
動詞の項構造と完了助動詞 sein/ haben の交替について
（「広島ドイツ文学」13号所収, 1999）

吉田光演　　　　

0.  序論  ＊

　伝統文法でも取り扱われるように，ドイツ語では移動・状態変化を表す自動詞の完了で

は助動詞"sein"(=英語の"be")が用いられ，それ以外の動詞（移動・状態変化タイプを除く

自動詞と他動詞）は完了助動詞として"haben"(=英語の"have")を選択する：

    (1) Der Brief ist   angekommen.　　（「手紙が到着した」）

    (2) Ich habe  lange  geschlafen.  　　（「私は長い間眠った」）

    (3) Ich habe  den Wein  getrunken.　（「私はそのワインを飲んだ」）

haben/seinの選択は多くの動詞では語彙ごとに固定している。しかし，よく知られている

現象だが，幾つかの動詞ではhaben/ sein の交替がシステマティックに起きる：

    (4) a. Wir  sind  von Hamburg nach München gefahren.（移動：「行った」）

         b.  Er hat  gefahren.　(動作：主語＝動作主，「（車を）運転した」)

         c. Sie hat  den Wagen in die Garage gefahren. （他動詞への転換：「車を入れた」）

    (5)  a. Ich bin  über die Felder geritten.　（移動：「馬に乗って野原を越えた」）

          b. Ich habe zu lange geritten.　　　（動作：「長いこと乗馬をした」）

    (6) a. Wir  sind über das Haff gesegelt.　　（移動：「ヨットで潟を越えていった」）

         b. Wir  haben gestern gesegelt.　　　（動作：「昨日ヨットに乗った」）

    (7) a. Wir  sind ein bißchen gebummelt.  （移動：「ぶらぶら散歩していった」）

         b. Wir  haben  ein bißchen gebummelt   (=getrödelt:「のろのろ仕事した」の意)

                                                                         (Duden  "Richtiges und gutes Deutsch")

(4)-(7)のように，語彙的には移動を意味する動詞でも，活動（動作）に焦点を当てるよう

な事象表現では完了助動詞は"sein"ではなく"haben"が選ばれる。ところが，この交替は現

代ドイツ語では次第に薄れつつあるかのようである：

   (8) a. Wir  haben/ sind  mehrere Stunden geschwommen.  （「何時間も泳いだ」）

        b.   Wir  haben/ sind  den ganzen Tag geklettert.     （「1日中（山を）登った」）
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Duden ("Richtiges und gutes Deutsch": 322)によれば，今日では(8)のように位置変化が明



示されない場合でも完了形で"sein"を用いる傾向が増えているという。また，方言差も無

視できない。バイエルン・オーストリア方言，スイスドイツ語など南ドイツ方言では，移

動の自動詞は一貫して"sein"を完了助動詞として選択し，かつ， "sitzen"（「座ってい

る」）,"stehen"（「立っている」）など通常は状態（位置）動詞として完了助動詞で

"haben"を要求する動詞も移動動詞と同様に扱われ，"sein"が用いられる。

　Rost(1989)の"Ausdruck: sehr gut"は，sein/haben選択について，「移動がどこから始ま

り，どこへ行くのか，どれほどの距離を移動したか」が問題になる状況では，seinが用い

られ，「いつ，どこで移動したか，どのように，どれだけの時間をかけて移動したか」が

問題になる状況や，「移動が自分自身の意志で行われ，練習の形でいつでもどこでも遂行

されうる」状況では habenが使われると述べている(S. 183f.)。更に，Rost は移動動詞に

おけるsein の多用の傾向について以下の興味深い推論を述べている(S. 184)：

(9)「スポーツが公共意識に深く浸透し，移動動詞を固定した制御可能な距離と結びつける傾向

が深まっている。どんな移動の経路でも（大洋上の航海競技でも）はっきりした出発点と終

着点がある。」（そのような場合には，sein を用いる）

この本は一般読者向けの文体論であり，(9)のような文化的・社会的要因が言語変化の根

拠であるかどうかは定かではない。おそらくは，心的なレキシコンの経済性の理由により，

移動動詞クラス全体に対して完了助動詞sein への一義化が進んできているのだろう。

　このような言語的揺れはあるが，完了でのsein/haben選択の問題は動詞の統語的・意味

的な特性と関係することは明らかである。即ち，次のような一般化が可能である：

(10) 主題(Theme)ないし被動作主(Patient)を補部（目的語）として選択する他動詞の完

了助動詞は"haben"である。（例えば "bringen"（「持っていく」）など）

(11) 動作主(Agent)を主語としてもつ自動詞クラスの動詞は完了助動詞として"haben"を

とる。（例えば "arbeiten"（「働く」）, "singen"（「歌う」）など）

(12) 移動や状態変化を語彙的または統語的に示す自動詞の完了助動詞は"sein"である。

(12)については様々な問題が生じる。例えば，"tanzen"（「ダンスする」）のような語彙

意味としてはむしろ動作様態を指向する（主語が動作主）動詞でも，位置変化を表す前置

詞句（方向規定）があれば，完了助動詞には"sein"が選択される：

   (13) a.  Danke, ich habe eben getanzt. 　　　（「たった今踊ったばかりだ」）

          b.  Er ist  vor Freude durch alle Zimmer  getanzt.   （「部屋中を踊り回った」）

この交替は，レキシコンで次のような同音異義語として列挙するだけでは解決しない：

   (14) a.  tanzen (1):  V   <Agent>   (完了助動詞= "haben")

           b.  tanzen (2):  V   <Theme, Goal >   (完了助動詞="sein")

