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非意志性他動詞句之分析-從多義性與限制的觀點探討分類法- 

摘要 

 

  本論文旨在研究日語非意志性他動詞句之多義性、限制以及其分類基準的依

據。研究方法主要以「他動性原型」的概念，對非意志性他動詞句所擁有的事象

流程進行分析及分類。再以「語彙概念構造」(LCS)比較各類別之差異，並檢證

非意志性他動詞句所存在的連續性。 

  本文共分為五章。第一章為緒論，簡述本論文所使用的研究方法。第二章則是

從典型的他動詞句跟非意志性他動詞句的之過往相關文獻進行研究，並針對其分

析提出尚未解決的問題。在第三章裡，以因果關係的觀點說明非意志性他動詞句

所擁有的事象連鎖過程。並透過他動性特徵的「意志性」「制御性」「受影性」 

，區別並分類日語的非意志性他動詞句。在第四章，則是以「語彙概念構造」進

一步對第三章導出的分類基準進行檢證，並分析非意志性他動詞句所帶有的多義

性和連續性。最後第五章為結論。 

  在過去多數的研究裡，對於有著多樣性質的日語非意志性他動詞句往往不多加

以區分，均將之視為同一種現象。而本文則是為了檢證其多義性的存在，藉由他

動性原型和語彙概念構造的種種分析，說明了日語非意志性他動詞句在性質上亦

可分為三種類別。 

 

關鍵字: 他動性原型、意志性、制御性、受影性、LCS、因果関係、事象構造、

多義性、連續性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

非意図的な他動詞文についての研究 

―多義性と制約から分類へ― 

要約 

 

本論の目的は、日本語の非意図的な他動詞文の分類の基準、制約さらに多義

性を研究することである。本稿では、方法論として他動性プロトタイプと語彙

概念構造に基づいて、非意図的な他動詞文が持つ事象過程、区別および連続性

と下位分類を明らかにする。 

 本稿は 5章で構成される。まず、第一章は序論で、使用する方法論を述べる。

第二章「非意図的な他動詞文の認定」においては、まず典型的な他動詞文と非

意図的な他動詞文の認定に関する先行研究を検討し、さらに問題点と筆者によ

る定義を提出する。第三章「非意図的な他動詞文の事象連鎖による分類」にお

いては、因果関係の観点から非意図的な他動詞文が有する事象連鎖を論じ、ま

た、他動性特徴の「意図性」「コントロール性」「受影性」という概念を用いて、

非意図的な他動詞文の下位分類をする。第四章「非意図的な他動詞文の多義性

と制約」においては、語彙概念構造により第三章で得た分類をさらに検証し、

非意図的な他動詞文の多義性・受身化および連続性を分析する。最後の第五章

は結論である。 

 従来の研究では、日本語の非意図的な他動詞文は異なる性質を持つものの、

すべて区別なく同一ものと見なされている。本稿では、その多義性を検証する

ために、他動性プロトタイプと語彙概念構造の概念で一連の分析をし、非意図

的な他動詞文が三つのタイプに分類されることを明らかにした。 

 

キーワード：他動性プロトタイプ、意図性、コントロール性、受影性、語彙

概念構造、因果関係、事象構造、多義性、連続性
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第一章  序論 

 

 

 本論の目的は、日本語の非意図的な他動詞文の分類の基準、制約さらに多義

性を研究することである。本章では、専らに研究の目的、範囲と方法論につい

て述べる。 

 

1.1研究の動機と目的 

英語などの「スル型」言語に対し、日本語は「ナル型」言語であることが一

般に知られている。それは、日本語では事物において「おのずから然る」よう

に表現しようとする傾向があるからである。この場合に（1）（2）のように、 

よく自動詞を使用して、行為者などが現れず、物事が自然に発生するような表

現が見られる。 

 

（1） 出発の日が決まった。 

（1a）We have decided date of our departure. 

（2） メリルと友達になった。 

（2a）I`ve made friends with Meryl. 

                         （影山 1996：9） 

 

しかし、こういった自動詞表現を好む日本語1が非意図的な事象を表す文に

おいては、ヲ格を取る他動詞構文で表現することがある。例えば、以下の例の

ようである。 

 

（3） 私たちは空襲で家財道具を焼いた。  

（4） 勇二は教師に殴られて前歯を折った。 

                      （天野 1987：151） 

（5） 子どもが急に熱を出した。 

（「届け出ハンドブック: 手続きだけでお金がもらえる!」 PHP研究所） 

                           

これらの例は、意味的に他動詞というよりも、実に自動詞に近いといっても

よいと思われる。統語上からすれば、次のように自動詞と対応する形態を持つ

ことが観察できる。 

 

                                                      
1
 影山（1996）を参照のこと 
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（3a）私たちは空襲で家財道具が焼けた。 

（4a）勇二は教師に殴られて前歯が折れた。 

（5a）子どもが急に熱が出た。 

 

それは、一般の他動詞文の場合と違って、このような文においては、ガ格で

表示される名詞は意図性を持つ動作主（Agent）2ではなく、意図性を持たない

経験者（Experiencer）の一種と見なすべきだと思われるからである。 

 日本語では、こういった非意図的な事象は統語的には典型的な他動詞文と同

じ形態を持つことがあるが、意味的な側面から見れば、他動性のプロトタイプ

3から逸脱した非典型的なメンバーの一員であると見なされている。これらの事

象は何故他動詞文で表示することができるのか、つまり、非意図的な他動詞文は

典型的なプロセスに反しているゆえ、他動詞構文を選ぶのは必ず何かの理由や

関係性があるはずである。したがって、本研究では、それについて疑問を抱き

ながら、主としてヲ格をとる非意図性他動詞文の現象を考察し、再分類を試み

たいと思う。さらに非意図的事象の多義性を比較することによって、一般化の

規則を見出し、非母語日本語習得者が他動詞文の種類を見分けることに役に立

てたいと望む。  

 

1.2研究方法と範囲 

 本研究では、非意図的な他動詞文について、主に２つの方法論の観点を導入

して、考察していきたいと思う。 

 

 1.2.1プロトタイプ論と他動性 

まず 1つ目はプロトタイプ論と他動性の観点である。プロトタイプという

のは、あるカテゴリーの中において、もっとも代表的な事例（あるいは成員）

と呼ばれるものである。物事を中心となるプロトタイプから周辺事例まで広

がる考え方はプロトタイプ理論（prototype theory）である。他動詞の場合

から見れば、プロトタイプの位置に据えるのは通常、他動性の高い表現4で

ある。これにしたがえば、非意図的な他動詞文は、プロトタイプいわゆる典

                                                      
2井上（1976）は他動詞文の主体の基底の格を（1）動作主、（2）原因、（3）経験者の三つに

分類している。  
3
 ヤコブセン（1989）は、他動性プロトタイプのアプローチにおいては、他動性は連続的に表

れ、動作主性や意図性が高ければ高いほど他動詞文に、逆に低ければ低いほど自動詞文になり

やすいと主張している。 
4
 学説によって違う見方はあるが、ここの場合では、暫く吉村（2004）の定義に従え、（ⅰ）

出来事への参与者が２つ以上（ⅱ）ひとつの参与者が意図をもち（ⅲ）はたらきかけ、ないし

は動作を、もうひとつの参与者に対して行い（ⅳ）状態変化が明らかである。ということを指

すものである。 
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型的な他動詞文から拡張され、意図性を含める他動性特徴をいくつか喪失す

る周辺的な成員であることがわかる。そして、その拡張する過程は一様なプ

ロセスではなく、多岐的であると考えられるから、ここで認知言語学で他動

性に関連する概念として Langacker（1991）による「アクション・チェーン」

（action chian）などの行為連鎖5を参考にし、非意図的な他動詞文がもつ

事象構造を、従来の二段階性の因果関係6（cause-and-effect relationship）

にコントロール性を加える概念で、非意図的な他動詞文の類型、多義性と他

動性の階層性を分析しようとする。 

 

 1.2.2語彙概念構造 

   もうひとつは語彙概念構造7（Lexical Conceptual Structure）の概念で

ある。語彙概念構造とは、1970年代の生成意味論から Jackendoffなどの学

者により、発展させた意味理論で、動詞の意味構造と統語構造の関連性を分

析するために用いられるものである。語彙概念構造においては、意味述語（意

味関数）と x,y,zなどの変項によって表示される。意味述語の表記また概念

構造の表し方は各学者によって異なっているが、基本的に影山（1996、1999、

2000）の表記に従い、その表示方式を用いる。また、状態を表す“BE”、変

化（位置変化と状態変化を含む）を表す“BECOME”、活動を表す“ACT”、上

下位事象を結合する使役を表す“CAUSE”の四つを基本としているが、状況

に応じて他の意味述語も見られる。さらに影山は「行為→変化→結果状態」

という行為連鎖を（6）のように公式化し、（7）の語彙概念構造の基本形を

挙げている。 

 

 （6）   [x ACT (ON y)] CAUSE [(y)BECOME [y BE AT-z]] 

            ＜行為＞   →  ＜変化＞  → ＜結果状態＞ 

 

（7）語彙概念構造の基本形： 

a.状態（state）（アル型） 

[y BE AT-z] 

b.動き（ナル型） 

1.変化（change） 

[BECOME[y BE AT-z]] 

2.移動（motion） 

                                                      
5
 Croft（1991）は使役連鎖（causal chain）と称する。それらは総称的にビリヤードモデル

（billiard-ball model）と呼ばれている。 
6認知言語学においては因果関係が原因（＝動作主－行為）と結果（＝対象－状態変化）とい

う推移を表すが、筆者はその間にコントロール性を入れて考慮すべきだと主張したい。 
7影山（1996）は「動詞が表す概念的な意味を抽象的な述語概念で表示した構造」と定義して

いる。 
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[y MOVE VIA-z] 

       c.活動（activity）（スル型） 

[x ACT ON-y] 

       d.使役（causation） 

        [x ACT (ON y)] CAUSE [(y)BECOME [y BE AT-z]] 

  本研究では、他動性の特徴から導かれた多岐な類型を、さらに語彙概念構

造と対照することにより、非意図的な他動詞文の多義性を論証していきたい

と思う。  

 

1.3本研究の構成 

 以上では、研究の動機、目的、研究方法論と範囲を簡単に紹介した。次はこ

れから展開していく章節についての概要を紹介していきたいと思う。 

 まずは第二章「非意図的な他動詞文の認定」においては、大きく典型的な他

動詞文とそうではないもの（非意図的な他動詞文はここに属する）2つに分け

て、それぞれに関する先行研究と各説が残る問題点を検討し、筆者による主張

を提出する。 

 第三章「非意図的な事象における連鎖」においては、まず他動性のところに

絞って、意図性と受影性以外にコントロール性という概念の重要さを強調する。

事象過程の中に、従来の因果関係にコントロール性を入れることにより、非意

図的な他動詞文がもつ事象構造を新たな視点から観察し、さらに類型化したい

と思う。 

 第四章「非意図的な他動詞文の多義性と制約」においては、第三章で導かれ

た各タイプを取り上げ、個別に語彙概念構造で分析する。また、非意図的な他

動詞文が持つ多義性の間には、さらに一種の連続性をなしているという可能性

があるから、その現象をも把握することにより、さらに仕組みを明らかにする。 

 第五章においては、本稿で論じてきたことを整理して、今後の研究目標と課

題を述べる。 
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第二章 非意図的な他動詞文の認定 

 

 

2.1 はじめに 

非意図的な他動詞文というのは、従来の研究では一般の他動詞文に対する一

種の周辺的な現象に属するといわれているものである。つまり、非意図的な他

動詞文を解明するためには、“他動詞文は何なんだ“という説明を欠かしては

ならないと思う。その前に、動詞の自他認定の問題に立ち返って、自動詞・他

動詞の分類から見る必要があると考える。動詞の自他の認定については、山田

（1936）はヲ格を取ることが必ずしも自動詞・他動詞の分類の基準になるとは

いえないと指摘し、さらに三つの理由8を提出して、動詞の自他の認定を否定

しいる9。 

否定論である山田に対して、松下（1923）10をはじめとする一連の学者はそ

れぞれ日本語における自動詞と他動詞の分類・認定の基準に関する研究をなし

ている。筆者は、主としてこれらの学者が提出した他動詞文の定義に沿って、

次節の 2.2の典型的な他動詞文を検討していきたいと思う。また、それらの説

を、さらに 2.2.1のヲ格の有無、2.2.2の受身化の可否、2.2.3の他動性の意

味特徴、2.2.4の影山（1996）による語彙概念構造という四つの基準に分けて

別々に紹介する。 

2.3では、小柳（2008）の分類基準を見てみる。小柳では、非意図的な他動

詞文は典型的ではない他動詞文における一種の下位分類に属することがわか

ると指摘する。2.4節では、非意図的な他動詞文をガ格とヲ格の間に所属関係

を要求する「所有説」と事象の過程の中で行為者に責任をもとめる「責任説」

という二つの代表的な説に分け、順次に紹介していきたいと思う。 

                                                      
8
 その理由は以下のように要約できる。 

①� 語彙・形態的に自他が必ずしも一定の規則を伴って対応しないこと。 

②� 助詞の「ヲ」が必ずしも他動詞を定義する標準とはなり得ないこと。 

③� 日本語では、いわゆる自動詞でも受身になること。 
9
 山田（1936）は「動詞の自他の研究といふのは．．．（略）．．．文法上殆ど一の規律も立

てられず、又何等の必要もなき事の如くに見ゆるに至れり。」と主張している。 
10

 松下（1923）は「ヲ格」を伴う動詞をすべて他動詞と称し、それにひきかえ伴わないもの

をすべて自動詞としている。また、他動詞の中には「実質的他動」と「形式的他動」という二

種類があると主張している。 
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2.5では、主体が有情物である場合のみを対象とし、本研究においての非意

図的な他動詞文の範囲と条件をさらに細かく設定する。それに加えて、最後に

筆者は今まで述べてきた先行研究を踏まえた上で、特に 2.4で紹介した「所有

説」と「責任説」の特徴を取り上げ、次章からの非意図的な他動詞文に対する

筆者自身の観点を述べる。 

  

2.2 典型的な他動詞文の定義        

まず、日本語の他動詞文に関する研究では、異なる観点から以下のようにさ

まざまな定義が見られる。 

 

2.2.1ヲ格の有無 

2.2.1.1奥津敬一郎（1967） 

まず、奥津（1967）は次のように動詞の自他の区分について定義している。 

 

「動詞の自・他は、文構成の上で、自動詞は目的語をとらず、他動詞は目的

語をとる、という著しいちがいのあることをみとめなければならない。そし

て名詞につく格助詞の「ヲ」が、目的語の目印となる。」 

 

しかし、同じくヲ格を使用しているが、目的語でないものがある。たとえば、 

 

（1）弁慶ハ 安宅ノ関ヲ 通ッタ。          

（2）富樫ハ 弁慶ヲ 通シタ。 

（奥津 1967参照） 

 

例（1）では、ヲ格が通過点や出発点を表す「移動格」として機能してい

て、例（2）の対象を表す「目的格」とは異なることを示している。つまり、

前者のヲ格の場合は目的語をとらぬ自動詞と視され、他動詞と考えられるの

は後者のヲ格（「目的格」）のみである。 

 

2.2.1.2森田良行（1987） 

自他の認定について、森田（1987：155-157）は以下の両定義を提出して

いる。（下線筆者） 
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（Ａ）だいたい動詞の自他と言っても、日本語の場合、それほど明確な線が引

けるものではない。他の対象に対しての働きかけが他動詞で、その主体自

体の働きが自動詞だと一応は説明する…               （p.155-156） 

（Ｂ）今日、その動詞が自動詞か他動詞かを弁別する一つの目安として、ヲ格

の目的語を取り得るか否かということが判定基準となっている。(p.157) 

 

上掲した二氏は基本的に目的語の「ヲ格」は他動詞文の主な特徴として、

自動詞と区別する基準であると主張している。 

 

2.2.2受身化するかどうか 

2.2.2.1三上章（1972） 

奥津氏らの説とは異なって、三上（1972:104）は、日本語の動詞を二分化

して、受動文にならない動詞（所動詞）と受動文になる動詞（能動詞）に分

けて、さらにその中に受動文の種類をまた二分して、「まともな受身」と「は

た迷惑の受身」11に分けている。そして、三上は自他区分において他動詞を

次のように定義している。他動詞は「受動文が可能な動詞の中で、直接受動

文が可能なもの。（受動文を作れない動詞と、受動文は作れても間接受動文

しか作れない動詞は自動詞である。）」ということである。図で表すと以下の

図①のようになる。 

 

  

 

 

 

 

 

また、「ヲ格」ではなく「ニ格」が付く「抱きつく」という動詞の場合は、 

 

（3）能動文  ： 太郎が花子に抱きついた。 

（4）直接受動文： 花子が太郎に抱きつかれた。 

  

                                                      
11

 柴谷（１９７６）は「まともの受身」を「直接受動文」、「はた迷惑の受身」を「間接受

動文」と称している。 

図①    所動詞（ある、いる）   

               自動詞 

       （死ぬなど） 

能動詞 

         （殺すなど）  他動詞 
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 直接受動文が可能なので、奥津氏らの説とは違って「ヲ格」を取らなくても、

他動詞である。つまり、他動詞はまともの受身（直接受動文）を作れる動詞

である。三上の定義は簡潔且つ明快であり、他の説の場合に生じるような問

題は見られない。しかし、他動性の特徴を考慮するときに、受身化というた

だ一つの特徴だけで他動詞を決めるのは、まだ不十分であるといえる。 

 

2.2.2.2寺村秀夫（1982） 

寺村（1982）は、日本語の文法における二者（「主体」と「対象」）の関係

を表す動詞はすべて対象の存在を前提とするもので、またその下位分類に A

の「働きかけ」の動詞、Bの「対面」の動詞と Cの「相互動作」の動詞とい

う三タイプが観察されると主張している。（下線は各タイプが取る助詞） 

 

A)人ヲ殺ス、物ヲコワス、山ヲ見ル、人ヲ愛スル、歌ヲツクル 

B)人ニ会ウ、先生ニ相談スル 

C)敵トタタカウ、彼女ト結婚スル 

                         （寺村 1982：88） 

寺村によると、「直接受身」ができるＡタイプの「働きかけ」の動詞類に

入っているものは典型的な他動詞である。また、Aタイプの中には、主体の

「客体」に対する「働きかけ」の仕方の違い12によってさらに三つの型13が

分けられるが、共通点には「（i）主体が対象に向かって働きかける動作・作

用を表す。」、「（ii）対象を表す補語は助詞「ヲ」をとる。」、「（iii）直接受

身に転換できる。」という三つの特徴があるということである。 

 

2.2.3他動性の意味特徴から 

2.2.3.1ウェスリー・M・ヤコブセン（1989） 

                                                      
12

 寺村（1982）によると、その型の違いが、全体を受身に転じたときに能動文における動作

主のとる助詞の違いに反映している。 
13

 その三つの型についてはそれぞれ次のように整理した。 

＜A1＞「物理的・心理的働きかけ」の動詞を述語とする文   （殺す、苦しめる…） 

＜A2＞「感情の動き・感覚の働き」を表す動詞を述語とする文 （愛する、見る…） 

＜A3＞「創ル」類の動詞を述語とする文           （書く、作る…） 

また、動詞の種類と補語の性質という文法的条件からいえば、その中に特に＜A1＞の「物

理的・心理的働きかけ」は、すべて直接受身に転じる（文法的）資格をもっているといってよ

いものである。 
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 ヤコブセン（1989）は他動性について、次のような伝統的定義14をしてい

る。 

（5）「他動的述語とは、ある対象に知覚可能な変化を起こすべく、ある動作 

主が意図的かつ直接的にその対象にはたらきかける、という意味を表す

ものである。」 

 

たとえば、次の文はその典型的な例である。 

 

（6）泥棒が鍵を壊した。 

 

ヤコブセンはさらに（5）の定義を分解して、（7）のような意味要素で説

明している。 

（7） 

（a）関与している事物（人物）が二つある。すなわち、動作主（agent）と 

対象（object）である。 

（b）動作主に意図性がある。 

（c）対象物は変化を被る。 

（d）変化は現実の時間において生じる。 

 

ヤコブセンによると、日本語の他動性のプロトタイプは助詞「を」を伴う

名詞句が文中にあり、動詞が他動性を表す特別な形態をもつという二つの要

素からなる形をとるということになる。しかし、前述したプロトタイプに相

当する文法形式があるといっても、（5）（7）に挙げた意味の特徴すべてと必

ずしも一致するとはいえない。そこで、ヤコブセンは助詞「を」を日本語の

他動性プロトタイプ要素の一つとして取り上げ、（5）の他動性プロトタイプ

から自動性へ逸脱した連続体を（8）のように表している。 

 

（8）形態論上の他動性⇔形態論上の自動性 （ヤコブセン 1995:177） 

（a）二つの独立している実体が係わっており、それぞれの意味的役割が

                                                      
14

 ヤコブセンは伝統的な生成統語理論において「他動性」または「他動的述語」という言い

方が大きく分けて二つの違った定義による意味で用いられていると述べている。さらにそれら

を「伝統的定義」と「命題論理学による定義」と称している。 

また、後者は次の通りである。 

「他動的述語とは、その意味が理解されるのに二つ以上の名詞句を必要とする述語である。さ

もなければ、自動的述語とされる。」 
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異なっている。（赤ん坊が花瓶を壊す） 

（b）二つの独立している実体が係わっており、それぞれの意味的役割が

異なっているが、動詞の表す変化の結果、それらが一体化される。（荷

物を預かる） 

（c）同一の実体（あるいは同一の実体の違った部分）が、二つの異なっ

た意味的役割を担い、二つの違った名詞として文中に現われる。（再帰

的意味）(犬が尻尾を垂れる) 

（d）一つの実体のみが係わっており、それが一つの名詞句として文中に

現われながらも、二つの違った意味的役割を担っている。（意図的自動

詞）（お婆さんが屈む、敵が寄せる） 

（e）係わっている実体が一つであり、その意味的役割も一つにすぎない。 

（非意図的自動詞）（花瓶が壊れる） 

 

つまり、他動性プロトタイプは実は自動性と対称して、さらに組んでこう

した連続体をなしていて、より典型的な他動性か自動性表現はその連続体の

両極端に位置するということである。 

 

2.2.3.2角田大作（1991、2007）  

角田（1991）によれば、他動性とは、他動詞だけではなく、自動詞にも関

連する言語現象を指すことである。伝統的には、他動詞文と自動詞文は以下

のように規定されている。 

表① 

他動詞文 自動詞文 

目的語がある 目的語がない 

動作が主語から目的語に向か

う、または、及ぶ。 

動作が目的語に向かわない。 

 

しかしながら、他動性の研究に多くの進展があったことに従い、他動性と

いう現象は、上記の表の内容から広まって、より多様な特徴が定義されてい

る。ゆえに角田は他動性の定義を提案していて、また他動性に対し特に次の

二つの点に注意しなければならないと提示している。（下線筆者） 
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（9） 

（a） 他動性を考える際に、その意味的側面と形の側面をはっきりと区別する。  

（b）他動性の問題は程度問題である。他動詞文と自動詞文は明快に区別でき 

ないで、連続体を成す。 

 

