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Atsuhiko Kato 

5  Entailed and intended results in Japanese and Burmese 

accomplishment verbs (日本語とビルマ語における含意された結果と意図された結果) 

 

 

1. 序論 

 Vendler (1967)は，英語の動詞が表す意味を，その時間的な性質に基づいて

activities, accomplishments, achievements, states の 4 つに分類した。この分類は様々

な言語に応用できるが，注意すべきことは，異なる言語においては似た意味の

動詞が異なるカテゴリーに属することがあるということである。例えば，英語

の knowは state verbであるが，語彙的にそれに対応するとされる日本語の siru は

‘get to know’という意味の achievement verb であり，現在の状態を表すために

は変化の結果を表す -te iru を付けなければならない。同様に，同じカテゴリー

に属すると見なせる動詞の意味が，異なる言語において，違った振る舞いを示

すことがある。例えば，accomplishment verb である英語の kill は，(1)のように使

うことはできない。 

 

(1)       *I killed him, but he didn't die. 

 

kill は，動作主(agent)の使役動作によって対象物(patient)に「死ぬ」という事象が

発生することを含意(entail)するから，(1)の前半で「殺す」という動作を肯定し

ているのに，後半で「死ぬ」という結果を否定するのは，論理的に矛盾する。

ところが，Tai (1984)によれば，次の中国語文は意味的な矛盾を生じない(表記は

Tai に従う)。 

 

(2)        Zhangsan sha-le Lisi liangci, Lisi dou mei si. 

          Lit. ‘Zhangsan killed Lisi twice, but he didn't die.’ 

 

Tai (1984)の議論によると，中国語の動詞 shā ‘kill’ は，結果としての「死ぬこと」

を含意(entail)しないから，(2)は矛盾を生じない。英語の kill と中国語の shāの対

比に見られるように，異なる言語間で語彙的に対応すると思われる動詞であっ

ても，意味的・統語的振る舞いが異なることがある。Tai (1984)は，(2)のような
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例に基づき，中国語には accomplishment verbs がないと主張するが，Liu (2006: 

14-17)は，中国語にも accomplishment verbs は存在すると論じている。本章では，

中国語の shā ‘kill’は accomplishment verb であると仮定して議論を進める。 

 ビルマ語にも中国語と同様の現象が観察される。 

 

(3)         t̪ù    mâhlâ=ɡò    t̪aʔ=tɛ̀.      dà=bèmɛ̂     mâhlâ   mă-t̪è=bú. 

           3sg  PN=KO     kill=REAL   this=though   PN     NEG-die=NEG 

           ‘He killed Ma Hla. But Ma Hla didn’t die.’ 

 

(3)は，「彼は Ma Hla を殺した」を意味する前半の clause と，「Ma Hla は死なな

かった」を意味する後半の clause で構成され，同一話者による one sentence であ

る。(3)のビルマ語例は統語的には(1)の英語と似ているが，意味的には，(2)の中

国語と同様に論理的な矛盾を生じない。 

 さて，日本語の研究では，中国語やビルマ語ほどではないが，類似した現象

が起こることが指摘されてきた。とりわけ，Ikegami (1981: 249-283)は，(1)のよ

うな表現を許さない英語が到達点指向性の強い「スル」型言語であるのに対し

て，日本語は到達点指向性の弱い「ナル」型の言語であり，この特徴のため，(4)

のような文が意味的な矛盾なしに成立すると主張する。 

 

(4)         Moyasi-ta     keredo,    moe-nakat-ta. 

           burn(vt)-PST  although   burn(vi)-NEG-PST 

           ‘(I) burned (it), but (it) didn’t burn.’ 

 

(4)は，同一の話者による one sentence の発話で，first clause で「燃やす」という

使役他動詞を用いながら，second clause では自動詞「燃える」の否定形を用いて

いる。後で議論するように，この文が意図するのは，「私は対象物に火をつけた

けれど，その対象物は十分には（意図した程度には）燃えなかった」という状

況である。言い換えると，対象物に対する行為を行い，その結果として，対象

物が変化したけれども意図した状態には到達しなかった，ということである。

この現象を，Tsujimura (2003)は “event cancellation”と呼んでいるが，点火すると

いう event は成立しているので，この用語は misleading である。むしろ， “result 

cancellation” あるいは  “result suspension”と呼ぶほうが better だろう。ただし，

この現象は，Ikegami (1981)が想定したほど自由に起こるものではない。宮島
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(1985)が指摘したように，この現象は用いられる動詞や文脈によって，あるいは

話者によって容認度がかなり変動する。 

 以上を総合すると，accomplishment verb の「結果到達の打ち消し（取り消し）」

という現象に関して，日本語は英語と中国語・ビルマ語の中間に位置するよう

に見える。本章の目的は，ビルマ語と比較することにより，日本語における当

該現象の本質を明らかにすることである。以下では，まず，第 2 節でビルマ語

の一般的な特徴を概説した後，ビルマ語の accomplishment verb における結果到

達の打ち消しについて述べる。次に第３節で日本語についての主な先行研究を

レビューし，第４節では，日本語の当該現象を可能にする要因を詳しく検討す

る。第５節では，ビルマ語の accomplishment verb における結果が intended result

であることを述べ，最後に第 6 節で，東アジア，東南アジア，南アジアの諸言

語の類似現象について研究の方向性を示唆する。 

 

 

2. ビルマ語のaccomplishment verbs における結果到達の打ち消し  

 ビルマ語で accomplishment verbs の結果到達を否定することが可能であること

を述べた先行研究は，筆者の知る限りでは Thin Aye Aye Ko (2002)と Kato (2015)

