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0．はじめに

　本研究は、認識動詞が要素となる非情主語受身文を調査し、その意味と構造的特徴を詳

しく分析した上で、テキストにおける割合を示そうとするものである。本研究の調査から、

認識動詞による非情主語受身文のテンス・アスペクト的な特徴、及び、テキストによる受

身文タイプの現れ方の違いが明らかになった。

　なお、管見の限り、認識動詞による非情主語受身文を調査した先行研究は見当たらない。

1．調査対象と調査方法

　本研究は、調査対象を非情物が主語に立っ受身文に限った。このため、非情主語の受身

文が多い「書き言葉」のテキストからデータを収集した。今回、「書き言葉」のテキストと

して選んだのは、いわゆる新書の文章と新聞の報道記事である。前者を「評論文テキスト」、

後者を「報道文テキスト」と呼ぶ。「評論文テキスト」とは、科学、自然、政治経済、文化、

歴史などのさまざまな分野に関して、評論者が自らの見解を述べる文体である。一方、「報

道文テキスト」とは、新聞の記事のうち，コラム（囲み記事）、社説、スポーツ欄、情報欄、

新聞小説、各種紹介、見出しなどを除いた報道記事の部分で、実際に起きた（起きる）出

来事を事実として伝える文体である。この2つのテキストジャンルを調査対象にした理由

は、「書き言葉」と言われる文体の特徴を持つ上、文体の特徴がシンプルであると判断した

ためである1。

　扱った作品は、すべてテキストファイル化された電子資料で、「評論文テキスト」には

日本語教育支援システム研究会（CASTEL／J）作成のCD－ROMより本稿末に挙げた6作

品を任意に選んだ。また、「報道文テキスト」には、『CD一毎日新聞2000データ集』より

東京本社の朝刊最終版から、曜日が重ならないように任意に4日分の記事を選んだ。そし

て、それぞれのテキストから、中野洋「日本語処理プログラム集MCL」に基づいて作成

された、佐野洋「日本語処理プログラム集CLTOOLS（第1．2版）」によって、用例を抽出

した。検索の際に用いた正規表現は次の通りである。

1　「小説の地の文」なども「書き言葉」の要素を持っているが、場面の情景描写や登場人物の外面及び

　内面描写といったさまざまな文体が混在しており、また実験的な表現が用いられることから、非典型
　的な用例が見られるといった特徴がある。「新聞のコラム」も、非常に公の、報道記事に近い話題から、

　生活の知恵や体験談などの卑近な話題まで、内容が雑多であり、特徴を探るのが難しいと考えた。
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［かさたなはまやらわがば］れ

　なお、本研究では、「恵まれた環境」や「仕事に追われる」のような、対応する能動文

を持たないラレル動詞も、受身文として用例に数えている。

2．分類

　ここでは、まず、本研究が分析の対象とした認識動詞がどのような動詞であるかを説明

するために、本研究の動詞分類を提示する。また、動詞の語彙的な意味の決定や受身文の

意味・機能を左右する名詞の語彙的な意味についても、その分類を示す。その上で、認識

動詞による非情主語受身文の意味・構造的なタイプの種類について説明する。本研究の動

詞／名詞分類、及び意味・構造的なタイプの分類は、奥田1960、1968－72の連語の分類を

参考にしている。よって、分類は、単語であれ文であれ、すべてその構造的な特徴と意味

的特徴の両方の観点からなされている。構造的特徴とは、単語であればその結合価の特徴

（いかなる名詞／動詞とむすびつき、どのような格体制をとるか、など）であり、文であ

ればどのような単語を要素とし、いかなる格体制をとり、成分間の関係的な意味（動作主、

対象、場所など）はどのようなものであるかということなどである。

2．1　動詞の分類2

　本研究では、動詞をいわゆる他動詞と自動詞に二分した。非情主語の受身文は、基本的

に他動詞を要素とするので、以下では本研究の他動詞の分類を詳しく説明する。

　まず、他動詞を、物理的動作を表わす動作動詞と、心理的な作用を表わす心理動詞に大

きく二分した。次に、心理動詞を、主体（動作主（Agent）ないし経験者（Experiencer））

が対象をその認識領域に取り込むことだけを表わす認識動詞と、認識領域に取り込んだ対

象に対する主体の判断や評価といった態度を含む態度動詞に下位分類した。

　対象を経験者の認識領域に取り込むことだけを表わす認識動詞には、知覚動詞、思考動

詞（知的認識動詞）、言語活動動詞を含めた。それぞれ、次のような動詞である。

　認識動詞

　　知覚動詞：見る、聞く、感じる、認める3、認識する、確認する、うかがう、観察する、意識する、

　　　　　　識別する、気づく4；読む5、etc．

2　いずれの分類も、構造と相対的には独立しているものの、構造と絶対的に切り離されて決定された語

　彙的な意味（カテゴリカルな意味）はあり得ない。

3　「認める、認識する、意識する」および「確認する」といった動詞は、具体名詞とも抽象名詞とも自

　由に組み合わさる認識動詞で、知覚と知的認識の両方の側面を持っていると考えられる（奥田
　1968・72：［pp．104f］）。

4　「気づく」と「感づく」という動詞は、その語構成の特徴から対象を二格で標示するが、現代日本語

　では、「認める」という動詞に代わって、この「気づく」や「感づく」が頻繁に用いられるようである。

　対象をヲ格標示する他の知覚動詞と、それほど意味的に差がないと見なし、本稿ではこれらを知覚動
　詞としてひとしなみに扱う。
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認識動詞の非情主語受身文

