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要旨 

 

 人間の認識というものは、さまざまな情報が組み合わされた構成体である。どのよう

な情報からどのような認識が形成されるのかという問題にせまる鍵の１つは、文におい

て、それぞれの語がどのように意味を構成するのか、その構成方法を明らかにすること

である。それぞれの語は、何らかの情報を担うものであるが、語と語を統合することに

よって、文は、語が単独では持ちえなかった意味を持つことができるようになる。本論

文は、日本語のいくつかの特徴的な機能語に注目して、それがどのように統合されたと

き、語の持つ情報にどのような変容がもたらされるのかを解明するものである。 

 本論文では、文の意味を（モノとデキゴトを含む）個物の集合ととらえ、１つ１つの

個物とは意味特性の集合であると仮定する。意味特性には、(i) その個物のカテゴリを

表すもの、(ii) 別の個物との関係を表すもの、(iii) その個物のある側面についての度合

いを表すもの、の 3 種があるが、特に複雑なのが (iii) の「度合い」に関わる意味特性

である。本論文では、度合いに関わる表現としてスギルとホドを取り上げ、これらの語

によって「度合い」がどのように表示され、文の意味の構成にどのように関わるのかを

考察する。 

 第 1 章では、本論文の理論的背景を説明する。本論文では、語と語を構成的に組み合

わせることによって文の意味が生じるという生成文法の観点に立っている。そのため、

Computational System で構築された構造表示から意味の表示が導出される理論が必要で

ある。もちろん、構造表示から読み取られる意味表示は、人間が文から理解する「意味」

のすべてを表すものではない。統語構造が意味解釈の基盤をなすと仮定する限り、人間

が文から理解する「意味」とは、構築された意味表示と話者の世界知識とをかけあわせ

て導出されるものだと考えるべきである。この観点に立つならば、「度合い」について

も、(i) 語彙に直接指定されている場合、(ii) 文の構築の中で新たに作り出される場合、

(iii) 構築された意味表示と話者の世界知識とをかけあわせて導出される場合の 3 つが

あることになる。 

 具体的な分析を進めるためには、第 1 章で述べた理論的前提のほかに、日本語の統語

構造についていくつか前提が必要である。第 2 章では、第 3 章以降で提案する分析の前

提として、名詞句の構築方法、動詞句の構築方法、時制節の構築方法について説明する。 

 第 3 章では、スギルという語彙が持つ働きについて考察する。ここで注目するのは、

「食べ過ぎる」「買い過ぎる」など、スギルが動詞に接続する構文における解釈である。

スギルという語彙が「過剰性」という意味特性を持つことは、ほぼ明らかであるが、問

題は、どの個物のどの側面について「過剰性」があるという解釈が生まれるのかという

ことである。「貼り過ぎる」という表現だけを見ると、「たくさん貼り過ぎる」という
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解釈しかないように思うかもしれないが「ポスターを雑に貼り過ぎた」ならば、1 枚し

か貼っていなくても「その貼り方が雑すぎた」という意味になり、「ポスターを高いと

ころに貼り過ぎた」ならば、「ポスターを貼った場所が高過ぎた」という意味になる。

このように、スギルの表す過剰性がどの個物のどの側面についての特性になるかは、単

純な問題ではない。この現象については、記述はされてきたものの、従来の分析にはこ

の V スギル文の意味解釈がどのように得られるのかという仕組みを提案したものはな

い。本章では、スギルという語彙に指定されている意味特性が、構造構築の過程におい

て、個物を表す語彙項目に加えられるという分析を提案する。Vスギル構文は、スギル

が持つその「過剰性」の意味特性を、構造条件に基づいて選択した語彙項目に加えるこ

とによって「度合い」を表すものである。 

 第 4 章では、たとえば「食べるほど太る」など、前件の度合いに応じて後件の度合い

も増すという解釈になる比較相関構文のホドが持つ働きについて考察する。比較相関構

文において相関的解釈が生じるのは、動詞についてだけではない。「ポスターを高いと

ころに貼るほど見えにくくなる」ならば、「ポスターを貼った高さに応じて見えにくさ

も増す」という解釈が可能である。従来の分析には、この比較相関構文の意味解釈がど

のように得られるのかという仕組みを提案したものはない。本章では、比較相関構文の

ホドが、構造構築の過程において、相関的解釈に関わる個物を表す語彙項目を前件と後

件からそれぞれ 1 つずつ選択したうえで、選択された語彙項目についてそれぞれグルー

プを作り出すという分析を提案する。比較相関構文のホドは、その後件のグループのメ

ンバーと前件のグループのメンバーを関連付けることによって、「度合い」を表すもの

である。 

 第 5 章では、たとえば「驚くほど大きな仏像を作った」のように、前件で後件の何ら

かの程度を表すホド構文のホドが持つ働きについて考察する。程度のホド構文のホドは、

構造構築の過程において、後件のデキゴトに対して前件のデキゴトを参照させる意味表

示を作る。本論文においては、程度のホド構文では、この参照されるデキゴトを順序集

合の中に位置づける理解が生じることで、「度合い」を表すという分析を主張する。こ

れは、構築された意味表示と世界知識を合わせて順序集合を作り、「度合い」を表すも

のである。 

 第 6 章では、本論文の提案をまとめ、今後の課題を提示した。 

 第 1 章で述べたように、生成文法の立場に基づくと、「度合い」には (i) 語彙に直接

指定されている場合、(ii) 文の構築の中で新たに作り出される場合、(iii) 構築された意

味表示と話者の世界知識とをかけあわせて導出される場合の 3 つがあると考えるのが

妥当である。(iii) は言語機能（すなわち、Lexicon と Computational System）ではなく、

推論一般についての仕組みにゆだねられるべき働きである。本論文では、(iii) を峻別す

ることによって、(i), (ii) の仕組みが簡明になり、かつ、よりよく現象を説明できると

いうことを示した。その結果、(iii) は、より一般的な特性として切り出されることにな
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り、本論文は、生成文法の理論に基づいて、人間が「度合い」をどのように理解してい

るのかということを提示することになる。 
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1. 序論 

1.1. 意味の 3 つの側面 

 文法研究において、研究の手がかりになるのは、語の「意味」と文の「意味」である。

この研究では、語の「意味」とそれらの語から作られた文の「意味」を観察し、その結

果に基づいて、文の作られ方、つまり語の組み合わさり方についての仮説を立て、その

後、仮説の妥当性を検証するという作業を行う。この一連の作業において、重要なこと

は、話者の「知識」や「推論」によって得られる意味を文の「意味」と区別することと、

語の「意味」を一意に定めることである。話者の「知識」や「推論」によって得られる

意味を明示的に区別することができて初めて、分析対象となる文の「意味」がどれであ

るのかが同定できるのである。また、語の「意味」が定まってこそ、文の「意味」を観

察することで、その組み合わせ方を考えることできるのである。 

 上山 (2015) では、「意味」には(1)に示すように 3 つの側面があるということを仮定

し、上の 2 つの点を解決できるような(2)のモデルを提案している。このモデルは「統

語意味論」と言う。 

 

(1) (i) Lexiconに登録されている語彙項目それぞれの意味の側面 

 (ii) Lexiconに登録されている語彙項目を構成的に組み合わせることによって得

られる意味の側面 

 (iii) 話者の「知識」や「推論」によって得られる意味の側面 

(cf. 上山 2015: ch1, section 1.5) 

 

(2)  

 

 

 

 

 

 

 

(上山 2015: chapter 1 section 1.1) 

 

 上山 (2015) により提案される統語意味論のアプローチは、Chomsky (1995) 以降の生

成文法のモデルを前提に、Lexicon でそれぞれの語にどのような指定があり、

Computational System において語と語が構成されることによってどのような意味の表示
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が構成され、話者の「世界知識」や「推論」によってどのような変化がもたらされるの

かを明示的にしようとしたアプローチである1。 

 統語意味論では、(2)を基に、文の意味を作る上で語彙項目の意味が変化するさまを

捉えられる表現力を備える程度に形式化することを試みている。構造構築の結果得られ

た意味表示は、「世界知識」が蓄えられている Information Database を参照することで

解釈される。ここには、知識／情報が対応関係を得られるように(3)のように指標番号

と propertyから構成された形で格納されている。 

 

(3) a. Information Database は、object（存在物）の集合である。 

 b. object とは、指標番号と property（特性）の集合との対であるとする。指標番

号は、単なる数字と区別するために大文字の X を先頭に置くことにする。 

  <X245, {property1, property2, ... }> 

 c. propertyとは、attribute（項目名）と value（値）との対であるとする。 

  <X245, {<attribute1,value1>, <attribute2, value2>, ... }>    

(cf. 上山 2015: chapter 1 section1.2.1.) 

 

ただし、すべての語に同じような attribute と value が用意されているとは考えにくい。

どれくらいの数の propertyがあるのか、どのような attributeがあるのかは、語によって

異なるはずである。たとえば、「ジョン」という語が X19 を、「落とす」というデキ

ゴトが X82 を担っていたとすると、それぞれ(4a)、(4b)のような property を持つかもし

れない。 

 

                                                   

1 文の意味を捉えるアプローチとしては Montague (1973) をはじめとするアプローチがあるが、 

表示の理解が関わる (iii) の意味の側面、具体的には、本論文の 3.4.4節と 4.5 節の問題を捉える

ことが困難になる。Lexicon の語の意味を規定し、語と語の組み合わせによって文の意味を作る

点で、統語意味論と共通点のあるアプローチとして、Pollard & Sag (1994) や Sag et al. (2003) な

どによる Head Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) が挙げられる。しかし、HPSG では、4 章

で言及する LAYERという概念がなく、4 章で扱う比較相関構文の表示を派生する仕組みを作る

ことができない。また、同じ表現で異なる 2 つの解釈を持つ場合に、形態的にも音韻的にも同一

の Lexical Item であっても、文の意味が異なれば新たな語彙項目を作ることになる。4 章や 5 章

で扱うホドについて、無数の語彙項目を Lexicon に登録しなければならなくなる可能性がある。

(iii)の意味を捉えようとするならば、Kamp and Reyle (1993) の Discourse Representation Theory 

(DRT) も可能かもしれない。ただ、HPSG にしろ DRT にしろ、後の議論の中心である「度合い」

の議論をどのように取り扱うのかは容易なことではないように思われる。そのため、本論文では、

語と語の構成的な側面と、(i)-(iii) の意味の側面を捉えることができる統語意味論のアプローチ

に基づいて分析する。 
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(4) a. <X19, {<名称, ジョン>, <性別, 男>, <Kind, 大学生>, <かっこいい, ...>, ...}>  

(上山 2015: chapter 1 section1.2.1.) 

 b. <X82, {<Kind, 落とす>, <落下物, X53>, <行為者, X19>, <頻度, ...>, ...}>  

(上山 2015: chapter 1 section1.2.1.) 

 

デキゴトの場合は(4b)のように意味役割（semantic-role）が attributeになり、どれがその

参与者なのかが valueとなる。 

 

1.2. property と度合い 

 知識を構成する propertyというものは、(4)のように value に言語表現や指標番号が入

っているものばかりではなく、value に画像や映像が入った property というような、多

様なものであっておかしくない。ただ、ことばによって直接影響を受け、意味を形作る

propertyは、(5)の 3 種類であると考えている。 

 

(5) property 

 a. relation property  

  他の object との関係を述べる property 

 b. category property  

  その object のカテゴリを述べる property 

 c. degree property 

  何らか側面についての度合いを述べる property 

(cf. 上山 2015: chapter 1 section1.2) 

 

propertyは、object 間の関係を述べる property と object 自体の性質を述べる propertyに分

けられる。そして、object 自体の性質を述べる property は、カテゴリを述べる property

と何らかの程度を述べる propertyに分けられる。 

 世界においては、さまざまな object が他の object に関連付けられている。この object

間の関係を述べる propertyを relation propertyと呼ぶ。relation property の valueには指標

番号が入る。たとえば、(4b)の「<行為者, X19>」というのは、「X19」が「X82」の行

為者であるという関係を述べている。デキゴトには、何らかの object が何らかの役割で

関係付けられることが多く、relation propertyが重要な役割を果たす。行為者のようなデ

キゴトの参与者は、relation propertyによって表される。 

 object自体の性質を述べる propertyのうち、何らかのカテゴリを述べるものを category 

propertyと呼ぶ。category property の valueには言語表現が入る。たとえば、<性別, 男>

のようにその object の類別表すものや<Name, ジョン>のように名前情報でその区別を

表すものもあれば、<Kind, 落とす>のようにデキゴトの名前でその区別を表すものもあ
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る。これらは、他の語との境界を定めるものであって、value に言語表現が入ることに

よって、ある種のカテゴリを述べることができる。もちろん、それらがどれほど上位下

位関係を構築しているかは、個々の知識に依るところである。 

 object 自体の性質を述べる property のうち、なんらか側面についての度合いを述べる

propertyを degree propertyと呼ぶ。degree property の valueには、数値や度合いが入る。

relation propertyや category propertyの value に入りうるものには大小関係のような連続

性がないが、degree propertyの valueには、大小関係のような連続性がある。たとえば、

<年齢, 28>や<サイズ, 大きい>のように、一つの次元に沿った連続性のある数値や度合

いが value に入る。 

 つまり、語の意味を形成する property においてはっきりと区別されるべきものは、

relation property , category property , degree property の 3 種類しかないということになる。

そして、文は語の集合であるので、文の意味を形成する propertyもこの 3 種類しかない

ということになる。本論文では、3 つのうちの degree propertyが文を作る上でどのよう

に参与するのかを考察する。 

 

1.3. degree property 

1.3.1. degree property の特徴 

 本節では、degree propertyの特徴について述べておきたい。degree propertyの valueは、

前述のように、数値だけでなく言葉でも表される。たとえば、「大きい」という語には、

「とても大きい」「そこそこ大きい」「すこし大きい」といった度合いがありうる。こ

れは、(6)のように書き表すことができる。 

 

(6) 

 

 

「とても大きい」は大きさの側面についてその度合いが「とても」という範囲にあると

いうことを述べており、「そこそこ大きい」は大きさの側面について「そこそこ」とい

う範囲にあるということを述べている。つまり、degree propertyが表す度合いという性

質は、何らかの側面（次元）についてどのような度合いなのか、という情報で構成され

る。この「どのような側面」（すなわち、(6)の帯そのもののことである）をスケール

と呼ぶことにする2。そして、いわば帯の名称である「大きい」をスケール名と呼ぶこ

                                                   

2 gradable adjectives について、古くは Sapir (1944) より議論があり、近年では Hay et al (1999), 

Wechsler (2005), Kennedy and McNally (2005) などによって議論されている。たとえば、Wechsler 

(2005) は、gradable adjectives は gradable adjectives と non-gradable adjectives 分けられ、gradable 

adjectives は、closed scale adjectives と open scale adjectives に分けられ、さらに、closed scale 

adjectives は、maximal end-point closed scale adjectives と minimal end-point closed scale adjectives

【大きい】 すこし とても そこそこ 
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とにする。本論文では、何らかのスケールを指す場合、スケール名を用いる。たとえば、

(6)では「大きい」のスケールと呼ぶ。「大きい」というのは、(6)のように連続性のあ

る度合いが入りうるスケールである。たとえば、(7)のように「とても大きい」の場合

には、「大きい」のスケールについて、「とても」の位置を占めているということを述

べていることになる。このことを「度合いを述べる」と言う。 

 

(7)  とても大きい 

 

 

 

 なお、スケールという用語について、北原 (2013) では、「程度副詞が大きさ、美し

さ、賢さというスケール（scale）の中でどこに位置づけられるかを表している (北原 

2013: 38) 」と述べられており、「スケールとは程度の順序集合（ordered set）を言う (北

原 2013: 38) 」と述べられている。Kennedy (1999b) では、scaleという用語について、

(8)のように述べられている。 

 

(8)  This abstract representation, or scale, can be construed a set of objects totally ordered 

along some dimension ( such as height, width, density and so forth; the dimension 

value has the effect of distinguishing one scale from another), where each object 

represents a measure, or degree, of ‘φ-ness’.        (Kennedy 1999b: 66) 

                                                                                                                                                     

分けられると述べている。 

(i)  a.  Gradable adjectives: 

  very/quite/extremely {long/flat/expensive/straight/full/dull} 

  longer, flatter, more expensive, straighter, fuller, duller 

 b. Non-gradable adjectives: 

  ??very/quite/extremely {dead/triangular/invited/sold} 

  ??more dead/triangular/invited/sold        (Wechsler 2005:15, (15)) 

(ii) a. closed scale adjectives 

  completely full/ empty/ straight/ dry (closed-scale) 

 b.  open scale adjectives 
  ?? completely long/ wide/ short/ cool (open-scale)     (cf. Wechsler 2005:16, (16)) 

(iii) a. maximal end-point closed scale adjectives 

  full/ empty /straight/ dry      (Wechsler 2005: 16. 本文中) 

 b. minimal end-point closed scale adjectives 

  wet/ dirty        (Wechsler 2005: 16. 本文中) 

なお、Wechsler (2005) は、minimal end-point closed scale adjectives は分子レベルのような極めて

少ない量を想定すると、事実上 open scale adjectives と同じふるまいすると指摘している。また、

日本語の形容詞については、Wechsler (2005) を踏まえて、北原 (2009), (2013) の中に議論があ

る。gradable adjectives にはスケールを表す場合があるため、degree propertyとかかわりの深いも

のではあるが、本論文で議論する「Computational System でどのような操作が加わることで degree 

propertyに影響が及ぶのか」ということには直接的な影響を与えないため、本脚注で紹介するに

とどめる。なお、(iii-a), (iii-b)は、Wechsler (2005)の p.16 に記載の内容だが、まとめ方はそれぞ

れ三原 (2009) の(38), (39)を参考にしている。 

【大きい】 とても 



6 

 

 

また、Kennedy and McNally (2005) では次のように述べられている。 

 

(9)  Adjectival scales have three crucial parameters, each of which must be specified in 

the lexical entry of any particular gradable adjective: a set of degrees, which 

represent measurement values; a dimension, which indicates the kind of 

measurement (cost, temperature, speed, volume, height, and so forth); and an 

ordering relation.       (Kennedy and McNally 2005: 351) 

 

本論文では、スケール名が「a dimension」にあたることになる。 

 

1.3.2. degree property が関わる現象 

 degree propertyが度合い特性を表すことになるが、degree propertyは操作の適用によっ

てその性質を変えることがある。たとえば、「とても大きい犬」のように程度副詞が形

容詞を修飾した場合である。統語意味論では、「大きい犬」の場合、(10)のように書き

表すことができる。「とても大きい犬」であれば、「大きい」の度合いが「とても」で

あるのだから、(11)のように考えることができる。 

 

(10)  <Xn, {<Kind, 犬>,<大きい,__>}> 

 

(11)  <Xn, {<Kind, 犬>,<大きい,とても>}> 

 

(11)の表示は、「大きい」に語彙的に指定されていた(10)の表示の valueに「とても」と

いう度合いが入ったものである。「修飾する」という統語操作によって、意味表示で(11)

が作られるわけである。1.2 節で述べたように、degree propertyは、スケールとその度合

いで構成されるが、そもそも、何らかの度合いを述べようとするならば、それが「何に

ついて」の意味特性なのかという情報は必要不可欠である。たとえば、(11)の<大きい,

とても>は「犬」という object の property であるという情報は欠かせないものである。

人間は、単語を構成的に組み合わせるという操作によって、さまざまな度合いを述べる

ことができるが、そのためには「何について」の「どのような側面（degree propertyの

attribute）」が「どれくらいの度合い（degree propertyの value）」なのかという、3 つの

情報が必要なのである。 

 注目してほしいのは、(12)のような場合もあるということである。 

 

(12) Vスギル構文 

 a. 健は、論文を読みすぎた。 
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  ＝論文の読んだ量が多すぎた 

 b. 健は、ご飯をゆっくり食べすぎて（、3 限に間に合わなかった。） 

  ＝ご飯の食べ方がゆっくりすぎた 

 c. 花子は、派手な帽子をかぶりすぎて（、街中で目立ってしまった。） 

  ＝かぶった帽子が派手すぎた 

 

たとえば、(12a)では、Vスギルで動詞の行為量について過剰である解釈が生じるかと思

えば、(12b)では、行為の様態である「ゆっくり」について過剰である解釈が生じる。

さらに、(12c)では、目的語の修飾部である「派手な」について過剰である解釈が生じる。

このように隣接していない要素について過剰の解釈が生じる。過剰の解釈というのは、

「ゆっくり」や「派手な」のような何らかの側面についてその度合いが過剰であること

を述べる解釈であるので、(12)では「どれくらいの度合い」に過剰の意味が該当するこ

とが想像されるが、「何について」の「どのような側面」が過剰なのかは、(12a,b,c)で

それぞれ異なっている。特に、(12c)のように、スギルと隣接していない「派手な帽子」

について過剰の解釈が生じるということは、この解釈を生じさせるために「何について」

の「どのような側面」が過剰なのかを決定する何らかの仕組みがあることが疑われる。 

 また、(13a,b)の二重下線部は、どちらも仏像の大きさについての度合いを述べる解釈

である。 

 

(13) 程度のホド構文 

 a. 彫刻師の健は、 驚くほど 大きな仏像を作った。 

 b. 彫刻師の健は、 死ぬほど 大きな仏像を作った。 

 

(13)は「大仏」が「何について」を表し、「大きな」が「どのような側面」を表してい

るが、「驚くほど」と「死ぬほど」でどのようにして、「どれくらいの度合い」を表す

ことができるのか、単純な問題ではない。 

 さらに複雑なケースもある。(14)も、ホドに隣接していない要素に焦点を当てた解釈

が可能である。 

 

(14) 比較相関構文 

 a. 走るほど、疲れる。 

  ＝走る度合いに応じて疲れる度合いが増す 

 b. ゆっくり食べるほど、体にいい。 

  ＝食べ方のゆっくり度合いに応じて体にいい度合いが増す 

 c. 派手な帽子をかぶるほど、街中で目立つ。 

  ＝かぶった帽子の派手さ度合いに応じて目立つ度合いが増す 



8 

 

 

たとえば、(14b)の解釈は、「食べ方のゆっくり度合いと体にいい度合いが相関関係に

ある」ということであり、(14c)は「帽子の派手さ度合いと街中での目立ち度合いが相関

関係にある」ということである。ホドに隣接していない要素に焦点があてられるという

事実は、(12)と同じく、「何について」の「どのような側面」なのかを決定する仕組み

があることを疑わせるが、(12)と異なるのは、ホドという語彙項目は度合いを表さず、

どのようにして度合いが関わる解釈が生じているのかも明らかではない。このように、

度合いを述べるために必要な 3 つの情報について、さまざまなケースがあり、どのよう

に度合いを述べているのかは決して単純な問題ではない。 

 degree propertyが解釈に関わる文では、degree propertyが派生においてどのように関わ

るかは単純ではない。本論文では、degree propertyが解釈に関わる現象から、人間がど

のようにして度合いを述べるのかということを考察する。生成文法の観点から考察する

際には、どこまでが語彙的に指定されている部分で、どこまでが文の構築によって新た

に作り出される部分で、どこまでが構築された意味表示と話者の世界知識とを掛け合わ

せて導出される部分なのか、ということを選り分けることが非常に重要である。この点

を重視し、人間が度合いを述べるために、各段階でどのように degree propertyが表示さ

れ、どのように文の意味構成に関わるのかを考察する。解釈に度合いが関わる表現とし

て、特に V スギル構文（(12)）、程度のホド構文（(13)）、比較相関構文（(14)）を取

り上げることにする。 

 

1.4. 文の派生に関わるシステム 

1.4.1. Lexicon 

 1.1 節で述べたように、Lexicon とは語彙項目（lexical item）の集合である。生成文法

では、この語彙項目は、統語素性／意味素性／音韻素性の束（bundle of features）であ

るとされている。統語意味論では、Computational System での操作を明示的に捉えるた

めにそれぞれの語彙項目がどのようなものであるかをはっきりと定義するべきである

としている。 

 

(15) 語彙項目とは、次の(i)、 (ii)、 (iii)の束である。 

 (i) 範疇素性と統語素性の集合 

 (ii) 意味素性、すなわち、id-slot と property の集合の対。（property は、(3c)と同

様、attribute と value の対であるとする。） 

 (iii) 音韻形式     (上山 2015: chapter 1, section 1.3.2.) 

 

つまり、語彙項目は一般に(16)の形式になる。 
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(16) 語彙項目の一般形 

  [{範疇素性, 統語素性, ...}, <id-slot,{property, ...}>, 音韻形式]  

(上山 2015: chapter 1, section 1.3.2.) 

 

範疇素性は、いわゆる品詞の区別を表すものである。id-slot とは、object の指標番号に

相当する部分になるものである。たとえば、「ダンサー」と「若い」という語彙項目で

あれば、Lexiconでは(17)のようになる。 

 

(17)  a. [{N}, <id, {<Kind, ダンサー>}>, ダンサー] 

 b. [{A}, <★, {<若い, >}>, 若い] 

 

ここで、★は本論文で「解釈不可能素性」と呼ばれるものであるということだけ述べて

おくが、idと★の機能については、それぞれ Numeration と Computational System が関わ

るので、後程説明する。 

 

1.4.2. Numeration 

 統語意味論では、Numeration を(18)のように定義し、(19)を仮定している。 

 

(18) Numeration 

  指標と語彙項目を対にしたものの集合    (上山 2015: chapter1, section 1.3.2.) 

 

(19)  その語彙項目の id-slot が「id」の場合、その語彙項目が対になっている指標

番号で置き換える。           (上山 2015: chapter1, section 1.3.2.) 

 

Information Databaseでは object の指標番号の先頭が大文字の X であったが、Numeration

では語彙項目ごとの指標番号に小文字の x とすることにする。(17)は、Numerationにお

いて(20)になる。 

 

(20) a. <x1, [{N}, <x1, {<Kind, ダンサー>}>, ダンサー]> 

 b. <x2, [{A}, <★, {<若い, >}>, 若い]> 

 

(20)では、(17a)で id と記されたものが(20a)で「x1」と記されている。つまり、id-slot

にある idは、語彙項目自身の指標番号に置き換わるものである。Lexiconの段階では指

標番号がないため、idと記されるが、Numeration では指標番号があるため、指標番号と

同じになる。つまり、語彙項目には 2 通りあるということである。1 つは、(17a)のよう

に id-slot に idと記されている、もしくは、(20a)のように Numerationで振られた指標番
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号と同一の指標番号が記されているものである。もう 1 つは、id-slot に★と記されてい

るものである。統語意味論では、前者を OBJECT 指示表現、後者を property記述表現と

呼ぶ。 

 

(21) a. OBJECT 指示表現：Lexiconにおいて id-slot に「id」と記されているもの（す

なわち、Numeration以降は、指標番号と id-slot が同一であるもの） 

 b. property記述表現：id-slot に★（または☆）がはいっているもの 

 (上山 2015: chapter4, section 4.1.1) 

 

☆については 2 章において後述するが、基本的な機能としては★と同じ種類のものであ

る。 

 

1.4.3. Computational Sytem 

 Computational System では、Numeration にある語彙項目を組み合わせていく操作を行

う。Numeration に存在する語彙項目 xnと語彙項目 xmを組み合わせる操作は Merge と呼

ばれる。Chomsky (1995) では、Merge は(22)のように述べられている。 

 

(22)  The simplest such operation takes a pair of syntactic objects (SOi, SOj) and replaces 

them by a new combined syntactic object SOij.    (cf. Chomsky 1995: 226) 

 

上山 (2015) は、本来、語彙項目は素性の束であるので、(15)を反映させる形で Merge

を(23)のように定義している。 

 

(23) Merge 

 1.  Merge base から２つの要素 xn, xm をとりだす。 

  <xn, [{範疇素性 1, 統語素性 -slot1,{property1, ...}>, body1]> 

  <xm, [{範疇素性 2, 統語素性 -slot2,{property2, ...}>, body2]> 

 2.  次のような構築物を作り,それを Merge base に入れる。 

 

 

  <xm, [{範疇素性 2, 統語素性 -slot2,{property2, ...}>, < 

   <xn, [{範疇素性 1, 統語素性 -slot1,{property1, ...}>, body1]>, 

   <xm, [{範疇素性 2}, φ, body2]> 

  >]>      (上山 2015: chapter1, section 1.3.3.) 

 

Merge においては、Merge する 2 つの項目のうちどちらか一方の指標番号・統語素性・
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意味素性が上の節点の指標番号・統語素性・意味素性になる。これを「素性が継承され

る」と呼ぶ。素性が継承された方の項目を head とする。このように、Merge は語彙項

目に含まれるさまざまな素性の継承によって生じるわけであるから、樹形図では上の接

点を範疇素性のみで表す「NP」や「VP」という表記法は取らず、太線で headを表記す

ることにする。この Merge という操作は、Merge によって生まれた構成物に対して再び

適用することも可能である。そのため、Computational System では基本的に Mergeを繰

り返して構築していく。単語の一般形は(24)、句（phrase）の一般形を(25)であるとする。 

 

(24) 単語の一般形 

  <xn, [{範疇素性, 統語素性, ...}, <id-slot,{property, ...}>, 音韻形式]> 

(上山 2015: chapter1, section 1.3.3.) 

 

(25) 句の一般形 

  <xn, [{範疇素性, 統語素性, ...}, <id-slot,{property, ...}>, 構成要素のリスト]> 

(上山 2015: ch1, section 1.3.3.) 

 

Numerationは、入力の初期値であるため、Merge が適用可能な対象の集合を Numeration

と区別して、Merge baseと呼んでいる。ここで★の機能を説明しておく。property記述

表現の★は、語彙項目と★を含む語彙項目が Merge した場合に、Mergeの相手の指標番

号に置き代わることで消去される解釈不可能素性である。よって、(20a)と(20b)が Merge

すると、(26)になる。 

 

(26)  <x1, [{A}, <★, {<若い,＿ >}>, 若い]> 

  <x2, [{N}, <x2, {<Kind, ダンサー>}>, ダンサー]> 

⇒ 

  <x2, [{N},<x2, {<Kind, ダンサー>}>, < 

   <x1, [{A}, <x2, {<若い,＿ >}>, 若い]> 

   <x2, [{N},φ , ダンサー]> 

  >]> 

 

(27) LF 表示 
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1.4.4. 意味の表示 

 Computational System の派生が適格である場合、意味の部門と音の部門へ派生が進む

が、意味の部門では構築した構造の意味素性がそのまま取り出される。統語意味論では、

LF 表示から意味素性だけを取り出したものを LF意味素性と呼ぶことにする。仮に(26)

の構築物で派生が進むと、(28)の LF 意味素性になる。 

 

(28) LF 意味素性 

  <x2, {<Kind, ダンサー>}> 

  <x2, {<若い,＿ >}> 

 

LF 意味素性において、id-slot が同一のものをまとめることによって、意味表示が導か

れる。よって、(28)は、(29)の意味表示になる。 

 

(29) 意味表示 

  {<x2, {<Kind, ダンサー>, <若い,＿ >}>} 

 

これで、ダンサーに若いという propertyがあるということを述べることができる。意味

表示の計算が全て終了すると、Information Databaseの知識と参照されることによって、

Information Databaseが更新される。Information Databaseの定義は、(3)であった。 

 

(3) a. Information Database は, object（存在物）の集合である。 

 b. object とは,指標番号と property（特性）の集合との対であるとする。指標番

号は,単なる数字と区別するために大文字の X を先頭に置くことにする。 

  <X245, {property1, property2, ... }> 

 c. propertyとは,attribute（項目名）と value（値）との対であるとする。 

  <X245, {<attribute1,value1>, <attribute2, value2>, ... }> 

(cf. 上山 2015: chapter1, section1.2.1.) 

 

(29)は、語彙項目を組み合わせた結果表された意味であるが、(3)と並行的な形式になっ

ている。言語によって表されている意味というものを(30)のように考えている。 

 

(30) a. 意味表示は、OBJECT の集合である。 

 b. OBJECT とは、指標番号と property（特性）の集合との対であるとする。指標

番号は、単なる数字や object の指標番号と区別するために小文字の x を先頭

に置くことにする。 

  <x245, {property1, property2, ... }> 
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 c. propertyとは、attribute（項目名）と value（値）との対であるとする。 

  <x245, {<attribute1,value1>, <attribute2, value2>, ... }>  

(上山 2015: chapter1, section 1.3.5.) 

 

意味表示をこのようにして捉えると、Information Databaseと参照可能な状態になる。 

 

1.5. 文法性と容認性 

 Computational System は、Numerationにある語彙項目を構成的に組み合わせるもので

ある。しかし、どのような組み合わせでも解釈できるわけではない。適格な表示と不適

格な表示がある。統語意味論では、Chomsky (1995) の精神に従って Computational System

の操作がそれ以上適用されなくなった段階で、解釈不可能素性がすべて消去されている

表示が適格な表示、解釈不可能素性が残っている表示が不適格な表示としている3。

Numeration に入ってきた語彙項目には構造構築を行うことで消去される解釈不可能素

性が指定されている。語彙項目と語彙項目の Merge を繰り返すことで、語彙項目に指定

されている解釈不可能素性が消去され、最終的に解釈不可能素性が全て消去された状態

の派生が適格な派生である。ただし、Computational System で適格な表示が派生されれ

ば、必ず容認されるというわけではない。解釈不可能素性のない適格な表示が派生され

たとしても、語彙間の相性、文脈の欠如、発音など、さまざまな影響によって、容認性

が低下することがある。以降、表示として不適格なものであることを示す場合は、「*」

という記号を用いることにする。一方、容認性の高低を示す記号としては、左から高い

順番に「ok/ ?/ ??/ *?/ *」という記号を用いることにする。 

 

1.6. 本論文の構成 

 以下では、まず、第 2 章において、前提となる日本語の文構造を述べる。第 3 章では、

Vスギル構文でどのようにして度合いを述べているのかということを明らかにする。V

スギル構文のスギルには、語彙的に過剰の意味特性がある。Vスギル構文の文において、

さまざまな解釈が許されるのは、その過剰の意味特性を書き加える仕組みがあるためで

ある。第 3 章では、その提案を行う。第 4 章では、比較相関構文でどのように度合いを

述べているのかということを提案する。比較相関構文のホドには、スギルと異なり、語

彙的に何らかの度合いを表す意味特性がない。比較相関構文で度合いを述べることがで

きるのには統語操作が関わっている、ということを提案する。第 5 章では、程度のホド

構文に見られる現象から、程度のホド構文で度合いを述べることができるのは、デキゴ

トを度合いとしての理解をさせる表示が派生されているためであることを指摘する。最

                                                   

3 統語意味論のアプローチで「解釈不可能素性」と呼んでいるのは、結局のところ、「Computational 

System での派生終了時までに残留していたら不適格になるもの」のことである。 
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後に、第 6 章で本論文のまとめを行う。 
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2. 前提となる日本語の文構造 

 本章では、度合いを表す日本語の表現についての議論を展開する前に、日本語におけ

る動詞句の形成、時制要素を含んだ節の形成、形容詞や副詞が関わる場合について、本

論文が前提とする仮定を、統語意味論を踏まえて述べておく。 

 

2.1. 名詞句と動詞句の Merge 

 まず、名詞句と動詞の Mergeがどのようになされるのかということである。 

 デキゴトには参与者があり、その参与者はデキゴトの意味役割と結び付けられている。

日本語においては、格助詞が参与者とデキゴトの意味役割とを結びつける役割を担って

いると言っていいだろう。たとえば、しばしば(1)のような対応関係でそれぞれの格助

詞が特徴づけられる。 

 

(1) a. Agent...  ～が 

 b. Theme... ～を 

 c. Goal...  ～に      (上山 2015: chapter2, section 2.1.) 

 

もちろん、ヲ格名詞句が現れる動詞であれば必ず Theme を持つということではない。

「今朝、健がグラウンドを走った」のような経路を表す場合もある。デキゴトの意味役

割とどの格助詞が結びついているかは、Lexicon においてにそれぞれ指定がなされてい

ると考えるべきである。 

 デキゴトと名詞を結びつける方法としては、上山 (2015) に従い、次のような方法を

取る。たとえば、「落とす」という動詞は Lexiconで(2)のように書かれていると仮定す

る。 

 

(2)  [{V}, <id,{<Kind, 落>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 落とす] 

(上山 2015: chapter2, section 2.1.) 

