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【論　　文】

「動詞＋名詞＋ ing」 の解釈
─主述か修飾か─

関　田　　　誠

1. はじめに

　一般的に「名詞」（以降、Nと記す）と「動詞の ing形」（以降、ingと記す）
が構成する要素には、2つの解釈が考えられる。例えば、the boy running to 
the stationにおいて、第 1に、名詞 （句） の the boyが意味上の主語で、ing
を含む動詞句 running to the stationが述部になり、「男の子が駅の方へ走る」
という意味になる「主述」の解釈である。第 2に、the boyが running to the 
stationに修飾されて「駅の方へ走る男の子」となる「後置修飾」（以降、「修
飾」と記す）の解釈である。英語の一般的な学習参考書を見る限り、それ
ぞれの用法は個別に説明されているが、どちらの解釈になるかの基準は明
確ではない。
　このようにN＋ing構造が生み出す曖昧性から、参考書を含め英文を見聞
きしていると、他にも解釈に迷う例に出くわすことがよくある。例えば、
以下の （1） である。
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（1）	 I	saw	a	police	officer	chasing	a	man.
 （私は警察官が男の人を追っているのを見た）    （鈴木 2016: 272）

（1） は高校などで使用されている参考書からの例であり、訳語から判断す
ると「主述」の解釈であるが、「男の人を追っている警察官」と「修飾」の
解釈は不可能なのか疑問が残る。上記の文法書には解釈についての説明は
ない。
　しかし、別の参考書では、以下の （2） の例について「主述」の解釈だけ
しかできないとある。

（2） I found my brother using my game machine. 
 （弟がぼくのゲーム機を使っているのを見つけた） （墺 2017: 249）

この参考書によると、「my brotherとusing my game machineのあいだにSVO
という関係があるので 『僕のゲーム機を使っている弟を見つけた』 と解釈す
るのは誤り」（墺 2017: 249） と解説されている。しかしながら、「修飾」 の
解釈は本当にできないのであろうか。実際、渡辺 （1976） では、（2） と同様
のfind＋N＋ingを用いて、「主述」と「修飾」の両方が可能であると説明し
ている。

（3） He found a large crowd of people looking into one of the windows.
 （渡辺 1976: 534）

例えば found以下の語句を、「主述」 の場合は “that a large crowd of people 
was looking ～” と、「修飾」の場合は“a large crowd of people who was ～” 
と言い換えることができるという。
　これらの 「解釈」 に関する問題以外にも、N＋ingの ingの品詞についての
論争もある。具体的に言うと、the boy running to the stationの runningは現
在分詞とみなすべきか、それとも動名詞として扱うべきか、という問題で
ある。現在分詞と動名詞の語尾が現代英語では同形のため、どちらか判断
し難い部分がある。実はこの問題は根深く、100年近く前から議論されて
おり、現在分詞派のGeorge Oliver Curme (1860-1948) と動名詞派のWillem 
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van der Gaaf (1867-1937) は、N＋ingの起源が現在分詞か動名詞かで、大論
争を繰り広げている （概要は大塚 （1938） とGaaf (1928) の山川訳 （1977） の
訳者の「あとがき」を参照されたい）。
　本稿は「述語動詞（=V） ＋N＋ing」の構造に焦点を当て、VとNの性質
を分析し、どのような基準でN＋ingが「主述」・「修飾」に解釈されるかを
英語学・言語学的視点から明らかにする。そして、それらの事実を英語教
育にどのように生かすことができるかを提示することが目的である。

2. N+ingの解釈と曖昧性の要因

2.1. N+ingの解釈
　まず、前提となるN＋ingの解釈について簡潔に説明する。解釈は「主
述」と「（後置） 修飾」の 2種類がある。

（4） [the boy] [running to the station]
 a. 【主述】 : N (=S) が ingしていること・様子・状態
 b. 【修飾】 : ingしている状態のN

例えば （4a） は、名詞である the boyが主語（S）相当で、ingを含む running
以下が述部になっており、「男の子が走っている」という「主述」の意味
になる。節 （文） 相当であるため、ネクサス（nexus）的解釈と換言できる
（Jespersen 1933; 安藤 2005: 817-841）。
　他方、（4b） は ingを含む句である running to the stationが後ろからboyを
修飾し、「走っている男の子」という「修飾」の解釈になる。関係詞の制限
（限定） 用法と同等であると言われ、例えば the boy who was running to the 
stationのwho wasが省略されたものに相当する （Swan 2016: 96.6, 234.1）。
また、which boy?などの問いの答えにもなりうる。「どの男の子?」という
問い対して「走っている男の子 （=the boy running）」となる。

2.2.  曖昧性の要因
　次に、N＋ingの解釈が曖昧になる要因についてまとめる。上記の （4） の
「N = the boy」と「ing = running to the station」のように、N＋ingだけを抜
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き出すと、（5a-c） に提示したどれにも当てはまる可能性がある。

（5） a. 修飾 （現在分詞）
 b. 主述 （現在分詞）
 c. 主述 （動名詞）

つまり、上記の （4） は （5a） にある running以下が後ろから the boyを修飾す
る現在分詞と、また （5b, c） の「主述」を表す現在分詞及び動名詞と、3つ
の解釈が可能になってしまう。（5b, c） は解釈が「主述」で形式が ingとい
う点で同じにもかかわらず、現在分詞と動名詞とは違う要素として扱われ
ている。
　また、混乱を招くもう一つの要因がある。それはNが ingの潜在的な「主
語」になっていることである （Quirk et al. 1985: 1263）。たとえ「修飾」で
も、Nが ingの表す動作・状態の「主語相当語句」として潜在的にその役
割を担っている。（4） の例で言えば、「修飾」の場合、「走っている男の子」
になるが、「走る」動作の動作主、つまり主語は「男の子」になる。