(14a)と(14b)の項構造(argument structure)の交替はなぜ可能なのか？ また，完了における

haben/sein交替の原理的な理由は何か？(10)においても，他動詞が"haben"を選択すること

が移動の意味より優先される理由（故に"Er hat den Verletzten ins Krankenhaus gefahren"
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=「負傷者を病院へ運んだ」になる）は，それほど単純ではない。



　自動詞 vs. 他動詞の区別は sein/habenの選択の問題では不十分であり，これらの区分に

加えて，「非対格(unaccusative)」（または「能格(ergative)」）の動詞クラスを設定する

必要があるという議論は従来も行われてきた。つまり，"sein"を完了助動詞として選択す

る非対格の動詞グループでは，主語は意味的には目的語のステータス（影響を受ける主題）

をもつが，動詞に対格を与える能力がないために表層的には主語として現れる。この非対

格の自動詞は「非能格(unergative)」型の自動詞（動作主を主語にとる自動詞）とは区別

されるという議論である。本稿では基本的に，他動詞，非能格，非対格の区別の正当性に

基づきつつ，更に次のような問題を考察したい：

(15) "tanzen"に見られる非能格自動詞の意味と非対格的な意味の転換は単に語彙的な個

壁性(Idiosynkrasie)によるものではなく，特定の動詞クラスの語彙意味と統語構造の

体系的なマッピング（リンキング）の関係から導き出される。

(16) 生成文法で仮定される述語の項構造，あるいはヴァレンツ文法で仮定される補足成

分の分析方法に問題点はないか？即ち，項の現れを決定する中心が動詞（述語）の

側にあるとするこれらの方法では，（着点や経路などの）方向規定の表示は動詞の

語彙意味によってあらかじめ決定されている。しかし，これとは逆の事実もあり，

統語的な構造に現れる項の存在（不在）によって，動詞の意味（その一部）が切り

出され，動詞の項構造がダイナミックに変化する可能性もありうる。

(16)は強い主張であり，本稿ではその端緒を示唆するにとどまる。1章では動詞の項構造

と主題役割の関係を論じ，2章では項構造と統語構造の関係を考察し，3章では助動詞

haben/seinの分析を行い，4章で非対格と非能格における完了助動詞の交替を分析する1。

1. 主題役割と項構造

　生成文法理論における主題役割（述語が付与する意味役割）の議論では，動詞が選択す

る項の数と主題役割の種類は，レキシコンにおいて記載されると仮定される2：

      (17) zerstören （「破壊する」）：　V-範疇，<Agent, Theme >

"zerstören"は動作主と動作が及ぶ主題(Theme)の２つの項を選択し，Themeは内項（

internal argument: 動詞Vの補部）で，Agent は外項（external argument: 下線部でマーク）

となり，外項はVPの外側に具現し，文の主語になる(Williams(1981))。(17)の意味情報は

それ自体直観に合致しているようであるが，しかし次の(18), (19)のように，このタイプで

も，主語は必ずしも意図をもった動作主である必要はない：

   (18) a.  Das Erdbeben zerstörte die Stadt.    （「地震が都市を破壊した」）

          b.  Die Stadt wurde [ durch das Erdbeben ]  zerstört. （受動文）

  (19) weil er sie durch sein Schnarchen aufweckt. (「いびきで起こす」)(Jacobs (1994a) )

「地震」は都市破壊の原因であり，「彼女を眠りから覚ませた」のは意図的ではなく，「無

意識のいびき」による。（故に(18),(19)で原因を表す"durch"が用いられる）。即ち「動
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作主性」は動詞の固有の語彙的な意味と結びついてはいない。受動態で動作主の具現が不



要になる事実も外項の随意性を示唆する。また，動作主を主語にとる動詞でも，動詞と同

じ語根の形態素が名詞として具現すれば，その外項は現れる必要はない：

    (20) a.  [ Die Leute ] arbeiten  fleißig.     b.  Das macht  viel Arbeit .

(20a)で主語が現れるのは，文の主要部（中心）をなす時制(Tense= T)の要請であって，動

詞の語根の語彙的な意味に依存するものではない。

　第二に，元々，外項の設定の根拠にもなったことだが，目的語などの内項は，動詞と直

接に結びついて述語を形成するのに対して，主語は，内項をすべて充足した述語全体＝

VPと述定(Predication)の関係を通じてはじめて意味役割が与えられる：

   (21) a.  [ das Kind] [ auf die Bank] setzen => 子供を腰掛けさせる（主語＝使役主）

         b.  [ 100 Mark ] [ auf das Pferd ] setzen      => 賭ける　　　（主語＝動作主）

         c. [ sich ] setzen        => 腰掛ける，沈む　　　　　　　（主語＝動作主・主題）

         d. [ über einen Fluß ] setzen   => 渡る　　　　　　　（主語＝主題：非対格動詞）

"setzen"は他動詞であるが，内項の目的語の不在によって，非対格動詞になる(=21d)。従っ

て，項構造において内項と同列に外項を記載する積極的な意義はない。むしろ，動詞の項

構造は動作主などの外項を含まない と考える方が合理的である 3。その代わりに，

Davidson(1967)が提案した事象文の記述に基づいて，動詞はその項として目に見えない（言

語的には表現されない）事象(event: e)の項をもつと仮定する4。その例を挙げる：

   (22) a.  malen （描く）:  <Theme, eA >

          b.  Hans malt  jetzt ein  Bild. （「Hansはいま絵を描いている」）

          c.  ∃eA∃x [ malen(x, eA) & Bild(x) & Agent(Hans, eA) & Now(eA) ]

"malen"の項は主題であり，この動詞が導入する事象eAは動作（達成）タイプである。

(22b)の意味表示は(22c)のように表せる。即ち，ある動作 eAが存在し，eAは「描く」行為

であり，その行為の対象は一枚の「絵」であり（達成される主題），その動作主はHans

で，その動作は「現在」行われている。主語が動作主の解釈を受けるのは事象変項 eA(A=

action)のタイプに依存する。故に，述語が"mögen"（「好む」）のように感情の状態であ

れば，事象は状態タイプ eSとなり，主語は経験者(Experiencer)として解釈される：

(23) Sie mag das Bild.  => ∃eS[ mögen(das_Bild, eS)  & Experiencer(sie, eS) ]