角田はこの定義で他動詞文の原型(プロトタイプ)を設定し、さらにこの他

動詞文の原型を用いれば、ほかの文の他動性程度を測ることができると主張

している。また、（9-a）の定義については、まず意味的側面を以下の（10）

のように設定してもよいと考えている。 

 

（10）他動詞文の原型の意味的側面： 

参加者が二人（動作者と動作の対象）またはそれ以上いる。動作者の動作

が対象に及び、かつ、対象に変化を起こす。（動作者と対象は無生物の場合

もある。従って、二人でなく、二つの場合もある。） 

 

そして形の側面において、角田によれば、日本語では意味の点から定義 

した原型的他動詞文が「が＋を」を取ると述べられている。「が＋を」以外

は、「が＋に」「が＋が」「に＋が」等は、原型的他動詞文の特徴ではないと

されている。また、三上の主張とほぼ同じく、直接受動文になるかどうかと

いう要素も一つの特徴として取り上げられている。最後の二つの特徴は、対

応する再帰文、相互文は作れるということである。たとえば、 

 

（11）太郎が花子を殺した。 

（12）太郎が自分（または、自分自身）を殺した。 （再帰文） 

（13）太郎と花子が（お互いに）殺し合った。   （相互文） 

（14）飛行士が宇宙を飛んだ。  

（15）＊飛行士が自分を飛んだ。         （再帰文） 

（16）＊飛行士と宇宙がお互いを飛び合った。   （相互文） 

                      （角田 2008：82-83） 

（15）（16）が不適格になるのは、形の側面における他動性の特徴を備え

ていないからである。以上のものを整理してみると、（17）の特徴が見られ

る。 
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（17）他動詞文の原型の形の側面：（日本語） 

（あ）「が＋を」構文 

（い）直接受動文になる 

（う）再帰文が成立する 

（え）相互文が成立する 

 

次は（9-b）の定義に関して、Hopper and Thompson（1980）（以下はＨ＆

Ｔと略す）が提出した他動性の 10の意味的特徴を参考にしている。その意

味的特徴は次の表②のようになる。 

 

（表②） 

 高い他動性 低い他動性 

Ａ．Participants（参加者） ２人以上（ＡとＯ） 

：動作者と対象 

１人（Ｓ） 

Ｂ．Kinesis（動作様態、動き） 動作 非動作 

Ｃ．Aspect（アスペクト） 動作限界あり 動作限界なし 

Ｄ．Punctuality（瞬間性） 瞬間 非瞬間 

Ｅ．Volitionality（意図性、意志性） 意図的 非意図的 

Ｆ．Affirmation（肯定） 肯定 否定 

Ｇ．Mode（現実性） 現実 非現実 

Ｈ．Agency（動作能力、動作主性） 高い 低い 

Ｉ．Affectedness of O（非動作性、

影響性、受影性、対象への影響、動作

が対象に及ぶ度合い） 

全体的に影響 部分的に影響 

Ｊ．Individuation of O（対象の個別

化、対象の個体化、個体性） 

高い 低い 

  

また、Ｈ＆Ｔは他動性を以下の２つの項目に規定した。 

 

規定１：他動詞文と自動詞文は峻別できない。連続帯をなす。 

規定２：他動性は表②に示す１０の意味的特徴からなる。各意味的特徴は「他

動性が高い」と「他動性が低い」の程度を示す。 
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  角田（2007）はＨ＆Ｔの提案に基づき、二つの異なった論点を提出してい

て、前述した意味的側面の定義を修正に入れる。まずは、「Ｉ．被動作性」

においてただ動作が対象に及ぶかどうかだけでなく、対象に変化を起こすか

どうかというところも重要であると強調している。たとえば、例（18）（19）

を比較すると 

 

（18）太郎が箱に触った。「主格：ガ＋与格：ニ」 

  （動作が対象に及んだが、箱の変化については述べていない） 

（19）太郎が箱を壊した。「主格：ガ＋対格：ヲ」 

  （動作が対象に及んだし、箱の変化もみられる） 

 

角田は日本語では後者のほうが他動詞文の定義により近いと考えている。

また、Ｈ＆Ｔの他動性仮説15に反することもあると述べ、「Ｉ．被動作性」と

「Ｅ．意図性」などが食い違った場合には、「被動作性」が優先して、つま

り表②における他動性の高い特徴同士が必ずしも共起しないと主張してい

る。角田の考えによると、Ｈ＆Ｔが挙げた他動性の意味の中で、「Ｉ．被動

作性」が最も重要である。また、英語の例を挙げて、表③で説明している。 

 

（20）I hit him   （意図的かどうかは、述べていない） 

（21）I hit at him（命中したかどうかは、述べていない） 

 

表③：「意図性」と「被動作性」 

（角田 2007：5） 

 

  表③により、他動性の高い特徴同士が必ずしも共起しないことがわかった。

以上の点から、角田は、Ｈ＆Ｔの説を踏まえ、さらに他動性の原型の意味的

側面を以下のように補足している。 

 

                                                      
15

 Ｈ＆Ｔの他動性仮説は大まかに言うと、他動性の意味的特徴で、高い特徴同士が共起し、

低い特徴同士が共起するという主張である。 

 格 意図性 被動作性（受影） 

例（20） 主格＋対格 言及無し ＋ 

例（21） 主格＋ａｔ ＋ 言及無し 
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（22）他動性の原型の意味的側面（修正後） 

 ⅰ、動作者と動作の対象がある。動作が対象に及び、かつ、対象に変化を起 

こす。 

ⅱ、１０の意味的特徴の中に「Ｉ．被動作性」を重視している。 

 

2.2.3.3山梨正明（1995） 

 山梨（1995）も、Ｈ＆Ｔで提案されている他動性の基準に沿っている 

が、Ｈ＆Ｔの「肯定性」と「アスペクト」などのパラメータは自・他動詞構 

文の相互関係の規定には直接的には関係しないと述べている。それを除いて、 

プロトタイプの観点からみた自・他動詞構文の規定としては、次のＡ，Ｂが 

可能であると主張している。16 

  

Ａ、＜他動詞構文のプロトタイプ＞ 

  ①内在項が２つ存在する。（基本的には、主体と対象） 

  ②ａ．主体：能動的、意図的、有生の動作主 

   ｂ．対象：被動作主 

  ③行為の影響は直接的 

  ④変化は瞬時的、実現的、完結的 

  ⑤一次的責任：動作主 

  ⑥単一事象的 

Ｂ、＜自動詞構文のプロトタイプ＞ 

  ①内在項が１つが存在する（基本的には、対象） 

  ②対象：被動作主 

  ③変化は自律的、内在的 

  ④一次的責任：被動作主 

  ⑤単一事象的 

 

2.2.4 LCSと事象の意味構造の観点から 

2.2.4.1影山太郎（1996）（2009） 

影山（1996）は Vendler（1967）の動詞４分類17を語彙概念構造の概念に

                                                      
16

 山梨は、ＡＢの規定は自他動詞構文のプロトタイプの絶対的な基準ではないが、日常言語

のさまざまな構文の他動性自動性を考察していくための１つの目安であると述べている。 
17

 Vendler（1967）は、動詞を①状態動詞②到達動詞③活動動詞④達成動詞という四種類に分

類している。それぞれの意味は以下のようである。 
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より、自動詞・他動詞の分類に対応して、図②のような１つの動詞が表し得

る事象の全体を示した語彙概念構造と提案している。（影山 2002:120より）

そして、その中の“ACT”のある活動動詞を非能格動詞とし、状態・到達（変

化）動詞を非対格動詞と称していて、 “ACT ON”をもつ活動動詞を働きか

け他動詞とし、達成動詞を状態変化他動詞（使役変化動詞）と名付けている。

（下線筆者）  

 図②18 

 

 

  動詞の分類、自他動詞の対応とそれぞれのもつ語彙概念構造を整理してみ

ると、以下の（23）（24）のようになる。 

（23）動詞の分類と自他対応： 

           自動詞           他動詞 

            ｜             ｜ 

上位事象のみ ：〈非能格動詞〉       働きかけ動詞 

下位事象のみ ：〈非対格動詞〉  

上位＋下位事象：              使役他動詞 

                                                                                                                                                        
①状態動詞（state）：時間的な制限に縛られない恒常的な状態を意味する。（know など） 

②到達動詞（achievement）：なんらかの目標（状態）に至るという行為の終了点を重点的に

述べる動詞である。（recognize、spot など） 

③活動動詞（activities）：意図的に開始したり終了したりできる行為を表し、進行形をつける

と、その活動が目下、継続中であることを意味する。（run、walk など） 

④達成動詞（accomplishments）：なんらかの活動の結果、最終的な目標（状態）に至ることを

意味する。（paint a picture、make a chair など） 
18
“？”クエスチョン部分だけ自他の対応関係が欠落しているということは、影山によりこの

部分に相当する「他動詞」を「非対格他動詞」と呼ばれ、日本語にも英語にも存在することと

述べられている。 
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（25a）行為連鎖による事象の意味構造 

＜行為＞    →   ＜変化＞    →      ＜状態＞ 

父が包丁の刃を     スイカに切れ目      スイカが真っ二 

スイカに当てて     ができでくる       つの状態になる 

力を加える 

 

（24）自他動詞の語彙概念構造： 

自動詞: 

非能格動詞   [x ACT] 

非対格動詞   [（y） BECOME[ y BE AT-z]] 

他動詞: 

          働きかけ他動詞 [x ACT ON-y] 

使役変化他動詞 [x ACT ON-y] CAUSE[y BECOME[STATE y BE AT-z]]]  

 

また、影山は事象の意味を扱うために、意味構造としてさらに行為連鎖

（action chain）を用いて分析している。たとえば、次の例には文の意味が次

のように分解できることが見られる。 

（25）父が包丁でスイカを真っ二つに切った。 

 

 

 

 

  

 

つまり「切る」という動作を＜行為＞→＜変化＞→＜状態＞という連鎖過程

でとらえることができる。影山は、こうように事象を＜行為＞、＜変化＞、＜

状態＞という三つの局面に分けることのは、単に「切る」という単語の意味を

わかりやすく表すためだけではなく、統語上や副詞の修飾関係なども明確に説

明することができるからである。例えば、（25b）のように、 

  

 

 

 

 

 

「包丁で」と「真っ二つに」は同じ副詞であるが、意味構造の中で異なる修飾

位置を表している。また、「切る」とは違って、「たたく」のような動詞は＜行

為＞しかもたないから、「スイカをたたく」という事象には結果状態を表す副

詞が出現しないわけである。例えば、次のようになる。 

（25b）包丁でスイカを真っ二つに切る 

＜行為＞     →    ＜変化＞    →     ＜状態＞ 

 ↑                            ↑ 

「包丁で」                     「真っ二つに」 

（道具）                       （結果状態） 
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影山は、＜行為＞→＜変化＞→＜状態＞という流れ全体を表す動詞が（24）

の使役変化他動詞であると述べ、このような意味構造を持っている他動詞には

次の二点の特徴が見られると主張している。①対応する自動詞があること②

「～が～してある」構文に使われること。逆に言うと、「たたく」のような＜

行為＞だけの働きかけ他動詞などが①か②にならない。影山による事象の意味

構造の観点から動詞を整理すると表①のようになる。 

表① 

Ⅰ  

＜行為＞→＜変化＞→＜状態＞ 

a.目的語の状態変化を

表す状態変化使役動詞 

壊す、折る 

温める、消す… 

b.目的語の位置変化を

表す位置変化使役動詞 

出す、移す、 

注ぐ、入れる… 

Ⅱ  

＜行為＞ 

a. 自動詞 

（非能格動詞） 

働く、遊ぶ、 

暴れる… 

b. 他動詞 

（働きかけ他動詞） 

たたく、突く、

蹴る、押す… 

Ⅲ  

＜変化＞(→＜状態＞) 

a.状態変化の自動詞 縮む、育つ、 

枯れる… 

b.位置変化の自動詞 流れる、進む、 

入る… 

Ⅳ  

＜状態＞ 

いる、ある、値する、（外国語が）できる 

 

 

                 （影山 2009をもとにして、本稿の整理） 

 

2.3 典型的な他動詞文ではないもの 

小柳（2008）は、典型的な他動詞文に対し、自他動詞の構文の全体を概観す

ることにより、従来の研究で問題とされる他動詞文を体系的にまとめている。

（26）スイカをたたく 

＜行為＞ ---------------------------------------結果状態がない 

   ↑                        ↑ 

「包丁でたたく」              「＊真っ二つににたたく」 
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小柳により、以下の三つの分類が挙げられる。 

＜A＞ 意味論的には自動詞なのに他動詞文になるもの。 

Ex: 太郎が腕を折った。（＝小柳 2008：47） 

Ex: 私は、落雷で家を焼いた。（＝天野 1991：196） 

＜B＞ 形態論的には自動詞なのに他動詞文19になるもの。 

Ex:与太郎が口をあいて寝ている。 

与太郎が口をあけて寝ている。（＝須賀 1981：） 

＜C＞ 実際の動作主を無視する他動詞文20が成立するもの。 

Ex:田中さんが虫歯を抜いた。（＝小柳 2008：47） 

 

筆者は、本研究の目的とする非意図的な他動詞文を小柳が提案した＜A＞タ

イプの下位に属するものと考えるが、意図性に関与する事象を中心にするとい

う点においては異なる分析を行うのではないかと思われる。また、今の段階で

意味的に自動詞的な他動詞文以外は、本研究の検討対象外となる。次は非意図

的事象に関わる先行研究を紹介していきたいと思う。 

 

2.4 非意図的な他動詞文   

2.4.1 先行研究  

非意図的事象は他動詞構文で言語化された状況において、主に「所有」概念

に求めるのと「責任」概念に求めるのという二つの異なる説が見られる。し

かし、次は従来各説に関する先行研究を取り上げ、さらに検討していきたい

と思う。 

 

 2.4.1.1密接関係の「所有」説：天野みどり（1995）佐藤琢三（2005） 

 

                                                      
19このタイプには、以下の三つの場合が見られる。 

① 有対自動詞で、同じ形の自動詞がヲ格目的語を取る場合 

EX:「口ヲ あける ／口ヲ あく（－口ガ あく）」など 

② 自他両用動詞で、同じ形の動詞がヲ格目的語を取る場合 

EX:「（仕事が）危険ヲ伴う／（仕事に）危険ガ伴う」など 

③ 複他動詞と単他動詞の関係にある動詞で単他動詞がヲ格目的語をとる場合。 

EX: 山田さんは鈴木先生に英語 ヲ教わった。 「ヲ 教わる ／ヲ 教える」 

  山田さんはコート ヲ着た。       「ヲ 着る  ／ヲ 着せる」 

(奥津（1967：60～61）は「教える」に対する「教わる」を「複他動詞の自動化」、「着

る」に対する「着せる」を「単他動詞の他動化」と名づけ、さらに複他動詞のほうが３項

述語で、単他動詞のほうが２項述語をもつと述べている。) 
20佐藤（1994）が「介在性の表現」と呼んだものである。 
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（27）私たちは空襲で家財道具を焼いた。 

                            天野(1995)  

 

天野（1995）は例（25）のような文を、述語の他動詞がヲ格をとるという

他動詞の形態を持つにも拘らず、自動詞の働きに近いと見なし、さらに「他

動詞文の形式を備えながら、ガ格名詞が動きの引き起こし手ではなく21、他

者の力によって、ある状態へと変化する主体を表す文である。」と定義して、

主体から客体への働きかけの意味を持たない他動詞文を状態変化主主体の

他動詞文と呼んでいる。つまり、これらの文の特徴は意図性を持たず、構文

から見ると一般の他動詞文とは区別しがたい。 

また、天野（2002）は「状態変化主体他動詞文」の成立条件として、次の

ことを挙げている。 

 

（Ⅰ）a.述語の他動詞が主体の動きと客体の変化の両方の意味を表し、主体

の意志性を無化することが可能な動詞である。 

b.事態の直接の引き起こし手を言語的に明示することが可能である。 

 （Ⅱ）ガ格名詞句とヲ格名詞句が密接な意味的関係を持つと解釈されなけれ

ばならない。 

 

  佐藤（2005）は天野が提出したの二つの制約について、(Ⅰa)における「述

語の他動詞が主体の動きと客体の変化の両方の意味」を表す動詞を変化他動

詞と考えている。また、「主体の意志性を無化すること」というのは意志性

が弱い動詞であることと解釈し、例えば「殺す」などの動詞はこのタイプの

文にならないと述べる。しかし、実際佐藤は「あやまって殺した」といった

言い方が何ら不自然な文ではないとして、反例を挙げ、その意志性の強弱を

認定する根拠は不明であるとも主張している。 

（Ⅰb）の場合は、例（25）における「空襲で」といった原因を表す部分を

明示することが可能である。さらに、（Ⅱ）における「密接な意味的関係」

の制約とは「Yの変化が Xにも影響を及ぼし X自身の変化を招くような、密

接な関係にあると解釈されうるもの」（Xはガ格名詞句、Yはヲ格名詞句）（天

野氏によると、主体 Xと客体 Yは『ある事態を所有する』という意味をもつ

全体部分の関係になければならない）ということである。故に、次の例（28）

                                                      
21経験者主体である。 
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（29）は成立するが、（30）は非文になるわけである。 

 

（28） 勇二は教師に殴られて前歯を折った。 

（29） 気の毐にも、田中さんは昨日の台風で屋根を飛ばしたそうだ。 

                   （天野 1995） 

 

例(28)の「前歯」は「勇二」の「前歯」で、（29）の「屋根」は「田中さ

ん」の所有物である。両者の場合友を書く名詞句（Ｙ）の変化ガが書く名詞

句（Ｘ）の状態変化を招く。 

 

（30）＊尾川氏は落雷で木を焼いた。          

（天野 2002） 

天野氏によると、例（30）が成立しないのは、Xである「尾川氏」と Yで

ある「木」との関連性が明白ではなく、そして「木」が「焼ける」という変

化状態が主体「尾川氏」自身の状況について何も説明していないからである。 

 

2.4.1.2因果関係の「責任」説：中右（1998） 

 中右（1998）は、使役事象における人間の意図しない場合について、＜A

＞プロトタイプ的な＜使役行為＞を表す使役構文及びそこから拡張した＜B

＞意図しない結果を表す使役構文には、行為者がなんらかの「責任」を問わ

れる共通性があると言及している。後者の例を挙げてみると、 

 

（31）＜使役行為＞から拡張した意図しない結果を表す使役構文： 

（a）太郎は友達とキャッチボールしていて窓を壊した/壊してしまった。 

（b）花子はりんごの皮を剥いていて指を切った/切ってしまった。 

 

中右によれば、この＜A＞＜B＞両種類の主語は、次の（32）のような単一

の意味のスキーマ22における共に参与者 Wを具現化したものと考えることが

可能である。また、行為 Xに相当するのは、テ節（英語なら while節）など

が明示的ないし暗示的に表現する行為（ここでは「ボールを一定の方向に投

げる」、「りんごの皮を剥く」）であると述べられている。 

                                                      
22

 中右（1998）はこのスキーマを＜使役行為＞のスキーマ、W を＜使役行為者＞のスキーマ、

X を＜基礎行為＞のスキーマとそれぞれ称している。 
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（32） 

＜W（主語）が意図的に遂行する行為 Xの直接の結果として、Y（目的語）に

（含意される）変化 Zが生じる＞ 

 

中右は、これは、「人は自ら意図的に行った行為の直接の結果に対して、

その結果自体を意図したか否かにかかわらず、何らかの責任を問われる」と

いうことで、両タイプとも「Wは Zに対する＜責任＞の主体である」という

形を持ち、＜A＞のプロトタイプ的な使役行為者と＜B＞の主語のようなプロ

トタイプ的でない使役行為者に共通する＜責任＞のスキーマを特徴づける

ことができると主張している。 

 

そして、さらなる拡張として次の例が挙げられる。 

 

（33）靖は（うっかり/思わず）皿を落とした/落としてしまった。 

（34）夫は時々癇癪を起こします。 

 

前述した＜使役行為＞のスキーマでは、含意される事態 Zの生起の直接の

原因は参与者 W（主語）が行為 Xを意図的に遂行することであったが、（33）

（34）のような文の場合、含意される事態 Zの生起の直接の原因は、参与者

W（主語）が事態 Zの生起を阻止すべく行為 X’ を遂行する（例（34）の

場合は自分の感情を抑制すること）ことができるのに、それを遂行しないと

いうことである。23「X’ を遂行しない」ことを表していると思われる動詞

いわば「負の作為」を表す動詞であると定義している。 

  

 （33’） b.＊このテーブルは皿を落とした/落としてしまった。 

 

 また、「責任」についても前と同じく、（33）などの主語は当然「責任」の

主体と見なされることになる。しかし、中右は、以下の（33’）が不適格で

ある理由を、「テーブルは（地震か何かのせいで）皿が落ちることを未然に

                                                      
23中右によれば、（29）とはここの場合は行為の遂行の有無という点で正反対ではあるが、後

者のように行為 X’ を遂行することができる立場にありながら遂行しないことは、両者それ

ぞれは意図的に「X’ を遂行する」と意図的に「X’ を遂行しない」ことであるという観点

から考えると、前者と等価（[ X＝－X’]）であるとも考えられる。 
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防ぐことができるとは（よほど特殊な場合は別として）考えられていないた

め、テーブルから皿が落ちるという事態にこのスキーマを適用することが不

可能であると感じられるからであろう」24と説明している。（下線筆者） 

 

2.5 本研究における非意図的他動詞文の条件設定 

まず、筆者は、非意図的な他動詞文の生成においては、ただ一様のプロセス

だけですべての事象状況を解釈することができるとは言いがたいと思う。場合

によって、動詞そのものが非意図性を表すことができるという語彙的なレベル

もあり、構文全体により後に他動詞文の意図性がなくなるという統語的なレベ

ルであるものも見られる。 

非意図的な他動詞文を考察するためには、前述した 2.2の典型的な他動詞文

の特徴を参考にしながら、さらに 2.4節における「所有」説（「密接な意味的

関係」など）と「責任」説（結果事象のコントロール性など）の定義を取り上

げ、事象連鎖過程および意図性と多義性・制約の関連性を解明したいと考える。

まず、ここで非意図的な他動詞文の出現条件として、広義的には、以下の①～

③と設定する。 

 

①� 主体であるガ格名詞は有情物 

②� 意図性が欠けること（＝意図性） 

③� 対象格であるヲ格を取ること（移動格であるヲ格を除く） 

 

さらに、次の④～⑥の各条件が出現することにより、非意図的な他動詞文の

性質が変わると考える。 
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 パルデシ（2007：187）は、非意図的事象が他動詞文を用いて表現される場合に対し、同じ

く「責任」説を採用し、さらに以下のように説明している。「主語が使役事象（E1）において、

結果事象（E2）に対する十分な予防策をとっていれば、結果事象（E2）がさけられたというふ

うに認識される。換言すると、回避することができるはずの E2が実現してしまったために、

それに対して主語が責任を負うものと解釈される」と述べている。つまり、もし非意図的事象

に、その結果事象（E2）が主語にはコントロールできないものだと思われた場合に、他動詞文

としては表現されないと主張している。 

鄭（2009）はパルデシ（2007）の提案した概念を受け継げ、さらにそれを発展させる。しか

し、「所有」説の場合と同じく、問題点がまったくないとはいえないと指摘している。鄭氏に

よると、パルデシによる説明では「サッカーの試合中に転んで左足を折った」の場合、主語が

引起し手として理解できる状況なら問題はないが、前節の例（1）のように結果事象の引き起

こし手が主語ではなくて、外的原因などである場合は説明が難しくなるという問題点も見られ

る。また、「宝くじを当てた」24のような事象は明らかに主語のコントロール以外のものであ

るが、非意図的な他動詞文としての成立は可能である。 
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④ 事象過程に対するコントロール能力の有無（＝コントロール性） 