だけである。Thin Aye Aye Ko (2002)はビルマ語のこの現象について初めて言及し

たが，現象の存在を指摘するだけにとどまった。Kato (2015)は，ビルマ語の様々

な動詞について結果への到達を打ち消すことができるかどうかを検証し，ビル

マ語の意志動詞の使用においては，事象の終端(end point)への到達が entail され

ないと論じた。Kato (2015)は，「立った。しかし立てなかった」のように動作そ

のものの発生が否定される現象も扱っているが，本章では，日本語との比較の

ため，accomplishment verbs を含む文だけを扱うことにする。 

 ビルマ語は，シナ・チベット語族チベット・ビルマ語派に属する，analytic な

SOV 型言語である。文末の動詞の後ろには Okell (1969)が verb-sentence marker

と呼ぶ助詞(particle)が義務的に付けられ，realisや irrealisを含むmodalityを表す。

名詞の semantic/grammatical role も，名詞に後続する様々な particle で表される。

(6)と(7)に示すように，自動詞と他動詞の主語には particle =kâ/=ɡâ が，目的語に

は particle =kò/=ɡò が後置される 1。この点でビルマ語は対格型言語であると言え

る。主語と目的語に後置される particle は必須要素ではないので，括弧でくくっ

てある。 
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(5)        ŋà(=ɡâ)         thàiɴ=dɛ̀. 

          1sg=KA         sit.down=REAL 

          ‘I sat down.’ 

 

(6)       ŋà(=ɡâ)      ʔɛ́dì   t̪ăyɛʔt̪í(=ɡò)     sá=dɛ̀. 

         1sg=KA      that   mango=KO      eat=REAL 

         ‘I ate that mango.’ 

 

 ビルマ語の動詞分類において重要な意味要素は，意志性である。ビルマ語の

すべての動詞は，意志性(volitionality)に基づいて，意志動詞(volitional verb)と無

意志動詞(non-volitional verb)に分けることができる(Kato 2010, 2015)。意志動詞は

意志(volition)を伴う事象を表し，無意志動詞は意志を伴わない事象を表す。これ

は，ビルマ語動詞において基本的な区別である。例えば，mê ‘forget’ は無意志動

詞であるため，mê=dɛ̀ (forget=REAL) ‘(I) forgot (it)’という文は，無意識に忘れた

ことを常に表し，「わざと忘れた」(‘forgot on purpose’)という状況を表すことが

できない。もし意志的に忘れたという状況を表したければ，意図(intention)を表

す助動詞の =laiʔ を用いて，mê=laiʔ=tɛ̀ のように言う必要がある。逆に，意志

動詞 kàiɴ ‘touch, hold’ を用いた kàiɴ=dɛ̀ (touch=REAL) ‘(I) touched (it)’ という文

は，意志的に触ったという状況しか表すことができない。もし無意識のうちに

触ってしまったことを表したければ，非意図性(inadvertency)を表す助動詞の =mî

を用いて，kàiɴ=mî=dɛ̀ と表現する必要がある。 

 Tsujimura (2003)によれば，日本語において accomplishment verbs が持つはずの

結果の意味が打ち消される現象が典型的に観察されるのは，(4)に例示した

moyasu – moeru のように他動詞と自動詞が形態的な対応を有するペアの

transitive variant に対してである。このような他動詞と自動詞の pairs は，oru – 

oreru, kiru – kireru, yaku – yakeru, otosu – ochiru, tomeru – tomaru, kesu – kieru, 

kowasu – kowareru, nagasu – nagareru, ireru – hairu など豊富に見られる(Hayatsu 

1989; Kageyama and Jacobsen [eds. 2017])。Cornyn and McDavid (1943)と Okell 

(1969: 205-208)が示したように，ビルマ語にも形態的に関係のある他動詞と自動

詞の対が相当数ある。Cornyn and McDavid は 70 対以上の例を示している。ビル

マ語の場合，chauʔ ‘frighten’ と cauʔ ‘fear’ のようにどちらも他動詞である場合が

あるので，他動詞対自動詞というよりは，causative 対 non-causative と呼ぶほう

が正確である。代表的な例を Table 1 に挙げる。 
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Table 1: Morphological pairs of causative and non-causative verbs in Burmese 

Causative (transitive) Non-causative (intransitive) 

châ    ‘drop’ câ    ‘drop’ 

chauʔ  ‘frighten’ cauʔ  ‘fear, to be afraid’ 

chɛʔ   ‘cook’  cɛʔ    ‘get cooked’ 

chó    ‘bend, break (as a stick)’ có    ‘get bent’ 

hlɛ́     ‘knock down’   lɛ́     ‘fall down’ 

hmyîɴ  ‘elevate’  myîɴ  ‘high’ 

hnó    ‘awaken’   nó    ‘wake up’ 

kaʔ    ‘attach, stick’ kaʔ   ‘get attached’ 

khauʔ  ‘fold’  kauʔ  ‘get crooked’ 

peiʔ    ‘close’ peiʔ   ‘close ’ 

phwîɴ  ‘open’   pwîɴ  ‘open’ 

phyɛʔ  ‘break’   pyɛʔ  ‘get broken’ 

 

Table 1 の例から分かるように，頭子音の有気：無気の対立(例えば/ch/ vs. /c/, /kh/ 

vs. /k/)あるいは無声：有声の対立(例えば/hl/ vs. /l/, /hm/ vs. /m/)が，causative verb

と non-causative verb の対応に関わっていることが多い。ただし，kaʔ ‘attach; be 

attached’ や peiʔ ‘close; close of itself’ のように，2つの動詞が同形の場合もある。

また，ɕô ‘burn’/ làuɴ ‘get burnt’, t̪aʔ ‘kill’ /  t̪è ‘die’, hláɴ ‘dry’ / chauʔ  ‘get dry’のよ

