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1．構文の意味

私たちを取り巻く世界は無限の事象（events）が複雑に絡み合って構成されている。その中から

一つ一つの事象を特定の時空間の中で個別化して切り取ることは、事象同士が不連続な関係にない

ので、境界線が限定されている物体の場合と異なり、それほど簡単で自明なことではない。しかし、

人間には事象のネットワークからある特定の断片のみを認識し、それを「構文（constructions）」に

よって言語表現化するという特別な情報処理能力が備わっている。「構文」とは人間にとって認知

可能な事象の意味を言語形式の上に表示したものであり、固有の「場（scene）」または「フレーム

意味（frame semantics）」と密接に結びついている言語学的に重要な概念である。

言語の文、特に動詞が中心的役割を担う「項構造構文（argument structure constructions）」は、私

たちが認識する「フレーム意味」を動詞を中心に言語化した「形式」であり、その形式の中に含ま

れる語彙項目を基本的構成単位として言語的な「意味」を形成している。フレーム意味が構文（以

下、「構文」というときには「項構造構文」を指す）によって完全に表現されるわけではないが、

構文にはそれだけを取り出して特別に研究するだけの価値がある。なぜなら、私たちは主に構文を

言語媒体として意思伝達を行っているのであり、また、構文が伝える意味とは基本的事象そのもの

であって、そこには私たちが日常経験し認識することができる運動、状態、位置変化、使役関係等

が具現化されているからである。従って、人間が認識する基本的事象を綿密に分析することが、人

間の認識の有り様だけでなく、言語の本質と言語習得に関わる諸問題をより深く理解するための最

良のアプローチとなる。

構文の意味が構成単位の語彙項目から独立した自立的存在であると考えるか否かによって、構文

の意味論は二つの立場に分かれる。「語彙意味論（Lexical Semantics）」は、伝統的に、構文の意味

は各構成単位がそれ自体持っている固有の意味を統語形式に沿って複合し、その結果派生された意

味的総合体であるにすぎないと強調してきた。対して、「構文文法（Construction Grammar）」は、

構文を自立した文法単位とし、構文には構成単位の意味を複合するだけでは得られない独自の意味

が存在すると主張する。

具体例で比較すると、文 The car rumbled.に現れる自動詞 rumble（「ガタガタ鳴る」）は音発声動

詞（verbs of sound emission）の一つであるが、（1a）と（1b）のように用いられると移動運動（「ガ

タガタ鳴らしていく」）、使役動詞（「ガタガタ走らせる」）の意味に変化する。
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（1）a. The car rumbled down the street.

b. They rumbled the car down the driveway.

語彙意味論と構文文法の対立は（1）の文解釈から生じる。つまり、そこに現れている語彙項目の

どれ一つを取っても、運動、使役の意味を持つものがないとすれば、この特別な意味はどこから導

き出されるのか。その意味の出所に関して、二つの意味論は大きくその主張を異にする。

語彙意味論は、意味の複合による派生を堅持するために、動詞 rumble の語彙意味に負担をかけ、

音発声動詞を移動運動動詞、使役動詞へと変換する語彙規則を新たに設けた。一方、構文文法は、

「構文」という既成の概念を新しく定義し直し、「構文」そのものに運動と使役の意味を荷わせるこ

とにした。つまり、動詞の意味を一定に保ちながら構文特有の「一般的場（general scene）」または

「一般的フレーム意味（general frame semantics）」を認めたのである。

どのような理論でも長所と短所を持ち合わせている。しかし、これまでの両者の議論を振り返っ

てみると、残念なことに、対立理論を徹底的に批判するという偏狭な現代言語学の性癖のせいか、

対立点ばかりが際立ち、それぞれの長所を合流させてより説得力のある理論へ高めていこうとする

積極的な姿勢に欠けていた。現在、二つの意味論研究は手詰まり状態にあるといっていい。抜け道

を探ろうとするならば、まず、一つの考えに固執するのを諦めることから始めなければならない。

本論では構文の発生メカニズムを検討し、語彙意味論的思考と構文文法的思考の両方が必要であ

ることを論じ、動的文法理論の枠組みに二つの考え方を統合することを試みていく。例えば、（1）

のような単純な文では語彙意味論的な説明で充分であるが、極端に変則的な例では構文文法的な説

明が有効になってくる。対立しているように見える二つの思考法を同時に取り込もうとすれば、動

的文法理論における拡張という視点およびフレーム意味の精緻化がどうしても欠かせないこと論じる。

2. 構文の発生と拡張

これまで議論されてきた構文タイプの代表例には、（a）Ditrans i t ive :  John  gave  me a  book.

（b）Caused Motion: John pushed a dart to NY.  （c）Resultative: John hammered the metal flat.