　　思考動詞：考える、思う、知る、信じる、考察する、考慮する、反省する、認識する、忘れる、

　　　　　検知する；理解する、捉える、予想する、注目する、心配する；確かめる、調べる、研究す

　　　　　る、etc．

　　言語活動動詞：言う、話す、語る、語り継ぐ、言い古す、述べる、叫ぶ、知らせる、伝える、告

　　　　　げる、指摘する、報告する、論じる、たずねる、問う、相談する、説明する、議論する、強

　　　　　調する、etc．

　「知覚動詞」とは、「視覚活動、聴覚活動、嗅覚活動、味覚活動、一般的にいえば感性

的な経験」（奥田1968－72［1983：p．92］）を示す動詞で、知覚の感覚器官で捉えられるモノ

を対象とし、具体名詞ないし現象名詞をヲ格にとるという構造的特徴を持っ。「思考動詞」

とは、対象を知的な認識領域で捉えることを表わす動詞で、抽象名詞ないし現象名詞をヲ

格にとる。「言語活動動詞」は、知的な認識領域で捉えた対象を言語活動によって他者に知

らしめることを表わす動詞で、抽象名詞をヲ格にとり、かつ相手を表わす二格の人名詞と

共起する（奥田1968－72［1983：pp．108－111］）。知覚動詞、思考動詞、言語活動動詞は、以

上のような構造的特徴で対立しながら、同時に「対象を認識領域に取り込むことを表わす」

という点で共通している。このうち、言語活動動詞は発話相手の二格名詞句と共起するこ

とから、働きかけが他に及ぶ点で動作動詞的である。しかしながら、言語活動動詞が物理

的な働きかけを表わす動詞ではないことは、この動詞が本来的にヲ格に抽象名詞をとるこ

とに表れている6。また、言語活動動詞は、思考動詞同様、頻繁に「対諭：ヲ纈欝ト

國」という「態度の構造」の要素となり、この点でも思考動詞による文タイプとよく似

た特徴を持っているので、本稿ではこれを認識動詞の下位グループとして扱う。

　一方、同じ心理動詞である態度動詞は、認識領域に取り込んだ対象に対する主体の評価

や判断といった態度を含む動詞である7。態度動詞は、ヲ格名詞句に制限がなく、具体名詞

でも抽象名詞でも、あらゆる名詞が対象に立ちうる点で、認識動詞と構造的に異なってい

る（奥田1968－72［1983：p．113］）。態度動詞の代表的なグループは、対象に対する経験者の

感情＝評価を表わす「愛する、憎む、尊敬する」などの感情評価的態度動詞である。また、

経験者の感情二評価的な態度を言語活動によって表現することを表わす「褒める、けなす、

批判する」などの表現的態度動詞も態度動詞の中で重要な位置を占めている。さらに、感

情二評価ではなく、対象に対する知的な態度（判断）を表わす「見なす、判断する」とい

った知的態度動詞も態度動詞の下位グループとして位置づけるべきだろう。態度動詞につ

5　「読む」は単に対象を知覚するという意味だけにとどまらず、対象が持つ内容（情報）を認識すると

　いう意味を持つが、具体名詞を対象にとる心理動詞という点で構造的には知覚動詞との区別がない。

　よって、これを知覚動詞の周辺に位置づけることにする。

6　奥田1968－72は、言語活動動詞による連語が思考動詞による連語に近いことを述べている（同
　1983：pp．108－9）。

7　奥田1968－72は次のように述べる。「認識のむすびつきをあらわす連語では、対象が認識の視野のな

　かにとりいれられて、つくりだされる認識論的な関係のみがたんじゅんに表現されているが、態度の

　むすびつきをあらわす連語では、対象にたいする感情、評価、判断、とらえ方など、ひとくちにいえ
　ば、対象への態度が表現されている」（同1983：p．112）。
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いては、奥田1960と奥田1968－72でその外延が異なっており、未だ議論の残る動詞グル

ープであるが、以上の3つのグループは態度動詞の主要な動詞グループとして立てるべき

と考える。

　態度動詞

　　感情＝評価的態度動詞：愛する、憎む、好む、嫌う、尊敬する、軽蔑する、疑う、etc．

　　表現的態度動詞：褒める、けなす、叱る、批判する、からかう、説得する、etc．

　　知的態度動詞：見なす、判断する、解釈する、例える；選ぶ、決める、定める、etc．

　このうち、対象に対する知的な態度（判断）は、「茗藷・ヲ帯欝ト知的態度動詞」と

いう態度の構造で表わされる。そして、認識動詞である思考動詞は、判断の内容を表わす

名詞句や節を伴って、頻繁にこの判断を表わす態度の構造を構成する。知的な態度（判断）

は、むしろ思考動詞によって表されることの方が多い（波下線が判断内容）。

（1）彼は、子供を神からの授かり物と考えている。

　よって、本研究では思考動詞による判断を表わす態度の構造を扱うとともに、知的態度

動詞も思考動詞と同列に扱うことにする。

　また、奥田1968・72では表現的態度動詞の中で簡単に扱われているだけの「呼ぶ」とい

う動詞があるが、この「呼ぶ」という動詞の受身文における頻度は非常に高く、また、言

語活動動詞との近さも見られるので、これを呼称動詞として認識動詞とともに調査対象と

して扱うことにする。呼称動詞は、「呼ぶ、称する、名づける」などに限られる。

　以上述べた本研究の他動詞の分類を図にまとめると、次のようになる。

　　　　動作動詞

他動詞

　　　　心理動詞

　　　　　知覚動詞

認識動言百　思考動詞

　　　　　言語活動動詞

　　　　　知的態度動詞

　　　　　呼称動詞

態度動詞　感情＝評価的態度動詞

　　　　　表現的態度動詞

広義認識動詞

　本研究では、態度動詞のうち、知的態度動詞と呼称動詞を認識動詞とともに分析の対象

にする。以下、認識動詞と知的態度動詞、及び呼称動詞をあわせて、「広義認識動詞」と呼

んでいく。

2．2　名詞の分類

　本研究における名詞の分類には、動詞の語彙的な意味を具体化する分類の体系と、受身

文の意味・機能を左右する分類の体系がある。動詞の語彙的な意味を具体化する分類とは、
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認識動詞の非情主語受身文