うに，形態的に無関係であるが，意味的に対応する動詞対もある。いずれの場

合も，これらの対における causative verb に共通する特徴は，みな意志動詞だと

いうことで，それらに対応する non-causative verbs はすべて無意志動詞である。 

 ビルマ語では，上に示したような causative verb と non-causative verb の対を用

いて，(7)から(14)のような文を自由に作ることができる。これらの例では，

causative verb を用いた first clause がそれぞれ特定の行為を意味し，non-causative 

verb を用いた second clause では，その causative verb が意味構造の中に含むはず

の結果状態への到達を，同一話者が否定するという形になっている 2。これは，

kaʔ ‘attach, get attached’ のように causative verbとnon-causative verbが同形である

場合でも問題なく可能である。 
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(7)         mí  ɕô=dɛ̀.          dà=bèmɛ̂     mă-làuɴ=bú. 

           fire burn(vt)=REAL  this=though   NEG-burn(vi)=NEG 

           ‘(I) burnt (it), but (it) didn’t burn.’ 

 

(8)         t̪û=ɡò    t̪aʔ=tɛ̀.         dà=bèmɛ̂     mă-t̪è=bú. 

           3sg=KO  kill=REAL     this=though   NEG-die=NEG 

           ‘(I) killed him, but (he) didn’t die.’ 

 

(9)         châ=dɛ̀.          dà=bèmɛ̂     mă-câ=bú. 

           drop(vt)=REAL   this=though   NEG-drop(vi)=NEG 

           ‘(I) dropped (the cup), but (it) didn’t drop.’ 

 

(10)        chó=dɛ̀.            dà=bèmɛ̂     mă-có=bú. 

           bend(vt)=REAL    this=though   NEG-bend(vi)=NEG 

           ‘(I) bent (a stick), but (it) didn’t bend.’ 

 

(11)        hlɛ́=dɛ̀.               dà=bèmɛ̂     mă-lɛ́=bú. 

           knock.down=REAL   this=though   NEG-fall.down=NEG 

           ‘(I) knocked down (the tree), but (it) didn’t fall down.’ 

 

(12)        phwîɴ=dɛ̀.          dà=bèmɛ̂     mă-pwîɴ=bú. 

           open(vt)=REAL    this=though   NEG-open(vi)=NEG 

           ‘(I) opened (the window), but (it) didn’t open.’ 

 

(13)        phyɛʔ=tɛ̀.         dà=bèmɛ̂     mă-pyɛʔ=phú. 

           destroy=REAL    this=though   NEG-break(vi)=NEG 

           ‘(I) destroyed (the machine), but (it) didn’t get destroyed.’ 

 

(14)        kaʔ=tɛ̀.          dà=bèmɛ̂     mă-kaʔ=phú. 

           attach=REAL    this=though   NEG-attached=NEG 

           ‘(I) attached (the sticker), but (it) didn’t get attached.’ 

 

 ビルマ語において注目すべきは，このような結果状態への到達を否定する言
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い方は，いかなる話者でも例外なく容認するということである。これに対して，

後述のように日本語では当該現象は話者によっても動詞によっても許容度が変

動する。その点で，ビルマ語と日本語は大きく異なる。 

 

3. 日本語における結果到達の打ち消し  

 日本語において accomplishment verbs の結果状態への到達を打ち消すことが容

認される現象は，Ikegami (1981, 1985)によって指摘され，他にも，Miyajima (1985)，

Kageyama (1996)，Alam Sasaki (2001)3，Tsujimura (2003)，Sato (2005)，Ezure (2006)，

Aoki and Nakatani (2013a, b)などによって論じられてきた。 

 Ikegami (1981: 266)は日本語の例として，上掲(4)の「燃やす-燃える」のほか，

「沸かす-沸く」，「浮かべる-浮かぶ」などを挙げている。 

 

(15)        Wakasi-ta    keredo,    wak-anakat-ta. 

           boil(vt)-PST  although   boil(vi)-NEG-PST 

           ‘(I) boiled (it), but (it) didn’t boil.’ 

 

(16)        Hune  o     ukabe-ta      keredo,    ukab-anakat-ta. 

           boat   ACC  float(vt)-PST  although  float(vi)-NEG-PST 

           ‘(I) floated the boat, but (it) didn’t float.’ 

 

Ikegami (1981: 266)が指摘するように，これら日本語文に対応する英語文は容認

されない。 

 

(17)   a.    *I burned it, but it didn’t burn. 

      b.   *I boiled it, but it didn’t boil. 

      c.    *I floated the boat, but it didn’t float. 

 

さらに Ikegami (1981: 267)は，日本語でも結果の発生を打ち消すことができない

例として「殺す」を挙げている。これに対応する英語も容認されないことは，

冒頭の(1)で見た。 
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(18)       *Kare  o      korosi-ta   keredo,    sin-anakat-ta. 

           he    ACC   kill-PST    although  die-NEG-PST 

           Lit. ‘(I) killed him, but (he) didn’t die.’ 

 

Ikegami (1981)の観察によれば，日本語と英語を比べると，一般的に，日本語に

おいて結果到達の否定が容認される可能性が英語よりも高い。 

 日本語でこのような結果の否定が可能になる理由や条件については，様々な

理論的分析が提示されている。主なものを下に紹介する。Kageyama (1996: 

275-291)は，この現象を，語彙概念構造(Lexical Conceptual Structure)を用いて説

明している。「殺す」「燃やす」のような accomplishment verb は，語彙概念構造

を用いると(19)のように表示できる。ここで，ACT ON は使役動作の部分に相当

する。CAUSE は，その動作によって，右側の事象が生じることを表す。BECOME

は対象に生じる変化を表し，BE AT は最終的な状態を表す。 

 

(19)  ACTIVITY    -------   CHANGE  -   RESULT  

      [x ACT ON y] CAUSE [y BECOME [y BE AT-z]] 

     