（d）Intransitive Motion: John went down the street.  （e）Depictive: John cooked meat naked.  （f）Fake

Resultative: John shouted himself hoarse.  （g）Conative: John kicked at the ball.  （h）One’s Way: John dug

his way out of the prison. がある。伝統的に了解されてきた「構文」という概念を生成文法理論があ

る時期から否定してしまったため、構文論研究では、先ず手始めに、「構文」の存在を文法的に正

当化する手続きを踏む必要がでてきた。上のさまざまな資料の内、とりわけ（ f、g、h ）のように

特に指定された語彙項目を含む文や自動詞を主動詞とする他動詞構文が、構文正当化に大いに役

立ったといえる。これは、我々が文の形式と意味を理解する際に、認知的に際立った特定の語彙を

中心に解釈を進めていくという傾向と関連している。また、子供の言語習得の初期段階においては、

ある特定の語彙項目に特別に敏感に反応して文を一つ一つ学習していくという Tomasello（2000a,
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2000b）の観察とも繋がるところがある。Jackendoff（1990）が上で挙げた構文を「構文イディオム」

と名づけたのも、ある意味で肯けよう。

動詞の意味と構文の形式と意味は、構文文法的な見方を採れば、当然、相互依存の関係にあるの

だが、これまでの構文文法研究は、構文正当化のためにあまりにも構文に比重をかけすぎ、動詞の

意味を過小評価するきらいがあった。確かに、動詞とその項の意味だけで構文の意味と形式を完全

に決定することはできないが、かといって、構文の意味が動詞の意味を無視して得られるというの

にも無理がある。しかし、二つは互いに自律しているので、両者の優位関係が問題になる場合があ

る。その一つが動詞の構文交替現象を通して議論されてきたもので、文全体の意味と形式を決定す

るのに大きな役割を担うのは、構文の意味と形式の方か、動詞の意味の方か、という問いかけであ

る。構文文法が動詞意味を軽視しているため、その極端な反動として、限りなく構文意味無用論に

行き着くことがある。先に述べたように、動詞の意味とは「場」である。その「場」には動詞の項

として働く意味役割、動詞の表す動作の様態、付随する道具等さまざまな情報が含まれる。構文は

その「場」を言語記号化したものである。従って、動詞の意味を丹念に探れば、構文の意味と形式

は完全にとは言わないまでもある程度のところまで決定できるのではないか、という問題が提起さ

れてくる。

実際に、岩田（2001a、2001b）は、英語における Spray/Load 交替現象等を取り上げて、「交替の

可能性を最終的に決定しているのは個々の動詞の意味であって構文ではない（2001a:78）」と断言

する。例えば、動詞 spray は次の構文に生じることができる。

（2） POUR-type: John sprayed paint onto the lawn.

Meaning: [x affects y by causing y to go z]

Form: [NPx + V + NPy + PPz]

（3） COVER-type: John sprayed the lawn with paint.

Meaning: [x affects z by exerting force over z with y]

Form: [NPx + V + NPz + with NPy]

動詞 spray の意味すなわち「場」は次の（4a）から（4c）の連続で構成される。

（4a）ある人物 x によって、ある場所 z に液体 y が吹き付けられる。

（4b）液体は場所の一点に集中して吹き付けられるのではなく、道具を上下左右に動かしながら

広い範囲に亘って吹き付けられる。

（4c）最終的に、場所の全面に液体が付着する。

このように充実した spray の「場」が与えられると、Profile 対 Base の関係によって二通りの解

釈を得ることができる。液体 y に焦点を当てて profile にすれば、液体の状態変化として解釈され

（2）の構文に対応する。また、場所 z に焦点を当てて profile にすれば、場所の状態変化として（1）

の構文が得られ、（4c）の最終結果も含めて解釈される。ここで重要なのは、この交替現象で決定
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的に重要な働きをしているのが動詞の意味であるということである。岩田氏の結論では「交替の成

