
第二章　理論的枠組み

2．1　語彙意味論

　本論文は、中国語の結果複合動詞を分析する際の方法として、「語彙意味論」（Lexical

Semantics）の枠組みを用いる。語彙意味論とは、語や形態素の意味構造を研究する意

味論の下位分野である。本論文の主眼点は、中国語の単音節の動詞がどのような意味

を内包するのか、結果複合動詞はどのような意味構造に基づいて複合されているのか、

中国語の結果複合動詞と同じ意味が、日本語や英語においてどのような形式をもつの

か、という三点にあり、語彙意味論のなかでも、動詞の意味論についての研究である。

　動詞の意味を研究する際に、最初に必要になるのは、人間が現実の世界から把握し、

一般化している「事象」（event）のタイプをどのように形式化するか、という「事象構

造」（event　structure）である。例えば、事象の基本的タイプとして、「状態」（state）、「変

化」（change　of　state）、「移動」（motion）、「活動」（activity）、「過程」（process）、「使役」

（causation）といった人間の認知体系において普遍的と思われる事象構造が、動詞の語

彙的意味の基本をなすといえる。本論文では、事象構造として「語彙概念構造」（Lexical

Conceptual　Structure；以下LCSと略称する）という形式化を用いる。語彙概念構造の内

容については、以下の2．2で紹介する。

　第二に、動詞の語彙的意味の一っとして、語彙的アスペクトがある。語彙的アスペ

クトとは、動詞が表す事象がもっ時間的内部構造を指す。事象を時間という観点から

捉えた際、事象が「完結」しているか否かが最も重要な基準となる。Vendler（1967）は、

英語の動詞を語彙的アスペクトという基準から、「状態」（state）、「活動」（activity）、「達

成」（accomplishment）、「到達」（achievement）の四種類に分類している。2．3では、この

四種類の動詞類がどのようなLCSで表されるかについて紹介する。

　第三に、意味構造を表す語彙概念構造から、どの構成素が統語的に具現化されるか

を考える必要がある。動詞の統語的素性として、動詞が表す命題の完結性を満たすた

めに必要な「項」（argument）、即ち「必須項」（obligatory　argument）についての情報が

必要となる。必須項についての情報とは、動詞がとる必須項の数、即ち一項動詞、二

項動詞、三項動詞のいずれなのか、また各必須項は、どのような「意味役割」（semantic

role；e．g．　agent動作主、　theme対象、　goal着点、　experiencer経験者、　cause原因）を担う
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のかという情報である。こうした情報を形式化したものを「項構造」（argument　structure）

と呼ぶが、項構造については、2．4で紹介する。

　第四に、動詞がもつ語彙概念構造が、どのようにして統語構造へ具現化されるか、

即ち項構造へ結び付けられるかという点について、2．5で影山（1996）の論考を紹介する。

2．2　事象と語彙概念構造

　人間が日常の世界で知覚・認識する事象は、言語形式へとパターン化する際、人間

の言語に普遍的な認識のパターンがあると考えられる。こうした人間の事象認識の型

を、動詞が表す語彙的情報として形式化したものが動詞の「語彙概念構造」である。

語彙概念構造の基本的な考え方は、1960年代後半から1970年代前半の「生成意味論」

（Generative　Semantics）における意味構造に遡る。その後、代表的な研究として、

Dowty（1979）、　Jackendoff（1990）へと発展していくが、本論文では、影山（1996）で用いら

れているLCSに基づいて分析をすすめる。以下、影山（1996）で提案されているLCSを

紹介する。

2．2．1状態

　まず、日常世界のなかで、最も基本的な事態として、「状態」（state）がある。状態は、

恒常的な継続性をもち、時間の内部構造においては、開始点と終了点を考えることが

できない脱アスペクトである。例えば、この状態を一般化したLCSで表示すると、以

下のようになる。

（1）　［sTATE　y　BE［LocATIoN　AT－z］］

　まず、（1）に出現するy，zは、共に「変項」（variable）であり、統語構造では名詞句（項）

として具現化し、yは存在する主体、又はある状態にある主体、　zは存在する場所又は

静止した状態を表す。一般に、yは統語構造で「内項」（internal　argument，動詞句の内

側に位置する項）を表す変項を指す。次に、大文字で書かれたBEは、意味述語と呼ば

れ、BEは様々な状態述語に共通する「状態」という意味を表す一般化された述語を表
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す。さらに、同じく大文字で書かれたATも意味述語であり、位置を抽象化した概念

