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1. 問題設定* 

 ドイツ語やフランス語，英語など，多くの言語には「中間構文」

(Mittelkonstruktion)と呼ばれる構文が存在する： 

 

(1) a. Dieses Buch verkauft sich  gut.  (再帰代名詞) 

   b. Ce livre se lit facilement.        (再帰的接辞) 

   c. This book  sells  well.            (ゼロ形) 

   d. この本はよく売れる。            (可能助動詞) 

 

これらは，①表層の主語は文法上の目的語である，②論理的主語は

現れない―という点で一致している。この２つの性質は受動態と似

ているが，動詞形態はむしろ能動態に近い。中間構文の名前はこの

中間的な特徴に由来する。しかし，中間構文の表現形式は言語ごと

に異なる。ドイツ語やフランス語では再帰化が用いられるが，英語

ではゼロ形が現れる。即ち，英語の中間構文にかかわる動詞は表面

的には動詞の能動形と同じである。日本語では照応代名詞の「自

分」は使われず，助動詞「(ら)れ」が用いられる。中間構文では，

このような表現手段の相違が形態的・統語的・意味的にいかなる影

響を及ぼすかということが興味深い問題になる。ドイツ語の中間構

文についても多くの先行研究 (Haider 1985, Abraham 1995, Fagan 

1992 etc.)があるが，本稿では特に以下の問題を考察したい： 

(i)中間構文の統語的・意味的な特徴は何か？特に，項構造と格付

与の点で，中間構文と受動態はいかに区別されるか？ 

(ii)中間構文形成における再帰代名詞 sich の役割は何か？ 

(iii)中間構文を形成する動詞の制約はどのように説明できるか？ 
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 (i),(iii)との関連ではレキシコンの語彙情報と統語構造のずれの問

題が議論されてきた。即ち，中間構文形成の条件として，動詞がそ

の項構造の中に動作主 (Agens)を含むことが必要になるが，動作主

は文の表層には現れないという問題である。この問題をめぐって

は，生成文法の統語論的アプローチや認知スキーマに基づく認知論

的アプローチなどさまざまな提案がなされている。本稿では，中間

構文の本質は，動作主の抑制にあるのではなく，活動(activity)から

状態(state)タイプへのアスペクト変化にあること，動作主の消失は

このアスペクト転換の副産物であることを主張する。 

 本稿の構成は次の通りである。2節でドイツ語の中間構文を概観

し，3節で先行研究の問題を検討する。4節ではアスペクトを論じ，

能格再帰動詞と中間構文の相違を分析する。更に中間構文の本質的

特性としての複合アスペクト構造を抽出し，語彙分解意味論と生成

文法の観点から中間構文の意味論と統語構造を分析する。 

 

2. ドイツ語中間構文の特性 

まず，ドイツ語の中間構文の特徴を例文とともに列挙する。 

(A) 被動作主(Patiens/patient)ないし主題(Thema/theme)役割を担う目

的語が主格を付与され，主語として現れる。他方，論理的主語

は抑制され，代わりに対格の再帰代名詞 sich が現れる。 

(2) a. Man Nom liest diesen Artikel Akk leicht. 

   b. Dieser Artikel Nom liest  sich Akk  leicht. 

(B) 中間構文では動作主役割は表現されない。受動文では可能な

von-PP(前置詞句)による動作主の代理も許されない。 

(3) a.  Dieses Problem löst sich (*von Peter ) leicht.    

   b.  Dieses Problem wurde von Peter gelöst.  (受動文)  

(C) 動詞は動作主をとるものに限定される。経験者(experiencer)や

主題を主語にとる動詞は中間構文を作れない((5),(6),(7)の例。こ

の制約は英語にも当てはまる)。英語では更に，①基底目的語が

動作の影響を受ける被動目的語(affected object)であること，②
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創造動詞 (creation verbs)のように目的語が達成目的語 (effected 

object)の場合は中間構文を作れないという制約がかかる。しか

し，ドイツ語ではこのような制約はない((8)の例)。 

 

(4) a. Das Hemd  pflegt sich leicht.   

   b. pflegen: <Agens, Thema> 動作・活動 

(5) a. *Die Antwort weiß sich leicht.  (Fagan 1992) 

   b. wissen: <experiencer, Thema/Proposition> 状態  

(6) a. *Dieses Ziel erreicht sich schwer. 

   b. erreichen: <Thema, Ort> 状態変化 

(7) a. Solche Balladen lernen sich sehr leicht. (Abraham 1995) 

   b. lernen: <experiencer, Thema> 認知（過程タイプ） 

   c. *These ballads learn easily. 

(8) a. Japanische Häuser bauen sich leicht. 

   b. bauen: <Agens/Causer, effiziertes Thema>（創造動詞） 

   c. *Japanese houses build easily. 

 (7),(8)が示すように，θ理論の主題 (意味 )役割に基づく分析で

は，wissen, kennen など中間構文を作れない心理動詞と， lernenな

どの中間構文を形成できる心理動詞の区別はつけられない（どちら

も主語は経験者役割になる）。また，被動目的語と達成目的語の違

いも区別できず，どちらも主題(theme)にまとめられてしまう。 

(D)自動詞からも中間構文が派生される。主語には虚辞 esが現れ

る。ただし，動作主項をもたない能格型動詞は排除される。 

(9) a. Es arbeitet sich gut in diesem Betrieb.  (Fagan 1992) 

   b. Hier tanzt es sich gut. 

   c. In diesem Bett schläft es sich sehr warm, wie im Paradies. 

(Abraham 1995) 

   c. In diesem Sessel sitzt es sich angenehm. 

   d. *Bei einem solchen Erdbeben stürzt es sich leicht ein. 

        ( von einer Brücke) ( Kunze 1997)(能格型動詞) 
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sitzenは動作主をとる活動動詞ではなく，状態を表わす(命令文で，

“Sitz hier!“とは言えない )。ただしsitzenは，wissen, kennenと違っ

て，制御可能な一時的位置を表わす動詞である(„Um 9 Uhr morgens 

saß sie auf dem Boden“というように特定時間表現と共起可能)。従っ

て，主語が人間であり，制御可能な一時的動作・状態を表わす動詞

であれば，中間構文を形成できると考えられる。典型的には動作主

を含意しない特定のクラスの動詞でも，文脈などの追加によって動

作主解釈が許されるなど，一定の揺れがあるのは確かである。1 

 以下の特徴は，中間構文の典型的意味にかかわるものである。 

(E) 主語は定名詞句か不定複数名詞句が用いられ，総称的に解釈さ

れる。時制は現在形で，状態・属性記述を表わす文になる。た

だし，再帰的接語seで中間構文を作るフランス語では，過去の

一時的な出来事まで中間構文で表わせる((10c)の例)。 

(10) a.  Das Auto fährt sich gut. 

     (特定の車“das Auto”についての一般的・恒常的な属性) 

    b. ?? Autos fahren sich heute gut. 

   c. La question s’est discutee hier dans la salle du conseil. 

    (＝その問題は昨日会議場で議論された) 

(F) 程度・評価副詞などが必要(属性が十分特定される必要)。しか

し，動作主指向の副詞は中間構文と共起できない (cf. “*Die 

Scheibe zerbricht sich freiwillig/absichtlich.”)。また，主語と動詞

の意味特性だけで情報が十分に特定化されれば，副詞がなくて

も中間構文として容認される場合もある((11c)の英語の例)。 

(11) a. Diese Karotte isst sich *(herrlich).  (Abraham 1995) 

    b. Karl ärgert sich leicht. (Kunze 1997) 

      (‘leicht’がないと能格的・自発的意味になる) 

  c.  Glass recycles. (ガラス類はリサイクルできる) 

(G) 様相的(modal)意味 (‘man kann…‘によるパラフレーズ)。 

(12) Das Wort spricht sich schwer aus.  

