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I. はじめ

現代日本語において、 使役の意味を表す用法は大きく三つの文型がある。 一つ目は語氣的

な文型である。 つまり、「建てる、割る」などの他動詞の文型である。 使役者によって事態

が起こるように被使役者に1紬きかける、 使役の意味をあらわす（「太郎が花瓶を割る」）。 ニ

つ目は、動詞に（サ）セルの接辞を付けて、使役形の派生動詞を作る文型である。自／他動

詞を始め、多様な動詞にくっ付けるゆえ、 使役文型の意味も多様である。 最後の文型は、依

頼を意味するテモラウ（イタダク）文型の表現である。

本稿では、 主語における事態の発生を表す使役形動詞の述語文について考察したい。 使役

形動詞の述語文である（サ）セル形の動詞述語文が考察対象である（以下に使役形動詞述語

文と略する）。動詞述語文には、 文法／意味上に一般的な決まりがない恨用表現をも含む。

(1)卦笏を置き直し、 半紙の四隅に手を走らせた。 （あか）

(2)ここで、砂川里子はちょっと言業を切ると、 つと周囲に視線を走らせた。 （理由）

(3)おきみは、 政五郎が閉じた口のあとに思案を走らせた。 （あか）

(4)譲歩を迫るカードとわかりながらも、 それに乗らざるを得ない市の内惰に息いを走らせ

年 （朝日20050331)

上記の例文は、すべて主栢の付屈物が被使役者になっている使役の文型である。使役者自

身に勁作の影響が及ぶ再婦的な使役の意味をあらわす。先行研究の中品(2005)に従えば、

事態発生の使役の意味をあらわす表現である。 以下に、 中畠(2005)の「使役の意味的タイ

プ」を引いて説明に用いる。

「使役は、使役者が意志的に事態を起こすかどうか、被使役者がその事態を望むかどう

か、 といった観点から、①指図の使役、②許容の使役、③事態発生の使役などに分けら

れる。〈中略〉③事態発生の使役とは、「忘れていて肉を腐らせる」「不党にも敵に点を

取らせる」のように、 使役者からの意志的な拗きかけがないにもかかわらず、何らかの

要因によってある事態が発生する場合に用いられる使役のことである 。気づかないうち

に事態が進展した、 有効な手立てを講じなかったという場合、使役者が貨任を感じ悔や
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み喋く意味を帯びる。「目を輝かせる」「足を滑らせる」「表情を暴らせる」T不安を募ら

せる」など、 主語に当たるものの付屈物が被使役者となる例も、 自然発生的なことがら

であり、 事態発生の使役の一植といえる。①～③のほか、「規制緩和が救済を活性化さ

せる」「その一首が彼女に退部を思いとどまらせる」のように、 主栢の位囮に原因を表

すことがらが来て、 使役表現が結果を表す言い方がある」(p.112)

ところが、 中畠(2005)に従うと、(1)から(4)までの例文は、「主語に当たるものの付屈物

が被使役者となる例」で、「自然発生的なことがらを表す事態発生の使役」の表現である。
しかし、(1)と(2)の例文は、 自然発生的なことがらとしての意味解釈には無理がある。 という

