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§ 以下のように，aが言えて，かつ，bも言えるときのbの文を「介在性の文」と呼び，
特に，(1b)のような文を「介在性の他動詞文」と呼ぶ

§ (1) a. 大工さんが（山田さんの）家を建てた．

§ b. 山田さんが家を建てた．（佐藤 2005: 88）

§ (2) a. 医者が患者に注射した．

§ b. 患者が注射した．（佐藤 2005: 88）
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§ 介在性の他動詞文は，(i)以下のような結果含意の他動詞文

§ (3) 花子が窓を壊した．

§ と意味論的に相違なく，
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§ (ii)介在性の解釈は，話者が会話において適切な粒度（granularity）で因果連鎖（
causal chain）の中から原因項を選択する際に，無視された原因群に意図的存在物が
含まれている場合に，語用論的に得られるものだと主張する

§ これにより，被使役者の存在を明示した統語的使役文が

§ (4) 山田さんが大工さんに家を建てさせた．

§ 介在性の他動詞文にはない含意を持つことも適切に説明される
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§ (iii)また，後述するように，介在性が生じるのが達成動詞に限られることは，語彙概
念構造（Lexical Conceptual Structure, LCS）の可能なパターンから導かれる
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§ 佐藤（2005: 92）は次のように介在性の他動詞文を特徴づけている

§ (5) 話者が実際には存在する被使役者を無視して，あたかも主語自身がすべての過
程を自分で行ったかのようにとらえている表現

§ その他の先行研究（長谷川 2010; Komatsubara 2019; 澤田 2008; 鄭 2006, 2007）も概
ね同様の捉え方をしていると思われる
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§ では，どのような場合に被使役者を無視できるのか

§ これについては，以下の4つの条件が提案されている

§ (6) i. 行為の背景化

§ ii. 事態の結果コントロール

§ iii. 所有関係

§ iv. サービス・フレーム
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§ (6) i. （行為とその結果を含む）「達成動詞」（accomplishment verbs）と
異なり，（結果を含まず行為のみを表す）「活動動詞」（activity 
verbs）（Vendler 1976）が生起できない

§ （澤田 2008: 67, cf. Komatsubara 2010: 255-264; 佐藤 2005: 96）

§ (6i)より，以下のようなデータ（澤田 2008: 68）が説明される

§ (7) a. ｛*30分間／30分で｝肩をほぐした．（達成動詞）

§ b. ｛30分間／*30分で｝肩を揉んだ．（活動動詞）
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§ (8) （マッサージ店に行って）

§ a. 肩を｛ほぐした／*揉んだ｝．

§ b. 肩を｛ほぐし／*揉みほぐし｝た．

§ (9) 王監督はこの方法で，胃を｛取っ／切り取っ｝たのです．

§ 時間副詞のテスト（(7)）により，達成動詞（「ほぐす」）と活動動詞（「揉む」）
とに分類され，前者は介在性の解釈が可能であるのに対し，後者は不可能（(8a)）

§ また，複合動詞にした場合，行為が背景化されなければ，介在性の解釈は不可能（
(8b)）であるのに対し，背景化されていれば，可能（(9)）
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§ (6) ii. 介在性の文が叙述する事態においては，被使役者による行為の過程や
それによってもたらされる結果のあり方は，被使役者の主観などによ
って左右されやすい性質のものではない（佐藤 2005: 94）

§ (6ii)により，以下のようなデータ（佐藤 2005: 94）が説明される

§ (10) a. （写真屋に依頼して，顔写真をとってもらった場合）

§ 浩が顔写真をとった．

§ b. （画家に依頼して，似顔絵をかいてもらった場合）

§ *浩が似顔絵をかいた．
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§ 同様に，

§ (11) a. （洋服屋に依頼して，ドレスをつくってもらった場合）

§ 洋子がドレスをつくった．

§ b. （デザイナーに依頼して，ドレスをデザインしてもらった場合）

§ *洋子がドレスをデザインした．

§ 佐藤（2005: 94-95）によれば，「[(10a)]における『写真をとる』という行為は，
[(10b)]の『似顔絵をかく』という行為と比較すると，その行為の主体の主観などによ
って結果が左右される可能性が低いもの」であるため，介在性の他動詞文として成立
する

§ 同様に(13)も説明される
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§ (6) iii. a. […]「介在使役」では，身体部位が行為の対象（NP2）である場合，
その部位は主体（NP1）の所有物である必要がある