⑤ ガ格・ヲ格名詞の密接な意味的関係              

⑥ ガ格・ヲ格名詞の物理的・心理的状態あるいは変化を被る（＝受影性） 

 

 ④の「コントロール性」については、意図性とかなり近い特徴としての存在

てあるが、性質上から見れば実に違うものと視すべきであると考え、次章以降

でさらに詳しく説明する。その中の⑤⑥の条件については、再帰性か受影性の

問題に関わって互いに関連していると考えられる。ある場合には、非意図的な

他動詞文が被害あるいはマイナスの意味25を帯びることは、これらの条件がど

う働いているかに反映し、なんらかの規則が潜んでいるのではないかと思われ

る。 

 これからは主に、以上提出した各条件を用いて、違う性質の持つ非意図的な

他動詞文を類型化してさらにつきとめていきたいと思う。しかし、従来典型の

他動詞事象連鎖の因果関係とは、原因（「動作主－行為」）と結果（「対象－状

態変化」）、換言すると②の「意図性」と⑥の「受影性」の二段階性の連鎖過程

であるが、筆者の考えでは、さらに④の「コントロール性」を入れる必要があ

ると主張したい。つまり、「意図性→コントロール性⇒受影性」の三段階性を

持つ事象連鎖は、非意図的な他動詞文が示す多様性をより適切に説明できると

考える。 

 

2.6従来の研究における問題点 

 前述してきたように、従来非典型かつ非意図的な他動詞文を唱える主張は説

明に不十分なおそれがあると考える。本節では、それについて各々の問題点を

提出したいと思う。 

まず、吉村（2004）は、アクション・チェイン（action chain）というのは

チェイン（鎖）のようにアクション（行為）が連鎖するありさまで、さらに動

作主や対象などの参加項をひとつの鎖、行為や出来事などを鎖のつながりと見

なせると述べている。また、認知言語学においてはそれが他動性の関連する概

念として事象を説明するためのモデルであると定義している。 

                                                      
25彭飛（1990）は 他動詞の下位分類に、（Ⅰ）状態変化およびその結果を表す、（Ⅱ）非意

図的行為による、（Ⅲ）有生名詞を主格とする、（Ⅳ）マイナスの意味が込められている、（Ⅴ）

「～ヲ」を伴って客体をとる他動詞文であるという五条件を満たす文を「マイナスの意味の他

動詞文」と称している。 
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 以下の例（35）を挙げ、図①とあわせて説明する。 

 

（35）テロリストが大統領を射殺する。 

図① 

 

 

 

 

 

  

例（35）と図①では、テロリストは動作主を表していて、ピストルなどの手

段によってエネルギー（ここの場合は発射された弾を指す）を対象である大統

領に伝達して働きかける。そして、銃撃された大統領は大きな影響を被って、

死という結果を受けて、最後死んだ状態になった。以上の一連の過程「動作主

－行為－対象－状態変化－結果」は、例（35）という事象が進行した状況を表

している。このように、原因（「動作主－行為」）と結果（「対象－状態変化」）

によって構成された事象は因果関係（cause-and-effect relationship）を成

しているといえる。また、他動詞に相対する自動詞の場合については、吉村は

「死ぬ」を例として（36）と図②を挙げている。  

（36）大統領が死んだ。 

図② 

  

 

 

 

 

 

まず、例（35）（と図①）と比べると、例（36）（図②）からわかるのは動作

主の部分、そして事象における状態変化を促すエネルギーが見当たらないこと

である。吉村によると、これは因果関係の原因（「動作主－行為」）を省き、結

果（「対象－状態変化」）のところだけをプロファイル26（profile）するからで

                                                      
26

 認知言語学では、一定の部分を強調する概念化の仕方はプロファイルと称されている。 

 

       

    エネルギー          状態変化 

動作主        対象         結果 

（テロリスト）    （大統領） 

 

     

状態変化 

対象         結果 

 （大統領） 
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ある27。 

ここで問題になるのは、事象の因果関係の前後部分を有する一般の他動詞事

象とは異なって、本研究における非意図的な他動詞事象は意味上むしろ自動詞

のように因果関係の「結果」部分を強調すると見えることである。とはいえ、

自動詞とまったく同じ事象構造を持つとはいえないから、別の仕組みをもつと

いう可能性があると考えてもよいのではないかと筆者は主張したい。 

 中右（1998）は、なんらかの因果関係を持ち、使役動詞28を述語動詞とする

という構文を使役構文と定義している。例えば、以下の例（37a）と（38a）が

見られる。 

 

（37）a.私はドアを開けた。 

b.ドアが開いた。 

（38）a.花子は太郎を殺した。 

b.太郎が死んだ。 

 

 さらに、これらの文の意味がどういう意味で因果関係に関与しているかは、

（37b）（38b）と対照することによって直ちに明らかになると指摘している。 

 中右によると、それらの間には、前者が後者を意味として含む（含意する）

という関係がある（たとえば、（37a）の表す事態が生じていれば、（37b）の表

す事態も必ず生じているという含意関係である）。つまり、前者が起こす事態

（X）と後者の表す事態（Y）との間に、Xが原因となって Yが生じるという因

果関係の成立を表していると主張されている。中右は（37）-（38）などの文

を、因果関係を表している「使役構文」29（causative construction）と呼ん

でいる。 

また、中右は、このような因果性を持つ使役構文の性質について、以下の 4

つの特徴があると述べている。 

（39）使役構文の表す因果関係の共通した性質：（下線は筆者） 

＜a＞原因は主語の行為である。 

 ＜b＞それがいかなる行為であるのかは明示されない。 

                                                      
27

 また、図②のような、図①から区切られた一定の区画部分をスコープと呼んでいる。 
28

 中右は、主に英語の causation の意味を含むと考えられるある種の動詞を使役動詞と呼ぶこ

とにしている。 
29中右の考えによれば、 日本語の（伝統的な国語学や学校文法における）使役の助動詞を含

む構文も使役構文に入っているが、本論はそれを除いて、述語動詞だけに絞って日本語の他動

詞構文の場合と対照しようとすると思う。 
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 ＜c＞結果の部分のみを取り出して単独の文として表現できる。30 

 ＜d＞主語が＜a＞の行為を行うのは、＜c＞の結果を生じさせるためである。

（換言すれば、この場合の因果関係は手段・目的関係でもある。） 

 

 ここまでに見てきた例においては、因果性と行為の概念が密接に結びついた 

ことが窺われるが、中右は行為の中にさらに低次行為（lower-order action）

と高次行為（higher-order action）という二つの種類があると指摘している。

この両者の差異は、例えば、再び例（37）を例として説明すれば、以下のよう

になる。 

（40）低次行為と高次行為 

低次行為： 

「私」→「ドア」を押すなどのなんらかの行為で→「ドア」が開く 

     行為（Ｘ）               事態（Ｙ） 

高次行為： 

 「私」→「ドア」を開ける 

      行為（Ｚ） 

 つまり、下線の部分は、それぞれ低次行為と高次行為31を表している。この

場合では、中右はＸとＺとは独立した二つの事態を指しているのではないと述

べ、この二つの行為の関係を「ＸとＹとの間に（ある種の）因果関係が成立す

れば、そのＸはＺで（も）ある」と説明している。たとえば、「ドア」を押す

という行為（Ｘ）の結果が「ドア」が開くという事態（Ｙ）を起こせば、行為

（Ｘ）は「ドア」を開けるという行為（Ｚ）でもある。 

そのほかに、中右は、因果性をもつ使役構文のプロトタイプ的意味について

黒田（1975：ch. 11；1992：I-7）、Lakoff（1987：54-55）らが提案した「直

接操作」32と関連づけている。「直接操作」というのは、因果性のプロトタイプ

                                                      
30

 日本語の場合においては、（5）の「開ける」と（5’）「開く」（自他対応）、（6）の「殺

す」と（6’）の「死ぬ」のように、形態上か意味上明らかに密接な関係を持たねばならない。 
31

 中右は前者を基礎行為（basic  action）、後者を使役行為（causative action）とも呼んでいる。 
32彼らが直接操作の例として、「（幼児が）瓶を投げる、わざとスプーンを落とす」、灰皿を

（自分の手で押して）前方に動かす」などの例を挙げている。さらに「直接操作」の特徴を以

下の A－E のように述べている。 

「直接操作」の特徴：（行為者＝人間） 

A.行為者は行為対象に（位置、状態など）何らかの変化を生じさせることを目標としている。  

B.行為者は Aの目標を達成するために何らかの身体的な動作を行為対象に対して行う。 

C.行為者はその身体的動作をコントロールしている（他者等に強制されているわけではない） 

D.Bの動作により、行為者から行為対象にエネルギーが伝達された結果、後者に Aの目標通り



 

27 
 

を表す概念で、例（37）を例としてみれば、「直接操作」全体は「ドアを開け

る」などの高次行為（使役行為）に、Bにおける「身体的動作」は「ドアを押

す」などの低次行為（基礎行為）にそれぞれ相当するということである。さら

に中右は、＜行為者＞という概念に着目することにより、以下のようなプロト

タイプ33を意味すると主張しいる。 

 

（41）＜（使役）行為者＞のプロトタイプ： 

自らの力ないしエネルギーを、意図的にかつ自らの責任において、用いるこ

とによって、＜対象＞の位置ないし状態に何らかの変化を生じさせるという

目標を達成する人間である。（下線は筆者） 

 

ここで以上のことを踏まえた上で、各説の問題点を提出したいと思う。まず、

因果関係の「責任」説について論じる。（39）のところに反し、非意図的な他

動詞事象の場合は（39-a）や（39-d）のような性質ではなく、むしろ「（39-a’）

原因はかならずしも主語の行為ではない」、「（39-d’）通常、主語が＜a＞の行

為を行うのは、＜c＞の結果を生じさせるためのではない。（この場合の因果関

係は手段・目的関係にならない。）」などの解釈のほうにより合致していると考

える。原因（「動作主－行為」）結果（「対象－状態変化」）プロトタイプから拡

張したものとみなしてもよいと思うが、拡張の過程についてはまだはっきりし

てないと思われる。 

責任説の第二の問題点は、因果性をもつ一般の他動詞事象ではほとんど高次

行為が身体的な動作の表す低次行為（「ドアを開ける」→「ドアを（手で）押

して、ドアが開く」）を含んでいる（あるいは含めても解釈できる）が、非意

図的な他動詞事象はかならずしもそうではない。低次行為（基礎行為）とは言

いにくい場合もある（「鳥肌を立てる」→「鳥肌を～して、鳥肌が立つ？」の

ような過程を示すとは考えにくい）ということである。すなわち、拡張の仕方

が一様ではなく、尐なくとも従来の使役構文（典型的な他動詞構文）の因果関

係プロセスだけでは解釈しきれないと考えてもよいと思う。 

最後は「所有」説の問題点にも触れていきたいと思う。「所有」説の問題点

は、たとえば、例（28）と（28a）のようになぜ自動詞文ではなく他動詞文が

                                                                                                                                                        

の直ちに生じる。 

E.Bの動作の実行及びその結果行為対象に生じる Dの変化の主たる責任は行為者に帰せられる。 
33

 Lyons（1977：483-4）による行為者の典型事例（paradigm instance）と関連している。 
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選択されるかという点には答えられなくなる。 

（28） 勇二は教師に殴られて前歯を折った。 

（28a） 勇二は教師に殴られて前歯が折れた。（二重主格文） 

 

2.7 おわりに 

以上の①～⑥の条件を踏まえた上で、第三章では、従来の事象連鎖の因果関

係という二段階性の考え方とはやや違い、④のコントロール性を事象過程のプ

ロセスに入れるという拡張した事象連鎖概念により、非意図的事象を再分類す

る。第四章では、非意図的な他動詞文の類型を語彙概念構造により、さらなる

検証を行って多義性を考察し、論証していきたいと思う。 
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第三章 非意図的な他動詞事象における連鎖と分類 

 

 

3.1はじめに 

通常、一般の典型的な他動詞文（使役構文）では、事象34が常に動作主体の

意図的な行為によって生じられるという特徴が見られるが、非意図的な他動詞

文が持つ事象はそのような性質が欠落している。日本語の場合に、言語として

表現するときには、形態上同じくヲ格を持つ他動詞構文同士であるが、後者が

常に意図性を欠いているという点においては、他動詞構文のプロトタイプから

拡張した非典型的なものだと考えてもよいと思う。その両者の違いを見極める

ために、それぞれの事象構造における行為連鎖と因果関係を分析することを欠

かしてはいけないと考える。筆者は本章で主に、従来の二段階性の因果関係概

念とは違って、それにさらにコントロール性を入れるという三段階性の観点で

非意図的な他動詞事象連鎖を新たに検討したいと思う。また、前者が持つ他動

詞事象と区別するために、以後後者のことを非意図的な他動詞事象と称する。 

 本章は、まず 3.2では、非意図的他動詞の事象連鎖が持つ他動性の意味特徴

から紹介することにより、さらに筆者が提案した三段階性の連鎖とそれを＜意

志性＞、＜コントロール性＞と＜受影性＞にする理由について論じていきたい。

3.3では、非意図的な他動詞文における事象の連鎖過程を説明することにより、

さらに分類し個別に紹介していく。最後に、3.4では、結論を述べる。 

 

 

3.2非意図的他動詞の事象連鎖が持つ他動性の意味特徴について 
                                                      
34
事象（event）というのは、日常生活の出来事、活動・動作さらに結果状態にいたるまで、

これらをすべて一括して含めるものである。従来認知言語学での分析では、事象の捉え方とし

て Langacker（1991）などの学者は、動作主から対象物への働きかけ、そしてその働きかけの

結果によって生じる状態が発生する一連の過程を行為連鎖（action chain）という主張と提案

して、世の中の事象が成す因果関係を説明している。（このような考え方は学者によりそれぞ

れの名称があるが、総称的にビリヤードモデル（billiard-ball model）と呼ばれている。）そ

して、行為者から結果状態への連鎖という使役行為を基本的スキーマのひとつと設定されてい

る点からわかるのは、使役行為を含む構造が典型的な事象であるということである。（その理

由は、影山（1996：47）によると、ビリヤードモデルを提案する学者が英語圏すなわち「スル」

型言語を母語とする人間であることに関連するかもしれないと言及されている。） 
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3.2.1動作主（行為者）のプロトタイプからの拡張 

前章からここまで見てきたように、従来典型的な他動詞構文の事象連鎖にお

いては、原因（「動作主－行為」）と結果（「対象－状態変化」）という因果関係

が存在している。黒田（1992：54）は「もともと行為とは、自分の動作で世界

に一定の変化を起こすこと、いわば自分自身が世界の変化の原因になること」

と述べ、動作主（行為者）が事象の中に原因となることと指摘している。つま

り、原因である主語は、動作や行為を行う動作主（行為者）として事象の過程

に参与しているともいえる。吉村（2004）は、認知言語学における動作主が意

図と働きかけを持った参与者であると考え、さらに動作主が有する意味属性を

次のようにまとめている。 

 

（1）「動作主カテゴリー」を構成する意味属性 

（a）対象と区別できるはっきりとした個体である。 

（b）事態の発生に対して「責任」を負っている。 

（c）文の話題となる。 

（d）意図的に行為し、事態をコントロールする力を持っている。 

（e）物理的な接触を介して対象に影響を与える（＝受影性） 

（f）対象に対して支配的な立場にある。 

 

吉村によれば、（1）のすべての特徴を満たしている主語は動作主のプロトタ

イプであると言える。例えば、例（2）における主語の「ジョン」のようであ

る。 

（2）ジョンは棒で窓を割った。（吉村 2004） 

（3）人がいない場所の電気は消し、長時間の外出時は電気便座も電源を切っ 

た。（毎日新聞 2005年） 

（4）ラムは（わざと）コップを割った。（作例） 

（5）市教委と校長によると、昨年１１月８日、校長はグラウンドで行われた

朝会で、「がまの油売り」の口上を実演。居合用日本刀の模造刀（刃渡り約

８０センチ）を数回振り、長さ約２０センチの大根を切った。（毎日新聞 

2005年） 

 

しかし、非意図的な他動詞事象の場合は他動性の周辺的な成員であるので、 

主語が（10）のような動作主のプロトタイプにはなりにくい。前章で述べたよ
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うに、この場合の主語はかならず原因あるいは動作主を担いでいるのではない。

むしろ他動性の連続性のように、主語の意味属性は典型的な動作主から周辺的

へ、さらに経験者のような非動作主までの連続帯を示してはっきり黒白をつけ

られないと考える。筆者は次の対照関係があると考える。 

（6）他動性と動作主（行為者）拡張のプロセス 

他動性の 

プロトタイプ 

     ↓   

他動性の 

周辺的な成員 

主語が動作主 

    

   ↓ 

主語が非典型的な動作主 

   ↓ 

主語が非動作主 

 

  典型的な他動詞事象では、動作主（行為者）は常に事象連鎖の因果関係の

起点であると思われる。言い換えれば、事象の発生は、主語が持つ意味性質

に深く関わっているということである。非意図的な他動詞事象は、動作主（行

為者）のプロトタイプの特徴を紛失することによって、他動性が低くくなる

にも関わらず、他動詞文の形態を保っているというものである。構文上は分

別がつかない以上、典型的な他動詞事象と区分するためには、まず事象の過

程に主語や対象がもつ意味特徴から分析すべきだと考える。その中に、事象

の成り立ちには行為と密接な関係にある上で互いに関連し合い、最も重要な

概念として、主語の有する＜意志性＞と＜コントロール性＞、対象の＜受影

性＞について紹介していきたいと思う。 

  

3.2.2＜意志性＞、＜コントロール性＞と＜受影性＞にする理由 

  意志性（Volitionality、「意図性」とも訳せる）とは、従来他動性のプロト

タイプにおける意味の面の要素の一つとみなされているものである。（第 2

章で Hopper and Thompson（1980）が提案している「他動性の 10の意味的

特徴」を参照）意図的であるために、その前提として通常、意志性を有する

事象の主語が有情名詞でなければならない。しかし、日本語の他動詞文には、

有情主体の意志に反して事態を表すものがある。それは、すなわち意図性を

持たない他動詞文ということで、非意図的な他動詞文とも称されている。意

図性を失ったにもかかわらず、なぜ他動詞節の形態で表されているのか、と

いう問題がまず浮かんでくる。この場合における他動詞文の格の実現に直接
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に反映しているのは意志性のみではなく、ほかの他動性特徴（とのかかわり）

についても考慮する必要があると考える。 

  従来意志性に関わる研究として、大鹿（1987）は文の「意志性」について、

以下のような説明をしている。 

 

 “大鹿（1987） 

さて、文における意志という場合それは取りも直さず主語の意志で      

あり、述語はそれに応じる意志性を持っている。このような場合、文 

に意志性があると述べてきたのであるが、それは文の意味に即してい 

えば文の意味する事態の出来が主語に由来するということである。 

（中略）それは事態出来の原因者が主語であるということでもあり、 

事態そのものは結果であるということでもある。（下線は筆者）“ 

  

  以上からわかるのは、主語の指示対象が「そうしたい」と思って「そうす

る」という意味で、事態の原因者となるということである。そこから、意志と

いうものが事態の原因に深く関わっていると再び説明してくれる。また、金水

（2009）はそれを命題内（scope within proposition）の意味と主張し、日本

語の「意志性」を対象として、さらに意志性の階層性を次のように提案してい

る。 

（7）意志性の階層性35： 

 

 

  

 

  

例えば、例（8）を挙げてみると、以下のような意志性階層を示している。 

 

（8）泥棒が鍵を壊した。 

 

                                                      
35

 金水は、主として意志性の階層性を用いることにより、「シテアル」構文の表す意志性を

把握している。また、その中の意志性３（主観的意志）は益岡（1987）が提案した「Ｂ型シテ

アル構文」の固有の意味で、その場合の主語は必ず一人称者（疑問文なら二人称者も可）でな

ければならない。（しかし、埋め込み文にすれば三人称も可能になる） 

 

 

 

発話現場的                       意志性３ 

                            （主観的意志） 

 

命題外的            意志性２ 命題内的：意志性１ 
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しかし、（9）といった事態は意志性１を含まないから、意志性２までの読み

ができなくなる。 

（9）今日、私の部屋で鍵を失くした。（作例） 

 

 金水によれば、意志性１とは事象の中で主体によってコントロールされ、与

えられる因果関係の一つを指すことである。また、意志性２に埋め込み可能な

もののみを意志性１とすると主張している。逆に言えば、意志性２を読み取ろ

うとすることができるものである。しかし、例（9）の「（鍵）を失くす」とい

う事態において主体による因果関係が見られるが、主体が持つ事態のコントロ

ール性はそれほどなく、意志性２も読み取りがたい。この点から見れば、（9）

は意志性１の範疇に入らないと考えられる。 

 ここまで述べてきたものをふまえて、筆者は次の二点を主張したい。 

① 意志性は他動性のプロトタイプの特徴の一つであるが、それだけでかならず

他動詞節のコード化ができるとはいえない。非意図的な他動詞文のように、

意志性がみられないが、他動詞構文の形態をとることができる。この場合に

は、むしろ意志性よりほかの他動性特徴（特に受影性）の影響が大きいと思

われる。 

② 意志性には、例（8）のような主体のコントロールによる因果関係の意志性

1（意志性 2にまで拡張できるもの）が見られるが、例（9）のような主体の

完全なるコントロールができないものもある（意志性 2を読み取る可能性が

ない）。言い換えれば、非意志性の場合においては、意志性１の喪失による

非意志性と、もともと意志性１を含まない非意志性という二種類が観察され

る。（動詞そのものの性質にも関っていると考える。つまり、意志性の喪失

は統語的特徴によるものと語彙自身によるものという二つに分けられると

考える。） 

  この二点の理由によって、非意図的な他動詞事象の中においては意志性と受 

影性、意志性とコントロール性とのかかわりはかなり重要な要素で、さらに解 

明する必要があると考える。 

 

 

（他人の家に入ってものを盗むために）      鍵を壊す 

  命題外の意志性２            命題内の意志性１   
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3.2.3意志性と受影性の二段階性についての再検討 

筆者は、他動性の観点で論じる時には、まず意志性と受影性をきちんと区別

しなければならないと主張したい。意志性を持って動作をしたからといって、

動作が対象に及び受影性をもたらすとは限らない。それにひきかえ、動作が対

象に及んで受影性が見られるからといって、必ず自分の意志による行為とは限

らない。つまり、常に共起するわけではないということである。また、本論で

は受影性について、基本的には角田による他動性の原型の意味的側面に従い、

“動作が対象に及び、かつ対象に変化を起こす“と定義する。しかし、実際に

は対象への影響はあらゆる点で、抽象的なものから具体的なものまでも（目に

見えるかどうか）見られるから、ここで受影性の適用範囲を幅広く設定するの

がいいと考える。 

この両者の差異については、角田（1991）は他動詞文の枞組の実現には意図

性よりも被動作性（以下は受影性）が他動詞文において優先していると主張し、

受影性が一番大事な要素だと指摘している。角田の主張によれば、典型的な他

動詞文の格には受影性が反映して、意志性は関係無いと述べられているが、角

田の説に反して、パルデシ（2007）は、意図性も受影性も他動詞文としてのコ

ード化に関わっているから、必ずしもどちらが重要であるとはいえないと述べ

ている。例えば、以下の例を比較してみよう。 

 