のは、 使役者が意志をもって事態の発生を働きかけているからである。 よって、「主語に当

たるものの 付屈物が被使役者となる例も、 自然発生的なことがらであり、事應発生の使役の

一種といえる」という説明には訂正が必要である注l o

以上の指摘を踏まえて、 本稿では使役者の意志性と使役形動詞述語文における意味解釈の

類型を再考する。したがって、 語用論的な場合をも考慇に入れて、 使役表現の意味解釈にお

ける新たな意味基準の提示を試みる。また、使役の再焔的な用法に関する従来の研究を受け

継ぎながら、使役表現における再帰的な用法の再分類を「経験者」と 「（他に対する拗きか

けの）他動性」との観点から考察する。 使役形勁詞述栢文の意味解釈の用法を深めることに

よって、 動詞慣用表現の詳細（使役形）をも把握したいと思う 注2 0

II. 先行研究

（サ）セル形の使役表現の分類には、井上(1976)、早津(2004)などが挙げられる。

井上(1976)では、 使役文における主／補文の主語を有／無性の観点から四種類に分けてい

る（m←使役文」「 に—使役文」「原因の使役文」「経験の使役文」）。名詞や動詞の語批的な意

味から生じる多様な事態の表現として使役表現の分類を把握する井上(1976)の研究を受け

継いで、早津(2004)が使役表現の分類として独自に設定した「付窃的な状況」について注

目したい。

早津(2004)では、使役表現を「許容 ・ 許可的な使役」「因果関係的な使役」「直接的な行

動の使役」「他動的な使役」「付帯的な状況」に分けている。 「付帯的な状況」とは、使役者

の身体部位・部分からなる自動詞の使役で、 主にーナガラ／テという構造に現れることが多

いとする。使役の再船的な用法に関わる事項である。以上のほか、 もっと詳しい（サ）セル

形動詞の使役表現の詳細の分類については後述の皿章にゆずる。

「再帰」についての先行研究は「再帰動詞」を設定した仁田(1982)が挙げられる。 再焔

構文における対象のヲ格名詞を現在付随している動作主の体の一部分や心理的なものに限
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定している。氏の再帰の定義における特色は、 再帰の意味成立を動作の完了後から捉えて

いるところである。 ところが、 文における再掃的な意味の捉え方は他研究と等しい。 よっ

て、「再焔」に関する代表的な研究として位四づける。 再帰に関する用語の定義は以下の仁

田 (1982) に従う。

「〈再廂〉とは、 動作主から出た拗きかけが結局は動作主自身に戻って来ることによって、

動作が完結するといった現象を言う」とする。 そして、 再帰的な用法しか持っていない「再

焙勁詞」の代表として「箔る、 脱ぐ」を挙げている。 一方、「子供は手を叩いて喜んだ、 手

を振っている、 舌を噛んでしまった、 胸をハラハラさせる」などは、「動作主から出た拗き

かけが動作主自身に及ぷことによって動作が終桔する、 といった再帰的なものである。 この

ように、 典型的な他動詞がそのー用法として再婦的に使われる場合を、〈再帰用法〉と仮称

する」とする。

また、「再帰用法の動詞を含む構文を、〈再帰構文〉と称すれば、 再帰構文の特色は、 ヲ格

成分が、 動作主に現に付随している動作主の体の一部を表す名詞類によって形成されてい

る、 ということである。 そして、 この種のヲ格名詞を取ることのできる他動詞が、 再婦用法

を持つ他動詞である。 この体の一部には、 物理的なものだけではなく、「気持ち、 心」とい

った心理的なものも含まれる」とする。

再帰構文におけるヲ格名詞を現在付随しているものとして重視していて、「（自分の）落と

した指をビンに入れて述ぶ」のように体の一部が体から離脱した場合、 再帰性がなくなると

の梧用論的な考察が典味深い。 また、 再帰構文におけるヲ格名詞に心理的なものを含めたこ

とは注目すぺきである。

慣用表現に関する先行研究には、「機能動詞」を設定した村木 (1991b) が挙げられる。

名詞と動詞との語結合を動詞の実質性から捉え、 名詞に依存度が強い動詞を「機能動詞」と

して設定した。 そして、 機能動詞が名詞との結合度の強いことを指摘している。

恨用表現の考察において難しいところは、「慣用句J （と「機能動詞結合J)認定の問題で

ある江3。「慣用句」と「機能動詞結合」との中間に位骰する語結合には、恨用的に語彙的な

制限が付く名詞類がある。「ペン」で密いている人をみて、「ペンが走っているネ」とは言わ

ない。「鉦が走っているネ」と言う。また、 仲が悪くなった人々を見て「割れ目が走ってい

るネ」とは言わない。「ヒビ・亀裂が走っているネ」と言う。使役形動詞述語文の詳細を把

揺することは、「慣用句」認定の甚準の根拠を提示することに繋がることを述ぺる。

皿使役表現の分類

森田 (2002) では、「（サ）セル」文型が表す意味について、 使役者を有情と非情に分けて
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いるiH 。 そして、 各々の下位分類の意味を最も詳細に述べている。 例えば、 積極的な行為