具体名詞と抽象名詞の対立の体系である。多義語の場合、動詞の語彙的な意味は、その補

語や修飾語に来る名詞句の語彙的な意味によって最終的に決定される。

　本稿では、具体名詞に、人間を指示対象とする人名詞とモノを指示対象とするモノ名詞

という下位分類を設けた。また、抽象名詞には、一般的抽象名詞と動作性名詞という下位

分類を設けた。そして、具体名詞と抽象名詞の中間に、現象名詞が位置する。それぞれ、

次のような名詞である。

　1）具体名詞：人名詞：私、彼、先生、父、学生、医者、人間、警察、政府、etc．

　　　　　　　　モノ名詞：本、窓、足、服、ご飯、電話、車、学校、etc．

　2）現象名詞：風、雨、雪、雷、火、光、しわ、涙、etc．

　3）抽象名詞（コト）：一般的抽象名詞：文化、意味、問題、理由、専門性、複雑さ、能力、etc．

　　　　　　　　　　　動作性名詞：掃除、買い物、研究、航海、対応；落下、普及、殺到、etc．8

　一方、受身文の意味・機能を左右する名詞分類とは、有情名詞と非情名詞の対立の体系

である。有情名詞とは、意志や感情といった人格性を備えた人間を指示する名詞が典型に

あり、組織・団体や乗り物を指示する名詞を周辺に含む。非情名詞とはモノ名詞とコト名

詞（抽象名詞）、及び現象名詞を含む名詞である。

　1）有情名詞：人名詞、組織（警察、政府、etc．）、乗り物（車、タクシー、　etc．）

　2）非情名詞：モノ名詞、コト名詞、現象名詞

　このように、名詞に2つの分類体系が存在することは、受身文の構造的特徴の分析を複

雑にしている。有情名詞と非情名詞の対立は、受身文の主語と動作主である名詞句にとっ

て重要な対立であり、受身文の意味・機能はこの対立に左右される。一方、具体名詞と抽

象名詞の対立は、主語と動作主を含めた文内のすべての名詞句にとって重要な分類であり、

動詞の意味の具体化に関わっている。

2．3　受身文の意味・構造的なタイプ

　意味・構造的なタイプとは、発話の中で繰り返し使用されることでパターン化した構造

的な型のことで、形式と内容、すなわち構造と意味・機能のセットとして存在する。ここ

では、広義認識動詞が要素となる受身文の意味・構造的なタイプに限り、概観する。

　広義認識動詞が要素となる非情主語の受身文タイプには、3つの代表的なタイプがある。

まず、構造がもっとも単純で基本的な型と思われるのは、認識の対象が主語に立ち、これ

以外に補語の存在しないタイプである。これを「認識活動型」と呼ぶ。これに対し、対象

に対する主体の判断といった知的な態度を含む型がある。知的な態度は、「判断あるいは決

定の内容、考え方（対象への接近のし方）をしめす」ト格や二格、デ格、引用節、～ノヨ

ウニ、～トシテなどの名詞句や節などの形式で表わされる（奥田1968－72：

［1983：pp．119・122］）。これを「判断型」と呼ぶ。3つ目のタイプは、「対象を認識領域に取

8　セミコロン以降の名詞は、スルを後接すると無意志動詞になる動作性名詞。

一5一



り込む」という動詞の語彙的な意味がほとんど失われ、文の構造的には主語がなく、ラレ

ル述語がモダリティ表現のような意味・機能を果たすタイプである。これを「モダリティ

型」と呼ぶ。以上述べた3つのタイプの構造を示すと次のようになる9。

、）繍活動型、㌔S・ガ認識動詞一ラレ，レ「細胞分裂が鱗される」

2）判断型：素1青S一ガ糊欝ト広義認識動詞・ラレノ
「喘息は現代病とされる」

3）モダリティ型、〔茎諾一是藷〕節ト識動詞．ラレル「日本では格差が拡大したとされる」

　本研究で「構造」と呼ぶものは、文中成分の語彙的な意味（カテゴリカルな意味）と関

係的な意味（意味役割）、及び格体制、文内の機能（主語、補語、修飾語など）といった要

素で構成された統合的な組織のことである。っまり、「X・ガY一トV一サレル」のような形骸

的な格枠組みのみを「構造」と見なしているわけではない。構造とは、様々な要素の間の

有機的な関係の秩序のことである。そして、この構造は意味＝内容を持っている。すなわ

ち、認識活動型は「対象が何らかの有情者の認識領域に入る」ことを表わし、判断型は「対

象が何らかの有情者によってある属性があると判断される」ことを表わし、また、モダリ

ティ型は推定、推量、伝聞といった認識的モダリティを表わす。

　上の3つのタイプ以外に、知覚動詞による非情主語の受身文にのみ、もう1つ重要なタ

イプが存在する。それは、対象が認識される場所が二格で示される、次のような存在文の

構造を持っタイプである。これを「存在確認型」と呼ぶ。

　4）存在確認型：存…詳竺茗謀ガ知覚動詞一ラレル「骨に異常が見られる」

　本研究では、以上の4つを、広義認識動詞による非情主語受身文の意味・構造的なタイ

プとして立て、考察を行う。

3．統計結果と分析

　報道文テキストには477例、評論文テキストには618例の受身文が得られた。このう

ち、非情主語の受身文は、報道文テキストが350例（73．4％）、評論文テキストが543例

（87．9％）であった10。この非情主語受身文のうち、広義認識動詞による受身文は、報道

文テキストが107例（30．6％）、評論文テキストが170例（31．3％）であった。

　本研究は、受身文を調査対象としているが、広義認識動詞の場合、自発・可能用法との

境界があいまいである例も少なくない。このため、広義認識動詞に限り、自発・可能用法

9　このように、構造を図式化して示す際には、主語や述語といった文内成分の機能については表記を省

　略する場合がある。

10　報道記事には、政治家や事件の犯人などを主語にした社会的変化を表す受身文が多いため、評論文テ

　キストに比べ、有情主語受身文の割合が高い。
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も調査対象に含めた11。よって、広義認識動詞による非情主語受身文と、広義認識動詞に

よる自発・可能用法のラレル文が本稿の統計の対象となる。

表1本稿の統計対象となる用例数

非情受身文 自発・可能 合計（統計対象）

報道文テキスト 107例 1例（自発0／可能1） 108例

評論文テキスト 170例 24例（自発13／可能11） 194例

　以下では、2．1で見た動詞のタイプ別に、これらの動詞が要素となる受身文の意味・構

造的なタイプの特徴を見ていく。また、可能な限り、各タイプ間の関係についても触れて

いく。

3．1　知覚動詞の受身文（広義認識動詞302例12中96例（3296））

　知覚動詞は、人間の感覚器官で捉えられるモノや現象を対象とするのが基本で、名詞の

タイプで言えば、知覚の対象になるのは具体名詞と知覚で捉えられる現象を表わす現象名

詞である（奥田1968－72［1983：p．93］）13。知覚動詞が〈認識活動型〉の要素となったもの

を、以下特に〈知覚型〉と呼ぶ。一方で、「見る」などの知覚の様態を含まない一般的な知

覚動詞は「態度の構造：対言詐ヲ瀞罷トVスル」や「発見の構造：存貿E二茗言奇一ヲ

回」14の要素となって、頻繁に抽象名詞とも組み合わさる。態度の構造が要素となった

受身文タイプが〈判断型〉であり、また、発見の構造が要素となった受身文タイプが〈存

在確認型〉である。さらに、知覚動詞（「見られる」）が〈モダリティ型〉の構造をとる場

合、推定のモダリティ表現に近い意味を表わす。これを特に〈推定型〉と呼ぶ。

1）知覚型：
晶祷司．ガ知覚動詞．ラレル「糸田胞分裂が雛された」

2）判断型：
’轟ガ茗割障ト知覚動詞一ラレル「レジ打ちの仕事は単純労働と見られる」

3）推定型：〔茎譜鰭〕節・ト見ラレル。「金融崩壊はこのまま進むと見られる」

11　受身か自発・可能かで曖昧な用例はすべて受身文の用例として数えている。

12　報道文テキストの108例と評論文テキストの194例の合計。

13　奥田1968－72は、「見る」と「感じる」という動詞が、頻繁に抽象名詞と組み合わさってその語彙的

　な意味に「すれ二抽象化」を起こすとしている（同1983：p．100）。しかし、本研究のデータには、対象

　の存在場所を表す二格名詞句と共起せずにこれらの動詞が抽象名詞を対象にした例が見つからなかっ
　たため、タイプとしては立てなかった。「戦前の日本では、資産や家柄が人柄よりさきに見られた」の

　ような例があるとすれば、これは〈思考型〉の周辺に位置づけたいと思う。

14　「発見の構造」と「態度の構造」はいずれも奥田靖雄の連語論による（奥田1968－72［1983：pp．105－6、

　p．113】）。
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　4）存在確認型：存…詳亘茗藷Lガ知覚動詞一ラレル「多くの国に共通の現象が見られる」

　なお、非情物がガ格に立つ知覚動詞のラレル文は、一段活用動詞の場合、可能ないし自

発用法との間で意味の曖昧性が生じる。

　　（2）細胞分裂が見られた／観察された。15

以下で、用例を観察しながら、それぞれの特徴を分析していく。

3．1．1知覚型、晶▲ガ知覚動詞．ラレル（知覚動詞96例中7例（7％））

　知覚動詞の本来の意味としては、具体名詞が対象となる「知覚」のタイプが最も基本的

な意味・用法と考えられるが、実際に調査してみたところでは、〈知覚型〉の用例は、知覚

動詞による用例全体の1割未満である。

（3）奈良県明日香村岡の酒船石（さかふねいし）遺跡で確認された飛鳥時代の亀形と小判形の石造

　國の南隣で、わき水を集めて石造物に流し込む石組みの湧水（ゆうすい）施設＝1面NEWS

　LINEに写真＝がほぼ当時のままで見つかり、同村教委が24日発表した。　（毎日5／25）

（4）実は、原子は1個のときには、色や硬さなどの性質を持たない。原子が集まってある大きさの

　物となったとき、初めて色とか硬度が観察されるのである。　（化学とんち問答）

（5）諸外国とくらべて日本の「特殊性」を描いた書物が、次々と出てさかんに読まれ、　「日本論」

「日本人論」　「日本文化論」が大流行しているのも、むべなるかな一一という気が、いちおう

はする。　（「ゆとり」とは何か）

3．1、．2判断型，縫ガ塁舗ト知覚動言司．ラレル（96例中、、例（、、％））

　知覚動詞（主に「見られる」）は、しばしば判断内容を表わす句を伴って、経験者の「判

断」という態度を表わす受身文の要素となる。この〈判断型〉は、経験者が不特定多数の

一般の人である反復・超時のアスペクトで述べられる方が圧倒的に多い。特に、非情主語の

受身文では、（6）のような個別の経験者の個別具体的な事態としての知覚動詞の〈判断型〉

の用例は1例もない（波下線は判断内容）。

　　（6）　（雛雛によって）麹邑と見られた部品が故障した。

　なお、知覚動詞による〈判断型〉は、評論文テクストにはほとんど現れず、「見られる」

の例は一例もない。（10）の「感じられる」の例が唯一の用例である（波下線は判断内容）。

15用例は、ラレル述語（述部）に下線を引き、ラレル述語の主語に相当する・名詞を枠組みし、動作主に

　相当する名詞には網掛けを施した。また、引用文中の志波による注は［］で表した。用例の末尾に出
　典のないものは、筆者による作例である。
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（7）また、乗用車の中のバッグから覚せい剤とみられる粉末が見つかり、沼津署が粉末の鑑定を急

　いでいる。　（毎日3／14）

（8）1999年度上期（4～9月）の残高実績は、同年3H末比で6873億円の増加にとどまっ

　ていたため、計画達成は困難とみられていた。　（毎日4／5）

（9）大きなトラブルもなく年を越え、解決済みとみられたコンピューターの2000年（Y2K）

　匝垂1が、最近になって表面化していることが19日、明らかになった。　（毎日2／20）

（10）［前略］そして、その変化と、変化しないものが、日本の社会の中で、どのように矛盾と感じ

　られずに綜合されていっているかということである。（タテ社会の人間関係）

　次の例のように、一トで導かれる名詞が主語と述語を備えた連体節を伴っている場合、

一トが節を導く＜推定型〉に近づく。

　　（11）一方、最高人民会議直前に開かれることが多い朝鮮労働党中央委員会総会は今回、開かれなか

　　　　った模様だ。国会や政府機関に比べ党機関の組織整備が遅れている証拠とみられ、北朝鮮の支配

構造が「党政治」から「側近政治」に変化したためとも指摘されている。　（毎日4／5）

3．1．3推定型，〔望言響．麩藷〕節一ト見ラレル。（96例中2。例（2、％））

　判断内容が主語と述語を備えた節の形で現れる場合、「見られる」の語彙的な意味がか

なり薄まり、推定のモダリティ形式「～ラシイ」の意味に近づいていく16。この構造の要

素となるのは「見られる」に限られる。また、このタイプは、主語のない受身文タイプ（鈴

木1972の「内容のうけみ」）と考えられる。さらに、多くの場合、述語は文末に現れると

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
いう構造的特徴を持つ。よって、以下ではこのタイプの構造を「〔主語一述語〕節一ト見ラ