（10）ラムは（わざと）コップを割った。 

（11）私たちは空襲で家財道具を焼いた。  

（12）彼が転んで骨を折った。 

（13）ラムは（わざと）的を外した。 

（パルデシ 2007：181より） 

パルデシ（2007）を参照して（10）～（13）の例を表②に整理してみた。  

表②：パルデシによる他動詞文コード化される事象のタイプ 

ガ格名詞 ヲ格名詞 事象のタイプ 例 

＋意図性 ＋受影性 典型的他動性事象 （10） 

－意図性 ＋受影性 非意図的事象 （11、12） 

＋意図性 －受影性 非受影的事象 （13） 

 

筆者は、パルデシの主張を基本的に同意するが、この三つのタイプ（＋意図

性＋受影性、－意図性＋受影性、＋意図性－受影性）以外、例（14）（15）の
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ように意図性も受影性も見当たらないものがあると考える。そして、そのよう

なものを事象のタイプの対照に入れ、表②-aのように修正する。 

 

（14）バッターは甘い球を見逃した。        （パルデシ 2007）                         

（15）実家に近い２ＤＫの団地に引っ越した。３人で暮らし始めて３カ月。

夜中に娘が高熱を出した。（毎日新聞 2005年）         

 

表②-a：筆者が主張する他動詞文コード化される事象のタイプ 

ガ格名詞 ヲ格名詞 事象のタイプ 例 

＋意図性 ＋受影性 典型的他動性事象 （10） 

－意図性 ＋受影性 非意図的事象 （11、12） 

－意図性 －受影性 非意図＋非受影 （14、15） 

＋意図性 －受影性 非受影的事象 （13） 

                         

以上のすべては、日本語では他動詞文のヲ格を取ることができ、形態上他動

詞構文である。よって、パルデシ氏の考えと同様に、意図性と受影性が相互に

影響し合うことは、事象の一連の発生や因果関係に関与していると考えるが、

前述したと同じようにその事象の推移を因果関係の二段階性36よりも三段階性

があるのではないかと思う。また、他動性のプロトタイプから逸脱した周辺的、

非典型的なメンバーに同様に属しても、その他動性についての程度差があると

思われる。それを区分するために、他動詞文の事象のスキーマにおける連鎖に

「意図性→コントロール性 ⇒ 受影性」という順番を提案し、非意図的な他

動詞事象における各メンバー(タイプ)が有する意味特徴やプロセスからそれ

らの差異を見つけようとする。 

 

3.2.4意志性とコントロール性の位置づけ 

次は意志性とコントロール性について検討したい。コントロール（contorl

または controllability）は、Ｈ＆Ｔが挙げている他動性の 10の特徴に入ら

ないが、意志性とかなり密接な関係を持っているという点で、事象の連鎖過程

に対する重要な要素の一つとして見るべきと考える。角田（2007）は、他動詞

文の格枞組みの実現には意志性と受影性以外、コントロールという意味的特徴

                                                      
36 認知言語学においては因果関係が原因（＝動作主－行為）と結果（＝対象－状態変化）という推移を

表すが、筆者はその間にコントロール性を入れて考慮すべきだと主張したい。 
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もあると言及し、またコントロールが意志性にかなり近いが、区別すべきだと

主張している。 

しかし、従来の研究においては、意志性とコントロール性は区別がつかなく、

意志性が事態の成立をコントロールできるかどうかという「制御性」の概念を

含めるという観点も見られる。仁田（1991）は、文の主語との関連から制御性

を次のように分類している。 

 

（16）仁田による制御性(下線は筆者による補充) 

Ⅰ.事態の自己制御性（事態制御）： 

主体が自らの意志でもって、その事態の成立・実現を制御できる。 

主体は動作主体。     

⇒（例）机を叩く。 

Ⅱ.過程の自己制御性（過程制御）： 

主体が自らの意志でもって、事態成立に向けての過程段階での遂行を制御

できる。主体は経験主体。 

⇒（例）落ち着く。涙を流す、見つける。37 

 

 仁田によれば、感情・心理のような内面的変化は、それを経験主体や対象に

求めても必ずしも実現してくれるものではなく、主体が制御できるのはただそ

の事態になる過程に限られる。（望ましくない場合なら、その事態にはならな

い）つまり、そのような事態になってほしいが、うまく思い通りにいくかどう

かのは予測できないということである。例えば、急に“落ち着け”、“くよくよ

するな”などに言われたら、自分自身を“落ち着くようになる”という状態に

することが必ずしもできないはずである。筆者は、仁田が言った内面的変化(常

に自動詞)以外、ある場合のヲ格名詞と組み合わせる他動詞にもこのような性

質が見られると考える。例えば「鳥肌を立てる、不安を失くす、宝を見つける」

などは、一般の事態制御をもつ他動詞と違って、過程制御しかもたないようで

ある。 

 過程制御と比べて、事態制御性を持つものは、事態に対して全面的な制御が

できて、さらに事態の実現という段階にも達しているから、より意志性が高い

ことになると言われている。筆者の考えでは、基本的には意志性とコントロー

ル性は隣り合わせている意味特徴の同士であって、事象の連鎖過程では違う段

                                                      
37

 一般的に事態制御をもつ他動詞は、このレベルの制御性を含んでいると考える。 
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階にある別ものである。（まずは意志性の発生、そしてコントロール性の可能

性を考慮すること）仁田の制御性の概念を参考にし、さらに修正を入れること

により、筆者の考えでは他動詞構文における意志性とコントロール性の関係が

以下のように示している。（また、事象におけるコントロールの実現は、最初

からは単にヲ格名詞と述語の組み合わせだけで決まり、次第に文脈情報によっ

て性質が変わっていくと考える） 

（17）意図的な他動詞文における意志性とコントロール性 

事態を意識している →事態の実現に向けての遂行→  事態の実現 

ａ 主体の意志（過程制御性） 事態制御性 

ｂ 主体の意志（過程制御性） 事態制御性 

ａ）意志性（主体意志）と強コントロール（事態制御ある程度以上持つ38） 

EX: コップを割る。  

ｂ）意志性（主体意志）と弱コントロール（通常過程制御しか持たない） 

EX: 犯人を見つける。 

 

 以上のように、（17-a）と（17-b）の二種類に分けられることが観察される。

まずは（17-a）の「コップを割る」場合は、コップを割るかどうかは主体の意

志で自由に決められるし、もしコップを割ろうとすれば「コップが割れた」と

いう事態の成立に至ることもコントロールできる。よって、（17-a）は事態に

完全なるコントロール能力があると思われる。それに対して、（17-b）の場合

では、かならずしも「犯人を見つけた」という事態が実現できるとは限らない。

しかし、主体の意志によって「犯人を見つけること」をやめることがコントロ

ールできて、せめて事態の実現を回避することが可能である。例えば、「警察

が犯人を見つけることをあきらめた」という言い方は難なく成立するのに対し、

「警察が犯人を見つけようと思ったら、かならず犯人を捕まえることができ

る」や「警察がわざと犯人を見つけた」などのほうは割りと不自然である。 

 主体が常に自らの意志をもつ（17）にひきかえ、非意図的な他動詞構文の場

                                                      
38

 ここの「コップを割る」は単なる動作動詞である「机を叩く」と顕著な差異を持ってはな

いが、やや違いがあると考える。例えば、「机を叩く」の場合は、自らの意志で「机を叩いた」

という事象が難なく成立できるが、「コップを割る」では、必ずしも「コップを割った」にな

ならず、「コップが割れなかった」という可能性も存在する。しかし、特殊の背景や文脈を排

除すれば、一般の常識では「木を折る」「コップを割る」などの事態の実現として決して難し

くないといえる。（「何回もやった結果、木がやっと折れた。」）それは、弱コントロール性

である「鳥肌を立てる」などと比べると、その区別が明らかに際立っていると考える。（「？

何回もやった結果、鳥肌がやっと立った。」）今の段階では暫定的なものとして「机を叩く」

と「コップを割る」(結果変化を含む動詞)をまとめて「強コントロール」の範疇に入れる。 
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合は（18）のような対応が見られる。 

（18）筆者による非意図的な他動詞文の意志性とコントロール性 

事態を意識していない →事態の実現に向けての遂行→  事態の実現 

ａ 主体の非意志（過程制御性ロス） 事態制御性 

ｂ 主体の非意志（過程制御性ロス） 事態制御性 

 

ａ）非意志性（主体意志なし）と強コントロール（事態制御ある程度以上持つ） 

EX:（うっかり）コップを割る。 

ｂ）非意志性（主体意志なし）と弱コントロール（いずれも低下している） 

EX: 涙を流す。見かける。 

 

 （18-a）の場合は通常（17-a）に対しての望ましくない事態であると考えら

れる。それが意志性の喪失とともに、過程制御性も失っている。この理由で、

主体は事態の回避の選択ができなくて、事態の実現に一途に遂行しなければな

らなくなる。事態の制御性は依然として存在するから、事態の成立・実現には

影響を与えないわけである。ところが、（18-b）はもともと事態の制御性が低

いから、もし主体の意志性（過程の制御性）さえも失っていくと、この場合の

主体は事象全体を制御する能力が極めて弱くなる。つまり、主体自らが事象を

成すというより、主体にて事象が自ら発生するという概念に近いのではないか

と考える。また、この種類には、弱っているが、ある程度に過程制御性をもつ

ものが見られるし、完全に制御能力を失って事態の経験者としてのものもある

（EX:熱を出す）。よって、その下位分類は線がはっきりしているものではなく、

実に連続性を示しているという見方が妥当だと想定する。 

 

3.3 非意図的な他動詞事象における連鎖過程と分類 

ここまでの論述から、事象における意味的特徴はそれぞれ互いに密接な関係

を持ちつつ、それに程度の差で事象の成立に関連しているということがわかる。

中右（1998）は＜使役行為＞のプロトタイプを＜意図＞＋＜行為＞＋＜結果＞

＋＜責任＞という素性の集合とする成分分析があったと提案していて、さらに

次のような説明をしている。 

 

“中右（1998：127） 

たとえば＜意図＞は、（“I opened the door”であればドアが開くという）
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＜結果＞を目標としてもつことであるのみならず、（ドアを押すなどの）

＜行為＞との間に（＜意図＞があったからこそ＜行為＞が生じたという）

一種の因果関係が成立しているようなものでなければならない。（ドアが

開いてほしいと思っていた人がその願望とは無関係にある＜行為＞を行

い、その結果偶然ドアが開いた場合、その願望を＜意図＞と呼ぶことはで

きない。）また、＜行為＞と＜結果＞との間にも因果関係があり、＜責任

＞は、＜意図＞、＜行為＞、＜結果＞の間に以上のような関係が成立して

いる場合に、＜行為＞の主体が＜結果＞に対して問われるものにほかなら

ない。（下線は筆者によるもの）“ 

 

 中右の定義によれば、＜意図＞と＜行為＞、＜行為＞と＜結果＞、使役行為

全体と＜責任＞の間にそれぞれ因果性が存在すると見なすことができる。筆者

の立場は概ねにこの考え方を同意し、それが事象の連鎖過程に大きく関与する

と考えるが、さらに、前で提案した「“意志性→コントロール性” ⇒受影性」

という概念を加え、以下の（19）のようにする。しかし、この前になぜ“意志

性→受影性→コントロール性”、“受影性→意志性→コントロール性”などの段

階性を表すのではなく、「“意志性→コントロール性”⇒受影性」でなければな

らないという三段階性をする理由については、尐し触れたいと思う。 

まず、「“意志性→コントロール性”」の段階を提出するのは、従来の一括意

志性とされるもの（事態の制御を含める）から制御能力を切り離して、さらに

独立させることで、今までに“単に意志性の喪失の事象”と“その上にコント

ロール性の喪失を加えるの”が混同された状況を避けることができるというわ

けである。例えば、「彼がうっかりガラスを割った。」、「彼が放火魔の仕業で家

を焼いた。」の両例は意志性から見ると、共に非意志性であるが、事象の成立

には実に異なる性質を示している。すべての場合は区別なく非意図的な他動詞

文とみなし、同一ものとするのが不適切であると考える。このように、これら

を区分するためには、意志性に次ぐコントロール性の重要性が際立っている。 

筆者の考えでは、コントロール性は従来の意志性（広義）から独立すべきだと

考え、以下のようにとらえる。（この詳細については、3.2を参照する）また、

事象の流れの段階から見れば、コントロール性の位置が意志性の後に来る。 
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図① 

広義意志性  

     分離 

狭義意志性 コントロール性 

 

例えば、「太郎がガラスを割る。」という事象では、まず、「ガラスを割りた

い」「ガラスを割ろうとする」という意識が脳中に浮かび、それによって動作

主体である太郎は行為を執行する。そして、次の段階こそ行為の達成・実行能

力に関わるコントロール性を言及し始める。次は、受影性との順序を論じる。

元々、認知言語学により典型的な他動詞事象連鎖のプロセスにおいては、“意

図-＞行為-＞結果“という流れがデフォールトであるので、意図性より受影性

を先に論じることが論理的ではない。（”結果-？-＞行為-＞意図“のように一

つのまとまった事象や物事の成立としては考えにくい。もしあるとしたら、そ

の場合には「結果」の出現は何にも頼らず、自ら存在し、主体の意図と行為と

の関連性が見られない。） 

よって、典型的な他動詞事象の連鎖においては、以下のようにまとめられる。 

 

・意図性より受影性が先であるのは論理的ではない。 

・コントロール性が元々広義的な意志性の概念に含まれる。そこから切り離し

て独立させると、意志性の後に来る。（下位分類のようである） 

 

この二点に沿って、以下の事象連鎖のプロセスと段階性という結論を導いた。 

（19）筆者が提案した事象連鎖のプロセス 

 

 

 

 

 

 つまり、ある一定のプロセスを経由しないと、責任の生起は発生しない可能

性があるということである。さらに（19）を分解し、意志性をもつ例（20）～

（25）での事象を図表で説明していきたいと思う。（“意図”のような灰色の範

囲は該当部分の喪失で、“コントロール”という文字そのものが灰色の場合は

元々存在しないあるいは極めて弱いことを表している） 

＜意図＞  →   ＜行為＞  →   ＜結果＞   

  

（意志性→コントロール性）→受影性 
責任帰属 



 

41 
 

 

（20）宮崎容疑者は容疑を否認している。自宅で逮捕される際には、自分の携 

帯電話を壊したという。 

（21）ラムは（わざと）コップを割った。        （例文再掲） 

（22）机を叩く。                   （例文再掲） 

（23）パソコンでアニメを見る。39 

 

                

                

                

 

 

 

 

 

（24）小学校に入学して最初の遠足からの帰り道。東京都東久留米市立第一小１

年、大澤莉央（りお）ちゃん（当時６歳）は、ワゴン車にはねられた。車

は逃走し、莉央ちゃんは息を引き取った。ひき逃げ犯は見つからないまま、

公訴時効（５年）の成立から既に９年。それでも両親は「犯人を見つけた

い」と今も毎月、情報提供を呼び掛けるビラ配りを続けている。 

（25）「カメラマンになるか、スタジオに就職するか。それとも公募展に出品して

賞を取るか。限られた選択肢しかなかった中で、『自分たちの発表の場を持

ってみないか』って誘われたんです」。それ以来、このギャラリーを中心に

活動を続けている。 

                              

 

 

 

 

 

  

 

                                                      
39

 http://blog.goo.ne.jp/28sora/m/200711 

主体の意図  →   主体の行為→対象（に向かい、及び）→（変化）対象状態  

意志性（過程制御）   

           コントロール性（事態制御）                 

                 （非受影）    受影性           

（24） 

（25） 

 

①意   志   性②コ ン トロ ー ル性③受    影     性 

 

主体の意図  →   主体の行為→対象（に向かい、及び）→（変化）対象状態  

意志性（過程制御）   

           コントロール性（事態制御）                 

                 （非受影） 受影性           

（21） 

（22） 

（23） 

 

①意   志   性②コ ン トロ ー ル性③受    影     性 
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（20）～（23）は、主体が事象の全体を把握できて、動作主体として現れて

いる。それに対して、（24）（25）の場合は第二段階におけるコントロール性が

弱くなるから、本来到達するはずである事象の実現が確実でない。動作の具体

性からすれば、前者より低く感じるわけである。さて、非意図的な他動詞事象

の場合はどのような状況を示しているのか、それについて、E1事象と E2事象

以外に主語が事象の引き起こし手かどうかという点も考慮しつつ、検討に入り

たいと思う。 

まず筆者の考えでは、非意図を表す他動詞事象において尐なくとも三通りの

種類が大きく分けられると想定する。また、それらにおける文全体の意図性を

判明するのは、それぞれヲ格名詞の性質や文脈などの語用論的な情報から決定

されるという異なる要素に依存するとも主張したい。（各タイプが反映する文

法的振る舞いは、一種の他動性の度合いとして差を示してくれるのではないか

と考える。） 

（26）非意図他動詞事象の類型：4041 

Aタイプ：事象の引起し手で、事象に対するコントロール性が強い。 

Bタイプ：事象の引起し手で、事象に対するコントロール性がない、また弱い。 

Cタイプ：事象の引起し手ではなく、事象に対するコントロール性も持たない。 

 

次は A、B、Cの三タイプをそれぞれ順番に紹介していきたいと思う。（上掲

表における実線は文としての可能性および原因を意味するが、破線のほうは許

容度の低い文あるいは非文であることを表す。）また、各タイプのタイトルに

＋－という表記を使って簡潔化して示す。（A: ＋事象引き起こし手、＋コント

ロール性、B：事象引き起こし手＋、－コントロール性、C：－事象引き起こし

手、－コントロール性） 

 

3.3.1 Aタイプ「＋事象引き起こし手、＋コントロール性42」 

Aタイプは、ただ意志性のみを失っていて、典型の他動詞文に比較的に近い

と考えられる。それは、意図的な操作によって主体の意志性を還元する場合に

は、文としての容認度がそのまま成立するという点から伺われる。まず以下の

実例から見てみよう。（例（33）～（39）における二重下線の部分は事象の行

                                                      
40

 ここの基準は主に統語上による非意図性で分類するものである。 
41

 ここでは直接的でも間接的でも事象の引き起こし手になる。さらに広義的に言えば、事象の原因

や起点になるものはすべて認められる。 
42コントロール性＋とは、意図的な場合にも成立・不成立の可能性両方持つことで、事態制御を持つも

のである。 
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為者自身の行為をさらに示す情報で、波線は非意図性を示す統語的特徴であ

る。） 

（27）子供たちをとりまいていた温かい目は、いまでもまったく失われてしまっ

たわけではない。そのことについてわたしたちが体験した一つの例をあげ

よう。沖縄に引っ越してきたばかりのころ、長男が誤って近所の家のガラ

スを割ったことがある。 ...（「世替わりの渦のなかで: 1973-1977」  新

崎盛暉、凱風社 1992） 

（28）学部付属病院（前橋市）で０７年４月、群馬県桐生市に住む６０代の女性

が栄養管理のため体内にカテーテルを挿入する処置を受けた後に死亡し

た事故は、同病院の３０代の女性医師が処置を誤り動脈を傷つけたことが

原因として、県警は２日までに、女性医師を業務上過失致死容疑で前橋地

検へ書類送検した。（毎日新聞 2009年） 

（29）部長は「ネットで番組を見て、おもしろいから早く次回が見たいと思って

もらえれば、地上波の視聴率は上向くはず。例えば、ドラマが中盤から話

題になることはよくあるが、最初の数回を見逃したり、録画に失敗した人

は見ない。（毎日新聞 2008年） 

（30）判決終了後、辻元元議員は「多くの方々の信頼を傷つけたことを改めてお

わびします。今後はさらに身を律して歩んでいきたいと思います」とのコ

メントを発表した。（毎日新聞 2004年） 

（31）５日に再び男子生徒から事情を聴いたところ、恐喝被害がうそであること

が分かった。男子生徒は「友人に借りたゲームソフトをなくした。父親に

もらった映画代３０００円で弁償したため、（使い道などの）説明に困っ

てうそをついた」と説明している。（毎日新聞 2004年） 

（32）「あれ、財布がない！」。息子が、近所の商店街からの帰り道に財布を落と

したようです。中身は、現金８００円ほど。小学３年生にとっては大金で

す。（毎日新聞 2009年） 

（33）午前１１時２５分ごろ、座間市の路上で、強風にあおられ転倒した女性（８

３）が 右足を骨折。川崎市でも女性（７５）が足の骨を折った。（毎日新

聞 2006年） 

（34）同刑務所によると、看守部長は３０代の男性受刑者からの求めに応じて昨

年１１月１４日、看守に腕相撲をするよう指示。その際、受刑者の左上腕

部が折れた。 看守部長は看守に「転倒して腕を折ったことにしよう」と

話し、上司の統括矯正処遇官らに虚偽報告した。(毎日新聞 2004年) 

http://books.google.co.jp/books?id=FmFOAAAAMAAJ&q=%E2%80%9D%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%92%E5%89%B2%E3%81%A3%E3%81%9F%E2%80%9D&dq=%E2%80%9D%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%92%E5%89%B2%E3%81%A3%E3%81%9F%E2%80%9D&hl=ja&ei=SzvhTfvOAYO8vgOX1v2PBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEAQ6AEwBjhG
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&sa=N&tbo=1&biw=1680&bih=941&tbm=bks&q=inauthor:%22%E6%96%B0%E5%B4%8E%E7%9B%9B%E6%9A%89%22&ei=SzvhTfvOAYO8vgOX1v2PBw&ved=0CEEQ9Ag4Rg
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&sa=N&tbo=1&biw=1680&bih=941&tbm=bks&q=inauthor:%22%E6%96%B0%E5%B4%8E%E7%9B%9B%E6%9A%89%22&ei=SzvhTfvOAYO8vgOX1v2PBw&ved=0CEEQ9Ag4Rg
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（35）この火事で、棟続き住宅に入居する男性（６３）方焼け跡から男性１人が

遺体で見つかったほか、小西さんの妻（６７）が左腕を骨折し、長男（４

２）が煙を吸っ て軽症。また、消火作業にあたった堺市高石市消防組合

の消防隊員２人が左手の指を切った。（毎日新聞 2007年） 

（36）その時、吉田さんは、無意識の様に、ネクタイの曲りを直している自分の

顔を見た。「吉田さん、電話ですよ」給仕が呼んでいた。吉田さんは思わ

ず、足を早めた。（「一本の花を求めて。」 北星志 、文芸社 2005） 

（37）サッカーの試合で転んで、足を折った。（鄭 2009） 

 