 

(2)の「★wo」は、格素性「wo」を持つ名詞句が Merge すると、その名詞句が持つ指標

番号に置き代わる。また、「★ga」は、格素性「ga」を持つ名詞句が Mergeするとその

名詞句が持つ指標番号に置き代わる。ここで、格素性はそれぞれ Numeration に導入さ

れる際に語彙項目に追加されるものであるとする1。たとえば、woを持つ名詞句「花瓶

                                                   

1 上山 (2015) では、名詞と格助詞の Mergeを仮定している。ただし、本論文ではその点が議論

に大きな影響を与えないことから、「格素性はそれぞれ Numeration で導入されるものである」

と仮定する。 
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を」と★woを持つ「落とす」が Merge すると、(3)のように、★woが woを持つ名詞句の

指標番号に置き代わり、wo が削除される。以降、注目してほしい素性や派生上の変化

が生じた箇所に網掛けの表示を用いる。 

 

(3) x2「花瓶を」と x3「落とす」の Merge 

  <x2, [{N, wo}, <x2, {Kind, 花瓶}>, 花瓶を]> 

  <x3, [{V}, <x3,{<Kind, 落>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 落とす]>} 

⇒ 

  <x3, [{V}, <x3,{<Kind, 落>, <Theme, x2>, <Agent, ★ga>}>,< 

   <x2, [{N}, <x2, {Kind, 花瓶}>, 花瓶を]> 

   <x3, [{V}, φ, 落とす]>} 

  >]> 

 

(3)の<Theme, x2>のように、意味役割の value に名詞の指標番号が収まることによって

デキゴトと名詞が関係付けられたことになる。たとえば、ga を持つ名詞句「健が」も

含めた(4)の Numerationがあるとすると、(5)のように Merge する。 

 

(4) Numeration 

  {<x1, [{N, ga}, <x1, {Name, 健}>, 健が]> 

  <x2, [{N, wo}, <x2, {Kind, 花瓶}>, 花瓶を]> 

  <x3, [{V}, <x3,{<Kind, 落>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 落とす]>} 

 

(5) Computational System 

 a. <x2, [{N, wo}, <x2, {Kind, 花瓶}>, 花瓶を]> 

  <x3, [{V}, <x3,{<Kind, 落>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 落とす]>} 

⇒ 

  <x3, [{V}, <x3,{<Kind, 落>, <Theme, x2>, <Agent, ★ga>}>,< 

   <x2, [{N}, <x2, {Kind, 花瓶}>, 花瓶を]> 

   <x3, [{V}, φ, 落とす]>} 

  >]> 

 b. <x1, [{N, ga}, <x1, {Name, 健}>, 健が]> 

  <x3, [{V}, <x3,{<Kind, 落>, <Theme, x2>, <Agent, ★ga>}>,< 

   <x2, [{N}, <x2, {Kind, 花瓶}>, 花瓶を]> 

   <x3, [{V}, φ, 落とす]>} 

  >]> 

⇒ 
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  <x3, [{V},<x3,{<Kind, 落>, <Theme, x2>, <Agent, x1>}>, < 

   <x1, [{N,ga}, <x1, {Name, 健}>, 健が]> 

   <x3, [{V},φ,< 

    <x2, [{N}, <x2, {Kind, 花瓶}>, 花瓶を]> 

    <x3, [{V}, φ, 落とす]>} 

   >]> 

  >]> 

 

(6) (5)の樹形図 

 

 

 

 

 

日本語動詞句の基底構造としては、(6)のように、ヲ格名詞句が先に動詞と Merge し、

さらにガ格名詞句と Mergeすることで VP を形成するものであると考える2。 

 

2.2. 動詞句と時制要素の Merge 

 次に、動詞句と時制要素の Mergeについてである。日本語の時制要素には、ルとタが

ある。それぞれ次のような場合である。 

 

(7) a. ル形 

  動詞 (-u) 書く、落ちる、見える 等 

 b. タ形 

  動詞 (-ta) 書いた、落ちた、見えた 等 

 

日本語の時制要素とガの結びつきについて、ガ格名詞句は時制要素がある領域にしか生

起しないということが指摘されている3。たとえば、高井 (2009) では、(8)の例を挙げて

いる。 

 

                                                   

2 日本語のガ格名詞句とヲ格名詞句に階層性があるという議論と、基本語順がガニヲ語順である

という議論の詳細は、Saito (1985) と Hoji (1985) を参考にしてほしい。 

3 この分析は Takezawa (1987) が提案したものであるが、領域には諸説ある。たとえば、Saito 

(1985) では S 節点であると提案している。議論の詳細は Takezawa (1987) と Saito (1985) を参考

にしてほしい。 
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(8) a. *ビルには [ ジョンが帰国 ] が信じられなかった。 

 b. ビルには [ ジョンの帰国 ] が信じられなかった。 

 c. ビルには [ ジョンが帰国すること ] が信じられなかった。 

(高井 2009: 47, (80)) 

 

ガ格名詞句は、(8c)のように節内に時制要素がある場合は容認されるが、(8a)のように

ない場合は容認されない。しかし、ガ格名詞句は項関係のために動詞との Mergeが必要

である。そこで、生成文法では時制要素の領域に移動が行われると仮定されることがあ

る。本論文でも、まずガ格名詞句は VP と Merge し、次に時制要素と VP が Mergeする

と、ガ格名詞句は(9)のように移動をすると仮定する。 

 

(9)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 上山 (2015) では、時制要素の語彙項目を次のように仮定している。 

 

(10) 時制要素 

  [{T, +V}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta] 

  [{T, +V}, <★,{<Time, imperfect>}>, -ru]    (上山 2015: chapter2, section 2.5.) 

 

(11)  統語素性 ga は解釈不可能素性であり、Mergeの相手が主要部で範疇素性が T

の場合に消える。      (上山 2015: chapter2, section 2.5.) 

 

(12)  統語素性 +V は解釈不可能素性であり、Mergeの相手の範疇素性が Vの場合

に消える。      (上山 2015: chapter1, section 1.3.3) 

 

(12)の「+V」という仮定は、ルとタが動詞にしか接続しない時制形だからである。これ

らの仮定を踏まえると、(5)と時制要素との Merge は次のようになる。 

 

(13)  <x4, [{T, +V}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta]> 
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(5) Computational System（(5)の続き） 

 c. <x3, [{V},<x3,{<Kind, 落>, <Theme, x2>, <Agent, x1>}>, < 

   <x1, [{N,ga}, <x1, {Name, 健}>, 健が]> 

   <x3, [{V},φ,< 

    <x2, [{N}, <x2, {Kind, 花瓶}>, 花瓶を]> 

    <x3, [{V}, φ, 落とす]>} 

   >]> 

  >]> 

  <x4, [{T, +V}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta]> 

⇒ 

  <x4, [{T}, <x3,{<Time, perfect>}> ,< 

   <x3, [{V},<x3,{<Kind, 落>, <Theme, x2>, <Agent, x1>}>, < 

    <x1, [{N, ga}, <x1, {Name, 健}>, 健が]> 

    <x3, [{V},φ,< 

     <x2, [{N}, <x2, {Kind, 花瓶}>, 花瓶を]> 

     <x3, [{V}, φ, 落とす]>} 

    >]> 

   >]> 

   <x4, [{T },φ , -ta]>  

  >]> 

 d. <x1, [{N, ga}, <x1, {Name, 健}>, 健が]> 

  <x4, [{T}, <x3,{<Time, perfect>}> ,< 

   <x3, [{V},<x3,{<Kind, 落>, <Theme, x2>, <Agent, x1>}>, < 

     

    <x3, [{V},φ,< 

     <x2, [{N}, <x2, {Kind, 花瓶}>, 花瓶を]> 

     <x3, [{V}, φ, 落とす]>} 

    >]> 

   >]> 

   <x4, [{T },φ , -ta]>  

  >]> 

⇒ 

  <x4, [{T}, <x3,{<Time, perfect>}>,< 

   <x1, [{N}, <x1, {Name, 健}>, 健が]> 

   <x4, [{T}, φ ,< 



20 

 

    <x3, [{V},<x3,{<Kind, 落>, <Theme, x2>, <Agent, x1>}>, < 

      

     <x3, [{V},φ,< 

      <x2, [{N}, <x2, {Kind, 花瓶}>, 花瓶を]> 

      <x3, [{V}, φ, 落とす]>} 

     >]> 

    >]> 

    <x4, [{T},φ , -ta]>  

   >]> 

  >]> 

 

(14) (5)の樹形図 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、再び Merge 規則が適用されることになり、ga が削除される4。(14)から意

味素性が取り出され、(15)の LF 意味素性を形成し、同じ指標番号の意味素性を集約す

ると、(16)の意味表示になる。 

 

(15) LF 意味素性 

  <x3,{<Time, perfect>}> 

  <x1, {Name, 健}> 

  <x3,{<Kind, 落>, <Theme, x2>, <Agent, x1>}> 

  <x2, {Kind, 花瓶}> 

 

                                                   

4 上山 (2015) では、移動という操作を pick up, pass, landing という 3 つの操作に分けている。詳

しくは、上山 (2015) の 2 章 2.5 節を参照してほしい。 

(i)  pick-up ... 解釈不可能素性が残っている内部要素を一時的に統語素性として取り込む。 

(ii)  pass ... （通常の Mergeを行ないつつ）取り込んだ統語素性を上に受け渡していく。 

(iii)  landing ... 取り込んだ統語素性をあらためて１つの要素として、本体と(external) 

Mergeする。      (上山 2015: ch2, section 2.5.) 
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(16) 意味表示 

  {<x1, {Name, 健}> 

  <x3,{<Kind, 落>, <Theme, x2>, <Agent, x1>,<Time, perfect>}> 

  <x2, {Kind, 花瓶}>} 

 

(16)で「健が花瓶を落とした」という意味が派生されたことになる。 

 

2.3. 音形のない代名詞と動詞の Merge 

 日本語では、(17)のような文が容認される。 

 

(17) a. 健が投げた。 

 b. ボールを投げた。 

 

本来、(17a)では「ボールを」のような Theme となる名詞句があり、(17b)では「健が」

のような Agent となる名詞句があるはずであるが、日本語では十分に許されることから、

音形のないゼロ代名詞（pro）があると言われている。 

 (3)で仮定した「落とす」の項構造を満たすことなく意味解釈へ送ることはできない

ので、日本語には音形はなくとも項構造を満たす仕組みがあると考えられる。そこで、

統語意味論では、zero-Merge という方策を提案している。 

 

(18) zero-Merge 

  <xn, [{範疇素性 1, ...}, <xn,{..., <意味役割 1, ★>, ...}>, body1]> 

⇒ zero-Merge 

  <xn, [{範疇素性 1, ...}, <xn,{..., <意味役割 1, xm>, ...}>, < 

   <xm, [{NP}, <xm,{}>, φ]>, 

   <xn, [{範疇素性 1}, φ, body1]> 

  >]>           (上山 2015: ch2, section 2.6.) 

 

(18)で仮定されていることは、音形がない空の NP「<xm, [{NP}, <xm,{}>, φ]>」を Merge

させて★を削除するということである。本論文でも、音形がない要素では、(18)が起き

ると仮定する。 

 

2.4. 形容詞／副詞が関わる Merge 

 形容詞（(19)の「難しい」）や副詞（(20)の「ゆっくり」）は、名詞や動詞の特性を

記述する。たとえば、(19)は「論文」について「難しい」という特性があることを述べ

る。また、(20)では、「書く」というデキゴトに「ゆっくり」という特性があることを
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述べる。 

 

(19)  難しい論文 

 

(20)  ゆっくり書く 

 

 名詞や動詞といったOBJECT指示表現に特性を記述する表現を 1章で property記述表

現と呼んでいた。property記述表現は OBJECT 指示表現を修飾することによって特性を

記述することができる。この修飾関係は(21)のように表すことができる。 

 

(21) a.  

 

 

 

 b.  

 

 

 

たとえば、(21a)では、「論文」という OBJECT に「難しい」という特性を加えること

ができればよいわけであるから、「難しい」という語彙項目は(22)のように指定されて

いると仮定してみる。 

 

(22)  [{A},<★,{<難しい, __>}>, 難しい] 

 

(22)の★は、OBJECT 指示表現と Mergeすると、その指標番号に置き代わる。すると意

味表示では、(24)のように、<難しい, __>が OBJECT の property として加えられること

になる。 

 

(23) Numeration 

  <x1, [{A}, <★, {<難しい,＿ >}>, 難しい]> 

  <x2, [{N}, <x2, {<Kind, 論文>}>, 論文]> 

 

(24) Computational System 

  <x1, [{A}, <★, {<難しい,＿ >}>, 難しい]> 

  <x2, [{N}, <x2, {<Kind, 論文>}>, 論文]> 

⇒ 
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  <x2, [{N},<x2, {<Kind, 論文>}>, < 

   <x1, [{A}, <x2, {<難しい,＿ >}>, 難しい]> 

   <x2, [{N},φ , 論文]> 

  >]> 

 

(24)をそのまま樹形図にすると(21a)になり、その意味素性を取り出すと(25)になる。同

一の指標番号を揃えた意味表示は(26)である。 

 

(25) LF 意味素性 

  <x2, {<Kind, 論文>}> 

  <x2, {<難しい,＿ >}> 

 

(26) 意味表示 

  {<x2, {<Kind, 論文>,<難しい,＿ >}>} 

 

このようにして、形容詞などで表される特性は OBJECT に記述されることになる。 

 また、「ゆっくり」のように行為の様態を述べる副詞も動詞を修飾するという(21b)

の関係になることから、(22)と類似した指定になる。 

 

(27)  [{Adv},<★,{<ゆっくり, __>}>, ゆっくり] 

 

たとえば、(28)のように、「ゆっくり」と「書く」が Numeration にあるとする。<ゆっ

くり, __>という意味素性を焦点に充てると、(29)の LF 意味素性が取り出されることに

なり、最終的に、(30)の意味表示が得られることで、「書くという動作がゆっくり」と

いう解釈が得られる。なお、「書く」の意味役割は、様態を表す副詞と動詞の修飾にお

ける説明では重要な役割を果たさないため、「...」として略記する。 

 

(28) Numeration 

  <x3, [{Adv},<★,{<ゆっくり, __>}>, ゆっくり]> 

  <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 書く>, ...}>, 書く]> 

 

(29) LF 意味素性 

  <x4, {<ゆっくり, __>}> 

  <x4, {<Kind, 書く>, ...}> 

 

(30) 意味表示 
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  {<x4, {<Kind, 書く>,<ゆっくり, __>, ...}>} 

 

 property 記述表現が修飾するのは、OBJECT 記述表現のみではない。たとえば、(31)

のように、「難しい」という property記述表現を「とても」という property記述表現が

修飾する場合もある。 

 

(31) a. とても難しい論文 

 b. そこそこ難しい論文 

 c. 少し難しい論文 

 

(31a)は、「難しさがとてもである」という、「とても」が「難しい」の度合いを述べる

解釈であるので、統語意味論の枠組みでは、attributeは「難しい」で valueが「とても」

という形で表されることになる。 

 

(32) a. <難しい, とても> 

 b. <難しい, そこそこ> 

 c. <難しい, 少し> 

 

「とても」や「そこそこ」は、単体では、何らかのスケールに関して度合いを述べる表

現であるので、語彙項目としては、(33a,b)のように、attributeが無指定で value が「とて

も」になっていると考える。 

 

(33) a. [{Adv}, <★,{<__, とても>}>, とても] 

 b. [{Adv}, <★,{<__, そこそこ>}>, そこそこ] 

 

「とても難しい論文」の場合、観察できる意味は「論文」に「とても難しい」という特

性があるということである。property 記述表現と property 記述表現の Merge の場合、1

章の(23)の Mergeでは、★が property記述表現の指標番号となってしまうので、「論文」

が「難しい」ということになっても、「とても難しい」ということにはならない。そこ

で、統語意味論では(34)の property 記述表現同士の特殊 Merge を仮定している。2 つの

要素を組み合わせて 1 つにするという統語操作としての根本は 1 章の(23)の Mergeと同

じであるが、程度副詞と形容詞を組み合わせた特性がモノに記述されるということを意

味表示として明示的に捉えようとすると、(34)のように特殊な Mergeを仮定する必要が

ある。 

 

(34) property-Merge：property記述表現と property記述表現の特殊 Merge規則 
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  <xn, [{範疇素性 1, 統語素性 1, ...}, <★,{property1, ...}>, body1]> 

  <xm, [{範疇素性 2, 統語素性 2, ...}, <★,{property2, ...}>, body2]> 

⇒ 

  <xm, [{範疇素性 2, 統語素性 2, ...統語素性 1, ...}, <★,{properties1, 

properties2, ...}>, < 

   <xn, [{範疇素性 1}, φ, body1]>, 

   <xm, [{範疇素性 2}, φ, body2]> 

  >]>       (上山 2015: chapter4, section 4.1.2) 

 

(34)を仮定することで、(31a)は次のようになる。 

 

(35) Numeration 

  <x1, [{Adv}, <★,{<__, とても>}>, とても]> 

  <x2, [{A}, <★, {<難しい,＿ >}>, 難しい]> 

  <x3, [{N}, <x3, {<Kind, 論文>}>, 論文]> 

 

(36) Computational System 

 a. <x1, [{Adv}, <★,{<__, とても>}>, とても]> 

  <x2, [{A}, <★, {<難しい,＿ >}>, 難しい]> 

⇒property-Merge 

  <x2, [{A},<★, {<難しい,＿ >, <__, とても>}>, < 

   <x1, [{Adv}, φ, とても]> 

   <x2, [{A}, φ, 難しい]> 

  >]> 

 b. <x2, [{A},<★, {<難しい,＿ >, <__, とても>}>, < 

   <x1, [{Adv}, φ, とても]> 

   <x2, [{A}, φ, 難しい]> 

  >]> 

  <x3, [{N}, <x3, {<Kind, 論文>}>, 論文]> 

⇒ 

  <x3, [{N}, <x3, {<Kind, 論文>}>,< 

   <x2, [{A},<x3, {<難しい,＿ >, <__, とても>}>, < 

    <x1, [{Adv}, φ, とても]> 

    <x2, [{A}, φ, 難しい]> 

   >]> 

   <x3, [{N},φ, 論文]> 
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  >]> 

 

(37) (36)の樹形図 

   

 

 

 

 

(38) LF 意味素性 

  <x3, {<Kind, 論文>}> 

  <x3, {<難しい,＿ >, <__, とても>}> 

 

「<難しい,＿ >, <__, とても>」のままでは、「難しい」の valueを述べることができて

いない。そこで、統語意味論では、<難しい,＿ >のように valueが無指定の propertyと、

<__, とても>のように attribute が無指定の property は、LF 意味素性が作られたのちに<

難しい, とても>のように合成されて、意味表示を形成すると仮定している。 

 

(39) 意味表示派生規則 

  <xn, { ..., <α, ＿>, <__, β>, ...}> 

→→ property composition 

  <xn, { ..., <α, β>, ...}>     (上山 2015: chapter4, section 4.1.2) 

 

(40) 意味表示 

  {<x3, {<Kind, 論文>,<難しい,＿ >, <__, とても>}>} 

→→property composition 

  {<x3, {<Kind, 論文>,<難しい, とても>}>} 

 

(39)によって(40)の「とても難しい論文」という解釈を得ることができるわけである。

ここで、(41a,b,d)は容認可能であるが、(41c)は容認性が低い点に注意してほしい。 

 

(41) a. とても難しい論文 

 b. 難しい論文 

 c. *とても論文 

 d. とても美人 

 

(41b,c)はそれぞれ(42a,b)の意味表示になる。 
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(42) a. {<x3, {<Kind, 論文>,<難しい, __>}>} 

 b. {<x3, {<Kind, 論文>,<__, とても>}>} 

 

これは、(42a)の<難しい,＿ >のように、attributeに指定があり、valueが無指定の property

は解釈できるが、(42b)の<__, とても>のように、attributeが無指定で、valueに指定があ

る propertyは解釈できないということを表している。OBJECT に度合いだけの情報があ

ったとしても、それが何の度合いなのかわからない状態では、その propertyに対する理

解が生じないままになってしまうため、容認性が低くなる5。(41d)の「美人」は、品詞

としては名詞であるが、度合いを表す表現で直接修飾できることからも、「美しさ」の

degree propertyを持っていると考えるのが適切である。 

 以降、これらの仮定を前提に議論を進める。 

 

                                                   

5 「とっても論文らしい論文だ！」という意味で「とても論文だ！」とすると、容認性できるか

もしれない。その場合は、「論文」が<論文性, __>のような degree propertyを持っていると考え

られる。この解釈は「論文らしさ」の度合いを述べているので、<論文性, とても>という property

を解釈しているのだろう。他にも、「その行動はとっても田中君っぽいね！」という意味で、「そ

の行動はとっても田中君だね！」と言うこともできる。各単語にどのような propertyがあるかは、

知識状態によって個々人で大きく異なるものである。一般的に degree propertyを含まないような

名詞だからといって、degree propertyを持たないということではない。 
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3. V スギル構文 

 本章では、解釈に度合いが関わる表現の一つである Vスギル構文について考察する。

本章では、Vスギル構文の度合いの述べ方には、特に、スギルという語彙に直接指定さ

れている意味素性と、構造構築とが関わることを指摘する。スギルは語彙項目に「過剰

性」の意味特性が含まれており、その意味特性を加える相手（個物）を構造によって選

ぶということを提案する。 

 

3.1. スギルを用いた文 

 日本語のスギルを用いた文には、本動詞としての用法の「新幹線が博多駅を過ぎた」

のように「ある場所を通ってさらに進む」という意味や、「約束の時間から 30 分が過

ぎた／約束の日から 30 日が過ぎた」のように「時間や期間が過ぎる」という意味にな

る場合もあるが、(1)のように、何かの過剰性を表す場合がある。 

 

(1) a. 彼女はおしゃべりが過ぎる。 

 b. 彼女の金使いは度が過ぎている。 

 c. 君の言うことは無責任に過ぎる。    (小泉 他 1989: 255-256) 

 

過剰性の解釈になる場合には、(2)のように「形容詞＋スギル」という形式もある。 

 

(2) a. 荷物が重すぎた。 

 b. プレゼントが高すぎた。 

 c. 服装が派手すぎた。 

 

さらに、(3)のように、「動詞＋スギル」という形式で過剰性を表す場合もある。この

ように、「動詞の連用形＋スギル」という表現を含み何らかの過剰性を表す構文を、本

論文では、Vスギル構文と呼ぶことにする。 

 

(3) a. 健は晩御飯を食べすぎた。 

 b. ｛肉／もち｝を焼きすぎて、堅くなってしまった。    (由本 2005: 239, (36a)) 

 c. 今日は歩きすぎて疲れた。 

 

 影山 (1993) は、V スギルを、語彙部門で形成される語彙的複合動詞ではなく、統語

部門で形成される統語的複合動詞の１つとして分類し、スギルは「程度を表す限り、ど

のようなものでも整合する (影山 1993: 153) 」と述べている。それに対して、影山・
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由本 (1997) と由本 (2005) では、モジュール形態論1の観点から、語の性質によっては

どのようなものとでも整合するわけではないことを示し、Vスギル構文の解釈を統語構

造でどのように作るか提案をしている。由本 (2005) は、本章で後程詳しく紹介する。

井本 (2002) は、影山・由本 (1997) の一般化をもとに、モジュール形態論の観点から

Vスギルの解釈の多様性を説明している。Vスギル構文は、複合動詞としての議論だけ

でなく、英語の表現と比較した議論もある。たとえば、Sugioka (1986) や由本 (2005) で

は、「over-V」と「V スギル」との相違点や類似点が指摘している。また、Nakanishi (2004) 

では、意味論の観点から、英語の「too」の denotation を基にしてスギルの denotationを

提案している。 

 本章では、Vスギル構文がさまざまな解釈を許すことを見せたうえで、それぞれの解

釈に対応する意味表示がどのように構成されていくのかということを示す。3.2 節で V

スギル構文において、どのような現象が観察されるかを概観する。3.4 節で、本論文の

分析を提示し、Vスギル構文では degree property が派生においてどのように扱われるの

かを明らかにする。3.5.1 節で、由本 (2005) を紹介し、3.5.2 節でその分析の問題点を

指摘する。 

 

3.2. V スギル構文の現象の観察 

 「動詞＋スギル」という形式で、(4)の場合には動詞が表す行為についての過剰性を

表す解釈になる。本章では、過剰性を表す部分に二重下線部を引く。 

 

(4) a. 健は漫画を読みすぎた。 

  （＝あまりにたくさん読んだ） 

 b. 花子はご飯を食べすぎた。 

  （＝あまりにたくさん食べた） 

 c. 健は笑いすぎた。 

  （＝あまりにたくさん笑った） 

                                                   

1 モジュール形態論は、Shibatani & Kageyama (1988) や影山 (1993) で主張されており、語形成

の部門と語彙部門・統語部門とを切り分ける(i)のようなモデルを提案している。なお、Shibatani 

& Kageyama (1988) で示される Fiure 4 (Shibatani & Kageyama 1988: 481) も、語形成の部門と語彙

部門・統語部門とを切り分ける点で共通しており、ここでは、影山 (1993) の図を掲載する。 

(i) モジュール形態論による文法モデル 

         (影山 1993: 356, (71)) 
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この場合、スギルによって過剰性が表わされているのはスギルに隣接している要素、す

なわち、動詞が表わす行為である。これは、先に見た「形容詞語幹＋スギル」が形容詞

語幹が表わす特性の過剰性を表していることと同じである。(2)や(4)の例を見ると、ス

ギルによって過剰性の意味を付け加えられるのはスギルに隣接している要素である。こ

こで注目されるのは、Vスギル構文は、(5)のように動詞が表す行為の量の過剰性を表す

以外の解釈も許すということである。 

 

(5) a. 健は論文を丁寧に読みすぎた。 

  ＝読み方が丁寧すぎた 

 b. 花子がゆっくり走りすぎた（せいで、待っていた智子も授業に遅れた）。 

  ＝走り方がゆっくりすぎた 

 c. 健は大げさに笑いすぎた。 

  ＝笑い方が大げさすぎた 

 

(5a)は、量として「読みすぎ」たわけではなく、「読み方が丁寧すぎる」と解釈される。

(5b)も、「走りすぎた」わけではなく、「走り方がゆっくりすぎた」という解釈が可能

であり、(5c)も「大げさすぎる」という解釈である。(6)のような場合もある2。 

 

(6) a. 田中先生は（学部生対象の授業なのにあまりに）難しい課題論文を選びすぎ

た。 

  ＝選んだ課題論文が難しすぎた 

 b. 花子は（目立ちたくなかったはずなのに）派手な帽子をかぶりすぎて（その

結果、みんなから注目されてしまった。） 

  ＝かぶった帽子が派手すぎた 

 c. （いくら念願のマイホームだったとはいえ）健は高価な家を買いすぎた（せ

いで毎月のローンの支払いが苦しいようだ。） 

  ＝買った家が高価すぎた 

 

(6a)は、選んだ課題論文は 1 つであっても「課題論文が難しすぎる」という解釈が可能

である。(6b)は「かぶった帽子が派手すぎる」という解釈が可能であり、(6c)も「高価

な家」に関する解釈が可能である。このように、隣接している要素だけではなく、ヲ格

名詞句にも過剰の解釈が及ぶことがある。このような解釈は、ニ格名詞句についても観

                                                   

2 この現象を指摘し議論をしているのは、管見の限り影山・由本 (1997) が初めであると認識し

ている。本論文は、提案の最終的な形であると思われる由本 (2005) を後に詳しく紹介する。 
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察できる。 

 

(7) a. 健は、（彼女の誕生日だからと背伸びして）高級なレストランに入りすぎた

（ことを後悔していた。） 

  ＝入ったレストランが高級すぎた 

 b. あの社長は工事を仲のいい友達に頼みすぎて（、談合じゃないかと疑われた。） 

  ＝頼んだ友達と仲が良すぎた 

 c. 熱いお湯に入りすぎて（、やけどをしてしまった。） 

  ＝入ったお湯が熱すぎた 

 

(7a)は、入ったのがたった 1 度であっても、「そのレストランが高級すぎた」という解

釈が可能である。(7b,c)でも、それぞれ「仲が良すぎた」「お湯が熱すぎた」解釈が可

能である。さらに、ヲ格名詞句やニ格名詞句だけでなはなく、(8)のように、ガ格名詞

句に対しても過剰性の意味が及ぶことがある。 

 

(8) a. （せっかくのチャンスボールだったのにあまりに）非力な選手が蹴りすぎて、

ゴールまでボールが届かなかった。 

  ＝蹴った選手が非力すぎた 

 b. （普通のサイズの人が 2 人乗ることができるゴンドラなのにあまりに）体の

大きな人が乗りすぎたせいで、1 人しか乗れなかった。 

  ＝乗った人の体が大きすぎた 

 c. （初回講演を見に行ったところ、）渋い役柄を若い人が演じすぎていて（渋

みが全く出なかった。） 

  ＝演じた人が若すぎる 

 d. （新品の竿なのに）大きな魚がかかりすぎて（折れてしまった） 

  ＝かかった魚が大きすぎた 

 

(8a)は、1 回のチャンスボールを「蹴った選手が非力すぎた」解釈が可能であり、(8b)

は、「乗った人の体が大きすぎた」解釈が可能である。同様に、(8c)では「演じた人が

若すぎた」解釈が、(8d)では「かかった魚が大きすぎた」解釈が可能である。さらに、

次のような場合でも可能である。 

 

(9) a. ポスターを高いところに貼りすぎて、見えないよ。(cf. 由本 2005: 261, (70a)) 

  ＝貼ったところが高すぎた 

 b. 花子は（1 曲しか歌ってないのにあまりに）大きな声で歌いすぎて（、喉がガ

ラガラになった。） 
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  ＝歌った声が大きすぎた 

 c. 健は（まだまだ入門者なのに）難しい参考書で勉強しすぎて（、まだよくわ

からないままだ。） 

  ＝参考書が難しすぎた 

 

(9a)を例にとると、「貼ったところが高すぎた」解釈が可能である。(9b,c)のようなデ格

名詞句でも動詞の行為以外についての過剰の解釈が可能である。このように、スギルは、

形態的には動詞に後接しているにもかかわらず、スギルから構造的に離れた位置にある

要素について過剰の解釈を述べることができるのである。 

 もちろん、Vスギル構文がどんな解釈でも許すわけではない。(10a)を「読み方が丁寧

すぎた」と解釈したり、(10b)を「課題論文が難しすぎる」と解釈したりすることは難

しい。 

 

(10) a. 健は、以前、丁寧に読んだ論文を後輩に説明しすぎた。 

  ≠読み方が丁寧すぎた 

 b. （授業を受けた）学部生は難しい課題論文を選んだ先生を非難しすぎて（先

生を怒らせてしまった） 

  ≠課題論文が難しすぎた 

 c. 専務は、仲のいい友達に頼んだ社長を責めすぎ（て、左遷されてしまった。） 

  ≠友達との仲が良すぎた 

 d. あの役者は、ふつうは若い人が演じる役柄を担当しすぎ（て、渋い役柄が似

合わなくなってしまった。） 

  ≠演じた人が若すぎた 

 

 V スギル構文の(4)-(9)の事実は、どのようにしてスギルから構造的に離れた位置にあ

る要素について過剰の解釈が生じるのかという疑問を生じさせる。また、(4)-(9)に対し

て(10)が観察されるという事実は、なぜ(10)の二重下線部についての過剰の解釈が生じ

ないのかという疑問を生じさせる。この疑問に対する本論文の分析を提案するまえに、

次節で Vスギル構文に生じる解釈を詳しく観察する。 

 

3.3. V スギル構文の解釈 

3.3.1. V スギル構文の解釈を構成する要素 

 改めて Vスギル構文の解釈を詳しく観察してみる。 

 

(11) a. 健は論文を丁寧に読みすぎた。≒(5a) 

  （＝読み方の丁寧さが過剰である） 
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 b. 田中先生は難しい課題論文を選びすぎた。≒(6a) 

  （＝課題論文の難しさが過剰である） 

 c. 非力な選手が蹴りすぎた。≒(8a) 

  （＝選手の非力さが過剰である） 

 

まず、過剰性の意味を持つ語彙項目を確認しておく。(11)の解釈の「過剰である」とい

う意味は、たとえば(12)で「難しい論文」と言っても論文の難しさが過剰であるという

解釈にならないことから、Vスギル構文の「過剰である」という意味はスギルという語

彙項目が与えているものである。 

 

(11b)  田中先生は難しい課題論文を選びすぎた。≒(6a) 

  （＝課題論文の難しさが過剰である） 

 

(12)  田中先生は難しい課題論文を選んだ。 

  （≠課題論文の難しさが過剰である） 

 

次に、どのような要素が V スギル構文の解釈を構成しているのかを明らかにしておき

たい。(11a)の解釈は「「読む」の丁寧さ」が過剰ということである。(11b)は「「課題

論文」の難しさ」が過剰ということである。(11c)は「「選手」の非力さ」が過剰という

ことである。このように観察すると、Vスギル構文の解釈が「「何について」の「どの

側面（スケール）」が過剰であるか」で構成されていると考えることができる。つまり、

過剰性を表すために、Vスギル構文のスギルには「「何について」の「どの側面（スケ

ール）」」なのかという 2 つの情報が重要なのである。そもそも、「難しい論文」のよ

うに、何らかの特性を述べる場合、「難しい」という語そのものだけでなく、その特性

が「何について」なのかという情報は必要不可欠である。スギルが何らかの過剰性を表

すためにこの 2 つの情報が重要でも何ら不思議ではない。(11)では、「読み」「課題論

文」「選手」が「何について」にあたり、「丁寧に」「難しい」「非力な」が「どの側

面（スケール）」にあたる。 

 このように考えると、Vスギル構文の文を分析するにあたって重要なことは、何らか

の過剰性を表すスギルが、「何について」とスケールにどのように関係付けられている

のか、ということである。可能性だけを考えるならば、スギルが過剰の意味を与える相

手は、「何について」のみ、スケールのみ、「何について」とスケールの両方、もしく

は「何について」でもスケールでもない、という選択肢がありうる。本論文では、その

過剰の意味を加える相手が「何について」であるということを提案する。この提案は、

具体的には、(13)の「論文」のような「何について」にあたる要素を、スギルが選択す

るという分析である。以降、過剰の解釈に関わる「何について」にあたる要素を「過剰
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解釈の対象」と呼ぶことにし、過剰解釈の対象に四角囲いをすることにする。 

 

(13)  田中先生は学部生の授業に難しい論文を選びすぎた。 

 

それに対して、影山・由本 (1997)、井本 (2002)、由本 (2005) など、これまでの研究は、

スギルが選択するのはスケールの方であるとしている。たとえば、由本 (2005) は、(14)

の「難しい」のようなスケールを表す語をスギルが選択するという分析を提案している。 

 

(14)  田中先生は学部生の授業に難しい論文を選びすぎた。(cf. (13)) 

 

 次節より、過剰解釈の対象に注目して観察しなおし、本論文の分析を提案する。 

 

3.3.2. V スギル構文の構造条件と過剰解釈の対象 

 あらためて過剰解釈の対象に注目して例文を見直してみる。(15)では「論文が難しす

ぎる」という解釈が可能であるのに対して、(16)では「論文が難しすぎる」という解釈

ができない。 

 

(15)  先生は学部生の授業に難しい論文を選びすぎた。（≒ (6a)） 

  ＝ok選んだ論文が難しすぎた 

 

(16)  学生が [ 授業で難しい論文を選んだ ] 先生を非難しすぎた。（≒ (10b)） 

  ＝*論文が難しすぎた 

 

(15)と(16)の違いは、(15)では過剰解釈の対象が連体修飾節に含まれていないが、(16)で

は過剰解釈の対象が連体修飾節内に含まれているという点である。つまり、過剰解釈の

対象が連体修飾節に含まれていると、スギルと関係付けることができないと考える必要

がある。もちろん、このことはスギルと過剰解釈の線形的距離の問題ではない。(17a)

は少し難しさを感じるが、「運んだ人が非力すぎた」解釈が可能である。それに対して、

(17b)は「読み方が丁寧すぎた」解釈が不可能である。 

 

(17) a. （引っ越し作業中、配達員の中でも）非力な人が家に荷物を運びすぎ（て落

としてしまった） 

  ＝?運んだ人が非力すぎた 

 b. 健は、丁寧に読んだ論文を後輩に説明しすぎた。 

  ≠読み方が丁寧すぎた 
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 過剰解釈の対象の統語的位置に着目して例文を見直すと、(18)のように、連体修飾節

に含まれていなければ、過剰解釈の対象がヲ格名詞句でも、ニ格名詞句でも、ガ格名詞

句でも、デ格名詞句でも、スギルの過剰の解釈が可能であることがわかる。 

 

(18) a. 健は学部生の授業に難しい論文を選びすぎた。（≒(15)） 

  ＝ok選んだ論文が難しすぎた 

 b. あの社長は工事を仲のいい友達に頼みすぎて（、談合じゃないかと疑われた。） 

  ＝ok頼んだ友達と仲が良すぎた 

 c. （普通のサイズの人が 2 人乗ることができるゴンドラなのに、）体の大きな

人が乗りすぎた（せいで、1 人しか乗れなかった。） 

  ＝ok乗った人の体が大きすぎた 

 d. 花子は（1 曲しか歌ってないのに）大きな声で歌いすぎて（、喉がガラガラ

になった。） 

  ＝ok歌った声が大きすぎた 

 

 もちろん、過剰解釈の対象が連体修飾節内に含まれるかは区別するべきである。(18)

に対して、(19)は容認されない。 

 

(19) a. 学生が [ 授業で難しい論文を選んだ ] 先生を非難しすぎた。（＝(16)） 

  ≠論文が難しすぎた 

 b. 専務は、 [ 仲のいい友達に工事を頼んだ ] 社長を責めすぎた。 

  ≠友達との仲が良すぎた 

 c. [ 体の大きな人が乗った ] ゴンドラを揺らしすぎた。 

  ≠人の体が大きすぎた 

 d. [ 大きな声で歌った ] 友達をほめすぎた。 

  ≠声が大きすぎた 

 

このように、過剰解釈の対象が連体修飾節に含まれていない場合は解釈可能であるが、

連体修飾節内に含まれる場合については解釈不可能である。 

 過剰解釈の対象の構造的な位置が V スギル構文の文の解釈可能性を左右していると

いうことは、Computational Systemにおいて、どれが過剰解釈の対象なのかが指定され

る仕組みがあると考えるべきである。 

 

3.4. 提案する分析 

3.4.1. 過剰の解釈の表示 

 過剰の意味を表す表示がどのようなものであるか考察しておきたい。たとえば「難し
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い本を選びすぎた」という文で「選んだ本が難しすぎた」解釈が生じる場合、表してい

る度合いは、(21)のように「難しさのスケールについて過剰の位置を占めている」とい

うことであろう。過剰の度合いは「sugi」で書き表すことにする。これは 1 章で述べた

「とても難しい」と並行的に考えられる。 

 

(20)  

 

 

(21)  

 

 

value に sugi が入ることで、何らかのスケールについて過剰の位置を占めていることを

述べられるとすると、最終的に意味表示で(22)を作ることができれば過剰の解釈を表せ

ることになる。 

 

(22)  <xn, {..., <Kind, 本>, <難しい, sugi>,... }> 

 

意味表示としては(22)が生じればよいわけであるが、スギルという語彙項目の指定とし

ては、<__, sugi>の形式で過剰性を表す情報が指定されていると考えたい。理由は、V

スギル構文ではさまざまなスケールについての過剰性を表すことができるからである。

value である sugi がどのような attribute の過剰性を表すかは、語と語が組み合わさって

から明らかになるものであるため、スギルという語彙項目としては attributeの指定がな

されていない状態であるとするのが適切である。 

 3.3.2 節の「過剰解釈の対象の構造的な位置が解釈可能性を左右している」という点

を踏まえて述べ直すと、過剰性の解釈になる表示を派生するためには、Computational 

Systemで行われているのは、<__, sugi>がどの OBJECT に書き加えられるのかを指定す

るということになる。 

 

3.4.2. 過剰解釈の対象に基づく分析 

 過剰解釈の対象の構造的な位置が V スギル構文の解釈可能性を決定しているという

ことは、Computational System において、どれが過剰解釈の対象なのかを指定する仕組

みがあるということである。そこで、スギルは Lexicon において(23)のように指定され

ていると仮定する。 

 

(23) スギル 

  [{V}, <★<target>, {<＿, sugi>}>, すぎ] 

【難しい】 sugi 

【難しい】 とても 
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過剰の意味を表す<__, sugi>という property を加えられる過剰解釈の対象が、どの語彙

項目なのかを明らかにする役割は id-slot の「★<target>」が担う。id-slot とは 1 章で述べた

意味素性の指標のための場所である。★<target>という素性には「<target, xm>」という対

となる素性がある。<target, xm>という素性は、自身が導入された語彙項目の指標番号

を持ち、その指標番号と★<target>が入れ替わることで、<__, sugi>を書き加える先を指定

する。★<target>と<target, xm>をそれぞれ(24)、(25)と仮定する。 

 

(24) ★<target> （解釈不可能素性） 

  Merge の相手が主要部であり、かつ、<target, xm>を持つ場合に、★<target>は xm

に置き換わる。 

 

(25) <target, xm> （解釈不可能素性） 

 a. <target, xm>は、Merge の相手が★<target>を持っている場合に削除される。 

 b. <target, xm>は、非主要部からも継承される。 

 

(25)の<target, xm>という素性は、Numerationにおいて OBJECT 指示表現の統語素性に導

入されると考えたい。(23)-(25)を仮定することによって、<target, xm>が導入された語彙

項目の指標番号は、<target, xm>によって伝えられ、<target, xm>を持つ語彙項目とスギ

ルが Merge すると、★<target>がその指標番号に入れ替わって消去される。すると、スギ

ルが<＿, sugi>をどの OBJECT に書き込めばいいのかが明らかになる。形容詞がそうで

あるように、id-slot に他の OJBECT 番号が来ることによって、他の OBJECT の性質を記

述することができる。ここまで過剰解釈の対象と呼んできたのは、結局のところ、スギ

ルの id-slot（(23)でいうところの★<target>の場所）に入る指標番号を持った語彙項目のこ

とである。 

 ここで、述べておきたいのが、(23)のスギルが、property 記述表現の形式を持ってい

るということである。スギルは、「越える」という意味で本動詞として使用されること

がある。その場合には、デキゴトを表すので、OBJECT 指示表現である。しかし、過剰

の意味を加えるという V スギル構文のスギルが持つ機能は、デキゴトを表すスギルが

持つ機能ではなく、副詞や形容詞のような、何らかの特性を記述する property記述表現

としての機能である。つまり、スギルは<__, sugi>という property を OBJECT に記述す

る property記述表現であるということになる。V スギル構文の参与者が、スギルではな

く、Vの方の参与者であるという点も、このことを支持している。 

 

(26)  花子が派手な帽子をかぶりすぎた。 

  「花子が」→かぶるの Agent 
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  「帽子を」→かぶるの Theme 

 

スギルは形態的には動詞であるが、項構造を持たず、デキゴトを表わさない。そのため、

構造上の役割は property記述表現と考えることができる。 

 具体的にどのように表示が作られるのか見ていく。たとえば、(28)の Numerationがあ

るとする。なお、句の表示の「構成要素のリスト」の部分は、Mergeを繰り返すことで

長くなり、煩雑になるので、<...略...>と表記する。また、以降の章でも、1 章に引き続

き、注目してほしい素性や派生上の変化が生じた箇所に網掛けを施す。 

 

(27) 句の一般形（＝1 章の(25)） 

  <xn, [{範疇素性, 統語素性, ...}, <id-slot,{property, ...}>, 構成要素のリスト]> 

(上山 2015: chapter1, section 1.3.3.) 

