における演繹

に適用されている lawがどのような性質のものであるかを考えると、この問いに対する答えを導き出す

ことが可能になる。 

 

● (27)‐(28) のような例は本研究の枠組みでは演繹条件文の一種で、(27)‐(28) の例は演繹推論プロ

セスに基づいて構築されている。演繹とは、lawに基づいて caseから result を導く推論プロセスであ

る。その推論を行うための基となる lawが明らかに不合理なものであるから、(27)‐(28) のような例に

レトリカルな意味が内在しているのだろう。 

・(27) では、「彼らはアイルランド人である (They’re Irish) ということが私はローマ法王である (I’m 

the Pope) という規定に entailされている」という lawに基づいて演繹が行われている。 

・(28) の発話において行われる演繹推論に適用される lawは、「彼が総支配人である (He is the general 

manager) ことは私はシェイクスピアである (I am Shakespeare) という規定に entailされている」と

いうものである。 

→ (27) と (28) のような例が修辞的と感じられるのは、我々が行った演繹推論に適用された law がこ

のように明らかに不合理なものだからなのである。 

 

7. 結論 

 

● 演繹とアブダクションに基づく条件文を条件構文の分類として認めることは妥当である。 

● 演繹とアブダクションに基づいて構築された条件文の条件節と主節は、通言語的 (→ 言語普遍的だ

ろうと予測される) に、その個別言語における一般規則によって形成されている。 

● 修辞的条件文は演繹条件文の一種で、修辞的条件文の文例が修辞的な響きを持つのは、演繹推論に

適用された lawが明らかに不合理なものだからである。 
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「習得」に関する変化動詞のアスペクト的意味の分析 

蘇    丹 

1. はじめに 

 従来の先行研究で示唆されているように、動詞とアスペクト的意味は密接な関係を持っており、動詞

を分析する際にアスペクト的意味の分析が不可欠である。アスペクト的意味は「事象の形式や事象の意

味」を表し、常に、動詞の完成性・継続性やパーフェクト性で表す。本稿において、ほかの意志性や変

化のプロセスの問題を含め、「習得」に関する変化動詞についてのアスペクト的意味を考察する。 

「習得」に関する動詞は技能や知識を身につける動作、あるいはその動作から出た結果の継続を表す。

具体的には、動作として「勉強する、習う、学ぶ」のような「活動動詞」があり、動作の結果の継続と

して「習得する、修める、マスターする」のような「達成動詞」がある。本稿の対象は後者とする。ま

た、「達成動詞」ではなく、基本的な視点の「変化」から「習得」に関する動詞を捉える。 

「変化動詞」とは、基本的アスペクト的意味が結果の局面を取り出して実現する動詞であり、主体の

変化の側面 (運動の内容的な側面 ) を取り出して表す動詞でもあり、運動終了後に主体の状態が変わる

ところまでを意味の範囲におさめていると高橋(2004) によって指摘されている。高橋(2004) の「変化

動詞」は「動作動詞」と対立して、「こわれる、結婚する、はなれる」のような動詞を指す。また、小

西(1997) は、「変化動詞」について「対象が変化を被ることを表す動詞」「その動詞の表す事象や作用が、

起こる前と起こった後では対象(の状態) が変化を被っている、というような動詞」と指摘した。変化動

詞の定義に基づいて、「習得する、修める、マスターする」のような動詞は、結果の局面を取り出して、

主体の変化も捉えることによって「変化動詞」であると判断する。 

しかし、「習得」に関する変化動詞は「変化動詞」についてのアスペクト的意味の分析に当てはまら

ない場合がある。本稿では「習得」に関する変化動詞のアスペクト的意味について変化動詞の先行研究

との共通点と相違を示し、具体的な例文に基づいて分析する。 

本稿の構成は以下のとおりである。第 2 節で先行研究の概観とその問題点の指摘を行い、第 3 節で先

行研究を踏まえて、「習得」に関する変化動詞のアスペクト的意味を全面的に把握する。第 4 節で本稿

の観点をまとめて、結論を述べる。 

 

2. 先行研究 

2.1 変化動詞のアスペクト的意味について 

 変化動詞はしばしば変化のプロセスや限界性の側面から捉えられる。小西(1997) は変化動詞を対象と

して、アスペクト的意味と動詞固有の意味の関係を検討した。アスペクト的意味は動詞固有の意味から

独立しているものと指摘している。また、変化動詞のアスペクト的意味について 3つのタイプに分けて

いる。 

① 漸次変化過程形 (Process of Gradual Change) 

② 移行形 (Transition) 

③ 結果維持過程形 (Process of Maintenance of Result (after Change) )    (小西, 1997:190) 

3つのタイプを区別する条件は、時間に連れて変化の度合いと終結点があるか否かという2点である。

詳しく説明すると、①は終結点がなく、時間に連れて変化していく場合、②は瞬時的に終結点で変化し

た場合、③は瞬時的に終結点で変化し、そのまま結果を維持していく場合を示している。 

高橋(2003) によれば、変化動詞の変化には、瞬時的にパッと変わる変化(例(1) ) と時間をかけてゆっ

G-4
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くり変わる変化(例(2) ) がある。 

(1) その時勝手口のほうの戸があいた。（武者小路実篤「友情」） 

(2) 次第にスピードをました。(約束)                      (高橋, 2003:71) 

 また、変化の局面で捉えているのか(例(3) ) 、完成の局面で捉えているのか(例(4) ) ということが問題

になる。 

(3) 先生のお宅から渋谷の駅までくる間にまめができた。 (私の人生観) 

(4) ごはん、もうすぐできます。 （むらぎも）               (高橋, 2003:71) 

高橋(2003) では、変化プロセスについて2つのタイプがあるが、その中で時間のかかる変化について、

さらに詳しく「変化始発の局面、変化の局面、変化完成の局面」という3つの局面を分けている。 

一方、工藤(2014)は、運動動詞を<主体動作客体変化動詞>、<主体変化動詞>、<主体動作動詞>のよ

うに3つのタイプに分けている。 

④  <主体動作客体変化動詞>は、<意志的主体>が客体に向けて働きかけていき、客体(その状態や位

置など)を変化させる他動詞である。 

⑤ <主体変化動詞>は、<もの>の状態や位置などの<変化>だけが捉えられており、無意志的であるた

め、変化が達成される<必然的終了限界>のほうが焦点化される。 

⑥ <主体動作動詞>は、主体変化動詞とは逆に、<動作>だけが捉えられ、変化には無関心な動詞であ

る。                                (工藤,2014:64-66) 

その中で「主体動作客体変化動詞」と「主体変化動詞」の中間に位置づく<主体変化主体動作動詞>が

あり、「着る、帰る、座る」のような自らに変化をもたらす主体の意志的動作を表す動詞である。また、

本稿の対象である「習得」に関する変化動詞は、主体の変化が見られ、主体も動作を行うので、「主体

変化主体動作動詞」に属すると考えられている。変化動詞について、「変化が瞬時に起こる場合は少な

く、普通一定の時間がかかる」と指摘している。従って、「どんどん、徐々に、次第に」のような進展

プロセスの様子を表す副詞と共起した場合に、<結果継続>ではなく、<変化進行の継続>を表しうるこ

とになると工藤(2014) は示した。また、主体変化主体動作動詞において主語の位置にある主体は、意志

的主体であるということも指摘されている。 

変化動詞についての先行研究をまとめると、変化動詞は一般に変化プロセスのある場合とない場合に

分けられる。特に工藤(2014) の観点では、変化動詞に対して一定の時間のかかる変化が注目される。ま

た、変化の限界性について、小西(1997) の観点では時間のかかる変化に時間の限界がなく、瞬時的な変

化が限界性を持っている。一方、高橋(2003) では両方とも変化完成の局面が捉えられ、両方とも限界性

を持つと主張される。第 3.1 節では、以上の観点について「習得」に関する変化動詞の実際の状況と比

較する。 

 

2.2 完成性・継続性とパーフェクト性について 

 変化動詞は変化のプロセスや限界性以外に、ほかのアスペクト的意味もある。例えば、完成性・継続

性とパーフェクト性なども考える必要がある。 

 工藤(1995) は、スル形とテイル形のアスペクト対立の本質を示し、スル形とテイル形の捉え方が異な

ると指摘した。しかし、シタでは、継続性が無視され、「点的に時間的に限界づけられて捉えられる」(工

藤, 1995:62)。一方、シテイタでは、時間的な限界づけがなく、継続的に捉えられる。 

 (5) 徳川幕府は 300 年の間日本を支配した。 
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 (6) 先生が僕を睨んでた。                       (工藤, 1995:62) 