ここでガ格名詞とヲ格名詞の関係から見ると、Aタイプは基本的に（27）～

（31）と（32）～（36）という二つに分けることができる。まず、前者ではガ

格名詞とヲ格名詞は「長男と（近所の家の）ガラス」「女性医師と(患者の)動

脈」「議員と（他人の）信頼」「視聴者と(ドラマの)最初の数回」などのように

各々独立するもので、つまり動作主体と対象の関係を呈している。それに対し、

後者のほうでは、ガ格名詞とヲ格名詞は通常体の一部や所有物などのような所

属関係である。例えば、「息子と（息子の）財布」「女性と（女性の）足」「消

防隊員と（消防隊員の）指」などのように、それぞれ動作主体と対象が全体と

部分の関係を表している。しかしながら、どちらであれ、Aタイプのガ格名詞

（主体）は直接に事象を引き起こす行為者、つまり動作主（抽象的な動作であ

る場合は、原因者とも言える）の役割を担っていて、他のタイプより一般の他

動詞文の意味に近いというわけである。 

 さらに、Aタイプの事象過程を図表で表すと、次のようになる。（後者の場

合では、対象＝主体という所属関係があるから、対象状態は主体の状態にほぼ

等しいとも言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主体の意図  →   主体の行為→対象（に向かい、及び）→（変化）対象状態  

意志性（過程制御）   

           コントロール性（事態制御）                 

                 （非受影）    受影性           

（27）（28）（30）～（38） 

               （29）  

 

①意   志   性②コ ン トロ ー ル性③受    影     性 

                           

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&sa=N&tbo=1&biw=1680&bih=941&tbm=bks&q=inauthor:%22Seishi+Kita,+%E5%8C%97%E6%98%9F%E5%BF%97%22&ei=xlHhTZ7JAY6-uwOJu7zxBg&ved=0CCsQ9Ag4Cg
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故に、Aタイプは主に主体の意図の一時的な喪失によって、文全体が非意図

的な他動詞文になるというものである。ここでさらに、（37a）～（37c）のよ

うに意図的な操作に転換する場合との対照を見てみよう。 

（37a） サッカーの試合中にわざと転んで左足を折った。 

（37b） “サッカーの試合中にわざと転んで左足を折る”ことをやめた。 

（37c） サッカーの試合中に不注意で転んで幸い足を折らなかった。 

 

 Aタイプにおける主語、つまりガ格名詞は常に事象の引き起こし手であり、

事象の原因となる。それは、認知言語学からすれば、事象を促すエネルギーの

起点と見なしてもよいと考える。そのほかに、（37）の「足を折る」という動

作過程は意図的に実行すると、（37a）の「左足を折った」という事象の成立も

（37b）の「左足を折った」の回避も両方可能になる。ということで、このタ

イプの事象は単に一時的な意図性の喪失で、元々事象の成り立ちに対してコン

トロール能力が維持していると考えられる。また、このタイプには「わざと」

などの副詞や文脈の説明を欠くと、一般の他動詞文との差があまり明らかでは

ない、あるいは区別しがたい場合もあるので、非意図性の判別においてはかな

りの文脈依存の傾向が見られる。 

 

3.3.2 Bタイプ「事象引き起こし手＋、コントロール性－」 

Aタイプに対して、Bタイプの場合はコントロール性を失っている（あるい

は完全なコントロール能力に達していないともいえる）から、意図的な操作を

取り入れようとしても、普通容認度が低くく文としての成立がしがたいという

違いが見える。また、このタイプにおいては、動詞がある特定範囲内の名詞と

結びつけることによって特有の意味が成り立つという慣用句の用法、特に自発

変化を起こす主体の性質の変化（具体的な場合は“生理現象”などが多くみら

れる）が多く観察されるという特徴がある。まず、次の実例を見てみよう。 

 

（38）ボブ・ヘイズ、ヘーシンク、ジャボチンスキー、タマラ・プレス、そして

アベベに円谷幸吉。活躍した選手の名は今も空で言える。各国選手が入り

乱れ肩を組んで行進した閉会式はテレビの前で興奮して鼻血を出した。あ

あ恥ずかしい。（毎日新聞 2007） 

（39）実家に近い２ＤＫの団地に引っ越した。３人で暮らし始めて３カ月。夜中
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に娘が高熱を出した。（＝（15）） 

（40）都市対抗予選で敗退した時に中込監督をはじめ、多くの選手が悔し涙を 

流した。秋でその借りをきっちり返した。（毎日新聞 2006年） 

（41）週末を利用し訪れた約１５００人のボランティアは被災家屋の片付けなど

に汗を流した。（42）松井秀はランニングやキャッチボールなどで約１時

間汗を流した。（毎日新聞 2006年） 

 

（43）一時間ほどして下半身の冷たさに目覚め、股のあたりを見た清裕は、一瞬

寝小便を漏らしたのかと思った。（「沖縄文学選：日本文学のエッジからの

問い」 岡本恵徳, 高橋敏夫 勉誠出版, 2003 - 430 ページ） 

（44）スポーツを観戦して鳥肌を立てた。43 

（45）若い時のほうが楽しいと言えば楽しい。活動範囲も広いし、いろいろなこ

とができる。でも、年を取って袞えてからも、それなりの面白さがあるし、 

余裕、ゆとり、賛沢という点では、若い時より年を取ったほうに利がある。

（「定年の迎え方」 江坂彰 PHP文庫 2008） 

 

（46）両方ともまがい物で、真実のバラではないところが、情熱のままには流れ

ることのできない２人の「恋」を象徴しているようだ。春野とふづきが退

廃的な大人の雰囲気を出した。すべてが砂漠に溶け込んでいくような物憂

いあいまいさが、作品の魅力であり、半面、明快な決着のなさが分かりづ

らさともなっている。（毎日新聞 2005年） 

（47）「あごを骨折した記憶は消えないし、怖さはあったが、勇気を出した」と

坂田。陣営の金平桂一郎会長は「負けはない。逃げてばかりのパーラの勝

ちなら、プロスポーツとして面白くない」と判定に不満を訴えたが、特大

の勇気と根性を持つ挑戦者に、勝利の女神は冷たかった。（毎日新聞 2005） 

（48）毎年、夏の暑さを乗り越えてきたのに、今年は体調を崩してすっかり自信

をなくした。（毎日新聞 2007年） 

（49）中京大中京の森本と磯村のバッテリーは夏に大舞台で経験と自信を得た。

（毎日新聞 2009年） 

（50）大相撲の横綱・朝青龍が再来日した。彼をめぐる一連の出来事から私は二

つの教訓を得た。（毎日新聞 2007年） 

（51）小学生からお年寄りまで、今年最もよく知られるようになった若手女優と

                                                      
43友近としろう公式ｻｲﾄ 20050317 ：http://tomochika.jp/m/index.html  

http://books.google.co.jp/books?id=tYFIsv1_3fgC&pg=PA109&dq=%E2%80%9D%E5%B9%B4%E3%82%92%E5%8F%96%E3%81%A3%E3%81%9F%E2%80%9D&hl=ja&ei=epziTe6yEIbsuAP88qyGBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&sqi=2&ved=0CE0Q6AEwBw
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&tbo=1&biw=1680&bih=941&tbm=bks&q=inauthor:%22%E6%B1%9F%E5%9D%82%E5%BD%B0%22&sa=X&ei=epziTe6yEIbsuAP88qyGBw&sqi=2&ved=0CE4Q9Ag
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いえば、きっと宮崎あおいさん（２１）だ。ＮＨＫの朝の連続テレビ小説

「純情きらり」の主役・桜子役で、かれんな姿と素直な演技がお茶の間の

人気を集めた。（毎日新聞 2009年） 

（52）先発の門倉は４回５失点の乱調。ヤクルトは打線が２けた安打で好調を維

持。先発の石川が六回途中４失点と不安を残した。（毎日新聞 2007年） 

（53）歌人の５人の関係も興味深い。「百人一首」を編んだのは藤原定家（藤原

俊成の息子）というのが定説。小野小町はこの１首で名声を得て美女伝説

を残した。(毎日新聞 2009年) 

（54）美香は言葉を失くした。その通りだ、と思う。自分は他所から来てここの

弥栄に加わったのだと、改めて思う。武雄は今頃どこを歩いているのだ‘ろ

う。清子はどこにいるのだろう。外はもう暮れていた。（「群像, 第 62 巻、

第 1 号」大日本雄辯会講談社, 2007） 

（55）その前日、ジエイズ,パーのトイレに一人の女の子が転がっていた、その

女の子を介抱して、アバー卜まで送り、そのまま眠ってしまった。彼女は

言う。「でもね、意識を失くした女の子と寝るような奴は... ...最低よ。」

（「風の歌を聴け」 村上春樹 講談社, 1982） 

以上の例文では、（38）～（45）は主にガ格名詞主語の生理現象・性質変化

を表している。さらにそれらの事象が持つ「行為」は、Aタイプと比べれば具

体性が薄くなり、むしろ主体の内部にて発生するように見える。対象であるヲ

格名詞は行為の対象というより、一種の「作成物」として認識すべきのではな

いかと考える。（46）～（55）はさらに具体性が希薄していくもので、「勇気、

自信」などのような人間の心理の内面を指すものも、「雰囲気、人気」などの

ような抽象化したものも見られる。ここまで共通したのは、ガ格名詞が事象の

引き起こし手である以外（多くの場合は直接的とはいえないが）、またヲ格名

詞の生起の所有の主体となるということである。よって、動詞の表す動作部分

より、ヲ格名詞の性質が意味に大きく関わっていると考える。そのほかに、ヲ

格名詞は通常ガ格名詞によって作られるあるいは所有されるので、ある程度に

主語の受影性を呈すると考える。例えば、 

 

「娘の高熱」： 

娘（熱がない状態）→高熱の娘（熱がある状態） 

「ボランティアたちの汗」： 

ボランティアたち（汗がない状態）→汗まみれのボランティアたち 

http://books.google.co.jp/books?id=ttErAQAAIAAJ&q=%E2%80%9D%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%82%92%E5%A4%B1%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%9F%E2%80%9D&dq=%E2%80%9D%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%82%92%E5%A4%B1%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%9F%E2%80%9D&hl=ja&ei=LnnjTZXJOoyivgONt_3yBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ6AEwAA
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「選手たちの悔し涙」： 

 選手たち（涙が出ない状態）→悔し涙の選手たち 

「彼の勇気」： 

彼（勇気がない状態）→勇気ある彼 

「宮崎あおいさんの人気」： 

宮崎あおいさん（人気がない状態）→人気の宮崎あおいさん 

「春野の退廃的な雰囲気」： 

  春野（退廃的ではない状態）→退廃的な雰囲気の春野 

「彼の自信」： 

 彼（自信がない状態）←自信のある彼 

「小野小町の美女伝説」： 

 小野小町（まだ伝説にならない）→美女伝説の小野小町 

 

それに引き換え、Aタイプのヲ格名詞は単なる対象として見なされている。

Bタイプと同じ変更で動詞の部分を欠くと、情報が足りないおそれがあると思

われる。 

「誰かの足」： 

誰か（足が折れた状態でない）→足の誰か？→足を折った誰か 

「息子の財布」： 

息子（財布がある状態）→財布の息子？→財布を落とした息子 

「誰かの胃腸」： 

誰か（胃が健康状態）→胃腸の誰か？→胃腸を壊した誰か 

「消防隊員の指」： 

 消防隊員（指が切れてない状態）→指の消防隊員？→指を切った消防隊員 

以上を用いて、Bタイプにおけるヲ格名詞の性質はおおむねに次の二つに分

けられると考える。それぞれは主体の受影性に反映している。（矢印の方向は

ヲ格の移動、虚線はコントロール性が低下することを示す） 

①元々主体が存在しないもので、新たに出現し主体が所有するようになる： 

「鼻血、高熱、汗、雰囲気、勇気、人気」など 

 

 

 

 

ガ格 

   
ヲ格 

ヲ格の生起 

ガ格の所有 
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⇒主体の受影性（＋ヲ格名詞） 

②元々主体の所有するもので、主体から引き抜かれて喪失するようになる： 

「自信、意識、言葉」など 

 

 

 

 

 

⇒主体の受影性（－ヲ格名詞） 

以上からわかるのは、Bタイプにおけるガ格名詞は対象（作成物）であるヲ

格名詞の生起・喪失に対し、完全たるコントロール能力が欠けるし、ここの対

象状態自身が変化するのではなく、一種の移動に属するのではないかと考えて

もよい。（主体に着く、主体から出る）動詞の選択としても、状態変化他動詞

というより、位置変化他動詞（「出す、流す…」など）が多く見られるわけで

ある。また、Bタイプの事象過程を次の図表で表現してみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、動詞単独では意志性・非意志性両義的になるが、前述したように

特定のヲ格名詞と組み合わせ、一旦慣用句化すると、非意志性の解釈しか取

れなくなる。（出す⇒熱を出す）故に、意志性の喪失とも考えられる。Aタ

イプの一時的な喪失と異なると考える。その理由については以下の例（44a）

～（44d）への転換から Aタイプとの差異が窺えると主張したい。 

（44a）？スポーツを観戦してわざと鳥肌を立てた 

（44b）？“スポーツを観戦して鳥肌を立てる“ことをやめた。 

（44c） スポーツを観戦して勝手に鳥肌を立てた。 

（44d） スポーツを観戦しているが、鳥肌を立てなかった。 

 

主体の意図 →    主体の行為→対象（に向かい、及び）→（変化）対象状態  

意志性（過程制御）   

           コントロール性（事態制御）                 

                 （非受影）   受影性           

（38）-（55） 

     

①意   志   性②コ ン トロ ー ル性③受    影     性 

                         

ガ格 

   
 ヲ格 

ヲ格の喪失 
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最後では、Bタイプの①の概念をさらに広義的に拡大すると、次のような例

も対象となる。 

（56）大阪府高槻市東天川にある産業廃棄物処理場の屋外ごみ集積場で１６日午

後３時ごろ、男性作業員（３８）らがごみの中から大量の１万円札を見つ

けた。(毎日新聞 2006年) 

（57）北九州市八幡東区で酒販店を夫婦で営む永野裕子さん（５１）が近所の草

むらで「七つ葉」のクローバーを見つけた＝写真。昨春の「六つ葉」に続

く“快挙”。（毎日新聞 2004年） 

 

 これは所有というより、「発見」と見なすほうが適切だと思うが、やはりこ

の場合は結果的には一時的な所有になると考える。たとえば、「大量の１万円

札」「「七つ葉」のクローバー」は「男性作業員」「永野裕子さん」に発見され

た以前に、誰にでも発見されない状態のまま（所有されていない）で、ガ格名

詞によって（ガ格名詞の生起の原因となり）、再び出現するわけである。よっ

てヲ格名詞の所有権は一時的にガ格名詞に移転し、ガ格名詞が有するようにな

る。また「見かける」と比べると、その意味上の違いが湧いてくると思われる。 

 

（56a）男性作業員らが大量の１万円札を見かけた。 

（57a）永野裕子さんが「七つ葉」のクローバーを見かけた。 

→どこかで「発見物」を見かけたが、手に入れることはない。 

 

3.3.3 Cタイプ「事象引き起こし手－、コントロール性－」 

Cタイプは Bタイプと同じく「－、－」を持っているが、事象の引き起こし

手が主体ではなく常に外因であるという点で、かなり違う性質を示してくれる。

また、場合によっては間接受身が可能である。次の例文から見てみよう。 

 

（58）私たちは空襲で家財道具を焼いた。（例文再掲） 

（59）勇二は教師に殴られて前歯を折った。（例文再掲） 

（60）今回の中越地震で自宅の瓦が飛び、隣の駐車場に停めてあった車を壊し

ました。（http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1055898.html） 

（61）先代の伊勢ケ浜親方は秋田県湯沢市出身。６９年名古屋場所で大関に昇

進し、新大関で初優勝を飾った。８５年８月には日航ジャンボ機墜落事

故で妻子を失った。（毎日新聞 2006年） 

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1055898.html
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（62）安藤さんは、阪神大震災で大切な友人らを失った。（毎日新聞 2005年） 

（63）紙芝居が始まったのは、その１時間後。ガラガラ声で話す物語は、病気

で手足をなくした女の子の生涯。（毎日新聞 2007年） 

 

 （58）～（60）には外的事象いわゆる外的原因を除去すれば、Aタイプと同

じ働きをする可能性がある。例えば、以下のように転換すると、 

 

（58a）私たちはタバコの不始末で家財道具を焼いた。 

（59a）勇二は転んで、前歯を折った。 

（60a）自分の操作ミスで、隣の駐車場に停めてあった車を壊しました。 

 

 意味がまったく違うようになるということから窺われる。つまり元々事象に

対して動作主であるガ格名詞は、その地位をなくし、単に一方的に事象の結

果状態を受ける側になる。それは、文全体にわたって受動的な意味に傾いて

いるわけである。それに対し、（61）～（63）のような例文では、動詞その

ものは動作性が希薄し、主体の受影に焦点が置かれているので、Bタイプに

連続的、近い存在であると考える。Cタイプでは、外在原因は常に「～デ」

という原因格で表し、多くの場合はガ格名詞がまったく事象に参与しない上

で、さらに主体の意図に反する事象結果を受けなければならないというマイ

ナスの意味が文によく含まれている。ここでは Cタイプの事象過程を図表で

表現すると、次のようである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、以下の意図的な操作による検証で、主語が事象に対する制御能力を

失くす理由が示される。 

           

 

主体の意図  →   主体の行為→対象（に向かい、及び）→（変化）対象状態  

意志性（過程制御）   

           コントロール性（事態制御）                 

                 （非受影）   受影性           

（58）-（63） 

     

①意   志   性②コ ン トロ ー ル性③受    影     性 

                          

 外部事象 

http://logsoku.com/thread/toki.2ch.net/cigaret/1249097865/
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（58a）＊私たちはわざと空襲で家財道具を焼いた。 

（58b）＊“私たちは空襲で家財道具を焼く”ことをやめた。 

（58c）そうか、君が家を焼かなかったことを神に感謝しよう44 

（58d）私たちは空襲で家財道具を焼かれた。 

 

3.4 おわりに 

以上論じてきたことからわかるのは、非意図的な他動詞文と言っても一様で

はないことである。従来の論説では前に述べた ABCタイプはすべて区別がつか

ず同一ものと見なされる場合も尐なくない。しかし筆者は、事象の回避のみに

影響を与えることができるもの（意志性）と事象の成立を制御する能力に関与

するもの（コントロール性）があるから、それらを区別する必要がある。また、

各タイプ間の接点ははっきりする境界線を引くとはいえないから、実に連続性

を示していると考える。この点については、まず次章に残し、LCSとの対照に

よりさらに論じたいと思う。そのほかに、意志性、コントロール性と受影性と

の間の連鎖以外、主語自身が事象の引起し手であるかどうかという点も考慮し

なければならない。つまり、主語が事象にてどのよう機能を働くのかというこ

とは非意図的な他動詞事象の形成に大きく関与している。以上の考察でわかっ

たことを表②と表③にまとめてみる。表②は純然たる意図的な他動詞文との対

照関係を加え、さらに整理したもので、表③では非意図的な他動詞事象が ABC

タイプの一連の流れ（他動的⇔自動的⇔受動的）によって構成され、多義的・

連続的なものであるという概念を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44 http://hieroglyphs.hp.infoseek.co.jp/duke03.htm 
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表②事象連鎖を示す他動詞文の下位分類 

意志性 コントロール性 受影性 例 タイプ 

主格 

（ガ格名詞 

 ：有生名詞) 

主格が E1使

役事象の引

起し手であ

るかどうか 

主格が E2結果事

象に対するコン

トロール能力

（事態制御） 

ヲ格 

（あるい

はガ格） 

＋ ＋ ＋ ＋ 2 A 

＋ ＋ ＋ － 13 

＋ ＋ －（弱） － 24 B 

＋ －45 － ＋/－ 該当するものなし 

－ ＋ ＋ ＋ 27 A 

－ ＋ ＋ － 14 

－ ＋ －（弱） ＋ 38 B 

－ － － ＋  58 C 

－ － － － 該当す

るもの

なし46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
45 他動詞構文においては主体が意図的なのに、事象の引起し手ではない状況は論理的に成立しにくい。 
46 非典型的な他動詞文は成立するために、尐なくとも１つ以上の「＋」が必要だと考える。 



 

54 
 

表③非意図的な他動詞事象の多義性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A          連続地帯     B      連続地帯         C 

                             

意図的： 可能性高             可能性低             ほぼ無可能 

な操作       

  

               

行為者＝主格（内的原因）    非行為者（内的原因）     行為者＝外的原因 

他動的              自動的               受動的 

対象受影              主語受影           対象（主語）受影 

強コントロール         弱コントロール     ほぼコントロールなし 

 

僕がおもちゃの足を折った  お腹を壊した  涙を流した、熱を出した       教師に殴られて足を折った 

僕が転んで足を折った                タマネギで涙を流した     足を折られた 

                                    僕は空襲で家を焼いた 

タバコの不始末で家を焼いた                                 家を焼かれた 

震災で友人をなくした 

        

                           

受身可能 受身可能 

（間接） 

受身不可能 
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第四章 非意図的な他動詞文の多義性と制約 

 

 

4.1 はじめに 

 従来非意図的な他動詞文についてはよく、すべての場合を同一視し、区別

がつかないものとして扱われている。しかし実際、日本語における非意図性の

他動詞文は多様な仕組みがあり、性質上もかなり違っていると主張したい。そ

の多義性を究明するために、まず第三章では、事象過程の推移により、それが

持つ多義的な性質をおおむねに A、B、Cの３タイプに分類している。以下では、

それらの間どのような違いの LCSにも反映されているかについて明らかにし

たい。 

 

4.2 非意図的な他動詞文の LCSと項構造による分析 

 第二章では影山は、基本的に他動詞を LCSで表すと（1）のようになると述

べているが、筆者は本章では ECS日本語語彙概念構造辞書47を参照し、さらに

主体の意志性[DO]を明記することで、（1a）のようなものを典型的な他動詞が

持つ語彙概念構造とする。 

 

（1）他動詞: 

          働きかけ他動詞 [x ACT ON-y] 

使役変化他動詞 [x ACT ON-y] CAUSE[y BECOME[y BE AT-z]]]  

（1a）意志性を明記する場合： 

働きかけ他動詞 [x DO [x ACT ON (y)]] 

使役変化他動詞 [x DO [x ACT ON (y)]] CONTROL [y BECOME [y BE-AT z]] 

 

ここでの CAUSEと CONTROLの違いは、簡単に言えば CAUSEの主語が事象

（EVENT）を指すことであるが、CONTROLの主語が常に個体であるということ

である。それらは48区別すべき二つの概念である。本研究においては、主語を

                                                      
47伊藤たかねをはじめとする研究者により、日本語の語彙概念構造（LCS）について研究する

辞書 
48影山（1996：204-205）を参照する。 
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有情物（人間など）と設定しているから、多くの場合は CONTROLの使用が好ま

れている。また、CONTROLは下位事象（つまり Yの成立）を必ずしも含意する

わけではない（Yの成立を直接的に左右する）という点で、第三章における事

象の成立を制御するコントロール性とある程度に類似しているが、実に区別す

べきものであると考える。その理由については次の 4.2.1のところで論述した

い。（筆者はここで、まず第三章で各タイプのコントロール性、4.2.1でさら

に概念関数の CONTROLに加え、両者の対照の分析を経て、それから各タイプの

LCSの比較に至るという流れで進みたい。） 

そして 4.2.2から、個々の外項の性質を判明することに伴って、A、B、Cの

３つのタイプが有する LCSを個別に観察し、最終的には 4.2.3で各タイプの間

の差異性を明らかにしていきたい。4.3のところでは、それぞれ統語的な特徴

の受動態に対してどのような制限をもつかについて論じ、4.4では非意図的な

他動詞文が示す連続性を検証する。 

 

