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英語における二種類の自動詞について
On the Two Types of Intransitive Verb in English
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1. はじめに
英語学習の過程において必ず出会う文法用語に「他動詞」と「自動詞」がある。他動詞とは，John opened
the door. の open のように，直後に目的語を従える動詞のことであり，自動詞とは John ran to the station. の
run のように，目的語を従えない動詞のことである。ここまでは，自明と言ってよい区別であるが，本稿では，
英語の自動詞が主語の派生のしかたにおいて２種類に分類されることを論じ，その違いがいくつかの文法現
象に関係していることを示す。第二に，この２種類の自動詞の区別は，英語だけでなく日本語など他の言語
にもあることを論じる。さらに，この２種類の区別が他動詞にも当てはまる可能性を示唆する。
2. 自動詞の主語の性質
英語の動詞は，命令文などを除けば，主語を必要とするが，直接目的語が現れるかどうかは動詞によって
異なる。前節で述べたように，直接目的語をとる動詞を他動詞と呼び，そうでない動詞は自動詞と呼ばれる。
(1)
(break --- 他動詞 )
The child broke the vase.
(2)

＜主語＞
＜目的語＞
The boy jumped (with joy).

(jump --- 自動詞 )

＜主語＞
(break --- 自動詞 )
The vase broke (by itself).
＜主語＞
ここで，自動詞の主語の持つ意味的性質に着目してみると，2 種類に分かれることに気がつく。一つは，(2)
の jump のように「動詞が表す行為を行う主体」を指す主語をとる自動詞である。このような自動詞には
work, play, speak, talk, smile などがある。これらの動詞は「主語がある行為を「する」
」という意味を典型
的に持つことから，「スル自動詞」と呼ばれる（cf. 中島 (2011)）。1 もう一つは，(3) の break のように「状態
(3)

変化を受けたり，物理的に移動する主体」を表す主語をとる自動詞である。この特徴を持つ自動詞には，
burn, fall, drop, sink, float, slide などがある。このグループの自動詞は，
典型的には「主語がある状態に「なる」
」
という意味を持つことから，「ナル自動詞」と呼ばれる（cf. 中島 (2011)）。
さらに着目すべき点は，ナル自動詞の多くは他動詞としても使われるということである。そのような動詞
の他動詞用法と自動詞用法を比べてみると，他動詞用法の目的語が自動詞用法の主語に対応していることが
分かる。
(4)
a. The child broke the vase.
（他動詞用法）
b. The vase broke.
（自動詞用法）
(4a) の目的語 the vase は動詞 break が表す動作の影響を受けて状態が変化すると考えられるが，同じような
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状態変化は (4b) の主語の the vase も受けていることになる。つまり，これら２つの the vase は意味的に同じ
役割をしていると言える。
一方，(2) の jump を初めとするスル自動詞は，ナル自動詞にとっての (4a) に相当する他動詞用法を基本的
には持っていない。スル自動詞の主語は，行為を行う主体を表すという点で，むしろ (1) の他動詞の主語に
対応していると言える。
言語学研究ではこのような観察を踏まえて，ナル自動詞の主語に関して次の仮説が検証されてきた。
(5)
ナル自動詞の主語は，目的語の位置から繰り上がったものである。
(Perlmutter (1978), Burzio (1986))
一方，スル自動詞の主語はもともとの主語である。以上によると，(2) と (3) の文の派生は以下のように表さ
れることになる。
(6)
(2) の派生：
(7)
(3) の派生：

the boy [ 動詞句

jumped ]
broke the vase ]