3. N+ingの「ing」 : 現在分詞か、動名詞か

　本節ではN＋ingにおける「ing」の品詞や取り扱われ方について、先行
研究を踏まえて議論する。

3.1. 現在分詞派
　以下の （6a, b） の述語動詞 sawはいわゆる知覚動詞で、N＋ingに該当する
the boy (him) runningの runningは現在分詞とされ、解釈は通例「主述」で
ある。

（6） a. I saw the boy running to the station. 
  （私は男の子が駅に走っているのを見た）
 b. I saw him running to the station. 
  （私は彼が駅に走っているのを見た）
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しかし、研究者によってN＋ingの捉え方が異なる。例えば、乾 （1954） や大
塚 （1959: 18-22） は上記の構造をaccusative with participle （分詞付対格） と
呼び、分詞として扱っている。Akmajian (1977: 427) は同構造をPerception 
Verb Complements (=PVC) と、知覚動詞の補部と見なしている。しかしな
がら、Pires (1999) はclausal gerunds of PVCとし、PVCから知覚動詞を伴う
文であることは認識していると考えられるが、動名詞の意味のgerundを使
用して、ingを現在分詞ではなく動名詞としている。さらにclausalと「節」
の意味の語を当てていることから、「主述」であることが明確になってい
る。

3.2. 動名詞派
　次の （7a, b） は述語動詞がrememberで、 一般的に the boy (him) runningの
runningは動名詞として扱われ、意味は「主述」になる。

（7） a. I remember the boy running to the station. 
  （私は男の子が駅に走っているのを覚えている）
 b. I remember him running to the station. 
  （私は彼が駅に走っているのを覚えている）

形式的には （6） と同じV＋N＋ingであるが、動名詞と見なされることが
多い。しかし、その捉え方は多岐に渡り微妙に異なる。例えば、前述の
乾 （1954） と大塚 （1959: 18-22） は、accusative with gerund （動名詞付対
格）と呼び、（6） とは区別して動名詞としている。問題の構造は古くから
議論されており、まず 「動名詞 （gerund）」 の用語が使用されている例とし
て、Sweet (1898: 121, §2328～) のhalf-gerund （半動名詞）、Gaaf (1928) の
gerund preceded by common case （通格が先行する動名詞 ; 通格付き動名詞）、
Jespersen (1933: 327, §31) のgerundial nexus、そしてPires (1999) とSato 
(2019) のclausal gerund (=CG) がある。この他にFowler and Fowler (1906: 
116) の fused participle （融合分詞） があり、動名詞ではなく「分詞」として
扱っている。また、Reuland (1983) は動名詞も現在分詞も使用せず、NP-
ing constructionとしている。
　以上、3.1節を含めN＋ingをどう捉えるかは、未だ結論が出ておらず問
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題であると思われる。

3.3. 一般参考書による区分
　ここまでは主に研究書における現在分詞と動名詞の区分を見てきたが、
本節では日本の英語教育でよく使用されている参考書に焦点を当てる。
　綿貫他 （2000）『ロイヤル英文法』、江川（1991）『英文法解説』、安藤
（2005）『現代英文法講義』、墺 （2017）『Evergreen』、鈴木 （2016）『be』、中
邑他 （2017）『ジーニアス総合英語』 では以下の （8a-c） のように区分してい
る。 

（8） a. The boy running to the station is John.→ 「現在分詞」 限定用法：修飾
 b. I saw the boy running to the station. → 「現在分詞」 叙述用法：主述
 c. I remember the boy running to the station. → 「動名詞」：主述

まず、（8a, b）は現在分詞として扱われている。前者は限定用法で、running
から stationまでが the boyを後ろから修飾する「（後置） 修飾」であり、後
者は the boyが主部で running以下が述部の「主述」を表す叙述用法である
と解説されている。一方、（8c）は動名詞として扱われ、the boyと running
以下は主述関係で、the boyは runningの意味上の主語であると説明されて
いる。
　興味深いのは、（8a） のように現在分詞の限定用法の説明の際、N＋ing
構造は文全体の主語位置に来る例が多い。（8a） ではThe boy running to the 
stationが文全体の主語で述語動詞は is、また補語はJohnとなっており、「～
はJohnである」という文意から「駅に向かって走っている男の子」以外に
解釈ができないよう配慮されている。つまり、（8a） が「主述」 の解釈にな
らないように工夫されている。

3.4. 区別の排除
　前節で述べたように、現在分詞と動名詞は同じ ingで、さらに両方とも
「主述」の解釈が可能であるという点から、区別する必要性を疑問視する動
きもある。例えば、Quirk et al. (1985: 96, 1063, 1170-1292) は、両者を一つ
にまとめて「-ing participle」としている。しかし、表現の問題ではあるが、



「動詞＋名詞＋ ing」 の解釈

229

participle （分詞） という単語が使用されており、完全に中立な立場を表した
用語とは言い難い。また、Huddleston and Pullum (2002: 80-83, 1187-1271) 
は両者の肩を持つかのように 「gerund-participle」 とし、動名詞・分詞の用
語を組み合わせている。
　これに対して、Swan (2016: 93) は「-ing form」と、gerundもparticipleの
用語も使わず単に formとしている。同様に、大西・マクベイ （2011: 443-
459） の『一億人の英文法』では、「動詞の -ING形」と表記している。
　本研究では、ひとまず「現在分詞 vs. 動名詞」論争に関しては中立の立
場を取り、単にN＋ingとして議論を進める。

4.  Nに来る要素がもたらす影響

4.1.  曖昧になる場合：「普通名詞」
　Nに普通名詞が来ると解釈が曖昧になり、「主述」 と 「修飾」 の両方の解
釈が可能になる。例えば、次の （9） では、Nに普通名詞であるboyが来て
いるため、（9a） と （9b） が示すように 「男の子が～を食べていた」 の 「主述」 
と、「～を食べていた男の子」という 「修飾」 の両方の解釈が可能になる。

（9） We saw the boy eating the ice cream corn.
  (Akmajian 1977: 429、下線太字筆者 )
 a. the boy was eating … （主述）
 b. the boy who was eating … （修飾）