4.2.1 コントロール性と CONTROLの対照 

4.2.1.1両者を取り上げる理由 

 既に前述したように、他動性における“コントロール性”と語彙概念構造の

概念関数“CONTROL“は一見字面の解釈どおり、同様になんらかを制御するこ

とを意味するが、実は異なる概念である。その理由は、両者が事象過程の中に

おいて跨る範囲の違いから窺える。よって、筆者はこの両者は”制御“という

意味の上である程度に共通しているとはいえ、同じものとして扱うべからずと

強調したい。また、事象においてその認識の混同を避けるために、二つの対照

が必要であると考える。本節では、このふたつを取り上げ、基本的な定義につ

いて簡潔に論じたいと思う。（それぞれは事象過程にどのような位置関係を示

しているのか、あるいはそれらのさらなる比較については、4.2.2における LCS

の仕方にも関わるので、4.2.3のところに残し、そこでさらに詳しく論述した

い。） 

 

4.2.1.2基本義の対照 

 まず、語彙概念構造と項構造の結びつけ（影山 1993：71）という規則から、

CONTROLが他動詞事象においての位置づけを見てみよう。例えば「壊す」など

の他動詞は、次の図①のように表すことができる。 
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図① 使役他動詞「壊す」 

         EVENT 

         

      CONTROL x  EVENT 

    

            CAUSE x EVENT 

  

                BECOME STATE 

                

                    BE y 

  

図①を通して、事象（EVENT）においては CONTROLが CAUSEより上の段階に

あり、実際「おもちゃを壊す」などの行為 EVENT（上記の CAUSE x EVENTの

段階）制御するだけであるということがわかる。一番下の yの生起が「CAUSE 

x EVENT」の段階に依存しているから、故に CONTROLはその成立を左右するが、

必ずしも含意しない。 

 さて、筆者が言う“コントロール性”とはどのような違いがあるのか、まず

は以下の図②を見てみよう。 

 

図②  

[x DO [x ACT ON   y  ]] （CONTROL [  y    BECOME [   y  BE-AT z]]） 

 

     

 

 

意図性 コントロール性 

 

 コントロール性の及ぶ範囲は大まかにいえば、（43）において括弧（虚線を

含め）の範囲を包括している。事象の実現までの到達を制御する能力とも言っ

てもよいと考える。例えば、「太郎」は「ガラスを割る」の事象に対して、自

分の行為によって「ガラスが割れた」という結果に達することができる。主語

がこのような能力を持つことはコントロール性といえる。それに引き換え、概

念構造の CONTROLは「CAUSE x EVENT」の段階の生起を制御し、その関連性

事象の実現を制

御する能力 



 

58 
 

で Yの成立を左右する。実に似た同士であるが、しいて言えば前者は後者より

応用範囲が広い。ここで一旦整理すると、両者の違いが次のようになる。 

 

【コントロール性】 

上位下位問わず、主語が事象全体の実現を制御する能力。状況に応じ、強弱

の程度差が見られる。 

（上位事象しかもたない動詞にも存在する概念。） 

【LCSの CONTROL】 

CONTROLは EVENT（CAUSE x EVENT）の段階の発生を制御する。X

が Yの成立を直接に左右する。言い換えると、Xの上位事象が Yの下

位事象の成立しか左右できなくて、Yは必ずしも含意しない。（また、

上位事象しか持たない動詞の LCS表記には見られない。） 

 

4.2.2外項による分類 

 本節では、第三章から導かれた分類をさらにそれぞれの外項の性質により、

分別に対照と観察を行う。 

4.2.2.1 Ａタイプ：外項＝動作主 

まずは Aタイプから見てみよう。このタイプは、すでに前章で述べたように

典型的な他動詞に最も近いと見なしてよいものが見られる。その理由を探って

みると、Aタイプにおける事象の主語が常に行為を成すもので、項構造から言

えば、ここで指す外項 xは同じく動作主（AGENT）の機能を担っているという

ことである。Aタイプのもうひとつの特徴は、動詞の選択には変化・結果状態

を持つかどうかについて特にこだわらないということである。例えば、下位事

象を持たない働きかけ動詞はこのタイプだけに可能である。それ以外、実質的

な動作・働きかけ（視覚で確認できる）をする傾向が強く見られるので、同じ

く非意志性を示す同士とはいえ、ほかのタイプより比較的に他動性が強く感じ

られるわけである。また、このタイプはガ格名詞とヲ格名詞の関連性に左右さ

れ、他動性の程度差がある二つの下位類に分けられると考える。以下では、動

作主体と対象目的語が別物である場合を A-1と、動作主体と対象目的語が全体

部分関係をもつ場合を A-2と称し、それぞれが持つ LCSについて検証をしてい

きたい。 
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4.2.2.1.1 ガ格が動作主である A-1（X≠ Y） 

 A-1では、ガ格名詞は通常対象目的語であるヲ格名詞と区別できるはっき

りとした個体で、また動作主としての機能が顕著なものである。非意図的な

他動詞文の全体においては、最も一般的な他動詞文の位置に接近し、あるい

は区別がつきにくいものである。通常、A-1は副詞的な補語や文脈情報など

を補うことで、文全体が非意志性のほうに限定されるので、もしそのような

情報が欠ければ、意志・非意志の両方とも読み取れるようになる。言い換え

れば、一般の意志的な他動詞文との差異は単に意志性の有無のみに依ると言

ってもよいものである。よって、A-1の部分は他動性の割合がほかより比較

的に高くて、すくなくともガ格名詞に明らかに動作主性と感じられ、単に主

体の意志性が喪失するものである。A-1について以下の例文を通して検証し

てみよう。 

 

（2）酒屋へ行くとき、すずは洗った二合びんの口を下にしてもった。水が残 

っていると「今日の酒は水っぽい」と言われるからである。あるとき、

酒屋からの帰りに、うっかりびんの口を下に向けて尐量の酒をこぼした。

（「死の灰を越えて: 久保山すずさんの道」飯塚利弘 かもがわ出版, 

1993） 

（3）子供たちをとりまいていた温かい目は、いまでもまったく失われてしま 

ったわけではない。そのことについてわたしたちが体験した一つの例を

あげよう。沖縄に引っ越してきたばかりのころ、長男が誤って近所の家

のガラスを割ったことがある。 ...（「世替わりの渦のなかで: 

1973-1977」  新崎盛暉、凱風社 1992） 

（4）学部付属病院（前橋市）で０７年４月、群馬県桐生市に住む６０代の女 

性が栄養管理のため体内にカテーテルを挿入する処置を受けた後に死亡

した事故は、同病院の３０代の女性医師が処置を誤り動脈を傷つけたこ

とが原因として、県警は２日までに、女性医師を業務上過失致死容疑で

前橋地検へ書類送検した。（毎日新聞 2009年） 

（5）せっかく好意で貸してくれたのに、私の不注意で壊してしまって本当に 

ごめんなさい。もし許してもらえるのなら、こちらで修理させてもらい

たいんだけど。（「話し方で損する人、得する人」 本郷陽二 PHP研究

所, 2010） 

（6）５日に再び男子生徒から事情を聴いたところ、恐喝被害がうそであるこ 

http://www.google.co.jp/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E9%A3%AF%E5%A1%9A%E5%88%A9%E5%BC%98%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://books.google.co.jp/books?id=FmFOAAAAMAAJ&q=%E2%80%9D%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%92%E5%89%B2%E3%81%A3%E3%81%9F%E2%80%9D&dq=%E2%80%9D%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%92%E5%89%B2%E3%81%A3%E3%81%9F%E2%80%9D&hl=ja&ei=SzvhTfvOAYO8vgOX1v2PBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEAQ6AEwBjhG
http://books.google.co.jp/books?id=FmFOAAAAMAAJ&q=%E2%80%9D%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%92%E5%89%B2%E3%81%A3%E3%81%9F%E2%80%9D&dq=%E2%80%9D%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%92%E5%89%B2%E3%81%A3%E3%81%9F%E2%80%9D&hl=ja&ei=SzvhTfvOAYO8vgOX1v2PBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEAQ6AEwBjhG
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&sa=N&tbo=1&biw=1680&bih=941&tbm=bks&q=inauthor:%22%E6%96%B0%E5%B4%8E%E7%9B%9B%E6%9A%89%22&ei=SzvhTfvOAYO8vgOX1v2PBw&ved=0CEEQ9Ag4Rg
http://www.google.co.jp/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E6%9C%AC%E9%83%B7%E9%99%BD%E4%BA%8C%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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とが分かった。男子生徒は「友人に借りたゲームソフトを落とした。父

親にもらった映画代３０００円で弁償したため、（使い道などの）説明に

困ってうそをついた」と説明している。（毎日新聞 2004年） 

 

  まず（2）～（6）の例では、二重下線の部分によってこそ、事象の動作主

体の「非意志性」がより一層明瞭になるのではないかと筆者は考える。それ

は、動作主体の意志性の喪失に焦点を当てているとも考えられる。実際波線

の部分を一旦取り除くと、非意志性が表す可能性の割合が下がり、必ずしも

意志的・非意志的な読みのどちらに偏らないようになる。（しかし、ガ格名

詞とヲ格名詞の性質・関連性によって、一方的しかに偏って読み取れない場

合がある。例えば、「医師が動脈を傷つけた」と「自殺未遂の彼が動脈を傷

つけた。」の二つの場面を比較してみると、語用論的には前者は後者より “動

脈が傷ついた“という事態の発生が望ましくないはずであるということであ

る。） 

 

（2a）うっかりびんの口を下に向けて尐量の酒をこぼした。 

（2b）びんの口を下に向けて尐量の酒をこぼした。 

（3a）長男が誤って近所の家のガラスを割った。 

（3b）長男が近所の家のガラスを割った。 

（4a）女性医師が処置を誤り動脈を傷つけた 

（4b）女性医師が動脈を傷つけた。（語用論的には非意図的） 

（5a）貸してくれたものを私の不注意で壊した。 

（5b）貸してくれたものを壊した。 

 

 この考えに従えば、A-1が非意図的な他動詞文になるのは、動作主体の意志

性の喪失というプロセスが働いているので、次第に全体事象が非意図的な事象

と見なされているということである。LCSで表示すると、以下の（7）のよう

になると考える。（削除線は当該の部分の喪失を表している。） 

 

（7）A-1が示す概念構造から項構造へのリンク 

例：長男が誤って近所の家のガラスを割った。 
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（7）から見ると、A-1は概念構造における[X DO] →[X DO]（主体の意志性）

の喪失プロセスが起こり、さらに[X DO]を持つことで他動詞文が非意図的

になるというものである。つまり、A-1の非意図的な他動詞事象の生起は、

一般の他動詞文の事象が[X DO]によって成り立つ場合と違って、通常 A-1

は主体である外項 xが事象の発生を、望ましくない、もしくは事前まったく

わからないので、自身が引き起こす別の原因事象の介入で A-1の非意図的な

他動詞事象を促す。例えば、（8a）と（8b）を見てみよう。 

  

（8a）典型的な他動詞事象の場合： 

 典型的な他動詞事象  

長男が近所の家のガラスを割った。（意図的な場合） 

       ↓      

[EVENT x] 

        ↓ 

  [x DO   [x ACT （ON y)]] CONTROL [y BECOME [y BE-AT z]] 

   意志          コントロール  受影 

     ↑ 

  （事象の生起を促す源） 

 

（8b）非意図的な他動詞事象の場合： 

原因事象  CAUSE 非意図的な他動詞事象 

概念構造：                 

割る    [x DO [x ACT （ON y)]]  CONTROL [y BECOME [y BE-AT z]] 

       

A-1     [φ [x ACT （ON y)]]  CONTROL [y BECOME [y BE-AT z]] 

項構造： 

      ＜ X AG   ＜ Y ＞  ＞ 

         

統語構造 

への投射：   長男ガ  ガラスヲ 
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長男が誤る     長男が近所の家のガラスを割った（非意図的な場合） 

↓          ↓   

[EVENT1 x] CAUSE [EVENT2 x] 

↓          ↓ 

[EVENT1 x]     [x DO [x ACT （ON y)]] CONTROL [y BECOME [y BE-AT z]] 

 ↑       意志       コントロール  受影 

（事象の生起を促す源） 

 

先述した「長男が誤って近所の家のガラスを割った。」は、「長男が近所の

家のガラスを割ることが望ましくないが、自分のミスや間違いによってそう

した。」とも言い換えられ、せめて「ガラスを割る」という事象の成立に対

し、長男自らの意志は見られない。どちらにしても、典型的な他動詞と同様

なのは外項 xが事象の原因を担うことである。  

  

（9）俺らは言葉にならない叫び声をあげた。コーチにも同級生にも、完全に

裏切りられた思いだった。「なんだよ、なんなんだよそれはっ」思わず壁を

殴った。フカワも握りしめたコブシを震わせている。（「One Life」 森井二

郎 文芸社 2004） 

（10）部長は「ネットで番組を見て、おもしろいから早く次回が見たいと思っ

てもらえれば、地上波の視聴率は上向くはず。例えば、ドラマが中盤から話

題になることはよくあるが、最初の数回を見逃したり、録画に失敗した人は

見ない。（毎日新聞 2008年） 

 

  そのほかには、（9）（10）のような例文も A-1の範囲に属していると考え

る。それらの例は述語が下位事象を持たない働きかけ他動詞であるが、動作

主体の意志性を除去するという点では A-1の特徴に合致している。しかも、

非意図的な他動詞文において、このような動詞の使用は A-1にしか見られな

い。言い換えれば、A-1の成立に対しては、前述したように変化状態を表す

下位事象がなくてもかまわないので、受影性がかならずしも必要な条件では

ないという結論を導いた。 

（11）A-1が示す概念構造から項構造へのリンク（下位事象なし） 

例：俺らは思わず壁を殴った。 

  （視聴者が）ドラマの最初の数回を見逃した。 

http://www.google.co.jp/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E6%A3%AE%E4%BA%95%E4%BA%8C%E9%83%8E%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.co.jp/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E6%A3%AE%E4%BA%95%E4%BA%8C%E9%83%8E%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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4.2.2.1.2 ガ格が動作主である A-2（X⊃Y、Yが Xの身体一部の場合は多

い） 

次は A-2について論じたいと思う。A-2は A-1とほぼ同じであるが、意味

上から見れば A-1より自動詞的な働きに近く、さらに二点の制限が課せられ

ていて、第二章で言及した“自動的な他動詞文”の範囲に入ると考える。ま

た、状況に応じて、意志性以外の他動性特徴が要求される場合もある。さて、

A-1と違って A-2なりの制限とは、まず一つ目は、外項 xであるガ格と内項

yであるヲ格が所属関係（X⊃Y）を持たなければならないということで、二

つ目は事象における受影性の必須性である。それについて、まず次の例文を

見てみよう。 

 

（12）強風の影響で神奈川県内では、男女７人が転倒 するなどして重軽傷を 

負った。午前１１時２５分ごろ、座間市の路上で、強風にあおられ転倒

した女性（83）が 右足を骨折。川崎市でも女性（75）が足の骨を折っ

た。（毎日新聞 2006年） 

（13）同刑務所によると、看守部長は３０代の男性受刑者からの求めに応じて 

昨年１１月１４日、看守に腕相撲をするよう指示。その際、受刑者の左

上腕部が折れた。 看守部長は看守に「転倒して腕を折ったことにしよう」

と話し、上司の統括矯正処遇官らに虚偽報告した。（毎日新聞 2004年） 

（14）この火事で、棟続き住宅に入居する男性（６３）方焼け跡から男性１人 

が遺体で見つかったほか、小西さんの妻（６７）が左腕を骨折し、長男

（４２）が煙を吸っ て軽症。また、消火作業にあたった堺市高石市消防    

概念構造：                 

殴る    [x DO [x ACT  ON y]]   

        

A-1     [ φ  [x ACT  ON y]]  

項構造： 

      ＜ X AG   ＜ Y TH ＞＞ 

         

統語構造 

への投射：   俺らガ    壁ヲ 

 

 

受影性の有無は A-1事象の

成立に関与してない。 
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組合の消防隊員２人が左手の指を切った。（毎日新聞 2007年） 

 

以上が示しているように、（12）～（14）は外項 x(ガ格)と内項 y（ヲ格）

が全体・一部の関係を持ち、しかもヲ格名詞がほとんど分離不可の身体部分

である傾向が見られる。ここで一旦その全体部分関係がどのように A-2の成

り立ちに関わっているかについて検証してみると、次のようになる。 

 

（12a） 女性が転倒して、自分の足の骨を折った。 

（12b）？女性が転倒して、誰かさんの足の骨を折った。 

（13a） “受刑者が転倒して、自分の腕を折った”ことにしよう。 

（13b）？“受刑者が転倒して、誰かさんの腕を折った”ことにしよう。 

（14a） 消防隊員が消火作業で、自分の左手の指を切った。 

（14b）？消防隊員が消火作業で、誰かさんの左手の指を切った。 

 

よって、A-2の内項 yは常に外項 xの一部として現れなければならない。

さらに（12）～（14）のような文は、動作主であるガ格名詞は常にヲ格に働

きかけ、変化を引き起こして、そして全体一部の関係により、その変化結果

を自分自身にもたらしたということで、一種の再帰的な機能を示していると

思う。つまり、A-2では、ガ格が行為者である同時に、ヲ格の表す変化状態

（下位事象）を所有し、間接的に影響されている。ここでは、二重主格文に

より A-1との違いが窺われると考え、例えば、次の例を見てみよう。 

 

  （15a） あの女性は足の骨を折った。 

A-2  （15b） あの女性は足の骨が折れた。（二重主格文） 

（15c）      足の骨が折れた。 

（15d） あの女性の足の骨が折れた。 

--------------------------------------------- 

 （16a） 長男は近所のガラスを割った。 

A-1  （16b）？長男は近所のガラスが割れた。（二重主格文） 

（16c）    近所のガラスが割れた。 

（16d）？   長男のガラスが割れた。 

 以上見てきたことから、A-2における概念構造は次のように整理する 

（17）A-2が示す概念構造から項構造へのリンク 
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例：女性が転倒して、足の骨を折った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Ｂタイプ 外項 x＝単純な経験者 

第三章で論述したように、Bタイプでは、ヲ格名詞の「発生」か「消失」に

よって、ガ格名詞は自らの性質が変化し、影響を受ける。（ここではおおまか

に主格の受影と名づける）また、Bタイプの外項 x（ガ格）は、Aタイプのよ

うな動作主ではなく、むしろ経験者として作用していて、実際このタイプにお

いては、事象の過程に動作性が薄く感じられ、自発的なものがよく見られる。

外項 x（ガ格）は場合によって事象を引き起こす者であるとも見なされるが、

事象を遂行する者とは言い切れない。さらに広義的に言えば、ここのガ格名詞

はむしろ事象を所有する者と考えたほうが適切ではないかと考える。また、A-2

タイプの制限とかなり類似し、ガ格とヲ格との関連性、事象過程における受影

性、いずれも欠かしてはならないものである。（しかし、ここの受影性は、A-2

タイプと性質が多尐違っていると考える。A-2は、動詞述語が主に状態変化他

動詞であるが、Bの場合は位置変化動詞とするものが多い。EX：涙を流す、熱

を出す、鳥肌を立てるなど）次は、ガ格である主体にヲ格である対象の「発生」

と「消失」という二種類に分けて Bタイプの検証をしたいと思う。前者のこと

を B-1とし、後者を B-2と称しておく。 

 

4.2.2.2.1 Ｂ-1タイプ： 対象の「発生」（生理現象などが多い） 

まず B-1の例文から見てみよう。 

 

概念構造：                 

折る  [x DO [x ACT ON   y  ]] CONTROL [  y    BECOME [   y  BE-AT z]] 

                                                         (X⊃ Y) 

A-2   [ φ [x ACT ON y of x]] CONTROL [y of x BECOME [y of x BE-AT z]]

項構造： 

      ＜ X AG   ＜ Y TH ＞ ＞ 

         + EX (X ⊃ Y、Y＝Xの身体一部) 

統語構造 

への投射：   女性ガ  足の骨ヲ 
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（18）実家に近い２ＤＫの団地に引っ越した。３人で暮らし始めて３カ月。夜

中に娘が高熱を出した。（毎日新聞 2005年） 

（19）週末を利用し訪れた約１５００人のボランティアは被災家屋の片付けな

どに汗を流した。（毎日新聞 2007年） 

（20）都市対抗予選で敗退した時に中込監督をはじめ、多くの選手が悔し涙を 

流した。秋でその借りをきっちり返した。（毎日新聞 2006年） 

（21）スポーツを観戦して鳥肌を立てた。 

（22）私は風邪をひいたので、みんなに勧められて忍野に帰ることにした。「こ

のいのちひたすらに」後藤美恵子 文芸社, 2001） 

 

  以上の（18）～（22）のどれでも、ガ格名詞自身が意志を持って施した動

作ではない。また、通常この場合はガ格名詞の無意識的な状況であるため、

事象を起こすというより事象が自発的に起こると言った方が適切のではな

いかと思う。自動詞との対応もほぼ存在し、例えば、「熱を出す⇔熱が出る」

「汗を流す⇔汗が流れる」「鳥肌を立てる⇔鳥肌が立つ」などのようである。

事象のエネルギーの流れ的には、ガ格名詞の表す経験主体はエネルギーの起

点である同時に、着点を兼ねていて、ヲ格名詞の対象が出現した場所の役割

にもなると考える。 

  影山（2002）は、事象構造において非対格自動詞と対応する“非対格他動

詞49”を提出し、さらにそれが英語の GUSH動詞や「芽を出す」のように、場

所主語を取るサンドイッチ構造50によって、ヲ格という対格が付与されると

                                                      
49 影山は、他動詞には、使役変化他動詞と働きかけ動詞の二種類以外、自動詞の純粋な非対

格自動詞と対応する“第三の可能性”（非対格他動詞）があると主張している。その全体の対

応は以下のように示している。（筆者による整理） 

 自動詞 他動詞 

上位事象 「働く」活動動詞 

（非能格動詞） 

「登る、怒る」 

制御可能な 

変化動詞 

「こする、押す」 

働きかけ動詞 

「作る、壊す」 

使役変化動詞 

 下位事象 「着く、ころぶ」制御

不可能な変化・状態動

詞（非対格動詞） 

 

 非対格他動詞 

 
50

 サンドイッチ構造とは、二つの場所表現が協力して、初めて対格を認可することになると

いう概念である。以下のような LCSは、サンドイッチ構造を持っている。 

サンドイッチ構造 

[z BECOME  [y BE NOT-AT(-IN)-z]] 英語の Gush動詞、日本語の「～出す」 

http://www.google.com.tw/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E5%BE%8C%E8%97%A4%E7%BE%8E%E6%81%B5%E5%AD%90%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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提案している。その語彙概念構造は以下のように示している。 

（23）非対格他動詞としての「出す」 

例：木が芽を出す、コンピュータがミスを生じる 

  [z  BECOME  [y BE  AT-IN-z]] 

 ↓       ↓   対格付与 

   木が      芽を 

コンピュータが ミスを 

 