で、物理的位置と抽象的状態の両方を表す。例えば、以下の（2a）は物理的位置、（2b）

は抽象的状態を叙述した文である。

（2）a．「翔」と名づけられたモニュメントが私たちの大学の中心にある。

　b．この大学には活気がある。

（2a）及び（2b）を（1）のLCSに当てはめると、（3）のようになる。

（3）［sTATE　y　BE［LocATIoN　AT－　z］］

　　　1

モニュメント

この大学

　　1

大学の中心

活気がある状態

（3）は、物理的位置がメタファーによって抽象的な位置を示す状態へと意味拡張をおこ

し、物理的位置と抽象的状態が同じLCSで表示できることを示している。　池上

（1981：8）によれば、英語のinは、①「場所」（in　the　room）、②「時間」（in　the　morning）、

③「状態（抽象的な場所）」（in　danger）のような、具体的な場所から、抽象的な概念で

ある「時間」、さらには「状態」へとその用法が拡大している。日本語の場所を表す格

助詞「に」にも、同様の現象がみられる。

（4）a．食卓』二葡萄がある。（具体的場所）

　b．私は早朝に散歩をする。（時間）

　c．世界の経済は緊迫した状況にある。（抽象的状態）

　こうした現象は、人間の認識に共通するものと思われ、池上（1981：11）によれば、「場

所理論」（localistic　theory）として十九世紀前半から提唱されているという。
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2．2．2　状態変化

　次に、ある状態への変化という事象を考えよう。例えば、「温かい」という状態に変

化することを表す「温まる」という非対格動詞は、影山（1996）によれば、以下のよう

なLCSで表される。

（4）　［EvENT　BECOME［sTATE　y　BE［LocATIoN　AT－z］］

ここでは、状態を表すLCSに、　BECOMEという状態変化を表す意味述語を付け加え

ると、「温まる」という非対格動詞の語彙概念構造が得られる。（5）は、ある主体yが

温かいという状態に変化した、即ち「温まる」という状態変化を起こしたという意味

を表している。

　さて、状態変化には、瞬間的な状態変化と「漸進的」（incremental）な状態変化の二

種類があるが、影山（2008：255）によれば、両者は以下のようなLCSの相違として区別

されている。

（6）瞬間的な位置変化・状態変化

　　　死ぬ、着く、切れる、消える、わかる、決まる、見つかる、到着する、

　　　結婚する、卒業する

　　　［BECOME［y　BE　AT－z］］

（7）漸進的な移動および漸進的な状態変化（過程process）

　　　進む、伸びる、温まる、育つ、回復する

　　［yMOVE［RouTE　p1＜p2＜…＜pn／○○］］

（6）の瞬間的な位置変化・状態変化では、位置や状態の変化を表すBECOMEが用いら

れている一方、（7）の漸進的な移動・状態変化においては、移動を表す意味述語MOVE

が用いられ、MOVEの補部として「中間経路」（Route）をとり、pは中間経路上にある

無数の点を示している。着点として、限界点p。の値をとれば、有界的な過程を表示し

（e．g．身長が180cmまで伸びた、お湯が38度まで温まった）、無限大∞の値をとれば、

限界点がない過程を表示する（e．g経済が発展する、経済が成長する）。
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　さて、「温まる」を例に考えると、「温まる」は、「漸進的な状態変化を経て、ある

想定された温度に到達した」という意味内容を内包しているが、こうした事象は、影

山（2008：256－257）では、（6）と（7）が組み合わさったLCSとして表される。

（8）　漸進的な移動／変化　　　　　　　　最終点への到達

　　［yMOVE［RouTE　p1＜p2＜…＜pn］］　＋　［BECOME［y　BE　AT－z］］

　（但し、p．とzは同じ点を指す）

2．2．3　活動

　次に、「活動」（action）のLCSについて考えよう。影山（2008：245）によれば、活動の

LCSは、自動詞の場合と他動詞の場合とで以下のように区別されるが、いずれもACT

という活動を表す意味述語で表されている。また、（9）に出現する主語Xは、y，Zと同

じく変項であり、統語構造において「外項」（external　argument，動詞句の外側に位置

する項）を示す。

（9）a．自動詞の活動

　　［xACT］

　　xがある行為や活動（ACT）をする

　b．他動詞の活動

　　［xACTON－y］

　　xがyに対して、ある行為や活動、働きかけをする。

（9a）で表される自動詞は、意図的行為「遊ぶ、泳ぐ、踊る、歌う」等のほか、「泣く、

笑う、呼吸する、あくびをする」といった不随意的な行為もACTで表される。一方、

（9b）で表される他動詞は、動作主xがある対象yに対して働きかけをすることを、ACT

ON～（～に働きかける）という意味述語で表している。例えば、「肩を揉む、足つぼ

を押す、愛犬を撫でる」等の働きかけ行為が（9b）のようなLCSで表される。
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2．2．4　使役状態変化