　また、Nが普通名詞であると、以下の （10a, b） にあるように 2種類の受
動文を作ることができる。この点からも解釈が曖昧であると言える。

（10） Mary saw the boy walking towards the railroad station.
  (Chomsky 1964: 44、下線太字筆者 )
 a. [the boy] was seen walking … （主述）
 b. [the boy walking … station] was seen. （修飾）

（10a, b） とも受動文の主部に the boyが来るが、（10a） はwalking以下を残
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して the boyだけが主語位置に来て、「男の子は～へ歩いているのを見られ
た」となり、N＋ingは「主述」の解釈になる。一方、（10b） では、the boy
とwalking～ stationがまとめて主語位置に移動している。この場合「～駅
へ歩いていた男の子が見られた」となりwalking～stationはどのboyか説明
を加えているため「修飾」となる 1。

4.2. 曖昧にならない場合
4.2.1. 「固有名詞」
　固有名詞がNに来ると原則、解釈は曖昧にならず「主述」になる。例え
ば （11） の例では、固有名詞の JohnがNに来ている。

（11） We saw John playing the piano.  (Akmajian 1977: 429、 下線太字筆者 )
 a. John was playing … （主述）
 b. * John who was playing … （修飾）

（11a） の解釈は「ジョンは～を弾いていた」という「主述」のみで、「修飾」
である （11b） の「～を弾いていたジョン」は容認されない 2。

4.2.2. 「代名詞」
　固有名詞と同様に、代名詞がNに来る場合は「主述」のみの解釈になる。
（12） ではNが代名詞のhimとなっており、（12a） が示す「彼が～を弾いて
いた」の主述の解釈は許されるが、（12b） の「修飾」は許容されない。

（12） We saw him playing the piano. 
 (Akmajian 1977: 429、 下線太字him筆者 )
 a. him [he] was playing … （主述）
 b. * him [he] who was playing … （修飾）

代名詞が修飾されないことについて、安藤 （2005: 829） は「人称代名詞に
は定 （definite）という特徴が内在しているので、いかなる修飾語句も付か
ない」と説明している 3。
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5.  Vに来る要素がもたらす影響

　本節ではV＋N＋ingにおけるVの種類に注目し、それが「主述」・「修
飾」の解釈にどのような影響を与えているかを分析する。具体的な動詞と
して、参考書などの例文としてよく使用される 3種類の動詞、find、 seeと 
rememberに焦点を当てる。

5.1.  Vの種類と「主述」・「修飾」 
　まず、Vがfindの例を挙げる。findのN＋ingは、第1節にある （3） の例か
ら「主述」・「修飾」の両方が可能であると考えられる。また、安藤 （2005: 
829） によれば、以下の （13） は、「『その少年が図書館で勉強しているのを
見つけた』という意味にも、『図書館で勉強している少年を見つけた』とい
う意味」にもなると述べている。

（13） John found the boy studying in the library. 
  (Chomsky 1957: 81; 安藤 2005: 829)

つまり、前者が「主述」で、後者が「修飾」の解釈になり、両方の解釈が
可能になる。また、（13） を用いて調査を行ったが、同様の結果であった。
　次に、Vがseeの場合も同様に、（9） と （10） の例文でseeが使用されてい
ることから、「主述」・「修飾」の両方の解釈が可能であると判断できる。加
えて、以下の seeを使用した別の例文 （14） で調査を行ったが、結果は同じ
で「主述」・「修飾」両方解釈可能であった 4。

（14）	 I	saw	a	police	officer	chasing	a	man.	（=（1））                                                  

（14） は、「警察官が男を追いかけているのを見た」という意味にも「男を
追いかけている警察官を見た」という意味にもなりうる。
　findと seeの調査では、「主述」・「修飾」の両方の解釈が可能であること
だけでなく、少なくとも単文においては、「主述」が優先的に解釈されるこ
とも分かった。この優先権の問題については、第 6節で詳しく議論する。
　最後にVが rememberの場合であるが、（7c） から「主述」だけの解釈が予
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想される。そこで、（15） を用いて調査を行ったところ、予想通り「主述」
であった。

（15） I remember the boy saying that. 
 （小西・南出 （2001） の rememberの例文を一部改変）

つまり、（15） は「その男の子がそれを言っているのを覚えている」という
「主述」の解釈になる。「修飾」の解釈は、ある程度長い文脈を整えるなど
すれば、できなくもないようだが難しいという。
　ここまでの議論をまとめると、3種類の動詞find、seeと rememberと 「主
述」・「修飾」 の対応関係は以下のようになる。

（16） find + [ N + ing ]  →   a.  主述○　　b.  修飾△
（17） see + [ N + ing ]  →   a.  主述○　　b.  修飾△
（18） remember + [ N + ing ] →   a.  主述○　　b.  修飾×?
   （○=優先解釈、△=二次解釈、×＝解釈不可）

（16） のfindと （17） のseeのN＋ingは、「主述」・「修飾」の両方が解釈可能
であるが「主述」が優先解釈で、（18） の rememberは「主述」のみ解釈が
可能となっている（「修飾」が絶対に不可能ではないことを踏まえて、「?」
記号を付してある）。
　以上のことから、rememberは findと seeと違う性質を持っていると考え
られるが、findとseeは同じ性質と捉えてよいかは疑問が残る。また、個々
のVが持つどのような性質が起因して、解釈の違いを生み出しているかも
探る必要がある。これらの点を含めて、以下さらに詳しく議論する。

5.2.  Vの種類と結束性
　Huddleston and Pullum (2002: 1204-1206, 1225-1238) を元に分析すると、
find、 seeと rememberはN＋ingを補部にとる際、それぞれ以下のような制
限が課される 5。
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（19） find + [ N + ing ]
 a. him + ing   
 b. * his + ing 
 c. * there + ing （= there構文）
（20） see + [ N + ing ]
 a. him + ing  
 b. * his + ing
 c. there + ing 
（21）remember + [ N + ing ] 
 a. him + ing  
 b. his + ing 
 c. there + ing

（19）－（21） の	find、 seeとremember全ての動詞は、「対格 （him） ＋ing」 を補
部にとることができる。しかし、「所有格 （his） ＋ing」と「there構文（there
＋ ing）」は異なる。（19） のfindはどちらも取ることができず、（20） の see
は「所有格＋ing」を従えない。他方、（21） の rememberは両者を取ること
ができる。
　これはVとN、Nと ingの結びつきの強さに起因すると考えられる。以
下、Huddleston and Pullum (2002: 1204-1206) の説明を元に、各要素の結び
つきを「結束性」と呼ぶことにして議論を進める 6。

（22） I found [ the boy running to the station ].