[ 動詞句
→ the vase [ 動詞句 broke
]
(2) のスル自動詞の主語はもともと主語であり，何の派生も受けず最終的にも主語であるが，(3) のナル自動
詞の主語は，もともとは目的語であり，それが主語の位置に移動したと分析される。「目的語から主語に繰
り上がる」という派生は，受動文の主語にも当てはまることであるが，だとすると，ナル自動詞の主語と受
動文の主語は，同じ派生のしかたをすることになる。
(8)
The vase was broken (by the child).
was broken the vase → the vase was broken
.
(5) のナル自動詞に関する仮説は，例えば以下の事実によって裏付けられる。2 次例 (9) を考察されたい。
(9)
The child broke the vase to pieces.
(9) では目的語 the vase の直後に to pieces が置かれているが，この to pieces が the vase の受けた状態変化の結
果を表している。つまり，子どもが花瓶を割り，その結果花瓶が「こなごな」という状態に変化したという
ことである。この to pieces のように結果状態を表す語句を「結果表現」と呼ぶ。
結果表現の使用には制約があり，次の (10) は非文法的と判断される。
(10) * The child broke the vase to tears.
(10) は「その子どもが花瓶を割って，その結果涙を流した」ことを意味しようとした文である。つまり，結
果表現 to tears が主語 the child の結果状態を表そうとしている。(10) が非文法的であることから，結果表現
は (11) の制約に従うことがわかる。
(11)
結果表現に課せられる制約
結果表現は目的語の結果状態を表すことができるが，主語の結果状態を表すことはできない。
さて (11) の制約を念頭において，次例 (12) を考察されたい。
(12)
The vase was broken to pieces (by the child).
(12) においては，結果表現が主語にかかっている。これは一見 (11) の制約に反するように思えるが，(12) は
受動文であることに着目すると，容易に説明できる。(8) で見たように，受動文の主語はもともと目的語か
ら繰り上がったものである。だとすると，(12) の主語はもともと目的語であるために (11) の制約を満たして
いると言える。
(12) の文法性が以上のように説明されるなら，ナル自動詞の主語に結果表現がかかることも可能であると
いう予測が成り立つ。ナル自動詞の主語も受動文の主語と同様に，もともとは目的語であるからである。
次例 (13) によって示されるように，この予測は正しいことがわかる。
(13)
a. The lake froze solid.
b. The vase broke to pieces.
例えば (13a) は，その湖が凍りその結果かちかち (solid) になったという意味である。つまり，結果表現 solid
が主語 the lake の結果状態を表している。同様に (13b) も to pieces が主語 the vase が割れた結果生じた状態を
表している。このように，ナル自動詞の主語に結果表現がかかることから，ナル自動詞の主語はもともと目
的語であると言えることになる。
これに対して，スル自動詞の主語はもとから主語であるため，結果表現がかかることはできない。
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a. *The baby cried to sleep.
b. *They ate sick.

(14a) と (14b) が意図しているのは，赤ちゃんが泣いてその結果眠った，彼らが食事した結果具合が悪くなっ
たという意味であるが，主語の the baby と they はもともと目的語ではないために，非文となっている。