　

2.  項構造の統語構造へのマッピング

　次に語彙構造の統語レベルへのマッピングについて述べる。外項を主語にとる非能格の

自動詞は統語的な項をもたず，動詞だけでVPを投射する(cf. Hale and Keyser (1993))：
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  (24) a. weil  Hans arbeitet ...       （「Hans は働いている（ので）」）



    b.             TP  （時制Tの投射＝文）　(=> ∃eA[ arbeiten(eA) & Agent(Hans, eA)]
　　　　  ／　  ＼
　　　  DP             T'     （動作主役割の付与）

　　　Hans       ／　＼

　　　　　　VP           T0    （＝屈折・時制辞）

                         |              [<3p.sg.>, +T( pres.) ]

                        V
                      arbeitet       (=>  < eA > )

　Theme を内項にとる他動詞は，次のような構造をとる：

   (25) a. weil Hans ein Bild malt...（「Hans は絵を描いている」）

          b.  ...[TP  Hans [T' [VP  das Bild [V0  malt ]] T0 ]]

動詞句内主語仮説とは異なり，外項はすべて時制辞Tの指定部（主語）位置に基底生成さ

れ，この位置で主語は VPと時制 Tから主題役割（動作主）を付与される(Hale and Keyser

(1993))。では，移動動詞のような非対格動詞の構造はどうか？非対格動詞とは，他動詞

と同様に動詞が補部（目的語）に主題役割を与えるが，対格を付与する能力がないタイプ

の動詞である。この場合，主語は動詞句内にあり，動詞から主題を付与される：

   (26) a. weil Anna  nach Bremen geht...  （「AnnaはBremenへ行く」）

          b. gehen :  < Theme, Goal/Path, eM >   ( eM: 位置変化の事象）

          c.        VP
　　　　 ／　  ＼
　　　  DP              V'
　　 Anna        ／　　＼

　  Theme　  PP               V0

                                          geht
                nach Bremen

(26a)の主語の"Anna"は着点"Bremen"に移動（位置変化）する主題である。移動動詞でも

他動詞の場合は，(26c)の動詞句の上に，更に使役の軽動詞v が投射するもの（語彙的な編

入操作）と考えられる。目に見えない使役形態素は主題に対格を付与するが，使役主自体

の項は導入しない（これは非能格と同様に動詞句の外で具現する）：

(27) a. weil er Anna  nach Hause bringt...（「彼はAnnaを家へ連れていく」）

       b. bringen :  < CAUSE (BECOME ( Theme, Goal/Path, eM) ), eA) >
       c.                  TP
                     ／　　＼

                   er               T'
                              ／　　＼

                            vP            T
                        ／　　＼

                      VP             v
　　　　   ／　  ＼　     CAUSE => bringt
　　　  DP              V'                      
　　　Anna      ／　　＼　　　　　レキシコンでの編入

　　　　　　PP              V0
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               nach Hause     ( geht )



3.  完了助動詞  "sein ", "haben"の統語分析

　では，完了の場合の統語構造はどのようなもので，いかにして"haben", "sein"と適切に

結びつくのか？ Haider(1993: 112)が指摘するように，それ自体としてはsein/haben のど

ちらにも固定されていない移動動詞であっても，主語に対する結果述語的な関係を表すに

は，"sein"が選択される必要がある。つまり，着点などの方向規定を伴えば，これらの動

詞の助動詞は必然的に"sein"を要求する：

    (28) a. Er ( ist / hat )  gesegelt / gerudert. （ヨットで行った，ボートを漕いで行った）

           b. Er ( ist / *hat )  um die Landspitze gesegelt / gerudert.（「岬の周りを...」）

(28a)のように方向を表す項をもたない場合，非能格タイプの構造でも，非対格動詞の構

造でもどちらも投射できる。しかし，方向規定をもつ場合は非対格タイプの解釈しかなく，

その主語は(26c)のようにVP内に存在し，"sein"が現れる。(28b)の主語は"bringen"とは違っ

て使役主ではなく，移動変化を被る主題であるから，"sein"自体も非能格タイプである。

この観察からToman(1986)は，次のような一般化を行った：

      (29) sein は非対格動詞である。非対格の助動詞は非対格の述語を選択する。

2章の議論と(29)に基づけば，(28b)の統語構造は次のように表示できる：

(30)                  vP
　　    　　 ／　 ＼
　　　　  VP            v0

　　　／　　＼        ist
         DP              V'
        er          ／　  　＼

                   PP                V0

  　um die Landspitze    gesegelt

　Toman(1986)は，過去分詞と助動詞が構成素を形成する"verb cluster"分析を採用するが

(つまり[V0 [V0 gesegelt ] ist ]]），ここではTomanとは異なり，助動詞は，目的語・前置詞

句などが投射した動詞句を補部としてとると仮定する。"sein"か"haben"かの選択は単に

語彙範疇としての動詞に依存するだけではなく，いかなる句が動詞句の中に現れるかとい

う情報にも依存するからである。本動詞としての"sein"も完了助動詞として"sein "と結び

つくので，非対格動詞として考えられる（主題と属性の２つの主題役割をもつ）。従って，

非対格の助動詞"sein"は，次のように一般化することができよう：

   (31)完了助動詞 "sein"は非対格であるが，それ自体は主語を投射せず，補部に非対格の

VPをとる。助動詞"sein"の主語は補部の動詞の主語と関連づけられて解釈される。

(30)に対応する文の意味解釈は次のような複合事象になる：

   (32) ∃eS∃eM [ BE (er1, ( segeln(er1, um_die_Landspitze, eM),  eS)]   (∃eM＜∃eS)