國」という表記で代表させる。

　この〈推定型〉は、先の知覚動詞（特に「見られる」）による〈判断型〉同様、報道文

テキストに頻繁に現れ、評論文テキストにはほとんど現れない（波下線は判断内容）。

（12）法務省は1998年8月、留学生がアルバイトをする場合の条件を緩和した際、退学者らのリ

　ストの提出を求めた。しかし各学校の十分な協力が得られなかったため、今回の手続き簡素化

　の条件として、提出を強く求めたとみられる。　（毎日5／25）

（13）インタファクス通信によると、ロシア南部チェチェン共和国の首都グロズヌイ北東部で3日夜、

　イスラム武装勢力が連邦軍部隊を攻撃、激しい戦闘になった。詳しい状況は不明。連邦軍は2

　月初めにグロズヌイを制圧、武装勢力が市内に潜入しゲリラ戦を展開したとみられる。　（毎日

　4／5）

（14）13日午前11時50分ごろ、東京都立川市柴崎町3のアパート「福寿荘」を解体中に1階2

　号室から白骨化した男性の遺体が見つかった。死後5、6年は経過しているとみられる。　（毎

16　工藤1989では、「推定」の2次的なモダリティ形式に「～と見える」が挙がっている。
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　日3／14）

（15）ゲノム研究では、民間企業が遺伝暗号の解読データの特許化を急いでいることに批判が高まっ

　ており、モンサント社がデータの無償提供に踏み切った背景には、こうした批判をかわすとと

もに、研究のスピードを早めて将来の事業展開を有利にする思惑もあると見られる。（毎日4／5）

　次のような、「動詞節一モノト見られる」も「〔土i善蓬藷〕節一ト見ラレル。」相当と見

なして、〈推定型〉に分類した。

（16）今後、軍・司法などの実権を握る保守派の抵抗が予想されるものの、米国との関係改善などイ

　ランの対外融和政策に弾みがつき、民主化が一層、進むものとみられる。　（毎日2／20）

（17）西山の西側山ろくでは、地表が下から押されて南と北で隆起し、地溝がその間に形成されてお

　り、マグマの上昇を示している。西山火口群周辺の断層群の動きもこれと関連したものとみら

れる。　（毎日4／5）

　この〈推定型〉は、経験者が話し手を含む不特定多数の人々で反復・超時のアスペクト

と見なせば受身用法であるし、経験者が話し手個人であると見なせば自発ないし可能用法

と解釈することも可能だろう。しかしながら、たとえ自発用法であるとしても、このタイ

プでは、「私には子供の将来が案じられる」のように、同一文中に話し手が明示されること

はまずない。なお、動詞の形態が「見られている」のようにラレテイル形であると、経験

者は話し手を含まない不特定多数の人々であると解釈され、このときは「推定」の意味は

弱まり、〈判断型〉に近づくと思われる。

3．1．4　存在確認型：
騨竺繍ガ知覚動詞．ラレル（96例中58例（6。％））

　知覚動詞は、「

なくない。

　G　　　　　　　
詞一二名詞一ヲ知覚動詞」という「発見の構造」の要素となることが少

これが受身文となった「
　A　　　　　　　
詞一二名詞一ガ知覚動詞・ラレル」という受身文タイ

プは、動詞が受身になることで経験者が背景化され、同時に述語が自動詞的になることで、

ガ格に立っ実体の存在を表わす文になる。〈存在確認型〉は、具体名詞が主語＝対象に立ち、

二格に具体的な場所名詞をとる構文から、主語にも二格にも抽象名詞をとる構文まで広が

っている。前者は、未だ感覚器官で知覚するという意味を残しているが、後者は知的な領

域で存在が確認されるという意味を持ち、思考動詞に近づいている17。

17　なお、奥田1968・72は、知覚動詞が「発見の構造」の要素となった場合、具体名詞とも抽象名詞と

　も自由に結びつくようになると述べているが、これが「発見のむすびつき」の連語を表わすとは考え
　ていない。「発見の構造」に入った場合も、具体名詞と結びつけば「知覚」を表わし、抽象名詞と結び

　つけば「思考」を表わすとしている（奥田1983：p．107）。よって、存在確認型の具体的存在を表わす

　タイプを〈知覚型〉に、抽象的存在を表わすタイプを〈思考型〉に分類することも可能だろう。しか

　し、具体的存在は〈知覚型〉に含めても、二格名詞句を修飾語と見なせばよく、それほど構造的には
　異ならないが、抽象的存在型では二格名詞句が必須の補語となり、〈思考型〉とは構造的にかなり異な

　る。よって、本稿では存在文の構造を持つという構造的特徴を優先させ、これを1っの意味・構造的
　なタイプとして立てることとする。

一10一



認識動詞の非情主語受身文

（18）雲の間に匪亙］が認められた。〈存在確認型（具体的存在）〉

（19）多くの国に共通の現象が見られる。〈存在確認型（抽象的存在）〉

　ただ、本稿で扱ったデータには、具体的な存在を表わす例はほとんどなく（存在確認型

58例中4例のみ）、次の（21）も主語は具体名詞とは言えない。しかし、対象の存在場所が

具体物であることから、かろうじて具体的な知覚の意味が残っていると言える（波下線は

存在場所）。

（20）一方、室蘭地方気象台によると、同日午後5時過ぎ、西山と洞爺湖温泉に近い金比羅山の両火

　口群の中間付近に、［三璽が確認された。　（毎日4／5）

（21）最近は日本中どこに行っても、ビニールハウスや、ハウスとまでいかなくても茶の木や野菜の

　上などにビニ・一一一一ル膜が張ってあるのが見られる。　（化学とんち問答）

　知覚動詞による存在確認型は、抽象的な存在を表わすものが圧倒的に多く、特に評論文

テキスト内での頻度が非常に高い。このとき、経験者は不特定一般の人々で反復・超時のア

スペクト18で述べられる。

（22）無重力の宇宙ですごした宇宙飛行士に、魎］が見られるということも聞いたが、その構成

　成分の交替をうかがわせる事実である。（化学とんち問答）

（23）そして興味あることは、［こ亟司は、鮎先端をゆく大企業ほど、また、近代的とか先進的と

　かいわれる経営にきわめて顕著にみられることである。（タテ社会の人間関係）

（24）近年は、脳の話がもてはやされる傾向がありますが、人間の行動や精神活動が脳という物質の

　現象として説明される科学牲に匿亜ヨが感じられるからでしょう。　（記憶の大脳生理学）

（25）アラブ反抗運動の過程には、ある共通したパターンが識別される。（二十世紀の世界）

3．2　思考動詞の受身文（広義認識動詞302例中93例（300fO）19）

　知覚動詞と対照的に、知的な認識活動を表わす思考動詞の対象になるのは基本的に抽象

名詞である。この、抽象名詞の対象が主語に立っ思考動詞の〈認識活動型〉を〈思考型〉

と呼ぶ。しかしながら、思考動詞もまた、「態度の構造：対請一ヲ帯罷トVスル」に入

ることで、具体名詞をも対象にとる。これが受身文になったタイプが〈判断型〉である。

さらに、思考動詞が〈モダリティ型〉の要素になると、推量表現に近い意味を表わす〈推

量型〉となる。

　思考動詞が要素となる非情主語の受身文（ラレル文）には次のようなタイプがある。

18　動詞は、ラレル形のみで、ラレテイル形になることはない。テンス対立も持ちうるが、用例はほとん

　どラレル形である。こうしたことから、超時のアスペクトと見なすのが妥当だろうか。

19思考動詞93例には、〈思考型＞12例、〈判断型＞41例、〈推量型＞15例のほかに、可能用法の思考動

　詞10例と「その他（関心）」とした受身文15例が含まれる。
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1）思考型：違名劃一ガ思考動詞一ラレル「新しい調理方法が考えられた」