  筆者は、影山の非対格他動詞が Bタイプとかなり類似していると考えるが、

（23）での主語が無情物という点からすれば、やはり有情物としての場合と

は違う性質を持っているはずであると主張したい。主語が無情物であること

は、一般的に外項が経験者となる資格がないということを示唆している。そ

れに引き換えて、有情物の主語の場合はそれが可能である。さて、B-1タイ

プがどうような概念構造を示しているのか。筆者の考えでは、（24）のよう

に示すことができる。 

（24）B-1が示す概念構造から項構造へのリンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

[z BE WITH [y MOVE FROM-z to-z]] 日本語の[教わる]類 

[z BE WITH [y BE AT-z] ] 

    Have 

Haveや contain、所有構文 

z（～movie）y（Woody Allen）z（it） Langackerの背景主語構文 

 
 

概念構造：  

出す [x DO [x ACT(ON y)]]CONTROL [y BECOME [y BE-AT placez]] 

      

B-1   φ x      EXPERENCE[x BECOME [y BE-AT placex]]（X ⊃ Y） 

                

項構造：                   サンドイッチ構造 

    ＜ X EX   ＜ Y ＞  ＞ 

         

統語構造 

への投射：   選手ガ    汗ヲ 
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  （24）からわかるのは、ガ格名詞が経験者として下位事象の結果を受けと

ることである。つまり、典型的な他動詞文における「手紙を出す」は外項 x

が事象を左右する能力があり、行為をなすものであるのに対して、非意図的

な他動詞文である「熱を出す」の場合は、主語が動作主の資格から単なる経

験者に移行し、前章で言及したコントロール性が弱くなることもここから窺

える。また、B-1事象では、全体部分関係である“X=Y”という制限により、

外項が影響を受けて実際の変化主体となる。故に、LCSにおいても、[y 

BECOME]→[x BECOME]という置き換えが見られるわけである。さらに、上の

典型的な他動詞の“z”が不定項であるとは違い、下の B-1の場合は yの出

現する場所がガ格名詞に限られる。つまり“x”で表さなければならないと

いうことを意味する。 

そのほかに、Aタイプとの違いは、自発的な変化と見なすものが多いので、

原因事象を担う要素（文脈や副詞的補語）がなくても非意図的な他動詞文と

して読み取れることである。例えば、「子供が風邪で熱を出す」という例で

検証してみよう。 

（25） 

例：子供が風邪で熱を出した 

子供の風邪で     子供が熱を出した。 

原因事象   CAUSE 非意図的な他動詞事象 

↓          ↓   

[EVENT1 x]  CAUSE  [EVENT2 x]  

            ↓ 

x        

              

↓   

ひとつまとまった事象として、原因事象の介入なしでも十分 

 

  ここまで論じてきたことから、Aタイプは、[X DO]の喪失により事象の

概念構造が不完全となり、場合によってほかの原因事象が事象を遂行する動

機となる。Bタイプでは、ただヲ格名詞と述語の組み合わせだけで、非意志

性を表すことができ、また概念構造がまとまったものとして、そのような制

限が見られない。例えば、次の（26）と（27）の比較からみると、その差異

x EXPERENCE [x BECOME [y BE-AT x]]（x⊃ y） 

子供          熱 
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がより一層明瞭になると思う。 

（26）B-1の場合   

風邪で熱を出した。         (非意志的) 

    勝手に熱を出した。        （非意志的） 

    急に熱を出した。         （非意志的） 

熱を出した。           （非意志的） 

 （27）A-1の場合 

よそ見をしてコップを割った。(非意志的) 

    勝手にコップを割った。     （意志的な場合が多い） 

    急にコップを割った。      （意志的な場合が多い）               

    コップを割った。        （両義的な読みが可能） 

 

4.2.2.2.2  Ｂ-2タイプ：ヲ格の「消失」 

  次は B-2タイプについて述べる。このタイプは、B-1と正反対にガ格名詞

である経験主体（Experience）からヲ格名詞の表す対象（Theme）がなくな

るというのが特徴的である。さらに B-1と比べると、動詞の種類が尐なく、

ほぼ「失くす、失う」などのに限られる。このような動詞はヲ格名詞の表す

対象を含まなくても本来「消失」の意味をもち、意図性としては動詞そのも

のが両義的になりにくく、非意図的な読みに偏るという傾向がある。（しか

し、「 小論文への苦手意識を失くす」「悪い習慣をなくす」のように、ヲ格

名詞の性質によって意図的な操作が可能であるが、実際なくしたかどうかと

は別である。つまりどちらにしても、結果の実現が必然的ではないというこ

とである。）B-2の場合では、B-1と同じくガ格名詞という主格が事象の所有

者として機能しているが、主格の受影性は(全体部分関係の)ヲ格名詞の消失

によるものである。場合によって、主格に対する損害・マイナスの意味が見

られ、他動性から見れば Cタイプにかなり接近している。次は、B-2に関す

る例文を見てみよう。 

 

 （28）美香は言葉を失くした。その通りだ、と思う。自分は他所から来てこ 

この弥栄に加わったのだと、改めて思う。（「群像, 第 62 巻、第 1 号」

大日本雄辯会講談社, 2007） 

（29）僅かに隠居領を得られる期待を持てた信盛であるが、過酷な熊野の生 

活は気力を無くした体には耐えられなかったようで、翌年七月二十四日
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病死する。没年は五十五歳とのこと。（「織田信忠: 「本能寺の変」に散

った信長の嫡男」近衛龍春 PHP研究所, 2004） 

（30）私も昨夏父を亡くした。ある程度寿命を全うした親の死でさえ相当こ 

たえたから、夫や子どもを亡くした人はどれほど辛かっただろうと思う。

しかし私の知る限り、彼女たちは時間の経過とともに立ち直り、しっか

りと. 31 分の人生を送っている。（「これから女たちへのメッセージ」

今岡朊子 文芸社, 2000） 

（31）だから、夢が実現した瞬間に、その夢を喪ってしまうという皮肉なこ 

とになってしまったのである。そして新たな夢を見出せない若者は、漂

流し始めた。古い夢を喪った大人たちも、それを止めるすべを持ってい

ない。（「イーハトーブと満洲国: 宮沢賢治と石原莞爾が描いた理想郷」

宮下隆二 PHP研究所, 2007） 

（32）彼は 9 歲の頃自転車から落ちて 5 分ほど意識を失ったことがあった。 

その後、けいれん(痙攣)をともなうてんかん(癲癇)発作を起こすようにな

った。（中略） ... はその後新しい記憶を形成する能力を失ったのである。

（「心理学入門: 実例から原理へ」中島信舟 日本文化科学社. 2002年 6

月） 

 

  以上の例文からわかるのは、すべてのガ格名詞が自分の具体的な動作や意

図を持つのではなく、単に対象の喪失などに影響される一種の経験者という

ことである。言い換えると、ガ格名詞である主格は元々所有の何かが欠落し

ている状態になる。既に前述したように、B-2の動詞述語の意図性はそれが

接続するヲ格名詞の性質51により左右される。また、手段方法の付加などで、

「自己破産で借金を無くす」「酵素で口臭を失くす」などの場合も意図的な

他動詞文が可能である。以上を用いて、それらを概念構造で対照関係を示す

と、次の（33）のようになる。 

 

（33）B-2が示す概念構造から項構造へのリンク 

例：意図的な操作をする場合- 酵素で口臭を失くした。 

                                                      
51筆者の考えでは、このようなヲ格名詞の特徴は、「借金、口臭、苦手意識、悪い習慣」など
のようにすべてガ格名詞（いわゆる所有者ともいえる）の一時的な状態に等しい、また、常に
マイナス的意味を表すものである。さらに、生まれつき有するのではない。それに引き換え、
B-2の場合では、「意識、言葉、気力」などが人間本来備わったものであるので（あるいはガ
格名詞の所有者に対し、失くしては困る大切なものである）、それらを意図的に取り除くと極
めて不自然になる。よって、B-2には非意図性を表す傾向がある。 

http://www.google.co.jp/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E8%BF%91%E8%A1%9B%E9%BE%8D%E6%98%A5%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.co.jp/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E4%BB%8A%E5%B2%A1%E6%9C%8B%E5%AD%90%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.co.jp/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E5%AE%AE%E4%B8%8B%E9%9A%86%E4%BA%8C%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.co.jp/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E4%BF%A1%E8%88%9F%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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B-2の場合      - 美香が言葉を失くした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3 Ｃタイプ 外項＝みせかけの経験者 

最後はＣタイプに入りたいと思う。まず、このタイプは 2章で天野氏が主張

した「状態変化主体の他動詞文」とある程度一致していると考えるが、さらに

因果関係と LCSで一連のプロセスを明瞭にすると強調したい。このタイプでは、

ガ格名詞が事象の成り立つという過程にまったく参与せず、ただ事象の結果を

一方的に受け取るだけである。その故、他動的なＡタイプや自発的なＢタイプ

と違って、全体受動的な意味を示している。ガ格名詞という主格の性質から見

れば、まずＡの動作主としては考えられないが、Ｂタイプの“経験者”と同じ

ものともいえない。これについては、筆者は Cタイプの主格いわゆる経験者52が

ただ後から述語による下位事象のみを所有すると考え、Bタイプの経験者と区

別すべきと主張したい53。（さらに正確に言うと、A-2のとも違っている）まず

例文を通して検証してみたい。 

 

                                                      
52

 影山（1996）は、このような主格が持つ意味役割を見せかけ経験者と称しているが、B のよ

うな経験者との違いについては詳しく言及していない。 
53

 天野によると、動作主を兼ねる経験者を「経験者 a」と呼び（筆者の A-2 に相当）、事象を

引き起こし手でないものを「経験者 b」（筆者の C に相当）と称しているが、B タイプの経験

者はその分類基準に言及されていない。よって、それらをまとめて再分類する必要があると考

える。 

概念構造：  

失くす  [x DO [x ACT(ON y)]] CONTROL[y BECOME [y BE-NOT-AT placeworld]] 

                                

B-2    φ  x       EXPERENCE[x BECOME [y BE-NOT-AT placex]]  

（X⊃Y） 

                

項構造： 

      ＜ X EX   ＜  Y ＞  ＞ 

         

統語構造 

への投射：    美香ガ    言葉ヲ 
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（34）私たちは空襲で家財道具を焼いた。 

（35）勇二は教師に殴られて前歯を折った。 

（36）今回の中越地震で自宅の瓦が飛び、隣の駐車場に停めてあった車を壊し 

ました。（http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1055898.html） 

(37) 陽子は風で帽子を飛ばした。（中右 実 1998：175） 

  

 以上の例は、次のように外在原因を表す補語を除いたら、文全体に Cタイプ

特有の受動的な意味が薄くなって、両義的な読みが取れるようになる。たとえ

ば、（34a）～（37a）の場合では、事象の成立はガ格名詞の自分の動作による

ものともいえるし、状態変化主体の他動詞文と見なす可能性もある。 

 

（34a）私たちが家財道具を焼いた。 

（35a）勇二が前歯を折った。 

（36a）隣の駐車場に停めてあった車を壊しました。 

(37a) 陽子は帽子を飛ばした。 

 

例えば、（35a）は Cタイプ以外にすくなくとも以下の二つの読みがある。（ガ

格名詞とヲ格名詞が全体部分関係である場合に限られる）それらはすべて主体

の状態変化を表しているが、天野氏による状態変化主体の他動詞文（主体から

の働きかけがない）ではない。 

 

（35b）（勇二が転んで地面にぶつかり、）  勇二が前歯を折った。 

 →筆者の分類における A-2 

（35c）（勇二がわざと虫歯の前歯を揺らし、）勇二が前歯を折った。 

→意図的な他動詞文 

 

以上のことから、Cタイプを表現するためには外在原因の表層化・顕在化が

常に欠けてはならないということがわかる。（そうでない場合は、文脈などの

情報知識で補い、）前述したように、A-1は自身が引き起こす自分による別の

原因事象の介入（内的）で非意図的な他動詞事象を促すタイプである。それと

対極の立場として、Cタイプは自身が引き起こさず他人による原因事象の介入

（外的）で非意図的な他動詞事象を促すタイプである。以下ではそれを LCS

で検証してみる。 

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1055898.html
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（38）Cタイプの非意図的な他動詞事象の場合： 

例：勇二は教師に殴られて前歯を折った。 

外的原因事象            CAUSE    非意図的な他動詞事象 

勇二が教師（x′）に殴られる                 勇二（x）が前歯を折った。 

   ↓ 

教師が勇二を殴って勇二の前歯（y）を折った      

↓                          ↓   

[EVENT1 x′]            CAUSE       [EVENT2 x] 

↓                          ↓ 

 x′CONTROL [y BECOME [y BE-AT z]]       [y BECOME [y BE-AT z]]  

↑       

（事象の生起を促す源） 

 

 

また、ガ格名詞主体が事象に参与する順序としてもほかのタイプとは違って

見える。Cの場合では、次の（39）のように表している、 

 

（39）Cにおける外項 xの位置 

 

空襲で     xの家が焼けた    xが家を焼いた。       

外的原因事象 x′⇒下位結果事象  ⇒ 見せかけ経験者 x（統語構造） 

                    この段階ではじめて登場する 

 Aタイプでは、ガ格名詞は最初から動作主として事象過程のもっとも先の順

番にいる。（エネルギー起点としても扱われるわけである）  

 

（40）Aにおける外項 xの位置 

 

xが骨を折る 骨（y）が折れる--（x⊃ y、y＝xの一部）-- xが骨を折った。   

動作主 x  （⇒下位結果事象        ⇒  経験者 x） 

 

以上のことをまとめてみると、Cタイプがもつ LCS仕組みは次のように表示

x EXPERENCE 

見せかけ経験者

‘ 
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できると主張したい。 

（41）Cが示す概念構造から項構造へのリンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 LCSと事象過程による比較 

 前の 4.2.1、4.2.2により各分類の LCSを把握した上で、本節ではまとめて

A、B、C三タイプを全体的にそれぞれ比較し、事象過程の中においてはそれら

がどのような対応関係を表すのかについて明らかにしたいと思う。（4.2.1で

言及したコントロールと CONTROLの異なりについても、ここでより詳しく補足

できると思う）まずは Aタイプから見てみよう、 

（Aタイプ） 

例：太郎が思わず壁を殴った。 

 

太郎が壁を殴ろうとする   ①（意図性 

                 ↓ 

太郎が壁を殴る   ② 

                ↓CONTROL（意のままに事象を成し遂げた） 

       太郎が壁を殴った。  ③（コントロール性 

   LCSの表記では CONTROL/CAUSE/EXPERIENCEなし（上位事象のみだから） 

概念構造：  

折る  【 [x1 DO [x1 ACT(ON y)]] CONTROL [y BECOME [ y BE-AT statez]] 】 

                                     結果（下位）事象のみ（X2⊃Y）  

C     φ               [y BECOME [y BE-AT statez]] 

    x1による原因 EV 

項構造： 

           ＜ X EX   ＜ Y ＞  ＞ 

          

統語構造 

への投射：教師に殴られる 勇二ガ   前歯ヲ 

     【EVENTx1】 

   LCSにおいては x1が抑制され背景化するが、下位事象が x2に受け継がれる。 

 

x2      EXPERENCE 
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LCS: [x DO[x ACT ON y]] 

 

例：太郎が不注意でガラスを割った。 

 

太郎がガラスを割ろうとする①（意図性 

       ↓ 

  太郎がガラスを割る  ② 

                ↓CONTROL（意のままに[上位]事象を成し遂げ） 

＿＿＿＿＿太郎がガラスを割った。＿＿＿＿③（コントロール性     

↓CAUSE                 ↓ 

ガラスが割れた。       ガラスを割ろうとしたが、割れなかった。④ 

（Y受影性 

（下位事象の成立）                   （下位事象の不成立） 

LCS: [x  DO [x ] ] CONTROL/CAUSE [y BECOME [y BE-AT z]] 

  コントロール性:強 

 

 上記の図によると、Aタイプが下位事象を持つ場合においては、典型的な他

動詞と同様に CONTROLは LCS概念構造に現れている。そしてこのタイプは意図

的な操作でほぼ事象を達成することが無難であるので、かなり強いコントロー

ル性を持っている。ここでさらに、それぞれの関数概念や他動性の特徴を事象

の流れに位置づけすると、以下のようになると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後は Aタイプの方法に沿って、同じく B、Cタイプにおける CONTROLとコ

ントロール性が及ぶ範囲の違い、また、CONTROLが B、Cタイプの LCSに出現

しないことが観察される。（Bタイプでは CONTROLは現れないが、文脈情報の

付加がある場合によって、コントロール性を持つようになる可能性が見られる。

事象の流れにおける位置： 

意図性：①～② 

コントロール性：②～④まで含める。事象全体の成し遂げに関する制御を意味する。 

CONTROL：②～③、X  CAUSE  Yの EVENTを制御する。必ずしも Yの成立を含意しない。 

CAUSE:③～④の間にて、上位下位事象の繋ぎ目として働いてる。Yの成立を含意する。 
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例えば、「演技で涙を流した。」） 

（Bタイプ） 

例：太郎が涙を流した。 

 

太郎が涙を流そうとする  ①（意図性 

       ↓ 

  太郎が涙を流す      ② 

                ↓（CONTROL [上位]事象を成し遂げがたい） 

＿＿＿＿＿太郎が涙を流した。＿＿＿＿③（コントロール性     

↓CAUSE⇒EXPERIENCE 54       ↓ 

涙が流れた。       ？涙を流そうとしたが、流れなかった。④ 

（Y受影性 

（下位事象の成立）                   （下位事象の不成立） 

LCS:  x EXPERIENCE [x BECOME [y BE-AT x]] 

コントロール性：弱～無 

（Cタイプ） 

例：太郎が放火魔の仕業で家を焼いた。X=太郎、X’＝ 放火魔 

 

放火魔が太郎の家を焼こうとする①（X意図性 

       ↓ 

 放火魔が太郎家を焼く     ② 

                ↓（CONTROL [上位]事象を成し遂げがたい） 

＿＿＿＿放火魔が太郎家を焼いた。＿＿＿③（Xコントロール性     

↓CAUSE⇒EXPERIENCE1         ↓ 

家が焼けた。        家を焼こうとしたが、焼けなかった。④ 

（X受影性 

（下位事象の成立）                   （下位事象の不成立） 

                ↓EXPERIENCE2 

           太郎が放火魔の仕業で家を焼いた。 

LCS: x EXPERIENCE [y BECOME [y BE-AT z]] 

                                                      
54
三つの概念関数 CONTROL、EXPERIENCE、CAUSEは同じ種類のもので、「強さ」の程度において

異なるだけであると考える。その程度差については区別すべきである。 
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コントロール性：ほぼ無 

4.3外項と受身化の制約 

今まで見てきたように、非意図的な他動詞文は分類の傾向として三つのタイ

プがあり、それぞれ「他動的」、「自発的」、「受動的」の意味合いを含んでいる。

また、このような多様性を示していると同時に、各タイプのもつ制限も一様で

はないと考える。以上のことを踏まえて、本節では、外項との関係をめぐり、

非意図的な他動詞文が受身化55する制約について論じたいと思う。 

まずこれから言及する外項というのは、動作主か意味上の主語の役割を担う

ものである。項構造の中では、＜x ＜y＞＞の“x”で外項を表現していて、

語彙概念構造では、上位事象である[x ACT （ON y）]や[x control …] 

などに現れる主語“x”が外項に相当する。一般的な他動詞文においてはガ格

名詞いわゆる主語が外項となり（目的語が内項となる）、常に動作主として機

能しているが、非意図的な他動詞文では、タイプごとによって性質が変わって

いる。また、＜Burzioの一般化＞による“外項を取る動詞は目的語に対格を

与えることができる”という概念から逆に考えると、対格の有する他動詞文が

外項を持つことになる。 

さて、非意図的な他動詞文の場合はいったいどうなのか。影山（2002：140）

は受身化との成り立ちに関して、『目的語の存在と受身化の成否とは、切り離

して考えることが必要になる。目的語が現れるかどうかは対格の付与という

「格」の問題であり、受身化できるかどうかは外項の有無に関わっている。56』

と述べているが、筆者はそれについて説明がまだ足りないと思われる。実際非

意図的な他動詞文においては、外項があるものの、受身化できない例は尐なく

なく見られる。例えば、「彼が足を折った。」→「？足が彼に折られた。」、「彼

女が涙を流した。」→「？涙が彼女に流された。」などである。 

以下では、各タイプの例を挙げ、外項と受身化との関わりを見て検証してい

きたい。（統語的な受身としては、外項を付加詞「～に/～によって」に格下げ

することができるから、その点についてチェックする。） 

 

「A-1タイプ」X≠Y 

                                                      
55

 ここでの「受身」は主に「直接受身」を指しているが、場合によって「間接受身」も入れ

て考慮する。 
56

 林（2008）では、筆者と同じく影山氏の説明が不十分であると述べていて、さらに「外項

の有無」を「意志性を持つ外項の有無」と修正した。が、筆者はそれだけで「彼がうっかり

花瓶を割った」という意志性を持たない外項である例に当たっては、解釈しにくいから、ま

だ改正する余地があると思う。 
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（42）（非意図）長男が誤って近所の家のガラスを割った。 

⇒（受身化）近所のガラスが長男によって割られた。 

（43）（非意図）僕が思わず弟を殴った。

（http://ashiyasei.seesaa.net/article/134461605.html） 

⇒（受身化）弟が僕に殴られた。 

（44）（非意図）裁判がファールを見逃した。 

⇒(受身化)試合中彼はバルセロナの DFエリック・アビダルに対してレッ

ドカードで退場を命じたこと、さらにチェルシーの主張によれば合計 4

回のペナルティー・キックに相当するファールが見逃されたことが強く批

判された。（http://www.goal.com/jp/news/1867/） 

（45）（非意図）読影者が病変を見逃した。 

⇒（受身化）他に，CADの併用で CTCによるポリープ検出能が向上し，読

影時間の短縮効果が得られるとする報告や，CADが検出していながら読影

者によって見逃された病変を検討した報告が興味深く思われました。 

（http://medicsight.co.jp/world_events/20091222_RSNA2009.html） 

 

「A-2タイプ」X≠Y X⊃Y 

（46）（非意図）女性が足の骨を折った。 

⇒？（直接受身）足の骨が女性によって折られた。 

（47）（非意図）消防隊員２人が左手の指を切った。 

  ⇒？（直接受身）左手の指が消防隊員２人によって切られた。57 

------------------------------------------------------------------- 

「B-1タイプ」X⊃Y 発生 

（48）（非意図）娘が高熱を出した。 

⇒＊（直接受身）高熱が娘に出された。 

（49）（非意図）ボランティアが汗を流した。 

⇒＊（直接受身）汗がボランティアに流された。 

                                                      
57

 ただし、A-2 の場合は文の中に「不注意で」などを書き加えることで、以下のように受身文

としての許容度が上がることも見られる。例えば、 

 

（46a）自分（女性）の不注意で、足の骨が折られた。 

（47a）自分（消防隊員）の不注意で、左手の指が切られた。 

 

A-2 は強いて言えば、A-1 と B、C タイプの間にある中間的なものなので、受身化の可能性

においては両方の傾向を兼ね、状況に応じ揺れが存在しているともいえる。この点については、

さらなる検討する余地があると考える。 

http://ashiyasei.seesaa.net/article/134461605.html
http://www.goal.com/jp/news/1867/
http://medicsight.co.jp/world_events/20091222_RSNA2009.html
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（50）（非意図）僕が鳥肌を立てた。 