(32)は分析的(analytic)な時制を意味する。主語"er"は現在ある結果状態eSにあり，その状

態は先行する時点の主語の移動変化の事象eMによって引き起こされた結果である。
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　他方，助動詞の"haben"はそれ自体非対格型ではなく，外項をとり，その補部には内項



の主語をもたないVP（即ち，非能格型と他動詞）をとる：

      (33) weil             TP
　　　　　　　  ／　　＼

                           DP            T'
　　    　　 　 er　　　 ／　 ＼
　　　　                    vP             T 0

　　　　　　　　／　　＼

                            VP           v0

                              |            hat
                             V0

  　                   gearbeitet
(34) weil                   TP
　　　　　　　  ／　　＼

                         DP              T'
　　    　　 　 er　　　 ／　 ＼
　　　　                     vP           T 0

　　　　　　　　／　　＼

                           VP             v0

                        ／　＼         hat
                    DP           V0

  　          das Bild     gemalt

(33)でも(34)でも，主語はVPの外に具現する外項であり，時制を媒介とするpredication関

係によって主題役割（ここでは動作主）が決まる。助動詞"haben"は，VP内の動詞が関与

する同じ外項を指示するだけであり，特定の主題役割を与えるわけではない。完了の過去

分詞も受動の過去分詞も語彙特性として同じであると考え，過去分詞形態素が対格を付与

する能力を奪うと考えれば（つまり，[+V,-N]から[+V]に変化し，形容詞[+V,+N]と類似

した性質をもつ），完了助動詞"haben"が（他動詞の投射を補部にとると）対格を与える

ことになる((34)で目的語"das Bild"は"hat"から対格を付与される）。この対格付与素性は

随意的で，目的語がなければ付与されない。従って，完了助動詞の"haben"の語彙特性は

次のように一般化できる：

 (35) 完了助動詞の"haben"は非能格型であり，非能格動詞と他動詞の投射(VP)を補部にと

る。その主語は外項である文主語（時制の指定部）に関連づけられて解釈される。

では，もし非対格動詞と助動詞 "haben"が結びついた場合はどのように排除されるか？

   (36) weil     TP
　　　　  ／　　＼

               DP             T'
　　 　　er1　　 ／　 ＼
　　　　         vP            T 0

　　    　　 ／　 ＼
　　　　  VP           v0

　　　／　　＼      hat
         DP             V'
        (er1 )      ／　　＼

                 PP                  V0

7

  　um die Landspitze     gesegelt



非対格動詞の語彙的な性質により，主語はVP内に導入され，主題の役割を受けとる。主

題役割は下位のVP 内部ですべて飽和するので，外項と関係する必要はない。他方，

"haben"の語彙的な性質により，文TPの指定部で外項として主語が生成されねばならない

ので，下位のVPの条件と矛盾する。よって，(36)の外側の主語は認可されない。当然な

がら，"Er hat er um die Landspitze gesegelt"は項構造の点でも，主格付与の点でも排除さ

れる。文の外項が時制Tの主語位置で基底生成されると考えると，下位のVP内の主語（

Themeを担う項）が不在となり，解釈不可能となる。唯一残された可能性は，VP内の内

項の主語が上位の文TPの主語位置に移動・上昇し，連鎖を形成する可能性である：

   (37) * weil [TP  er1 [T' [VP  t1  um die Landspitze gesegelt [V0  hat ]] T0 ]]  ( t1は移動の痕跡）

この繰り上げは，外項位置が空である受動や("Das Auto1 wurde t1 repariert")，scheinen型

の構文("Das Kind1 scheint t1 krank zu sein ")では可能だが，完了では不可能である（ドイ

ツ語では定動詞と主語の主格の一致はVP内部においても可能と考える）。もし，完了で

(37)の移動が可能ならば，(37)は「彼がヨットに乗る動作を行って，彼自身を岬の回りま

でヨットで移動させていった」という使役的（かつ再帰的）な意味になるはずだが，その

ような解釈はありえない。結果構文における結果を示す句との述語関連では，再帰代名詞

"sich"が必要であり，外項と結果の述語を直接関係づけること（あるいは移動による連鎖

を通じて関係づけること）が不可能であるという事実もこのことを裏づける：

    (38) a.  Er1  hat  [ sich1  zu Tode ]  getrunken. （彼は酒を飲み過ぎて死んでしまった）

           b. *Er1  hat  t1  zu Tode getrunken.

　移動動詞"fahren"が他動詞に転換して，外項としての動作主をとる場合には，(35)の一

般化から完了助動詞には"haben"が選択される：

    (39) Ich habe  Hans (mit dem Auto) in die Stadt  gefahren. （町に連れていった）

(39)のような場合には，非対格動詞から使役動詞(Causative)への語彙的転換がなされてい

る。これは，元の動詞に次のような使役の軽動詞が付加されたプロセスと考える：

  (40) 　　　     vP 
　　    　　 ／　 ＼
　　　　  VP            v0

　　　／　　＼      CAUSE  （使役主を文の外項にとり，Themeに対格を付与）

       Theme        V'
                    ／　　＼

               Goal            V0

  　                         fahren

非対格動詞が目に見えない使役の形態素に語彙的に編入されることにより，(40)はVPの

外に外項（使役主）をとる他動詞に変換する。(35)により，完了では"haben"を選択する。

4. "sein  /"haben"の交替

　次に，方向規定を伴わない移動動詞の "sein"/"haben"の交替を考察する：

      (41) weil  [VP  Hans  gesegelt ] ist ...   （「Hansはヨットで移動した」）
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(41)では非対格動詞の語彙的性質は何も変わらず，主語は位置変化の主題の役割を担う。