  (=‘Das Wort kann man schwer aussprechen’) (Kunze 1997) 
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 このように中間構文は意味論的には受動文などとは異なり，かな

り特殊なタイプの意味が付加されていることが分かる。 

 

3. 先行研究の問題点 

 本節では，2節で見た中間構文の特性を分析した先行研究をいく

つか取り上げ，その問題点を考察する。 

3.1. 統語論的・語彙論的アプローチ 

 まず生成文法の枠組みの統語的分析を見る。英語の中間構文の統

語論としては Keyser & Roeper (1984)やHoekstra & Roberts (1994)の

移動分析がある。Keyser & Roeper (1984)では動作主は統語構造には

投射されず，Hoekstra & Roberts (1994)では動作主は音形のない主

語代名詞proに付与されるという相違はあるが，いずれも中間構文

に入る動詞は，受動文と同様に対格付与能力を吸収され，主格を得

るために内項の目的語が主語位置に移動する点で同じである。 

 

(13)a. [IP bureaucratsk [I’ [VP  bribe  tk <theme, -CASE> easily]]]  

            Nom                (Keyser & Roeper 1984) 

   b. [IP bureaucratsk [I’  pro agent [VP bribe tk theme easily ]]]] 

         Nom                 (Hoekstra & Roberts 1993) 

   c. [IP Beamtek [I’ pro [VP bestechen  tk theme  sich Akk leicht ]]]] 

 

しかし，この分析はドイツ語に直接には応用できない。ドイツ語で

はsichに対格が付与されるからである (=(13c))。更に，対格を付与

しない自動詞の中間構文をどう説明するかという問題がある。 

 Haider (1985)は，動作主は再帰形sichに付与され，sichが動詞から

対格を受けとるため，基底目的語はD構造の目的語位置で対格をも

らえないとする。その結果，目的語はS構造で主語位置に移動して

主格を付与される。目的語の移動は同時に，照応形sichが先行詞を

必要とするという束縛条件によっても動機づけられる。 
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(14) a. dass [IP _ [I’ [VP sich  leicht [V’ [NP das Buch] liest ]]]] (D構造) 
                 agent/Akk           theme  
    b. dass [IP [NP das Buch]j [I’ [VP sichj  leicht [V’ tj  liest ]]] INFL]  
               Nom |__________↑照応形束縛 

 

(A)の特性は (14)によって説明される。 (B)の事実は，sichが動作主

役割を担っているために，項構造は飽和状態になっており，von-PP

がもはや動作主を余分に表わすことができないという理由で説明さ

れる。Haiderの分析は，再帰形sichが現れるドイツ語の中間構文の

統語論としては簡潔だが，問題もある。まず，θ(=主題)役割の付

与の原理として，外項 (external argument)である動作主は動詞句

(VP)の外側に生成される(VP内主語仮説の場合にはVPの 上位の指

定部位置)。(14a)では，動作主は文IPの指定部に生成されることに

なるが，この位置は同時に主格付与位置である。Haider (1985)はこ

の問題を回避するため，sichはθ役割を受けとるが，非項(付加詞)

位置に生成された非項(A-bar-Element)であり，IP指定部のような項

の位置には生成されないと仮定する。しかし，このように仮定した

としても第二の問題が残る。(14b)で表層主語“das Buch“は，再帰形

sichと同一指示関係にあることになる。仮にsichが非項であると仮

定しても，sichは動作主役割を担うのであるから，照応関係によ

り，“das Buch“は，“lesen“という動作の対象であると同時に主体で

あるという誤った意味解釈を許してしまう。従ってsichを動作主の

対応物とするHaiderの分析は十分に機能しない。 
(14b’) [IP [NP das Buch]j [I’ [VP sichj  leicht [V’  liest ]]] ]  
             Thema  == Agens (先行詞―照応形の同一指示) 

 

 これに対し，Abraham (1987, 1995)は，Haider同様にsichが動詞か

ら対格を付与され，束縛条件によって目的語が照応形の先行詞とし

て機能すべく主語位置に移動すると仮定する。しかし，彼によれ

ば， sichはθ役割を何ら担わない虚辞要素であり，動詞の接語

(clitic)に近い要素である。それ故，先行詞―再帰形の照応関係は２
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つの独立項の関係ではなく形式的なもの(“proxy binding”)にすぎな

い。Abrahamによれば，動詞の項構造では動作主は含意されるが，

中間構文は統語的には状態アスペクトを表わす属性表現であり，こ

のタイプは動作主概念を前面化するイヴェント・タイプと区別され

る。この洞察は正しい知見であるが，問題は属性表現がどのように

動詞の意味から派生されるかというメカニズムの解明であり，この

点のAbrahamの分析はまだ不十分といわねばならない。 

 Fagan (1992)の分析は，動詞のアスペクトを組み込み，レキシコ

ンにおける語彙規則として定式化している点が特徴的である。 

 

(15) ドイツ語の中間構文の動詞形成規則(Fagan 1992; 196) 

1) 外項θ役割にarb(任意の人; manと類似)解釈を付与せよ。 
2) 内項θ役割を外在化せよ(主語化)。 
3) Externalize (φ).   (自動詞タイプ；内項がない ) 
4) +[NP__(es)  NP[+anaphor= ‘sich’] __  AdvP__]の環境に挿入 
5) 意味論： ‘be able to be Xed’ 
6) 条件: V は語彙格(与格)を付与しない。(cf. ?“Dir hilft sich’s schwer”) 
 動詞は“erreichen“,“erkennen“などの到達(状態変化)タイプや状態タイ

プではないこと。また，動詞は3項述語ではないこと。  
   (cf. *“Blumen geben sich einer Geliebten gut.”) 

 

(16) a. verkauft:  < agent, theme> → 

    b. (sich) verkauft [agent, theme ] (agent= arbitrary 解釈) 

(17) Dieses Buch   verkauft [NP  sich  ] gut  

    ↑内項から外項(+Nom)  -θ, +case (+Akk) 

 

Faganの分析は，動詞のアスペクトを中心に据えた点で画期的であ

るが，問題としてはレキシコン規則として中間動詞を作るため，外

項が統語的に投射しないことである。外項を抑制する点で中間構文

は受動文に類似する。しかし，既に見たように受動文と違い，中間

構文ではvon-PPへの動作主役割の格下げもできないので，受動文と

同一の扱いはできない。更に，格付与の問題として，ドイツ語では
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自動詞はどのようにしてsichに格付与するかという疑問が残る。 

3.2. 認知論的アプローチ 

 認知意味論の立場では他動詞が表わす動作に関して行為連鎖

(action chain)モデルを設定することによって中間構文を説明する。

例えばTaniguchi (1994)は，他動詞構文は(18a)，能格構文は(18b)，

中間構文は(18c)で表わされるとする： 
(18) 
(a) 他動詞 
  AG         MV        State 
     
   
 
(b) 能格構文 
              MV        State 
     
 
 
(c) 中間構文 
  AG         MV        State 
     
 
 
 
他動詞構文ではエネルギーの中心である動作主がfigureとなり，主

語として現れる(“Andrea opened the door.”)。能格型では，状態変化

を受ける移動者 (MV; 主題と同一 )が figureとして際立たせられる

(“The door opened all by itself.”)。中間構文でも，(b)と同様に対象が

際立って figureとなるが，動作主は行為連鎖から完全に除外され

ず，また，対象物自体が動作主に対して「抵抗 (resistance)/促進

(facilitation)」のエネルギーを発する。このモデルによれば，行為

エネルギーの連鎖を欠く状態・知覚動詞は中間構文を形成できな

い。創造動詞の場合は，対象物は元から存在するのではなく，動作

主の行為によって作り出されるので，対象物を際立たせることがで

きない。しかし，大矢  (2000)が正しく指摘するように，認知モデ

ルは言語間の差異を説明できない。例えば，ドイツ語では創造動詞
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も中間構文を作るが，その理由は(18)からは導けない。坂本(2000)

は，中間構文の属性意味に着目し，「事態を主導するエネルギーと

して無生物がもちうるのは，属性であると思われる。(中略)  動詞

で表される行為を行っている人間の動作主側の能力は関係がなく，

だれがいつ行っても結果が同じであるという意味で，人間の動作主

は背後に退いている」と主張する(坂本  2000)。しかし，「属性・

状態」表現にエネルギー概念を見出すのは無理がある。属性

(Eigenschaft)・状態(Zustand)とは定義上，動的イヴェントを生み出

すエネルギーをもたないものと考えられるからである。 

 本節では，先行研究では他動詞がもつ動作主の含意と統語構造で

の動作主不在という矛盾が分析の中心になっていたこと，他方，こ

の矛盾が十分に解決しえていないという現状を確認した。 

 

4. 中間構文の統語論・意味論 

 本節では，先行研究の問題点を踏まえて代案を提案する。 

4.1. 中間構文におけるアスペクト交替 

 Haider (1985)を除けば，ほとんどの分析は，レキシコンのインプ

ットレベルで動詞の項構造に動作主を設定し，アウトプットとして

の統語レベルでは動作主は投射しないと仮定する。大矢  (2000)の

図式を借りれば，動詞の語彙概念構造(LCS)に内包されるagentが統

語論では「抑制」されることになる。 
 
(19)              Syntax     (cf. 大矢 2000) 
                 ×   
              ↑   
     LCS  (agent, θ＝内項) 
 
このレキシコンと統語論のミスマッチに関する 大公約数的な見方

はそれ自体は間違っていない。しかし，この見方では結局のところ

中間構文と受動態の区別が困難である。受動文でも，動詞の項構造

内部には動作主があり，この動作主は統語論では抑制される。受動
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文でも意味的には動作主は含意される(存在量化によって束縛)。 

(20) a. Dieses Haus wurde 1900 gebaut. 

    b. ∃e∃x[Agent(x, e) & bauen(x, dieses Haus, e) & Time(e, 1900)] 

 