否を決定しているのはあくまで動詞である。そうすると個々の動詞の意味記述を掘り下げていけば、

構文にはかなりスキーマ的な意味を認めておくだけでよいことになる」（2001b:534）。

岩田氏の結論は構文の存在を否定するものではないが、交替現象における構文の役割を最小限の

ところまで減少させたといえる。仮に動詞の「場」における実体の意味役割から統語形式の位置が

予測できるようになれば、構文の役割は限りなくゼロに近くなり、語彙意味論の主張と何ら変わる

ところがなくなる。既に周知のとおり、語彙意味論においては、概念構造とシンタックスを連結す

る「リンキング規則」に重要な理論的位置づけが与えられている。Spray/Load 交替現象を見る限り、

岩田氏の議論は正しく、確かに動詞の意味の優位性は動かないのだが、しかし、彼の主張には再考

しなければならない点がある。岩田氏は語彙意味論者が取り上げるのと同じデータ集合を用いて議

論を組み立てているが、実は、先にも述べたように、構文正当化にあたって大きな役割を果たした

のは（ f、g、h ）を含む特殊構文群であった。言葉を変えれば、それ以外のデータでは語彙意味論

の考え方で充分説明可能かもしれないのである。つまり、（a）から（e）のような構文が内包する問

題は、その他の理論的対立点を除いて考えれば、どの道どの理論でも必要とする動詞の概念構造を

十分に精密化すれば解決できるはずの問題であって、敢えて、構文という概念を持ち出す必然性は

ないといえる。だから、動詞の意味と構文の優位性を比較する際、ある程度データを広げて議論し

ないと、どうしても構文論者の立場が弱くなるのは初めから明々白々なのである。

以下、構文発生のメカニズムを考えてみるが、動詞の意味と構文のどちらが優勢かという視点か

らではなく、どちらも発生と拡張の段階毎に重要な役割を果たしているということを示したい。

Goldberg（1995, 1997），Goldberg et al（2004）は動詞の意味と構文の意味との関係を三種類に分

けて論じている。動詞の意味と構文の意味が同一である関係 、動詞が構文の表わす事象の手段

の意味を担っている関係 、そして手段以外の意味を担っている関係 の三つである。動詞と構

文の関係を論じる際には、この三つの段階を明瞭に区別して議論することが肝心である。Goldberg

等はこれらの関係を単に並列させているだけであるが、特に は構文発生との関係で重要な意味

を持っている。本論では構文発生と拡張のメカニズムの中で三つを動的に関連付けて、 を「構

文発生期」、 を「構文拡張期」、 を「構文再拡張期」として論じることにする。これらは動的

文法理論に合わせて、言語習得の時間軸に沿った各習得段階に対応するものとして設定しているが、

文法内の静的な有標性の関係としても、認知文法における拡張関係としても解釈可能であり、基本

的アイディアはさまざまな言語理論に取り込めるものである。

2.1 構文の拡張

2.1.1 構文発生期

言語習得理論にとって、子供が習得する言語単位を特定し詳細に分析することが何より重要であ
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ることは言うまでもない。生成文法理論の伝統の下では、子供の習得する文は大人の文法と同じ抽

象的な原理や規則を用いて小さい単位から大きい単位へと構造化されると考えられてきたが、動的

文法理論や構文文法理論の出現と共に、言語習得研究に大きな転換がもたらされている。

Slobin（1985）によると、言語習得初期の子供が特に意識を集中させる事象、状態はある特定の

「場」に限られていて、そのうち最も重要なのが、人物が物体に何らかの変化を加える「操作的行

為の場」と物体がある場所から他の場所へ移動する「Figure-Ground の場」である。これらは人間

の認識する基本的事象であり、子供は言語習得の最初期に不十分な形態ながらも、これらの「場」

を表わす言語形式を学習する。Slobin はこの言語形式が具体的なものか抽象的なものかについては

議論していないが、最近の Tomasello（1992, 1998, 2000a, 2000b）の一連の研究によると、子供は極

めて具体的な文形式をそのまま学習していくことが判ってきている。習得初期の子供は、ある特定

の動詞を中心に構成される具体的な発話文（Tomasello の用語を借りれば「動詞特化構文（Verb-

Island Constructions）」）を、動詞または核となる語彙以外で変化しうる部分を変更に変えてそのま

ま覚えていくということが明らかになっている（例えば、I wanna X,  More X,  What’s X 等）。この

習得の有り様は、構文を部分に分けないで一つの全体として捉える構文文法の見方と合致する。

動詞特化構文の目録（inventory）がある程度の大きさになると、次の発達段階で、トークンの頻

度や形式と意味の類似性に基づいて特定言語形式の定着化（entrenchment）が行われる。例えば、

X killed Y, X broke Y, X loves Y 等。さらに、「パターン認識」、「カテゴリー化（categorization）」、

「スキーマ化（schematization）」等の認知プロセスを経て、言語形式の抽象化が進み、動詞の部分を

も一般化した「構文」が形成される。例えば、上例の X killed Y と X broke Y は「X V Y」の使役

構文に抽象化される等。ここで初めて、特定の形式・意味と結びついた「構文」が文法内に確立さ

れるに至る。

構文の形成は入力として取り入れた情報を一般化していく学習過程の結果であると言うことがで

きる。もちろん、その学習過程には、名詞、動詞等の言語範疇化、言語範疇の統語構造化を決定す

る規則等の生得的な言語習得能力が関与していることは否定できない。また、基本的「場」の意味

が Semantic Bootstrapping を通してその言語形式に結合されていくというのも、この時期の最も重

要な習得メカニズムである。

入力情報として動詞特化構文が集積されていくわけであるが、果たしてどの種の動詞を基にした

動詞特化構文が構文への一般化を促すのであろうか。Goldberg（1995），Goldberg et al（2004）は

Clark（1978）を中心とする言語習得データを基に、構文の一般化つまり構文における形式とその意

味の結合は、「軽動詞（light verbs）」の構造と意味に基づいて行われるという提案をしている。「軽

動詞」とは go, do, make, give, put, find, come, take 等、様態などの付随的な意味を省いて、動作の根幹

だけの一般的な意味を持った動詞である。Clark（1978）によると、言語習得初期の子供が使用する

動詞の中で最も使用頻度が高いのが軽動詞である。Bates et al（1988）の調査では、移動運動を表わ
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す文型の53％以上が動詞 go であり、使役運動（caused motion）文型の38％が動詞 put である。な

