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凡例 

 

 

(1) ある文の容認度が低いことを表す記号は「*, ?, ??, #」の 4 種類を用いる。「*」は，こ

の記号を付された文が日本語の文としてまったく容認できないものであることを示し

ている。「?」と「??」は，「*」を付した文に比べて容認度は高いが，日本語の文とし

てまったく問題ないとは言えないものに付している。「?」は，その文がやや不自然で

あることを示している。さらに容認度が下がる場合（ただし「*」を付すほどではない）

は，その文に「??」を付した。「#」は，その文自体の容認度に問題はないが，その文

の表す内容が意図されたものとは違うことを示す。なお，例文の容認度判断は，すべ

て筆者による。もちろん，他の研究者の例文を引用している場合は，文の容認度を表

す記号もそのまま引用してある。 

 

(2) 英語論文中のローマ字で表記された日本語例文を引用する場合，読みやすさを優先し，

すべて平仮名・片仮名・漢字に直して例文を掲載している。なお，引用例文に付され

ていたグロスもここでは載せていない。 

 

(3) 引用実例中の下線や網掛けはすべて筆者のものである。特に注目したい箇所をこれら

を付けることで目立たせている。 

 

(4) 例文中などのある言語表現そのものに言及する場合は，言語表現を鉤括弧に入れてそ

のことを示すが，言語表現の意味または機能に言及する場合には，山括弧を用いるこ

とがある。意味，機能について述べていることが文脈から明らかである場合や，山括

弧の多様が乱雑に思われる場合は，特別な記号を用いないか，代わりに鉤括弧を使用

することもある。 

 

例： この「している」が標示するテンス・アスペクト意味は〈現在；未完了〉である。 

 

(5)  隅付括弧（【 】）内の内容は，例文が発話される状況や，例文で意図されている解釈

を示す。 
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序論 

 

 

1 研究の目的 

本研究は，現代日本語を対象に，出来事名詞と，出来事名詞が関わる構文に分析を加える。出

来事名詞 (EN, event noun) とは，行為，動き，活動，変化，現象などの動的な事態（「出来事」

と総称する）を表す名詞のことである。「攻撃，破壊，掃除，勉強，練習，引退，出発，取り締

まり，値下げ，ダウンロード，殺人事件，事故，運動会，卒業式，健康診断，雪崩，テニス，鬼

ごっこ，肩たたき，草取り」などがこれにあたる。「ピアノを練習する」，「ピアノの練習をす

る」，「ピアノの練習がある」，「ピアノの練習だ」などが出来事名詞の構文である。出来事名

詞の意味的・統語的な特徴と構文との関わりを体系的に記述・説明することが本研究の目的であ

る。すなわち，ある特定の構文的環境において，出来事名詞がどのような意味解釈を受け，どの

ような統語的特徴を見せるのか，そしてそのような特徴が観察されるのはなぜなのかということ

を明らかにする。これとともに，出来事名詞の存在が構文内の他の要素にどのような影響を与え

るのかということも見ていく。そして，構文内の出来事名詞を含む様々な要素が関係し合った結

果，構文全体としてどのような意味が得られるかということを記述する。 

 

2 考察の対象 

出来事名詞と構文との関係を記述・整理する上では，できるだけ多くの構文を考察範囲に含め

て，比較対照を行いながら観察を進めることが望ましい。しかしながら，これまでの出来事名詞

に関する研究には分析対象に偏りが見られ，有益なデータを提示する構文が考察不十分な状態で

ある。以下でこの現状を簡単に説明する。 

出来事名詞のなかには，動名詞 (VN, verbal noun) が含まれる1。上の例では「攻撃，破壊，掃

除，勉強，練習，引退，出発，取り締まり，値下げ，ダウンロード」などが VN である。VN は，

「する」が直接付いて動詞化する点，項構造をもつ点，特定の環境において項 NP を動詞格（非

属格）で標示できる点などから，動詞的性格が色濃いとされる。これまで，出来事名詞の研究は

この VN を分析の対象としたものがほとんどであった。とりわけ，(1) のような，VN と「する」

が対格「を」を介して結合した「VN をする」という形式をとる構文（「VN をする」構文）に注

目が集まっていた。「VN をする」構文に関して，VN が「する」を直接伴って動詞化した「VN

する」という形式（便宜上，この形式をとる構文を「VN する」構文と呼ぶ）との異同や派生関

係，項・付加詞の特異な具現のあり方，「する」の「軽さ」などが議論の対象になり，多くの研

究成果が提出されている。 

 

(1) a. 太郎は部屋の掃除をした。   cf. 太郎は部屋を掃除した。 

 b. 花子はピアノの練習をしている。  cf. 花子はピアノを練習している。 

 

その一方で，以下 (2) – (4) のような出来事名詞の構文にはまとまった論考がほとんどないとい

                                                        
1 動名詞のなかには「関係（する），存在（する）」のような静的な事態（状態，属性）を表すものもあるため，

動名詞がすべて出来事名詞に含まれると考えるわけにはいかない。しかしながら，ほとんどの動名詞が動的な事

態（出来事）を表すものであることも事実である。 
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う現状がある。これらの構文には，「VN する」構文・「VN をする」構文との対照で後述するよ

うな興味深い特徴が観察され，本研究の目的を達成するためにはこれらの分析が必要不可欠であ

る。 

 

(2) a. 明日，近所の小学校で運動会がある。 

 b. 昨日，四谷通りで大きな事故があった。 

(3) a. 息子は明日運動会がある。 

 b. 花子は昨日健康診断があった。 

(4) a. 花子は今年の 9 月で引退だ。 

 b. 君は公園の掃除だ。 

 

(2) は存在文「X がある」の形式をとった出来事名詞の構文であり，これを出来事存在文と呼ぶ。

(3) は「花子は弟がいる」のような所有文に似ているが，むしろ出来事存在文を内部に含む「象は

鼻が長い」構文の変種と見るべきものである。〈予定〉の意味が関与する構文であるため，出来

事予定文と名づける。(4) は VN が名詞文の形式「X だ」をとった構文であり，「VN だ」構文と

呼ぶ。 

本研究は，これら 3 種類の構文の意味的・統語的特徴を詳細に記述する。また，VN に限らず，

広く出来事名詞全体を考察範囲とする。すなわち，「殺人事件，事故，運動会，卒業式，健康診

断，雪崩，テニス，鬼ごっこ，肩たたき，草取り」などの SEN にも分析を加える。これまでほと

んど注目を受けてこなかった (2) – (4) の構文の分析に重点を置き，これらの構文との関係から，

「VN する」構文，「VN をする」構文を捉えなおす。 

 

3 論文の構成 

本研究は，序論，本論，結論で構成されている。本論は全 6 章から成る。第 1 章では，出来事

名詞一般に観察される基本的な特徴を確認したのち，出来事名詞の下位類である VN と SEN の特

徴を詳細に記述していく。第 2 章では，VN が名詞として文中で機能する場合（VN 名詞形）と，

「する」を直接伴って派生動詞「VN する」として機能する場合（VN 動詞形）とを比較する。主

に VN 名詞形の特徴に注目し，その特徴を手がかりにして，VN 動詞形ではなく VN 名詞形が選択

される動機を考察する。第 2 章の考察は，第 3 章以降の議論の基礎を築くものである。第 3 章，

第 4 章，第 5 章，第 6 章では，それぞれ「VN をする」構文，出来事存在文，出来事予定文，「VN

だ」構文の特徴の記述・分析を進めていく。 
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第 1章 出来事名詞 

 

 

1 はじめに 

本研究の目的は，出来事名詞の意味的・統語的な特徴と構文との関わりを体系的に記述・説明

することである。この課題に取り組むにあたって，先行研究による記述が不十分であることを序

論で指摘した。すなわち，大部分の研究が (1) の「VN をする」構文に注目しており，(2) – (4) の

ような重要な構文が看過されているため，現時点では出来事名詞とその構文の体系的な把握が望

めないことを述べた。本研究は (2) を出来事存在文，(3) を出来事予定文，(4) を「VN だ」構文

と呼び，この 3 構文に「VN をする」構文を加えた 4 構文を中心的な考察対象としている。 

 

(1) a. 太郎は部屋の掃除をした。   cf. 太郎は部屋を掃除した。 

 b. 花子はピアノの練習をしている。  cf. 花子はピアノを練習している。 

(2) a. 明日，この大学で運動会がある。 

 b. 昨日，四谷通りで大きな事故があった。 

(3) a. 息子は明日運動会がある。 

 b. 花子は昨日健康診断があった。 

(4) a. 花子は今年の 9 月で引退だ。 

 b. 君は公園の掃除だ。 

 

個々の構文の分析に移る前に，本章で出来事名詞自体の特徴を把握しておく必要がある。本章

の役割は，第 2 章以降の議論で前提とされる種々の事柄を確認したり，出来事名詞に関してどの

ようなことが問題となるかを概観したり，本研究の基本的な考え方を示すことである。本章の構

成は次の通りである。出来事名詞は動詞的な特徴を色濃く見せるもの (VN) と，そうでないもの

（単純事態名詞，SEN）に大別されるのだが，はじめの第 2 節では，どちらにも観察されるよう

な，出来事名詞の基本的な特徴を確認する。第 3 節では，出来事名詞が関わる意味論的な問題に

特に注目し，その特徴を掘り下げていく。第 4 節では，出来事名詞が VN と SEN に大別されるこ

とを論じ，それぞれの特徴を詳細に記述していく。 

 

2 基本的特徴 

品詞を特徴づける際に，動詞は行為や出来事を表し，形容詞は状態・属性を，名詞は人や物を

表すという説明がされることがある。このような意味的な説明は，古くから存在するものであり，

直感的に分かりやすく，学校文法ではこのように教わることが多い。より専門的には，Givón (1984) 

が時間的安定性 (time stability) という概念を用いて三大品詞である動詞，形容詞，名詞の特徴づ

けを行っている。時間的安定性というのは，ある品詞に属する語の外延が時間の経過とともに受

ける変化の程度のことで，変化の程度が小さければ時間的に安定していると見なされ，変化の程

度が大きければ時間的に不安定だと見なされる。Givón は次のように，名詞を時間的に最も安定

しているとして尺度上の一方の極に，動詞が最も時間的に不安定だとして他方の極に，そして形

容詞を両極の中間に位置づけた。 
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(5)  NOUNS --------------- ADJECTIVES --------------- VERBS 

   

  most time-stable  intermediate states  rapid change 

(Givón 1984: 55) 

 

以上の説明はその品詞の典型的な成員に当てはまるものであるが，すべての成員が同様に特徴

づけられるということはない。名詞を例に取り上げると，確かに，その典型例には「石，やかん，

犬，ひまわり」などの，具体的で，見て触れることができ，持続性のある物質から成る，時間的

に安定した存在物を指示するものがある。また，定まった形のない「水，空気，クリーム，情報」

や抽象度の高い「愛情，正義，概念，言語学」であっても，外的な要因がなければ，典型的な動

詞の表す行為のように，発生・持続・消滅という刻々とした変化を見せるものではない。しかし

ながら，ここでは，次の (6) のような語が名詞という類に存在することに注目したい。 

 

(6)  攻撃，破壊，引退，出発，勉強，練習，転倒，停電，取り締まり，言い争い，募金活動，

セクハラ，民主化，会議，キック，ジャンプ，ドライブ，舌打ち，日焼け，土砂崩れ，

稲刈り，地震，雪崩，殺人事件，運動会，結婚式，大食い大会，ライブ，いじめ，事故，

連絡，雨，雷，突風 

 

これらは出来事名詞 (EN, event noun) と呼ばれ，行為，動き，活動，変化，現象などの動的な事

態（「出来事」と総称する）を表す名詞である。本研究の中心的な考察対象となる名詞の類であ

る。出来事というのは，典型的には動詞によって表されるものであり，比較的短い時間のなかで

発生・消滅する時間的に不安定な存在物である。先に挙げた「石，やかん，犬，ひまわり，水，

空気，クリーム，情報，愛情，正義，概念，言語学」などの，時間的に比較的安定した，事態概

念の関与しない名詞の類をモノ名詞と呼び分けて対照させる。 

(6) の例を見てまず気づくのが，動詞と派生的な関係にあるものが多いということである。例え

ば，「攻撃，破壊，引退，出発，勉強，キック，ジャンプ，ドライブ，日焼け，舌打ち」など多

くの出来事名詞はそのまま「する」を付けて動詞として機能するし，「取り締まり，言い争い」

も複合動詞「取り締まる，言い争う」の連用形名詞である。「土砂崩れ，稲刈り」にも動詞「崩

れる，刈る」の連用形が含まれている。「いじめ」が動詞「いじめる」と関係することは言うま

でもない。「事故」や「メモ，コピー」のように「事故る，メモる，コピる」という形で動詞に

なるものも少数ある。「地震，雪崩」に関しては，「* 地震する，* 雪崩する」という表現は存

在しないが，その内部に「震，崩」という動詞相当の要素があり，「地が震えること，雪が崩れ

ること」のように分析的な解釈が可能である。以上の事実は，ここに挙げた出来事名詞のなかで

外国から借用されたものが多くあるが，その大部分が借用元の言語では動詞であったことと整合

的である（「攻撃，破壊，引退，出発，キック (kick)，ジャンプ (jump)，ドライブ (drive)」など）。

出来事名詞と動詞との以上のような関係性は，出来事が典型的には動詞によって表されるもので

あることを考えると容易に納得のできることである。ただし，(6) の例のなかには一部，動詞との

派生関係を見出しがたいものもある。例えば「雨」や「雷」は「* 雨する，* 雷する」とは言え
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ないし，「地震」の「震（える）」や「雪崩」の「崩（れる）」のように動詞相当の要素でもな

い1。また，「運動会」や「結婚式」に関しても，動詞との派生関係をもつ要素「運動（する），

結婚（する）」を内部に含むのだが，主要部を形成するのは「会，式」であり，これらと動詞と

の関係を見出すことは難しい2。しかしながら，「雨，雷，運動会，結婚式」のような語も依然と

して出来事名詞であると見なすことができる。このことは，これらの語が出来事を表す動詞と同

様の特徴を見せることから理解される（後述）。以下で，出来事名詞，モノ名詞，動詞の 3 類を

比較対照し，出来事名詞と動詞の共通性，出来事名詞とモノ名詞の相違点を確認する。 

まず，場所表現と共起する場合を見る。よく知られているように，日本語では，モノの存在位

置と出来事の存在位置が言語的に区別される。(7) のように，モノの存在位置（もしくは静的な事

態の存在位置）を表す名詞句はニ格で標示され，出来事の存在位置を表す名詞句はデ格で標示さ

れる。その逆は容認されない。(8) のように，英語にこのような区別はない。 

 

(7) a. 少年たちは公園｛に／* で｝いる。 

 b. おやつは冷蔵庫｛に／* で｝ある。 

 c. 少年たちは公園｛で／* に｝遊んでいる。 

 d. 花子がアトリエ｛で／* に｝大きなキャンバスに絵を描いている。 

(8) a. The boys are in the park. 

 b. The boys are playing in the park. 

 

場所表現が名詞句を修飾する場合，修飾要素である場所表現は属格標示を受ける。この際に，デ

格と属格の共起は問題ないのだが，ニ格と属格の共起は許されず，ニ格が消えるかたちとなる。

したがって，場所表現の名詞修飾における形態的対立は，非修飾名詞がモノ名詞であれば「φ」，

出来事名詞であれば「で」となる。このことは，以下の (9) から確認できる。ただし，名詞修飾

の場合，先の (7) に見られたような，一方の形式が容認され，他方が容認されないという鋭い対

立は観察されない。例えば，「駅前の募金活動」という表現自体は全く自然である。これは，「NP

の NP」という形式が意味論的・語用論的に様々な解釈を許す形式だからである（西山 2003 など）。

しかし，「NP での NP」という形式は「で」という標示を明示している分だけ解釈の幅が狭く，

「場所表現で＋の＋モノ名詞」という表現は容認されない。 

 

(9) a. 屋根裏｛φ／* で｝のネズミ，駅前｛φ／* で｝の銅像，公園｛φ／* で｝の噴水 

 b. 屋根裏での勉強，駅前での募金活動，公園での野球の練習 

 

「雨，雷，運動会，結婚式」のような，動詞と派生的な関係にないものも，(9b) の出来事名詞と

同じように修飾場所表現のデ格標示を許容する。 

 

(10)  東地区での雨，山頂での雷，公園での運動会，ホテルでの結婚式 

 

                                                        
1 ただし，英語においては rain, thunder という動詞がある。 
2 「会」と動詞「会う」を関係づけることも可能かもしれないが，このような直感をもつ母語話者は少ないだろう。

ただし，英語では「運動会」のことを athletic meet や sports meeting と表現する。 
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次に，助数詞の選択について見る。(11a) のように，出来事を数えるときは「-回」を用いる3。

(11b) のように，モノを数えるときに用いる助数詞はモノの性質に合わせて（もしくは慣用的に）

「-台，-本，-枚，-匹，-つ，-個」などを使い分ける。 

 

(11) a. 3 回転んだ，5 回サボった，8 回京都に行った 

 b. 3 台の車，5 本の槍，8 枚のお皿，10 匹の子犬，3 つのルール，5 個のトマト 

 

出来事名詞を「数詞＋助数詞」（数量詞）が修飾する場合も，動詞の場合と同様に助数詞「-回」

が用いられる。 

 

(12)  3｛回／* つ｝の攻撃，5｛回／* つ｝の転倒，8｛回／* つ｝の舌打ち 

 

同じく，出来事名詞であるかどうかが問題とされていた「雨，雷，運動会，結婚式」を数えると

きにも助数詞「-回」が用いられる。 

 

(13)  3 回の雨，5 回の雷，3 回の運動会，8 回の結婚式 

 

次は，時間表現，期間表現，頻度表現（合わせて「時間的表現」と呼ぶ）と共起する場合を見

る。「昨日，明日，3 日前」などが時間表現であり，事態の成立する時間軸上の位置を指定する。

「5 時間，3 日間，10 分以内」などが期間表現であり，事態の成立する時区間の長さを指定する。

「頻繁，時折，たびたび」などが頻度表現であり，事態が繰り返し起こる度合いを表す。それぞ

れの定義に「事態」という言葉が入っていることから分かるように，これら時間的表現が機能す

るのは事態に対してである。(14) は，それぞれの時間的表現が動詞文／句を修飾している例であ

る。 

 

(14) a. 昨日花子は太郎と遊んだ。 

 b. 花子は 5 時間走り続けた。 

 c. 頻繁に催促の手紙が来た。 

 

出来事名詞も事態を表すのだから，当然，次の例に見るように，時間的表現による修飾が可能で

ある。 

 

(15) a. 昨日の停電，明日の募金活動，3 日前の話し合い 

 b. 5 時間の練習，3 日間の海外旅行，10 分以内の機材撤去 

 c. 頻繁な地震，時折の爆発，たびたびの訪問 

 

「雨，雷，運動会，結婚式」も，次のように，これらの時間的表現による修飾を許すのだから，

これらを出来事名詞と見なすことに問題はない。 

                                                        
3 「-度」も出来事を数えるときに用いる助数詞である（角度の「-度」ではない）。 
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(16)  昨日の雨，時折の雨，時折の雷，明日の運動会，3 日間の運動会，5 時間の結婚式 

 

一方で，モノは事態ではないため，(17) に見るように，モノ名詞を時間的表現で修飾することは

意味を成さない。ただし，(a) の「昨日の犬，3 日前の牛乳」に関しては容認できるとの判断もあ

るかもしれない。しかしながら，この場合は，〈昨日見た犬〉や〈昨日噛みついてきた犬〉，〈3

日前に買った牛乳〉や〈3 日前に飲んだ牛乳〉のように，コンテクストから何らかの事態の存在

が推論されているものと考えられる（影山 2010, 2011）。つまり，時間表現「昨日，3 日前」が意

味的に修飾しているのは，モノ「犬，牛乳」ではなく，コンテクストから補完された事態である4。 

 

(17) a. * 昨日の犬，* 明日のやかん，* 3 日前の牛乳 

 b. * 5 時間の車，* 3 日間の知識，* 10 分以内の情報 

 c. * 頻繁な電車，* 時折の水，* たびたびのネズミ 

 

では，(18) のような表現はどのように説明されるだろうか。これらの表現はまったく自然であ

るし，「昨日の犬，3 日前の牛乳」のように，コンテクストから何らかの事態が補われて解釈さ

れるということでもない。 

 

(18) a. 昨日の日直（は花子だった。） 

b. 1000 年前の犬（は凶暴だった。） 

c. 昨日のポチ（は何だか元気がなかった。） 

 

まず，「昨日の日直」という表現を取り上げる。この表現では，「昨日」が意味的に修飾してい

るのは「日直」が指示する人ではなく，〈日直である〉という静的な一時的事態（状態）である。

すなわち，この表現は〈昨日日直であった人〉という意味で解釈される。これは「日直」という

名詞の内包が前景化したというだけのことであり，コンテクストからこの事態が補われたわけで

はない。この例が示唆することは，時間表現が修飾するのはやはりモノではなく事態であるとい

うことに加えて，ここでの事態というのが，出来事のような動的な事態だけではなく，状態のよ

うな静的な一時的事態の場合もあるということである。それでは，(15), (16) の名詞も出来事では

なく状態を表す可能性を検討する必要があるかというと，そうではなく，これらは明らかに出来

事を表すものである。 

次に，「1000 年前の犬」という表現を見る。これは，全時空におけるすべての犬のなかで，1000

年前に存在した犬の集合を指す。「1000 年前」という時間表現は，〈犬〉というモノを意味的に

修飾するのではなく，〈存在する〉という事態を修飾していると考えられる。言及された事物が

存在する／存在したということは意味論的な事実であり，コンテクストから補われる種類の情報

ではないため，この表現を先の「昨日の犬，3 日前の牛乳」と同類のものと見なすわけにはいか

ない。そして，「1000 年前の犬」という表現には，1000 年前という時間と他の時間 t（典型的に

                                                        
4 この場合，「昨日の犬，3 日前の牛乳」という表現は，「NP1の NP2」という形式の多様な意味解釈を分析した

西山 (2003) の分類において，タイプ [A] に該当する。すなわち，「太郎のパソコン，洋子の電車」のように，

「NP1と関係 R を有する NP2」という意味を表すタイプに該当する。 
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t は発話時を含む現在を指す）との対比，1000 年前に存在した犬の属性と t に存在する犬の属性が

異なることが含意される。例えば (18b) のように，「1000 年前の犬」という名詞句の叙述として

「凶暴だった」と述べる場合，明示はされていなくても，その属性は t（＝現在）に存在する犬の

属性とは異なることが読みとられる。このことを踏まえると，「昨日の犬，3 日前の牛乳」にも

「存在する」という事態を介した意味解釈が可能であるとしても，「昨日」や「3 日前」のよう

な比較的現在に近い時間に存在する事物の集合を取り上げることになるため，それらと現在時に

存在する当該の事物の属性が異なるとの判断は普通はされず，やはり容認度は低いままである。 

最後に，「昨日のポチ」という表現の説明に移る。「1000 年前の犬」では犬の集合に限定が加

えられていたが，「昨日のポチ」では特定の個体に時間的限定が加えられているという違いはあ

るものの，この表現にも「1000 年前の犬」と同様の分析が適応できる。すなわち，「昨日」とい

う時間表現が意味的には「存在する」という事態を修飾しているものと考えられる。そして，「昨

日」が指す時間と t（＝現在，もしくは現在を含む「昨日」以外の時間）が対比され，「昨日」に

存在したポチと t に存在するポチの属性が異なることが含意される。換言すれば，「ポチ」とい

う同一個体の，「昨日」という範囲で切り取られた時間的断片と t を範囲として切り取られた時

間的断片の属性が対比される表現であると言える5。したがって，「? 昨日のポチは散歩に出かけ

た」のように，異なる属性を想起しにくいような叙述をすると不自然な文となってしまう。「昨

日のポチ」が自然で，「昨日の犬」がコンテクストからの事態の補完なしに容認されにくいのは，

特定個体はその属性／状態を時間の流れのなかで変化させていくが，種というものの属性が変化

するのには膨大な時間（例えば 1000 年）がかかるからである。 

ここで，時間的表現と名詞との修飾関係に関する以上の議論をまとめておく。まず，「昨日，5

時間，頻繁」などの時間的表現が機能するのは事態に対してであり，したがって，時間的表現が

出来事名詞を修飾することは可能であるが（例 (15), (16)），モノ名詞を修飾することは基本的に

はできないことを確認した（例 (17)）。「時間的表現＋モノ名詞」という例も見つかるが，その

ような場合であっても，意味的には，時間的表現が修飾しているのは何らかの事態であることを

論じた。その事態というのは，「昨日の犬」のように語用論レベルで内容が完成されるものもあ

れば（例：昨日見た犬，昨日噛みついてきた犬），(18) のように意味論レベルで内容が完成され

るものもあった。したがって，「時間的表現＋モノ名詞」という表現においても，結局は時間的

表現は事態に対して機能していることになる。さらに，意味論レベルで〈存在する〉という事態

が補われる「1000 年前の犬」(18b)，「昨日のポチ」(18c) であっても，そこには時間と属性の対

比が含意されるのだから，そのような対比的解釈をもたない「時間的表現＋出来事名詞」という

表現に比べて有標的であると言える。 

以下で，もう少し時間的表現と名詞との修飾関係に関する議論を進めていく。ここまで「時間

的表現＋モノ名詞」という例に，語用論的にであれ意味論的にであれ，事態としての解釈が読み

取られる場合を見てきたが，そこで用いられていた時間的
．．．

表現というのは「昨日，1000 年前」の

ような時間
．．

表現であった。したがって，より正確には「時間
．．

表現＋モノ名詞」の場合に事態解釈

が読みとられるということである。一方で，(17) から分かるように，「期間表現＋モノ名詞」(b) 

                                                        
5 ここで議論した「昨日のポチ」という表現は，「NP1の NP2」という形式の多様な意味解釈を分析した西山 (2003) 

の分類において，タイプ [C] に該当する。すなわち，「大正末期の東京，着物を着たときの洋子」のように，NP1

が時間上の特定の位置を表し，NP2の指示対象の時間の流れのなかで，その時間上の位置を占めているかぎりの断

片を切り取って問題にする表現である。 
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や「頻度表現＋モノ名詞」(c) の場合はコンテクストから何らかの事態を補って解釈しようとして

も決して容認度が上がるわけではない。(17b, c) の類例を以下に追加する。 

 

(17) b’. * 5 時間の犬，* 3 日間のバナナ，* 10 分以内の病院，* 1 分でのラーメン 

 c’. * 頻繁なコウモリ，* 時折の愛情，* たびたびのウイルス，* ときたまの小鳥 

 

「昨日，明日，3 日前」などの時間表現をテンス的な表現とし，「5 時間，3 日間，10 分以内」な

どの期間表現と「頻繁，時折，たびたび」などの頻度表現をアスペクト的な表現と特徴づけると，

この事実は次のように整理される。すなわち，「テンス的表現＋モノ名詞」は，「テンス的表現

＋出来事名詞」の場合に比べて有標的な表現ではあるけれども許容されることもあるが，「アス

ペクト的表現＋モノ名詞」という表現は容認されないと一般化できる。裏を返せば，この一般化

は，出来事名詞というものを特徴づけるにあたって，テンス的表現と共起できることに注目する

よりも，アスペクト的表現と共起できることに注目する方が，出来事名詞のより本質的な部分を

浮き彫りにできることを示唆している。影山 (2011) も，モノ名詞と出来事名詞の本質的な相違点

は，発生・継続・完了というアスペクトの概念が関与するかどうかということであると述べてい

る。 

出来事名詞のアスペクト的な特徴が垣間見える事例としては，(19a) のように，発生の様態を表

す「突然，急」のような表現による修飾が可能であるということがある。(19b) のように，「突然，

急」が動詞を修飾できることは言うまでもない。その一方で，(19c) のように，これらのアスペク

ト的表現がモノ名詞を修飾することは決してない。コンテクストから何らかの事態が補われて，

例えば「突然飛んできた石，突然沸騰し出したやかん」のように解釈することもできない。 

 

(19) a. 突然の攻撃，突然の引退，突然の停電，急な連絡，突然の地震，急な雨，突然の雷 

 b. 突然攻撃する，突然引退する，突然停電する，急に連絡する 

 c. * 突然の石，* 突然のやかん，* 突然の犬，* 急な空気，* 急な情報，* 急な正義 

 

本節における最後の観察として，次の名詞文の例に注目したい。 

 

(20) a. 息子は明日運動会だ。 

 b. 娘はこれからピアノの練習だ。 

 

(20) の文は「息子は小学 4 年生だ」や「娘は美人だ」のような措定文（3.2 節参照）に似ているが，

措定文とは違い，〈息子に明日運動会という属性を帰す〉や〈娘にこれからピアノの練習という

属性を帰す〉という意味では決してない。もちろん，目の前で行われている何らかの活動に対し

て「これは運動会だ」という場合は〈眼前の活動に運動会という属性を帰す〉という意味の措定

文であるが，これとは異なる。(20) は，それぞれ〈息子は明日運動会という出来事に参与する〉，

〈娘はこれからピアノの練習という出来事に参与する〉という意味である。このように，名詞文

「A は B だ」において A を〈参与者〉とするような解釈は B がモノ名詞である場合には難しい。

可能であるにしても，それはコンテクストへの依存度の高いいわゆる「ウナギ文」である。 
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(21)  ぼくはうなぎだ。 【解釈：うなぎを注文する，釣る，描く，育てる，…】 

 

(21) のようなウナギ文では，「ぼく」が参与者であるような事態の存在がコンテクストから推論

されなければならないが，(20) のような出来事名詞が述語を構成している場合，主語は意味論レ

ベルで当該事態の参与者だと解釈される。次の例にも同様の説明が当てはまる。 

 

(22) a. 太郎はまた長電話だ。 

 b. 太郎はまた黒色の電話だ。 

 

「電話」という語はモノ名詞の解釈と出来事名詞の解釈で多義的なのだが（3 節参照），(22a) の

ような出来事名詞の解釈であれば，主語「太郎」と述語「電話」との間に〈参与者－出来事〉の

関係が成立する。一方で，(22b) のようなモノ名詞の解釈であれば，ウナギ文との読みがなされな

い限りは，措定文と見なすこともできず，容認度が低い。 

以上，出来事名詞と動詞の共通性，出来事名詞とモノ名詞の相違点を，場所表現の格標示，助

数詞の選択，時間表現・期間表現・頻度表現との共起，発生様態の表現「突然，急」による修飾，

名詞文における解釈という様々な事例を見て確認した。 

 

3 意味論的問題 

本節では，出来事名詞が関わる意味論的な問題を取り上げる。 

 

3.1  意味解釈 

本小節では，名詞（句）が様々な存在物に解釈される事実を確認する。まず N レベルにおける

意味解釈上の事実を確認し（3.1.1 節），のちに NP レベルの事実を取り上げる（3.1.2 節）。 

 

3.1.1  Nレベルの意味解釈 

ここでは，出来事名詞の解釈とモノ名詞の解釈で多義的であるような語を取り上げ，構文的環

境の変化によってどちらか一方の解釈に定まる様子を観察する。 

「電話」という語が多義的であることはよく知られている。この語は，〈通信機器〉というモ

ノ名詞の解釈と〈「電話」という通信機器を使った通信行為〉という出来事名詞の解釈をもつ。

(23a) のように，モノとしての状態（色，形状，素材など）に焦点を当てるような修飾語が付いて

いればモノ名詞と判断される。(23b) のように，出来事名詞を修飾する…節で見たような表現が付

いていれば出来事名詞と判断される。(23c) のように，これら 2 種類の修飾語を混ぜて使用するこ

とはできない。 

 

(23) a. 新品の電話，ピラミッド型の電話，黒色の電話，ボロボロの電話，大理石の電話 

 b. 車内での電話，複数回の電話，真夜中の電話，6 時間の電話，頻繁な電話，突然の電話 

 c. * 車内での新品の電話，* 黒色の突然の電話，* 大理石の 6 時間の電話 
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特定の動詞とともに用いることによって一義化することもできる。「電話」は，(24a) ではモノ名

詞の解釈になり，(24b) では出来事名詞の解釈になる。(24c, d) のように，「電話」という 1 つの

語に 2 つの解釈を同時に強要することはできない。 

 

(24) a. 電話を｛投げる／拭く／壊す／買う｝。 

 b. 電話をする。 

 c. * 電話をして，壊した。 

 d. * 太郎が買った電話をした。 

 

その他にも，次例の「X-中，X の最中」や「X-後，X の後」のように，出来事名詞の解釈を強制

する表現もある。 

 

(25) a. 電話｛中／の最中｝ 

 a’. * 新品の電話｛中／の最中｝ 

 b. 電話｛後／の後｝ 

 b’. * 黒色の電話｛後／の後｝ 

 

「電話」の他にも，「翻訳，発明，著作，作文，強盗，痴漢，通り魔」のように出来事名詞の

解釈とモノ名詞の解釈とで多義的であるような名詞がある。(26) でいくつか取り上げ，それぞれ

の解釈の例を挙げる。「翻訳する，発明する，著作する，作文する」は作成動詞と呼ばれるが，

名詞「翻訳，発明，著作，作文」には，作成行為を表す出来事名詞の意味とその作成行為の結果

物を表すモノ名詞（結果名詞）の意味とがある。「強盗，痴漢，通り魔」には，行為を表す出来

事名詞の意味と当該の行為を行う人物を表すモノ名詞（動作主名詞）の意味がある。 

 

(26) a. The Great Gatsby の翻訳に 3 年かかった。 

 a’. The Great Gatsby の翻訳はすでに存在する。 

 b. 発明には 99%の努力と 1%のひらめきが必要だ。 

 b’. エジソンの発明は 1000 点以上ある。 

 c. 1866 年 2 月 13 日，ジェシー・ジェイムズ兄弟が初めて銀行強盗に成功した。 

 c’. 強盗に怪我をさせられた。 

 d. 痴漢は犯罪だ。 

 d’. 痴漢を逮捕した。 

 

それでは，次の例はどのように分析されるだろうか。 

 

(27) a. 部長への報告を忘れた。 

 b. 部長からの報告を忘れた。 

(28) a. 聴衆からの質問の最中に，具合が悪くなった。 

 b. 先生の質問は難しくて理解できなかった。 
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(29) a. 命令をする。 

 b. 部長の命令を無視した。 

 

(27a) の「報告」は〈報告するという発話行為〉を表し，この文は〈報告行為を行うことを忘れた〉

という意味である。一方で，(27b) は〈部長から報告行為を受けることを忘れた〉という意味には

とれない。この文は〈部長から報告を受けた内容を忘れた〉という意味である6。(28a) の「質問」

は〈質問するという発話行為〉を表し，この文は〈質問行為を受けている最中に，…〉という意

味である。(28b) では形容詞「難しい」と動詞「理解する」が用いられているが，この文を〈質問

行為が難しくて理解できなかった〉と解釈するのは不自然で，むしろ〈質問の内容が難しくて理

解できなかった〉ととるべきである。(29a) は〈命令するという発話行為を行う〉という意味であ

るが，(29b) は〈命令の内容に従わなかった〉という意味でとるのが自然である7。以上のように，

(27) - (29) の (a) はそれぞれ「報告，質問，命令」が出来事名詞の解釈を受けると考えて問題は

ないが，(b) の「報告，質問，命令」に関してはどうだろうか。各 (b) の共通点は，すべて〈内

容〉の解釈が介在していることである。「報告，質問，命令」はそれぞれ，〈報告行為，質問行

為，命令行為〉とは解釈されず，〈報告内容，質問内容，命令内容〉という意味でとられる。そ

れでは，これらの名詞を「内容名詞」と呼ぶことができるだろうか。〈内容〉というのは命題の

集合であるため8，動的事態の集合である〈出来事〉とは性質を異にする対象である。「事実，ニ

ュース，アイデア，意見，内容」などが内容名詞の典型的な例である。これらは出来事を表すも

のではないし，「鉛筆」や「水」とも違って「～という」という〈内容〉を明示する形式と共起

する9。 

本研究は (27) – (29) の (b) における「報告，質問，命令」も依然として出来事名詞であると考

える。例えば (28b) が内容名詞であるならば，出来事名詞を修飾する期間表現とは共起できない

はずであるが，この予測が正しくないことは次の例が示している。期間表現「30 分にわたる」が

意味的に〈内容〉を修飾しているとは考えられず，質問行為の継続時間が 30 分であると見なすべ

きである。一方で，先述したとおり，難しくて理解できなかったのは〈質問行為〉ではなく〈質

問内容〉である。 

 

(28) b’. 先生の 30 分にわたる質問は難しくて理解できなかった。 

 

(28b’) と鏡像関係にある次の例にも同様のことが言える。 

 

(28) b’’. 先生の難しくて理解できない質問は 30 分にわたった。 

                                                        
6 優先的な解釈では決してないが，(27a) にも〈部長に報告する内容を忘れた〉という解釈が可能かもしれない。 
7 優先的な解釈では決してないが，(29b) は〈命令行為を無視した〉と解釈できるかもしれない。 
8 「内容」という語自体は，「そのニュースの内容は…」と言うときのように命題を意味する以外に，「手荷物の

内容を申告する」のようにモノを指すこともある。本研究が「〈内容〉」という用語を用いる場合，この用語は

命題の集合を一義的に意味することとする。 
9 「徳川家康が使ったという鉛筆」，「仙人が飲んだという水」のような例の「～という」節は「鉛筆，水」の内

容を表すものではなく，伝聞内容を表すものであるため，この記述の反例ではない。この種の「という」は「と

言われている」と受身形にできるのだが，内容名詞に付く「という」は受身形にできない。純粋なモノ名詞と「～

という」節の関係と内容名詞と「～という」節の関係はそれぞれ，寺村 (1991) の言う「内の関係」，「外の関係」

に該当すると言える。 



第 1 章 出来事名詞 

- 13 - 

 

 

この事実は，〈出来事〉の意味と〈内容〉の意味が共存可能であることを示している。次の例か

らも，この 2 つの解釈が共存可能であることが分かる。場所表現がデ格で標示されるのはそれが

出来事の出現場所である場合であるし，「-回」という助数詞は出来事を数える際に用いるもので

ある。一方で，難しくて理解不能なのは〈講演という出来事〉ではなく〈講演の内容〉である。 

 

(30)  大講堂での全 10 回にわたる田中先生の講演はすべて難しくて理解できなかった。 

 

それでは，(27) 以降問題となっている「報告，質問，命令，講演」がすべて出来事名詞である

とすると，なぜ〈内容〉の解釈が出来事名詞の解釈と不整合になることなく出てくるのだろうか。

本研究は「報告，質問，命令，講演」に結びつく〈内容〉の意味が，Cruse (20113) の言う「断面

義」(facet) に相当するものだからだと考える10。以下，断面義について説明する。Cruse (20113) は，

単語の意義には完全な意義 (full sense) とそうでない意義があるとしている。後者は下位意義 

(sub-sense) と呼ばれるが，断面義は下位意義の 1 種である。意義として区別する価値のあるいく

つかの意義が敵対的 (antagonistic) であり，かつ，敵対的にならない文脈が想定できない場合，そ

の意義は完全な意義である。「敵対的」とは，「両者を同時に注意の中心に置くことができない

ことを指す」(Cruse 20113: 101)。例えば，bank の「川岸」と「銀行」，light の「軽い」と「明る

い」は完全な意義と見なされる。これらの語は，次の例において同時に両方の解釈を受けること

はできない。 

 

(31)  We were exhausted when we got to the bank. 

(32)  John was wearing a light jacket. 

(Cruse 20113: 101) 

 

一方で，断面義であれば，意義として区別する価値はあるけれども11，断面義同士で敵対的になら

ない場合がありうる。例えば，bank には，(33) に例示されるように，断面義として [PREMISES] 

(a), [PERSONNEL] (b), [INSTITUTION] (c) の読みが可能である。 

 

(33) a. The bank in the High Street was blown up last night. 

 b. That used to be the friendliest bank in town. 

 c. This bank was founded in 1575. 

(Cruse 20113: 106) 

 

この 3 つの読みは，次のように，bank 一語に統合させても敵対的にはならない。 

 

(34) The friendly bank in the High Street that was founded in 1575 was blown up last night by 

                                                        
10 片岡による Cruse (20113) の翻訳 (2012) では，facet には「ファセット（断面）」という日本語訳が与えられて

いる。ここでは，「断面義」と翻訳することにする。これ以外の Cruse (20113) の用語および引用部分の日本語訳

は片岡のものを用いている。 
11 例えば，teacher という語に「女の先生」と「男の先生」という 2 つの意義を区別して設ける価値はない。 



第 1 章 出来事名詞 

- 14 - 

 

terrorists.  (Cruse 20113: 107) 

 

ここで，日本語の例に目を向けよう。以下の議論では，単語の完全な意義を表示する場合は二

重山括弧（《 》）を使用し，断面義を表示する場合には角括弧（［ ］）を使用する。Cruse (20113) 

の言う断面義の存在は，当然，日本語にも確認される。例えば (35) のように，「本」には［装丁］

(a)，［内容］(b) の意味があるが，これらは断面義であるため，(c) に見るように「本」一語に統

合させても敵対的にならない。これらの例の「本」はすべてモノ名詞であり，(a) は《本というモ

ノ》の［装丁］に注意の中心が置かれ，(b) は《本というモノ》の［内容］に，(c) では《本とい

うモノ》の［装丁］と［内容］の両方に注意の中心が置かれていると説明される。決して，(b) の

「本」が内容名詞（《内容》を意味する）になっているのではない。(c) の「本」がモノ名詞（《モ

ノ》）であると同時に内容名詞（《内容》）であるというのも奇妙である。 

 

(35) a. この本はもうボロボロだ。 

 b. この本は難解だ。 

 c. このボロボロの本は難解だ。／この難解な本はもうボロボロだ。 

 

以上の議論を踏まえて，(27) – (30) に例示される問題に戻ろう。(28b’), (28b’’), (30) が示すこと

は，上例における「報告，質問，命令，講演」は出来事名詞（《出来事》を意味する）であり，

その断面義として［内容］をもつということである。［内容］の意味は断面義に過ぎないのだか

ら，1 つの出来事名詞に対して，出来事を意味的に修飾・叙述する表現と内容を意味的に修飾・

叙述する表現が共起していることに問題はないのである。それでは，なぜ「報告，質問，命令，

講演」は［内容］の断面義をもつのだろうか。これは，「報告，質問，命令」がどれも発話動詞

と関係し，〈ある内容をある発話内効力をもって言う行為〉という意味であり，その事態の「断

面」(facet) に〈ある内容を言う〉という部分があるためである。統語的にも，「報告する，質問

する，命令する」という発話動詞は〈内容〉を表す項を選択する（例：社長が到着したことを報

告する；税金を引き上げる理由を質問した）。他にも，発話動詞と関係する「主張，指摘，指示，

警告，約束，助言，アドバイス」などの語は断面義として［内容］をもつ。「講演」に関しては，

「報告，質問，命令」とは［内容］断面義との関わり方が異なる。まず，「講演」は発話動詞と

は関係しない。発話動詞であれば「～と」引用節を伴って発話の内容を明示できるのだが（例：

社長が到着したと報告した），「? 英語を学ぶことは日本語をよりよく知るいい機会になると講

演した」という表現はやや不自然である。しかし，講演というのは大勢の人に向かって誰かが重

要な話をすることだという知識があるため，［内容］断面義をこの語がもつことは全く不思議で

はない。「講演」の類例は「講義，レクチャー，授業，演説，演劇，発表」などである。 

 

3.1.2  NPレベルの意味解釈 

英語では，名詞化後の形式に様々なものがある。(a) のような動詞派生名詞 (deverbal noun) に

なる場合もあれば，(b), (c) のように gerund になる場合もある12。gerund にも (b) のような nominal 

                                                        
12 gerund に対応する日本語訳は「動名詞」であるが，gerund とは性質の異なる「攻撃，掃除，引退」などの Verbal 

Noun も「動名詞」と日本語学では呼ばれる。混乱を避けるため，gerund は翻訳せず，そのまま gerund と呼ぶ。 
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gerund と (c) のような verbal gerund がある。(d) の that 節では，節全体が名詞化されている。 

 

(36) a. the collapse of the Germans 

 b. John’s singing of the Marseillaise 

 c. John’s singing the Marseillaise 

 d. that John sings 

 

Vendler (1967) は (36) のような意味的に文相当の名詞句の単位を “nominal” と呼び，nominal

の内部が完全に名詞的であるかどうかという基準で，その様々な形式を大きく perfect nominal と

imperfect nominal に分けている。(36) の nominal のなかでは，(a), (b) が perfect nominal であり，(c), 

(d) が imperfect nominal である。そして，perfect nominal と imperfect nominal とでは共起可能な要

素が異なることを指摘した。例えば，(37a) のように perfect nominal は述語 is gradual をとりうる

が，(37b, c) のような imperfect nominal は is gradual/ is a gradual process をとれない。同様に，(38a) 

のように perfect nominal は until と共起可能であるが，(38b) のような imperfect nominal はそうでは

ない。 

 

(37) a. The collapse of the Germans was gradual. 

 b. * That the Germans collapsed was gradual. 

 c. * The Germans’ having collapsed was a gradual process. 

(Vendler 1967: 132, 139) 

(38) a. Everything was quiet until his singing of the Marseillaise. 

 b. * Everything was quiet until his singing the Marseillaise. 

(ibid.: 139) 

 

その一方で，is a fact という述語とは perfect nominal も imperfect nominal も共起可能である。 

 

(39) a. The collapse of the Germans is a fact. 

 b. His being able to sing well is a fact. 

(Vendler 1967: 123, 136) 

 

perfect nominal と imperfect nominal のこの違いは，前者は〈出来事〉も〈事実〉も表すことができ

るが，後者は〈事実〉のみを表すという違いに還元される。Vendler (1967) は〈出来事〉の特徴を

次のように述べている。“It is events, processes, and actions, and not facts or results, that occur, take place, 

begin, last, and end. The former, and not the latter, can be watched, heard, followed, and observed; they can 

be sudden gradual, violent, or prolonged” (p. 141). 〈事実〉に関しては，“They（= facts：筆者注）are 

not located, cannot move, split, or spread, and they do not occur, take place, or last in any sense. Nor can 

they be vast or fast” と述べている (p. 144)。〈出来事〉は〈事実〉とは異なり命題の集合ではない。

〈出来事〉は時間的な存在物であるが，〈事実〉は空間にも時間にも存在しないという違いも重

要である。is gradual/ is a gradual process や until は〈出来事〉を表す nominal を選択するのだから，
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〈事実〉を表す imperfect nominal とは共起できないのである。(39) のように，〈事実〉を表す nominal

を選択する is a fact のような表現とはどちらの種類の nominal も共起できる。 

Zucchi (1993) は nominal に結びつく解釈の違いについて，興味深い指摘をしている。Zucchi 

(1993) は，(40a) の文には 2 つの解釈が可能だと言う。1 つが〈その事実が私たちを驚かせた〉と

いう解釈であり，この場合この文は，メアリーの退職が予期されていない状況で正しく発話され

ると述べている。もう 1 つが〈その出来事が私たちを驚かせた〉という解釈である。この場合，

メアリーの退職は予期されていたのだが，その出来事が思っていたよりも早くに起こったことや

その他の予期しない起こり方で起こったという状況で正しく発話されると言う。一方で，(40b) は

前者の解釈を受けるため，メアリーの退職が予期されている状況では偽となる。 

 

(40) a. Mary’s resignation surprised us. 

 b. That Mary resigned surprised us. 