§ b. 身体部位以外の存在物が行為の対象（NP2）である場合，その対象
（NP2）は主体（NP1）以外の所有物であってもよい

§ （澤田 2008: 64-65）

§ (6iii, a)より，次のようなデータ（強調原文. 澤田 2008: 64）が説明される

§ (12) a. 私は心臓を手術した．（直接使役／介在使役）

§ b. 私は山田さんの心臓を手術した．（直接使役／*介在使役）
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§ 正確には所有関係とは言えない場合でも，

§ (13) a. 母親は子供の心臓を手術することに決めた．（直接使役／介在使役）

§ （強調原文. 澤田 2008: 64）

§ 「対象（NP2）が主体（NP1）の被保護者（子，等）である場合，主体（NP1）と対象
（NP2）との間の所有関係が保障され，『介在使役』の解釈が得られやすくなる」（
澤田 20080: 64）
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§ また，(6iii, b)より，以下のようなデータ（強調原文. 澤田 2008: 65）が説明される

§ (14) a. 私は自転車を直した．（直接使役／介在使役）

§ b. 私は山田さんの自転車を直した．（直接使役／介在使役）

§ 「自転車」は身体部位ではないが，それでも，(14a)において「私」と「自転車」と
の間には所有関係が見出され，介在性の他動詞文として成立する

§ また，(14b)において，正確には「山田さんの自転車」は「私」の所有物ではないも
のの，「主体（NP1）は（一時的にせよ対象（NP2）を預かる点で）対象（NP2）の二
次的・間接的な所有者とみなし得る」（澤田 2008: 65）ため，介在性の他動詞文とし
て成立する
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§ (6) iv. 介在使役構文と「てもらう」構文は，共に，主体が介在動作主[=被使
役者]の行為によって実現した事象から利益を得ることを表す．すなわ
ち，主体は「受益者」（beneficiary）である

§ （澤田 2008: 70, cf. Komatsubara 2019: 253; 鄭 2006: 217-273）

§ (6iv)より，次のようなデータ（澤田 2008: 70-71）

§ (15) a. （写真屋のカメラマンに顔写真を撮ってもらった場合）

§ 先月，私は顔写真を撮った．

§ b. （フライデーのカメラマンに顔写真を撮られた場合）

§ *先月，私は顔写真を撮った．
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§ 同様に，

§ (16) 私は｛床／畳／ラケットのガット／?テント／??付箋／??宛名シール｝を張り替
えた．

§ (16)では，サービス・フレームが喚起されやすい名詞が目的語にある場合には，介在
性の他動詞文として成立するが，そうでない場合，成立しにくいことがわかる

2020/11/28 18



2020/11/28

19



§ (5) 話者が実際には存在する被使役者を無視して，あたかも主語自身がすべての過
程を自分で行ったかのようにとらえている表現

§ (6) i. 行為の背景化

§ ii. 事態の結果コントロール

§ iii. 所有関係

§ iv. サービス・フレーム

§ (5)の特徴づけ及び(6i)を除く(6ii-iv)について検討する
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§ (5)の特徴づけは介在性の他動詞文に限らず，あらゆる他動詞文に該当すると思われ
るため，特徴づけとしては成功していない．例えば，

§ (17) a. 先生が金属を溶かした．

§ b. 硫酸が金属を溶かした．

§ (17a, b)のどちらも言える場合に，(17a)は（少なくとも）「硫酸」という被使役者を
無視していると言えそう

§ ここから，介在性の他動詞文というカテゴリーは必要か？という疑問が生じる
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§ これに対して，次のような主張が生じうる

§ (18) 無視された被使役者が意図的存在物か否かが重要であり，その限りにおいて介
在性の他動詞文というカテゴリーは必要

§ ただし，このように主張した場合に，(i)なぜ意図的存在物を無視した場合にのみ介在
性の他動詞文というカテゴリーが必要なのか，(ii)介在性の他動詞文（=(1b)）と統語
的使役文（=(4)）との関係が説明されなければならない
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§ 以下の(19)は結果のあり方が被使役者の主観などで左右されると思われるにもかかわ
らず，介在性の他動詞文として成立している

§ (19) a. 美容師が（太郎の）髪を切った．

§ b. 太郎が髪を切った．（cf. (10), (11)）

§ したがって，(6ii)は介在性の他動詞文の成立に関わる条件としては適切ではないと思
われる
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§ 以下の(20)は「所有関係」と「サービス・フレーム」のどちらの条件も満たしていな
いにもかかわらず，介在性の他動詞文として成立している