 筆者の考えでは，中間構文で動作主が抑制されるのは，アスペク

トの変化の結果としての副産物である。Fagan (1992)が示唆するよ

うに，アスペクト構造の変化が問題の中心であって，これが項構造

の変化の引き金となる。既に見たように，中間構文は特定の対象物

の属性に関する状態表現であり，活動タイプのアスペクトから属性

表現への転換が統語論レベルで複合的に派生されるのである。アス

ペクト分類には様々な提案があるが，ここではVendler (1967)によ

る動詞のアスペクト分類に依拠する： 

 

(21) 状態(states) : know  到達(achievements) : find, reach, die 

活動(activities): run  達成(acomplishments): paint a picture 

 

状態動詞は恒常的状態を表わし，到達動詞は一定の状態に変化する

という結果に焦点を置く。活動動詞は始まりと終わりをもつ継続性

がある動作に関わる。達成動詞では”ein Bild malen”のように，動作

が原因となって結果をもたらし，活動様態に，使役性と結果が加わ

る。アスペクトを記述する方法として動詞の意味を原始的な語彙に

分解する語彙分解意味論を用いる(Wunderlich (1997), 吉田・保阪・

岡本・野村・小川(2001) 3章・4章参照)。 

 

(22) a. 状態： BE<property> (x)       x=theme 

    b. 活動： DO<manner>(x, (y))   x=agent / y=theme 

    c. 状態変化： BECOME( BE<property> (x))   x=theme 

                 BECOME (LOC (x, y))  y=goal   (erreichen) 

d. 達成：CAUSE (DO(x) , DEVELOP(BE<property>(y))) (malen) 

           CAUSE(DO(x,y),BECOME (BE<DEAD>(y))) (ermorden) 
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(22)から見てとれるように，wissen, krank seinなどの状態動詞・形

容詞は述語BEで表示されるために意味的に動作主項とは相容れな

い。属性表現である中間構文も状態タイプの文であるから動作主が

現れないのは当然である(これに対して動作受動(Vorgangspassiv)は

活動や達成タイプに対応することに注意)。中間構文の特異性はレ

キシコンにおいては活動や達成タイプを表わす動詞が統語レベルで

全体として＜状態＞タイプに変化するという点にある。 

  

4.2. 能格動詞と中間構文 

 ドイツ語の動詞には，単独では使役を表わすものと，sichと結び

ついて自発的・能格型の意味をもつ再帰動詞があるが，再帰動詞の

形成はレキシコンにおいて語彙意味が変化すると考えられる。 

 

(23) a. öffnen: λyλx[CAUSE(DO(x,y), BECOME(BE<OPEN>(y)))] 

    b. Hans öffnete die Tür.  

     → CAUSE(DO(Hans,die Tür), BECOME(BE<OPEN>(die Tür))) 

    c. sich öffnen: λyλx[ CAUSE(DO(x), BECOME(BE<OPEN>(y)))] 

    d. Die Tür öffnete sich. → BECOME(BE<OPEN>(die Tür)) 

 

(23a)は，使役述語CAUSEをもつことで，使役項と対象項が現れる

が，(23c)のように，再帰代名詞の出現によって，(23a)の使役の意

味が削除され（脱使役化の操作），λxの項が消える。その結果，

残った対象項yが主語として現れ，全体として状態変化タイプを表

す。再帰形による脱使役化はsich biegen, sich drehen, sich zeigenなど

生産的パターンを示すので，レキシコン内部で形成される。ただ

し，sichは統語的にはまだ項のステータスを残しており，フランス

語のように完了助動詞選択の交替(avoir→etre)には至っていない。 

 中間構文は能格的な再帰動詞とは異なり，属性・状態タイプの表

現であり，非時間的な現在形でなくてはならず，一般に“leicht“, 

„schwer“, „gut“などの程度・評価副詞などの修飾句によって支えら
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れなければ文として容認できない。このような意味で中間構文はレ

キシコンでなく，統語構造で派生されると考えられる。 

 

4.3. 中間構文の複合アスペクト構造 

 中間構文は，内部(下位構造)から見れば，動作主を内包する活動

タイプであるが，外側(上位＝全体構造)から見ると状態・属性表現

を表わすという特性をもつ。図式化すれば次のようになる： 

 

(24) 

 
 DO(x, y) ADV       y has the state eS such that  
 agent  theme        (generic) x can act on y (ADV)  
 [+control]    eA       in eA (=activity).        eS  

 

 

活動タイプの基底動詞の項構造は(24)の内側では保持されている。

これが統語構造のインプットである。しかし，外側は，属性・状態

表現であるために対象項が主題となり，元の動作主は現れない。 

 動作主項は中間構文ではvon-PPなどで表わすことはできないが，

道具や受益者を表わす前置詞句によって表現することはできる。 

 

(25)a. Das Problem löst sich  mit dem Computer  schnell. 

      (cf. Der Computer kann das Problem schnell lösen.) 

   b. Für Karl übersetzt sich der Text schwer. (Kunze 1997) 

      (cf. Karl kann den Text nur schwer übersetzen.) 

   c. Die Möbel transportieren sich am besten durch einen 

Spediteur/*von einem Spediteur. (Kunze 1997) 

(25b)では，manなどの総称的な動作主が含意されているわけではな

く，Karlがテクスト翻訳の潜在的主語である。mit-PP, für-PP, durch-

PPなどで動作主以外の「主語」を指示できるということは，当該

の中間構文が属性表現であって，活動タイプの主体である動作主を
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排除するのだということの証拠である。日本語の中間構文である可

能態では「太郎にドイツ語が話せる（こと）」のように，本来の動

作主を与格で表現しうるが，この場合の与格は属性表現の随意的な

経験者（潜在的行為の可能性の場所）を表わしているのである。ド

イツ語の中間構文ではこのような与格の付与は不可能であるが，チ

ェコ語では中間構文に与格の人を付加できる(cf. Povejšil 1976)： 

 

(26) a. Tady se mi  dobře  sp í.  

   (=Hier schläft es sich für mich gut.)  

b. Tenhle romá n se (mi) dobře  cte. 

  (=Dieser Roman liest sich für mich gut.) 

c. Tady se (*mi) spí celou noc.  

(=Hier wird die ganze Nacht geschlafen.)  

d. Das Mittel verkauft sich an einem bestimmten Kundenkreis 

(??einem bestimmten Kundenkreis) gut. 2 

 

興味深いことに，(26a,b)のように総称的な属性表現としての中間構

文では与格のmi(=mir)を付与できるが，(26c)のように一時的な出来

事を表わす再帰的・受動的構文ではmiを共起させることはできな

い。この対比は，「このベッドは私にもよく眠れる」と「*??昨日

私にもよく眠れた」の対比と並行的である。ここからいえるのは，

中間構文における属性表現および潜在性・可能性といったモダリテ

ィが動作主を意味的に除外しているのであって，論理主語が自動的

に抑制されているのではないということである。 

 中間構文に共起する副詞はどうか？IDS文法によれば，sich lassen

構文を含め中間構文に現れる副詞は次のように分類される： 

(27)  

a. graduierende Adverbialia: leicht, schwer, ohne Schwierigkeiten 

c. qualizifierende Adverbialia: schnell, gut, angenehm, elegant, genau     

c. kausative VG-Adverbialia: schauerlich, erfrischend, überzeugend 
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(27)の副詞は受動文では常に共起するというわけではない((28a, b)

の対比 )。また，(29)の対比は中間構文が元の能動文に還元できな

い場合もあることを示している。これらのデータは，中間構文が

(24)のような複合イヴェント構造に基づくことを示唆する： 

(28) a. Wie hoch die Mieteerhöhungen ausfallen werden, läßt sich freilich 

nur schwer vorhersagen. ( IDS: Bd 3, S. 1856.) 

    b. *Die Höhe der Mieterhöhungen wurde nur schwer vorhergesagt.  

(29) a. Das Buch liest sich angenehm schauerlich. (IDS)  

    b. * Er las das Buch angenehm schauerlich.  (能動文は非文) 

 

4.4. ドイツ語中間構文の統語論 

4.4.1. 再帰代名詞sichの対格のステータス 

 次に中間構文の統語論を考える。ドイツ語の中間構文は，sichが

現れるという点で英語と異なり，また，sichはフランス語の接語と

は違って完全に動詞に編入されてはおらず，擬似的な項の特性(対

格)を備えている。まずsichの対格の問題だが，次の例のように中間

構文でも基底の対象項に対格が付与されている場合もある： 

(30) Wie hübsch spielt sich’s (=es) den Vater Akk!  (Schiller) 

 

ここではsichとden Vaterの２つに対格が付与される。この二重対格

の問題は，sichは対格の形態的な格素性をもっているが，(随意的規

則として)構造的には動詞から対格を付与(照合 )されなくてもよい

と仮定すれば解決する。(30)の他動詞spielenの対格は目的語に付与

され，目的語は主語位置に上昇する必要がなくなり，代わりに虚辞

の主語esが生じる。このことは，非人称受動で再帰形sichが出現可

能である事実からも裏づけられる。受動形態素によって対格は通常

吸収されるが，対格のsichは保持されたままである： 

 

(31) a. Hier wird sich täglich gewaschen! Das ist ein Befehl. 

    b. Hier wird sich zuviel geschmeichelt.  (Plank 1993) 
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(32) 再帰形sichは形態格としての対格素性をもつが，随意的には構

造的に（動詞によって）認可されなくてもよい。 

 

(32)の条件によって，非人称構文の一種である自動詞の中間構文も

説明できる。自動詞には対格付与能力はないが，sichは構造的認可

を必ずしも必要としないので，自動詞も中間構文を形成できる： 

(33) Hier tanzt [-Akk] es sich gut. 