 以上の 2 つの例において、スル形は(5) のように長い時間継続するものであっても、その継続性を無

視して、圧縮し、1 つの出来事として処理している。また、テイル形は、(6 ) のように短い時間の出来

事であっても、その時間的限界を無視し、継続的に捉える。 

 また、工藤(1995) においては、<完成性> <継続性> <パーフェクト性> という 3 つのアスペクト的意

味が、相互に対立しつつ存在している。テイル形は、スル形が表すアスペクト的意味<完成性>と対立し

つつ、基本的には<継続性>というアスペクト的意味を表す。しかし、テイル形は、常に<継続性>を表

すわけではなく、<パーフェクト性>を表すことが指摘された。パーフェクトは、テイル形の基本的意味

<継続性>の 1 バリアントである＜結果継続性＞と共通する点を持っていると工藤(1995)は示している。

また、パーフェクトについて、<状態パーフェクト> (stative perfect) と<動作パーフェクト> (actional 

perfect) の 2 つの場合によって捉えられる。この両者の共通点は、「先行の時間的段階と後続の時間的

段階を複合的に捉える」ことにあり、その相違点が次の 3 点で捉えられている。 

⑦ 結果をもたらす先行した運動を直接捉えているのか否か 

⑧ 運動の必然的な直接的な結果か、偶然的な間接的な結果か 

⑨ 結果の継続＝顕在性を前面に出して捉えているのか否か        (工藤, 1995:118) 

 工藤(1995) によれば、<状態パーフェクト＝結果継続>は基本的に変化動詞のみが表し、動作動詞は

表さない。一方、<動作パーフェクト>は変化動詞も動作動詞も表して、語彙的制限がない。また、⑧の

点について、動作動詞のテイル形が捉える結果とは、偶然的な、間接的な結果でしかありえない(例(7) ) 。

変化動詞においても、ある時点ではその直接的結果が残っているとしても、時間の経過とともに、その

結果が消えてしまう。しかし、その場合でも、変化が起こって結果が生じたということは、記録として

残されるという結果を生じる(例(8) )と工藤(1995) は指摘している。 

 (7) 「豆の様子じゃ、10 里位歩いているよ」 (二百十日) 

 (8) 「あのね、その人前に 1 度結婚しているんですって」 (朱を奪うもの)   (工藤, 1995:119) 

 動詞の完成性・継続性とパーフェクト性は動詞の形態と関わる基本的なアスペクト的意味であり、動

詞と共起する時間・場所を表す副詞とも関係がある。また、変化動詞において直接的な結果なども状態

パーフェクトと動作パーフェクトと関係がある。この部分のアスペクト的意味に関して第 3.2 節では「習

得」に関する変化動詞を考察していく。 

 

3. 「習得」に関する動詞のアスペクト的意味について 

第 2 節では変化動詞におけるアスペクト的意味の詳しい内容を述べた。本節では、「習得」に関する

変化動詞を対象として、具体例を取り上げ、検討していく。まず、第 3.1 節では、変化プロセスについ

て「習得」に関する動詞を分析する。また、第 3.2 節では完成性・継続性とパーフェクト性を検討する。 

 

3.1 「習得」に関する動詞の変化プロセスについて 

 変化のプロセスについて、小西(1997)、高橋(2003)、工藤(2014)などの研究において、瞬時に起こる

変化と時間がかかる変化が認められている。特に工藤(2014)の観点では、変化動詞に対して、時間のか

かる変化がより多く見られる。しかし、「習得」に関する変化動詞の場合はどのようになるか、次に検

討していく。 

 まず、「習得」に関する変化動詞の語彙的な意味から見て、変化プロセスを考える。「習得する、マス

―  280  ―



ターする、修める」のどちらであっても、ある時点で変化が達成しないと、「習得」の意味が表せない

と考えられる。例(9) 、(10) 、(11) を見てみよう。 (9) のように「現代史を修める」のは瞬時に起こ

らないといけない表現である。もちろん、「修める」間に色々な手続きが必要とされるが、ここではひ

とまとまりとされている。また、(10) 、(11)もある時点で起こった変化と解釈できる。 

 (9) 1957 年 10 月 14 日、イタリアのガヴィに生まれ、ジェノヴァ大学で現代史を修める。1 

(10) 私はその、『暮しの手帖』を見て、ホワイトソースの作り方を、独学でマスターしたのである。 

(11) 遠心分離機を使ったウラン濃縮技術を習得した。 

そこで、「習得」に関する変化動詞は変化プロセスがあるか否かを考察するために、以上の例(9) 、(10) 、

(11) に「どんどん、徐々に、次第に」のような進展プロセスの様子を表す副詞を入れてみる。結果とし

て次のようになる。例(9)’ の意味は容認しにくくなるが、例(10)’ 、(11) ’ では想定したほど問題は大き

くないと感じられる。 

(9)’?? 1957 年 10 月 14 日、イタリアのガヴィに生まれ、ジェノヴァ大学で現代史を<どんどん／徐々

に／次第に>修める。  

(10)’? 私はその、『暮しの手帖』を見て、ホワイトソースの作り方を、<どんどん／徐々に／次第に>

独学でマスターしたのである。  

(11)’? 遠心分離機を使ったウラン濃縮技術を<どんどん／徐々に／次第に>習得した。  

さらに、「習得する」と進展プロセスの様子を表す副詞「少しずつ」と共起する例文が(12) に見られ

た。(13) でも「修める」と共起する「3 年間」は変化過程の期間の意味を持っている。 

(12) 漢方薬の使い方を少しずつ習得していった。 

(13) パリでカストリアディスは，1946 年から 3 年間ソルボンヌ大学のルネ・ポワリエ教授の下で哲

学の国家博士号の課程を修める。 

 この 2 例を通して、普通「習得」に関する変化動詞は「少しずつ」のような進展プロセスを表す副詞

と「3 年間」のような時間帯を表す表現と共起しにくいが、「～を少しずつ習得する」「3 年間～を修め

る」の意味は理解できる。つまり、(12) 、(13) では<結果継続>を表すのではなく、<変化進行の継続>

の意味を表している。 

 また、小西(1997) の限界性についての観点によれば、「漸次変化過程形」に普通終結点がなく、「移行

形」と「結果維持過程形」に終結点がある。しかし、「習得する」が(12) では「漸次変化過程形」であ

るが、いつか「漢方薬の使い方」が習得できるというニュアンスがあるので、終結点がないとは認めら

れない。 

 最後に、工藤(2014)での意志性について、「主体変化動詞」が主に「開く、壊れる」のような無意志的

な自動詞であると示されている。これらの動詞は「習得」に関する変化動詞と根本的に違うと考えられ

る。前の例文を見ると、「習得する、マスターする、修める」は他動詞であり、主体が意志的である。

また、「習得」に関する動詞の主体も「主体変化動詞」と違っている。つまり、工藤(2014)において、運

動動詞に対する下位分類の「主体変化動詞」が「習得」に関する変化動詞と最も近い分類であるが、動

詞の性質的な面で違うことがわかった。  

 

                                                   
1 本稿の例文は国立国語研究所に開発された現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ)による。 

 