(Zucchi 1993: 19) 

 

英語に見られる以上のような解釈の違いは，日本語においても観察されるだろうか。確かに，

日本語の場合，補文が〈出来事〉であるか〈命題〉（〈事実〉を含む）であるかということが補

文標識の選択に関与する。例えば (41a) では，補文が動詞「見る」の目的語になっているため，

補文は〈出来事〉と解釈されなければならないが，この場合には「の」が補文標識として選択さ

れる。(41b) のように動詞が「聞く」であれば「こと」も選択可能であるが，この場合，補文の解

釈は〈出来事〉ではなく（つまり，歌声を聞いたのではなく），〈命題〉となる（つまり，歌を

歌うという情報を誰かから聞いて入手したということ）。 

 

(41) a. 花子が歌を歌う｛の／* こと｝を見た。 

 b. 花子が歌を歌う｛の／こと｝を聞いた。 

 

しかしながら，本研究の関心は出来事名詞の分析にあるため，補文の解釈と補文標識「の／こと」

の選択の問題にはこれ以上触れない。ここで重要なのは，節（補文）が名詞化されている場合に

は，Vendler (1967) や Zucchi (1993) によって議論されてきたような形式と解釈の関係が問題とさ

れるということである。 

一方で，出来事名詞を主要部とする nominal の場合はどうだろうか。日本語では，出来事名詞

の nominal は英語の (36) に並行するような種々の形式をもつわけではない。あえて形式に注目し

て nominal を見るのであれば，(42a, b, e) のような動名詞 (Verbal Noun) を主要部とするものと，

(42c, d) のような動詞連用形名詞を主要部とするものがある。しかしながら，この区別と意味解釈

の違いには関係がない。 

 

(42) a. 火災の発生｛を報告した／を防止する｝。 

 b. 化学兵器の使用｛を隠蔽した／は多くの犠牲者を出した｝。 

 c. 値札の取り忘れ｛を報告した／を防止する｝。 

 d. 賄賂の受け渡し｛は事実だった／が行われた｝。 
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 e. 電車の到着に驚いた。 

 

(42a) – (42d) が示すように，「火災の発生，化学兵器の使用，値札の取り忘れ，賄賂の受け渡し」

は〈命題〉を表す nominal を選択する表現「報告する，隠蔽する，事実だ」とも共起できるし，

〈出来事〉を表す nominal を選択する表現「防止する，多くの犠牲者を出した，行う」とも共起

できる。つまり，「火災の発生，化学兵器の使用，値段の取り忘れ，賄賂の受け渡し」は〈命題〉

も〈出来事〉も意味することができるということである。また，(42e) の「電車の到着」のように，

「驚く」という，〈命題〉を表す nominal も〈出来事〉を表す nominal も選択可能な動詞と共起し

た場合には，〈命題〉と〈出来事〉の両方の解釈が可能である。すなわち，〈電車が到着したと

いう事実に驚いた〉という〈命題〉解釈と，例えば〈電車の到着という出来事が起こった際に出

た音やその他の予期せぬ到着のし方に驚いた〉という〈出来事〉解釈が可能である。 

 

3.2  意味機能 

本小節では，出来事名詞句が指示的名詞句，叙述名詞句，変項名詞句などになり，文内におい

て様々な意味機能を果たすことを見ていく。まずは，これら 3 種類の名詞句の特徴をモノ名詞を

例に見ていく。 

 

3.2.1  モノ名詞句の意味機能：西山（2003, 2007, 2009a, b, c, 2012など） 

西山（2003, 2007, 2009a, b, c, 2012 など）は，名詞句の意味機能に注目し，意味機能の違いと構

文（特に名詞文と存在文）との関わりを詳細に論じている。その際に，西山は名詞句を指示的名

詞句と非指示的名詞句の 2 類に大別し，さらに非指示的名詞句に叙述名詞句と変項名詞句の 2 つ

を認めた。以下，西山の説明を概観する。指示的名詞句 (referential noun phrase) とは，具体的対

象であれ抽象的対象であれ，現実世界または可能世界の対象を指示する機能をもつ名詞句のこと

である。例えば，次の文の「花子，太郎の指導教授，隣の部屋」というのは指示的名詞句であり，

すべて世界のなかの何らかの対象を指示するために用いられている。 

 

(43)  花子は太郎の指導教授と隣の部屋で議論している。 

 

ある名詞句が指示的であることと，その指示対象を話し手・聞き手が同定できるかどうかは別問

題である。例えば，「太郎の指導教授」という名詞句が誰のことを指すのか聞き手には分からな

いということもあるだろうが，そのこととは独立して「太郎の指導教授」は世界の対象を指示す

る機能をもつ。このことは，「某所」のような不定の表現が常に指示的であることが顕著に示し

ている（西山 2012: 169）。逆に，「何しているんだ。これはぼくの本だ」や That person is not the 

king of France や Obama is the President の下線部の定名詞句が非指示的名詞句（叙述名詞句）であ

ることからもこのことが窺える（西山 2012: 172）。 

次に，非指示的名詞句 (non-referential noun phrase) の説明に移る。非指示的名詞句は，世界の

対象を指示する機能をもたない。非指示的名詞句には，叙述名詞句と変項名詞句の 2 種類の存在

が指摘されている。まずは，叙述名詞句から説明する。叙述名詞句 (predicate nominal) とは，あ

る対象の属性を表す名詞句である。例えば，(44) の文の「学生」や「画家」がそうである。(44) の
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「画家，学生」はそれぞれ〈画家〉という属性，〈学生〉という属性を表し13，同じく属性を表す

形容詞「かわいい，弱い」が指示的でないのと同様に，これらも指示的ではない。 

 

(44) a. 太郎は学生だ。 

 b. 花子は画家だ。 

 

意味機能というのは名詞句に内在する性質ではなく，その名詞句の文中の位置や文中の他の要素

との関係で決まるものである14。したがって，(43) では指示的名詞句であった「花子」や「太郎

の指導教授」も，(45) では叙述名詞句として機能する。 

 

(45) a. 私は花子です。よろしくね。 

 b. 鈴木先生は太郎の指導教授だ。 

 

最後に，変項名詞句 (noun phrase involving a variable) について説明をする。変項名詞句は世界

の何らかの対象を指示するものではなく，命題関数 [ … x … ] を表す機能がある。(46) の「太郎

の指導教授」はどれも変項名詞句であり，［x が太郎の指導教授である］という命題関数を表し

ている。したがって，(a) は「太郎の指導教授」でもって世界のなかの特定の個体を指示し，その

個体が「この人」が指示する対象と同一であるということを述べているのではない。この文は，

「太郎の指導教授」でもって命題関数［x が太郎の指導教授である］を表示し，その x の値を「こ

の男」の指示対象が満たすということを述べているのである。(b) は 2 つの解釈をもつ。1 つが，

「太郎の指導教授」が指示的名詞句であり，この表現が指示する世界の個体（例えば，鈴木教授）

に何かを教授したという解釈である。もう 1 つが，「太郎の指導教授」が変項名詞句であり，命

題関数［x が太郎の指導教授である］の x の値となる指示対象が誰であるかを教えたという解釈

である。(c) にも，「太郎の指導教授」が指示的名詞句である解釈も可能であり，この場合，この

表現が指示する世界の個体の性格や見た目が変わったという意味である。しかしながら，「太郎

の指導教授」を変項名詞句と読む場合，命題関数［x が太郎の指導教授である］の x を満たす値

が変わったことをこの文は述べている。例えば，もともと太郎の指導教授は鈴木先生だったのが

田中先生が太郎の指導教授になったという状況で使用される。(d) にも，「太郎の指導教授」を指

示的名詞句ととる解釈が可能であり，この場合，この表現が指示する世界の個体が（文中には出

ていないが）ある特定の場所に存在しないという意味になる。一方で，「太郎の指導教授」を変

項名詞句と読む場合，命題関数［x が太郎の指導教授である］の x を満たす値は空であることを

述べており，「どの教授も太郎を指導していない」という意味である（先の解釈とは違い，特定

の場所とは関わらない）。 

 

(46) a. 太郎の指導教授はこの人だ。 

                                                        
13 より正確には，「画家である個体の集合の属性，学生である個体の集合の属性」を表す。 
14 ただし，名詞自体の意味的な特性により本来的に指示機能のみを果たすものもある。「ぼく，君，彼ら」のよ

うな人称代名詞，「これ，ここ」のような指示詞，「各人，多数，諸国，大半，国々，両者」のような数量詞や

複数性の関わる名詞（ただし「人々」は例外（西山 2007: 注 3）），「某所」のような不定表現を内部に含む名詞

などがそうである（西山 2003: 61-62, 2012: 169）。 
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 b. 太郎の指導教授を教えた。 

 c. 太郎の指導教授が変わった。 

 d. 太郎の指導教授はいない。 

 

ここまでで，指示的名詞句，叙述名詞句，変項名詞句の基本的な特徴を確認した。以下では，

これら 3 種類の特徴の違いが構文上／言語上にどのように反映されるのかという問題に移る。 

 

倒置の可否：「A（指示的 NP）は B（叙述 NP）だ」 vs. 「A（変項 NP）は B（値 NP）だ」 

まず，次の 2 つの名詞文を比較しよう。 

 

(47) a. 花子は画家だ。 = (44b) 

 b. 太郎の指導教授はこの人だ。 = (46a) 

 

(47a) のように，名詞文「A は B だ」において，A が指示的名詞句であり，B が叙述名詞句である

ような，A の指示対象について属性 B を帰す文は措定文 (predicational sentence) と呼ばれる。(47b) 

のように，A が変項名詞句であり，B が値名詞句であるような，A の表す命題関数 [ … x … ] の

変項 x の値を B が指定する文は倒置指定文 (inverted specificational sentence) と呼ばれる。措定文

と倒置指定文の構文的な違いは，同じ意味の「B が A だ」という倒置形をもつかどうかというこ

とである。(47a’) のように措定文は倒置できないが，(47b’) のように倒置指定文は倒置が可能で

ある。(47b’) の「B が A だ」は指定文と呼ばれる。 

 

(47) a’.* 画家が花子だ。 

 b’. この人が太郎の指導教授だ。 

 

連言の形式：指示的名詞句 vs. 叙述名詞句 

次に，2 つの名詞句を連言でつなぐ際の形式の違いを見る。(48a) のように 2 つの叙述名詞句を

連言でつなぐ場合には「で」が，(48b) のように 2 つの指示的名詞句（値名詞句）をつなぐ場合に

は「と」が用いられる。それぞれ，その逆は容認されない。 

 

(48) a. 花子は学生｛で／* と｝画家だ。 

 b. 太郎の指導教授はこの人｛と／* で｝あの人だ。 

 

とりたて助詞「だけ」後接の可否：指示的名詞句 vs. 非指示的名詞句 

続いて，とりたて助詞「だけ」との共起関係に目を向ける。「だけ」は指示的名詞句には後接

するが，叙述名詞句および指定文の
．．．．

変項名詞句には後接しない（西山 2007）15。(49a) が措定文で

                                                        
15 西山 (2007) は (ia) を例として挙げ，倒置指定文の変項名詞句には「だけ」が後接しうると述べている。この

文は，例えば「財務大臣は鈴木でもいいし山田でもいい。復興大臣は山田でもいいし佐藤でもいい。しかし，他

の大臣についてはさておき，外務大臣に関する限りは田中がいい」という意味である。ただし，(ia) の意味表示は 

(ib) であり，(ic) ではないと言う。すなわち，意味的には「だけ」は命題関数の外側にある。 

 

(i) a. 外務大臣だけは田中だ。 
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その叙述名詞句に「だけ」が付いている。(49b) が倒置指定文でその指示的な値名詞句に「だけ」

が付いている。(49c) は指定文であり，その変項名詞句に「だけ」が付いている。 

 

(49) a. * 花子は画家だけだ。   （叙述名詞句） 

 b. 花子の職業は画家だけだ。 （指示的名詞句（値名詞句）） 

 c. * 画家が花子の職業だけだ。 （変項名詞句） 

 

疑問詞化の可否：叙述名詞句・値名詞句 vs. 変項名詞句 

叙述名詞句と変項名詞句とでは，それを「何，誰，どんな」などの疑問詞で置き換えることが

できるかどうかに違いが現れる（西山 2003: 141-142）。(50) に見るように，叙述名詞句「画家」

は疑問詞を含む表現「どんなひと」に置き換えることができる。しかし，(51) のように，変項名

詞句「太郎の指導教授」を疑問詞「何」で置き換えることはできない。(52) のように，値名詞句

であれば疑問詞で置き換えることに問題はない。 

 

(50) a. 花子は画家だ。 

 b. 花子はどんなひとか？ 

(51) a. 太郎の指導教授はこの人だ。／この人が太郎の指導教授だ。 

 b. * 何はこの人か？／* この人が何か？ 

(52)  太郎の指導教授は誰か？／誰が太郎の指導教授か？ 

 

同一対象指示名詞句への置換の可否：指示的名詞句 vs. 非指示的名詞句 

最後に，同一の対象を指す表現への置き換えが可能かどうかという問題を取り上げる。(53a) の

「太郎の指導教授」は指示的名詞句であるが，もしこの名詞句が指す対象と「鈴木先生」という

名詞句の指す対象が同じであれば，「太郎の指導教授」を (53b) のように「鈴木先生」に置き換

えることが可能である。(53a) を (53b) に書き換えても文の真理値は変わらない。 

 

(53) a. 隣の部屋に太郎の指導教授がいる。 

 b. 隣の部屋に鈴木先生がいる。 

 

その一方で，(54a) の「太郎の指導教授」に関しては，たとえ「太郎の指導教授＝鈴木先生」とい

う状況が世界で成り立っていたとしても，この名詞句を (54b) のように「鈴木先生」に置き換え

ることはできない。これは，(54a) の「太郎の指導教授」が非指示的な変項名詞句だからである。

したがって (54a) は，名詞句「太郎の指導教授」が指す世界のなかの対象が発表されたというお

かしな意味ではなく，［x が太郎の指導教授である］を満たす x の値が明らかにされたという意

味である。 

 

(54) a. 太郎の指導教授が発表された。 

                                                                                                                                                                             
 b. ［x が外務大臣である］を満たす x の値だけは田中だ。 

 c. * ［x が外務大臣だけである］を満たす x の値は田中だ。 

（西山 2007: 12-13） 
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 b. * 鈴木先生が発表された。 

 

このように，ある表現 A（「太郎の指導教授」）と別の表現 B（「鈴木先生」）が同じ指示対象

をもつような世界の状況が成り立っていても（ただし A と B の内包は異なる），表現 A が非指示

的に用いられるのであれば，その表現 A を B に置き換えることはできないのである16。 

ただし，この点に関して 1 つ注意しておかなければならないことがある。それは，「指示的名

詞句」とは「同一対象指示の他の名詞句で置き換え可能な名詞句」と同じ概念ではないというこ

とである（西山 2003: 72）。例えば，「探す，信じる，知っている，～したがっている，望む」

などの述語は指示的に不透明な文脈 (referentially opaque context) を形成するが，この文内では同

一対象指示の表現 A・B を交換することはできない（西山 2003: 69-72, 2012: 217-222）。次の文の

ように，たとえ「イオカステ＝オイディプス王の母親」という関係が世界で成り立っていたとし

ても，この文の「イオカステ」を「自分（＝オイディプス王）の母親」と交換することはできな

い。(55a) と (55b) は真理値が異なる。それにもかかわらず，(55) の「イオカステ，自分の母親」

は，世界のなかの対象を指すことが意図されている名詞句だという意味で指示的名詞句なのであ

る。 

 

(55) a. オイディプス王はイオカステと結婚したがっている。 

 b. オイディプス王は自分の母親と結婚したがっている。 

（西山 2003: 70） 

 

また，指示的名詞句の意味内容が重要である場合，その名詞句を同一指示の名詞句に単純に置き

換えられるわけではない。例えば，(56a) の文の「こんな無惨な殺し方をするやつ」が田中太郎だ

としても，この表現を (56b) のように「田中太郎」に置き換えることはできない。(56a) は「こ

んな無惨な殺し方をするのだから，そいつはどこの誰であれ精神異常者だ」と主張する文である

が，この意味が (56b) からは読みとれない。それにもかかわらず，「こんな無惨な殺し方をする

やつ」は世界のなかのある対象を指示し17，その対象について精神異常者だと述べるものであるこ

とには変わりない。 

 

(56) a こんな無惨な殺し方をするやつは精神異常者だ。 

 b. 田中太郎は精神異常者だ。 

 

表現の置き換えに関する以上の観察から次のことが言える。すなわち，ある名詞句が指示的名詞

句であれば，その名詞句を同一対象指示の別の名詞句で置き換えることが基本的には可能である。

しかしながら，少なくとも，指示的に不透明な文脈に指示的名詞句が出現する場合や指示的名詞

句の意味内容が重要であるような場合には，問題の名詞句を同一対象指示の名詞句で置き換える

ことができないということに留意すべきである。 

                                                        
16 (54a) の「太郎の指導教授」を「太郎の論文指導をする先生，太郎のスーパーバイザー」などの表現に置き換え

ることは可能であるが，これは内包が同じなので「表現 B」というよりは「表現 A’」などと見なすべきである。 
17 このような確定記述句の用法を Donnellan (1966) は「属性的用法／帰属的用法」(attributive use) と呼ぶ。西山 

(2003: 66-69) も参照。 
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以上，モノ名詞を取り上げて，西山（2003 など）による指示的名詞句，叙述名詞句，変項名詞

句の 3 種類の名詞句の説明を概観した。以上の内容を踏まえた上で，3.2.2 節より，本題である出

来事名詞句の記述に移る。出来事名詞句が指示的名詞句，叙述名詞句，変項名詞句として機能す

る様子を観察していく18。 

 

3.2.2  出来事名詞句の意味機能 

まず，指示的名詞句として機能する例を見る。次例の出来事名詞句（下線部）がそうである。 

 

(57) a. 昨日の運動会は楽しかった。 

 b. 太郎の調査はうまくいっていないらしい。 

 c. 明日の南極基地への攻撃には賛成できない。 

 d. 飲酒運転は危険だ。 

 

指示されている出来事は，(57a) のように過去の特定の出来事であることもあるし，(57b) のよう

に現在進行中の特定の出来事のことも，(57c) のように未来の特定の出来事のこともある。(57d) 

のように不特定の出来事の場合もある。いずれにせよ，これらの出来事名詞句が過去・現在・未

来にわたる世界のなかの何らかの対象を指し，その出来事についてそれぞれ「楽しかった，うま

くいっていない，賛成できない，危険だ」と (57) の文は述べているのである。これらの出来事名

詞句が叙述名詞句でないことは明らかであるし，また，述語の意味からして問題の出来事名詞句

が変項名詞句ということもありえない。なぜならば，「変項 x を満たす値は何であるかというと

…，楽しかった／うまくいっていない／賛成できない／危険だ」というのは意味を成さないから

である。次のように，(57) の出来事名詞句がどれも同一指示の別の表現に交換可能であることも，

これらの名詞句が指示的であることを示している（(a), (c) は同一指示の固有名詞である）。 

 

(57’) a. 第 6 回わんぱく祭りは楽しかった。 （昨日の運動会＝第 6 回わんぱく祭り） 

 b. あの調査はうまくいっていないらしい。 

 c. 南極作戦には賛成できない。 （明日の南極基地への攻撃＝南極作戦） 

 d. この行為は危険だ。 

 

次に，出来事名詞句が叙述名詞句として機能している例を見る。(58) の下線部の出来事名詞句

がそうである。 

 

(58) a. あの行為は，まるでこの町の破壊だ。 （西山 2003: 109） 

 b. 大聖堂の破壊は我々に対する侮辱だ。 

 c. これはまだ前夜祭だ。 

 d. ぼくの土いじりは，遊びではなく調査だ。 

 

                                                        
18 西山（2003 など）が取り上げて議論しているのはほとんどがモノ名詞句であり，出来事名詞句に関する言及は

少ない。 
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(58) はすべて「A（指示的名詞句）は B（叙述名詞句）だ」のかたちをとった措定文である。指

示的名詞句が指す対象（これも〈出来事〉である）に対して，それぞれ〈この町の破壊行為〉，

〈我々に対する侮辱行為〉，〈前夜祭という出来事〉，〈遊びという行為ではなく調査という行

為〉という属性を与えている。モノ名詞の措定文がそうであったのと同じく（例 (44a’)），次の

ように，倒置形「B が A だ」の容認度が低い。 

 

(58’) a. * この町の破壊があの行為だ。 

 b. * 我々に対する侮辱が大聖堂の破壊だ。 

 c. * 前夜祭がこれだ。 

 d. * 調査がぼくの土いじりだ。 

 

また，2 つの B をつなぐときの連言の形式も措定文の場合と並行的である。叙述名詞句を連言で

つなぐ際には「で」を用い，指示的名詞句をつなぐ際には「と」を用いるという事実を (48) で確

認した。ただし，出来事名詞の叙述名詞句を「で」のみでつなぐのはやや不自然であるため，以

下の例では代わりに「であり（～でもある）」という表現を用いる。「で」と「であり」は連言

として基本的に同じ分布を見せるため，出来事名詞同士をつなぐ際に「で」ではなく「であり」

を用いることに問題はない。以下の (58a’), (58d’) のように，叙述名詞句同士をつなぐ場合には「で

あり（～でもある）」という表現を用い，「と」という連言の使用は (58a’’), (58d’’) に見るよう

に不自然である。 

 

(58) a’. あの行為は，この町の破壊であり我々に対する侮辱でもある。 

 d’. ぼくの土いじりは，遊びであり調査でもある。 

 a’’.* あの行為は，この町の破壊と我々に対する侮辱だ。 

 d’’.* ぼくの土いじりは，遊びと調査だ。 

 

次例のように，「この町の破壊，我々に対する侮辱，遊び，調査」が指示的名詞句（値名詞句）

として機能しているのであれば，予測通り，これらを連言でつなぐ場合は「と」が用いられる。

これは倒置指定文「A（変項名詞句）は B（値名詞句）」の例である。 

 

(59) a. やつらがした 2 つのことは，この町の破壊と我々に対する侮辱だ。 

 b. ぼくの今月の目標は，遊びと調査だ。 

 

最後に，出来事名詞句が変項名詞句として機能している例を見る。(60) の「田中教授の指摘」

がそうである。これは指定文で，「田中教授が指摘したことは何かと言えば，これだ」という意

味である（西山 2003: 109）。 

 

(60)  これが，田中教授の指摘だ。 （西山 2003: 109） 

 

「田中教授の指摘」が変項名詞句として機能していることは，(60’) に見るように，(a) 倒置が可
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能であること，(b) とりたて助詞「だけ」の後接が容認されないこと，(c) 疑問詞化ができないこ

とから証拠づけられる。 

 

(60’) a. 田中教授の指摘はこれだ。 

b. * これが，田中教授の指摘だけだ。 

 c. * これが，何か？ 

 

(60) の「これ」は値名詞句であるが，この名詞句が指示する対象は指摘の〈内容〉である。指摘

内容を具体的に明示するならば，例えば，次の (61a), (61b) のようになる。これら 2 つの意味表

示は (61c) のようになると考えられる。 

 

(61) a. この仮説には例外が存在するということが，田中教授の指摘だ。 

 b. 田中教授の指摘は，この仮説には例外が存在するということだ。 

 c. ［田中教授が x を指摘した］の x を埋める値は「この仮説には…」ということである。 

 

以下に類例を挙げる。(62) の (a), (b), (c) が倒置指定文の例，(a’), (b’), (c’) が指定文の例，(a’’), (b’’), 

(c’’) が意味表示である。 

 

(62) a. 我が党の主張は，いますぐ消費増税をすべきだということだ。 

 a’. いますぐ消費増税をすべきだということが，我が党の主張だ。 

 a’’. ［我が党が x を主張している］の x を埋める値は「いますぐ消費…」ということである。 

 b. 最高裁の決定は，婚外子相続差別は違憲だということだった。 

 b’. 婚外子相続差別は違憲だということが，最高裁の決定だった。 

 b’’. ［最高裁が x を決定した］の x を埋める値は「婚外子相続差別は…」ということである。 

 c. 主治医からの提案は，これからは毎日歩いて通勤してはどうかということだった。 

 c’. これからは毎日歩いて通勤してはどうかということが，主治医からの提案だった。 

 c’’. ［主治医が x を提案した］の x を埋める値は「これからは毎日…」ということである。 

 

以上の変項名詞句の主要部である出来事名詞「指摘，主張，決定，提案」には共通点がある。そ

れは，どの語も［内容］の断面義（3.1.1 節参照）をもつということである。このことは，次例が

示すように，［内容］の意味を修飾する表現（下線部）との共起関係から分かる。 

 

(63) a. 田中教授がした指摘は難しかった。 

 b. 我が党が昔からしている主張を誰もきちんと理解していない。 

 c. 最高裁がした決定には賛成できない。 

 d. 主治医がした提案に従うことにした。 

 

4 動名詞・複雑事態名詞・単純事態名詞 

前節までは，出来事名詞の成員を特に区別することなく，その基本的な特徴や問題となる様々
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な事柄を広く見渡してきた。しかし，出来事名詞は，動詞的性質の色濃い「動名詞」(VN) と，ど

ちらかと言えばモノ名詞に近い「単純事態名詞」(SEN) の 2 種類に大別される。例えば，同じ複

合語でも，「値下げ」は VN であるが，「肩たたき」は SEN である。この 2 つには (64) – (66) に

例示されるような違いがある。(64a) のように VN「値下げ」は「する」を直接伴って動詞化でき

るが，(64b) のように SEN「肩たたき」にはそれが可能ではない。「肩たたき」が「する」と結

合する際には，格助詞「を」を介する必要がある。また，VN「値下げ」は項構造をもち，(65a) の

ように，動詞化せずとも，特定の環境において（ここでは新聞の見出しとして使用されているも

のと想像されたい），その項を非属格で標示する（「冷凍食品を」）ことが可能である。一方で，

SEN「肩たたき」は項構造をもたず，(65b) のように，(65a) と同じ環境であっても，あたかも「明

仁おじいちゃん」を〈対象〉項であるかのようにして非属格標示することはできない。さらに，

(66a) のように VN「値下げ」は時間接辞「-後，-中」と共起できるが，(66b) のように SEN「肩

たたき」にはそれが難しい。「肩たたき」は，同じ意味を表す「～の後，～の最中」との共起は

可能である。以上，VN と SEN の相違点を簡単に確認した。これらの違いは，後述するように，

それぞれの動詞的特徴の有無が反映されたものだと考えられる。 

 

(64) a. 値下げする 

 b. * 肩たたきする  cf. 肩たたきをする 

(65) a. ○×スーパー，またも冷凍食品を値下げ 

 b. * 愛子様，明仁おじいちゃんを肩たたき 

(66) a. 値下げ｛後／中｝に，… 

 b. ?? 肩たたき｛後／中｝に，…  cf. 肩たたき｛の後／の最中｝に，… 

 

以下で，それぞれの特徴を別個に詳しく見ていく。4.1 節，4.2 節では VN を取り上げる。4.3 節

では SEN を取り上げ，その特徴を VN の特徴と比較しながら観察していく。 

 

4.1  動名詞 

出来事名詞には，動名詞 (Verbal Noun, VN) と呼ばれる語類が多く含まれる（gerund も「動名

詞」と呼ばれるが，これと Verbal Noun は性質が異なる）。以下に VN の例を挙げる。VN には，

(a) 漢語 VN，(b) 洋語 VN，(c, c’) 動詞由来 VN がある。(c’) の動詞由来 VN は「する」が直接付

かない（すなわち VN の重要な特徴の 1 つを欠く）点で (a), (b), (c) の VN とは異なるのだが，そ

れでも (c’) を VN と見なす特別の理由がある。この点については後述する。 

 

(67) a. 攻撃，破壊，輸入，引退，到着，出発，勉強，練習，散歩，転倒，停電，出火，関係 

 b. コピー，プリント，テスト，キック，ジャンプ，ドライブ，フリーズ，ダウンロード 

 c. 足止め，値下げ，値上げ，雑巾がけ，あく抜き，水洗い，舌打ち，早死に，長持ち 

 c’. 引継ぎ，取り忘れ，持ち帰り，振り込み，取り締まり，取り壊し，飛び込み，言い争い 

 

VN は，無活用である点，構文内において名詞と並行した分布を見せる点から名詞であると言え

る。しかし，事態を表すということの他にも，項構造の具備や項・付加詞の格標示などの点を見
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ると，動詞の重要な特徴をもつことが分かる。以下で VN の基本的な特徴を確認しよう（Martin 

(1975)，Miyagawa (1987)，Jacobsen (1992)，影山 (1993)，Uehara (1998)，Miyamoto (1999)，小林 (2004) 

など参照）。 

まずは，VN が名詞であることを確認する。先に述べた，名詞と並行した分布というのは，例

えば，格助詞に前接すること（例 (68)）や，連体修飾形式との共起が可能であること（例 (69)）

がそうである。形容詞，「形容名詞＋な」，連体修飾節，属格標示 NP（「～の」）などの，名詞

修飾の機能を果たす形式を連体修飾形式と呼ぼう。 

 

(68)  攻撃を中止する，テストを行う，勉強が好きだ，出火が原因だ，舌打ちに腹が立つ 

(69)  激しい攻撃，再開された韓国からのキムチの輸入，突然の値下げ，一時的なフリーズ 

 

連用修飾形式によって VN を修飾することは可能ではない（例 (70)）。副詞，連用修飾節，非属

格標示 NP（「～を，～に，～へ，～で，～から，～と，etc.」）などの，述語修飾の機能を果た

す形式を連用修飾形式と呼ぼう。統語上の主語は述語を修飾するとは考えられず，したがって典

型的に主語を標示する「～が」を連用修飾形式と呼ぶことは適切ではないが，ここでは便宜上「～

が」も連用修飾形式に含める。 

 

(70) a. [ 昨日｛の／* φ｝花子｛の／* が｝公園｛の／* を｝掃除 ] を見ていた。 

 b. [ 違法サイト｛からの／* から｝意図的｛な／* に｝動画｛の／* を｝ダウンロード ]  

は刑事罰の対象となる。 

 c. [ 真冬｛の／* に｝川｛への／* に｝飛び込み ] は危険だ。 

 

無活用であるという形態的特徴と，(68) – (70) に見た統語的特徴から，VN の品詞が名詞である

ことが確認される。のちに VN が連用修飾形式と共起することを取り上げるが，これは限定的で

有標的な環境において観察されることであるため，VN が動詞であることを肯定し，VN が名詞で

あることを否定するものではない。さらに先取りして強調しておくと，VN が項構造を備えてい

ること，「する」を直接伴って動詞化すること，動詞と並行的なアスペクト的性質をもつことと

いう，以下で見る動詞的特徴に関しても，これらは事態を表すという VN の意味的な特徴の反映

であって，VN の形態・統語的なカテゴリーが名詞であることを何ら否定するものではない。 

もう 1 つ，VN の名詞的特徴を見よう。VN は，「学生，哺乳類」などの名詞的名詞（VN が「動

詞的名詞」であることと対比させてこのように呼ぼう）と同様に単独で述語を形成できない（例 

(71a), (72a)）。名詞が述定機能を果たす場合は「N + α」という有標の形式になる (Croft 1991, 2001)。

名詞的名詞が述定機能を果たす場合は「+ α」としてコピュラの「だ」またはその異形（「である，

です」など）が必要となる（例 (71b)）19。VN の場合は「する」またはその異形（「できる，な

さる」など）が必要となる（例 (72b)）20, 21。名詞的名詞と VN では「+ α」となる要素が異なる

                                                        
19 ただし，疑問文に関してはこの限りではない。 
20 「太郎が引退だ」や「パソコンがフリーズだ」のように，VN が述語となる場合でも「だ」が用いられることも

ある。このような「VN だ」という形式をとる構文は，第 5 章で詳しく論じる。 
21 ただし，新聞などの見出しでは「だ，する」等のない体言止めのかたちで文が終わることが多い（例 (ia)）。

また，小説やエッセイなどでも何らかの表現効果をねらって体言止めがしばしば使用される（例 (ii)）。しかしな

がら，論文では基本的に体言止めは許されないし，話しことばにおいても多くの場合「だ，する」等は必要とさ
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ものの，どちらも述定機能に関して有標であることには変わりない。動詞はそれ単独で述語とな

れるため，述定機能に関して無標である。 

 

(71) a. * 太郎は学生 φ。／* 鯨は哺乳類 φ。 

 b. 太郎は学生だ。／鯨は哺乳類だ。 

(72) a. * 太郎が引退 φ。／* パソコンがフリーズ φ。 

 b. 太郎が引退する。／パソコンがフリーズする。 

 

次に，VN の動詞的な側面に目を向ける。まず注目したいのが，項構造をもつという点である。

項構造は，ある語（典型的には動詞）が必要とする項の数と項の種類に関する情報を指定する。

例えば「壊す」の項構造には，2 つ項を要求し，その 2 つの項は〈動作主〉と〈対象〉であると

いう情報がある。「踊り手」などの動作主名詞や「妹，上司」などの非飽和名詞（西山 2003）な

どを除き，名詞は基本的に項構造をもたない。そのため，例えば「X の N」という形式をとった

ときに，しばしば語用論的に様々な解釈を許す（西山 (2003) 参照）。(73a) であれば，〈太郎が

乗ってくる電車〉，〈太郎が作った電車〉，〈太郎が車掌を務めている電車〉など様々に解釈さ

れる。一方で，VN の場合は，ほぼすべての動詞がそうであるように，項構造をもち，その情報

に基づいて「X の VN」が理解される (Miyagawa 1987)。(73b) であれば，VN「破壊」は 2 項〈動

作主，対象〉を要求し，この情報に基づいて「ビル」の役割が理解される。同様に (73c) でも，

VN「倒壊」は 1 項〈主題〉(Theme) を要求し，この情報に基づいて「ビル」の役割が理解される。 

 

(73) a. 太郎の電車 

 b. ビルの破壊 

 c. ビルの倒壊 

 

さらに，VN は特定の環境において連用修飾形式によって修飾されることがある。例えば，(74) 

のような［＿中］，［＿の際］や新聞見出しなどの環境において，VN の項・付加詞は連用修飾

形式を受けることができる（4.2 節で詳しく述べる）。「へ，から」などの一部の格に限られるが，

非属格自体は，名詞的名詞と他の要素との関係を表す際に用いられることがある（例 (75a)）。た

だし，属格なしで標示すること（非属格標示）はできず，「へ／から＋の」というように属格を

付加しなければならない（例 (75b)）22。 

                                                                                                                                                                             
れる。新聞においても，見出しで体言止めが使用されている場合であっても，その見出しと同じ内容の文（もし

くはより詳しくしたもの）が本文では「だ，する」等を伴って現れている（例 (ib)）。体言止めの表現効果に関

しては，石黒 (2007) を参照されたい。 

 

(i) a. 気仙沼市街地の大型漁船，解体作業が本格化 （「YOMIURI ONLINE」，2013-09-25） 

 b. […] 第 18 共徳丸（全長 60 メートル，330 トン）の解体作業が現地で本格化している。 

（「YOMIURI ONLINE」，2013-09-25） 

(ii)  短大を卒業後，就職して結婚。とにかく器が好きだったというイイホシさん。 

 （「モダンなコーポラティブハウスで見つけたものは，削ぎ落とすことで生まれる優しさ イ

イホシユミコさん」『天然生活』2005 年 4 月号；石黒 2007: 157） 
22 「太郎は花子と友達だ」のようなものはあくまで例外的である。「* 太郎は花子と友人だ」とは言えない。ま

た，誰かから何かが届いた場合に，例えば，「見て，花子！サンタからお手紙だよ！」のように言うことは可能

だが，このような表現の使用場面は限定的である。例えば，「?? 中部電力から請求書だよ」は不自然である。 
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(74) a. コンピューターにデータを入力中に，…。 

 b. 公費で高額機器を購入の際は，…。 

 c. 堺市長後援会，パーティー券を自治会組織に配布 （「YOMIURI ONLINE」，2013-10-01） 

(75) a. 太郎からの手紙，太郎への手紙 

 b. これは太郎｛からの／* から φ｝手紙だ。／これは太郎｛への／* へ φ｝手紙だ。 

 

VN の動詞的側面として，次に，「する」を直接伴って動詞化できる点を取り上げる。先に，

VN は名詞的名詞と同様に，述定機能に関しては有標的で，何か別の要素「+ α」の助けを借りな

ければ述語を形成できないことに言及した。その「+ α」というのは，名詞的名詞がコピュラをと

る一方で，VN がとるのは「する」であった。すなわち，VN の場合，「+ α」を伴った際に動詞

と同形になるのである。(67) の (a), (b), (c) の VN がすべて「する」を直接伴って動詞化すること

を確認されたい（ただし，(c’) に関しては後述）。この「する」は軽動詞の「する」と呼ばれ，

項構造をもたず，意味的にも希薄であり，専ら述語を形成するという文法的役割を果たす（詳細

は第 2 章 2.3 節）。Miyagawa (1987) は「動詞化辞」(verbalizer) と特徴づけているが，まさにその

通りであり，その機能のためだけにあるものと見なすことができる。「する」がこのような文法

的役割に徹するということは，つまり，VN の大部分が借用語であり，拘束形態素である動詞の

体系にそのまま取り入れることができないことから（村木 (1991: 297-298) 参照），これらは日本

語の語彙に名詞として存在しているのだが，VN 自体は動詞として日本語の語彙に存在してもま

ったくおかしくはないものであり23，実際に動詞として機能するためには活用だけが足りないとい

うことを示唆している。確かに，ここまでで VN が項構造を具備すること，項・付加詞の非属格

標示が可能であることを観察してきたが，これはまさに動詞のもつ特徴である。モノ名詞の場合

はもちろんのこと（例 (76)），出来事を表す名詞であっても，項構造をもたない SEN（つまり，

重要な動詞的特徴を欠く）は軽動詞の「する」を後接させて「X する」という形式をとることが

できない（例 (77)）（口語においてヲ格が脱落したものと見ない限りは非文法的である）。（項

構造と動詞化の可否との関係は 4.3.2 節で詳しく述べる。） 

 

(76) a. * 鉛筆する 

 b. * ネクタイする  cf. ネクタイをする 

(77) a. * 肩たたきする  cf. 肩たたきをする 

 b. * 国際会議する  cf. 国際会議をする 

 c. * 運動会する  cf. 運動会をする 

 

ただし，VN であっても「する」と直接結合できないものがある。(67c’) の動詞由来 VN がそう

である。これらの VN は，(78) のように，「する」と直接結合した場合の容認度が低い。同じ動

詞由来名詞であっても (67c) の VN は，(79) のように，「する」と直接結合する。(67c), (67c’) の

内部構成に注目すると，前者は「項／付加詞＋動詞由来名詞」という構成をもつ動詞由来複合語

であり（「足（項）＋止め」，「水（付加詞）＋洗い」），後者は複合動詞の連用形が転換を経

                                                        
23 事実，VN のほとんどが借用元の中国語や英語では動詞として使われている。 
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て名詞化した複合動詞由来名詞と分析できる（「引き＋継ぎ」，「取り＋忘れ」）。 

 

(78) a. * 仕事を引継ぎする 

 b. * キャッシュカードを取り忘れする 

 c. * 店の灰皿を持ち帰りする 

 d. * 大金を振り込みする 

 e. * 交通違反を取り締まりする 

 f. * 高層ビルを取り壊しする 

(79) a. 敵軍を足止めする 

 b. 冷凍食品を｛値上げ／値下げ｝する 

 c. 竹の子をあく抜きする 

 d. 廊下を雑巾がけする 

 e. 革製衣類を水洗いする 

 

しかしながら，複合動詞由来名詞の「引継ぎ，取り忘れ，持ち帰り，振り込み，取り締まり，取

り壊し」に「する」が直接に付かないからといって，これらを VN ではないとするわけにはいか

ない。これらの語は「仕事の引継ぎ，キャッシュカードの取り忘れ，灰皿の持ち帰り，大金の振

り込み，交通違反の取り締まり，高層ビルの取り壊し」のように NP 内で項をとることができる

し，（動詞連用形ではなく）VN として (80) のように連用修飾形式をとることができるからであ

る。上記したように，項構造をもつというのは VN の特徴であるし，このことは同じ動詞由来名

詞でも項構造をもたない「釣り，狩り」(SEN) と比べるとよく分かる。「釣り，狩り」は「* 鯛

の釣り，* 猪の狩り」と言えないことから分かるように，項を要求しない。(80) は「引継ぎ，取

り締まり，取り壊し」が動詞連用形の来ることができない位置に出現しているため，あくまで VN

としての「引継ぎ，取り締まり，取り壊し」が連用修飾形式をとっていると言える。 

 

(80) a. 前任者から学会運営の仕事を引継ぎの際に，…。 

 b. 【見出し】事故から児童を守れ 通学路で取り締まり 

（「YOMIURI ONLINE」，2013-09-30） 

 c. 【見出し】ビンラディン容疑者潜伏の邸宅を取り壊し，パキスタン 

(http://www.afpbb.com/articles/-/2861088?pid=8540302, 2013-11-29) 

 

それでは，なぜ (67c) の動詞由来複合語の VN は「する」と直接結合できるのに，(67c’) の複合

動詞由来の VN は「する」と直接結合できないのだろうか。それは，問題の動詞由来 VN に対応

する動詞形（「VN する」という形式のことではない）があるかどうかということが関わる。(67c) 

の動詞由来複合語の VN は，(81) のように動詞形にはなれない。「する」の助けを借りて初めて

動詞として機能するのである。一方で，(67c’) の複合動詞由来の VN は，(82) のように動詞形に

なることができる。「する」の助けを借りなくても動詞として機能するのだから，わざわざ連用

形のかたちをとって「する」を付けて動詞にするという回りくどいやり方は必要ない。このよう

に，既に特定の語が存在するにもかかわらず，それと同じ意味の語を新しく作り出した場合に，
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その語が許容されないという現象は語彙の阻止 (lexical blocking) と呼ばれる（影山 (1993: 29) 参

照）。(67c’) の複合動詞由来の VN は，語彙の阻止によって「する」の直接付加が妨げられてい

ると説明される。 

 

(81)  * 足止める，* 値下げる，* 値上げる，* あく抜く，* 雑巾がける，* 水洗う，… 

(82)  引継ぐ，取り忘れる，持ち帰る，振り込む，取り締まる，取り壊す，… 

 

最後に，VN のアスペクト的性質に注目する。以下の (83) – (86) から，VN を主要部とする NP

のアスペクト的性質が，形態的に対応する動詞句（「VN する」もしくは複合動詞）のアスペク

ト的性質と並行的であり，かつ，4 つすべてのアスペクト分類（〈活動〉(activity)，〈到達〉(achievement)，

〈達成〉(accomplishment)，〈状態〉(state)）に対応する VN が存在することが分かる。VN のアス

ペクト的性質・アスペクト分類の種類に関する動詞との並行性は，VN の動詞的側面を反映する

重要な特徴である。 

 

(83) a. 毎日 1 時間公園を散歩する。        〈活動〉 

 a’. 毎日 1 時間の公園の散歩（が健康によい。） 

 b. 花子と太郎が 3 時間も言い争った。 

 b’. 花子と太郎の 3 時間もの言い争い（を傍観していた。） 

(84) a. 1 時間以内で東京に到着する。       〈到達〉 

 a’. 1 時間以内での東京への到着（が可能になる。） 

 b. 1 週間以内にアパートから立ち退かなければならない。 

 b’. 1 週間以内のアパートからの立ち退き（を命じられた。） 

(85) a. 3 日以内で高層ビルを破壊する。       〈達成〉 

 a’. 3 日以内での高層ビルの破壊（は不可能だ。） 

 b. 3 分で足場を組み立てた。 

 b’. 3 分での足場の組み立て（は難しい。） 

(86) a. 昨日の事件と花子の奇妙な行動が関係する。     〈状態〉 

 a’. 昨日の事件と花子の奇妙な行動の関係（に気づかなかった。） 

 b. この理論には致命的な欠点が存在する。 

 b’. 致命的な欠点の存在（を指摘された。） 

 

以上，日本語に存在する VN という語類の特徴を見た。無活用であること，格助詞に前接する

こと，連体修飾形式と共起すること，述語として機能する際の有標性から，VN は名詞であると

認められる。しかしながら，項構造の具備，連用修飾形式による修飾が可能であること，「する」

を直接伴って動詞化すること，アスペクト的性質の動詞との並行性に，VN の動詞的側面を確認

することができた。ただし，VN の具体的な使用例において，つねに動詞性と名詞性が同程度に

共存するわけではない。名詞性が高い VN の使用例もあれば，動詞性を色濃く見せるような使用

例もある。以下で別節を設けて，この事実を観察する。 
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4.2 動名詞の名詞性と動詞性 

まず，名詞性の最も高い VN の使用例を挙げる。(87a) がこの例である。VN「破壊」は格助詞

「が」に前接し，「軍による，遺跡の」による連体修飾を受けており，構文的に「破壊」の動詞

的現われはまったく見られない。(87b) から分かるように，このような環境に現れる VN を連用修

飾形式で修飾することはできない。 

 

(87) a. 軍による遺跡の破壊が非難された。 

 b. * [ 軍によって遺跡が破壊 ] が非難された。 

 

次に挙げる (88) は，VN「購入」が「～の際」という時間表現に前接している例である。「の」

自体は属格というだけでなく，コピュラ「だ」の連体形と分析されることもあり（時枝 1950；奥

津 1978；西山 2003），実際に Sato (2008) は「VN の際」における「の」がコピュラであると主張

している。(88) の「の」が属格であるにせよコピュラ「だ」の連体形であるにせよ，それに前接

する位置というのが名詞出現位置であることに変わりはない。このような名詞が出現する環境に

あって，VN「購入」は，(a) のように連用修飾形式の項・付加詞をとることも，(b) のように連

体修飾形式の項・付加詞をとることも可能である。 

 

(88) a. 公費で高額機器を購入の際は，必要書類を経理課に提出すること。 cf. (74b) 

 b. 公費による高額機器の購入の際は，…。 

 

しかしながら，「の」に前接する VN であれば無条件に連用修飾形式を選択できるわけではない。

(89) のように［＿の目的／理由］という環境においては，VN は連用修飾形式をとることができ

ない。 

 

(89) a. * 公費で高額機器を購入の｛目的／理由｝を書類に明記しなければならない。 

 b. 公費による高額機器の購入の｛目的／理由｝を書類に明記しなければならない。 

 

(88a) のように「VN の X」において，X に「際，折，のち，場合，たび」などの時間表現を形成

する語が現れている場合には，連用修飾形式によるVNの修飾が可能である（Shibatani & Kageyama 

1988；大島 2010）。以下に数例挙げる。 

 

(90) a. 米大統領と会談の折，首相は…。／米大統領との会談の折，首相は…。 

 b. 本州に上陸ののち，台風は…。／本州への上陸ののち，台風は…。 

 

「-中，-後」のような名詞接辞に VN が前接する場合も，(91a, c) のように，VN の項は連用修飾

形式で現れることができる（Martin 1975；Shibatani & Kageyama 1988；Tsujimura 1992；影山 1993；

杉岡 2009；大島 2010）24。(91b, d) のように，連体修飾形式の項をとることも可能である。 

                                                        
24 動名詞を連用修飾形式補語で修飾することが可能なその他の環境に関しては，影山 (1993)，大島 (2010) を参

照。 
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(91) a. パソコンにデータを入力中に，停電が起きた。 cf. (74a) 

 b. パソコンへのデータの入力中に，停電が起きた。 

 c. ボーナスカットを発表後に，社員の 5%が退職を申し出た。 

 d. ボーナスカットの発表後に，社員の 5%が退職を申し出た。 

 

最後に，最も動詞性が高いと見なされる例を挙げる。それは，新聞の見出しに使われる次のよ

うな表現である（大島 (2010)，鈴木 (2012, 2010)，田中 (2012)，村木 (2012) 参照）。VN が体言

止めのかたちで使用されているのが特徴的である。このような環境で VN は，(92a), (92c) のよう

に連用修飾形式をとることが可能であるが，上の (88), (91) とは異なり，(92b), (92d) に見るよう

に連体修飾形式は選択できない。このような用法の VN は，動詞と見なされることがしばしばあ

る（例えば，大島 (2010)，村木 (2012)）。本研究は，(92a), (92c) のような「配布，掲載」も，あ

くまで動詞的特徴の色濃く現れる動名詞
．．

の使用例だと考える。 

 

(92) a. 堺市長後援会，パーティー券を自治会組織に配布 cf. (74c) 

 b. * 堺市長後援会，パーティー券の自治会組織への配布 

 c. 朝日電子版，山崎豊子さんの個人情報を一部掲載 （「YOMIURI ONLINE」，2013-10-01） 

 d. * 朝日電子版，山崎豊子さんの個人情報の一部掲載 

 

以上，出現する環境により，VN が名詞的特徴（連体修飾形式の選択）を見せたり，動詞的特

徴（連用修飾形式の選択）を見せたりする事実を観察した。ここで見た例は 3 種類で，(i) 連体修

飾形式のみが許されるもの（例 (87)），(ii) 連体修飾形式も連用修飾形式も許されるもの（例 (88), 

(90), (91)），そして (iii) 連用修飾形式のみが許されるものである（例 (92)）。これは，格助詞に

前接して主語や目的語になる，名詞の典型的な位置から（(i) の場合），従属節の述語の位置を経

て（(ii) の場合），主節の述語位置という動詞の典型的な位置へと移るにつれて（(iii) の場合），

VN の動詞性が高くなるというように整理できる。さらに，(i) – (iii) の VN を主要部とする節の談

話機能に目を向けると，(iii) が，「実際の出来事の発生を報告する」という動詞の典型的な機能 

(Hopper & Thompson 1984) を果たしているが，(ii) では，主節の出来事の背景を提示するという

役割になり，(i) では，すでに発生が含意されている出来事を指示するために用いられている。す

なわち，(iii) から (i) に進むにつれて，典型的な動詞の機能から遠ざかり，(i) においては「談話

内に参与者を導入する」という典型的な名詞の機能 (Hopper & Thompson 1984) に近づいている25。

VN が連用修飾形式の項・付加詞をとることができる環境は，「～の際，～の折」や「-中，-後」

などの特定の要素とともに共起した場合であることを考えると，VN の動詞性は有標的に発現さ

れると言える。また，新聞見出しにおける述語 VN の動詞性も，その使用範囲の限定性を考える

と有標的な環境だと言える。 

 

                                                        
25 品詞性 (categoriality) と談話機能の関係に関しては，Hopper & Thompson (1984) を参照。品詞性とは，文法範疇

の典型的な事例としての程度のことである。例えば動詞の場合，テンス・アスペクト対立があり，数・人称の一

致などを標示するのであればその事例は品詞性が高く，これらの特徴が欠けていくにつれて品詞性が減じていき，

典型的な動詞の事例から離れていく。 
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4.3  単純事態名詞 

本小節では，次のような出来事名詞を取り上げ，その特徴を記述していく。 

 

(93) テニス，サッカー，野球，槍投げ，ゴルフ，鬼ごっこ，凧あげ，なわとび，缶蹴り，

おままごと，猪狩り，魚釣り，盗み，殺し，水やり，稲刈り，草取り，窓拭き， 

肩たたき，ごみ拾い，靴磨き，旅，運動会，勉強会，結婚式，卒業式，大食い大会，

駅伝大会，文化祭，会議，体育祭，イベント，募金活動，部活動，反戦活動，戦争，

暴動，デモ，ストライキ，殺人事件，ハプニング，アクシデント，事故，出来事， 

火事，地震，雪崩，土砂災害，崖崩れ，地滑り，竜巻，吹雪，砂嵐，雨，大雨，雪，

大雪，雷 

 

前小節で見た VN は，項構造を具備し，特定の環境において連用修飾形式を選択できる点で動詞

的であった。VN の動詞性は「する」を直接伴って動詞化できることからも窺えた。対照的に，

本小節で取り上げる (93) のような出来事名詞は，項構造をもたず，「する」を直接付加すること

もできない。その点で，出来事を表しはするものの，動詞的特徴は欠くと言える。このような出

来事名詞は，Grimshaw (1990, 2011), Grimshaw & Alexiadou (2008) のいう「単純事態名詞」である。

日本語の例を観察する前に，以下で Grimshaw (1990, 2011), Grimshaw & Alexiadou (2008) の英語単

純事態名詞の記述を確認しておく。 

 

4.3.1  英語の複雑事態名詞と単純事態名詞 

Grimshaw (1990, 2011), Grimshaw & Alexiadou (2008) は，事態を表す名詞を単純事態名詞 (simple 

event nominal, SEN) と複雑事態名詞 (complex event nominal, CEN) の 2 種類に分けている。CEN

は項構造を備えている。そして，動詞と並行的なアスペクト的性質を見せる。それは，〈状態〉，

〈活動〉，〈到達〉，〈達成〉として特徴づけられる事態構造をもつということである。CEN は

動詞的性質の色濃い名詞であると言える。これとは対照的に，SEN は項構造をもたず，アスペク

トとの関連も薄い。SEN は，出来事を表しはするものの，動詞よりも，モノ名詞に近いのである。

両者の動詞的側面／名詞的側面は，形態・統語上に様々なかたちで現れる。以下，両者の特徴の

違いを具体的に見ていく26。 

以下の (94a) が CEN (expression) の例で，(94b) が SEN (event, race, trip, exam) の例である。CEN

である expression の項構造を満たすかたちで，of one’s feelings が出現している。当然，項である

of one’s feelings がなければ非文法的となる。ただし，対応する動詞 (express) とは異なり，CEN

では外項が抑圧され，その実現が選択的となっている。 

 

(94) a. The frequent expression of one’s feelings is desirable.   (Grimshaw 1990: 50) 

 b. The event/race/trip/exam took a long time/took place at 6:00 P.M. (ibid.:59) 

 

CENと SENは，frequent, constantなどの頻度表現との共起に関して違いを見せる。(94a), (95a) の

ように，CEN は単数形でもこれらの頻度表現による修飾が可能である。一方で，(95b) のように，

                                                        
26 影山 (1993)，伊藤・杉岡 (2002)，Rozwadowska (2005)，杉岡・影山 (2011) なども参照。 
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単数形 SEN をこれらの頻度表現で修飾することはできない。(95b’) のように SEN を複数形にす

ればそれが可能である。 

 

(95) a. The constant assignment of unsolvable problems is to be avoided.  (Grimshaw 1990: 50) 

 b. * The frequent trip/event was a nuisance.         (ibid.: 59) 

 b’. The frequent trips/events were a nuisance.        (ibid.: 59) 

 

そもそも，CEN は複数形にならない（例 (96a)）。定冠詞 the は付くが，不定冠詞 a は付かない（例 

(96b)）。one のような数量詞や that のような指示詞も付かない（例 (96b)）。決定詞の類が何も付

かず，裸で現れることさえ可能である（例 (96c)）。 

 

(96) a. * The assignments of the problems took a long time.     (Grimshaw 1990: 54) 

 b. They observed the/* an/* one/* that assignment of the problem.    (ibid.: 54) 

 c. Assignment of difficult problems always causes problems.     (ibid.: 59) 

 

また，in two days, for several weeksなどの期間表現による修飾を許すかどうかという違いもある。

(97a), (97b) のように，CEN はこれらの期間表現による修飾を許容するが，(97c, d) のように，SEN

をこれらの期間表現で修飾することはできない。(97a) の destruction の NP は限界的な事態を表す

ため，(a’) のように for two hours による修飾は容認されないが，これは，(a’’) のように destroy

の VP の場合と同様であり，(a)・(a’’) 間のアスペクト的性質に関する並行性が窺える。(97b) も，

observation の NP は非限界的な事態を表すため，(b’) のように in several weeks による修飾は容認

されないが，これは，(b’’) のように observe の VP の場合と同様であり，(b)・(b’’) 間のアスペク

ト的性質に関する並行性が窺える。 

 

(97) a. The total destruction of the city in only two days appalled everyone. 

 a’.* The total destruction of the city for only two days appalled everyone. 

 a’’. The bombing destroyed the city in only two days/* for two days. 

