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要  旨 

小論は、カテゴリーとしての使役表現の中日対照研究の一構想である。まず、認知言語学の枠組みの中で、使役の認知スキー

マを描き、使役表現の意味構造を明らかにし、その上で使役表現の構文的形式を限定する。そして、各構文の文法的規則や意味

特徴を究明し、また各構文間の異同と連続性を明らかにする。最後に、中日両言語の使役表現の対照研究をし、その対応や不対

応のところを明らかにしながら、相手の言語研究におけるすばらしい研究成果や不対応の部分から得る示唆などを生かして本言

語にまだ未解決の問題を試しに解決しようとする。また、両言語における使役表現の異同から両言語の類型や人間の認知プロセ

スの異同を探ろうとする。 
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している見方も見られる。 1. はじめに 
 これに対して、英語において、使役表現を対象にす

る研究が、Goddard(1998)、Frawley(1992)、Lakoff(1965)、
Clark H. & E.Clark(1977)、Talmy(2000)、Goldberg(1995)
など数多く見られる。 

本研究の位置づけ：カテゴリーとしての使役表現の

中日対照研究。 
 

2. 先行研究の概観 
 日本語において、使役に関する研究がこれまでさま

ざまな立場から多くの文法学者によって行われてきた。

しかし、これまでの研究では、主に形態から使役を規

定し、「V＋せる・させる」の文を研究対象にしていた

ようで、使役表現を一つの文法カテゴリーとして体系

的に研究する成果はあまり多くないようである。認知

言語学の理論（プロトタイプ理論、認知スキーマなど）

を利用して使役を研究する論文は、最近いくつか出て

きた（例えば西村義樹（1998）、谷口一美（2005）など）

が、主に日英対照研究に集中していて、中日対照の研

究はあまり見られないようである。今手元にある資料

の中で、体系的に中日使役表現の対照研究をしたのは、

楊（1989）だけであるが、それは今中国語研究の分野

で普通に認められている七種類以上の使役表現の中で、

ただ三種類しか扱っていなかった。また、その中にま

だ検討する余地のあるところがいくつかあると思われ

る。 

3. 論文の基本的構造 
3.1 使役という概念の規定 英語の causative 因果関

係との異同 

3.2 それぞれの言語を対象に、 

（1）使役の構文スキーマを描く。 
（2）使役の構文形式を限定する。 
（3）各構文の個別研究（文法的制約、意味機能の多

様性と連続性を明らかにする） 
（4）各構文間の関連性研究 
（5）周辺的な構文との関連性（受身文、依頼文、目

的を表す文、因果関係文など） 
3.3 対照研究 
（1）両言語間の構文の対照関係を確定（構文の分類） 
（2）対照する構文間の異同を細かく描く。（文法規

則や意味機能など） 
（3）その異同から言語の類型上の異同を探る。 

一方、中国語の使役研究も長い歴史を持っているが、

これまで主に個別の構文、いわゆる特殊構文の研究で

ある。例えば、“把”構文、“使”構文、“得”構文など。

それに対して、使役を一つのカテゴリーとして体系的

に研究するものはあまり多くないようである。ただこ

の二、三年になって、使役に関する体系的な研究成果

が多く出てきて、使役の研究が大きな進歩を遂げた。

それにしても、多くの問題が未解決のまま多く残され

ていて、また、各著作や博士論文の中で明らかに対立 

 

4. 使役という概念 

本文の用いた「使役」は英語の「causative」にあた

る。一般的に言う「使役」はその中に含まれる。

「causative」にあたる中国語の訳は、「致使」である。

本定義はおもにComrie(1989)によるものである。 
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5.使役の構文スキーマ 

Langacker： 

 
 

周（2005）：（二つの事件、四つの要素） 

 

 

周のスキーマにはちょっと問題があると思う。それ

は、使役力が必ずしも使役事件の中に含まれるのでは

ないことである。例えば、 

 (例文)排长莽撞行事，过早地暴露了目标，使部队伤

亡较大。 

自分の理解では、使役の構文スキーマは次のように

なる。 

使役事件は“なる”的なことでも、“する”的なことで

もいい。破線は使役の力を表す。（話し手を付け加えれ

ばもっといいかもしれない。また、NV などの表記も

不適切であるが、とりあえずそのままにする） 
このスキーマから見れば、中国語の研究でよく言わ

れる「事件駆動説」を認めなければならないが、文の

主語に含まれる“コト”的な情報の限定が問題になる。

例えば、「他让小王去了北京／彼は王さんを北京へ行か

せた」のような指令を表す文では、主語の「彼」はど

んな情報を含んでいるのであろうか。 
また、使役事件の認定にも問題があると思う。たと

えば、“那时节的河畔枣又青又涩，吃得他肚子发胀。”

という文の中で、使役事件は“枣又青又涩”であるか

“吃枣”であるか。むしろこの“吃”は、ただ使役の

力として理解し、“弄得”、“害得”という、動作の具体

性が捨象されながら完全に文法化した“使”の程度ま

で行っていない言葉に近いと思う。ここからみれば、

“得”字句は“使”字句と関連がある。しかし、“孩子

时候，有一回上树掐海棠花，不想叫蜜蜂蜇了一下，痛

得我差点儿跌下来。”という文になると、使役事件は明

らかに「私が痛い」ことである。このことについてさ

らなる考察が必要である。 

 