―  281  ―



3.2 「習得」に関する動詞の完成性･継続性とパーフェクト性について 

 動詞のスル形とテイル形も動詞アスペクトの重要な側面だと考えられる。基本的に、動詞のスル形が

<完成性>を表し、テイル形が<継続性>を表している。また、<継続性>動の場合には、動作動詞なら<

状態継続>を表し、変化動詞なら<結果継続>を表している。しかし、具体的な例文において、違う場合

もある。「習得」に関する変化動詞の完成性・継続性について（14）~（19）の例文で説明する。 

 (14) 彼は「オヌシ、モ、ワルジャノゥー」という日本語をはじめ各種昔のひとの会話を完璧にマスタ

ーした。 

 (15) しかしそういうミュージシャンも先ほど説明したような呼吸法や姿勢についてもちゃんとマス

ターしている。 

(16) マイク・オールドフィールドとの交渉を通じてこれらのだいたいの原則を習得した。 

(17) チームがチームとして機能する方法をすでに習得しているのだ。 

(18) 十代の頃にピアノ、ヴォイス、音楽理論、ダンスを修めた。 

(19) 空海は讃岐の豪族、佐伯氏の出で 18 歳で上京し、官吏養成課程である大学に進み、儒学や漢文

学を修めている。 

「習得」に関する変化動詞の<継続性>について、例(15)、(17)、(19) のように「マスターしている、

習得している、修めている」は<結果継続>をあらわす。つまり、「習得」の変化が瞬間に行われ、その

結果が続いている。しかし、第 3.1 節で検討したが、「習得」に関する変化動詞がある時点で起きる場

合があり、時間のかかって起こる場合もある。従って、テイル形において、<結果継続>のほかに、<状

態継続>の場合も可能である。 

また、スル形では過去であろうと未来であろうと、長い時間かかる変化であっても、開始から終了ま

でのひとまとまり性よりも<変化達成=終了限界達成>というアスペクト的意味が前面化されやすいと工

藤（2014）は主張している(例(20) ) 。例(14)、(16)、(18) でも｢変化動詞｣として、「習得」の意味の変

化達成を表している。 

（20）「高炉はいつ建ちますの」 

   「突貫工事に入っているから、今年の暮には建つでしょう」（華麗なる一族）（工藤, 2014:208）  

次に、テイル形のパーフェクト性について「習得」に関する変化動詞を考察する。先行研究によれば、

変化動詞は<状態パーフェクト>も<動作パーフェクト>も表す。同じ変化動詞の「結婚する」であって

も、普通<結果継続=状態パーフェクト>であるが、デ格と結びつくと、<動作パーフェクト>となる。 

(21) 彼女は結婚している。   <状態パーフェクト> 

(22) 彼女はスイスの教会で結婚している。  <動作パーフェクト>  （工藤, 1995:119） 

また、(15)、(17)、(19) の例文を見ると、前の 2 例が「ちゃんと」「すでに」のような副詞と共起して、

通常の場合のように、<状態パーフェクト>を表す。しかし、例(19) では「18 歳で」のような時間副詞

と結びつき、<動作パーフェクト>を表す。 

 

4. まとめ 

第 3 節の分析に基づき、「習得」に関する変化動詞について変化プロセス、限界性、意志性、完成性･

継続性とパーフェクト性側面から考察を行った。結論として次のようにまとめる。 

まず、変化動詞の変化プロセスの有無については、一般に「死ぬ、壊れる、開く」のようにプロセス

の無い場合が多く見られる。しかし、「習得」に関する変化動詞には変化プロセスがないもあるし、な
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い場合もあると考える。「習得する、マスターする、修める」の中で、「修める」では変化プロセスのあ

る場合が少ない。それに対して、「習得する」はもっと緩く、変化プロセスのある場合も認められる。

しかし、例文から見れば、これらの動詞は、どちらであっても、変化プロセスのある表現と共起できる

と見られる。また、限界性については、どちらの動詞でも時間的な限界がある。また、「主体変化主体

動作動詞」は主に「着る、帰る、座る」のような主体が意志性を持っているのに対して、「習得」に関

する変化動詞は他動詞であり、主体が意志的である。 

 さらに、<完成性> <継続性> <パーフェクト性> という 3 つのアスペクト的意味が、相互に対立しつ

つ存在している。完成性・継続性について、「習得」に関する変化動詞は変化が達成される必然的終了

限界を焦点化する。「習得する」が表す過程は長い時間のかかる変化であり、テイル形は<結果継続>を

表し、スル形では、過去であろうと未来であろうと、完成性よりも<変化達成>というアスペクト的意味

が前面化されやすい。また、工藤(1995)によれば、変化動詞の継続相には<状態パーフェクト>と<動作

パーフェクト>の 2 種類がある。<状態パーフェクト>を表すのは変化動詞に限られるが、<動作パーフ

ェクト>は動詞の種類に関わりなく出現する。多くの場合において、「習得」に関する変化動詞のテイル

形は<状態パーフェクト>と見なされるが、時間副詞やデ格と共起する場合に、<動作パーフェクト>と

見なされる。 

本研究を通して、動詞の語彙的意味を分析するために、「習得」に関する変化動詞のアスペクト的意

味について検討した。今後の課題として、本稿で扱わなかった動作動詞の部分をも検討していきたいと

考えている。 
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統語的複合動詞 V + 疲れる について 

 
木戸 康人 

神戸大学・日本学術振興会特別研究員 (PD)* 
 
1.  はじめに 
   本発表の目的  
   Saito (2016) の議論に対する反例を排除することにより、ミニマリスト・プログラムの枠組みから  
   考察した日本語複合動詞の生成メカニズムに関する説明的妥当性を高めること 
 
   本発表での提案  
   1)  「V + 疲れる」は、直接 V1と V2が結合した語彙的複合動詞ではなく、V2が補部に V1を含む 
      補文を取る統語的複合動詞である。 
   2)  語彙的複合動詞における「主語」は V1 と V2 から同じ意味役割を付与されなければならない。 
 
 
2.  二種類の日本語複合動詞 
   (1)  日本語複合動詞の定義 (影山 2014) 
       連接する 2つの動詞が間に接続形式なしに直接結びつく場合である。  
 
   (2)  飛び上がる、歩き回る、食べ続ける、歩き始める 
       cf. 食べテみる、歩いテ回る 
 
   (3)  a.  語彙的複合動詞 
          後項動詞 (V2) が直接、前項動詞 (V1) の連用形に結合する。すなわち、二つの語彙範疇が  
          直接的に複合である〔ママ〕という点で「語彙的」である。 
 
       b.  統語的複合動詞 
          V2は、直接、V1の連用形に付くのではなく、V1を主要部とする補文 (幾つかのレベルの 
          動詞句) を取る。すなわち、統語的な句に付くという点で「統語的」である。  

(影山 2013: 3–4) 

 
   (4)  a.  語彙的複合動詞                 b.  統語的複合動詞 
                vP                                vP2 

           Subj      v′                        Subj      v′ 

               VP       v                         VP2      v2 

          Obj     V                        vP1       V2 

                 V1      V2               Subj      v′  

                                             VP1      v1 

                                         Obj      V1 

G-5
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2.1  語彙的複合動詞と統語的複合動詞の違い (影山 1993)1 
   (5)  動詞的名詞の代用2 
       a.  太郎が木を切り倒した。       a’  *太郎が木を伐採し倒した。     (語彙的複合動詞) 
       b.  太郎が木を切り始めた。       b’   太郎が木を伐採し始めた。     (統語的複合動詞) 
 
   (6)  V1の受動化 (影山 1993: 87) 
       a. *書かれ込む (cf. 書き込む)、*押され開ける (cf. 押し開ける)       (語彙的複合動詞) 
       b.  名前が呼ばれ続けた、愛され続けた、殺されかけた               (統語的複合動詞) 
 
   (7)  3つ以上の動詞連続の可否 (影山 1993: 92–93) 
       a.  積み上げる＋積み重ねる → *積み上げ重ねる、*積み重ね上げる   (語彙的複合動詞) 
       b.  客が船に乗り込み始めた。                                     (統語的複合動詞) 
 
 
2.2  他動性調和の原則 
   (8)  他動性調和の原則 (影山 1993, 斎藤 2013 より引用) 
       語彙的複合動詞のV1＋V2において、V1とV2は外項の有無に齟齬があってはならない。3 
 
 Saito (2016) は、他動性調和の原則によって一般化された語彙的複合動詞の組み合わせ方は、ミニ
マリスト・プログラムにおける統語論の研究からも説明を与えることができると提案している。  
 

 語彙的複合動詞の組み合わせ方は、v*がVPと外的併合しV1とV2が他動詞もしくは非能格動詞であ
る場合、あるいは、vがVPと外的併合しV1とV2が共に非対格動詞である場合に限られる。 

 
 v*は他動詞と非能格動詞を選択する。一方、vは非対格動詞を選択する (Chomsky 1995)。 
 
   (9)  a.  太郎が木を切り倒した。 

       b.  [VP ki [V [V kir-i]-[V taos]]]         c.  [v′ [VP ki [V [V kir-i]-[V taos]]] v*]      (cf. Saito 2016) 

                                     

 

 (9b) では、os (V1) と taos (V2) の両方が内項 (目的語) の選択関係にあることが示されている。
(9c) では、v*が VPと外的併合したとき、v*が V1と V2の両方との間の選択関係が満たされてい
るかどうかを照合していることが示されている。 

 

 Saito (2016) による分析の帰結は、他動性調和の原則によって導き出された一般化と一致するだけ
でなく、記述的妥当性を満たしていた他動性調和の原則に対して説明的妥当性を与えている。  

