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井本 :「ケーキを大きく切った」をめぐって商学論集　第 84巻第 3号　　2016年 3月

【 論　文 】

【要　旨】

　本稿は，「皿が粉々に割れた」「ケーキを大きく切った」のような実体の物理的変化に関わる変化事象に
ついて分析し，以下を論じる。まず，変化事象の一類として，実体の物理的なまとまり方に関する変化［一
体性変化］を導入する。そして，〈変化主（被動主）の元の一体性が保持されない〉という一体性変化の
固有の特徴が従来の使役状態変化構文にもとづく結果構文分析の前提と相容れないこと，いわゆる結果様
態副詞のような例外的処理の要因であることを論じる。そして，連用修飾成分が一体性変化に関わるサマ
を詳述指定すると分析することで，分割・着装・集積配列など，一見，偶発的・散発的に見える言語事実
に統一的な位置づけが与えられることを示す。

【キーワード】

情態修飾，連用修飾，一体性変化，結果構文，詳述指定機能，指示物のズレ

 1 本稿は第 132回関東日本語談話会（2014年 3月 8日，学習院女子大学）における口頭発表を加筆修正したも
のである。発表時，佐野まさき，田川拓海，野田時寛，宮腰幸一，依田悠介の各氏から有益なコメントを頂
戴した。記して感謝申し上げる。ただし，本稿に含まれる誤謬の責はすべて本稿筆者にある。なお，本稿は
平成 26・27年度日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究（C）「語彙意味論を活用した日本語情態修飾
関係の研究」研究代表者 : 井本亮，課題番号 : 25370508）による助成を受けている。

1.　はじめに : 問題の所在

1.1.　いわゆる「結果構文」と連用修飾構文をめぐる問題

本稿では，連用成分と動詞述部が連用修飾関係を構成して結果相のモノのサマを表す動詞述語文
（結果の連用修飾構文，あるいはいわゆる「結果構文」）のうち，これまで周辺的事例とされてきた
「大きく切る」など，切断・分割を表す状態変化動詞文の事例を分析する。そして，これまで結果
構文研究を牽引してきた語彙意味論・使役状態変化構文ベースの分析の枠組みに留まらない分析の
視座が必要であること，内質的な状態変化だけでなく物理的実体の外形的変化に関わる現象も並行
的に記述していく必要があることを示す。

「ケーキを大きく切った」をめぐって
── 一体性変化の修飾1 ── 

井　本　　　亮
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本稿で取りあげる現象は次のようなものである。

（1）　皿が粉々に割れた。 ［割れた皿が粉々だ］
（2）　皿が小さく割れた。 ［皿に小さな欠けた部分がある／割れた皿の破片が小さい］
（3）　ケーキを大きく切った。 ［切り分けたケーキひと切れのサイズが大きい］
（4）　新聞紙を細かく破った。  ［破った新聞紙の紙片のサイズが細かい］
（5）　たまねぎ，キャベツはバラバラにならないように芯をつけて大きく切ります。

 （BCCWJ : LBl4_000282）
（6）　赤唐辛子はへたと種を取り，手で細かくちぎる。（BCCWJ : PM51_00372）

上記の例は，形容詞連用形3が連用（副詞的）修飾成分として述語動詞と修飾関係を構成して結
果相におけるモノのサマを表す「結果の修飾関係（矢澤 2000/2008）・結果の副詞（仁田 2002）」で
ある。（1）では皿が割れた結果のモノのサマとして「粉々だ」という情態が成立・実現しているこ
と，（2）では皿全体との関係，あるいは割れた破片のサイズとして「小さい」という情態が成立・
実現していること，（3）ではケーキを切った結果として生じたケーキの一切れのサイズという情態
において「大きい」が成立・実現していることを表すと解釈される。矢澤や仁田はこのようなモノ
のサマを表すことで出来事のあり方を修飾限定するものと分析している4。
一方，影山（1996/2001），小野（2007）はこのうちの（1）のような事例に焦点を当て，変化事

象における変化主体の結果状態を叙述する「結果構文（Resultative construction）と結果述語」5と
して分析する。そこでは結果構文（および結果述語）は使役構造から派生した使役状態変化構文の
概念的事象構造を持つものと考えられている（cf. Goldberg 1995，Levin and Rappaport Hovav 1995，
Rappaport Hovav and Levin 1998/2010ほか）。次の（7）は使役状態変化の意味構造を援用した結果
構文のパラフレーズである。

 2 「BCCWJ : ファイル ID」は『現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）』をオンライン検索ツール「NIN-

JAL-LWP for BCCWJ」（国立国語研究所・Lago言語研究所，ver.1.30）および「中納言」（国立国語研究所）
を用いて検索し，［形容詞連用形⇦動詞］のパターンで採集した用例である。なお，実例中の下線はすべて
本稿筆者による。

 3 本稿では副詞用法の形容詞連用ク形を代表して取り上げるが，同用法の形容動詞ニ形（「まっすぐに切る」）
や後置詞ニ句（「一口大に切る」）なども同様に扱えるものと考えている。なお，この用法での形容詞ク形や
形容動詞ニ形についての形態統語論的分析はMorita（2009），三原（2008）などを参照。Morita，三原は形
容詞連用ク形を形容詞原形（bare AP）とは考えていない。

 4 矢澤，仁田それぞれの分析では「結果の修飾関係は，基本的に，モノの状態を表す修飾成分が被修飾成分で
ある動詞の変化の側面を詳述指定対象として構成する修飾関係である」（矢澤 2000 : 205），「動きが実現した
結果の局面を取り上げ，動きが実現した結果の，主体や対象の状態のありようについて言及することによっ
て，動きの実現のされ方を限定し特徴づけたものである」（仁田 2002 : 49）と定義される。

 5 日本語の当該現象が英語の対応事例と同じ「構文」であるかについては否定的見解もある（加藤 2007，岩田
2006/2009，宮腰 2009/2012，Murao 2009，井本 2009など。脚注 8も参照）。いずれにしても，結果構文研究
の文脈に沿って議論が蓄積されているということができる。
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 （7）　a.　使役状態変化のパラフレーズ :［Xが Yを Vした結果，Xが Yを Zにする］6

　　　b.　［X CAUSE ［Y BECOME Z］］ BY ［X V Y］ 　　　 （小野 2007 : 4（3））
　　　c.　［［x ACT］ CAUSE ［BECOME ［y<STATE>］］］

（Rappaport Hovav and Levin 1998 : 104 （12））
 （8）　皿が粉々に割れた。  ⇒皿が割れた結果，皿が粉々になった。
 （9）　風船を大きくふくらました。 ⇒風船をふくらました結果，風船が大きくなった。
（10）　皿が小さく割れた。 　   ＊⇒皿が割れた結果，皿が小さくなった。
（11）　ケーキを大きく切った。 　  ＊⇒ケーキを切った結果，ケーキが大きくなった。