(Grimshaw 1990: 58) 

 b. Only observation of the patient for several weeks can determine the most likely … 

 b’.* Only observation of the patient in several weeks can determine the most likely … 

 b’’. They observed the patient for several weeks/* in several weeks. 

(ibid.: 58) 

 c. * Jack’s trip in five hours/for five hours was interesting. 

 d. * The process in five hours/for five hours. 

(ibid.: 59) 

 

SEN は，a three-hour exam, a three-day trip, a one-hour process のように形容詞の期間表現との共起

は可能である（杉岡・影山 2011）。ただ，SEN はやはり，(97a, a’’), (97b, b’’) に観察されるよう

な VP との統語的な並行性は示さないということである。 
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さらに，この 2 種類の出来事名詞には，行為の目的を表す (in order) to ~節をとれるかどうかと

いう違いもある。次のように，CEN は対応する動詞と同様に (in order) to ~節をとることは可能だ

が，SEN はそれが可能ではない。 

 

(98) a. The book was translated (in order) to make it available to a wider readership. 

 b. The translation of the book (in order) to make it available to a wider readership. 

(Grimshaw 1990: 57-58) 

 b. (The) examination of the patient in order to determine whether … (ibid.: 58) 

 c. * That trip/event in order to …       (ibid.: 59) 

 

以上，Grimshaw (1990, 2011), Grimshaw & Alexiadou (2008) による CEN と SEN の説明を確認し

た。ここまでの例を見る限りでは，動詞派生名詞 (expression, assignment, destruction, observation, 

translation) が CEN となり，非派生名詞 (event, race, trip, exam, process) が SEN であるかのように

思われるかもしれない。しかしながら，動詞派生名詞は SEN としても現れる27。例えば，(99) に

おける (a) の expression は SEN であるため，項を必要としない。(b) の expression は，SEN（単数

形）であれば，頻度表現 (frequent) による修飾が可能ではないため容認されず，CEN であれば，

実現されなければならないはずの〈対象〉項がないため容認されない。CEN であれば，(c) のよ

うにする必要がある。 

 

(99) a. The expression is desirable. 

 b. * The frequent expression is desirable. 

 c. The frequent expression of one’s feelings is desirable. 

           (Grimshaw 1990: 50) 

 

(100a) の examination も SEN である。SEN として exam という短縮形も使用することができる。

(100b) の examination は CEN であるが，(b’) に見るように，exam を CEN として用いることはで

きない。 

 

(100) a. We witnessed the examination/exam. 

 b. The careful examination of the patient revealed that he was healthy. 

 b’* The careful exam of the patient revealed that he was healthy. 

           (Grimshaw 2011: 1300) 

 

                                                        
27 実際に，動詞と派生的な関係をもたない名詞 event, race, trip, exam（加えて surgery, party, game なども (Grimshaw 

2011)）は一義的に SEN だと考えられる。kick, break, push, drive などの転換名詞も CEN になれないとされている 

(Grimshaw 1990, 2011; Grimshaw & Alexiadou 2008)。murder, change, release, use, return などは CEN になれるとする

話者もいるが，それを容認しない話者もおり，容認度に揺れがあることが報告されている（島村 2011）。Grimshaw 

& Alexiadou (2008) に従えば，(99), (100) の SEN の expresssion, examination は，派生名詞ではなく，転換名詞だと

いうことになる。express, examine が派生によって CEN の expression, examination になり，そこからの転換によって

SEN になると説明される。そして，派生は部分的な名詞化の機能を果たし（したがって，動詞の項構造・事態構

造は保持される），転換は完全な名詞化の機能を果たす（したがって，項構造も事態構造も失う）と一般化され

ている。 
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次例のように，SEN の examination（および exam）は，非派生名詞の SEN がそうであったように 

(party)，単数形で頻度表現 frequent の修飾を受けることができない。 

 

(101)  * The frequent exam/examination/party was a mistake/happened in the fall. 

           (Grimshaw 2011: 1301) 

 

4.3.2  日本語の複雑事態名詞（動名詞）と単純事態名詞 

日本語の分析に移る。日本語で Grimshaw (1990, 2011), Grimshaw & Alexiadou (2004) の CEN に

該当するのは VN である（影山 1993；杉岡・影山 2011）。VN は，項構造を備え，動詞と並行し

たアスペクト的性質を見せるのであった。そして，日本語では，(93) に挙げた出来事名詞が SEN

だと分析される。しかし，伊藤・杉岡 (2002: 100) が指摘しているように，英語において CEN と

SEN を区別する基準は，日英語の名詞修飾構造の違いのために，有効なテストとはなりにくい。

例えば，事態の可算性は，日本語においては形式上反映されないため，この点に注目して CEN と

SEN を区別することはできない (cf. (95), (96))。また，(102) のように，目的節「～ための」は (a) 

CENとも (b) SENとも共起できる (cf. (98))。(103) のように，期間表現も (a) CENとも (b) SEN と

も共起し，どちらも同じ修飾構造をとる (cf. (97))。 

 

(102) a. 道路を拡張するためのビルの取り壊し 

 b. 見聞を広げるための旅 

（伊藤・杉岡 2002: 100） 

(103) a. 3 時間の（／にわたる）繰り返し，取り調べ 

 b. 3 日間の（／にわたる）旅，3 時間の（／にわたる）映画 

（伊藤・杉岡 2002: 100） 

 

しかしながら，英語と同じ基準が適応できないからといって，日本語において CEN と SEN の区

別を無視するわけにはいかない。実際に，英語とは異なる基準によって，動詞的な出来事名詞 CEN

と名詞的な出来事名詞 SEN を区別することができる。以下，日本語の SEN の特徴を，CEN の特

徴と対比させながら明らかにしていく。以降，CEN（複雑事態名詞）を「VN（動名詞）」と呼び

換えて話を進めていく。本研究でここまで「VN」という用語を使用してきたのに加え，日本語学

の分野において「VN」という用語の方が定着しているためである。 

本節冒頭の (64) – (66)（以下に再掲）を例に簡単に説明した VN と SEN の違いを，ここで再確

認しよう。VN「値下げ」と SEN「肩たたき」を比べ，両者には，(i)「する」を伴って動詞化でき

るかどうか，(ii) 項構造をもつかどうか，(iii) 時間接辞「-後，-中」を選択できるかどうかの 3 点

に関して違いが観察された。(64) – (66) はそれぞれ，(i) VN は「する」を伴って動詞化できるが，

SEN にはそれが可能ではないこと，(ii) VN は項構造をもつが，SEN は項構造をもたないこと，(iii) 

VN は「-後，-中」を選択できるが，SEN にはそれが難しいこと（しかし「～の後，～の最中」と

の共起は可能であること）を示していた。 

 

(64) a. 値下げする 
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 b. * 肩たたきする  cf. 肩たたきをする 

(65) a. ○×スーパー，またも冷凍食品を値下げ 

 b. * 愛子様，明仁おじいちゃんを肩たたき 

(66) a. 値下げ｛後／中｝に，… 

 b. ?? 肩たたき｛後／中｝に，…  cf. 肩たたき｛の後／の最中｝に，… 

 

1 つ付言しておくと，SEN「肩たたき」は，「おじいちゃんの肩たたき」というように，一見して

行為の〈対象〉「おじいちゃん」をとるように思われるが，これは「肩たたき」の〈対象〉項で

はない。この「おじいちゃん」は「肩」を譲渡不可能な部分とした全体であり，意味的には「肩」

を修飾している（統語的には「肩たたき」全体を修飾；杉岡・影山 (2011) 参照）。「冷凍食品の

値下げ」の「冷凍食品」が行為の〈対象〉であることとは対照的である（もちろん，同時に「値」

とも意味的な関係がある）。SEN「肩たたき」と VN「値下げ」のこの違いが，(65) に見られる

ように，「おじいちゃん」が対格標示を受けられず，「冷凍食品」が対格標示を受けられること

に現れている。 

次の (104), (105) にも，VN と SEN の同様の違いが観察される。興味深いのは，同じ「飛び込

み」という語でありながらも，(104a), (105a) は VN であり，(104b), (105b) は SEN だということ

である。(104a) の「飛び込み」は VN であるため（語彙の阻止のため「する」は後接しない），

項構造が要求する〈着点〉項（「冬の川」）が明示されなければならない。一方で，(104b) の「飛

び込み」は SEN であるため，〈着点〉項は必要ない。(105a) の「飛び込み」は VN であるため，

時間接辞「-後」が後接するが，(105b) の「飛び込み」は SEN であるため，「-後」をとることは

できず，代わりに「～の後」を選択する（この 2 種類の「飛び込み」の意味の違いは後述する）。 

 

(104) a. ?（冬の川への）飛び込みは危険だ。 

 b. 加藤さんは水泳選手で，飛び込みをしています。 

(105) a. 道頓堀に飛び込み後に，意識を失ったものと思われる。 

 b. 飛び込み｛?? 後／の後｝に，シンクロの練習もした。 

 

さらに，(106) – (109) を見てみよう。ここでは，SEN と動詞を比べている。各例 (a) のように，

動詞「狩る，釣る，殺す，盗む」は行為の〈対象〉を項としてとる。一方で，各例 (b) のように，

これらの動詞に由来する SEN「狩り，釣り，殺し，盗み」は行為の〈対象〉をとることができな

い。さらに，これらの SEN は，(b’) のように「する」を伴って動詞化することができないし，(b’’) 

のように時間接辞「-中，-後」を後接させることもできない。SEN は「～の最中，～の後」との

共起は可能である。 

 

(106) a. 猪を狩る 

 b. * 猪の狩りをする  cf. 猪狩りをする 

 b’. （猪）狩り *（を）する 

 b’’. （猪）狩り｛* 中／の最中｝に，… 

(107) a. 魚を釣る 
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 b. * 魚の釣りをする  cf. 魚釣りをする 

 b’. （魚）釣り *（を）する 

 b’’. （魚）釣り｛* 中／の最中｝に，… 

(108) a. 人を殺す 

 b. * 人の殺しをする  cf. 人殺しをする 

 b’. （人）殺し *（を）する 

 b’’. （人）殺し｛* 後／の後｝に，… 

(109) a. 財布を盗む 

 b. * 財布の盗みをする 

 b’. 盗み *（を）する 

 b’’. 盗み｛* 後／の後｝に，… 

 

以上の (64) – (66), (104) – (109) から，VN とは対照的な，SEN の 3 点の特徴が再確認できた。

SEN は，(i)「する」を伴って動詞化することができず，(ii) 項構造をもたない。(iii) 時間接辞「-

中，-後」を後接させることはできないが，「～の最中，～の後」との共起は可能である。ここで，

この 3 点の特徴の関係について考えてみたい。4.1 節で述べたように，VN が「する」を伴って派

生動詞「VN する」となることができる理由として，もちろん VN が事態を表すということもある

が，特に項構造を有するということが重要であった。簡単に振り返ると，まず，この「する」は

軽動詞の「する」と呼ばれるものであり，項構造をもたず，意味的に希薄で，専ら述語を形成す

るという文法的な役割を果たす動詞化辞 (Miyagawa 1987) であった（詳細は第 2 節 2.3 節）。そ

のため，テンス・アスペクト・モダリティ等の文法的情報の標示は「する」の助けを借りるわけ

だが，述語に必要なそれ以外の特徴は VN 自体が備えていなければならない。それが，項構造で

ある。述語というのは機能上，主語となる項に対しての叙述を行う部分である。したがって，少

なくとも項を 1 つとり，かつ，その項は主語（叙述の対象）となるのにふさわしい意味役割を担

うものであるはずである。そのため，0 項述語というのは珍しいし，〈起点〉項や〈着点〉項が

主語というのはあったとしても特別なことであろう。よって，もしある語が項構造を備えていな

いのであれば，それは述語を形成できないはずである（動詞文とは構造の異なる名詞文の述語「NP

だ」は別の話である）。この論理によって，SEN の (i) の特徴と (ii) の特徴は結び付けられる。 

(iii) の特徴も，SEN が項構造をもたないことの反映である。時間接辞「X-中，X-後」は，X が

出来事名詞である場合，統語的にであれ意味的にであれ，その X 自体が述語として機能すること

を要求すると考えられる（影山 (1993)，伊藤・杉岡 (2002) 参照）。VN は項構造を備えているた

め，それ自体が述語として機能しうることは言うまでもない。この選択制限の反映として，4.2 節

で見たような，［＿-中］，［＿-後］という環境において VN が連用修飾形式の項・付加詞をとり

えるという現象が観察されるのだと言える。そして，この選択制限によって，SEN に「-中，-後」

を後接させることが難しいという事実が説明される。SEN は項構造をもたないため，それ自体が

述語になることができないからである。「-中，-後」にこのような選択制限があることは，同じ

VN が前接していたとしても，その VN が述語として機能していない場合に，その形式が容認され

ないという事実によってさらに証拠づけられる。例えば，VN「報告」は (110) の (a) のように

〈対象〉項をとり，述語として「-中，-後」に前接する。(b) のように「～の最中，～の後」とは
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共起しない。しかし，(a’) のように，指示詞「あの」，形容詞「すばらしい」などの指示対象修

飾語 (referential modifier) によって修飾された「報告」は述語として機能しない（Miyamoto (1999) 

参照）。したがって，「-中，-後」の選択制限に抵触し，容認度が低下している。そして，(b’) の

ように，NP「あのすばらしい報告」は，(b) とは対照的に「～の最中，～の後」と共起すること

ができる。 

 

(110) a. 調査結果を報告｛中／後｝に 

 b. ?? 調査結果を報告｛の最中／の後｝に 

 a’.?? あのすばらしい報告｛中／後｝に 

 b’. あのすばらしい報告｛の最中／の後｝に 

 

VN は，SEN とは異なり，「～の最中，～の後」と共起しない（影山 (1993) 参照）。これは，

「-中，-後」とは異なり，「X の最中，X の後」は，統語的にであれ意味的にであれ，X が非述語

の NP を選択するからだと考えられる。(111) のように VN がこの制限を満たすことは難しいが，

ここまで見てきたように SEN であれば特に問題はない。(112) の SEN の例 (a) と VN の例 (b) の

対比も参照されたい。 

 

(111) a. ?? 冷凍食品を値下げ｛の最中／の後｝に cf. (66a) 

 b. ?? 道頓堀に飛び込みの後に，意識を失ったものと思われる。 cf. (105a) 

(112) a. 理科の授業／入学試験／運動会／結婚式／長電話／スト／バーゲンの最中に 

 b. * 言語学を講義／結果を報告／運動会を開催／ストを決行の最中に 

（影山 2003: 287） 

 

以上，SEN の (i), (iii) の形態・統語的分布は，(ii) の項構造の欠如という特徴の反映であるこ

とを論じた。ここで，もう 1 点，SEN の重要な特徴として指摘しておきたいものがある。それは，

(iv) SEN には，SEN が由来する VN・動詞から見て，意味の特殊化が起こっているということであ

る。すなわち，SEN と，SEN が由来する VN・動詞は同じ概念的意味を共有していない。例えば，

(64) – (66) の SEN「肩たたき」は，「肩をたたく」という動詞句に由来するものであるが，「肩

たたき」と「肩をたたく（こと）」の概念的意味は同じではない。「知らない男が後ろから私の

肩をたたいた」と言うのと「知らない男が後ろから私の肩たたきをした」と言うのでは，思い浮

かぶ状況がまったく異なる。対照的に，VN「値下げ」は，「値を下げる（こと）」との間で概念

的意味を共有している。(104), (105) の「飛び込み」に関しても同様である。VN の「飛び込み」

は「（どこかに）飛び込むこと」と同じ概念的意味をもつが，SEN の「飛び込み」は単に「（ど

こかに）飛び込むこと」と同義ではない。(104), (105) の SEN「飛び込み」の意味は，水泳競技の

1 つとして「（典型的にはプールに）飛び込むこと」である。(106) – (109) の SEN「（猪）狩り，

（魚）釣り，（人）殺し，盗み」に関しても，これらが由来する動詞（句）とは概念的意味が異

なる。ただし，この (iv) の特徴に関しては，すべての SEN がそうだというのではない。例えば，

SEN「地滑り，崖崩れ」は，「地が滑る（こと），崖が崩れる（こと）」という表現に比べて，

その意味が特殊化しているとは思えない。 
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ここまでは，少数の SEN に絞ってその特徴の記述を進めてきた。以下，SEN の多様な構成員に

目を向けよう。(93)（以下に再掲）の SEN は，〈人間活動〉を表すものと〈自然現象〉を表すも

のに大別される。〈人間活動〉を表すものには，「テニス，サッカー，野球，槍投げ，ゴルフ」

のような〈スポーツ〉，「鬼ごっこ，凧あげ，なわとび，缶蹴り，おままごと」のような〈遊び〉，

および「猪狩り，魚釣り，盗み，殺し，水やり，稲刈り，草取り，窓拭き」などの〈その他の日

本文化・社会において特別な名づけに値する行為〉（〈その他の命名価値のある行為〉）を表す

語が含まれる。今挙げたものは個人的・非組織的に行われる／行われうる行為を表すものであっ

たが，「運動会，結婚式，大食い大会，文化祭，会議，募金活動」などの〈集団的・組織的な活

動〉も〈人間活動〉の類に含まれる。〈自然現象〉を表すものには，「地震，雪崩，土砂災害，

地滑り，砂嵐，雨，雪，雷」などがある。「殺人事件，ハプニング，アクシデント，事故」など

が表す出来事は，典型的に人間が引き起こすものであるために自然現象とは呼べないのだが，そ

れが人間の意図とは独立して発生する点で自然現象に近い性質をもつと言える。ここではこれら

を広義の〈自然現象〉に含め，狭義の〈自然現象〉と区別して〈ハプニング〉と呼ぶ。 

 

(93) テニス，サッカー，野球，槍投げ，ゴルフ，鬼ごっこ，凧あげ，なわとび，缶蹴り，

おままごと，猪狩り，魚釣り，盗み，殺し，水やり，稲刈り，草取り，窓拭き， 

肩たたき，ごみ拾い，靴磨き，旅，運動会，勉強会，結婚式，卒業式，大食い大会，

駅伝大会，文化祭，会議，体育祭，イベント，募金活動，部活動，反戦活動，戦争，

暴動，デモ，ストライキ，殺人事件，ハプニング，アクシデント，事故，出来事， 

火事，地震，雪崩，土砂災害，崖崩れ，地滑り，竜巻，吹雪，砂嵐，雨，大雨，雪，

大雪，雷 

 

次例から，これらの SEN が「する」を直接伴って動詞化できないことを確認されたい。 

 

(113) a. * 太郎が昨日｛テニス／サッカー／野球／槍投げ／ゴルフ｝した。 

 b. * 子どもたちが｛鬼ごっこ／凧あげ／なわとび／缶蹴り／おままごと｝していた。 

 c. * 太郎が｛水やり／稲刈り／草取り／窓拭き／ごみ拾い／靴磨き／旅｝した。 

 d. * ｛運動会／結婚式／大食い大会／文化祭／会議／募金活動｝しよう。 

 e. * ｛地震／雪崩／土砂災害／地滑り／砂嵐／雨／雪／雷｝した。 

 f. * ｛殺人事件／ハプニング／アクシデント／事故｝した。 

 

(113) の (a), (b), (c)，すなわち〈スポーツ〉，〈遊び〉，〈その他の命名価値のある行為〉は，(114) 

の (a), (b), (c) のように対格「を」を介在させて「SEN をする」とすれば容認される。(113d) の

〈集団的・組織的な活動〉も，(114d) のように「SEN をする」とすれば容認される。〈集団的・

組織的な活動〉は，(114d’) のように「SEN がある」という形式も使用可能である。(113e) の狭

義〈自然現象〉と (113f) の〈ハプニング〉には，(114e), (114f) のように「SEN がある」という

形式が使用可能である。狭義〈自然現象〉のなかには，(114e’) のように「雨，雪，雷」のような

「SEN をする」とも「SEN がある」とも言えないものもある。 
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(114) a. 太郎が昨日｛テニス／サッカー／野球／槍投げ／ゴルフ｝をした。 

 b. 子どもたちが｛鬼ごっこ／凧あげ／なわとび／缶蹴り／おままごと｝をしていた。 

 c. 太郎が｛水やり／稲刈り／草取り／窓拭き／ごみ拾い／靴磨き／旅｝をした。 

 d. ｛運動会／結婚式／大食い大会／文化祭／会議／募金活動｝をしよう。 

 d’. ｛運動会／結婚式／大食い大会／文化祭／会議／募金活動｝があった。 

 e. ｛地震／雪崩／土砂災害／地滑り／砂嵐｝があった。 

 e’. * ｛雨／雪／雷｝があった。 

 f. ｛殺人事件／ハプニング／アクシデント／事故｝があった。 

 

また，SEN は，「-中，-後」のような時間接辞が付くかどうかということに関しても VN と異

なるのであった。(115) のように，VN は「-中，-後」の後接を許す。一方で，(116) の容認度の

低さから分かるように，SEN に「-中，-後」を後接させることは難しい。 

 

(115) a. 論文を執筆中に，高層ビルを建設中に，公園を掃除中に， 

交通違反を取り締まり中に，敵軍を足止め中に 

 b. ビルを建設後に，計画書を作成後に，調査結果を報告後に， 

仕事を引き継ぎ後に，冷凍食品を値下げ後に 

(116) a. ?? テニス中に，?? 鬼ごっこ中に，?? 稲刈り中に， 

?? 草取り中に，?? ごみ拾い中に，?? 運動会中に 

 b. ?? テニス後に，?? 鬼ごっこ後に，?? 稲刈り後に， 

?? 草取り後に，?? ごみ拾い後に，?? 運動会後に， 

?? 地震後に，?? 雨後に，?? 殺人事件後に 

 

これとは逆の結果が，「-中，-後」と似た意味をもつ時間表現「～の最中，～の後」と VN・SEN

が共起した場合に見られるのであった。(117) のように，VN と「～の最中，～の後」との共起は

難しい。一方で，(118) のように，SEN と「～の最中，～の後」との共起は問題ない。 

 

(117) a. ?? 論文を執筆の最中に，?? 高層ビルを建設の最中に，?? 公園を掃除の最中に， 

?? 交通違反を取り締まりの最中に，?? 敵軍を足止めの最中に 

 b. ?? ビルを建設の後に，?? 計画書を作成の後に，?? 調査結果を報告の後に， 

?? 仕事を引き継ぎの後に，?? 冷凍食品を値下げの後に 

(118) a. テニスの最中に，鬼ごっこの最中に，稲刈りの最中に， 

草取りの最中に，ごみ拾いの最中に，運動会の最中に 

 b. テニスの後に，鬼ごっこの後に，稲刈りの後に， 

草取りの後に，ごみ拾いの後に，運動会の後に， 

地震の後に，雨の後に，殺人事件の後に 
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第 2章 動名詞名詞形選択の動機 

 

 

1 はじめに 

本章では，VN が名詞として文中で機能する場合と，「する」を直接伴って派生動詞「VN する」

として機能する場合とを比較する。前者の場合，VN は形態的に無標であり，後者の場合は「す

る」を伴っているため形態的に有標である。そのため，前者を VN の「無標形」，後者を「有標

形」と呼ぶこともできるのだが，ここでは，それぞれを「名詞形」，「動詞形」と呼び分けるこ

とにしたい。前者が文中で名詞として機能すること，後者が文中で動詞として機能することが，

両者の談話的・意味的・機能的な特徴の違いの源泉となっているからである。VN の名詞形と動

詞形の特徴の異同を，構文との関わりに注目しながら明らかにしていくことが本節の目的である。

両者の特徴の違いが分かれば，文中で一方の形式が選択されず，他方の形式が選択される理由を

説明することができる。本節は，特に VN の名詞形の分析に重点を置くかたちで考察を進めてい

く。もちろん，この課題は，本節の短い議論だけで達成できるものではない。本研究における議

論全体を総合してはじめて，達成を見るものである。しかしながら，ここで基本的な特徴を把握

しておくことは，第 2 章以降の議論の土台を作ることとして有益だろう。以下，考察を試みる。 

 

2 動名詞名詞形の特徴 

前節で，VN の動詞的な特徴を確認した。事態を表し，項構造を備え，動詞と並行したアスペ

クト的性質をもつ点から，その動詞的特徴の色濃さが窺える。しかし，その動詞的特徴は，VN

が形態・統語上は名詞であるために，無標の形式（「する」が後接しない形式）においては十分

なかたちで発現されない。例えば (1a) のように，「暗殺」の項構造の反映として，〈動作主，対

象〉項を統語上に具現させるとしても，節レベルであれば主格標示・対格標示によって区別され

る「花子，太郎」が，どちらの項も属格標示を受けることになり，2 項の意味役割の区別は形式

上の区別に現れない。属格「の」の機能的な負担が増すことで，(1b) のように，VNP が構造的に

曖昧になることもある。また，事態の精緻化に必要な，テンス・アスペクト・ヴォイスなどの動

詞の文法範疇を標示することもできない。そのため，例えば (2a), (2b) のように，「太郎のトイ

レでの喫煙」のテンス・アスペクト解釈はそれが項となる動詞の意味（およびコンテクスト）に

多くを依存する1。(a) の「太郎のトイレでの喫煙」のテンス・アスペクト意味は，主文の動詞「見

つけた」が表す事態の成立時点を基準に〈同時；未完了〉だと解釈される。(b) の「太郎のトイレ

での喫煙」は，主文の「通報された」が表す事態の成立時点を基準にして〈先行；完了〉の解釈

を受ける。また，(2c) の「花子の渡米」には，主文の「知った」という事態の成立時点を基準に

して，〈先行；完了〉という解釈も〈後行；完了〉という解釈も可能である。(2d) の「花子の公

園の掃除」のテンス・アスペクト意味にも曖昧な部分があり，主文の「とめた」が表す事態の成

立時点を基準に〈同時；未完了〉であるという解釈も〈後行；完了〉であるという解釈も可能で

ある。(2c), (2d) の VNP のテンス・アスペクト意味は，コンテクストを頼りに非曖昧化されるほ

かない。 

 

                                                        
1 ただし，機能動詞の場合は，機能動詞が VNP の文法範疇を標示する。のちに詳しく述べる。 
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(1) a. [ 花子の太郎の暗殺 ] は失敗に終わった。 

 b. 花子の部屋の掃除 

(2) a 田中先生は [ 太郎のトイレでの喫煙 ] を見つけた。 

 b. [ 太郎のトイレでの喫煙 ] が警察に通報された。 

 c. 太郎は昨日 [ 花子の渡米 ] を知った。 

 d. 太郎は [ 花子の公園の掃除 ] をとめた。 

 

以上，VN の動詞的特徴を VNP 内で読み取る際の「不便さ」を見た。しかしながら，VN の名

詞形は，動詞形に比べ，単に項同士の意味関係の統語的区別が乏しく，動詞文法範疇の標示を欠

く使い勝手の悪い形式というわけではない。VN の名詞としての「不便さ」を常に VN を動詞化し

て解消することが望ましいものというわけではからである。むしろ，VN が動詞形ではなく名詞

形として文中に提示されている場合，その VN が名詞であるという特徴が積極的に利用されてい

るのだと考えられる。さらに，格助詞を伴って主語や目的語となることが名詞の無標の機能では

あるが，VN 名詞形の役割はこれに尽きるものではない。 

名詞形使用の動機となる VN もしくは VNP の特徴には，(3) の 5 つがある。(i) – (iii) は形態・

統語的な特徴である。(iv) は統語・意味的な特徴で，(v) は意味的な特徴である。(v) は，語単位

で問題になる特徴というよりは（実際にそうであることもあるが），VNP の単位で問題となるも

のである。 

 

(3) i. 無標で格助詞を伴い主語や目的語になること 

 ii. 連体修飾・名詞接辞付加・名詞複合などの名詞をターゲットとする統語・形態・語彙的 

な資源を利用できること 

 iii. 動詞文法範疇を標示しないこと 

 iv. 項の非明示が可能であること 

 v. 表示する対象の存在論的範疇に柔軟性があること 

 

以下，(3) の特徴を具体例とともに確認し，これらの特徴がどのように関係し合って，どのような

動機の下で VN の名詞形が選択されるのかということを記述していく。 

 

3 談話結束性標示の動機・余剰性回避の動機・最小照応の動機・特定化回避の動機 

まず，次の談話上における VN「陥落，破壊」を観察する。下線部 (a) では「陥落」の動詞形

が使用され，(a’) では名詞形が使用されている。下線部 (b) では「破壊」の動詞形が使用され，

(b’), (b’’) では名詞形が使用されている。 

 

(4) エルサレム攻囲戦（英語：Siege of Jerusalem）は西暦 70 年にエルサレムを巡って起こ

った攻城戦で，ユダヤ属州のユダヤ人とローマ帝国の間に起こったユダヤ戦争（第一

次ユダヤ戦争）の決戦でもある。(a) この戦いでティトゥス率いるローマ軍は，ユダヤ

人の叛乱軍が 66 年以来立て篭もっていたエルサレムを陥落させた。エルサレム市街の

みならず，(b) 有名なエルサレム神殿（ヘロデ大王が築いた第二神殿）もこのときに破
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壊された。なおも抵抗するユダヤ人はマサダの要塞に立て篭もり，73 年まで戦い続け

た。／(b’) 神殿の破壊はユダヤ人の悲劇の日として語り継がれ，毎年ティシュアー・

ベ＝アーブの祭が行われている。(b’’) この破壊を描いた絵画や文学も多い。一方，ロ

ーマは (a’) この陥落を記念するティトゥスの凱旋門を建設し，これは今もローマ市内

に残っている。 （(a), (b) 等記号，下線筆者） 

（「エルサレム攻囲戦（70 年）」『ウィキペディア』，2013-11-22） 

 

自動詞的 VN「陥落」が使役動詞「させる」とともに動詞形を形成している (a) では，「陥落」

の 1 項〈主題〉(Theme) である「エルサレム」が対格をとって現れ，〈被使役者〉と解釈される。

〈使役者〉は「ローマ軍」であり，主格をとって現れている。使役動詞「させる」は単純過去形

となっており，〈過去；完了〉のテンス・アスペクト意味を表示している。この談話内では，こ

の (a) ではじめて，エルサレムの陥落が言及されている。この出来事に 2 度目に触れているのは 

(a’) であり，ここでの「陥落」は名詞形を選択している。この「陥落」は動詞「記念する」の目

的語として機能している（特徴 (3i)）。〈主題〉項は現れていないが（特徴 (3iv)），既述の出来

事であることを明示するために「この」が用いられいる（特徴 (3ii), (3vi)）。既述の出来事なのだ

から，「陥落」のテンス・アスペクトの情報を再度標示する必要はない（特徴 (3iii)）。もちろん 

(a’) においても「陥落」の動詞形を用いて「エルサレムが陥落したこと／エルサレムを陥落させ

たことを記念する…」としてもよいだろうが，名詞形に比べて余剰性の高い表現となる。また，

(a’) で「陥落」の動詞形を用いた場合，指示詞「この」は付加できないため，談話の結束性を標

示できない。さらに，〈主題〉が「エルサレム」であることはコンテクストから明白であるが，

それを言語上明示せずに「陥落したこと／陥落させたことを記念する…」のようにした場合，文

の容認度が低下する。以上のことから，(a’) において「陥落」の名詞形と動詞形の選択肢を比べ

てみると，明らかに名詞形の方が，談話の結束性を標示できる点（「談話結束性標示の動機」），

余剰性が低い点（「余剰性回避の動機」）で，機能的に優れていると言える2。(b), (b’), (b’’) に関

しても同様の観察結果が得られる。まず，(b) では，他動詞的 VN「破壊」の〈対象〉項「エルサ

レム神殿」が文中に現れ，〈動作主〉項は同文中には見つからないが，コンテクストからそれは

「ローマ軍」であることが理解される。動詞形「破壊」は受身の形式をとっているため，〈対象〉

項「エルサレム神殿」が主語となっている。「破壊された」と単純過去形が使用されており，そ

のテンス・アスペクト意味が〈過去；完了〉であることが標示されている。この文ではじめて，

エルサレム神殿の破壊が言及されている。この出来事に関しては，のちの (b’) と (b’’) とで 2 度

の言及があるが，その際にはどちらも「破壊」の名詞形が用いられている。(b’) と (b’’) で名詞

形が選択されている理由は，(b’) の場合は，動詞形に伴う余剰性（テンス・アスペクト・ヴォイ

ス等の再標示）を回避するため，(b’’) の場合は，それに加え，「この」を付加して談話の結束性

を標示するためだと考えられる。(4) の (a’), (b’), (b’’) における名詞形 VN 選択の動機は，「既述

の事態に可能な限りコンパクトなかたちで言及するため」であるとまとめることができる。この

動機を「最小照応の動機」と名づけよう。 

(4b’’) に関しては，もう 1 つ述べておくべきことがある。それは，指示される事態の漠然性に

                                                        
2 Mackenzie (1985: 33-34) は，「余剰性の回避」というのが，動詞に比べ，destruction, promotion などの名詞化形

が好まれる理由の 1 つだと述べている。 
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ついてである。「この破壊を描いた絵画や文学も多い」の「この破壊」の部分をあえて動詞形に

書き換えるとしたら，それは (5a) のようになるかもしれない。もしかしたら，(5b) のようにす

る方が，より正確かもしれない。だが，(5b) のようにしても，厳密な書き換えとして，まだ不正

確な部分が残るかもしれない。 

 

(5) a. 神殿が破壊されている様子を描いた絵画や文学も多い。 

 b. 神殿が破壊されている様子もしくは破壊されたあとの神殿の状態を描いた絵画や，神殿 

が破壊された背景や神殿が破壊されている様子を描いた文学も多い。 

 

しかし，この文章の読み手に求められているのは，(4b’’) から (5) の，もしくは (5b) 以上に詳細

な内容を読み取ることではないだろう。(4b’’) の「この破壊」が既述の事態に言及していること

を理解し，「その事態について
．．．．

描いた絵画や文学も多い」と理解するだけで十分だろう。すなわ

ち，「この破壊」と「描く」との関係は漠然としているのである。動詞形では，テンス・アスペ

クト・ヴォイス等の様々な文法的情報が標示され，さらには (5) のように「様子，状態，背景」

などの語を加える必要があることもあるが，その分，事態に関するより精密な情報が提供される。

しかし，精密化の必要がないとき，もしくは (4b’’) のようにそれが望ましくないときは，名詞形

の使用が好まれると考えられる（特徴 (3iii)）。名詞形選択のこのような動機は，「事態の必要以

上の特定化を避けるため」と特徴づけられる。この動機を「特定化回避の動機」と名づけよう。 

(6) の VN「変化」においても，(a), (a’) の動詞形ではなく，(b) の名詞形が選択されるとすれば，

そこには特定化回避の動機が働いていると考えることができる。例文中の「この構文」が〈未来〉

の時制意味も〈過去〉の時制意味も表すことができるのであれば，その構文の意味の説明に「変

化」の動詞形を使用する場合，(a) のように「変化する／した」とするのがよい。仮に「ある対象

の存在位置が変化したことを述べるものである」と説明してしまうと，成立時が〈過去〉に限定

される構文だと読み手に誤解される可能性が出てくる。「ある対象の存在位置が変化することを

述べるものである」としても，同様の誤解が生じうる。(a’) のようにする方がより正確かもしれ

ないが，くどさがあることは否めないし，正確性を追求していけばきりがない。一方で，(b) のよ

うに名詞形を使用すれば，この形式は問題の事態が過去のものか未来のものか（もしくはその他

のテンス・アスペクト意味をもつ事態）を特定することはないものの（特徴 (3iii)），どちらの可

能性も排除しないため，よりコンパクトなかたちで (a) で意図されている内容を表現することが

できる。 

 

(6) a. この構文は，ある対象の存在位置が変化する／したことを述べるものである。 

 a’. この構文は，ある対象の存在位置が変化する／した／している／していたことを述べる 

ものである。 

 b. この構文は，ある対象の存在位置の変化を述べるものである。 

 

4 単純結合の動機・名詞修飾資源利用の動機 

上記の例では，VN の名詞形が語彙的な動詞（「語り継ぐ，描く，記念する，述べる」）の主

語や目的語として機能していた。次に，VN が機能動詞「する，ある」の主語／目的語となって
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いる例に目を向けたい。機能動詞とは，「実質的な意味を名詞にあずけて，みずからはもっぱら

文法的な機能をはたす動詞」のことである（村木 1991: 203）。語彙的な動詞と機能動詞との重要

な違いの 1 つに，項となる出来事名詞のテンス・アスペクト解釈の過程が異なるということがあ

る。(2)（以下に再掲）を例に説明したように，VNP が語彙的な動詞の項となる場合，VNP のテン

ス・アスペクト解釈はその動詞の意味（およびコンテクスト）に多くを依存していた。一方で，

出来事名詞が機能動詞の項となる場合は，機能動詞が出来事名詞のテンス・アスペクトの情報を

標示する。例えば (7a) では，VNP「公園の掃除」のテンス・アスペクト解釈は，機能動詞「する」

が単純現在形であれば〈未来；完了〉，単純過去形であれば〈過去；完了〉，テイル形現在であ

れば〈現在；未完了〉，テイル形過去であれば〈過去；未完了〉となる。(7b) の「ある」も同様

の文法的機能を果たす。機能動詞は，テンス・アスペクトだけでなく，ヴォイス・モダリティ・

丁寧さなどその他の動詞文法範疇も標示する。すなわち，名詞形 VN 自体はテンス・アスペクト・

ヴォイス等の動詞文法範疇を標示しないのだが（特徴 (3iii)），機能動詞と結合することによって

VN の外部にそれらの情報を標示する手段を得られるということである。機能動詞のこのような

特徴から，機能動詞と結合した際の VN は，名詞形選択の背後に，動詞文法範疇の非標示による

余剰性回避および特定化回避の動機は働いていないことになる。 

 

(2) a. 田中先生は [ 太郎のトイレでの喫煙 ] を見つけた。 

 b. [ 太郎のトイレでの喫煙 ] が警察に通報された。 

 c. 太郎は昨日 [ 花子の渡米 ] を知った。 

 d. 太郎は [ 花子の公園の掃除 ] をとめた。 

(7) a. 花子は公園の掃除を｛する／した／している／していた｝。 

 b. 公園の掃除が｛ある／あった｝。 

 

以下，機能動詞を主文動詞とする構文（機能動詞構文）における VN 名詞形選択の動機を探っ

ていく。まず，機能動詞構文では，VN が語彙的な動詞の項となる上記の例に比べて，(3i)「無標
．．

で
．
格助詞を伴い主語や目的語になる」という特徴が，VN 名詞形が選択される理由としてより重

要になってくる。(8) のように，VNP が語彙的な動詞「手伝う」の項である場合，(a) のように

VN は名詞形でもよいし，(b) のように動詞形でもよい。VN が動詞形の場合は，「の，こと」な

どの名詞化辞を伴う必要がある。ここでの名詞形・動詞形の違いは，両者が標示する文法的情報

の有無多少を除けば，形式上無標か有標かということに過ぎない。一方で，(9) のような機能動詞

構文においては，名詞形の場合と動詞形の場合とで大きな差が出てくる。機能動詞構文における

「VN 動詞形＋名詞化辞」の使用は，(b) のように冗長的なものとして排除されるか，(d) のよう

に特別な文法的意味を発現する（ここでは〈経験〉）。このような冗長性もしくは特別な文法的

意味の発現を避け，単純に VN と動詞を結合させるのであれば，(a), (c) のように名詞形が選択さ

れる。VN 名詞形選択のこのような動機を「単純結合の動機」と呼ぼう。 

 

(8) a. 太郎は [ 花子の公園の掃除 ] を手伝った。 

 b. 太郎は [ 花子が公園を掃除するの ] を手伝った。 

(9) a. 花子は [ 公園の掃除 ] をした。 
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 b. * 花子は [ 公園を掃除した｛の／こと｝] をした。 

 c. 花子は [ 公園の掃除 ] があった。 

 d. 花子は [ 公園を掃除したこと ] があった。 

 

無論，機能動詞構文における VN 名詞形使用の動機は他にもある。(10) では，動機の強弱の差

はあるが，(3ii)「連体修飾・名詞接辞付加・名詞複合などの名詞をターゲットとする統語・形態・

語彙的な資源を利用できる」という特徴に支えられて，VN の名詞形が選択されていると考えら

れる。この動機を「名詞修飾資源利用の動機」と呼ぶ。 

 

(10) a. 日本の政治の仕組みについての詳しい説明をした。 

 b. 無駄を省く工夫をする    〔下線筆者〕（尾谷・二枝 2011: 262, 注 12） 

 c. ぼくらは恐ろしい経験をした。 

 d. 花子は世紀の大発見をした。 

 

名詞修飾資源利用の動機は，問題の連体修飾形式（広く「大-」のような名詞接辞や複合語「N1-N2」

の N1もここに含める）に意味的に対応する連用修飾形式がない場合，もしくは，連体修飾形式と

連用修飾形式が単純なかたちでは対応しない場合により強く働くものと思われる。(10a) のような

場合，その連体修飾形式は，(11a) のように，対応する連用修飾表現に容易に書き換えることがで

きる。(10a) と (11a) の意味的な違いはほとんど感じられない。この場合，VN 名詞形選択におけ

る名詞修飾資源利用の動機は弱いと言える。しかし，(10b) の連体修飾形式（連体修飾節「無駄を

省く」）には，例えば (11b) のように，「ために」という言葉を付け足した連用修飾形式が意味

的に対応する。一般的に (10b) のような VN を修飾する連体節は，単純なかたちで対応する連用

修飾形式をもたない。もちろん，(10b’) のように，連体節を受ける VN に「する」を後接させる

ことも不可能である。ここでの VN 名詞形選択における名詞修飾資源利用の動機は，(10a) の場合

に比べ強いと言える。(10c) の連体修飾形式（感情形容詞「恐ろしい」）に関しても，(11c) のよ

うに，対応する連用修飾形式を用いた文は容認されない。(11c’) のように表現することも不可能

ではないが，(10c) の連体修飾形式と単純に対応しているとは言えない。もちろん，(10c’’) のよ

うに，形容詞「恐ろしい」による修飾を受けたまま，VN が「する」を後接させることはできな

い。したがって，(10c) での名詞修飾資源利用の動機も (10b) と同様に強い。最後の (10d) では，

名詞修飾資源利用の動機がかなり強く働いていると考えられる。VN「発見」に，名詞接辞「大-」

が付き，「大発見」と連語的結びつきの強い「世紀の」という修飾が加えられている。これらの

連体修飾形式は，機械的にさえ，連用修飾形式に書き換えることはできない。(10d’) のように，

これらの連体修飾形式を伴ったまま，VN が「する」を後接させることはできない。 

 

(11) a. 日本の政治の仕組みについて詳しく説明した。 

 b. 無駄を省くために工夫する。 

 b’. 無駄を省く工夫 *（を）する 

 c. * 僕らは恐ろしく経験した。 

 c’.? 僕らは恐ろしいことを経験した。 
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 c’’. 僕らは恐ろしい経験 *（を）した。 

 d. ？ 

 d’. 花子は世紀の大発見 *（を）した。 

 

(10b) – (10d) における名詞修飾資源利用の動機の強さは，(10b’) – (10d’) の容認度の低さからも確

認できる。(10b’) は「VN をする」という形式をとった場合にやや容認度が低下するが，それは

この構文に存在するアスペクト制約に抵触するためである（第 3 章 3.3 節参照）。アスペクト制

約に違反するにもかかわらず (10b) が容認されるのは，(10b) の VN 名詞形の選択に連体修飾節

利用の強い動機が働いており，この動機に応えることの方が，VN 動詞形を使用してアスペクト

制約違反を回避することよりも優先される（すなわち，アスペクト制約が無化される）からだと

説明できる。(10c’), (10d’) の容認度が低い理由は，「VN をする」構文に課せられている主体性の

制約に違反するからである（第 3 章 3.1 節参照）。(10b) において，アスペクト制約違反が名詞修

飾資源利用の動機により克服されたのと同様に，(10c), (10d) においても，この動機に応えること

の方が，VN 動詞形を使用して主体性制約違反を回避することよりも優先されるのだと考えられ

る。一方で，(10c’), (10d’) のように名詞修飾資源利用の動機が弱い場合には，「VN をする」構文

の使用（VN 名詞形の使用）が主体性制約を無化するほどの表現上の価値をもたず，容認されな

いままである。「VN をする」構文における主体性の制約・アスペクト制約と名詞修飾資源利用

の動機の関係に関しては，第 3 章第 4 節で再び取り上げる。 

 