　「使役状態変化」とは、「ある状態に変化させる」という意味である。例えば、先に、

状態のみを表す「温かい」から状態変化を表す「温まる」への事象の拡張をみたが、

状態変化に使役という概念が加わると、「温める」という使役状態変化を表す使役他動

詞が派生する。こうした類の動詞は、影山（2008：257）によれば、以下のようなLCSで

表される。

（10）　［xACT　ON－y］CAUSE［［y　MOVE［RouTE　p1＜p2＜…＜pn］］BECOME［y　BE　AT－z］］

　　（P。＝z）

（10）では、今まで述べた事象のLCS全てが合成されている。例えば、「私はスープを温

めた」という使役状態変化動詞が表す事象構造は、まず、動作主が意図を持って、鍋

や電子レンジという手段を用いて、スープに対し「加熱する」という働きかけを行う。

左端の働きかけ行為他動詞［xACTON－y］は、動作主「私x」の「スープを加熱する」

というスープyに対する働きかけ行為を一般化したLcsである。そして、この働きか

け行為を受けて、スープの温度が「中間経路」上の無数の点を通過して、即ち漸進的

な変化を経るが、この過程を［yMOVE［RouTE　p1＜p2＜…＜p。］というLCSで表すことがで

きる。さらに、漸進的な変化の結果、スープの温度は、スープに適した温度に到達す

るが、この到達事象を表しているのが、［BEcoME［y　BE　AT－z］］というLcsである。そ

して、左端の働きかけの事象は、右側の過程・到達の状態変化事象と、CAUSE（使役）

という意味述語で結ばれ、働きかけ事象が原因事象として、結果としての状態変化事

象を引き起こしていることを示している。

　影山（2008：257）から引用すると、（10）を図式化したものが以下の図1である。図1で

は、［RouTE、pl＜p2＜…＜p。／・・］は、「経路」（Path）を表す［p。th　w］として一般化されている。　w

は、経路・過程を表す変項である。
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図2－1　LCSの最大範囲

Event

Event

／1＼

［xACT（ON－y）］

上位事象

／1＼

Event

State

／1＼

CAUSE　　［［y　MOVE［path　w］］　BECOME　［y　BE　AT－z］］

使役　　　囲　　　推移　　医函

下位事象

　図1は、動詞が表すことができる意味の最大範囲を示すが、図1は、中国語の動詞

においては、結果複合動詞のLCSに対応し、上位事象が前項動詞、下位事象が後項動

詞によって表される。例えば、＜推升tui－kai＞（押し開ける）の前項動詞く推tui＞（押

す）は対象に対する活動で、その結果対象が開いたことを後項動詞く升kai＞という

状態変化動詞によって表されている。序論で挙げたく吹醒chui－xing＞（風が吹く＋目

覚める）、＜奈死sha－si＞（殺すための行為を行う＋死ぬ）も同じ意味構造をもつ。日

本語における結果複合動詞「押し開ける」「叩きつぶす」「打ちのばす」等も同じ意味

構造を持ち、さらに、動詞そのものではないが、英語の結果構文も同様の意味構造か

ら成り立っている。中国語及び日本語の結果複合動詞、英語の結果構文では、いずれ

も、原因を表す上位事象と結果を表す下位事象がこの順番、即ち事象がおこった時間

順に並べられ、こうした形式から、CAUSEという使役の意味が生じてくる。

　本論文では、第三章以降、日本語・中国語の結果複合動詞、英語の結果構文の分析

の際LCSを用いるが、漸進的変化と瞬間的変化を区別せずに、二種類の状態変化をま
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とめて［BEcoME　［y　BE　AT－z］］と表すことにする。