 

(28) Numeration 

  <x1, [{N, ga}, <x1, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

  <x2, [{A}, <★, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

  <x3, [{N, wo, <target, x3>}, <x3, {<Kind, 論文>}>, 論文を]> 

  <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 選 b-]> 

  <x5, [{V}, <★<target>, {<＿, sugi>}>, すぎ]> 

  <x6, [{T,+V}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta]> 

 

(29) (28)の Computational System 

 a. x2 と x3 の Merge 

  <x2, [{A}, <★, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

  <x3, [{N, wo, <target, x3>}, <x3, {<Kind, 論文>}>, 論文を]> 

⇒ 

  <x3, [{N, wo, <target, x3>}, <x3, {<Kind, 論文>}>, < 

   <x2, [{A}, <x3, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

   <x3, [{N},φ, 論文を]> 

  >]> 

 b. <x3, [{N, wo, <target, x3>}, <x3, {<Kind, 論文>}>,<...略...>]> 

  <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 選 b-]> 

⇒ 

  <x4, [{V, <target, x3>}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, ★ga>}>,< 

   <x3, [{N }, <x3, {<Kind, 論文>}>, <...略...>]> 

   <x4, [{V},φ, 選 b-]> 
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  >]> 

 c. x1 と x4 の Merge 

  <x1, [{N, ga}, <x1, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

  <x4, [{V, <target, x3>}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, ★ga>}>,<...

略...>]> 

⇒ 

  <x4, [{V, <target, x3>}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, x1>}>,< 

   <x1, [{N, ga}, <x1, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

   <x4, [{V},φ,<...略...> 

  >]> 

 d. x5 と x4 の Merge 

  <x5, [{V}, <★<target>, {<＿, sugi>}>, すぎ]> 

  <x4, [{V, <target, x3>}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, x1>}>,<...

略...>]> 

⇒ 

  <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, x1>}>,< 

   <x5, [{V}, <x3, {<＿, sugi>}>, すぎ]> 

   <x4, [{V},φ,<...略...> 

  >]> 

 e. x4 と x6 の Merge 

  <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, x1>}>,<...略...>]> 

  <x6, [{T, +V}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta]> 

⇒ 

  <x6, [{T}, <x4,{<Time, perfect>}>, < 

   <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, x1>}>,<...略...>]> 

   <x6, [{T}, φ, -ta]> 

  >]> 

 f. x1 と x6 の Merge 

  <x1, [{N, ga}, <x1, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

  <x6, [{T}, <x4,{<Time, perfect>}>, <...略...>]> 

⇒ 

  <x6, [{T}, <x4,{<Time, perfect>}>, < 

   <x1, [{N}, <x1, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

   <x6, [{T},φ, <...略...> 

  >]> 
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(30) (29)の樹形図3
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、「論文を」に付与された「<target, x3>」は、x2 と x3 の節点、x3 と x4 の

節点、x1 と x4 の節点に継承され、スギルと Merge することで、指標番号を受け渡す。

ここで、スギルは VP に対して非主要部として Mergeしている。日本語は基本的に右側

が主要部であるといわれているものの、前述のように、スギルは機能としては動詞とい

うより副詞的であり、property 記述表現としての機能を持つ。そのため、非主要部とし

て Merge すると仮定する方がよい。V スギル構文では、「笑いすぎ！」や「見すぎ！」

のように、参与者を明示しない形式の生産性は非常に高いことも、スギルが非主要部と

して Merge するため VP の構築を妨げないという点で、関わりがあるかもしれない。非

主要部として Mergeするとすれば、スギルは(31)-(33)の節点に Merge しうる。 

 

(31)  Vとスギルの Merge 

 

 

 

 

(32)  ヲ格名詞句と Vの mother node とスギルの Merge 

   

 

 

 

 

                                                   

3 (30)の樹形図で<target, x3>が継承された節点に<target, x3>と記している。<target, x3>のみ継承

しているわけではないが、<target, x3>が継承されていく様子を明示的にするために、継承された

節点に<target, x3>を記入している。以降も同様である。 
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(33)  ガ格名詞句と VP の mother nodeとスギルの Merge 

   

 

 

 

 

 

 

動詞の行為について過剰である解釈が容易にできても、ヲ格名詞句について過剰である

解釈が難しいという話者もいる。その場合は、(31)のMergeを頻繁に行っているために、

(32)の Merge ができておらず、ヲ格名詞句に係る過剰の解釈が難しく感じている可能性

がある。また、動詞の行為やヲ格名詞句について過剰である解釈が容易にできてもガ格

名詞句についての過剰である解釈が難しいという話者は、(31)や(32)の Merge を頻繁に

行っているために、(33)の Mergeができておらず、ガ格名詞句に係る過剰の解釈を難し

く感じている可能性がある。 

 ただし、由本 (2005) が指摘するように、VP の外から修飾すると考えられる「確か

に／明らかに／運良く」について、「確かすぎる／明らかすぎる／運が良すぎる」とい

う解釈ができないことから、(33)よりさらに上の節点にスギルがMergeすることはない。 

 

(34) a. 健は、確かに [VP勉強し過ぎ ] た。 

  （≠健が勉強していることが確かすぎる） 

 b. 彼女は、明らかに [VP子供を甘やかしすぎ ] ている。 

  （≠彼女が子供を甘やかしていることが明らかすぎる） 

 c. 私は、運良く [VP大学に入りすぎ ] た。 

  （≠私が大学に入ったのが運良すぎた）  (cf. 由本 2005: 258, (63)) 

 

つまり、(35)のような構造は非文法的である。 
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(35)  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本論文では、最も多くの解釈を許す(35)の位置でMerge する構造を用いる。なお、由本 

(2005) が指摘した(34)の事実は、スギルが構造的には OBJECT を書き加える相手として

選んでいるという本論文の主張の 1 つの根拠にもなる4。つまり、(34)で「確かすぎる」、

「明らかすぎる」、「運が良すぎる」という解釈が生じないのは、「確かに」、「明ら

かに」、「運良く」が修飾する OBJECT が存在していないためであると考えることが

できる。 

 動詞の修飾部についての過剰の解釈が生じる場合は、OBJECT 指示表現である動詞が

<target, xm>を持つ。「ゆっくり走りすぎた」という文で「走り方がゆっくりすぎた」

という解釈が可能な場合、「走 r-」に<ゆっくり, ＿>と<＿, sugi>が書き加えられ、意味

表示で<ゆっくり, sugi>という表示が出ているということになる。Numerationに(36)の語

彙項目があり、「走 r-」に<target, xm>が導入されると(37)の樹形図になる。 

 

(36) Numeration 

  <x1, [{N,ga}, <x1, {<Name, 花子>}>, 花子が]> 

  <x2, [{Adv}, <★, {<ゆっくり, ＿>}>, ゆっくり] > 

  <x3, [{V, <target, x3>}, <x3, {<Kind, 走る>, <Agent, ★ga>}>, 走 r-]> 

  <x4, [{V}, <★<target>, {<＿, sugi>}>, すぎ]> 

  <x5, [{T,+V}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta]> 

 

                                                   

4 「文の意味が object の集合である」とする統語意味論のアプローチにとって、「確かに」のよ

うないわゆる文副詞が直接修飾する OBJECT が存在しないということは、「確かに」のような

語の意味が反映されなくなるため、問題になる。この問題は、本論文の中では解決できないので

置いておくが、命題レベルに関わる意味を反映させる PROPOSITION のような propertyの集合を

考える必要がある。 
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(37) (36)の樹形図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「走 r-」の<target, x3>が継承され、<＿, sugi>が書き加えられる相手が x3 の「走 r-」で

あるということが明らかになる。 

 (18)対(19)で示したように、連体修飾節内の OBJECT は過剰解釈の対象になることが

できない。連体修飾節内にある場合と連体修飾節内にない場合の違いは、過剰解釈の対

象とスギルの間に時制要素が介在しているか否かである、と言うことができる。このこ

とは、<target, xm>が時制要素（TP）を越えて継承されないということに言い換えられる
5。(25)にこの条件を加えて、(38)にする。 

 

(38) <target, xm> （解釈不可能素性） 

 a. <target, xm>は、Merge の相手が★<target>を持っている場合に削除される。 

 b. <target, xm>は、非主要部からも継承される。ただし、T が非主要部として Merge

する場合には継承されない。 

 

連体修飾節内の語彙項目に<target, xm>が導入された場合、T を含む語彙項目を越えて

<target, xm>が継承されず、<target, xm>と★<target>が削除されない。すると、これらの素

性が削除されないままになり、非文法的な派生になる。たとえば、(39)の Numeration が

あるとする。 

 

(39) Numeration 

                                                   

5 (i)は、時制要素がないようにも見えるが、「リボンが大きすぎた」解釈ができない。この場合、

「大きなリボンが好きな」をタ形にすると「リボンが好きだった」であることからも、連体形活

用語尾が時制要素に含まれると考えることができる。もしくは、音形のない時制要素を仮定する

べきかもしれない。 

(i)  [ 大きなリボンが好きな ] 女の子と話しすぎた。 

  ≠リボンが大きすぎた 
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  <x1, [{N,ga}, <x1, {<Kind, 学生>},学生が]>  

  <x2, [{A}, <★, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

  <x3, [{N,wo, <target, x3>}, <x3, {<Kind, 論文>}>, 論文を]> 

  <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, ★wo >, <Agent, ★ga >}>, 選 b-]> 

  <x5, [{T, +V}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta]> 

  <x6, [{N,wo}, <x6, {<Kind, 先生>}>, 先生を]> 

  <x7, [{V}, <x7, {<Kind, 非難する>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga >}>,非難し]> 

  <x8, [{V}, <★<target>, {<＿, sugi>}>, すぎ]> 

  <x9, [{T, +V }, <★,{<Time, perfect>}>, -ta]> 

 

(40) Computational System 

 a. x2 と x3 の Merge 

  <x2, [{A}, <★, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

  <x3, [{N,wo, <target, x3>}, <x3, {<Kind, 論文>}>, 論文を]> 

⇒ 

  <x3, [{N, <target, x3>},<x3, {<Kind, 論文>}>,< 

   <x2, [{A}, <x3, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

   <x3, [{N}, φ, 論文を]> 

  >]> 

 b. x3 と x4 の Merge 

  <x3, [{N,wo, <target, x3>},<x3, {<Kind, 論文>}>,<...略...>]> 

  <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, ★wo >, <Agent, ★ga >}>, 選 b-]> 

⇒ 

  <x4, [{V, <target, x3>},<x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, ★ga>}>,< 

   <x3, [{N},<x3, {<Kind, 論文>}>,<...略...>]> 

   <x4, [{V}, φ , 選 b-]> 

  >]> 

 c. x4 と x5 の Merge 

  <x4, [{V, <target, x3>},<x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, ★ga>}>,<...

略...>]> 

  <x5, [{T}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta]> 

⇒ 

  <x5, [{T, <target, x3>}, <x4,{<Time, perfect>}>, < 

   <x4, [{V},<x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, ＿>}>,<...略...>]> 

   <x5, [{T}, φ, -ta]> 

  >]> 
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 d. x5 と x6 の Merge 

  <x5, [{T, <target, x3>}, <x4,{<Time, perfect>}>, <...略...>]> 

  <x6, [{N }, <x6, {<Kind, 先生>}>, 先生を]> 

⇒ 

  <x6, [{N},<x6, {<Kind, 先生>}>,< 

   <x5, [{T, <target, x3>}, <x4,{<Time, perfect>}>, <...略...>]> 

   <x6, [{N }, φ, 先生を]> 

  >]> 

 e. x6 と x7 の Merge 

  <x6, [{N},<x6, {<Kind, 先生>}>,<...略...>]> 

  <x7, [{V}, <x7, {<Kind, 非難する>, <Theme, ＿>, <Agent, ＿>}>,非難し]> 

⇒ 

  <x7, [{V},<x7, {<Kind, 非難する>, <Theme, x6>, <Agent, ＿>}> ,< 

   <x6, [{N},<x6, {<Kind, 先生>}>,<...略...>]> 

   <x7, [{V},φ ,非難し]> 

  >]> 

 f. x1 と x7 の Merge 

  <x1, [{N }, <x1, {<Kind, 学生>},学生が]>  

  <x7, [{V},<x7, {<Kind, 非難する>, <Theme, x6>, <Agent, ＿>}> ,<...略...>]> 

⇒ 

  <x7, [{V},<x7, {<Kind, 非難する>, <Theme, x6>, <Agent, x1>}>, < 

   <x1, [{N }, <x1, {<Kind, 学生>},学生が]>  

   <x7, [{V},φ ,<...略...>]> 

  >]> 

 g. x7 と x8 の Merge 

  <x8, [{V}, <★<target>, {<＿, sugi>}>, すぎ]> 

  <x7, [{V},<x7, {<Kind, 非難する>, <Theme, x6>, <Agent, x1>}>, <...略...>]> 

⇒ 

  <x7, [{V},<x7, {<Kind, 非難する>, <Theme, x6>, <Agent, x1>}>, < 

   <x8, [{V}, <x7, {<＿, sugi>}>, すぎ]> 

   <x7, [{V},<x7, {<Kind, 非難する>, <Theme, x6>, <Agent, x1>}>, <...略...>]> 

  >]> 

 

 h. <x7, [{V},<x7, {<Kind, 非難する>, <Theme, x6>, <Agent, x1>}>, <...略...>]> 

  <x9, [{T,+V}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta]> 

⇒ 
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  <x9, [{T}, <x7,{<Time, perfect>}>,< 

   <x7, [{V},<x7, {<Kind, 非難する>, <Theme, x6>, <Agent, x1>}>, <...略...>]> 

   <x9, [{T},φ, -ta]> 

  >]> 

 

(41) (40)の樹形図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(41)に示すように、<target, x3>は x2 と x3 の mother node、x4 と x5 の mother node、x5

と x6 の mother node まで継承されるが、それより上には継承されない。そのため、x7

とスギルが Mergeしても、<target, xm>と★<target>の解釈不可能素性が残り、不適格な表

示になる。 

 

3.4.3. 提案する分析に基づく意味表示 

 本節では、LF 表示以降、具体的にはどのように解釈が作られるのかを見ていきたい。

たとえば、(28)の Numeration から作られた(29)は、意味素性をそのまま抜き取ると(42)

になる。 

 

(42) (28)の LF 意味素性 

  {<x4,{<Time, perfect>}> 

  <x4, {<Kind, erab->, <Theme, x3>, <Agent, x1>}> 

  <x3, {<＿, sugi>}> 

  <x1, {<Kind, 先生>}> 
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  <x3, {<Kind, 論文>}> 

  <x3, {<難しい, ＿>}>} 

 

(42)を同じ指標番号でまとめると、(43)になる。 

 

(43) (28)の意味表示 

  {<x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, x1>,<Time, perfect>}> 

  <x1, {<Kind, 先生>}> 

  <x3, {<Kind, 論文>,<難しい, ＿>,<＿, sugi>}> 

 

「<難しい, ＿>,<＿, sugi>」のように、valueが無指定の propertyと attributeが無指定の

propertyがあると、property composition が起きる。 

 

(44) 意味表示派生規則（2 章の(39)） 

  <xn, { ..., <α, ＿>, <__, β>, ...}> 

→→ property composition 

  <xn, { ..., <α, β>, ...}>      (上山 2015: chapter4, section 4.1.2) 

 

すると、(43)は(45)の意味表示になる。 

 

(45) (43)の最終的な意味表示 

  {<x4, {<Kind, erab->, <Theme, x3>, <Agent, x1>,<Time, perfect>}> 

  <x1, {<Kind, 先生>}> 

  <x3, {<Kind, 論文>,<難しい, sugi>}> 

 

(45)で x3 の「論文」に<難しい, sugi>という property があることによって、「選んだ論

文が難しすぎる」という解釈が生じる。 

 また、(36)の Numeration から作られた(37)は、意味素性をそのまま抜き取ると(46)に

なり、(47)の意味表示になる。 

 

(46) (37)の LF 意味素性 

  {<x3, {<Kind, 走る>, <Agent, __>}> 

  <x3, {<＿, sugi>}> 

  <x3, {<ゆっくり, ＿>}> 

  <x1, {<Name, 花子>}> 

  <x3,{<Time, perfect>}>} 



48 

 

 

(47) (46)の意味表示 

  {<x3, {<Kind, 走る>, <Agent, x1>,<ゆっくり, ＿>,<＿, sugi>,<Time, perfect>}> 

  <x1, {<Name, 花子>}>} 

→→ property composition 

  {<x3, {<Kind, 走る>, <Agent, x1>,<ゆっくり, sugi>,<Time, perfect>}> 

  <x1, {<Name, 花子>}>} 

 

「ゆっくり走りすぎた」という文で「ゆっくりすぎた」解釈が生じるのは、(47)のよう

に「走る」という OBJECT に、<ゆっくり, ＿>と<＿, sugi>の property が書き加えられ

る場合である。これによって、property composition が起き、<ゆっくり, sugi>という

propertyが生じ、「ゆっくりすぎた」解釈が生じる。 

 ただし、Vスギル構文はスギルの過剰解釈の対象さえ選択できればなんでも過剰の解

釈が可能になるというわけではない。たとえば、(48)を見てほしい。 

 

(48) （引っ越しと言っても、ほんの少ししか荷物がなかったのに、...） 

 a. 健はトラックを借りすぎた。 

 b. 健は大きなトラックを借りすぎた。 

 

(48a)でも(48b)でも、「トラック」が連体修飾節内に含まれていない。しかし、(48b)で

は「借りたトラックが大きすぎた」という解釈が成り立つのに対して、(48a)では「借り

たトラックが多すぎた」という「借りた量」についての解釈しか可能でない。つまり、

モノが過剰解釈の対象の場合には、そのモノについて何らかの attributeを表す語が語彙

として表現されていることが必要なのである。これは、形態的に名詞だけではいけない

というわけでもない。(49)では、「新作を着た人が美しすぎた」という解釈が可能であ

る。 

 

(49) a. せっかくの新作を美人が着すぎた（ため、服が目立たなかった。） 

 b. （上手な歌手の後に、）へたくそが歌いすぎて（、会場が盛り下がってしま

った。） 

 

「美しすぎた」解釈が可能になるのは、「美人」は、形態的には名詞であるが、<美し

い, __>という attributeを表す propertyを含んだ語であるからである。(48)に対して、動

詞が過剰解釈の対象の場合、attributeを表す言語表現がなくとも解釈が可能である。(50)

は「読む」の量／頻度が過剰であるという解釈になる。 
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(50)  漫画を読みすぎた。 

 

「論文を丁寧に読みすぎた」のように、その行為に関わる修飾要素がある場合には、そ

れがスケールとなるが、何も言語表現がない場合には、量もしくは頻度についての過剰

の解釈になる。これは、動詞には語彙的に量や頻度の意味素性があるためである。そも

そも、程度副詞が動詞を修飾できるという事実も、もともと動詞の意味素性に量や頻度

の意味素性が含まれていることを示している6。 

 (51)は動詞に修飾部がない場合である。(52)の Numerationがあるとすると、(53)の LF

意味表示になり、(54)の意味表示になる。 

 

(51)  健は漫画を読みすぎた。 

  ＝読んだ量が過剰である 

 

(52)  <x1, [{N }, <x1, {<Kind, 健>}>, 健は]> 

  <x2, [{N}, <x2, {<Kind, 漫画>}>, 漫画を]> 

  <x3, [{V, <target, x3>}, <x3, {<Kind, yom->, <Theme, ＿>, <Agent, ＿>, <頻度,

＿>, <量,＿>}>, 読 m-]> 

  <x4, [{V}, <★<target>, {<＿, sugi>}>, すぎ]> 

  <x5, [{T}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta]> 

 

(53) (52)の構築物の LF 意味素性 

  {<x3,{<Time, perfect>}> 

  <x3, {<Kind, yom->, <Theme, x2>, <Agent, x1>, <頻度,＿>, <量,＿>}> 

  <x3 {<＿, sugi>}> 

  <x1, {<Kind, 健>}> 

  <x2, {<Kind, 漫画>}>} 

 

(54) (53)の意味表示 

  {<x3, {<Kind, yom->, <Theme, x2>, <Agent, x1>, <頻度,＿>, <量,＿>,<＿, 

sugi>,<Time, perfect>}> 

                                                   

6 Nakanishi (2004)は、主に意味論の側面から「V スギル」について分析しており、行為とスギル

が関わる場合は説明可能なものの、スギルから構造的に離れた位置で解釈可能な場合を考慮して

いない。しかし、Nakanishi (2004)で指摘されている(i)の現象は、本論文の提案でどのように説明

されるのか、今後考察していく必要がある。 

(i)  ジョンが本を昨日３冊読みすぎた。（＝読んだ本の数が、ジョンが思ったよりも３冊

過剰だった）     (cf. Nakanishi 2004: 179, (2b)) 
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  <x1, {<Kind, 健>}> 

  <x2, {<Kind, 漫画>}>} 

→→ property composition 

  {<x3, {<Kind, yom->, <Theme, x2>, <Agent, x1>, <頻度,＿>, <量, sugi>,<Time, 

perfect>}> 

  <x1, {<Kind, 健>}> 

  <x2, {<Kind, 漫画>}>} 

 

動詞には語彙的に<頻度,＿>や<量,＿>の property がある。そのどちらかと<＿, sugi>が

property composition を起こすことで、動詞の頻度や量の過剰性を表わす解釈が生じる。 

 本節で述べたように、スギルが OBJECT 指示表現に書き加えた<＿, sugi>と degree 

propertyが property composition を起こすことで、過剰の解釈が生じる。 

 

3.4.4. V スギル構文の解釈可能性とスケールの関わり 

 過剰解釈の対象（スギルの id-slot に入った指標番号の語彙項目）が Computational 

Systemにおいて決定される分析を提案してきたが、「sugi」という valueが入る attribute

はどのようにして設定されるのだろうか。本節では、「sugi」が入る attribute の設定に

ついて議論する。 

 3.3.2 節では、連体修飾節内からは過剰解釈の対象を選べないことを指摘したが、そ

れに対して、「sugi」が入る attribute を表す語の分布を構造関係から捉えることは困難

である。たとえば、(55a)の「いろんな色」についての過剰の解釈が可能であるし、(55b)

でも「ややこしく」についての過剰の解釈が可能である。 

 

(55)  a. （皆いろんな色を使った帽子をかぶって来ると言うから、気合を入れて 50 色

の帽子をかぶってきたのに、皆せいぜい 8 色だったせいで、） 

  花子一人だけ、[ いろんな色を使った ] 帽子をかぶりすぎていて（異様に目

立ってしまったのが恥ずかしかった）。 

 b. （大学 1 年生の健は、初めて読む論文として選んだ論文があまりにややこし

くて、もっと簡潔に書かれた論文を選ぶべきだった。） 

  健は、 [ ややこしく書かれた ] 論文を選びすぎて（、著者の主張が読み取れ

なかった） 

 

「いろんな色」や「ややこしく」は連体修飾節内にあり、かなり深い位置にあっても、

スギルによる過剰の解釈は容認されることがある。ここで、過剰解釈の対象の「帽子」

の構造的位置に注目すると、連体修飾節内に含まれていないということに気がつく。つ

まり、この例文で過剰の解釈が可能になるのは、「いろんな色を使った帽子」＝「カラ
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フルな帽子」という推論が成り立つからである。 

 (56a)と(56b)は、構造が同じであるにもかかわらず、(56a)で「格好付けすぎのポスタ

ーになった」という解釈はなんとか可能でも、(56b)では、「着飾りすぎのポスターに

なった」という解釈はできない。 

 

(56) a. 健は [[[ 格好付けて描いた ] ポスター ] を作り ] すぎた。 

 b. 健は [[[ 着飾って描いた ] ポスター ] を作り ] すぎた。 

 

「格好付けて描いたポスター」＝「格好付けたポスター」というのは常に成り立つとは

限らないが、これが成り立つと仮定したとたんに(56a)の「格好つけすぎのポスターにな

った」の解釈ができるようになる。それに対して、「着飾ったポスター」というのが意

味不明なため、(56b)は(56a)よりも容認性が低い。その証拠に、(57)のように、明示的に

「格好付けて描いたポスター」≠「格好付けたポスター」と述べた文では、「格好つけ

すぎのポスターになった」という解釈は、無理になる。 

 

(57)  健は [[[ 格好付けて描いた ] 普通のポスター ] を作り ] すぎた。 

 

(55)-(57)に示すように、どの attribute を表す語の特性を過剰解釈の対象に関連付けて解

釈できるのかには、構造だけでは決定できない側面がある。 

 さらに極端な例を考えると、(58a)において「ポスターに派手さが足りなかった（＝し

ぶすぎた）」という解釈も、(58b)において「論文にややこしさが足りなかった（＝簡

単すぎた）」という解釈も不可能とは言い切れない。 

 

(58) a. ?あのデザイナーは、（依頼主から、しぶめのポスターを作ってほしいという

依頼を受けていたが、あまりに、）[ 派手に描かれていない ] ポスターを作

りすぎて（、依頼主から歩行者の目に留まらないと突き返された。） 

 b. （論文を読む力をつけるためにはややこしくてわかりにくい論文も読む必要

があるので、授業の初めの 1 本は皆ややこしい論文を選んでくるが、）健は、 

[ ややこしく書かれていない ] 論文を選びすぎて（、皆拍子抜けだった。） 

 

(58)の解釈で何が過剰なのかと言うと「派手さのなさ」である。つまり、(58)では「sugi」

の value が入る attribute が連体修飾節全体で複合的に生み出されていることになる。こ

のような事実は、attribute を表す語がどのように構造条件として関わるのかを明らかに

することが困難であることを表している。 

 本論文では、LF 表示から派生する表示が、LF 意味素性の段階で(22)になるのではな

く、(59)になると提案している。 
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(22)  <xn, {..., <Kind, 本>, <難しい, sugi>,... }> 

 

(59)  <xn, {..., <Kind, 本>, <難しい, __>, <__, sugi>,...}> 

 

前述のように、<＿, sugi>がどのようなスケールの value になるのかということは単純で

はない。語彙的に指定されている場合は特に(22)でも(59)でも変わりはないが、(55)-(58)

の複合的に作られる場合を考えると、構造構築がなされて意味表示の段階になって初め

て attribute として現れるものがある。(55)-(58)のような複雑な現象を説明しようとする

と、Computational System の段階で(22)のような表示が生じるような分析では、説明する

ことができなくなる。そのため、構造構築によって得られる表示は(59)であり、property 

composition が行われることによって、(22)の表示が得られるとするのが適切である。

attribute がもともと語に指定されているものだけでなく、構造構築によって構成される

場合があることを考えると、attributeには(60)の 3 通りの在り方がある。 

 

(60) a. 語彙的に直接指定されている場合 

 b. 修飾関係によって他の語彙項目から加えられる場合 

 c. 構築された意味表示に基づいた意味合成と話者の世界知識とを掛け合わせて

作られる場合 

 

(60a)は、たとえば、「読む」の<頻度, __>や「美人」の<きれい, __>のように、語彙的

に直接指定がなされている場合である。また、(60b)は、「きれいなダンサー」や「ゆ

っくり読む」のように、修飾関係などの構造構築によって加えられる場合である。それ

だけでなく、たとえば「ややこしく書かれた論文」では直接「論文」を「ややこしく」

が修飾しているわけではないのに推論や世界知識によって「ややこしく書かれた論文＝

ややこしい論文」と理解できてしまう場合があるように、構築された意味表示に基づい

た意味合成と話者の世界知識とを掛け合わせて作られる場合（(60c)）もある。(55)-(58)

の現象がみられるのも、(60c)の生じ方があるためである。 

 

3.5. 由本 (2005) の分析との比較 

 由本 (2005) の 5 章では、Vスギル構文の解釈は構造的に決定されており、(61)の「難

しい」のような要素の構造的位置によって、Vスギル構文の解釈可能性が決まる、と主

張されている7。 

                                                   

7
 より厳密には、由本 (2005) は、V スギルの V 以外について過剰の解釈が生じる場合について

は構造にもとづいて解釈が決定されると仮定されている一方、V について過剰の解釈が生じる場
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(61)  田中先生は学部生の授業に難しい論文を選びすぎた。(cf. (13)) 

 

本節では、スギルがスケールを選択するという由本 (2005) が提案した分析を紹介し、

その問題点を述べる。 

 

3.5.1. 由本 (2005) の分析 

 由本 (2005) は、スギルは [+gradable] 素性を持つ語と統語的に関係づけられなけれ

ばならないという特性を持つと考えた。 [+gradable] 素性を持つ語とは、何らかの意味

で量や程度に段階性が認められる語のことで、以下、 [+gradable] 素性を持つ語には下

線を引いておく。そして、由本 (2005) は、スギルが結び付けられる [+gradable] 素性

を持つ語は、スギルと隣接する動詞句（(62)）、その動詞句を修飾する副詞句（(63)）、

その動詞句の目的語名詞句（(64)）であると観察している。 

 

(62) a. ｛肉／もち｝を焼き過ぎて、固くなってしまった。   (由本 2005: 239, (36a)) 

 b. 論文を書き過ぎた日は、目が疲れている。（＝論文を書いた時間が長すぎた） 

(由本 2005: 242, (41a)) 

 

(63) a. 車を強く押し過ぎて車が坂の下まで行ってしまった。（＝車の押し方が強す

ぎた）          (由本 2005: 235, (29b)) 

 b. 彼は早く（[+gradable]素性）家を建て過ぎたと後悔した。(＝家を建てたのが

早すぎた)         (由本 2005: 242, (44a)) 

 

(64) a. 厚紙が要るというから、箱を壊したが、大きい箱を壊し過ぎた。（＝壊した

箱が大きすぎた）        (由本 2005: 240, (40d)) 

 b. 彼は大きな（ [+gradable] 素性）家を建て過ぎたと後悔した。（＝建てた家が

大きすぎた）                    (由本 2005: 242, (45b)) 

 

(62)-(64)に対して、(65)や(66)のような主語名詞句内の [+gradable] 素性を持つ語とは、

スギルを関連付けられないと由本 (2005) は述べている。 

 

(65) a. 最近は、悪い風習が広がり過ぎて困る。（≠風習が悪すぎる） 

(由本 2005: 230, (22c)) 

                                                                                                                                                     

合には語彙的解釈メカニズムにもとづいて解釈が決定されると述べられている。ただ、由本 

(2005) が仮定しているメカニズムのどちらにおいても、スギルが [+gradable] 素性を選択するこ

とによって V スギル構文の過剰の解釈が生じると考えられている点は共通している。 
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 b. 珍しい財宝があり過ぎてもそれなりの悩みがある。（≠財宝が珍しすぎる） 

(由本 2005: 231, (24c)) 

(66) a. この公園ではうるさい子供が遊び過ぎる。(≠子供がうるさすぎる) 

 (由本 2005: 230, (18c)) 

 b. この映画では、普通の通りをきれいな人が歩きすぎる。(≠人がきれいすぎる) 

 (由本 2005: 230, (20c)) 

 

由本 (2005) は、主語名詞句は、非対格自動詞でも非能格自動詞でも他動詞でも、「主

語名詞句を修飾する要素に「過ぎる」がかかる解釈はあり得ない（由本 2005: 231）」

としており、「どんな文脈を与えても無理であろう（由本 2005：231）」という観察か

ら、(67)を挙げている。 

 

(67)  すべての動詞において、主語の修飾語句には「過ぎる」の意味作用が及ばな

い。          (由本 2005: 243, (i)) 

 

また、(68a)の「よく」や(68b)の「小さく」のように、[+gradable] 素性を持つ語が埋め

込み節内にある場合も、スギルと関連付けた解釈はできないと観察している。 

 

(68) a. 健は、[CP [IP 子供がよく勉強する ] と ] 言い過ぎた。 

  （≠健は子供がよく勉強しすぎると言った） 

 b. 健は、[NP [CP 花子が小さく書いた ] 字 ] を読み過ぎた。 

  （≠健は花子が小さ過ぎる字を読んだ） 

 c. 花子は、[CP [IP 健がなぜ早く起きた ] か ] 聞きすぎた。 

  （≠花子は、健がなぜ早く起き過ぎたか聞いた）      (由本 2005: 259, (66)) 

 

 これらの観察に基づいて、由本 (2005) は、(69)-(72)のような分析を提案している。 

 

(69)  「[V2 [V1 V]過ぎる]」の V1は動詞上昇を起こして「[V2 [V1 tV] VV-過ぎる]」にな

ることで、VVの元位置（tV）で統率していた要素も統率する8。 

(cf. 由本 2005: 269) 

 

(70)  「過ぎる」は統語構造内において統率する要素の中から [+gradable] 素性を探

                                                   

8
 由本 (2005) では、Baker (1988) の Government Transparency Corollaryを基にしている。なお、

後半部の「VVの元位置（tV）で統率していた要素も統率する」は (由本 2005: 269 ) を一部修正

したものであり、前半部は述べられていないが、(69)のように仮定していると推測されるため補

っている。 
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し、それをターゲットとして選択する。       (由本 2005: 264, (75)) 

 

(71) 統率9 

  αがβを m統御し、αとβが同一の最大投射範疇内にあれば、αはβを統率

する。 

 

(72) m統御10
 

  αがβを支配せず、αを支配する最初の最大投射がβを支配するとき、αは

βを m統御する。 

 

(73) (63b)の樹形図 

   

 

 

 

 

 

 

 ただし、(69)-(72)だけでは、(62)と(63)の説明はできても、(64)や(74)の場合が説明で

きない。 

 