(10) b’. 工夫（? を）する    （尾谷・二枝 2011: 262, 注 12） 

 c’.* ぼくらは大震災の経験をした。  cf. 僕らは大震災を経験した。 

 d’.* 花子は化石の発見をした。    cf. 花子は化石を発見した。 

 

5 項の背景化の動機 

次に，(3iv)「項の非明示が可能である」という VN 名詞形の特徴に目を向ける。(1)（以下に再

掲）を例に述べたように，VNP 内においては，VN の項の意味役割の違いは形式上に反映されな

いことがある。例えば，〈動作主〉・〈対象〉を区別する主格・対格は VNP 内ではどちらも同じ

属格になってしまう。様々な意味役割が一律に属格標示を受けてしまうために，VNP が曖昧な表

現になることさえあった。 

 

(1) a. [ 花子の太郎の暗殺 ] は失敗に終わった。 

 b. 花子の部屋の掃除 

 

多様な形式上の区別を利用できる節レベルに比べてアクセスできる形式上の区別が限定的である 

VNP 内において，その VN の項を明示することが，節レベルの VN（VN 動詞形）の場合と同程度

に要求されるとは考えられない。そして実際に，VN 名詞形の場合，文中における項明示の義務

性は，VN 動詞形の場合と比較して低い。もちろん，VN 動詞形の項に関しても，その指示対象が

談話上既知のものであったり，コンテクストから明白であったりする場合，それをわざわざ文中

で出し示す必要は必ずしもない。逆に，VN 名詞形の項であっても，文中に明示されなければな
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らないことは多々ある。ここで重要なのは，VN 名詞形に関しては，VN 動詞形の項であれば実現

が要求されるような状況においても，その項を非明示のままにできることがあるという事実であ

る。以下，この事実を確認していく。 

VN 名詞形の項が明示されない場合には，もちろん，項の指示対象が既述／既知のものである

場合がある。この事実自体は VN 動詞形の項にも一般的に観察されることなのだが，その具体的

中身には両者の間に若干の違いがある。例えば，(4a’)（以下に再掲）の自動詞的 VN「陥落」は 1

項〈主題〉を要求するが，これは文内に明示されていない。動詞形「陥落した」を用いて (4a’) と

同じ内容を表す場合は，(12a) のように，それが談話上既知であるにもかかわらず〈主題〉項を省

略することはできず，(12a’) のように「エルサレム」は文中に明示されなければならない。この

ことは，(12b) と (12b’) の容認度の差から分かるように，VN 名詞形を使用した場合も同じなの

であるが（ただし，(12a) ほど容認度は低くない），重要なのは，(4a’) のように指示詞「この」

とともに VN が使用されれば，談話上既知の項「エルサレム」を再出させる必要はないというこ

とである。(12b’’) のように「この」と「エルサレム」を共起させることも可能だが，特別な理由

がない限り余剰的である。(4a’) では，「陥落」に指示詞「この」が付くことにより，前文脈の情

報を参照すれば「陥落」の項が同定されることが明示され，実際にそうすることによって〈主題〉

項が「エルサレム」であると理解される。項の充足が求められる点では，名詞形の「陥落」も動

詞形の「陥落する」も同じであるが，後者は統語的な充足が求められるのに対し，前者は，それ

を促す明示的な手段があれば談話上で充足されてもよいということである。ここで，項の非明示

が可能であるという VN 名詞形の特徴は，余剰性回避のために利用されている。 

 

(4) a’ 一方，ローマはこの陥落を記念するティトゥスの凱旋門を建設し，…。 

(12) a. * 一方，ローマは陥落したことを記念するティトゥスの凱旋門を建設し，…。 

 a’. 一方，ローマはエルサレムが陥落したことを記念するティトゥスの凱旋門を建設し，…。 

 b. ?? 一方，ローマは陥落を記念するティトゥスの凱旋門を建設し，…。 

 b’. 一方，ローマはエルサレムの陥落を記念するティトゥスの凱旋門を建設し，…。 

 b’’. 一方，ローマはこのエルサレムの陥落を記念するティトゥスの凱旋門を建設し，…。 

 

また，VN 名詞形の項は，(13) のように，統語上は明示されず，意味的に充足されてもよい。

この例の「経験，発見，報告，準備，取り締まり」はどれも〈対象〉項を要求する他動詞的 VN

であるが，(a) – (c) の文中に〈対象〉項は存在しないし，(d) の「遠足」も一見して「準備」の〈対

象〉項のように思えるが，実際にはそうではない。(e) の「違反者」は意味的には「取り締まり」

の〈対象〉に当たるが，統語的には〈対象〉項として機能していない。 

 

(13) a. ぼくらは恐ろしい経験をした。 = (10c) 

 b. 花子は世紀の大発見をした。 = (10d) 

 c. 太郎はひどい報告をした。 

 d. 遠足の準備をする    （影山 1993: 267） 

 e. 違反者に対する取り締まりをする （伊藤・杉岡 (2002: 99) 参照） 
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(d) の「遠足」，(e) の「違反者」が統語的には〈対象〉項でないことは，以下 (d’), (d’’) と (e’) か

ら確認できる。まず，(d) の「遠足」が本当に「準備」の〈対象〉項であるならば，それが対格標

示を受けた (d’) の文が容認されるはずであるが，この (d’) は容認されない。むしろ，(d) の「遠

足」は (d’’) のようにパラフレーズされるような付加詞だと理解されるべきである（影山 1993: 

266-267）。(e) の「違反者」に関しても，それが統語的な項として機能しているならば，「取り

締まり」の動詞形が用いられている (e’) においても同様に〈対象〉項としての機能を果たすはず

であるが，この (e’) の容認度は低い。 

 

(13) d’. * 遠足を準備する    （影山 1993: 267） 

 d’’. 遠足のための準備をする   （同: 267） 

 e’. * 違反者に対して取り締まる  cf. 違反者を取り締まる 

 

(13) の (a) – (e) が統語上は〈対象〉項をとらずとも容認されるのは，〈対象〉項が意味的に充足

されているからであり，そのように項が意味的に充足されることを VN 名詞形が許すからだと説

明できる。(e) で VN の〈対象〉が意味的に充足されているというのは問題ないとして，(a) – (d) に

関しては，どのようにして VN の〈対象〉が充足されていると言えるだろうか。それは，(a) – (d) 

の VN に付加されている修飾形式が意味的には行為ではなく〈対象〉を修飾するもの（「対象指

向の修飾形式」）だからであり，これらの修飾形式の存在によって，〈対象〉が間接的にではあ

るが充足されていると考えられる。(a) – (d) の「恐ろしい，（世紀の）大-，ひどい，遠足の」が

対象指向の修飾形式であることは，(14) から確かめられる。この例は，文中に〈対象〉項が現れ

る場合，これらの修飾形式が〈対象〉項を修飾するということを示している。(14a), (14b) に関し

ては，少し付言しておくことがある。まず，(14a) は (13a) に比べやや据わりが悪いが，容認で

きないというほどのものではない。(13b) の「（世紀の）大-」は，そのままの〈対象〉項に付加

することができないため，(14b) では，意味的に対応する表現（「非常に価値のある」）に置き換

えてある。 

 

(14) a. ? 僕らは恐ろしいことを経験した。 = (11c’) 

 b. 花子は非常に価値のあるものを発見した。 

 c. 太郎はひどい内容を報告した。 

 d. 遠足のためのお弁当を準備する。 

 

対象指向の修飾形式が VN の〈対象〉項の意味的充足に貢献していることは，(15), (16) の例から

確認できる。(15) は，(13) から対象指向の修飾形式を取り除いた際に文の容認度が下がることを

示している（(15a), (15b) に関しては，主体性の制約違反により容認度が低下している可能性も否

めない）。(16) は，VN を修飾する表現が対象指向の修飾形式でない場合は，〈対象〉項を文中

に明示する必要があることを示している。(16) の「4 年間，偶然による，簡単な，寝ずの，厳し

い」はどれも，VN の表す事態の〈対象〉ではなく，事態そのものを意味的に修飾している。こ

れらを「事態指向の修飾形式」と呼ぼう。 
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(15) a. * 僕らは経験をした。 

 b. * 花子は発見をした。 

 c. * 太郎は報告をした。 

 d. * 次郎は準備をした。  

 e. * 警察は取り締まりをした。 

(16) a. 僕の 4 年間の *（飲食業の）経験をみんな知っていた。 

 b. 花子の偶然による *（化石の）発見をみんな知っていた。 

 c. 太郎は，*（調査結果の）簡単な報告をした。 

 d. 母は，寝ずの *（お弁当の）準備をしてくれた。 

 e. 警察は，*（違反者の）厳しい取り締まりをした。 

 

以上，VN 動詞形の項には統語上の充足が求められるのに対して，VN 名詞形の項は，談話的ま

たは意味的に充足されてもよいことが確認された。VN 項構造の要請を満たす手段が，名詞形と

動詞形で異なるのである。 

(3iv) の「項の非明示が可能である」という VN 名詞形の特徴に関して，最後に，項の指示対象

が不問とされている場合を取り上げる。(17) では，他動詞的 VN「掃除，手術，取材」が，それ

ぞれ名詞形と動詞形で現れている。これらの例はどれも，「何が当該行為の対象であるかに関係

なく，とにかくその行為自体を行った経験がない」という意味を表すものと理解されたい。すな

わち，VN が他動詞的であるにもかかわらず，行為の対象は文中に表現される必要はないという

ことである。当該の意味を表す事態を「〈行為前景；対象背景〉」と特徴づける。(17) の (a), (b), 

(c) と (a’), (b’), (c’) には若干の容認度の差があるが，これは，VN の動詞形を用いて〈行為前景；

対象背景〉の事態を表すのが難しいということを示している。VN が名詞形で現れている場合は，

その行為対象は不問であってもよい。 

 

(17) a. ? これまで生きてきて，太郎は掃除したことがない。 

 a’. これまで生きてきて，太郎は掃除をしたことがない。 

 b. ? 30 年医者をやっていて，次郎は手術したことがない。 

 b’. 30 年医者をやっていて，次郎は手術をしたことがない。 

 c. ? フリーライターの花子は取材したことがない。 

 c’. フリーライターの花子は取材をしたことがない。 

 

(17) と同様の現象が，(18) にも観察される。(18) は，仕事を個々人に割り振るような状況で発

話されているものと理解されたい。ここでは，何を対象にしてある行為をするのかということが

問題となっているのではなく，そもそも何をするのかということが問題とされている。具体的に

は，(a), (a’) では，「どこを掃除するのか」，「何を洗濯するのか」ということが問題になってい

るのではなく，「掃除担当か，洗濯担当か」ということが問題になっているのである。同様に，

(b), (b’) でも，「何を取材するのか」，「何を校正するのか」ではなく，「取材担当か，校正担当

か」ということが問題になっている。すなわち，どちらの発話状況においても，他動詞的 VN「掃

除，洗濯，取材，校正」の行為対象が何であるかは不問とされているのである。すなわち，使用
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されている構文は異なるが，(17) と同じく (18) も〈出来事前景；対象背景〉の事態を表すもの

である。そして，(a), (b) の容認度から分かるように，このような事態はやはり VN の動詞形で表

現することは難しい。(a’), (b’) のように，VN の名詞形であれば，行為対象を不問とすることに問

題はない。 

 

(18) a. ? 君は掃除してくれ。ぼくは洗濯するから。 

 a’. 君は掃除をしてくれ。ぼくは洗濯をするから。 

 b. ? 太郎君は取材してくれ。そして，次郎君は校正してくれ。 

 b’. 太郎君は取材をしてくれ。そして，次郎君は校正をしてくれ。 

 

〈対象〉を不問にしておくことが難しいというのは，動詞の一般的な性質である。(17), (18) の

VN 動詞形もこれに従っている。例えば，(19a), (20a) のように，特定の行為者による，具体的な

時間軸上に位置づけられる行為を表すとき，その行為の〈対象〉を不問にしておくことはできな

い。(19b), (20b) のように，種の属性を述べるような総称文においても，「犬は人に噛み付く」や

「泥棒はものを盗む」のように一般的な対象を指す目的語があったほうが据わりがよい。(19c), 

(20c) のように，「ものだ」や「なんぼだ」などの有標的な手段を用いることによって，〈対象〉

を不問にすることが可能となる。 

 

(19) a. * 犬が噛み付いている。 

 b. ? 犬は噛み付く。  (Kageyama 2006: 105) 

 c. 犬は噛み付くものだ。 (ibid.: 105) 

(20) a. * 泥棒が盗んだ。 

 b. ? 泥棒は盗む。 

 c. 泥棒は盗んでなんぼだ。 

 

以上の，項構造が意味的に充足される (13) の場合と，項が不問とされる (17), (18) の場合はど

ちらも，項の非明示が可能だという VN 名詞形の特徴が，VN の項を背景化するために利用されて

いる（ただし (13e) は除く）。これを「項の背景化の動機」と呼ぶ。(13), (17), (18) では，どれも

〈対象〉項が背景化されているが，VN 名詞形においては〈対象〉項のみならず，〈動作主〉項

や〈主題〉項の背景化も可能である。項の背景化の動機が最も強いかたちで現れるのが，(21) に

例示されるような出来事存在文である。出来事存在文については，第 4 章で詳述する。 

 

(21) a. インドの暗殺は，マハトマ・ガンジーや，ネルーの娘インディラ・ガンジーなど，相次 

いでいた。中国も民国時代の初期に暗殺があったが，その後なくなった。文化大革命で

多くの人が命を落としたが，暗殺はなかった。 

(http://m.webry.info/at/alzheimer/201305/article_2.htm?i=&p=&c=s&guid=on, 2013-11-10) 

 b. 市によると，22 日午後 5 時半ごろ，生ごみの焼却灰を炉から移送するコンベヤー付近 

で爆発があった。 （「毎日 jp」，2013-11-12） 
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6 出来事以外の存在論的範疇表示の動機 

最後に，(3v)「表示する対象の存在論的範疇に柔軟性がある」という特徴を見る。 

品詞と存在論的範疇の関係が単純な一対一対応を成していないことは周知の事実である。例え

ば，動詞が常に出来事を表すわけではなく，「いる，ある，異なる，関係する」のように状態・

属性を表すものもある。名詞に出来事を表すものが存在することは言うまでもない。しかしなが

ら，形容詞のように決まって静的事態（状態・属性）と対応するものもあるし，動詞であっても，

大部分が動的事態（出来事）と対応することは間違いない。このなかで，名詞と存在論的範疇と

の関係が最も多様であり，モノ・出来事・状態（例：欠席，不在，元気）・属性（例：いとこ，

正反対，健康）と対応する。名詞はモノを表すものが典型ではあるが，出来事を表すもの，状態・

属性を表すものの数も決して少ないとは言えない。また，ここで広く「モノ」と呼んでまとめて

いるものには，人間・具象物・場所・時間・「愛，正義」等の抽象概念などの様々な範疇が含ま

れている。実際に，動詞が名詞化した際に，出来事名詞となるものだけではなく， (22) のように，

これらの様々な範疇に対応する名詞が出来上がることが報告されている（影山 (1993)，伊藤・杉

岡 (2002) 参照）。 

 

(22)  属性：明治生まれ，外国帰り，東京育ち，石造り，手作り 

  状態：黒こげ，こま切れ，角刈り，びしょ濡れ 

  人間：魔法使い，嘘つき，相撲取り，火消し，もの書き 

  道具：鉛筆削り，はかり，はたき，爪きり，湯のみ 

  場所：陽だまり，押入れ，突き当たり，まわり 

  時間：夜明け，日暮れ，夜更け，昼過ぎ 

  程度：出，聞こえ，滑り，切れ，ウケ，ノリ 

  内容：考え，思い，悩み，頼み，言い伝え 

 

VNP の「存在論的範疇に柔軟性がある」というのは，名詞のこのような特徴が反映されたもの

である。VNP は，(23a) のように〈出来事〉を表すだけではなく，(23b) のような〈予定〉，(23c) 

のような〈役割〉，(23d) のような〈状態〉を表すことも可能である。 

 

(23) a. 花子は今ピアノの練習をしている。 

 b. 花子は明日 9 時からピアノの練習があったが，台風上陸のため中止になった。 

 c. 今月太郎は図書の整理だったから，来月は書庫の掃除だ。 

 d. あんなプレーをするようじゃ，俺ももう引退だ。 

 

(23) が意味する内容を，VN 動詞形で表現するとすれば，次の (23’) ようになるだろう。VN 動詞

形の場合は，「予定，係り，状態」など語彙的な手段を用いることによって問題の意味が表現さ

れる。(23’d) のように「～しなければならない」などの表現をさらに追加した方が据わりがよい

ことさえある。VN 名詞形であば，その表示対象の柔軟性から，特定の構文のなかで〈予定〉，

〈役割〉，〈状態〉等の意味を表すことが可能である。(23) での VN 名詞形の使用には「出来事

以外の存在論的範疇表示の動機」が働いている。 
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(23’) b. 花子は明日 9 時からピアノを練習する予定があったが，台風上陸のため中止になった。 

 c. 今月太郎は図書を整理する係りだったから，来月は書庫を掃除する係りだ。 

 d. あんなプレーをするようじゃ，俺ももう引退しなければならないような状態だ。 

 

これらの意味は VNP が現れる構文との関わりのなかで発現するものである。構文とこれらの様々

な意味解釈との関係は，次章以降で，各構文に関する議論とともに確認していく。 
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第 3章 「VNをする」構文 

 

 

1 はじめに 

本章では，出来事名詞に関する研究において最も多く注目を集めた (1a) のような構文を取り上

げる。これを「VN をする」構文と呼ぶ。「VN をする」構文は，しばしば (1b) の形式との対比

を通して分析される。(1b) を便宜上「VN する」構文と呼ぼう。「VN する」構文と「VN をする」

構文には，統語的には，VN が「する」と結合し派生動詞を形成しているか，VN が NP の主要部

となっているかという違いがある。この統語的な違いの反映として，(1) では，「部屋」が非属格

標示（「～を」）を受けるか，属格標示（「～の」）を受けるかということが決定されている。

しかしながら，意味的には，2 構文間にほとんど違いが感じられない。 

 

(1) a. 花子は部屋の掃除をした。 

 b. 花子は部屋を掃除した。 

 

しかし，「VN をする」構文と「VN する」構文は，意味的に等価な単なる構造的異型というわ

けではない。両構文の最も大きな違いは，用いられている「する」の性質が異なるということで

ある。第 2 節で，「する」の多様な意味・用法を概観し，そのなかから，「VN をする」構文と

「VN する」構文に用いられている「する」を同定し，その特徴を確認する。この「する」の特

徴に起因して，「VN をする」構文の使用には，「VN する」構文には観察されない意味的な制約

が課せられている。第 3 節では，この制約の具体的な中身を確認する。使用上の制約の有無にの

み注目すると，「VN をする」構文は，「VN する」構文に比べて単に使用範囲の狭い構文である

という消極的な特徴づけしかできない。しかしながら，「VN をする」構文には，「VN する」構

文では十分に表現することのできないような意味が認められ，この構文の選択が積極的な動機の

下になされる場合があることが分かる。第 4 節ではこの「VN をする」構文選択の動機を探って

いく。 

 

2 様々な「する」 

「する」は実に多くの意味・用法をもつ動詞である。例えば，(2a) のような他動詞の「する」

もあれば，(2b) のような自動詞の「する」もある。(2c) のように「X にする」という形式もある

し，(2d) のように「X を Y にする」という形式もとる。(2e, f) のように格助詞を伴わず他の要素

に直接付加される「する」もある。 

 

(2) a. 鬼ごっこをする。 

 b. ガスが漏れているにおいがする。 

 c. ハンバーグにする（＝ハンバーグに決める） 

 d. 花子を美人にする。 

 e. 調査する 

 f. 大きな木が折れさえした。 
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前接する要素に目を向けても，様々なものをとることが分かる。(2a), (2e) のように出来事名詞を

とる場合だけでなく，(2b) や (3a) のような五感への刺激を表す名詞や，(2f) のような文法的要

素，(3b) のような様態や結果状態を表す「～方」，(3c) のような着装物，(3d) のような職業，(3e) 

のような身体部位，(3f) のようにオノマトペをとることもある。(3g), (3h) のように値段や時間を

とることもできる。 

 

(3) a. なつかしい味がする／奇妙な音がする 

 b. 面白い走り方をしている／（骨などが）ひどい折れ方をしている 

 c. 手袋をする／ネクタイをする 

 d. 先生をしている／魚屋をしている 

 e. 青い目をしている／きれいな足をしている 

 f. ドキドキする／キラキラしている 

 g. この帽子は 1 万円もする。 

 h. それからしばらくして，…。 

 

以上に列挙したものが網羅的というわけではないが，(2), (3) を見るだけでも「する」にはかな

り多くの意味・用法があることが分かる。これだけの意味・用法があるなかで，本研究が焦点を

当てるのは (4) のような「する」である。 

 

(4) a. 調査をする 

 b. 調査する 

 

これは，「出来事名詞＋する」もしくは「出来事名詞＋を＋する」という形式をとる「する」で

ある。出来事名詞のなかでも，VN が出現しているものを中心的に取り上げる。したがって，す

べての種類の「する」を取り上げて分析することはしない。しかしながら，当該の「する」と他

の意味・用法の「する」を比較対照することで，問題の「する」の特徴がより明確に把握される

ことも事実である。そのため，本節では (4) の「する」に加えて，その他の意味・用法の「する」

をいくつか取り上げ，それらのおおまかな特徴を確認しておくことにする。 

はじめに，2.1 節で自動詞の「する」を見る。次に，2.2 節で他動詞の「する」を，そして，2.3

節で軽動詞の「する」を見る。これら 2 種類の「する」には (4) の「する」が含まれている。2.4

節で形式動詞の「する」を取り上げる。最後に，2.5 節で機能動詞の「する」について説明する。 

 

2.1  自動詞の「する」 

まず，「X がする」という形式をとる自動詞の「する」について見る。自動詞の「する」は，

次のような，X に「におい，味，音，感触」などの嗅覚，味覚，聴覚，触覚1への刺激を表す語を

選択する。 

                                                        
1 ただし，他の嗅覚・味覚・聴覚とは異なり，触覚的刺激を表す語は連体修飾を伴った場合でないと容認されない

（澤田 2012: 注 1）。 
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(5) a. ガスが漏れているにおいがする。 = (2b) 

 b. なつかしい味がする。 = (3a) 

c. 奇妙な音がする。 = (3a) 

 d. 変な感触がする。 

 

「色，形」などの視覚的刺激を表す語は選択できない（寺村 1984）。 

 

(6) a. * 赤い色がする。 cf. 赤い色をしている。 

 b. * 丸い形がする。 cf. 丸い形をしている。 

 

次例のように，第 6 感を表す表現もある。 

 

(7) a. タマはもう帰ってこない気がする。 

 b. これ以上踏み込んではまずい感じがする。 

 c. 嫌な予感がする。 

 

その他の身体的な感覚を表す語も現れる。 

 

(8)  寒気がする，吐き気がする 

 

次のように，出来事名詞が現れる場合もある。これらは，(5) のような外的な刺激を描写するもの

ではなく，(7), (8) と同様に内的な現象を描写する語である。「胸，耳」などの身体部位や「息，

気」などの広義の所有物を表す語が含まれているからだろう。 

 

(9)  胸騒ぎがする，動悸・息切れがする，胸焼けがする，気乗りがしない，耳鳴りがする 

 

以上の「する」は，「見える，聞こえる」などと同様の知覚動詞だと考えられる。さらに，こ

の「する」は他の知覚動詞とともに状態動詞だと判断される（町田 1989: 32）2。状態というのは，

その事態の成立する時区間の最小の区間（時点）においても依然として成り立っているものであ

る（Smith 1991；町田 2010）3。知覚の成立に関しても，ある事態を知覚しているという事態は成

立時区間の全時点において成り立っているのだから，この事態は状態的だと言える。実際に，単

純現在形で非習慣相現在時（以降，単に「現在時」と言う）を指すことからも，この「する」が

状態動詞であることが確認できる。単純現在形が現在時を指すのは状態動詞の特徴である。動態

動詞は単純現在形によって現在時を指せず（未来時を指す），現在時を指すためには「～してい

る」という形式を用いる必要がある。「X がする」の場合，「X がしている」という形式は「X

がする」というかたちとテンス的に対立しないか（例 (10a), (10b)），もしくは容認度が下がるこ

                                                        
2 ただし，工藤 (1995) は知覚動詞を「内的情態動詞」という分類に入れ，典型的な動態動詞とも状態動詞とも区

別している。寺村 (1984) も参照されたい。 
3 反対に，例えば「歩く」という動的な事態は時点においては「歩く」という事態だとは見なされない。 
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とさえある（例 (10c), (10d)）。 

 

(10) a. ガスが漏れている匂いが｛する／している｝。 

 b. 耳鳴りが｛する／している｝。 

 c. なつかしい味が｛する／* している｝。 

 d. 吐き気が｛する／* している｝。 

 

ここまでの観察から，この自動詞の「する」は，それが外的な刺激であれ内的な感覚であれ，

話者のある現象に対する知覚が成立していることを言語化する表現であると言える。ただし，こ

の「X がする」という形式には次のように自然現象を表すものも少数ある。 

 

(11)  雨漏りがする，稲光がする 

 

しかし，「X（自然現象）がする」の場合は，「X（刺激，感覚）がする」とは異なり，単純現在

形が現在時を指せない。この場合の「する」は動態動詞である。 

 

2.2  他動詞の「する」 

ここでは，他動詞文に現れる 4 種類の「する」を取り上げる。1 つ目が，「X が Y をする」の

Y に「出来事」を表す名詞をとる「する」である。本研究が特に注目するのが，この「する」で

ある。2 つ目が，Y に「役割」を表す名詞をとる「する」，3 つ目が，Y に「職業」を表す名詞を

とる「する」，4 つ目が，Y に「身体属性」を表す名詞をとる「する」である。以下に，それぞ

れの「する」が用いられている例を挙げる4。 

 

(12)  子どもたちが鬼ごっこをしている。 cf. (2a) 

(13)  太郎は図書係をしている。5 

(14)  次郎は｛小学校の先生／魚屋｝をしている。 cf. (3d) 

(15)  花子は｛青い目／きれいな足｝をしている。 cf. (3e) 

 

これらの例では，すべて「する」がテイル形になっているが，(12) と (13) – (15) では「してい

る」の機能が大きく異なる。(12) の「する」は動態動詞であり，「している」の形で〈動作進行〉

を表す。「この子たちは毎日鬼ごっこをしている」のようにすれば〈習慣〉の意味になる。一方

で，(13) – (15) の「している」は〈動作進行〉とも〈習慣〉ともとることができない。そもそも，

(12) の VP は主語の状態を，(14), (15) の VP は主語の属性を表すものなので，この「している」

に動態動詞が標示するようなアスペクト意味は関与しない。その証拠に，(13), (14) は，(13’), (14’)

のように「をしている」の部分を「だ」に置き換えてパラフレーズできるし，(15) は，(15’) のよ

                                                        
4 (14) – (15) に挙げたものを含めた，様々な意味の名詞と「する」との結びつきに関して，詳しくは大塚 (2002, 2007) 

を参照されたい。(15) のような「身体属性 NP＋をしている」という構文に関しては，佐藤 (2003)，澤田 (2003)，

影山 (2004)，角田 (20092) を参照されたい。 
5 (12) と (13) の他動詞文の中間的な例として，「太郎が見張り番をしている」のようなものがあるだろう。「見

張り番をしている」というのは，「鬼ごっこをしている」よりは状態性が高いが，「図書係をしている」よりは

状態性が低い。 
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うに「をしている」を取り去って形容詞文や形容名詞文にすることができる。 

 

(13’)  太郎は図書係だ。 

(14’)  次郎は｛小学校の先生／魚屋｝だ。 

(15’)  花子は｛目が青い／足がきれいだ｝。 

 

次に，テイル形以外の形が可能かどうかということを見ると，(12), (13) の「する」は，(12’’), (13’’) 

から分かるように単純形や命令形が可能であるが，(14), (15) は，(14’’), (15’’) から分かるように

それが可能ではない。(12) のように出来事を表す構文が「～する／した／しろ」などの様々なテ

ンス・アスペクト・ムードを標示する形をもつのは当然であるし，その逆に，(14), (15) のように

属性を表す構文がこれらの表現手段を欠くのも決して不合理なことではない。また，(13’’) は，

もはや (13) や (13’) のような状態を表す構文ではなく，(12) のような出来事を表す構文に近く

なっているが，これは「図書係である」という状態が時間上の可変性が比較的高いものであるた

め，容易に出来事の意味に移行しうるからだと言える。 

 

(12’’) 鬼ごっこを｛する／した／しろ｝。 

(13’’) 図書係を｛する／した／しろ｝。 

(14’’)  * ｛小学校の先生／魚屋｝を｛する／した／しろ｝。 

(15’’)  * ｛青い目／きれいな足｝を｛する／した／しろ｝。 

 

(14), (15) の種類の「する」は主節において常にテイル形で現れるのだが，(15) の「する」は，

(15’’’) のように連体修飾節内に限って「した」という形をとることができる。主節において存在

した「した vs. している」のテンス・アスペクト対立が連体修飾節内では中和しているというこ

とである。(14) の「する」は，(14’’’) のように連体修飾節内であってもテイル形が義務づけられ

ている6。 

 

(14’’’) ｛小学校の先生／魚屋｝を｛* した／している｝おじは，いつも元気だ。 

(15’’’) ｛青い目／きれいな足｝を｛した／している｝女性が家の前でタバコを吸っていた。 

 

この事実は，(15) の構文が属性叙述に特化したものであることを示唆している。連体修飾節内と

いう限定的な環境においてではあるが，属性叙述に特化しているからこそ，わざわざテイル形を

用いてそのことを標示する必要性がなくなったのだと考えられる。同様の現象は，「曲がりくね

った道 vs. 曲がりくねっている道」や「変わった人 vs. 変わっている人」にも観察されるもので

ある。対照的に，(14) の構文も (15) と同じく主語の属性叙述を行うものなのだが，(14) のこの

機能はテイル形の機能に依存している部分が大きいということである。これは，(14), (15) が同じ

属性叙述文であっても，前者は比較的時間的可変性の高い属性を表すが，後者は「根源的属性」

と特徴づけられているように（佐藤 2003），生まれもった可変性の低い属性を表すことと関係が

                                                        
6 ただし，(14) の「する」は，「小学校の先生をした｛ことがある／経験がある｝」のように〈経験〉の意味を

表す表現と共起した場合は単純過去形が可能である。 
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あるだろう。 

以上，4 種類の「する」の特徴を，出現する構文の特徴とともに簡単に確認した。以下，出来

事名詞を目的語にとる「する」のみに観察対象を絞り，その特徴をより詳細に見ていく。他の 3

つの他動詞「する」と区別して，動的「する」と呼ぶことにする。動的「する」の例を (16) に追

加する。この「する」は，典型的に〈動作主〉を主語にとり，目的語には意図的に行うことので

きる様々な行為，動き，活動を表す出来事名詞をとる。それらは，(16a)（および (12a)）のよう

な〈遊び〉，(16b) のような〈スポーツ〉，(16c) のような〈その他の命名価値のある行為〉，(16d) 

のような〈集団的・組織的な活動〉などを表す SEN である（第 1 章 4.3.2 参照）。(16e) のように

VN も現れる。 

 

(16) a. 子どもたちがなわとびをしている。 

 b. 太郎は花子と卓球をした。 

 c. おじさんが一生懸命稲刈りをしていた。 

 d. 先生たちが会議をしている。 

 e. 専門家たちは土壌汚染の調査をした。 

 

次のようなものも，動的「する」の他動詞文に含めてよいだろう。この例の「パソコン，腹筋，

背筋」というのは通例モノ名詞と見なされるが，当該構文内においては出来事名詞だと解釈され

る。 

 

(17) a. 太郎は昨日夜遅くまでパソコンをしていた。 

 b. 腹筋・背筋を 30 回ずつしろ。 

 

動的「する」の他動詞文は，(18) に見るように，「太郎がテレビを壊した」のような典型的な

他動詞文とは異なり，受動文を作りにくい。受動文にするのであれば，「する」を「行う，実行

する，実施する」などの動詞に換えて受動文を作る（ただし，〈遊び〉，〈スポーツ〉，〈その

他の命名価値のある行為〉を表す名詞のように「行う，実行する，実施する」と共起できないも

のもある）。 

 

(18) a. * 鬼ごっこがされた。／* 卓球がされた。／* 稲刈りがされた。／* 会議がされた。 

  ／* 土壌汚染の調査がされた。 

 b. テレビが壊された。 

cf. 会議が行われた。／土壌汚染の調査が実施された。 

 

動的「する」の他動詞文は，(19) のような事態を表現することもできる。(16) の主語が〈動作

主〉であったのに対し，(19) の主語は〈経験者〉である。そして，(16) の目的語出来事名詞が意

図的に行うことのできる行為・動き・活動を表していたのに対し，(19) の目的語出来事名詞は意

図せずそうなってしまう／そうしてしまうような事態を表す。具体的には，(19a) のような身体的

外傷や，(19b) のような病気，(19c) のような生理現象を表す出来事名詞がそうである。(19d) の
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ように「体験，経験」などの VN もとる。これらの名詞のなかには「怪我，病気，胃潰瘍」のよ

うにモノ名詞の解釈をもつものもあるが，この構文内では出来事名詞である。 

 

(19) a. 花子が｛怪我／つき指／ねんざ／骨折｝をした。 

 b. うちの子はよく病気をする。／父が去年胃潰瘍をした。 

 c. 息子が｛下痢／おもらし／おねしょ／くしゃみ／せき／あくび｝をした。 

 d. 太郎が昨日恐ろしい体験をした。／父は去年人生で最も辛い経験をした。 

 

(20) のようなものも，この種の〈経験者〉主語の他動詞文の例として挙げられることがある（例

えば，Kageyama (1991: 177)，影山 (1993: 282)）。 

 

(20)  叔父が胃の手術をした。 【叔父＝患者】 

 

動的「する」は，(16), (17) のような〈意図的に何かを行う〉という意味だけでなく，(19), (20) の

ような〈非意図的に何かを経験する〉という意味も表せることが分かる。ただし，動的「する」

にとって前者の意味が典型的なものであることは間違いない（さらに言えば，すべての「する」

のなかでも典型的だと考える）。これについては，生産性の高さや通言語的な傾向を根拠に挙げ

ることもできるが，ここでは，「する」の意味の自立性に注目したい。すなわち，「する」の〈非

意図的に何かを経験する〉という意味は自立的ではないのだが，〈意図的に何かを行う〉という

意味は自立的だという事実に目を向ける。「する」の〈経験する〉という意味は連辞的に発現す

るものであるために「非自立的」と言えるのに対し，〈意志的行為をする〉という意味は「する」

単独でこの意味を表すことができるために「自立的」だと言える。この事実は，次の例から確認

できる。 

 

(21) a. 何をしているの？ 

 b. 何かをしたようだ。 

 c. これをしているんだ。 

 

(21) では，「する」の目的語としてそれぞれ疑問詞「何」，不定語「何か」，指示詞「これ」が

用いられている。いずれの語も具体的な意味内容をもたないという点で共通している。この文に

おける「する」は〈意図的行為をする〉という意味でしかとることができない。例えば，太郎が

どこかを怪我したのを見て，どこを怪我したのかを尋ねるために「太郎は何をしたの？（つき指

か？ねんざか？）」と言うことは不自然である。「する」の〈経験する〉という意味は，怪我や

病気を表す名詞と共起した場合に発現するものだからである。一方で，意図的に行うことのでき

る行為，動き，活動を表す名詞とは共起せず，「何，何か，これ」などの具体的意味内容をもた

ない名詞とともに現れたとしても，「する」は〈意図的行為をする〉という意味を表せるのだか

ら，この意味は自立的であると言える。このことを 1 つ理由に，「する」のこの意味を典型的な

ものだと見なすことができる。 
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2.3  軽動詞の「する」 

前小節で見た他動詞の動的「する」は，目的語にとれる出来事名詞に制限がある。例えば (22) か

ら分かるように，「発生，誕生，死亡，感動」などの非意図的行為を表す出来事名詞を目的語に

とることはできない。これは，これらの出来事名詞の意味と，動的「する」がもつ〈意図的に何

かを行う〉という意味とが齟齬をきたすからだと考えられる（実際には，動的「する」の選択制

限はもう少し緩いものである。具体的な制限の中身は 3.1 節で述べる）。 

 

(22)  * 発生をする，* 誕生をする，* 死亡をする，* 感動をする 

 

しかしながら，(22’) のような形式であればこれらの出来事名詞も容認される。これは，出来事名

詞に直接「する」が付く場合である。このような「する」は，軽動詞 (light verb) の「する」と呼

ばれている。動的「する」とは異なり，軽動詞の「する」に〈意図的に何かを行う〉という意味

はないことが分かる。 

 

(22’)  発生する，誕生する，死亡する，感動する 

 

また，動的「する」は，目的語 NP に対して，それが〈継続〉のアスペクト的性質をもつもの

でなければならないという制限もかける（詳しくは 3.3 節で述べる）。例えば，(23) の出来事名

詞はどれも意図的に行うことのできる行為を表すが，そのアスペクト的性質が〈瞬間〉であるた

めに容認度が低い。 

 

(23)  ? 出発をする，? 引退をする，? 到着をする，? 帰宅をする，? 爆破をする 

 

一方で，(23’) に見るように，軽動詞の「する」はこのような制限を出来事名詞に課さない。 

 

(23’)  出発する，引退する，到着する，帰宅する，爆破する 

 

軽動詞の「する」は，意味内容が空である。したがって，項構造も存在しない。「壊す」のよ

うな，項構造を有し，より具体的な意味内容を含む「重い」動詞と対比される。軽動詞の「する」

は，出来事名詞のなかでも VN に後接し，「VN する」という単位で動詞を形成する。「VN する」

という派生動詞の項構造や実質的な意味は VN の部分が決定し，「する」は専ら文法的な役割を

果たす。ここでの「する」は，活用のない VN に活用を与え，そうすることによって述語を形成

し，［±過去］，［±受動］などの文法的情報を標示するためにある。このように，軽動詞の「す

る」は語彙的な意味が空疎なのだから，(22) と (22’) の対比，(23) と (23’) の対比から分かるよ

うに，動的「する」が出来事名詞に課すような意味的・アスペクト的制限が観察されないのも当

然と言える。 

軽動詞の「する」はどのような出来事名詞にでも後接できるというわけではない。VN には後

接可能であるが，SEN に後接することはない。第 1 章 4.3.2 節で述べたように，これは，前者が項

構造を有するのに対し，後者は項構造を欠くということと関係があった。仮に項構造をもたない
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SEN と項構造をもたない軽動詞「する」が結合した場合，項構造をもたない述語「SEN する」が

形成されることになるが，このような 0 項述語は，項をとらないのだから当然，主語項の叙述を

行うという述語の機能的役割を果たすはずもない。そのような不合理な述語形成は阻止されてし

かるべきである。 

 

2.4  形式動詞の「する」 

次のような「する」は，意味内容をもたない形式動詞 (dummy verb) の「する」と呼ばれる。 

 

(24) a. 大きな木が折れさえした。 = (2f) 

 b. 餃子を食べはするが，作りはしない。 

 c. 餃子を食べもするし，作りもする。 

 

形式動詞の「する」は，「動詞連用形＋｛さえ／は／も，etc.｝」に後接するかたちで現れる。こ

の位置で「する」が要求されるのは，述語形成のためである。日本語の述語には基本的に活用形

式が求められる。動詞や形容詞はもちろんこの条件を満たすし，そうでない名詞や形容名詞も「だ」

を後接させて活用を獲得し，「名詞／形容名詞＋だ」という単位で述語を形成する。活用がなけ

れば，時制辞「た」や否定辞「ない」などの文法的要素が付加されず，述語として不完全である。

「動詞連用形＋｛さえ／は／も，etc.｝」という単位も，(25) のように，「する」がなければ「た」

や「ない」などを付けることができないし（例 (a)），「た」や「ない」などが付かなくても「す

る」がなければ述語として不完全だと判断される（例 (b)）7。 

 

(25) a. * 大きな木が折れさえ φ｛た／ない｝。 

 b. * 大きな木が折れさえ φ。 

 

それでは，この形式動詞の「する」は前小節で見た軽動詞の「する」と何が違うのだろうか。

両者は同じ「する」なのだろうか。確かに，どちらも活用が利用できない環境に活用を与え，述

語を形成するという文法的機能を担っている。しかしながら，両者が異なる「する」であること

を示す言語事実が Kageyama (1992)，影山 (1993) によって提示されている。以下では，Kageyama 

(1992)，影山 (1993) の観察した事実を 3 つ取り上げる。1 つ目が，受動形の可否に関する事実で

ある。(26) のように，形式動詞の「する」は受動形にできないが（例 (a)），軽動詞の「する」

はそれが可能である（例 (b)）。「動詞連用形＋｛さえ／は／も，etc.｝＋する」という単位で受

動態を用いるのなら，形式動詞ではなく，動詞連用形の部分を受動化する必要がある（例 (a’)）。 

 

(26) a. * 仏像が壊しさえされた。 

a’. 仏像が壊されさえした。 

 b. 仏像が破壊された。 

 

2 つ目が，可能形「できる」（補充形式）に関する違いである。(27) のように，形式動詞の「す

                                                        
7 「美しく｛さえ／は／も｝あった」における「ある」も形式動詞だとされる。 
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る」は可能形にできないが（例 (a)），軽動詞の「する」は可能形にできる（例 (b)）。「動詞連

用形＋｛さえ／は／も，etc.｝＋する」という単位で可能の意味を表すのであれば，形式動詞では

なく，動詞連用形の部分を可能形にする必要がある（例 (a’)） 

 

(27) a. * エンジンを直しさえできた。 

a’. エンジンを直せさえした。 

b. エンジンを修理できた。 

 

3 つ目が，尊敬語化の可否に関する違いである8。(28) のように，形式動詞の「する」は尊敬語化

できないが（例 (a)），軽動詞の「する」は尊敬語化が可能である（例 (b)）。「動詞連用形＋｛さ

え／は／も，etc.｝＋する」という単位に尊敬語化を適応するのであれば，形式動詞ではなく，動

詞連用形の部分を尊敬語にする必要がある（例 (a’)） 

 

(28) a. * 雅子様はりんごを食べさえなさった。 

 a’. 雅子様はりんごを召し上がりさえした。 

b. 雅子様がご訪問なさった。 

 

ここで，次の (29) に目を向ける。この例は一見して，ここまでの記述の反例であるように思わ

れる。この文では，「さえ」に後接しているにもかかわらず，「する」が受動形，可能形となり，

尊敬語化もされているからである。 

 

(29) a. 仏像が破壊さえされた。 

 b. エンジンを修理さえできた。 

 c. 雅子様がご訪問さえなさった。 

 

しかしながら，この「する」は形式動詞ではなく軽動詞と見なせるもので，ここまでの記述の反

例とはならない。あくまでも，形式動詞の「する」は，動詞連用形に「さえ，は，も」などの要

素が後接した場合に現れるものと考えられる。実際に，(30) のように「EN し」という単位の動

詞連用形に「さえ＋する」が付いた場合（例 (a), (b), (c)），「さえ」に後接する「する」は受動

形にも可能形にもできず，尊敬語化もできない（例 (a’), (b’), (c’)）。 

 

(30) a. 仏像を破壊しさえした。 

 a’.* 仏像が破壊しさえされた。 

 b. エンジンを修理しさえした。 

 b’.* エンジンを修理しさえできた。 

 c. 雅子様が訪問しさえした。 

 c’.* 雅子様が訪問しさえなさった。 

 

                                                        
8 これは Kageyama (1992) で指摘されている事実であるが，Kageyama 自身は具体例を挙げていない。 
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以上，形式動詞の「する」は，軽動詞の「する」とは対照的に，受動形・可能形にできず，尊

敬語化が適応されないことが分かった。さらに注意深く (26) から (28) の例を見てみると，形式

動詞の「する」は，これらの形式をとれないというだけでなく，そもそも［±受動］，［±可能］，

［±尊敬］という情報に関与しないと言える。基本的に動詞述語は，有標の文法形式を伴わずと

も，それらが存在しないという無標の状態自体が何らかの文法的情報を表す。例えば「花子がり

んごを食べる」という文は，動詞述語「食べる」が［－受動］，［－可能］，［－尊敬］という

情報を表していると言える。しかしながら，形式動詞の「する」は，［－受動］であることも［＋

受動］であることも，［－可能］であることも［＋可能］であることも，もしくは［－尊敬］で

あることも［＋尊敬］であることも表さない（ただし，時制や肯否に関する情報は表すと言える）。

例えば，仮に (26a’) の「する」が［－受動］を表すのであれば，「壊され」の部分が表示する［＋

受動］という情報と矛盾してしまい，この文は非文法的になるはずである。しかし，(26a’) はま

ったく文法的である。このことを踏まえた上で形式動詞の「する」と軽動詞の「する」の共通点・

相違点の議論に立ち戻ると，どちらも意味内容が希薄で，述語形成という文法的な役割を果たす

ところに共通点を見出せるのだが，両者の間には述語性に大きな違いがあると言える。すなわち，

軽動詞の「する」は，文のテンス，アスペクト，モダリティ，ヴォイス，極性などの文法的情報

を表示するという述語の役割を本動詞と同程度に担っているが，形式動詞の「する」は，いくつ

かの文法的情報の表示について非関与的である点で述語としての機能の一部を欠いているのであ

る。このことから，軽動詞の「する」は「動詞化辞」と適切に呼ばれるものである一方，形式動

詞の「する」は文の「かたちを整える」という側面がより強い。 

 

2.5  機能動詞の「する」 

本節の最後に，機能動詞の「する」について説明する。はじめに注意しておかねばらなないこ

とは，この「機能動詞」という特徴づけは，ここまで見てきた「する」の特徴づけとは次元の異

なるものだということである。自動詞の「する」はもちろん他動詞の「する」ではないし，これ

らの「する」は軽動詞ではないし，形式動詞でもない。軽動詞の「する」は形式動詞ではないし，

逆に，形式動詞の「する」は軽動詞ではない。すなわち，これらは排他的な特徴づけである。し

かし，自動詞の「する」や他動詞の「する」には，機能動詞と見なしてよいものが多くある。た

だし，軽動詞と形式動詞は機能動詞ではない。 

村木 (1991: 203) は，機能動詞を「実質的な意味を名詞にあずけて，みずからはもっぱら文法

的な機能をはたす動詞」と定義している。(31) – (34) の (b) の「かける，とる，いれる，する」

が機能動詞の例だとされる。 

 

(31) a. 太郎は 花子を さそった。 

 b. 太郎は 花子に さそいを かけた。 

(32) a. 山田さんは 早速 課長に 連絡した。 

 b. 山田さんは 早速 課長に 連絡をとった。 

(33) a. 日本の 住宅事情を 考慮して … 

 b. 日本の 住宅事情を 考慮に いれて … 

(34) a. なにか におう。 
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 b. なにか においが する。 

          （村木 1991: 204） 

 

(31) – (34) を例に，村木 (1991) は機能動詞について次のような説明を加えている。 

 

(35) おのおののペアの a の文の動詞「さそう」「連絡する」「考慮する」「におう」の意味

は，b の文では，「さそい」「連絡」「考慮」「におい」などの広い意味での動作性（行

為・過程・状態・現象）の名詞によって表現され，これらの名詞とくみあわさってい

る「かける」「とる」「いれる」「する」といった動詞は，実質的な意味が希薄で，

述語形式をつくるための文法的な機能をはたしていると考えることができる。これら

の例文にみられる「かける」「とる」「いれる」「する」のような動詞を，機能動詞

とよぶことにすれば，機能動詞は，程度の差はあるとしても，意味論上の任務から解

放され，単語よりも大きな単位であるシンタグマを構成するための形式的，文法的な

役目をになっているといえる。日本語のもっとも基本的な動詞の一つである「する」

は，このような機能動詞の典型例である。多くの機能動詞は，本来の実質的意味をう

しない，名詞に託された，行為・過程・状態・現象などのなんらかの側面を特徴づけ

ているにすぎない。 （村木 1991: 204） 

 