2．3　語彙的アスペクトによる動詞分類と語彙概念構造

　では、2．2で紹介した動詞が持ちうる事象構造は、どのように動詞分類に関わるの

だろうか。本節では、動詞の語彙的意味の一つとして、語彙的アスペクトについて紹

介し、語彙的アスペクトに基づいて分類された四種類の動詞類と各動詞類のLCSを紹

介する。

　Vendler（1967）は、英語の動詞を語彙的アスペクトという基準から、「状態」（state）、

「活動」（activity）、「達成」（accomplishment）、「到達」（achievement）の四種類に分類し

ている。Vendler（1967）の四分類を例とLCSとともにまとめると、以下の（11）のように

なる。

（11）Vendler（1967），Dowty（1979）の語彙的アスペクトによる英語動詞の分類

　　a．状態（state）：（y　BE　AT－z］

　　　know，　believe，　have，　desire，　love，　be　tall，　hear，　see

　　b．活動（activity）：（x　ACT］又はlx　ACT　ON　yl

　　　study，　run，　walk，　swim，　push　a　cart，　drive　a　car，　seek，　listen　to，　look　for

　　c．到達（achievement）：（BECOME　Iy　BE　AT－z］］

　　　recognize，　spot，　find，　lose，　reach，　die，　understand，　hear，　see

　　d．達成（accomplishment）：Ix　ACT（ON－y）1CAUSE　IBECOME【y　BE　AT－z］］

　　　paint　a　picture，　make　a　chair，　push　a　cart　to　the　supermarket，

　　　recover　from　illness，　build，　kill，　put

　まず、「状態」は、脱アスペクトであり、恒常性をもつ状態である。例えば、英語に

おいては、knowは状態動詞として扱われる。一方、対応する日本語の動詞「知る」は

瞬間的な状態変化を表す「到達」動詞であり、状態動詞とするためには、「知っている」

のように、「ている」形をつけなければならない。

　次に「活動」には、限界点がなく、理論的には「継続的」（durative）かつ「非完結的」

（atelic）な事象として捉えられる。例えば、　push　a　cartという行為は、理論的には限界
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点がなく、継続的かつ非完結的である。しかし、この行為事象に、to　the　supermarket

という限界点が付け加わると、継続的かつ「完結的」（telic）となり、「達成」事象とな

る。

　「到達」事象は、ある状態から別の状態へ瞬間的に変化するという限界点が設定さ

れ、完結的であるが、瞬間的な状態変化を表すので、継続性をもたない。例えば、

recognize（わかる、悟る）、　find（見つける）、　lose（失う、なくす）、　reach（着く、到

着する）、die（死ぬ）は、英語においても、日本語においてもいずれも到達動詞とし

て扱われる。

　最後に、「達成」は、ある行為の結果、ある状態変化がひきおこされるという事象の

合成から構成され、継続的かつ完結的である。例えば、何かを描くというpaintとい

う活動事象に、apictureという限界点を付け加えると、「絵を一枚書き上げた」という

達成事象となる。

　以上の四種類の述語タイプを、継続性の有無（意味素性［±durative］として表示）及

び完結性の有無（意味素性［±telic］として表示）という二つの基準から、各タイプの意

味素性の相違を整理すると、表2－1のようになる。

表2－1　Vendler（1967）による英語の動詞分類と語彙的アスペクト

動詞分類 継続性 完結性

状態State 脱アスペクト 脱アスペクト
活動Activity ［＋durative］ 卜telic］

到達Achievement ［－durative］ ［＋telic］

達成Accomplishment ［＋durative］ ［＋telic］

　Vendlerのこうした語彙的アスペクトによる英語の動詞分類は、人間が認知する事象

の普遍的類型を捉えているといえるが、こうした普遍的類型は、言語によって異なる

形式をとる。例えば、中国語の動詞が英語と同様に分類ができるか否かについて考え

てみよう。Tai（1984）は、　Vendler（1967）の動詞分類に対し、中国語の「単純（単音節）

動詞」（simple　verb）においては、「状態」と「活動」の二種類しかなく、完結性を表す

ためには、原因事象としての「活動」述語と結果事象としての「状態」述語を複合し

た結果複合動詞を用いるか、＜死si＞（死んでいる状態）、＜断duan＞（切れている状態）、
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＜破po＞（壊れている状態）、＜升kai＞（開いている状態）などの単純結果状態述語に起