そして Kageyama (1996)は(20)の図を示し，次のように論じる。英語では ACT ON

すなわち動作の部分に視点が置かれる。一方，日本語では BECOME に視点が置

かれ，さらに中国語では，BE AT に視点が置かれる。“●”は視点の置かれる場所

を表す。 

 

(20)  Viewpoints and language types (Kageyama 1996) 

                  [x ACT ON y] CAUSE [y BECOME [y BE AT-z]] 

      English         ●                                          

      Japanese                                ●                 

      Chinese                                                 ● 

 

Kageyama (1996)によれば，英語で結果の否定が難しく，日本語で可能である理

由は，視点の置かれ方の違いにある。英語のように動作に視点が置かれる言語

においては，動作の側から結果まで見ることになるため，結果の否定が不可能

になるという。一方，日本語では結果事象に視点を置くから，動作の側から結

果を見ない。そのためにこの現象が可能になると主張する。また，中国語では，
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日本語よりもさらに右側に視点があるため，日本語よりも結果の否定が容易で

あるという。 

 Tsujimura (2003)は，日本語の語彙的使役動詞(lexical causative verbs)は限界性

(telicity)に関して未指定(underspecified)であり，限界的な解釈(telic interpretation)

は会話の推意(conversational implicature)から生じると考える。彼女によれば，結

果の生起(event realization)は推意であるため，結果の否定が可能なのである。 

 Sato (2005: 99–113)は，動作とその結果を意味構造に含む動詞が，メトニミー

の作用によって動作のみを表したときに，この現象が可能になると考える。ま

た，Ezure (2006)は，accomplishment の動作部分に「焦点化操作」(focusing operation)

がかかることによってこの現象が可能になると考える。さらに，Aoki and 

Nakatani (2013a,b)は，日本語の語彙的使役動詞が限界性に関して未指定であると

いう Tsujimura (2003)の説を否定し，動詞の意味における「プロセス成分の強さ」

(strength of the process component)が結果の否定の容認度を高めると主張している。 

 日本語においてこの現象が可能になる理由がいかなるものであるにせよ，留

意しておかなければならないことがある。それは，accomplishment verb の結果否

定の容認度が話者によって大きく異なるということである。この問題について

は次節で述べる。 

 

 

4. 結果到達の否定を可能にする種々の要因 

 本節では，ビルマ語と日本語を比べることによって，日本語で accomplishment 

verb の結果が否定できる現象の本質を明らかにしたい。 

 

4.1  結果否定を容認しない話者達 

 ビルマ語では，(7)から(14)に示したような結果否定が，何の問題もなく可能で

あるのに対して，日本語では結果否定を認めない話者も多い。Miyajima (1985)

は，この現象について非常に重要な調査を行っている。Miyajima は，結果否定

を含む 19 個の文を被調査者に示し，どのように感じるかを，「自然」，「やや不

自然だがが使われる」，「まったく不自然」の 3 つの選択肢から選ばせた。Miyajima

が調査に用いた例文から 2 例を下に引用する。 

 



 10

(21)        Kinoeda  o      moyasi-ta     keredo,   moe-nakat-ta. 

           branch   ACC   burn(vt)-PST  although  burn(vi)-NEG-PST 

           ‘(I) burned a branch, but (it) didn’t burn.’ 

 

(22)        Taroo wa   Ziroo o     korosi-ta keredo,   Ziroo  wa    sin-anakat-ta. 

           Taro  TOP Jiro  ACC  kill-PST  although Jiro    TOP  die-NEG-PST 

           ‘Taro killed Jiro, but Jiro didn’t die.’ 

 

 Miyajima (1985)の調査によれば，彼の Group A の被調査者 100 人のうち，(21)

は，「自然」が 30 人，「やや不自然だが使われる」が 48 人，「まったく不自然」

が 22 人であった。一方，(22)は，「自然」が 7 人，「やや不自然だが使われる」

が 18 人，「まったく不自然」が 75 人であった。つまり，Ikegami (1981)が容認さ

れると見なした(4)に類似する(21)の文に対して，100 人中 70 人が多かれ少なか

れ不自然さを感じ，逆に，容認されないとした(18)に類似する(22)の文を，100

人中 25 人が「使われる」と判断したということである。 

 すなわち，日本語において，この現象を容認するか否かは話者によって大き

く異なるのである。しかも，どのような動詞を使った場合にも，「まったく不自

然」と判断する話者が必ずいる。「まったく不自然」と判断した話者が最も多かっ

たのが(22)の文である。最も少なかった下掲の(23)でさえ，「自然」が 65 人，「や

や不自然だが使われる」が 24 人に対して，「まったく不自然」が 11 人もいた。 

 

(23)        Suika       o      hiyasi-ta     keredo,   tumetaku  nar-anakat-ta. 

           watermelon  ACC   cool(vt)-PST  although  cool      become-NEG-PST 

           ‘(I) cooled a watermelon, but (it) didn’t become cool.’ 

 

日本語のこの状況は，ビルマ語において，(7)から(14)がいかなる母語話者によっ

ても容認される状況とは際だった対照をなす。したがって，日本語においては，

この現象が適格か否かという二分法で考えるべきではない。個々の例の容認度

が高いか低いかという捉え方でこの現象を扱わなければならない。 

 ビルマ語と日本語の容認度の違いの原因を知るためには，両言語の意味の違

いを詳細に見る必要がある。 

 

4.2  結果否定におけるビルマ語と日本語の意味の違い 
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 まず，‘kill’を用いたビルマ語の(3)と日本語の(22)を比べてみよう。(3)は次の