の基準として「（�)作為」を、 束縛や制限を与えない不随意な基準として「誘発」を、腕

前を表す基準として「手柄」などを、 意味解釈の分類基準として挙げている。使役文型を意

味的な碁準で下位分類しているところは他研究と等しい。

具体的には、「（サ）セル」 文型の表わす意味として、〈ヒト、 有情の例〉と〈モノ ・ コ

ト、 非情の例〉とに分けて詳細を述べている。まず、 使役者が〈ヒト、 有情の例〉の場合に

は次のように「（サ）セル」文型が表す意味を提示している。「結果（無作為：「やあ、 待た

せたね」）、貢任・手柄（「息子を戦死させてしまった」「子供を大学に合格させた」）、誘発（不

随意「親を悲しませる不肖の息子」「はらはらさせるね」）、放任（させておく：泣きたいだ

け泣かせる）、許容（ゆるし：「褒美に海外旅行に行かせる」）、指令（しむけ：「指導辱問で

犯人に吐かせる」）」 0 (p．195) 

他方、〈モノ ・ コト、 非情の例〉の楊合には、 次のように「（サ）セル」文型が表す意味を

提示している。「因果関係（「小さな穴が堤防を決壊させた」）、結果（無作為：「茶柱を立た

せる」）、 衰任・手柄（「読ませる小説」「問かせる喉J)、 放置（たまま「ご阪を腐らせてしま

った」）、 指令（しむけ：「科学者が雨を降らせる」「コロンプスが卵を立たせる」）、 使役（や

らせ：「コンピュ ー タ ー に計算させる」）、 他動詞（作為：「成金が札束をちらつかせる」「頭

を拗かせる」）」。（p.196)

他研究とは多少違った「銹発／結果」の意味解釈の基準を挙げている所が目に付く。よく

みると、 使役 の意味分類に関する研究の中、最も詳細な基準を提示していると思える。 ま

た、 日本語文型辞典には、［させるJ使役文の基本的な意味は、 ある人の命令や指示に従っ

て他の人間がある行動をすることであるが、 実際に使用される場合には、「強制、 指示、放

任、許可」など一般に使役と考えられているよりも幅広い意味を表わすと説いている。そし

て、「強制、指示、 放任、許可、 放世（腐らせる）、 介護、自資（死なせる）、原因（温暖化

させる ）」の意味解釈を挙げている。

ところが、 意味分類の基準をもっと詳細に考えてみると、新たな意味分類の基準が挙げら

れる。たとえば、被使役者の属性や能力などの語用論的な場合までを考虚すると、 新たな意

味分類の基準を提示 することができる。とすると、 文脈や場面、 認知の様子までを視野に入

れなければならない。なぜなら、 使役表現の実際の使用においては、 場面によって変わりう

る範囲が多様だからである。要するに、 使役の意味分類の基準を考える上では、 語用論及ぴ

認知論的な要索も考えなければ不都合が生じると言える。 以上の指摘から、従来の使役形動

詞述語文の研究に語用論及び認知論的な要素も取り入れて、 次に新たな意味分類の基準を提

示したい。
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N． 使役表現と意志性

村木(1991a)では、 使役者と被使役者における使役の意味解釈の基準として、「意志性」

をあげている。 人間であるXとYにおいて、 甚本文ではXが主格（ガ格）を表し、 使役文で

はXが斜格（二格）をYが主格（ガ格）を表すという。使役文における使役者と被使役者と

の事態の実現に関する意志性を、 意味解釈の基準として提示しているところは仁田(1991)