2）判断型：
対藷一ガ習諦轟司8p一ト思考動詞一ラレル「骨粗髪症は現代病と思われている」

3）推量型、〔望講一縫〕節．ト思ワレル「近年、日本では縫が拡大したと思われる」

　なお、「知的態度動詞」は2の〈判断型〉の要素にしかならないので、思考動詞による

〈判断型〉の中で同列に扱っていく20。以下、それぞれのタイプの意味と構造の特徴を見

ていく。

3．2．1思考型、姦蕾祠思考動詞．ラレJレ（思考動詞93例中、2例（、3％））

　　〈思考型〉とは、対象が経験者の知的な認識領域に取り込まれることだけを表すタイプ

で、原則的に抽象名詞が対象＝主語となる。〈思考型〉では、個別一回的な事態としての用

例は（27）の1例のみであった。

　　（26）研究会では、日本人の精神文化が考察された。

　　（27）茨城県大洗町の日本原子力研究所大洗研究所は24日、材料試験炉（JMTR、定格出力5万

　　　　キロワット）で4月24日に制御棒が異常作動し、原子炉が自動停止したトラブルの原因は、制

　　　　御棒の引き抜き速度が本来より速い状態に設定されていたために、異常信号が検知されたため、

　　　　と発表した。　（毎日5／25）

　また、〈思考型〉は、経験者が不特定一般の人々であっても、それほど用例が多いわけ

ではない。

（28）こうした立場は「家」というものを、特に封建的な道徳規範などと結びつけたイデオロギー的

　見地から論じたものであって、その社会的集団としての本質的構造についてはかならずしも十

　分考察されていない。　（タテ社会の人間関係）

（29）一定の社会を、一定の方法論に基づいた実態調査によるデータを解釈、綜合することによって、

　その社会の基本的と思われる原理を抽出し、理論化し　　このようにしてとらえられるものを、

　　「社会構造」という基準用語（key　一　term）によって表現している　　そのレベルにおいて他の

　社会との比較を行なう、という研究方法をとるのである。　（タテ社会の人間関係）

（30）これも、日本人の新しがりとか、時流主義が学問の世界にも見られたということでしょうが、

　それにしても、ブームの間に反　論がもう少し正しく理解されていれば、このような流行現象

　だけで終わることはなかったと思われます。　（記憶の大脳生理学）

（31）大手スーパーに出回っている納豆は種類が限られているが、茨城県水戸市など納豆の産地では、

20　2．1で述べたが、知的態度動詞は〈判断型〉のみの要素となる。3．2．2で挙げた例では、「見なす」「定

　める」などが、知的態度動詞である。
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認識動詞の非情主語受身文

地元だけで流通している「昔ながらの納豆」もある。また、東京都内の店でも虫特の納豆（例

えば、外神田の芝崎納豆）が売られているものの、あまり知られていない。　（毎日5／25）

　次の例は、「主として」という句を副詞句であると見なして〈思考型〉に分類したが、

判断内容であると見なせば〈判断型〉になる。

（32）また、加熱をしないと、古くなった腐りかけの肉は食べられないし、また、生命に対する安全

　性も確保できなかったのである。そこで匝褻⑳が主として考えられるようになった。　（たべ

　ものと日本人）

　以上の例を見て分かるように、ごく一般的な思考動詞である「思われる」や「考えられ

る」は、〈思考型〉の受身文タイプの要素になることがほとんどない21。特に、「思う」と

いう動詞は、「N一ヲ思う」という連語の使用自体が古めかしくなってきているようである。

「経済格差を思う」「地下鉄サリン事件を思う」などの表現は、成立するが、単なる知的認

識活動というよりも感傷的なニュアンスが伴う。このため、「思われる」という動詞は、不

特定多数の一般の人々が経験者である〈思考型〉の要素にもなりにくい。

（33）？？近年、経済格差（の深刻化）が思われている。

（34）？？地下鉄サリン事件が（人々によって）思われている。

一方で「思われる」や「考えられる」は〈判断型〉の受身文には積極的に用いられる。

このように、一般的な思考動詞である「思われる」や「考えられる」の分布の偏りを指摘

しておく。

3．2．2　判断型：
舗．ガ習紗繍節ト思考動詞．ラレル（93例中4、例（44％））

　思考動詞は、知覚動詞同様i、「態度の構造」に入って、頻繁に「判断」を表わす受身文

の要素となる。思考動詞が要素となる〈判断型〉は、その構造のバリエーションが少し複

雑である。判断内容は、名詞句はもちろん、形容詞句、名詞節、動詞節などさまざまであ

り、また、あらゆる思考動詞がこの構造の要素となる22。さらに、形式名詞が連体節を伴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って受身文の主語になった「〔主語一述語〕節一コトガ思考動詞一ラレノ」という構造も、〈判

断型〉のバリエーションとして位置づけておく。

　〈判断型〉の受身文も、個人の経験者による個別一回的な事態としての受身文はあまり

頻度が高くない（5例のみ）。判断内容が明確に現れている例は手元のデータには見つから

ず、「（良しと）認められる、承認される」といった例や、（37）のような例のみであった。（37）

21　これは、主語が有情者でも言えることである。
　　・和夫は彼女の強さを思った。VS．　？㍗彼女は（自分の）強さを和夫に思われた。（cf．誤解された）

　　このほか、「振り返られる」などもこうした受身文の要素になりにくい。

22　知覚動詞の場合は、主語と述語を備えた節の判断内容と共起するのは、「見られる」にほぼ限られた。
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は、「景品が（何がいいか）考えられていた」という〈判断型〉の受身文であると見なせる