（23） I saw [ the boy running to the station ].

（24） I remember [ the boy running to the station ].

結束性の観点から分析すると、まず （22） のfindは、Nの the boyと結束性が
「強」 であるが、Nは ingと結束性が「弱」 である。これとは反対に、（24）
の rememberはNとの結束性は「弱」 で、Nと ingの結束性は「強」になる。
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上記2つの中間の値を取るのが （23） のseeで、VとN及びNと ingとの結束
性はそれぞれ 「中」 になる。
　このことを念頭に （19）－（21） を再分析する。所有格は後続する名詞相当
語句を義務的に取る点で、「N = 所有格」と「（動） 名詞」の結束性は「強」
と考えられる。結果、Nと ingが 「強」 の性質を持つ （21） の rememberのみ
が、「所有格＋ ing」を補部として取ることができる。反対に、（19） のfind
はNと ingの結束性が「弱」のため、「所有格＋ing」だけでなく、強い結び
つきを必要とする「there構文」も取ることができない。補部にはN単体で
も意味が通る要素が必要になる。所有格や there構文の thereのみでは理解
は難しい。（20） の seeは、そのNと ingの結束性が「中」という性質から、
「所有格＋ ing」は不可能だが、「there構文」は可能であると推察できる。
　また、動名詞とその意味上の主語にあたるNとの結束性が「強」である
ことは、歴史的な側面からも妥当であると言える。動名詞の意味上の主語
は古英語期では属格であり、「属格＋動名詞」構造であった。現代英語に見
られる「通格・対格＋動名詞」が出現するのは、中英語期の13世紀頃と言
われている。一方、findやseeの補部に見られる「対格＋分詞」構造は古英
語期から存在している（Yamakawa 1957: 48, 73, 80, 82）。対格に後続する
ingが現在分詞または動名詞と判断できるのは、両者の形が昔は違っていた
からである。古英語期の現在分詞語尾は -endで、動名詞語尾は -ung(e) また
は -ing(e) であった（橋本 2005: 146）。以上のことから、歴史的に現在分詞
に先行するNは対格で、動名詞の前のNは属格と言える。rememberの ing
は先行するNに属格を取ることができるため、一般的に動名詞と分析され
ている。故に、そのNが表面上、違う形をしていたとしても潜在的に属格
と考えれば、Nと ingの結束性が「強」に保持されていても不思議ではな
い。
　ここまでの議論をまとめると、Vの種類によってNと ingの結束性の強さ
が異なり、この強さの度合いが「主述」・「修飾」の解釈の違いに影響を与え
ている可能性がある。つまり、Nと ingの結束性が「弱」・「中」であるfind
とseeは、N＋ingが「主述」・「修飾」の解釈になり、「強」である remember
は「主述」の解釈なる。次節では、上記のことを踏まえて検証を試みる。
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5.2.1. 検証 （I） : 受動文への変換
　もしNと ingの結束性が強ければ、N＋ingのNだけを抜き出すことは困
難になると予想される。そこで、N＋ingを「主述」と解釈していることを
前提に、それぞれVがfind、 seeと rememberである能動文において、 Nを主
語とした受動文に変換可能かどうかの検証を試みたところ、以下の結果が
得られた 7。

（25） Someone found [the boy running to the station]. 
 　○→ [The boy] was found [running to the station]. 
（26） Someone saw [the boy running to the station].
        　○→ [The boy] was seen [running to the station]. 　　
（27） Someone remembers [the boy running to the station].
        　×?→ [The boy] is remembered [running to the station].
 （○=可能、×=不可能）

（25） と（26） のfindと seeは、Nと ingの結束性がおのおの「弱」・「中」で
あることから、the boyと ingの分離が容易であるため、受動文が容認される
と考えられる。しかし、（27） の rememberは、Nと ingの結束性が「強」で
あるため、the boyを ingから引き離すことができない。それ故に、the boy
だけを抜き出すことが出来ず、受動文の形成が不可能であると考えられる。

5.2.2.  検証 （II） : 代名詞の挿入
　「N = 人 （単数）」という前提で、N＋ingが代名詞で置き換えられる場合、
その指示内容が「主述」と解釈されれば itに、「修飾」であればhimやher
などの代名詞になることが予想される（Nをモノにすると、どちらも itに
なるため、「N=人」、さらに「単数」にすることで、その違いが検証可能に
なる）。そこで、「John V(x)＋N＋ ing and Mary V(x) (   ) too. (x)=find/see/

remember」という公式を使い、(   ) 内に代名詞 itとhimのどちらが入るか
調査をした。（28）－（30） において、前者であれば「男が妻を殴っている」
となり「主述」の解釈（= a）、後者であれば「妻を殴っている男」と「修
飾」の解釈（= b）となる 8。
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（28） John found a man beating his wife and Mary found (it / him) too.
（29） John saw a man beating his wife and Mary saw (it / him) too. 
（30）  John remembers a man beating his wife and Mary remembers (it / him) 

too.
 a. it [=a man (was) beating his wife] （主述）
 b. him [=a man (who was) beating his wife] （修飾）

結果から、Vが foundの （28）、sawの （29）、remember の （30） のいずれも、
it （主述） とhim （修飾） の両方が可能であった 9。