§ (20) （将軍が部下の兵士に命令して村人を虐殺させた場合）

§ a. 兵士が村人を虐殺した．

§ b. 将軍が村人を虐殺した．（佐藤 2005: 91）

§ したがって，(6iii, iv)も介在性の他動詞文の成立に関わる条件としては適切ではない
と思われる
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§ (21) i. 「介在性の他動詞文」というカテゴリーの必要性

§ ii. 介在性の解釈が可能な条件

§ iii. 介在性の他動詞文と対応する統語的使役文との関係

§ 以上の3つの観点から提案を行う
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§ (21) i. 「介在性の他動詞文」というカテゴリーの必要性

§ ii. 介在性の解釈が可能な条件

§ iii. 介在性の他動詞文と対応する統語的使役文との関係
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§ 介在性の他動詞文という意味論的カテゴリーは，因果連鎖の粒度という概念を導入す
れば，必要ないと考える

§ 粒度というのは，以下の引用にもあるように，

§ (22) Direct causation is something of an illusion; under a sufficiently powerful 
microscope, it vanishes from sight. When I cut an apple, I first decided to do 
it, then send neural impulses to my arm and hand, which in turn causes the 
muscles to contract, causing the hand to move, causing the knife to move, 
causing the knife to contact the surface of the apple, causing the suface to 
rupture, and so on. […]. When we describe an event, we have to choose a 
grain size below which the subevents are treated as invisible. (emphasis 
mine, Pinker 2007: 67)
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§ （粒度とは）ある事態を描写するときに，話者が選択する因果連鎖の詳細さの度合い
のことで，一度粒度が調節されると，それより細かい粒度を持つ事態は無視されるこ
とになる

§ 長谷川（2010: 30）は粒度に基づいて，英語の「道具主語構文とAgent主語構文との
関係」と「Actor主語構文と間接使役構文との関係」をパラレルにとらえている

§ (23) a. The key opened the door. ＜道具主語構文＞

§ b. I opened the door (with this key). ＜Agent主語構文＞

§ (24) a. The pilots bombed Hanoi. ＜Actor主語構文＞

§ b. Nixon bombed Hanoi. ＜間接使役構文＞
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§ 介在性の他動詞文と呼ばれるものも，粒度調節の結果，意図的存在物が「見えなく」
なったことで生じる文であると説明できる

§ つまり，

§ (25) すべての（結果含意の）他動詞文において粒度調節が行われており，介在性の
他動詞文もその例外ではない．この種の他動詞文は，無視された原因群に際立
ちの高い意図的存在物が含まれているがゆえに，介在性を読み取ってしまうに
過ぎない

§ したがって，介在性の他動詞文も(17a)も実質的には同じ結果含意の他動詞文だと考
えられる

§ また，(5)の特徴づけの問題点は「問題」ではなくなる
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§ これに対して，以下のような反論が生じうる

§ (26) 日本語に比べ英語では介在性の他動詞文が成立しにくいと思われるが，このよ
うな言語間の違いが(25)によって説明できなくなってしまうのではないか

§ これに対して本発表は，「介在性の他動詞文の成立しやすさ」をパラメータとして想
定するのではなく，「粒度調節の仕方」をパラメータとして想定すればよいと考える

§ (23a)に対応する日本語の無生物主語構文は成立しにくいと言われている

§ (27) *鍵がドアを開けた．（熊 2009: 2）
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§ 池上（1981: 207）や西村（1998: 157-159）は，このような日英語の差異を「擬人法
が日常的な言葉遣いに浸透してる程度の違い」として分析している（斎藤 2001: 86-
88）

§ ここでは，(23a)と(27)の違いを両言語の粒度調節の仕方の違いとして捉える

§ 日本語：粗い粒度調節（coarse-grained）

§ 英語：細かい粒度調節（fine-grained）

§ 無生物主語構文が日本語では成立しにくく，英語では成立しやすいこと，介在性の他
動詞文が日本語では成立しやすく，英語では成立しにくいこと，が自然と理解できる
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§ 例えば，(19b) 太郎が髪を切った．に対応する英語が，

§ “Taro cut his hair.”

§ ではなく，

§ “Taro had his hair cut.”