と等しい。

村木(1991a)は使役を二つの関与者(YとXの順）の意志性の有無によって、 以下のよう

に分類している。

(a)使役（強制）： Yの意志性が弛い楊合。「母親が息子を そばに来させた」

(b)許容（放任）： xの意志性をYが腺璽する場合。「母親は息子を遅くまで遊ばせた」

(c)成り行き（自然）： xにもYにも意志性がない場合。「その母親は息子を戦争で死な

せた」

使役者と被使役者との動きの意志性を、 互いの実現の様子から把掘しているところが注目

すぺきところである。被使役者に事態の実現を仕向ける使役表現において、 意志性は有効な

意味招釈の基準になると考える。

ところが、 使役者と被使役者とが各々の意志性を同時に表す場合については言及していな

い。 といっても、 同時に現れる使役者と被使役者との意志性を把握するには、 従来の考察方

法とはやや異なる語用論的な接近が必要である。

例えば、 以下の例文を参照してほしい（出典が付いていない例文は作例）。

(5)柊二「（首振って）ジェットコ ー スター乗せてやりたいよ。歩かせてやりたいよ、産土

土工やりたいよ。杏子がそれを望むんだったら」 （ビュ）

(6)「院害犬を思いっきり走らせてやりたい 1 」

例文(5)は、歩けない隙害者である人（杏子）についてのセリ•フである。 動作主（被使役者）

に拗きかけて、「歩ける／走れるようにする」という動作の実現を意味する。 いわゆる、「隙

害者を歩かせるI走らせる」ことである。 しかし、 動作主である披使役者には走るという迎

動実現の能力がない。要するに、 使役文の「許容」の用法の説明では不都合が生じる。

ところで、 例文(5)の使役の意味解釈は「援助」の用法として捉えることができる。 したが

って、 例文(5)の「杏子（陪害者）を歩かせる／走らせる」については、 使役の「援助」の意

味用法を股定する必要がある。例文(6)の意味解釈も同様である。 つまり、「援助」で「障害

犬を走らせる」との意味解釈になる。 いわゆる、 使役者が動作主の望む行為を実現するよう

に仕向ける使役の意味である注5
0
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したがって、動作主（被使役者）に［事態実現能力） の有無を使役形動詞述語文の 意味解
釈の碁準として設定する必要がある。なぜなら、使役者と被使役者とが互いに事態を実現

させたいとの意志性が働いているからである。よって、使役形動詞述語文の意味用法とし

て、「援助」の 用法を設定することが妥当であると考える。

ただし、動作主（被使役者）が動作の実現を望まない場合には、「強要」の使役の意味を

表す。たとえば、「（被使役者がリハビリ中、痛みのせいで勁きたがらない場合に）治療のた
めに無理して動かせる」の例が挙げられる。よくみると、痛みのせいで動作を引き起こすこ

とを望まない動作主（被使役者）に対しては、「援助」の用法は当てはまらない。
したがって、動作主（被使役者）の望まない事態の実現に対しては、被使役者の［琳態実

現能力］は意味解釈の基準に値しない。使役者が被使役者 に事態が起こるように仕向ける

「強要」の使役の庶味になる。この結果はつまり使役形動詞述語文において動作主（被使役

者）が望まない事態の実現の場合には 「援助」の用法に意味解釈できないとのことであるか

ら、これで「援助」の用法には動作主（被使役者）の［事態実現能力］と［事態実現願望］
との意味解釈の基準が必要であることが確かめられた。

V. 再帰的な用法

まず、再焔的な用法を表す再帰動詞について述ぺたい。村木(1991b)では、再焔動詞の
特徴を述ぺている。また、「再焔的な用法には他動性が欠如している」(p.184) と指摘して

いる。再靡に関する他研究と違うところは、再帰動詞の性格に、 動詞の意味する運勁だけで
はなく、作用の面も言及したところである。再婦動詞において、勁詞の意味する連勁・作用
がおよぶのは動作主体自身であるという。また、再掃性を持つ再婦勁詞の他動詞群を提示し

ている （「あぴる」「（セー タ ー を）きる」「（ズボンを）はく」「（肩を）すくめる」「（首を）
かしげる」など）。特に注目すべきところは、以下の「再帰用法における他動性の欠如」の

指摘である。

「この ような再帰性は、「（ 自分の）足をおる」「（自分の）手をたた<J「腹痛をおこ
す」「汗をかく」「咳をする」といった用法にもみられる。これらの動作はいずれも動作
主体自身のうごきをあらわしており、他にむけられておこなわれる動作ではない。こう

した再婦的な用法には、他動性が欠如している。」(p.184)

再船的な用法における「他動性の欠如」についての構文的特徴を、村木(1988)では「再

靡的な用法には対応する受動文は成立しない」と指摘している（・ 「（自分の）手をたたか
れる／汗をかかれる」）。再帰的な用法における「他動性 の欠如」 は、Jacobsen(1991)の
噂志的自動詞(intentional intransitive)」と「自発的自動詞（spontaneous intransitive)」
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を分けるカナメと相通じるところがある。 Jacobsen (1991) では、 動作主自身が動作の