使役状態変化の概念的事象構造では変化主体（Y/y）が Xからの直接的な働きかけによって，Y/y

が Z（y<STATE>）に状態変化する（Z/<STATE>になる）ことが定式化されている。この（7）
をテストフレームとすると，（8）a. （9）a.は結果構文だが，（10）a.（11）a.はテストに通らないため
（＊⇒），結果構文（・結果述語）ではないということになる。 Washio （1997）はこれを「見せかけ
の結果構文（Spurious resultative）」と呼び，状態変化動詞による結果構文（Weak resultative）や動
作動詞と結果句によって構成される結果構文（Strong resultative）と区別する。影山（1996），松井・
影山（2009）の「結果様態副詞」も同じ考え方によって導かれている7。

（12）　a.　ニンジンを大きく切る。（ニンジンが大きい）
　　　b.　  ［（12）a.］は「ニンジンを切った直接の結果として，ニンジンが大きい状態に変化した」

という意味ではない。「大きく」は，切った後のニンジンの切片の姿を表す結果様態
副詞である。 （松井・影山 2009 : 276）

　結果構文の立場では分析対象が使役状態変化のパラフレーズに通るものに限定されるため，（2）
（＝（10）a.）や（3）（＝（11）a.）そして（4）のような事例は分析対象から除外されている。
使役状態変化構文ベースの分析は，Strongタイプの結果構文を持つ英語の結果構文研究の系譜を

引き継いだものであり，また，日本ではWeakタイプしか許されないことから，Weakタイプを「本
来的結果構文」として扱う立場が定着したことにも起因する8。しかし，そのことは日本語の形容詞

 6　仁田（2002 : 51）では「N｛ガ／ヲ｝＋結果の副詞＋ V」→「Vシタ結果，Nハ＋結果の副詞＋｛ダ／ニナッ
タ｝」という使役状態変化に似たパラフレーズが示されているが，仁田が自身の定義する結果の副詞につい
て使役状態変化を基盤とすると明言しているわけではない。使役状態変化のパラフレーズについては岩田
（2012）も参照。なお，（7）b., c.の記法の細かな差違は本稿の議論の範囲では無視できる。変化主体（被動主）
Y/yが重要である。

 7　井本（2015b）は結果様態副詞を立項して結果述語から除外することの影響として，様態副詞に動作・過程
相のウゴキのサマを表す動作様態副詞と結果相のモノのサマを表す結果様態副詞という性質の著しく異なる
下位タイプがあることになること，様態副詞の一類が結果述語に酷似している理由が定かでないことなど，
結果様態副詞の下位類をめぐる論点を新たに生じさせることを指摘している。

 8　このような系譜がもたらす弊害については岩田（2006）を参照。英語での本来の問題意識は Strongタイプの
特異な統語的特徴の説明であり，Weakタイプでさえ結果構文とは見なさない立場もある（したがって岩田
はWeakタイプと Spuriousタイプの区別はないとし，Spuriousタイプが結果構文かどうかはひとえにWeak



20― ―

商　　学　　論　　集  第 84巻第 3号

連用ク形による連用修飾関係の多様性や連続性とは独立した問題であり，その枠組みによる制限を
超えて分析の射程を広げる必要がある。
その理由として第一に，結果述語ではなく結果相のモノのサマを表す副詞的成分としても，ウゴ

キのサマを表す副詞的修飾成分（動作様態副詞 : manner adverb）とは異なるという点がある。

（13） a.　ケーキを大きく切った。（＝（3）） ［モノのサマ］
 b.　ナイフを大きく振った。  ［ウゴキのサマ］
 c.　髪型を大きく変えた。   ［コトの程度］
（14） a.　新聞紙を小さくちぎった。  ［モノのサマ］
 b.　地面が小さく揺れた。  ［ウゴキのサマ］
 c.　株価が小さく値を下げた。  ［コトの程度］

（13）a-c.すべて形容詞連用ク形「大きく」であるが，サマの解釈はすべて異なる。（13）a.は切り
分けたケーキひと切れのサイズが大きいというモノのサマ（ケーキひと切れの［サイズ］）の解釈
だが，（13）b.ではナイフを振るウゴキの大きさを表す。（13）c.はサマではなく，変化前後の離散的
な差を表す一種の程度修飾のような解釈となる（これを「コトの程度」と呼ぶ）。
（14）も同様に，（14）a.ではちぎられた新聞紙の破片 1つの［サイズ］が小さいというモノのサ
マの解釈であるが，（14）b.では地面が揺れることにともなう振幅の［サイズ］が小さいというウゴ
キのサマ，（14）c.ではコトの程度の解釈になる。使役状態変化の規定にもとづき，各 a.文を結果
述語ではない副詞句と考えたところで，モノのサマ・ウゴキのサマ・コトの程度という，それぞれ
の解釈を同一視することはできない。
第二に，見方を変えると，形容詞連用ク形「大きく」は異なる修飾関係を構成する。

（15）　 「大きく」の修飾関係（井本 2006/2015a/2015b）
 a. 風船を大きく膨らました。   結果述語
 b. ケーキを大きく切った。    結果様態副詞（結果相モノのサマ）
 c. 髪型がアフロから丸坊主に大きく変わった。 変化量（非連続変化）
 d. 雨でドレスの裾が大きく濡れた。   変化量（モノへの影響量）
 e. 悪天候で船が大きく揺れた。   動作様態副詞

このように，修飾関係の多様性の記述とその源泉の考察は，使役状態変化構文ベースの分析とは
異なる目標と射程を持つものであり，結果構文の分析とは独立して進める必要があるのである。