(74) a. ポスターを[PP [DP [A高い] ところ ] に ] 貼りすぎて、見えないよ。 

  （＝貼ったところが高すぎる） 

 b. テレビを [PP [DP [A近い] ところ ] に ] 置き過ぎると、よくないよ。 

  （置くところが近すぎる） 

 c. ブローチを[PP [DP下のほう ] に ] 付け過ぎた。 

  （＝付けた場所が下すぎる） 

 d. 獲物を[PP [A遠く ] から ] 狙い過ぎてはずしてしまった。 

  （＝狙ったところが遠すぎた） 

 e. 電車が{[ PP [A 遅く ] まで ]／[PP [A朝早く ] から ] } 走りすぎるので、住民

が文句を言った。 

  （＝電車が終わるのが遅すぎる／始発が早すぎる）    (由本 2005: 261, (70)) 

                                                   

9
 由本 (2005) の中では、統率の定義は述べられていないが、おそらく、(71)の定義に基づいて

いると推測される。 

10 由本 (2005) の中では、m-統御の定義は述べられていないが、おそらく、(72)の定義に基づい

ていると推測される。 
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(75) (74a)の樹形図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(75)に示すように、「高い」の上に PPがあり、「貼り過ぎる」の最大投射内に「高い」

がないため、スギルは「高い」を統率できないからである。そこで、由本 (2005) は(76)

の仮定を加えている。 

 

(76)  [+gradable]素性はそれを直接支配するDPとさらにそのDPを直接支配する PP

まで浸透する11。         (由本 2005: 263-264) 

 

これを仮定すると、(75)の「高い」の [+gradable] 素性は、(76)により、「高い」の上の

DP とさらにその上の PP まで浸透することになり、その結果、スギルによって統率され、

過剰の解釈が許されることになる。 

 

3.5.2. 由本 (2005) の分析の問題点 

 由本 (2005) は、(76)による [+gradable] 素性の浸透を仮定した上で、過剰の解釈の可

能性は、スギルによって [+gradable] 素性が統率されるかどうかで予測できると主張し

ている。しかし、由本 (2005) の分析にはいくつか問題点がある。 

 まず、全ての主語名詞句の修飾部についての過剰の解釈は、由本 (2005) の分析では

容認されないと予測されるにもかかわらず、2 節の(8)で見せたように、主語名詞句に含

まれる修飾部であっても、過剰の解釈が十分に容認可能な例は数多くある。 

 

(8)  a. （せっかくのチャンスボールだったのにあまりに）非力な選手が蹴りすぎて、

ゴールまでボールが届かなかった。 

                                                   

11 「[+gradable] 素性の浸透」という概念は、Grimshaw (2000) などに見られる概念である。 
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  ＝蹴った選手が非力すぎた 

 b. （普通のサイズの人が 2 人乗ることができるゴンドラなのにあまりに）体の

大きな人が乗りすぎたせいで、1 人しか乗れなかった。 

  ＝乗った人の体が大きすぎた 

 c. （初回講演を見に行ったところ、）渋い役柄を若い人が演じすぎていて（渋

みが全く出なかった。） 

  ＝演じた人が若すぎる 

 d. （新品の竿なのに）大きな魚がかかり過ぎて（折れてしまった） 

  ＝かかった魚が大きすぎた 

 

(77) a. （健は、街頭で健が大好きなアヴェ・マリアという曲を歌っている人を見か

けた。思わず聴きに行ったところ、大好きな曲なのに、あまりに、）へたく

そな歌手が歌いすぎて（て聞いていられなかった。） 

  ＝歌った歌手がへたくそすぎる 

 b. 健は、（授業中に外を見ているときに先生に急にあてられて驚いてしまった

ので、返事で思わず「はい！」と、）大きな声が出すぎた。 

  ＝出た声が大きすぎる 

 

つまり、由本 (2005) が提案した、スギルが [+gradable] 素性を選択できる構造的範囲

は狭く、この分布を統率でとらえることはできない。 

 次に、由本 (2005) は、Computational Systemで [+gradable] 素性を直接選択する分析、

すなわち、attributeを表す語を直接選択する分析を提案しているが、3.4.4 節で指摘した

ように、V スギル構文において過剰の意味を与えられる [+gradable] 素性を持つ語は非

常に複雑な現れ方をしており、これを Computational Systemにおける操作で絞り込むの

は困難である。たとえば、(55)は(68b)と並行的な構造で、[+gradable] 素性を持つ語であ

る「いろんな色」と「ややこしく」は連体修飾節の中に含まれている12。この位置から

の[+gradable] 素性の浸透は許されていないため、過剰の解釈は生じないはずである。

しかし、(55a)は「かぶった帽子にいろんな色がありすぎた」解釈が容認可能であり、(55b)

は「選んだ論文がややこしすぎた」解釈が可能である。 

 

                                                   

12 阿部 (1994) などで指摘されているように、主語が標示されていない連体修飾節は、CP では

なくさらに小さい節構造をとっている可能性もある。しかし、(55)の現象の問題点は CP かどう

かということではない。「帽子」と「いろんな色」が直接修飾関係にあるわけではないにもかか

わらず、「帽子」の性質の一部であるという解釈が生じうる、ということである。そのため、た

とえ節構造が小さくとも、由本 (2005) の [+gradable] 素性の浸透が起きたとしても、スギルか

ら選択できることにはならない。 
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(55) a. （皆いろんな色を使った帽子をかぶって来ると言うから、気合入れて 50 色の

帽子をかぶってきたのに、皆せいぜい 8 色だったせいで、） 

  花子一人だけ、[ いろんな色を使った ] 帽子をかぶりすぎていて（異様に目

立ってしまったのが恥ずかしかった）。 

 b. （大学 1 年生の健は、初めて読む論文として選んだ論文があまりにややこし

くて、もっと簡潔に書かれた論文を選ぶべきだった。） 

  健は、 [ ややこしく書かれた ] 論文を選びすぎて（、著者の主張が読み取れ

なかった） 

 

このように、[+gradable] 素性を持つ語がかなり深い位置にあっても、スギルによる過

剰の解釈は容認されることがある。 

 さらに、(58)の場合も問題になる。(58a)で「ポスターに派手さがなさすぎた（＝しぶ

すぎた）」という解釈や(58b)で「ややこしくなさすぎた（＝簡単すぎた）」という解

釈が生じうる。 

 

(58) a. ?あのデザイナーは、（依頼主から、しぶめのポスターを作ってほしいという

依頼を受けていたが、あまりに、）[ 派手に描かれていない ] ポスターを作

りすぎて（、依頼主から歩行者の目に留まらないと突き返された。） 

 b. （論文を読む力をつけるためにはややこしくてわかりにくい論文も読む必要

があるので、授業の初めの 1 本は皆ややこしい論文を選んでくるが、）健は、 

[ ややこしく書かれていない ] 論文を選びすぎて（、皆拍子抜けだった。） 

 

(58a)の解釈で何が過剰なのかと言うと「派手さのなさ」、(58b)では「ややこしくなさ」

である。(58)ではスギルが過剰の意味を与えるスケールが連体修飾節全体で複合的に生

み出されていることになり、選択するべき [+gradable] 素性は Computational System の

段階で存在していない。このような事実は、特定の語彙項目が [+gradable] 素性を持つ

という仮定に基づく分析では説明できない。(58)の場合には、そもそも [+gradable] 素

性の浸透も許されないが、仮に許したとしても、「派手な」や「ややこしく」が [+gradable] 

素性を持つことになるので、「派手すぎる」や「ややこしすぎる」という逆の解釈が予

測されかねないのである。 

 このように、V スギル構文において何が attribute になるかは非常に複雑であり、

Computational System の段階でいずれかの attribute を表す語がすでにスギルと結び付け

られているとは考えづらい。一方、スギルの<＿, sugi>を書き加えられる過剰解釈の対

象のみが Computational System で決定され、意味表示の段階でその過剰解釈の対象に含

まれる degree propertyと<＿, sugi>が property compositionによって合成されるとすると、

直接の係り受け関係にない(55)や、attributeが特定の語彙項目に表れていない(58)を説明
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しやすくなる。たとえば、(55b)の文で「ややこしすぎる」解釈が生じるのは、「論文」

に<target, xm>が導入され、「<Kind, 論文>, <ややこしい, __>, <__,sugi>」のような意味

表示が派生された場合であろう。(55)の解釈は、特に、連体修飾節の動詞が「書く」の

ような、連体修飾節の動作が修飾される名詞の特性に強くかかわる場合に生じやすくな

る。また、(58b)は「ファッション」に<target, xm>が導入され、「<Kind, ファッション

>,<地味な,＿>,<＿,sugi>」のような意味表示が派生された場合であろう。語彙的にはス

ケールが存在していない(58)は、意味表示の段階でようやく attribute が明らかになるも

のである。その点で、Computational Systemで過剰解釈の対象を指定する分析の方が、V

スギル構文に関わる現象をより広範に説明できる。ただし、どのようにして「<Kind, 論

文>, <ややこしい, __>, <__,sugi>」という表示が派生されるのかの詳細な分析は提示で

きていないため、今後の課題となる。 

 

3.6. 本章のまとめ 

 本章では、Vスギル構文で過剰の解釈がどのようにして生じるのかということについ

て、Computational System においてスギルの過剰解釈の対象が決定される仕組みと、意

味表示においてスケールが定まる仕組みの 2 つが関わっているという分析を提案した。

Vスギル構文は、実にさまざまな過剰の解釈を許すので、過剰解釈の対象が決定される

段階と過剰の value を持つことになる attribute が決定される段階を分ける必要がある。

V スギル構文の解釈を派生するには、スギルが Lexicon で(23)のように指定されると考

えればよい。そして、(24)と(38)の仮定が必要である。 

 

(23) スギル 

  [{V}, <★<target>, {<＿, sugi>}>, すぎ] 

 

(24) ★<target> （解釈不可能素性） 

  Merge の相手が主要部であり、かつ、<target, xm>を持つ場合に、★<target>は xm

に置き換わる。 

 

(38)  <target, xm> （解釈不可能素性） 

 a. <target, xm>は、Merge の相手が★<target>を持っている場合に削除される。 

 b. <target, xm>は、非主要部からも継承される。ただし、Tが非主要部としてMerge

する場合には継承されない。 

 

(38)の<target, xm>は、Numerationにおいて OBJECT 指示表現の統語素性に導入される素

性である。由本 (2005) のように、スギルと [+gradable] 素性を持つ語の構造的位置関

係によって、可能な過剰の解釈の分布を説明しようとする分析では、説明できない例が
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多く存在する。 

 Vスギル構文は、上記の機能を以て、(78)のように何らかのスケールについて「過剰」

の位置を占めているという表示を作り、度合いを述べる。 

 

(78)  

 

スギルという語彙項目に指定されている「過剰」の意味特性を加える OBJECT を決定

し、意味用事の段階で property compositionを起こすことにより、過剰の意味を表す意味

表示を作ることができる。 

 

3.7. Appendix 

3.7.1. 形容詞+スギル 

 スギルを用いて過剰の解釈になる文には、「NP＋AP＋スギル」という形式もある。 

 

(79) a. （家の前をよく散歩しているんだけど、）その犬がかわいすぎて（、私も犬

を飼いたくなる。） 

  （＝かわいすぎる） 

 b. （他の人の机は片付いているのに、健が使っている）その机が汚すぎて（、

研究室全体が散らかってるみたいに見える。） 

  （＝汚すぎる） 

 

たとえば、(79a)では、「かわいすぎる」という解釈が可能であり、(79b)では「汚すぎ

る」解釈が可能である。(79)の場合は、AP とスギルが property Merge をすると考えれば

よい。「かわいい」にもスギルにも★があるため、property Mergeが可能である。 

 

(80)  <x1, [{N, ga, <target, x1>}, <x1,{<Kind, 犬>}>, 犬が]> 

  <x2, [{A}, <★,{<かわいい, ＿>}>, かわいい]> 

  <x3, [{V}, <★<target>, {<＿, sugi>}>, すぎ]> 

  <x4, [{T, +V}, <★,{<Time, imperfect>}>, ru]> 

 

【難しい】 sugi 
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(81) LF 表示 

   

 

 

 

 

 

 

(82) LF 意味表示 

  {<x1, {<Kind, 犬>, <かわいい, __>, <__, sugi>, <Time, imperfect>}>} 

→→property composition 

  {<x1, {<Kind, 犬>, <かわいい, sugi>, <Time, imperfect>}>} 

 

(82)のように、「犬」という OBJECT に、<かわいい, __>と<__, sugi>が書き加えられ、

property composition によって<かわいい, sugi>という意味が生じる。 

 V スギル構文で、V の行為以外についての解釈が生じることを考えると、(83)でもそ

のような解釈が可能であっておかしくない。しかし、(83)では「大きすぎる」解釈が生

じない13。 

 

(83) a. （家の前をよく散歩しているんだけど、）その大きな犬がかわいすぎて（、

私も犬を飼いたくなる。） 

  ＝かわいすぎる 

  ≠大きすぎる 

 b. （他の人の机は片付いているのに、健が使っている）その大きな机が汚すぎ

て（、研究室全体が散らかってるみたいに見える。） 

  ＝汚なすぎる 

  ≠大きすぎる 

 

「大きな」「かわいい」は共に、「犬」という語の性質を記述するものである。本論文

の分析に従えば、「すぎ」も OBJECT 指示表現に対する property 記述表現であるため、

「犬」に 3 つの propertyが記述されることになる。 

 

(84)  <x5, [{A}, <★, {<大きい, __>}>]> 

                                                   

13 (83)の現象については、平成 26 年 7 月 4 日に京都大学で行われた、京大・東大・九大院演習

交流会においてご指摘をいただいたものである。 
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  <x1, [{N, ga, <target, x1>}, <x1,{<Kind, 犬>}>, 犬が]> 

  <x2, [{A}, <★,{<かわいいい, ＿>}>, かわいい]> 

  <x3, [{V}, <★<target>, {<＿, sugi>}>, すぎ]> 

  <x4, [{T, +V}, <★,{<Time, imperfect>}>, ru]> 

 

(85)  LF 表示 

   

 

 

 

 

 

 

(86) 意味表示 

  {<x1, {<Kind, 犬>, <大きい, __>, <かわいい, __>, <__, sugi>, <Time, 

imperfect>}>} 

 

(86)の LF 意味素性が派生された場合、<＿, sugi>は<かわいい, __>と property composition 

が起き、<かわいい, sugi>という解釈が生じる可能性もあるが、<大きい, __>と property 

compositionが起き、<大きい, sugi>という意味表示が生じる可能性がある。しかし、(83)

では「大きすぎる」解釈が生じづらいことを考慮すると、<大きい, sugi>という表示は

合成されないということになる。 

 (83)の現象を説明するには、property-Merge が起きた時点で合成が起きると考える必

要がある。property-Merge の定義を(87)に再掲する。 

 

(87) property-Merge：property記述表現と property記述表現の特殊 Merge規則（＝2 章

の(34)） 

  <xn, [{範疇素性 1, 統語素性 1, ...}, <★,{property1, ...}>, body1]> 

  <xm, [{範疇素性 2, 統語素性 2, ...}, <★,{property2, ...}>, body2]> 

⇒ 

  <xm, [{範疇素性 2, 統語素性 2, ...統語素性 1, ...}, <★,{properties1, 

properties2, ...}>, < 

   <xn, [{範疇素性 1}, φ, body1]>, 

   <xm, [{範疇素性 2}, φ, body2]> 

  >]>       (上山 2015: chapter4, section 4.1.2) 
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(83)の現象からわかることは、(87)の property-Merge が起きる場合に、value が無指定の

degree propertyと attributeが無指定の degree propertyがあれば合成されると仮定するべ

きだということである。(87)を(88)に修正する。 

 

(88) property-Merge：property記述表現と property記述表現の特殊 Merge規則 

  <xn, [{範疇素性 1, 統語素性 1, ...}, <★,{<attribute1, __>, ...}>, body1]> 

  <xm, [{範疇素性 2, 統語素性 2, ...}, <★,{<__, value2>, ...}>, body2]> 

⇒ 

  <xm, [{範疇素性2, 統語素性2, ...統語素性1, ...}, <★,{<attribute1, value2>, ...}>, 

< 

   <xn, [{範疇素性 1}, φ, body1]>, 

   <xm, [{範疇素性 2}, φ, body2]> 

  >]> 

 

すると、(89)の意味表示が派生される。 

 

(89) 意味表示 

  {<x1, {<Kind, 犬>, <大きい, __>, <かわいい, sugi>, <Time, imperfect>}>} 

 

このように考えると、(79)はもちろんのこと、(83)も説明することができる。 

 また、(90)は、(90a)の解釈が優先的で(90b)の解釈はしづらい。しかし、(90)の LF 意

味素性は(91)になる。 

 

(90)  健は論文を丁寧に読みすぎた。 

 a. 読み方が丁寧すぎた 

 b. 丁寧に読んだ量が多すぎた 

 

(91)  <xn, {...,<頻度, __>, <量, __>, <丁寧な, __>, <__, sugi>, ...}> 

 

「読み」には<頻度, __>や<量, __>の propertyが語彙的にあるため、LF意味素性の段階

では、(91)になる。(91)では、<丁寧な, sugi>だけでなく<頻度, sugi>や<量, sugi>が生じ

てもおかしくないが、<丁寧, sugi>の解釈が強い。ただし、困難ながらも、(90)の解釈は

全く不可能というわけではない。たとえば、(92a)のように「丁寧に」と「読む」との間

に少しポーズを入れたり、(92b)のように掻き混ぜを起こしたりすると、「読みすぎる」

という解釈をしやすくなる。 
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(92) a. 健は論文を、丁寧に、読みすぎた。 

 b. 健は丁寧に論文を読みすぎた。 

 

この点を踏まえると、(90)において、<頻度, sugi>や<量, sugi>が生じうるということで

あり、この解釈になる表示を非文法的であるとして排除する必要はない。スギルには、

文法的であっても<__, sugi>が property composition を起こしやすい関係にある degree 

propertyと起こしにくい関係にある degree propertyがあるようである。 

 

3.7.2. 動詞とスギルの相性 

 Vスギル構文のスギルは、動詞によって過剰の解釈が可能である場合と、可能でない

場合がある。亀川 (2005) は、動詞によっては、その様態が「度を過ぎる」ことによっ

て、期待される形容詞が固定している場合があるということを指摘している。 

 

(93) a. 髪の毛を{??長く／短く}切りすぎた。       (亀川 2005: 17, (70c)) 

 b. 髪の毛を{長く／??短く}伸ばしすぎた。       (亀川 2005: 17, (70d)) 

 

また、その証拠として、中立的な動詞の場合には対になった形容詞のどちらをとっても

容認されやすいと述べている。 

 

(94) a. この曲のこの部分を{強く／弱く}弾きすぎた。      (亀川 2005: 17, (69c)) 

 b. この予算では{多く／少なく}見積もりすぎた。      (亀川 2005: 16, (64a)) 

 c. グリップを{長く／短く}持ちすぎる。       (亀川 2005: 17, (70a)) 

 

Vスギル構文は、スギルと動詞との相性による容認性の低下が観察される。どのような

動詞の場合に容認性され、どのような動詞の場合に容認性が低くなるのかを記述するこ

とは、スギルという語彙項目が持つ性質を明らかにするうえで必要なことであるが、本

論文ではその記述に至っていない。今後の課題である。 
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4. 比較相関構文 

 本章では、解釈に度合いが関わる表現の一つである、比較相関構文について考察する。

比較相関構文は、「P ホド Q」という形式で、Pの度合いにともなって Q の度合いが増

すという意味を表す。本章では、比較相関構文の度合いの表し方には、特に、文の構築

の中で新たに作り出される場合と、構築された意味表示と話者の世界知識とをかけあわ

せて導出される場合が関わるということを指摘する。比較相関構文のホドは、スギルと

異なり、ホドという語彙項目に度合いを表す意味特性を持たず、P と Q から１つずつ選

び、比べることによって、スケールの度合いを表す。 

 

4.1. 比較相関構文 

 ホドを用いた文には、「P ホド Q」という形式で、(1)に示すような解釈を持つものが

ある。 

 

(1) a. [P 空気が乾く ] ほど、[Q 火事が増える ]。 

  ＝空気の乾燥度合いにともなって火事の件数が増す 

 b. [P 走る ] ほど、[Q 足が疲れる ] 

  ＝走る量にともなって足の疲れが増す 

 c. [P 母親が笑う ] ほど、[Q 子供が喜ぶ ] 

  ＝母親が笑う度合いにともなって子供が喜ぶ度合いが増す 

 

たとえば(1a)は、「空気の乾燥度合いにともなって火事の件数が増す」という、「空気

の乾燥度合い」と「火事の件数」が相関関係にある解釈である。(1b)も「走る量」と「足

の疲れ度合い」が、(1c)も「母親が笑う度合い」と「子供が喜ぶ度合い」が相関関係に

ある解釈である。このように、「P ホド Q」という形式の文で、概略、P の度合いと Q

の度合いが相関関係にあるという解釈になる場合がある。このような解釈になる文を比

較相関構文と呼ぶことにする1。 

 比較相関構文については、これまで、奥津 (1980, 1986)、野呂 (2008) らによる意味

や構文の反復形式における指摘はあった。たとえば、奥津 (1980) は、比較相関構文の

ホドが [+proportion] を持ち、比例関係を作る性質があること、また、P と Q には(2)の

「原因＋ホド＋結果」という因果関係があることを指摘している。 

 

                                                   

1 「比較相関構文」という名称は、石居 (2008) で言及されている名称である。本論文では、そ

の名称をそのまま使用させてもらう。 
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(2) a. [+proportion]:[P（食べれば）食べる ] ほど [Q 太る]。 

 b.        [P    原因    ] ホド [Q 結果] 

 (cf. 奥津 1980: 162, (34b)) 

 

野呂 (2008) では、「Vスレバ Vスルホド」の動詞反復形式を持つ構文とその解釈の関

係に注目して、「Vスレバ Vスルホド」、「Vニ V」、「Vダケ V」のような動詞反復

形式を持つ構文は事態が反復する解釈をもつという点を指摘した。 

 構造的な観点から議論を行っているものに、石居  (2008) と岩﨑 (2010)、Iwasaki 

(2011) がある。石居 (2008) は、比較相関構文では複数の解釈が生じうることを指摘し、

その解釈が構造的な制限を受けていることを指摘している。石居 (2008) の分析につい

ては、4.6 節で詳しく紹介する。また、岩﨑 (2010), Iwasaki (2011) は英語の comparative 

correlative constructionと比較しつつ、比較相関構文の P ホドと Q の構造関係について論

じている2。 

 比較相関構文そのものは、これまでも記述されてきたことがあったが、その統語的な

側面については、必ずしも十分な検討が行われてきたわけではない。本章では、比較相

関構文が実はさまざまな解釈を許すことを観察したうえで、その解釈が Computational 

Systemでどのように構成され、どのような意味表示を派生するのかを示す。4.2 節で比

較相関構文の前件（P）を観察し、分析を提案する。4.3 節で、後件（Q）を観察し、分

析を提案する。4.4 節で、「比較相関」の解釈がどのような解釈であるかを検討し、そ

の解釈を派生する仕組みを提案し、その分析に基づいて派生される意味表示を確認する。

4.5 節で、スケールがどのように関わるのかということを述べる。4.6 節で、石居 (2008) 

の分析を紹介し、その分析の問題点を指摘する。 

 

4.2. 前件の分析 

4.2.1. 現象の観察 

 比較相関構文では、(1)のように前件の動詞と後件の動詞について相関的な解釈が生

じることがあるが、注目してほしいのは、前件と後件の動詞が表す行為の量以外の度合

いが相関する解釈を許すということである。 

 

(3) a. 彼女へのプレゼントを慎重に選ぶほど、疲れる。 

  ＝選び方の慎重さ度合いにともなって疲れる度合いが増す 

                                                   

2  英語の comparative correlative construction は、Culicover and Jackendoff (1999) をはじめ、

den-Dikken (2005) 、Taylor (2005) 、Iwasaki and Radford (2009) などで、さまざまな議論がなされ

ている。英語の comparative correlative construction や中国語の「越～越～」構文など、比較相関

構文のような解釈をうむ表現はさまざまな言語にある。本論文の議論とは直接関係しないため、

詳述していないが、これらの表現との比較は今後の課題である。 
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 b. ゆっくり走るほど、疲れる。 

  ＝走り方のゆっくり度合いにともなって疲れる度合いが増す 

 c. 字を丁寧に書くほど、時間がかかる。 

  ＝書き方の丁寧さ度合いにともなって時間がかかる度合いが増す 

 

(3a)を例にとると、選んだ量ではなく「選び方の慎重さ度合い」と「疲れる度合い」が

相関関係にあるという解釈になる。(3c)は、字を書いた量ではなく「書き方の丁寧さ度

合い」と「疲れ度合い」が相関関係にある解釈になる3。さらに、(4)や(5)のような場合

もある。 

 

(4) a. 先生が授業で難しい課題論文を選ぶほど、受講生が苦労する 。 

  ＝課題論文の難しさ度合いにともなって受講生が苦労する度合いが増す 

 b. 派手な帽子をかぶるほど、目立つ 。 

  ＝帽子の派手さ度合いにともなって目立ち度合いが増す 

 c. 高価なプレゼントを選ぶほど、彼女が喜ぶ 。 

  ＝プレゼントの高価さ度合いにともなって喜ぶ度合いが増す 

 

たとえば、(4a)は、「選んだ量にともなって苦労する度合いが増す」解釈も可能である

が、選んだ課題論文が 1 つでも、「課題文の難しさ度合い」と「苦労する度合い」が相

関関係にある解釈が可能である。(4b)も、「帽子の派手さ度合い」と「目立つ度合い」

が相関関係にある解釈が可能である。このように、相関的解釈は前件のヲ格名詞句にも

及ぶことがある。同様のことが(5)のガ格名詞句の場合でも観察される。 

 

(5) a. （女優がお店に来ると、テレビにも取り上げられて、お客さんが増えるので

売り上げが上がる。もちろん、より有名な女優が来ると余計に評判になる。） 

  有名な女優が来店するほど、売上が上がる 。 

  ＝来店した女優の有名さ度合いにともなって売上も上がる 

 b. （観客はよりきれいなダンサーが踊るとより盛り上がるものだ。） 

  きれいなダンサーが踊るほど、観客が盛り上がる 。 

  ＝ダンサーのきれいさ度合いにともなって観客の盛り上がり度合いが増す 

 c. 大きな魚がかかるほど、竿が曲がる 。 

  ＝魚の大きさ度合いにともなって竿の曲がり度合いが増す 

 d. （料理は愛情とはいうれども、やっぱり料理は、）上手な人が作るほど、お

                                                   

3 比較相関構文に(3)と(6)の複数の解釈が生じうることを指摘しているのは、管見の限り石居 

(2008) が初めである。 
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いしい（ものだ）。 

  ＝作った人の上手さ度合いにともなっておいしさ度合いが増す 

 

(5a)を例にとると、「女優の有名さ度合い」と「売上の上がり度合い」が相関関係にあ

る解釈が可能である。(5b)は「ダンサーのきれいさ度合い」と「盛り上がり度合い」が

相関関係にある解釈が可能である。(5c,d)でも同様にガ格名詞句に関わる相関的解釈が

可能である。ガ格名詞句やヲ格名詞句に関わる解釈のみではなく、(6)のような場合も

可能である。(6b)は場所を表す名詞句、(6a,c,d)は道具や素材を表すデ格名詞句である。 

 

(6) a. ダンサーがきれいな衣装で踊るほど、舞台が華やぐ。 

  ＝衣装の綺麗さ度合いにともなって舞台が華やぐ度合いが増す 

 b. ポスターを高いところに貼るほど、見えにくくなる 。(石居 2008: 254, (27a)) 

  ＝貼った場所の高さにともなって見えにくくなる度合いが増す 

 c. 大きな字で板書するほど、生徒には黒板の字が見えやすくなる。 

  ＝字の大きさ度合いにともなって字の見えやすさ度合いが増す 

 d. 大きな声で歌うほど、（翌日）喉が痛くなる 。 

  ＝声の大きさ度合いにともなって喉の痛さ度合いが増す 

 

たとえば、(6a)は「衣装のきれいさ度合い」と「舞台の華やぎ度合い」が相関関係にあ

る解釈が可能である。また、(6b)は「貼ったところの高さ」と「見えにくさ」が相関関

係にある解釈が可能である。 

 それぞれの解釈は、単にあいまい（vague）な違いではない。たとえば(5a)であれば、

そこそこしか有名でない女優が何度も何度も来店した場合と、超がつくほどの有名女優

がたった１回来店したのとでどちらのほうが「売上が上がる」という趣旨なのか、どち

らの解釈をとるかで結果がはっきりと異なるからである。このように比較相関構文は、

形態的には動詞と隣り合っているのにもかかわらず、構造的な位置が大きく異なる要素

を比べることができる。 

 ところが、(7)の二重下線部の名詞句については相関的解釈が許されない。 

 

(7) a. 字を丁寧に書く先生が板書するほど、時間がかかる。 

  ≠書き方の丁寧さ度合いにともなって時間がかかる度合いが増す 

 b. （学部生にとっては、在学中に、）先生が難しい課題論文を選んだ授業を受

講するほど、勉強になる。 

  ≠課題論文の難しさ度合いにともなって勉強になる度合いが増す 

 c. 有名な女優が来店したデパートが宣伝するほど、売上が上がる 。 

  ≠来店した女優の有名さ度合いにともなって売上も上がる 
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 d. 大きな字で板書する訓練を先生が行うほど、生徒には黒板の字が見えやすく

なる。 

  ≠字の大きさ度合いにともなって字の見えやすさ度合いが増す 

 

 比較相関構文の(3)-(6)の事実は、どのようにしてホドと隣接していない要素について

の相関的な解釈が生じるのかという疑問を生じさせる。また、(3)-(6)に対して(7)が観察

されるという事実は、なぜ(7)の二重下線部についての相関的解釈が生じないのかとい

う疑問を生じさせる。次節では、比較相関構文の前件にどのような構造条件があるのか

検討を行う。比較相関構文の解釈を明示的にとらえなおした上で、この解釈の容認可能

性には、構造的な要因と語用論的要因の両方が関わっていると考えるべきだということ

を主張する。 

 

4.2.2. 比較相関構文の解釈 

 分析の提案を行う前に、比較相関構文の解釈を改めて詳しく観察したい。たとえば(8)

のような比較相関構文においては、「橋の長さ」や「苦労の量」の度合いが固定されて

いるわけではなく、「橋の長さ」にさまざまな度合いがあり、それが「苦労の量」を決

定する、ということが述べられている。 

 

(8)  長い橋を作るほど、苦労する。 

  ＝橋の長さ度合いに応じて苦労する度合いが増す 

 

「橋の長さ」は、そもそも「苦労の量」とは別のスケールで測られるべきものであるに

もかかわらず、「橋の長さ」が「苦労の量」を決定するという点で、意味を考える上で

は非常に扱いにくいものの１つであるが、本論文では、(8)の文で比較相関の解釈を出

す意味表示の根本は、単純に(9)のような形をしていると提案する。 

 

(9)  [OBJECT 鉄骨 ]の[スケール 頑丈さ ]＝[OBJECT 苦労する ]の[スケール 量 ] 

 

数学的に言えば、(9)はいわば、ものさしで苦労量を測るようなものであり、成り立つ

はずのない等式である。しかし、言語の意味表示が数学的に成り立つものでなければな

らないとは限らない。度合いというものは直接表現する方法がないことが多く、だから

こそ、言語においてはさまざまな工夫をしながら度合いを表現しようとしているのでは

ないだろうか。もし、(9)のような意味表示から言語使用者が比較相関の解釈を理解す

ることができるとするならば、残る問題は、文構造からどのように(9)を導き出すかと

いう点だけになる。 

 (9)のような意味表示を作るためには、次の 4 つの材料さえそろえばよい。 
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(10)  比較の basis となる OBJECT（橋） と  そのスケール（長さ） 

  比較の target となる OBJECT（苦労する） と  そのスケール（量） 

 

そもそも、「長い橋を作るほど、苦労する」という文が「橋の長さ度合いに応じて苦労

する度合いが増す」という解釈になるためには、「長い」というスケールが必要である

だけでなく、そのスケールがどの OBJECT についての側面なのかという情報、つまり、

「橋」という情報が必要不可欠である。言い換えると、比較相関構文の解釈には「どの

OBJECT について」の「どのような側面なのか（スケール）」が必要である4。前件の

「どの OBJECT について」を相関解釈前件の対象と呼ぶことにする。本論文では、(10)

のうち OBJECT の方が構造的に決定され、スケールが語用論的に決定されるという分

析を提案する。 

 

4.2.3. 構造条件 

 比較相関構文の前件における構造条件を明らかにするうえで、次の対立に注目したい。

なお、四角囲いをしているのは相関解釈前件の対象である。以降、相関解釈前件の対象

に四角囲いの文字飾りをする。 

 

(11)  [ 先生が授業で難しい課題論文を選ぶ ] ほど、受講生が苦労する 。 

  ＝課題論文の難しさ度合いにともなって受講生が苦労する度合いが増す 

 

(12)  （学部生にとっては、在学中に、）[[ 先生が難しい課題論文を選んだ ] 授業

を受講する ] ほど、勉強になる。（＝(7b)） 

  ≠課題論文の難しさ度合いにともなって勉強になる度合いが増す 

 

(13)  [[ 先生が選んだ ] 難しい課題論文を読む ] ほど、勉強になる。 

  ＝課題論文の難しさ度合いにともなって勉強になる度合いが増す 

 

(11)は「課題論文の難しさ度合い」と「受講生が苦労する度合い」が相関する解釈が可

能であるが、(12)はその解釈が不可能である。「課題論文」の構造的な位置に着目して

みると、(11)と(12)の違いは、「課題論文」が連体修飾節に含まれているかどうかとい

う点である。つまり、(11)のように「課題論文」が連体修飾節に含まれていなければ「課

題論文の難しさ」と「受講生が苦労する度合い」が相関する解釈が可能で、「課題論文」

                                                   

4 ここで用いている「どの OBJECT について」という表現は、第 3 章で用いた「何について」と

いう表現と同じものである。 
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が連体修飾節に含まれていればその解釈が不可能であると考える必要がある。(13)のよ

うに「課題論文」が連体修飾節に含まれていなければ、問題の解釈が可能である。つま

り、相関解釈前件の対象の構造的位置が比較相関構文の容認可能性を左右している。 

 相関解釈前件の対象の構造的位置に着目して例文を見直すと、(14)のように、ターゲ

ットがガ格名詞句でも、ヲ格名詞句でも、デ格名詞句でも、動詞句でも後件との相関的

解釈が可能である。 

 

(14) a. [ 有名な女優が来店する ] ほど、売上が上がる。 

  ＝ok来店した女優の有名さ度合いにともなって売上も上がる 

 b. [ 先生が授業で難しい課題論文を選ぶ ] ほど、受講生が苦労する。 

  ＝ok課題論文の難しさにともなって受講生の苦労度合いが増す 

 c. [ 先生が大きな字で板書する ] ほど、黒板の字が見えやすくなる。 

  ＝ok字の大きさ度合いにともなって字の見えやすさ度合いが増す 

 d. [ 字を丁寧に書く ] ほど、時間がかかる。 

  ＝ok書き方の丁寧さ度合いにともなって時間がかかる度合いが増す 

 

 一方、相関解釈前件の対象が連体修飾節内に含まれる(15)は、後件との相関的な解釈

が生じない。 

 

(15)  a. [[ 有名な女優が来店した ] デパートが宣伝する ] ほど、売上が上がる。 

  ≠来店した女優の有名さ度合いにともなって売上も上がる 

 b. [[ 授業で難しい課題論文を選んだ ] 先生が授業を受け持つ ] ほど、学生が

苦労する。 

  ≠課題論文の難しさにともなって受講生の苦労度合いが増す 

 c. [[ 大きな字で板書する ] 訓練を先生が行う ] ほど、黒板の字が見えやすく

なる。 

  ≠字の大きさ度合いにともなって字の見えやすさ度合いが増す 

 b. [[ 字を丁寧に書く ] 先生が板書する ] ほど、時間がかかる。 

  ≠書き方の丁寧さ度合いにともなって時間がかかる度合いが増す 

 

このように、比較相関構文では、相関解釈前件の対象が連体修飾節内に含まれていない

場合は後件との相関的な解釈が容認可能であるが、相関解釈前件の対象が連体修飾節内

に含まれる場合は後件との相関的な解釈は容認不可能である。 

 

4.2.4. 分析 

 相関解釈前件の対象の分布を説明する分析の前に、(9)がどのような意味表示で表さ
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れるのかということをおさえておきたい。本論文のアプローチで(9)を言い換えるなら

ば、「苦労する」の<量, __>という degree property の value がどのようなものであるかを

述べるために、「橋」の<長い, __>という degree propertyの valueを結び付けるというこ

とである。このことは、意味表示において、「橋」の<長い, __>の valueが「苦労する」

の<量, __>の valueと一致するということで表すことができる。 

 

(9)  [OBJECT 鉄骨 ]の[スケール 頑丈さ ]＝[OBJECT 苦労する ]の[スケール 量 ] 

 

ここで、上山 (2015) で導入されている表記法を新たに加える。ある OBJECT xnが<α, 

β>という propertyを持っていたら、βはα(xn)と書き表すことができる。この表記法を

上山 (2015) は、derived complex value と呼んでいる。 

 

(16) derived complex value 

  <xn, {<α, β>, ....}> 

  β=α(xn)       (上山 2015: chapter8, section 8.1) 

 

たとえば「長い(xn)」というのは<長い, __>の value を指す。すると、「橋」の<長い, __>

の value が「苦労する」の<量, __>の valueと一致する表示というのは、<量, 長い(xn)>

と書き表すことができる。(16)を利用すると、比較相関構文の解釈を表す表示として(17)