機能動詞として使用される動詞の多くは，実質的な意味をもつ動詞としても使用される。「ワ

イシャツをハンガーにかける」，「受話器をとる」，「冷蔵庫に野菜を入れる」の「かける，と

る，入れる」は実質的な意味を担っている。この実質的意味の延長線上に，それぞれの機能動詞

としての用法がある。しかし，機能動詞の「する」に関しては，実質的な意味の「する」がもと

もと存在して，そこから機能動詞の用法が派生したというよりも，むしろ，この「する」は本来

的に機能動詞だと言える（村木 1991: 220）。村木 (1991) は，2.1 節，2.2 節で取り上げた自動詞・

他動詞の「する」をどれも機能動詞としている。本節冒頭の (2), (3) のほとんどが機能動詞とさ

れている。もちろん，同じ機能動詞であっても，実質的意味の強弱には段階がある。例えば，大

塚 (2002) は「着装物・付帯物 NP＋をする」（例：ネクタイをする，ホチキスをする）の「する」

や「役職・役割・役柄 NP＋をする」（例：司会をする，主役をする）の「する」は実質動詞寄り

の機能動詞であるとしている。 

機能動詞「する」のなかには，意味的な希薄さの程度が高く，軽動詞「する」に近づいている

ものがあることは確かである。実際に，影山 (2004) は (15) のような「身体属性 NP＋している」

という構文の「する」が軽動詞であると主張している。また，「VN をする」構文の「する」も

しばしば軽動詞と見なされる（Grimshaw & Mester 1988；Miyagawa 1989；Kageyama 1991；影山

1993, 2004a, 2004b など）。しかし，本研究は，「VN をする」構文の「する」に関しては，軽動
．．

詞的
．．

ではあるものの，わずかな実質的意味を残しており，それが (22), (23) に例示されるような

容認度の低さの原因（第 3 節の主体性の制約・アスペクト制約）となっているのだと主張する。

この立場は，田野村 (1988)，Miyagawa (1987)，Uchida & Nakayama (1993)，Matsumoto (1996)，

Miyamoto (1999) などの立場に近い。ただし，Matsumoto (1996) や Miyamoto (1999) はこの「する」

を「軽動詞」と呼んではいるが，Grimshaw & Mester (1988) が意味する「軽動詞」とは異なること
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に注意しなければならない。Grimshaw & Mester (1988) は，(36a) のような意味で「VN をする」

の「する」が「軽い」と述べている。すなわち，軽動詞の「する」は，〈acc〉が示すように VN

に対格を付与することはできるが，中身が空の丸括弧が示すように項の指定はない。一方で，

Matsumoto (1996), Miyamoto (1999) では，それぞれ (36b), (36c) のように，「VN をする」の「す

る」の項構造（山括弧内）に〈動作主〉が含まれていることに注目されたい。実際に Miyamoto (1999: 

17) は，“The idea that suru is utterly insignificant thematically (Grimsaw & Mester 1988, […]) cannot be 

maintained, given the presence of the Agent constraint and the aspectual constraint, which we have 

discussed earlier. If suru were totally ‘light’, the presence of such constraints would remain unexplainable” 

と正しく主張している。 

 

(36) a. suru, V; (      )〈acc〉   (Grimshaw & Mester 1988: 211) 

 b. suru〈SUBJ, XCOMP〉 

 

    agent   event    (Matsumoto 1996: 139) 

 c. Suru:〈Agent, EVENT〉   (Miyamoto 1999: 18) 

 

しかしながら，「VN をする」の「する」が機能動詞のなかでも意味的な希薄さの程度が高い

ことは本研究が再度強調しておきたいことで，そのためにある特定の条件の下で，この機能動詞

の「する」は本研究が言う意味での軽動詞に移行する。このことはつまり，機能動詞の「する」

に起因する主体性の制約とアスペクト制約が「VN をする」構文において存在しなくなるという

ことを意味する。この「ある特定の条件」の中身については，4 節で詳しく述べる。 

 

3 「VNをする」構文における制約 

本節では，「VN をする」構文に課せられている意味的な制約について観察を進めていく。ま

ず，本章冒頭で挙げた (1) の「VN する」構文と「VN をする」構文の違いを確認しておく。 

 

(1) a. 花子は部屋を掃除した。 

 b. 花子は部屋の掃除をした。 

 

(a) の「する」は軽動詞の「する」であるが，(b) の「する」は他動詞（機能動詞）の動的「する」

である。2.3 節で説明したように，軽動詞の「する」は，意味内容が空で，述語形成という文法的

機能に特化した動詞である。そのため，前接する要素が VN である限りは，VN のなかから特定の

ものだけを選ぶということはなく，問題なくその VN と結合する。結合の結果出来上がる派生動

詞「VN する」の項構造・意味・アスペクト的性質は，VN の情報をそのまま引き継ぐ。一方で，

動的「する」は，軽動詞「する」と対照的に，2.2 節で見たように，より具体的な意味内容をもつ

ものである。項構造ももち，アスペクト的性質も指定されていると考えられる。したがって，こ

の「する」と VN の結合は，両者の語彙的な情報が合成されるかたちで意味を成す。この結合の

際に，両者の語彙的情報に整合しないことがあるのは当然のことで，そのために文の容認度が低

下することもある。 



第 3 章 「VN をする」構文 

- 68 - 

 

「VN をする」構文に意味的な制限が課せられていることを以下で再確認しよう。(37) のよう

に，VN「発生，出発」は，前者「発生」の場合，「VN をする」構文を形成することができず，

後者の場合も決して容認度が高いとは言えない。「VN をする」構文には，「VN する」構文には

ない，何らかの意味的な制限が働いていると考えられる。 

 

(37) a. カビが発生した。 

 b. * カビが発生をした。 

(38) a. 花子は 9 時に出発する。 

 b. ? 花子は 9 時に出発をする。 

 

また，(39a), (40a) のように，「回転，伐採」のような「VN をする」構文を形成できる VN であ

っても，(39b), (40b) のように，文内要素との関連で容認度が変わる場合もある。(39) では主語（「ス

ケート選手」vs.「ドアノブ」）が，(40) では VNP 内の修飾要素（「森林」vs.「一本の立木」）

が文の容認度に影響しているものと考えられる。このことは，「VN をする」構文における意味

的な制限を考える際に，VN の意味的特徴だけではなく，文内要素同士の関わりにも注目しなけ

ればならないことを示唆している。 

 

(39) a. スケート選手が回転をした。 

 b. * ドアノブが回転をした。 

(40) a. 森林の伐採をする。   （影山 1993: 302-303） 

 b. * 一本の立木の伐採をする。 （同：303） 

 

「VN をする」構文には，主体性の高低に関わる意味的制約（「主体性の制約」）があること

が古くから指摘されている。3.1 節で，この制約の存在と具体的な内容を確認する。3.2 節では，

主体性の制約がなぜ 3.1 節で観察されたようなかたちで存在するのかということを考察する。ま

た，VNP の部分にアスペクトに関する制約（「アスペクト制約」）が課せられることも報告され

ており，主体性の制約との相互関係が問題とされている。この事実は，3.3 節で確認する。 

 

3.1  主体性の制約 

「VN をする」構文成立の可否には，主語指示対象の事態に対する主体性の高低が関与する。

このことは，古くから「意図性」や「〈動作主〉」，比較的最近では「コントロール可能性」な

どの様々な異なる表現を用いて指摘されてきた。ここでは，用語は異なるものの，主体性に言及

している制約をまとめて「主体性の制約」と呼ぶ。「主体性」という言葉の最も一般的で典型的

な意味において，この概念が「VN をする」構文成立の可否に重要であることは，ほとんどの先

行研究によって受け入れられている。問題は，周辺的な「VN をする」構文の例を説明するため

に，この制約の具体的内容をどう規定していくかということである。以下，主体性の制約につい

て，先行研究の記述を参照しつつ，その中身を明確にしていこう。 

Miyagawa (1987) は，「VN をする」構文の主語は（「する」から意味役割を付与された）〈動

作主〉であるとしている。したがって，「太郎が数学の勉強をする」のような「VN をする」構
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文は，主語「太郎」が〈動作主〉であることと，VN「勉強」の表す事態が整合的であるため，問

題なく容認される。一方で，(41) の「誕生，安定，理解，蒸化」のような VN が容認されないの

は，この種の VN が表す事態が，主語が〈動作主〉であることと意味的に整合しないからだと説

明している。 

 

(41)  * 誕生をする，* 安定をする，* 理解をする，* 蒸化をする  (Miyagawa 1987: 40) 

 

田野村 (1988: 72) は，「VN をする」構文の成立には，その文が「意図的な事柄を表している

ことが必要である」と述べている9。この制約を「意図性の制約」と呼ぼう。この制約により，例

えば，(42), (43) の容認度の違いが説明されている10。(a) の「検査，採決」は意図して行われる行

為であり，容認される。(b) の「検出，可決」は，検査行為，採決行為の結果で生じる事態であり，

意図できるものではないため，意図性の制約に抵触し，容認度が低い。 

 

(42) a. 警察は｛ジュースを検査した／ジュースの検査をした｝。 

 b. 警察は｛毒物を検出した／? 毒物の検出をした｝。 

(43) a. 議会は｛その議案を採決した／その議案の採決をした｝。 

                                                        
9 田野村 (1988) の提示する「VN をする」構文の成立条件は以下 (A) – (C) の 3 つである。「単純サ変動詞文型」

というのは「VN をする」構文のことで，「複合サ変動詞文型」というのは「VN する」構文のことである。(A) が

成立するためには，(A1) – (A3) の下位条件を満たす必要がある。(A1) が本小節で取り上げているもので，(A2) は

次小節で取り上げる。本研究で特別に取り上げて検討することはしないが，(A3), (B), (C) はそれぞれ，(i) – (iii) の

ような例の容認度の低さを説明するものである。 

 

(A) 単純サ変動詞文型が自然な表現として成立するには，「する」（＝「行う」）と言うに足る動作・行

為を表していることが必要である。 （田野村 1988: 71） 

(A1) 意図的な事柄を表していることが必要である。 （同: 72） 

(A2) し始め，し終わるような性質の事柄を表していることが必要である。 （同: 72） 

(A3) 心理的な事柄を表す場合には，単純サ変動詞文型は不自然となる。 （同: 75） 

(B) 動詞概念部が，それ自体，「行う」ことを表すものである場合には，単純サ変動詞文型は不自然とな

る。 （同: 76） 

(C) 動作対象に対する別の動作・行為の表現が後続する同一の文脈においては，複雑サ変動詞文型の方

がふさわしい。 （同: 76） 

 

(i) a. ? 関係者の立場の考慮をする。 

 b. ? 百年後の社会の空想をする。 

 c. ? 学生時代の回想をする。 

       （田野村 1988: 75） 

(ii) a. ? 悪天候の中，離陸の敢行をした。 

 b. ? 工事の断行をした。 

 c. ? 政策の実施をする。 

       （同: 76） 

(iii) a. ? シャツの洗濯をして干した。  

b. ? 荷物の梱包をして送った。 （同: 77） 
10 当然のことであるが，容認度を表す「*, ?, ??」などの符号もそのまま引用してある。しかし，研究者によって

これらの符号の意味が微妙に異なる可能性があることには注意をしなければならない。例えば，VN「転倒」を用

いた「VN をする」構文の例に対して，田野村 (1988) は (i) のように「?」を付しており，影山 (1993) は (ii) の

ように「*」を付しているが，これは両研究者の言語直観の違いを反映した違いであるのか，判断基準の違いを反

映したものかは分からない。 

 

(i)   ? スケート選手が転倒をする  （田野村 1988: 77） 

(ii)  勢いあまって，スケート選手が転倒（* を）した。  （影山 1993: 282） 
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 b. 議会は｛その議案を可決した／? その議案の可決をした｝。 

             （田野村 1988: 72） 

 

Miyagawa (1987) のいう〈動作主〉に関する制約も，結局〈動作主〉というのは典型的に意図的

行為の主体であるため，田野村 (1988) の意図性の制約と軌を一にするものと見なせる。すぐあと

で見るように，主体性の制約として「意図的な事柄を表していることが必要である」という田野

村 (1988) の条件は厳しすぎるのだが，主体性の制約の中核的な部分を担うものであることは間違

いない。実際に，「意図的行為かどうか」に関する条件は，「非対格／非能格」や「コントロー

ル」など，どのような用語を用いてそのことを表現するのであれ，Miyagawa (1989)，Tsujimura (1990)，

Kageyama (1991)，影山 (1993)，平尾 (1990, 1995)，Miyamoto (1999)，松岡 (2004) など，多くの

研究で重要視されている。 

本節冒頭で挙げた (37), (39)（以下に再掲）における 2 文の容認度の差も，意図性の制約によっ

て説明することができる。 

 

(37) a. カビが発生した。 

 b. * カビが発生をした。 

(39) a. スケート選手が回転をした。 

 b. * ドアノブが回転をした。 

 

(37) の「発生」が表す事態は，その主語が「カビ」であれ「ゴキブリ，痴漢」であれ，それらが

意図的に起こすものではありえない（これらの主語は〈動作主〉でもありえない）。また，(39) の

「回転」という行為も，(a) のように生物がその主体であれば，それは意図的に行うものと見なさ

れるが（したがって，「スケート選手」は〈動作主〉），(b) のように無生物がその主体であると

き，その動きに意図性は関与しえない（よって，「ドアノブ」は〈動作主〉ではない）。したが

って，(37b) と (39b) は，意図性の制約に違反するために容認度が低い。 

また，影山 (1993) の挙げる (44) も，「VN をする」構文成立の可否に意図性が深く関与して

いることを如実に表している。VN「転倒」は，基本的に非意図的な行為を表すため，(b) のよう

に「VN をする」構文は容認されない。しかし，(a) のように「わざと」という行為主体の意図性

を明示する表現を付けて，転倒が意図的行為であることを示す場合には，「VN をする」構文の

使用も可能となる。 

 

(44) a. わざとスケート選手が転倒（を）してみせた。 

 b. 勢いあまって，スケート選手が転倒（* を）した。 

（影山 1993: 282） 

 

同じく意図的行為でないことによって排除される例として影山は次の (b) の例を挙げ，容認さ

れる (a) の例と対比させて分析をしているが，これらの例は「意図的行為」についての我々の理

解をより深めるものとなるため，ここで少し詳しく解説をしておきたい。 
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(45) a. 突然，息子が家出（を）した。 

 b. 突然，息子が蒸発（* を）した。 

(46) a. その歌手は紅白歌合戦に出場（を）しないつもりだ。 

 b. 役者が舞台に登場（* を）した。 

           （影山 1993: 281） 

 

まず，(a) の例が主語の意図的行為を表すものであり，「VN をする」構文が問題なく可能である

ことを確認されたい。それでは，(a) の VN「家出，出場」と似た意味の VN「蒸発，登場」が用

いられている (b) は「VN をする」構文を形成できないのだが，(b) は意図的な行為を表していな

いと断言できるだろうか。この問題は，これまで見てきた非意図的な事態を表す例の場合ほどは

簡単ではない。判断の難しさは，先の田野村 (1988) の (42), (43) と比べるとよく分かる。(42), (43) 

の (a), (b) は，表す事態が意図的かそうでないかが比較的判断しやすいものであった。「検査，

採決」自体は意図的に行いうる行為であるが，その行為の結果の事態である「検出，可決」が起

こるかどうかということは主語の意図からは独立している。しかしながら，(45b), (46b) において

は，「蒸発，登場」というのはそれぞれ「ある場所からある人が突然にいなくなり，行方不明に

なること」，「ある場面にある人が現れること」という意味であるが，これらは，「検出，可決」

が表す事態に比べて，意図的に起こすことが十分に可能な事態であるように思われる。「蒸発，

登場」の例について影山の説明を見てみると，「蒸発」に対しては「主語の意図的動作を表現す

るのではなく，主語が姿を消したことを第三者の立場から描写したもの」（p. 281：下線筆者），

「登場」に対しては「役者や選手が出てくる様子を観客の目から客観的に述べる表現であるから，

主語の意思とは直接に関係しない」と述べている（p. 282：下線筆者）。この点に関して影山にこ

れ以上の説明はないのだが，(45b), (46b) の「VN をする」構文が容認されないのはつまり，ある

行為が「蒸発，登場」という行為であると認定するのは主語以外の人物（蒸発者，登場者本人で

ない人物）であり，そのように他者が認定することを当該行為の行為者の意図によってのみ保証

することなどできないからだと説明できよう。VN の例ではないが，同様の説明は，次の表現 (47) 

が不自然であることにも適応できるだろう。もちろん「9 時に帰る」ことは意図的に行いうる行

為であるが，(47) の発話者の帰宅行為を「突然だ」と想定された他者が判断するかどうかはこの

発話者が意図しただけでは不確定である。 

 

(47)  9 時に（?? 突然）帰ろう！ 

 

影山の挙げる (45), (46) の例は，ある事態が意図的に起こせるものであるかどうかの判断が直

観に頼るだけでは困難であるものも存在することを示唆している。影山も，「蒸発，登場」とい

う VN が意図的行為を述べるものでないことを，先の影山の説明に加えて，「* 蒸発しなさい」，

「* はやく登場しなさい」という命令形が使用できないという根拠を挙げて確認している (pp. 

281-282)。ある VN が意図的行為を表すかどうかに関して，直観的判断にのみ任せるのではなく，

それを判定するテストが時に重要であることが分かる（もちろんこのことは，VN に限った問題

でも，意図的行為かどうかの問題に限ったものでもなく，言語事実一般の観察に関わることであ
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る）11。 

以下に，意図性の制約によって説明が可能な「VN をする」構文の例を追加する。(48) が，意

図的行為を表し，容認される例である。(49) が，主語指示対象が無生物であるために意図性が無

関与である事態，もしくは，主語指示対象が生物であるが，行為自体が非意図的なものである場

合で，どの文も容認度が低くなっている。(48), (49) の容認度と，(48’), (49’) に示した意図性の有

無を測るテストの結果が並行的であることを確認されたい。意図的に行うことのできる行為の実

行を命令形によって〈命令〉することは可能であるが，そこに意図が存在しない事態に対しては

命令形によって〈命令〉することはできず，発話者の〈願望の表出〉にしかならない（仁田 1991）。

「～しようとする」と言える行為も，有生物による意図的な行為に限る（森山 1988；平尾 1995）。 

 

(48) a. 1 時間ほど散歩をした。 

 b. 子どもたちが運動をしていた。 

 c. 明日学会で調査結果の報告をする。 

 d. 今日は太郎が車の運転をしている。 

 e. 花子は部屋の掃除をした。 

 f. 父がガレージで自転車の修理をしている。 

 g. 太郎が床の雑巾がけをしている。 

(49) a. * 空中でロケットが分解をした。 

 b. * 電子レンジで卵が爆発をした。 

 c. * お湯が沸騰をしている。 

 d. * 作業用の機械が運転をしている。 

 e. * 友人が死亡をした。 

 f. * 雪男は実在をした。 

 g. * 花子はパスポートの紛失をした。 

 h. * 太郎は裏山で化石の発見をした。 

 i. * 不審者が港区に出没をした。 

 j. * 山賊・盗賊が跳梁跋扈をしている。 

(48’) a. 散歩しろ。／散歩しようとする。 

 b. 運動しろ。／運動しようとする。 

 c. 調査結果を報告しろ。／調査結果を報告しようとする。 

 d. 車を運転しろ。／車を運転しようとする。 

 e. 部屋を掃除しろ。／部屋を掃除しようとする。 

 f. 自転車を修理しろ。／自転車を修理しようとする。 

 g. 床を雑巾がけしろ。／床を雑巾がけしようとする 

(49’) a. 【ロケットに対して】* 分解しろ。／* ロケットが分解しようとした。 

                                                        
11 非意図的事態の典型例であるような「死亡／死去」でさえ，その意味を「死ぬ」と類義と見なすならば，これ

を非意図的行為と直観にのみ基づいて断定することが難しいことが分かる。誰かがその意図をもって「死ぬ」と

いう出来事は十分ありうることだと想像できる。しかし，命令形や意志表現を用いて意図性の有無をテストして

みると，「死ぬ」は「死ね，死のうとする」と言えるのだが，「死亡／死去」は「* 死亡／死去しろ，* 死亡／

死去しようとする」はすべて容認されないことが分かる。「死亡／死去」も「蒸発，登場」と同じように，第 3

者の視点からの描写が関わるものだろう。 
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 b. 【卵に対して】* 爆発しろ。／* 卵が爆発しようとした。 

 c. 【お湯に対して】* 沸騰しろ。／* お湯が沸騰しようとした。 

 d. 【作業用機械に対して】* 運転しろ。／* 作業用機械が運転しようとした。 

 e. * 死亡しろ。／* 死亡しようとした。 

 f. * 実在しろ。／* 雪男は実在しようとした。 

 g. * パスポートを紛失しろ。／* 花子はパスポートを紛失しようとした。 

 h. * 化石を発見しろ。／* 太郎は化石を発見しようとした。 

 i. * 港区に出没しろ。／* 不審者が港区に出没しようとした。 

 j. * 跳梁跋扈しろ。／* 跳梁跋扈しようとした。 

 

以上，意図性の制約によって多くの「VN をする」構文の容認度が説明できることを確認した。

しかしながら，「意図的な事柄を表していることが必要である」というこの条件は，主体性の制

約としては厳しすぎるのである。まず，田野村 (1988) 自身が (50a) の例を挙げ，これらは意図

性の制約に違反するにもかかわらず，容認されると判断している。また，影山 (1993) も，(50b) – 

(50e) を容認可能な「VN をする」構文の例だとして挙げているが12，これらの主語は〈経験者〉

であり13，それぞれの事態を意図的に行った／行っているとは言えない。同様に，堀田 (2001) も，

(50f) を容認可能な「VN をする」構文の例だとしているが，この主語も〈経験者〉であり，「良

い経験をする」というのも，基本的に意図して行う種類の行為ではない。 

 

(50) a. 遅刻をする，失敗をする，怪我をする，得をする （田野村 1988: 78） 

 b. 父が（胃の）手術をした。     （影山 1993: 282） 

 c. 子供が足に怪我をした。      （同：282） 

 d. あの人は，しょっちゅう，病気をしている。  （同：282） 

 e. 寒かったので，湯冷め／寝冷えをした。   （同：282） 

 f. 僕らは良い経験をした。      （堀田 2001: 72） 

 

(50) の共通点はどれも主語が〈経験者〉だというである。しかし，このことから，「VN をする」

構文の成立条件を単純に「〈動作主〉または〈経験者〉を含むような事態であること」と修正す

るだけでは不十分である。それは，以下のように，主語が〈経験者〉であっても容認されない「VN

をする」構文があるからである。 

 

(51) a. シンフォニーホールでの演奏会を聴いて，私はすっかり感激（* を）した。 

 b. 若者達は『二十四の瞳』を読んで感動（* を）した。 

 c. 聴衆は，この小さなピアニストの演奏に驚嘆（* を）するだろう。 

（影山 1993: 282） 

                                                        
12 影山 (1993) は「病気，湯冷め，寝冷え」（例 (50d), (50e)）を VN の例として挙げているが，これらは VN で

はなく SEN である。どれも，「* 病気している，* 湯冷めした，* 寝冷えした」のように「する」を後接させて

動詞化することができない。 
13 (50b) は，主語「父」が医者であり，「執刀を行った」という解釈も可能である。この場合の「父」は，〈経験

者〉ではなく〈動作主〉である。しかしながら，ここで意図されているのはこの解釈ではない。 
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影山 (1993) は，以上の事実を踏まえ，「VN をする」構文の成立には，主語指示対象が「所与

の事態・動作をコントロールできるか否かが重要な要因となる」と述べている (p. 283)。具体的に

は，(50b) – (50e) に関して，これらの〈経験者〉は「単なる受身的な存在ではなく，示された事

態に陥るかどうかを自分の意思によって或る程度コントロールできる立場にあることに注意しな

ければならない。手術を受けるかどうかは主語の意思で選択可能である。怪我や病気の場合は，

自分の意思でその状態になることは普通できないものの，そうならないようにコントロールする

ことは可能である（怪我／病気をしないように気をつけなさい）」と説明している (p. 282)。一方

で，(51) に関しては，同じ〈経験者〉であっても，「「感激，感動，驚嘆」などは，対象からの

刺激によって生じる受動的な心理反応を表すものであり，そこには主語が意図的にコントロール

する可能性はない」として (p. 283)，容認度の低さの理由を説明している。この説明から，影山 

(1993) は，ある事態に対してコントロールが可能であるというのは，主語指示対象がその事態を

自由に始めたり，やめたり，続けたりできるということのみならず，その成立のきっかけをつく

ったり（(50b) の場合），成立させないように何らかの努力をすることが可能である（(50c) – (50e) 

の場合）という意味で，事態の成立／不成立に影響を与えることができるという意味であると読

み取れる。このような「コントロールが可能な事態である必要がある」という「VN をする」構

文の成立条件を「コントロール可能性の制約」と呼ぼう。 

さらに影山 (1993) は論を進め，「VN をする」構文を次のように特徴づける。事態をコントロ

ールする主体というのは，項構造における外項に対応する。外項は典型的には〈動作主〉である

が，(50b) – (50e) のような一部の〈経験者〉であることもある。外項をとる動詞は，他動詞と非

能格動詞である。このことから，「VN をする」構文は，主語が〈動作主〉または一部の〈経験

者〉であるような外項であり，VN が他動詞的 VN または非能格自動詞的 VN であると特徴づけら

れる。主語が〈主題〉(Theme)（もしくは〈被動者〉的）であるような非対格自動詞的 VN は，意

図的な行為もコントロールが可能な行為も表さないため，「VN をする」構文を形成できない。 

影山 (1993) のように「コントロール」という概念を導入してはいないが，VN の非対格性と「VN

をする」構文成立の可否を関連づけた説明は，Miyagawa (1989)，Tsujimura (1990) にも見られる。

Miyamoto (1999)，堀田 (2001) も，「VN をする」構文が表す事態が「コントロールが可能なもの

かどうか」ということを重要視している。以上，「VN をする」構文に課せられている主体性の

制約として，意図性の制約では制限が強すぎることを観察し，比較的制限の緩いコントロール可

能性の制約がより経験的に妥当であることが確認できた。 

主体性の制約について述べたものとして，最後に松岡 (2004) を見よう。松岡 (2004) でも，(52) 

のような，意図性の制約ではカバーできない実例（「佐賀新聞記事データベース」より）が取り

上げられ，それに代わる意味的な制約が提案されている。 

 

(52) a. 周囲もほとんど同じで，自分が周りと同じであることに安心をする時代だ。 

 b. 道案内なしに突き進むと怪我をする。 

 c. とても怖いテーマで，引き受けてから後悔をしている。 

 d. やや刺激的すぎるタイトルで誤解をする人もあるかと思うが… 

 e. まだコンピュータの操作が良く分からず，うまくデザインがかけなくて失敗をすること 
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も何度もあります。 

 f. 女性や少数民族が雇用され，昇進をしてきても，ある所まで来るとガラスの天井が張ら 

  れていてその先に進まないことをいう。 

 g. ある学校では，遅刻をすると校門の前で正座をさせられるらしい。 

 h. 会員の一人は，「六月末に佐賀で開催されるワンデイワークショップで体験学習しなが 

  ら生き方の発見をしたい」と楽しそうに話していた。 

 i. 「どんなに凶悪なこと
マ マ

件を起こしても反省をすれば命を永らえられるのか」… 

（松岡 2004: 308） 

 

松岡 (2004) は，主語指示対象の「事象への関与の強さ」が「VN をする」構文成立の可否に重要

であるとしている。主語指示対象の事象への関与が強い場合に「VN をする」構文が成立するの

だが，それには 2 つの場合がある。(i) 1 つは，主語がある行為を意図的に行い，その行為に持続

性がある場合である。「持続性」という事象のアスペクト的特徴に言及してはいるが，この点は

基本的に意図性の制約が述べることと同じである。(ii) 2 点目が，意図性の制約がカバーできない 

(52) のような例を説明しようとするものである。それは，「主語には全く意志性や主体性が感じ

られないが，主語が所有する体あるいは精神などが事象の成立に関与し，その結果が主体に返っ

てくる，すなわち再帰性を持つような場合である」と述べている (p. 308)。松岡 (2004) は (52) の

1 つ 1 つの例について，どのように再帰的な事態であるかということを詳しく説明していないの

だが，例えば，(52a) の「安心」は「周りの人々に自分を合わせることによって，自分自身を安心

させる」と読むことができ，「安心をする」の再帰的な用法だと言えるだろう。そして，この意

味でなければ「安心をする」という形式は容認できない。例えば，滑り止めの大学に合格して，

とりあえずは大学生になれることが確定したときに，「* あ～，安心をした」とは言えない。(52h) 

の「発見」に関しても，「体験学習に参加することによって，自分自身に生き方を発見させたい」

と読むことができ，「発見をする」の再帰的な用法だと言えるだろう。この意味でなければ，「* 

たまたま化石の発見をした」のような例から分かるように，「発見をする」という形式は容認で

きない。(52b) の「怪我」も，「自分の身体の一部が傷つくという結果が自身に返ってくるような

ことを非意図的にする」という意味なのだから，もともと再帰的な意味をもつ VN だと言える。 

しかし，松岡 (2004) の説明をより具体的に見ていくと，(ii) は，「意志を持って事象を左右す

ることはできなくても，自分の努力によってその結果が自分に返ってくるようにできたり」，「注

意していればある程度さけられたかもしれない事態が主体に返ってきたり」する場合だとしてい

る (p. 309)。そして，問題の VN がそのような事象を表すかどうかということは，「自分が VN し

たのは，自分の努力のおかげだ」，「自分が VN したのは，自分の理解力が悪かったからだ」，

「自分が VN したのは，自分の不注意のせいだ」などのテストフレームを用いて確認できると言

う。このようなフレームに VN が入るのであれば，「結果が主体に返ってくる」と松岡 (2004) は

言う (p. 309)。これらの説明を総合すると，おそらく，松岡 (2004) の使用する「結果」というの

は，「事象が起こった結果の状態」を意味するのではなく，「努力／不注意の結果起こる事象」

を意味するものと考えられる。そうすると，松岡 (2004) の説明している，(ii) は，結局のところ，

「ある事態に関して，その成立のきっかけをつくったり，成立させないように何らかの努力をす

ることが可能であるという意味で，事態の成立／不成立に影響を与えることができる場合」とい
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う，コントロール可能性の制約が規定した「VN をする」構文が成立する条件に含まれることに

なる。 

 

3.2  主体性の制約の出どころ 

以上，「VN をする」構文における主体性の制約について，先行研究の記述を追っていった。

以下では，なぜ「VN をする」構文の主体性の制約がここで観察したようなかたちで存在するの

かということを考えてみたい。なぜ「VN をする」構文は，主語指示対象の意図的な行為を表す

（意図性の制約）にとどまらず，意図して開始・継続・終了できるようなものでなくとも，主語

指示対象がその事態の成立を促したり，事態が成立しないように努めたりできるという意味で事

態の成立に影響を与えることができるものであれば（コントロール可能性の制約），その事態を

経験する／したということを表すことができるのだろうか。これは，日本語における他動詞文の

意味領域の広さと関係があると考えられる。田野村 (1988: 71) は，意図性の制約とアスペクト制

約を下位条件とする，より大きな括りの条件として「「する」（＝「行う」）と言うに足る動作・

行為を表していることが必要である」と述べ（本小節注 9 参照），このような条件が存在するの

は，「VN をする」構文には「「ある動作や行為を行う」（『日本国語大辞典』）ことを意味す

る他動詞「する」が用いられている」からだとしている。しかし，当該の「する」を「行う」と

いう動詞によって特徴づけ，そのことにより「VN をする」構文の主体性の制約を規定すること

は，(50) や (52) のような例から分かるように妥当ではない。むしろ，当該の「する」は意味的

希薄さの程度が高いのだから，この「する」は純粋に他動詞文を形成するために存在するという

ことであり，この「する」によって形成された「VN をする」構文に表現可能な意味の範囲は日

本語他動詞文に表現可能な意味の範囲により忠実に従うはずである。そして実際に，日本語他動

詞文の意味範囲の広さを考慮に入れれば，「VN をする」構文の主体性の制約が上記したような

かたちで存在するのも不思議ではないことが分かる。 

以下，日本語他動詞文の意味的な広がりを確認しよう。 

 

(53) a. 花子はハンマーで思いっきり貯金箱を叩き割った 

 b. 花子はうっかり財布を捨ててしまった。 

 c. 花子は風で帽子を飛ばしてしまった。 

 d. 花子は空襲で家を焼いた。 

 

(53a) が，典型的な他動詞文である。当該行為を行う意図をもった主体による他動性の高い行為を

表している。(53b) → (53c) → (53d) と進むにつれ，典型的な事例から遠ざかる。(53b) は，主語

指示対象がそれを意図せずして行った行為を表している。(53c) でも，(53b) と同様に，主語指示

対象は当該の事態を引き起こすことを意図していたわけではない。しかし，(53b) と (53c) が異

なる点は，前者の「花子」が非意図的であれ当該行為の行為者であるのに対し，後者の「花子」

は当該行為の行為者ではないということである。「帽子を飛ばした」行為者は「風」である。そ

のため，(53c) の内容は，「花子は風に帽子を飛ばされてしまった」のような受動文を用いても概

念的には同じ内容を表すことができる。それにもかかわらず，受動文ではなくて，あえて同じ概

念的意味を表すのに他動詞文が選択されるのは，主語指示対象の責任が問題とされているからで
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ある（西村 1998）。自分の帽子が風に飛ばされるという事態の発生を帽子を押さえるなどして未

然に防ぐことができたにもかかわらず，それを怠ったことによって，問題の事態の発生を間接的

にではあるが引き起こした原因として「花子」には責任がある（西村 (1998: 170) 参照）。西村 

(1998) は，他動詞文の典型的なものから周辺的なものにいたるまで，どれもその主語指示対象に

責任の主体としての解釈が認められるという。責任の主体としての解釈は，非意図的にであれ直

接問題の事態を引き起こした (53b) の「花子」にも，意図的に問題の事態を引き起こした (53a) に

は尚のこと，認められる。西村 (1998) は，事態生起の責任の所在が主語指示対象にあることに，

それが典型的なものであれ非典型的なものであれ，他動詞文使用の動機があるという。しかしな

がら，天野 (2002) が指摘しているように，(53d) のように，主語指示対象に事態生起の責任がま

ったく認められないような場合でも，事態が他動詞文によって言語化されることがある。天野 

(2002) は，この種の非典型性の高い他動詞文は，目的語指示対象（「家」）に生じた変化が，主

語指示対象（「花子」）にとっても自らの状況や状態に変化を与えるようなものでなければ容認

されないとしている。したがって，「尾川氏」がたまたま通り過ぎた近くにあった木が落雷に打

たれて焼けたとしても，「* 尾川氏は落雷で木を焼いた」とは言えない（天野 2002: 139）。 

(53) に確認された日本語他動詞文の意味領域の広さを考慮に入れれば，「VN をする」構文に

おける主体性の制約が，意図性の制約によってのみ構成されるものではなく，コントロール可能

性の制約というかたちで存在することも決して不思議なことではない。 

 

3.3  アスペクト制約 

前小節で見た主体性の制約のみで「VN をする」構文成立の可否が十分に説明できるわけでは

ない。そのことを，本節冒頭で挙げた (38), (40)（以下に再掲）の例が端的に示している。日本に

帰国することも木を伐採することも，どちらも明らかに意図して行うことのできる行為であるし，

実際に，主体の意図性を明示する表現「～しようとする」，命令形「しろ」（〈命令〉の意味）

を用いた (38’), (40’) が問題なく成立することからこのことが確認できる。それにもかかわらず，

(38b), (40b) は容認度が低いのである。 

 

(38) a. 花子は 9 時に出発する。 

 b. ? 花子は 9 時に出発をする。 

(40) a. 森林の伐採をする。   （影山 1993: 302-303） 

 b. * 一本の立木の伐採をする。 （同：303） 

(38’)  9 時に出発｛しようとする／しろ｝。 

(40’) a. 森林を伐採｛しようとする／しろ｝。 

 b. 一本の立木を伐採｛しようとする／しろ｝。 

 

本小節では，(38b), (40b) のような「VN をする」構文の容認度の低さは，事態のアスペクト的

性質に関する制約（「アスペクト制約」）により説明されることを見ていく。田野村 (1988) は，

意図性の制約に加えて，「VN をする」構文には，その文が「し始め，し終わるような性質の事

柄を表していることが必要である」という制約があるとしている (p. 73)。これは，一定時間継続

することができる行為のことである。1 つの目安として，「～している最中だ」や「～している
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ところだ」などと表現できるものがそのような事態を表すとしている。実際に，(40a) が表す事態

は，(40’’a) のように，これらの表現が可能であり，「VN をする」構文として問題なく実現され

る。一方で，(38), (40b) が表す事態は，(38’’), (40’’b) のように，「～している最中だ」，「～し

ているところだ」と表現することができないが，「VN をする」構文を形成することもできない。 

 

(38’’)  * 出発｛している最中だ／しているところだ｝。 

(40’’)a. 森林を伐採｛している最中だ／しているところだ｝。 

 b. * 一本の立木を伐採｛している最中だ／しているところだ｝。 

 

田野村 (1988) は，アスペクト制約によって排除される具体的な場合として様々なものを挙げてい

る14。それらは，(54a) のような「事実上，無動作・無行為である場合」（類例：放棄，放任），

(54b) のような「極めて短時間の動作・行為の場合」（類例：一瞥，勘当），(54c) のような「表

現の主眼が，その動作・行為の過程ではなく，その事態の達成に置かれる場合」（類例：克服，

打倒，完売），(54d) のような「個別の行為ではなく，状態的・習慣的な事柄を表す場合」（類例：

遵守，愛用），(54e) のような「主語の表すものの属性的な事柄を表す場合」（類例：専攻）であ

る。また，(54f) に関しては，意図性の制約に違反するものと見ることもできるが，「別の原因と

して，「見聞」が，均質に連続した行為を言うわけではなく，〈断続的な事態を包括的に表現す

るもの〉であることに起因すると考え得るかも知れない」と述べている (p. 75)。 

 

(54) a. ? 9 時に受付の開始をする。  （田野村 1988: 73） 

 b. ? 申し出の拒絶をした。   （同：73） 

 c. ? 2 年間で日本語の習得をした。 （同：74） 

 d. ? 健康の維持をする。    （同：74） 

 e. ? 山田は車の所有をしている。  （同：74） 

 f. ? いろいろなことの見聞をする。 （同：75） 

 

平尾 (1990)，影山 (1993) は，「NP の VN をする」の「NP の VN」の部分 (VNP) に注目して

いるが，この VNP が動作の過程をもつ事態を表すのでなければならないことを指摘しており，

これは田野村 (1988) の主張と同一線上にあるものと考えられる。平尾 (1990) は，(55) と (56) の

容認度の違いを説明している。どこかを掃除したり，何かを選択したりするという行為は意図的

に行われるものであり，そのことは，(b) のように，行為の対象を表す「部屋，コース」に指示詞

「この」が付いていても変わらないはずである。それにもかかわらず，(56b) だけが容認度が低く

なっている。 

 

(55) a. 部屋の掃除をする。 

 b. この部屋の掃除をする。 

       （平尾 1990: 58） 

                                                        
14 田野村 (1988: 注 2) 自身も述べているように，(54) の例のなかには，その容認度が意図性の制約だけによって

でも十分に説明されるものがある（例 (c), (e)）。しかし，意図性の制約では説明されず，アスペクト制約が説明

に必要なものがあるのも確かである（例 (a), (b), (d)）。 
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(56) a. コースの選択をする。 

 b. ? このコースの選択をする。 

       （同：58） 

 

(55) に関しては，(55a’) も指示詞付きの (55b’) も，テイル形が「動作進行」を表し，指示詞の存

在は文のアスペクト的性質には影響していない。テイル形が「動作進行」の意味になるのは，ア

スペクト的性質が〈継続〉である事態を表す文の特徴である。一方で，(56a) に関しては，(56a’) の

ように，テイル形が「動作進行」を意味し，アスペクト的性質が〈継続〉であることが分かる。

この文は，いくつかの選択肢のなかからどのコースを選択しようかと吟味するという過程が続い

ているという意味である。(56b) は，(56b’) のように，テイル形が「動作進行」の意味にはならず，

(56b’’) のような「経験」の意味になってしまう。これは，アスペクト的性質が〈瞬間〉である事

態を表す文の特徴である。いくつかの選択肢のなかからあるものを選び出すという事態は，過程

をもたず，始まりと終わりが同時である。(55) とは異なり，(56) では，指示詞の存在が文のアス

ペクト的性質に影響していることが分かる。以上の現象に関して，平尾 (1990) は，「NP の VN

をする」という表現にとって，「対象に働きかけ，動作をおし進める時間の幅が保持されるか否

かがこの形式の表現の成立を左右する決め手になっているのではないかと思われてくる」と述べ

ている (p. 67)。 

 

(55) a’. 今，部屋を掃除している。 

 b’. 今，この部屋を掃除している。 

          （平尾 1990: 58） 

(56) a’. 今，隣の会議室でコースを選択している。 

 b’. * 今，会議室でこのコースを選択している。 

 b’’. 去年このコースを選択している。 

          （平尾 1990: 66） 

 

影山 (1993: 304) も，「VN をする」構文の成立には，「NP の VN」の部分が「完了結果に片寄

らない継続動作」を表すかどうかが重要であるとしている。(40)（以下に再掲）の 2 例の容認度の

差を，影山 (1993) は次のように説明する。(40a) の「森林の伐採」は不定量の木を切り倒すとい

う行為であり，継続が可能だが，(40b) の「一本の立木の伐採」は，問題の一本の木を切り倒せば

終了する行為であるため，継続できる種類の事態ではないと言う。この違いは，「NP の VN」の

表す事態のアスペクト性質が〈継続〉か〈瞬間〉かというものである。(40a) のように，VNP が

表す事態のアスペクト的性質が〈継続〉である場合は「VN をする」構文が成立し，(40b) のよう

に，「NP の VN」が表す事態のアスペクト的性質が〈瞬間〉である場合は「VN をする」構文は

成立しないということである。 

 

(40) a. 森林の伐採をする。   （影山 1993: 302-303） 

 b. * 一本の立木の伐採をする。 （同：303） 
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Uchida & Nakayama (1993) でも「VN をする」構文が表す事態のアスペクト的性質が重要視され

ている。VNP が Vendler (1967) のいう〈活動〉または〈達成〉を表す場合は当該の形式が成立し，

〈状態〉または〈到達〉を表す場合は当該の形式は成立しないと観察をしている。〈活動〉と〈達

成〉というのは，有界性によって区別されるが，どちらも動作が継続する過程を事態に含むのだ

から，Uchida & Nakayama (1993) の記述は，ここまで見てきたアスペクト制約と軌を一にするも

のである。 

以上から，先行研究では，「VN をする」構文に課せられるアスペクト制約として，VNP の表

す事態が〈継続〉でなければならないという点は一致を見ていると言える。VNP の表す事態のア

スペクト的性質が〈瞬間〉であったり〈状態〉であったりする場合は，たとえ主体性の条件をパ

スしていても，文の容認度が低くなるのである。 

最後に，主体性の制約とアスペクト制約との相互関係について触れておく。Uehara (1998) と

Miyamoto (1999) がこの問題を取り上げており，それぞれの記述・説明を見ていく。 

Uehara (1998) は，「VN をする」構文に関して，これまで単純にそれが成立するか否かという

ことが議論されていたことを問題視した。「VN をする」構文の容認度は，「可」か「不可 (*)」

かと 2 値的に判断されるべきものではなく，実際は「可」から「不可」までの間に程度の微妙に

異なる段階があることを指摘している。Uehara (1998) は，5 人の母語話者に「VN する」という

表現を 40 例提示し，それぞれに「を」を挿入し「VN をする」とした場合の容認度を判定させた。

容認度の尺度に 5 段階を設定し，「0」を bad，「4」を good としている。調査結果を簡潔にまと

めて，以下 (57) に載せる（詳しくは，Uehara (1998) の p. 141 を参照）。そして，Uehara (1998) は，

このような「VN をする」構文の段階的な容認度は，主体性の制約とアスペクト制約の相互作用

により生じるものと見ている。動作主性／意図性が高く，かつ〈活動〉のアスペクト的性質をも

つ事態を典型とし，これらの特徴を失っていくにつれて，「VN をする」型の容認度が減じてい

くと観察している。例えば，「ランニング」の表す事態は，典型的な動作主的事態・典型的な〈活

動〉であり，容認度の平均点も高いが（4 点），「拡張」の表す事態は，典型的な動作主的事態

でも，典型的な〈活動〉でもなく，容認度の平均点もそれほど高くない（2 点）。 
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(57)  5 人の母語話者による「VN をする」構文容認度の平均点 (Uehara 1998)15 

 

VN 平均点 VN 平均点 

入れ墨 4 縮小 2 

魚釣り 4 集合 1.8 

買い物 4 蒸発 1.8 

研究 4 成功 1.8 

散歩 4 到着 1.8 

電話 4 微笑 1.8 

配達 4 簡素化 1.6 

発言 4 上昇 1.6 

昼寝 4 向上 1.4 

ランニング 4 上京 1.4 

警告 3.8 成長 1.2 

ジャンプ 3 誕生 0.8 

相席 2.8 沈没 0.8 

理解 2.8 命中 0.8 

解凍 2.6 居住 0.6 

入会 2.6 全焼 0.6 

昇進 2.4 安定 0.4 

拡大 2.2 凝固 0.4 

乾燥 2.2 流行 0.4 

帰郷 2.2 愛 0 

 

Miyamoto (1999) は，自動詞的な VN が現れるものに範囲を限定してはいるが，Uehara (1998) と

同様に「VN をする」型の容認度は段階的であることを指摘している。例えば，次のようである。

(58a) が問題なく容認され，(b), (c) がやや周辺的 (??)，(d) がかなり周辺的 (*?)，(e) が容認不可 

(*) で，(f) が完全に容認不可 (**) としている。 

 

(58) a. 太郎が体操（を）した。 

 b. 兵士たちが帰還（?? を）した。 

 c. クラゲが浮遊（?? を）した。 

 d. コピーが拡大（*? を）した。 

 e. 子どもが死亡（* を）した。 

 f. お化けが存在（** を）した。 

                                                        
15 本研究の立場からすれば，Uehara (1998) が VN の例として挙げている「入れ墨，魚釣り，買い物」は，正確に

は SEN である。また，「愛する」は一見して「VN＋する」の複合動詞のように思えるが，そうではない。「* 愛

なさる，* 愛できる，* 愛のし方」とは言えず，「愛」は VN とは異なった振る舞いをするからである（影山 1980）。

VN であれば，例えば「修理なさる，修理できる，修理のし方」と言うことが可能である。 



第 3 章 「VN をする」構文 

- 82 - 

 

        (Miyamoto 1999: 175) 

 

そして，このような容認度の程度差は，主体性の制約に関するパラメター [± CONTROL] とアス

ペクト制約に関するパラメター [± PROCESS] および [± STATE] の相互作用により決定される

としている。具体的には，VN の表す事態が，[+ CONTROL]（すなわち，非能格 VN）かつ [+ 

PROCESS]・[− STATE]（すなわち，活動 VN）と特徴づけられる場合（例 (58a)），「VN をする」

型が問題なく容認される。このような制約違反のない状態からの逸脱が大きくなるにつれて，「VN

をする」型の容認度も低下していく。[+ CONTROL] ではあるが，[+ PROCESS]・([+ STATE])（括

弧で括られたアスペクト的特徴は，それが問題の事態にとって二次的であることを示す）である

ような事態を表す VN（すなわち，非能格・達成 VN）は，「VN をする」型がやや周辺的だと判

断される（例 (58b)）。〈達成〉の事態にとって二次的ではあるといえ，[+ STATE] という特徴

をもつからである。また，[− CONTROL]（すなわち，非対格 VN）かつ [+ PROCESS]・[− STATE]

（すなわち，活動 VN）であるような事態を表す VN も，「VN をする」型がやや周辺的だと言う

（例 (58c)）。[− CONTROL] であることが，主体性の制約に違反するからである。[− CONTROL] 

であり，[+ PROCESS]・([+ STATE]) であるような事態を表す VN（すなわち，非対格・達成 VN）

は，「VN をする」型がかなり周辺的だと言う（例 (58d)）。これは，[− CONTROL] であること

によって主体性の制約に違反し，二次的ではあるが [+ STATE] という特徴をもち，アスペクト制

約にも抵触するからである。そして，[− CONTROL], ([+ PROCESS])・[+ STATE] であるような事

態を表す VN（すなわち，非対格・到達 VN）は，「VN をする」型が容認不可である（例 (58e)）。

これは，[− CONTROL] であることによって主体性の制約に違反し，[+ PROCESS] ではあるもの

の，その特徴は〈到達〉の事態にとって二次的であり，一次的に [+ STATE] であることによって

アスペクト制約に違反するからである。最後に，[− CONTROL], [− PROCESS]・[+ STATE] である

ような事態を表す VN（すなわち，非対格・状態 VN）は，「VN をする」構文が完全に容認不可

である（例 (58f)）。これは，すべての特徴が主体性の制約・アスペクト制約に抵触するからであ

る。 

 