 
  (10)  影山 (1993) とSaito (2016) に対する反例 (松本 1998: 49) 
       a.  歩き疲れる、遊び疲れる、泳ぎ疲れる、立ち疲れる、座り疲れる、しゃべり疲れる 
          鳴きくたびれる、走りくたびれる4 
       b.  読み疲れる、待ちくたびれる、飲みつぶれる、食いつぶれる、聞きほれる、見ほれる5 
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 V2が「疲れる」の複合動詞は、連濁が起こりうる環境であるにもかかわらず、連濁が起こってい
ない。6 その点で、V2が「疲れる」の複合動詞は純正のV-V複合動詞であり、他動性調和の原則
の真の反例と考えられる (松本 1998: 50)。7,8 

 
  (11)  問題点 
       松本 (1998) では、V2が「疲れる」の複合動詞が統語的複合動詞でないとは議論せず、語彙  
       的複合動詞であるものと見なして議論している点である。 
 
  (12)  予測 

  もし「V+疲れる」が統語的複合動詞なのであれば、統語テストが適用されるはずである。  
  一方、語彙的複合動詞なのであれば、これらのテストが適用されないはずである。 

 
  (13)  本発表での提案1 
      「V + 疲れる」は、直接V1とV2が結合した語彙的複合動詞ではなく、V2が補部にV1を含む 
       補文を取る統語的複合動詞である。 
 
 
3.  考察 
3.1 統語テストと「V + 疲れる」 
  (14)  動詞的名詞の代用 
       a.  太郎が泣き疲れた。                  a’. 太郎が号泣し疲れた。 
       a’’. 日曜の朝から号泣し疲れてグッタリのおっさんが何人いるとやら 

(【魔法使いプリキュア！】第49話 感想 まさかのJD、未来の話 より引用) 
 

       b.  太郎が笑い疲れた。                  b’. 太郎が爆笑し疲れた。 
       b’’. 芸術写真をとりすぎて爆笑し疲れた。 

(ついっぷる フォト こんどうさん 2012年08月25日 より引用) 
 

       c.  太郎が働き疲れた。                  c’. 太郎が労働し疲れた。 
       c’’. 長い在宅自由時間は，今日1日を職業人として労働し疲れた自分をキャンセルして個人 
          としての自分自身に戻る 

(斎藤良夫 2012: 21 より引用) 
 
  (15)  V1の受動化 
       a.  母親が子どもを叱り疲れた。          a’. 子どもが母親に叱られ疲れた。 
       a’’. 子どもが叱られ疲れていつもより早く寝た。 

                                (『発言小町』＜四歳の子供を叱りすぎてしまいます＞より引用) 
 

       b.  上司が部下を怒り疲れた。            b’. 部下が上司に怒られ疲れた。 
       b’’. そんなことで怒られ疲れたなんて甘ったれたこと言っているなよ！  

(Counseling Service ~カウンセラー発！すぐに役立つ心理学講座~より引用) 
 

       c.  麻酔科医は病院からひたすら麻酔を強いられ疲れて病院を去るという負のスパイラルに陥 
          っておりました。                            (島根大学医学部卒業生の方へ より引用) 
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  (16)  3つ以上の動詞連続の可否 
       a.   太郎は板書をノートに汚い字で   ぐちゃぐちゃに書き殴った。 
       a’.  太郎は板書をノートに汚い字で  [ ぐちゃぐちゃに書き殴り] 疲れた。  
       a’’. *太郎は板書をノートに汚い字で  [ ぐちゃぐちゃに書き殴り疲れ]た。 
 
       b.   私はこの口コミを食べログに    何度も記入し直した。 
       b’.  (私はこの口コミを食べログに)  [ 何度も記入し直し] 疲れました。 

(食べログ アフタヌーンティーティールーム 口コミ より引用) 
       b’’. *私はこの口コミを食べログに   [ 何度も記入し直し疲れ] ました。 
 
 (14) と (15) と (16) に示した例を根拠にして、本発表では、「V+疲れる」は、語彙的複合動詞で
はなく、統語的複合動詞であると提案する。 
 
 

3.2 主題役付与一様性の仮説と「V + 疲れる」 
(17)  Uniform Theta Assignment Hypothesis (UTAH) (Baker 1988, cf. Radford 2009: 259 より引用) 
     Constituents which fulfil the same thematic role with respect to a given predicate occupy the same initial 
     position in the syntax. 
 
(18)  [v*P Agent [v’ [VP Theme V] v*]] / [vP [v’ [VP Experiencer Theme V] v]] 
 
 もし、Radford (2009) により再定義されたUTAHを仮定すると、「主語」にあたる項が2つ具現化す
ることになる。 

 
(19)  a.  太郎が歩き疲れた。                        
     b. *[v*P 太郎 [v’ [VP 太郎  V 歩き疲れ] v*]]            

 
 (19b) では、「歩く」は動作主の意味役割を外項  (i.e.,「太郎」) に付与する非能格動詞であるのに
対して、「疲れる」は対象の意味役割を内項 (i.e.,「太郎」) に付与する非対格動詞であり、した
がって、1つのvP内に「太郎」が2か所に具現化されてしまっていることが示されている。 

 
(20)  意味役割一致の制約 (本発表での提案2) 
     語彙的複合動詞における「主語」はV1とV2から同じ意味役割を付与されなければならない。 
 
(21)  意味役割の階層性 
     Agent > Experiencer > Goal/Source/Location > Theme             (Grimshaw 1990: 8) 
 
(22)  a.   太郎が木を切り倒した。                                 
     b.OK [v*P 太郎 [v’ [VP 木  V 切り倒し] v*]]                    (「太郎」：動作主) 
 
(23)  a.   太郎が (マナーの悪い高校生を見て) 驚き呆れている。   
     b.OK [vP [v’ [VP 太郎 V 驚き呆れ] v]]                          (「太郎」：経験者) 
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(24)  a.   土砂が崩れ落ちた。 
     b.OK [vP [v’ [VP 土砂  V 崩れ落ち] v]]                         (「土砂」：対象) 
 
(25)  「V+疲れる」の統語構造 
     [vP [v’ [VP2 [V’2 xi [V’2 [v*P PROi [v’ [VP1  V1] v*]] V2 疲れ]]]v]]9       
 
 
4.  帰結 
 「V+疲れる」は、それぞれ、独自の最大投射 (v*P/vP) を持つ。 
 「V+疲れる」は、他動性調和の原則の反例には当たらない。 
 
 
5. 結論 
 影山 (1993) とSaito (2016) の議論に対する反例を排除することにより、ミニマリスト・プログラ
ムの枠組みから考察した日本語複合動詞の生成メカニズムに関する説明的妥当性を高めた。 

 ミニマリスト・プログラムの枠組みでは、他動性調和の原則による一般化はうまく捉えられるの

に対して、主語一致の原則による一般化を説明するのは難しい。 
 影山 (2013) によって示された語彙的複合動詞と統語的複合動詞の説明に基づくと、「V+疲れる」
は統語的複合動詞である。 
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文末脚注 

1. 統語的複合動詞にすべての診断方法が適用されるわけではない。例えば、V1を代用形「そうする」に置換可能かど

うかという診断方法では、動詞「する」が動作主の意味役割を持つ項を取りやすい傾向にあるが、V2「疲れる」が

取る項が持つ意味役割は動作主ではないためであると考えられる。 

  (i)  ? 太郎は歩き疲れた。そして、次郎もそうし疲れた。 

2. 「動詞的名詞＋する」を派生させるためには、vP まで投射していなくてはならない。例えば、「相談する」は、も

ともとは「相談をする」という形で具現化されるが、動詞的名詞  (i.e., 相談) と「する」がvPに編入されることによ

って「勉強する」が派生される(Kishimoto 2001: 625–626)。したがって、V1が動詞的名詞の複合動詞は統語的複合動

詞ということになる。 

3. 本発表では、非対格仮説  (Unaccusative hypothesis) (cf. Perlmutter 1978) と非能格動詞なのか非対格動詞なのかの診

断方法として「かけ構文」を採用している。詳しくは、Kishimoto (1996) と岸本 (2000) を参照のこと。 

4. 松本 (1998) が提示している例には「泣きぬれる」と「泣き沈む」も含まれている。しかし、本発表の議論の対象か

ら外す。これらの複合動詞を構成しているV2が本動詞としての意味を表しておらず、V2は語彙的アスペクトを表し

ていると考えられるためである。語彙的アスペクトについては影山 (2013) を参照されたい。 

5. 「聞き惚れる」と「見惚れる」がどのように派生しているのかという問いに関しては今後の研究課題であるが、(20) 