動を表すアスペクト接辞＜一了le＞を付加するという二つの形式に頼っていると述べて

いる。まず、単一動詞が完結性をもたず、結果複合動詞を形成して初めて完結性が保

証される例として、Tai（1984：291）は、以下のような例を挙げている。

（12）a．張三奈　了李四丙次，李四都没死。
　　　Zhangsan　　sha　　　　le　Lisi　liangci，　　Lisi　dou　mei　si．

　　　張三（人名）殺そうとする　LE　李四（人名）二回　　李四　いずれも否定　死ぬ

　　　張三は李四を二回殺そうとしたが、李四はいずれも死ななかった。

　　b．＊張三余　　死了李四丙次，李四都　没死。
　　　Zhangsan　sha－　　　　si　le　Lisi　liangci，　Lisi　dou　　mei　si．

　　　　張三　　　殺そうとする　死ぬ　LE　李四　　二回　　李四　いずれも否定死ぬ

　　　＊張三は李四を二回殺したが、李四はいずれも死ななかった。

（12a）では、＜奈sha＞という「対象を殺そうとする行為」動詞は、活動動詞で非完結的

であるから、「張三は李四を殺そうと二回行為を起こしたが、二回とも李四は死ななか

った」という文が可能となる。英語のkillや日本語の「殺す」と異なり、＜奈sha＞は、

完了のアスペクト接辞＜一了le＞がついても、非完結的な活動動詞にしかすぎないことが

（12a）からわかる。一方、＜奈死sha－si＞という「活動動詞と結果状態動詞」が複合され

た複合動詞では、完結性が保証され、英語のkillや日本語の「殺す」と同様、対象の

状態変化、即ち相手を死に至らしめたという結果が保証されている。このため、（12b）

のような「＊李四を二回殺したが、李四はいずれも死ななかった」に相当する中国語の

キャンセル文は非文となる。

　次に、Tai（1984：294）は、結果を表す中国語の第二の形式として、単一結果状態述語

に起動を表すアスペクト接辞＜一了le＞を付加した形式として、（13）のような例文を挙げ

ている。

（13）a．他死　 了。

　　　Ta　si　　　le．

　　　彼　死ぬ　　LE
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　彼は死んだ。

b．＊他死。

　Ta　si．

　彼　死ぬ

　彼は死ぬ。

（13b）は非文であることから、起動を表すアスペクト接辞＜一了le＞は不可欠であること

がわかる。

　Tai（1984）は、結果複合動詞と「結果状態述語＋＜一了le＞」という二つの形式を「結果

動詞」（Results）という一つの動詞類にまとめ、中国語の動詞には、「状態」「活動」「結

果」という三つの類しかない、と述べている。さらに、英語の「達成」動詞に対応す

る動詞の類は中国語にはない、と述べている。しかし、Tai（1984）では、　LCSを用いた

分析は行われていないが、彼が「結果動詞」（Results）としてまとめた類は、「結果状態

述語＋＜一了1e＞」が「到達」動詞と同じ事象構造、結果複合動詞が「達成」動詞と同じ

事象構造をもっている。Vendler（1967）の英語の動詞分類に対応する中国語の形式を表

示すると、以下のようになる。

（14）中国語における四種類の動詞形式

　　a．状態（state）：［y　BE　AT－z］

　　　　＜死si＞（死んでいる状態）、＜断duan＞（切れている状態）、

　　　　＜破po＞（壊れている状態）、＜升kai＞（開いている状態）、

　　　　＜砕sui＞（粉々の状態）

　　b．活動（activity）：（x　ACT］又は（x　ACT　ON　y］

　　　　＜奈sha＞（殺そうとする行為）、＜切qie＞（切ろうとする行為）、

　　　　＜打da＞（打つ）、＜推tui＞（押す）、＜敲qiao＞（叩く）

　　c．到達（achievement）：（BECOME［y　BE　AT－z］］

　　　　＜到了dao－1e＞（到着している）、＜死了si－le＞（死んでいる）、

　　　　＜断了duan－le＞（切れる）、＜破了po－le＞（壊れている／破れている）、

　　　　＜升了kai－le＞（開いている）、＜砕了sui－le＞（粉々になっている）

　　d．達成（accomplishment）：（x　ACT（ON－y）1CAUSE［BECOME　Iy　BE　AT－z11
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＜奈死sha－si＞（殺す）、〈切断qie－duan＞（切る）、＜打破da－po＞（壊す）、

＜推升tui－kai＞（押し開ける）、敲砕＜qiao－sui＞（たたいて粉々に壊す）

　まず、中国語における状態述語は、＜死si＞（死んでいる状態）、＜断duan＞（切れて

いる状態）、＜破po＞（壊れている状態）、＜升kai＞（開いている状態）、＜砕sui＞（粉々

の状態）等、単音節の形容詞である。この状態述語に、起動のアスペクト辞＜一了le＞

を付加すると、起動、状態変化の意味をもち、英語の到達動詞に相当する事象構造と

意味をもつ。

　次に、中国語における活動動詞は、＜余sha＞（殺そうとする行為）、＜切qie＞（切ろ

うとする行為）、＜打da＞（打つ）、＜推tui＞（押す）、＜敲qiao＞（叩く）等、完結性をもた

ない単音節の動詞一語でも表しうる。

　これらの活動動詞を前項として、状態述語く死si＞（死んでいる状態）、＜断duan（切

れている状態）、＜破po＞（壊れている状態）、＜升kai＞（開いている状態）、＜砕sui＞（粉々

の状態）等を後項にした結果複合動詞が形成されると、英語の達成動詞に相当する

く奈死sha－si＞（殺す）、〈切断qie－duan＞（切る）、＜打破da－po＞（壊す）、＜推升tui－kai＞

（押し開ける）、敲砕＜qiao－sui＞（たたいて粉々に壊す）が形成される。

　Tai（1984）の主張では、中国語には、英語の達成動詞に相当する動詞類はないとされ

ている。確かに中国語は、単一動詞の形式では、達成動詞に相当するものがないが1、

「活動動詞＋状態述語」の組み合わせの結果複合動詞を形成することにより、達成動

詞と同じ語彙的アスペクトをもっ複合動詞類を持っている。達成事象という普遍的な

意味が、英語・日本語・中国語の動詞及び動詞表現においてどのような形式をもつか

という対比を以下に示そう。

（15）a．英語（単一動詞）

　　b．日本語（単一動詞）

　kil1

　殺す

c．中国語（結果複合動詞）活動動詞

　　　　　　　　　　　　奈sha

　　cut

　　切る

状態述語　　活動動詞

　死si　　切qie

状態述語

断duan

1厳密にいうと、＜升kai／美guan／焼shao／去diu＞などの単音節能格動詞は達成動詞
と言えるが、但し、現代中国語ではこのような単音節能格動詞の数が限られている。
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　（15）では、英語の動詞kill／cut、日本語の動詞「殺す」「切る」は単一動詞であるが、