3. 他言語におけるナル自動詞・スル自動詞の区別
前節では英語の自動詞に２つの種類があることを論じてきたが，この区別は他の言語の動詞にも当てはま
る。本節では，日本語とイタリア語における 2 種類の自動詞の区別について論じる。
3.1 日本語におけるナル自動詞とスル自動詞の区別
日本語における他動詞と自動詞の区別であるが，ここではヲ格名詞句をとる動詞を他動詞，ヲ格名詞句を
とらない動詞を自動詞と呼ぶ。
(15)
太郎が 花瓶を 割った
（他動詞）
＜主語＞＜目的語＞
(16)
花瓶が 割れた
（自動詞）
＜主語＞
(17)
太郎が 踊った
（自動詞）
＜主語＞
(16) の動詞「割れる」は自動詞であり，英語のナル自動詞と同様に「状態変化を受ける主体」を表す主語を
とる。一方，(17) の「踊る」は英語のスル自動詞と同様に「行為を行う主体」を表す主語をとる。この２つ
の動詞がそれぞれナル自動詞，スル自動詞であることが，以下のように示される。
日本語においても，英語と同様に結果表現があり，英語と同じく (11) の制約に従う。3
(11)
結果表現に課せられる制約
結果表現は目的語の結果状態を表すことができるが，主語の結果状態を表すことはできない。
(18)
太郎が 花瓶を こなごなに 割った（ことがみんなに知れ渡った）
(19) * 太郎が くたくたに 花瓶を 割った（ことがみんなに知れ渡った）
(18) では，結果表現「こなごなに」が目的語である「花瓶を」にかかっており，太郎が花瓶を割りその結果
生じた状態を表している。一方，(19) は太郎が花瓶を割りその結果太郎がくたくたに疲れたことを意図して
いるが，
「くたくたに」は主語「太郎が」にかかることができず，非文になっている。以上のことから，日
本語でも結果表現が (11) の制約に従うことが分かる。
このことを踏まえると，日本語においても，ある自動詞の主語に結果表現がかかるならば，その自動詞は
ナル自動詞であり，その主語は目的語から繰り上がったと言えることになる。主語に結果表現がかかること
が出来なければその動詞はスル自動詞ということになる。上記 (16), (17) に結果表現を加えてみると以下の
ように文法性に違いが生じる。
(20)
花瓶が こなごなに 割れた
(21) * 太郎が くたくたに 踊った
(20) が容認可能なことから，日本語の「割れる」はナル自動詞であり，その主語はもともと目的語であるこ
とが言える。一方，「踊る」はスル自動詞であり，主語はもともとの主語である。
3.2 イタリア語の 2 種類の完了助動詞
ナル自動詞とスル自動詞の区別はイタリア語でもあり，その区別は英語には見られない形で現れる。イタ
リア語では完了形に 2 種類の形式がある，一つは英語の have に相当する助動詞 avere と過去分詞を組み合わ
せた形，もう一つは英語の be に相当する助動詞 essere に過去分詞を続けるという形である。つまり助動詞
が異なるわけであるが，この２つの助動詞のうちどちらを用いるかは動詞の種類によって異なる。まず他動
詞は「have + 過去分詞」の形をとる。
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accusato (accusare の過去分詞 )

他動詞

Maria have accused Giovanni
ʻMaria has accused Giovanniʼ
次に受動文における完了の助動詞は be である。
(23)
Maria è stata accusata4
Maria is been accused
ʻMaria has been accusedʼ
このことから，主語が目的語に由来する場合には完了助動詞として be が選択されることが分かる。さて，2
種類の自動詞ナル自動詞とスル自動詞であるが，ナル自動詞の主語は目的語由来のため be が，スル自動詞
の主語は本来的な主語であるので have が選択される。5
(24)
Due navi nemiche sono affondate affodate (affondare の過去分詞）ナル自動詞

(25)

two ships enemy are sunk
ʻTwo enemy ships have sunk.ʼ
Maria ha telefonato
telefonato (telefonare の過去分詞） スル自動詞
Maria has telephoned (called)
ʻMaria has called (someone).ʼ