1.2.　連用修飾関係の詳述指定機能

本稿では，使役状態変化構文としての適否を第一に導入するのではなく，結果構文相当事例を含

タイプを結果構文と捉えるかどうかによると結論づけている）。
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めた連用修飾構文の意味的多様性の明らかにするという指向性をもって議論を展開していく。その
ために，まず連用修飾構文における意味的関係，いわゆる修飾限定の捉え方について確認するとと
もに，修飾をめぐる原論的な議論に代わる機能的な観点からの基盤的概念を導入しておく。
先行研究，たとえば，北原（1981），寺村（1991），加藤（2003）9などの日本語文法論の先行研究

の知見を整理すると，① 意味的修飾（修飾限定）は修飾成分の被修飾成分に対する操作であること，
②修飾関係の意味解釈の基盤は被修飾成分＝動詞の意味（修飾対象）であることといえる（井本
2003/2009）。このことは，真理条件意味論などの形式的アプローチの意味論における共通集合（in- 

tersection）として捉える考え方とは根本的な点で異なるところがあるが10，こうした意味的修飾の
考え方は次の（16）のような修飾関係の文法性における意味的制約を構文成分の語彙的あるいは相
互的関係から直接的に規定しようとするものであると考えられる。

（16） a.　  髪を｛赤く／ ??硬く｝染めた。  ［色／ ??硬さ］
 b.　    夏子は｛ぎごちなく／ ??赤く｝微笑んだ。 ［ウゴキのサマ／ ??モノのサマ（色）］
 c.　*彼は｛冷たく／固く｝死んだ。（仁田 2002 : 67（7））

修飾対象と修飾内容が意味的に整合しない場合（＝包摂関係にある修飾対象が見つからないな
ど），修飾成分は修飾関係を構成できない。そして，サマを限定する原理においては結果情態修飾
も動作情態修飾も等質であり，どちらも［色］や［速さ］や［サイズ］など，各意味範疇への詳述
指定（fur- ther specifying）として理解することができる（（13）（14））。
岩田（2009）は英語の結果表現の 1タイプの機能として「詳述指定機能」を提案している。詳述
指定機能はもともと Pustejovsky （1991）が結果構文の分析の過程で言及したもので，岩田がその
意義に着目し，より一般的な機能として規定したものである。岩田は結果表現を構文にもとづく項
構造構文（ASC）タイプと動詞の意味にもとづく Vタイプ（Verb-based）に大別する11。この Vタ
イプの結果表現で結果句が結果状態を表すことを可能にしているのが詳述指定の機能である。

（17）　語彙的に符号化された意味を更に詳しく指定する（further-specifying）機能
（岩田 2009 : 187）

Vタイプの結果表現は動詞が内在的に含意する状態変化を詳述指定する。たとえば，‘paint red’

では，‘paint’が内在的に含意する［色］を［RED］に指定すると解釈される。このような，内在的
に含意された意味概念を詳述指定するという点では，たとえば ‘rush quickly’において運動様態動

 9 本稿は，修飾という構文関係には統語的側面と意味的側面があり，統語的に副詞であることと，意味的に動詞・
事象のサマを修飾限定することとは独立した性質であるという加藤（2003）の見方を支持する。

10 本稿は基本方針として，それぞれの分析の対象・目標に応じて最善の方法論を採用すればよいと考えている
が，日本語の連用修飾関係に関する形式的意味論のアプローチがどのように最善でないのか確認しておくべ
きであることは承知している。

11 日本語の結果構文と呼ばれているものはすべて Vタイプである（影山 2001の本来的結果構文，Washio 1997

のWeakタイプに相当）。
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詞 ‘rush’を修飾する様態副詞 ‘quickly’なども同様であり，岩田は「両者は全く平行しており，違い
は結果状態か動作の様態か，だけである」（ibid. : 188）と捉えている。この岩田（2009）の詳述指
定機能の議論をうけ，井本（2015b）は情態連用修飾関係に援用した，次の定義を提案している。

（18） 情態修飾文における詳述指定機能
  ①動詞述語文が表す事象に含まれる情態概念を，情態修飾成分が表わすサマに特定する。
 ②詳述指定される情態概念は情態修飾成分の上位概念である。

（井本 2015b : 163（30））

この機能を有するという点で，（15）に見られる形容詞ク形連用情態修飾関係の多様な修飾関係，
使役状態変化構文の結果構文（「風船を大きく膨らました」（15）a.），一体性変化の結果構文（「ケー
キを大きく切った」（15）b.），非連続的変化の変化量（差 ;「髪型がアフロから丸坊主に大きく変わっ
た」（15）c.），動作様態修飾関係（「悪天候で船が大きく揺れた」（15）e.）などはいずれも機能的に
共通していると井本は主張している。
詳述指定機能が意味解釈に関わる機能であることは間違いないが，これが修飾（modification）

の定義を更新させるものであるのか，修飾とは独立した概念であるのかは現時点では明らかではな
い（少なくとも，修飾限定という意味作用と詳述指定という構文機能が表裏一体となっている側面
はある）。しかし，観察の射程を広く取り，理論的枠組みによる予断をもたずに情態修飾関係を記
述していくという当面の目標に鑑みれば，一定の実効性を持つ装置と考えられる。そこで，以降の
議論では「修飾限定」「修飾対象」は「詳述指定」「詳述指定対象」とそれぞれ解釈し，呼び替える
ことにする12。

2.　一体性変化

2.1.　一体性変化の導入

では，「割る，切る」の連用修飾構文はどのように分析されるのか。まず，本稿では一体性変化
という変化の概念を次のように定義する。

（19）　  一体性変化 : 実体の物理的・空間的・形状的なまとまり方に関する変化を「一体性変化」
と呼ぶ。一体性変化は変化事象の下位類である。一体性変化が起こると変化主体（動詞の
項名詞句の指示物）は元のあり方では存在しなくなる（変化主体の同一性の喪失）。

12 井本（2015b）においてもなお議論は尽くされていないが，本稿では，少なくとも，結果構文における意味
的制約「動詞が表す変化を具体的に表す」（影山 2001 : 165（27））や副詞的修飾の「修飾限定」（矢澤 2000，
仁田 2002）の具体的な機構の詳細も明らかにはなっていない現状にあっては，従来の曖昧な定義を無批判に
踏襲し続けることの弊害よりも機能論的観点に視座を移して一定の明確な基盤を確認しておくほうがよいと
考えている。
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（20）　  動詞句の例 : ケーキを切る，ロープが切れる，瓦を割る，皿が割れる，襖を破る，障子が
破れる，紙をちぎる，レンガが砕ける，生地を裂く，シャツが裂ける，米を分ける，