これらの単一動詞に相当する語彙的アスペクトをもつ中国語の動詞は、活動動詞と状

態述語を組み合わせた結果複合動詞となるという対応を図式化している。この対比を、

達成事象が表すLCSとの対応でさらに対比すると、（16）のようになる。

（16）　　［xACT（ON－y）］

奈sha

CAUSE　　［BECOME［y　BE　AT－z］］

死si

＜奈死shasi＞

（kill，「殺す」）

（16）をみると、達成事象を表す使役起動という語彙概念構造は、英語・日本語におい

ては、単一動詞kil1，「殺す」に融合されている。一方、中国語においては、使役起動

という語彙概念は、活動動詞のく兼sha＞と状態述語のく死si＞という二つの動詞が分担

して表す。この二つの動詞が結果複合動詞の鋳型にはめこまれることにより、使役の

意味が生じ、分析的な動詞形式によって達成動詞の概念が表される。語彙的アスペク

トという観点から中国語の動詞体系をみると、結果複合動詞は達成動詞として機能し、

重要な位置を占めることになる。

2．4　項構造

　以上、動詞の意味を考える際の語彙概念構造と語彙的アスペクトについて考察した

が、次に、動詞の意味から、どのような統語構造へと具現化されるかを考える必要が

ある。そこでまず必要になるのは、動詞の統語的素性として、動詞が表す「命題の完
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結性」を満たすために必要な「項」（argument）、即ち「必須項」（obligatory　argument）に

ついての情報である。必須項についての情報とは、動詞がとる必須項の数、即ち一項

動詞、二項動詞、三項動詞のいずれなのか、また各必須項は、どのような「意味役割」

（semantic　role；e．g．　Agent動作主、　Theme対象、　Goal着点、　Experiencer経験者、　Cause

原因等）を担うのかという情報である。こうした情報を形式化したものを「項構造」

（argument　structure）と呼ぶ。例えば、　killの項構造は以下のように表される。

（17）kill：［Agent，　Theme］

（17）では、killが、義務項として名詞成分を二項とり、主語としてAgent（動作主）、

目的語としてTheme（対象）をとることを表している。意味役割の設定や定義につい

ては、いくつかの分析が提案され必ずしも一致していないが、以下、本論文における

枠組みでの意味役割について、例文とともに紹介したい。

　まず、「動作主」（Agent）から例文をみよう。

（18）「動作主」（agent）：意図を持って、ある行為を行う人

　a．私は丸いケーキを8切れに切った。

　b．私は毎朝散歩する。

（18a）は他動詞文の例、（18b）は非能格自動詞文の例であるが、いずれも下線を引いた主

語にあたる部分は、意志を持ってある行為を行う人、即ち動作主という意味役割を担

い、「行為」事象の外項となる。

　次に、「対象」（theme）という意味役割をみよう。

（19）　「対象」（theme）：存在するもの、移動するもの、変化するもの

　a．蛭円のなかにある。（存在するもの）

　b．車が坂を転げ落ちていった。（移動するもの）

　c．私は辞書を本棚に置いた。（移動するもの）

　d．ジョンはメアリーに杢丘あげた。（移動するもの）

　e．メアリーはジョンから本をもらった。（移動するもの）
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f．卒業生は、立派な社会人に成長していた。（変化するもの）

g．私は花瓶を壊してしまった。（変化するもの）

（19）にみられるように、「対象」という意味役割は、「存在」「移動」「変化」事象にお

いて、内項となる事物を表す。（19d）（19e）は、授受事象であるが、授受もモノの「移動」

現象と捉えることができる。

　第三に、「経験者」（experiencer）という意味役割をみよう。「経験者」とは、ある心理、

知覚、情況を経験する人を表わす。

（20）「経験者」（experiencer）：ある心理、知覚、情況を経験する人

　　a．私はヴァイオリンが好きだ。（好きという心理を経験する人）

　　b．盤急にコーヒーが飲みたくなった。（飲みたいという心理を経験する人）

　　c．私にも、ピアノの音が聞こえる。（聞こえるという知覚を経験する人）

　　d．私も、眼鏡をかけると、よく舞台が見える。（見えるという知覚を経験する人）

　　e．鎚、偶然昔の同級生に出会った。（偶然の出会いという情況を経験する人）

（20）の各例文が表す事象は、いずれも意志で制御可能な事象ではなく、そうした事象

を経験する人が「経験者」という意味役割を担う。

　第四に、「着点」（Goal）という意味役割をみよう。「着点」とは、移動の方向、到達

点を表す。例を以下に挙げよう。

（21）　「着点」（Goal）：移動の方向、到達点

　a．私はその日の夜ロンドンに着いた。

　b．私は東京から台北へ飛んだ。

　c．私は6時まで授業があります。

　d．盤入学許可書を受け取った。

（21a）は、到着の着点が「ロンドンに」で表されており、「着く」という述語の必須項

となっている。（21b）は移動の方向が「台北へ」で表されている。また、「着点」は（21c）

のように、具体的な場所以外にも、時間の終結点を表すこともできる。さらに、（21d）
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のような授受表現で、受け取る人をモノの移動の着点とみなすこともできる。「着点」