に示した提案が正しいのであれば、これらの複合動詞は両方とも「主語」は経験者の意味役割を持っている点で、

(20) の制約を遵守している。したがって、容認度が高いと考えることもできると思われる。  

6. 松本 (1998) は「気疲れ」や「勉強疲れ」では、連濁が起きているため、V2「疲れる」の複合動詞はV-V名詞からの

x にTheme、PROにAgent
の意味役割が付与される 
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逆形成ではないと考察している。 

7. 本発表では、V2に濁音が含まれている「くたびれる」「つぶれる」等は議論の対象から外す。これらは連濁を起こ

す音韻的環境 (e.g., ライマンの法則) を満たしていないからである。 

8. 松本 (1998: 72) は語彙的複合動詞の語形成は意味構造の合成であると提案している。また、(10) に示した反例を根

拠にして (i) に示す主語一致の原則を提案している。ただし、本発表では語彙的複合動詞は統語部門で作られると

するSaito (2016) の仮説に立脚するため、(i) についてはこれ以上議論しない。 

  (i)  主語一致の原則 (松本 1998:72) (cf. 由本 1996:114) 

    二つの動詞の複合においては、二つの動詞の意味構造の中で最も卓立性の高い参与者  (通例、主語として実現

    する意味的項) 同士が同一物を指さなければならない。 

9. 統語的複合動詞はV2の特性により、繰り上げ構文と制御構文と曖昧なものの3種類に大別される。 

   (i)  a.  繰り上げ構文：—かける、—出す、—まくる、—過ぎる   

      b.  制御構文：—直す、—損ねる、—尽くす、—つける      

      c.  曖昧なもの：—始める、—続ける                 (Kishimoto to appear) 

  また、V2が「疲れる」の複合動詞は、制御構文に分類される統語的複合動詞であると考えられる。  

   (ii) a. *雨が降り疲れた。 

      b. *閑古鳥が鳴き疲れた。    (NGイディオム／OK文字通り) 
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「地図をたよりに」構文における名詞の臨時的な意味拡張 
 

氏家啓吾（東京大学大学院） 

 

1. はじめに  

次に挙げるような表現では、述語を欠いた「XをYに」という形が従属節相当のものとして主

節を修飾し、付帯状況を表している。これを以下「地図をたよりに」構文と呼ぶ。 

 

(1) 地図をたよりに商談相手の会社を訪ねた。 （庵ほか 2000: 41）  

(2) 同力士は「体力の限界」を理由に引退届を出した。 （村木 1983: 267）  

(3) その男は私を相手に冗談ばかり言っていた。 （村木 1983: 267）  

 

この構文を扱った先行研究として、村木（1983）、寺村（1992）、三宅（2000）、山泉（2013）、

大島（2017）などがある。「XをYに」のYの位置に来る名詞が「非飽和名詞」と呼ばれる名詞

でなければならないという制限があると言われている。本発表ではこの点に注目して、実際に

Yの位置にどのような名詞が生起するのかを明らかにする。 

 

2. 非飽和名詞について 

「あなたは作家ですか？」という質問には答えられるが、「あなたは作者ですか？」とたず

ねられても「どの作品の」なのかが分からなければ答えられず、聞き返したくなる。「作者」

は必須の要素として作品を意味に含んでいる。「作者」だけでなく「妹」「主役」「きっかけ」

「本場」といった名詞は、「～の」という要素が意味的に必須であるという性質を持っている。

このような名詞を「非飽和名詞」という。対して「作家」のような名詞を飽和名詞という。理

論的には「「Xの」というパラメータの値が定まらないかぎり、それ単独では外延（extension）

を決めることができず、意味的に充足していない名詞」（西山 2003: 33）と定義される。 

 

(4) 非飽和名詞の例（西山 2003: 269） 

a.  〈役割〉：「優勝者」「敗者」「委員長」「司会者」「上役」「媒酌人」「創立者」「弁

護人」「黒幕」「幹部」「上司」など 

b.  〈職位〉：「社長」「部長」「課長」「（福）院長」「社員」「調査役」「室長」「婦

長」「主任」「班長」「学部長」「艦長」など 

c. 〈関係語〉：「恋人」「友達」「先輩」「後輩」など 

d. 〈親族語〉：「妹」「母」「叔父」「息子」「子ども」など 

e. 〈その他〉：「タイトル」「原因」「結果」「敵」「癖」「趣味」「犯人」「買い時」「基

盤」「前提」「特徴」「目的」「締め切り」「欠点」など 

 

G-6
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飽和名詞か非飽和名詞かを判定する方法として、山泉（2013: 13）では「あなた／あの人／こ

れは［名詞］ですか？」という質問に答えられるかどうか（答えられなければ非飽和名詞）お

よび「ある種の［名詞］」という言い方ができるかどうか（できなければ非飽和名詞）という

テストが提案されている。 

「地図をたよりに」構文にこのような名詞タイプが関わっていることを明らかにしたのは寺

村（1992）である。その後、三宅（2000）、山泉（2013）によって分析が改良されている。 

先行研究による分析を簡潔にまとめると次のようになる1。 

 

(5) 「XをYに、（主節）」という表現において、 

 a. Yは非飽和名詞である2。 

 b. Yのパラメータの値を主節またはその中の項が表し、「Xが〜のYである」というコピュ

ラ文に相当する意味関係が成り立つ。 

 

たとえば (2) の「同力士は「体力の限界」を理由に引退届を出した」では「理由」が非飽和

名詞で、主節が表す「同力士が引退届を出した」という出来事が「理由」のパラメータを埋め

る役割を果たしていて、「「体力の限界」が同力士が引退届を出した理由である」という関係

が成り立っている（山泉 2013）。 

 

3. 調査 

先行研究ではYの位置に現れる名詞は非飽和名詞または身体部位名詞であると一般化された。

ところが、「腕を枕に、キオはその場に寝そべった」のような実例もある。「これは枕ですか？」

という質問に答えられること、「ある種の枕」と言えることから「枕」は飽和名詞と判断でき

る。このような例は例外的なものなのだろうか。 

現代日本語書き言葉均衡コーパスを使って調査を行った。「を［名詞］に、」という形で検

索して出てきた5999件の中から、この構文の事例でないものを手作業で取り除いた。残ったの

は5806例で、Yに生起する名詞の語彙素タイプ数は338語だった。上位の20語とその割合を表1

に示した。 

先行研究の通り、多くは非飽和名詞または身体部位名詞であった。中にはほとんどこの構文

の中でしか使われない名詞もあった。「皮切り」（111回）「尻目」（85回）「足掛かり」（11

回）など。少数の例ではあるが、非飽和名詞でも身体部位名詞でもなく、まるごと記憶されて

いるのでもないような名詞も生起していた。「枕」（8回）「杖」（2回）銃眼（1回）などであ

る。以下ではこれらの例に注目して論じる。 

                                                         
1 Yの位置に非飽和名詞が生起する場合の他に、Yの位置に身体部位名詞が生起し、「保持」の意味
を表す場合がある（寺村 1992）。本発表ではこのタイプは扱わない（なお、コーパス調査では構文
の事例としてカウントしている）。 
2 ただし、非飽和名詞ならば必ずこの構文を構成できると主張されているわけではない。 
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表 1: Yに生起する名詞 

Y 頻度 割合% 

中心 883 15.21% 

もと
3 547 9.42% 

対象 413 7.12% 

背景 291 5.01% 

切っ掛け 241 4.15% 

目的 161 2.77% 

相手 138 2.38% 

理由 133 2.29% 

テーマ 132 2.27% 

余所 123 2.12% 

 

4. 分析 

4.1 飽和名詞の非飽和的用法 

次のような実例が見つかった。 

 

(6) 穂先が折れ欠けた槍を杖に、大助は父の前へ歩み寄り、笑いかけた。 

(7) 少なくとも三頭の子ザルが、先生の膝を枕に、平和を絵にしたような構図で眠りこけてい

た。 

(8) 湖岸との間の橋桁を撤して、家々の窓を銃眼に、投石器や弓矢で応戦した。 

 