　　　など13

変化は位置変化と状態変化に大別されるが，その区別とは独立・横断するクラスとして，実体の
物理的まとまりに関する変化をひとつの下位クラスとして設定する。一体性変化は動詞の語彙クラ
スではなく，動詞述語文によって表される変化事象の類型のひとつであり，状態変化と位置変化を
横断する。後述するように，「並べる，積む」のような位置変化・配列に関わる変化においても一
体性の変化は含意されることがある。また，意味解釈のレベルにおいて，述語動詞句・連用修飾成
分の語義に加え，変化主体の個物の百科事典的知識が総合的に参照されるため，動詞の意味クラス
や分類に関する議論とは異なることを留意されたい（2.4節参照）。

2.2.　一体性変化動詞の語義・論理的含意

一体性変化を表す動詞について，関連する先行研究の見解を概観しておく。まず，宮島（1972）
は「「くだく，きる」などは，なんらかの意味で対象が 2つ以上にわかれる結果となる動作をあら
わす14」とする（ : 383）。また，影山（2009）は一体性変化を表すことについて，次のような示唆
的な指摘を行っている。

（21） a.　paint  ≫ some color

 　  break  ≫ in two or more pieces

 　  cut   ≫ in two or more parts

 　  bleach  ≫ white

 　  polish  ≫ clean

（影山 2009 : 115（17））
 b.　  論理的含意とは，たとえば「花瓶を割った」という文を聞くと「花瓶が元の一体の姿

から 2つ以上の部分に分かれた」という意味が理解できるということである。
（ibid. : 114）

影山（2009）の結果述語の含意階層に関する議論15では，‘break’や ‘cut’や「割る」などが動詞の
語彙概念構造で指定する結果状態（論理的含意）を「2つ以上の部分になる（break, cut）」「元の一

13　非実体的事象を表す場合（「約束を破る」「契約が切れる」「定員を割る」など）はこのかぎりではない。また，
厳密には詳述指定対象は動詞文が表す事象に含まれると考える（（18）①）。

14　宮島はこの基本的な語義のほか，語義（「多くのものにわかれること」）が 1回の動作で達成されるという含
意はないこと，実体の完全な分離の含意もない（「不完全分離」でもよい）ことなどを指摘している。分離
の完全性については「すくなくとも部分的に分離する，ということが必要条件」とする。

15　影山（2009）は言語類型論的観点から，結果述語が表す状態を ① 主動詞の語彙概念構造に指定されている
か（論理的含意），② 主動詞のクオリア構造（Pustejovsky 1995，小野 2005）の目的役割に指定されている
か（百科事典的含意），③状況・文脈によって解釈されるか（語用論的含意）に分類している。
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体の姿から 2つ以上の部分に分かれ」るとする。
本稿の一体性変化の概念は宮島（1972），影山（2009）その他の記述と響き合う。しかし，その
一方で，使役状態変化の構造を第一義に置く立場での分析では ‘cut, break’の結果構文の分析が必
ずしもうまくいかないことは 1.1節で示唆された通りであり，影山らが依拠する使役状態変化の意
味構造を基盤にする分析と，（21）b.の論理的含意は相容れない。しかも，論理的含意は結果状態
の含意階層としては最も深い（＝動詞に近い，脚注 15も参照）。このように，使役状態変化の含意
の有無に力点を置きすぎることは適切ではなく，実体の一体性に関する語義を生かした分析を採る
ほうが有効であろうと考えられる16。

2.3.　分割を表す動詞文と「指示物のズレ」

一体性の関わる変化の代表的なものは〈分割系〉，すなわち一体であった個物が部分に分割する
方向で変化するタイプである。ここでは「割る，切る」を例に，その修飾関係の多様性を観察する。
まず，「割る」の詳述指定対象にはいくつかのバリエーションがありうる。

（22）  a.　皿が粉々に割れた。 ［割れた皿の部分の集合物全体≒元の指示物のサマ］
 b.　皿が大きく割れた。 ［割れた皿の部分≠元の指示物のサマ］
 c.　皿が 2つに割れた。 ［割れた皿の部分≠元の指示物の数］

（22）a.の「粉々」は項の指示物17となる実体（一体性変化を受けた対象物）の変化後の部分の集
合物全体のサマを表している。しかし，（22）b.の「大きく」は変化主体全体ではなく，その一部分
のサマを表す18。さらに，（22）c.の「2つ」は一体性変化を受けた変化主体の部分の数を表す19。この
ように，「粉々に割れた」と「大きく割れた」の違いは詳述指定対象が ① 変化主体の指示物全体
に帰属するサマなのか，② その部分に帰属するサマなのかの違いである。この ② で得られる変化
主体の「部分」という読みを，本稿では一体性変化による「指示物のズレ」と呼ぶことにする。こ
こでは〈変化主体➔変化主体の部分〉へのズレが生じている。
次の（23）b.のように，項名詞句の指示のズレが生じにくい場合は解釈が難しくなり，容認性が
やや下がる。（23）a.の「ケーキ」はホール（全体）からピース（ひと切れ）に指示の解釈のズレを
生じさせることができる。

（23） a.　ケーキを大きく切った。

16 もちろん，このことは使役状態変化に基づく分析そのものを棄却する必要を意味しない。ここでは，その分
析の枠組みを第一義に適用することで生じる弊害，すなわち分析の枠組みを根拠に隣接する言語事実を捨象
し，連用修飾構文の特徴のひとつである現象の多様性・連続性が等閑視されることの弊害を指摘している。
語彙意味論の枠組みから得られた知見は大きい。ただし，それを連用修飾構文の全体像と捉えるならばそれ
は誤りである。

17 本稿で議論する「指示」は reference（指示的意味）ではなく denotation（明示的意味）の意味で用いる。
18 なお，このときの部分が集合体であるという読みは得られないと思われる。
19 集めれば全体に相当するが，数えあげられている対象は〈部分〉である。
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 b.　？ ホールケーキを大きく切った20。

このことから，名詞句「ケーキ」の指示物がケーキ全体とケーキひと切れの間で曖昧であること
を足がかりに指示物のズレが生じていると考えられる。一方，「粉々に割れる」の場合，（24）a.に
も項の指示物に一体性変化が生じていることは同じだが，「粉々に」が変化主体（だったもの）全
体のサマを詳述指定対象とするため，指示物のズレは生じない。