§ であるのも，英語は細かい粒度調節をするため，被使役者の存在を無視しない傾向に
あるからと説明される
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§ (21) i. 「介在性の他動詞文」というカテゴリーの必要性

§ ii. 介在性の解釈が可能な条件

§ iii. 介在性の他動詞文と対応する統語的使役文との関係
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§ 動詞の意味を語根（ROOT）とLCSとに分けるタイプの語彙意味論研究（Beaver and
Koontz-Garboden 2012, 2020; 出水 2018, 2019; Levin 1999; Levin and Rappaport 
Hovav 1991a, 1991b, 1995, 2013, 2014; Rappaport Hovav 2008; Rappaport Hovav and 
Levin 1998, 2010, 2017; 臼杵 2015 etc.）において，

§ 様態（manner）が未指定で結果（result）が指定されたLCSを持つ動詞は存在するが
，様態が指定されて結果が未指定のLCSを持つ動詞の存在は指摘されていない

§ (28) a. 様態未指定・結果指定の動詞（e.g. break, 壊す）（＝達成動詞）

§ [x ACT<Φ>] CAUSE [y BECOME <BROKEN>]

§ b. *様態指定・結果未指定の動詞

§ [x ACT<α>] CAUSE [y BECOME <Φ>]

§ c. 活動動詞（e.g. hit, 叩く）

§ [x ACT<HITTING> ON y] 2020/11/28 35



§ (28a, b)はともに，原因事象（[x ACT<MANNER>]）と結果事象（[y BECOME <STATE>]）を
含意（entail）しているが，(31a)は様態が未指定，(31b)は結果が未指定である

§ この非対称性から，因果連鎖を描写する際の粒度は，原因項（x）の選択に従って決
定することが導かれ，ここまでの日本語の例（(1), (17), (19), (20)）と英語の例（
(23), (24)）のいずれにも当てはまる

§ 例えば，(17)において，「金属が溶けた」という結果状態の原因項は，粗い粒度調節
を行えば「先生」となり，細かい粒度調節を行えば「硫酸」となる

§ 粒度調節は，(28a)のように様態が未指定であることによって可能

§ 様態が未指定→原因事象における行為の形が決まっていない→様々な項を選択可能
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§ (28a)のように様態が未指定であるために，粒度調節の余地があるLCSを持つ達成動詞
には「介在性」の解釈が生じる

§ 一方，(28c)のように様態が指定されているために，粒度調節の余地がないLCSを持つ
活動動詞には，「介在性」の解釈が生じない

§ つまり，達成動詞に限って「介在性」の解釈が生じるという(6i)の行為の背景化の条
件は(28)に示した可能なLCSのパターンから生じてくると言える
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§ また，様態の指定が（粒度調節の余地を決定し）原因項の選択に影響を与えることは
，以下のように様態が指定されることで無生物主語構文の容認度があがる場合が観察
されることから支持される（熊 2014: 101-102）

§ (29) a. ?つむじ風が看板を空中に上げた．

§ b. つむじ風が看板を空中に巻き上げた．

§ (30) 巻き上げる：[x ACT<ROLLING>] CAUSE [y BECOME <RAISED>]

§ （cf. 影山 1993: 126-139; 影山・由本 1997: 71-78; 由本 2011: 141-161）

§ (29b)は(29a)に比べて様態が指定されている分，細かい粒度調節が要求され，「つむ
じ風」が原因項として適切となる
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§ (21) i. 「介在性の他動詞文」というカテゴリーの必要性

§ ii. 介在性の解釈が可能な条件

§ iii. 介在性の他動詞文と対応する統語的使役文との関係
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§ (1) a. 大工さんが（山田さんの）家を建てた．

§ b. 山田さんが家を建てた．（佐藤 2005: 88）

§ (4) 山田さんが大工さんに家を建てさせた．

§ 語彙使役を用いた(1b)と統語的使役を用いた(4)は同一の事態を表しうるが，(4)には
特別な含み（implicature）があると思われる

§ このことは，(5)の特徴づけや4つの条件からは予測されない

§ むしろ，意味論的なカテゴリーとして「介在性の他動詞文」を認めてしまうと，(1b)
と(4)の違いを説明するのが（方法はあるにしても）難しくなると思われる
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§ 本発表では，先述した通り，(1b)を結果含意の他動詞文と意味論的な相違はないと仮定
すれば，(4)で生じる含みが以下のような語用論的制約から生じると説明できる

§ Horn (1984: 13)

§ (31) a. The Q Principle (Hearer-based):

§ MAKE YOUR CONTRIBUTAION SUFFICIENT (cf. Quantity 1)

§ SAY AS MUCH AS YOU CAN (given R)

§ Lower-bounding principle, inducing upper-bounding implicata

§ b. The R Principle (Speaker-based):

§ MAKE YOUR CONTRIBUTION NECESSARY (cf. Relation, Quantity 2, Manner)

§ SAY NO MORE THAN YOU MUST (given Q)

§ Upper-bounding principle, inducing lower-bounding implicata
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§ (32) a. Lee stopped the car.