 

4.4.2. 中間構文の統語構造の派生 

 統語構造としては，Hale & Keyser (1993)などが主張するように，

動作主や使役主は元のVP内部に生成されるのではなく，VPを補部

にとる軽動詞(light verb) vの指定部に生成されると仮定する。 
 
(34)           vP     
      ／  ＼ 
   Agent/Causer     v’ 
        ／  ＼ 

           VP       v0   (=light verb) 
      ／  ＼ 

       (Theme)   V   ( arbeiten, lesen, öffnen etc.) 
 
(22)の語彙分解で表わされた動詞のアスペクト意味は動詞Vの位置

で一括して解釈されるのではなく，一部はVPの上に投射するvにも

割り当てられる。例えば，動作主を導入する活動述語DOや使役を

導く達成タイプはvを投射する。他方，動作主を導入しない状態タ

イプや状態変化タイプはvを導入せず，VPだけが投射される： 

 

(35) a. [vP Agent  [v’ [VP (Theme)  V (DO) ] v]] (活動) 

    b. [vP Causer [v’ [VP Theme  V (BECOME) ] v (DO) ]] (達成) 

    c. [VP  Theme  V (BE) ] (状態) 

    d. [VP Theme (LOC) V (BECOME) ] (状態変化) 
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能動文は(35)のすべてを選択するが，このとき能動態の主要部avc 

(=active voice)が(35)のVP/vP投射を補部にとるとする。機能範疇avc

は，その補部がもつ外項が音形の形で具現することを認可し(avcP

の指定部に移動する)，(対格要素があれば)対格を照合する：3 

 
(36) [CP weil [TP  Hans das Buch liest ]] 
 
             TP  (=S) 
           ／   ＼  
       Hans        T’    
      [Nom]      ／ ＼ 
               avcP    T0 [+T, Nom] 
            ／  ＼  
       (Hans)      avc’   
                ／  ＼ 
               vP     avc (active) 
            ／ ＼    [+AG, +Akk] 
         (Hans)   v’   
         AG   ／  ＼ 
              VP    v  [+AG] 
      ／  ＼  
        das Buchj    V 
        Theme      liest  
 

受動態ではvPを補部にとる受動主要部pvcが投射し，この位置に助

動詞 werdenが生じる。pvcは対格を照合せず，動作主は外項として

出現できないので，vP内で音形のない主語proが挿入される。 

 

(37) a. [CP weil [TP viele Bücher verkauft werden]] 

    b. ... [TP viele Bücherj [pvcP [vP pro tj verkauft v] werden] T] 

                      [-AG, -Akk] 

中間構文は(35a),(35b)のvPを選択する。vPを投射しないVPは中間構

文の補部としては適格ではなく，統語的インプットで排除される。

動作主は具現化しないので音のない代名詞proが外項位置に生成さ

れる。このvPの上に中間態を表わす主要部mvcが投射する。mvc指

定部には再帰形sichが併合(挿入)される。受動態と異なり，mvcは対
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格を照合する能力があるが，対格はsichとの間で照合される： 
 

(38) Das Buch liest sich leicht. 
  
         TP  (=S) 
       ／   ＼ 
    das Buchj     T’    
  [holder]  ／  ＼ 
           mvP       T [+T, Nom] 
         ／   ＼ 
      sichj        mv’      
     [Akk, AFF]  ／ ＼  
              vP     mvi  (middle) 
           ／  ＼   [-AG, +Akk] 
        ADV     vP       
       leicht   ／  ＼     
             proi      v’    
           (AG)    ／  ＼ 
                   VP  v   
             ／  ＼ 
           (das Buchj )   V 
            [AFF]      liest  
 
mvは程度・評価副詞と共起して属性・状態を表わす。mvは総称オ

ペレータとして外項のproを束縛するので，外項はvon-PPの形でも

具現できない。目的語のdas Buchは格を照合できないため，vPの外

側の指定部に移動し，更にmvPの外側の指定部を経由して，時制T

の指定部の位置で主格を受けとる(授与動詞では，上位にある与格

目的語の方がよりvに近いので，直接目的語の移動が妨げられる)。

また，再帰形 sichの役割は対格を吸収するだけでなく， [AFF] 

(=affected)の素性をもつと仮定する。これは，sichが具現すること

によって，「動作の影響を受けている」ことを統語的に示す（必ず

しも意味的にではない）。sichは，先行詞としての基底目的語（表

層主語）と同一指示関係をもち，この同一指標によって目的語も同

様に[AFF]素性を指定される。この結果，被動目的語ではない達成

目的語のタイプも中間構文で認可される。更に，自動詞による中間
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構文も[AFF]素性の存在によって認可される。英語では，このよう

な可視的な再帰形が現れないので，自動詞の中間構文も達成タイプ

（創造動詞）も許容できない。以上の仮定によって，中間構文に入

る動詞句タイプの制約が説明できる。 

(39) a. *French acquires easily.      

    b. Französischj lernt sichj [AFF] leicht. 

(40) a. *This bridge builds easily.   

    b. Diese Brückej baut sichj [AFF]  leicht. 

認知論的立場では，(39),(40)を説明するために，知覚動詞と創造動

詞の意味記述を英語とドイツ語で区別しなくてはならない(エネル

ギーの放出度の違いなど)。しかし筆者の分析では，動詞の意味表

示は変更する必要はない。ドイツ語の中間構文は，sichの形態的・

統語的な可視性によって知覚動詞と創造動詞を活動タイプへと引き

上げ，そこから再度属性タイプへと変換する。この意味で中間構文

は統語論的分析を組みこむことではじめて説明可能になる。 

 紙幅の都合上，統語構造からいかに意味解釈するかを詳述する余

裕はないが，(38)には概略(41)の意味解釈が割り当てられる。 

 

(41) ∃eS[Holder(das Buch, eS) & POSS(Gx,eA [READ(x, das Buch, eA)] 

& EASY(eA))] （“das Buch“は属性eSの担い手(holder)である。

即ち，出来事eAで一般的に人がこの本を読み，かつ，eAが簡

単に生じることが可能であるような属性eSである。） 

中間構文の主語は，時制T（または中間態主要部mv）から，属性の

担い手holder(cf. Kratzer (1997))という意味役割を受けとる。自動詞

の中間構文では主語は存在しないが，場所句や時間副詞などが

holderの役割を担う(“In diesem Sessel sitzt es sich angenehm.”)。 

 

5. 結語 

 本稿では，ドイツ語の中間構文を中心に，その統語的・意味論的

な特性を分析した。本稿の考察は以下のようにまとめられる： 
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・ドイツ語の中間構文は，活動・達成タイプのアスペクトを属性・状

態タイプに変換する複合イヴェント構造を表す。 

・動作主は属性・状態と相容れないために出現できない。 

・再帰形sichは中間態主要部によって導入され，被動性素性を導入し，

達成タイプや自動詞も中間構文において認可する。 

・複合イヴェント構造が形態・統語的にいかにマークされるか(有標性

の度合い)によって，どのタイプの動詞が中間構文を作るかが説明で

きる。英語は，中間構文をマークする特殊な形態をもたないため，

被動目的語をとる活動タイプの他動詞しか中間構文を形成しない。 

 

 

 

注 
*  言語学の面白さを学部時代にはじめて教えていただいた大瀧敏夫先生に

感謝の心を込めて。本稿の一部分は，2000年6月 (GLJ研究会 )，2000年8
月(FU Berlin, Leipzig; Max-Planck Institut Workshop, 語学ゼミナール(京
都)), 2001年7月(筑波大 Workshop)に筆者が発表した内容に基づく。貴重

な意見をくださった方々に感謝したい。なお本研究は，学術振興会の日

独共同研究『動詞結合値構造の認知・類型論的日独対照研究』（柴谷方

良(代表)，小川暁夫，吉田光演）の援助に基づく成果である。 
1   “sterben“は，動作主を含意しない非対格動詞だが，“So schnell stirbt es 

sich nicht.“ (Brinker 1969)というように中間構文を作ることもできる。  
2  大矢  (2000)は，ドイツ語では与格をとる授与動詞も中間構文を形成で