方向規定は随意的な項として含意されるだけで，「どこかへ移動した」という存在含意だ

けがあり，着点は文脈的・語用論的に補われる。

    (42)  weil  [TP Hans [VP  gesegelt ] hat ] ..   （「Hansはヨットに乗った」）

(42)では，方向規定は随意項として省略されたのではなく，位置変化を意味しない非能格

型動詞へと語彙的に転換している。これは可能性としては，Hale and Keyser(1993)が主

張するように，レキシコンの語彙関係構造(Lexical Relational Structure)において，補部の

目的語の名詞Ｎが動詞に語彙的に編入されて非能格動詞に転じたと分析することができる：

(43) a       V                              b.             V
　　　／ 　＼　　→　　　　　　　　　　　　　非能格の動詞形成

         N            V                                  segel - n       (  "Segel+ Tun(= do)"の意味）

      Segel       [ -en ]
　　|________↑　語彙的編入

Hale and Keyser(1995)は，名詞編入タイプの非能格自動詞において，他動詞への交替が

ほとんど見られない事実は，名詞が主語をもてない（従って動詞が名詞を目的語として編

入してしまえば，項構造が飽和する）という語彙特性にあると分析する。彼らによれば，

主要な語彙範疇は次のように分類される：

        (44)  語彙範疇  ( Hale and Keyser(1995))

　　　　　　　+ 主語　　　　　- 主語

+ 補部　　　　　"P"                      "V"

-  補部                   "A"                      "N"

前置詞Pと動詞Vは，語彙的な主要部として補部（目的語）をとる。主語性は述語と関連

した概念で，[＋主語]の場合（前置詞と形容詞）は主語を投射して，＜主語｜述語＞関係

を形成する。前置詞が主語をとるという分析は統語的意味ではなく，意味的な関係性にお

いて把握できる。"Er wohnt in Bonn"（「彼はBonnに住んでいる」）といった文の前置詞

は，統語的には場所を示す補部名詞句をもつが，同時に "er"が "in"の主語として，内部に

いる状態を意味する（"in"は論理的にはλyλx[ IN(x, y)]という２項述語で表され，xが主

語を示す）。形容詞も同様で，"interessante Bücher"のように名詞付加において名詞は形

容詞の主語として機能する。英語の形容詞派生動詞"clear"は内項の主語をもち，非対格動

詞となり，これが使役化すれば他動詞になる("The screen cleared"  vs. "I cleaned the

screen")。しかし，名詞Nには主語を投射する能力はないから，名詞派生による動詞は補

部として名詞を編入した時点で，内項は飽和してしまい，VPの外部で時制を媒介にして

predicationを通じて外項の主語と関連する。このため，統語的に内項をとれない名詞編入

の非能格動詞では語彙的な使役化の可能性は排除される5：

   (45) a.  John sneezed. （くしゃみをする）     b. *The alfalfa sneezed John.
(46)  a.     V  （主語は外項）     b.                *   V
　　     ／   ＼　　　　　　　　　　　　　 ／  ＼　

          N         V                                            V         V     （使役の目的語が不在のため不可）

        sneeze  [  ]                                                      CAUSE
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         |______↑（編入→内項の飽和）   sneeze



動詞句内主語仮説のように動詞ごとに主語を投射するならば，軽動詞の繰り返しにより，

語彙構造は無限に複雑化するが，現実には複合動詞のタイプは限られており，内項の数も

2個程度である。この事実は，(44)の特性と，「いったん外項の主語に依拠する語彙構造

が完成すれば，語彙的な派生のプロセスは終わる」という条件によって説明される。

　この区分では，語彙範疇としての動詞は補部をとるが，動詞自体では主語を投射しない。

動詞のこの特性は一見直観に反するが，非能格自動詞を典型と考えれば問題ない（ただし，

(44)の範疇特性が個別言語でいかに語彙化されるかは言語ごとにパラメータ化されている

と考える）。重要なことは，もしある動詞が主語を必然的に投射するならば，その動詞の

語彙構造の内部に可視的な（または目に見えない）前置詞Pか形容詞Aが内包（編入）さ

れているという帰結である。つまり，ある動詞が前置詞的・形容詞的な語彙を取り込むと，

その動詞は補部と主語を投射する能力をもつと予測される（非対格動詞への転化）：

    (47) a. Peter hat  geschlafen.   b.  Peter  ist   [P  ein]geschlafen. （眠りこんだ）

    (48) a. Peter öffnet die Tür.     b.   Die Tür öffnet sich. （開く）

"schlafen"が前置詞"in"に対応する"ein"を（統語的に）編入した結果，その主語は内項（主

題）に変化し，非対格動詞になる。その理由は，前置詞が主語を動詞の中で投射できるた

めである（スロットを用意する）。 (48)の"öffnen"は非対格動詞に使役が加わったものと

分析できるが，これは語根の形容詞"offen"が主語を内項として投射するからである。

　全ての語彙に対して，Hale and Keyser の分析が当てはまるかどうかは明白ではないが，

かなりの数の語彙に対して，この分析がドイツ語にも応用できる。laufen, segeln, rollen,

rudern, joggen, surfen, rodeln (そり滑りをする）, pilgern(巡礼する）, walzenなど名詞から

派生された動詞にこの種の"haben"/"sein"交替が見られることと関係づければ，(43)の分

析は合理性がある(名詞編入とは考えられない"gehen"や"kommen"には"haben"への交替が

ない）。しかし，残念ながらこの分析では，非対格動詞と非能格動詞の転換の間に何ら関

連性はなく，両者は全く異なる語彙化プロセスの結果生じたと仮定せざるをえない。

　この２つの意味タイプが同じ動詞に共存する現象を，Talmy(1985)は"Conflation"（異

種合成）と呼んだ。例えば，"segeln"は次の２つの要素の合成である：

     (49) ヨットを動かす(Cause/Manner)  ＋  移動(Motion)　=>　合成：  "segeln"