のような表示が派生されればよい。 

 

(17)  <xm, {..., <Kind, 苦労する>, <量, 長い(xn)>,...}> 

 

 相関解釈前件の対象の構造的な位置が、比較相関構文の解釈可能性を左右していると

いうことは、Computational System において、どれが相関解釈前件の対象なのかが判明

するシステムがあるということである。そこで、ここまでの観察から、ホドの Lexicon

での指定をひとまず(18)であると考えたい。なお、(18)の指定は、4.3.3 節で修正版を提

示し、4.4.3 節に最終版を提示する。 

 

(18) 比較相関のホド（後に修正版を提示する） 

  [{P}, <★ {<＿, α(★<basis>)>}>, ほど]
5
 

 

「★<basis>」は(19)、「<basis, xm>」は(20)であるとする。 

                                                   

5 (18)の「α」は、attributeを表す。<basis, xm>を持つ OBJECT の degree propertyの attributeを表

すことになる。 
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(19) ★<basis> （解釈不可能素性） 

  Merge の相手が非主要部であり、かつ、<basis, xm>を持っている場合に、★<basis>

は xmに置き換わる。 

 

(20) <basis, xm> （解釈不可能素性） 

 a. <basis, xm>は、Mergeの相手が★<basis>を持っている場合に削除される。 

 b. <basis, xm>は、非主要部からも継承される。 

 

(20)の<basis, xm>という素性は、Numerationにおいて、OBJECT 指示表現の統語素性に

導入されると考える。<__, α(xn)>という表示を作る機能は、「★<basis>」という素性が

担う。「★<basis>」は、<basis, xm>という素性が継承され、<basis, xm>を持つ要素と Merge

することによって、<basis, xm>の指標番号 xmに置き代わる素性である。それによって、

<＿, α(xn)>という、相関解釈前件の対象を基にした propertyが作られる。また、id-slot

にある「★」が果たす役割は、Mergeした相手の指標番号を置き換わることである。こ

の 2 つの★があれば、「P ホド」が Q と Merge した場合に、Q の指標を受け取って、Q

に<＿,α(xn)>が書き加えられることになる。相関解釈前件の対象とは、言い換えれば、

「<★ {<＿, α(★<basis>)>}>」の★<basis>に入る指標番号を持つ語彙項目のことを指す。 

 「先生が難しい論文を選ぶほど、学生が苦労する」で「論文の難しさ度合いと苦労す

る度合いが相関関係にある」という解釈になる場合について、検討してみたい6。なお、

4.3 節では Q にも条件があることを紹介し、その提案を行う。現時点での(18)の指定は

4.3 節で修正を行う必要があるため、ここでは、P ホドでどのような表示を作るのかに

焦点を絞って見ていく。 

 

(21) Numeration 

                                                   

6 比較相関構文では、石居 (2008) が指摘するように、「「ホド」節内の動詞は独自の時制をも

てず、時制解釈は主節の時制に依存する (石居 2008: 249)」。 

 

(i) a. 空気が乾くほど火事が増える。 

 b. *空気が乾いたほど火事が増える。 

 

このことは、ホド節に時制がないという可能性を示唆している。このような現象は比較相関構文

のホドにのみ観察されることではない。たとえば、トは「朝起きると歯を磨く」が容認されても

「*朝起きたと歯を磨く」というタ形になると容認されない。しかし、ホド節内にガ格名詞句が

存在するということは、意味的に時間軸上に位置づけられていなくとも、Tは存在しているとい

うことである。そのため、本論文では、時間軸上に位置づけられていない「ル 1」と時間軸上に

位置づけられている「ル 2」を仮定するべきであると考えている。ただし、ここでは分析上大き

な影響を与えないため、「ル 1」と「ル 2」の表示を変えていない。第 5 章の議論では違いが生

じるため、そこで触れることにする。 
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  <x1, [{N, ga }, <x1, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

  <x2, [{A}, <★, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

  <x3, [{N, wo, <basis, x3>}, <x3, {<Kind, 論文>}>, 論文を]> 

  <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 選 b-]> 

  <x5, [{T, +V}, <★,{<Time, imperfect>}>, -ru] > 

  <x6, [{P}, <★ {<＿, α(★<basis>)>}>, ほど]> 

 

(22) LF 表示 

  <x6, [{P}, <★, {<＿, α(x3)>}>,< 

   <x5, [{T},<x4,{<Time, imperfect>}>,< 

    <x1, [{N}, <x1, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

    <x5, [{T},φ,< 

     <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, x1>}>,< 

      <x4, [{V},φ,< 

       <x3, [{N}, <x3, {<Kind, 論文>}>,< 

        <x2, [{A}, <x3, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

        <x3, [{N}, φ, 論文を]> 

       >]> 

       <x4, [{V}, φ, 選 b-]> 

      >]> 

     >]> 

     <x5, [{T},φ, -ru] > 

    >]> 

   >]> 

   <x6, [{P},φ, ほど]> 

  >]> 
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(23) (22)の樹形図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし、4.2.3 節で述べたように、P において連体修飾節内に含まれる要素をターゲッ

トにすることはできない。つまり、「<basis, xm>」という素性は、時制要素（TP）を越

えて継承されないと考える必要がある。(20)にこの条件を加えて(24)にする。 

 

(24) <basis, xm> 

 a. <basis, xm>は、Mergeの相手が★<basis>を持っている場合に削除される。 

 b. <basis, xm>は、非主要部からも継承される。ただし、T が非主要部として Merge

する場合には継承されない。 

 

たとえば、連体修飾節内に<basis, xm>が含まれると次のようになる。 

 

(25) Numeration 

  <x7, [{N, ga}, <x7, {<Kind, 学部生>}>, 学部生が]> 

  <x1, [{N, ga}, <x1, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

  <x2, [{A}, <★, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

  <x3, [{N, wo, <basis, x3>}, <x3, {<Kind, 論文>}>, 論文を]> 

  <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 選 b-]> 

  <x5, [{T, +V}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta] > 

  <x8, [{N, wo}, <x8, {<Kind, 授業>}>, 授業を]> 

  <x9, [{V}, <x9, {<Kind, 受講する>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 受講 s-]>  

  <x10, [{T, +V}, <★,{<Time, imperfect>}>, -ru] > 

  <x6, [{P}, <★,{<＿, α(★<basis>)>}>, ほど]> 
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(26) (25)の LF 表示 

  <x10, [{T}, <x9,{<Time, imperfect>}>, < 

   <x7, [{N}, <x7, {<Kind, 学部生>}>, 学部生が]> 

   <x10, [{T},φ, < 

    <x9, [{V}, <x9, {<Kind, 受講する>, <Theme, x8>, <Agent, x7>}>,< 

     <x7, [{N}, <x7, {<Kind, 学部生>}>, 学部生が]> 

     <x9, [{V},φ,< 

      <x8, [{N}, <x8, {<Kind, 授業>}>,< 

       <x5, [{T, <basis, x3>},<x4,{<Time, imperfect>}>,< 

        <x1, [{N}, <x1, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

        <x5, [{T},φ,< 

         <x4, [{V}, <x4, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x3>, <Agent, x1>}>,< 

          <x4, [{V},φ,< 

           <x3, [{N}, <x3, {<Kind, 論文>}>,< 

            <x2, [{A}, <x3, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

            <x3, [{N}, φ, 論文を]> 

           >]> 

           <x4, [{V}, φ, 選 b-]> 

          >]> 

         >]> 

         <x5, [{T},φ, -ru] > 

        >]> 

       >]> 

       <x8, [{N},φ, 授業を]>  

      >]> 

      <x9, [{V},φ, 受講 s-]>  

     >]> 

    >]> 

    <x10, [{T, +V}, <★,{<Time, imperfect>}>, -ru] > 

   >]> 

  >]> 
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(27) (26)の樹形図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<basis, x3>が残ってしまった(27)は不適格な表示となる。 

 このように、前件を基に作られる意味は「★<basis>」と「<basis, xm>」によって作られ

ると考えれば、(14)対(15)の対立を説明することができる。 

 

4.3. 後件の分析 

4.3.1. 現象の観察 

 4.2 節では、相関解釈前件の対象の度合いと後件の述部表現の度合いの相関関係であ

った。しかし、前件で観察された、ホドと隣接しない要素が相関的解釈に関わることが

あるという現象は、前件にのみ成り立つことではない。(28)を見てほしい。 

 

(28) a. 建設する建物が大きくなる ほど、[Q 土台を頑丈に作る ]。 

  ＝建物大きさにともなって土台の頑丈さ度合いが増す 

 b. （子どもは）親が強く叱る ほど、[Q 強く反発する ]。 

  ＝叱り方の強さ度合いにともなって反発の仕方の強さ度合いが増す 

 

(28a)は、「建物の大きさ」と「作り方の頑丈さ度合い」が相関関係にある解釈が可能で

あり、(28b)では、「叱り方の強さ」と「反発の強さ」が相関関係にある解釈が可能で

ある。このように、P の要素と Q の動詞の修飾部について相関的解釈ができる。さらに、

(29)や(30)のように、Q のヲ格名詞句についての相関的解釈も可能である。 
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(29) a. （良く建築界で言われるのは） 長い橋を作るほど、[Q 丈夫な鉄骨を使う ]。 

  ＝橋の長さ度合いにともなって鉄骨の丈夫さが増す 

 b. 優秀な学生が増えるほど、[Q 先生が授業で難しい課題論文を選ぶ ]。 

  ＝学生の優秀さ度合いにともなって課題論文の難しさ度合いが増す 

 c. 彼女が上手にねだるほど、[Q  彼氏が高価なプレゼントを買う ]。 

  ＝ねだり方の上手さどあいにともなってプレゼントの高価さ度合いが増す 

 d. 智子は、気合が入るほど、[Q 派手な服装を選ぶ ]。 

  ＝気合の入り度合いにともなって服装の派手さ度合いが増す 

 

たとえば、(29a)は「ねだり方の上手さ」と「プレゼントの高価さ」が相関関係にある解

釈が可能であり、(29b)も「橋の長さ度合い」と「鉄骨の丈夫さ度合い」が相関関係に

ある解釈が可能である。(30)のように、Q のガ格名詞句についての相関的解釈も可能で

ある。 

 

(30) a. 重要なプロジェクトになるほど、[Q 有能な社員が仕事を担当する]。 

  ＝プロジェクトの重要さ度合いにともなって仕事を担当する社員の有能さ度

合いが増す 

 b. 大きい劇団が運営するほど、[Q 主役をかっこいい役者が演じる ]。 

  ＝劇団の大きさ度合いにともなって演じる役者のかっこよさ度合いが増す 

 c. 観客が盛り上がるほど、[Q きれいなダンサーが踊る ]。 

  ＝観客の盛り上がり度合いにともなって踊るダンサーのきれいさ度合いが増

す 

 

たとえば、(30a)は「プロジェクトの重要さ度合い」と「社員の有能さ度合い」が相関関

係にある解釈である。(31)のように、デ格名詞句やカラ格名詞句でも相関的解釈が可能

である。 

 

(31) a. （あそこの劇場では、）観客が盛り上がるほど、[Q ダンサーがきれいな衣装

で踊る ]。 

  ＝観客の盛り上がり度合いにともなって踊るダンサーの衣装のきれいさ度合

いが増す 

 b. 会社が予算を大きく組むほど、[Q 有名な会社から商品を買う]。 

  ＝予算の大きさ度合いにともなって商品を買う会社の有名さ度合いが増す 

 

(31a)を例にとると、「観客の盛り上がり度合い」と「衣装のきれいさ度合い」が相関関
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係にある解釈である。このように、比較相関構文では、「P の何らかの要素の度合い」

と「Q の何らかの要素の度合い」が相関関係にあるという解釈が生じるのである。 

 ところが、(32)に示したような相関関係にある解釈はできない。 

 

(32) a. 優秀な学生が増えるほど、[Q 難しい課題論文を選んだ先生がはりきる ]。 

  ≠優秀な学生の増え度合いにともなって課題論文の難しさも増す 

 b. 長い橋を作るほど、[Q 頑丈な鉄骨を入手した B社が注目を浴びる ]。 

  ≠橋の長さにともなって鉄骨の頑丈さも増す 

 c. 重要なプロジェクトになるほど、[Q 有能な社員が担当した仕事を会社全体で

応援する ]。 

  ≠プロジェクトの重要さ度合いにともなって仕事を担当する社員の有能さ度

合いが増す 

 d. （あそこの劇場では、）観客が盛り上がるほど、[Q きれいな衣装で踊ったダ

ンサーが脚光を浴びる ]。 

  ≠観客の盛り上がり度合いにともなって踊るダンサーの衣装のきれいさ度合

いが増す 

 

 このように、比較相関構文では後件にも相関的解釈の候補になる要素が複数あり、し

かも、(32)のように解釈できない場合もある。後件でも前件と同じような現象が観察で

きるのである。次節では、後件の構造条件について確認する。 

 

4.3.2. 構造条件 

 4.2.3 節で、前件では相関解釈前件の対象の構造的な位置が容認可能性を左右してい

ることを指摘したが、後件においても同様の構造条件が観察される。後件の「どの

OBJECT について」にあたるものを「相関解釈後件の対象」と呼び、相関解釈前件の対

象と同じく四角囲いをする。 

 

(33) a. 優秀な学生が増えるほど、[ 先生が授業で難しい課題論文を選ぶ ]。 

  ＝学生の優秀さ度合いにともなって課題論文の難しさ度合いが増す 

 b. 大きい劇団が運営するほど、[ 主役をかっこいい役者が演じる ]。 

  ＝劇団の大きさ度合いにともなって演じる役者のかっこよさ度合いが増す 

 c. （あそこの劇場では、）観客が盛り上がるほど、[ ダンサーがきれいな衣装

で踊る ]。 

  ＝観客の盛り上がり度合いにともなって踊るダンサーの衣装のきれいさ度合

いが増す 
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たとえば、(33a)の「課題論文」のように、連体修飾節内に含まれていない場合は解釈可

能である。それは(33b)のガ格名詞句でも、(33c)のデ格名詞句でも同様である。 

 さらに、連体修飾節内の相関解釈後件の対象については解釈が生じないという点でも、

前件は後件と同じ構造条件を示す。 

 

(34) a. 優秀な学生が増えるほど、[[ 難しい課題論文を選んだ ] 先生がはりきる ]。 

  ≠優秀な学生の増え度合いにともなって課題論文の難しさも増す 

 b. 大きい劇団が運営するほど、[[ 主役をかっこいい役者が演じた ] ミュージカ

ルを宣伝する ]。 

  ≠劇団の大きさ度合いにともなって演じる役者のかっこよさ度合いが増す 

 c. （あそこの劇場では、）観客が盛り上がるほど、[[ きれいな衣装で踊った ] ダ

ンサーが脚光を浴びる ]。 

  ≠観客の盛り上がり度合いにともなって踊るダンサーの衣装のきれいさ度合

いが増す 

 

たとえば、(34a)の「課題論文」が連体修飾節内に含まれている場合は「学生の優秀さ度

合い」と「課題論文の難しさ度合い」が相関関係にある解釈は不可能である。同様に、

(34a)のヲ格名詞句でも、(34c)のデ格名詞句でも連体修飾節内に含まれている相関解釈

後件の対象については解釈不可能である。 

 このように、P でみられるターゲットの構造条件は、Q においても並行的に観察され

る。Q にも構造的な制限がみられるということは、P のみならず Q でも相関的解釈に関

わる要素がどれなのかということが Computational Systemにおいて決定されているとい

うことである。 

 

4.3.3. 分析 

 前節の観察に基づくと、(18)のホドの語彙項目の指定を修正する必要がある。(18)は

後件のどの語彙項目に書き加えるかを決定できる指定になっていない。そこで、(18)で

提案したホドの Lexicon での指定を(35)に修正する。 

 

(35) 比較相関のホド（修正版 4.4.3 節にて最終版を提示する） 

  [{P}, <★<target>{<＿, α(★<basis>)>}>, ほど] 

 

「★<target>」と「<target, xm>」は次のように定義する。 

 

(36) ★<target> （解釈不可能素性） 

  Merge の相手が主要部であり、かつ、<target, xm>を持つ場合に、★<target>は xm
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に置き換わる。 

 

(37) <target, xm> （解釈不可能素性） 

 a. <target, xm>は、Merge の相手が★<target>を持っている場合に削除される。 

 b. <target, xm>は、非主要部からも継承される。 

 

<target, xm>は、Numeration において OBJECT 指示表現の統語素性に導入される素性で

ある。「<★<target>{<＿, α(★<basis>)>}>」の「★<target>」は、ホドの id-slot にある。<＿, α

(★<basis>)>は、id-slot に入った指標番号の OBJECT に書き加えられることになる。すな

わち、相関解釈後件の対象とは、id-slot に入った指標番号の語彙項目のことである。 

 ただし、4.3.2 節で述べたように、連体修飾節内に含まれる相関解釈後件の対象につ

いての解釈は生じない。つまり、「<target, xm>」という素性は、時制要素（TP）を越

えて継承されないと考える必要がある。(37)にこの条件を加えて(38)にする。 

 

(38) <target, xm> （解釈不可能素性） 

 a. <target, xm>は、Merge の相手が★<target>を持っている場合に削除される。 

 b. <target, xm>は、非主要部からも継承される。ただし、T が非主要部として Merge

する場合には継承されない。 

 

これは、3 章の Vスギル構文の分析で用いられた「★<target>」と「<target,xm>」と同じも

のである。この 2 つの構文は、どちらも degree propertyを別の OBJECT に書き加えると

いう機能を持つことで共通している。しかも、その機能が、連体修飾節に妨げられる点

でも共通している。そのため、3 章の(36)と同じ仕組みで説明することができる。 

 具体的にどのように派生が進むのかを見ていく。たとえば、(39)の Numeration がある

とする。 

 

(39) Numeration 

  <x1, [{N, ga}, <x1, {<Kind, 学生>}>, 学生が]> 

  <x2, [{N, wo}, <x2, {<Kind, 勉強>}>, 勉強を]> 

  <x3, [{V, <basis, x3>}, <x3, {<Kind, 頑張る>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 

頑張 r-]> 

  <x4, [{T, +V}, <★, {<Time, imperfect>}>, -ru] > 

  <x5, [{P}, <★<target>,{<＿, α(★<basis>)>}>, ほど]> 

  <x6, [{N, ga}, <x6, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

  <x7, [{A}, <★, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

  <x8, [{N, wo, <target, x8>}, <x8, {<Kind, 論文>}>, 論文を]> 
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  <x9, [{V}, <x9, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 選 b-]> 

  <x10, [{T, +V}, <★,{<Time, imperfect>}>, -ru] > 

 

(40) (39)の LF 表示 

  <x10, [{T}, <x9,{<Time, imperfect>}>,< 

   <x5, [{P},<x8, {<＿, α(x3)>}>,< 

    <x4, [{T}, <x3, {<Time, imperfect>}>,< 

     <x1, [{N}, <x1, {<Kind, 学生>}>, 学生が]> 

     <x4, [{T},φ,< 

      <x3, [{V}, <x3, {<Kind, ganbar->, <Theme, x2>, <Agent, x1>}>,< 

       <x3, [{V},φ,< 

        <x2, [{N}, <x2, {<Kind, 勉強>}>, 勉強を]> 

        <x3, [{V},φ, 頑張 r-]> 

       >]> 

      >]> 

      <x4, [{T},φ, -ru] > 

     >]> 

    >]> 

    <x5, [{P},φ, ほど] > 

   >]> 

   <x10, [{T},φ,< 

    <x6, [{N}, <x6, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

    <x10, [{T},φ,< 

     <x9, [{V}, <x9, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x8>, <Agent, x6>}>, < 

      <x9, [{V},φ, < 

       <x8, [{N }, <x8, {<Kind, 論文>}>, < 

        <x7, [{A}, <x8, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

        <x8, [{N},φ, 論文を]> 

       >]> 

       <x9, [{V},φ, 選 b-]> 

      >]> 

     >]> 

     <x10, [{T},φ, -ru] > 

    >]> 

   >]> 

  >]> 
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(41) (40)の tree 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(41)に示すように、<basis, x3>を持つ x4 とホドが Merge し、ホドを主要部とする x5 が

<target, x8>を持つ x10 と Merge することで、(40)の LF 表示が派生される。 

 また、(42)の Numerationがあるとする。連体修飾節内に「<target, xm>」が含まれる場

合は派生は次のようになる。 

 

(42) Numeration 

  <x1, [{N, ga}, <x1, {<Name, 花子>}>, 花子が]> 

  <x2, [{N, wo}, <x2, {<Kind, 勉強>}>, 勉強を]> 

  <x3, [{V, <basis, x3>}, <x3, {<Kind, 頑張る>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 

頑張 r-]> 

  <x4, [{T, +V}, <★, {<Time, imperfect>}>, -ru] > 

  <x5, [{P}, <★<target>{<＿, α(★<basis>)>}>, ほど]> 

  <x6, [{N, ga}, <x6, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

  <x7, [{A}, <★, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

  <x8, [{N, wo, <target, x8>}, <x8, {<Kind, 論文>}>, 論文を]> 

  <x9, [{V}, <x9, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 選 b-]> 

  <x10, [{T, +V}, <★,{<Time, perfect>}>, -ta] > 

  <x11, [{N, wo}, <x11, {<Kind, 授業>}>, 授業を]> 

  <x12, [{V}, <x12, {<Kind, 勧める>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>}>, 勧め]> 

  <x13, [{T, +V}, <★, {<Time, imperfect>}>, -ru] > 

 

(43)  <x13, [{T}, <x12, {<Time, imperfect>}>,< 

   <x5, [{P},<★<target> {<＿, α(x3)>}>,< 
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    <x4, [{T}, <x3, {<Time, imperfect>}>,< 

     <x1, [{N}, <x1, {<Kind, 学生>}>, 学生が]> 

     <x4, [{T},φ,< 

      <x3, [{V}, <x3, {<Kind, ganbar->, <Theme, x2>, <Agent, x1>}>,< 

       <x3, [{V},φ,< 

        <x2, [{N}, <x2, {<Kind, 勉強>}>, 勉強を]> 

        <x3, [{V},φ, 頑張 r-]> 

       >]> 

      >]> 

      <x4, [{T},φ, -ru] > 

     >]> 

    >]> 

    <x5, [{P},φ, ほど] > 

   >]> 

   <x13, [{T}, <x12, {<Time, imperfect>}>,< 

    <x6, [{N}, <x6, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

    <x13, [{T, +V}, <x12, {<Time, imperfect>}>,< 

     <x12, [{V}, <x12, {<Kind, 勧める>, <Theme, x11>, <Agent, x6>}>, 勧

め]> 

      <x12, [{V},φ, 勧め]> 

       <x11, [{N}, <x11, {<Kind, 授業>}>, 授業を]> 

        <x10, [{T, <target, x8>}, <x9,{<Time, perfect>}>,< 

         <x9, [{V}, <x9, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x8>, <Agent, x16>}>, < 

          <x16, [{N},<id,{  }>, φ]> 

          <x9, [{V},φ, < 

           <x8, [{N }, <x8, {<Kind, 論文>}>, < 

            <x7, [{A}, <x8, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

            <x8, [{N},φ, 論文を]> 

           >]> 

           <x9, [{V},φ, 選 b-]> 

          >]> 

         >]> 

         <x10, [{T},φ, -ta] > 

        >]> 

        <x11, [{N, wo}, <x11, {<Kind, 授業>}>, 授業を]> 

       >]> 
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       <x12, [{V}, φ, 勧め]> 

      >]> 

     >]> 

     <x13, [{T},φ, -ru] > 

    >]> 

   >]> 

  >]> 

 

(44) (43)の tree 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(44)に示すように、<target, x8>は x10 まで継承されるが、時制要素の x10 よりも上に継

承されないため、x11 の mother node に継承されず残ることになり、(44)の派生は不適格

になる。 

 ★<target>と★<basis>を仮定することで、(33)対(34)の対立を捉えることが可能になる。相

関解釈前件の対象と相関解釈後件の対象が決まるということは、文の解釈に、前件の「ど

のような OBJECT」と後件の「どのような OBJECT」が関係しているのかが判明したと

いうことである。相関解釈に関わる前件の OBJECT と後件の OBJECT がホドによって

結び付けられるということは、相関解釈を派生する上で重要な構成要素が判明したとい

うことでもあるが、相関解釈をさらに細かく観察すると、単に 2 つ選び出しただけでは

不十分であることが分かる。次節では、改めて「相関解釈」がどのようなものであるの
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かを考察し、どのようにしてその解釈が派生されるのかについて提案を行う。 

 

4.4. 「比較相関」の解釈を生じさせる仕組み 

4.4.1. 「比較相関」の解釈 

 ここまで述べてきたように、比較相関構文の解釈というのは、相関解釈前件の対象と

後件の対象を結び付けたものであるが、単に結びつけたからと言って「前件の度合いと

後件の度合いが相関関係にある」という解釈にはならない。たとえば、(40)の前件と後

件を関係づける表示を抜き出すと、次のようなものになる。 

 

(45)  <x8, {..., <__, 量(x3)>, ...}>  

 

このまま意味表示へと進んで得ることのできる意味というのは、「相関解釈前件の対象

の何らかの degree propertyの valueと相関解釈後件の対象の何らかの degree propertyの

value が一致している」ということになる。しかし、比較相関構文で生じる解釈という

のは、単に 2 つの要素の度合いの一致関係を表しているだけではない。本論文では、「頑

張る量の度合い」のある値と「難しさ度合い」のある値が一致しているという関係が、

さまざまな値間でも成り立っているということであると提案する。たとえば(46)の文の

解釈は、(47)のように「健が取った点数」のデキゴトと「褒められ度合い」のデキゴト

がそれぞれ結びついたものの集合を述べている解釈だと捉えることができる。 

 

(46)  健はテストでいい成績を取るほど、親に褒められる。 

  ＝テストで取った「点の高さ」と「褒められる度合い」が相関関係にある 

 

(47)  健はものすごくいい成績を取ったので、親にものすごく褒められた。 

  健はすごくいい成績を取ったので、親にすごく褒められた。 

  健はまあまあいい成績を取ったので、親にまあまあ褒められた。 

  健はすこしいい成績を取ったので、親にすこし褒められた。 

  ... 

 

これを図で表すと、(48)の関係になる。 
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(48)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(48)は、「いい成績」についていろいろな度合いが想定されており、同時に「褒められ

る」についてもいろいろな度合いが想定されている。さらに、そのそれぞれの度合いと

の対応関係があり、その集まりで成り立っている。つまり、比較相関の解釈は、単なる

相関解釈前件と後件の対象の degree propertyの一致関係ではなく、その関係がさまざま

な値で成り立っている、ということで生じている解釈である。これは、相関解釈前件と

後件の対象を、それぞれ複数の度合いの構成員で構成された集合として捉えているとい

うことである。単に「成績」と言った場合には構成員を含んだ形で理解されないように、

1 つの OBJECT は本来その OBJECT そのものしか表さない。しかし、(48)の場合では、

OBJECT そのものを表すレベルとは別の「構成員を含んだ OBJECT である」と言うレベ

ルで理解していることになる。これは、1 つの OBJECT を多層に分けて認識していると

いうことである。1 つの OBJECT に生じるこのような多層的な理解を上山 (2015) では

LAYER（層）と呼び、(48)の円の内側にある、OBJECT の構成員を 1 つ下位の LAYER

の特性と呼んでいる。本論文でも、その呼び方を上山 (2015) に倣う。 

 ただし、比較相関の解釈はいわゆる「比例」のような解釈を作るとは考えにくい。な

ぜなら、この構文の解釈は「y=ax」のように傾きが一定になるとは限らないためである。 

 

(49)  （ボート屋の料金表を見ると、1～3 時間 2000 円、3～5 時間 5000 円、5～7

時間 8000 円と書いてある） 

  ボートを長い時間使うほどお金がかかる。 

 

状況に対して文の容認性は何ら問題ないが、「1時間の使用は 2000 円、2 時間の使用は

2000 円、3 時間越えての使用は 5000 円...」というように、比例関係でなくとも容認さ

れる。(49)の文が述べているのは「この時間」で「この値段」という対応の集まりであ

る。明確な比例関係を表しているわけではなく、関連性のある度合いの集まりであるの

いい成績 褒められる 

ものすごく 

いい成績 

すこし 

いい成績 
まあまあ 

いい成績 

ものすごく 

褒められる 

少し褒め 

られる まあまあ 

褒められる 
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で相関関係を表している。もちろん、相関関係が結果的に比例の解釈に結びつくことは

あるだろう。 

 

(50) （先生が授業中に黒板に書いた「y = 2x」のグラフを説明して、） 

  x の数字が正の方向に増えるほど、yの値が 2 増える（、と言った。） 

 

 比較相関の解釈を本節のように捉えてみたい。一つの文の意味が複数の関係で構成さ

れるという複雑な解釈となるが、上山 (2015) が提案する LAYER の解釈を生じさせる

Partitioning という統語操作を仮定することで、(48)の解釈を派生することができる。次

節では、上山 (2015) が提案する Partitioningについて説明する。 

 

4.4.2. 「比較相関」の解釈と Partitioning 

 上山 (2015) は、LAYER の概念を踏まえて OBJECT を(51)のように再定義している。 

 

(51) a. OBJECT とは、OBJECT の指標番号 xn と、LAYER id に xn を含む LAYER 

の集合との対である。 

 b. LAYER idとは、OBJECT の指標番号 xn と LAYER 番号-m を組み合わせて

xn-m としたものを指す。 

 c. LAYER とは、LAYER id とその property（特性）の集合との対である。 

(上山 2015: chapter6, section 6.2.) 

 

これまで 1 章の(30)の定義に従って、OBJECT を(52)のように表記してきた。 

 

(52)  <xn, {..., <Kind, ダンサー>,<きれい, __>,...}> 

 

上山 (2015) は、LAYER という概念を導入するにあたって、(53)であるとし、(52)は(54)

と表記すると述べている。 

 

(53)  Numeration では、原則的に、LAYER 番号は 1 である。 

(上山 2015: chapter6, section 6.4.) 

 

(54) OBJECT 全体に対応する LAYER が持つ特性の場合 

  <xn-1, {..., <Kind, ダンサー>,<きれい, __>, ...}> 

 

そして、1 つ下位の構成員について述べる場合には、LAYER 番号が+1 となるとしてい

る。1 つ下位の LAYER は(55)のように書き表されることになる。 
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(55) 全体から見て 1 つ下位の LAYER が持つ特性の場合 

  <xn-2, {..., <Kind, ダンサー>,<きれい, __>, ...}> 

 

 比較相関構文の解釈は、(48)で述べたように、相関解釈前件の対象についてのいろい

ろな度合いと相関解釈後件の対象のいろいろな度合いが関係づけられた解釈である。こ

の解釈は、OBJECT の構成員同士が関係づけられた解釈のことであって、比較相関構文

では 1 つ下位の LAYER が生じているといえる。このように考えると、派生される意味

表示は(57)になっていると考えられる。 

 

(56)  <xn-1, {..., <Kind, 苦労する>, <量, 長い(xm-1)>,...}>（≒(17)） 

 

(57)  <xn-2, {..., <Kind, 苦労する>, <量, 長い(xm-2)>,...}> 

 

前述のように、Numerationでの LAYER 番号は 1 である。上山 (2015) は、LAYER 番号

が 1 以外になるのは、統語操作が関わっていると述べている。 

 上山 (2015) は、(58)のように、ある集合の特性を述べる際に、その集合が何らかの

点で均質的であると仮定したうえで、1 人の構成員を代表に取り、その集合の特性を述

べることによって集合全体の特性とみなす、ということを行うことがあると指摘してい

る。 

 

(58) a. このグループの学生には、彼女がいる。 

 b. We have a car.        (上山 2015: chapter6, section 6.3.) 

 

(58a)は、ある OBJECT（学生）の特性を述べるにあたって、1 つ下位の LAYER（学生

の構成要員）の特性を述べていることになる。上山 (2015) は、(58)を見ると単に目的

語の LAYER だけが下位になっているようにも見えるが、(59)を見るとどの LAYER の

特性記述になるかは句ごとに個別に選択できるわけではなく、1 つ下位の LAYER への

移行はいわゆる「述部」の範囲において見られる現象であると述べている。 

 

(59)  状況：何人かの（互いに兄弟ではない）学生がいて、それぞれガールフレン

ドがいる。全員で話し合って、休暇中にそれぞれが帰省し、母親にガールフ

レンドを紹介しようと約束し、その約束が無事、果たされた。 

 a.  [このグループの学生が] [自分の彼女を] [自分の母親に] 引き合わせた。 

 b.  [このグループの学生が] [自分たちの彼女を] [自分たちの母親に] 引き合わせ

た。 
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 c.  *[このグループの学生が] [自分の彼女を] [自分たちの母親に] 引き合わせた。 

 d.  *[このグループの学生が] [自分たちの彼女を] [自分の母親に] 引き合わせた。 

(上山 2015: chapter6, section 6.3.) 

 

(59a)の「[自分の彼女を] [自分の母親に] 引き合わせた」は、単数で述べられているこ

とから、1 つ下位の LAYER の特性であることがうかがえる。それに対して、(59b)の場

合には、「[自分たちの彼女を] [自分たちの母親に] 引き合わせた」が、複数で述べられ

ている。このことから、OBJECT 全体の特性であることがうかがえる。そして、(59c,d)

のように、それらが入り混じると、極端に解釈が難しくなる。このように、いわゆる主

部（Subject）・述部（Predicate）の述部の領域において、1 つ下位の LAYER への移行

がみられる7。そこで、上山 (2015) では、その「述語」の領域が曖昧性なく決定される

ように、Predication 素性（<指標 1, <Subject, 指標 2>, <Predicate, 指標 3>）というもの

を定めている。 

 

(60) Predication 

  Predication とは、指標番号 xn と、Subject である指標番号 xm と Predicate で

ある指標番号 xkとのペアとの対である。 

  <xn, <xm, xk>>      (上山 2015: chapter6, section 6.3.) 

 

(61) Predication素性 

  Predication 素性<xn, <Subject, xm>, <Predicate, xk>>があれば、<xm, {<Predicate, 

xk>}>という意味素性を追加する。    (上山 2015: chapter6, section 6.3.) 

 

 上山 (2015) は、1 つ下位の LAYER を作り出す統語操作を Partitioning と呼び、

Partitioning は Predicationを土台にして行われるとしている。上山 (2015) は、Partitioning

という統語操作を次のように定義している。 

 

(62) Partitioning 

  Predication <xa,<xb, xc>> をとって、Predicate である xc の領域に含まれるす

べての指標番号 xn-m を xn-(m+1) に変えよ。 (上山 2015: chapter6, section 6.3) 

 

(62)の操作によって、Predicateになっている xcにLAYER番号「2」という1つ下のLAYER

が作られる。 

                                                   

7 Kuroda (1972, 1990, 1992) の judgment theory における Subject, Predicate とここでの Subject, 

Predicateの関係は上山 (2015)の 5 章を参照のこと。 
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xn-1 xm-1 

 相関解釈を作るために、本節で説明した Partitioningを利用する。 

 

4.4.3. 「比較相関」の解釈に必要な仮定 

 Partitioning を踏まえて、比較相関構文の解釈をもう一度見てみる。たとえば(63)の図

のように、相関解釈前件の対象が持つ degree property の値の集合を xn とし、相関解釈

後件の対象が持つ degree propertyの値の集合を xmとすると、比較相関の解釈は、xn-2

の LAYER のメンバーが、それぞれ xm-2 のメンバーと関係付けられるものである。そ

うすると、比較相関構文では 1つ下位の LAYERが作り出されているということになる。

1 つ下位の LAYER 同士ということは、比較相関構文では、相関解釈前件の対象も相関

解釈後件の対象も 1 つ下位の LAYER として解釈される必要があるということである。 

 

(63)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAYER の解釈を作るためには、LAYER の解釈を受ける OBJECT が Predicate に含まれ

るような Predicationが必要であり、その Predicate に Partitioningが起きることで LAYER

として解釈される。つまり、比較相関構文では、相関解釈前件の対象も相関解釈後件の

対象も含む形で Predicateが作られ、しかも、その Predicateに対して Partitioning が起き

なければならないわけである。 

 そこで、比較相関のホドは、義務的に Predication と Partitioningを起こす「Pred」とい

う統語範疇と共起すると考えたい。Pred の Lexicon における指定を(64)であると仮定す

る。 

 

(64) Pred 

  [{Pred, <id, <Subject, ☆>,<Predicate, ★>>, Partitioning }, < >, φ] 

 

統語素性 「<Predicate, ★>, <Subject, ☆> 」は、Predicateと Subject の関係づけを行う

xn-2 
xm-2 
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統語素性である。(61)を再掲する。 

 

(61)  Predication 素性<xn, <Subject, xm>, <Predicate, xk>>があれば、<xm, {<Predicate, 

xk>}>という意味素性を追加する。    (上山 2015: chapter6, section 6.3.) 