5.2.3.  検証 （III） :  What疑問文
　疑問文の答えが「主述」・「修飾」の両方の可能性がある場合、どちらで
解釈されるかによって、その返答内容は変わってくるはずである。そこで、
答えが「主述」・「修飾」のどちらにも当てはまるwhat疑問文に注目した。
whatの内容が曖昧になるよう対象となる平叙文のNを人以外のdogにした
上で、what疑問文と「主述」・「修飾」の解釈になる 2つの答えを用意し、
動詞の種類ごとに検証をした。以下のaとbは （31）－（33） 共通で、前者で
あれば「犬が駅へ走っていった」と「主述」の解釈になり、後者は「駅へ
走っていった犬」と「修飾」の解釈になる。

（31） I found the dog running to the station.  →	Q:	What	did	you	find?
（32） I saw the dog running to the station.  → Q: What did you see?
（33） I remember the dog running to the station. → Q: What do you remember?
 a. The dog was running to the station. （主述）
 b. The dog which was running to the station. （修飾）
　　　　　　　　　　　　
検証 （II） と同様に、findの （31）、seeの （32） と rememberの （33） の全てに
おいて、「主述」も「修飾」も可能であるという結果であった 10。
　以上、3つの検証結果から、find、 seeと rememberは全て、「主述」・「修
飾」のどちらの解釈にもなると言える。結束性を元に予測した「find/see = 
主述・修飾」に関しては、確証が得られた。「remember = 主述」は予想に
反して、「修飾」も可能という結果であった。しかしながら、（33） の優先
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解釈について確認したところ、「主述優先」であることが分かった。少なく
とも、「remember = 主述」という「傾向」は認められた。
　次節では、得られた検証結果とこれまでの議論を元に、V＋N＋ ingの解
釈について考察をする。

6. 考察

　まず、第 4節のNの種類と第 5節の検証結果をまとめると、V＋N＋ ing
構造のN＋ ingの解釈は （34） のようになる。

（34） V＋N＋ ingの解釈 （V	=	find	/ see / remember）
 a. N=普通名詞 →「主述」・「修飾」
 b. N=代名詞・固有名詞 →「主述」
	 c.	 V=find/see → 原則「主述」が優先
 d. V=remember → 原則「主述」
 e. 「主述」・「修飾」の解釈の揺れ →	V=find/seeの方が「強」

ほぼ間違いなく「主述」になるのは、（34b） のNが代名詞や固有名詞の場
合である。しかしながら、（34a） のようにNが普通名詞の場合、その決定
要素はVの種類になる。まず、（34d） の rememberであれば十中八九、「主
述」になる。しかし、（34c） のfind/seeになると、（34e） により、解釈の揺
れが出てしまう。それでもなお、同時に（34c） の優先権の問題で、結果と
しては「主述」の解釈になる。結論を言うと、find/see/remember＋N＋ing
は、原則「主述」になる。
　次に、どのようにして （34） の結果が得られたか、そのプロセスを考察
する。次の （35） は、これまでの議論を元にVの種類とN＋ingの （歴史的） 
文法的・意味的性質を整理したものである。
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（35） Vの種類とN＋ingの （歴史的） 文法的・意味的性質

N＋ing
V N ing N抜出 結束性 解釈
find 対格 現在分詞 可 弱 主述優先
see 対格 現在分詞 可 中 主述優先

remember 属格 動名詞 不可 強 主述

（35）から、V、Nと ingの性質が違うことは明らかである。まず、remember
はその目的語に動名詞を1つとる。remember＋N＋ingのNが抜き出せない
ことからも確認できる。これを踏まえると、rememberが従えるNは動名詞
の付随的な要素であり、英文法上、さらには歴史的にも属格が本来の形と
なる。この文法的な付随性が結束性を「強」に至らしめている。解釈は動
名詞が目的語であることから ingが表す動作に焦点が当たり、これが「主
述」の解釈を導いていると考えられる。
　次に、find/seeを見ていく。NがVの目的語 （対格） であるのは、find/see
＋N＋ingのNを抜き出して受動文を作ることが可能であることと、Nに属
格をとることが出来ないことから確認できる。また、Nが対格であること
は、Vとの結びつきの強さを表しているため、結果的にN＋ingの結束性を
弱めている。さらに、歴史的に find/seeは「対格＋現在分詞」を従えるこ
とと、少なくとも現代英語では「主述」・「修飾」の解釈が可能なことから、
ingは現在分詞であり形容詞的働きをする。この点において、ingは付加的
要素と分析しても差し支えない。そうすると、目的語に ing （動名詞）を取
りNはその付随的要素である rememberとは異なり、find/seeはNに焦点が
当たり易くなり、結果として「修飾」の解釈も許容されると考えられる。
　ここまで本研究で得られた事実に基づき、観察される解釈に至るプロセ
スを考察した。しかしながら、解決すべき問題がもう 1つある。それは何
故Nが普通名詞でも「V＋N＋ing」=「主述」の傾向になるかである。これ
には、N＋ingの実現性の度合いが関与していると考えられる。ここで言う
実現性とは、N＋ingで表現される内容が、「実際に起きている・起こった」
と解釈出来る度合いを指す。本研究で調査したfind/seeの例文をよく観察し
てみると、過去形になっていることが分かる。述語動詞 （=V） が過去時制
になることで、補部にあるN＋ingも過去の事柄になり、その実現性が高く
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なる。このN＋ingの実現性の度合いが「主述」・「修飾」の解釈に影響を与
えている可能性がある。つまり、実現性が高ければ「主述」傾向に、低け
れば「修飾」傾向になる。
　その証拠をいくつか提示する。例えば、findの前にwant (to) を入れると、
「主述」の優位性が低くなる。（36）は、wantの「～したい」という願望の
意味から、find/seeに後続する the boy running to the stationが、実際に起き
ているとは断言できないため、N＋ ingの実現性が低くなる。

（36） I want to find the boy running to the station.

確認のため調査をしたところ、予想どおりの結果であった 11。
　また、findはwillやcanを伴っても「主述」の優位性が低くなる。

（37） I’ll find the boy running to the station.
（38） I can find the boy running to the station.