きると述べている(cf. “Diese Bücher verkaufen sich nur den Linguisten”)。
しかし，筆者のインフォーマントテストでは３項動詞は中間構文では容

認性が著しく下がる(nur +与格によって幾分許容度が増すが)。 
3  vPは通常，動作主と目的語対格を認可する機能を担う (Hale & Keyser 

1993)。受動文では動作主と対格が抑制されるが，この時vPが投射しな

いと仮定すると，他動詞の受動と状態変化を表す能格タイプが区別でき

ず，どちらもVPになってしまう。そこで，ここでは動作主や使役主など

の外項をもつ項構造および動詞アスペクトを区別するものと想定する。 
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ドイツ語中間構文のアスペクトと項構造

吉田 光演

1. 問題設定*

　ドイツ語やフランス語，英語など，多くの言語には「中間構文」(Mittelkonstruktion)と呼ばれる構文が存在する：

(1) a. Dieses Buch verkauft sich  gut. 
(再帰代名詞)


   b. Ce livre se lit facilement.       
(再帰的接辞)


   c. This book  sells  well.           
(ゼロ形)


   d. この本はよく売れる。           
(可能助動詞)


これらは，①表層の主語は文法上の目的語である，②論理的主語は現れない―という点で一致している。この２つの性質は受動態と似ているが，動詞形態はむしろ能動態に近い。中間構文の名前はこの中間的な特徴に由来する。しかし，中間構文の表現形式は言語ごとに異なる。ドイツ語やフランス語では再帰化が用いられるが，英語ではゼロ形が現れる。即ち，英語の中間構文にかかわる動詞は表面的には動詞の能動形と同じである。日本語では照応代名詞の「自分」は使われず，助動詞「(ら)れ」が用いられる。中間構文では，このような表現手段の相違が形態的・統語的・意味的にいかなる影響を及ぼすかということが興味深い問題になる。ドイツ語の中間構文についても多くの先行研究(Haider 1985, Abraham 1995, Fagan 1992 etc.)があるが，本稿では特に以下の問題を考察したい：

(i)中間構文の統語的・意味的な特徴は何か？特に，項構造と格付与の点で，中間構文と受動態はいかに区別されるか？

(ii)中間構文形成における再帰代名詞 sich の役割は何か？

(iii)中間構文を形成する動詞の制約はどのように説明できるか？

　(i),(iii)との関連ではレキシコンの語彙情報と統語構造のずれの問題が議論されてきた。即ち，中間構文形成の条件として，動詞がその項構造の中に動作主(Agens)を含むことが必要になるが，動作主は文の表層には現れないという問題である。この問題をめぐっては，生成文法の統語論的アプローチや認知スキーマに基づく認知論的アプローチなどさまざまな提案がなされている。本稿では，中間構文の本質は，動作主の抑制にあるのではなく，活動(activity)から状態(state)タイプへのアスペクト変化にあること，動作主の消失はこのアスペクト転換の副産物であることを主張する。

　本稿の構成は次の通りである。2節でドイツ語の中間構文を概観し，3節で先行研究の問題を検討する。4節ではアスペクトを論じ，能格再帰動詞と中間構文の相違を分析する。更に中間構文の本質的特性としての複合アスペクト構造を抽出し，語彙分解意味論と生成文法の観点から中間構文の意味論と統語構造を分析する。

2. ドイツ語中間構文の特性

まず，ドイツ語の中間構文の特徴を例文とともに列挙する。

(A) 被動作主(Patiens/patient)ないし主題(Thema/theme)役割を担う目的語が主格を付与され，主語として現れる。他方，論理的主語は抑制され，代わりに対格の再帰代名詞 sich が現れる。

(2) a. Man Nom liest diesen Artikel Akk leicht.


   b. Dieser Artikel Nom liest  sich Akk  leicht.


(B) 中間構文では動作主役割は表現されない。受動文では可能なvon-PP(前置詞句)による動作主の代理も許されない。

(3) a.  Dieses Problem löst sich (*von Peter ) leicht.   


   b.  Dieses Problem wurde von Peter gelöst.  (受動文) 


(C) 動詞は動作主をとるものに限定される。経験者(experiencer)や主題を主語にとる動詞は中間構文を作れない((5),(6),(7)の例。この制約は英語にも当てはまる)。英語では更に，①基底目的語が動作の影響を受ける被動目的語(affected object)であること，②創造動詞(creation verbs)のように目的語が達成目的語(effected object)の場合は中間構文を作れないという制約がかかる。しかし，ドイツ語ではこのような制約はない((8)の例)。

(4) a. Das Hemd  pflegt sich leicht.  


   b. pflegen: <Agens, Thema> 動作・活動

(5) a. *Die Antwort weiß sich leicht.  (Fagan 1992)


   b. wissen: <experiencer, Thema/Proposition> 状態 


(6) a. *Dieses Ziel erreicht sich schwer.


   b. erreichen: <Thema, Ort> 状態変化

(7) a. Solche Balladen lernen sich sehr leicht. (Abraham 1995)


   b. lernen: <experiencer, Thema> 認知（過程タイプ）

   c. *These ballads learn easily.


(8) a. Japanische Häuser bauen sich leicht.


   b. bauen: <Agens/Causer, effiziertes Thema>（創造動詞）

   c. *Japanese houses build easily.


　(7),(8)が示すように，θ理論の主題(意味)役割に基づく分析では，wissen, kennen など中間構文を作れない心理動詞と，lernenなどの中間構文を形成できる心理動詞の区別はつけられない（どちらも主語は経験者役割になる）。また，被動目的語と達成目的語の違いも区別できず，どちらも主題(theme)にまとめられてしまう。

(D)自動詞からも中間構文が派生される。主語には虚辞esが現れる。ただし，動作主項をもたない能格型動詞は排除される。

(9) a. Es arbeitet sich gut in diesem Betrieb.  (Fagan 1992)


   b. Hier tanzt es sich gut.


   c. In diesem Bett schläft es sich sehr warm, wie im Paradies. (Abraham 1995)


   c. In diesem Sessel sitzt es sich angenehm.


   d. *Bei einem solchen Erdbeben stürzt es sich leicht ein.


        ( von einer Brücke) ( Kunze 1997)(能格型動詞)


sitzenは動作主をとる活動動詞ではなく，状態を表わす(命令文で，“Sitz hier!“とは言えない)。ただしsitzenは，wissen, kennenと違って，制御可能な一時的位置を表わす動詞である(„Um 9 Uhr morgens saß sie auf dem Boden“というように特定時間表現と共起可能)。従って，主語が人間であり，制御可能な一時的動作・状態を表わす動詞であれば，中間構文を形成できると考えられる。典型的には動作主を含意しない特定のクラスの動詞でも，文脈などの追加によって動作主解釈が許されるなど，一定の揺れがあるのは確かである。1

　以下の特徴は，中間構文の典型的意味にかかわるものである。

(E) 主語は定名詞句か不定複数名詞句が用いられ，総称的に解釈される。時制は現在形で，状態・属性記述を表わす文になる。ただし，再帰的接語seで中間構文を作るフランス語では，過去の一時的な出来事まで中間構文で表わせる((10c)の例)。

(10) a.  Das Auto fährt sich gut.


     (特定の車“das Auto”についての一般的・恒常的な属性)


    b. ?? Autos fahren sich heute gut.


　  c. La question s’est discutee hier dans la salle du conseil.


　　　　(＝その問題は昨日会議場で議論された)

(F) 程度・評価副詞などが必要(属性が十分特定される必要)。しかし，動作主指向の副詞は中間構文と共起できない(cf. “*Die Scheibe zerbricht sich freiwillig/absichtlich.”)。また，主語と動詞の意味特性だけで情報が十分に特定化されれば，副詞がなくても中間構文として容認される場合もある((11c)の英語の例)。

(11) a. Diese Karotte isst sich *(herrlich).  (Abraham 1995)


    b. Karl ärgert sich leicht. (Kunze 1997)


    　 (‘leicht’がないと能格的・自発的意味になる)


  c.  Glass recycles. (ガラス類はリサイクルできる)


(G) 様相的(modal)意味 (‘man kann…‘によるパラフレーズ)。

(12) Das Wort spricht sich schwer aus. 