4 「VNをする」構文選択の動機 

前節では，「VN をする」構文における主体性の制約とアスペクト制約の具体的な中身を確認

した。「VN する」構文にこれらの制約は存在しない。制約の有無だけに注目すると，「VN をす

る」構文は，「VN する」構文に比べて単に使用範囲の狭い構文と特徴づけられることになって

しまう。さらに，主体性の制約・アスペクト制約に抵触しない「VN をする」構文であっても，

もし対応する「VN する」構文との間に特別な意味・機能的な違いを見出すことができないので

あれば，あえて「VN をする」構文を選択する動機は大きくはない。「VN をする」構文は，「VN

する」構文と意味・機能的に等価な単なる構造的異型ということになる。そのような特徴づけを

受ける「VN をする」構文の事例があることは確かである。しかしながら，「VN をする」構文の

そのような特徴づけが常に適切というわけではない。「VN する」構文にはない，「VN をする」

構文の特徴を利用・活用する積極的動機が働いた結果として，「VN をする」構文が選択される

ことがある。「VN をする」構文を取り上げた先行研究においては，それが意味的な制約（主体

性の制約・アスペクト制約）を考察するものであれ，項・付加詞の特異な具現のあり方を分析す
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るものであれ，「VN する」構文との対照で，「VN をする」構文の意味的・統語的に限定的な姿

が描かれることがほとんどであった。本研究では，以下で「VN をする」構文選択の積極的な動

機を記述していく。そして，その動機が強い場合には，主体性の制約・アスペクト制約が無効化

されることさえあるということを指摘する。 

まず，(59), (60) の例を分析する。(59) のように，「VN をする」構文と「VN する」構文には，

どちらの構文を使用しても意味的，機能的にほとんど差がない場合があるのは確かである。しか

しながら，(60) に見るように，「VN をする」構文の方が「VN する」構文に比べて容認度が高い

場合もあり，ここに「VN をする」構文選択の動機を見出すことができる。 

 

(59)  【目の前で行われている作業を説明して】 

 a. 今，この人は車の修理をしています。 

 a’. 今，この人は車を修理しています。 

 b. 今，この人は新聞原稿の校正をしています。 

 b’. 今，この人は新聞原稿を校正しています。 

(60)  【職業を尋ねられて】 

 a. 私は車の修理をしています。 

 a’.? 私は車を修理しています。 

 b. 私は新聞原稿の校正をしています。 

 b’.? 私は新聞原稿を校正しています。 

 

(60) は，自分の職業を答える場面なので，(a) の「車」，(b) の「新聞原稿」は特定 (specific) の

対象を指すのではなく，任意の車，任意の新聞原稿を表示している。そして，NP「車の修理，新

聞原稿の校正」は，行為そのものを表示するというよりは，「車を修理する，新聞原稿を校正す

る」という種類の行為を目的とした〈職業〉を表示している。そのため，(a), (b) の動詞「してい

る」は，ある行為が発話時に進行中であることを意味するものではなく，発話時において主語指

示対象がある職業に従事していることを意味するものである。 

「VN する」構文である (60a’), (60b’) の容認度が (60a), (60b) に比べて低いのは，(60a’), (60b’) 

がこのような事態を表示するのに適さないということである。この理由として，(60a’), (60b’) の

「車，新聞原稿」が特定の対象を指すものと解釈されやすいからである。これは，テイル形動態

動詞を述語とする主節動詞文一般の特徴に起因するものである。簡単にこのことを確認しよう。

まず，(61a), (61b) のように，述語の動態動詞が単純現在形であれば，目的語（「魚」）を任意の

対象を表示するものと解釈することは容易である。一方で，(61c), (61d) のように，述語の動態動

詞がテイル形の場合，目的語が特定の対象を指すという解釈が優先的である。(61c), (61d) の「魚」

を任意の魚を表示するものとしたければ，(61e) のように，有標的な手段（「毎日」の付加）の助

けを借りる必要がある。NP の特定性は同節内述語の表す事態の時間的特定性に影響を受ける16。

(61c), (61d) では，テイル形動態動詞が無標で特定の時間（ここでは，発話時）に成立する事態を

表すのだが，特定の時間に任意の対象が関与するとは考えられないからである。 

                                                        
16 もちろん，NP の特定性が同節内述語の表す事態の時間的特定性に影響を与えることもあるため，両者は相互

に関係し合うものだが，ここでは述語から NP への影響のみに注目している。 
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(61) a. 猫は魚を食べる。 

 b. タマは魚を食べる。 

 c. 猫は魚を食べている。 

 d. タマは魚を食べている。 

 e. ｛猫／タマ｝は毎日魚を食べている。 

 

この (61d) がそうであるのと同様に，(60a’), (60b’) の目的語「車，新聞原稿」も特定の対象を指

すという解釈が優先的である。「車，新聞原稿」が特定的な対象を指すのであれば，当然 (60a’), 

(60b’) の文は発話者の職業を答えるものとはなりにくい。 

では，なぜ同じテイル形動詞を述語としながらも，(60a), (60b) の「車，新聞原稿」は任意の対

象を表示するものと解釈されるのだろうか。それは，「車，新聞原稿」が，(60a’), (60b’) の「車，

新聞原稿」ように主節内にはなく，「修理，校正」の形成する NP 内に入り込んでいることと関

係がある。NPの特定性は同節内述語の時間的特定性に影響を受けると先に説明したが，(60a), (60b)

の「車，新聞原稿」は NP 内に入り込み，主節述語の存在する場所とは異なる統語的次元に存在

するため，この影響を受けないのである。このように特定性に関して述語からの影響を受けない

NP は，比較的自由に，特定の対象を指すものとも任意の対象を表示するものとも解釈される。同

様の現象は，(61d) の「魚」を，(61d’) のように「餌，骨」を主要部とする NP 内に組み込んだ場

合にも観察される。この例の「魚の餌」（釣り餌のこと）の「魚」は任意の魚を表示するものと

解釈されるのが普通であるし，「魚の骨」の「魚」はコンテクスト次第で特定の魚を指すものと

も任意の魚を表示するものとも解釈される。どちらの「魚」の特定性も，発話時という時間的に

特定された事態を表す主節の述語動詞「食べている」の影響を受けない。 

 

(61) d’. 今目の前で，タマは魚の｛餌／骨｝を食べている。 

 

以上の (60a), (60b) と (60a’), (60b’) の「車，新聞原稿」の違いを踏まえた上で，(59a), (59b) の

「VN をする」構文に目を向けると，この例の「車，新聞原稿」も，理論上は特定の対象を指す

場合も任意の対象を表示する場合もあることに気づく。もし特定の車，新聞（眼前の車，新聞）

を指すのであれば，この文は (59a’), (59b’) の「VN する」構文と同じ意味を表すことになる。し

かし，もし任意の車，新聞を表示するのであれば，この文は (59a’), (59b’) からは得られない意味

を表すことになる。それは，それぞれ「車（任意の対象）を修理することを目的とした行為／新

聞原稿（任意の対象）を校正することを目的とした行為を現在行っている」という意味である。

この場合の NP「車の修理，新聞原稿の校正」の表す事態は，〈行為前景；状態変化背景〉である

と特徴づけられる。(59a), (59b) の「VN をする」構文のこの解釈と (59a’), (59b’) の「VN する」

構文のこのような意味の違いは，「魚釣りをする，猪狩りをする」と「魚を釣る，猪を狩る」の

意味の違いと並行的である。前者も，それぞれ「魚（任意の対象）を釣ることを目的とした行為

／猪（任意の対象）を狩ることを目的とした行為を行う」という意味である。そして，実際に (59a), 

(59b) がこの種の解釈をもちうることは，次の (62a), (62b) と (62a’), (62b’) の対比から確認でき

る（Miyamoto (1999: 84) の (60) の例を参考にした）。(62a’), (62b’) は，第 1 文目で，それぞれ
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特定の車，特定の新聞原稿に対して，その車の故障が直る／その原稿の誤字・脱字が修正される

という変化をもたらしたこと述べているにもかかわらず，後続する文では故障が直っていない／

誤字・脱字がなかったことが述べられており，矛盾を引き起こしている。一方で，(62a), (62b) の

方は，第 1 文目で，問題の状態変化を起こすことを目的とした行為をしたと述べているに過ぎず，

その目的が達成されたかどうかは不問としているため，後続する文で，その目的が達成されなか

ったことを述べたとしても矛盾を引き起こさない。 

 

(62) a. 車の修理をしたが，複雑すぎて，私には修理できなかった。 

 a’.* 車を修理したが，複雑すぎて，私には修理できなかった。 

 b. 新聞原稿の校正をしたが，母語話者でない私は 1 つも校正箇所を見つけられなかった。 

 b’.* 新聞原稿を校正したが，母語話者でない私は 1 つも校正箇所を見つけられなかった。 

  cf. 魚釣りをしたが，1 匹も釣れなかった。 vs. * 魚を釣ったが，1 匹も釣れなかった。 

  cf. 猪狩りをしたが，1 匹も狩れなかった。 vs. * 猪を狩ったが，1 匹も狩れなかった。 

 

(62a), (62b) に〈行為前景；状態変化背景〉の解釈が可能であるためには，NP 内の「車，新聞

原稿」が任意の対象を表示することが重要なのであるが，興味深いことに，(63) のように，「車，

新聞原稿」が NP 内にあるのであれば，それが特定の対象（「昨日田中さんがもってきた車，昨

日君が送ってきた新聞原稿」）を指すものであっても，当該の解釈を引き出すことが可能である。

ただし，(63) は，(62a), (62b) に比べ若干容認度が低い。「修理，校正」は，〈対象〉（意味役割）

の状態変化をもって限界づけられる〈達成〉のアスペクト的性質の事態を表す。ここで〈対象〉

に当たるのは「車，新聞原稿」であるが，これらが任意の車，新聞原稿を表示するのであれば，

状態変化が起きるという含意は弱まるのだから，結果として〈行為前景；状態変化背景〉の解釈

が得られる。そして，(63) のように「車，新聞原稿」が特定の車，新聞原稿を指す場合であって

も，それらが NP 内に組み込まれることによって，〈対象〉が背景化されたことになり，それに

伴って状態変化の含意も弱まるのだと考えられる。ただし，ここでの状態変化背景化の度合いは，

〈対象〉の任意化による状態変化背景化に比べて効果が弱いものであり，したがって (62a), (62b) 

と (63) の間に微妙な容認度の差が生まれるのだと考えられる。 

 

(63) a. (?) 昨日田中さんがもってきた車の修理をしたが，複雑すぎて，私には修理できなかった。 

 b. (?) 昨日君が送ってきた新聞原稿の校正をしたが，母語話者でない私は 1 つも校正箇所を見 

つけられなかった。 

 

以上の「VN をする」構文から〈対象〉の背景化が一層進んだものとして，第 2 章で取り上げ

た (17), (18)（以下に (64), (65) として再掲）の「VN をする」構文が存在する。第 2 章では，こ

れらの例を用いて，VN 名詞形は〈対象〉項を不問にすることが可能であることを確認した。VN

動詞形（「VN する」構文）の場合は，それが難しいということも分かった。そして，ここで意

図されている事態の解釈を〈行為対象背景〉と特徴づけていた。 

 

(64) a. ? これまで生きてきて，太郎は掃除したことがない。 
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 a’. これまで生きてきて，太郎は掃除をしたことがない。 

 b. ? 30 年医者をやっていて，次郎は手術したことがない。 

 b’. 30 年医者をやっていて，次郎は手術をしたことがない。 

 c. ? フリーライターの花子は取材したことがない。 

 c’. フリーライターの花子は取材をしたことがない。 

(65) a. ? 君は掃除してくれ。ぼくは洗濯するから。 

 a’. 君は掃除をしてくれ。ぼくは洗濯をするから。 

 b. ? 太郎君は取材してくれ。そして，次郎君は校正してくれ。 

 b’. 太郎君は取材をしてくれ。そして，次郎君は校正をしてくれ。 

 

(59), (60), (62) – (65) の「VN をする」構文〈対象〉項と，「VN する」構文の〈対象〉項とを比

べた際に，その統語的・意味的な卓立性に関して，以下の表 (66) に示されるような段階を成して

いる（(59a), (59b) に関しては，〈対象〉項が特定の対象を指すとも任意の対象を指すとも解釈で

きるため，(66ii) と (66iii) の両方に分類してある）。(66i) → (66ii) → (66iii) → (66iv) と進む

につれて，〈対象〉項の卓立性が減じていく。NP の格標示と卓立性の関係については，対格標示

NP と属格標示 NP を比べた際に，対格標示 NP の方が，例えば，他の格標示 NP と対立する，主

節に出現可能である，語順操作の対象になる（したがって独立性が高い），焦点化が容易である

などの理由から，これらの特徴をもたない属格標示 NP に比べ卓立性が高いと言える。また，特

定性と卓立性の関係については，特定の対象を指示する NP の方が，任意の対象を表示する NP に

比べて，具体的な時間・空間に存在する具体的な対象を指す，多様な修飾構造を利用可能である，

代名詞による照応が可能である，複合語の一部になれない，叙述名詞句になれないなどの理由か

ら，卓立性が高いと言える。 

 

(66)  〈対象〉項の卓立性 

 構文 統語的特徴と卓立性 特定性と卓立性 

i. 「VN する」構文 NP を：最も高 〈特定〉：最も高 

ii. (59a), (59b), (63) NP の：(i) より低 〈特定〉：最も高 

iii. (59a), (59b) (60a), (60b), (62) NP の：(i) より低 〈任意〉：(i), (ii) より低 

iv. (64), (65) φ：最も低 不問：最も低 

 

 

次に，ここまでの例とは別のかたちで「VN をする」構文選択の動機が高いものを取り上げる。

そのような「VN をする」構文は，(67) のようなものである。これらは，第 2 章の例 (10) に挙げ

たものである。(67a) はアスペクト制約に，(67b), (67c) はアスペクト制約にも主体性の制約にも

抵触しているのだが，容認度は決して低くはない。第 2 章では，この理由を，アスペクト制約・

主体性の制約を回避するために「VN する」構文を代わりに選択するよりも，「VN をする」構文

を選択し，VN 名詞形に特権的な（つまり，単純に対応する連用修飾形式のない）連体修飾形式

を利用することの方が優先されるからだと説明した。 
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(67) a. 無駄を省く工夫をする    〔下線筆者〕（尾谷・二枝 2011: 262, 注 12） 

 b. ぼくらは恐ろしい経験をした。 

 c. 花子は世紀の大発見をした。 

 

以下に同様の説明が可能な例を追加する。(68a), (68b), (68c) の容認度が低いのは，どれも「VN

をする」構文の主体性の制約に違反するからである。しかしながら，(68a’), (68b’), (68c’) のよう

に，「異例の，不思議な，もしもの」という修飾表現を VN に付加すると「VN をする」型の容認

度が上がる。 

 

(68) a. * 花子は新曲がヒットをした。    cf. 花子は新曲がヒットした。 

 a’. 花子は新曲が異例のヒットをした。 

 b. * 私たちは超常現象の体験をした。   cf. 私たちは超常現象を体験した。 

 b’. 私たちは不思議な体験をした。 

 c. * 世帯主が死亡をした場合に，…   cf. 世帯主が死亡した場合に，… 

 c’. 世帯主がもしもの死亡をした場合に，… 

 

以上，「VN をする」構文選択の動機が高い場合として，〈対象〉項の背景化を行う場合と VN

名詞形に特権的な連体修飾形式を利用する場合があることを述べた。 
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第 4章 出来事存在文 

 

 

1 はじめに 

存在文は言語のなかで最も基本的な構文の 1 つである。「（Y に）X がある／いる」という単

純な形式をとるが，〈存在〉という意味の抽象度の高さから，様々な意味・機能を派生させてい

る。個々のより具体的な意味・機能は，X・Y の意味的特徴，共起する要素，語順，形態・統語

的標示，コンテクストなどの要因が複雑に絡み合うことで実現される。 

数多くある存在文のなかでも，最も基本的な使用例は，次のような，物・人 (X) と物理的な場

所 (Y) との空間的関係を表すものだと言える。空間関係存在文と呼ぶ。空間関係存在文には，(a) 

のような語順をとり，X が無題標示の中立叙述文（久野 1973）である場所存在文と，(b) のよう

な語順をとり，X が有題標示を受ける所在文とがある。 

 

(1) a. 机の上にりんごがある。 

 b. 太郎は今東京にいる。 

 

(2) のように，場所 Y を必要としない存在文もある。空間関係存在文では「どこに何があるか，

どこに誰がいるか」ということが問題とされるのに対し，(2) の存在文では，X の記述（「100m

を 8 秒台で走ることのできる人間」）に該当する対象が「存在するかしないか」ということが問

題とされる。このような存在文は絶対存在文と呼ばれる（西山 1994, 2003, 2004, 2009b, c, 2012）。 

 

(2)  100m を 8 秒台で走ることのできる人間がいる。 

 

また，次のように，日本語では〈所有〉の意味が存在文の形式で表現される。(3) は空間関係存在

文と似たかたちをとっているものの，多くの点でそれとは区別されるべきものである（後述）。

これを所有文と呼ぶ。 

 

(3) a. 太郎には妹がいる。 

 b. 花子には本がたくさんある。 

 

次のような，コンテクストとの関わりが大きい存在文もある。これはリスト存在文と呼ばれる種

類の存在文で（西山 1994, 2003 など；金水 2006），コンテクストを参照して，「太郎を助けてく

れる人として，花子がいる」などのように解釈される。 

 

(4)  太郎には花子がいる。（だから，きっと大丈夫だよ。） 

 

以上に挙げた存在文は，存在物 X としてモノ名詞が現れているものであった。存在文には，(5) 

のように X に出来事名詞が現れるものもある。(a), (b) は X に SEN「運動会，事故」が現れてい

るもので，(c), (d) は X に VN「訪問，引退」が現れているものである。それぞれ，「明日近所の
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小学校で運動会が行われる」，「昨日国道 8 号線で事故が起こった」，「今年もテニス界からス

ーパースター達が引退した」のような動詞文に相当する意味を表す。 

 

(5) a. 明日近所の小学校で運動会がある。 

 b. 昨日四谷通りで大きな事故があった。 

c. 近年，M・サフィン（ロシア），〔…〕E・デメンティエワ（ロシア）などが引退した

が，今年もテニス界でスーパースター達の引退があった。 

(http://news.tennis365.net/news/today/201211/95144.html, 2013-10-05) 

 

本研究が取り上げるのは，この出来事存在文である。存在文自体は多くの蓄積をもつ研究対象

の 1 つであるが，(1) – (4) のような X にモノ名詞が現れるもの（「モノ存在文」）を中心に記述・

分析が進められてきた。例えば，久野 (1973)，Martin (1975)，益岡・田窪 (1992)，西山 (1994, 2003, 

2004, 2009b, c, 2012)，Muromatsu (1997)，金水 (2006)，日本語記述文法研究会（編）(2009) を参照

されたい。出来事存在文は，寺村 (1982)，高橋・屋久 (1984)，森山 (1988)，益岡・田窪 (1992)，

中右 (1998)，大塚 (2004)，岸本 (2005)，影山 (2011)，岸本・影山 (2011) に記述・分析があるが，

若干の言及があるだけか，〈位置〉名詞句 Y の格標示（ニ格ではなくデ格が用いられていること）

と存在動詞「ある」の意味（状態動詞ではなく動態動詞であること）への言及に留まり，これ以

上掘り下げた観察は少ない。 

本章では，まず，出来事存在文に関する先行研究の記述を追いながら，この構文の基本的な特

徴を確認する（第 2 節）。次に，SEN が X として現れる出来事存在文（「出来事存在文 SEN」）

の特徴を考察し（第 3 節），のちに VN が X として現れる出来事存在文（「出来事存在文 VN」）

の分析に進む（第 4 節，第 5 節）。 

 

2 基本的特徴 

本節では，出来事存在文一般に共通する特徴を確認しておく。モノ存在文との違いに注目しな

がら観察を進める。出来事存在文とモノ存在文との対立点は，「ある」の意味論的な特徴と，出

現しうる名詞句の意味役割，〈位置〉名詞句の格標示に現れる。以下，順に見ていく。 

出来事存在文の「ある」はモノ存在文のそれとは意味論的な特徴が異なり，〈存在〉という状

態的な意味を表すのではなく，〈発生〉という動的な意味を表す（寺村 1982；高橋・屋久 1984；

中右 1998；岸本 2005；影山 2011；岸本・影山 2011）1。「ある」の動態性（ひいては文の動態性）

は，出来事存在文のテンス・アスペクト解釈に現れ，「花子がサルサを踊る」のような動詞文と

比べたとき，出来事存在文と動的な動詞文の間に並行性が観察される。日本語では，ある文が動

的事態を表し，テンス・アスペクト形式に関して無標である場合（単純現在形），その文は〈未

来；完了〉もしくは〈現在；習慣〉のテンス・アスペクト解釈を受ける。そのため，例えば，動

詞文「花子がサルサを踊る」は，今目の前で花子がサルサを踊っている最中であるという未完了

の事態を表現できない。この場合，「踊っている」という有標の表現をする必要がある。形容詞

文「花子は忙しい」や「冷蔵庫にビールがある」のような存在文は状態的なものであり，単純現

在形が発話時に持続中の未完了の事態を表すことができる。出来事存在文は〈発生〉という動的

                                                        
1 ただし，出来事発生文の「ある」が〈存在〉の意味を表すこともある。このことは，3.2 節で触れる。 
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な事態を表すため，「花子がサルサを踊る」と同じく〈未来；完了〉または〈現在；習慣〉の解

釈を受ける（例 (6)）（影山 2011；岸本・影山 2011）。したがって，眼前事態描写のように，発

話時に進行中の事態を出来事存在文単純現在形で表現することもできない（例 (7)）（中右 1998）。

それでは「-tei-」のような未完了を表す接辞を付ければいいかというと，共通語においてはそれが

可能ではない（「* あっている」）。 

 

(6) a. （明日）近所の小学校で運動会がある。  〈未来；完了〉 

 b. 国道 8 号線で（よく）事故がある。  〈現在；習慣〉 

(7) a. 【公園で運動会が行われているのを見て】* お，運動会がある。 

b. 【浜辺で結婚式が行われているのを見て】* お，結婚式がある。 

 c. 【少年たちが部活動をしているのを見て】* お，サッカーの練習がある。 

  cf. 【冷蔵庫にビールがあるのを見て】お，ビールがある。 

 

次に，出来事存在文に出現する名詞句の意味役割および〈位置〉名詞句の格標示に注目する。

(8) のように，出来事存在文は，事態の成立する〈位置〉を表す名詞句だけではなく，移動物の移

動が始まる場所〈起点〉や移動の末にたどり着く場所〈着点〉を表す名詞句とも共起可能である

（中右 1998）。 

 

(8) a. 明日近くの公園で運動会がある。     〈位置〉 

b. 昨晩遅く娘の家に○☓電力と名乗る男の訪問があった。 〈着点〉 

 c. 一昨日 10 年ぶりに次郎から連絡があった。   〈起点〉 

 

モノ存在文は，〈存在〉という状態的な事態の意味論的性格上，移動という動的な事態の構成員

である〈起点〉や〈着点〉をとりえない。もちろん，モノ存在文は〈位置〉を表す名詞句はとれ

るが，出来事存在文との違いは，前者においては〈位置〉名詞句はニ格で標示されるのに対し，

後者ではデ格が用いられるということである。以下の例に見られるように，その逆は文の容認度

を下げる結果となる。 

 

(9)  明日近くの公園｛で／* に｝運動会がある。 

(10)  冷蔵庫｛に／* で｝ビールがある。 

 

〈位置〉名詞句の格標示がモノ存在文と出来事存在文で異なるという事実は，存在文のみに適

応されるような局所的なルールに基づくものではなく，文一般に適応されるより広範なルール，

すなわち，状態的事態の成立する〈位置〉を表す名詞句はニ格標示を，動的事態の成立する〈位

置〉を表す名詞句はデ格標示を受けるというルールに基づく。次例がこのことを示している。 

 

(11) a. 息子は北海道｛に／* で｝住んでいる。 

 b. スズメが電線の上｛に／* で｝止まっている。 

 c. 校門の前｛に／* で｝一本の桜の木が立っている。 
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(12) a. 息子は北海道｛で／* に｝スキーをしている。 

 b. スズメが電線の上｛で／* に｝遊んでいる。 

 c. 校門の前｛で／* に｝不良が騒いでいる。 

 

(11) は動詞文ではあるが意味的には空間関係存在文に近く，「Y に X がいる／ある」という静的

な事態がその存在様態の情報「住んでいる，止まっている，立っている」とともに提示されてお

り，その静的事態の成立場所「北海道，電線の上，校門の前」がニ格で標示される。(12) も動詞

文の例であるが，これらの文は動詞文らしく「X が何かをする」という動的な事態を表しており，

その動的事態の成立場所がデ格で標示される。 

以上，「ある」の意味論的な特徴，出現しうる名詞句の意味役割，〈位置〉名詞句の格標示に

注目し，モノ存在文と比較しながら出来事存在文の基本的な特徴を確認した。 

 

3 単純事態名詞の出来事存在文 

本小節では，まず，出来事存在文 SENの基本的な機能を，場所存在文の形式をとる場合と所在文

の形式をとる場合とに分けて確認する（3.1 節）。次に，「ある」の特徴を，「起こる，行われる，

実施される」など，広義の〈発生〉を表し，より実質的な意味をもつ動詞と比べることで掘り下

げていく（3.2 節）。 

 

3.1  基本的特徴・機能 

本節冒頭の (5a), (5b) に加えて，(13) に出来事存在文 SENの例を挙げる。出来事存在文 SENは，

「ある」が「起こる，発生する，行われる，実施される」等にパラフレーズできるような動的な

意味をもつ。基本的に「時間表現-に 場所表現-で EN-が ある」という場所存在文（(1a) 参照）

の形式をとり，ある出来事の発生を述べて，その出来事を談話内に導入する。 

 

(13) a. 9 時に大講堂で卒業式があります。 

 b. 昨日渋谷で原発廃止を求めるデモがあったらしい。 

 c. 昨日白馬スキーリゾートで雪崩があった。 

 d. 金曜日に本山大学で火事があった。 

 

この場合，その出来事は不定であってもよいし，次のように定であってもよい。しかし，その出

来事は発話時点で話題にのぼっているものであってはならない。この点は，モノ名詞の場所存在

文にも観察される制約である（西山 (1994, 2003) 参照）。 

 

(14) a. 娘がアメリカから帰国した次の年に，9・11 テロがあった。 

 b. 1773 年 12 月 16 日に，ボストン茶会事件があった。 

 

出来事存在文 SENには，(15) のように，X を主題に立てた所在文（(1b) 参照）の形式も可能で

ある。モノ名詞の所在文がある特定のモノを話題に取り上げて，そのモノの所在場所を述べるの

と並行して，出来事名詞の所在文も，ある特定の出来事を話題に取り上げて，その出来事の発生
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場所を述べるものである。発生場所としては，(15a), (15b) のように時間・空間の両方がコメント

位置に現れることもあれば，(15c), (15d) のように時間・空間のどちらか一方だけが現れることも

ある。 

 

(15) a. 卒業式は 9 時に大講堂である。 

 b. 懇親会は 6 時から南部食堂である。 

 c. 今年秋の言語学会は九州大学である。 

 d. 昨日の勉強会は朝 8 時からあった。 

 

ただし，予定・計画が可能でないような出来事の発生場所を問題にする場合は，所在文の使用

に制限がある。例えば，(16) の出来事存在文の容認度は決して高いとは言えない。 

 

(16) a. ?? （その）事故は昨日四谷通りであった。 

 b. ?? （その）雪崩は昨日白馬スキーリゾートであった。 

 c. ?? （その）火事は金曜日に本山大学であった。 

 

(16) の容認度が低いのは，X「事故，雪崩，火事」が主題となるための条件を満たしていないか

らである。基本的に，ある名詞句が主題となるためには，文脈や発話場面，常識・知識等に支え

られて，その名詞句がどの対象を指しているのかが話し手・聞き手の両者にとって特定できるも

のでなければならない（柴谷 (1978)，寺村 (1991)，益岡・田窪 (1992)，堀口 (1995)，丹羽 (2006) 

参照）。(17a) – (17c) の〈特定個体を指示する〉固有名詞句・指示詞付き名詞句，〈集合の要素

全体を表示する〉総称名詞句，〈集合の特定要素を指示する〉確定記述句はこの条件を満たすも

のであり，主題として適格である（堀口 (1995)，丹羽 (2006) 参照）。一方，(17d), (17e) の〈不

特定個体を指示する〉不定名詞句，(17f) の〈集合の不特定要素を指示する〉「セールスマン」は

この条件を満たさないため，主題として不適格である（堀口（同），丹羽（同）参照）。 

 

(17) a. ｛太郎／あの人｝は今東京にいる。 

 b. 雪は白い。 

 c. 昨日家に来たセールスマンは，実は詐欺師だった。 

 d. * 今日，ある人は私のところを訪ねてきた。 

 e. * 誰は勝った？ 

 f. ?? 昨日，セールスマンは家に来た。 

 

(16) における「事故，雪崩，火事」は，定であるようなコンテクストを想定するのは困難であり，

(17f) の「セールスマン」と同様に〈集合の不特定要素を指示する〉ものである。その理由は次の

ようである。この種の出来事は予定・計画ができるものではない。つまり，発生以前にその出来

事の事例に言及して，その事例の特定化を促すことはできない。特定される可能性があるとすれ

ば，それは出来事が発生したあとのことだが，ただ単に「ある出来事が発生した」と述べるだけ

では特定されるはずはない。様々な空間・様々な時間において「事故，雪崩，火事」は起きてい
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るからである。したがって，どこで起こったのか，そしていつ起こったのかという情報が特定化

に必要となる。実際にそのような記述が連体修飾のかたちで現れている (18) の「事故，雪崩，火

事」を主要部とする名詞句は〈集合の特定要素を指示し〉，主題として適格である。 

 

(18) a. 昨日四谷通りであった大きな事故は，花子のトラウマになった。 

 b. 昨日白馬スキーリゾートであった雪崩は，多くの死者・行方不明者を出した。 

 c. 金曜日に本山大学であった火事は，研究室内での寝たばこが原因だったようだ。 

 

一方で，(16) の文では，「事故，雪崩，火事」の特定に必要な記述が題述構造のコメント位置に

現れている。すなわち，(16) は，X の特定に必要な記述が提示される前に，X が主題に立てられ

ているという奇妙な構造になっているのである。また，今仮に何らかの理由で (16) の「事故，雪

崩，火事」が特定された出来事であると考えると，すでにこれらの出来事はいつ・どこで発生し

たかが言及されているはずであり，コメント位置で発生時間・空間を述べているこの文は情報量

がないことになる。 

(16) のような予定・計画の不可能な出来事とは異なり，(15) における「卒業式，懇親会，言語

学会，勉強会」は定であるコンテクストが想定しやすい。これらの出来事は予定可能なものであ

るため，それが現実世界で実際に成立し，発生時間・空間が提示される以前から，計画上の存在

物として特定されうるからである。換言すれば，(16) の「事故，雪崩，火事」とは違って，特定

化の手段として，出来事の実際の発生・発生時間・発生空間に言及する以外の手段が許されてい

るということである。例えば，卒業式は基本的にすべての学校で予定され毎年同じ時期に行われ

るのだから，「特定の学校における，特定年度の卒業式」として，発生・発生時間・発生空間に

関するコメント以前にすでに特定されているものと見なすことができる2。 

 

3.2  「ある」のアスペクト的特徴 

3.1 節冒頭で，出来事存在文 SENの「ある」が「起こる，発生する，行われる，実施される」な

どにパラフレーズできるような動的な意味をもつことを述べた。本研究では，「ある」のこの動

的な意味を「〈発生〉」というメタ言語で表現している。本小節では，この〈発生〉という意味

について，アスペクトの観点から，より正確に規定しておきたい。 

中右 (1998) は，動的な「ある」を「局面動詞」として特徴づけている。局面動詞は，「〈事態

の発生・進展・終結〉という典型的に 3 つの時間的局面のいずれかを記述する」（中右 1998: 18）。

「始まる」は〈発生局面〉を，「続く」は〈進展局面〉を，「静まる，収まる」などは〈終結局

面〉を記述する動詞である。中右 (1998) は，次のような「ある」は，「始まる」と同じく〈発生

局面〉を記述するものだとしている。 

 

(19)  大講堂で卒業式がある。 （中右 1998: 8） 

 

                                                        
2 ただし，小説の冒頭で「事故は，夕方 6 時，人通りの少ないオフィス街の一画であった」のような文が使用され

ることは十分に想定される。この場合の「事故」は，小説内ではじめて言及があるにもかかわらず，読み手には

この指示対象をすでに特定されたものと見なすことが要求される。小説内では，特定化に関わる制約が，現実世

界での会話に課せられる制約に比べてゆるい（町田 1999）。 
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注意しておかなければならないのは，本研究が「ある」の動態性を表すために用いている「〈発

生〉」というメタ言語は，中右 (1998) の使用する「〈発生局面〉」という用語の「発生」が意味

するものとは異なるということである。本研究は，「ある」が記述するのは事態の「〈発生局面〉」

ではなく，事態全体であると考える。すなわち，動的な「ある」は，中右 (1998) のいう〈発生局

面〉も〈進展局面〉，〈終結局面〉も記述することができず，それらすべての局面を含む事態全

体が起こる／起こったことを記述する動詞である。本研究は，この意味で「〈発生〉」というメ

タ言語を使用する。中右 (1998) の使う「〈発生局面〉」をここでは「〈起動局面〉」と呼び換え

る。また，ある動詞（それが局面動詞でなくても）が事態の〈起動局面〉を記述する場合，その

ことを「事態の〈起動〉を表す」と表現する3。以下で，「ある」のアスペクト的特徴を見ていく。 

(20) の例では，いずれも「ある」の使用は容認されない。(20’) から分かるように，「暴動があ

る」，「東海大地震がある」，「早食い大会がある」という共起関係自体に問題はない。 

 

(20) a. 【自分の屋敷に村人が武器をもって押し寄せてきて】 

大変だ！暴動が｛* あった／起こった｝ぞ！ 

 b. 【建物が大きく揺れて】ついに東海大地震が｛* あった／起こった｝か！ 

 c. 【大会開始の合図が鳴って】今，早食い大会が｛* ありました／始まりました｝！ 

 d. 【式に遅れそうな友達に】早くしろ！卒業式が｛* ある／始まる｝ぞ！ 

(20’) a. 昨日，隣の村で暴動があったらしい。 

 b. 太郎が帰国した次の年に，東海大地震があった。 

 c. 先週，小学校の体育館で早食い大会があった。 

 d. 午前 10 時に大講堂で卒業式がある。 

 

(20) と (20’) には，「ある」に〈起動局面〉を取り上げることが求められているかどうかという

違いがある。(20) では，「暴動，東海大地震，早食い大会，卒業式」と名づけられる出来事の一

番はじめの部分，すなわち，世界に出現するという事態が成立した／することが述べられている。

世界の状況が，当該の事態を含まない状態から含む状態に変化した／することを述べているとも

言える。このように出来事の〈起動局面〉に焦点が当てられている場合，「ある」の使用は適さ

ない。「起こる，始まる」であれば，適切に〈起動局面〉を描写することができる。一方 (20’) で

は，指定された時間範囲内「昨日，太郎が帰国した次の年，先週，午前 10 時」において「暴動，

東海大地震，早食い大会，卒業式」という出来事の全体が成立したことが述べられているが，こ

のような事態を描写するために「ある」を使用することは問題ない。 

「ある」が〈起動局面〉を記述することができないというのは，次の例からも確認できる。 

 

(21) a. 1939 年に，第二次世界大戦が｛*/# あった／起こった／始まった｝。 

 b. 10 時 45 分ぴったりに卒業式が｛* あった／始まった｝。 

 

(21a) は 6 年間にわたる第二次世界大戦が 1939 年に始まったことを述べるものであり，「ある」

                                                        
3 「局面

．
」という言葉を用いているが，便宜上，局面は必ずしも幅のある時区間に成立する事態部分である必要は

なく，時点
．
に成立する事態部分（例：〈変化〉）であってもよいものとする。 
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には〈起動局面〉を取り上げることが求められる。しかし，「ある」は〈起動局面〉を記述でき

ないため，この文での使用は容認されない。また，「ある」を用いた場合は，指定された時間範

囲内「1939 年」において出来事「第二次世界大戦」の全体が成立するということを表すが，第二

次世界大戦は 1945 年まで続くため，事実に反する内容の文となってしまう（この意味で「#」を

付している）。(21b) において「ある」が容認されないのも，「ある」が〈起動局面〉を記述でき

ないからだと説明される。 

今度は，「ある」が事態の〈起動局面〉を取り上げることができないという事実について，言

語表現との共起関係から確認しよう。ここで取り上げる言語表現は，「突然」と「～すれば」の

2 つである。まず，「突然」と共起する場合を見る。「突然」は，ある事態の起動のし方につい

て述べる副詞的表現で，その事態がある人物（通例は話者）の予期せぬ時に起こる／起こったこ

とを表す。例えば，(22a), (22b) のように使われる。「壊れる，切れる」は到達動詞であり，〈変

化〉（＝〈起動局面〉）と〈状態〉を事態のなかに含む。「泣く，笑う」は活動動詞であり，活

動の開始点として〈起動局面〉を事態のなかに含む。一方で，(22c), (22d) が表すような状態的事

態は，〈変化〉（＝〈起動局面〉）を事態の一部分として含まないため（町田 (1989)，Smith (1991) 

参照），「突然」による修飾は認可されない。(22d) は「悪くなった，いなくなった」のように，

「なる」の補助によって〈起動〉を表現することができる。 

 

(22) a. 突然，テレビが壊れた。／突然，電池が切れた。 

 b. 突然，子どもが泣いた。／突然，花子が笑った。 

 c. * 突然，テレビが壊れている。／* 突然，電池が切れている。 

 d. * 突然，機嫌が悪い。／* 突然，ポチがいない。 

 

出来事存在文と「突然」の共起に関しては，(23) に見るように，容認度は高くはない。「起こる」

と「突然」との共起はまったく問題がない。 

 

(23) a. 突然，暴動が｛?? あった／起こった｝。 

 b. 突然，戦争が｛?? あった／起こった｝。 

 c. 突然，地震が｛?? あった／起こった｝。 

 d. 突然，土砂崩れが｛?? あった／起こった｝。 

 e. 突然，砂嵐が｛?? あった／起こった｝。 

 

次に，条件節「～すれば」と共起する場合を見る。「A すれば，B」は A が動的な事態である

場合，A の事態の成立が原因となって，B の事態が〈起動〉することを表す。この場合に，B が

〈起動局面〉をもたないような事態であると，「A すれば，B」は成立しない。このことは，(25) 

から確認できる。 

 

(24) a. そんな乱暴に叩けば，テレビが壊れる。／そんな重いデータをダウンロードすれば，電 

池が切れる。 

 b. そんな大声で騒げば，子どもが泣く。／面白い顔をすれば，花子が笑う。 
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 c. * そんな乱暴に叩けば，テレビが壊れている。／* そんな重いデータをダウンロードす 

れば，電池が切れている。 

 d. * ジャイアンツが負ければ，機嫌が悪い。／* これ以上エサを減らせば，ポチがいない。 

 

出来事存在文と条件節「～すれば」の共起に関しては，(25) に見るように，容認度は高くはない。

「起こる」と「突然」との共起はまったく問題がない。 

 

(25) a. これ以上賃金を下げれば，暴動が｛?? ある／起こる｝。 

 b. この町を攻撃すれば，戦争が｛?? ある／起こる｝。 

 c. この状態で大雨が降れば，土砂崩れが｛?? ある／起こる｝。 

 d. この暑さが明日も続けば，雪崩が｛?? ある／起こる｝。 

 e. これ以上過酷な労働をさせれば，事故が｛?? ある／起こる｝。 

 

以上，中右 (1998) が動的な「ある」を〈起動局面〉を記述する局面動詞と特徴づけたことに対

して，本研究は，動的な「ある」は事態の全局面の〈発生〉を表すものであり，〈起動局面〉の

みを取り上げることができないことを論じた。この事実は，「ある」の典型的な意味が〈存在〉

であることと関係がある。出来事存在文の「ある」に動態動詞的特徴が観察されることを本節冒

頭で述べたが，この「ある」が〈起動〉の意味を表すことができないというのは，典型的な状態

的〈存在〉の意味から，動的〈発生〉の意味への拡張が不完全だということを示唆している。こ

の観察を支持する言語事実として，(26) のように，出来事存在文の「ある」は〈存在〉の意味に

移行しうる。 

 

(26) 本当は 4 時からこの部屋で会議があったんですが，さきほど，突然キャンセルになり

ましたので，ご自由にお使いいただいてかまいません。 

 

もし，(26) の「ある」が〈発生〉の意味であるならば，会議がなくなったことを述べる後続の文

の内容と矛盾する。むしろ，この「ある」は「会議」という〈予定〉の〈存在〉を表しており，

当該の予定が「あった」，つまり過去のものとなったと述べることで，ここではその予定が破棄

されたことを意味している。 

(26) の例には，もう 1 つ注目すべき点がある。それは，場所表現の格標示である。(26) の「会

議」が〈予定〉を表し，「ある」が〈存在〉を表すと考えなければ，(26) の出来事存在文の〈予

定の破棄〉という意味解釈を説明できないことは確かである。しかしながら，場所表現「この部

屋で」の格標示は，「会議があった」が動的な事態であることを示している。「ある」の〈存在〉

の意味と〈発生〉の意味は敵対的ではないのだろうか（第 1 章 3.1.1 節参照）。しかし，もし「あ

る」のこの 2 つの意味がまったく敵対的でないならば，(27) の容認度の低さを説明できない。 

 

(27)   * 昨日太郎から黒色の電話があった。 

 

(26) と (27) の容認度の差は，「X がある」の X に注目して説明されるべき現象である。(27) が
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容認されないのは，「電話」の〈モノ〉の意味と〈出来事〉の意味が敵対的だからである。つま

り，これらは完全な意義《モノ》・《出来事》として存在する。これら敵対性の高い 2 種類の意

味を表現するための「ある」の〈存在〉の意味と〈発生〉の意味も，当然敵対性が高まる。一方

で，(26) が容認されるのは，「会議」の〈出来事〉の意味と〈予定〉の意味が敵対しないからで

ある。つまり，〈予定〉の意味は，《出来事》を表す「会議」の断面義［予定］として存在する

と考えられる。断面義［予定］を表現するための「ある」の〈存在〉の意味は，《出来事》を表

現するための「ある」の〈発生〉の意味とは敵対性が低いのである。 

 

4 動名詞の出来事存在文 

本小節で見る出来事存在文 VNには，出来事存在文 SENのときよりも注意深い観察・分析が求め

られる。それは，SEN とは異なり，VN が項構造をもつために，その項が文内にどのように実現

されるのか（またはされないのか）ということに配慮する必要があるからである。例えば，VN「破

壊」は〈動作主，対象〉の 2 項をとる。この 2 項は，能動の「VN する」構文においては，(28a) の

ように文内に明示されるか，あるいは，(28b) のように文中に現れていない項があったとしても，

その項はコンテクストを頼りに特定されるものであり，そうでなければその文は不適格である。 

 

(28) a. 軍が聖像を破壊した。 

 b. （φ が）聖像を破壊した。 

 

しかしながら，(29) のように，この VN が出来事存在文で用いられた場合，(28b) とは異なり，

〈動作主〉項が明示されない場合でも，それは不問とされ，コンテクストから特定できないよう

なことがあっても，それは問題ではない。 

 

(29) 今に残るビザンテｲン建築を代表する建造物だが，建造後は安泰ではなかった。まず何

度も，大地震に襲われている。建造直後の 557 年と，989 年，1344 年の地震では，ド

ームが崩れ，壁に亀裂が入るなど，ひどい被害だった。その度に，柱を加えてドーム

を支え，壁を補強しと，大々的な修復作業が行われた。2 番目は，726 年の聖像禁止令

をきっかけに，大聖堂内の聖像の破壊があったのだ。 

(http://homepage2.nifty.com/aquarian/Travel/Travel1/Crs11_4.htm, 2013-11-09) 

 

(28), (29) の対比から，出来事存在文の VN の項は，その実現に関して，「VN する」構文の VN

とは異なる特徴を見せることが分かる。出来事存在文 VNの分析は，VN と項実現，そして構文の

意味・機能との関係に十分な注意を払って進められるものでなければならない。その際に，他の

関係する構文（例えば，(28) のような能動の「VN する」構文）との対比を通して記述を進めて

いくことが望ましい。 

出来事存在文 VNについて，まずは，(29) の特徴を掘り下げていこう。(29)（(30a)）は，パラフ

レーズとしては，「VN する」構文の (30b) よりも，受動文の (30c) に近い。この事実は，出来

事存在文 VNが受動文と同様に〈動作主の背景化〉という機能をもつことを示唆している。 
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(30) a. 726 年の聖像禁止令をきっかけに，大聖堂内の聖像の破壊があった。 

 b. 726 年の聖像禁止令をきっかけに，大聖堂内の聖像を破壊した。 

 c. 726 年の聖像禁止令をきっかけに，大聖堂内の聖像が破壊された。 

 

次のように，(29) の出来事存在文 VNは〈動作主〉を明示することも可能であるが，受動文でもそ

れは可能である。どちらも〈動作主〉は「～による」という形式（前者では連体形，後者では連

用形）で標示される。 

 

(31) a. 軍による聖像の破壊があった。 

 b. 聖像が軍によって破壊された。 

 

もちろん，出来事存在文 VN には受動文と異なる側面がある。まず，統語的な特徴に注目すると，

受動文では〈対象〉の「聖像」が主語になっているが，出来事存在文 VNにおいては，VN「破壊」

を主要部とする名詞句が主語になっており，〈対象〉の「聖像」はこの名詞句内に属格標示を受

けて組み込まれている。この統語的特徴の違いは，前者が〈対象〉（「聖像」）に対する叙述（「破

壊された」）を行っており，後者が出来事（「聖像の破壊」）に対する叙述（「あった」）を行

っているという機能的特徴の違いに反映される。この機能的特徴の違いは，〈対象〉の談話上の

ステータスに影響を与える。受動文の場合は，その「〈対象〉に対して叙述をする」という機能

的な構造により，(32a) のように談話的条件さえ整えば，〈対象〉名詞句を主題としたトピック-

コメント構造に容易にシフトすることが可能である。〈対象〉を話題とする同様の談話状況で，

あえて〈対象〉を主題にしないという手段は有標的であるため，何らかの特別な理由がない限り 

(32b) は容認度が低い。〈対象〉を名詞句内に組み込んだままの (32c) のような出来事存在文 VN

も，これと同じ理由で容認度が低いのだが，(32d) から分かるように，出来事存在文 VNは (32a) の

ような有題形式をとることもできない。(32d) の容認度が低いのは，出来事存在文 VNにおいて，

〈対象〉NP ではなく，VN を主要部とする NP が主語という統語上特別な地位を与えられており，

それが機能的には叙述の対象となっているにもかかわらず，わざわざ〈対象〉名詞句を主題化す

ることによって〈対象〉を叙述の対象とすることは，そのような機能的役割を本来的に担う受動

文の存在を考えると，合理的ではないからだろう。 

 

(32) a. 非常に美しい聖像が多くあったが，聖像禁止令をきっかけに，それらは破壊された。 

 b. ? 非常に美しい聖像が多くあったが，聖像禁止令をきっかけに，それらが破壊された。 

 c. ? 非常に美しい聖像が多くあったが，聖像禁止令をきっかけに，それらの破壊があった。 

 d. * 非常に美しい聖像が多くあったが，聖像禁止令をきかっけに，それらは破壊があった。 

 

以上の議論を総合すると，出来事存在文 VNは，機能的には〈出来事の前景化〉を行う構文であ

ると結論づけられる。出来事の前景化に伴って〈動作主の背景化〉も起こり，この点で受動文の

機能領域と重なる部分がある（(30) 参照）。しかしながら，〈対象〉の扱いに関しては，受動文

がそれを主語とし，かつ叙述の対象として据える一方で，出来事存在文 VNでは，その統語上の地

位は低く（属格標示），叙述の対象としてではなく，単なる出来事の参与者として現れているに
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過ぎない。 

以下に，(29) と同様に〈動作主の背景化〉の機能を果たしている出来事存在文 VNの例を挙げる。

〈対象〉NP の「著名人，2 万人の軍人捕虜と数千人の民間人，フランス人技術者」はどれも不定

であり，談話上の新情報であるため，話題の地位は与えられていない。 

 

(33) a. この秋，ロシアでは既に 3 件の著名人の暗殺があった。9 月 13 日○○・ロシア中 

央銀行副総裁が，10 月 8 日女性ジャーナリスト，××さんがモスクワで暗殺された。 

〔人名秘匿筆者〕(http://www.k2.dion.ne.jp/~soyuz/hitori200610.htm, 2013-11-10) 

 b. しかし南京においては「数多くの関係者に質問し，自分の体験や見聞も含めて推定した 

数」として 2 万の軍人捕虜と数千の民間人の殺害があったと主張したが，〔…〕。 

（「南京大虐殺論争」『ウィキペディア』, 2013-11-10） 

 c. Nigeria 北東部はまだまだきな臭いが，北西部は落ち着いてきたじゃないかーなんてお 

もっていたら，爆弾テロ騒ぎがあり，これでしばらくはまた北部に出張に行くのは難し

いかなーとおもったところでしたが，今度はフランス人技術者の誘拐があったそうです。 

 (http://buzzaholic.jugem.cc/?eid=1879, 2013-11-10) 

 

これらの例の出来事存在文 VNはどれも，次のように受動文にパラフレーズすることができる。 

 