（24）  a. ⇒ 皿が割れた結果，皿が粉々になった。 （22）a.の使役状態変化テスト
　　 b.　＊⇒ 皿が割れた結果，皿が大きくなった。 （22）b.の使役状態変化テスト

これにより，「粉々に割れる」は使役状態変化のパラフレーズテストに通り，結果構文・結果述
語であると認定される。しかし，これはむしろ特殊なケースであり，一体性変化によって変化主の
一体性に変化が生じていることに変わりはない。そして，この「粉々に」の例を見ている限りにお
いては，一体性変化はその他の内質的な状態変化と同種の変化のように見えるのである。

2.4.　詳述指定対象の選択肢

宮腰（2012）が鋭く指摘しているように，連用修飾構文では，複数の詳述指定対象の情態概念に
対して多重的に修飾関係を構成することができる。次の（25）では変化の結果生じた「野菜／ナス
の塩漬け」の部分のサマについて複数の異なる情態概念が詳述指定を受けている。

（25）  a.　夏子が野菜を細かく小さく薄く切った。（宮腰 2012 : 31 （50b））
 b.　このナスの塩漬けが，薄く平べったく小さく切ってあったらどうだろう。（丸かじり）

ここで詳述指定を受けている情態概念［細かさ］［サイズ］［厚さ］［形］は「野菜／ナスの塩漬け」
に内在的に含意されている。また，次の（26）では「大きく」の詳述対象となる［サイズ］のあり
かの解釈は二義的であるが，この二義性も「皿が割れる」という一体性変化に内在している。

（26） 皿が大きく割れた。
 a.　割れた破片が大きい。

20　ホールケーキ（whole cake）とは切り分けられていない，丸ごとのケーキ全体のことである。
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20 ホールケーキ（whole cake）とは切り分けられていないケーキ丸ごと全体のことである。 

図 1:(26a)「割れた破片が大きい」 

図 1　（26a）「割れた破片が大きい」
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 b.　皿の欠けた部分が大きい。

さらに，一体性変化に伴って生じるサマも多様である。（27）c.の数［4］を情態概念と捉えうる
かは議論の余地があるが（cf. 三原 2000），これも結果相の個物のサマであり，詳述指定対象になる。

（27） a.　皿がギザギザに割れた。 ［断面のサマ］  

 b.　皿が薄く割れた。  ［部分／断面のサマ］
     c.　皿が 4つに割れた。  ［部分の数］

使役状態変化テストからみれば「粉々に」とそれ以外は区別されるが，変化に内在したサマの詳
述指定という点では等質であり，「何に帰属するどのようなサマを詳述指定してデキゴトを表現す
るか」という表現上の焦点の選択の問題にすぎない（cf. 岩田 2009）。これは同じ修飾成分が表すサ
マの解釈にもいえることで，次の（28）a., b.の「まる（丸）く」の解釈も二義的である。

（28） a.　黒パンをまるく切り，それぞれマヨネーズをぬって 2枚 1組で 1をはさむ。
（BCCWJ : LBq5_00061）

 b.　さらに，頭蓋骨を丸く切るといっても，どこでもいいというわけではない。
（BCCWJ : LBl4_00041）

（28）a.は「黒パンがまるくなる 21」と解釈される。（28）b.は「頭蓋骨が丸くなる」ではなく「切
る軌道が丸い」と解釈される。修飾関係の解釈は詳述指定対象の選択のありかた，語彙的意味に関
する百科事典的知識もふくめた整合性によって変わりうる。そして一体性変化という事象の意味的
特徴がその選択肢をさらに多様なものにしているのである。

2.5.　一体性変化と使役状態変化

一体性変化の連用修飾関係の観察とともに，使役状態変化構文との不適合について簡単に確認し
ておく。次の（29）（＝（7））が使役状態変化事象の意味構造であった。

（29） a.　［X CAUSE ［Y BECOME Z］］ BY ［X V Y］  （＝（7）b.）
 b.　［［x ACT］ CAUSE ［BECOME ［y <STATE>］］］ （＝（7）c.） 

21　ここでの［丸］は球ではなく円だが，これは「丸い」の語彙的多義性によると考えられる。語彙（特に名詞）
の語義と百科事典的知識は副詞的修飾関係においても重要な問題だが，ここではこれ以上踏み込まない。
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21 ここでの［丸］は球ではなく円だが，これは「丸い」の語彙的多義性によると考えられる。語彙（特に名詞）の
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図 2：(26b)「皿の欠けた部分が大きい」 

図 2　（26b）「皿の欠けた部分が大きい」



27― ―

井本 :「ケーキを大きく切った」をめぐって

使役状態変化では変化主体 Y/yの変化を含意する変化事象（下線部）に必要である。しかし，一
体性変化事象では結果相では Y/yは失われている。Y/yの一体性が失われることこそが，一体性変
化動詞が表す事象の特徴である。すなわち，動詞の語彙的意味のレベルにおいて一体性変化動詞文
に使役状態変化のパラフレーズは適用できない。これが見せかけの結果構文（4節参照）や結果様
態副詞として扱われた事例の実相である。
ここで，重要な点は，① 使役状態変化のテストに通らない修飾関係であっても，それは動詞（被

修飾成分）が表す変化の性質に起因するということ，② 一体性変化における項の指示物のズレは
統語的には反映されないということである。このような語彙的意味と事象構造との不整合性に鑑み
ると，このタイプの変化の分析に使役状態変化構文の枠組みは不向きであり，むしろ，本稿のよう
な連用修飾構文の意味・機能的観点からの記述のほうが適しているといえる。
次節では，分割とは異なるベクトルで生じる一体性変化のタイプについて観察する。

3.　一体性変化の下位タイプ : 分割・合一・配列／集積

一体性変化の代表的タイプは一体性が変化して，複数の部分に分かれる〈分割系〉のタイプであ
るが，それ以外にも一体性変化と捉えられる変化がある。このことは，本稿が提案する一体性変化
がひとつの現象のラベルづけに留まるのではなく，例外的に見える複数の現象を束ねるキー概念に
なりうることを意味する。本節では以下，分割系とは別のタイプの一体性変化として，付随物の付
着・着装によって一体性変化がもたらされるタイプ（〈合一系〉）と複数個物の集積・配列によって
一体性変化が生じるタイプ（〈配列／集積系〉）を挙げ，いずれの一体性変化においても，指示物の
ズレが生じていることを示す。