実現と共に影響を受けることを再帰性として捉えている。 そして、 再帰性という観点か

ら自動詞を、「意志的自動詞 (intentional intransitive) 」と「自発的自動詞 (spontaneous

intransitive) 」とに分けている。

意志的自動詞とは、 主語が「動作主」と「対象」の役割を担っている再帰性を有する動詞

をいう。例えば、「子供が走る」の例文では、 主語である「子供」が、 事態の変化を引き起

こす存在であると同時に位置・状態変化を被る存在でもある。 いわゆる、 再婦的な用法の動

罰である。「走る、 飛ぴ降りる、 いる」等がこの類の動詞である。自発的自動詞とは、 主語

が「対象Jの役割を担っている勁詞をいう。 例えば、「事件が起こった」の例文では、 主語

が状態の変化を被るだけの対象になっている。再帰性は有しない。「起こる、 出る、 なる」

等がこの類の動詞である。

本稿では先行研究の仁田 (1982) ・村木 (1991b) · Jacobsen (1991) に習い、 動作主自身

が勁作・作用の完了に伴う事態の実現の影響を受けることを再帰性と定義する。 ところが、

再婦的な用法の再揺構文の対象（被使役者） には、 現在付随している動作主の体の一部分や

心理的なものの以外に、新たに動作主の現在付随している物（用具など〉をも加えて、 先行

研究の補完を行う。 以下の1節で詳細を述べる。

次に再帰構文の使役形動詞述語文における対象（被使役者）の〈状態変化〉について考え

る。仁田 (1982) では、他勁詞について、「他動詞は、動作主に焦点を当てて見れば、〈動作〉

そのものであり、 対象に注目すれば一種の〈状態変化〉である。「太郎ガ花瓶ヲ割ッタ」は、

動作主太郎の割るという動作であり、 その結果、 花瓶は割れるという状態変化をこうむるの

である。」とした。他動詞の文形式を有する再焙的な用法の使役形動詞述語文においても〈状

態変化〉という対象の様相は同様であると考える。

ただし、 動作主の拗きかけが動作主自身に及ぶという点が他動詞の文と異なる。 例え

ば、「想像を走らせる」の例文の場合、 対象である「想像」に注目することで、 想像の生起

という対象の〈状態変化〉が浮き彫りになる。 この際の動作主（使役者）は心的（及ぴ認知）

な状態変化を被る「経験者」として捉えることができる。1史役形動詞述語文の意味解釈を把

娼するには、 対象（被使役者）の状態変化に注目することが有効であると言える。以下の2

節で詳細を述ぺる。

以上の考察を踏まえたうえで、 次に使役形動詞述語文の動作主に対する「他動性の欠如」

と「経験者」 とについて考察する。
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， 1. 他動性の欠如が「有標」である表現