§ b. Lee got the car to stop. (Lee made the car to stop.) (Horn 1984: 27)

§ (33) [T]he use of the unmarked lexical causative in [(32a)] R-implicates that the 
action was brought about in an unmarked way (presumbly by stepping on the 
brake pedal), while the choice of the periherastic [(32b)] correspondingly Q-
implicates that some unusual method was employed (pulling the emergency 
brake, telekinesis, etc.). (Horn 1984: 27)

§ 無標な言い方（語彙的使役）をしいる(32a)は，R原理に従っているはずなので，通常
の出来事を表し，有標な言い方（統語的使役）をしている(32b)は，Q原理に従ってい
るはずなので，通常とは異なる出来事を表している
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§ (1b)と(4)にも同様のことが当てはまる

§ 無標な言い方をしている(1b)はR原理によって，特別なことは起こらず，通常の仕方
で家がたったという結果を表す

§ 一方，有標な言い方をしている(4)はQ原理によって，通常とは異なる仕方（e.g. 嫌が
る大工さんを脅して作業させた）で家が建ったという結果を表す
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§ また，

§ (25) すべての（結果含意の）他動詞文において粒度調節が行われており，介在性の
他動詞文もその例外ではない．この種の他動詞文は，無視された原因群に際立
ちの高い意図的存在物が含まれているがゆえに，介在性を読み取ってしまうに
過ぎない

§ (25)の帰結として，

§ (34) 結果含意の他動詞文では常に直接使役（direct causation）を表すのであって，
間接使役（indirect causation）は表さない

§ つまり，直接使役は語彙的使役と，間接使役は統語的使役と対応する
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§ 前田（2020: 102）「実現可能性（feasibility）」

§ (35) ある話者が，

§ (i) 使役主が然るべき手順を踏みさえすれば，結果事象が常に実現すると
認識している場合，結果事象は[+feasibile]の値を持ち，語彙的使役形
式を用いるのが適切である

§ (ii) 使役主が然るべき手順を踏んでも，結果事象が実現しないこともあり
得ると認識している場合，結果事象は[-feasible]の値を持ち，-(s)ase接
辞を含む述語形式を用いるのが適切である．

§ 介在性の他動詞文は(35i)に該当し，「サービス・フレーム」の条件も(35i)から導かれる

§ また，「サービス・フレーム」にはあたらない(20)のような「将軍」と「村人」が参与す
る事態についても無標の他動詞文で描写できるのは，結果事象が[+feasible]の値を持つか
らだといえる
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§ つまり，サービスを受ける場合や将軍と兵士の上下関係がある場合というのは，通常
，前者は受益者，後者は将軍の思い通りに事が進むものと思われている

§ そのような世界知識（=(35i)）と粒度調節により，語彙的使役形式が選択され，結果
として介在性の他動詞文が用いられる

§ もし，違った世界知識の状態（=(35ii)）の場合には，別の粒度調節により，統語的使
役形式が選択され，先述したように含みを伝達することになる
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§ 本稿の提案

§ (i) 「介在性の他動詞文」という意味論的カテゴリーは不要

§ →粒度調節の問題

§ (ii) 介在性の他動詞文の成立に関わる条件

§ →可能なLCSのパターンから自ずと達成動詞に限られる

§ (iii) 介在性の他動詞文と統語的使役文との関係

§ →Q原理・P原理と実現可能性の観点から捉えられる
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§ 「事態の結果コントロール」の問題点は，依然として本稿の提案においても問題点となり
得る

§ (10) a. （写真屋に依頼して，顔写真をとってもらった場合）

§ 浩が顔写真をとった．

§ b. （画家に依頼して，似顔絵をかいてもらった場合）

§ *浩が似顔絵をかいた．

§ (19) a. 美容師が（太郎の）髪を切った．

§ b. 太郎が髪を切った．

§ 可能なLCSのパターンから説明が可能かもしれない
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§ 様態が未指定の達成動詞にのみ，介在性の解釈が可能という主張だが，以下のような
名詞転換動詞（denominal verbs）の場合，

§ (24) a. The pilots bombed Hanoi. ＜Actor主語構文＞

§ b. Nixon bomed Hanoi. ＜間接使役構文＞

§ 道具（instrument）によって様態は指定されていると考えるので，反例になり得る

§ 方法としては，様態語根にタイプを設けるなど
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