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0. 発表者について 
 

• 日本語と英語の語彙意味論・形態論・語用論を研究している 
• 他動性交替（Transitivity Alternation）やその周辺の現象に注目している 
• 特に，項実現（Argument Realization）に関わる知識体系に興味がある 

 
1. はじめに：粒度（Granularity）とは 
 
 粒度という概念は様々な分野で用いられていると思われるが，本発表は計算言語

学者（Computational linguist）の Hobbs らの考え方を参考にする．1 
 

(1) We look at the world under various grain sizes and abstract from it only those 
things that serve our present interests. Thus, when we are planning a trip, it is 
sufficient to think of a road as a one-dimensional curve. (Hobbs 1990: 542) 

 
(2) Our ability to conceptualize the world at different granularities and to switch 

among these granularities is fundamental to our intelligence and flexibility. (ibid.) 
 

(3) Granularity is the concept of breaking down an event into smaller parts or 
granules such that each individual granule plays a part in the higher level event. 
For example, the activity of driving to the grocery store involves some fine-grained 
events like opening the car door, starting the engine, planning the route, and driving 
to the destination. Each of these may in turn be decomposed further into finer levels 
of granularity. (Mulkar-Mehta et al. 2011: 360) 
 

(1)-(3)より，粒度を次のようなものとして定義する． 
 

(4) 粒度とは，世界を概念化する際の尺度の 1 つであり，会話の目的に応じて

調節され，概念化の結果として得られる事象（群）はその尺度に沿って階

層を成す． 
 
以下では，主に状態変化を表す他動詞文における主語の選択が粒度によって左右さ

れる例を取り上げる．2 2 節では介在使役構文，3 節では誘発行為構文を見ていく．4
節はまとめである． 
 
2. 介在使役構文（Intermediary Causative Construction）3 

 
1 https://www.isi.edu/~hobbs/ 
2 以下，「他動詞文」は「状態変化を表す他動詞文」を表す． 
3 2節の内容の一部は第 23回日本語用論学会における口頭発表及び前田（近刊）にもとづく． 
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 この節では，日本語と英語の介在使役構文と呼ばれる現象を扱う．結論を先取り

すると，①「介在使役」は粒度を考慮すると，あらゆる他動詞文に該当してしまう

概念であるため，少なくとも意味論的なカテゴリーとして立てておく必要はない．

②また，「介在使役」は達成動詞を用いた文においてのみ解釈可能なものだが，そ

のことは語彙概念構造（Lexical Conceptual Structure, 以下 LCS）のパターンから予測

される． 
 
2.1. 日本語 
 
2.1.1. 「介在使役」の必要性 
 
 a と b が同一の状況を表せる場合，b の文を介在使役構文と呼ぶ． 
 

(5) 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) 

 
佐藤（2005: 92）はこの種の文の特徴づけ以下のように行なっている．4 
 

(6) 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

の過程を自分で行なったかのように捉えている表現 
 
ところが，(6)の特徴づけは次のような文にも当てはまる． 
 

(7) a. 硫酸が金属を溶かした． 
b. 先生が金属を溶かした． 

 
つまり，「あらゆる他動詞文は介在使役構文だ」と言うことができてしまうため，

(6)の特徴づけはうまくいっていない．言い換えると，「介在使役構文」に対して(6)
のような特徴づけしかできないのであれば，「介在使役」というカテゴリーは必要

ないと言える． 
 
2.1.2. 粒度調節（Granularity Adjustment） 
 
 また，「介在使役」の解釈が得られるのは達成動詞を用いた文に限ることが知ら

れており，澤田（2008: 67）が次のような語彙アスペクトに関する記述的一般化を指

摘している． 
 

(8) 介在使役構文では，（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． 
(cf. Komatsubara 2010: 255-264; 佐藤 2005: 96) 

 

 
4 鄭（2006），長谷川（2010），Komatsubara（2019），澤田（2008） などもこの特徴づけを受け入れ
ていると思われる． 
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このことは以下の(9)や(10)より確認できる． 
 

(9) 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）(澤田 2008: 68) 
 

(10) （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．(澤田 2008: 68) 

 
 (8)の記述的一般化は次に示す LCS の可能なパターンから予測される． 
 

(11) a. 達成動詞：様態未指定・結果指定（e.g. break，壊す） 
[x ACT<Φ>] CAUSE [y BECOME <BROKEN>] 

b. *達成動詞：様態指定・結果未指定 
[x ACT<α>] CAUSE [y BECOME <Φ>] 

c. 活動動詞（e.g. hit，叩く） 
[x ACT<HITTING> ON y] 