6. 使役の構文形式 
6.1 中国語 

郭鋭・葉向陽（2001）は十二種類を取り上げている。 
ア 使動型シリーズ（使役事件の述語動詞そのものが

使役の意味を含む）： 
  1 使令式  2 使字句  3 融合使字式  4 同根

异形型  5 同形型 a   6 致使宾语式  
イ “述＋補”型シリーズ（使役事件の述語動詞そのも

のが使役の意味を含んでいない） 
  1 间隔述补式  2 隔宾述结式  3 粘合述结式 

4 同形型 b  5 结果宾语式  6 隐含型  
上の十二種類の中で、使令式、使字句、间隔述补式、

粘合述结式、同形型、致使宾语式は普通使役の構文と

認められているが、ほかの構文は議論されている。例

えば、“同根异形型”は数少ないから、あまり検討され

ていないが、“结果宾语式”“ 隔宾述结式”“ 隐含型”は
使役構文と認められないこともある。（郭 2004）また、

その十二種類の以外にも使役表現と認められたことの

ある構文がある。例えば、“重動文”、“把”構文、“被”
構文など。それに、各構文の内部でも、意見が必ずし

も一致していない。例えば、すべての“‘把’字句”を使

役構文と認める人もいれば、そう認めない人もいる。

（宛 2005:114-116） “得”構文の内部では、述語の意味

の指向によって意見が異なっている。また、程度補語

と結果補語の限界もあいまいである。 
楊(1989)の中日対照研究では、主に“使”字句、使令

式と“粘合述结式”が扱われていて、他の構文はまだ対

照研究する余地があると思う。 
6.2 日本語 

時間のせいでまだ確かめていないが、少なくとも次

の構文が考えられる。 

1 「さる・させる」文 
2 自他対応の他動詞構文：先生は児童を早めに家へ

帰した。 
3 他動詞結果構文：メアリは部屋を白く塗った。 

 

7. 各構文の個別研究 
7.1 各構文の文法的規則（まだ研究に入らない） 

使役の結果 

使役事件 

使役のスキーマ 

被使役事件 

使役者（道具） 
力（被使役者） 

被使役者 

 
 
 

使役事件 

 
 
 

被使役事件 

N1 N3 

V2 V1 
N4N2 
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7.2 各構文の意味機能 

それぞれの構文にはさまざまな意味があり、その中

にプロトタイプ的なものもあれば、拡張されたものも

ある。例えば、「Ⅴさる・させる」構文には、指令・許

可・放任・強制・因果関係などの意味がある。その中

で、指令の意味がプロトタイプの位置に位して、他の

意味が拡張されたものであることが考えられるが、問

題はどのような要素の影響で、そういった意味が生じ

たのかということである。大雑把にまとめると、次の

ようなものがあげられる。 

（1）動詞の性質（自主動詞か非自主動詞かなど）と

名詞の性質（無生物か有生物かなど） 
（2）シ手の働きかけと受け手の動作の意図性 
（3）使役事件の直接性と間接性 
（4）被使役事件が受け手にとって望ましいかどうか。 
（5）被使役事件をコントロールできる度合い 
（7）使役力の強度 
（8）使役の力の方向性 
（9）被使役事件の予期性／非予期性 
（10）被使役事件の未然と已然 
以上の他にもある。また、これらの要素は必ずしも

同じレベルのものとは限らず、また関連性のあるもの

もある。 

また、「Vせる・させる」構文に絞って研究するならば、

指令の意味がプロトタイプの位置に位していることが容

易に考えられるが、causative の立場に立ったら、必ずし

もそうとは限らない。さらに検討すべきところである。 

 

8. 各構文間の関連性研究 
各構文間の異同をとらえるためには、やはりいくつ

かの、話し手による主観的な要素を考慮に入れたほう

がいいと思われる。たとえば、 

（1）視点  （使役文と受身文） 
 （2）スキャニング 
（3）原因認定とプロファイル 
主体への原因認定（主体がプロファイルされる） 
客体への原因認定（客体がプロファイルされる） 
事件への原因認定（事件全体がプロファイルされる） 
（4）結果を描く詳細度（結果に対する関心の度合い） 
また、各構文間の連続性をとらえるには、プロトタ

イプと拡張事例の考えが必要であろう。例えば、中国

語においては、使役というカテゴリーの中で、“使”字

逓系式をプロトタイプ的な形式と見る人もいれば、使 

役動詞を使う構文を使役のプロトタイプとしている人

もいる。これは、プロトタイプの定義にかかわると思

うが、更なる検討が必要である。 

 

9. 周辺的な構文との関連性 
9.1 中国語 
今のところ、使役表現であるかどうか議論されてい

るいくつかの構文。6.1 のところをご参照に。 
9.2 日本語 

a 「～にしてもらう」構文：妹に手伝ってもらった。 
b 「誰に/を…V1-するよう/しろとV2」：秘書にコピ

ーをとるよう言いつける。 
c 受身文（話し手の視点という要素を重要視しなけ

れば、使役表現とも言える） 
d 因果関係を表す中止めの「て」構文など 

 中国語と対照してみれば、a と b も使役表現とした

ほうがよかろう。 
 

10. 中日対照研究 

10.1 Comrie（1989）や Shibatani（1976）を参考に、両

言語間の使役構文の対照関係を確定する 

10.2 対照する構文間の異同を細かく描く。（文法規則

や意味機能など） 

10.3 その異同から言語の類型上の異同を探る。 

 

 

注：英語の文献に関する内容はみな他の著書と論文から引用

したものである。 
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