以上のようにナル自動詞とスル自動詞はイタリア語でも文法的な区別がされることが分かる。

4. 英語におけるスル／ナル自動詞の他の文法的違い
4.1 過去分詞の形容詞的用法
(26) のように，英語においては過去分詞を形容詞的に用いて名詞を修飾することができる。
(26)
a. baked potatoes
b. the painted barn
c. polished shoes
この用法の意味と修飾される主要部名詞との関係に着目してみると，(26) の過去分詞は受動の意味を持って
おり，また修飾される名詞は過去分詞の元の動詞の直接目的語に相当することがわかる。
(27)
a. Mary baked potatoes.
b. My father painted the barn.
c. He polished shoes.
一方，元の動詞の主語に相当する名詞を修飾することはできない。
(28)
a. *a baked person “someone who baked something”
b. *the painted man “the man who painted something”
c. *a polished man “a man who polished something”
以上のことから過去分詞の形容詞的用法は以下の制約に従うことがわかる。
(29) 「過去分詞 + 名詞」において，名詞は，過去分詞の目的語に相当する。
以上が正しいとすると，過去分詞の形容詞的用法が可能な動詞は他動詞に限られることになりそうである。
目的語を持つのは他動詞に限られるからである。しかしながら，過去分詞として形容詞的に用いることが可
能な自動詞もある。
(30)
a. wilted lettuce
b. a fallen leaf
c. sprouted wheat
d. swollen feet
e. vanished civilizations
f. a recently expired passport
このことは一見 (29) の制約に反するように思われるが，このような過去分詞の形容詞的用法を見てみると，
いずれも主語が状態変化を起こしたり物理的に移動したりする動詞，つまりナル自動詞に限られることがわ
かる。ということは，一見 (29) に従わないように見える (30) の例も，実は (29) に従っていると言える。ナル
自動詞の主語はもともと目的語であるので，(30) で修飾されている主要部名詞は過去分詞のもともとの目的
語であるからである (Levin and Rappaport (1996), 影山 (1996), 三原 (1998))。
これに対してスル自動詞は目的語を持たないので，(29) の制約を満たすことができず，過去分詞の形容詞
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的用法が不可能である。
(31)
スル自動詞
a. *a run man

b. *coughed patients

c. *the swum contestant

d. *cried children

e. *yawned students

f. *a laughed clown

4.2 前置詞 of/by の選択
英語におけるナル・スル自動詞の区別は動詞を名詞化した際の「主語」の現れ方の違いにも反映さ
れる。(32) の sinking, existence, rise はいずれもナル自動詞 sink, exist, rise の動名詞または派生名詞形であ
る。これらの語と共に元の動詞の主語が現れる場合，前置詞は by ではなく of を伴う必要がある (Johnson and
Postal (1980))。
(32)
ナル自動詞
a. sinking of/*by the ship (The ship sank.)
b. the existence of/*by the demons (The demons exist.)
c. rise of/*by the price of steak (The price of the steak rose.)
一方，(33) の dreaming, swimming, meditation はスル自動詞 dream, swim, meditate の動名詞または派生名詞で
あるが，元の動詞の主語が by を伴って現れる点でナル自動詞と異なる振る舞いを見せる。
(33)
スル自動詞
a. dreaming by children (The children dreamed.)
b. swimming by individuals with heart trouble
(The individuals with heart trouble should not swim.)
c. meditation by experienced monks (The experienced monk meditated.)
4.3 ナル・スル自動詞と文アクセント
ナル自動詞とスル自動詞が文アクセントの付与に関して興味深い違いを示すこともここで指摘しておきた
い。一般に文アクセントは，文中の新情報を表す部分に与えられるが，自動詞が述部の場合それが新情報を
担っていても，文アクセントが付与されない場合がある。
(34)
What happened? ̶̶̶ JESUS WEPT. / *JESUS wept. / *Jesus WEPT.6
(35)
What happened then? ̶̶̶ JOHN (dis)appeared. / *JOHN (DIS)APPEARED. / *John
(DIS)APPEARED.
(34), (35) の応答は，いずれも「何があったの？」という問いに対する答えになっていることから，文全体が
新情報を表していると解釈できる。しかしながら，(34) では主語 Jesus と述部 wept の両方に文アクセントが
付与されるのに対して，(35) で文アクセントを受けるのは主語の John のみであって，述部動詞 (dis)appeared
には文アクセントが付与されない。
岡崎 (2001) では自動詞述語への文アクセントの付与について以下の一般化を提案している。
(36)
主語名詞句と新情報の領域を形成している場合に，
「行為」を示す述部は文アクセントを担い，
「行為」を示さない述部は文アクセントを担わない。
ナル自動詞は，主語の状態変化や物理的移動などを表すため，「行為」を示す述部とは言えない。一方，ス
ル自動詞は典型的には人の行う動作を表すため，「行為」を示す述部と言える。上の (34) の wept はスル自動
詞であるが，「行為」述語であるため，文アクセントを担うといえる。一方，ナル自動詞である (dis)appear
が表すのは出現（消滅）であり，行為ではないことから文アクセントを担わないことが捉えられる。
4.4 英語における完了の「be + 過去分詞」
英語の慣用表現といってよい語句として，be finished, be gone といった表現がある。
(37)
a. Iʼm finished.
b. He is gone.
(37) の例はいずれも「be 動詞＋過去分詞」という形をとっているため受動文のように見えるが，これらは受
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動文とはいえない。なぜなら，もし受動文だったとすると，(37a) は Someone finished me. と同じ意味を持つ
ことになるが，(37a) はそのような意味でない。さらに (37b) は自動詞 go を述部としているため受動文とは言
えない。ではこのような表現がなぜ英語に存在するのだろうか。
3.2 節でイタリア語の完了助動詞に 2 種類あることを見たが，英語でも古英語，中英語の時代には完了助
動詞が 2 種類あり，動きや状況の変化を表す自動詞の場合に be と共起していた。7 このような動詞はナル・
スル自動詞のうちのナル自動詞であると言ってよい。(37) の finish も go も主語の状態変化・物理的移動を表
しているので，ナル自動詞である。つまり，(37) のような「be + 過去分詞」の表現はかつての英語での表
現のしかたが現代に残ったものと理解できる。