(33’) a. この秋，ロシアでは既に 3 人の著名人が暗殺されている。 

 b. 2 万の軍人捕虜と数千の民間人が殺害されたと主張したが，…。 

 c. フランス人技術者が誘拐されたそうです。 

 

しかしながら，先にも述べたように，出来事存在文 VNと受動文は，根本的には機能的な目的が

異なるため，(34a) のように，対応する受動文をもたない出来事存在文 VN が存在するのももっと

もなことである。この例が示しているのは，出来事存在文 VNには，〈対象の背景化〉も可能だと

いうことである。(34a) では，誰が暗殺したのか，誰が暗殺されたのかということは不問にされ，

とにかく「暗殺」と名づけられるような出来事が起こったことだけが述べられている。この〈対

象の背景化〉という機能も，〈動作主の背景化〉という機能がそうであったように，〈出来事の

前景化〉という一次的な機能の副産物である。(34a) のような談話的状況で，(34b) のように受動

文を使用するのは，〈対象〉についての叙述を行う受動文の機能を無視するに等しく，容認され

ない。 

 

(34) a. インドの暗殺は，マハトマ・ガンジーや，ネルーの娘インディラ・ガンジーなど，相次 

いでいた。中国も民国時代の初期に暗殺があったが，その後なくなった。文化大革命で

多くの人が命を落としたが，暗殺はなかった。 

(http://m.webry.info/at/alzheimer/201305/article_2.htm?i=&p=&c=s&guid=on, 2013-11-10) 

 b. # インドの暗殺は，マハトマ・ガンジーや，ネルーの娘インディラ・ガンジーなど，相次 

いでいた。中国も民国時代の初期に暗殺されたが，…。 
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ここまで見てきた出来事存在文 VNの VN は，典型的な他動詞的 VN であった（「破壊，暗殺，

殺害，誘拐」）。これらの VN は受動文を形成することができ，受動文と出来事存在文 VNに機能

的な共通点が観察されたため（〈動作主の背景化〉），両構文の異同を問題にしてきた。しかし

ながら，出来事存在文 VNには，非典型的な他動詞的 VN も現れるし，自動詞的 VN さえ現れるこ

とがあり，そのような例においては，もはや受動文との比較は意味を成さない。次の (35) がその

ような出来事存在文 VNの例である。(a) – (c) の VN「引退，出発，退院」は他動詞文の形式「～

が～を V」をとりはするものの，ヲ格 NP は受影性 (affectedness) が低く，〈対象〉とは見なされ

ない。むしろ，〈起点〉と見なされるものである。これらは，他動性の低い事態を表す VN だと

言える。このような事態は受動文を形成できないか，もしくは，迷惑受身の解釈をもつ受動文に

なる。迷惑受動文として成り立つ場合であっても，それは出来事存在文 VNとは意味・機能的に大

きく異なるものであるため，両者を比較する意味はほとんどない。(d) – (f) の「到着，爆発，減少」

も自動詞的 VN であるため，迷惑受動文しか形成できない。 

 

(35) a. 近年，M・サフィン（ロシア），〔…〕E・デメンティエワ（ロシア）などが引退した 

が，今年もテニス界でスーパースター達の引退があった。 = (5c) 

 b. JR 貨物石巻港駅から，隣接する日本製紙石巻工場までの専用線（延長 2 キロ）の敷設 

工事が終了し 14 日，同工場内で再開を祝う式典と復興第 1 便の出発があった。 

(http://www.sanriku-kahoku.com/news/2013_02/i/130215i-senyosen.html, 2013-11-10) 

 c. 当時のわが国の老人医療は悲惨そのものであった。典型的な 1 つの例に，埼玉県の M 

病院事件がある。200 床の老人病院で，毎年 400 名の退院があったという。そのほとん

どが，死亡退院。 (http://www.kamikawa-hospital.com/lecture.html, 2013-11-10) 

 d. 届出書の受理又は不受理の通知は，届出書の到着があった日から 40 日以内に届出者に 

到着するように事務処理を行うものとする。 

(http://www.city.chikusei.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r156RG00000513.html, 2013-11-11) 

 e. 欧州規格 EN1127-1 及び 14460 ならびにドイツ技術者協会指針 VDI2263 に準拠して設 

計，製造，検査された耐爆発圧力衝撃構造の流動層乾燥機は想定される可燃性物質の爆

発があった場合に，装置が破壊されることなく，安全に封じ込める構造であるとの見解

が出されました。 (http://www.powrex.co.jp/product/model/gpcgwsg.html, 2013-11-11) 

 f. 7 月分の販売電力量，59 億 2700 万 kWh，対前年比 100.1%の実績となりました。気温 

が低く推移したことによる冷房需要の減少があったものの，東日本大震災の影響で販売

電力量が大幅に減少した前年７月からの反動などにより，5 カ月連続で前年実績を上回

りました。 (http://www.tohoku-epco.co.jp/news/supply/1184026_1068.html, 2013-11-11) 

 

(35) の VN はどれも「NP の VN」という句を形成しており，NP が〈主題〉(theme) であるような，

VN の意味上の主語である。これらの出来事存在文 VNは，次のような能動の「VN する」構文と

意味的に対応している。 

 

(35’) a. 今年もテニス界をスーパースター達が引退した。 

 b. 復興第 1 便が出発した。 
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 c. 200 床の老人病院で，毎年 400 名が退院したという。 

 d. 届出書が到着した日から 40 日以内に…。 

 e. 想定されているように可燃性物質が爆発した場合に，…。 

 f. 気温が低く推移したことによって冷房需要が減少したものの，…。 

 

しかしながら，能動の「VN する」構文は「誰が何をした／するか」ということを問題とする構

文であり，〈動作主〉であれ〈主題〉であれ，その主語指示対象の背景化が難しい。(28) を例に

説明したのと同様に，主語指示対象を不問にしておくことはできず，それが文中に明示されてい

なくても，コンテクストから特定されることが求められる。(36) のように，主語指示対象がコン

テクストから特定できない場合（何が爆発したのか分からない場合），(b) のような能動の「VN

する」構文の使用は不適格である。一方で，このような談話的状況において，(36a) のように，出

来事存在文 VN の使用は問題ない。既述の通り，出来事存在文 VN の機能は〈出来事の前景化〉で

あるため，ある出来事の発生のみに言及し，その出来事の参与者を不問にするということは当然

可能である。 

 

(36) a. 市によると，22 日午後 5 時半ごろ，生ごみの焼却灰を炉から移送するコンベヤー付近 

で爆発があった。 （「毎日 jp」，2013-11-12） 

 b. # 市によると，22 日午後 5 時半ごろ，生ごみの焼却灰を炉から移送するコンベヤー付近 

で爆発した。 

 

出来事存在文 VNの〈出来事の前景化〉という機能と，VN が，「VN する」構文のように動詞

の一部となるのではなく，名詞として提示されることには合理性がある。出来事存在文は出来事

に注目が集まる構文なのだから，その出来事がどのようなものであるかを詳細に説明する手段が

豊富に用意されていてしかるべきであるが，実際に，名詞として提示される出来事存在文の VN

には，形容詞，「～の」，関係詞節などの，動詞がとれないような様々な連体修飾表現が利用可

能である。VN に接辞を付加したり，VN を他の語と複合させたりするによって，出来事に説明を

加えることもできる。以下に挙げる (37) はこれらの表現手段を伴ったものである（(35e), (35f) も

参照）。 

 

(37) a. 柏市南増尾の清掃工場「市南部クリーンセンター (CC)」の焼却灰を運ぶコンベヤー付 

近で 10 月 22 日に小規模の爆発があり，市が炉の稼働を停止していることがわかった。 

（「毎日 jp」，2013-11-12） 

 b. 医師は「60 年前に広島で（原爆による）大虐殺があったが，（シリアでは）同じよう 

な虐殺が，今でも毎日起こっていますよ。もちろん核兵器ではありませんが，化学兵器・

大砲・戦車などあらゆる兵器で」と述べた。 

（「フジニュースネットワーク」，2013-11-12） 

 c. 先日，うちの職場で課内結婚があったのですが，発表まで全く気付きませんでした。 

(http://okwave.jp/qa/q7974934.html, 2013-11-12) 
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以上，出来事存在文 VN を能動／受動の「VN する」構文と比較し，VN とその項の関係につい

て，〈前景〉・〈背景〉という概念を用いて記述・整理してきた。そして，出来事存在文 VNの統

語的な特徴，すなわち VN が主語であること，および名詞として機能するために様々な修飾表現

の付加が許されることと，〈出来事の前景化〉という機能的な特徴に対応関係があることを論じ

た。 

 

5 〈義務予定〉の出来事存在文 

本節では，ここまで観察してきたものとは特徴の異なる出来事存在文 VN の分析に移る。以下 

(38) がその例である。(38) の出来事存在文 VNは，〈活動〉のアスペクト的性質をもつ VN が現れ

ているという点で 1 つ，これまで見てきたものとは異なる。しかしながら，前節で見た出来事存

在文 VNとの間には，それ以上の違いが存在する。観察をはじめる前に 1 つ注意しておくと，ここ

で取り上げる出来事存在文 VNは，「（私は，）放課後，音楽室でピアノの練習があった」のよう

に主題の人名詞が省略されたものと解釈することもできるが，本小節で（および本章全体で）意

図しているのはこの解釈ではない。この解釈においては，この構文は，次章で見る出来事予定文

と見なされる。 

 

(38) a. 放課後，音楽室でピアノの練習があった。 

 b. 昨日，公園の掃除があったようだ。 

 c. 明日，火災報知機の点検がある。 

 d. 先週，本棚の整理があったみたいだから，その本はここにはないかもしれない。 

 

はじめに，(38) の VNP「ピアノの練習，公園の掃除，火災報知機の点検，本棚の整理」の意味

解釈に注目する。(38) の出来事名詞句は，非個人的活動を表すもの（「非個人的活動解釈」）と

解釈され，個人的活動を表すもの（「個人的活動解釈」）と解釈される場合は容認されない。「非

個人的活動」とは，ある活動を行うことが，活動者本人の意志によって計画されたものではなく，

活動者以外の人物によって計画された活動のことを指す。典型的には，仕事や授業，部活動，地

域活動のような「集団性・組織性」のある活動がこれに当たる。当該の活動は，計画者によって

その開始・終了時間が設定されており（すなわち「時間的拘束力」がある），活動を実行するこ

とが活動者に求められている（すなわち「義務性」がある）。活動者本人が計画したものであっ

ても，その計画が活動者にその活動を行うことを義務づけるような拘束力を発揮する場合も，そ

の活動は非個人的なものだと言える。これとは対照的に，活動者の意志によって自由に計画・延

期・中止などが可能なものを「個人的活動」と呼ぼう。遊びや趣味は基本的に個人的活動である。

部活に出て練習をすることは非個人的活動であるが，自主的に何かを練習することは個人的活動

である。ただし，自主的な練習であっても，それを行うことを日課とし，それを行うことが望ま

しいと活動者自身が思っているのであれば，その練習はもはや非個人的活動であると言える。 

(38a) であれば，例えば，ピアノを練習するための課外授業が行われたことを表している。授業

内の活動は，受講者・教授者間で特定の目的を共有して成立するものである（集団性・組織性）。

開始・終了時間が設定されており（時間的拘束力），受講者には活動への参加が，教授者には活

動の実施が求められる（義務性）。このことから，(a) の「ピアノの練習」が指す活動は非個人的
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なものであると特徴づけられる。この文を，例えば，一人の生徒が授業でもないのに放課後残っ

てピアノを弾いている様子を描写するために用いることはできない。そのような個人的な活動の

場合，例えば，(39a) のように「VN をする」という形式によって，この事態を描写することがで

きる。(38b) も，例えば，地域活動として公園のごみ拾いや落ち葉集めが行われたということを表

している。授業と同じく，地域活動も，集団が特定の目的の下で働く組織的な活動であり（集団

性・組織性），地域の住民には指定された時間にその活動に参加することが求められる非個人的

活動である（時間的拘束力，義務性）。個人的な活動，例えば，掃除好きの近所のおじさんが公

園でごみ拾い・落ち葉集めをしているところを見たからといって，この文を用いてそのことを表

現することはできない。このような個人的な活動を表すのであれば，例えば，(39b) のように「VN

をする」という形式を用いる必要がある。(38c) でも，火災報知機の点検というのは基本的に特定

の業者が仕事として行っていることであり，言うまでもなく，集団性・組織性，時間的拘束力，

義務性のある活動である。自宅に設置されている火災報知機がだいぶ古いものだからと言って，

機械に詳しい花子が正常に作動するかどうかをチェックするというような場面では，(38c) のよう

に言うことはできず，例えば (39c) のように表現しなければならない。最後に (38d) に関して，

この文は，例えば，図書館の業務として本棚が整理されたということを伝えるものであり，これ

は，図書館員が組織立った集団で所定の時間に行った非個人的な活動である。これまでの例と同

様に，(38d) は，研究室の本棚を学生が自主的に整理していたことを話者が知っているような状況

で，そのことを知らない聞き手にその情報を与えるために用いることはできない。そのような個

人的な活動が行われたことを表すのであれば，例えば (39d) のように，「VN をする」という形

式が用いられる。 

 

(39) a. 放課後，音楽室で一人の生徒がピアノの練習をした。 

 b. 昨日，近所のおじさんが公園の掃除をしたようだ。 

 c. 明日，花子が火災報知機の点検をする。 

 d. 先週，誰かが本棚の整理をしたみたいだから，その本はここにはないかもしれない。 

 

「ピアノの練習，公園の掃除，火災報知機の点検，本棚の整理」という VNP 自体が一義的に非個

人的な活動を表すというわけではない。このことは (39) の「ピアノの練習，公園の掃除，火災報

知機の点検，本棚の整理」が個人的な活動を表すことから明らかであるし，(40) のような例にお

いては，これらの VNP は個人的活動解釈を受けることも，非個人的活動解釈を受けることも可能

である。「ピアノの練習，公園の掃除，火災報知機の点検，本棚の整理」という VNP 自体は，こ

の 2 つの解釈で曖昧だと言える。それにもかかわらず，これらの VNP は，出来事存在文に現れた

場合，非個人的活動解釈を一義的に受ける。 

 

(40) a. 私は，ピアノの練習に付き合った。 

 b. 私は，公園の掃除を邪魔した。 

 c. 私は，火災報知機の点検を手伝った。 

 d. 私は，本棚の整理を見ていた。 
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さらに，出来事存在文の VNP が非個人的活動解釈を一義的に受けることを示す言語事実として，

(41) の例を取り上げる。非個人的活動とは，典型的には集団性・組織性，時間的拘束力，義務性

を備えた活動であることを述べた。これらの特徴を見出すことが難しいような活動を表す VNP は，

出来事存在文を形成できないことが予測されるが，実際にこの予測が正しいことがこの例から確

かめられる。 

 

(41) a. * 【自分の家に帰って】ぼくの部屋がきれいになっている。部屋の掃除があったのだろう。 

 b. * ぼくの机の上が片付いている。机の上の整理があったのだろう。 

 

(41) と (38b)・(38d) はどちらも「X の掃除，X の整理」という型を共有しているが，前者は容認

されず（もしくは容認される解釈を引き出しにくく），後者は容認される（もしくは容認される

解釈を引き出しやすい）。前者の容認度が低いのは，X「（ぼくの）部屋，（ぼくの）机の上」

が，集団的・組織的で，時間的拘束力をもつ義務的な活動の対象となることが想像しにくいから

である。公共の場所である「公園」や公共の物である「本棚」に対してであれば，「掃除，整理」

を行うために複数の人間が集められ，その活動を行う計画が立てられるという状況が想像しやす

い。したがって，非個人的活動解釈が得られやすい。しかし，個人の所有物である「部屋，机」

に対して，同様のことがなされるとは考えがたい。したがって，非個人的活動解釈を得ることが

困難であり，(41) は容認度が低いと説明できる。ただし，(41) が容認されるような状況を考え出

すことも不可能ではない。(41a) であれば，話者の部屋というのが自分の家の部屋ではなく，話者

の住む寮の部屋のことで，定期的に寮の清掃員が部屋を掃除することになっているというような

状況でこの文が発せられたならば容認される。この解釈の場合の「部屋の掃除」というのは非個

人的活動を表している。さらに，この解釈における「部屋」は，(41a) のように「話者（ぼく）の

部屋」という意味には理解されず，部屋一般を指すものと理解される。 

以上の出来事存在文「X がある」の X として現れる VNP は，非個人的活動を表すものでなけ

ればならず，VNP 自体が個人的活動解釈と非個人的活動解釈の両方を許容するものであっても，

この構文においては非個人的活動解釈を受けることを確認した。以下では，この現象をどう分析

し，どのように説明できるかということを考える。 

VN は項構造をもち，その要請に従って項名詞句が選択される。項名詞句は，文中に明示され

るか，そうでなくともコンテクストから復元される。例えば，(40) の「練習，掃除，点検，整理」

が VN である場合，これらは〈動作主〉と〈対象〉の 2 項を要求する。(40) に〈対象〉項は現れ

ているが，〈動作主〉項は現れていないため，コンテクストを頼りに何らかの〈動作主〉項が復

元されるはずである。この場合の (40) の意味表示は (42) のようである。意味表示内の「α〈Ag〉

の」というのは，コンテクストからの復元が求められる〈動作主〉項（および項と出来事名詞を

つなぐ属格）である。 

 

(42) a. 私は，[ α〈Ag〉のピアノの練習 ] に付き合った。 

 b. 私は，[ α〈Ag〉の公園の掃除 ] を邪魔した。 

 c. 私は，[ α〈Ag〉の火災報知機の点検 ] を手伝った。 

 d. 私は，[ α〈Ag〉の本棚の整理 ] を見ていた。 
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もちろん，次のように〈動作主〉項（「花子」）を文中に明示することも可能である。 

 

(40’) a. 私は，花子のピアノの練習に付き合った。 

 b. 私は，花子の公園の掃除を邪魔した。 

 c. 私は，花子の火災報知機の点検を手伝った。 

 d. 私は，花子の本棚の整理を見ていた。 

 

このことを踏まえた上で，(38) の「練習，掃除，点検，整理」に目を向けよう。もし仮に (38) の

出来事名詞「練習，掃除，点検，整理」が VN であるならば，次のような意味表示を与えること

ができるだろう。 

 

(43) a. 放課後，音楽室で [ α〈Ag〉のピアノの練習 ] があった。 

 b. 昨日，[ α〈Ag〉の公園の掃除 ] があったようだ。 

 c. 明日，[ α〈Ag〉の火災報知機の点検 ] がある。 

 d. 先週，[ α〈Ag〉の本棚の整理 ] があったみたいだから，…。 

 

しかしながら，(38) の出来事名詞を VN と見なし，このような意味表示を仮定することは，以下

に述べる 2 つの点で妥当ではない。まず，(38) の出来事名詞が VN だとすると，(38’) に見るよう

に，なぜその〈動作主〉項を明示できないのかが説明できない。 

 

(38’) a. * 放課後，音楽室で花子のピアノの練習があった。 

 b. * 昨日，花子の公園の掃除があったようだ。 

 c. * 明日，花子の火災報知機の点検がある。 

 d. * 先週，花子の本棚の整理があったみたいだから，…。 

 b’.?? 昨日，清掃員たちの公園の掃除があったようだ。 

 c’.?? 明日，委託業者の火災報知機の点検がある。 

 d’.?? 先週，図書館員たちの本棚の整理があったみたいだから，…。 

 

(38’a) – (38’d) では，「花子」という特定個人が〈動作主〉項として選択されている。特定個人を

表す〈動作主〉NP が付加されたために，VNP の解釈が個人的活動解釈に傾く。そのことが理由

で (38’a) – (38’d) は容認度が低くなっていると説明できる。しかしながら，(38’b’) – (38’d’) は

VNP が非個人的活動を表すにもかかわらず文の容認度が低い。「花子の公園の掃除」，「花子の

火災報知機の点検」，「花子の本棚の整理」とは対照的に，「清掃員たちの公園の掃除」，「委

託業者の映画の撮影」，「図書館員たちの本棚の整理」が，集団的・組織的で，時間的拘束力を

もち，義務性のある非個人的活動であることは明らかである。「清掃員たちの公園の掃除」，「委

託業者の映画の撮影」，「図書館員たちの本棚の整理」という VNP の構成自体に問題があるので

はないことは，次の (44) が容認されることから確認できる。 
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(44) a. 私は，清掃員たちの公園の掃除を手伝った。 

 b. 私は，委託業者の火災報知機の点検を手伝う。 

 c. 私は，図書館員たちの本棚の整理を手伝った。 

 

(38’) が示唆することは，結果的に VNP が受ける解釈が個人的活動解釈（例 (38’a) – (38’d)）であ

れ非個人的活動解釈（例 (38’b’) – (38’d’)）であれ，(38) の「練習，掃除，撮影，整理」は〈動作

主〉項をとることはできないということである。したがって，(38) に，(43) のような意味表示を

与えることは適切ではない。 

2 点目に，「EN をする」構文と「EN がある」構文との対立に着目する。前者の「する」は VNP

が表す事態に〈動作主〉項を加え，「X〈Ag〉が EN をする」という文型を作り出すが（例 (45)），

後者の「ある」は出来事名詞が表す事態の発生を述べるのみで，〈動作主〉を統語的にも意味的

にも付加するようなことはしない（例 (46)）。ある事態を表現するために「EN をする」構文で

はなく「EN がある」構文が用いられるのは，その事態が「地震，雪崩」のようにそもそも〈動作

主〉と関わりのない自然現象であるか，「公園の掃除，本棚の整理」のように実際には〈動作主〉

が関与するが，その存在を不問にする場合である。このように，これら 2 種類の構文は〈動作主〉

の有無を対立軸にして，異なる機能領域を分担している。それにもかかわらず，その機能分担を

無視するかのように〈動作主〉を明示する (38’) は，容認されなくて当然である。また，〈動作

主〉が文中に明示されない場合にそれをコンテクストから復元することを求める (43) のような意

味表示も合理性を欠く。明示的にであれ非明示的にであれ，〈動作主〉の存在に言及しようとす

るのであれば，その役目を担う「EN をする」構文を使用すればよいからである。 

 

(45) a. 花子が     公園の掃除をした。 

 b. 図書館員たちが 本棚の整理をした。 

(46) a.         公園の掃除があった。 

 b.         本棚の整理があった。 

 

以上の 2 つの議論により，(43) のような意味表示を仮定するのが妥当ではないことが分かった。

(43) の意味表示は，「α〈Ag〉の」の部分を削り，(43’) のようにするのが正しい。 

 

(43’) a. 放課後，音楽室で [ ピアノの練習 ] があった。 

 b. 昨日，[ 公園の掃除 ] があったようだ。 

 c. 明日，[ 火災報知機の点検 ] がある。。 

 d. 先週，[ 本棚の整理 ] があったみたいだから，…。 

 

(43’) の意味表示によれば，VNP の部分は〈動作主〉項を必要とせず，この単位のみで意味的に

充足していることになる。意味的に充足しているということは，指示性をもつということと関係

する。意味的に不完全であるものが，世界の対象を指示することはできないからである4。例えば，

                                                        
4 「本場，夫，欠点，敵，理由」などの非飽和名詞も意味的に不完全な名詞であり，要求するパラメターの値（例

えば，「何の」本場であるか，「誰の」夫であるか）が具体的に定まらない限りは外延が決定されない（西山 2003）。 
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(42) の意味表示を受ける (40) の VNP は，「α〈Ag〉」の値が決まらない限り世界の対象を指示す

ることができない。同様に，もし (43) が (38) の意味表示として適切であるのならば，(38) の

VNP も「α〈Ag〉」の値が決まらない限り世界の対象を指示することができないはずである。しか

しながら，(38) の意味表示は，(43) のようではなく，(43’) であるのだから，VNP はこの単位で

意味的に充足しており，何らかの指示対象を世界に有することになる。それでは，「ピアノの練

習，公園の掃除，火災報知機の点検，本棚の整理」が指示する対象とはどのようなものであろう

か。それは，〈義務予定〉であると考えられる。ここで「〈義務予定〉」と呼ぶものは，(38a) の

場合，例えば「ピアノの練習の授業が行われる」という，カリキュラムによって定められた予定

であり，(38b) の場合，例えば「公園の掃除が行なわれる」という，地域の管理者によって定めら

れた予定である。(38c) の場合，例えば「火災報知機の点検が行われる」という，学校が定めた予

定であるし，(38d) の場合，例えば「本棚の整理が行われる」という，図書館が定めた予定である。

これらの予定では，「誰がそれをするのか」ということが決められているというよりは，むしろ

「何がされるべきか」ということが予め定められている。そのような予定の実行者として割り振

られる人員にとって，当該の予定は個人的なものであるはずがなく，それを行うことは「仕事，

義務」などと呼ばれる。このように，「何がされるべきか」ということのみが規定された〈義務

予定〉を (38) の VNP が指示すると考えれば，その意味表示である (43’) に「α〈Ag〉」が存在し

ないということも説明される。 

本小節の前半で，〈動作主の背景化〉という機能領域において，出来事存在文 VNには受動文と

重なる部分があることに触れた。〈義務予定〉の出来事存在文 VN は，出来事発生文 VN の〈動作

主の背景化〉が極端に進んだ場合としての〈出来事の自発〉を表すものとして特徴づけられる。

受動文をもって〈出来事の自発〉を表すことはできない。〈義務予定〉の出来事存在文 VNは，〈動

作主〉が原因である出来事が起こる／起こったことを述べているのではなく，あたかも問題の出

来事が自然発生的に起こったことを表現している。もう少し詳しく言うと，単に〈動作主〉が不

問というだけではなく，その〈動作主〉個人の意図や責任とは独立して，出来事が予定されてお

り，その予定に従って，その出来事が自立的に起こったことを述べているのである。 
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第 5章 出来事予定文 

 

 

1 はじめに 

本章では，(1) の形式をとる構文を取り上げ，その特徴を記述する。 

 

(1)  人名詞-は 時間表現 出来事名詞-が ある 

 

次のような文が，この形式をとるものの例である。 

 

(2) a. 息子は 明日   運動会が     ある。 

 b. 部長は これから 会議が      ある。 

 c. 太郎は 金曜日に ライブが     ある。 

 d. 花子は 毎日   ピアノの練習が  ある。 

 e. 幸子は 昨日   学会発表が    あった。 

 

本研究は，分析対象とするこの構文を「出来事予定文」と名づける。 

前章で出来事名詞の存在文を考察したが，ここで取り上げる出来事予定文は，〈出来事の発生〉

を表す存在文に，その出来事への参与者となる人名詞が付いただけのものではない。もし，その

ような単純な構文であるならば，次の (3b) は自然であるのに (4b) の容認度が低いことの説明が

できない。(4b) は，「国道 8 号線で事故が起こり，その事故に部長が関わった」（＝「部長が事

故を起こした，事故に巻き込まれた」など）という意味で構文が成り立つはずだからである。 

 

(3) a.     明日 近所の公園で 運動会がある。 

 b. 息子は 明日 近所の公園で 運動会がある。 

(4) a.     昨日 国道 8 号線で 事故があった。 

 b. * 部長は 昨日 国道 8 号線で 事故があった。 

 

出来事予定文は，その名が示す通り，〈予定〉の意味との結びつきをもつ文形式である。主題の

人名詞と出来事名詞との間に〈予定の所有者－予定された出来事〉の関係が成り立っている1。こ

の〈予定〉の意味の関与によって (4b) は容認度が低下している。「運動会」は予定できるが，「事

故」は予定できるものではなく，(1) の形式に結びつくこの意味と衝突するためである。 

(1) の形式と〈予定〉の意味との結びつきは，次の (5b), (5c) からも確認できる。確かに (5a) の

ように，出来事（会議）が〈発生〉し，人名詞の指示対象（部長）がその会議に参加したと理解

されることもある。しかし，あくまで人名詞と出来事名詞の関係は〈予定の所有者－予定された

出来事〉に過ぎず，実際に部長が会議に参加したという事実は後続する文で明らかになるもので

あり，出来事予定文自体が含意するものではない。その証拠に，(5b) のように，後続する文で部

                                                        
1 意味解釈上は人名詞は〈予定の所有者〉と見なされるが，このこと自体は出来事予定文が所有文であることを意

味しない。所有文の可能性は第 3 節で否定する。 
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長が会議に参加しなかったと述べても前文の出来事予定文の内容と矛盾しないし，(5c) のように，

後続する文でそもそも会議自体が起こらなかったと述べることも可能である。 

 

(5) a. 部長は昨日会議があった。会議中に部長はいびきをかいて眠っていた。 

 b. 部長は昨日会議があった。しかし，釣りに行って来なかった。 

 c. 部長は昨日4時から会議があった。しかし，その会議は開始5分前に突然中止になった。 

 

出来事予定文の形式が人名詞を主題（機能的には叙述の対象）として含むことが，この構文的

意味との関わりにおいて重要である。例えば，(1) と同じ形式 (6) をとる (7) は，X が人名詞で

はなく場所表現なのだが，(a) のように〈予定〉を表すことも，(b), (c) のように〈予定〉でない

出来事を表すこともできるのである。 

 

(6)  X-は 時間表現 出来事名詞-が ある 

(7) a. 本山大学は明日国際学会がある。 

 b. 本山大学は昨日火事があった。  cf. * 花子は昨日火事があった。 

 c. この交差点は毎日事故がある。  cf. * 部長は毎日事故がある。 

 

以上のように，(1) の文形式が〈予定〉の意味と結びつくものであることが確認できた。しかし，

単にこの構文を「〈予定〉を表す構文」と特徴づけるだけでは，出来事予定文として適格／不適

格な文を正確に予測することはできないのである。第 2 節でこの問題点を確認するとともに，記

述の精密化を行う。詳細な観察の結果，この構文が表す予定の意味は〈義務予定〉と呼ばれうる

ものであることが分かり，構文成立の種々の条件が明らかにされる。 

本章では，出来事予定文が現代日本語の構文体系内でどのような位置づけを与えられるべきか

ということも議論する。出来事予定文は，一見したところ，「花子は弟がいる」のような所有文

として分析できるかもしれない。実際に，この構文は所有文との共通点を多くもつ。しかしなが

ら，出来事予定文を所有文として位置づけることは適当ではない。第 3 節以降での意味的・統語

的特徴の記述によりこのことが明らかになり，様々な証拠から，むしろ出来事予定文は「象は鼻

が長い」構文の変種として特徴づけることが妥当であると主張する。 

出来事予定文の特徴を記述するにあたって，存在文，所有文，動詞文「EN（を）する」など，

意味的・構文的に似た部分のある構文との比較を積極的に行う。類似／関連する構文との異同を

明確にすることで，出来事予定文の特徴のより明瞭で，体系的な把握を目指す。 

出来事予定文に関する論考は管見の限り見当たらなかった。大塚 (2004：130) に出来事予定文

に相当する例が挙げられているが，その例の容認度に，出来事名詞が「パーティー」のように計

画的に執り行われるものか，「事故」のように突発的なものかが関わる点に若干の言及があるの

みであった。存在文の研究においても（高橋・屋久 1984；西山 2003；金水 2006 等），出来事名

詞の研究においても（影山 1993, 2011 等），この構文は分析の対象となっていない。 

 

2 〈予定〉の意味と構文の成立条件 

本節では，まず，出来事予定文が〈予定〉の意味と結びつく構文であることを再度確認し，そ
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のあとに，この構文的意味を掘り下げていく。構文の成立に関わるその他の条件にも触れる。 

前節では，出来事予定文に〈予定〉の意味との結びつきがあることを (3), (4) の対比から観察

したが，類例を追加し，この事実を再確認する。 

 

(8) a. * 部長は昨日｛火事／大雨／雪崩／土砂崩れ／落雷｝があった。 

 b. * 愛知県民は昨日大きな｛地震／台風／津波｝があった。2 

(9)  * 花子は昨日｛遅刻／死亡／骨折／転倒／財布の紛失／化石の発見／キャッシュカード 

の取り忘れ｝があった。 

(10)  * 花子は昨日｛いじめ／ひったくり／のぞき／痴漢／盗撮｝があった。【花子は被害者】 

 

(8) – (9) の例はどれも，予定されうるような事態を表す出来事名詞が用いられていないため，出

来事予定文として不適格であり，容認度が低くなっている。(8) の出来事名詞は自然現象を表すも

のであり，当然誰にとっても予定できるものではない。(9) の出来事名詞は人間が関与する事態を

表すが，その事態は意図的に引き起こせるものではなく，もしくは普通は意図的に引き起こすも

のではなく，したがって予定できない。(10) の出来事名詞が表す行為はその実行者にとっては予

定・計画可能なものであるが3，その被害者にとっては予定可能でない。すなわち，人名詞句と出

来事名詞との間に〈予定の所有者－予定された出来事〉の関係が成立していない。 

予定可能性の有無が出来事予定文成立の可否に関わることは，次の 2組の例における (a), (b) の

容認度の違いによく現れている。 

 

(11) a. 山田警部は危険薬物の検査があった。 

 b. * 山田警部は危険薬物の検出があった。 

(12) a. 山田警部は放火魔の監視があった。 

 b. * 山田警部は放火の目撃があった。 

 

(11) に関しては，(a) の「検査」が表す行為は予定が可能なものであり，予測通り出来事予定文

として成り立つが，(b) の「検出」が表す事態は検査行為の結果であって，検査者の意図とは独立

に生じるものであるため予定できるものではなく，この文は容認度が低くなっている（第 3 章の

田野村 (1988) の (42) を参照）。(12) も同様に，(a) の「監視」が表す行為は予定可能な行為な

ものであるが，(b) の「目撃」が表す事態は予定不可能なものであり，この違いがそれぞれの出来

事予定文の容認度に現れている。 

また，同じ出来事名詞が用いられていても，その主題の人名詞がどのような立場の人間を指す

かによって，出来事予定文の容認度が変わるものがある。(13a), (14a) の主題人名詞は，どちらも

警察官であるため，交通違反の取り締まり，放火魔の監視を予定して行うことが可能である。し

たがって，この文の容認度は高い。一方で，(13b), (14b) の人名詞は，それぞれ交通違反者，監視

される対象を指しており，これらと出来事名詞の間に〈予定の所有者－予定された出来事〉の関

                                                        
2 英語では，I had an accident.や We had a big earthquake last year.のような表現が可能である。 
3 ただし，例えば，「太郎」が当該行為の計画者であり実行者であるような「?? 太郎はこれから盗撮がある」と

いう文の容認度は決して高くない。この理由は後述する。 
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係は成り立たない。したがって，この文の容認度は低い。 

 

(13) a. 太郎は昨日交通違反者の取り締まりがあった。 【太郎は取り締まりを行う警察官】 

 b. * 太郎は昨日取り締まりがあった。       【太郎は交通違反者】 

(14) a. 山田警部は放火魔の監視があった。 = (12a) 

 b. * 山田容疑者は昨日監視があった。 

 

もちろん，次のように，同じ出来事内で異なる役割をもつ参与者がどちらも出来事予定文の主

題人名詞となれるということもある。この場合は，括弧内に示したどちらの役割解釈でも当該の

予定の所有者と見なすことが可能である。人名詞が受ける役割解釈は，(15a), (15b) と (15c) の〈動

作主〉解釈のように，出来事名詞 (VN) の項構造の情報を参照して決定できることもあるし（上

の (13), (14) の場合もそうである），(15c), (15d) のように出来事名詞句（「サッカーの練習 (VN)，

コンサート (SEN)」）の表す事態に関する我々の世界知識を参照して決定されることもある。 

 

(15) a. 花子はこれから診察がある。   【「花子」は〈動作主〉または〈対象〉】 

 b. 太郎はこれから取材がある。   【「太郎」は〈動作主〉または〈対象〉】 

 c. 次郎はこれからサッカーの練習がある。 【「次郎」は〈動作主〉または「監督」】 

 d. 幸子は今夜コンサートがある。  【「幸子」は「観客」または「発表者」】 

 

しかしながら，ある出来事が予定可能かどうか，人名詞と出来事名詞の間に〈予定の所有者－

予定された出来事〉という関係が成立しているかどうかという基準だけで出来事予定文成立の可

否は決定されない。このことを，(16) が端的に示している。これらの例が表す事態はどれも，主

題人名詞の指示対象が予定・計画して行うことのできるものである。それにもかかわらず，出来

事予定文としての容認度は決して高くない。もちろん，「～する予定／計画だ」と表現するには

少し大げさな行為も (16) には含まれているが（例：歯磨き／手洗い・うがいをする予定だ），そ

のように表現してもまったく自然なものもある（例：外食／公園の散歩をする予定だ）。いずれ

にせよ，広い意味で予定・計画が可能だと言って差し支えない。 

 

(16) a. ?? 息子はこれから｛凧あげ／砂遊び／テレビゲーム／お絵かき｝がある。 

 b. ?? 幸子はこれから｛歯磨き／手洗い・うがい／お化粧／身支度／お昼寝｝がある。 

 c. ?? 花子はこれから｛読書／外食／幸子との雑談／公園の散歩／漫画の立ち読み｝がある。 

 d. ?? 太郎はこれから｛いじめ／ひったくり／のぞき／盗撮／痴漢｝がある。 

【太郎は実行者】 cf. (10) 

 

ここで，特に区別することなく「予定」と呼んできたものを 2 種類に分ける必要がある。人名

詞の指示対象が自らの意志によって設定したものではなく，第 3 者が設定したものであり，そう

であることによってそれに従うことが求められるようなものを〈義務予定〉と呼び，人名詞の指

示対象の意志によって計画・破棄・操作が可能なものを〈意志予定〉と呼ぼう。出来事予定文は

〈義務予定〉を表すと特徴づけることで，(16) の容認度の低さが説明される。これらの例が表す
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事態はどれも〈意志予定〉と解釈されるのが普通である。したがって，出来事予定文の意味と整

合的でない。ここまで見てきた適格な出来事予定文の表す事態は，どれも〈義務予定〉だと認め

られる。「診察，取材，交通違反者の取り締まり，放火魔の監視，危険薬物の検査」などは，特

定の職業の仕事だと見なすことができるため，〈義務予定〉の意味を引き出しやすい。もちろん，

(16) のような例も，人名詞の出来事への参与に義務性が読み込まれれば，容認度が上がる。(17a), 

(17b) は，「本棚，部屋」が花子の本棚，太郎の部屋を指すのであれば出来事予定文として容認度

は高くないが，「図書館の本棚」や「ホテルの部屋」のような意味で解釈されれば，問題の出来

事は仕事の内容と理解され，義務性が読み込まれる。(17c) は，介護施設で散歩の時間が決まって

いるという状況で用いられるのであれば，出来事予定文として容認される。 

 

(17) a. 花子はこれから本棚の整理がある。 

 b. 太郎はこれから部屋の掃除がある。 

 c. 花子おばあちゃんはこれからお散歩があります。 

 

また，次例 B を意志予定の意味で使用することが不適切であるのは，出来事予定文のこの特徴か

ら導き出される。例えば，部活の朝練などではなく，人 NP が一人で自主的に練習をするような

場合の使用は不適切である4。意志予定を表すのであれば「する」を用いた「VN する」構文が使

用される。 

 

(18)  A：明日の朝暇？ B：俺，明日は朝練があるんだ。 

cf.  B：俺，明日は朝練するんだ。 

 

出来事予定文が義務予定を表すことは，(12)のように，後続節で明示的に意志予定の可能性を否定

できることからも確認される。 

 

(19)  花子は明日｛朝練／健康診断｝があるが，行くつもりはない。 

 

ただし，義務予定を表すような出来事名詞であっても，次のように瞬間的な事態を指示するも

のは容認されない。 

 

(20)  * 花子はもうすぐ｛引退／卒業／結婚／退職／到着／出発｝がある。 

 

3 統語構造と叙述構造 

本節から第 6 節に渡って，出来事予定文の構文体系内への位置づけを問題とする。本節では，

出来事予定文内の統語構造と叙述構造を解明することによって，当該構文を存在文として特徴付

けることが適切でないことを論じる。 

まず，「NP1 に NP2 がある」において，出来事予定文は NP2 の主題標示が可能ではないが，多

                                                        
4 もちろん，実際に自主的な練習であったとしても，出来事予定文の形式を用いることにより，その予定が変更不

可能なものであるかのように表現することはできるだろう。 
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くの存在文にこのような制限はない。 

 

(21)   * 会議は，部長にある。 

(22) a. りんごは，机の上にある。 

 b. 『こころ』は，本山図書館にある。 

 

加えて，主節における NP1 の無題提示の容認度が低いことも，存在文の多くと性格を異にする点

である。 

 

(23)   ? 部長に会議がある。 

(24) a. 机の上にりんごがある。 

 b. 本山図書館に『こころ』がある。 

 

主題標示に関するこれらの事実は，出来事予定文が NP1 の叙述に特化した形式であることを示

唆する。換言すれば，出来事予定文は主題文「NP1 は NP2 がある」が基本形式であることになる。

主題文「X は P」は，X の属性・状況を P と解説する文である（丹羽 2006）。 

以上の点において，出来事予定文は所有文と共通している。例えば「花子は妹がいる」は，NP2

の主題標示，NP1 の無題提示が難しい。 

 

(25) a. * 妹は，花子にいる。 

 b. ? 花子に妹がいる。 

 

しかしながら，両者の間には NP1 のニ格標示の可否に違いが観察される。出来事予定文は，主題

形式「NP1 は」に比べ，「NP1 には」という形式の容認度が低く5，この点においては所有文と同

じでない6。 

 

(26)  A：なぜそんなに嬉しそうな顔をしているの？ 

B：僕（?? に）は明日｛ライブ／運動会／遠足／忘年会｝があるんだ。 

(27)  A：太郎は何だかとてもお疲れのようね。 

  太郎（?? に）は昨日｛テニスの試合／国際会議｝があったらしい。 

 

所有文の NP1 にこのような容認度の差は生じない。 

 

                                                        
5 (26), (27) は「僕はライブに行くが，君は行けない」のような，NP1 の状況と別の人物の状況を対比させるよう

な解釈が得られれば，NP1 のニ格標示の容認度が上がる。 
6 コト節内においては，出来事予定文でも NP1 のニ格標示が自然な場合があり，この点では所有文との並行性が

観察される（例：部長に明日会議があること（はみんな知っている）；花子に妹がいること）。ただし，「?? 太

郎に昨日｛卒業式／結婚式／忘年会／健康診断／東京への出張｝があったこと（はみんな知っている）」の容認

度が高くないことから分かるように，出来事予定文では NP1 のニ格標示に制限がかかっている。所有文にこのよ

うな制限は見られず，やはり出来事予定文を所有文と見なすことはできない。コト節内の出来事予定文にニ格が

出現する場合があるのは，当該の節内で主題標示が許されないこと，当該構文でのガ格標示の有標性などの要因

から消極的に選択された結果だと考えられる。 
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(28)  花子｛には／は｝妹がいる。 

 

出来事予定文における NP1 の標示に関するこの事実は，NP1 が「ある」の作用域の「外」に位置

付けられていることの反映だと考えられる。主題 NP の標示に類似の事実が観察される文には，

次のようなものがある7。 

 

(29) a. 花子（?? に）は，学校に芸能人がたくさんいる。 

b. 部長（?? に）は，家の前に本山病院がある。 

 

両例とも，「花子，部長」を「芸能人，本山病院」の「存在場所」（所有者）として見なすこと

はできない。この文の存在動詞の 2 項を埋めるのは，それぞれ「学校，芸能人」「家の前，本山

病院」であり，この単位が存在文を形成し，その外側に主題 NP があると考えられる。これらは

次の構造を持つ。 

 

(30) a. [主題文 花子は [存在文 学校に芸能人がたくさんいる ] ]。 

b. [主題文 部長は [存在文 家の前に本山病院がある ] ]。 

 

このことと並行して，出来事予定文にも同様の構造を仮定することが可能だろう。この構造に

より，NP1 のニ格標示の難しさが説明される。 

 

(31)  [主題文 部長は [存在文 これから会議がある ] ]。 

 

出来事予定文がこの構造を持つとすると，構文全体としては存在文と見なすことができない。存

在文を埋め込み，その存在文によって主題が叙述される主題文であると考えられる。(31) は，所

有文のように主題のNP1が存在文の一部であるような構造とは異なるものであることを確認され

たい。 

 

(32)  [主題文，存在文 花子（に）は妹がいる ]。 

 

次節では，主題文としての構文的立ち位置をより明確にする。 

 

4 主題文としての特徴 

「主題文」とは，形式「X は P」に主体と属性・状況の関係が実現する構文群の総称であるが，

その下位類には様々なものがある。大きく分けると，X が P 内の述語と格関係にある類（例 (33)）

と，そうではない類が存在する。 

 

(33) a. 花子はこんにゃくが好きだ。 

 b. あの夕食は太郎が作った。 

                                                        
7 両例とも，対比的解釈が想定されれば NP1 のニ格標示が可能となる（注 5 も参照）。 
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 c. 京都は学生自体によく行った。 

 d. 8 号線は昨日事故があった。 

 

X が述語と格関係にないものには，「象は鼻が長い」構文や「魚は鯛がいい」構文，カキ料理構

文などがあるが，以下では「象は鼻が長い」構文（以降，「象」構文）のみを概観する8。以下に

例を挙げる。 

 

(34) a. 花子は弟が金メダリストだ。 

 b. 花子は足が長い。 

 c. 太郎は卒業が近い。 

 d. 太郎はスーツがすてきだ。 

 

「象」構文は NP1 が述語と直接に格関係を結ばないため，「X は P」において，P が X に対する

適切な属性・状況叙述であることが何らかの手段によって保証されなければならない。本研究は

その手段を，意味表示内で，NPn（P 内の任意の NP）の変項を NP1 (X) が束縛するというものだ

と考える。NP1・NPn 間のこのような緊張関係を以下に明示する9。 

 

(35)  [ 花子 (NP1)i は [ αiの弟 (NPn) が金メダリストだ ] ]。 

 

この緊張関係が 2 名詞句間に成立しない場合，「象」構文の容認度は低い。以下でそのことを確

認する。 

一般的に変項の値は，同文内の要素に束縛されることによって埋められる場合と広義の文脈に

より埋められることがあるが（例 (35a)）10，「象」構文は前者の操作のみが適応される点で特徴

的である（例 (35b)）。 

 

(36) a. 花子 iは（α{i/j}の）弟に平手打ちをした。（「j」は例えば「太郎」。） 

 b. 花子 iは（α{i/* j}の）弟が金メダリストだ。 

 

また，「象」構文は，次例のように NPn（太郎）が変項を含まない場合，「太郎は花子の弟であ

る」などの語用論的情報があったとしても容認度が低い。 

 

(37)   ? 花子は太郎が金メダリストだ。  cf. # 花子の太郎 

 

以上の「象」構文の特徴を踏まえた上で，前節の (30) と出来事予定文に目を向ける。両者とも X

が P 内の述語（ある，いる）と格関係にあるならば，ニ格標示が可能なはずであるが，実際はそ

                                                        
8 「破格型」と呼ばれる類もある。これらの構文に関しては，菊地 (1995)，野田 (1996)，天野 (2002)，西山 

(2003)，丹羽 (2006) など多くの研究がある。 
9 西山 (2009) の所有文の分析を参考にした。西山は西川 (2008a) の分析を適応しているため，本来はこの論文

にあたるべきであるが，未公開論文のため入手することができなかった。 
10 西山 (2011) を参照。西山は，未公開論文の西川 (2008b) を参考にしている。 
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うではなかった。この事実から，これらも「象」構文であると見なすことができるだろう。(30) に

関しては，NP1 と場所表現 (NPn) の変項に束縛関係が成立しており（例 (38a)），そのような緊

張関係が成り立たない場合（例 (38b)），(37) がそうであるのと同様に容認度が低い。 

 

(38) a. [ 花子 iは [ αiの学校に芸能人がたくさんいる ] ]。 

b. ? 花子は糸魚川高校に芸能人がたくさんいる。 

 

同様に，出来事予定文においても，(35) や (38a) と並行的に，次のような意味表示を仮定でき

るかもしれない。 

 

(39)  [ 太郎 iは [ 金曜日に αiの｛ライブ／会議｝がある ] ]。 

 

しかし，この表示には 2 点の問題がある。(i)「αiの NPn」の部分（太郎のライブ，太郎の会議）

はそれぞれ「太郎が演奏する側，太郎が仕切り役」という意味を持つが，この意味は (2) に必ず

しも反映されない。太郎は観客であっても，ただの議論の記録係であっても (2) のように言うこ

とが可能である。すなわち，部分が表示する意味が文全体の意味に現れないのである。(ii) また，

次例のように，変項を含まないはずの固有名詞の出現，変項の値を既に別の要素が満たしている

場合を許す点も (39) の表示では説明できない。 

 

(40) a. 首相は来週｛沖縄サミット／葵祭｝がある。 

b. 太郎は明日 Mr. Children のライブがある。 

 

以上の問題点により，(35) や (38a) のような表示を単純に出来事予定文に当てはめることはでき

ない。 

次節にて，この問題が当該構文の意味的特徴を考察することにより解決されることを論じる。 

 