「これは杖ですか？」という質問に答えられること、「一種の杖」という言い方もできるこ

とから「杖」は飽和名詞である。「枕」「銃眼」も飽和名詞である。したがってこれらはYの

位置に非飽和名詞が来るという先行研究の一般化の反例となる。 

 これらの例を見ると、飽和名詞がこの構文のYの位置に生起するときには解釈が一定のパタ

ーンに従うことがわかる。まず第一に、名詞Yは主節の事象を成立させる、広い意味での道具

を表す名詞である。そして第二に、Xの指示対象は実際にはYではないにも関わらず、これらの

文が報告する事態においてはその役割をXの指示対象が担っている。つまり、Xがその場でYの

かわりになっている。たとえば (6) では「歩み寄る」という事象において「穂先が折れ欠けた

槍」が杖のかわりを担っている。 
                                                         
3 現代日本語書き言葉均衡コーパスのデータでは「もと」「基」「元」の3種類の出現形が「基」と
「元」の2つの語彙素に区別されていたが、表記の揺れと判断してここでは全て一つにまとめた。 
 

Y 頻度 割合% 

契機 119 2.05% 

舞台 116 2.00% 

皮切り 111 1.91% 

ベース 110 1.90% 

頼り 105 1.81% 

境 95 1.64% 

前提 88 1.52% 

筆頭 86 1.48% 

尻目 85 1.46% 

片手 70 1.21% 
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 名詞「杖」の働きに注目する。この文における名詞「杖」の使われ方は通常の慣習化され

た使われ方（たとえば「彼が杖を買った」という文における使われ方）とは異なる。この特定

の使用イベントでは、この名詞が臨時的に〈特定の事象にとっての杖に相当するもの〉という

意味の名詞として使われていると考えられる。 

 

(9) 「杖」の臨時的な用法： 

 〈杖〉→〈特定の事象にとっての杖に相当するもの〉 

 

この臨時的な用法は、意味の中に「〜の」という要素（パラメータの値）を含むような名詞

として使われているということにほかならない。すなわち、飽和名詞が非飽和名詞へと臨時的

に意味拡張を起こしていると言える。(7) (8) も同様である。(8) では「銃眼」が、〈特定の事

象にとっての銃眼に相当するもの〉という意味の語として使われている。 

飽和名詞が臨時的に非飽和名詞として使われることは、西山（2003）に指摘がある。(10) の

ようないわゆるカキ料理構文「Xは、YがZだ」はZに非飽和名詞を要求する。 

 

(10) カキ料理は、広島が本場だ。 

(11) 洋子は、これがヴァイオリンだ。 

 

西山によれば (11) はYに飽和名詞「ヴァイオリン」が入っているが、幼児である洋子が板切

れを首に当て、長箸でこすりながら、親に向かって「ねえ見て、わたくし、ヴァイオリン弾い

ているの」と言うのを指して発話されれば、非飽和名詞と解釈されて適切なカキ料理構文とな

る（西山 2003: 299）。これは関連性理論で言う「言葉の緩い用法」（loose talk）であり、あく

まで語用論的に拡張されているに過ぎないという（西山 2003: 300-301）。小屋（2013）では「中

田は日本のベッカムだ」という文が扱われている。ここでも飽和名詞「ベッカム」に対して語

用論的に非飽和の解釈が与えられているとされている（小屋 2013: 222）。 

本発表の例によって、飽和名詞が非飽和名詞として使われる現象が「地図をたよりに」構文

についても存在することがコーパス上の実例から確かめられたことになる。 

 

4.2 慣習性の程度 

ここまで見た例は、あくまで特定の使用イベントにおける意味拡張で、その場限りのもので

ある。しかし、「地図をたよりに」構文のYの位置に出現する頻度が高い名詞の中にも、上と

同じパターンの非飽和適用法が観察される。 

 

(12) 伊勢湾の湾口にある小島を舞台に、りりしい若者と清純な美少女が恋をする。 

(13) 女子屈指のビッグサービスと強打を武器に、九十九年のウィンブルドンでは予選から準

決勝まで勝ち上がった…… 
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「舞台」は調査では116回確認された。この名詞は〈演劇などを行うために作られたステージ〉

といった意味で使われれば飽和名詞である。それと同時に、(12) のような〈芝居などの背景と

なる場所〉という非飽和的用法もある。ここでの飽和用法と非飽和用法との関係は (9) に示し

た関係と同じパターンである。しかし、「舞台」の非飽和的用法はけっしてその場限りのもの

ではなく、十分に定着・慣習化しているため、非飽和名詞としての語義を持つと言える。先行

研究でも非飽和名詞の一例として「舞台」を挙げるものがある（山泉 2010: 26）。33回出現し

た名詞「武器」も、同様に (13) のような非飽和的用法が定着・慣習化している 

次のような例はどうだろうか。調査では「発条（ばね）」は9回見つかった。 

 

(15) その屈辱をばねに、ソ連は核軍事力の強化に全力をあげた。 

 

この構文の中で名詞「ばね」が使われることは、「舞台」の場合ほどではないにせよ、ある

程度慣習化されていると思われる。「Xをばねに」という表現は多くの日本語話者が知ってい

るだろう。以上のことから、「杖」や「銃眼」の場合と「舞台」「武器」の場合の間にある違

いは、非飽和的用法が慣習化されている程度の違いに過ぎないということが示唆される。非飽

和的用法の慣習化の程度は「杖、枕、銃眼 ＜ ばね ＜ 舞台、武器」というスケールをなして

いると考えられる。 

 

4.3 構文の指定による語彙項目の臨時的な意味拡張 

先行研究の通り、「地図をたよりに」構文はYの位置に非飽和名詞を要求する。この構文スキ

ーマは言語知識の一部を成している。「杖」「銃眼」などの名詞がこの構文の中で使われた (6) 

や (8) の文では、構文スキーマの指定に沿った意味拡張を起こしていると考えられる。そして

この臨時的な意味拡張は、「舞台」や「武器」のような十分慣習化した事例の拡張のパターン

に支えられている。 

以上のような構文の指定に沿って語彙項目の意味が拡張するプロセスは認知文法で扱われて

いる。次の3つの文はどれも使役移動構文の事例であるが、動詞ごとにこの構文の中で使われる

ことの慣習化の程度が異なる。 

 

(16)  a. He sent a birthday present to his daughter. 

  b. Pat kicked the football into the stadium. 

  c. Sam sneezed the napkin off the table. 

 

sendやkickは使役移動構文の中で使われることが慣習化しているので、使役移動動詞としての

語義を持っていると見なすことができる。これに対してsneezeはそのような用法が全く慣習化

していない。(16c) では構文の中で使われることで臨時的に意味拡張を起こしているのである。 
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動詞と構文の意味に不一致があるときに動詞が臨時的に構文に沿った意味で使われるこのよ

うな使用をLangacker (2009) は “skewing usage” と呼ぶ。さらにこのような使用が繰り返され、

定着・慣習化すれば、その構文に沿った意味を動詞が獲得することになる。つまり、構文に沿

った臨時的な意味拡張は、語彙的な意味の変化への第一歩なのである（Langacker 2009: 256-257）。 

同じことが「地図をたよりに」構文にも当てはまる。たとえば、 (6) のような「杖」の非飽

和的用法が繰り返されて、「Xを杖に」という表現が慣習化されたとすると、「杖」は非飽和

名詞としての語義を獲得していくだろう。「ばね」は実際にこのプロセスを経て、この構文に

沿った非飽和名詞としての語義を獲得したものだと思われる。 

非飽和名詞に関する従来の研究においては、意味論と語用論の理論上の区別が想定されてい

たため、飽和名詞が非飽和名詞として使われる現象は意味論の考慮の外に置かれた。このよう

な想定のもとでは、本発表で示した観察は問題になる。しかし認知文法の考え方に従えば、臨

時的な使用の繰り返しで名詞の語彙的な意味が変化することを、慣習化として自然にとらえら

れる。 

構文の意味と語彙項目の意味の相互作用に関しては認知言語学において研究の蓄積があるが、

動詞に注目した研究が中心であった。本発表はこの考え方が名詞の意味拡張にも適用できるこ

とを示した。 
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連体修飾句の振る舞いから見た内包的述語のタイプ分け 

三好伸芳（筑波大学大学院） 

 

1. はじめに 
 連体修飾節と連体修飾句（助詞「の」を伴う修飾句）の相違についてはいくつかの先行研究があるが、

意味的な限定が可能であるかという観点からの分析は行われていない。特に、定指示名詞句の限定可否

に関して、両構造の間にどのような意味的な差異があるのかという点は、さらに検討する余地がある。 

 

(1) a.  医者の仕事をしている花子はかっこいい。 

 b.  小説家として働く太郎は真面目だ。 

(2) a.  医者の花子はかっこいい。 

 b.  小説家の太郎は真面目だ。 

 