  (=‘Das Wort kann man schwer aussprechen’) (Kunze 1997)


　このように中間構文は意味論的には受動文などとは異なり，かなり特殊なタイプの意味が付加されていることが分かる。

3. 先行研究の問題点

　本節では，2節で見た中間構文の特性を分析した先行研究をいくつか取り上げ，その問題点を考察する。

3.1. 統語論的・語彙論的アプローチ

　まず生成文法の枠組みの統語的分析を見る。英語の中間構文の統語論としては Keyser & Roeper (1984)やHoekstra & Roberts (1994)の移動分析がある。Keyser & Roeper (1984)では動作主は統語構造には投射されず，Hoekstra & Roberts (1994)では動作主は音形のない主語代名詞proに付与されるという相違はあるが，いずれも中間構文に入る動詞は，受動文と同様に対格付与能力を吸収され，主格を得るために内項の目的語が主語位置に移動する点で同じである。

(13)a. [IP bureaucratsk [I’ [VP  bribe  tk <theme, -CASE> easily]]] 


            Nom                (Keyser & Roeper 1984)


   b. [IP bureaucratsk [I’  pro agent [VP bribe tk theme easily ]]]]


         Nom                 (Hoekstra & Roberts 1993)


   c. [IP Beamtek [I’ pro [VP bestechen  tk theme  sich Akk leicht ]]]]


しかし，この分析はドイツ語に直接には応用できない。ドイツ語ではsichに対格が付与されるからである(=(13c))。更に，対格を付与しない自動詞の中間構文をどう説明するかという問題がある。

　Haider (1985)は，動作主は再帰形sichに付与され，sichが動詞から対格を受けとるため，基底目的語はD構造の目的語位置で対格をもらえないとする。その結果，目的語はS構造で主語位置に移動して主格を付与される。目的語の移動は同時に，照応形sichが先行詞を必要とするという束縛条件によっても動機づけられる。

(14) a. dass [IP _ [I’ [VP sich  leicht [V’ [NP das Buch] liest ]]]] (D構造)


                 agent/Akk           theme 


    b. dass [IP [NP das Buch]j [I’ [VP sichj  leicht [V’ tj  liest ]]] INFL] 


               Nom |__________↑照応形束縛

(A)の特性は(14)によって説明される。(B)の事実は，sichが動作主役割を担っているために，項構造は飽和状態になっており，von-PPがもはや動作主を余分に表わすことができないという理由で説明される。Haiderの分析は，再帰形sichが現れるドイツ語の中間構文の統語論としては簡潔だが，問題もある。まず，θ(=主題)役割の付与の原理として，外項(external argument)である動作主は動詞句(VP)の外側に生成される(VP内主語仮説の場合にはVPの最上位の指定部位置)。(14a)では，動作主は文IPの指定部に生成されることになるが，この位置は同時に主格付与位置である。Haider (1985)はこの問題を回避するため，sichはθ役割を受けとるが，非項(付加詞)位置に生成された非項(A-bar-Element)であり，IP指定部のような項の位置には生成されないと仮定する。しかし，このように仮定したとしても第二の問題が残る。(14b)で表層主語“das Buch“は，再帰形sichと同一指示関係にあることになる。仮にsichが非項であると仮定しても，sichは動作主役割を担うのであるから，照応関係により，“das Buch“は，“lesen“という動作の対象であると同時に主体であるという誤った意味解釈を許してしまう。従ってsichを動作主の対応物とするHaiderの分析は十分に機能しない。

(14b’) [IP [NP das Buch]j [I’ [VP sichj  leicht [V’  liest ]]] ] 


             Thema  == Agens (先行詞―照応形の同一指示)


　これに対し，Abraham (1987, 1995)は，Haider同様にsichが動詞から対格を付与され，束縛条件によって目的語が照応形の先行詞として機能すべく主語位置に移動すると仮定する。しかし，彼によれば，sichはθ役割を何ら担わない虚辞要素であり，動詞の接語(clitic)に近い要素である。それ故，先行詞―再帰形の照応関係は２つの独立項の関係ではなく形式的なもの(“proxy binding”)にすぎない。Abrahamによれば，動詞の項構造では動作主は含意されるが，中間構文は統語的には状態アスペクトを表わす属性表現であり，このタイプは動作主概念を前面化するイヴェント・タイプと区別される。この洞察は正しい知見であるが，問題は属性表現がどのように動詞の意味から派生されるかというメカニズムの解明であり，この点のAbrahamの分析はまだ不十分といわねばならない。

　Fagan (1992)の分析は，動詞のアスペクトを組み込み，レキシコンにおける語彙規則として定式化している点が特徴的である。

(15) ドイツ語の中間構文の動詞形成規則(Fagan 1992; 196)


1) 外項θ役割にarb(任意の人; manと類似)解釈を付与せよ。

2) 内項θ役割を外在化せよ(主語化)。

3) Externalize (φ).   (自動詞タイプ；内項がない )


4) +[NP__(es)  NP[+anaphor= ‘sich’] __  AdvP__]の環境に挿入

5) 意味論： ‘be able to be Xed’


6) 条件: V は語彙格(与格)を付与しない。(cf. ?“Dir hilft sich’s schwer”)


　動詞は“erreichen“,“erkennen“などの到達(状態変化)タイプや状態タイプではないこと。また，動詞は3項述語ではないこと。

　　　(cf. *“Blumen geben sich einer Geliebten gut.”)


(16) a. verkauft:  < agent, theme> →

    b. (sich) verkauft [agent, theme ] (agent= arbitrary解釈)


(17) Dieses Buch   verkauft [NP  sich  ] gut 


    ↑内項から外項(+Nom)　　-θ, +case (+Akk)


Faganの分析は，動詞のアスペクトを中心に据えた点で画期的であるが，問題としてはレキシコン規則として中間動詞を作るため，外項が統語的に投射しないことである。外項を抑制する点で中間構文は受動文に類似する。しかし，既に見たように受動文と違い，中間構文ではvon-PPへの動作主役割の格下げもできないので，受動文と同一の扱いはできない。更に，格付与の問題として，ドイツ語では自動詞はどのようにしてsichに格付与するかという疑問が残る。

3.2. 認知論的アプローチ

　認知意味論の立場では他動詞が表わす動作に関して行為連鎖(action chain)モデルを設定することによって中間構文を説明する。例えばTaniguchi (1994)は，他動詞構文は(18a)，能格構文は(18b)，中間構文は(18c)で表わされるとする：

(18)


(a)　他動詞

　　AG         MV        State


　　　　

(b)　能格構文

　　            MV        State


　　　　

(c)　中間構文

　　AG         MV        State


　　　　

他動詞構文ではエネルギーの中心である動作主がfigureとなり，主語として現れる(“Andrea opened the door.”)。能格型では，状態変化を受ける移動者(MV; 主題と同一)がfigureとして際立たせられる(“The door opened all by itself.”)。中間構文でも，(b)と同様に対象が際立ってfigureとなるが，動作主は行為連鎖から完全に除外されず，また，対象物自体が動作主に対して「抵抗(resistance)/促進(facilitation)」のエネルギーを発する。このモデルによれば，行為エネルギーの連鎖を欠く状態・知覚動詞は中間構文を形成できない。創造動詞の場合は，対象物は元から存在するのではなく，動作主の行為によって作り出されるので，対象物を際立たせることができない。しかし，大矢 (2000)が正しく指摘するように，認知モデルは言語間の差異を説明できない。例えば，ドイツ語では創造動詞も中間構文を作るが，その理由は(18)からは導けない。坂本(2000)は，中間構文の属性意味に着目し，「事態を主導するエネルギーとして無生物がもちうるのは，属性であると思われる。(中略)  動詞で表される行為を行っている人間の動作主側の能力は関係がなく，だれがいつ行っても結果が同じであるという意味で，人間の動作主は背後に退いている」と主張する(坂本 2000)。しかし，「属性・状態」表現にエネルギー概念を見出すのは無理がある。属性(Eigenschaft)・状態(Zustand)とは定義上，動的イヴェントを生み出すエネルギーをもたないものと考えられるからである。

　本節では，先行研究では他動詞がもつ動作主の含意と統語構造での動作主不在という矛盾が分析の中心になっていたこと，他方，この矛盾が十分に解決しえていないという現状を確認した。

4. 中間構文の統語論・意味論

　本節では，先行研究の問題点を踏まえて代案を提案する。

4.1. 中間構文におけるアスペクト交替

　Haider (1985)を除けば，ほとんどの分析は，レキシコンのインプットレベルで動詞の項構造に動作主を設定し，アウトプットとしての統語レベルでは動作主は投射しないと仮定する。大矢 (2000)の図式を借りれば，動詞の語彙概念構造(LCS)に内包されるagentが統語論では「抑制」されることになる。

(19)              Syntax　　　　 (cf. 大矢 2000)


                 ×　　

       　　　    ↑　　

　　　　　LCS  (agent, θ＝内項)


このレキシコンと統語論のミスマッチに関する最大公約数的な見方はそれ自体は間違っていない。しかし，この見方では結局のところ中間構文と受動態の区別が困難である。受動文でも，動詞の項構造内部には動作主があり，この動作主は統語論では抑制される。受動文でも意味的には動作主は含意される(存在量化によって束縛)。

(20) a. Dieses Haus wurde 1900 gebaut.


    b. ∃e∃x[Agent(x, e) & bauen(x, dieses Haus, e) & Time(e, 1900)]