 
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において，

様態が未指定で結果が指定された LCS を持つ達成動詞（= (11a)）は存在する一方，

様態が指定で結果が未指定の LCS を持つ達成動詞（= (11b)）の存在は指摘されてい

ない．5 (11c)のように起因事象のみを含意（entail）する活動動詞の LCS とは異なり，

(11a, b)はともに，起因事象と結果事象を含意し，因果連鎖を表しているが，(11a)は
様態が未指定，(11b)は結果が未指定であるような LCS である．つまり，(11a)のよう

に，様態が未指定であるがゆえに起因事象における行為の形が決まっておらず，

様々な原因項を選択しうることから，起因事象における項は会話の目的に応じた粒

度に合わせて選択されると考えられる． 
 

(12) 他動詞文の主語は粒度調節を経て選択される（但し，粒度調節は様態が未

指定の LCS に限る） 
 
一方，様態が指定されているということは，起因事象における行為の形が決まって

いるため，その行為の形を体現できる存在は限られてくる．つまり，(11c)のように

様態が指定されていることで，原因項の選択の幅が狭い LCS を持つ活動動詞には

「介在使役」の解釈は生じにくい．以上より，可能な LCS のパターンから，(8)の記
述的一般化が説明される． 
 また，様態指定の有無で，同じ達成動詞でも介在使役の解釈の可否が異なると予

測されるが，実際にその通りである． 
 

(13) a. （母にお願いしてセーターをつくってもらった場合） 
花子がセーターを作った． 

b. （母にお願いしてセーターを編んでもらった場合） 
 *花子がセーターを編んだ．(佐藤 2005: 97) 

 
5 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. 
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(14) 太郎が服を｛仕立てた／*縫った｝．（介在使役） 

 
 さらに，様態の指定が原因項の選択に影響を与えることは，次に示すように，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あることからも確認

できる（熊 2014: 101-102）． 
 

(15) a. ｛?つむじ風／作業員｝が看板を空中に上げた． 
b. ｛つむじ風／??作業員｝が看板を空中に巻き上げた． 
 

(16) 巻き上げる：[x ACT<ROLLING>] CAUSE [y BECOME <RAISED>]  
(cf. 影山 1993: 126-139) 

 
(15b)は(15a)に比べ(16)のように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」が他動詞文の主語として適切となる． 
 
2.1.3. 粒度を考慮したモデル 
 
 Mulkar-Mehta et al. (2011) は，(17)のような文を例に，粒度を用いた分析のモデル

を提示している． 
 

(17) The San Francisco 49ers moved ahead 7–3 11 minutes into the game when William 
Floyd scored a two-yard touchdown run. (Mulkar-Mehta et al. 2011: 361) 

 

 
Figure 1 Granularity in Natural Language Descriptions (ibid.) 

 

 
Figure 2 Instantiating Natural Language to the Granularity model (ibid.) 

 
(17)において， “William Floyd” は “The San Francisco 49ers” の一員であり，彼がタッ

チダウンを成功させたことによって，チームの陣地が前進している．このことを
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Figure 1 にもとづいて記述すると Figure 2 のようになる．上にいくほど荒い粒度

（Coase-grained）で，下にいくほど細かい粒度（Fine-grained）である．以上を参考

に， LCS を用いて表したのが(18)である． 
 

(18) a. [Yamada-san ACT<Φ>] CAUSE [house BECOME <built>] 
 
 
 

b. [carpenters ACT<Φ>] CAUSE [house BECOME <built>] 
 
ただし，(17)とは異なり，(18)においては，2 つの ACT 項の関係は部分全体関係では

ないし，（結果）事象も見かけ上は同一のものである．また，「大工さんが家を建

てた」ことは「山田さんが家を建てた」ことの原因というよりも前提と言える．6 
 
2.2. 英語 
 
 日本語の例で議論した内容は英語にも当てはまる．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（＝介在使役他動詞文）との関係」をパラレルなものとして扱ってい

る．(19)と(20)のいずれにおいても，a の文が b の文よりも，結果に対してより直接

的な原因を主語としている点で細かい粒度調節をしていると言える． 
 

(19) 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＞  
 

(20) a. The pilots bombed Hanoi.  ＜Actor 主語構文＞ 
b. Nixon bombed Hanoi.   ＜間接使役構文＞ 

 
但し，(20)のような道具を表す名詞転換動詞は一般的に様態の指定がある LCS を持

つと言われており（Rappaport Hovav and Levin 2010: 24，以下 RH&L），この点は今

後検討が必要である． 
 

(21) instrument → [x ACT <INSTRUMENT>] (e.g. brush, hammer, saw, shovel, . . .) 
 