5. ナル・スル自動詞と第二言語獲得
3 節で，スル自動詞とナル自動詞の文法的違いが英語以外の言語にもあることをみた。ナル・スル自動詞
の文法的違いが複数の言語に見られると言うことは，この違いが言語の普遍的仕組み，すなわち普遍文法の
一部をなすと考えられる。だとすると，各個別言語の文法はこの仕組みをもとにして組み立てられていくこ
とになる。さらに，各個別言語を第二言語 (L2) として獲得する場合も，普遍文法に従った文法を頭の中で組
み立てていくと考えられる。ナル自動詞・スル自動詞の文法的区別が普遍文法の一部をなすとすると，この
区別は第二言語習得においても出現することになる。
現代英語の完了形は「have + 過去分詞」の 1 種類であるが，
英語学習者が誤ってナル自動詞の完了形を「be
+ 過去分詞」とする誤りの例が報告されている。
(38)
(Burt and Kiparsky (1972))
a. *He was arrived yesterday.
b. *The most memorable experience of my life was happened 15 years ago.
(Zobl (1989))
これは，「be + ナル自動詞の過去分詞」という選択肢が普遍文法の中に用意されているため，英語学習者が
ナル自動詞を使用する際に誤ってこの規則が発動されたものと理解できる（遊佐 (2004, 2011)）。8

6.「ナル他動詞」はあるか？
前節まで，英語をはじめとする諸言語に，ナル自動詞とスル自動詞という文法的性質の異なる２種類の自
動詞が存在することを見てきた。ここまではこのように自動詞の種類についてのみ論じてきたが，それでは
他動詞は同様に２種類存在するだろうか。主語の意味的な特性に着目してみると，少なくとも他動詞の多く
はスル自動詞と共通していることがわかる。
(39)
a. The child broke the vase.
b. The man wrote a letter.
(40)
a. The child jumped.
b. The woman danced in the room.
これらの他動詞文の主語 the child, the man はいずれも動詞が表す行為を行う主体を表しており，その意味に
おいて，(40) のスル自動詞の主語である the child, the woman と共通の意味的性質を有している。ナル自動詞
の主語は，これまで見てきたように，典型的には動詞が表す動作による状態変化や物理的移動を受けるとい
う性質があることがわかっている。それでは，他動詞には状態変化や物理的移動を受ける主語を選択するも
のがあるだろうか。
この要件を備えていると思われるのは，中右 (1994) の提唱する「行為述語」と「非行為述語」のうちの「非
行為述語」に分類される他動詞であるように思われる。行為述語には，(39) の他動詞や (40) のスル自動詞が
含まれ，非行為述語には「状態」と「過程」を表す述語が相当する。本稿の考察対象であるナル自動詞は中
右 (1994) の分類に当てはめれば，状態変化や物理的移動，存在など，つまり状態や過程を表すので非行為述
語と言えるが，非行為述語はナル自動詞に限らず，より広範な範囲の述語を含む概念である。他動詞に目を
向けてみると主語の状態変化や物理的移動を表す動詞が存在し，さらにこれらの他動詞がナル自動詞と共通
の文法的特性を示すことがわかる。
there 構文においては，be 動詞以外にも一般動詞が現れることが可能であるが，一定の要件を満たしたナ
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ル自動詞が there 構文に生起可能である一方，スル自動詞は基本的に生起不可能である。
(41)
ナル自動詞
a.