 

(64)に含まれる [ Partitioning ] 素性は、義務的に Partitioning を起こす統語素性である。 

 

(65) [Partitioning] 素性 （解釈不可能素性） 

  [Partitioning] 素性は、Predicateに対し Partitioning の操作を加えたら削除され

る。 

 

Predication の関係を作るためには、Predicate だけでなく Subject が必要である。Subject

の役割を果たす語彙項目があればその語彙項目が Subject になり、なければ(66)のゼロ

代名詞が導入されていると考えていいだろう。 

 

(66) ゼロ代名詞 

  [{N},<id,{  }>, φ] 

 

比較相関構文の解釈は、2 つの集合の構成要員を関連付けたものの集まりによって構成

される解釈であるためか、文の意味が、一般的に成り立つ事柄や、何かの性質として解

釈されやすい。たとえば、「運ぶほど疲れる」というのは「??一昨日は、荷物を運ぶほ

ど健が疲れた」というように、具体的に起きた個々のデキゴトとすると容認しづらくな

る。全体が Predicateとなって、何かしらの Subject があるとすること自体は不自然なこ

とではない。 

 (64)の導入なしでは、Predication を形成ができないため、Partitioning ができず、比較

相関の解釈を作ることができない。ということは、比較相関の解釈を作るホドと(64)が

共に Numeration になければならないということである。(64)とホドを含む構成物が

Merge する場合には、ホドを含む方が Predicate になることから、ホドには「+Pred」素

性という、ホドを含む合成体全体を Predicate にする統語素性が含まれていると考えた

い8。ここまでの議論を踏まえて、(35)で修正した比較相関のホドをさらに修正し、ホド

                                                   

8 文全体に対して Partitioning を起こすという分析は、非常に複雑な表示が派生されることにな

るが、この分析が必要になるのは比較相関構文のみではない。たとえば、(i)のように不定語とモ

が組み合わせられると全称量化が関わる解釈になるということが言われている。上山 (2015) の

7 章では、仕組みは異なるものの同じ結果を得ることのできる仕組みを提案している。本論文で

は、上山 (2015) の 8 章の仕組みを使用すると、さらに煩雑な表示が生じることが予測されるた

め、異なる仕組みを用いている。 

(i)  ジョンは、メアリが誰を誘っても、パーティに行く。 
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は Lexicon で(67)の指定になっているとする。ホドに含まれる「+Pred」は、(68)である

と仮定する。 

 

(67) 比較相関のホド （最終版） 

  [{P, +Pred }, <★<target>{<＿, α(★<basis>)>}>, ほど] 

 

(68) +Pred （解釈不可能素性） 

 a. +Predは、Merge の相手が範疇素性 Predを持つ場合に削除される。 

 b. +Predは、非主要部からも継承される。ただし、+Pred は C と Merge する場合

には継承されない。 

 

+Pred は継承され、(64)の機能範疇と Merge することで削除される。Merge できなけれ

ば解釈不可能素性が残り、その派生は不適格になる。 

 ホドを(67)のように仮定することで、比較相関構文の解釈が派生される。 

 

4.4.4. 比較相関文の構築 

 では、比較相関構文の文がどのように派生されるのかを見ていく。(69)の Numeration

があるとする。 

 

(69)  Numeration 

  <x1, [{N, ga}, <x1, {<Kind, 学生>}>, 学生が]> 

  <x2, [{N, wo}, <x2, {<Kind, 勉強>}>, 勉強を]> 

  <x3, [{V, <basis, x3>}, <x3, {<Kind, 頑張る>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>,<

量, __>, <頻度,__>}>, 頑張 r-]> 

  <x4, [{T, +V}, <★, {<Time, imperfect>}>, -ru] > 

  <x5, [{P, +Pred }, <★<target>{<＿, α(★<basis>)>}>, ほど] > 

  <x6, [{N, ga}, <x6, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

  <x7, [{A}, <★, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

  <x8, [{N, wo, <target, x8>}, <x8, {<Kind, 論文>}>, 論文を]> 

  <x9, [{V}, <x9, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, ★wo>, <Agent, ★ga>,<量, __>, <頻

度,__>}>, 選 b-]> 

  <x10, [{T, +V}, <★,{<Time, imperfect>}>, -ru] > 

  <x11, [{Pred, <x11, <Predicate, ★>, <Subject, ☆>>, Partitioning }, < >, φ]> 

 

                                                                                                                                                     

  ＝ [メアリが x を誘ったときにジョンがパーティに行く]ということが、すべての人に

ついてあてはまる。     (上山 2015: ch8, section 8.5) 
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(70) (69)の LF 表示 

  <x11, [{Pred, <x11, <Predicate, x10>, <Subject, x12>>}, < >,< 

   <x12, [{N},<x12,{  }>, φ]> 

   <x11, [{Pred},φ,< 

    <x10-2, [{T}, <x9-2,{<Time, imperfect>}>,< 

     <x5-2, [{P},<x8-2, {<＿, α(x3-2)>}>,< 

      <x4-2, [{T}, <x3-2, {<Time, imperfect>}>,< 

       <x1-2, [{N}, <x1-2, {<Kind, 学生>}>, 学生が]> 

       <x4-2, [{T},φ,< 

        <x3-2, [{V}, <x3-2, {<Kind, 頑張る>, <Theme, x2-2>, <Agent, 

x1-2>}>,< 

         <x3-2, [{V},φ,< 

          <x2-2, [{N}, <x2-2, {<Kind, 勉強>}>, 勉強を]> 

          <x3-2, [{V},φ, 頑張 r-]> 

         >]> 

        >]> 

        <x4-2, [{T},φ, -ru] > 

       >]> 

      >]> 

      <x5-2, [{P},φ, ほど] > 

     >]> 

     <x10-2, [{T},φ,< 

      <x6-2, [{N}, <x6-2, {<Kind, 先生>}>, 先生が]> 

      <x10-2, [{T},φ,< 

       <x9-2, [{V}, <x9-2, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x8-2>, <Agent, x6-2>}>, 

< 

        <x9-2, [{V},φ, < 

         <x8-2, [{N }, <x8-2, {<Kind, 論文>}>, < 

          <x7-2, [{A}, <x8-2, {<難しい, ＿>}>, 難しい] > 

          <x8-2, [{N},φ, 論文を]> 

         >]> 

         <x9-2, [{V},φ, 選 b-]> 

        >]> 

       >]> 

       <x10-2, [{T},φ, -ru] > 

      >]> 
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     >]> 

    >]> 

    <x11, [{Pred},φ, φ]> 

   >]> 

  >]> 

 

(71) (70)の樹形図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred が Merge し、Predicationが形成されると、Partitioning が起きる。すると、Predicate

である x10-1以下全ては Partitioningの操作を受けて+1されて、x10-2のように-2になる。

(71)の LF 表示が派生されると、(72)の LF 意味素性と、(73)の意味表示が得られる。 

 

(72) (71)の LF 意味素性 

  <x12, {<Predicate, x10> 

  <x12,{  }> 

  <x9-2,{<Time, imperfect>}> 

  <x8-2, {<＿, α(x3-2)>}> 

  <x3-2, {<Time, imperfect>}> 

  <x1-2, {<Kind, 学生>}> 

  <x3-2, {<Kind, 頑張る>, <Theme, x2-2>, <Agent, x1-2>,<量, __>, <頻度,__>}> 

  <x2-2, {<Kind, 勉強>}> 

  <x6-2, {<Kind, 先生>}> 

  <x9-2, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x8-2>, <Agent, x6-2>,<量, __>, <頻度,__>}> 

  <x8-2, {<Kind, 論文>}> 
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  <x8-2, {<難しい, ＿>}> 

 

(73) (72)の意味表示 

  {<x12, {<Predicate, x10> 

  <x1-2, {<Kind, 学生>}> 

  <x3-2, {<Kind, 頑張る>, <Theme, x2-2>, <Agent, x1-2>,<量, __>, <頻

度,__>,<Time, imperfect>}> 

  <x2-2, {<Kind, 勉強>}> 

  <x6-2, {<Kind, 先生>}> 

  <x9-2, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x8-2>, <Agent, x6-2>,<量, __>, <頻度,__>,<Time, 

imperfect>}> 

  <x8-2, {<Kind, 論文>,<難しい, ＿>,<＿, α(x3-2)>}>} 

→→property composition 

  {<x12, {<Predicate, x10> 

  <x1-2, {<Kind, 学生>}> 

  <x3-2, {<Kind, 頑張る>, <Theme, x2-2>, <Agent, x1-2>,<量, __>, <頻

度,__>,<Time, imperfect>}> 

  <x2-2, {<Kind, 勉強>}> 

  <x6-2, {<Kind, 先生>}> 

  <x9-2, {<Kind, 選ぶ>, <Theme, x8-2>, <Agent, x6-2>,<量, __>, <頻度,__>,<Time, 

imperfect>}> 

  <x8-2, {<Kind, 論文>,<難しい, 量(x3-2)>}>} 

 

<＿, α(x3-2)>のαは 4.2.4 節において、無指定の attribute の代わりとして用いていた。

x3-2のいずれかの propertyの valueを参照することになる。たとえば<量, __>であれば、

「量(x3-2)」という derived complex valueになる。property composition によって<難しい, 

量(x3-2)>という意味表示が派生される。 

 ここで注意してほしいのは、比較相関構文においても、相関解釈前件と後件の対象さ

え判明し適格な表示になればなんでも相関解釈が可能になるというわけではない点で

ある。Vスギル構文の場合と同様のことが観察される。たとえば、(74)を見てほしい。 

 

(74) （ダンサーは、数じゃない。なんと言っても見た目がきれいかどうかこそが舞

台を華やかにさせるには重要なんだ。） 

 a. ダンサーが踊るほど、舞台が華やぐ。   (cf. 東寺 2012:19, (49))  

 b. きれいなダンサーが踊るほど、舞台が華やぐ。 
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本章の説明にしたがえば、(74a)でも(74b)でも、相関解釈前件の対象が「ダンサー」で

相関解釈後件の対象が「華やぐ」である場合の解釈が可能であるはずである。しかし、

(74a)では「ダンサーのきれいさと舞台の華やぐ度合いが相関する」という解釈ができな

い。つまり、比較相関構文においても、モノが相関解釈の対象の場合には、そのモノに

ついて何らかのスケールを表す性質が語彙として表現されていることが必要である。も

ちろん、形態的に名詞だけではいけないというわけではない。 

 

(75)  美人が着るほど、服が目立たなくなる。 

 

(75)では「美人度合いにともなって目立たない度合いが増す」解釈が可能である。 

 このように、比較相関構文では、統語的にホドから「見える」位置に<basis, xm>と

<target, xm>があることが必要であるが、それだけではなく、相関解釈の対象に degree 

property が含まれていることが必要であり、意味表示において value が未定の degree 

propertyと<basis, xm>によって作られた attribute が未定の degree propertyが結合するこ

とで解釈が生じる。 

 

4.5. 比較相関構文の容認可能性とスケールの関わり 

 相関解釈前件の対象と後件の対象が Computational Systemにおいて決定される分析を

提案してきたが、スケールは容認可能性にどのように関わるのだろうか。本節では、ス

ケールの位置付けについて議論する。 

 4.2.3節では、連体修飾節内からは相関解釈前件の対象を選べないことを指摘したが、

それに対して、スケールを表す語（attribute を表す語）の分布を構造関係からとらえる

ことは困難である。たとえば、(76a)は「いろんな色度合い」と「目立つ度合い」が相関

関係にある解釈が可能であり、(76b)は「描き方の細やかさ度合い」と「評価される度

合い」が相関関係にある解釈が可能である。(76c)でも同様である。 

 

(76) a. （街中では単色系よりもいろんな色を使ったカラフルな帽子をかぶると目立

つが、2 色のカラフルな帽子よりも 3 色の帽子の方が目立ち、5 色にもなると

非常に目立つ。） 

  [[ いろんな色を使った ] 帽子をかぶる ] ほど、目立つ。 

 b. （あの文学賞は、噂では、） [[ 人間模様を細やかに描いた ] 小説を書く ] ほ

ど、評価される（傾向にあるそうだ。） 

 c. （読む論文がややこしく書かれているとうんざりするが、昨日読んだ論文は

一昨日読んだ論文よりもさらにややこしく書かれていてもっとうんざりする

ものだった） 

  [[ ややこしく書かれた ] 論文を読む ] ほど、うんざりする。 
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「いろんな色」や「ややこしい」のようなスケールを表す語は連体修飾節内のような構

造的に深い位置にあっても、相関解釈に関わることがある。ここで、(76)の相関解釈前

件の対象の構造的位置に注目すると、たとえば(76c)の「論文」のように、連体修飾節内

に含まれていないということに気がつく。つまり、この例文で過剰の解釈が可能になる

のは、「ややこしく書かれた論文」＝「ややこしい論文」という推論が成り立つからで

ある。 

 スケールを表す語は、必ずしも相関解釈前件の対象を直接修飾しているとは限らない。

たとえば、(77a,b)はどちらも一見、容認性が高くないかもしれないが、いろいろな状況

を想像すると、(77a)は比較的容認されやすく、(77b)は容認されにくい。 

 

(77) a. 健は [[[ 花子が気取って書いた ] 字 ] を読む ] ほど、うんざりする。 

 b. 健は [[[ 花子が着飾って書いた ] 字 ] を読む ] ほど、うんざりする。 

 

構造的には、「気取って」も「着飾って」も「書いた」を修飾している。それでも容認

性に差が出るのは、(77a)の場合、「気取って書いた字は気取った字になる」という関係

付けが可能なため、「気取って」が「字」に関するスケールであるという再解釈が可能

なのである。これに対して、着飾って字を書いたとしても、字が着飾っていることにな

るとは考えない。そのため、「着飾って」は「字」に関するスケールとは解釈できない。

事実、(78)のように「気取って書いた」と「字」の関係づけを阻む表現を使うと、「気

取って」を問題にした解釈はできなくなる。 

 

(78)  健は [[[ 花子が気取って書いた ] いつもどおりの 字 ] を読む ] ほど、うん

ざりする。 

 

このような複雑な現象を考えると、相関解釈の対象のスケールは、対象を測れると考え

られるものを文脈から設定していると考えなければ説明できない。 

 さらに極端な例をあげると、相関解釈に関わるスケールは、複合的に作られる場合も

ある。(79a)で「負担の減り度合い」に相関するのが「ややこしく書かれていなさ（＝単

純さ）度合い」であるという解釈が可能であり、(79b)で「売れる度合い」に相関する

のが「派手な色合いじゃなさ（＝地味さ）度合い」という解釈が可能である。 

 

(79) a. （学部生の授業ではよりややこしくない論文を選んだ方が学部生の負担が減

るだろう。） 

  （学部生の授業では）[[[ ややこしく書かれていない ] 論文 ] を選ぶ ] ほど、

学部生の負担が減る。 



99 

 

 b. （今年は、派手な色合いのファッションよりも地味な色合いのファッション

が流行していて、地味な中でもより地味なファッションが消費者にうけてい

る。それに基づいて評論家がデザイナーたちにアドバイスをした。） 

  （今年の流行からいうと、デザイナーさんたちは）[[[ 派手な色合いでデザイ

ンしない ] ファッション ] を提案する ] ほど、よく売れる（と思うよ。） 

 

(79)の相関的解釈で問題となるスケールは、連体修飾節全体で表されているもので、意

味が合成されて初めて生み出されるものである。 

 このような事実は、Computational System において、どの attribute が相関解釈に関わ

るのかを明らかにすることが困難であることを表している。そのため、LF 意味素性の

段階で(80)の表示になるのではなく、(81)が派生してから property composition で(80)が派

生される分析が適切である。 

 

(80)  <xn, {<Kind, 論文>, <難しい, 量(xm)>}> 

 

(81)  <xn, {<Kind, 論文>, <難しい, __>, <＿, 量(xm)>}> 

 

このことは、前章で述べた V スギル構文においても同じであった。V スギル構文にお

いても、比較相関構文においても同じような現象が観察されるということは、スケール

に次の 3 通りの在り方があることを支持している。 

 

(82) a. 語彙的に直接指定されている場合 

 b. 修飾関係によって他の語彙項目から加えられる場合 

 c. 構築された意味表示に基づいた意味合成と話者の世界知識とを掛け合わせて

作られる場合      （＝第 3章の(60)） 

 

 次節では、スケールを Computational System において選択する分析を主張した石居 

(2008) の分析を紹介する。 

 

4.6. 石居 (2008) の分析 

4.6.1. 石居 (2008)  

 石居 (2008) はホドによって選択される [+gradable] 素性を持つ語の違いが、比較相

関構文の解釈を決めると考えている。石居 (2008) は、ホドが従属節の VP に基底生成

され、ホドが統語的に [+gradable] 素性を持つ語を選択することによって相関関係の解

釈が生じると述べている。ここで、石居 (2008) は、全般にわたって Vスレバ Vスルホ

ドという形式を用いている。この点が及ぼす影響については 4.6.2 節で述べる。 
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 [+gradable] 素性を持つ語としては、たとえば動詞がある。石居 (2008) は、たとえば、

(83)や(84)の場合は比較相関の解釈が可能であると観察している。ここでも [+gradable] 

素性を持つ語には下線を引いておく。 

 

(83) a. 食べれば食べるほど、太る。         (石居 2008: 249 (4)) 

 b. 勉強すれば勉強するほど、よい。        (石居 2008: 249 (3)) 

 

(84) a. 荷物を運べば運ぶほど、腰に負担をかける。      (石居 2008: 251, (12)) 

 b. 球を投げれば投げるほど、肩の筋肉は鍛えられる。   (石居 2008: 251, (13)) 

 

(83a)では、動詞「食べる」について、「食べる」度合いと「太る」度合いが相関する解

釈になり、(83b)では、動詞「勉強する」について、「勉強する」度合いと「よい」の

度合いが相関する解釈になる。(84)でも、動詞の「運ぶ」と「投げる」についての比較

相関の解釈が生じる。また、副詞的要素も、[+gradable] 素性をもつ。 

 

(85)  客が早く来れば来るほど、忙しくなる。       (石居 2008: 250, (7)) 

 

(85)では、「早く」の度合いと「忙しくなる」の度合いが相関する解釈になる。 

 (86)では、ヲ格名詞句の修飾語句である「大きな」が [+gradable] 素性をもつ。 

 

(86) a. 大きな仕事を狙えば狙うほど、リスクは大きい。      (石居 2008: 251, (16)) 

 b. 大きな車を買えば買うほど、メンテナンスが大変だ。  (石居 2008: 251, (17)) 

 

(86a)ではホドが「大きな」の [+gradable] 素性を選択することで、「大きな」の度合い

と「リスクは大きい」の度合いが相関関係にある解釈が可能であると観察している。

(86b)でも、「大きな」の [+gradable] 素性を選択する解釈が可能であると観察している。 

 なお、石居 (2008)では、(87)のように、動詞を修飾する副詞的要素がある場合にはそ

の副詞的要素が優先的に選択されると観察している。ただし、[+gradable] 素性を持つ

語が一つではない他の場合に対しては、どの語が優先的に選択されるかは述べていない。

文脈によって、どちらの解釈にもなりうるからである。たとえば、(86a)では(87a)と(87b)

の文脈でどちらの解釈も可能である。 

 

(87) 大きな仕事を狙えば狙うほど、リスクは大きい。（＝(86a) (石居 2008: 251, (16)) 

 a. 健は自分の進退を左右する仕事だけではなく、会社の運命を左右するような

仕事を手掛けようとしている。 

 b. 健は自分の進退を左右するような仕事を 3 回連続で選んで結果を出してきた
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が、さすがに 10 回選べば 1 回だけでなく 2 回は失敗するかもしれない。 

 

つまり、石居 (2008) では明言されていないが、石居 (2008) の分析はどの解釈になる

かが文脈で選ばれる分析だと解釈される。 

 しかし、(88)の場合に「踊る」の度合いと「舞台は華やかになる」の度合いが相関す

る解釈が容認されるのに対して、(89)、(91)で下線部の [+gradable] 素性を持つ語が相関

する解釈の容認性は低いと石居 (2008) は述べている。 

 

(88)  きれいな人が踊れば踊るほど、舞台は華やかになる。  (石居 2008: 250, (11)) 

  ＝ok「踊る度合い」と「舞台が華やかになる度合い」が相関関係にある解釈 

 

(89) a. きれいな人が踊れば踊るほど、舞台は華やかになる。  (石居 2008: 250, (11)) 

  ≠「人のきれいさ度合い」と「舞台が華やかになる度合い」が相関関係にあ

る解釈 

 b. うるさい子供が遊べば遊ぶほど公園の中は騒がしくなる。 

(石居 2008: 250, (10)) 

  ≠「子供のうるささ度合い」と「騒がしくなる度合い」が相関関係にある解

釈 

 c. 賑やかな客が来れば来るほど、忙しくなる。       (石居 2008: 250, (6)) 

  ≠「客のにぎやかさ度合い」と「忙しくなる度合い」が相関関係にある解釈 

 

この観察から、石居 (2008) は、次のように述べている。 

 

(90)  主語内の修飾語句が比較のターゲットになることはない。 

 

さらに、(91)の文でも、下線部の [+gradable] 素性を持つ語が相関する解釈の容認性は

低いと述べている。 

 

(91) a.  健が [CP [IP子供がよく勉強する ] と ] 言えば言うほど、驚く。 

  ≠「「良く」の度合い」と「驚く度合い」が相関関係にある解釈 

 b. 健が [NP [CP花子が小さく書いた ] 字 ] を読めば読むほど、疲れる。 

  ≠「書き方の小ささ度合い」と「疲れる度合い」が相関関係にある解釈 

 c. 花子が [[ 健がなぜ早く起きた ] か ]聞けば聞くほど、疑問が湧いてくる。 

  ≠「起きる時間の早くの度合い」と「湧いてくる度合い」が相関関係にある

解釈        (cf. 石居 2008: 253, (25)) 
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(91a)の「よく」、(91b)の「小さく」、(91c)の「早く」は [+gradable] 素性を持つ語であ

るが、埋め込み節内にある場合も比較相関の解釈が不可能であると、石居 (2008) は述

べている。 

 石居 (2008) は、(89)、(91)で相関する解釈の容認性が低いのは、ホドが選択できる範

囲に [+gradable] 素性を持つ語がないためであると考えている。たとえば、(89)の非能

格動詞のガ格名詞の修飾部や(91a)の V の補部となっている CP の内部、(91b)の連体修

飾節の内部、(91c)の埋め込み文の内部の [+gradable] 素性を持つ語は、ホドが選択する

ことができないために、相関する解釈の容認性が低くなると述べている。そこで石居 

(2008) は、容認性の分布が由本 (2005) の Vスギル構文における観察と類似しているこ

とから、由本 (2005) の分析を基に(92)のような分析を提案している。 

 

(92)  [+gradable] 素性を持つ語のうち、ホドが統率する要素が選択の候補になる。 

(石居 2008: 256) 

 

(93) 統率9
 

  αがβを m統御し、αとβが同一の最大投射範疇内にあれば、αはβを統率

する。 

 

(94) m統御10
 

  αがβを支配せず、αを支配する最初の最大投射がβを支配するとき、αは

βを m統御する。 

 

(89)において、Vは非能格動詞であるので、ガ格名詞は VP の外にある。VP がガ格名詞

を支配していないので、ホドがガ格名詞を統率することはない。その結果、比較相関の

解釈ができない。また、(91b)では、ホドを支配する最大投射は VP であり、「小さく」

を支配する最大投射は「字を」の NP にさらに埋め込まれている VP であるので、ホド

は「小さく」を統率していない。そのため、比較相関の解釈ができないことになる。 

 ただし、(95)の「高い」のように、直接ホドに統率されていない要素でも選択が可能

な場合がある。 

 

(95) a. [ポスターを[PP[DP[A高い]ところ]に]貼れ]ば貼るほど、見えにくくなる。 

                                                   

9 石居 (2008) の中では、統率の定義は述べられていないが、おそらく、(93)の定義に基

づいていると推測される。 

10 石居 (2008) の中では、統率の定義は述べられていないが、おそらく、(94)の定義に

基づいていると推測される。 
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 b. ブローチを下の方に付ければ付けるほど、格好が悪い。 

 c. 獲物を遠くから狙えば狙うほど、はずしやすい。 

 d. 電車が遅くまで走れば走るほど、住民が文句を言う。  (石居 2008: 254, (27)) 

 

そこで、石居 (2008) は、由本 (2005) の「[+gradable] 素性の浸透」という概念を用い

て(96)の仮定を加えた。 

 

(96)  [+gradable] 素性はそれを直接支配する DP とさらにその DP を直接支配する

PP まで浸透する。      (石居 2008: 255) 

 

(96)の仮定を加えると、(95)の「高い」の [+gradable] 素性は PP「高いところに」まで

浸透し、VP 内にあることになるため、V に付加しているホドによって統率されること

になる。 

 

(97) (95)の構造 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように石居 (2008) は、ホドが [+gradable] 素性を持つ語を選択すると考え、そ

の選択の範囲が構造によって制限されると考えた。つまり、石居 (2008) では、「ホド

によって選択される [+gradable] 素性を持つ語の違いが、2 つの異なった解釈を導き出

している」と答えていることになる。 

 

4.6.2. 石居 (2008) の分析の問題点 

 石居 (2008) の分析は、ホドが比較相関構文の解釈を決めるにあたってどのような役

割を持っているかが明示されており、さらに、解釈のすべてを構造で決定してしまうの

ではなく、統語的な制約を設けるだけで、その範囲から文脈に合うものが選択されると

想定している点で説得的である。しかし、石居 (2008) の分析には、反例となる事実が

存在する。 

 まず、[+gradable] 素性を持つ語がホドの統率範囲の外にあり、かつ、(96)が適用され



104 

 

ない場合に、相関関係を作る解釈が可能な場合がある。たとえば、(98a)は(89)と並行的

な構造で、石居 (2008) ではガ格名詞句修飾部は相関する解釈ができない例とされてい

る。しかし、文脈を設定すれば、「踊る人の綺麗さの度合いと舞台が華やかになる度合

いが相関する」解釈は、十分に容認可能である。 

 

(98) a. （ステージでダンサーが踊る店で、多くの人が踊っている。その中でも、見

た目には差があって、その差に応じて舞台の華やかさは変わる。） 

  きれいな人が踊るほど、舞台は華やかになる。 

 b. （ミュージカルというものは、）かっこいい役者が演じるほど、チケットが

売れる。 

 

石居 (2008) の分析によると、(98)では、「綺麗な」を含む NP は、「踊る」が非能格自

動詞であるため、VP の外に基底生成される。VP の外にではホドによって統率されるこ

とはないので、石居 (2008) の分析では容認されないと予測される。しかし、「綺麗な」

と「華やかになる」が相関する解釈は十分容認される。(98b)でも、「かっこいい役者

が」は VP の外に基底生成されるはずであるが、「役者のかっこよさ度合いに応じてチ

ケットの売れ度合いが増す」解釈は十分容認される。また、(5a,b,d)で提示した例文も(98)

と同様の点で反例になる。 

 

(5)  a. 有名な女優が来店するほど、売上が上がる 。 

  ＝来店した女優の有名さ度合いにともなって売上も上がる 

 b. 綺麗なダンサーが踊るほど、観客が盛り上がる 。 

  ＝ダンサーの綺麗さ度合いにともなって観客の盛り上がり度合いが増す 

 c. 大きな魚がかかるほど、竿が曲がる 。 

  ＝魚の大きさ度合いにともなって竿の曲がり度合いが増す 

 d. （料理は愛とはいうれども、やっぱり料理は、）上手な人が作るほど、おい

しい（よね）。 

  ＝作った人の上手さ度合いにともなっておいしさ度合いが増す 

 

 また、4.5 節で提示した(76)や(79)も反例となる。(76)は相関する解釈になる語が連体

修飾節に含まれている例である。 

 

(76) a. （街中では単色系よりもいろんな色を使ったカラフルな帽子をかぶると目立

つが、2 色のカラフルな帽子よりも 3 色の帽子の方が目立ち、5 色にもなると

非常に目立つ。） 

  [[ いろんな色を使った ] 帽子をかぶる ] ほど、目立つ。 
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 b. （あの文学賞は、噂では、） [[ 人間模様を細やかに描いた ] 小説を書く ] ほ

ど、評価される（傾向にあるそうだ。） 

 c. （読む論文がややこしく書かれているとうんざりするが、昨日読んだ論文は

一昨日読んだ論文よりもさらにややこしく書かれていてもっとうんざりする

ものだった） 

  [[ ややこしく書かれた ] 論文を読む ] ほど、うんざりする。 

 

(76a)の例では、「いろんな色」という表現が深く埋め込まれているにもかかわらず、い

ろんな色度合いと目立つ度合いが相関する解釈が可能である。石居 (2008) の分析では、

「いろんな色」は「帽子」の連体修飾節内にあるので、ホドに統率されず、相関関係の

解釈ができないことになる。しかし、このように、実際には「いろんな色」と「目立つ」

が相関する解釈が可能である。(76b)でも「細やかさ度合い」と「評価の度合い」が、(76c)

でも「ややこしさ」と「うんざり度合い」が相関する解釈が可能である。このように、

本節の観察は、[+gradable] 素性を持つ語が、石居 (2008) の分析で言うところの統率領

域の中になくても、比較相関の解釈が可能であるということを示している。 

 次に、(79)のような例もある。 

 

(79) a. （学部生の授業ではよりややこしくない論文を選んだ方が学部生の負担が減

るだろう。） 

  （学部生の授業では）[[[ ややこしく書かれていない ] 論文 ] を選ぶ ] ほど、

学部生の負担が減る。 

 b. （今年は、派手な色合いのファッションよりも地味な色合いのファッション

が流行していて、地味な中でもより地味なファッションが消費者にうけてい

る。それに基づいて評論家がデザイナーたちにアドバイスをした。） 

  （今年の流行からいうと、デザイナーさんたちは）[[[ 派手な色合いでデザイ

ンしない ] ファッション ] を提案する ] ほど、デザインした服がよく売れ

る（と思うよ。） 

 

(79a)において可能な解釈は、「論文のややこしくなさ（＝単純さ）の度合いと負担が減

る度合いが相関する」という解釈である。石居 (2008) の分析ではこのような解釈を出

すためには、「ややこしくない」がホドによって選択されなければならないが、(79a)

で明らかなように、この文は「ややこしくない」という語を含んでいるわけではない。

選択できる [+gradable] 素性を持つ語としては「ややこしい」しかない。(79b)でも「派

手じゃない（＝地味さ）の度合いと売れる度合いが相関する」解釈が可能である。石居 

(2008) の分析からは、統率の範囲外に [+gradable] 素性を持つ語が存在するためそもそ

も非文法性が予測されるものの、仮に統語的に選択可能な範囲を拡大したとしても「論
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文のややこしさと負担が減る度合いが相関する」、つまり、「論文がややこしいほど、

負担が減る」という不適切な解釈しか予測されない。 

 このように、比較相関構文において相関解釈対象のどの degree propertyの attributeに

なるかは非常に複雑であり、Computational System の段階で決定されているとは考えづ

らい。一方、相関解釈の対象のみが Computational Systemで決定され、意味表示の段階

でその相関解釈の対象に含まれる attribute と相関解釈を表す value の property が合成さ

れるとすると、直接の係り受け関係にない(76)や、スケールが特定の語彙項目に表れて

いない(79)でどのようなことが起きているかを考えやすくなる。たとえば、(76c)の文で

「ややこしすぎる」解釈が生じるのは、「論文」に<target, xm>が導入され、「<Kind, 論

文>, <ややこしい, __>, <__,sugi>」のような意味表示が派生された場合であろう。推論

規則を用いて解釈される(76)の現象は、特に、連体修飾節の動詞が「書く」や「描く」

のような、連体修飾節の動作が修飾される名詞の性質に強くかかわる場合に生じやすく

なる。また、(79b)は「ファッション」に<target, xm>が導入され、「<Kind, ファッショ

ン>,<地味な,＿>,<＿,sugi>」のような意味表示が派生された場合であろう。語彙的には<

地味な,＿>スケールが存在していない(79b)は、意味の合成が行われて初めて attributeと

して生じうるものである。これらの点を踏まえると、Computational System でターゲッ

トを指定する分析の方が、Vスギル構文に関わる現象をより広範に説明できる。 

 石居 (2008) において(89a)が容認されないと判断された理由のひとつに、「Vスレバ

Vスルホド」という形式が用いられていたことがあるのではないだろうか。石居 (2008) 

では「V スレバ V スルホド」という形式が用いられているが、「V スルホド」という

形式でも、ほとんど解釈は変わらない。 

 

(99) a. 健は変化球を投げれば投げるほど疲れる。 

 b. 健は変化球を投げるほど疲れる。 

  解釈：健が変化球を投げる度合いと疲れる度合いが相関する。 

 

このことは、石居 (2008) でも述べられている。Vレバがない(100b)は(100a)とほとんど

変わらない解釈が生じるが、(100c)のように Vレバのみでは相関関係の解釈が義務的で

はない。そのため、比較相関の解釈を生じさせているのは、ホドである。 

 

(100) a. 食べれば食べるほど太る。 

 b. 食べるほど太る。      (cf. 石居 2008: 256, (33)) 

 c. 食べれば太る。      (cf. 石居 2008: 256, (34b)) 

 

石居 (2008) において中心的に用いられた「Vスレバ Vスルホド」という形式が用いら

れると、相関するのが動詞の表す event の量であるという解釈が強くなる。 
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(101) a. 派手な帽子をかぶればかぶるほど、目立つ 

 b. 料理は、上手な人が作れば作るほど、おいしい。 

 

つまり、石居 (2008) は、解釈の多義性にも言及していながら、動詞が選択されやすい

文ばかりを扱っていたことになる。そこで、本論文では、もっぱら「Vスルホド」とい

う形式を用いている。ただし、「V スレバ V スルホド」という形式と「V スルホド」

という形式の違いは、単なる解釈のしやすさという問題だけではない可能性がある。語

と語が組み合わされて構成体を作るアプローチである以上、Vとレバという語彙項目が

導入されれば、意味の表示に影響を与えないはずがない。そのため、「ダンサーが踊れ

ば踊るほど盛り上がる」の場合に派生される表示と「ダンサーが踊るほど盛り上がる」

の場合に派生される表示とが同じではないだろう。「Vスレバ」が構造構築をするうえ

でどのような役割を果たしているのかという点を含めて、今後の課題である。 

 

4.7. 本章のまとめ 

 本章では、比較相関構文でどのようにして度合いを述べるのかということを提案した。

比較相関構文では、Computational System において相関解釈前件と後件の対象が決定さ

れる仕組みと意味表示においてスケールが定まる仕組みの 2 つが関わっているという

分析を提案した。比較相関のホドは、Lexicon で次の指定になっていると考えるべきで

ある。 

 

(67) 比較相関のホド 

  [{P, +Pred}, <★<target>{<＿, α(★<basis>)>}>, ほど] 

 

相関解釈前件の対象を決定するには、(19)と(24)の仮定が必要である。 

 

(19) ★<basis> （解釈不可能素性） 

  Merge の相手が非主要部であり、かつ、<basis, xm>を持っている場合に、★<basis>

は xmに置き換わる。 

 

(24) <basis, xm> 

 a. <basis, xm>は、Mergeの相手が★<basis>を持っている場合に削除される。 

 b. <basis, xm>は、非主要部からも継承される。ただし、T が非主要部として Merge

する場合には継承されない。 

 

(24)は、Numeration において、OBJECT 指示表現の統語素性に導入される。相関解釈後
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件の対象を決定するには、(36)と(38)の仮定が必要である。 

 

(36) ★<target> （解釈不可能素性） 

  Merge の相手が headであり、かつ、<target, xm>を持つ場合に、★<target>は xm

に置き換わる。 

 

(38) <target, xm> （解釈不可能素性） 

 a. <target, xm>は、Merge の相手が★<target>を持っている場合に削除される。 

 b. <target, xm>は、非主要部からも継承される。ただし、T が非主要部として Merge

する場合には継承されない。 

 

(38)は、Numeration において、OBJECT 指示表現の統語素性に導入される。相関解釈前

件と後件の対象を決定し、次の 2 つの統語操作が起きる。 

 

(60) Predication 

  Predication とは、指標番号 xn と、Subject である指標番号 xm と Predicate で

ある指標番号 xkとのペアとの対である。 

  <xn, <xm, xk>>       (上山 2015: chapter6, section 6.3.) 

 

(61) Predication素性 

  Predication 素性<xn, <Subject, xm>, <Predicate, xk>>があれば、<xm, {<Predicate, 

xk>}>という意味素性を追加する。    (上山 2015: chapter6, section 6.3.) 

 

(62) Partitioning 

  Predication <xa,<xb, xc>> をとって、Predicate である xc の領域に含まれるす

べての指標番号 xn-m を xn-(m+1) に変えよ。(上山 2015: chapter6, section 6.3.) 