は、述語の義務項になることがあるという点で、以下に述べる「起点」と比べると、

より卓越した文法的位置を占める。

　第五に、着点と対極をなす「起点」（source）という意味役割は、移動の出発点や時間

的区切りを表す。

（22）「起点」（source）：移動の出発点や時間的区切り

　　a．私は東京から神戸まで新幹線に乗った。

　　b．東京外国語大学は2000年に巣鴨から府中へ移転した。

　　c．午後の授業は＿＿13HEIi｝10ZN＞b・6始まります。

　　d．私は昨日母から宅急便を受け取った。

（22a）及び（22b）の下線部は、移動事象における出発点を表し、典型的な起点である。

（22c）の「13時10分から」は、「授業」という一つの事象の時間構造のなかでの開始点

も、起点という意味役割を担う。また、（22d）のような授受関係においても、「母から」

はモノの移動の出発点として起点とみなされる。一般に、「起点」という意味役割は、

述語の必須項にはならず、あってもなくてもよい「随意項」（optional　argument）となる。

　第六に、「場所」（location）という意味役割を考えよう。「場所」という意味役割は、

あるものが存在する場所か、あるものが移動行為によって結果として存在する場所2を

表し、述語の義務項とみなされ、日本語においては、二格で具現化する3。

（23）　「場所」（location）：あるものが存在する場所

　　a．たくさんの飲み物が冷蔵庫に入っている。

　　b．私は緑豊かな武蔵野に住んでいます。

　　c．私は玄関に針水晶を置いています。

2移動事象の結果、移動物が存在するようになる場所は、「着点」という意味役割を担
うとも考えられる。
3デ格で表される場所は、本論文では、随意項となる「場面」（scene　setter）とみなす。

例えば、「ロンドンでは、私はリリアン・ペンソンホールに住んでいた」という文の下
線部は、「私がある場所に住んでいた」という出来事が起こった場面を設定する働きを
もつ意味役割、即ち「場面」とみなす。しかし、本論文では、「場面」という意味役割
を扱わない。
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d．彼は教師の家に生まれました。

e．私はテニスクラブに所属しています。

（23a）（23b）の下線部はいずれも人やモノがある場所に存在することを示すので、「場所」

という意味役割を担うとみなされる。（23c）の下線部は、「置く」という使役移動行為

の結果、あるモノが存在するようになる場所を示し、これも「場所」という意味役割

を担う。（23d）の下線部は、人が生まれた結果、ある場所に存在し、生活するような基

盤的な場所を示しているが、こうした場所も、「場所」という意味役割を担うことにな

る。さらに、（23e）の下線部は、人やモノが帰属する抽象的な場を表しているが、これ

も、述語が要求する必須項であり、「場所」という意味役割を担う。

　第七に、「原因」（cause）という意味役割を考えよう。「原因」はある状態変化を引き

起こす原因を表す。例を挙げると、（24）のようになる。

（24）「原因」（cause）：ある状態変化を引き起こす原因

　　a．合格の知らせが私たちを喜ばせた。

　　b．首相の突然の辞任は国民を驚かせた。

　　c．朝の散歩は脳を活性化させる。

　　d．地球温暖化が異常気象を招いた。

　　e．朝の読書習慣は子供たちの作文力を向上させる。

（24a）及び（24b）は、ある原因事象が人間に心理的変化を引き起こしたという現象を叙述

しているが、主語はいずれも「原因」という意味役割を担っている。（24c）、（24d）及び

（24e）においても、いずれも主語が「原因」という意味役割を担い、状態変化を引き起

こすという意味を表している。「原因」という意味役割は、中国語の結果複合動詞の主

語となることも多い。この現象は、第五章の「中国語の結果複合動詞の項構造と語彙

概念構造」において再び論じることにする。

　第八に、「手段」（instrumental）という意味役割がある。この意味役割は、行為の目的

を達成するための手段や道具である。以下、英語の例も交えて挙げる。

（25）　「手段」（instrumental）：行為の目的を達成するための手段や道具
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a．エ1t1s－lsgyk　admits　to　the　garden．