（37） も （38） も the boy running to the stationを見つけていると断言はでき
ず、実現性の度合いが低くなっていることから、「主述」の優位性が落ちる
と考えられる。
　seeに関しても同様の調査を行った。

（39） I want to see the boy running to the station.
（40） I’ll see the boy running to the station.
（41） I can see the boy running to the station.

（39） のwantを伴った場合は、findと同様に「主述」の優位性が低くなる。
しかしながら、（40） のwillと （41） のcanは、文脈や seeの意味に依るとこ
ろが大きいようで、明確な答えは出ていない。しかし、willやcanを入れた
ことで、解釈に揺れが出ていることは確かである。過去時制を取り除いた
ことによりN＋ingの実現性に揺らぎが生じ、それに伴って解釈にも揺らぎ
が起きていると考えられる。
　以上、find/seeの例を分析した結果から、N＋ingの実現性の度合いの高さ
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が、「主述優位」に関係していることは確かなようである。しかし、remember
の例文を見ると、過去形になっていない。rememberは「主述」の解釈が優
位であることから、N＋ingの実現性は高いと考えられる。もし時制が関与
していないとすると、rememberの語彙の意味そのものに、実現性と関係の
ある要素が含まれている可能性がある。
　rememberの語義を、OALD (Hornby 2010) で調べると、次のようになっ
ている。

（42）  remember =  have / keep an image in your memory of an event, a person, 
a place, etc. from the past

（42）の語義から分かるように、補部には過去（the past）の出来事（event）
や人（person）が来る。注目すべき点は、「過去」が含まれていることで
ある。このことから、N＋ingの実現性が高い状態になる。また、これは
rememberの「修飾」解釈が難しい証拠にもなりうる。
　実現性の議論を要約すると、3種類の動詞find、 seeと rememberはそれぞ
れ意味や性質が異なるが、V＋N＋ingの形式に組み込まれると、共通の基
準であるN＋ingの実現性の度合いにより、高ければ「主述」傾向に、低け
れば「修飾」傾向になる。実現性が find/seeは過去時制により、remember
は語彙的に高くなっているため、本研究で検証したV＋N＋ingは「主述」
の解釈が優位になっている。
　もちろん、いくつか別の考え方もある。第 1に、文脈の関与である。動
作主に相当するNに焦点が当たれば、おのずと「修飾」になるであろうし、
動作を表す ingに焦点が当たるような文脈であれば、「主述」となることは
間違いないであろう。しかしながら、V＋N＋ing単体に注目した場合、「主
述」が優先されるのは事実である。よって、文脈が中立の場合はN＋ ingの
実現性に関する原理が働いて、その解釈が決まると言える。
　第 2に、N＋ingが潜在的に「主述」であるという見方もできる。2.2節
でも述べたが、Nが潜在的に主語の役割を果たしている（Quirk et al. 1985: 
1263）。加えて、N＋ingの語順が英語の標準的な「主語＋動詞」の並びで
あることから、「～が…する」という出来事を想起させ易くしていること
も確かである。言い換えれば、N＋ingには潜在的主述関係があると言って
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もよい。しかし、もしそうであるとしても、（36）－（41） の例で、何故N＋
ingの解釈が「主述」→「修飾」へ揺らぐかの説明は難しい。潜在的である
と主張するだけでは、その説明の答えにならない。
　第3に、find/seeのN＋ingの解釈は歴史的に「主述」であると捉えること
もできる。「find/see＋対格＋現在分詞」は古英語期より観察され、現在分
詞は対格の付加的要素であるものの、N （対格）＋ing （現在分詞） の意味は
「主述」である（Yamakawa 1957: 47-48; 山川 1976: 7）。また、知覚動詞は
「対格＋ （原形） 不定詞」を補部にとるのが本来の構造であり、現代英語と
同様、動作が持続している場合には「対格＋現在分詞」が用いられる（山
川 1976: 7）12。前者が元で後者があるとしたら、後者が「主述」の解釈にな
ることに不思議はない。古英語期の find/seeのN＋ingが現代英語まで継承
され歴史的に「主述」と考えれば、「主述優先」は歴史的観点から必然であ
ると言える。しかしながら、やはり （36）－（41） の例に見られる解釈の揺
れを説明するのは難しい。もし歴史的に問題の構造とその意味が固定化さ
れて現代に残っていれば、解釈が揺らぐことはないはずである。無論、同
構文において古英語期から「修飾」の解釈があっとしたら、歴史的観点か
ら「主述優先」を裏付けることはかなり困難である。
　ここまでの議論をまとめると、find/see/remember＋N＋ingにおけるN＋
ingの解釈には、（43） のような原理が働いていると考えらえる。

（43）	 find/see/remember＋N＋ingにおける「N＋ing」の解釈
 a. N=代名詞・固有名詞 →「主述」
 b. N=普通名詞　→ N＋ingの「実現性」 
    =「高」→「主述」傾向
    =「低」→「修飾」傾向