　筆者の考えでは，中間構文で動作主が抑制されるのは，アスペクトの変化の結果としての副産物である。Fagan (1992)が示唆するように，アスペクト構造の変化が問題の中心であって，これが項構造の変化の引き金となる。既に見たように，中間構文は特定の対象物の属性に関する状態表現であり，活動タイプのアスペクトから属性表現への転換が統語論レベルで複合的に派生されるのである。アスペクト分類には様々な提案があるが，ここではVendler (1967)による動詞のアスペクト分類に依拠する：

(21) 状態(states) : know 　到達(achievements) : find, reach, die


活動(activities): run 　達成(acomplishments): paint a picture

状態動詞は恒常的状態を表わし，到達動詞は一定の状態に変化するという結果に焦点を置く。活動動詞は始まりと終わりをもつ継続性がある動作に関わる。達成動詞では”ein Bild malen”のように，動作が原因となって結果をもたらし，活動様態に，使役性と結果が加わる。アスペクトを記述する方法として動詞の意味を原始的な語彙に分解する語彙分解意味論を用いる(Wunderlich (1997), 吉田・保阪・岡本・野村・小川(2001) 3章・4章参照)。

(22) a. 状態： BE<property> (x)       x=theme


    b. 活動： DO<manner>(x, (y))   x=agent / y=theme


    c. 状態変化： BECOME( BE<property> (x))   x=theme


                 BECOME (LOC (x, y))  y=goal   (erreichen)


d. 達成：CAUSE (DO(x) , DEVELOP(BE<property>(y))) (malen)

           CAUSE(DO(x,y),BECOME (BE<DEAD>(y))) (ermorden)


(22)から見てとれるように，wissen, krank seinなどの状態動詞・形容詞は述語BEで表示されるために意味的に動作主項とは相容れない。属性表現である中間構文も状態タイプの文であるから動作主が現れないのは当然である(これに対して動作受動(Vorgangspassiv)は活動や達成タイプに対応することに注意)。中間構文の特異性はレキシコンにおいては活動や達成タイプを表わす動詞が統語レベルで全体として＜状態＞タイプに変化するという点にある。

　

4.2. 能格動詞と中間構文

　ドイツ語の動詞には，単独では使役を表わすものと，sichと結びついて自発的・能格型の意味をもつ再帰動詞があるが，再帰動詞の形成はレキシコンにおいて語彙意味が変化すると考えられる。

(23) a. öffnen: λyλx[CAUSE(DO(x,y), BECOME(BE<OPEN>(y)))]


    b. Hans öffnete die Tür. 


     → CAUSE(DO(Hans,die Tür), BECOME(BE<OPEN>(die Tür)))


    c. sich öffnen: λyλx[ CAUSE(DO(x), BECOME(BE<OPEN>(y)))]


    d. Die Tür öffnete sich. →　BECOME(BE<OPEN>(die Tür))


(23a)は，使役述語CAUSEをもつことで，使役項と対象項が現れるが，(23c)のように，再帰代名詞の出現によって，(23a)の使役の意味が削除され（脱使役化の操作），λxの項が消える。その結果，残った対象項yが主語として現れ，全体として状態変化タイプを表す。再帰形による脱使役化はsich biegen, sich drehen, sich zeigenなど生産的パターンを示すので，レキシコン内部で形成される。ただし，sichは統語的にはまだ項のステータスを残しており，フランス語のように完了助動詞選択の交替(avoir→etre)には至っていない。

　中間構文は能格的な再帰動詞とは異なり，属性・状態タイプの表現であり，非時間的な現在形でなくてはならず，一般に“leicht“, „schwer“, „gut“などの程度・評価副詞などの修飾句によって支えられなければ文として容認できない。このような意味で中間構文はレキシコンでなく，統語構造で派生されると考えられる。

4.3. 中間構文の複合アスペクト構造

　中間構文は，内部(下位構造)から見れば，動作主を内包する活動タイプであるが，外側(上位＝全体構造)から見ると状態・属性表現を表わすという特性をもつ。図式化すれば次のようになる：

(24)


 DO(x, y) ADV       y has the state eS such that 


 agent  theme        (generic) x can act on y (ADV) 


 [+control]    eA       in eA (=activity).        eS 


活動タイプの基底動詞の項構造は(24)の内側では保持されている。これが統語構造のインプットである。しかし，外側は，属性・状態表現であるために対象項が主題となり，元の動作主は現れない。

　動作主項は中間構文ではvon-PPなどで表わすことはできないが，道具や受益者を表わす前置詞句によって表現することはできる。

(25)a. Das Problem löst sich  mit dem Computer  schnell.


      (cf. Der Computer kann das Problem schnell lösen.)


   b. Für Karl übersetzt sich der Text schwer. (Kunze 1997)


      (cf. Karl kann den Text nur schwer übersetzen.)


   c. Die Möbel transportieren sich am besten durch einen Spediteur/*von einem Spediteur. (Kunze 1997)


(25b)では，manなどの総称的な動作主が含意されているわけではなく，Karlがテクスト翻訳の潜在的主語である。mit-PP, für-PP, durch-PPなどで動作主以外の「主語」を指示できるということは，当該の中間構文が属性表現であって，活動タイプの主体である動作主を排除するのだということの証拠である。日本語の中間構文である可能態では「太郎にドイツ語が話せる（こと）」のように，本来の動作主を与格で表現しうるが，この場合の与格は属性表現の随意的な経験者（潜在的行為の可能性の場所）を表わしているのである。ドイツ語の中間構文ではこのような与格の付与は不可能であるが，チェコ語では中間構文に与格の人を付加できる(cf. Povejšil 1976)：

(26) a. Tady se mi  dobře  sp í. 


　　　(=Hier schläft es sich für mich gut.) 


b. Tenhle romá n se (mi) dobře  cte.


  (=Dieser Roman liest sich für mich gut.)


c. Tady se (*mi) spí celou noc. 


(=Hier wird die ganze Nacht geschlafen.) 


d. Das Mittel verkauft sich an einem bestimmten Kundenkreis (??einem bestimmten Kundenkreis) gut. 2

興味深いことに，(26a,b)のように総称的な属性表現としての中間構文では与格のmi(=mir)を付与できるが，(26c)のように一時的な出来事を表わす再帰的・受動的構文ではmiを共起させることはできない。この対比は，「このベッドは私にもよく眠れる」と「*??昨日私にもよく眠れた」の対比と並行的である。ここからいえるのは，中間構文における属性表現および潜在性・可能性といったモダリティが動作主を意味的に除外しているのであって，論理主語が自動的に抑制されているのではないということである。

　中間構文に共起する副詞はどうか？IDS文法によれば，sich lassen構文を含め中間構文に現れる副詞は次のように分類される：

(27) 


a. graduierende Adverbialia: leicht, schwer, ohne Schwierigkeiten


c. qualizifierende Adverbialia: schnell, gut, angenehm, elegant, genau    


c. kausative VG-Adverbialia: schauerlich, erfrischend, überzeugend


(27)の副詞は受動文では常に共起するというわけではない((28a, b)の対比)。また，(29)の対比は中間構文が元の能動文に還元できない場合もあることを示している。これらのデータは，中間構文が(24)のような複合イヴェント構造に基づくことを示唆する：

(28) a. Wie hoch die Mieteerhöhungen ausfallen werden, läßt sich freilich nur schwer vorhersagen. ( IDS: Bd 3, S. 1856.)


    b. *Die Höhe der Mieterhöhungen wurde nur schwer vorhergesagt. 


(29) a. Das Buch liest sich angenehm schauerlich. (IDS) 


    b. * Er las das Buch angenehm schauerlich.  (能動文は非文)


4.4. ドイツ語中間構文の統語論

4.4.1. 再帰代名詞sichの対格のステータス

　次に中間構文の統語論を考える。ドイツ語の中間構文は，sichが現れるという点で英語と異なり，また，sichはフランス語の接語とは違って完全に動詞に編入されてはおらず，擬似的な項の特性(対格)を備えている。まずsichの対格の問題だが，次の例のように中間構文でも基底の対象項に対格が付与されている場合もある：

(30) Wie hübsch spielt sich’s (=es) den Vater Akk!  (Schiller)


ここではsichとden Vaterの２つに対格が付与される。この二重対格の問題は，sichは対格の形態的な格素性をもっているが，(随意的規則として)構造的には動詞から対格を付与(照合)されなくてもよいと仮定すれば解決する。(30)の他動詞spielenの対格は目的語に付与され，目的語は主語位置に上昇する必要がなくなり，代わりに虚辞の主語esが生じる。このことは，非人称受動で再帰形sichが出現可能である事実からも裏づけられる。受動形態素によって対格は通常吸収されるが，対格のsichは保持されたままである：

(31) a. Hier wird sich täglich gewaschen! Das ist ein Befehl.


    b. Hier wird sich zuviel geschmeichelt.  (Plank 1993)


(32) 再帰形sichは形態格としての対格素性をもつが，随意的には構造的に（動詞によって）認可されなくてもよい。

(32)の条件によって，非人称構文の一種である自動詞の中間構文も説明できる。自動詞には対格付与能力はないが，sichは構造的認可を必ずしも必要としないので，自動詞も中間構文を形成できる：

(33) Hier tanzt [-Akk] es sich gut.