(1)の場合、連体節は制限的な解釈が可能であるのに対し、(2)の連体句は非制限的な解釈しかできない。 

一方で、次のような環境においては、いずれの連体修飾構造も制限的に解釈される。 

 

(3) a.  私は医者の仕事をしている花子を思い浮かべた。 

 b.  次郎には小説家として働く太郎など信じられない。 

(4) a.  私は医者の花子を思い浮かべた。 

 b.  次郎には小説家の太郎など信じられない。 

 

・問題提起 

i. 連体節と連体句にどのような意味的な差異が見られるのか。 

ii. 連体句による定指示名詞句の制限的修飾を可能にする主節述語の意味的性質はどのようなものか。 

 

2. 先行研究 
2.1 西山(2003)―「NP1の NP2」の分析 
 連体修飾句を意味的な限定が可能であるか（「制限的」か「非制限的」か）という観点から明示的に論

じた研究は管見の限りほとんど見られないが1、西山(2003)でやや詳しく言及されている。 

 

表 1 西山(2003)による「NP1の NP2」の分類2 
分類 例 

タイプ A NP1と関係 Rを有する NP2 「太郎の教科書」「研究室のあの人」「友人の鞄」 

タイプ B NP1デアル NP2 「男性の研究者」「大学生の花子」「重病の友人」 

タイプ C 時間領域 NP1における、NP2の指示対象の断片の固定 「昨日の次郎」「大正時代の日本人」「3年前の彼」 

タイプ D 非飽和名詞（句）NP2とパラメータの値 NP1 「筑波大学の学長」「事故の原因」「太郎の友人」 

タイプ E 行為名詞句（句）NP2と項 NP1 「言語学の研究」「方言の調査」「ゴジラの出没」 

※例は発表者による 

                                                   
1 連体節と連体句の比較を試みた研究としては大島(2010)、丹羽(2011)などがあるが、いずれも「制限的／非制限的」

という観点からの分析は行われていない。 
2 ここで取り上げている例は、「の」の用法を網羅的に挙げたものではない。例えば、「北の宮沢賢治、南の新美南吉」

「イワンのバカ」などの例は、いずれの分類にも該当しないように思われる。 

G-7
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（※以下、タイプ D・Eは NP2に固有名詞が現れないなどの制約があるため、本研究では扱わない。） 

タイプ A (5) a.  この会社の山田太郎 

  b.  二階の彼女 （西山 2003:17） 

タイプ B (6) a.  運転手の田中君 

  b.  病気の君 （西山 2003:23） 

タイプ C (7) a.  東京オリンピック当時の君 

  b.  着物を着た時の洋子 （西山 2003:31） 

 

→タイプ A・Bについて、西山(2003)は、NP2が「定指示名詞句」の場合、修飾語NP1は非制限的にな

るとする（西山 2003:18,23）。ただし、タイプ Cの場合には「NP1はNP2にたいしてある限定を与え

ているという意味ではむしろ制限的な修飾語なのである」（西山 2003:32）と述べる。 

 

(8) a.  この会社の山田太郎に会いに来た。 

 b.  山田太郎に会いに来た。 

(9) a.  運転手の田中君が道案内をしてくれた。 

 b.  田中君が道案内をしてくれた。 

(10) a.  東京オリンピック当時の君はあか抜けていない。 

 b. # 君はあか抜けていない。 

 
→タイプ C を除き、「主名詞が定指示名詞句である場合に連体修飾要素が非制限的になる」という連体

修飾節と同様の分析（cf. 井上(1976)、金水(1986)など）が適用可能であるように思える。 

 

2.2 三好(2017)―制限的連体修飾節の意味的分類 
 三好(2017)では、制限的連体修飾節を以下の 3タイプに分類し、そのうちタイプ B・Cにおいて、定

指示名詞句を制限的に修飾することが可能であると主張した。 

 

（7) 制限的連体修飾節のタイプ分け 

タイプ A：被修飾名詞が指す対象から下位の範疇を取り出す形で限定する。 
タイプ B：被修飾名詞が指す対象から時間領域の現れ方を取り出す形で限定する。 
タイプ C：被修飾名詞が指す対象から可能世界の現れ方を取り出す形で限定する。 （三好 2017:47） 

 

（以下、混乱を避けるため、三好(2017)のタイプ B・Cを〈時間限定節〉〈可能世界限定節〉と呼ぶ。） 

時間限定節 (11) a.  グラウンドを走っている次郎は男前だ。 

  b.  スーツを着た太郎は魅力的だ。 

 (11’) a. # 次郎は男前だ。 

  b. # 太郎は魅力的だ。 

可能世界限定節 (12) a.  洋子が知っている花子はもっと優しい。 

  b.  太郎が見た大阪万博はつまらなかった。 

 (12’) a. # 花子はもっと優しい。 

  b. # 大阪万博はつまらなかった。 

 

→(11)(12)は被修飾名詞が定指示であるのにもかかわらず、連体修飾要素を制限的に解釈可能である。 
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これらの制限節は、普通名詞の不特定解釈を許すような広義の内包的文脈を形成する述語（便宜的に

〈内包的述語〉と呼ぶ）が主節に現れた場合にのみ成立する制限節であり、以下のような特定の指示対象

を問題とするような環境（仮に、外延的文脈とする）では成立しない（三好 2017:45）。3 

 

(13) a. グラウンドを走っている次郎を呼び止めた。 

 b. スーツを着た太郎が駅に向かって歩いている。 

(14) a. 洋子が知っている花子を紹介してもらった。 

 b. 太郎が見た大阪万博に私も参加していました。 

 

・先行研究の問題点 
 先行研究の分析では、以下のような点に十分な説明が与えられない。 

 

(15) a. 医者の仕事をしている花子はかっこいい。 

 b. 小説家として働く太郎は真面目だ。 

(16) a. 医者の花子はかっこいい。 

 b. 小説家の太郎は真面目だ。 （以上、(1)(2)の再掲） 

 

→定指示名詞句を限定可能であるかという観点から見て、連体節と連体句の間にどのような異同がある

のかが明らかでない。 

 

(17) a.  私は医者の花子を思い浮かべた。（cf. 私は医者である花子を思い浮かべた。） 

 b.  次郎には小説家の太郎など信じられない。（cf. 次郎には小説家である太郎など信じられない。） 

（以上、(4)の再掲） 

(17’) a. # 私は花子を思い浮かべた。 

 b. # 次郎には太郎など信じられない。 

 

→(17a)は、単に「花子」という対象を想起するという意味ではなく、「医者である花子」を想起すると

いう意味で解釈可能であり、(17b)は、例えば「普段のだらしない姿とは違った、小説家である太郎」

の存在を信じられないという解釈が可能である。つまり、これらの例は、定指示名詞句を被修飾名詞

とする西山(2003)の Bタイプ連体句であるのにも関わらず、制限的になっている。 

→(17)の主節述語と(15)(16)の主節述語とは、意味論的に異なった性質を持っていると考えられる。 

 

3. 分析 
 2節までの検討に基づき、以下、次の二つの問題について考察を加えていく。 

 

i. 連体節と連体句にどのような意味的な差異が見られるのか。 

ii. 連体句による定指示名詞句の制限的修飾を可能にする主節述語の意味的性質はどのようなものか。 

                                                   
3 本研究においては、内包的文脈と外延的文脈という用語を概略以下のような意味で用いる。 

(i) 内包的文脈 

名詞句で表された属性そのものが問題となっており、同一対象指示の他の名詞句に置き換えることができない文脈。 

(ii) 外延的文脈 

名詞句で指示された対象が問題となっており、同一対象指示の他の名詞句に置き換えることができる文脈。 

また、本発表では、内包的文脈を構成することが可能な述語を〈内包的述語〉、外延的文脈しか構成することのできな

い述語を〈外延的述語〉とする。 
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・連体節と連体句の差異 

 (15)(16)のように、連体節では制限的に解釈できるのにもかかわらず連体句でそれが不可能な場合が

あるのは、連体句が一般的に恒常的性質を表すからであると考えられる。 

 

(18) a.  身長の高い花子はかっこいい。（cf. 高身長の花子はかっこいい。） 

 b.  田舎で生まれた太郎は真面目だ。（cf. 田舎生まれの太郎は真面目だ。） 

 

→連体節の場合であっても、恒常的性質を表している場合には、三好(2017)の時間限定節・可能世界限

定節のいずれにも解釈することができず、非制限的な解釈にしかならない。 

 