（波下線は判断内容）。

（35）骨粗しょう症は（麟鑛鷺懸によって）現代病と？思われた／見なされた。

（36）その結果、小委員会の報告書は原案通り承認された。　（毎日3／14）

（37）たまたま、ある読書会の忘年会があった。そこで福引をやることになり、その年読んだ本の題

　　をもじった景品が考えられていた。　（化学とんち問答）

　一方、不特定一般の人々が経験者である反復アスペクトの〈判断型〉の頻度は非常に高

い。判断内容が句であるものから順に例を挙げていく。

（38）大統領選挙法によると、新大統領の就任式は最終選挙結果の公表から30目後と定められてお

　2、プーチン次期大統領の就任式が5月7日に実施されることが確実となった。　（毎日4／5）

（39）ところで、肖の信号活動は電気現象としてとらえられますが、そこには物質変化、または化学

　現象があることはいうまでもありません。（記憶の大脳生理学）

（40）そういう時代風潮の下では、およそ何事につけても、“小”よりは“大”のほうが好ましく思わ

　れたかもしれない。（「ゆとり」とは何か）

（41）遣遮で知られる四万十川の水質保全をPRする「四万十大使」に、作家の椎名誠さんが就任し、

　　24日、東京都内で橋本大二郎・高知県知事から委嘱状と名刺が手渡された。（毎日5／25）

（42）ここで偏食についてもう一度考えてみる必要があるようだ。偏食とふつういわれるのは、ある

　特定の食品を食べられないことであると思われている。　（たべものと日本人）

（43）リステリア菌は自然界に広く分布する細菌で、感染すると、髄膜脳炎や敗血症を起こす。菌に

　汚染された乳製品や生野菜を食べることで感染すると考えられている。　（毎日2／20）

　判断内容が（42）や（43）のように節の形をとっていると、判断内容節の述語の主語がラレ

ル述語の主語でもあるのか、判断内容節内部におさまる主語であるのか、判断できなくな

る。次の例は、「主語述語」の節全体が一トで導かれた、主語のない受身文と見なすべきだ

ろう。こうした受身文は、意味・構造的に〈推量型〉に近づいていると言える。

（44）いずれも成分は硫化水銀であるから、硫化水銀がいくつもの色を表わすことがあると考えられ

　るだろう。　（化学とんち問答）

　次に、判断内容が「こと」に代表される形式名詞の連体節として現れ、この節全体が「思

考動詞・ラレル」述語の主語となる構造の例を挙げる。

（45）そこで、2種類以上の電解質の溶液を混ぜたとき、そういう強い結びつきをするイオンがあっ

　たとすると、すぐに結びついて溶けなくなることが考えられるだろう。（化学とんち問答）

（46）そのため、

　唖。

このような形態の偏食はたいした問題にならないことが、栄養学的にも認められて

（たべものと日本人）

一14一



認識動詞の非情主語受身文

（47）しかし、研究がこのように細部に向かって展開されていくために、脳機能を機械のしくみのよ

うに説明する傾向が強くなり、

とされつつあります。

肖全体が人間が生きるために、はたらいているという点が見落

（記憶の大脳生理学）

　こうした構造を持っタイプは、知覚動詞による受身文には見られない。また、思考動詞

でも、「思われる」はほとんどこのタイプに現れない。逆に、「知られる、忘れられる、見

落とされる」などは、節が一トで導かれる構造の要素にはならず、この「連体節コトガ」

を主語とする構造の要素にしかならないだろう。また、「確かめられる、調べられる」など

もこの構造の要素となることが多い。

3．2．3推量型，〔望謂匙藷〕en一ト思ワWレ，考エラレル（93例中、5例（、6％））

　　〈推量型〉としたタイプは、判断内容を表す一ト節と共起する構造を持つタイプで、こ

のタイプの要素となる動詞は、「思われる、考えられる」にほぼ限られる。アスペクトは、

ラレル形で、経験者が話し手自身であり、このとき「思われる」は自発用法、「考えられる」

は可能用法と解釈されるのが普通である。ラレテイル形であると経験者が不特定多数の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人々である受身文（判断型）と見なされる。この〈推量型〉も、推定の「〔主語一述語〕節

ト見ラレル。」同様、主語のない受身文で、特に文末に現れれば意味的に推量を表わすモ

ダリティー形式「ダロウ」に近づく23。なお、判断内容は、「〔主語述語〕節ヨウニ」とい

う形をとることもある（波下線は判断内容）。

　この〈推量型〉の用例は、評論文テクストにのみ見られ、新聞テクストには存在しない。

（48）先に書いたルイセンコが、その研究がつくりものであったことを認めて失脚した、という事件

　の影響もあったと思われます。　（記憶の大脳生理学）

（49）このような質では、いくら量的にタンパク質をとったとしても、生命を維持することができな

　い。そこで本能的に肉類がほしくなり、その結果として、肉食が生まれたと考えられる。　（た

　べものと日本人）

（50）インドの社会については本論で述べる余地がないが、社会人類学の構造分析のフィールドとし

　て、日本とインドほど理論的アンチテーゼを示す社会の例は、ちょっと世界中にないように昼

　われる。　（タテ社会の人間関係）

（51）だがしかし現実には、大半の諸地域で、遠心力のほうが求心力を上回っているように思われる。

　　（二十世紀の世界）

23　工藤1989では、「推量」の2次的なモダリティー形式に「～と思う（思われる）」が挙がっている。
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3．3　言語活動動詞の受身文（広義認識動詞302例中96例（3296）24）

　言語活動動詞は、抽象名詞を対象に取り、一トで導かれる引用節とも共起する点で思考動

詞に近いが、発話相手を表わす二格名詞句を取る点で構造的に異なっている。言語活動動

詞による〈認識活動型〉を〈言語活動型〉と呼ぶ。また、〈モダリティ型〉の構造をとる場

合は、伝聞表現に近い意味を表わすので、これを〈伝聞型〉と呼ぶ。

1）言語活動型：
揚轟司．ガ（舗馨二）言語活動動詞．ラレル

「今月の営業成績が（会長に）伝えられた」

2）判断型：
総ガ糟ト諦活動動藷．ラレ，レ，21世紀は環境の世紀と言われる」

3）伝聞型、〔豊譜．縫〕節一ト言ワレル／サレル「躰では格差が拡大したと言われる」

以下、それぞれのタイプの意味と構造的特徴を見ていく。

3．3．1言語活動型、姦轟司．ガ（舗濯二）言語活動動詞．ラレル（語鞠動言司96例

　　　中31例（32％））

　単純な言語活動を表わす〈言語活動型〉の受身文は、主体が個人である個別具体的な事

態としては、「伝達」、または「議論」を表わす言語活動動詞が要素となることが多い。

　　（52）中国出国後、カルマパ17世の公式な発言が伝えられたのは初めて。　（毎日2／20）

　　（53）厚生省研究班に報告された子供の脳死患者のうち、名古屋第二赤十字病院（名古屋市昭和区）

　　　で1993年と96年に扱った各1例と東京都内の病院の98年の1例の少なくとも計3例が

　　　虐待が原因だったことが、関係者の説明などで分かった。　（毎日5／25）

　　（54）最大会派の自民党議員会が24日に開いた研修会でも、各議員に函が説明されたとみられる。

　　　　（毎日5／25）

　　（55）レザー一一一一はまた、ケマルがトルコでやったと同様に過去のシンボルを一掃した。［中略］　と同時

　　　　に、他方では自国第一主義が強調され、アラビア語の追放をはじめ、近代建築もアケメネス朝

　　　時代のスタイルが要求された。　（二十世紀の世界）

　一方、特に評論文テキストでは、〈言語活動型〉もまた、主体が不特定一般の人々の反

復アスペクトの受身文として現れることが多い。この場合、二格の発話相手が現れること

はほとんどない。

　　（56）考えてみれば、そうした「特殊性」論は、日本人には“大和魂”があるから絶対に不敗だ一

24言語活動動詞96例には、〈言語活動型＞31例、〈判断型＞23例、〈伝聞型＞27例のほかに、〈呼称型＞

　13例と「その他（関心）」とした受身文における「問われる」という動詞の2例が含まれる。
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認識動詞の非情主語受身文

　　　　という議論と、瓜二つではないだろうか。　“大和魂”がしきりにいわれたあの不幸な時代、私

　　　　は小学生だった。　（「ゆとり」とは何か）

　　（57）それに加えて、「福祉国家」の評判がとみに悪くなり、「福祉」の“切り捨て”が臆面もなく議

　　　　論されるようになった。（「ゆとり」とは何か）

　　（58）さらに、こうした「家」　「一族郎党」を構成した人々は、近代社会にはいると「国鉄一家」的

　　　　集団を構成する。組合は職員・労働者ともに包含し、匿亟郵が叫ばれる。　（タテ社会の人間

　　　　関係）

　　（59）雄弁会当時、　［中略］青木氏自身がマージャンばかりしているのに業を煮やし、　「おれたちが

　　　　こんなに走り回っているのに何事だ」と、マージャン卓をひっくり返したというエピソードが

　　　　語り継がれている。（毎日4／5）

　ただし、主体が不特定一般の人々であっても、一般的な言語活動動詞である「言われる、

話される」などが要素となった例は少ない。最も多いのは、「指摘される」という動詞によ

る例である。

　　（60）学生の先生に対する、また父親に対する子どものマナーとか、儀礼的なやりとりが簡略になっ

　　　　てきたとか、敬語が乱れてきたとか、戦後の社会生活における変化がいろいろ指摘されようが、

　　　　［後略］（タテ社会の人間関係）

　　（61）ES細胞の研究には胎児になる可能性のある胚を利用することなどから、倫理面での問題が担

　　　　摘されていた。　（毎日3／14）

3．3．2判断型、欝ガ響7慧ト言語活動動詞一ラレル（96例中23例（24％））

　言語活動動詞による〈判断型〉は、基本的に、判断内容に名詞句を取る。判断内容が動

詞／形容詞節であるものは、動詞が「言われる、される25」にほぼ限られるため、これは、

次に述べる〈伝聞型〉であると見なした。一方で、判断内容が形式名詞の連体節に現れ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　M　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これが受身文の主語となった「〔主語一述語〕節一コトガ　言語活動動詞一ラレル」というバ