ぜ軽動詞が習得初期にこのように頻繁に使用されるかというと、その意味する範囲が特定の「場」

に固定されず、我々が日常的に経験する多くの「場」に応用可能だからである。また、子供が習得

初期に認識できる「場」は、認知能力が未発達であるため、最も原初的な「場」に制限されている

ということもある。軽動詞は原初的な「場」の意味を言語化している最も基本的な動詞である。そ

うであれば、子供が、動詞特化構文の目録に蓄えられていった数多くの軽動詞構文を基にして、そ

の文形式と意味との相互関係を自らの文法に記録していくということは十分に考えられることである。

軽動詞構文の形式と意味が「構文」の原型を形作るのであるから、構文発生期の段階では、動詞

の意味と構文の意味は全く同一であることになる。Goldberg の用語を借りれば、動詞の意味は構

文の意味と完全に重複（redundant with）し、その具体例化（instance, elaboration）にすぎない。動

詞の意味と構文の意味はコインの裏と表の関係と同じで、二つが協調して、認識される基本的「場」

を言語化しているのである。

この構文発生期には、動詞の第一次拡張も含めておく。軽動詞を基に形成された構文の動詞スロット

に、軽動詞と同クラスの他の動詞も生起できるようになる段階である。子供が新しい動詞を学習し

たとき、それがどの種の構文で用いられるかは、軽動詞との間に意味的な類似性を見つければ、す

ぐに決定できることである。例えば、動詞 give を基準にして二重目的語構文が形成された後、動

詞 hand を学習したとすると、それらが「誰かに何かを与える」という意味を共有しているので、

hand が二重目的語構文に生起できることが自動的に決まってくる。

2.1.2 構文拡張期

Croft（1990, 1991）は「使役連鎖モデル」を仮定して、可能な動詞の意味を限定することを提案

している。Croft の定義によると、動詞は単一事象（single event）の意味を指定し、単一事象はあ

る個体が他の個体に力を伝播していく使役関係から成り立つ。例えば、次の（5）は、行為者 John

が道具 hammer を握って目的物 wall にぶつけ、wall が状態 broken に変化するという一連の力の伝

達連鎖（6）から成り立っている。

（5）John broke the wall with the hammer.

（6）John →（force1）→ the hammer →（force2）→ the wall →（force3）→（broken）

使役連鎖における力の伝達は非対称的でなければならない。the wall から the hammer へ力が逆流

して the hammer が壊れるという意味の動詞は存在しない。更に、使役連鎖は一本の直線を形成し

なければならず、枝分かれしてはならない。上の例で見ると、壁を壊すと同時にハンマーも壊れて

しまったという状況はありうることだが、これでは（6）の the wall から the hammer → broken の枝

分かれが出てしまう。壁の破壊とハンマーの破壊には原因・結果の関係がないので、言語学的に、

二つ同時の出来事を一つの文の一つの動詞で述べることはできないのである。
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この二つの連鎖条件を考えると、力の伝達は次に生じる個体の状態変化の「原因」、「手段」になっ

ていなければならないことが判る。よく引用される例であるが、次の（7a）は「ボートが燃えなが

ら洞窟へ入っていった」の意なので、燃える動作と移動動作が同時進行している。しかし、燃える

ことが移動の推進力になっていないので、使役連鎖が一本の直線を形成せず非文法的になる。

（7）a. *The boat burned into the cave.

b. The branding iron burned into the calf’s skin.（Croft 1990）

対して、文法的な（7b）は焼き鏝を真っ赤に焼くことが牧場印を付ける手段になるので、使役連

鎖の条件に合致するのである。

Croft の研究が明らかにしていることを簡単に述べると、自然言語における可能な動詞およびそ

れを中心に構成される文は、一つの原因・結果の使役連鎖を持たなければならないということであ

る。Goldberg（1995）は、使役連鎖条件を構文の意味と動詞の意味の関係で捉え直し、「動詞の意

味と構文の意味は時間的に連続する動力学的関係によって統合されなければならない」という主旨

の「力学的関係の仮説」を提案している。（1）

子供の言語習得の過程で構文に生じる動詞の種類が飛躍的に増大する段階がある（Brown 1973,

Gropen et al 1989）。この時期を、構文発生期から構文拡張期へと進んでいく段階と捉えておく。こ

れは軽動詞から他の動詞への拡大であるが、構文の意味の変化や動詞の違いによる容認可能性の度

合いの変化などを考慮して、この段階では「力学的関係の仮説」を遵守する動詞のみが構文に認可

されると仮定しておく。構文拡張期になって初めて、動詞の意味と構文の意味の整合性（matching）

が問題となる。文つまり構文は一本の使役連鎖を形作るもののみが認可されるので、動詞は構文の

表わす意味のうち「原因」「手段」の意味部分を受け持つものでなければならない。次例は、同じ

screech でも移動構文 [NP Vgo PP] の動詞スロットに生じることができるのは、意味的に「力学的

関係の仮説」を満たした場合だけであることを示している。つまり、（5a）では、列車の移動の推

進力が必然的に車輪のきしみ音を発生させるので、きしみ音すなわち移動と理解される。対して、

（5b）では、鳥の飛びたちと鳴き声の関係は偶発的なものでしかない。注（1）も参照。

（5）a. The train screeched into the station.

b. ??The bird screeched out of the tree.

構文の形式と意味は、前段階の構文発生期において、既に動詞から完全に独立した存在として文

法的構文として確立している。Bowerman（1978, 1988, 1990）で報告されている二重目的語構文の

過剰生成は、子供が言語習得のある時期に、動詞の意味と構文の意味と形式を完全に独立させて学

習していることを示している。構文拡張期では、動詞の意味が構文の使役連鎖にうまく組み込むこ

とができさえすれば、動詞の自他の区別や厳密下位範疇化素性の制限は無視して自由に使用するこ

とができるといえる。例えば、ハンカチを吹き飛ばす原因となる動作 sneeze は自動詞であるが、

他動詞結果構文に生じているし（John sneezed the handkerchief off the table）、脱走の抜け穴を作る動
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作 dig も自動詞であるが、One’s Way 他動詞構文に生じることができる（John dug his way out of the

prison）等。子供による構文過剰生成は「力学的関係の仮説」の発動（または習得）と共に無くなっ

ていくと考えられる。

2.1.3 構文再拡張期

構文の種類によるが、動詞スロットに生起する動詞が「力学的関係の仮説」を守る必要がない場

合がある。例えば、次の諸例を考えてみよう。

（6）a. John baked/bought me a cake.

b. John screeched around the corner.

c. John belched his way out of the restaurant.