There remained some students on campus.

b. There appeared a strange ship over the horizon.
c. There happened a big earthquake in the mountain district.
d. There started language reforms in republics of the Russian Federation.
(42)
スル自動詞
a. * There studied some students in the library.
b. * There cried a strange man for help.
c. * There swam a lovely woman in the river. （(41-42) 中島 (2011)）
他動詞の場合は，主語が行為を表す場合は there 構文に生起できないが，主語の状態変化や移動を表す他動
詞であれば，there 構文に生起可能である。
(43)
a. * There took the town a gang of guerrillas.
b. * From this pulpit there preached his weekly sermon no less a person than Cotton
Mather.
(44)
a. There reached his ear the sound of voices and laughter.
b. There crossed her mind a most horrible thought.
c. There entered the room an indescribably malodorous lines.
d. There was slowly making its way toward us a figure in black.（(43-44) 中右 (1994)）
以上のことから，「ナル」「スル」の区別は決して自動詞のみに当てはまる区別というわけではなく，中
右 (1994) の行為・非行為述語という分類のように，自動詞・他動詞の区別に関わらず，主語の意味的特性か
らなされる文法的区別も重要であることがわかる。この観点をさらに支持する事実として，オランダ語の完
了助動詞の選択があげられる。オランダ語では，イタリア語と同様に完了助動詞に be, have のそれぞれに相
当する２種類の助動詞があり，ナル自動詞の場合は be が，スル自動詞の場合は have が選択される。注目す
べきは，他動詞でも主語の状態変化や物理的移動を表す場合には be が選択されるという事実である (Lieber
and Baayen (1997), Hoekstra (1999))。
(45)
a. De vijand is de stad genaderd

b.

c.

the enemy is the city approached
'The enemy approached the city'
De politie is de dief tot zijn huis gevolgd
the police is the thief to his house followed
'The police followed the thief to his house'
Wij zijn hem gepasseerd