リエーションも見られる。

　言語活動動詞による〈判断型〉は、個人の主体による個別具体的な事態が極めて成立し

にくい。手元のデータの用例でも、すべて主体が不特定一般の人々の反復・超時の非アク

チュアルな事態である。非情物が主語に立って、個人の主体の個別具体的な例であると、

非情物が擬i人化された受身文のように聞こえる（波下線は判断内容）。

　　（62）a．？？・その会社の就業人口は、（擁によって）10万人と言われた。（個別具体）

25　「される」は、動詞自体が言語活動動詞とは言えないが、しばしば「態度の構造」の要素となって〈判

　断型〉や〈伝聞型〉を構成する。語彙的な意味が希薄なため、思考動詞に含めてもよさそうだが、思

　考動詞と異なり、ラレル形が自発・可能用法と曖昧になることがない点で言語活動動詞に近いと見な

　した。
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　　　b．その会社の就業人口は、10万人と言われている。（反復・超時）

　（63）a．？？＊晒は、（翻羅羅によって）環境の世紀と言われた。（個別具体）

　　　b．巨掴は、環境の世紀と言われる。（反復・超時）

判断内容を表わす形式には「詞一ノヨウニ／トシテ」といったバリエーションがある。

　（64）北京で開催中の全国人民代表大会（全人代＝国会）に出席している福建省アモイ市のトップ、

　　洪永世書記（前市長）は13日、毎日新聞などとの会見に応じ、建国以来最大といわれる同市

　　　を舞台にした密輸事件について「中央政府が捜査を進めており、市政府もこれを支持している」

　　　などと語った。　（毎日3／14）

　（65）こうして、一九一九一二九年が相対的安定への時期とされるならば、一九二九一三九年は不安

　　　と危機の時期とされ、第二次世界大戦に直接つながっている。（二十世紀の世界）

　（66）たとえば、日本の料理の代表的なもののようにいわれているてんぷらは、桃山時代にポルトガ

　　ルあたりからはいってきたものであるし、［後略］（たべものと日本人）

　（67）近年は、脳の話がもてはやされる傾向がありますが、人間の行動や精神活動が脳という物質の

　　理象として説明される科学性に新鮮さが感じられるからでしょう。（記憶の大脳生理学）

　このタイプは、一トで導かれる名詞句が判断内容を表わす場合は〈判断型〉を表わすが、

判断内容ではなく呼称を表わす場合、トト呼ばれる」のような「呼称」を表わす受身文へ

移行する。次の2例は3．4で見る〈呼称型〉である。

　　（68）もちろん、記憶だけではなく、本性とか無条件反射といわれる生まれつき備っている脳機能も、

　　　　生きるために必要なものです。　（記憶の大脳生理学）

　　（69）沈澱した炭酸カルシウムは、結晶していないのでやわらかい。［三司は、沈降性炭酸カルシウム

　　　　といわれる。（化学とんち問答）

　思考動詞同様、判断内容が「こと」に代表される形式名詞の連体節として現れ、この節

全体が「言語活動動詞一ラレル」の主語となる構造がある。この構造は、連体節が主語と述

語を備えているため、「伝聞」を表わすタイプにかなり近いが、頻度は高くない。

（70）たとえば、「植物性の食品を主に食べている国民の性質は、静かでおだやかであるが、肉食の国

　民は気が荒い」などといったことがいわれる。（たべものと日本人）

（71）発展途上国で高級官僚や学者の家に招かれると、「なぜ日本はこういう国を援助しなければなら

　ないのか」と思う一という話は、いまでは言い古された感じがする。（「ゆとり」とは何か）

（72）いかに年金問題を解決すべきかが議論された。

　　「連体節一コトガ」が主語に立つ構造の場合にも、個別具体的な事態として現れうるのは

伝達や議論を表わす動詞で、通常の言語活動動詞は反復・超時の事態になるだろう。
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3．3．3伝聞型、〔翼鍵藷〕em一ト言ワレル／サレル（96例中27例（28％））

　一トで導かれる主語と述語のある節を伴った言語活動動詞の受身文は、伝聞のモダリティ

形式「ソウダ」に近い意味を表わす（早津2000）。〈伝聞型〉も、主語のない受身文で、主

体が不特定一般の人々である反復・超時の事態として述べられる。こうした主体の不特定

性という構造的特徴が、動詞の表わす語彙的な意味を希薄にし、伝聞の意味をもたらして

いると考えられる。このタイプの要素となる動詞は、「言われる」ないし「される」にほぼ

限られる。

（73）味覚の発達は、ふつう学習効果が必要であるといわれる。（たべものと日本人）

（74）男性が女性化したり、女性が男性化したともいわれますが、要するに男女差が小さくなってき

　たのです。（記憶の大脳生理学）

（75）アモイ市では昨年来、総額1兆円にも上るといわれる大型密輸事件の捜査が続き、市政府幹部

　を含め100人以上が取り調べを受けているとされる。　（毎日3／14）

（76）同署の内部規定では被害者のけがが2週間を超える場合は原則として送検するが、けがが2週

間以内で加害者側に悪質性が認められない場合などは送検を見送るとされている。（毎日2／20）

　この〈伝聞型〉も、〈推定型〉や〈推量型〉同様、やはりラレル述語が文末に現れるこ

とが多い。

3．4呼称動詞の受身文（呼称型）、欝、、星言鯨呼称動詞．ラレル（広義認識動言司3。2

　　例中30例26（10％））

　呼称動詞としたグループは、動詞の種類はあまり多くなく、「呼ぶ、称する、名づける」

といった動詞に限られる。また、言語活動動詞である「言われる」も、呼称を表わす受身

文タイプの要素になる。ここで〈呼称型〉とするタイプは、主体の態度的な活動であり、

〈判断型〉の下位分類の周辺に位置づけられるタイプだろう。〈呼称型〉は、主体が当該の

呼称でもって対象を認識しているということを表わす27。

　この〈呼称型〉も、通常、主体が不特定一般の人々である反復・超時の事態として述べ

られる。特定個人の主体による個別具体的な例は手元のデータには用例が見つからなかっ

た。作例をしても、不自然な受身文となる。

　　（77）？輌］は、（購繧によって）ランドマークと呼ばれた。

　よって、呼称動詞による受身文は、主体が不特定一般の人々で反復・超時の事態として

26うち、呼称動詞が17例、言語活動動詞が13例。
27よって、「太郎は廊下から名前を呼ばれた」のような物理的な動作としての「呼ばれる」とは異なる。
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述べられるのが普通であると言える。この〈呼称型〉は、受身文の主語相当の名詞句が被
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
修飾語となった連体節の構造（「名詞一ト呼バレル名詞」）で用いられることが多い。この

