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本稿で は､今までの文献に見られる他動行為のプロもタイプを出発点として､いわゆる

｢倦動性 ｣と､動作や現象の担い手の ｢意志一室との関係を考えるI-,

工 億劫性行為

典型的機動行為は､次のような図式で豪されると考えるC

他動行為 『濫言苛 ｢ 酢 太郎がアイスクリームを食べたO東

喜汗 意 志 ] 汗 変相 宴

他動行為には少なくともふたつの動作メンバ､--ミ行為主-ageTLtiAは 対象-objec岬 綱吉

関与し､その街為は鬼から捌 こおよぶ｡為が何らかの形で働きかけるとき､そこに｡屯の意

志性があ吟1.()には何らかの変化が起こる,, (W,ヤコブセン3989)

この典型的他動行為を一滴にすえた機動性の連携を考えると､もう一方の鞠にくる自動

性のプロかタイプは次に示す自動行為および自発現象だと言えよう｡

飼 三太郎が走ったO

温 ｣ 太郎が立ち上がったo

0

仁 恵志]

[±変化]

例 :雨が降った｡

音がやんだ｡

Ⅲ｡意志性

Hopper&Thompson(1980)は他動性のパラメータの一つとして意志性(volitionali-ty)杏

挙げているが､この意志性は上に述べた他動性の連続と平行して考えることは出来ない｡

角田(1991)も指摘 しているように､動作担い手の意志は自動行為においても顕著である｡

自動性のプロトタイプにおいてほ､意志性の有無は､動作または現象の担い手が有情か､

無情かの二つに分かれ､この両者が同等に自動性の典型の位置を分け合っていると考えら

れる｡

また､筆者が以前扱った再帰行為(1991/92)においても､動作担い手の意志性の有無は､
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再帰行為の種類によって違う｡

(1)洗面など､身体の外見を整える行為 (結果はその身体部分の外見の変化)

(顔を)洗う､ (ひげを)剃る､ (髪を)とかす､ [+意志]

(2)負傷などの行為 (結果はその身体部分の変化)

(頭を)打つ､ (足を)折る､ (舌を)噛む､ (手を)切る､ [-意志]

(3)身体の部分の移動 (結果はその身体部分の形状や位置の変化)

(手を)あげる､ (腰を)かける､ (首を)傾げる､ (首を)出す [+意志]

(4)着脱行為 (結果はモノの取り外しによる身体の外見の変化)

(めがねを)かける､とる､ (タイピンを)とめる､つける､ (帯を)しめる､

(指輪を)はめる､はずす､ [十意志]

再帰行為の場合は､行為の主体はいつも有情物 (人間または動物)であるが､ (2)の

負傷などの行為の場合は､主体がその意志がないにも関わらず､自分の意志に反して､無

意識にその棟な行為に至ってしまうものである｡

ⅢD他動性と意志性の関係を調べる一つの試み

ここでは､他動性と意志性との関係を調べるために､次のような手順を考えた｡

まず､他動性の定義を出発点に､与えられたコーパスにおける様々な動詞表現に当たり

ながら､いろいろな行為の型を調べる｡それぞれの行為の種類においての意志性の標準的

度合を設定することが可能か､もし可能ならその度合ほどの程度なのか｡ (語意レベル､

および形態､構文レベルの調査)

次に､ひとつの同じ動詞による表現でも､それを取り巻く環境によって､意志性の度合

の違う場合を取り上げ､それほどの様な条件によって違ってくるのか調べる｡ (文脈レベ

ルの調査)

次に解介するのは､この試みのごく一部分であり､まだ包括的なことは言えない｡いく

つかの間蓮提起をするにとどめる｡

Ⅳ.行為の型

私達をとりまく世界における行為や現象は､私達をとりまく世界の条件によって､存在

可能なものはおのずから限られてくるだろう｡私達は､言葉を使いながら､どの様ないろ

いろな行為の型を区別しているのだろうか｡

ここでは､一つの小さなコーパスをとりあげ､ (『山の音』第-章､川端康成1954)吹

のことを考慮に入れながら､このコーパスに現れる動詞表現を､行為の型によるグループ

に分けることを試みた｡

a. 行為主 (A)の特徴

b. 対象 (0)の有無と､特徴

C. 変化の有無または度合

大きく分けて､次のような､約 11の行為の型が考えられる｡この内､1､2は他動性

の連続の他動の一端に位置し､3から5はその反対側に位置すると思われる自動的行為ま

たは現象である｡
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i.扶馨変億を伴う健動行為
ガヒサ ー>___阜三寒.1_A_TZ 娩ノ ー蓉?_lp-rLlヽ JL.JL_＼ゴイJ/Jヽ 付C＼ヽ .氏/Jヽ

2.対象の移動を伴う髄動行為

投げる､おく､立てる､まとめる､

'{ j書儀容朋.各便ろ自重葡壷ヰi･,孟子自東Ijキ為ミ′-Lrヽノlニ■ヽーJ■-lUl･.-1lJ■-1′U~J一▲,Pty■∫ヽ-1､.･′~■･｣J■JJJlFy

増える､止まる､やわらぐ､

緑ばむ､配る,死ぬ (生理現象)

轟 ,移動を伴う轟発現象または自動行為

動く､歩く､行く､来る.､降りる､すわ:I:,､

56継続行為または族馨 待つ､ぶちさがる､学ぶ､

見える､開こえる (知覚による状態猪等き

転｡知覚活動

見る､のぞ宅､銑めるq.感じる.℃覚える､忘れる

貰_思考活動

思う丘 考 え る ､ 厳 うn着実こる;寛がつ竃;分かる_i

辞.言語活動

諾う､つぶや･∴ 言い擬古†たずねるL挨拶する.