（a）の「焼く」「買う」といった行為は、ケーキを相手に渡すための「手段」ではなく「前提条件」

になっている。また、（ b，c ）では「叫ぶ」「ゲップをする」行為が、角を曲がる行為、レストラ

ンを出て行く行為と連動した「付帯状況」になっている。このように力学的関係から外れた動詞を

認める構文は極めて少数に限られ、また、（ b，c ）のように文の容認可能性も極めて低くなる。（2）

最終段階の構文再拡張期を経るのがどの種の構文で、どのような動詞が「力学的関係の仮説」を

逸脱できるのか、今のところ、明確な答えを与えることはできないが、社会的な常識や日常の経験

の多寡によって生起可能な動詞の容認度が決められてくるのは確かであろう。物を買ったり作った

りして人にプレゼントすることは私たちの身の回りにありふれた光景である。ただ、力学関係を守

らない動詞とはいうけれども、使役連鎖を形成するための連鎖条件が守られていることに注意して

おく必要がある。二重目的語構文であれば、ケーキを焼くという行為からケーキの授受への力の伝

達は、明らかに非対称的であり力の枝分かれがない。つまり、完全な一本の使役連鎖を形成してい

る。様態移動構文と One’s Way 構文の場合は少し事情が異なるが、移動動作とそれに付帯する

「叫び」「ゲップ」の様態動作を一つの複合動作として認識すれば、大局的に見て一本の使役連鎖を

作っていると見て差し支えない。

2.2  三段階拡張の具体例

以上、構文の発生期から拡張一期、二期の三段階説を紹介した。具体的に二重目的語構文の諸例

を見ながら、この三段階説が構文拡張にどのように関わっているか例証してみよう。Goldberg

（1995）は二重目的語構文を六つの意味を持つ下位構文に分類し、そして、図 1 に示すように、そ

れぞれを「多義性のリンク」で関連付け、互いの統語的・意味的類似性を説明しようとする。行為

者が物体を自分から相手に移動させて首尾よく譲り渡せる「所有移送の成就（successful transfer）」

を二重目的語の基本的意味とし、A を中心に下位構文同士が放射状に関連付けられていることが特

徴である。
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動詞 give が二重目的語構文のプロトタイプであることは疑いなく、従って、give が持つ「所有

移送の成就」も構文発生時に付属する基本的意味であるとすることに問題はない。A の意味を中心

とする継承リンクはその意味で直感的に正しいと言えるが、図 1 で承認できるのは A をプロトタ

イプとする点だけである。問題の一つは、A とその他の意味を連結する「多義性のリンク」が甚だ

曖昧なことで、Goldberg（1995:75）は「多義性のリンクは構文の特定の意味とその意味から拡張

された意味との間にある関係を捉えるものである」としか述べていない。よって、A と B の関係

と A と F の関係を同列で扱ってよいのか、B と D と E に関係はあるのかないのかという問題がな

いがしろにされている。（3）

問題の二つ目は重要で、Goldberg 自身気づいていることだが、「所有移送の成就」が必ずしも二

重目的語構文全般に通用する意味ではないことである。Goldberg は「所有移送の成就」が基本的

意味であることの根拠として、Mary taught Bill French. や Mary showed her mother the photo. のよう

なメタフォリカルな所有移送の成就が簡単に説明できることを挙げている。しかし、如何せん、反

例が多すぎる。A を除いて Chris baked Jan a cake, Bill promised his son a car, John bequeathed me a

fortune, John allowed Bill a Popsicle.などには、間接目的語の人物が直接目的語の品物を確かに受領

したという含意は必ずしも必要ないのである。では、A に挙げられている動詞クラスはどうかとい

うと、ここでも、「所有移送の成就」に対する反例は多く見受けられる。以下に示すように、動詞

give を除くほとんどの動詞において、物の受領が完了する必要はないといえる。

9
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（7）a. ??He gave me the jewels but they were intercepted by a thief.（Kay 1996）

b. ?I handed him the sandwich --- but he couldn’t take it because his hands were tied.（Oehrle