動詞の動作（及ぴ作用）が使役者自身に向けられる再帰的な用法の使役形動詞述語文の楊

合には、 他に向けて拗きかけるという「他防性」が欠如する。 この場合の使役者は、 動作を

引き起こすと同時に、 動作による変化を被る存在である。そして、 被使役者は語粟的な意味

の［運動実現性］を有する対象である。 また、 使役形動阿述語文において実貨的な意味を有

している。 以下の例文を通して、 使役者における他動性の欠如について考える。

(7)凍てついた空には月も星もある。土を迎ぶ栄太郎が、 店の動きに何度も目を走らせた。

（あか）

(8)北添は刀を抜こうとして、 なかばまで鞘を走らせたが、 そのときすでに近藤の「日蔭町

虎徹」が頭上で一閃し、 北添は階段からJfnだらけの肉塊となって転げ落ちた。 （新選）

(9)お秀の方が捧ぐる奉世に忠之は手ずから節を走らせた。 （名君）

例文(7) は、 使役者である「栄太郎」が自分の身体部分に動作を仕向けることによっ

て、「目が走る」という動作を受けている。 この動作は仕向けられた動作が使役者自身に向

けられていて、「他動性」を欠如している。使役者は自分の動作によって、 変化を被る存在

である。例文(8)と(9)の例文は、 いわゆる動作主の現在付随している物（用具など）の操作に

よる再帰的な用法の再婚構文である。「鞘が走る（鞘が滑り出る）／筆が走る（節が澱みなく

動く）」という使役者による再帰的な動作が現れている。 上記の例の他には、 例文(1)をはじめ、

「足／手／涙ヲ走ラセル」などの例がある。

勁作主が引き起こした勁作によって引き起こされた変化を被るということは、 つまり「他

動性」を欠如する とのことであるから、 これで使役者が「事態の変化を引き起こす存在」で

あると共に、「変化を被る存在」であるとのことが確かめられた注6
0

2経験者としての使役者が「有標」である表現

動詞の作用（及び動作） が使役者自身に向けられる再帰的な用法の使役形動詞述蹄文につ

いて考える。被使役者の状態変化によって使役者が心的（及び認知）な状態変化を被る場合

には、 使役者はいわゆる「経験者」として意味解釈する。 この際の被使役者は開棠的な意味

の［迎動実現性］を有しない対象である。 そして、 使役形動詞述語文において実質的な意味

を有している。以下の例文を通して、経験者としての使役者について考える。

uo)思いがけないことを冊いたあまり、 年甲斐もなくよい方へ、 よい方へとばかり想像を走

らせていた自分が、 やがては晰うべきもののようにさえ感じられて来た。 （黄昏）

(10加藤は思いを彼の家に走らせた。 （孤高）

(12)お民は不相変ごろりと炉側へ寝ころんだなり、 そら耳を走らせてゐるばかりだった。
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（一塊）

(13)「とにかく愛なんぞさえずって、虫酸を走らせるのはやめてもらいてえ」 （愛）

例文(10)は、 被使役者である 「想像」に注目することで、「想像が走る」という対象の状態

変化が浮き彫りになっている。いわゆる使役者（動作主）である「自分」は被使役者（対象）

である「想像」の心的（及ぴ認知）な状態変化を被る「経験者」として捉えられる。例文(LI)

と02)においても同様に、被使役者である「思い／そら耳」の状態変化が起こっている。その

結呆、 使役者は心的（及ぴ認知）な状態変化を被る「経験者」として捉えることができる。

上記の例の他には、 例文(2X3X4)をはじめ、「1礼／痛みヲ走ラセル」などの例がある。

心的（及ぴ認知）な対象の状態変化を使役者も受けるということは、つまり使役者の心的

（及ぴ認知）な状態変化が起こったとのことであるから、これで使役者を「経験者」として

捉えられることが確かめられた。

ところで、 例文03)では、被使役者（虫酸）は語疵的な意味の［運動実現性］を有する対象

である。そして、 使役形動詞述語文において実質的な意味を有しない対象である。言語化さ

れていない使役者は「経験者」として意味解釈できるが、 他の例とは異質的な様相を有して

いる。いわゆる使役者（動作主）だけが「経験者」として意味解秋できて、 再帰構文の使役

形動詞述語文における被使役者が実質的な意味を有しない場合の動詞句（原形）を「慨用

句」として考えることができる注7 。 なぜなら、 統語的な使役構文においても構成要素が実

質的な意味を失うことによって、慣用的な意味解釈が固定化しているからである。

w ． 結語

本税での考察によって、 得られた結果をまとめると以下のとおりである。

使役者の意志性と使役形動詞述語文における意味解釈について考察した。 その結果、 主語

に当たる物の付属物が被使役者となる例は、 自然発生的な事柄だけではなくて使役者の意志

によって事態の発生を慟きかける事柄をも表すと、先行研究の訂正を行った。使役形動詞述

語文における再佛構文の対象（被使役者）には、 現在付随している動作主の体の一部分や心

理的な物の以外に、新たに動作主の現在付随している物（用具など）をも加えて、 先行研究

の補完を行った。

語用論的な場合をも考慮に入れて、 使役表現の意味解釈における新たな意味基準を提示し

た。使役形動詞述語文を意味解釈する場合には、被使役者の［事態実現能力］と［事態実現

願望］とを考慮すぺきである。 よって、 被使役者が［事態実現願望］を有していて、［事態

実現能力］を有しない場合の使役形動詞述語文は「援助」用法として意味解釈する方が妥当

である。
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使役形動詞述語文における再帰的な用法の再分類を「経験者」と 「他動性」との観点から