碧小感鰭表現

おぴえるも蜜毛､あきれる､感嘆する;愛する

iGrQ再騰街為 r=の二つはも動作メ_I,r-パーに輝男ijG;7:}都隈がある場合で

五五D福豆衝為〆禰宜発儀 塞盛fi99i享で渡った巾

腎｡知覚､思考､言語活動､および感情表現

上記の大ざっばを分類のうち6から9を二は次のような共通点があって興味深い｡

a p動俸主体は人間 (有情物きであるo

b.主体と外界との関係から､この様な街為に至るが､その方向性が､内から外･の場合

と外から内の場合の両方があるOこの方向性が実は意志性であるか､または意志性

と密接な関係があると思われるo

cBこれらの行為を表す動詞の構文を見ると､ヲ格のほか､ニ格や､引用の ト格をとる

ものが多い｡

知覚､思考,言語活動､感情表現のうち､どの行為の型も､外界との関係において主体

が行う活動､または外界との関係において主体の内に起こる現象なので､なんらかの対象

を持っているO言語活動や思考括動においては､この対象は抽象概念であることが多い.

しかし､これらは典型的な他動行為とは違う｡主体から対象への､変化や移動を伴う働き

か桝まないOその意味で､これら一連の行為は,例えば ｢AがBを殺す｣のような典型的

健動街為に比べると､より井倦動的と言えるだろう｡また､入間はふつう､生まれつき知

覚能力を備えているため､自分から能動的にそれを行おうという意識がなくても､モノを
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感じることがあるoつまり､意志を持つ行為主が行うにもかかわらず､行為主自身の意識

無しにその動作-至ることもあるわけだ｡このような行為の表現には､ヴォイスの自発の

形が､特定の動詞だけに可能な形態として存在する｡ (思われる､感じられる､思い出さ

れる､､､)

しかし､例えば ｢テレビを見る｣ときの意志性と､ ｢アイスクリームを食べる｣ときの

意志性に､度合の違いがあるのだろうか｡

VI.形麿､構文レベルにおける意志性

一つ一つの行為における意志性の強弱をより明確にする手段として､次のようなものが

考えられる｡

ヱまとま去血 自発形

つい､うっかり､思わず､､､などの副詞句

｢～てしまう｣

三三旦立直 ト てみる｣

｢～ておく｣
｢～たい/-たがる｣ また､命令形や可能形を許す動詞は､行為主の意志性が強

い行為の表現だと言える｡

Ⅶ.文脈レベルの意志性

動詞の種類やその形態､構文が同じでも､次のような例が考えられる｡

鴨居に頭をぶつけて､こぶが出来てしまった｡

部屋の壁に何度も頭をぶつけて､何とか思いだそうとした｡前者では､上記 Ⅱの再

帰行為の分類の (2) ｢負傷などの行為｣にあたり､行為主はその意志がないのに､頭を

ぶつける行為に至ってしまう｡一方､後者の場合は､行為主は意識的に自分の頭を壁に当

てているのである｡

もう一つの例として､ 『山の音』の冒頭の部分を見る｡

尾形信吾は少し昼豊艶 少し口をあけて､なにか考えている風だった｡他人には､考

えていると見えないかもしれぬ｡悲しんでいるように見える｡

息子の修一は気づいていたが､いつものことで気にはかけなかった｡息子には､父がな

にか考えていると言うよりも､もっと正確にわかっていた｡なにかを思い出そうとしてい

るのだ｡

下線で示した二つの表現は､再帰行為の分類 (上記Ⅲ)の (3) ｢身体の部分の移動で､

結果はその身体部分の形状や位置の変化｣にあたると思われるが､行為主 (ここでは尾形

信吾という老人)の意志性のある行為だろうか｡これは､小説の冒頭に当たり､読者は､

尾形信吾について何の情報も与えられていないが､読み進むにつれて､何でもすぐ忘れや

すい老人であることが分かるO冒頭の動作も､信吾自身は､あることを思いだそうとする

あまり､無意識に行っていることが窺える｡
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覗.問蓮点およびこれからの課題

行為の主体が人間 (または少なくとも有情物)であっても､動詞が表す行為に行為主の

意志性がなかったり､その意志性の有無が二通 りに解釈できるものは､再帰行為､知覚､

思考､言語活動､感情表現などの行為の種類に多そうなことが分かったoここでは太ぎっ

ばにしかグル-プ分けできなかったこれらの行為を､さらに詳しく調べ､ ｢意志性｣との

開憐5:調へ7=いO

さらに､知覚､思考､言語活動､そして感情表現について､外の言語と語意や構文レベ

ルで対照してみるとおもしろい績采が出るだろうと思う｡
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