　この鍵で庭に入れる。

b．Iunlocked　a　d　o　o　r　Wt1tl1Lq＿1Sgh　　　　yk　　．

　私は鍵でドアを開けた。

　英語においては、（25a）のように鍵という非生物の手段が主語になることができるが、

日本語では、手段はデ格で表され、一般には主語にならない。英語でも、一般には、

（25b）のwith　a　keyのように、随意項の扱いとなる。

　第九に、「受益者」（benefactive）という意味役割について述べよう。「受益者」は、他

者の行為から、恩恵・利益を得る者と定義される。日本語においては、「～くれる／あ

げる」という授受動詞が補助動詞として機能する述語の必須項となる。

（26）「受益者」（benefactive）：他者の行為から、恩恵・利益を得る者

　　a．私は息子にゲーム機を買って｛あげた／やった｝。

　　b．先生は私に推薦状を書いてくださった。

　　c．彼は私のために買い物に行ってくれた。

（26）の各例の下線部は、いずれも「受益者」という意味役割を担っている。

　最後に、「命題」（Proposition）という意味役割を紹介する。思考動詞「思う、考える」、

知覚に関わる動詞「読む、聞く、わかる、理解する、感じる、覚えている、思い出す」、

コミュニケーションに関わる動詞「言う、話す、述べる、伝える、報告する、命令す

る、相談する、依頼する、照会する」等の述語は、「命題」という意味役割の補部をと

り、統語的には目的語節として表される。また、目的語節ばかりではなく、主語節に

も、「命題」という意味役割が与えられる。

（27）「命題」（Proposition）：命題内容

　　a．私は、この案は成功すると思う。

　　b．私は、朝果物と水を摂取する習慣が健康に役立つという記事を読んだ。

c．駅員は、この電車が一番早く成田空港に着くと言った。

d．納豆を毎日食べることは、健康に良い。
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（27）の各文の下線部は、いずれも「命題」という意味役割をもち、節となっている。

　以上、十種類の意味役割「動作主」「対象」「経験者」「着点」「起点」「場所」「原因」

「手段」「受益者」「命題」について説明した。次節では、語彙概念構造がどのように

項構造へ結び付けられるかについて考えたい。

2．5語彙概念構造から項構造へのリンキング

　以上、2．3では動詞の語彙的アスペクトと語彙概念構造、2．4では項構造にっいて説

明した。では、語彙概念構造と項構造はどのように相関しているのだろうか？以下、

影山（1996：90－92）の叙述をもとに、筆者なりの解釈も加えながら、要約する。

　まず、語彙概念構造のうち、最も基本的な状態について考えると、語彙概念構造と

項構造は以下のように結びつけられる。

（28）状態

　　［yBEAT－z］

　　　1

　　内項（「対象」という意味役割を担う動詞句の中に位置する項）

　次に、状態変化の場合、語彙概念構造と項構造のリンクは以下のようになる。

（29）状態変化

　　［BECOME［y　BE　AT－z］］

　　　　　　　1

　　　　　　内項（対象）

次に「活動」の場合は以下のようになる。

（30）活動

　　［　x　　　ACT

　　　l

　　外項（動作主）

（ON－y）　］

　　1

　内項（対象）
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（29）及び（30）の事象が合成されると、一つの動詞が表しうる最大の意味構造である使役

状態変化事象となるが、使役状態変化における語彙概念構造と項構造の結びつきは以

下のようになる。

（31）使役状態変化1　（原因事象が活動事象である場合）

［x　　ACT　　（ON－y）　］　CAUSE

　l　　　　　　l

外項（動作主）内項（対象）

BECOME［yBE　AT－z　］　］

　　　　　1

　　　　内項（対象）

（31）の場合、CAUSEの左側にくるのは、原因となる活動事象であるが、原因が事象で

はなく、原因となる人、事物、手段である場合は、以下のようになる。

（32）使役状態変化2　（原因が人、事物、手段である場合）

　　［　x　CAUSE　［BECOME［y　BE　AT－z　］　］

　1

外項（原因・手段）

　1

内項（対象）

　このような語彙概念構造と項構造の対応関係は、以下のようなリンキング規則とし

てまとめられる。

（33）a．意味述語ACT又はACT　ONの主語は、常に外項xに結び付けられる。

　　b．意味述語ACT　ONの目的語は、常に内項yに結び付けられる。

　　c．意味述語BEの主語は、常に内項yに結び付けられる。

　Croft（1991）及びLangacker（1991）の認知モデルにおいても、こうした語彙概念構造と

項構造のリンキング規則と同様の分析がなされている。

　本論文では、動詞の語彙的意味を、語彙概念構造及び項構造という形式化で捉え、

こうした動詞の語彙的意味が、どのように結果複合動詞の構造、さらには文の統語構

造へと具現化していくのかということを第三章以降論考する。
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