つまり，"haben"/"sein"交替を伴う動詞は語彙的意味として既に＜動作性＞と＜移動＞を

含みこんでいる。既に考察したように，他動詞を除けば言語的にはこの２つの意味が同時

に表されることはない。しかし，項の現れに応じてどちらかが選択され，非能格自動詞か，

あるいは非対格自動詞のパターンとして具現することは考えられる。

　Hale & Keyser(1995)では，この合成は次のような一般化変形の手続きで行われる：

(50)             V          
　　　　／ 　＼　　　（非能格自動詞の形成）

           N             V                      
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          tanz        [ -en ]



  (51)               V
                ／　　　＼

             P                     V
　　 ／  ＼　　 　　／ ＼　　　　（移動の非対格動詞の語彙構造への(50)の代入）

  　N1       P            N0      V
              ／　＼      ( tanzen  )
           P          N2

(51)のような非対格動詞の語彙構造が形成され，その動詞の主要部(head)に，非能格動詞

の語彙構造を一般化変形によって代入する。これによって，移動の主題N1と着点の場所

N2の２つの項が投射できる項構造に変化する（下の非能格動詞の目的語のNは完全に動詞

に編入され様態を表すだけで，項としては見えなくなる）。移動動詞が非能格型に転換す

る場合は逆のプロセスと考えることができる。(51)において，マルで囲んだ部分のN0部分

が可視的になることによって，補部のN0が項として働き，その結果，位置変化を表すＰ部

分は削除され，内項をもたない自動詞に転化するのである。

　Hale and Keyser の分析には彼らが指摘していない重要な含意が含まれている。即ち，

非能格から非対格への転換でも，逆の場合でも，語彙特性からして本来現れようもない投

射が暗黙の内に導入されているのである。通常の主題理論にせよ，生成文法以外の枠組（形

式意味論やValenz文法における依存関係）にせよ，動詞（述語）が項の数と種類を決定す

るオペレータであると仮定してきた。つまり，次のようなテーゼである：

(52) もし，述語Ｐ1がある意味役割θ1のスロットを内包すれば(= P1(....θ1 ...))，Ｐ1の投

射（支配）の中に導入された項A1にθ1が付与される  (= P1(....A1(=θ1)...))。

条件文の前件が真なら，必ず後件は真でなければならないから，(52)に当てはまる動詞の

意味役割は必ず一定の項と結びつく。これは，項が義務的に具現する標準的ケースでは成

立する。しかし，項の具現にバラエティがある場合は，(52)は役に立たない。随意的な項

では，(52)の前件が真で後件が偽になり，(52)が妥当しない("Er trinkt Kaffee" vs. "Er trinkt

nicht")。文法的に正しい文であっても，(52)が偽になる場合があるのだから，(52)の妥当

性は弱い6。むしろ逆に，動詞の投射の中に一定の句が出現した場合にそれが項として働

き，複数の可能性から一定のタイプの項構造が選ばれる可能性も想定すべきである：

(53)もし，述語Ｐ1の投射内に一定の意味役割θnと結びつく要素E1が現れるなら，E1は

　　Ｐ1の項構造<θ1, ...,θn ...>の中からθnを活性化する。

特定の項と結びつく句が導入された場合には，動詞はその項に関係する主題役割を活性化

する。この条件が満たされず，そもそも動詞がθnとリンクする項を内包しない場合は意

味解釈が成り立たず，破綻するから問題ない（完全解釈に失敗し非文になる）：

    (54) *Peter lernt in die Bibliothek. （「図書館に勉強しに行く」の意味にならない）

「"PP [+directional] ___"の環境に現れる動詞は移動を意味する」と主張すれば，それは過
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剰生成を意味し，経験的にも反証されるだろう。また，名詞句を例にとれば，それ自体で



「動作主」，「移動・変化の主題」...などと下位範疇化されることはない。しかし，

Vendler(1967)のような動詞のタイプ分類（状態，活動，到達，達成）のような意味分類

にしても，Pustejovsky(1995)が指摘するように，動詞の内在的な意味特性に基づくもの

ではなく，（名詞句など）項の意味特性によって変化する：

   (55) a. Mary  ate  cookies.  （名詞句が複数→ activity: 活動＝無制限の持続）

          b. Mary  ate  a cookie.  （名詞句が単数→  acomplishment: 達成：[+telic]）
   (56) a.  Mary baked   a cake. （「ケーキ」：行為の結果作り出される対象：[+telic]）
           b. Mary baked  a potato. （動作→  「ジャガイモ」の状態変化）

もちろん動詞の意味タイプの分類が無意味だということではない。動詞には一定の（可変

的な）事象(event)タイプが対応し，同様に項として出現する句にも一定の事象タイプがあ

り，後者が動詞の事象タイプの決定にアクセスしうるということである。

　Hale and Keyser(1995)では，合成タイプは下位の動詞主要部に非能格タイプの構造を

代入する操作で形成されているが(=(51))，本稿では，事象の意味構造に基づき，これと

は異なる語彙的な派生を提案する。即ち，(49)の合成の意味構造は次の形をとる：

   (57)  [ [Do(Manner, eA) & (Agent(x, eA) ) ] → BECOME( x, ( BE ( x,  AT(y), eS )), eM) ]

　　　　　動作（活動）の部分　　　　　　　移動（位置変化）の部分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項構造の拡張