3.1.　交替動詞文・着装を表す動詞文

川野（2009）は（30）の交替動詞文において，連用修飾成分がデ句名詞句のサマを表すことがで
きることを指摘している。そしてこれは（31）が示しているように，通常の変化動詞文では成立し
ない。

（30） a.　壁をセメントで｛薄く／厚く｝塗る。 ［セメントの層の厚さ］
 b.　コップを水でなみなみと満たす。 ［水のサマ］
 c.　腕を包帯でぐるぐるに巻く。  ［包帯のサマ］
 d.　床をタイルで密に敷き詰める。 ［タイルの集合のサマ］
 e.　テーブルを種々の花で配色よく飾る。 ［種々の花のサマ］

（川野 2009 : 54 （16）～（20））
（31） a.　？ トマトスープでシャツの裾が赤く濡れた。 ［??スープの色］
 b.　 氷で傷口を冷たく冷やした。  ［??氷の冷たさ］

一般的には結果句を含む連用修飾成分全般はデ句のモノのサマを表せないが，「塗る／満たす／
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巻く／敷き詰める／飾る」などでは可能になるということで，川野は次のように分析している。

（32）　  このような修飾関係が可能なのは，総体変化の場合，デ格のモノも総体変化を構成する要
素であるためだと考えられる。（ibid. : 54）

交替動詞は［状態変化（Yヲ・Zデ・V）］と［位置変化（Yニ・Zヲ・V）］の間で構文交替する。
交替動詞は［総体変化（対象が他のモノを伴った状態になる状態変化）］という範疇的語義（クラ
スとしての意味）を持つことで，構文交替が可能になる。そして，総体変化を表す場合にデ句のサ
マが詳述指定対象になる。
川野はこの現象を総体変化という範疇的語義の例証として示しているが，本稿の議論に引き寄せ

て言えば，（30）のデ句は変化主体の一部であり，総体変化は変化主体とデ句名詞句の実体とがひ
とつのものとなる，すなわち〈合一系〉の一体性変化であると考えられる。この場合の指示物のズ
レは〈変化主体 Y ➔総体変化主体 Y＋デ句実体 Z〉となる。そして，一体性変化に伴う指示物のズ
レが生じていることから，使役状態変化構文のパラフレーズテストには適合しない。

（33） a.　＊⇒ 壁をセメントで｛薄く／厚く｝塗った結果，壁が｛薄く／厚く｝なった 

 b.　＊⇒ 腕を包帯でぐるぐるに巻いた結果，腕がぐるぐるになった
 c.　＊⇒ テーブルを種々の花で配色よく飾った結果，テーブルが配色よくなった

このような〈合一系〉の一体性変化には，着衣動詞による事例も該当すると考えられる。

（34）　ジャケットをかっこよく着る。 （松井・影山 2009 : 275，原典は宮腰 2006）
（35）　  合わせているシャツも，胸元のボタンを大胆にあけて，女っぽく着てみたり。ちょっとし

た着こなし方の違いで，ジーンズもいろいろと表情を変えるんですよ。
（BCCWJ : PM41_00251）

松井・影山は「ジャケットがかっこよくなった」わけではないとして，（34）は結果述語の分析
から除外し，結果様態副詞とする（（12）b.参照）。この，着衣を表す動詞は対象物の着装による動
作主の再帰的変化を表す。先の総体変化の特徴を援用し，変化主体と動作主が一体化したモノのサ
マと考えれば，項の指示物からのズレとして説明できる（宮腰 2012も参照22）。ここでの指示物の
ズレは〈客体・変化主体 Y（部分 : 衣服）➔再帰主体全体（動作主 X＋衣服 Y）〉であり，交替動
詞が主体とともに総体変化した部分のサマを表すのに対して，同じ合一系でも着装動詞は着装した
再帰主体全体のサマを指す点で，逆方向のズレを生じさせていると考えられる。

22　宮腰（2012 : 23）は「二郎がスーツをかっこよく着た」の解釈として ① 動作主（二郎）のサマ，② スー
ツを着た二郎のサマ，③ 二郎の［見栄え／身なり］のホド（程度）の 3種類を挙げている。このうち ② の
解釈が合一系の一体性変化の修飾関係に該当する。
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3.2.　配列／集積を表す動詞文

「並ぶ，並べる，置く，積む」などの配列や設置を表す動詞も一体性に関する変化を表すことが
ある。

（36）　  a.　校庭に学生がまっすぐに並んだ。   ［??並んだ学生 1人の姿勢がまっすぐ（直立
不動）だ］

 b.　器にネギを平らに並べた。  ［??並べられたネギ 1本が平らだ］
（37）　  木立ちにしのび寄り，下のようすをうかがった。石を丸く並べてかこった中で，火は燃え

ていた。（BCCWJ : LBcn_00005）
（38）　  横に 2つパイロンを狭く並べ，その間を時速三十キロですり抜け前方に教官が立ってるの

で手を挙げた方に回避する事。（BCCWJ : OY15_09336）
（39）　  見直すこと。本屋さんじゃないのだから，本を一列に並べてはダメ。奥と手前の二列収納

にする使い方が正しい。（BCCWJ : PB15_00293 9720）

（36）において，「並ぶ／並べる」という動詞は項の指示物の数性に選択制限があり，少なくとも，
想定される事象の状況においては複数の指示物が含意されなければならず，（37）（38）（39）の指
示物「石」「パイロン」「本」は単数では解釈できない。事実，次のように，単体のサマは表せない。

（40） a.　 店の前に夏子がいた。  

 b.　?? 店の前に夏子が並んだ。 cf.｛まず／はじめに｝店の前に夏子が並んだ。
（41） a.　 まな板に 1本のネギを置いた。 

 b.　?? まな板に 1本のネギを並べた。cf.｛まず／はじめに｝まな板に 1本のネギを並べた。

（40）では夏子を含む複数の人が並ぶ，まな板に複数本のネギを並べていくなどの状況を前提と
していなければならない。ここでも動詞の語彙的意味によって項の指示物にズレが生じている。こ
のときのズレは分割系とは逆方向の〈変化主体➔変化主体を構成要素とする集合体 23〉へのズレで
ある（宮腰 2009，鈴木 2011も参照）。