we are him passed
(Lieber and Baayen (1997))
ʻWe have passed himʼ
さらに，２種類の自動詞のうちナル自動詞のみが過去分詞による名詞の前置修飾が可能であるが，他動詞で
も主語の状態変化や物理的移動を表す場合は，この用法が可能である。
(46)
te jong gestorven geleerde （ナル自動詞）
a. de helaas
the unfortunately too young died
scientist
b. * de vaak heel hard gelachen ouders
（スル自動詞）
the often very loudly laughed parents
(47)
a. deze mij zojuist gepasseerde auto
this me just passed
car
b. deze mij tot aan de deur gevolgde politieman
((46-47) Hoekstra (1999))
this me until the door followed policeman
以上のように，オランダ語においても，自動詞・他動詞に関わらず，主語が非行為者であることが基準とな
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る文法現象があることがわかった。
以上の考察によって，「ナル他動詞」と呼ぶべき他動詞が存在することが分かったが，それでは，ナル他
動詞の主語がナル自動詞の主語のようにもともと目的語であるという証拠はあるだろうか。
ナル他動詞には，
主語の状態変化や主語の物理的移動などをあらわす動詞などが挙げられるが，そのうち少なくとも日本語に
おける「＜経路＞を表すヲ格目的語＋動詞」のパターンをとる他動詞については，その主語がもともと目的
語であることを示唆する証拠がある。次例を考察されたい。9, 10
(48)
a. 学生が酒を 3 本飲んだ。
b. 学生が 3 人酒を飲んだ。
a. 酒を学生が 3 本飲んだ。
b. * 学生が酒を 3 人飲んだ。
(48a) では，遊離数量詞「3 本」とそれが結びつけられて解釈される名詞句（以下では便宜上「先行詞」と
呼ぶ。）
「酒を」が隣接している。(48b) でも，「3 人」とその先行詞「学生が」が隣接している。一方，(49a)
と (49b) では，いずれも遊離数量詞と先行詞が隣接していないが，文法性に違いがある。(49a) の「酒を」は
動詞「飲む」の目的語であるので，(49a) のもともとの位置から文頭に移動したと考えることができる。つ
まり (48b) では「酒を」が移動前に「3 本」と隣接していたと考えることができる。一方，(49b) の「学生が」
は主語であり，目的語の右側から動いてきたとは考えられないため，
「3 人」とは隣接できないことになる。
(
)
(
)
つまり， 49a と 49b との違いは遊離数量詞と先行詞が隣接するかしないかという点に帰されることになる。
このことを念頭において，(50) を考察されたい。
(50)
a. 兵隊がその橋を 3 人渡った。 (Miyagawa (1989))
(49)

b. 馬が門を 2 頭くぐった。
c. 列車がその駅を 3 本通過した。
(50) の動詞はいずれもヲ格目的語を伴っているので他動詞と言えるが，(49b) が主語の行為を表す動詞を含
むのに対して，(50) の動詞「渡る」，「くぐる」，「通過する」は，主語の物理的移動を表しており，さらに前
節で扱った英語の cross やオランダ語の gepasseerd ʻpassedʼ と同様に，移動の経路を表す目的語を伴っている。
(50) で注目すべきは，(49b) と同様に目的語の右側に主語を先行詞とする遊離数量詞が現れているにもかか
わらず，(50) の方が容認性が高く感じられることである。上述のように遊離数量詞と先行詞との間には，隣
接という条件が必要だとすると，(50) の例ではいずれも主語が目的語よりも右側の位置から移動した，つま
り主語はもともとは目的語に相当する位置にあったと分析できる。

7. まとめ
本稿では，まず第一に，英語の自動詞は主語の統語的・意味的性質に関して 2 種類に区別されることを論
じた。さらに，その区別が日本語など他の言語にも当てはまること，およびこの区別がさまざまな文法的現
象に反映されることを論じた。従って，この 2 種類の自動詞の区別は英語において重要な文法の仕組みであ
るだけでなく，言語一般にも当てはまる仕組みの一部であることが示唆される。最後に，2 種類の自動詞の
区別が，他動詞にも当てはまる可能性を示唆した。
注
* 本稿は，平成 26 年度新潟大学教育学部 FD（平成 26 年 12 月 11 日）における講演の内容に加筆修正したも
のである。この講演を行うに当たっては，鈴木賢治学部長（当時）
，伊藤克美副学部長（当時）
，および教育
学部 FD 委員（当時）の岡村仁一先生にお世話になった。この場を借りてお礼申し上げたい。なお，この講
演は言語学の研究内容を言語学を専門的に学んでいない聴衆を対象に解説したものであり，本稿もその趣旨
に沿って書かれたものであることをお断りしておきたい。本研究は，
平成 24-26 年度科学研究費助成事業（基
盤研究 (C)，課題番号 24520536）『英語・日本語数量詞句の統語構造，意味・談話的性質，作用域特性に関
する理論的研究』（研究代表者 本間伸輔）の助成を受けている。
1
中島 (2011) では，
「スル動詞」「ナル動詞」という用語を用いている。本稿では，他動詞にも自動詞同様
の 2 種類が存在する可能性を示唆するため，2 種類の自動詞については，「スル自動詞」「ナル自動詞」と呼
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ぶことにする。
2
3