既に述べたように，(57)の動作主は実際には動詞の項構造に表される必要はない。事象の

階層は一般に（動作（変化（状態）））のランクとして表されるから，動作主xの動作の

事象eA の結果として，xが位置yへの状態(eS)への変化を引き起こす（移動の事象  eM）。こ

の事象意味を語彙構造に取りこむと，以下の動詞の語彙構造が得られる：

(58)                         V2

                          ／       ＼
                     V1                V
                 ／  ＼           ／   ＼
              P          V      N0         V
　　  ／  ＼　  [  ]    (Manner)  [DO]　
       N1       P  
　　　   ／  ＼
            P       N2    

統語レベルで[+telic]の方向規定が現れ，(58)の前置詞Ｐが活性化されると，項N1（主題）

とN2（着点）の２つの主題役割が選ばれ，V1だけで完全な事象（位置変化）が表される。

あるグループの動詞は更に動作様態の意味部分を追加する。これはV1に動作を表す動詞

(N+V)が付加され，動作に対応するV2ができあがった結果生じる。前置詞句など[+telic]

の要素が導入されると，V1内部で項が飽和し，V2節点は削除される（(58)のDOは動作で
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あり，使役型ではないので，N1を使役の項にはとれない）。これが非対格タイプである：



(59)                     VP
　　　　　　／　　＼

                   Hans           V'
　　　　　　　　　／      ＼
                               PP               V0    
                    in die Stadt         ／　＼　　  =  fahren ( =(58)のV1 )
                                               P          V
                                         N1       P
                                               P        N2

前置詞Pが統語的に明示されなくても，文脈的に含意されるか，動詞の語彙内部に潜在的

に前提されれば，N1は主題の主語とリンクし，非対格構造は保持される）。非対格の移動

動詞で"haben"交替をそもそも許さない話者の文法では，(58)のV2 への拡張が適用されない

と考えれば，現代ドイツ語の完了助動詞の傾向も把握できる（時の副詞句は「～かかって

（移動）」と解釈される）。一方，時の副詞句などが動作を指向して，動詞内の前置詞的

要素が抑圧されれば，V1には何も意味内容が残らなくなり（主題も着点もない），従って

V1全体が削除される。残った語彙構造V2 は非能格自動詞に対応する：

(60)                                          VP
　　　　                                    |
                                                  V0              =   fahren( =(58)のV2 の右半分)
                                              ／　＼

                                            N0         V
                                       (Manner)  [  ]

これらが完了助動詞をとれば，3章の手続きにより，適切にhaben/seinと結びつく。なお，

"Er ist autogefahren"（「彼は車で行った」）のような名詞編入の移動動詞でなぜ"sein"が

選ばれるかという疑問が生ずるかもしれない。この場合は，"Auto"は(58)のN（補部）と

対応するのではなく，純粋な様態（"mit dem Auto"に対応する付加部の随意項）として機

能し，移動事象の内項（主題）の投射を阻止しないと仮定すれば解決する。

　以上の分析により，非対格と非能格の動詞のタイプ転換は，語彙構造の特質とシンタッ

クスから導かれる。この分析では，動詞の項構造の交替は無制限ではなく，動詞の語彙的

な特質に依存する。更に，項構造の転換・拡張はボトムアップ式に進み，下から上へ漸増

的に転化するので，システマティックな分析が可能である：

(61) a. (57)の移動の解釈に対応する項構造から，その上（左側）の動作の項構造への拡大

（例えば使役（他動詞）の移動動詞のタイプ）。

      b. 方向規定の前置詞句による項構造の飽和（(57)の右側しか活性化しない）。この場

合は移動を表す非対格動詞として具現する。

       c. 下位の移動変化の解釈を引き起こす項の不在により，上位の動作の項構造が活性化

される。この場合，下位の語彙構造（(57)の右側）は削除される。
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　動詞の項構造の分析にはまだ未解決の問題が多い。（動作主などの）真の外項が動詞と



直接の関連をもたないことは，項構造からも事象解釈からも説得力があるが，動作の影響

を受ける主題の場合，外項として現れる場合もある。例えば，"zunehmen"（「増加す

る」：主題が外項）と"wachsen"（「成長する」：内項の主語）の対比がそうである。ま

た，haben/sein選択が完璧に非能格と非対格に対応するのかという問題もある（"gefallen"

（「気に入る」）の主語は内項の性格もありそうだが，"haben"を選択する）。あるいは，

項が項構造にアクセスする分析では，項の「随意性」をいかに説明するかという問題が残

る。これらは今後の課題として残すことにしたい。

　注
*  本稿は平成10年度広島大学総合科学部総合科学プロジェクト(「語の情報処理に関する総合的モ

デルの構築に関する研究」)の助成に基づく研究成果の一部である(研究代表者： 原田耕一)。

1    本稿では，（動詞派生接辞は射程に入れるが）基本的に単一形態素から派生された動詞だけを

扱う。動詞の前綴り（非分離の接頭辞，分離の不変化詞）による複合動詞の派生については本

稿では一応度外視する（これらの問題は，吉田(1998a)を参照）。

2   生成文法理論では述語-項構造はθ基準と投射原理によって説明される。θ基準(Theta-criterion)