5 意味的特徴 

影山 (2011) は，出来事存在文の「ある」は出来事名詞の意味情報に影響を受け，状態動詞とし

ては機能せず，動的な意味を獲得すると述べている。確かに，次のような文は現在形が未来時に

おける出来事の生起や習慣的な繰り返しの意味となる点で動態動詞との並行性を見せる。 

 

(41) a. （次の日曜日に）小学校で運動会がある。  （影山 2011：40） 

b. あの交差点では（しょっちゅう）事故がある。 （同：40） 

 

また，動態動詞の単純現在形は事態全体を提示するため，事態の部分を記述するために使用する

ことはできない。したがって，眼前描写をするような場合には適さない。出来事存在文をもって

眼前描写ができないことも，「ある」の動態性の現れと見なすことができる（cf. あ！ケーキがあ

る！）。 
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(42)  【扉を開けると会議中だった。】* あ！会議がある！ 

 

しかしながら，出来事予定文の「ある」には，動態動詞というよりむしろ状態動詞との共通点

が観察される。 

 

(43)  あ，忘れてた！俺，明日｛会議／健康診断／ライブ｝があった！ 

(44) a. あ，忘れてた！* 私，明日健康診断に行ったんだ！ 

b. あ，忘れてた！明日は日曜日だった！ 

 

(44) の容認度の差から分かるように，「想起」を表す「-た」の使用は状態述語に限られるが（寺

村 1971），出来事予定文である (43) が「想起」の意味を表していることから，ここでの「ある」

は状態述語の可能性がある。 

また，動態動詞の単純現在形の時制意味は未来であり，状態動詞であれば現在である。したが

って，動態動詞の単純現在形と，現在時点を指す「今のところ」のような表現とは相容れない。

状態動詞の場合は共起可能である。 

 

(45)  今のところ，太郎は｛* 走る／走っている／学校にいる｝。 

 

この事実から，出来事予定文の「ある」が動態動詞であるならば「今のところ」と共起できない

はずであるが，実際には問題なく可能である。 

 

(46)  今のところ，部長は 4 時から会議がある。 

 

以上の状態動詞との並行性から，出来事予定文の「ある」は，(41) の「ある」とは異なり，状

態的だと結論付けられよう。 

次に，出来事予定文の「ある」が表示する時制意味を考察する。ここでは，この「ある」の現

在形は，未来時を指すことを意図した時間表現と共起しているにも拘らず，時制意味は現在であ

ると主張する。換言すれば，出来事予定文に出現する「4 時から」「明日」などの時間表現の作

用域に，存在動詞「ある」は含まれないということである。この主張は，先の 0 によって支持さ

れる。この例は，「4 時から」は「会議」の表す動的な意味を修飾し，「今のところ」は「ある」

を修飾していると捉えられる。両時間表現が「ある」を修飾すると考えることは矛盾である。あ

くまで「4 時から」は「会議」のみにかかり，未来表現に修飾されない状態述語の時制意味は現

在であるため，ここでの「ある」は現在を指すと考えるべきだろう。「ある」の時制意味が現在

であることの反映として「今のところ」の出現が許されるのである。 

「ある」の時制意味を踏まえた上で，(46) の出来事予定文がどのような意味を表示するかを考

えてみる。形式的に見れば「ある」ものとはガ格 NP であるため，単純に考えると， 

 

(47)  〈4 時から会議〉が現在時点（今のところ）に存在する。 

 



第 5 章 出来事予定文 

- 119 - 

 

のようになるが，これでは意味が通らない。4 時から「ある」会議が現在時点にも「ある」など

ということはありえないからである。(47) の意味表示には，現在時点に「ある」別の存在物が必

要である。 

 

(48)  〈4 時から会議〉という X が現在時点（今のところ）に存在する。 

 

(48) のような意味表示を設定することには，次の 2 例が容認されることを説明できるという利点

がある。 

 

(49)  部長は 4 時に会議があったが，その会議は突然中止になった。 

(50) 大型の台風が上陸した。こんな状況でも，まだ 4 時から会議がある。ほとんどの会社

は社員を皆家に帰らせたのに。 

 

(49) から見る。もし「4 時に会議」という事態が過去形「あった」によって発話時以前に位置付

けられるなら，その会議が成立しなかったと後続節で述べることは矛盾である。そのような矛盾

が生じる例には次のようなものがある。 

 

(51)   # あの交差点で事故があったが，その事故は起こらなかった。 

 

しかしながら，実際には (49) の 2 つの節は互いに齟齬をきたさない。これは，「あった」が発話

時以前に位置付けるのは，事態ではない別のものだと考えればよい。この場合，その別のものと

は「予定」である。 

次に (50) に移る。「まだ」は「事態に変化がないということへの話し手の意外感を表す」こと

があるが（日本語記述文法研究会 2007: 69），その使用には発話時以前にある事態が継続してい

ることが前提とされる。したがって，動態動詞に使用する場合は，否定辞や「-tei-」を付加して状

態化する必要がある。状態的事態は，現在時点以前にその部分が成立しているためである。 

 

(52) a. 花子はまだ夕食を｛* 食べる／食べていない／食べている｝。 

b. 太郎はまだ｛風邪だ／学生だ／若い／部屋にいる｝。 

 

(50) の「ある」が「4 時から会議」という事態に言及しているとすると，これは未来時における

未実現の事態であるため，「まだ」が求める条件を提供せず，(52a) の単純現在形「食べる」が容

認されないのと同じ理由で (50) も容認されないはずである。だが実際にはそうではない。この場

合も，「ある」ものとは事態ではなく，「4 時から会議」という「予定」であると考えれば説明

がつく。(50) では，発話時以前から成立し続けている「予定」に対して，大型台風の接近という，

仕事どころではない状況であっても，その予定が変更されないことへの意外感が「まだ」で表現

されていると考えられる。 

ここまでの議論の結果から，(46) の意味表示は次のようになる。 
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(53)  〈4 時から会議〉という予定が現在時点（今のところ）に存在する。 

 

この表示に人 NP が表す部分を加えたものを次に挙げる。 

 

(54)  [ 部長 iは [〈4 時から会議〉という αiの予定が現在時点（今のところ）に存在する ]。 

 

これは，出来事予定文全般の意味表示として次のように抽象化される11。 

 

(55)  [ 人 NPiは [〈時間表現-に 出来事 NP〉という αiの予定が指定時に存在する ] ]  

 

出来事予定文が「象」構文であるならば，「X は P」における，X (NP1) と P 内の任意の要素 (NPn) 

との間に緊張関係が存在するはずであり，前節ではその関係を (39) のように捉えようとした。 

 

(39)  [ 太郎 iは [ 明日 αiの｛ライブ／会議｝がある ] ]。 

 

しかし，(39) の表示には，(i) αi・NPn 間（太郎のライブ，太郎の会議）の意味が文全体の意味に

必ずしも反映されず，(ii) 固有名詞が出現していたり，変項の値が既に埋められている例を適切

に捉えられないという問題があった。 

(55) は，NP1 が出来事 NP と直接的に変項を介して結ばれるのではなく，意味表示に潜在する

「予定」の変項を束縛することで間接的に出来事 NP と関係すること示す。この表示は (39) に生

じた問題を解決する。(i) 部分「αiの NPn」（例：太郎の予定）の意味が文全体の意味に適切に反

映される。(ii) 変項を含むのは意味表示内の「予定」なので，出来事 NP が変項を持つかどうかは

問題とならない。 

「予定」というのは非飽和な概念であり，そのパラメターの値，つまり「誰の予定か」が決定

しない限り，その外延を規定できない（西山 (2003) の「非飽和名詞」を参照）。出来事予定文で

は，その値を人 NP が埋めるという関係が意味表示内で成立している。 

(55) の意味表示は，出来事予定文に観察される次のような事実を適切に捉えることができ，当

該の構文を特徴付けるために重要なものである。 

 

(56) a. 太郎はサッカーの練習がある。 

b. 太郎はサッカーの練習をする。 

 

「練習」は項構造〈動作主，対象〉を持つが，出来事予定文 (a) の NP1 はこの構造の要請を必ず

しも満たす必要はない。「太郎」は「練習」の〈動作主〉であってもよいが，例えば「太郎＝監

督」であり，太郎はただ見学しているだけでも文の内容と矛盾しない。(b) には，そのような解釈

が認められないことに注目されたい12。この事実は，出来事予定文の NP1 が出来事名詞（練習）

                                                        
11 (55) の意味表示を持つからといって，出来事予定文が「～の予定がある」という明示的な言語表現と同様の振

る舞いを見せるわけではない。例えば「* 花子は来月に結婚がある」とは言えないが，「花子は来月に結婚の予

定がある」と言うことは可能である。 
12 類例として，「花子は胃の手術がある」と「花子は胃の手術をする」の対比を挙げる。出来事予定文（前者）
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の変項を束縛するような分析では説明できない（例 (57a)）。(55) の分析を適応することで適切

な説明が与えられる（例 (57b)）。 

 

(57) a. [ 太郎 iは [ αiのサッカーの練習がある ] ]。（α＝〈動作主〉） 

b. [ 太郎 iは [〈α のサッカーの練習〉という βiの予定がある ] ]。 

 

6 出来事予定文とその他の「象は鼻が長い」構文との違い 

出来事予定文は主題文の形式「X は P」を基本とし，人 NP (＝X) の状況を，存在文「時間表現

-に 出来事 NP-が ある」(＝P) が解説するという叙述構造を持つ。この構造は，人 NP は，人 NP

が〈時間表現-に 出来事 NP〉が指示する予定を有することで叙述されるとも換言できる。また，

出来事予定文は主題文の中でも，X が P 内の述語と格関係にない「象」構文に属する。この類の

構文は X (NP1) が P 内の任意の NP (NPn) と緊張関係を持たねばならないが，出来事予定文は意

味表示内の「予定」という要素が NPn として選択され，NP1 との間に「非飽和な概念とそのパラ

メターの値」の関係を結んでいる。以上がここまでのまとめである。 

整理を兼ねて，出来事予定文と，それ以外の「象」構文との線引きを明確にしておきたい。本

節では便宜上，前者を「「象」構文’」とし，後者の典型的な「象」構文にはこのままの名称を用

いる。 

 

(58) a. 部長は職場で爆発事故があった。 

b. 花子は家で火事があった。 

c. 花子は太郎といざこざがあった。 

(59)  太郎は明日母校で国際会議がある。 

 

(58) は「象」構文であって，「象」構文’ではない。(a, b) では，NP1 が場所表現と緊張関係にあ

り，「職場で爆発事故があった」こと，「家で火事があった」ことが NP1 の状況をそれぞれ叙述

している。(c) の「いざこざ」は「X と Y との～」という意味で 2 項を取る。この例では，NP1

が「いざこざ」の一方の変項 (X/Y) を束縛することで，この出来事名詞と緊張関係にある13。(59) 

は曖昧である。NP1 が場所表現のみと緊張関係を持てば「象」構文と見なされる。この場合，「国

際会議」は「太郎」の予定ではなく，「母校で国際会議がある」ことが「太郎」を有意味に叙述

する。NP1 が意味表示内の「予定」とも関係を持てば「象」構文’となる。 

以上，「象」構文と「象」構文’の区別には，NP1 が何と緊張関係にあるかに注意する必要がある。

「象」構文’（＝出来事予定文）は，NP1 が，文内の明示的な要素とではなく，意味表示内の潜在

的な要素「予定」と緊張関係にある点で「象」構文とは異なる。このことから，本研究は出来事

予定文に「変種」としての位置付けを与える14。 

                                                                                                                                                                             
の NP1（花子）は，手術の項構造〈動作主，対象〉が求める役割以外にも，例えば（メスを握ることのない）執

刀助手としての解釈を受けることが可能である。 
13「一悶着／言い争い」なども類例。これらの名詞は，例えば「花子と太郎の間に｛いざこざ／一悶着／言い争い｝

があった」のように，場所表現をニ格で標示可能であることから，出来事性が比較的弱いと判断できる。この点

においても出来事予定文とは区別されるべきものである。 
14「花子は昨日｛大変なこと／不幸｝があった」のような例は，出来事予定文と類似の形式を取るが，別の構文で

ある。この構文は「ヒトを〈対象〉にある出来事が起こった」という意味を表し，ヒト NP とニ格の結び付きが強
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7 構文的意味の動機づけ 

最後に，なぜ (1) の形式（人 NP-は 時間表現-に 出来事 NP-が ある）に「予定」の意味が発

現するのかを論じる。まず，存在動詞の結合価を考える。人 NP は「ある」の項ではないため（第

3 節の格標示の議論を参照），「ある」が取る項は出来事 NP のみとなり，1 項述語と見なすこと

ができる。2 項の存在動詞とは異なり，1 項の存在動詞は場所表現を必要とせず，それに伴って項

である存在物も自ずと空間との関係が薄いものとなる15。実際に出来事予定文の場所表現は任意の

要素であり，出来事 NP は時間表現によってのみその存在範囲が指定されればよい。すなわち，

ここでの出来事 NP が指示する対象は，純粋に時間的な存在と解釈される。そのような存在物は

「予定」に他ならない。さらに，「予定」の意味の創発と人 NP の存在に深い関わりがあること

を第 1 節で述べたが，これは人 NP が存在動詞の項ではないことと関連する。「象」構文の NP1

は P 内の要素 (NPn) と関係付けられねばならないが，出来事予定文の場合，NP1 は出来事 NP と

は直接に関係を結ぶことができないことは既に見たとおりである（(39) 参照）。したがって，出

来事予定文が「象」構文として適格であるために，出来事 NP には意味表示内で「NP1 の予定」

の解釈が強制されなければならない。場所表現が NP1 の場合（(6) 参照），そのような強制は必

須でない。場所表現の NP1 は NPn とわざわざ関係を持たずとも，存在動詞の項として P と関係付

けられるという選択があるからである。 

第 2 節では，「義務予定」と「意志予定」の 2 つを区別し，出来事予定文は前者の解釈を，「VN

する」構文は後者の解釈を受けることに言及した。これは，出来事予定文が，出来事存在文 SEN

と〈義務予定〉の出来事存在文 VNをベースに形成された「象」構文だからだと説明される。出来

事存在文 SEN は〈動作主〉の有無を対立軸として「SEN をする」と対立し，〈義務予定〉の出来

事存在文 VNも〈動作主の背景化〉が進んだ結果としての〈出来事の自発〉を表すのだから，当然

〈動作主〉は事態のなかで問題とされない。〈動作主〉の存在に焦点が当てられないこれらの構

文に，事態の積極的な引き起こし手である対象が出来事予定文の形式で標示されるとは考えられ

ない。 

 

8 おわりに 

本研究は，(1) の形式と「予定」の意味が対になった言語単位である出来事予定文に考察を加え

た。当該の構文は，より正確には「義務予定」の意味を表し，この意味に適合しない出来事 NP

の出現は文の容認度を下げることを観察した。 

また，出来事予定文の構文体系内への位置付けを議論し，「象は鼻が長い」構文として特徴付

けたが，(55) の意味表示が示すように，他の「象は鼻が長い」構文とは異なる束縛関係を見せる

ため，その「変種」として記述した。 

最後に，構文的意味を動機付ける要因を探った。「予定」の意味は，人 NP が述語と格関係に

ないこと，存在動詞が 1 項述語であること，それに伴う出来事 NP の解釈，この 3 点に動機付け

られていることを主張した。「義務（予定）」の意味は，ベースとなる出来事存在文に由来する

                                                                                                                                                                             
い点が特徴的である（例：花子に大変なことがあった）。出来事予定文では，ヒト NP のニ格標示が困難であった

（第 3 節参照）。ヒト NP をニ格標示した疑問文「花子に何があったの？」は，「予定」ではなく，「ヒトを〈対

象〉にどんな出来事が起こったか」を訪ねるものである（cf. 花子は何があったの？）。 
15 絶対存在文（西山 2003）のガ格 NP（変項名詞句）がまさにそのような特徴を持つ。 
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ことも論じた。 

動詞「ある」が関わる構文は，他の構文には見られないほどに，実に多くの下位類を持ち，ま

た多様な機能を発現する（西山 2003；大塚 2004；金水 2006 参照）。構文体系の全体像を適切に

把握するためには，区別されるべき下位類を見極め，各類型の相互関係を詳細に記述する必要が

ある。本研究は出来事予定文という類型の存在を指摘し，「象は鼻が長い」構文，存在文，所有

文など，類似の構文との比較を通して，この構文の特殊性を明確にすることで，「ある」を取り

巻く構文群のさらなる理解に貢献できたと思う。 
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第 6章 「VNだ」構文 

 

 

1 はじめに 

VN が「VN だ」という形式で，もしくは「だ」に相当する「です」などの異形（以降，「だ」

で代表させる）を伴って出現することがある。以下に具体例を挙げる。本研究ではこのような文

を「VN だ」構文と呼称する1。 

 

(1) a. 去年の 10 月に委員長になった 3 年生は来月で引退です。 

(http://www.kaisei-ngs.ed.jp/news-and-topics/kaisei-chugaku-dayori/5418/, 2013-01-15) 

b. 3 月帰国だったのに…。 （「時事ドットコム」，2011-02-23） 

c. 田中さんが到着だ。 （益岡 2000: 47） 

d. 日本フィギュア界のエースが復活です。 （鈴木 2010: 57） 

e. 落ち着いて。そうだ，まずは現状を整理だ。 （『3 月』，3 巻 24 話） 

 

「VN だ」構文は「～だ」という名詞文に見られる形式をとりながらも，項の「を，に」等の格

標示が可能なことやその動的な意味など，動詞文的な性格が指摘されてきた。しかしながら，(2) の

ように動詞文との意味的な差異がほとんど感じられない場合がある一方で，(3), (4) に見られる容

認度の違いから分かるように，動詞文との相違点も観察される。 

 

(2)   両津行きの船は 9 時に新潟港から出発｛です／します｝。 

(3)   両津行きの船はついさきほど出発｛* でした／しました｝。 

(4)   あんなプレーをするようじゃ，俺も引退｛だ／だろう／? する／?? するだろう｝な。 

 

「VN だ」構文を考察の中心に据えた論考は少ないが，「VN だ」構文の特徴は多くの研究者に

よって散発的にではあるが重要な指摘がなされている。また，近年，鈴木 (2010) や佐藤 (2011, 

2012) によって「VN だ」構文が中心的な考察対象として取り上げられ，興味深い特徴が明らかに

されている。しかしながら，先行研究においては「VN だ」構文を鳥瞰的に見渡し分類するとい

うことが行われてこなかったため，多くの記述はそれが妥当である範囲が不明であった。本研究

の目的は「VN だ」構文内において区別されるべき類型を設定することにある。そうすることに

よって，これまでに数々の研究者によってなされてきた指摘がどの下位類にとって重要性をもつ

のかを整理することが可能となる。結論を先に述べると，本研究が提示する分類は「属性・状態

叙述型」と「出来事提示型」であり，この 2 類は構文の意味機能，格標示，有題／無題，「だ」

の機能など様々な点で異なる。この 2 分類を基に「VN だ」構文はさらに下位分類され，体系的

に整理されうる。 

 

2 先行研究と問題のありか 

                                                        
1 「邪魔」のように形容名詞と出来事名詞の解釈で多義的な語彙が「この机は邪魔だ」のように「～だ」の形式を

とり，構文内において形容名詞と解釈される場合，この文は「VN だ」構文とは認められない。 
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本節では先行研究による記述を概観し，「VN だ」構文に関してこれまで明らかになった特徴

を確認するとともに，その問題点を指摘する。 

前節で述べたように，「VN だ」構文は統語的・意味的に動詞文と類似した側面を見せる。例

えば，南 (1993: 62) は「述部以外の諸成分に関しては動詞述語文的，述部は名詞述語文的という，

一種のハイブリッド的性格の構造を持つ」と，「VN だ」構文（南 (1993) は「擬似名詞述語文 1」

と呼ぶ）の構造に言及し，〈起点〉の「NP から」，〈手段〉の「NP で」，〈対象〉を表す「NP

を」などが出現する例を挙げている（pp. 60-62，以下に一部抜粋）。 

 

(5) a. ボクラハ 12 日ニ神戸カラ船デ出発ダ。 

b. 工事ハ今日中ニ終了ダ。 

c. 選手タチハ大会本部前カラスタートデス。 

d. A 案ヲ B 案ニ変更ダ。 

e. コチラノ部品ト交換ダ。 

 

動詞文との意味的な類似点に関しては，高橋 (1984: 20-21) が次例を「述語が主語のさししめすも

のごとの運動をさししめしているもの」（「動作づけ」）と特徴づけている2。 

 

(6) a. あっしゃもうこれっきり断然絶交だ！ （里見弴「多情仏心」；高橋 1984: 30） 

b. われわれもいよいよ明日出発だ。   （同: 30） 

 

しかし，王 (2001: 89) は「明日は出発だ」のような例について，動詞文の構文的意味との類似点

を認めつつも，「主体がある動作のどの段階に置かれているのかを表す状態の説明であり」，「一

時的属性を表す「状態づけ」の用法の一つとしてとらえたほうがよいかと思う」と述べている。

本研究は，次節にて詳述するが，「VN だ」構文には出来事を表すものと主体の属性／状態を表

すものの両方が存在すると考える。 

ここで，「VN だ」構文に関してなされた具体的特徴の記述のなかでも特に，過去形の可否，

ヲ格項の出現に関する記述に注目したい。まず過去形について，井上・金 (1998)，鈴木 (2010) が

「VN だ」構文では「だった／でした」の使用が困難であることを指摘している（(7) は井上・金 

(1998: 457)，(8) は鈴木 (2010: 63) の例。容認度判断もそれぞれ井上・金，鈴木のものである）。 

 

(7) a. ? 先ほど東京駅に到着でした。  cf. 先ほど東京駅に到着しました。 

b. ?? 昨日の夜に東京駅を出発でした。 cf. 昨日の夜に東京駅を出発しました。 

(8)   ? 男女合わせて，初の金メダルを獲得でした。【筆者注：ニュース報道における発話】 

 

ただし，過去形が許容される (9) のような「VN だ」構文があることに注意しなければならない。 

(9) a. 3 月帰国だったのに…。 = (1b) 

b. 夜遅くに到着だったけど，ご飯食べたくて色々奮闘。 

(http://blog.goo.ne.jp/masumasumimimi/e/5b84119091d9945c534f554e51a7090b, 2013-02-13) 

                                                        
2 同様の特徴づけに関しては，新屋 (2009) も参照。 
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c. 僕も開始 10 分で交代だったよ。 （「DOIS」『ジャ』，44 号 10 巻） 

 

次に，項のヲ格標示について Sato (2008)，佐藤 (2011, 2012) の研究を取り上げる。これまで「す

る」が軽動詞として広く認められているが，Sato (2008) において「だ」の軽動詞としての機能が

注目され，佐藤 (2011, 2012) で実際に「を EN だ」という形式の出現頻度が Google での検索によ

り調査されている。この調査は「を EN だ」という形式の存在がほとんど注目を受けず，もしく

は認識さえされておらず，非文法的と見なされることもあったという事実を背景としている。佐

藤 (2012) では，（他動詞用法のみの）EN，468 語のうち，392 語 (83.7%) が当該の形式で実現

しうることが示された。この数字は従来から多く指摘のあった「を EN 中」の使用率と同程度で

あり（468 語中 406 語），「を EN だ」という形式が決して特殊で稀有な存在でないことが確認さ

れた。 

 

(10) a. 3 つの基本を練習だ。 (Sato 2008: 214) 

b. 当て逃げで超エリート巡査長を逮捕だよ～ （佐藤 2011: 61） 

c. 英語より浪花語を勉強だ！ （同: 61） 

d. まずはとっつきやすそうなこのお城タイプを鑑賞だ。 （同: 61） 

 

しかし，佐藤 (Sato) も指摘していることだが，(11) に観察されるように，ヲ格項の出現が困難で

あるような「VN だ」構文が存在することも事実であり，このような例にも十分な注目が向けら

れなければならない。(11) においてヲ格項の出現が文の容認度低下に関わっていることは，「を」

を「の」に置換すると文の容認度が上がることから確認できる。 

 

(11) a. 太郎はアンケート｛? を／の｝回収だ。 

b. 花子はデータ｛? を／の｝分析だ。 

c. 次郎は公園｛? を／の｝掃除だ。 

d. 三郎は容疑者｛? を／の｝監視だ。 

 

「VN だ」構文における過去形の可否，ヲ格項の出現に関する以上の指摘は，挙げられている

例の範囲内においては正しいが，「VN だ」構文全体を見渡したときに記述に当てはまらないも

のが観察される。先行研究の問題点は記述の当てはまる範囲が明確なかたちで規定されていなか

ったことである。もちろん，鈴木 (2010) のように考察範囲をニュース報道における使用例に限定

している研究もあるが，鈴木の記述する特徴に沿った振る舞いを見せる「VN だ」構文群は，ジ

ャンルという範囲で規定されるよりも，本研究が提案する「属性・状態叙述型」，「出来事提示

型」のように，より根本的なかたちで規定された方が有益な記述的一般化が得られるだろう。 

 

3 「VNだ」構文の類型 

「VN だ」構文は「―だ」という述語形式をとる点で「太郎は学生だ」のような名詞文を想起

させるが，意味的には，ある対象の属性／状態を表すという名詞文の本来的なあり方よりも，動

詞文的な特徴（出来事を提示する機能）を示すように見える。しかし，実際に「VN だ」構文に
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は≪ある対象の属性／状態の叙述≫を行うものが存在し，≪出来事の提示≫を行う「VN だ」構

文とは様々な点で区別されるべき特徴がある。前者を「属性・状態叙述型」，後者を「出来事提

示型」と呼ぶ。本節では，「VN だ」構文においてこの 2 類の区別が認められることを論じ，両

者の特徴・対立点を詳細に記す。 

 

3.1  機能と形式の関係 

まず，前節で取り上げた過去形の可否およびヲ格項出現の可否の問題が「VN だ」構文の意味

機能と密接な関わりをもつことを示す。はじめに，ヲ格項出現の問題を取り上げる。前節 (11) に

挙げた「VN だ」構文はどれも＜主題 NP への叙述＞を行うものであったが，このような場合にヲ

格項の出現が文の容認度を下げる。しかし，同じ EN を用いた文であっても，(12) のように＜策

動＞（＜意志表出，命令＞など）の機能を，もしくは (13) のように＜出来事の報告＞の機能を実

現するものであれば（例：ニュース報道），ヲ格項の出現は容認度に影響しない。 

 

(12) a. 3 つの基本を練習だ。 = (10a) 

b. 血液型で自分を分析だ！ （佐藤 2011: 61） 

c. まずはアンケートを回収だ！ 

d. 明日は屋根裏を掃除だ！ 

(13) a. ○☓社が自社製品 1 万点を回収です。 

b. 小学生が日比谷公園を掃除です。 

 

過去形の可否に関しても，「VN だ」構文が (14) のように＜主題 NP への叙述＞を行うものか，

(15) のように＜出来事の報告＞を行うものかということが容認度の違いに関わる。 

 

(14) a. 太郎はアンケートの回収だった。 

b. 花子はデータの分析だった。 

(15) a. * ○☓社が自社製品 1 万点を回収でした。 

b. * 小学生が日比谷公園を掃除でした。 

 

さらに，「VN だ」構文が＜主題 NP への叙述＞の機能をもち，かつ過去形でその文が実現する場

合，次例に観察されるようにヲ格項出現の容認度が (11) から一段と低下する点も注目に値する。

この事実は，「VN だ」構文において過去形が可能であることとヲ格項の出現が困難であること

が深く関連していることを示唆している。 

 

(16) a. ?? 太郎はアンケートを回収だった。 

b. ?? 花子はデータを分析だった。 

c. ?? 次郎は公園を掃除だった。 

d. ?? 三郎は容疑者を監視だった。 

 

また，否定形に関しても過去形と同じ振る舞いが観察されることを付け加えておく。(17) は＜主
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題 NP への叙述＞を行う「VN だ」構文の例，(18) は＜出来事の報告＞，＜策動＞（＜意志表出＞）

の例である。 

 

(17) a. 君はアンケートの回収ではない。 cf. ?? 君はアンケートを回収ではない。 

b. 花子は 9 月に引退じゃない。 

(18) a. * ○☓社が自社製品 1 万点を回収ではありません。 

b. * 花子が引退じゃないぞ！ 

c. * 明日は屋根裏を掃除じゃない！ （「明日は屋根裏を掃除しない！」の意） 

 

以上の観察結果を (19) にまとめる。この表が示すところは，「VN だ」構文が少なくとも 2 類

に分けられるべきだということである。本研究は「VN だ」構文に「属性・状態叙述型」と「出

来事提示型」の 2 類を仮定し，列 A の容認度の分布は属性・状態叙述型の特徴の反映であり，列

B に見られる分布は出来事提示型の特徴の反映であることを議論する。以下，この 2 類型につい

て詳述する。 

 

(19)   「VN だ」構文における機能と形式との関係 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  出来事提示型 

先に出来事提示型を取り上げ，次小節で属性・状態叙述型の特徴を見る。以下が出来事提示型

の例である。 

 

(20) a. ○☓社が自社製品 1 万点を回収です。 = (13a) 

b. 田中さんが到着だ。 = (1c) 

c. 日本フィギュア界のエースが復活です。 = (1d) 

d. 落ち着いて。そうだ，まずは現状を整理だ。 = (1e) 

 

出来事提示型は「～だ」という名詞述語の形式をとる点，そしてこの形式をとることがもたらす

形態・統語的制限を除けば，その特徴は動詞文的である。典型的な動詞文の場合がそうであるよ

うに，談話内における特別の要請がなければ，「VN だ」構文内に最低限必要な要素は述語 (EN) 

の項構造が求める要素の数に等しく，それら各要素は項構造の求める意味役割を満たすものであ

る。意味機能としても出来事提示型は≪出来事の提示≫を行うものであり，この点も典型的な動

詞文と同じである。この機能は実際の発話において＜出来事の報告＞や＜策動＞の解釈を受ける。 

＜出来事の報告＞の機能を実現する場合，その出来事は (21a, b)（および (20a-c)）のように近

 A B 

意味機能 ＜主題 NP への叙述＞ ＜出来事の報告＞，＜策動＞ 

ヲ格項 ? ok 

過去形 ok * 

否定 ok * 
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過去のものであることも，(21c) のように近未来のものであることもある。形式的特徴としては，

X（VNP が表す属性／状態／出来事の〈主題／動作主〉などと解される NP）は，もし文内に出現

し，かつ何らかの標識を受けるなら無題の形式「X が」をとる。 

 

(21) a. なんとイチローが移籍だ！しかもヤンキース。 

(http://hirofukuchi.com/Blog/hirobbs.cgi?mode=res&no=4007, 2013-02-05) 

b. おかげでジーさんの面会話が再浮上だ。どーすんだ。 （「銀」『ジャ』，44 号 9 巻） 

c. もうじき列車が到着だ。 （大島 2010: 91） 

 

次例（および (20d)）のように＜策動＞の機能を実現する場合，動詞述語文による＜策動＞と同様

に，X は文内に明示されないのが普通である。 

 

(22) a. 行くな！練習だ！ （「WING」『ジャ』，43 号 39 巻） 

b. サニー号はどこにある？全員集めてすぐ出航だ。 （「ONE」『ジャ』，44 号 9 巻） 

 

ただし，X が「X は」という形式で出現することもあるが，この場合の意味も＜策動＞を行う動

詞文のそれと平行的で，「VN だ」構文に「対比」の解釈が付加される。 

 

(23) a. おまえはアンケートを回収｛だ／しろ｝！ 

b. よし，俺は屋根裏を掃除｛だ／する／しよう｝！ 

 

出来事提示型の特徴に関して，最後に「だ」の役割に言及する。「太郎は医者だ」に見られる

ような，述語位置における「だ」は活用をもたない語 Y（「医者」）に後節し，述語「Y だ」を

形成する。この「だ」は，文の時制意味の決定に関わったり，（活用するなどして）連用形「医

者で」，過去形「医者だった」，否定形「医者ではない（じゃない）」などの表現を可能にする。

このような機能をもつ「だ」を「コピュラ」と呼ぼう。しかしながら，出来事提示型に現れる「だ」

が文の時制意味の決定に関与しないことは上掲の例から窺える。さらに，過去形・否定形が用い

られないことも 3.1 節で既に見た。加えて，次例から分かるように連用形の使用も難しい。 

 

(24) a. * イチローが移籍で，僕は心配だ。 （「イチローが移籍して，僕は心配だ」の意） 

b. * あの話題が再浮上で，大変だ。 （「あの話題が再浮上して，大変だ」の意） 

 

このような理由から，出来事提示型における「だ」をコピュラと見なすことはできない。このよ

うな「だ」の正確な特徴づけは本研究における考察の範囲を超えるため，ここでは立ち入らない

が，出来事提示型の「だ」は「非コピュラ」であるという点だけ強調しておく。 

 

3.3  属性・状態叙述型 

以下に属性・状態叙述型の例を挙げる。 
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(25) a. 太郎はアンケートの回収だ。 cf. (11a) 

b. 去年の 10 月に委員長になった 3 年生は来月で引退です。 = (1a) 

c. 3 月帰国だったのに…。 = (1b) 

 

名詞文「X は Y だ」が属性／状態のような静的な事態を提示する構文であることはしばしば言及

されるが3，この点で属性・状態叙述型は形式と意味が整合していると言える。すなわち，属性・

状態叙述型の「VN だ」構文は≪ある対象の属性／状態の叙述≫を行う構文である。ただし，「太

郎は医者だ」のような典型的な名詞文とは異なり，「VN だ」構文には述語に出来事名詞が出現

しているため，何らかの出来事が間接的に言及される。しかし，出来事提示型とは異なり，出来

事の成立自体を断定／要求するものではない。属性・状態叙述型が一次的に表す事態は X と属性

／状態との関係であって，文内の EN が表しうる出来事が成立する／したかということは推論さ

れるに過ぎない。 

X の標識に関しては，主題のマークを受けることを無標とし，「X が」という無題の形式が用

いられる場合，「太郎がアンケートの回収だ」のように，その属性・状態叙述型「VN だ」構文

は「総記」（久野 1973）の解釈を受ける。「だ」に関しては，「太郎は医者だ」のような普通の

名詞文と同様にコピュラとして機能する。「太郎はアンケートの回収だ」のような文においては，

「アンケートの回収」という＜役割＞（属性の一種，後述）を「太郎」が担うという関係が非過

去時（この場合，時制意味は「現在」）に成立することを明示し，必要に応じてこの関係を過去

時に位置づけたり（「だった」），否定したり（「ではない（じゃない）」）することができる。

連用形による接続も，「太郎がアンケートの回収で，安心だ」のように可能である (cf. (24))。 

以下，属性を表すものと状態を表すものの特徴を別個に掘り下げていく。 

 

3.3.1  属性 

「VN だ」構文が表しうる属性は＜臨時的カテゴリー属性＞であり，その一例が＜役割＞であ

る。(26) (cf. (11)) のような文が＜役割＞を叙述するものである。属性の典型は「（日本は）島国

だ」，「（鯨は）哺乳動物だ」のような，時間的な限定を受けない，対象に内在したものである

「カテゴリー属性」だと言われるが（益岡 2008），本研究は＜役割＞をこのカテゴリー属性の変

種であると考える。「島国」，「哺乳動物」のように文化／社会／学術的に認定されているカテ

ゴリーではないが，(26) の「アンケートの回収」，「データの分析」，「公園の掃除」，「容疑

者の監視」というのは，ある特定の集団内である目的のために必要とされるある行動によって定

義される臨時的なカテゴリーであると考えられる。 

 

(26) a. 太郎はアンケートの回収だ。 

b. 花子はデータの分析だ。 

c. 次郎は公園の掃除だ。 

d. 三郎は容疑者の監視だ。 

 

(26) の文は「X の＜役割＞を叙述する」ものであり，例えば「アンケートを回収する／した」

                                                        
3 例えば，三上 (1972: 41 [1953]) は，名詞述語文は「事物の性質 (quality) を表す」と述べている。 
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のような出来事は間接的に読みとられるのみである。そのため，(27b) のような動詞文の過去形と

は異なり，(27a) のように，属性・状態叙述型では出来事の成立が否定されても矛盾は生じない。 

 

(27) a. 太郎はアンケートの回収だったのに，さぼってパチンコをしていた。 

b. # 太郎はアンケートの回収をしたのに，さぼってパチンコをしていた。 

 

また，このような特徴から，出来事が成立したかどうかを問題とするような状況では使用に適さ

ないことが推測されるが，(28) の容認度の低さに見られるように実際にそうである。 

 

(28)  A: 仕事は終わったか？  B: # アンケート，回収でした。 

cf. B: アンケート，回収しました。 

 

同様に，(29) のように＜役割＞解釈が難しく出来事の解釈が優先される属性・状態叙述型も容認

度が低い。この例も，例えば「太郎は犬の散歩だった」や「（次郎は貸出簿の作成で，）花子は

本棚の整理だった」のようにすれば，EN 句を＜役割＞として解釈しやすくなり容認度が上がる。 

 

(29) a. ?? 太郎は公園の散歩だった。 

b. ?? 花子は机の上の整理だった。 

 

前節 (11) でヲ格項の出現が文の容認度を下げる例を挙げたが，そこでは，例えば「アンケート

を回収」という部分を「アンケートの回収」とすれば容認度が上がるという事実が観察された。

この事実は次のように説明される。「アンケートの回収」という表現自体は，「アンケートの回

収をした」のように〈出来事〉へのラベルとしても，また「アンケートの回収だ」のように〈役

割〉へのラベルとしても用いられるが，「アンケートを回収」という表現は〈出来事〉を指すも

のとしか解釈されず，属性・状態叙述型の構文的意味と齟齬をきたす。「NP を回収だ」という形

式は 3.1 節で示したように＜出来事の報告＞や＜策動＞を行うもの，つまり出来事提示型として

解釈されれば容認される。 

 

3.3.2  状態 

「VN だ」構文が表す＜状態＞の 1 つに＜予定＞がある。(25b, c) がその例であるが，以下に追

加の例を挙げる。(30) のような例は，動詞文「両津行きの船は 9 時に新潟港から出発します」，

「花子は 4:20 に到着する」とほとんど意味的な差異が感じられない。しかしながら，対応する動

詞文はある出来事が未来時に成立することを断定し，その断定行為から現在時においてその出来

事が予定されていることが推論されるのに対し，(30) はある予定が現在時に成立することを断定

し，そこから未来時における出来事の成立が間接的に言及されるにすぎない。 

 

(30) a. 両津行きの船は 9 時に新潟港から出発です。 cf. (2) 

b. 花子は 4:20 に到着だ。 
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したがって，(30) のような現在形では動詞文との違いが微妙である場合もあるが，次例のように

「VN だ」構文と動詞文で容認度に明らかな差が観察されることがある。(31) のように，出来事

の成立に焦点を当てるような状況において属性・状態叙述型は使用できない (cf. (28))。一方で 

(32) のように，属性・状態叙述型はある予定の存在のみを過去時に位置づけて，予定されていた

出来事が成立しなかったことを表せるが，動詞文の過去形は出来事を過去時に位置づけてしまう

ため，その成立が断定されてしまう (cf. (27))。 

 

(31) a. 両津行きの船はついさきほど出発｛* でした／しました｝。 = (3) 

b. 花子はもう到着｛* だった／した｝。 

(32) a. 花子は本当は先月で引退｛だった／# した｝のに，監督に頼んで先延ばしにした。 

b. 本当は明日帰国｛だった／# した｝のに，ストライキのためしばらく帰れない。 

 

また，(25b, c) や (30) のような属性・状態叙述型と，動詞文および出来事提示型「VN だ」構

文は文内に必要とされる要素の数が異なるが，この事実も意味的特徴の違いから説明される。動

詞文および出来事提示型「VN だ」構文は V／EN の表す出来事を提示するため，V／EN の項構造

が最小限満たされれば文が成り立つ。一方で属性・状態叙述型である (25b, c) や (30) のような

文は，EN の項のみならず，状態＜予定＞を表すために必要な何らかの要素が加えられなければな

らない。例えば出来事提示型の (33) や動詞文 (34) は「引退」「到着」がそれぞれ要求する項〈動

作主〉，〈動作主，場所〉が満たされるだけでも成立するが（(33b), (34b) の〈場所〉項はコンテ

クストから復元される），属性・状態叙述型の (35) は括弧内の要素がなければ容認度が低下する

（一義的に属性・状態叙述型の解釈が得られるよう過去形を用いてある）。括弧内の要素があれ

ば＜予定＞の解釈を受け，属性・状態叙述型として容認される。 

 

(33) a. ビッグニュースだ！花子が引退だ！ 

b. 田中さんが到着だ。 （益岡 2000: 47） 

(34) a. ビッグニュースだ！花子が引退した！ 

b. 田中さんが到着した。 

(35) a. 花子は *（来月で）引退だった。 

b. 田中さんは *（9 時に）到着だった。 

 

属性・状態叙述型においても (36) のように EN の項以外の要素が EN を修飾しないこともある

が，そのような文であっても出来事を表すものとはならず（したがって (35) のように容認度は低

下せず），（＜予定＞ではないが）＜状態＞の解釈が得られる点に注目されたい。 

 

(36)  あんなプレーをするようじゃ，俺も引退｛a. だ／b. だろう／c. ? する／d. ?? するだろ

う｝な。 = (4) 

 

(36a, b) では未来時に成立する出来事を予測するというよりも，話者は自分が近いうちに引退しな

ければならないような状態に現在あるだろうと推量がなされている。制御可能な未来時の自分の
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行動を予測するというのは奇妙であり，したがってそのような内容を表す (36c, d) は不自然だが，

現在時の状態を推し量ることは自然であり，実際に属性・状態叙述型の (36a, b) が容認されるの

はそのような理由による。 

最後に，(37) の実線部のような例に言及する。この「VN だ」構文に＜予定＞の解釈は難しく，

動詞文「夜遅くに到着した」のように一見出来事の成立を断定しているかに思える。しかし，「到

着」が表す出来事は既に前文（波線部）においてその成立が断定されており，実線部の「VN だ」

構文は分裂文「到着したのは夜遅くだった」のように，「到着した」ことを前提とし，到着時刻

に焦点を当てているものである。分裂文ではなく「VN だ」構文の形式でこの意味が実現されて

いるのは，談話の主題 NP を一貫して「私」（ブログの書き手）にするためだと考えられる。本

研究はこのような「VN だ」構文を属性・状態叙述型の非典型例として位置付ける。 

 

(37)  6 時間ちょっとかかり，43 カ国目 ベトナム ホーチミンへ到着。夜遅くに到着だった

けど，ご飯食べに行きたくて色々奮闘。 cf. (9b) 

 

3.4  まとめ 

以下に「VN だ」構文における 2 類型，属性・状態叙述型と出来事提示型の特徴をまとめる。 

 

(38)   属性・状態叙述型と出来事提示型の特徴 

 

4 おわりに 

以上，本研究では，先行研究において未分類であった「VN だ」構文を属性・状態叙述型と出

来事提示型の 2 類に分け，その特徴を提示した。この分類に単純には収まらない (37) のような

「VN だ」構文が存在することは確かだが，このようなものも，本研究が提示した 2 類の区別が

あるからこそ「属性・状態叙述型の非典型例」というように特徴づけが可能であるため，この分

類の重要性が損なわれるわけではない。ここで取り上げることのできなかった「VN だ」構文も

あるが，それらもこの 2 類を基礎に体系的に記述することが可能であろう。 

 

 属性・状態叙述型 出来事提示型 

意味機能 ≪ある対象の属性／状態の叙述≫ ≪出来事の提示≫ 

＜役割の叙述＞，＜予定の叙述＞ ＜出来事の報告＞ ＜策動＞ 

有／無題 X は X が φ 

「だ」 コピュラ 非コピュラ 
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結論 

 

 

1 研究成果 

本研究は，出来事名詞とその構文の体系的な記述を目指して，「VN をする」構文，出来事存

在文，出来事予定文，「VN だ」構文の 4 種類の構文の観察を進めてきた。第 1 章と第 2 章では，

出来事名詞自体の分析に重点を置き，その特徴を記述・整理した。第 3 章から第 6 章にかけては，

問題の構文の分析に重点を置き，出来事名詞と構文の関係を明らかにした。以下に，本研究の成

果をまとめる。 

第 1 章においては，先行研究では詳細な記述の対象となることがほとんどなかった SEN の特徴

を，VN の特徴と比較対照しながら明らかにすることができた。第 2 章では，VN を取り上げて，

VN の動詞形ではなく名詞形が選択される種々の動機を，VN 名詞形の特徴との関係から記述・整

理した。VN 動詞形にはない，VN 名詞形の特徴が積極的に利用・活用されて，この形式が選択さ

れていることを論じた。VN 名詞形の特徴のなかでも，特に「項の非明示が可能である」という

特徴と「表示する対象の存在論的範疇に柔軟性がある」という特徴は，第 3 章以降で取り上げる

構文との関わりのなかで重要な役割を果たすことが分かった。 

第 3 章では，「VN をする」構文を取り上げた。先行研究では，「VN をする」構文には「VN

する」構文には存在しない意味的な制約（主体性の制約・アスペクト制約）の記述・説明に重点

が置かれていた。しかし，意味的な制約に注目するだけでは，「VN をする」構文が「VN する」

構文に比べて単に使用範囲が限定的な構文であると特徴づけられてしまう。本研究は，「VN す

る」構文ではなく「VN をする」構文が選択される動機として，「VN をする」構文の〈行為対象

の背景化〉という機能が挙げられる。さらに，第 2 章で述べた，名詞修飾資源利用の動機が働い

て「VN をする」構文が選択されることもあり，この動機が強い場合には，「VN をする」構文に

かかる意味的な制約が無効化されることを第 2 章での観察とあわせて確認できた。 

第 4 章では，出来事存在文を取り上げた。出来事存在文の「ある」は，動態動詞だと特徴づけ

られることがあり，本研究でもこの「ある」の動態性を確認することができた。しかしその一方

で，本研究ではさらに「ある」の動態動詞化が不完全であることを指摘した。出来事存在文 VNに

関しては，その特徴を受動形／能動形の「VN する」構文と比較して明らかにすることができた。

「VN をする」構文との関係に関しては，「VN をする」構文と同様に，項の背景化が出来事存在

文 VN 選択の動機となっていることが確認できたが，出来事存在文 VN は，〈動作主の背景化〉も

可能であるため，「VN をする」構文より高い程度で項の背景化の機能を発揮する。さらに，〈動

作主の背景化〉が進んだ結果として〈出来事の自発〉を表すことが可能であり，その結果，出来

事存在文 VNには〈義務予定〉を表すものが存在することが確認できた。 

第 5 章では，出来事予定文を取り上げた。出来事予定文は，出来事存在文の表す出来事への参

与者となる人名詞が付加されたものではなく，人名詞の指示対象の〈義務予定〉を表す構文であ

ると特徴づけられた。さらに，構文カテゴリーとしては，一見，所有文の 1 種であるように思わ

れるが，これが「象は鼻が長い」構文の変種であるとの特徴づけが適切であることが明らかにさ

れた。 

第 6 章では，「VN だ」構文を取り上げた。「VN だ」構文に関しては，先行研究において散発
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的にではあるが重要な指摘がなされてきた。しかし，そもそも「VN だ」構文は分類されてこな

かったため，多くの記述はそれが妥当である範囲が不明であった。本研究は，「VN だ」構文に

関して，属性・状態叙述型と出来事提示型の 2 類が区別されるべきであることを主張し，この 2

類型の特徴を記述した。そうすることによって，これまでに数々の研究者によってなされてきた

指摘がどの下位類にとって当てはまるのかを整理することが可能となった。 

 

2 今後の課題 

本研究での考察が不十分であったり，取り上げることができなかった問題を述べる。まず，動

詞由来の SEN の特徴として，「肩たたき」や（水泳競技としての）「飛び込み」のように，意味

の特殊化が認められることを述べたが，一方で「値下げ」や（単なる移動の意味での）「飛び込

み」のような VN には意味の特殊化が観察されないことを指摘した。しかし，意味が特殊化して

いる VN もある。例えば，「足止め」や「舌打ち」がそうである。本研究では，SEN と VN を区

別する基準を提示し，両者の特徴の違いを詳細に記述したが，なぜある出来事名詞がSENとなり，

なぜある出来事名詞が VN となるのかという問題まで踏み込むことができなかった。 

また，「VN をする」構文に関しては，適格な「VN をする」構文とそうでない「VN をする」

構文の線引きが難しいものもかなりあり，話者による容認度の差も大きい。これは母語話者の間

で，言語直感としてもつ主体性の制約・アスペクト制約の強さの違いと，「VN をする」構文を

使用する意味的・機能的・語用論的動機の強さとが複雑に関係し合った結果だと考えられるが，

この点も本研究では考察することができなかった。 

出来事存在文に関しても，出来事の〈発生〉を表すものは取り上げることができたが，「この

小学校には運動会がない」や「プロ野球選手には引退がある」のような出来事所有文と呼べるよ

うなものは考察範囲に含めることができなかった。 

以上述べた点に関しては，今後の課題とする。 
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用例出典 

『週刊少年ジャンプ』（集英社）内の漫画：空知英秋「銀魂」，尾田栄一郎「ONE PIECE」，神

海英雄「LIGHT WING」，村瀬克俊「DOIS SOL」 

単行本：羽海野チカ『3 月のライオン』（白泉社） 