Levin and Rappaport (1996) より。
本文中での以下の議論は，三原 (1998) より。

4

(23) では be 動詞が２つ生じているが，左側の è が完了の助動詞，右側が受動態の be 動詞である。

5

Burzio (1986) より。

6

例文中で，すべて大文字の語は，そこに文アクセントが付与されていることを示す。
松浪 (1995) による。

7

なお，「be + 過去分詞」の誤りは，自動詞から誤って受動文を作った結果であるとも分析できるが，遊
佐 (2004, 2011) では，当該の誤りの例は完了形であって，受動文でないことが議論されている。
9
本文中での以下の議論は Miyagawa (1989) によるものである。Miyagawa は「相互 C 統御」という構造上の
8

関係によって遊離数量詞とその先行詞との関係を規定している。本稿では，便宜上「相互Ｃ統御」ではなく
「隣接」という関係で当該の関係を規定している。
10
Nakajima (2012) では，英語の resemble, cost, weigh などの他動詞がナル他動詞であり，主語が動詞句内の
位置から繰り上がるという分析を行っている。
参考文献
Burt, M. and C. Kiparsky (1972) The Gooficon: A Repair Manual for English, Newbury House, Rowley, Mass.
Burzio, L. (1986) Italian Syntax, Reidel.
Hoekstra, T. (1999) “Auxiliary Selection in Dutch,” Natural Language and Linguistic Theory 17, 67-84.
Johnson, D. and P. Postal (1980) Arc Pair Grammar, Princeton University Press.
影山太郎 (1996)『動詞意味論』，くろしお出版 .
Levin, B. and M. Rappaport (1996) Unaccusatives, MIT Press.
Lieber and Baayen (1997) “A Semantic Principle of Auxiliary Selection,” Natural Language and Linguistic Theory
15, 789-845.
松浪有（編）(1995)『英語の歴史』，大修館書店 .
三原健一 (1998)『生成文法と比較統語論』，くろしお出版 .
Miyagawa, S. (1989) Syntax and Semantics 22: Structure and Case Marking in Japanese, Academic Press, New York.
中島平三 (2011)『ファンダメンタル英語学演習』，ひつじ書房 .
Nakajima, H. (2012) “The Language Design Factors in Syntactic Design,” ms., Gakushuin University.
中右実 (1994)『認知意味論の原理』，大修館書店 .
岡崎正男 (2001)「音韻論におけるインターフェイス」，岡崎正男・小野塚裕視『文法におけるインターフェ
イス』，1-101, 研究社出版，東京 .
Perlmutter, D. M. (1978) “Impersonal Passives and the Unaccusative Hypothesis,” in Proceedings of the Fourth
Annual Meeting of the Berkely Linguistics Society, 157-89. Berkeley Linguistics Society, University of
California, Berkeley.
竹沢幸一 (1991)「受動文，能格文，分離不可能所有構文と「ている」の解釈」
，仁田義雄（編）
『日本語のヴォ
イスと他動性』，くろしお出版
遊佐典昭 (2004)「第二言語獲得における刺激貧困の問題」，佐藤滋他（編）『対照言語学の新展開』，ひつじ
書房，東京 .
遊佐典昭 (2012) 「ナル動詞と英語教育」，藤田耕司他編『最新言語理論を英語教育に活用する』
，336-347,
開拓社 .
Zobl, H. (1989) “Canonical Typological Structures and Ergativity in English L2 Acquisition,” in Gass, S and J.
Schachter eds., Linguistic Perspectives on Second Language Acquisition, 203-221, Cambridge University Press,
Cambridge.