連体句であっても、対象の一時的性質を表すものは、同様の環境において制限的修飾が可能である。 

 

(19) a.  教室の花子はおとなしい。 （タイプ A） 

 b.  裸足の太郎は危なっかしい。 （タイプ B） 

 

→西山(2003)のタイプ A・Bは、「教室にいる（ときの）」「裸足である（ときの）」という節相当の意味

を表す場合に、定指示名詞句を制限的に修飾することが可能である（三好(2017)の時間限定節に相当

する）。なお、(19)は西山(2003)の指摘に対する反例となる。 

 

→連体修飾要素が一時的性質を表している場合には、時間領域による限定が可能になるため、定指示名

詞句を制限的に修飾することが可能となるが、恒常的性質を表している場合には、時間領域による限

定も可能世界による限定もできないため、非制限的になる。 

 

 では、連体節と連体句、および恒常的性質と一時的性質との関係はどうなっているのだろうか。

(15)(16)、(18)(19)などの例を見ると、連体節も連体句も恒常的性質と一時的性質を表すことが可能であ

るように思われる。一方で、連体句には一見すると「恒常的性質／一時的性質」の区別にとどまらない

意味タイプを持つものがあり、そのような連体句も例外的に定指示名詞句を限定することができる。 

 

(20) a.  今日の太郎は爽やかだ。 （タイプ C） 

 b.  スーパーグローバル大学としての筑波大学はあまり有名ではない。 

 

→西山(2003)のタイプ C（＝(20a)）および、ある種の側面を取り出す複合連体助詞（＝(20b)）は、定名

詞句を制限修飾できるが、節による表現に置き換えることが難しく、単純に「恒常的性質／一時的性

質」の対立と見なすことができない（ただし、(20a)を時間領域の限定と見なすことは可能である）。 

 

→連体節と連体句は、いずれも恒常的性質と一時的性質を表すことが可能で、一時的性質を表す場合に

は定指示名詞句を制限的に修飾可能である。一方、連体句は「恒常的性質／一時的性質」に還元でき

ない修飾構造を持っており、そのような場合にも定指示名詞句を制限的に修飾することができる。 

 

・主節述語の意味的性質 

上述のような観察を踏まえても、(17)において恒常的性質を表す連体句が定指示名詞句を制限的に修

飾できるという事実は、依然として問題となる。(17)の主節述語は内包的述語であり、同一対象指示の

他の名詞句に置き換えると文の意味が変わってしまうという意味では(15)(16)と同じである。 
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(21) a.  太郎はかっこいい。 cf. a.  太郎がやってきた。 

 b.  太郎＝都会で育った人  b.  太郎＝都会で育った人 

 c. ∴ 都会で育った人はかっこいい。  c. ∴ 都会で育った人がやってきた。 

 

(22) a.  次郎は太郎を思い浮かべた。 cf. a.  太郎に声をかけた。 

 b.  太郎＝英語が話せる人  b.  太郎＝英語が話せる人 

 c. ∴ 次郎は英語が話せる人を思い浮かべた。  c. ∴ 英語が話せる人に声をかけた。 

 

→(21)(22)の c を不特定的に解釈する限りにおいて、(21)(22)の推論はいずれも妥当であるとはいえず、

これらの述語は内包的述語であると言える。 

 

 それでは、なぜ(17)において恒常的性質を表す連体句が定指示名詞句を制限的に修飾できるのであろ

うか。それはおそらく、(17)においては、連体修飾要素で表された属性が、常に可能世界における属性

として捉えられているからであると考えられる。三好(2017)では、限定可能な固有名詞に関し、時間限

定節と可能世界限定節で以下のような差異があると主張した。 

 

(23) 時間限定節と可能世界限定節の差異（三好 2017） 

時間限定節 ········ 個物を表す固有名詞（以下、個体固有名詞）を限定することは可能であるが、出

来事を表す固有名詞（以下、事象固有名詞）を限定することはできない。4 

可能世界限定節 ·· 個体固有名詞、事象固有名詞のいずれも限定可能である。 

 

(24) a. 桜が満開になった上野公園は本当に美しい。（時間限定節） 

 b. 次郎の記憶にある上野公園は常に人で一杯だ。（可能世界限定節） 

(25) a. 小早川が参戦した関ヶ原の戦いは東軍の優勢だった。（*時間限定節）5 

 b. 太郎が考える関ヶ原の戦いは単なる戦ではない。（可能世界限定節） （三好 2017:50） 

 

→事象固有名詞は、時間領域を取り出そうとしても制限的に修飾できないのに対し、可能世界による限

定では制限的に修飾可能である。 

 

 興味深いことに、(17)で取り上げた述語は、連体修飾要素の意味的な性質を問わずに、事象固有名詞

を制限的に修飾することができる。 

 

(26) a.  私は西郷隆盛の参加していない明治維新を思い浮かべた。 

 b.  彼には今川軍が勝利した桶狭間の戦いなど信じられない。 

 

→(17)のような文脈は、「思い浮かべる」「思い描く」「想像する」といった心内想起を行う動詞や、「信

じられない」「ありえない」「受け容れられない」など、特定の可能世界における不存在について言及

する述部において成立する。 

                                                   
4 「個体固有名詞」、「事象固有名詞」は、それぞれ(i)(ii)のようなものが該当する。 

(i) 太郎は（ほとんど）院生室にいる。／上野公園は（大抵）多くの人で賑わっている。 

(ii) 大阪万博は（*ほとんど）1970年に開催された。／平昌オリンピックは（*大抵）韓国で行われる。 

前者はイベントの頻度性が問題にできるのに対し、後者はイベントの頻度性を問題にできない（三好 2017:49）。 
5 この表記は、時間限定節として解釈できない（非制限的である）ことを表す。 
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→(26a)は、可能世界W1（現実世界）において「西郷隆盛の参加していない明治維新」は存在しないが、

可能世界W2（「私」の心内世界）において存在するということを表している。つまり、被修飾名詞の

異なった可能世界における属性に言及するために、連体修飾要素の意味的性質を問わず、三好(2017)

における可能世界限定節に相当するものと解釈されていると考えられる。6 

 

→内包的述語には、「（連体修飾要素の意味的性質に依存して）名詞句の記述内容を選択的に特定の可能

世界と特定の時間領域のいずれかにおける属性として解釈するもの」（＝(15)(16)、タイプ I とする）

と「名詞句の記述内容を義務的に特定の可能世界における属性として解釈するもの」（＝(17)、タイプ

IIとする）とが存在し、恒常的性質を表す連体修飾要素は、後者の場合のみ制限的な解釈となる。 

 

 ここまでの内容をまとめると、表 2のようになる。 

 

表 2 定指示名詞句の制限的修飾の可否 
 

外延的述語 
内包的述語 

タイプ I タイプ II 

一時的性質 
× 

着物を着た太郎に 

話しかけた。 

○ 
着物を着た太郎は 

男前だ。 

○ 
着物を着た太郎を 

思い浮かべた。 

恒常的性質 
× 

医者の太郎に 

話しかけた。 

× 
医者の太郎は 

男前だ。7 

○ 
医者の太郎を 

思い浮かべた。 

 

4. まとめ 
 本発表では、以下の点を主張した。 

 

・連体節と連体句は、いずれも恒常的性質と一時的性質を表すことが可能で、一時的性質を表す場合に

は定指示名詞句を制限的に修飾可能であるが、連体句は「恒常的性質／一時的性質」に還元できない

修飾構造を持っており、そのような場合にも定指示名詞句を制限的に修飾することができる。 

・内包的述語には、その意味的性質に応じて、「特定の可能世界と特定の時間領域のいずれかにおける属

性を問題にするもの」と「常に特定の可能世界における属性を問題にするもの」とが存在し、恒常的

性質を表す連体句は、後者においてのみ定指示名詞句の制限的修飾が可能となる。 
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6 なお、「NP1としての NP2」は、「歴史的犯罪としてのロッキード事件」などのように、事象固有名詞を制限的に修飾

することが可能であることから、三好(2017)の可能世界限定節に相当する限定である可能性がある。 
7 事前に行われた非公開の研究会で「医者の太郎はきっと男前だ。」のような場合に、「太郎」が制限的な解釈を受けて

いるのではないかとの指摘を受けた。モーダル副詞との共起によって名詞句の可能世界の現れ方が問題にできるように

なるとすれば、本稿の分析とも並行的に捉えられる点で興味深いが、詳細は今後の課題としたい。 
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