（42）　a.　机に｛本／ ??一冊の本｝を高く｛積んだ／重ねた｝。［本の集合の鉛直方向の空間量］
 　b.　駐車場にパイロンをコの字に置いた。　　　　　　  ［パイロンの集合体の形状］
（43）　倉庫のような巨大な空間にワゴンに高く積まれた商品。（BCCWJ : LBh6_00016）
（44）　チューリップは Y字型に置き，その間に 1株ずつパンジーを植えつけます。

（BCCWJ : LBs6_00029）

23　個物の集合体は複数関数 PL（と有界化関数 COMP）によって定義される。同様に，分割系の指示物のズレ
には部分を写像する関数 PARTが関与していると考えられる（Jackendoff1991）。
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（36）の「まっすぐに／平らに」の詳述指定対象となるサマは動詞の位置変化によって実現した〈指
示物を構成要素とする配列・集合体〉のサマである。「積む／重ねる」なども指示物の上位構造（集
合体）の選択制限があり，「置く」も連用修飾成分との整合性において指示物の集合物の解釈を強
制（coerce）することがある24。このように，一体性変化と指示物のズレという概念によって，偶発
的・散発的にみえる，結果構文の周辺的事例と交替動詞の総体変化・着衣，そして配列／集積など
を表す位置変化動詞文における結果の連用修飾関係を統一的に捉えることができる。

（44）　一体性変化の下位タイプと指示物のズレ
 a.　分割系 : 分割変化（e.g.皿が大きく割れる）　〈指示物全体➔部分〉
   b.　合一系 : ①総体変化（e.g.壁をセメントで厚く塗る）〈指示物➔総体変化物の部分〉
     ②再帰的着装変化（e.g.ジャケットをかっこよく着る）

〈部分➔再帰的変化主体全体〉
 c.　配列／集積系 : 位置変化（e.g.校庭に学生がまっすぐに並ぶ）

〈指示物➔指示物を構成要素とする集合体〉

次節では，一体性変化の連用修飾構文と密接な関係がある，いわゆる「見せかけの結果構文」に
ついて，本稿の一体性変化の視点からの位置づけを示す。

4.　見せかけの結果構文の再解釈

前節で見たように，一体性変化の概念は結果様態副詞とされる事例の分析に有効であると考えら
れるが，いわゆる「見せかけの結果構文（Spurious Resultative，Washio 1997，岩田 2006，鈴木
2007）」の理解にも有効である。見せかけの結果構文は次の（46）のような例で，一体性変化によ
る変化主体の喪失・指示物のズレが認められる。

（46） a.　彼はバターを厚く／薄く塗った。 （Washio 1997 : 18 （58b））
 b.　彼は肉を厚く／薄く切った。  （ibid. : 18（58c））
 c.　メアリーはケーキを小さく切った。 （ibid. : 19（64））

先行研究では特定の結果状態をもたらす動作様態副詞と考える立場（Washio 1997）と，「作用の
痕跡」（井本 2003/2009），「副産物」（宮腰 2009）などモノのサマを表す副詞的成分とする立場，そ
して，通常の結果構文のWeakタイプと同じとみる立場（三原 2000，岩田 200625）がある。こうし

24　「置く」には複数の指示物という意味的選択制限はない（「机の上に 1個の茶碗を置いた」）。（42）b.と（44）
の例では結果句が表す［コの字］［Y字型］との整合性によって項の指示物「パイロン」「チューリップ」に
集合体の解釈が強制されている可能性もある。修飾関係による意味強制については井本（2009）も参照。

25　ただし，岩田は Strongタイプ（非変化事象に変化事象を継ぎ足す構文）のみを結果構文と考えるため，日本
語の当該現象をそもそも結果構文とは認めていない。また，岩田はこうした事例で得られる解釈を概念シー
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た見せかけの結果構文の意味的基盤として，岩田（2006），鈴木（2007），井本（2009），宮腰（2009）
は（47）のような産出・変成事象（への移行（タイプ・シフト））を想定している。

（47） a.　庭に穴を丸く掘った。  ⇒ 丸い穴ができた
 b.　ケーキを美味しく焼いた。 ⇒ 美味しいケーキができた
 c.　赤飯をやわらかく炊いた。 ⇒ やわらかい赤飯ができた

産出・変成事象は産出物を項に取るため，使役状態変化構文における変化主（（7）の Y/y）が事
象成立前に存在しない。一方で，同様の理由で，連用修飾成分と連体修飾成分が同値で交替（⇔）
できる（cf. 奥津 2006，矢澤 1993）。

（48）　産出事象
 a.　庭に穴を丸く掘った。  ⇔ 庭に丸い穴を掘った。
 b.　ケーキを美味しく焼いた。 ⇔ 美味しいケーキを焼いた。
 c.　赤飯をやわらかく炊いた。 ⇔ やわらかい赤飯を炊いた。

見せかけの結果構文が産出・変成事象へシフトしていると仮定すると，見せかけの結果構文の副
産物が項に現れた通常の産出・変成の動詞文にすれば同様に連体／連用の交替が可能になると予測
されるが，しかし，次のようにそれはできない（“＊⇔”は交替できないことを示す）。

（49）　見せかけの結果構文
 a.　バターを厚く塗った。 ＊ ⇔ ?? 厚いバターを塗った。 （許容度も低下）
 b.　肉を｛厚く／薄く｝切った。 ＊ ⇔ # ｛厚い／薄い｝肉を切った。（文意が不一致）
 c.　ケーキを小さく切った。 ＊ ⇔ # 小さいケーキを切った。（文意が不一致）
（50）　見せかけの結果構文の副産物を用いた産出・変成動詞文
 a.　バターの層を厚く塗った。 ＊⇔ ??厚いバターの層を塗った。
 b.　ひと切れの肉を｛厚く／薄く｝切った。 ＊⇔ # ｛厚い／薄い｝ひと切れの肉を切った。
 c.　ひと切れのケーキを小さく切った。 ＊⇔ # 小さいひと切れのケーキを切った。

このように，見せかけの結果構文を産出・変成動詞文にしても交替はできないのである。
このことから，見せかけの結果構文が本当に変成・産出事象にシフトしているのか疑問が生じる。

「副産物」の読みはあるものの，それを事象タイプ（状態変化／変成・産出）全体の違いに求める
必要はない。むしろ，本稿が提案するように，動詞が論理的含意として変化主体の一体性変化を表

ンに生じる実体の叙述と考えている。
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すと考えることで副産物の読みは十分に説明できるのである26,27。