ような状況を表すことができる：(A)「彼は，Ma Hla を殺そうと思って，Ma Hla

をナイフで突き刺した。しかし，彼女は死ななかった」。あるいは，次のように，

動作が対象に到達しなかった状況さえ表すことができるのである：(B)「彼は，

Ma Hla を殺そうと思って，彼女をナイフで突き刺そうとした。しかし，突き出

したナイフは届かなかったので，彼女は死ななかった」。 

 一方，日本語の(22)を「自然」と考える話者の多くは，一例として，次のよう

な状況を考えているのだろう：(C)「太郎は次郎を殺そうと思って，次郎をナイ

フで突き刺した。次郎が動かなくなったので，太郎は次郎が死んだと思った。

しかし，次郎は奇跡的に命を取りとめた」。 

 ここでのビルマ語と日本語の違いは，明白である。ビルマ語の場合，動作者

は Ma Hla が死んでいないことを知っている。しかし，日本語の場合には，動作

者が対象の死を信じた場合に否定が可能になるのである。(22)を不自然だと考え

る人が多いのは，死んだと思える状態から生き返る状況が起こりにくいからだ

と思われる。ビルマ語の(3)も，(C)と同様の状況を表すことがある。しかし，重

要なのは，(A)や(B)の状況を表すことができるということである。 

 次に，‘burn’を用いたビルマ語の(7)と日本語の(21)を比べてみよう。(7)は次の

ような状況を表すことができる：(D)「私は，木の枝を燃やそうとしてマッチに

火をつけた。その火を木の枝に当てたが，木の枝は湿っていたためまったく燃

えなかった」あるいは，(E)「私は，木の枝を燃やそうとしてマッチに火をつけ

た。その火を木の枝に当てたが，風が吹いてきて火が消えてしまったため，木

の枝は燃えなかった」。 

 一方，日本語の(21)を「自然」と考える話者は例えば次のような状況を考えて

いるのだろう：(F)「私は木の枝に火をつけた。木の枝は少し燃えた。しかし，

風が吹いてきたので，火が消えてしまった。そのため，木の枝は全部は燃えな

かった」。 

 ここでもビルマ語と日本語の違いは明白である。ビルマ語の(7)が表す状況で

は，そもそも木の枝が着火していない。しかし，日本語の(21)は，木の枝が部分

的には燃えたが全部は燃えなかったというような状況を表すのである。そのよ

うな状況を思い浮かべた人は，(21)を自然と感じるのだろう。「部分的に燃える」

という事象と「全部燃える」という事象は異なる事象だから，後者を否定して

も，前者を否定したことにはならないのである。ビルマ語の(7)が(F)の状況を表

すこともあるが，(D)や(E)の状況を表すことができるということが重要である。 
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4.3  結果の不完全な生起 

 第 4.2 節では，ビルマ語では，achievement verbs の表す変化事象がまったく生

じていない読みが可能なのに対して，日本語においては変化事象は発生してお

り，その変化の結果が不完全な形で生じていることを見た。これがビルマ語と

日本語の大きな違いである。この違いに基づき，日本語についてもう少し詳し

く見てみよう。 

 日本語の当該現象に関して示唆的なのは，Miyajima (1985)の調査である。

Miyajima は，先に述べた被験者へのアンケートに基づき，動詞による結果否定

の容認度を点数化した。彼は，「自然」を 1 点，「やや不自然だが使われる」に

0.5 点，「まったく不自然」に 0 点を与え，100 点満点中の点数を出した。その結

果は以下のとおりである。なお，Miyajima が挙げた動詞のうち，accomplishment 

verb であると考えられないものは省いた。 

 

(24)   korosu ‘kill’ (17.0), otosu ‘drop’ (22.0), kowasu ‘break’ (24.0), nuku ‘pull out’  

      (26.5), akeru ‘open’ (31.5), wakasu ‘boil’ (34.5), hirogeru ‘widen’ (36.0), ireru  

      ‘put in’ (45.3), ugokasu ‘move’ (46.0), yowameru ‘weaken’ (46.0), moyasu  

      ‘burn’ (53.0), kawakasu ‘dry’ (56.5), hiyasu ‘cool’ (66.0) 

 

(24)の結果を，許容度の度合いによって 10 点ごとに分けて整理すると，(25)のよ

うになる。 

 

(25) 

10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60– 

korosu ‘kill’ nuku ‘pull 

out’,  

kowasu 

‘break’,  

otosu ‘drop’ 

 

hirogeru 

‘widen’, 

wakasu 

‘boil’,  

akeru ‘open’ 

 

yowameru  

‘weaken’, 

ugokasu 

‘move’, 

ireru ‘put in’ 

kawakasu 

‘dry’, 

moyasu 

‘burn’ 

hiyasu ‘cool’ 

 

 右端近辺にある hiyasu ‘to cool’, kawakasu ‘dry’, moyasu ‘burn’ などは，結果が

段階的構造(scalar structure)を持つ(scalar structure については Hay, Kennedy and 

Levin 1999； Kennedy and McNally 1999, 2005；Tsujimura 2001 などを参照)。例
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えば，hiyasu ‘to cool’ を例にとって考えると，その意味構造に含まれる結果であ

る ‘冷えた状態’ は，‘very cool’ や ‘less cool’ など，様々な段階を持つ。そのた

め，‘冷えた状態’は時間的な幅を持つことができ，gohunkan hiyasita ‘(I) cooled (it) 

for five munites’ と言うことができる。動詞 kawakasu ‘dry’ と moyasu ‘burn’ も同

様である: gohunkan kawakasita ‘(I) dried (it) for five munites’; gohunkan moyasita 

‘(I) burned (it) for five munites’. 