4.4.2. 中間構文の統語構造の派生

　統語構造としては，Hale & Keyser (1993)などが主張するように，動作主や使役主は元のVP内部に生成されるのではなく，VPを補部にとる軽動詞(light verb) vの指定部に生成されると仮定する。

(34)           vP    


　　　　　　／　 ＼

   Agent/Causer     v’


　　　　　　　　／　 ＼

       　   VP       v0   (=light verb)


　　　　　　／　 ＼

       (Theme)   V   ( arbeiten, lesen, öffnen etc.)


(22)の語彙分解で表わされた動詞のアスペクト意味は動詞Vの位置で一括して解釈されるのではなく，一部はVPの上に投射するvにも割り当てられる。例えば，動作主を導入する活動述語DOや使役を導く達成タイプはvを投射する。他方，動作主を導入しない状態タイプや状態変化タイプはvを導入せず，VPだけが投射される：

(35) a. [vP Agent  [v’ [VP (Theme)  V (DO) ] v]] (活動)


    b. [vP Causer [v’ [VP Theme  V (BECOME) ] v (DO) ]] (達成)


    c. [VP  Theme  V (BE) ]　(状態)


    d. [VP Theme (LOC) V (BECOME) ] (状態変化)


能動文は(35)のすべてを選択するが，このとき能動態の主要部avc (=active voice)が(35)のVP/vP投射を補部にとるとする。機能範疇avcは，その補部がもつ外項が音形の形で具現することを認可し(avcPの指定部に移動する)，(対格要素があれば)対格を照合する：3

(36) [CP weil [TP  Hans das Buch liest ]]


　            TP  (=S)


           ／　  ＼

       Hans        T’   


      [Nom]      ／　＼

               avcP    T0 [+T, Nom]


            ／　 ＼

       (Hans)      avc’  


                ／　 ＼

               vP     avc (active)


            ／　＼    [+AG, +Akk]


         (Hans)   v’  


         AG   ／　　＼

              VP　　　 v  [+AG]


　　　　 　／　　＼

        das Buchj    V


        Theme      liest 


受動態ではvPを補部にとる受動主要部pvcが投射し，この位置に助動詞 werdenが生じる。pvcは対格を照合せず，動作主は外項として出現できないので，vP内で音形のない主語proが挿入される。

(37) a. [CP weil [TP viele Bücher verkauft werden]]


    b. ... [TP viele Bücherj [pvcP [vP pro tj verkauft v] werden] T]


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[-AG, -Akk]


中間構文は(35a),(35b)のvPを選択する。vPを投射しないVPは中間構文の補部としては適格ではなく，統語的インプットで排除される。動作主は具現化しないので音のない代名詞proが外項位置に生成される。このvPの上に中間態を表わす主要部mvcが投射する。mvc指定部には再帰形sichが併合(挿入)される。受動態と異なり，mvcは対格を照合する能力があるが，対格はsichとの間で照合される：

(38) Das Buch liest sich leicht.


　        TP  (=S)


       ／　 　＼

    das Buchj     T’   


　 [holder]　 ／　　＼

           mvP       T [+T, Nom]


         ／　  ＼

      sichj        mv’     


     [Akk, AFF]  ／ ＼ 


              vP     mvi  (middle)


           ／　 ＼   [-AG, +Akk]


        ADV     vP      


       leicht   ／　 ＼    


             proi      v’   


           (AG)    ／　 ＼

                   VP　　v　 


　　　          ／　　＼

           (das Buchj )   V


            [AFF]      liest 


mvは程度・評価副詞と共起して属性・状態を表わす。mvは総称オペレータとして外項のproを束縛するので，外項はvon-PPの形でも具現できない。目的語のdas Buchは格を照合できないため，vPの外側の指定部に移動し，更にmvPの外側の指定部を経由して，時制Tの指定部の位置で主格を受けとる(授与動詞では，上位にある与格目的語の方がよりvに近いので，直接目的語の移動が妨げられる)。また，再帰形sichの役割は対格を吸収するだけでなく，[AFF] (=affected)の素性をもつと仮定する。これは，sichが具現することによって，「動作の影響を受けている」ことを統語的に示す（必ずしも意味的にではない）。sichは，先行詞としての基底目的語（表層主語）と同一指示関係をもち，この同一指標によって目的語も同様に[AFF]素性を指定される。この結果，被動目的語ではない達成目的語のタイプも中間構文で認可される。更に，自動詞による中間構文も[AFF]素性の存在によって認可される。英語では，このような可視的な再帰形が現れないので，自動詞の中間構文も達成タイプ（創造動詞）も許容できない。以上の仮定によって，中間構文に入る動詞句タイプの制約が説明できる。

(39) a. *French acquires easily.     


    b. Französischj lernt sichj [AFF] leicht.


(40) a. *This bridge builds easily.  


    b. Diese Brückej baut sichj [AFF]  leicht.


認知論的立場では，(39),(40)を説明するために，知覚動詞と創造動詞の意味記述を英語とドイツ語で区別しなくてはならない(エネルギーの放出度の違いなど)。しかし筆者の分析では，動詞の意味表示は変更する必要はない。ドイツ語の中間構文は，sichの形態的・統語的な可視性によって知覚動詞と創造動詞を活動タイプへと引き上げ，そこから再度属性タイプへと変換する。この意味で中間構文は統語論的分析を組みこむことではじめて説明可能になる。

　紙幅の都合上，統語構造からいかに意味解釈するかを詳述する余裕はないが，(38)には概略(41)の意味解釈が割り当てられる。

(41) ∃eS[Holder(das Buch, eS) & POSS(Gx,eA [READ(x, das Buch, eA)] & EASY(eA))] （“das Buch“は属性eSの担い手(holder)である。即ち，出来事eAで一般的に人がこの本を読み，かつ，eAが簡単に生じることが可能であるような属性eSである。）

中間構文の主語は，時制T（または中間態主要部mv）から，属性の担い手holder(cf. Kratzer (1997))という意味役割を受けとる。自動詞の中間構文では主語は存在しないが，場所句や時間副詞などがholderの役割を担う(“In diesem Sessel sitzt es sich angenehm.”)。

5. 結語

　本稿では，ドイツ語の中間構文を中心に，その統語的・意味論的な特性を分析した。本稿の考察は以下のようにまとめられる：

・ドイツ語の中間構文は，活動・達成タイプのアスペクトを属性・状態タイプに変換する複合イヴェント構造を表す。

・動作主は属性・状態と相容れないために出現できない。

・再帰形sichは中間態主要部によって導入され，被動性素性を導入し，達成タイプや自動詞も中間構文において認可する。

・複合イヴェント構造が形態・統語的にいかにマークされるか(有標性の度合い)によって，どのタイプの動詞が中間構文を作るかが説明できる。英語は，中間構文をマークする特殊な形態をもたないため，被動目的語をとる活動タイプの他動詞しか中間構文を形成しない。

注

*  言語学の面白さを学部時代にはじめて教えていただいた大瀧敏夫先生に感謝の心を込めて。本稿の一部分は，2000年6月(GLJ研究会)，2000年8月(FU Berlin, Leipzig; Max-Planck Institut Workshop, 語学ゼミナール(京都)), 2001年7月(筑波大 Workshop)に筆者が発表した内容に基づく。貴重な意見をくださった方々に感謝したい。なお本研究は，学術振興会の日独共同研究『動詞結合値構造の認知・類型論的日独対照研究』（柴谷方良(代表)，小川暁夫，吉田光演）の援助に基づく成果である。

1   “sterben“は，動作主を含意しない非対格動詞だが，“So schnell stirbt es sich nicht.“ (Brinker 1969)というように中間構文を作ることもできる。

2　 大矢 (2000)は，ドイツ語では与格をとる授与動詞も中間構文を形成できると述べている(cf. “Diese Bücher verkaufen sich nur den Linguisten”)。しかし，筆者のインフォーマントテストでは３項動詞は中間構文では容認性が著しく下がる(nur +与格によって幾分許容度が増すが)。

3  vPは通常，動作主と目的語対格を認可する機能を担う(Hale & Keyser 1993)。受動文では動作主と対格が抑制されるが，この時vPが投射しないと仮定すると，他動詞の受動と状態変化を表す能格タイプが区別できず，どちらもVPになってしまう。そこで，ここでは動作主や使役主などの外項をもつ項構造および動詞アスペクトを区別するものと想定する。
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