 

(60)、(62)の統語操作を引き起こす素性として、(64)、(65)の素性が必要である。 

 

(64) Pred 

  [{Pred, <id, <Predicate, ★>, <Subject, ☆>>, Partitioning }, < >, φ] 

 

(65) [Partitioning] 素性 （解釈不可能素性） 

  [Partitioning] 素性は、Predicateに対し Partitioning の操作を加えたら削除され

る。 
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 比較相関構文は、上記の機能を以て、前件と後件の関係を作る。比較相関のホドには

語彙的に度合いを表す valueが指定されておらず、前件を引き合いに出して、後件の度

合いを述べる。(102)のように度合いの区切りが同じになるということを表すことで、

度合いを述べる11。 

 

(102) 

 

 

 

 

 

 

ただし、「食べるほど太る」といっても個人で太り度合いが大きく異なるように、前件

対象の degree propertyのどれくらいの度合いが、後件対象の degree propertyのどれくら

いの度合いに該当するのかは、個人によって大きく異なるものである。その点は、話者

の世界知識をかけあわせて導出されると考えるべきである。 

 

 

                                                   

11 比較相関構文の度合いの述べ方を(102)のように考えると、たとえばヨリを用いた比較構文「健

のペンは花子のペンより長い」の場合に、健のペンが持つ<長い, __>という propertyの valueは、

花子のペンが持つ<長い, __>という propertyの value の位置より上であると述べていることにな

る。比較構文は、統語的な側面では Kikuchi (1987)、Ishii (1991)など、意味論的側面では Beck et al 

(2004), Hayashishita (2009) などにより議論がなされているが、構造面を含め、統語意味論の枠組

みでどのように分析されるかは、今後の課題である。 

【前件の対象の 

 degree property】 

【後件の対象の 

 degree property】 

度合いα … 度合いβ 度合いγ 

… 度合いα 度合いβ 度合いγ 
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5. 程度のホド構文 

 本章では、解釈に度合いが関わる表現の一つである、程度を表すホド構文について考

察する。程度を表すホド構文は、「Pほど Q」という形式で、Q の何らかのスケールの

度合いを表すことができる。本章では、程度のホド構文の度合いの述べ方には、特に、

構築された意味表示と話者の世界知識とをかけあわせて導出される場合が関わるとい

うことを提案する。程度のホド構文のホドは、ホドという語彙項目に直接度合いを表す

意味特性が含まれてはおらず、世界知識を動員しつつ、そのデキゴトが位置付けられる

順序集合を形成することによって度合いを表す、ということを提案する。そして、その

順序集合の形成の仕方には 2 通りがあることを提案する。 

 

5.1. ホドを用いて程度表す表現 

 「P ホド Q」という形式を用いて、何らかの程度を表すことができる。 

 

(1) a. 健は、[P 驚くほど ] [Q ケーキを食べた ]。 

 b. 花子は、[P 腰が抜けるほど ] [Q 驚いた ]。 

 

(1)のように、P ホドで Q の何らかの側面についての度合いを述べる構文を、程度のホ

ド構文と呼ぶことにする。程度のホド構文のホドは、品詞としてさまざまな類別がなさ

れている。たとえば、松下 (1928, 1930) より使われ始めた形式名詞という類別がなさ

れることもある。形式名詞とは、「形式的意義ばかりで実質的意義を欠く名詞である（松

下 1930: 24）」と述べられている。佐久間 (1983) では、「吸着語」という類別を与え

られている。また、奥津 (1974, 1980, 1983, 1986) は、副詞句を形成するという性質か

ら形式副詞と呼んでいる。いずれにせよ、ホドは「実質性」を持たず、P と Q を結びつ

けるという点では一致している。 

 これまで、ホドの用法についてさまざまな研究がなされてきた。たとえば、奥津 (1980, 

1986) では、ホドを大きく比例の「ほど」と程度の「ほど」に分け、さらに程度の「ほ

ど」には P ホドの P の内容に応じて、非常の程度の「ほど」、通常の程度の「ほど」、

同程度の「ほど」の 3 つの用法があることを指摘している。奥津 (1980, 1986) の分析

は後に詳細に説明をする。丹羽 (1992) は、量を表すという形式副詞の側面に着目し、

ホド、クライ、テイドの程度用法を Y の程度は X の程度に相当すると規定できる程度

を表すと述べ、高程度、低程度、適当程度、同程度、不定程度、概量に分けている。川

端 (2002) は、P ホドと Q の関係を、P は具体的な程度ではなく Q であると認定するた

めの到達目標（価値基準・実現してほしい程度の基準）として捉えようとしている。こ

のように、ホドの用法についての議論はなされているが、ボトムアップ式の文法観に基
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づいた分析はまだない。本章では、どのような表示が得られれば度合いの解釈が生じる

のか、そして、ホドが語彙項目としてどのような指定になっているかを提案する。その

うえで、それに基づいた分類を提示する。 

 

5.2. 程度のホドの解釈１ 

5.2.1. 解釈１ 

 P ホドを用いて、(2)や(3)のように、程度を表すことができる。 

 

(2) a. 健は血管が切れるほど怒った。 

 b. 花子は目が飛び出るほど驚いた。 

 

(3) a. 健は驚くほど大きい仏像を作った。 

 b. 花子は恥ずかしくなるほど派手な帽子を選んだ。 

 

(2a)は「怒り度合いが血管が切れてしまいそうなくらいである」という解釈であり、(2b)

は「驚いた度合いが目が飛び出てしまいそうなくらいである」という解釈である。この

ように、P ホドは、副詞や動詞などで表現されている事態や状態の程度を述べる。(3)

の場合、P ホドは、名詞を修飾する形容詞の程度を述べている。本節で、特に、注目し

たいのが、(3)の場合である。(3a)は「仏像の大きさが驚いてしまいそうなくらいであっ

た」という解釈であり、同じように(3b)も、「帽子の派手さが恥ずかしくなりそうなく

らいであった」という解釈である。 

 ところが、同じようにホド節が、名詞の修飾部の程度を述べている(4)は、(3)と比べ

て解釈しにくい。 

 

(4) a. ??健はかなり驚くほど大きい仏像を作った。 

 b. ??花子はすごく恥ずかしくなるほど派手な帽子を選んだ。 

 

(3a)で、「仏像の大きさが驚いてしまいそうなくらいである」という解釈が可能である

のと同じように考えれば、(4a)においても、「仏像の大きさがかなり驚いてしまいそう

なくらいである」、という解釈が得られてもよさそうなところである。しかし、実際に

は、(4a)は容認性が低い1。なぜこの解釈の容認性が低くなるのだろうか。この程度のホ

ドが、意味解釈を作る上で一体どのような役割を果たしているのかということを知る手

掛かりとなるのが、(3)対(4)なのではないだろうか。本章では、この問題をもとにして
                                                   
1 本論文では、特に「ホド節＋形容詞＋名詞」という形式で取り扱っている。ホド節に程度副詞

が含まれると容認性が低くなるという現象は、為頼 (2004)によって指摘されたものである。 

(i) a. * [ かなり驚く ] ほどよく落ちる。 

 b. *彼は [ 相当しつこい ] ほどメールを送ってきた。        (為頼 2004: 2, (3a,b)) 



112 

 

【大きい】 … とても そこそこ 

程度のホドでどのようにして度合いを述べているのかということを考察していく2。 

 

5.2.2. P ホドの理解 

 P ホドが表す度合いについて観察してみると、たとえば、(3a)の「驚くほど大きい仏

像」であれば、「仏像の大きさが驚くほどである」ということであり、(3b)の「恥ずか

しくなるほど派手な帽子」であれば、「帽子の派手さが恥ずかしくなるほどである」と

いうことである。これは、(5)のように、P ホドが「大きさ」の度合いがどのくらいなの

かを述べているということである。 

 

(5) a. 仏像の大きさが「驚くほど」である 

 b. 仏像の大きさが「そこそこ」である 

 c. 仏像の大きさが「とても」である 

 

それに対して、(4a)の「かなり驚くほど」が不自然になるということは、「かなり驚く

ほど」は度合いを述べることができないということになるのだろうか。 

 そもそも度合いをどう表すかということを、1.3.1 節の内容も含めてあらためて考え

てみると、度合いというものは数値で表される場合と、言葉で表される場合とがある。

たとえば、(6)は度合いが数値で表される場合であり、(7)は度合いが言葉で表される場

合である。 

 

(6) a. 靴の大きさが 24cmである 

 b. 建物の高さが 108mである 

 

(7) a. 仏像の大きさがとても／そこそこ／…／である 

 b. 建物の高さがとても／そこそこ／…／である 

 

(7)は、1.3.1 節と同じように書き表すと、(8)のように表せる。 

 

(8)   

 

度合いの表現は、(8)のように、何らかのスケールについて、それがどのような範囲な

                                                   

2 奥津 (1980, 1986) の、P の内容が非常か通常か同程度かという区別では、(4)の現象を説明する

ことができない。また、井本 (2000) は、「程度」を記述する P ホド Q 構文の P ホドが純粋程度

を述べるだけでなく、P ホドが数量詞的性質を持ち、Pホドの修飾先である Q の動詞や名詞と P

ホドとの相互作用によって、事象回数、動作量を計量する用法があると指摘している。しかし、

井本 (2000) においても、そもそもホド節の容認性が低い(4)の現象を説明することができない。 
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【大きい】 驚かない 驚く  

のかを述べる。度合いを表す表現は、いわば、スケールについて区切りを入れているよ

うなものである。 

 では、(3)のホドの場合はどのようにして度合いを表しているのだろうか。ここで注

目したいのは、たとえば、「驚くほど大きい」であれば、「驚く」というデキゴトを使

って「大きさ」の度合いを表しているということである。つまり、ホドは、本来他の

OBJECT の度合いを表わすことがないデキゴトを使って、何らかのスケールの度合いを

表している3。度合いを表さないデキゴトを使用してどのように度合いを表すことがで

きるのかというと、たとえば「驚くほど大きい」で、「大きさ」について「驚く大きさ」

と、「驚かない大きさ」という区切りが仮想的に想定され、そのうち、「驚く大きさ」

であると述べている場合ではないだろうか。 

 

(9)  

 

 

 

「驚くほど大きい仏像」の「大きい」について、「驚く」のか「驚かない」のかという

区切り、つまり、「V」なのか「￢V」なのかという区切りを作り出すことによって、

デキゴトで度合いを表現することができるのではないだろうか。このように、「V」な

のか「￢V」なのかという 2 値で度合いを述べる解釈を 2 値解釈と呼ぶことにする。 

 

5.2.3. 説明 

 2 値解釈において、P ホドが程度副詞と同じように度合いを表していると考えると、

(10)の容認性の低さを説明することができる。 

 

(10) a. ?? 驚くほど かなり 大きい仏像を作った。 

 b. ?? 花子は 死ぬほど かなり 長いメールを送ってきた。 

 

(10a)の「驚くほど」と「かなり」のどちらも、「大きい」の度合いが非常に高い度合い

であることを表す表現である。また、(10b)の「死ぬほど」と「かなり」はどちらも「長

い」の度合いを表す表現である。つまり、(10a)には、「大きい」という１つのスケール

を表す語に対して、2 つの度合いを表す語があることになる。そのため、どの度合いか

を定めづらくて、容認性が低くなる。(10b)においても、「長い」というスケールを表

す 1 つの語に対して、「死ぬほど」と「かなり」という 2 つの度合いを表す語がある。 

                                                   

3 もちろん、デキゴトの propertyとしては<頻度, __>のような degree propertyを持つ。しかし、

Lexicon では id-slot に id が入っており、property記述表現のように、他の OBJECT の何らかの側

面の度合いを表すことはない。 
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【大きい】 ??かなり驚かない かなり驚く  

 そもそも、程度副詞のように、何らかの度合いを表すような言語表現が、スケールを

表す語を二重に修飾すると容認性が低くなる。たとえば、(11)のように、1 つのスケー

ルを表す語に、度合いを表す語が 1 つである場合は、何ら問題なく容認される。 

 

(11) a. 今日は、とても 暑いね。 

 b. 今日は、かなり 暑いね。 

 

しかし、(12)で、1 つのスケールを表す語に、度合いを表す語が 2 つある場合は、容認

性が低くなる。(12a)には、「暑い」というスケールを表す語に、「とても」と「かなり」

という 2 つの度合いを表す語がある。 

 

(12) a. ??今日は、 とても かなり 暑いね。 

 b. ??このお湯は、 なかなか 非常に 高い温度だ。 

 

(12b)のように、度合いを表す語の度合いが異なる場合は特に容認性が低い。(12)にみら

れることは、(13)でも同様である。 

 

(13) a. ??このお湯は、驚くほど まあまあ 高い温度だ。 

 b. ??このお湯は、まあまあ 驚くほど 高い温度だ。 

 

つまり、(10)の容認性が低いのは、程度副詞の「かなり」と同じように、P ホドがスケ

ールを表す語の度合いを定めているからである。 

 さらに、Pホドはスケールを「P」「￢P」に区切ることでデキゴトを用いて度合いを

表すことが可能になると考えると、(14)が説明できる。 

 

(14)  ??健はかなり驚くほど大きな仏像を作った。（＝(4a)） 

 cf. ok健は驚くほど大きな仏像を作った。（＝(3a)） 

 

(14)のように、ホド節に程度副詞が含まれると、容認性が低くなる。この場合に作られ

る区切りは、(15)のように、「かなり驚く」対「かなり驚かない」になる。 

 

(15)   

 

 

 

すると、ここには、「??かなり驚かない」という非常に解釈しにくい意味が含まれるこ
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【大きい】 ?かなり驚かない かなり驚く  

とになる。これこそが、(14)の容認性の低さの原因である。つまり、「V」「￢V」とい

う区切りに「??かなり驚かない」のような、容認可能性の低い意味が含まれる場合に、

文の容認性が低くなるのである。 

 実際に、(16)のように、(4a)の「V」「￢V」の区切りが容認しやすくなるような文脈

を加えると、いくぶん容認しやすくなる。 

 

(16) （文脈：健が予想よりも大きな仏像を作ったら、かなり驚くこともあるだろうが、

仏像が予想より小さければ、「かなり」というほどは驚かないこともあるだ

ろう。） 

  ?健はかなり驚くほど大きい仏像を作った。 

 

(16)のような文脈を前提にすると、「かなり驚かない」は「かなり驚く」が起きないと

いう解釈で幾分容認しやすくなる。すると、(17)の「P」「￢P」の区切りに容認可能性

の低い意味がなくなるため、(16)が容認しやすくなるのである。 

 

(17)   

 

 

このように、P ホドは仮想的にスケールを区切る「P」「￢P」を想定することで、程度

を表しているのである。 

 また、2 値解釈の場合に、特に「死ぬほど」「倒れるほど」のような瞬間動詞類や「頭

から湯気が出るほど」のような実際には起きないデキゴトと相性がいいのは、仮想的な

状態で「P」「￢P」という関係を作っていることが理由なのではないだろうか。 

 

(18)  健は倒れるほど働いた。 

 

(19)  秋絵は、頭から湯気が出るほど怒った。        (井本 2004: 6, (20)) 

 

このように、程度のホド構文には、実際には起きていない、仮想的な状態のデキゴト（P

ホドの P のデキゴト）を用いて度合いを述べる 2 値解釈がある。 

 井本 (2004) は、程度のホド構文は「主節が表す事態 Q とホド節が表す事態 P との間

に［Q のあり方が非常であることが結果的に P を引き起こす］という連鎖関係が認めら

れること4
(cf. 井本 2004: 5)」が意味的成立要件であり、P ホドは Q の何らかの程度の「極

                                                   

4 井本 (2004) は、主節が表す事態を「E1」と、ホド節が表す事態を「E2」と呼んでいるが、こ

こでは、本論文で使用している P,Q の表現に合わせた。 
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度」の意味を表すと述べている。井本 (2004) が述べている P ホドが表す「極度」とい

うのは、本節の主張に沿う形で言い直すと、P ホドが「P」「￢P」の「P」であると述

べているということと近い。また、井本 (2004) は、P ホドが「極度」の意味を表すに

あたっては、P のデキゴトは比喩的に参照されるもので、P のデキゴトが実現しても実

現しなくてもかまわないと述べている。本節でも、P のデキゴトを仮想的であるとして

いる点で近い。しかし、実は P ホドは、P のデキゴトが実現しても実現しなくても「極

度」を表すわけではない。P のデキゴトが実現しない場合は、「P」「￢P」の「P」（あ

るいは「極度」）を表すが、P のデキゴトが実現する場合はさまざまな度合いを表すこ

とができる。次節では、その解釈を紹介する。 

 

5.3. 程度のホドの解釈２ 

5.3.1. 解釈２ 

 5.2 節では、P ホドの P が仮想的に理解されることで度合いを表す解釈であることを

述べたが、(20)では、P のデキゴトが実際に起きたという解釈ができる。 

 

(20) a. [P 議会で 80%の議員が反対した] ほど [Q 内閣がひどい法案を提出した]。 

  （＝内閣が提出した法案はとてもひどくて、議会で 80%もの議員が反対する

ことになった。） 

 b. 健は、[P メーカーに修理を出した] ほど [Q 壊れやすいパソコンを買ってし

まった]。 

  （＝健は、買ったパソコンはとても壊れやすかったため、メーカーに修理を

出さなければならなかった。） 

 

(20a)は、内閣が提出した法案のひどさについて、実際に「議会で 80%の議員が反対し

た」という解釈である。また、(20b)は、買ったパソコンの壊れやすさについて、実際

に「メーカーに修理を出した」という解釈である。つまり、これらの解釈は、Q の結果

として実際に P が生じたということである。 

 注目したいのは、Pのデキゴトが実際に起きたと理解されるPホドQ構文においては、

ただ単に P が Q の結果であるという関係が表現されているわけではなく、P ホドによっ

て、Q に関わる何らかの「程度」が記述されているということである。(21)に示すよう

に、Q の部分の表現が同じであっても、Pの部分が異なっていれば、Q の程度が変化し

ていることがわかる。 
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(21) a. [P 会場の 40%の人が驚いた] ほど [Q 銅像が大きな音を立てて倒れた]。 

 b. [P 会場の 60%の人が驚いた] ほど [Q 銅像が大きな音を立てて倒れた]。 

 c. [P 会場の 80%の人が驚いた] ほど [Q 銅像が大きな音を立てて倒れた]。 

 d. [P 会場の全ての人が驚いた] ほど [Q 銅像が大きな音を立てて倒れた]。 

 

P で驚いたのが「全ての人」なのか、「80%の人」なのか、「60%の人」なのか、「40%

の人」なのかで、それぞれ Q の「銅像が大きな音を立てて倒れた」がどれくらいのこ

となのかが異なる。このように、P のデキゴトが実際に起きた場合は、どれくらいの程

度なのかを、その起きたデキゴトから定めている5。(21)の事実をみると、Pが実際に起

きる場合のホドは、井本 (2004) が指摘するような「極度」の意味を表す機能を持って

いるとは考えにくい。これは、P が実際に起きている場合の P ホド Q 構文と P が起きな

い場合の P ホド Q 構文を区別する立場のほうが妥当であることを示している。 

 さらに、P が起きたか起きていないかが容認性に影響する場合がある。「驚くほど」

が単に「大きい」の程度を表している場合、(22a)に比べて(22b)は若干容認性が下がる。

(cf. 東寺 2015: 227) 

 

(22) a. 健は [ 驚くほど ] 大きい仏像を作った。 

 b. ??健は [ かなり驚くほど ] 大きい仏像を作った。 

 

しかし、「大きい仏像を作った」ことによって実際に「かなり驚く」という事態が起き

た場合ならば容認されやすくなる。 

 

(23)  ok健は [ 多くの人が（実際に）かなり驚いたほど ] 大きい仏像を作った。 

 

(22b)でも、(23)と同じような場面であると認識されれば、容認性の低さが感じられなく

なる。 

 文によっては、P の実現性がはっきりと区別できるとは限らない。(24)のように、タ

形の場合は通常、実現性のある P ホド Q 構文とみなされ、(25a)の解釈のみ可能である6。

                                                   

5 なお、(21)で示したように、P ホドでさまざまな程度を表すことができるが、(i)のように P の

内容が低い値であると容認性が低くなる。 

(i)  ??[P 会場の 5%の人が驚いた] ほど [Q 銅像が大きな音を立てて倒れた]。 

この事実は、井本 (2004) が(ii)の例文で指摘している。 

(ii) a. 秋絵が足が痙攣するほど走った。 

 b. ??秋絵が脈拍がわずかに上がるほど走った。    (井本 2004: 4, (8)) 

ホドには語彙的に低い程度を表すことができないという指定があるということであろう。 

6 タ形については、寺村 (1973, 1993) や井上 (2001) など、テンス・アスペクト・ムードの観点

からさまざまな議論がある。ただし、デキゴトが過去に起きたことを表す機能がタにあること自
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これに対して、(26)のように、ル形の場合は(27)の 2 通りの解釈が可能である。 

 

(24)  議会で 80%の議員が反対したほど内閣がひどい法案を提出した。 

 

(25) (24)で可能な解釈 

 a. 内閣が提出した法案はとてもひどくて、実際に、議会で 80%もの議員が反対

することになった。 

 b. （なし） 

 

(26)  議会で 80%の議員が反対するほど内閣がひどい法案を提出した。 

 

(27) (26)で可能な解釈 

 a. 内閣が提出した法案はとてもひどくて、実際に、議会で 80%もの議員が反対

することになった。 

 b. 内閣が提出した法案はとてもひどくて、80%もの議員が反対しそうなくらい

だった。 

 

このように、程度のホド構文には、P のデキゴトが実際に起きた場合の解釈もある。 

 

5.3.2. P ホドの理解 

 実際に起きたデキゴトで度合いを述べるとは、どういうことであろうか。度合いを表

すには、たとえば「とても／そこそこ／…」であったり、「V／￢V」であったり、何

らかのスケールについての順序を付けることのできる値の集合が必要である。そのよう

に考えると、実際に起きたデキゴトを用いて度合いを述べるということは、その実際に

起きたデキゴトが位置付けられる何らかの順序集合が存在しているということではな

いだろうか。つまり、たとえば(28)のように、「会場の 80%の人が驚いた」デキゴトが、

Q の結果実際に起きうると認識しているデキゴトの集合の中にあれば、実際に起きたデ

キゴトが何らかの順序集合の中に組み込まれることになり、度合いを表すことができる

ようになるということである。 

 

(28)  [P 会場の 80%の人が驚いた] ほど [Q 銅像が大きな音を立てて倒れた]。（＝

(21c)） 

                                                                                                                                                     

体は疑う必要はない。 



119 

 

 

(29)  

 

 

「銅像が大きな音を立てて倒れた」というデキゴトの結果として起きうるデキゴトとし

て、「会場の 100%の人が驚く／会場の 90%の人が驚く／会場の 80%の人が驚く／会場

の 70%の人が驚く…」という候補を認識し、そのうちの「会場の 80%の人が驚く」度

合いの音の大きさであるということを述べているわけである。このようにして、実際に

起きたデキゴトで度合いを述べる解釈を度合い解釈と呼ぶことにする。 

 たとえば、(30)のように P ホドの P が 2 値解釈が生じないタ形で、Q の結果実際に起

きたと想定しづらいデキゴトが P にあると、Q の結果として起きうると認識しているデ

キゴトの集合を作りづらく、不自然さが感じられる。 

 

(30) a. ??健は死んだほど大きな仏像を作った。 

 b. ??花子は指がちぎれたほど強く鍵盤をたたいて演奏した。 

 

(30a)では、大きな仏像を作ったからと言って「死んだ」というデキゴトが実際に起きた

と考えにくく、(30b)では、演奏のために鍵盤を強く叩いたからと言って「指がちぎれ

る」というデキゴトが実際に起きたとは考えにくい7。一方、P のデキゴトを仮想的な 2

値解釈であれば、(31)のように、不自然さは感じられない。 

 

(31) a. 健は死ぬほど大きな仏像を作った後、奈良で元気に過ごしている。 

 b. 花子は指がちぎれるほど強く鍵盤をたたいて演奏したので、指が疲れた。 

 

 このように、実際に起きたデキゴトを用いて度合いを述べる度合い解釈がある。2 値

解釈の方は仮想的だからこそ、「極度」的解釈になるが、度合い解釈の場合は、Q が原

因となって P が引き起こされたという関係を利用することによって Q に関わる程度を

記述するので、「極度」的解釈にはならず、さまざまな度合いを表すことができる。 

 

5.4. P ホドの制限 

 程度のホド構文は、2 値解釈と度合い解釈という 2 つの解釈があるが、どちらの場合

も Q の何らかのスケールについての度合いを述べる点で共通している。本節では、実

は、どちらの解釈の場合でも Q における条件は同じであることを示す。 

                                                   

7 もちろん、「一生懸命作れば死ぬこともありうる」や「鍵盤を強くたたけば指がちぎれること

も起こりうる」と想像することができれば(30)に不自然さはない。 

【大きい】 100%  80%

% 

 100% 

60% 40% 
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5.4.1. 2 値解釈 

 本節で 2 値解釈ができる例文として用いた文から観察していく。 

 まず、「P ホド Q」の P ホドは Q に関わる程度を記述しなければならないため、(32)

のように Qが表すデキゴトにそもそも程度の違いがあり得ない場合には容認されない。

一方、(33)のようにデキゴトに程度の違いがある動詞が使われていれば、容認される。 

 

(32) a. （講演会場の偉人銅像が、かつて、一度だけ、倒れたことがある。） 

  ??驚くほど銅像が倒れた。 

 b. ??健は、驚くほど福岡で生まれた。 

 c. ??健は、驚くほど九大に合格した。 

 

(33) a. ok驚くほど銅像が傾いた。 

 b. ok健は、驚くほど長時間同じ場所にじっと立っていた。 

 c. ok健は、驚くほどグラウンドを何周も走った。 

 

 また、(33)と同じ動詞が用いられていても、その度合いが別の表現で確定している場

合には容認性が低い8。 

 

(34) a. ??驚くほど銅像が４０度傾いた。 

 b. ??健は、驚くほど同じ場所に５時間立っていた。 

 c. ??健は、驚くほどグラウンドを１００周も走った。 

 

このように、程度のホド構文では、P ホドで Q に関わる程度を記述しなければならない

ため、Q に何らかの程度がなければならず、それも不定でなければならないという条件

がある。 

 程度のホド構文では、Q に不定の程度が含まれていなければならないが、必ずしも、

                                                   

8 井本 (2000) が、(34)と類似した(i)の現象を指摘している。井本 (2000) は、P ホドが数量詞的

機能を持つため、Q が限界動詞の場合に、目的語名詞句などの複数性から事象の回数を計量する

用法になると述べている。(i-a)は目的語名詞句に「1 個」があるために限界動詞の回数を計量す

る解釈が許されないと述べている。生じた時点で結果となる動詞の場合に容認性が低いという点

で、(i-a)と(34)は現象として類似点がある。ただし、問題は数量詞があるかどうかではない。た

とえば、同様に数量詞があっても、(ii)の場合には容認可能である。(ii)が容認されるのは、この

場合の Q に関わる程度とは、割った花瓶の個数ではなく、その割れ方だからこそ、(i-b)と(ii)の

違いが生じるのである。 

(i) a. *中川はヘトヘトになるほど 1 個の花瓶を割った。 

 b. 中川はヘトヘトになるほど花瓶を割った。          (井本 2000: 21, (37)) 

(ii)  ok 中川はヘトヘトになるほど 1 個の花瓶を（何回も何回も粉々に）割った。 
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動詞そのものに不定の程度が含まれていなければならないわけではない。動詞そのもの

には不定の程度が含まれていなくても、(35)のように、その動詞の修飾部や項の名詞句

の中に不定の程度を見出すことができればよい。 

 

(35) a. ok驚くほど銅像がたくさん倒れた。（倒れた量） 

 b. ok驚くほど銅像がゆっくりと倒れた。（倒れ方の特性） 

 c. ok驚くほど大きな銅像が倒れた。（銅像の特性） 

 

そして、この場合も、度合いが確定されると P ホド Q 構文は容認されなくなる。たと

えば、(35c)に対して、(36)のように、「5m」という表現で程度を確定させると、容認性

が低くなる。 

 

(36)  ??驚くほど 5mの大きな銅像が倒れた。 

 

逆に、(36)に「ゆっくり」という不定の程度を含む表現を加えれば、再び容認できるよ

うになる。 

 

(37)  ok驚くほど 5mの大きな銅像がゆっくり倒れた。 

 

(38)のように、ガ格名詞とヲ格名詞を取る動詞の場合で、不定の程度が含まれるのが演

じ方の特性でも、ヲ格名詞句の特性でも、ガ格名詞句の特性でも、付加詞の特性でも、

Q に不定の程度が含まれていれば容認される。 

 

(38) a. ok驚くほど役者が舞を美しく演じた。（演じ方の特性） 

 b. ok驚くほど役者が美しい舞を演じた。（舞の特性） 

 c. ok驚くほど美しい役者が舞を演じた。（役者の特性） 

 d. ok驚くほど役者が美しい舞台で舞を演じた。（付加詞の特性） 

 

 以上本節で述べた、程度のホド構文は、Q の中のどこかに不定の程度を見つけること

ができればよい。 

 

5.4.2. 度合い解釈 

 程度のホド構文は、度合い解釈でも P ホドで Q の何らかのスケールの度合いを述べ

るため、Q に同様の条件が求められる。以下では、P ホドの P を度合い解釈しか生じな

いタ形にして観察していく。 

 まず、度合い解釈になる文においても、P ホドで Q に関わる程度を記述しなければな
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らないため、Q に何らかの程度がなければならず、それも不定でなければならないとい

う条件がある。そのため、(39)のように Q が表すデキゴトにそもそも程度の違いがあり

得ない場合には容認されない。一方、(40)のように、デキゴトの程度の違いがある動詞

が使われていれば容認される。 

 

(39) a. （講演会場の偉人銅像が、かつて、一度だけ、倒れたことがあり、その際は、

会場中の人々が驚いた。） 

  ??会場のほとんどの人が驚いたほど銅像が倒れた。 

 b. ??健は誰もが驚いたほど福岡で生まれた。 

 c. ??健は誰もが驚いたほど九大に合格した。 

 

(40) a. ok会場のほとんどの人が驚いたほど銅像が傾いた。 

 b. ok健は誰もが驚いたほど長時間同じ場所にじっと立っていた。 

 c. ok健は誰もが驚いたほどグラウンドを何周も走った。 

 

また、(41)と同じ動詞が用いられていても、その度合いが別の表現で確定している場合

には容認性が低い。 

 

(41) a. ??会場のほとんどの人が驚いたほど銅像が４０度傾いた。 

 b. ??健は誰もが驚いたほど同じ場所に５時間立っていた。 

 c. ??健は誰もが驚いたほどグラウンドを１００周も走った。 

 

 次に、度合い解釈になる文においても、P ホドは、動詞でなくとも Q の中のどこかに

不定の程度を見出すことができればよい。(42)のように、その動詞の修飾部や項の名詞

句の中に不定の程度を見出すことができればよい。 

 

(42) a. ok会場のほとんどの人が驚いたほど銅像がたくさん倒れた。（倒れた量） 

 b. ok会場のほとんどの人が驚いたほど銅像がゆっくりと倒れた。（倒れ方の特

性） 

 c. ok会場のほとんどの人が驚いたほど大きな銅像が倒れた。（銅像の特性） 

 

もちろん、(43)のように「5m」という表現で程度を確定させると容認性が低くなり、(44)

のように「ゆっくり」という不定の程度を含む表現を加えれば再び容認できるようにな

る。 

 

(43)  ??会場のほとんどの人が驚いたほど 5mの大きな銅像が倒れた。 
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(44)  ok会場のほとんどの人が驚いたほど 5mの大きな銅像がゆっくり倒れた。 

 

(45)のように、ガ格名詞句とヲ格名詞句を取る動詞の場合で、不定の程度が含まれるの

が演じ方の特性でも、ヲ格名詞句の特性でも、ガ格名詞句の特性でも、付加詞の特性で

も、Q に不定の程度が含まれていれば容認される。 

 

(45) a. ok会場のほとんどの人が驚いたほど役者が舞を美しく演じた。（演じ方の特

性） 

 b. ok会場のほとんどの人が驚いたほど役者が美しい舞を演じた。（舞の特性） 

 c. ok会場のほとんどの人が驚いたほど美しい役者が舞を演じた。（役者の特性） 

 d. ok会場のほとんどの人が驚いたほど役者が美しい舞台で舞を演じた。（付加

詞の特性） 

 

 前節と本節で観察したように、2 値解釈の場合でも度合い解釈の場合でも Q に求めら

れる条件は同じである。 

 

5.5. 程度のホドの表示 

 2 値解釈と度合い解釈で程度の述べ方が異なるが、どちらの解釈でも Q の中のどこか

に不定の程度を見つけることができればよい。このことは、どちらの解釈でも、P ホド

が Q にあるいずれかのスケールを表す語を修飾するには違いがないということを示し

ている。つまり、構造構築によって作り出される表示が同じものであると考えることが

できる。本論文では、2 値解釈でも度合い解釈でも LF 表示として同じ表示が派生され

るが、その表示の理解の仕方が異なるために、2 つの解釈が生じていると考えたい。結

局のところ、5.2.2 節で提案した 2 値解釈の度合いの述べ方（(9)）と 5.3.2 節で提案した

度合い解釈の度合いの述べ方（(29)）の違いは、P というデキゴトをどのような順序集

合に位置付けるかという違いである。 

 そこで、考えられる表示としては、たとえば「驚くほど大きな仏像」の場合、(46)の

ような意味表示が派生されていると考えたい。 

 

(46)  <xn, { …, <Kind, 仏像>, <大きな, x2>, ...}> 

 

(46)の表示は、degree property <大きな, __>の value に x2 という OBJECT がある。通常、

degree propertyの value には連続性を持つものが入るので、OBJECT が入ることはない。

しかし、程度のホド構文は、degree property の value の位置に OBJECT が入ることで、

degree property の value に入れられた OBJECT をなんとかして何らかの順序集合の中に
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位置づけようとすることで、度合いを述べるのではないだろうか。つまり、degree 

property について、value にある OBJECT をどのような順序集合に位置付けて理解する

かで、2 値解釈と度合い解釈の違いが生じるのである。 

 このように考えると、(4a)の容認性にばらつきがみられることにも納得がいく。(3a)

に比べて(4a)は不自然に感じるが、場合によっては(4a)が全く不自然に感じないことが

あるかもしれない。 

 

(3a)  健は驚くほど大きい仏像を作った。 

 

(4a)  ??健はかなり驚くほど大きい仏像を作った。 

 

(4a)で容認性が低く感じるのは、5.2.2 節で述べたのように、「かなり驚かない」という

不自然さを感じる意味が含まれてしまうためである。これは、「かなり驚く」というこ

とが実際に起きないと認識した場合である。しかし、「かなり驚く」ということが「大

きい仏像を作った」結果として実際に起きたと認識された場合、「かなり驚く／そこそ

こ驚く／すこし驚く／…」というデキゴトの集合の中に位置付けられ、そのうちの「か

なり驚く」度合いであると理解したのであれば、容認性の低さが感じられないのだろう。 

 程度のホドは Lexicon で(47)のように指定されていると仮定する。 

 

(47) 程度のホド 

  [{P,+T}, <★{<＿, ★<basis-v>>}>, ほど] 

 

★<basis-v>は、P ホドの P のデキゴトの指標番号に置き換わる素性である。(48)、(49)のよ

うに定義する。 

 

(48) ★<basis-v> （解釈不可能素性） 

  Merge の相手が非主要部であり、かつ、<basis-v,xm>を持っている場合に、★

<basis-v>は xmに置き換わる。 

 

(49)  <basis-v,xm> （解釈不可能素性） 

 a. <basis-v,xm>は、Merge の相手が★<basis-v>を持っている場合に削除される。 

 b. <basis-v,xm>は、非主要部からも継承される。ただし、T が非主要部として

Merge する場合には継承されない。 

 

(49)の素性は Numerationにおいて範疇素性 Vを持つ語彙項目の統語素性に導入される。 

 2 値解釈になるのか、度合い解釈になるのかの違いは、結局のところ、P ホドの P の
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デキゴトが実際には起きていないと認識されているのか実際に起きたと認識している

のか、ということである。つまり、LF 表示の意味素性に「起きていない」という意味

特性が含まれていれば 2 値解釈になり、「起きた」という意味特性が含まれていれば度

合い解釈になるということである。この「起きていない」「起きた」という理解を表す

意味素性として、<reality, __>があるとする。 

 

(50) <reality, __> 

  <reality, ＿>は、realis か irrealis の value を持つ property。時制要素がこの

propertyを持つ。 

 a. <reality, realis> 

  含まれる OBJECT 指示表現のデキゴトが、時間軸上に位置付けられていると

いう意味になる。 

 b. <reality, irrealis> 

  含まれる OBJECT 指示表現のデキゴトが、時間軸上に位置付けられていない

という意味になる。 

 

意味表示に、<reality, realis>が含まれていれば度合い解釈になり、<reality, irrealis>が含

まれていれば 2 値解釈になるということである。デキゴトのみでは、動作しかあらわさ

ず、時間軸上に位置づけられていないことから、この素性は時制要素が持つとする。た

だし、ル形の場合にはどちらの解釈も可能であるので、時制を表すル 1 と時制を表さな

いル 2 があると仮定することになる9。 

 

(51) 時制要素 

 a. タ 

  [{T finite, +V}, <★,{<Time, perfect>, <reality, realis>}>, -ta] 

 b. ル 1 

  [{T finite, +V}, <★,{<Time, imperfect>, <reality, realis>}>, -ru] 

  ル 2 

  [{T nonfinite, +V}, <★,{<Time, imperfect>, <reality, irrealis>}>, -ru] 

 

すると、ホドと Mergeする TP の時制要素が、タもしくはル 1 であれば度合い解釈にな

り、ル 2 であれば 2 値解釈になることになる。 

                                                   

9 もちろん、「電車が来た」という文にみられるように、タにはさまざまな意味があり、過去に

起きたデキゴトを表すとは限らない。ルとタにはさまざまな意味があり、派生的アプローチをと

るうえで、どのようにこれを捉えるかは課題である。ただし、ここでは分析に大きく影響しない

ので、(51)の 3 つを仮定する。 
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5.6. 意味表示の派生と理解 

5.6.1. 2 値解釈の意味表示の派生と理解 

 では、具体的に派生を見ていく。Numerationに(52)の語彙項目があるとする。 

 

(52)  Numeration 

  <x1, [{N, ga}, <x1, {<Name, 健>}>, 健が]> 

  <x2, [{V,<basis-v, x2>}, <x2, {<Kind, 驚 k->, <Agent, ★ga>}, 驚 k-]> 

  <x3, [{T, +V, nonfinite}, <★,{<Time, imperfect>, <reality, irrealis>}>, -ru]> 

  <x4, [{P,+T}, <★{<＿, ★<basis-v>>}>, ほど]> 

  <x5, [{A}, <★, {<大きな, ＿>}>, 大きな]> 

  <x6, [{N, wo}, <x6, {<Kind, 仏像>}>, 仏像を]> 

  <x7, [{V}, <x7, {<Kind, 作る>, <Agent, ★ga>, <Theme,★wo>, <頻度,＿>, <量,＿

>}>, 作る]> 

  <x8, [{T, +V, finite}, <★,{<Time, perfect>, <reality, realis>}>, た]> 

 