 一方，左端近辺にある korosu ‘kill’, otosu ‘drop’, kowasu ‘break’, nuku ‘pull out’

などは，結果が段階的構造を持たない。例えば ‘死んだ状態’ には ‘very dead’ や 

‘less dead’ などの段階はない。この特徴のため，korosu の結果としての‘死んだ

状態’ は時間的な幅を持つことができず，*gohunkan korosita ‘(I) killed (him) for 

five munites’ と言うことができない。動詞 otosu ‘drop’, kowasu ‘break’, nuku ‘pull 

out’ も同様である: *gohunkan otosita ‘(I) dropped (it) for five munites’; *gohunkan 

kowasita ‘(I) broke (it) for five munites’; *gohunkan nuita ‘(I) pulled (it) out for five 

munites’. 

 動詞の表す結果が段階的構造を持つ場合，実際に生じた結果のレベルが予期

したレベルに達していないという状況を話者が想像しやすい。予期したレベル

への到達を「完全な生起」という言葉で表し，そのレベルに到達しないことを

「不完全な生起」という言葉で表すと，段階的構造の場合，「完全な生起」が実

現せず，「不完全な生起」で終わったという状況を想像しやすいのである。一方，

事象が段階的構造を持たない場合，結果は一つしかないので，「完全な生起」と

「不完全な生起」の二つを話者が想像することは困難である。結論として，「不

完全には X したが，完全には X しなかった」という解釈が容易なときに結果の

否定が容認されやすいということが言えるだろう。「完全に X する」は「不完全

に X する」を imply しないから，「完全に X する」を否定しても矛盾が生じない。

結果の不完全な生起という読みが結果の否定の容認度に関わっているというこ

とは，先行研究で指摘されてこなかった。 

 日本語話者の中には，(21)や(22)の文を聞いて，ビルマ語話者のように，結果

がまったく生じないという状況を思い浮かべる者がいるのも確かである。しか

し，そのような話者が少数であることは，宮島の行った調査において，全般的

に「自然」という答えが多くないことに現れている。以上は，次のようにまと

められる。「不完全な生起」であっても結果は生起しているのであるから，多く

の日本語話者において，accomplishment verb は結果を含意(entail)するのである。 
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4.4  副詞的要素による結果の defocusing 

 4.3 節で見たように，日本語では，「結果の不完全な生起」という解釈が結果

否定の容認度を高める。しかし，日本語においても，ビルマ語と同じように，

結果がまったく生じていない状況を表すことがある。それは，動作を修飾する

副詞的要素(adverbial element)が現れた場合である。 

 Miyajima (1985)の調査結果によれば，副詞「一生懸命」を含む(27)は(26)より

も容認度が高い。(26)は，「自然」が 11 人，「やや不自然だが使われる」が 22 人，

「まったく不自然」が 66 人であるが，(27)は，「自然」が 31 人，「やや不自然だ

が使われる」が 36 人，「まったく不自然」が 33 人であり，「自然」および「や

や不自然だが使われる」の数が増えている。 

 

(26)        Kakinomi    o     otosi-ta        keredo,    oti-nakat-ta. 

           persimmon  ACC  drop(vt)-PST  although   drop(vi)-NEG-PST 

           ‘(I) dropped the persimmon, but (it) didn’t drop.’ 

 

(27)        Issyookenmei  kakinomi    o     otosi-ta        keredo,     

           very.hard      persimmon  ACC  drop(vt)-PST  although     

          oti-nakat-ta. 

          drop(vi)-NEG-PST 

           ‘(I) dropped the persimmon very hard, but (it) didn’t drop.’ 

 

「落ちる」という事象が不完全に起きるということは考えにくいから，(27)の容

認度がより高いことを，結果の不完全な生起の観点から説明するのは難しい。

Miyajima (1985) は，副詞「一生懸命」により，動作に焦点が当たったことがそ

の原因だと考える。私もこれが原因であると考えたい。「一生懸命」は意味的に

動作の部分のみを修飾する副詞だから，動作に focus を当てる。そのため，結果

の部分が defocus されるのだろう。結果の defocusing を引き起こす副詞的要素と

しては，「一生懸命」「こっそり」「おそるおそる」などのほか，「真剣に」「急い

で」「力を込めて」なども候補になる。 

 しかしながら，Miyajima (1985)の調査で，(27)を「まったく不自然」と考えた

被調査者が 30%以上もいたという事実は無視できない。よって，「副詞的要素に

よる結果の defocusing」は，結果否定の容認度を高める要因としては，「結果の

不完全な生起」よりは弱い。また，副詞的要素という，動詞とは異なる要素の
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出現が必要である。したがって，「副詞的要素による結果の defocusing」は副次

的な要因であると考えられる。結果否定の容認度を高める主要な要因は「結果

の不完全な生起」だと考えるべきである。 

 

4.5  先行研究の妥当性 

 4.3 と 4.4 の議論で，日本語の accomplishment verb における結果否定の容認度

を高める要因として，(i)結果の不完全な生起という解釈，および，(ii)副詞的要

素による結果の defocusing，の 2 つを認める必要があることを指摘した。このう

ち，(i)が主要な要因である。Ikegami (1981, 1985)が指摘している日本語と英語の

違いは，日本語には結果の否定の容認度を高める(i)(ii)のような条件が存在する

のに対し，英語には一切存在しないということに帰することができる。 

 ここで，日本語における結果否定を可能にする要因について述べた先行研究

の妥当性を考えてみよう。Kageyama (1996)は，日本語では Lexical Conceptual 

Structure の BECOME に視点が置かれるので，ACT ON に視点が置かれる英語よ

りも，結果否定の許容度が高くなるとする。しかし，これだけでは，動詞によっ

て許容度が異なることが説明できない。Tsujimura (2003)は，日本語の語彙的使

役動詞は限界性に関して未指定であると述べる。しかし，先ほど述べたとおり，

多くの日本語話者において accomplishment verb は結果を含意(entail)するから，

この説は妥当ではない。Sato (2005: 99-113)のメトニミー説と Ezure (2006)の焦点

化操作(focusing operation)説は，上で述べた「結果の defocusing」と関連するが，

これだけでは，(25)の表に示した，動詞によって容認度が異なるという Miyajima 

(1985)の調査結果を説明できない。Aoki and Nakatani (2012, 2013)はプロセス成分

の強さ(strength of the process component)によって説明しようとする。これは言い

換えれば accomplishment における動作部分の強さによって説明する試みである

が，4.4 節で論じたように，結果否定の容認可能性の問題は，むしろ，結果の部

分に注目して説明すべきであると思われる。 

 先行研究の多くは，日本語の結果否定の容認可能性を一つの観点だけから説

明しようとした。しかし，(i)は結果部分の意味にかかわる要因であり，逆に，(ii)