1976:131）

c. I handed him the platter: it’s not my fault that he didn’t take it.（ibid:151）

d. When I took him his mail, I found that he had disappeared.（Oehrle 1977:206）

e. Joan sent Bill the package, but he never got it.（Jackendoff 1990:197）

f. I threw you the ball, but it was intercepted by an opponent.（Kay 1996）

明らかに単に六つの構文をリンクさせるだけでは不十分で、必要なことは、二重目的語構文の基

本動詞 give に備わっている「所有移送の成就」が、なぜ拡張を重ねていくと他の下位構文では失

せてしまっているのかを充分に根拠付けることである。

三段階説による拡張案ではどうなるか見てみよう。二重目的語構文が軽動詞 give を基にしてい

ることは、言語習得データや Goldberg（1995:35-6）の実験等から明らかである（Bowerman 1990,

Tomasello 2003）。Oehrle（1976）によると、文 John gave Mary a book. は（ i ）本が John のものから

Mary のものになる「所有権の移動」、（i i）John が自分の本を一時的に Mary に預ける「保管の移動」、

（iii）John にまつわる様々なことが Mary が本を書くきっかけとなる「動機づけの付与」の三点で

多義である。言語習得初期の子供が所有権と保管の概念を区別しているとは考えられないので、本

稿では（ i ）と（i i）を区分しないで「保有移動」とし、これを構文発生期における二重目的語構文の

基本的意味であると考えることにする。

基本的な二重目的語構文 [NPi give NPj NPk] は、次の意味要素を含む保有移動と結びついている。

R（ x，y ）は x と y が所有関係にあること、M（ x，y ）は x の帰結として y が生じることを意味

する。

（8）a. [prior to t（0），R（i, k）]: 時間点 t（0）以前に、人物 i が品物 k を保有している。

b. [at t（0），ACT（ i ）]: t（0）において、人物 i がある意図的な行為を実行する。

c. [at t（0），M[ACT（ i ），R（j，k）]]: t（0）において、ACT（ i ）の結果、人物 j が品物 k を保有

するという状態が生じる。

動詞 give は授けるための意図的な行動と品物の授受とを一つに融合した単一事象であるので、

（b）と（c）は同じ時間点 t（0）で成立している。この時間点 t（0）の共有が「所有移送の成就」の意味す

るところである。

動詞 give の保有移動には必然的に物の移動も伴うが、意味の中心はあくまでも保有の移動にあ

り物の移動は副次的なものである。しかし、Goldberg の分類で同じ A クラスに属すとされている

動詞 hand や pass では事情がやや異なる。hand は手を使った物の授受の意味になるので、手それ自

体および手すなわち行為者と手の中にある物とが一体となって同時移動することも保有の移動と同

程度に重要な意味を持ってくる。つまり、（8b）における ACT（ i ）の意味が‘The agent（ i ）picks
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up the object（k）with his or her hands’のように道具を指定される。動詞 pass は物の授受よりも物の

移動に焦点が当てられている。

構文拡張期に進むと、保有移動の手段となりうる動詞が現れる。図 1 における A（b）と A（c）の

動詞がそれである。この種の動詞が生起すると、その固有の意味というよりも動詞 pass で浮かび

上がった物の移動の側面がより鮮明になってくる。

（9）a. John threw Mary the ball.

b. John brought Mary the ball.

動詞 throw の場合から考えてみよう。（9a）の意味は、動詞 give の構文から意味を完全に引き継

げば、次の THROW（1）の意味になる。

（10） [prior to t（0），R（i, k）]∧[at t（0），ACT（ i ）]∧[at t（0），M[ACT（ i ），R（j, k）]]

もちろん、ACT（ i ）は投げる動作に合わせて詳細な意味の指定を受ける。行為と物の授受が時間

点を共有するので、保有移動が完了する読みになる。次例は、but 以下が二重目的語構文の保有移

動を否定しているので、容認度がかなり低くなる。

（11）a. ??John threw the catcher the ball, but the throw went wide.（Oehrle 1976:128）

b. ??John tossed him the package but he didn’t get it.（Kay 1996）

しかし、物を投げるという行為を考えると、また別の意味が生まれてくる。物を投げてからそれ

が相手の手に納まるまでに僅かな時間のズレがある。そのズレを考慮すると、次の THROW（2）の

意味になる。

（12） [prior to t（0），R（i, k）]∧[at t（0），ACT（ i ）]∧[at t（0），M[ACT（ i ），R（j, k）at t（n）]]（0<n）

つまり、時間点 t（0）において John がボールを投げる行為を行う、そして、その瞬間行為を行った

時間点 t（0）において John は少し後の時間点 t（n）でボールが Mary の手に首尾よくわたると考えて

いる。従って、John の意図とは裏腹に、現実的には、ボールが相手にわたるという確実な保障が

ないといえる。完全に非文法的とはいえない（11）、文法的とされる（7f）に見られるように、話者

によって保有移動の条件に判断の揺れが生じるのはこのためである。

動詞 throw の二つの意味は動詞 hand にも当てはまる。（10）に対応する読みは‘’An agent gives a

recipient an object with his or her hand’の意味で、HAND（1）とする。（12）に相当する読み、つまり、

物を手にして相手に手渡すまでの時間差を取り込んだ読みは‘An agent transmits an object to an

recipient with the hand’の意味で、HAND（2）とする。（7b）の容認度判断を参照。

動詞 bring の（9b）は HAND（2）の意味に近い。bring の意味特徴は、（a）経路に関する直示的な

情報を持つこと、（b）行為者が物と一緒に同時移動すること、（c）物との同時移動が品物の授受の

直前まで継続されていくことである（Pinker 1989:219）。（c）の意味がプロファイルされているのが、

HAND（2）と異なる点である。時間の継続を次のように表わすとしよう。
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（13） [prior to t（0），R（i, k）]∧[at t（0），ACT（ i ）]∧[for a span of time t（0）― t（n），M[ACT（ i ），