Nの要素を基準に、まずNが代名詞・固有名詞の場合 （= （43a）） は、「主述」
の解釈になる。次に、Nが普通名詞の場合 （= （43b））、両方の解釈が容認
される可能性があるが、N＋ingの「実現性」の度合いにより、「高」であ
れば「主述」の傾向に、「低」であれば「修飾」の傾向になる。
　（43） はfind/seeと rememberのN＋ingが 「主述」 の解釈なる共通原理を示
しているわけだが、「実現性」が「高」になると、何故「主述」 になるかに
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ついては、さらに説明が必要である。主体となるNと、それが行う動作 ing
が実現される（又は実現していると解釈される）と、その真偽はともかく
「出来事（event）」として捉えられるからではないかと推察される。しかし
ながら、これが普遍的な原理かは、さらなる研究が必要になる。
　また、rememberと同様に、動名詞を目的語に従える動詞も他にあり、そ
れらのN＋ingの解釈も「主述」になると予想される。それらの全ての動詞
の意味に「実現性」を「高」にする要素が含まれているかは疑問が残る。
もしそうでないとしたら、動名詞そのもの自体が「実現性」を「高」にし
ている可能性が出てくる。動作が名詞化しているものが動名詞と考えれば、
真偽は別にして、それが「実現」、「事実」や「概念」として捉えられても
不思議ではない。佐藤・田中 （2009: 93） は、動名詞を「行為を抽象化して、
いわば概念 （イメージやアイデア） レベルで行為を捉えたもの」であり、そ
の名詞性から「時間的には中立である」と説明している。動名詞はそれ自
体が表す行為を、時間を超越して実現化 （具現化） していると考えられ、そ
れに伴い「主述」の解釈が導かれる。この場合、「実現性」に貢献してい
ると思われる rememberが持つ過去性は無関係になる。そして、対照的に
現在分詞にはこのような性質が無く、このことが find/seeのN＋ingの解釈
に揺れを生じさせている可能性はある。これを踏まえると、単純に動名詞
は「主述」、現在分詞は「主述・修飾」と区別が可能になる。しかし、V＋
N＋現在分詞のVが過去時制になると、何故「主述優位」になるかを説明
することは難しく、やはり第 3の要因が関与していると想定せざるを得な
い。その要因が「実現性」であり、N＋現在分詞の場合は、その高さがV
の過去時制により促されると本研究では結論付けた。興味深いことに、今
回確認した古英語のV＋N＋現在分詞で、「主述」と解釈される例文のVは
過去時制である （Yamakawa 1957: 48）。実現性の度合いを左右するものは
V (remember) なのか、それとも ing （動名詞） なのかについては、今後さら
なる研究が必要であることは言うまでもない。
　最後に、ここまで得た研究結果をどのように英語教育に反映させていく
かを議論する。学習者にとって ingが現在分詞か動名詞か判別できないこと
が、N＋ingの解釈に混乱を引き起こしていることは想像に難くない。本研
究で改めて確認されたように、find/seeと rememberが従える ingは、それぞ
れ現在分詞・動名詞であることは間違いなく、形で両者を区別できれば解
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釈は容易になるが、それは現代英語では難しい。しかし、本研究では、V
＋N＋ingが ingの文法的性質に関係無く、その解釈が「主述」傾向になる
ことも判明した。これを踏まえて、教育現場では （44） を原則とすること
が役に立つと考えられる。

（44）	 find/see/remember＋N＋ingにおける 「N＋ing」 の解釈 → 「主述」
 ※ただし、find/see＋N=普通名詞 → 「修飾」 も可

（44） から分かるように、大原則として「主述」の解釈になる。「find/see＋
N=普通名詞」には注意が必要で、「修飾」の解釈も可能になる。

7. おわりに

　本研究では、V＋N＋ingのN＋ingの解釈は、Nに来る要素やVの種類に
よって「主述」・「修飾」のどちらにもなることがあるが、原則「Nが ingす
る（ことをVする）」と「主述」になる傾向がある、ということを明らかに
した。少なくともVがfind、 seeと rememberの場合、そのような傾向が見ら
れた。
　また、検証や歴史的な観点から、形は同じ ingでも、その性質がfind/see
は現在分詞で、rememberは動名詞であることを裏付ける結果も得られた。
　さらに、N＋ingの実現性という共通の基準を提案し、find/see/remember
＋N＋ ingが何故「主述」傾向になるかという問いに対して、説明を与え
た。従来の研究では、主に ingを現在分詞と動名詞に区別して扱ったり、
またfind、 seeと rememberをそれぞれ別のものとみなしたりして、find/see/

remember＋N＋ingの分析が行われてきた。しかし、本研究では、そのよう
な区別をせずに異なる 3つの動詞を分析し、異論の余地はあるものの、共
通して働いている原理を見出すことができた。100年近く続くN＋ingの研
究に、1つでも解決の糸口を提供できたはずである。
　今回取り上げたN＋ingの曖昧性は、英語の教員や英語学習者の多くが、
一度は疑問を抱いたことのある事象と考えられるため、英語の教育の面で
多少なりとも貢献できる事実を導き出せた。
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注
 1.   rememberはNが普通名詞であっても原則、「主述」になる。詳しくは第 5節

以降で議論する。
 2.  本研究では、2人のインフォーマントに文法性及び解釈の判断の依頼をして

いる。1人目はアメリカ出身の男性（=インフォーマントA）で、2人目は
オーストラリア出身の男性（=インフォーマントB）である。
　インフォーマントBによると、固有名詞が 2つ以上存在している場合、例
外的ではあるが「修飾」が許されることがあるという。
　　（i） I saw Tom running to the station. （作例）
例えば （i） でTomが 2人以上いる状況では、どのTomかに限定する「修飾」
の解釈が可能になるという。つまり、「駅へ走っていたTom （を見た）」とい
う意味になる。しかしながら、“Very marked”とかなり難しいという。イン
フォーマントAにも確認したが、「修飾」解釈をすることは出来ないことは
ないようである。また、「修飾」の解釈が可能になっている理由としてはTom
の普通名詞化が考えられる。

 3.  （12） の事実から、（2） が「主述」のみであるのはSVOが原因ではなく、お
そらくmy brotherとmyの人称代名詞が付いていることに起因すると考えら
える。（2）は両インフォーマント共に「主述」の判断である。インフォーマ
ントBは「修飾」もありと判断しているが、疑問符が付くようである。
　また、インフォーマントAによると、（2） の ingは述語動詞の副詞的役割
になり、「コンピュータを使って （見つけた）」といった意味にもなるという。
seeも同様の現象が起こる。例えば I saw the boy running to the stationで、run-
ning to the stationの動作主が Iになるという解釈も成り立つ。ingの動作主が
S （=主節の主語） とNの両方の可能性がある場合、このような現象が起こる
と考えられる。それから、これは 5.2節で述べる結束性の問題の可能性もあ
る。Nと ingの結束性が強くないため、ingは比較的自由な振る舞いをするこ
とができ、これがSとの結びつきを許容していると推察できる。本研究では、
「主述」・「修飾」の2つの解釈に焦点を絞り、この「第3の解釈」は考慮には
入れず議論をする。