以下では，様態の指定の有無によって「介在使役」の解釈の可否が左右される例を

見ていく． 
 
2.2.1. 達成動詞：様態未指定（Manner-Underspecified） 
 

(22) a. Hanako built her house. (Intermediary) 
b. Hanako had the carpenters build her house.  

 
(23) a. Taro replaced the gut on his racket. (Intermediary) 

b. Taro had the staff replace the gut on his racket. 

 
6 “some relation” に関連するものとして，澤田（2008）は「サービス・フレーム」，前田（2020）は
「実現可能性（feasibility）」という概念を提案している． 

equals? “causes” some relation 



 6 

 
(24) a. Hanako tailored a dress. (Intermediary) 

b. Hanako had the craftsman tailor a dress. 
 

(25) a. Taro cut his hair. (Intermediary) 7 
b. Taro had his hair cut. 

 
2.2.2. 活動動詞：様態指定（Manner-Specified） 
 

(26) a. *Taro knitted a sweater. (Intermediary) 
b. Taro had his mother knit a sweater. 

 
(27) In this country, instead of a certified photo, a picture drawn by a state-licensed artist 

is required for various documents. 
a. *Hanako drew her picture for the document. (Intermediary) 
b. Hanako had the artist draw her picture for the document. 

 
3. 誘発行為構文（Induced-Action Construction）8 
 
 この節では英語の誘発行為構文と呼ばれる現象を扱う．ここでは，様態語根の粒

度によって，この種の構文の容認性が左右される，と主張する． 
 

(28) a. The mouse ran through the maze. 
b. We ran the mouse through the maze.  

 (Levin and Rappaport Hovav 1995: 111，以下 L&RH) 
 
この種の構文に参与するのは，Levin (1993: 27-31) の 分類によれば run verb に限定さ

れるが，ここでは roll verbs も同一クラスの動詞として考える．9 
 Tenny (1995: 211) の観察によれば，同じ run verb でもそこに属すメンバーは同質で

はなく，他動詞文として容認可能なものと不可能なものに分かれる． 
 

(29) Laura 
*ambled/*bounded/*cavorted/*climbed/*crawled/*dashed/?hastened/*inched/?jog
ged/*meandered/*plodded/*romped/*scrambled/*scurried/*shuffled/*staggered/*tr
amped/*traveled/*waddled/*zoomed/*boated/*bused/?dogsledded/?skated/?skied/?
taxied/*cruised/*boogied/*bopped/?tapdanced her friend to her door. 

 
(30) Laura 

marched/walked/bicycled/boated/canoed/ferried/helicoptered/drove/flew/paddled/r
owed/danced/waltzed her friend to her door.  

 
以上の観察をもとに，次に示すような様態語根における粒度の尺度が想定できる． 
 
 

 
7 驚くべきことに英語母語話者 3名が(38a)は「介在使役」の読みが可能と答えた． 
8 この節の内容の一部はMaeda (2021)に基づく． 
9  Maeda (2021)では roll verbs と run verbs に本質的な差はなく，あるのは様態の「複雑性
（complexity）」，すなわち，本発表でいうところの「粒度」の違いであると主張している． 
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(31) 様態語根の粒度尺度 
 

        √MANNER 
 
 

√ROLL 
 

    √RUN   √WALK 
 
 
    √SCURRY  √PLOD 

 
(31)を想定することで，以下に示した可能な主語の範囲の違いを説明することがで

きる．  
 

(32) a. The man/the stick/the wind rolled the ball. 
b. The general/*the downpour/*the tear gas marched the soldiers to the tent. 

(L&RH 1995: 112) 
 
√ROLL が表す様態を外部からの働きかけによって他者に実現させることは，固体に

対しては比較的用意であり，(32a) のように様々な使役者が主語となって他動詞文を

形成する．一方，√ROLL と比較すると，√RUN が表す様態はより複雑であり，行為

の種としてはより粒度の細かい様態であると言える．したがって，そのような行為

を外部からの働きかけによって他者に実現させることは難しく，(32b) のように特定

の使役者によってのみ可能となる．さらに，√SCURRY や √PLOD が表す様態は，そ

れぞれ√RUN と √WALK よりも粒度が細かく，「どんな様子で走る・歩く」のかを指

定している．よって，外部からの働きかけによる他者の様態の実現は不可能となり，

(29)で示したように他動詞文としては成立しない． 
 
4. まとめ 
 
 本発表では LCS を用いて，様態語根の粒度尺度の観点から他動詞文の主語を議論

した．2節では，様態が未指定であるがゆえに項の間で粒度の階層が想定できること，

それに対し，3節では，様態語根の間で粒度の階層が想定できることを提案した．い

ずれの構文にしても，「様態」と「粒度」という概念が他動詞文の主語の選択に深

く関与していると考えられる． 
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