(53) LF 表示 

  <x8, [{T, finite},<x7,{<Time, perfect>, <reality, realis>}> ,< 

   <x1, [{N}, <x1, {<Name, 健>}>, 健が]> 

   <x8, [{T},φ,< 

    <x7, [{V}, <x7, {<Kind, 作る>, <Agent, x1>, <Theme,x6>, <頻度,＿>, <量,

＿>}>,< 

     <x7, [{V},φ ,< 

      <x6, [{N}, <x6, {<Kind, 仏像>}>,< 

       <x4, [{P}, <x6, {<＿, x2>}>,< 

        <x3, [{T, nonfinite},<x2,{<Time, imperfect>, <reality, irrealis>}>,< 

         <x2, [{V},<x2, {<Kind, 驚く>, <Agent, x20>}>,< 

          <x20, [{NP}, <x20, {}>,φ]> 

          <x2, [{V},φ, 驚 k-]> 

         >]> 

         <x3, [{T},φ, -ru]> 

       >]> 

        <x4, [{P},φ, ほど]> 

       >]> 

       <x6, [{N},φ,< 

        <x5, [{A}, <x6, {<大きな, ＿>}>, 大きな]> 



127 

 

        <x6, [{N},φ, 仏像]> 

       >]> 

      >]> 

      <x7, [{V},φ , 作る]> 

     >]> 

    >]> 

    <x8, [{T }, φ, た]> 

   >]> 

  >]> 

 

(54) (53)の樹形図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、Numerationにおいて導入されている「驚く」は、動詞である。項構造を満たすた

めに、(53)ではゼロ Merge が行われている。<basis-v, x2>を持つ要素とホドが Merge す

ることで、valueになるのがどのデキゴトなのかが明らかになる。 

 (54)の LF から抜き出される LF 意味素性は(55)である。 

 

(55) LF 意味素性 

  <x7,{<Time, perfect>, <reality, realis>}> 

  <x1, {<Kind, 健>}> 

  <x7, {<Kind, 作る>, <Agent, x1>, <Theme,x6>, <頻度,＿>, <量,＿>}> 

  <x6, {<Kind, 仏像>}> 



128 

 

  <x6, {<＿, x2>}> 

  <x2,{<Time, imperfect>, <reality, irrealis>}> 

  <x2, {<Kind, 驚く>, <Agent, x20>}> 

  <x20, {}> 

  <x6, {<大きな, ＿>}> 

 

(56) 意味表示 

  {<x7, {<Kind, 作る>, <Agent, x1>, <Theme,x6>, <頻度,＿>, <量,＿>,<Time, 

perfect>, <reality, realis>}> 

  <x1, {<Kind, 健>}> 

  <x6, {<Kind, 仏像>,<大きな, ＿>,<＿, x2>}> 

  <x2, {<Kind, 驚 k->, <Agent, x9>,<Time, imperfect>, <reality, irrealis>}>} 

⇒ 

  {<x7, {<Kind, 作る>, <Agent, x1>, <Theme,x6>, <頻度,＿>, <量,＿>,<Time, 

perfect>, <reality, realis>}> 

  <x1, {<Kind, 健>}> 

  <x6, {<Kind, 仏像>,<大きな, x2>}> 

  <x2, {<Kind, 驚 k->, <Agent, x9>,<Time, imperfect>, <reality, irrealis>}>} 

 

property composition が起きることで、<大きな, x2>という、valueに OBJECT が収まった

degree propertyが作られることになる。 

 (56)の意味表示は、(57)の<reality, irrealis>があるので 2 値的に理解される。 

 

(57)  <x6, {<Kind, 仏像>,<大きな, x2>}> 

 

構造構築によって得られた(57)の意味表示の「大きい」の value について「おおきかっ

たら驚く（x2）」、「大きくなかったら驚かない（￢x2）」という valueがあり、「お

おきかったら驚く（x2）」のほうである、という理解が生じる。 

 

(9)  

 

 

 

このように、2 値的に理解することで度合いとしての理解が生じる。意味表示の段階で

生じるこの理解を定式化すると(58)になる。(58)のように、理解の段階で生じる順序集

合を「xn-0 の LAYER」と呼ぶことにする。 

【大きい】 驚かない（￢x2） 驚く（x2）  
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(58) 2 値解釈の xn-0 の LAYER 

  <xn-0, [{  },<メンバー, {xn, ￢xn}>,<＿, <xn, ￢xn>>,<＿, <￢xn, xn>>}, 

{  }]> 

  OBJECT 指示表現には、常に xn-0 の LAYER があると認識されうる。意味素

性に<reality, irrealis>を持つOBJECT指示表現が<α, β>という degree property

の value にある場合、「αであるなら xnが起きる」と解釈される<α, xn>か

ら「αでないなら xnが起きない」が想定され、xnと￢xnがメンバーである

順序集合が作られ、何らかの attributeについてその順序集合が成り立つと理

解される。 

 

最終的に意味表示は(59)になる。 

 

(59)  <x7, {<Kind, 作る>, <Agent, x1>, <Theme,x6>, <頻度,＿>, <量,＿>,<Time, 

perfect>, <reality, realis>}> 

  <x1, {<Kind, 健>}> 

  <x6, {<Kind, 仏像>,<大きな, x2>}> 

  <x2, {<Kind, 驚 k->, <Agent, x9>,<Time, imperfect>, <reality, irrealis>}> 

  <x2-0, [{  },<メンバー, {x2, ￢x2}>,<大きな, <x2, ￢x2>>,<＿, <￢x2, x2>>}, 

{  }]> 

 

まとめると、意味表示に<reality, irrealis>が含まれる場合に、(58)の理解が生じ、(59)の 2

値解釈が生じるのである。 

 

5.6.2. 度合い解釈の意味表示の派生と理解 

 次に、(60)の Numerationがあるとする。(60)の x3 に含まれているのは、<reality, realis>

である。 

 

(60) Numeration 

  <x1, [{N, ga}, <x1, {<Kind, 健>}>, 健が]> 

  <x2, [{V,<basis-v,x2>}, <x2, {<Kind, 驚 k->, <Agent, ★ga>}, 驚 k-]> 

  <x3, [{T, +V, finite}, <★,{<Time, imperfect>, <reality, realis>}>, -ru]> 

  <x4, [{P,+T}, <☆{<＿, ★basis-v>}>, ほど]> 

  <x5, [{A}, <★, {<大きな, ＿>}>, 大きな]> 

  <x6, [{N,wo}, <x6, {<Kind, 仏像>}>, 仏像]> 

  <x7, [{V}, <x7, {<Kind, 作る>, <Agent, ★ga>, <Theme,★wo>, <頻度,＿>, <量,＿
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>}>, 作る]> 

  <x8, [{T, +V, finite}, <★,{<Time, perfect>, <reality, realis>}>, た]> 

 

(60)の語彙項目から、LF 表示が作られると、(61)の LF 意味素性が取り出される。 

 

(61) LF 意味素性 

  <x7,{<Time, perfect>, <reality, realis>}> 

  <x7, {<Kind, 作る>, <Agent, x1>, <Theme,x6>, <頻度,＿>, <量,＿>}> 

  <x1, {<Kind, 健>}> 

  <x6, {<Kind, 仏像>}> 

  <x6, {<＿, x2>}> 

  <x2,{<Time, imperfect>, <reality, realis>}> 

  <x2, {<Kind, 驚 k->, <Agent, x9>}> 

  <x9, {}> 

  <x6, {<大きな, ＿>}> 

 

 <reality, realis>があると度合い解釈的に理解する。 

 

(62) LF 表示 

  <x7, {<Kind, 作る>, <Agent, x1>, <Theme,x6>, <頻度,＿>, <量,＿>,<Time, 

perfect>, <reality, realis>}> 

  <x1, {<Kind, 健>}> 

  <x6, {<Kind, 仏像>,<大きな, ＿>,<＿, x2>}> 

  <x2, {<Kind, 驚 k->, <Agent, x9>,<Time, imperfect>, <reality, realis>}> 

⇒ 

  <x7, {<Kind, 作る>, <Agent, x1>, <Theme,x6>, <頻度,＿>, <量,＿>,<Time, 

perfect>, <reality, realis>}> 

  <x1, {<Kind, 健>}> 

  <x6, {<Kind, 仏像>,<大きな, x2>}> 

  <x2, {<Kind, 驚 k->, <Agent, x9>,<Time, imperfect>, <reality, realis>}> 

 

構造構築によって派生された<大きな, x2>の value について、Q の結果として起きうる

デキゴトの集合の中に x2 が含まれ、その位置づけから度合いとして理解される。この

場合の xn-0 の LAYER は次のように定式化できる。 
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(63) 度合い解釈の xn-0 の LAYER 

  <xn-0, {<メンバー, {xn, xm, xk, ...}>, <__ ,<xn, xm, xk, ...>>,<__ ,<xm, xk, 

xn, ...>>,<__ ,<xk, xn, xm, ...>>, ...}> 

  OBJECT 指示表現には、常に xn-0 の LAYER があると認識されうる。意味素

性に<reality, realis>を持つ OBJECT 指示表現が degree propertyの value にある

場合、xnに何らかの形で関わると認識された OBJECT 指示表現がメンバーで

ある順序集合が作られ、何らかの attributeについてその順序集合が成り立つ

と理解される。 

 

最終的に意味表示は(64)になる。 

 

(64)  <x7, {<Kind, 作る>, <Agent, x1>, <Theme,x6>, <頻度,＿>, <量,＿>,<Time, 

perfect>, <reality, realis>}> 

  <x1, {<Kind, 健>}> 

  <x6, {<Kind, 仏像>,<大きな, x2>}> 

  <x2, {<Kind, 驚 k->, <Agent, x9>,<Time, imperfect>, <reality, realis>}> 

  <x2-0, {<メンバー, {x2, x22, x31, ...}>, <大きな ,<x2, x22, x31, ...>>,<__ ,<x22, 

x31, x2, ...>>,<__ ,<x31, x2, x22, ...>>, ...}> 

 

x2 に<reality, realis>の意味素性があると、x2-0 が認識される。<大きな, x2>を解釈しよ

うとすると、x2 に関わると認識している x22 や x31 などが認識され、それらをメンバ

ーにした順序集合が作られる。<大きな, x2>を<大きな ,<x2, x22, x31, ...>>の順序集合内

の x2 の順位に合った度合いであると理解する。これが度合い解釈である。もちろん、

x22 や x31 がどのようなものであるかは個人によって大きく異なることである。x31 が

「息をのむ」かもしれないし、x22 が「目を剥く」かもしれない。理解の段階でどのよ

うなメンバーの順序集合の中に位置付けられるかは個人の世界知識が影響するところ

である。 

 

5.7. 形式副詞のホドの再分類 

5.7.1. 比較相関のホドと程度のホド 

 本章と 4 章でホドを用いた文について議論をしてきた。本節では、ホドにいくつの語

彙項目を仮定するべきなのかということについて、改めて考察してみたい。 

 本論文の議論を踏まえると、比較相関のホドと程度のホドは別の語彙項目であると提

案していることになる。本論文で仮定したそれぞれの語彙項目としての指定を再掲する。 
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(65) 比較相関のホド（＝第 4 章の(67)） 

  [{P, +Pred }, <★<target>{<＿, α(★<basis>)>}>, ほど] 

 

(47) 程度のホド 

  [{P,+T}, <☆{<＿, ★<basis-v>>}>, ほど] 

 

(65)と(47)のように、異なる語彙項目として提案したのは、それぞれ度合いの表し方が

異なるためである。 

 比較相関のホドは、相関解釈前件の対象となった OBJECT の 1 つ下位の LAYER と、

相関解釈後件の対象となったOBJECTの 1つ下位の LAYERを結びつけることで相関関

係を作り、度合いを述べるものである。ホドが選ぶことのできる OBJECT には、時制

要素を越えて選ぶことができないという制限がある。そのため、比較相関のホドには、

義務的な Partitioningに関わる素性や、時制要素の制限を盛り込んだ素性を含む(65)の指

定になる。まとめると、比較相関のホドは次のような度合いの述べ方になる。 

 

(66) 比較相関のホドの度合いの述べ方 

  相関解釈前件の対象となったOBJECTの degree propertyの valueと相関解釈後

件の対象となったOBJECTの degree propertyの valueとを参照して度合いを述

べる。 

 

 一方、程度のホドは、比較相関のホドとは異なり、value に OBJECT が入ることで、

OBJECT を順序集合に位置づける理解を生じさせて度合いを述べるものである。たとえ

ば、(67)のように、value に OBJECT の指標番号がある表示が生じる。value に入った

OBJECT を何らかの順序集合の中に位置づけることで度合いを述べる。 

 

(67)  <x6, {...,<大きな, x2>,...}> 

 

まとめると、程度のホドは、(68)のような度合いの述べ方になる。 

 

(68) 程度のホド 

  P に含まれる OBJECT を順序集合の中に位置づけて Q に含まれる OBJECT の

degree property の valueを述べる。 

 

(66)と(68)でまとめたように、比較相関のホドと程度のホドは度合い述べ方が異なる。

度合いの述べ方が異なるということは、作る表示が異なるということである。比較相関

のホドが含まれる Numeration から作られる表示と程度のホドが含まれる Numeration か
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ら作られる表示の違いは、特に、value に何が入るのか、Partitioning が起きるのか、と

いう違いに起因する。比較相関構文と程度のホド構文の文の解釈を、明示的に意味を書

き表そうとするアプローチで分析すると、その違いは、語彙項目の指定に反映させざる

を得ないものであり、比較相関のホドと程度のホドは異なる語彙項目と考えるべきであ

る。 

 比較相関のホドと程度のホドが異なる語彙項目であることは、奥津 (1980, 1986) で

さまざまな観察をもとに指摘されている。たとえば、(69)である。奥津 (1986) は、(69a)

の程度のホドでは「結果＋ほど＋原因」になるが、(69b)の比較相関のホドでは「原因

＋ほど＋結果」になると指摘している。程度のホドと比較相関のホドでは、P と Q の役

割が逆である。 

 

(69) a. （そんなに）[P ふとる ] ほど [Q 食べる ]（のはよくない。） 

     結果  ＋ ほど ＋  原因 

 b. （食べれば）[P 食べる ] ほど [Q ふとる ]。 

     原因  ＋ ほど ＋  結果     (cf. 奥津 1986: 61, (29)) 

 

(69a)の程度のホドは P で結果を表し、Q で原因を表すが、(69b)の比較相関のホドは P

で原因を表し Q で結果を表す。さらに、奥津 (1986) は、異なる語彙項目としてとらえ

る根拠として、(70)では程度のホドか比較相関のホドかが曖昧であり、同音異義語であ

るとみることができる点を挙げている。 

 

(70) a. 太郎は莫大な金がたまるほどよく働く。 

  （＝太郎が非常によく働く） 

  （＝たまればたまるほどますますよく働く） 

 b. やせるほど花子は心配する。 

  （＝やせるほど非常に心配する） 

  （＝やせればやせるほど心配する）    (cf. 奥津 1986: 61, (30)) 

 

また、4 章で述べた「「ホド」節内の動詞は独自の時制をもてず、時制解釈は主節の時

制に依存する (石居 2008: 249)」という石居 (2008) の指摘も異なる語彙項目であるこ

との理由になる。比較相関構文は、「空気が乾くほど火事が増える」は容認されるが、

タ形＋ホドである「空気が乾いたほど火事が増える」は容認されない。それに対して、

程度のホドは、5.3 節の(20)などで示したように、時間軸上に位置づけられたデキゴト

が P ホドの P である場合がある。 

 以上のように、比較相関のホドと程度のホドの相違点は、同じ語彙項目であるとして

しまうと捉えられないものであり、2 つは異なる語彙項目であると考えるべきである。 
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5.7.2. 同値のホド 

 奥津 (1986) では、ホドを用いた(71)のような文もあることが指摘されている。本論

文では、(71)のホドについて詳細な分析をしていないが、ホドにいくつの語彙項目が必

要なのかを考察するうえで必要になるため、詳細な分析は行わないものの、本節で検討

する。 

 

(71) a. 私は一休ほど人が悪くない。 

 b. 日本はアメリカほど大きくない。 

 c. 巨人はヤクルトほど弱くない。         (奥津 1986: 57, (18)) 

 

奥津 (1986) は、(71)はナイと共起し、たとえば、(71c)であれば(72)のように「ヤクルト

も巨人も弱いがヤクルトと同じ程度に巨人が弱い」ということを否定する意味になると

述べている。 

 

(72)  [ ヤクルトが弱いほど巨人が弱い ] ない        (奥津 1986: 58, (20)) 

 

(72)は、「巨人の弱さ度合い」と「ヤクルトの弱さ度合い」が同じ値であることを否定

しているということである。(71a)は「一休の人の悪さ度合い」と「私の人の悪さ度合い」

が同じ値であることを、(71b)は「アメリカの大きさ度合い」と「日本の大きさ度合い」

が同じ値であることを、それぞれ否定している。統語意味論を基に言い換えるならば、

ヤクルトという OBJECT が持つ「弱い」という degree property の value と巨人という

OBJECT が持つ「弱い」という degree property の value が一致しているということを述

べ、それを否定しているということになる。巨人の指標番号を x1 であるとし、ヤクル

トの指標番号を x2 であるとすると、x1 と x2 の意味表示としては、概略、それぞれ(73)

のようになるだろう。 

 

(73)  <x1, {<Kind, 巨人>,..., <弱い, __>,...}> 

  <x2, {<Kind, ヤクルト>,..., <弱い, __>,...}> 

 

(73)から、ヤクルトという OBJECT（x2）が持つ「弱い」の degree property（<弱い, __>）

の value と巨人という OBJECT（x1）が持つ「弱い」の degree property（<弱い, __>）の

value が一致しているということを述べるには、次のような表示を得ることができたら

よい。「弱い (x2)」は、4.2.4 節の(16)の derived complex valueで、x2 の「弱い」につい

ての propertyの value を指す。 
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(74)  <x1, {<Kind, 巨人>,..., <弱い, 弱い (x2)>,...}> 

 

(74)の意味表示が得ることができれば、「巨人の弱さ度合い」と「ヤクルトの弱さ度合

い」が同じ値であることを述べることができる。そのうえで、(74)の「巨人の弱さ度合

い」と「ヤクルトの弱さ度合い」が同じ値であることを否定するのが、(71c)の文の意味

であると言っていいだろう。本論文では、このように、2 つの OBJECT のある property

の同値関係を作るホドのことを同値のホドと呼ぶことにする。 

 すでに述べたように、どのようにして(71)の文の意味表示が派生されるのか、どのよ

うな指定が同値のホドにあるのかという、詳細な議論は今後の課題であるが、比較相関

のホドと程度のホドの語彙項目と比較することで、同値のホドが他の 2 つの語彙項目と

同じものなのかそうではないのかをある程度推測することができるように思われる。た

とえば、同値のホドと比較相関のホドは、(74)の「弱い (x2)」のような、ある OBJECT

の derived complex value を別の OBJECT に書き込む点では共通している。比較相関のホ

ドでも、(68)の「α(★<basis>)」（★<basis>は Merge によって最終的にいずれかの OBJECT

の指標番号と置き換わる）が★<basis>と置き換わった指標場号の OBJECT に書き込まれ

ることになる10。 

 

(65) 比較相関のホド（＝第 4 章の(67)） 

  [{P, +Pred }, <★<target>{<＿, α(★<basis>)>}>, ほど] 

 

しかし、同値のホドには、比較相関のホドに見られる Q における構造的な localityが存

在しない。そのうえ、比較相関のホドは、その相関的解釈を生じさせるために、義務的

に Partitioning を起こすための指定が含まれているが、同値のホドは、たとえば(71c)で

あれば、巨人とヤクルトの弱さの同値関係を述べるだけであり、そこに Partitioning は

必要ない。そのため、同値のホドは比較相関のホドとは異なる指定になるだろう。 

 同値のホドと程度のホドは、なんらかの degree propertyの value を述べる点では共通

している。たとえば、(71c)では<弱い, __>の value を述べており、程度のホドの「驚く

ほど大きな仏像」といえば<大きな, __>の valueを述べることになる。しかし、その value

に入るものは大きく異なる。程度のホドでは OBJECT の指標番号が valueになることで

度合いの解釈を呼び起こすものである。一方、同値のホドは、他の OBJECT の valueを

参照する「α(xn)」が value になる。そのため、「★<basis-v>」の部分が異なる指定になる

だろう。 

 

                                                   

10 「α(★<basis>)」や「α(xn)」のαは、何らかの attributeのことを指す。 
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(47) 程度のホド 

  [{P,+T}, <☆{<＿, ★<basis-v>>}>, ほど] 

 

 また、ナイと共起しないと同値のホドの解釈にならないということは、同値のホドの

指定にはナイとの共起しなければ解釈できなくなるような指定があることが想像され

る。 

 これらを踏まえると、比較相関のホド、程度のホド、同値のホドはそれぞれ異なる語

彙項目であると考えられる。一口にホドと言っても、比較相関のホド、程度のホド、同

値のホドの３つの語彙項目があることになる。 

 

5.7.3. 奥津 (1986) の分類 

 奥津 (1974, 1980, 1983, 1986) は、本論文で取り上げた比較相関のホドや程度のホド

を、形式副詞と呼んでいる。形式副詞とは、ホドのように、意味が抽象的であり、非自

立的で、修飾し補足する成分（補足成分）を伴って副詞句を形成するもののことである

としている。奥津 (1980, 1986) は、形式副詞のホドは、(75)のように分類できると述べ

ている。 

 

(75)  

 

 

 

 

 

 

 

(cf. 奥津 1986: 63, (34)) 

 

奥津 (1986) は、形式副詞の「ほど」には、比例の「ほど」と程度の「ほど」があり、

程度の「ほど」は補文の内容によって非常の程度の「ほど」、通常の程度の「ほど」、

同程度の「ほど」の 3 つに分けることができると述べている。(76)を非常の程度の「ほ

ど」の具体例、(77)を通常の程度の「ほど」の具体例、(71)を同程度の「ほど」の具体

例として挙げている11。 

 

                                                   

11 本論文では、「程度のホド」とカタカナ表記を用いているが、奥津 (1986) では「程度の「ほ

ど」」のように、鍵括弧付のひらがなの表記を用いている。混同をさけるために、「程度のホド」

は本論文の用語とし、「程度の「ほど」」は奥津 (1986) での用語とする。 

形式副詞の「ほど」 

比例の「ほど」 

程度の「ほど」 非常の程度の「ほど」 

通常の程度の「ほど」 

同程度の「ほど」 
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(76) 非常の程度の「ほど」 

 a. これにはさすがの西園寺が 金魂のでんぐり返る ほど びっくりし……。 

(cf. 奥津 1986: 55, (1). 1) 

 b. 死ぬ ほどに 疲れた12。      (cf. 奥津 1986: 55, (1). 3) 

 

(77) 通常の程度の「ほど」 

 a. まあぶっ倒れないほどに／程度に練習しなさい。   (奥津 1986: 57, (16). 1. a) 

 b. 病気にならないほどに／程度に勉強した。   (奥津 1986: 63, (16). 2. a) 

 

(71)  同程度の「ほど」 

 a. 私は一休ほど人が悪くない。 

 b. 日本はアメリカほど大きくない。 

 c. 巨人はヤクルトほど弱くない。         (奥津 1986: 57, (18)) 

 

「非常の程度の「ほど」」であるか「通常の程度の「ほど」」であるかは、補文（つま

り、P ホド Q の P のこと）の内容が非常の事柄を表しているか、それとも通常の事柄を

表しているかによるもので、何を非常と判断し何を通常と判断するかは経験則によるも

のであると述べている。そして、(78)のように非常であるとも通常であるともとること

ができるものは、「非常の程度の「ほど」」であるか「通常の程度の「ほど」」である

か、曖昧であると述べている。 

 

(78)  約 5 億ドルの黒字が残るほど／ほどに／程度に好調となり……。 

(cf. 奥津 1986: 57, (17)) 

 

また、前節で述べたように、「同程度の「ほど」」は否定のナイを伴い、たとえば(71c)

であれば(72)のように「ヤクルトも巨人も弱いがヤクルトと同じ程度に巨人が弱い」と

いうことを否定する意味になると述べている。 

 

(72)  [ ヤクルトが弱いほど巨人が弱い ] ない       (奥津 1986: 58, (20)) 

 

 比例の「ほど」は、本論文で比較相関のホドと呼んでいたものと同じである。奥津 

(1986) は、5.7.1 節で述べた例以外にも、非常の程度の「ほど」は任意に「に」をとる

が比例の「ほど」は「に」がとることができないこと（(79)）や、非常の程度の「ほど」

                                                   

12 奥津 (1986) は、「非常の程度のホド」の「ほどに」の「に」は任意の要素であって、非常性

はホドの補文からきていると述べている。 
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の補文の述語は程度述語を取る必要はないが比例の「ほど」の補文は広義の程度述語を

取ることなどを基に、「程度の形式副詞とはちがう比例の形式副詞というべきかもしれ

ない（奥津 (1986): 61）」と述べており、「この両者は、形は同じでも、ちがう語とす

べきである（奥津 (1986): 61）」と結論付けている。 

 

(79) a. ふとるほど（に）食べる。 

 b. 食べれば食べるほど（*に）ふとる。 

 

 奥津 (1986) の分類に関して、本論文でも、比例の「ほど」と程度の「ほど」が別の

語彙項目であるとすることには同意する。ただ、奥津 (1986) の分類は、P ホドが表す

程度で分類しているため、不自然な点が多くみられる。まず、通常の程度の「ほど」に

分類されている例は、ホドという形式で使用することができず、ホドニという形式でし

か使用することができない。 

 

(80) a. *ぶっ倒れないほど練習しろ。 

 b. *病気にならないほど勉強した。      (cf. 奥津 1986: 57, (15)) 

 

(77) 通常の程度のホド 

 a. まあぶっ倒れないほどに／程度に練習しなさい。    (奥津 1986: 57, (16) 1 a) 

 b. 病気にならないほどに／程度に勉強した。    (奥津 1986: 63, (16) 2 a) 

 

奥津 (1986) は、「ぶっ倒れる」、「病気になる」という非常の事柄に対して、「ぶっ

倒れない」、「病気にならない」は通常の事柄であって、このような通常の事柄で程度

を述べるには、(80)のようにホドという形式で表すことができず、(77)のホドニという

形式、もしくは、テイドニという形式になると述べている。もちろん、次のように、語

彙の条件を揃えても(80)と(77)の対立はなくなることはない。 

 

(81) a. *まあぶっ倒れないほど練習しなさい。 

 b. まあぶっ倒れないほどに練習しなさい。  (cf. 奥津 1986: 57, (16) 1 a) 

 

(82) a. *病気にならないほど勉強した。    (cf. 奥津 1986: 57, (15) 2) 

 b. 病気にならないほどに勉強した。  (cf. 奥津 1986: 63, (16) 2 a) 

 

これは、もはやホドとは異なる機能を持つホドニがあると考えるべきであって、通常の

程度を述べるホドがあると考える必要はない。 

 次に、同程度の「ほど」は、5.7.2 節で述べたように、非常の程度の「ほど」とは異
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なる語彙項目であると考えた方がよい。非常の程度の「ほど」は否定辞のナイと共起す

る必要がないが、同程度の「ほど」は共起する必要がある。これは、非常の程度の「ほ

ど」と同程度の「ほど」が異なる指定を持つことを意味する。また、非常の程度の「ほ

ど」と異なり、前件は後件に対して同じ attribute の propertyについて度合いを記述しな

ければならず、その同じ attribute の value が一致していることを述べることからも、非

常の程度の「ほど」と同程度の「ほど」が異なる指定を持つものであると考える必要が

ある。 

 本論文の分析に基づくと、ホドには、比較相関のホド、程度のホド、同値のホドの 3

つの語彙項目があると考えられる。奥津 (1986) の分類を、改めて統語意味論の観点で

見直すと、比例の「ほど」は比較相関のホドに該当することになり、同程度の「ほど」

は同値のホドに該当することになる。非常の程度の「ほど」と非常を表さない場合の「ほ

ど」は程度のホドに該当することになる。本章で議論した程度のホドには、2 値解釈と

度合い解釈の 2 つの解釈がある。2 値解釈は、帯（スケール）を「V」か「￢V」かと

いう 2 値に分け、その「V」の方であると述べることで度合いを述べる。そのため、ホ

ドが「非常」の解釈を持つのであり、これが非常の程度の「ほど」の解釈である。また、

度合い解釈は、前件に関わると認識しているデキゴトの順序集合に前件のデキゴトが位

置付けられることで度合いを述べる。そのため、(28)のように、必ずしも「非常」には

ならない。 

 

(28)  [P 会場の 80%の人が驚いた] ほど [Q 銅像が大きな音を立てて倒れた]。（＝

(21c)） 

 

奥津 (1986) は、(78)の場合には非常か通常か曖昧であると述べているが、(78)で「非常」

を表さない解釈というのは、まさに度合い解釈によるものである。 

 

(78)  約 5 億ドルの黒字が残るほど／ほどに／程度に好調となり……。 

(cf. 奥津 1986: 57, (17)) 

 

「約 5 億ドルの黒字」が、順序集合の中ほどにあれば「非常」を表すことはない。もち

ろん、順序集合の一番上にあれば「非常」を表すことになる。また、2 値的集合を作っ

た場合も「非常」を表すことになる。 

 このように考えると、形式副詞のホドには、(83)の 3 つの語彙項目があると考えられ

る。 
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(83)   

 

 

 

 

 

 

5.8. 本章のまとめ 

 本章では、程度のホド構文でどのようにして度合いを述べるのかということを議論し

た。程度のホド構文では、degree propertyの value に OBJECT が入ることで、その OBJECT

を何らかの順序集合の中に位置づけようとする理解が生じ、度合いとしての解釈が可能

になるという分析を提案した。程度のホドは語彙項目として次のように指定されている。 

 

(47) 程度のホド 

  [{P,+T}, <★{<＿, ★<basis-v>>}>, ほど] 

 

(48) ★<basis-v> （解釈不可能素性） 

  Merge の相手が非主要部であり、かつ、<basis-v,xm>を持っている場合に、★

<basis-v>は xmに置き換わる。 

 

(49) <basis-v,xm> （解釈不可能素性） 

 a. <basis-v,xm>は、Merge の相手が★<basis-v>を持っている場合に削除される。 

 b. <basis-v,xm>は、非主要部からも継承される。ただし、T が非主要部として

Merge する場合には継承されない。 

 

(49)の素性は Numerationにおいて範疇素性 Vを持つ語彙項目の統語素性に導入される。 

 構造構築によって派生された表示に<reality, irrealis>が含まれていれば(58)の理解が、

<reality, realis>が含まれていれば(63)の理解が生じる。 

 

(58) 2 値解釈の xn-0 の LAYER 

  <xn-0, [{  },<メンバー, {xn, ￢xn}>,<＿, <xn, ￢xn>>,<＿, <￢xn, xn>>}, 

{  }]> 

  OBJECT 指示表現には、常に xn-0 の LAYER があると認識されうる。意味素

性に<reality, irrealis>を持つOBJECT指示表現が<α, β>という degree property

の value にある場合、「αであるなら xnが起きる」と解釈される<α, xn>か

ら「αでないなら xnが起きない」が想定され、xnと￢xnがメンバーである

形式副詞のホド 

比較相関のホド 

程度のホド 

同値のホド 
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順序集合が作られ、何らかの attributeについてその順序集合が成り立つと理

解される。 

 

(63) 度合い解釈の xn-0 の LAYER 

  <xn-0, {<メンバー, {xn, xm, xk, ...}>, <__ ,<xn, xm, xk, ...>>,<__ ,<xm, xk, 

xn, ...>>,<__ ,<xk, xn, xm, ...>>, ...}> 

  OBJECT 指示表現には、常に xn-0 の LAYER があると認識されうる。意味素

性に<reality, realis>を持つ OBJECT 指示表現が degree propertyの value にある

場合、xnに何らかの形で関わると認識された OBJECT 指示表現がメンバーで

ある順序集合が作られ、何らかの attributeについてその順序集合が成り立つ

と理解される。 

 

このように考えることで、程度のホド構文の容認性の分布を説明することができる。 

 本章の分析に基づくと、程度のホドの度合いの述べ方は、構造構築によって得られた

意味表示を基にしてどのような順序集合の中に位置づける理解が生じることによって

度合いを述べる。つまり、程度のホド構文では構築された意味表示と話者の世界知識と

をかけあわせて度合いの意味が導出される。 
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6. 結論 

 人間の認識がどういう情報で成り立っているのか、それぞれの情報がどのように組み

合わされて複雑な構成体を形成しているのか、その問題にせまる鍵の１つは、文におい

て、それぞれの語がどのように意味を構成するのかを明らかにすることである。本論文

では、文の意味を個物の集合と捉え、個物を意味特性の集合であると仮定するアプロー

チを背景に、「度合い」に関わる意味特性がどのように表示され、それが文の意味の構

成にどのように関わるのかを考察した。 

 本論文では、度合いに関わる表現として、Vスギル構文、比較相関構文、程度のホド

構文を取り上げ、「度合い」がどのように表示され、文の意味の構成にどのように関わ

るのかを考察した。生成文法の立場に基づくと、「度合い」には、(1)の 3 つがあると

考えるのが妥当である。 

 

(1) a. 語彙に直接指定されている場合 

 b. 文の構築の中で新たに作り出される場合 

 c. 構築された意味表示と話者の世界知識とをかけあわせて導出される場合 

 

 たとえば、V スギル構文には、特に(1a)と(1b)が関わる。V スギル構文では、スギル

という語彙に指定されている「過剰性」という意味特性が、構造構築の過程において、

個物を表す語彙項目に加えられることで度合いを述べる。 

 

(2) 

 

 

 また、比較相関構文には、特に(1b)と(1c)が関わる。比較相関のホドには語彙的に度

合いを表す valueが指定されていない。比較相関構文は、(3)のように相関解釈前件の対

象の degree propertyの区切りと相関解釈後件の対象の degree propertyの区切りの対応関

係を述べることで、度合いを述べる。 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

【過剰の対象の 

  degree property】 
sugi 

【前件の対象の 

 degree property】 

【後件の対象の 

 degree property】 

度合いα … 度合いβ 度合いγ 

… 度合いα 度合いβ 度合いγ 
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ただし、「食べるほど太る」といっても個々人で太り度合いが大きく異なるように、前

件対象の degree propertyのどれくらいの度合いが、後件対象の degree propertyのどれく

らいの度合いに該当するのかは、個人によって大きく異なるものである。その点は、話

者の世界知識をかけあわせて導出されると考えるべきである。 

 さらに、程度のホド構文では、特に(1c)が関わる。通常、degree property の valueには

連続性を持つものが入るので、OBJECT が入ることはない。しかし、程度のホド構文で

は、degree property の value の位置に OBJECT が入ることによって、degree property の

value に入れられた OBJECT をなんとかして何らかの順序集合の中に位置づけようとす

ることで、度合いを述べる。degree propertyについて、valueにある OBJECT をどのよう

な順序集合に位置付けるかは、世界知識を動員することでなされることで、これは言語

機能（すなわち、Lexicon と Computational System）ではなく、推論一般についての仕組

みにゆだねられるべき働きである。 

 (1c)を峻別することによって、(1a),(1b)の仕組みが簡明になり、かつ、よりよく現象を

説明できるということを示した。その結果、(1c)は、より一般的な特性として切り出さ

れることになる。本論文は、生成文法の理論に基づいて、「度合い」をどのように理解

しているのかということを提示した。 

 本論文は、統語意味論という知見に立って度合いが関わる言語現象の説明を行った。

統語意味論は、生成文法の、文において語と語を組み合わせる構成の仕方が音や意味の

基盤になっているというという言語観に立ったうえで、文の意味がどのようになるのか

を明示的にしようとするアプローチである。この前提に立つと、語彙項目を組み合わせ

て構成的に文が作られるということは、文の意味には、(i) Lexiconに登録されている語

彙項目それぞれの意味の側面、そして、(ii) Lexiconに登録されている語彙項目を構成的

に組み合わせることによって得られる意味の側面、(iii) 話者の「知識」や「推論」によ

って得られる意味の側面、この 3 つの側面があるといえる。本論文を通して、度合いを

表す表現に(1)の 3 つがあるとすれば説明できる現象があるということを述べた。これ

は、上記の(i)-(iii)と対応している。つまり、本論文は、統語意味論のようなアプローチ

が必要であることの具体例であるともいえる。「言語現象を観察・分析する上で、(iii)

の意味の側面を峻別することが重要であることを表しており、統語意味論のような

(i),(ii)と(iii)を整合的に捉えることのできるアプローチの適切性を示している。 

 度合いに関わる表現として、Vスギル構文、比較相関構文、程度のホド構文の 3 つの

構文を代表例にとったが、度合いが関わる表現にはさまざまなものがある。具体的には、

クライ、ダケ、バカリ、ヨリ、タビ、ゴトなど、機能語の中には度合いに関わる表現が

いくつもある。たとえば、クライは、「びっくりするくらい大きな仏像を作った」のよ

うに、程度のホドと類似した使用が可能であり、統語意味論の観点で見つめなおすこと

で、新たな側面を明らかにすることができる可能性がある。また、ダケは、「踊るだけ

疲れる」のように、前件と後件の度合いの相関性を述べる用法があり、比較相関のホド
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と類似した使用が可能である。統語意味論の観点で見つめなおすことで、ダケにも新た

な説明を加えることができる可能性がある。 

 度合いが関わる表現に関して、これまでの研究は、スケールを表す語に着目した分析

が多い。確かに、「度合いに関わる表現」で、語彙的に度合いとかかわりのあるスケー

ルを表す語が重要な役割を果たすことは間違いないだろう。しかし、何かの度合いを述

べようとした場合、「何について（すなわち、OBJCET）」の「どのような側面（すな

わち、スケール）」が「どれくらいの度合いなのか」という情報は不可欠であり、「何

について」が重要な役割を担うことも事実である。本論文では、実はスケールは構造構

築段階では非常に捉えづらいものであり、構造構築段階では OBJECT の方が容認可能

性を左右しているという分析を提案した。この分析は、度合いが関わる表現をどのよう

に分析するのかということの新しいモデルの提案でもある。 
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