はその結果部分そのものを目立たなくさせるものなので，これらを一つにまと

めることは不可能だろう。 

 

5. 意図された結果 

 ビルマ語の accomplishment verb が表す結果は，常に否定することが可能であ
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る。このことから，ビルマ語には accomplishment verb が存在しないとする考え

方が出てくるかもしれない。accomplishment verb に見えるものは activity verb な

のではないかという考え方である。しかし，筆者は，ビルマ語には accomplishment 

verb が存在すると考える。なぜなら第一に，ビルマ語においても，次の(28)のよ

うな文で，もし後に，結果を否定する文が現れなければ，「彼は死んだ」と解釈

される。 

 

(28)        t̪û=ɡò    t̪aʔ=tɛ̀. 

           3sg=KO  kill=REAL 

           ‘(I) killed him.’ 

 

また第二に，accomplishment verb を認めなければ，(29)が適格であるのに対して

なぜ(30)は容認度が低いのかを説明することができない。 

 

(29)         t̪aʔ=phô   tănàyì     cà=dɛ̀. 

            kill=to    one.hour  last=REAL 

            ‘It took one hour to kill (him).’ 

 

(30)         ?pyé=bô   tănàyì     cà=dɛ̀. 

             run=to    one.hour  last=REAL 

             Literal translation: ‘It took one hour to run.’ 

 

動詞 t̪aʔ ‘kill’が accomplishment verb であるのに対して，pyé ‘run’が activity verb

であることが，(29)と(30)の許容度の差を生じる原因であると思われる。したがっ

て，ビルマ語には accomplishment verb が存在し，その語彙意味構造の中には結

果を表す部分が含まれていると考えなければならない。 

 では，ビルマ語の accomplishment verb における結果否定が可能なことは，ど

のように説明するべきだろうか。筆者は，ビルマ語の accomplishment verb にお

いて，結果は「動作者によって意図(intended)されたもの」として，意味構造の

中に組み込まれていると考える。結果はあくまでも動作者が意図したものであ

り，それは動作者の心の中にあるものだから，否定が可能なのである。 

 そして，(28)で，後続する否定文がなければ「彼は死んだ」という解釈になる

のは，語用論的に生じる意味であろう。これが意味論ではなく語用論の問題で
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あると考える理由を以下に述べる。 

 ビルマ語では，使役動作の結果を明示するために，subordinate clause marker

の =ʔàuɴ ‘until; so as to’ を用いて次のような文をよく使う。 

 

(31)        t̪û=ɡò      t̪è=ʔàuɴ        t̪aʔ=tɛ̀. 

           3sg=KO    die=until       kill=REAL 

           Literal translation: ‘(I) killed him until (he) died.’ 

           Free translation: ‘(I) killed him.’ 

 

(32)        câ=ʔàuɴ          châ=dɛ̀. 

           drop(vi)=until      drop(vt)=REAL 

           Literal translation: ‘(I) dropped (it) until (it) dropped.’ 

           Free translation: ‘(I) dropped (it).’ 

 

(33)        pyɛʔ=ʔàuɴ          phyɛʔ=tɛ̀. 

           break(vi)=until      break(vt)=REAL 

           Literal translation: ‘(I) broke (it) so that (it) broke.’ 

           Free translation: ‘(I) broke (it).’ 

 

これらは少々奇妙に見えるかもしれない。(31)を例に取ると，動作主は「死ぬ」

という結果を想定して動作を行っているはずだから，「死ぬまで」を表す従属節

を用いる必要はないように思えるのである。つまり，この文は tautology に見え

るのである。しかし，ビルマ語においてこの表現は自然である。 

 重要なことは，(31)から(33)のような文は，(34)に示すように，結果を否定す

ると容認度が下がるということである。 

 

(34)       *t̪û=ɡò      t̪è=ʔàuɴ      t̪aʔ=tɛ̀.       dà=bèmɛ̂     mă-t̪è=bú. 

           3sg=KO    die=until     kill=REAL   this=though   NEG-die=NEG 

           Literal translation: ‘(I) killed him until (he) died. But (he) didn't die.’ 

 

つまり，=ʔàuɴ によって作られた従属節によって，結果が entail されるのである。

このことは，この従属節が，intended result が実際に実現したことを表すために

使われていることの証左になる。ビルマ語の accomplishment verb が意味論的に
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結果を entail しないから，結果が生じたことを明示したいとき，=ʔàuɴによって

作られた従属節を用いるのだろう。ビルマ語で，もし accomplishment verb が意

味論的に結果を entail するのであれば，このような表現は必要がないと思われる。 

 Tai (1984: 291)は，中国語の shā-sǐ (kill-die) ‘kill’ のような resultative expression

における resultative complement (この例では sǐ ‘die’)が結果の実現を表す機能を持

つことを指摘している。ビルマ語には，shā-sǐ のように「他動詞+自動詞」から

なる，使役的意味を持つ動詞連続は存在しない。なぜなら，Sawada (1988)が指

摘したように，ビルマ語の動詞連続においては主語項が同一でなければならな

いからである。したがって，次の例文は非文である(ビルマ語の動詞連続の一般

的特徴については Vittrant 2006 を見よ)。 

 

(35)        *t̪û=ɡò     t̪aʔ     t̪è=dɛ̀. 