⇒＊（直接受身）鳥肌が僕に立てられた。 

 

「B-2タイプ」X⊃Y 消失 

（51）（非意図）美香は言葉を失くした。 

⇒＊（直接受身） 言葉が美香に/によって失くされた。 

（52）（非意図） 彼は 9 歲の頃自転車から落ちて 5 分ほど意識を失った。 

⇒＊（直接受身） 意識が彼に/によって失われた。 

（53）（非意図）私は父を亡くした。 

⇒＊（直接受身） 父が私に/によって亡くされた。 

------------------------------------------------------------------- 

「Cタイプ」 

（54）私たちは空襲で家財道具を焼いた。 

 ⇒＊（直接受身）家財道具が私たちに/によって焼かれた。 

 ⇒ （間接受身）私たちは空襲で/によって家財道具を焼かれた。 

（55）勇二は教師に殴られて前歯を折った。 

 ⇒＊（直接受身）前歯が勇二に/によって折られた。 

 ⇒  (間接受身) 勇二は教師によって前歯を折られた。 

（56）僕は地震で駐車場の車を壊した。 

 ⇒＊(直接受身)  車が僕に壊された。 

 ⇒ （間接受身） 僕は地震によって車を壊された。 

（57）陽子は風で帽子を飛ばした。 

 ⇒＊（直接受身）帽子が陽子に/によって飛ばされた。 

 ⇒ （間接受身）陽子は風によって帽子を飛ばされた。 

 

以上からわかるのは、非意図的な他動詞文においては、A-1の場合を除いて

ほとんど直接受身にならないということである。しかしその中には、Cタイプ

だけはある程度に間接受身が許容されて、被害的な意味を呈している。そのよ

うな差異が出てくる理由は、まず事象の主語いわゆる外項の性質によって決め

られると考える。それぞれ既に前の分類に触れたものであるので、ここで簡潔

に非意図的な他動詞文の主語を次の表にまとめた。 

（58） 

統語構造ガ格に現れる主語 x 
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A 動作主（＝外項） 

B 動作主ではない（経験者）。意味上の主語として作用している。（＝外項 

C 動作主ではない（経験者）。意味上の主語として作用しているが、 

実質の外項は「地震、空襲…」などの外在原因事象（の主語）によるもの。 

 

 したがって、Aのように（実質 A-1のみ）外項は動作主であるとき、直接

受身化が可能であるといってもよいと思われる。が、A-2の場合は同じく外

項が動作主という条件を満たしつつ、実際受身ができないものである。それ

はなぜなら、A-1と比べれば、A-2以降のタイプ（B、Cを含む）は例外なく

ガ格(主語)とヲ格(目的語)が“全体部分の関係”を持つことである。それに

よって A-2と Bタイプは、事象の流れにおいてヲ格名詞に働きかけることが

自分（ガ格）に戻り、再帰的に見える。事象全体が自動詞的な意味を表して

いるので、受身にならないわけである。それに対し、Cの場合はやや違う。C

においては、事象を起こす実質の外項が通常外在原因として存在し、さらに

統語構造に現れるヲ格（目的語）との間に“全体部分の関係”を持たない。

ゆえに、A-2と Bの事象と違って他動的な事象を成していて、受身の可能性

も考えられる。しかし、実際統語上に出現する主語はただ見せかけ経験者で

あるから、直接受身に当然できない。（そもそも事象に参与しない点から考え

ても、それが成り立たない）逆にヲ格名詞との関連性によって、間接的に影

響を与えられ、間接受身ができるわけである。 

 以上述べたことは、次のようにまとめることができる。非意図的な他動詞

文の（直接）受身化できるかどうかは、「意志性を持つ外項の有無」58（外項

のない場合は当然できないが、元々意志性を持たない無情物の外項もできな

い。59）以外に、「全体部分関係」も関わっているということを言っておきた

い60。 

                                                      
58

 林（2008：47）を参照する。 
59 一般に日本語の使役構文では無情物いわゆる「無生物主語」が成り立ちにくいといわれる

が、影山（1996）は次のように-AS-、-OS-という使役化接辞をもつ他動詞文が可能であると述

べている。よって、この場合での受身化も考えられる。「無生物主語文」（-OS-、起こす）： 

（非意図）間違い電話が僕を起こした。（受身化）間違い電話に僕が起こされた。 
60仁田（1982）はすでに再帰構文という概念を提出していて、このような他動詞文が主体から

発した働きかけの影響が結局は主体そのものに戻り、主体の動きを表すものであるという点に

おいて、自動詞文と類似性があると主張している。故に、まともの受身（直接受身）もできな

いわけである。天野（1987）も仁田の主張を取り組み、以下のような条件の場合における他動

詞文が直接受身と対応しないと述べた。それぞれは、①再帰構文の場合②まともの受身文のガ

格名詞が無生名詞になる場合③経験者 a がガ格の文の場合。④状態変化主体他動詞文の場合。 
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（59）非意図的な他動詞文の受身化について 

①外項なし：（場所主語 zの場合） 

パソコンがミスを生じる。 

＊ミスがパソコンに/によって生じられる。（直接受身） 

②外項＝元々意志性ない＝無情物： 

車が泥をはねる。 

＊泥が車に/によってはねられる。（直接受身） 

③外項＝元々意志性ある＝有情物： 

          → 全体部分なし → 受身化○（直接受身） A-1    

→動作主  → 全体部分あり → 受身化△       A-2     

外項  →経験者 1 →  全体部分あり → 受身化×       B 

    →経験者 2  → 全体部分あり → 受身化△（間接受身） C 

経験者 1.2→ 全体部分なし → 成り立たない    なし 

（Bの単純な経験者を経験者 1とし、Cの見せかけ経験者を経験者 2と称する） 

   

4.4 非意図的な他動詞文が拡張過程による連続性 

 今まで論述してきたものから、非意図的な他動詞文は主に A、B、Cの三タイ

プに分けられることがわかる。しかし、各分類の間の境界線は実に白黒つけ難

いグレーな部分も大いにあることを強調したい。例えば、一つの動詞述語は他

動的な Aから自発的な Bに転換する際に、急に丸ごと Bになるのではなく、漸

進的に移行していく。つまり、そこに連続性が現れていると考える。以下では、

各々Bと Cに接近する連続地帯の例を挙げ、連続性を検証していきたいと思う。

まずは A-Bの連続地帯におけるものから見てみよう。 

                                                                                                                                                        
 筆者は以上の定義とは違う方向性として、外項と意志性の有無の観点から踏まえ、受身化の

観点を述べたい。たとえば、意味的な制約(益岡 1982 を参照)を抵触しないかぎり、①③とも

合致しても受身化を許容できるものもある。 

Ex: しかし中盤戦、対戦相手に研究され、勝ちきれない試合が続くと、その標榜するサッカ

ーは監督自らの手によって壊された。（http://www.plus-blog.sportsnavi.com/ninjakun/article/3/） 

しかしこの場合には、通常主体の意志性を欠かすとこのような受身化は許容度が下がる。  

△その標榜するサッカーは監督自らの手によって壊された。（監督がうっかり壊した結果？） 

 その標榜するサッカーは監督自らの手によって壊された。（監督がわざと壊した結果） 

それに対し、全体部分関係でない場合は、それほど差がでないと思われる。 

彼のパソコンは弟に壊された。（弟がうっかり壊した。） 

彼のパソコンは弟に壊された。（弟がわざと壊した。） 

このことにより、受身化の意味的な制約においては意志性がある程度に干渉されているとわか

る。また、前述した①④の条件においては、実に共通性として全体部分関係が見られる。よっ

て、受身化の制約において筆者は“再帰”という概念を取らずに、より幅広く対応できるよう

に“全体部分関係”にするわけである。 

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/ninjakun/article/3/
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Bへ移行する連続地帯：「お腹を壊す」「体調をくずす」など.. 

（60）鳥は、食ベすぎて気持ちが悪くなったとかお腹を壊したというような体 

験を経て、 1 回に食べられる限度を学習すると考えられる。（「したた

かな植物たち: あの手この手の◯秘大作戦 SCCbooks: SCCガーデナー

ズ・コレクション。」多田多恵子、SCC, 2002） 

 

この例における「鳥がお腹を壊した。」という事象は、Aタイプの「彼女が

足を折った」にかなり似ているが、やっぱり違うところがある。その共通点は、

「お腹を壊した」と「足を折った」の原因が同じく主語によるものである。例

えば、 

（61-A） 

彼が食べ過ぎて、お腹を壊した。 

→食べ過ぎなければ、お腹を壊す可能性が低くなる。 

彼が不注意で転んで、足を折った。 

→転ばぬように注意すれば、足を折る可能性が低くなる。 

  

というところは類似していると思われるが、ヲ格名詞の性質(自分と所属関

係をもたない“対象”にする)にはその違いが反映されている。例えば以下の

場合の転換では、「足を折る」だけが可能になる。 

（61-B） 

 ？彼が太郎のお腹を壊した。 

 →？？彼の動作で、太郎のお腹を壊す。 

 プロレスラーの彼が試合中対戦相手の足を折った。（作例） 

→手加減すれば、足を折る可能性が低くなる。 

 

（61-A）と（61-B）を通して、Bに接近する連続地帯におけるものは Aタイ

プとは共通点があっても、まったく同じものとして扱うべきではないというこ

とが判明できた。また、LCSによれば、以下のような差異が見られる。  

（62） 

？僕は太郎のお腹を壊した/僕は自分のお腹を壊した 

⇒[？y BECOME]（X≠Y）→[ y BECOME]（X⊃ Y）の限定になる 

⇒【X ⊃ Y】の制限が課せられる。（Yは Xの一部であるが、Y≠X） 

http://www.google.co.jp/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22SCCbooks:+SCC%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%82%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.co.jp/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22SCCbooks:+SCC%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%82%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.co.jp/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E5%A4%9A%E7%94%B0%E5%A4%9A%E6%81%B5%E5%AD%90%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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  プロセス選手は自分の足を折った/プロセス選手は相手の足を折った。 

 ⇒[y BECOME] 

⇒両方とも成立可能であるから、【X ⊃ Y】の制限が課せられない。 

 

 さて、上述したように Aにならない時点で、Bになれるのかという問題につ

いて検証する。Bタイプは通常ガ格とヲ格名詞の間に x=yの制限を持ちつつ、

よく自発的な意味を表すものである。よって、このタイプには“勝手に”など

の副詞との結びつけが自然に許容される。例えば、 

（63-A）勝手に涙を流した。 

    勝手に熱を出した。 

    勝手に鳥肌を立てた。 

 

それに引き換え、（65-B）には多尐違和感が感じられる。 

（63-B）？勝手にお腹を壊した。 

？勝手に体調を崩した。 

  

 その理由は主に、A-B連続地帯の事象の主語（ガ格名詞）が Aタイプと同じ

く事象の原因となるわけである。Bタイプのように何の行為や原因もなしで、

自発的に発生するのは論理的に考えにくいと思われる。また、連続地帯は A

と Bの特徴を同時に兼ねているといえるから、次の(66)の表格と LCSにまとめ

られる。（グレイの範囲は被っている部分である。） 

 

（64） 

タイプ 動詞述語の傾向 原因事象の必要性 x＝yの制限 

A 特定なし 要る、常に主語 なし（A-2のみ） 

連続地帯 状態変化他動詞 要る、常に主語 ある 

B 位置変化、作成動詞 なくても成立 ある 

Bに接近する連続地帯の LCS： 

原因事象  CAUSE 非意図的な他動詞事象 

↓          ↓   

[EVENT1 x] CAUSE [EVENT2 x]  

            ↓ 

          x EXPERENCE [x BECOME [y BE-AT z]]（x ⊃ y） 
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ここでわかるのは、LCSの形式も Aより Bに類似していることである。次は

Cに接近する連続地帯について触れてみたいと思う。まずは例を通してみてみ

よう 

 

Cへ移行する連続地帯： 

（65）この暑さで母は体調を崩した。 

（66）地震で彼が友人をなくした。 

（67）タマネギで涙を流した私です（微笑）。 いやー、タマネギの効果は絶大 

ですよ本当に。（http://mb2.jp/_auth/naturemoon/d-32） 

 

 その名称から見れば、この連続地帯は Cの意味に近接しているが、完全に C

タイプにならないものであるということがわかる。Cへの連続地帯になるのは、

同じく外在原因事象の付加が見られることである。しかしながら、Cタイプと

は違って、この連続地帯はその外在原因事象を省いても、事象成立の仕組みが

影響されない。その両者を分裂文で検証すると、その間に差異が明らかになる。 

 

Cへの連続地帯： 

（65-a）この暑さで母は体調を崩した。 

→母は体調を崩した。(外在原因事象をはずす) 

 →母が崩したのは体調だ。 

→体調が崩れたのは母だ。 

（66-a）地震で彼が友人をなくした。 

→彼が友人をなくした。(外在原因事象をはずす) 

 →彼がなくしたのは友人だ。 

→友人がなくなったのは彼だ。 

（67-a）私はタマネギで涙を流した。 

→私が涙を流した。(外在原因事象をはずす) 

 →私が流したのは涙だ。 

→涙が流れたのは私だ。 

 

Cタイプ： 

（68）私たちは空襲で家財道具を焼いた。 

 →？私たちは家財道具を焼いた。(外在原因事象をはずすと、両義的になる) 
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 →？私たちが焼いたのは家財道具だ。（元の受動的な意味とは違う） 

 →？家財道具が焼けたのは私たちだ。（元の受動的な意味とは違う） 

 (69) 陽子は風で帽子を飛ばした。 

 →？陽子は帽子を飛ばした。(外在原因事象をはずすと、両義的になる) 

 →？陽子が飛ばしたのは帽子だ。（元の受動的な意味とは違う） 

 →？帽子を飛ばしたのは陽子だ。（元の受動的な意味とは違う） 

 

つまり、このような連続地帯は外在原因のさらなる付加で、Cの受動的な意

味に近づくようになる。（多くの場合は被害の意味を表す） 

（70）連続地帯への拡張 

A-B連続地帯     ⇒   B-C連続地帯  

母は働きすぎて体調を崩した。→  母はこの暑さで体調を崩した。  

                （暑さによる母の熱中症） 

    B         ⇒   B-C連続地帯 

私が勝手に涙を流した。    → 私がタマネギで涙を流した。 

     （タマネギの刺激臭） 

     B         ⇒   B-C連続地帯 

 彼が友人をなくした。    →  彼が地震で友人をなくした。 

                （震災による友人の死） 

 

4.5 おわりに 

 以上論じてきたことで、非意図的な他動詞文は他動的な意味の Aタイプ、自

発的な意味の Bタイプ、受動的な意味の Cタイプという三つの多義性が確認さ

れる。しかし、それらは互いにはっきりした境界線を引いているのではなく、

それぞれの間には実に連続地帯を持っている。また、その一連の拡張は他動性

特徴と LCSの種類に反映している同時に、典型的な他動詞文との相違点から見

れば一種の「階層性」を成しているとも見える。それは、意味上、統語上（受

身化）、他動性の個数と LCSの表記などの点ですべてまとめると、表①のよう

に非意図的な他動詞文が持つ階層性および拡張過程を示している。 
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表①非意図的な他動詞文が持つ階層性・拡張 

 典型的な 

他動詞文 

Aタイプ 

 

Bタイプ 

 

Cタイプ 

 

他動性の特徴： 

意図性の有無 

コントロール性 

受影性の要求 

 

ある 

強 

述語に応じる 

 

なし 

強 

述語に応じる 

 

なし 

弱 

必須（主格だけ） 

 

なし 

なし 

必須 

意図的な操作へ

の転換 

 容易い 難しい ほぼ不可能 

LCSの概念関数 CONTROL/CAUS

E 

CONTROL/CAUSE EXPERIENCE EXPERIENCE 

事象の焦点 行為焦点 

上位事象 

行為焦点 

上位事象 

結果焦点 

下位事象 

結果焦点 

下位事象 

文の意味 

 

他動的 他動的 自発的 受動的 

有意識的に動

作主体による

行為 

無意識的に動作 

主体による行為 

無意識的に経験 

主体による変化 

経験主体による 

変化ではない 

事象における 

主要の生起原因 

内在原因 X1 

：動作主体 

内在原因 X1 

：動作主体 

内在原因 X1 

：経験主体 

外在原因 X2 

 

統語（受身） 直接受身 直接受身 

 

受身不可能 受身不可能 

（間接受身可能） 

全体部分関係 

（X⊃Y）の制限 

特に制限なし 

 

制限強くない 

（A-2のみ） 

制限ある 

 

制限ある 

（X2⊃Y） 

動詞の選択傾向 働きかけ他動

詞 

変化他動詞 

働きかけ他動詞

（A-1のみ） 

変化他動詞 

 

変化他動詞 

（発生・消失） 

変化他動詞 

 

例文 彼女は決心し

て歯を折っ

た。 

彼女は転んで 

歯を折った。 

彼女は涙を出し

た。 

彼女は彼に殴られ

て歯を折った。 

拡張する階層 典型                            非典型 
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第五章 結論 

 

 

5.1 日本語の非意図的な他動詞文について 

従来の研究においては、日本語の非意図的な他動詞文が典型的な他動詞文と

比べると、相対的に一種の非典型的なものとして扱われている。このような非

意図性を表す他動詞事象は実際、多岐的な種類や意味をもち、さらに異なる性

質を示しているが、今まではすべてが同一ものとして見なされ、区別なく位置

づけられがちである。例えば、 

 

・一般の他動詞文（典型的な他動詞文） 

 （1） 泥棒が鍵を壊した。 

 

・非意図的な他動詞文（非典型的な他動詞文） 

 （2） 長男が誤って近所の家のガラスを割った。 （Aタイプ） 

（3） 子どもが急に熱を出した。        （Bタイプ） 

（4） 私たちは空襲で家財道具を焼いた。    （Cタイプ） 

 

（1）の典型的な他動詞文に対し、（2）～（4）は共に意図性を欠くという共

通点がある。従来の定義によれば、（2）（3）（4）の文はただ同じく非意図的な

他動詞文に属するという説明にとどまって、性質上の違いなどについてあまり

明言されていない。カテゴリーから見ると、確かに非意図かつ非典型的な他動

詞文の範疇に入っているが、その中に位置する範囲や意味機能が明らかに異な

っているということを強調したい。筆者はそれらが混同することを避けるため

に、今までの主張（特に区分なく、すべて非意図的な他動詞文を同一ものと視

す）と違って、さらに下位分類をする必要があると提案した。 

よって本研究は、まず第三章では他動性プロトタイプと事象プロセスにより、

非意図的な他動詞文の下位に A、B、Cの 3タイプを分類することができると提

示した。さらに第四章では、それらの間には、外項の性質や LCSの違いなどの

検証により、異なる性質を持つという分析をしている。今まで述べてきたこと

を踏まえてまとめると、非意図的な他動詞文が有する下位分類（多義性）が次

のようになる。61 

 

                                                      
61

 このような分類については、第四章で言及したように、それぞれの間に実にグレイな連続

地帯が見られ、厳密に言えばあくまでも一種の傾向を示しているものとして考えてもよいと主

張したい。 
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日本語における非意図的な他動詞文の種類： 

Aタイプ 

・事象の流れ： 

 

 

     

 

・LCSの傾向： x CONTROL （[y BECOME y…]） 

・X CONTROL/CAUSE  Yの事象（y≠x）   ⇒他動的事象を成す       

・外項 XAGを持つ。 

 事象の過程からみると、Aタイプは典型的な他動詞文ともっとも類似してい

るから、他動性の度合いが強いわけである。外項の性質としては、常に動作主

いわゆる AGENTが働いていて、具体的な動作を表しているという場合もよくみ

られる。LCSの概念関数においても、典型的な他動詞文と同じく CONTROL 

/CAUSEが出現する。 

 

B タイプ 

・事象の流れ： 

 

 

 

 

 

・LCSの傾向： x EXPERENCE [x BECOME y… ] 

・X EXPERENCE Xの事象(x ⊃y、y≠x)   ⇒自発的事象を成す 

・外項 XAG⇒XEXを持つ。 

 Bの場合に移ると、事象に X以外の主体（X′）が参与できないという制限

が増える。事象全体は他動的というよりも、自発的に成立する感じにより近い

と思われる。また、図式によると、結局事象のエネルギーがまた Xの元に戻る

という点では再帰的なものを示していて、外項は AGENTとしての機能が薄くな

り、EXPERENCERの役割も兼ねうる。LCSの概念関数においては、EXPERENCEで

表している。 

 

 

X          Y 

 

X           Y          X′ 
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C タイプ 

・事象の流れ： 

 

 

 

 

 

・LCSの傾向： x EXPERENCE [y BECOME y… ] 

・X EXPERENCE X′の事象(x ⊃y、y≠x≠x′)⇒受動的事象を成す 

・外項 XEXを持つ。 

・マイナス的意味が多い 

 事象のプロセスから見ると、このタイプの外項 Xはエネルギーの発生源とし

ての機能を奪われ、かわりに常に X′という外在事象は出現し、その役割を担

いでいる。よって、意味上は受動的になり、一番典型的な他動詞文とは離れて

いる類型とも言えるわけである。また、Bタイプと同じく EXPERENCEという概

念関数を持っているが、外項の性質は違う。（Cの場合はただの見せかけの経

験者） 

 

5.2 今後の課題 

 本研究では、主に事象における他動性の意味特徴と語彙概念構造により、日

本語の非意図的な他動詞文の多義性を考察したが、なおいくつかの問題点が残

されている。 

 

①語彙レベルについて 

 第三章で既に言及したように、本研究は基本的に統語的なレベルによる意図

性の喪失に着目している。例えば、「私たちは空襲で家財道具を焼いた。」「長

男が誤って近所のガラスを割った。」「娘が熱を出した。」のように、本来の動

詞述語そのものは、意図性を表すものであるが、なんらかの統語的な特徴など

により、文全体は非意図的な他動詞文になる。それに対し、「見かける」など

のものは、最初から意図性が薄く感じられ、あるいは自ら意志的に表すことす

らできない、という語彙的な非意図動詞である。非意図的な他動詞文の構成に

ついては、引き続き検討していきたい。 

 

②無生主語の他動詞文（原因主語の他動詞文）について 

本研究の第二章では、非意図的な他動詞文についての前提として、主体が有

生主語であるという条件を設けていた。しかしある場合の無生主語は、人間な

どの影響によってガ格に出現し、事象の成立を促している。これは、原因主語

 

X           Y          X′ 
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の他動詞文ともいう。意図性から見ると、無生主語であるゆえ、非意図的なも

のとして扱ってもよいと考える。 

 

（5）母の死が彼を変えた。      （母が事故に遭った） 

（6）手紙が胸を打った。       （先生が手紙を書いた） 

（7）酒が原因で家庭を壊した。    （父が酒を飲みすぎた） 

 

（8）太陽が光を照らす。 

（9）雤が身を打つ。 

 

（5）～（7）のような文は（8）（9）の一般の無生主語の他動詞文（自然現

象など）に比べると、背景において通常有生主語による原因事象が潜んでいる

という違いが見られる。これについては、今後も本研究の延張として考察して

いきたい。 

 

 本研究では、まだ至らないところも多いかと思うが、本稿で得た結果をもと

にして、今後もさらにこれらの問題を課題として取り組んでいきたい。 
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