考察した。 その結果、被使役者が使役者の心的（及ぴ認知）な状態変化だけを表す場合は、

使役者はいわゆる「経験者」として意味解釈する。 また、 使役者における他勁性の欠如する

用法が存在し、この場合の使役者は 「事態の変化を引き起こして、 なお変化を被る存在」で

あると指摘した。

再帰的な用法の使役形動詞述語文における伯用表現について考察した。 その結果、 使役者

（動作主）だけが「経験者」として意味解釈できて、使役形動詞述語文の被使役者が実質的

な意味を有しない場合の勁詞句（原形）が 「恨用句」として認められた。

注1 例としてあげている、「目を輝かせる」「足を沿らせる」「表情を袋らせる」「不安を荘らせる」
の用法についても、 意味論上の性質なのかそれとも栢用論的な意味合いなのか、 さらに検討する
必要がある。たとえば、「紐かせる、滑らせる」の例において、 使役者の演技の場合なら、以下
のような雪い方ができる。「（女優に採りを促す）もっと目を輝かせよう。上手く足を滑らせよ
う」などが例に学げられる。

注2 本船では意味肝釈が多様（多義／派生義）な動詞ハシルを例にする。辞替類及び実例で
は、「人／動物／釆物／刀／水／音／球／噂／節／道／亀裂／稲要／荊み／虫滋ガ走ル」などの例が見られる。

尚、他動性の定義は「他に対する拗きかけJとの仁田(1982)に従う。
注3 いわゆる、「位が走る、ヒビが走る」などにおける二義性の問題である。尚、「恨用句」懃定の

荘ii'!である統開的な固定性のテストとしては、「受身表現／命令表現／意志表現／敬語表現／行定・否
定表現／巡体＇印節による名詞句化、述体修箇語の付加、辿用修飾語の1直入」などが指摘されてい
る。

注4 「有情・ 非情」について寺村(1968)では、「（楊所）ニ・・・ガアル」「・・・ガイル」という「存在
表現」に入る名制の性質として有1行・非情を挙げている。本稿では寺村(1968)の定義に従う。

注5 「援肋」の用法と「介護」の用法との途いについて考える。日本語文型辞典に「介護」用法の
使役文の説明には、「子供にミルクを飲ませる」の例文を当てている。本稿で主張している「援
助」と「介護」とは、被使役者の［事態実現能力］の有無によって異なる。「障害者を走らせ
る」の場合は、「節害者が走れるように助ける」ことである。いわゆる、「阪召者が走れるよう
にする」ことである。要するに、屈性マヒの息者にとっては、「動かない体」ではなくて「動
けない体」である（成瀬悟策(1985)「動作謂糾の埋論 一 脳性マヒ児のために」誠信世房）。 一

方、「子供にミルクを飲ませる」の場合は、「子供がミルクを飲めるように助ける」ことではな
い。「子供がミルクを飲むようにする」ことである。言い換えれば、「ほ害者」は〈走るという運
勅実現の能力を失っている〉が｀「子供」は〈飲むという運動実現の能力を失っている〉ことで
はない。また、例文(6)/J)場合も、同じく「因皆犬を思いっきり l走れるI ?？走る1ようにする」
のように「半煎実現能力」の布無で説明できる。以上のように、使役形勁詞述胚文における「援
助」と「介譲」との意味解釈の基準には［耶態実現能力］の有景という述いが見られる。尚、事
態実現能力の布無には、被使役者における迅動／事態実現の不可能・不都合・困難などによって、
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段階的な述いがある。「アメフトでは、 前の人たちが走者を走らせるためにプロックし、 走者は

それに助けられて走る」が例になる。 しかし、「援助」を受けない被使役者（走者）の場合事態

実現能力は皆無に等しい。本船では使役形動詞述語文に「接助」の用法があることだけを指摘し

ておき、 詳細については別稿にゆずる。

注6 「生徒の手／作業者の指を走らせる」等、 仕向けた動作が他に及ぶ楊合は、 非再帰的で他動性を

維持する。尚、「節が走る」等、 二義性のある動詞句に、 使役形動洞述語文を通して・1!'l用句との

区別を明確にした。

注7 二義性のある「ヒピ／危裂が走る」 の動詞句は、再帰構文の使役形動詞述語文の場合、 被／使役

者も経験者として意味招釈できる（「太郎はわざと次郎との間にヒビを走らせた」）。 ところが、

使役者だけが「経験者」である場合が「恨用句J招定の基準なので、「祖用句」ではない。
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