とは，「各々の項はθ役割（主題役割）を一つだけ担い，かつ，それぞれのθ役割は一つの項

だけに与えられる」という原理である。述語が付与する主題役割と項の関係は１対１で一義的

に対応するという意味である。このことは *"Hans schlägt"が「HansがHansをたたく」を表せな

いことからも明らかである（Hansが「叩く」の動作主のθ役割と被動作主(主題)の２つのθ役

割を担い，θ基準に違反）。「投射原理(projection principle)」は次のように定義できる。文の

統語構造は，語彙項目(lexical item)の選択特性（θ役割を項に付与する特性）を反映しており，

この特性は表層統語レベルでも，論理表示(LF)レベルでも保持される（派生の途中で新たに別

の項が導入されたり，選択された項が削除されることはない）。ただし，投射原理では，虚辞

主語のようなθ役割のない要素の存在は要求されないので，「拡大投射原理」として「節は主

語をもつ」という条項をつけ加えている。θ基準と投射原理により，動詞の項が正しく選択さ

れ，移動操作を受けても項構造は変化しないことが保証される。しかし，"John left the room

angry"のような二次述語構文のように，一つの項が異なる２つの述語から別々のθ役割を担う

ことは可能であり，θ基準は厳密な意味では成り立たないと考えられる（「同一の述語がある

一つの項に同時に２個のθ役割を付与することはない」という意味では成り立つ）。

3    Hale and Keyser(1993, 1995)やKratzer(1996)の議論も参照されたい。

4    Davidson(1967)は，"Jones buttered the toast  in the bathroom  with a knife at midnight"のような文をと

りあげ，「"butter"は何項述語か？」という問題と「この文が"Johnes buttered the toast"という命

題を含意するのはいかにしてか？」という問題を提起した。彼は，この問題は文で明示されな

い event の導入によって解決できると考えた。この文は下のように表される：

       ∃e[ Buttered(Jones, the_toast, e) & IN(the bathroom, e) & WITH(a knife, e) & AT(Midnight, e) ]

       事象 e は動詞によって導入され，存在量化で束縛される。eは場所，時刻，道具などと関連し，

容易に拡張されるので，"butter"を５項述語と名づける必要はない。更に，上の式（連結文）が，

∃e[ Buttered(Jones, the_toast, e)] を含意するのは明らかである。

5    レキシコンの中で形成される語彙構造と，Xバー構造で作られる統語的な句構造とを混同すべ

きではない。前者にかかわる要素はすべて辞書の中の原始要素（語彙範疇）のみである。

6     統語的なヴァレンツ（結合価）が一定の文脈においては働かない例は，Jacobs(1994b)でも議論

されている。例えば，以下の例を参照されたい(Jacobs 1994b: 18-19.)：
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       i) a.   Luise wohnt in Passau.      b. *Luise wohnt. （場所句が義務的な補足成分）



          c.  Luise wohnt  schön.      （場所は現れないが適格）

　　様態の副詞"schön"は随意的補足成分のステータスもないが，(c)の適格性の決め手である。
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Über die Argumentstruktur des Verbs und die haben /sein-Alternation

bei der Perfektbildung im Deutschen

Mitsunobu Yoshida

    In diesem Aufsatz untersuche ich die verbale Argumentstruktur und die haben /sein-
Alternation bei der Perfektbildung im Deutschen.  Zuerst unterscheiden sich drei Klassen
der Verben:

1) transitive Verben, die eine Nominalphrase im Akkusativ als Komplement selegieren und
das Subjekt als externes Argument nehmen, 2) "unergative" (intransitive) Verben, bei denen
kein Objekt realisiert ist und das Subjekt als externes Argument steht (z.B. "arbeiten" oder
"schlafen"), und 3) "unakkusativische" (="ergative") Verben, deren Subjekt semantisch als
Objekt fungiert, aber keinen Akkusativ zugewiesen bekommt (z.B. "gehen" oder
"einschlafen"). Aus der Argumentstruktur des Verbs muß man jedoch das externe Argument
(z.B. "Agens" ) ausschließen, weil es nur über die Prädikation von Tempus und Prädikat
(=VP) als Satz-Subjekt  erscheint und manchmal unterbleiben kann (z.B. beim Passiv oder
bei der Nominalisierung des Verbs wie "die Zerstörung der Stadt"). Weil das unergative
intransitive Verb dann kein Argument mehr enthält, ist es unmöglich, daraus ein kausatives
Verb zu bilden ("Hans arbeitet" vs. *"Der Lehrer arbeitet Hans"). Dagegen enthält das
unakkusativische Verb das Subjekt als internes Argument (="Thema"-Rolle), so daß das
kausative Suffix das interne Subjekt des Verbs zum kausativen Objekt ändern kann ("Hans
fährt in die Stadt" vs. "ich fahre  Hans in die Stadt").

    Das Hilfsverb "sein" beim Perfekt nimmt als Komplement die Verbalphrase (=VP), deren
Kopf, das Verb, als ein unakkusativisches Verb gilt. Dagegen selegiert das Hilfsverb "haben"
beim Perfekt die VP, die sich auf ein externes Argument außerhalb der VP bezieht (=
transitive und unergative Verben). Damit erklärt sich, warum "sein" nur bei den
unakkusativischen Verben vorkommt, die eine Zustands- oder Ortsveränderung bedeuten.

    Bei einigen Bewegungsverben läßt sich jedoch im Perfekt die haben/sein-Alternation
beobachten, wie "Hans ist / hat  gesegelt (gerudert)". Diese Verben haben zwar allein
sowohl eine unakkusativische als auch eine unergative Verwendung, aber sie können nur
"sein" selegieren, wenn sie in einer Konstruktion mit einer Präpositionalphrase als
Richtungsangabe erscheinen: "Hans ist /*hat  [um die Landspitze] gesegelt". Diese Alternation
kann man derart erklären, daß diese Verben aus der Handlungskomponente mit Agens
(="DO(MANNER, e) & Agens(e) ), die der Argumentstruktur eines unergativen Verbs
entspricht, und der Komponente der Ortsveränderung mit Thema ( =BECOME( x BE_AT(y))
), die durch ein unakkusativisches Verb ausgedrückt wird, zusammengesetzt werden. Eine
direktionale Richtungsangabe ergreift die letzte Komponente und eliminiert die
Handlungskomponente, während bei der agentivischen Verwendung nur die
Handlungskomponente realisiert wird. Damit wird die Alternation der Hilfsverben im Perfekt
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systematisch erklärt.