5.　おわりに : まとめと課題

本稿は一体性変化を分割・合一・集積／配列の下位タイプをもつ変化事象の一類型と位置づける
ことで，偶発的・例外的に見える現象に体系性を与えるとともに，状態／位置とは独立したクラス
を設定することの有効性を示した。また，これに伴い，使役状態変化の構造を基盤としてきた日本
語の結果構文の分析に対する問題提起を行うとともに，詳述指定機能という機能的観点から連用修
飾構文を捉える視座を導入し，中核的な結果構文だけでなく，連用修飾構文の多様な現象をも射程
に収める分析の一例を提示した。以下に本稿の提案と分析をまとめる。

（51）　連用修飾構文の詳述指定機能（＝（18））
 ①動詞述語文が表す事象に含まれる情態概念を，情態修飾成分が表わすサマに特定する。
 ②詳述指定される情態概念は情態修飾成分の上位概念である。
（52）　一体性変化の定義（＝（19））
　　　  実体の物理的・空間的・形状的なまとまり方に関する変化を「一体性変化」と呼ぶ。一体

性変化は変化事象の下位類である。一体性変化が起こると変化主体（動詞の項名詞句の指
示物）は元のあり方では存在しなくなる（変化主体の同一性の喪失）。

（53）　一体性変化の下位タイプと指示物のズレ
　　　  一体性変化には分割系・合一系・配列／集積系という指示物のズレの方向性の異なる 3タ

イプがある。一体性変化の概念によって，これらの 3タイプの事例を体系的に捉えること
ができる。

（54）　  いわゆる見せかけの結果構文の一部については，産出・変成事象へのタイプシフト分析は
不要で，動詞が表す一体性変化事象とそれに伴う指示物のズレとして説明できる。

本稿のまとめとして，一体性変化の連用修飾構文の分析の類型論的意義を一点挙げておきたい。
Murao （2009）や宮腰（2009/2012）が指摘するように，一体性変化の結果構文は英語では「粉々に」

26　見せかけの結果構文には複数の下位タイプがあり，一体性変化だけでは分析できないものもある。たとえば，
宮腰（2012）は「靴紐を固く結ぶ」について，「固く」が「結ぶ」の語彙固有の意味［TIED］のスケール（サ
マのホド）を修飾するという分析を提示し，副産物タイプとは別扱いとしている。本稿の分析に従えば，こ
れは詳述指定機能によって，情態概念［TIED］のサマが［固］に指定されていると考えることになるが，
どちらの分析が優れているかは今後の検討が必要である。宮腰の分析は非常に魅力的であるが，情態修飾成
分が程度限定機能を有していることを意味しており，今後の課題としても重要な理論的含意を伴う。

27　近年，英語のモノのサマを表す副詞や見せかけの結果構文が注目されるようになっている（Geuder 2000，
Levinson 2010）。彼らは implicit/root create verbというクラスを導入し，非明示的項あるいは分散形態論の枠
組みでの動詞の rootへの叙述と分析する。「統語的項以外の要素をどのように叙述するか」という立論であり，
見せかけの結果構文の産出事象分析と方向性は似ている。本稿は意味的な叙述関係を詳述指定（動詞の意味
範疇への操作・更新）という別の道筋を構想している。関連する議論として岩田（2006/2009），宮腰（2012），
井本（2015b）も参照。
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に相当する ‘into pieces’以外は容認されず28，また，産出動詞文の結果構文（表現）も容認されない（宮
腰 2009，cf. 加藤 2007）。

（55）　一体性変化の結果構文
 a.　Natsuko cut the cake {*small/*thin/*thick}.

 b.　The vase broke {*big/*small}.

 c.　The vase broke into pieces.

（56）　a.　夏子がケーキを｛ok.大きく／ ok.薄く／ ok.分厚く｝切った。
 b.　花瓶が｛ok.大きく／ ok.小さく｝割れた。
 c.　花瓶が粉々に割れた。
（57）　産出・変成の結果構文
 a. *　Gary baked a meat pie delicious.

 b. *　Andy dug a hole round in the ground.

（58）　a.　 夏子がケーキを美味しく焼いた。
 b.　 春夫が庭に穴を深く掘った。

こうした言語事実は，「英語では成立しないが日本語では成立する」タイプの結果表現があるこ
とを明らかに示しており，結果表現の範囲は日本語よりも英語が広いとする見解（Washio 1997, 影
山 1996/2001/2009など）に対する反例になるはずであるが，これに対する明確な反論は管見の限
り見あたらない（cf. 宮腰 2009）。
本稿の分析はこれに対する説明を可能にする。すなわち，日本語の一体性変化動詞文や産出動詞
文では変化主体 Yの同一性が局面間において保持されていなくても，結果相の情態を詳述指定す
ることができる。これは詳述指定が情態概念間の意味的整合性を基盤とし，事象の内部構造やアス
ペクチュアリティには関与していないためである。一方，英語の結果構文は，1.1節で概観したよ
うに，使役状態変化における Xから Yへの因果連鎖と直接的影響（force-dynamics）が義務的であり，
Yの同一性が保持できなければ成立しない。この構文成立基盤の違いが両者の可否の違いに現れて
いると考えられるのである（Murao 200929）。
英語では成立しないが日本語では成立する事例について，日本語のそれは副詞であって結果構文

ではないからとして射程の外に退けることで分析の枠組みを維持することは可能であるが，それは
言語事実の説明としては説得的でない。そうした立場はこれらを説明するための別の分析の枠組み
が必要であることをみずから認めることになる。先行研究の研究成果を生かしつつも，予断を持た

28　貝森（2013）は英語の結果構文のうち，先行研究において成立しないとされている事例の成立条件を精査し，
産物出現後も産出変化の推移が認められる場合には英語でも産物指向結果構文が成立することを指摘してい
る。一方で，貝森の議論は因果連鎖と直接的影響の要件を補強するものでもあり，日本語で成立する例が英
語で成立しないという知見を根底から覆すものではない。

29　Murao （2009），岩田（2009），宮腰（2009/2012）はそれぞれの分析の枠組みから，この事実に対する明確な
説明を提示している。本稿の分析は 3者いずれとも響き合う点があるが，理論的基盤および細部には異同が
ある。
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ずに記述を進める必要があり，そのために詳述指定や修飾関係に関する分析の枠組みづくりを進め
る必要がある。
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