           3sg=KO    kill    die=REAL  

           Intended meaning: ‘(I) killed him.’ 

 

(31)から(33)における =ʔàuɴ によって作られた従属節は，結果を entail するとい

う意味で，中国語の resultative complement と同様の機能を有していると言うこと

ができる。両言語は，実現した結果を明示するために，別々の方法を用いてい

るのである。 

 ここで，Tsujimura (2003)の日本語についての説を思い出そう。Tsujimura は，

日本語の語彙的使役動詞(lexical causative verbs)は限界性(telicity)に関して未指定

(underspecified)であり，限界的な解釈(telic interpretation)は会話の推意

(conversational implicature)から生じると考える。この説明は，日本語ではなく，

むしろ，ビルマ語に当てはまると考えられる。4.3 節で述べたように，多くの日

本語話者において accomplishment verb は結果を含意(entail)するのだから，telicity

が underspecified であるとは考えにくい。 

 

6. 結論 

 ビルマ語は，accomplishment verb における結果の否定が完璧に容認される言語

である。結果の否定を容認しない話者はいないと言ってよい。一方，日本語話

者にはそれを容認しない者も多く，その点で日本語はビルマ語と大きく異なる。 
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 ビルマ語では，accomplishment verb の結果は entail されないので，結果の否定

が容認される。ビルマ語で結果が entail されないのは，動詞が表す結果は動作者

によって intend されたものだからである。 

 一方，日本語では，accomplishment verb における結果は基本的には entail され

ると考えるべきである。だからこそ，結果の否定を容認しない話者が少なくな

いのだと考えられる。しかし，一定の要因により，結果の否定の容認度が高く

なることがある。それは，(i)結果の不完全な生起という解釈，および，(ii)副詞

的要素による結果の defocusing，の 2 つである。このうち，(i)が主要な要因であ

る。英語においても，日本語と同様に accomplishment verb における結果は entail

されるが，英語には(i)(ii)のような条件が存在しない。 

 なお，ビルマ語の accomplishment verb の intended result を意味構造の中でどの

ように表示するかという問題は，様々な言語理論の研究者に委ねたい。 

 最後に，他の言語について述べておきたい。上で見てきた結果否定が容認さ

れる現象は，ビルマ語と日本語以外でも，中国語(Tai 1984)，ヒンディー語 

(Singh1991)，タミール語(Talmy 1991), Mon 語(Jenny 2005)などで報告されている。

Kato (1996)の観察によると，ビルマ語に隣接する言語であるポー・カレン語(Pwo 

Karen)においても，(36)のように，結果の否定が可能である。 

 

(36)        jə   mà      θî    ʔəwê.  lānâɴθí   θî    ʔé. 

          1sg  CAUS  die   3sg    but       die    not 

          ‘I killed him. But he didn’t die. 

 

Phan Thi My Loan (p.c.)によれば，ベトナム語においても，(37)のように結果の否

定が可能である。 

 

(37)        Tôi  đã   giết  nó.   Nhưng  nó   chưa    chết. 

           1sg  PST  kill  3sg   but      3sg  not.yet  die 

           ‘I killed him. But he hasn’t died.’ 

 

一方，Marasri Miyamoto (p.c.)によると，タイ語では次のように，結果の否定が不

可能である。 
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(38)        *phǒm  khâa   kháw.   tɛ̀ɛ     kháw   mây    taay. 

            1sg    kill    3sg     but     3sg    not     die 

            Intended meaning: ‘I killed him. But he didn’t die.’ 

 

しかし，Thepkanjana and Uehara (2009: 605; 2010: 299)は，タイ語においても動詞

連続の中では次のように結果の否定が可能であることを指摘している 4。 

 

(39)        tamrùat  khâa   phûuráay   mây    taay. 

           police    kill    criminal    not     die 

           ‘The police tried to kill the criminal but he/she was not dead.’ 

 

 こうして見ると，accomplishment verb において結果の否定が可能な現象は，東

アジア，東南アジア，南アジアに広く分布しているようである。したがって，

この現象は一種の地域特徴である可能性があることを指摘したい。ただし，本

章で指摘したとおり，結果の否定が表す状況は言語によって異なる。単にこの

現象が存在するかどうかだけではなく，意味的な違いにも注目する必要がある

ことを強調したい。 
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Abbreviations 

KA - the case particle =kâ/=ɡâ ‘agent (subject); source’; KO - the case particle 

=kò/=ɡò ‘patient; theme; recipient; goal’; LO - the subordinate clause marker =lô; PI - 

the particle =pì/=bì indicating a perfect-like meaning; PN - personal name; vi - 

intransitive verb; vt - transitive verb; 1sg - first person singular; 3sg - third person 

singular 
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Notes 

１. With many of the Burmese particles that begin with a voiceless consonant, the first 

consonant (aside from consonants that follow a glottal stop) is replaced by its voiced 

counterpart. Particles =kâ/=ɡâ and =kò/=ɡò are such examples. In this chapter, 

whenever such particles are cited, both voiceless and voice forms are shown before and 

after slashes respectively. 

2. In Burmese, when the main clause verb is negated, the verb will be prefixed with mă- 

and be followed by the clitic =phú/=bú. 

3. Alam Sasaki (2001)は，moyasite mo moenakatta のような，“-te mo ... -nakatta” と

いう表現を含む文を使って，結果の negatability を議論している。屈折接尾辞 -te 

(いわゆる conjunctive form)は必ずしも事象の終了(completeness)を意味しないか

ら，結果の negatability の検証において “-te mo ... -nakatta” を使うべきではない。 

4. Marasri Miyamoto [p.c.]によれば，(39)の文はあまり良くないという。容認度に

個人差がありそうである。 
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