 4.   インフォーマントBは （14） の文に「主述」のみという回答であったが、I saw 
the boy running to the stationでは両方の解釈が可能と回答している。（14） の
インフォーマントAの回答が「主述」・「修飾」であることと、（9） と （10） を
踏まえて、seeは両方解釈可能と判断した。

 5.   Huddleston and Pullum (2002: 1204-1206) の説明では、findではなくcatchを
例に説明をし、findをcatchと同じカテゴリーに区分している。念のためイン
フォーマントAに確認したところ、（19） と同じ判断であった。また、remem-
berの （21c） であるが、Huddleston and Pullum (2002) には該当する例文はな
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く、resentを用いた例文は記載・説明がされている。resentも rememberと同
様に動名詞を目的語にとれること、さらに “I remember there being a shop 
nearby”が瀬戸・投野 （2012: 2031） に記載されていることから、rememberも
there構文をとれると判断した。

 6.   Huddleston and Pullum (2002: 1204-1206) で「結束性」という言葉は特に使
用されていない。例えば、findのNは主節の項・目的語であるが、remember
のNは主節の項ではなく従属節の主語である、といったように説明されてい
る。つまり、V、Nと ingがどのように結びついているかが述べられているた
め、それを本研究では「結束性」と表現している。

 7.   A-over-A Principle （上位範疇優先の原理） （Chomsky 1964） により、running
が the boyを「修飾」した解釈の場合、the boyだけを抜き出すことはできな
いとされている。これを踏まえて、解釈が「主述」であることを前提とした。
興味深いことに、（27） は「主述」であるのにもかかわらず、the boyを抜き
出すことができない。しかしながら、rememberの目的語が動名詞の running
であるとした場合、the boyは動名詞句が形成する名詞句の中の名詞句にな
る。この位置からの抜き出しはA-over-A Principleで禁止されていることか
ら、結果、この原理により the boyを主語とした受動文を形成することが出
来ないと言える（尚、A-over-A Principleの概要については、原口他（2016: 
28-29） を参照されたい）。
　また、（27）に関して、インフォーマントAは受動文にする場合、The boy 
is remembered as having (often) run to the stationとすれば問題がないという。
しかしながら、remember＋X＋as＋Y （XをYと覚えている） という構文が
あり、Yには名詞、形容詞及び分詞が入る（小西・南出 2001）。上記の受身
文はこの構文を（おそらく無意識に）元にしている可能性がある。もしそう
であれば、Xを抜き出すことはA-over-A Principle違反にならないため、生成
可能な文となる。
　インフォーマントBは （27） に関して、“by someone”を付け加えれば解釈
はできるが、稀 （rare） であると言っている。少なくとも、remember＋N＋
ingのNを抜き出して受動文にすることに、何か障害があることは確かなよ
うである。

 8.   安藤（2005: 829）の例文を改変したものである。原文を引用すると、“I saw 
[John beat his wife] and Mary saw it/*him too.” で、himが非文であることか
ら、sawの目的語は Johnではなく John beat his wifeと述べている。本研究で
は、Johnを普通名詞のmanに、beatを ing形に変更した。

 9.   （28） に関して、インフォーマントAは itの方が通常であると判断している。
反対に、インフォーマントBは、himは問題ないが、itは難しいと言ってい
る。（29） のインフォーマントAの判断は it が優先であり、インフォーマント
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Bはhimは難しいと判断している。（30）において、インフォーマントAは
it、インフォーマントBはhimのみであった。（28-30） では、個人差はあるも
のの両方解釈できることは確かであるため、そのように判断した。

 10.  （31） に関して、インフォーマントAはhimが普通だが itも解釈可能としてお
り、インフォーマントBはhimで itは難しいとしている。（32） はインフォー
マントAが「修飾」優先、インフォーマントBが「主述」優先としている。
（33） において、インフォーマントA・B共に「主述」が優先と判断している。
注 9と同様に、両方解釈であると判断した。

 11.  （36）－（41） の調査結果はインフォーマントA・B共に、ほぼ同じ回答であっ
た。

	12.	 	findを知覚動詞に含めるかは議論の余地がある。Yamakawa (1959) はfindを 
“verbs of sensuous or mental perception”として知覚動詞に分類している。同
様に安藤 （2005: 825-830） でもfindを知覚動詞としている。しかし、綿貫他 
（2000: 517） では「知覚動詞と似た構文」としてfindが挙げられている。江
川 （1991: 343） は、「S＋V＋O＋現在分詞」になる動詞としてfindを知覚動
詞とは別の項目にして例文を載せている。Quirk et al. (1985: 203-205) の
Verbs of perceptionの分類にもfindは記載されていない。またfindが seeと同
様に知覚動詞であるならば、「対格＋原形不定詞」を従えると推測できる。し
かし、山川 （1976） は「see＋対格＋原形不定詞」の古英語の例文を挙げてい
るが、「find＋対格＋原形不定詞」の例文は取り上げていない。Yamakawa 
(1959) でも「find＋対格＋現在分詞」の古英語の例があるが、「原形不定詞」
の例はない。現代英語のfindに関して、綿貫他 （2000: 517） は「原形不定詞
を補語にとらない」と明示している。同様に、Quirk et al. (1985: 203-205) は
findを「S＋V＋O＋現在分詞」の動詞として分類しているが、「S＋V＋O
＋原形不定詞」の動詞とはしていない。興味深いのは、findを知覚動詞とし
ている安藤 （2005: 825-830） でも、例文に「find＋対格＋原形不定詞」はな
い。しかしながら、Huddleston and Pullum (2002: 1244) によると、イギリス
英語ではfindがseeやnoticeの意味で用いられた場合、原形不定詞が使われる
ことがあるという （例文も挙げられている）。もしfindが「対格＋原形不定
詞」を取れるとしたら、rememberとのさらなる違いに、取れないとしたら
seeとの違いの一つになるが、今回はその違いを考慮には入れず議論する。
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