「Aと呼ばれるB」において、AがBの指す概念の下位概念であるとき、「AというB」

に置き換えられる（用例（68）、（69）も参照）。

（78）こうして一方では、　「ブロック・ポリティックス」と呼ばれる現象が生じながら、他方では反

　対の動きもまた作用して、事態はすこぶる流動的である。　（二十世紀の世界）

（79）研究グループでは加工温度を500～750度と低くし、多方向から30回以上も力を加える

　　「温間多軸加工」と呼ばれる工法を採用。　（毎日3／14）

（80）塵亘］だから銀の鉱石が主産物であることはいうまでもないが、その鉱脈の間から“ひ石”とい

　う亜ひ酸（As203）を成分とする岩石が出る。これが毒物で、これからネズミ退治薬が作

　られたのだが、ときとして人間を殺すのにも利用され、石見銀山と称されたのである。　（化学

　とんち問答）

（81）一般に、酸といわれる物質と塩基（アルカリ）といわれる物質は、反対の性質を呈するが、混

　ぜると中和し、両方の性質をなくして、塩という化合物になる。（化学とんち問答）

3．5　各受身文タイプの割合

　以上、広義認識動詞が要素となる非情主語の受身文（ラレル文）について、どのような

意味・構造的なタイプがあるかについて考察した。本節で取り上げた意味・構造的なタイ

プをここにリストとして挙げる。

　まず、〈認識活動型〉には、知覚動詞による〈知覚型〉、思考動詞による〈思考型〉、言

語活動動詞による〈言語活動型〉があった。次に、〈判断型〉にも、知覚動詞、思考動詞、

言語活動動詞による構造的なタイプが確認された。いずれの動詞が要素となるかによって

若干構造が異なるが、すべて「対象に対する知的な態度＝判断」を表わす点で共通してい

るので、〈判断型〉としてまとめた28。また、〈呼称型〉は、一トで導かれる名詞句が判断内

容ではなく呼称を表わしているが、構造のパターンとしては〈判断型〉にもっとも近いの

で、このタイプの周辺に位置づけた。3つ目として〈モダリティ型〉には、「見られる」に

よる〈推定型〉、「思われる、考えられる」による〈推量型＞29、「言われる、される」によ

る〈伝聞型〉があった。最後に、特殊なタイプとして知覚動詞による〈存在確認型〉を位

置づけた。

　各タイプに、個別の主体による事態と不特定一般の人々による事態の典型例を1例ずっ

挙げたが、個別一回的な事態のタイプは、それが分かるように完了形（過去形）で挙げた。

28　〈判断型〉における各動詞の用例数は、個別具体的な事態の例はすべて思考動詞であった。また、反

　復超時の事態では、69例（46例＋23例）中、知覚動詞が11例、思考動詞が35例、言語活動動詞が
　23例となっている。

29　先に3．2．3でも述べたが、〈推量型〉には自発用法の「思われる」と可能用法の「考えられる」を分類

　した（ただし、主語のない構造を持つ文のみ）。
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ただし、個別の主体、ないし不特定一般の人々による例がほとんどない場合は、例を挙げ

ていない。

認識活動型、燕趨ガ認働詞．ラレル

知覚型：「森では、多くの野鳥が観察される」「細胞分裂が観察された」

思考型：「その技術はよく知られている」「新しい仕組みが考案された」

言語活動型：「改革の必要が言われる／言われている」「事件のいきさつが会長に報告された」

判断型、鎌叡ガ糟瀞ト蟻瀦動詞．ラレノ

　　判断型：「喘息は現代病と見られる／見られている、考えられている、言われる／言われている」

　　呼称型：「そのビルはランドマークと呼ばれる／呼ばれている」

モダリティ型，〔圭曇窪藷〕節．ト蟻認働詞．ラレル

　　推定型：「金融崩壊はこのまま加速すると見られる／見られている」

　　推量型：「金融崩壊はこのまま加速すると思われる、考えられる」

　　伝聞型：「近年、日本では格差が拡大したと言われる／言われている」

存在確認型，繍璽茗詳ガ知覚動詞．ラレ，レ

　　存在確認型：「多くの国に共通の現象が見られる」

　なお、本稿では詳しく触れられなかったが、一部の思考動詞と言語活動動詞（「注目さ

れる、予想される、問われる」など）が主な要素である次のような受身文タイプがある。

このタイプは、主語に立つ名詞が主に動作性名詞であるのが特徴で、社会の不特定一般の

人々の対象＝主語に対する関心を表わし、報道文テキストに特徴的なタイプである。これ

を「その他（関心）」とした。

（82）降雪による交通機関の混乱が予想される。　（毎日2／20）

（83）多角的貿易交渉（新ラウンド）の枠組みを議論した、昨年12．月の世界貿易機関（WTO）シ

　アトル会議が決裂した後の大規模な国際会議だけに、途上国と先進国がどう歩み寄るかが注旦

　された。　（毎日5／25）

　また、「信じられない、忘れられない」などの、「考えられる」以外のその他の認識動詞

の可能用法については、「可能用法（その他）」とした。以上のタイプの割合を表にまとめ

ると、次のようになる。表の数値は用例数を表わし、カッコ内の数値は合計に対する割合

を示す。

一21一



表2各テキストにおける広義認識動詞の受身文タイプの割合

報道文テキスト

意味構造的タイプ　個別具体　反復超時

知覚型 3（3） 0（0）

思考型 1（1） 1（1）

言語活動型 7（6） 6（6）

判断型 5（5） 23（21）

呼称型 0（0） 5（5）

推定型 一
20（19）

推量型 一
0（0）

伝聞型 一
13（12）

存在確認型 2（2） 4（4）

可能用法（その他） 0（0） 1（1）

その他（関心） 一
17（16）

小計 18（17） 90（83）

合計 108（100）

評論文テキスト

意味構造的タイプ　個別具体　反復超時

知覚型 0（0） 4（2）

思考型 0（0） 10（5）

言語活動型 2（1） 16（8）

判断型 1（1） 46（24）

呼称型 0（0） 25（13）

推定型 一
0（0）

推量型 一
15（8）

伝聞型 一
14（7）

存在確認型 2（1） 50（26）

可能用法（その他） 0（0） 9（5）

その他（関心） 『
0（0）

小計 5（3） 189（97）

合計 194（100）

　この表2から分かることは、広義認識動詞による受身文が、経験者が（話し

手を含めた）不特定一般の人々である反復・超時のテンス・アスペクトの受身文

として述べられることが圧倒的に多いということである（報道文テキストで

83％、評論文テキストで97％）。非情物が主語に立つ受身文では、通常、動作

主の人格性（意図や責任）は不問に付され、動作主は文中に現れずに背景化さ

れる。しかし、動作動詞の場合、この背景化された動作主はたとえ不特定であ

っても実際には何らかの個人であり、事態は個別一回的なものとして述べられ

るのが通常である（「会議が行われる」「文書が届けられる」など）。一方、認識

動詞による非情主語受身文の場合、背景化された動作主（経験者）は不特定多

数の一般の人々である場合が圧倒的に多く、これに連動して事態は反復的なア

スペクトで述べられることが多いことが本研究の調査から明らかになった。

　また、2つのテキストの違いとして次の2点が目に付く。まず、報道文テキ

ストにおいて、〈推定型〉の割合が高いのに対し、〈推量型〉が一例も存在しな

いのと対照的に、評論文テキストでは、〈推量型〉の割合が比較的高く、〈推定

型〉は一例も存在しない。これは、「見られる」による「判断」を表わす受身文

が、報道文テキストに非常に多いことによる。これは、ともすれば主観的とも

解釈されかねないモダリティー形式（ダロウ、ラシイ、etc．）、さらには〈推量

型〉を避けて、「見られる」による〈推定型〉の使用が定着したためと想像され

る。2点目は、評論文テキストにおいて、〈存在確認型〉の割合が非常に高いと
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いうことである。この他、両テキストの違いに踏み込めばさらに詳しい議論が

必要だが、これは今後の課題としておく。

4．結論と今後の課題

　以上、広義認識動詞が要素となる非情主語受身文（ラレル文）について、意

味・構造的なタイプの別にその特徴を考察し、それぞれのタイプのテキスト内

での割合を示した。本研究から、広義認識動詞による非情主語の受身文が、個

人の主体（動作主ないし経験者）の個別具体的な事態としてよりも、不特定多

数の一般の人々の反復的な事態として述べられることが多いことが明らかにな

った。特に、「判断」を表わす受身文タイプでは、個別具体的な事態が極めて成

立しにくく、不特定一般の人々が主体である反復アスペクトの事態として述べ

られることが多いと言える。また、こうした〈判断型〉の受身文を通して、か

なり文法的意味がパターン化したタイプ（推定、推量、伝聞など）を発達させ

ているとも言えるだろう。

　今後の課題としては、テキストによる違いをさらに詳しく調査するという点

が残された。また、認識動詞による有情主語の受身文との共通点と相違点を探

ることも、重要な課題である。

　さらに、本稿では扱えなかったが、「感情二評価的な態度」を表わす「愛する、

憎む、嫌う」などの態度動詞による受身文も、やはり経験者が不特定一般の人々

である反復アスペクトの事態として述べられる方が自然である。

　このように、広い意味での「心理動詞」による受身文は、動作動詞による受

身文とは異なる特徴を示している。今後、心理動詞全体の体系的な受身文の研

究が必要だろう。

《用例出典（作者生年順）》
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