R（j, k）at t（n）]]（0<n）

この場合も、確実に品物の授受が完了するという保障はない。ただ、時間点 t（n）まで動作が続

くので「所有移送の成就」の意味は色濃く反映される。（7d）の判断例はあるけれども、次のよう

な例も指摘されているので、容認度はかなり揺れている。

（14） #I took him the package but he didn’t get it.（Kay 1996）

以上の拡張で重要な点は、動詞の意味拡張に依存して新しい構文の意味が生じたことである。特

に、品物の授受が未来のある時間点に置かれることは（M[ACT（ i ），R（j，k）at t（n）]）、品物の授

受とそれを実現させるべき行為 ACT（ i ）とが別個の事象として捉えられることを意味する。動詞

の拡張は、この新しい意味からさらに進んでいく。動詞 throw, bring 類では物の物理的移動が含ま

れるので、まだ「所有移送の成就」の意図性が強いけれども、物の移動が直接感じ取られなくなる

と「所有移送の成就」もかなり意味合いが薄れてくる。例えば、動詞 send を考えてみよう。これ

は動詞 throwの第二の意味に近い。しかし、sendは物の移動を含意する動詞であるが、throwと違って、

動作の行為者が品物の受け渡しを直接行うことをしない動詞である。品物の授受が無事完了するた

めには、間に第三者が介在するなど何らかの条件が必要になる。この意味の変化は、Oehrle（1976）

に従って、R（j, k）の部分に意味の希薄化が起こったと考えることにする。

（15） John sent me the package.

（16） [prior to t（0），R（i, k）]∧[at t（0），ACT（ i ）]∧[at t（0），M[ACT（ i ），◇ R（j, k）at t（n）]],

where 0<n, M[x, y] is interpreted as‘x possibly makes y hold’and ◇ X means‘X will be true 

by some another condition.’

図 1 の動詞クラス D と E は、未来のある時点で物の授受が行われるという意味を含意する。こ

れらは動詞 send と意味を共有するが、物の物理的移動がない点でより抽象的な意味になっている。

D，E は（16）からのメタフォリカルな拡張と考えて差し支えなかろう。

D，E の意味と B の意味の違いは、動詞 throw と bring の意味の違いに相似している。後者の違

いは瞬間動作と継続動作の違いであって、本稿ではそれを時間点が瞬間か継続かで区別した。前者

の違いはその法性（modality）の違いにある（Oehrle 1976:§5.4）。D，E が「可能性（possibility）」

の意味であるのに対し、B は「義務性（obligation）」を意味している。Oehrle（ibid）に倣って義務

性を行為の継続性と捉えれば、B の二重目的語構文は動詞 bring 類の意味をメタフォリカルに継承

したものになる。

（17） John promised me a car.

（18） [prior to t（0），R（i, k）]∧[at t（0），ACT（ i ）]∧[for a span of time t（0）― t（n），M[ACT（ i ），

R（j, k）at t（n）]], where 0<n,  M[x, y] is interpreted as‘x is obligated to make y hold.’

以上が、構文拡張期における「力学的関係の仮説」を遵守した二重目的語構文の例である。特に
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保有移動の意味を中心に拡張の例を論じたが、注目すべきは、拡張が意味の最小の変化（a minimal step）

でつながっていることである。それぞれの構文は、行為者の身体部位の焦点化、物の移動のプロ

ファイル化、R（j, k）から R（j, k）at t（n）への t（n）付加、さらに◇ R（j, k）at t（n）への◇付加、t（0）か

ら t（0）― t（n）への時間延長のいずれか一つの変化を受けている。構文拡張が最小の意味変化、し

かも原理に裏付けられた変化によって進んでいくとすれば、構文ネットワークの言語習得が非常に

容易になることが説明できる。また、最小の変化を一つ一つ積み重ねて漸次的に拡張していった結

果であるならば、たとえ John promised me a car. The office refused him a visa. のように基本構文 John

gave me a book とはおよそ意味がかけ離れた構文が生じても一向に構わない。逆に、そのようにダ

イナミックな意味の転換が予想されて然るべきなのである。

三段階説に依拠した下位構文間の関係を図示すると図 2 のようになる。Goldberg が描いた図 1

とは全く異なるネットワークになっているが、図 2 が Goldberg の継承リンクより優れている点は、

A 類を下位区分しそれぞれの関係を捉えていること、「所有移送の成就」がなぜ give 以外では消え

ているかを漸次的に説明していること、A 類と B、D、E の関係が捉えられること、B と D、E と

の意味の違いが説明できることにある。

動詞 pull が throw や bring と同じ動詞クラスに属しながらも、*John pulled me a box.のように二重

目的語構文を許さないことは、最小の拡張による図 2 で説明できる。HAND（2）と THROW（2）は

ある時間を経て物が行為者から相手に移動することを含意するが、前者は同時に手すなわち行為者

も移動していくこと意味する。後者における行為者は時間点 t（0）で瞬間的行為を行うだけで、そ

の後の物の移動に関与することはできない。BRING は HAND（2）から時間点延長の最小の拡張を

経たものなので、行為者が物と一緒に経路を移動するという意味を保存している。結局、図 2 の拡

張からは、二重目的語構文に継続動作の動詞が生じた場合、行為者の経路移動も伴わなければなら

ないという派生的条件が導かれることになる。動詞 pull は物の移動に行為者が継続的に関与する

ので THROW（2）とは意味が異なる。どちらかというと bring に近いが、ところが、pull の意味は
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行為者が一つ所にいて物を紐で引っ張って移動させるという動作も許すので、行為者の経路移動が

必須条件となっていないのである。（4）

二重目的語構文の拡張の最終段階は、力学的関係によらない構文 F の発生である。この構文の

特徴は、使役連鎖の観点からすると、動詞の意味が品物の授受が行われるための前提条件として機

能していることである。この特殊な意味が F を二重目的語構文の異端児としており、図 2 の新ネッ

トワークのどこにどのように組み入れたらよいかを大変難しくしている。しかし、同じ二重目的語

構文で構造も意味も共通しているので、ネットワークのどこかの構文意味と直接関わっていると考

えるべきである。

F には、既存の品物を手に入れて相手に渡す buy 型、新しく創造した品物を相手に渡す bake 型、

行為の恩恵を相手に授ける clean 型等がある。共通しているのは、動詞の示す動作を行って「物」

を手に入れ、その「物」を未来のある時点で他者に受け取ってもらうという意味である。F の意味

のもう一つの大きな特徴は、Oehrle（1976）が指摘するように、品物を相手に渡そうとする意志

（intention）が品物が相手の手に渡る直前まで継続することである。次の for-dative 文と比較して見

るとその違いが判る。（b）は当初の意志が途中で変わってしまうと、意味に矛盾が生じてしまうこ

とを示している。

（19）a. Originally, I bought this tea-kettle for my wife, but I decided to keep it.

b. *Originally, I bought my wife this tea-kettle, but I decided to keep it.（Oehrle 1976）

意志の継続は F の意味が（23）であることを示す。

（20） John baked/bought Mary a cake.

（21） [at t（0），ACT（ i ）]∧[for a span of time t（0）― t（n），I[ACT（ i ），R（j, k）at t（n）]], where 

0<n, I[x, y] is interpreted as‘x intends to make y hold.’

図 2 のネットワークの A から E と違って、F には時間点 t（0）以前に主語が品物を手にしている

という意味はないので、ACT（ i ）は’The subject i obtains the object k by doing an action denoted by the

main verb’の意味である。

Goldberg は F の意味を中心的意味 A から直接「多義性のリンク」で結んでいるが、ここで検証

した新ネットワークの中では、（21）は意味的に hand, bring 系列の拡張と深く関わっているといえよ

う。本論の三段階説では、構文再拡張期の構文は構文拡張期の構文から発達すると考えるので、前

者が後者の意味の一部を継承するのは至って自然なことである。従って、二重目的語構文 F が図 2

の A:BRING から力学的関係を遵守しないで得られた再拡張期の構文であると仮定すれば、F の意

味の特殊性をある程度説明することが可能である。Goldberg の図 1 では、「多義性のリンク」の内

容を精密化して A と F の意味がどこでどのように関連し、異なるかを説明する義務が生じる。（5）

二重目的語構文で否定の意味を盛り込んだものには、C の他に動詞 cost, lost の場合があるが、所

有否定の意味は微妙に異なる。

14

東北大学大学院 国際文化研究科論集 第十三号



（22）a. He sneered at Tom’s bookish tastes, and denied him the education which would better have suited

his intelligence and his inclinations.（BNC）

b. A YOUNG cancer victim whose mother refused him treatment because he was too weak will be at

home for the Christmas ---（ibid）

c. [at t（0），ACT（ i ）]∧[at t（0），M[ACT（ i ），～◇ R（j, k）at t（n）]], where 0<n.

（23）a. The work cost/lost him his fortune.

b. cost: [at t（0），ACT（ i ）]∧[at t（0），M[ACT（ i ），～ R（j, k）]]

c. lose: [prior to t（0），R（i, k）]∧[at t（0），ACT（ i ）]∧[at t（0），M[ACT（ i ），～ R（j, k）]]

（22）の構文は‘At t（0），the subject causes the recipient not to hold a relation of possession with the

patient at t（n）．’ほどの意味を持つので、E の否定に近い。直接目的語で表されたものが間接目的

語の人物にとって必要なもの、大切なものであるという新しいニュアンスが加わるが、（a）における

Tom の能力にふさわしい教育と主語の人物との関係、（b）における病気治療と母親の関係から明ら

かなように、他の二重目的語構文との比較で言えば、時間点 t（0）も含めてそれ以前に、主語が直

接目的語を所有しているという意味がなくてよいことが特徴である。（22c）を参照。動詞 cost の

場合も同じであるが、ここには将来の t（n）時点で所有関係を消失させる意味はない。（23b）を参

照。動詞 lose の場合は、これまで所有していたものを失う意味なので [prior to t（0），R（i, k）] の指

定がある（Oerhle 1976）。（23c）を参照。以上のように、否定を含む二重目的語構文は動詞ごとに

複雑な意味構造をしている。どの動詞がどの構文の否定と考えるべきかは非常に難しい問題である

ので、Goldberg はこれらを拡張関係の図に組み入れているけれども、本稿では不問にしておきたい。

2.3  動詞の意味と構文の意味

構文文法が、動詞の意味と構文の意味の関係を論じる際に、構文の意味にこだわるあまり、動詞

の意味の重要性を軽んじてしまったことは確かである。構文文法では動詞の意味と構文の意味がな

ぜ結びつくのか一切説明がなく、このままでは、二つは偶然の関係としてしか位置付けられなくな

る。しかし、構文の多義性の間に見られる非対称的な関係を、プロトタイプ理論によって「に基づ

く（be based on）」関係として捉えている点を見過ごしてはならない。この関係から、「基本」の性

質と「変種」の派生プロセスが解きほぐされていくからである。また、「に基づく」関係による構

文拡張案を経験的仮説として有意味なものにするためには、拡張という概念を子供の言語習得の文

法発達と直接結びつけることが必要である。

構文発生期においては、軽動詞の意味特性そのものがすなわち構文であり、動詞の語彙特性と構

文の意味はここでは完全に一致している。構文の意味を形成する際に、動詞の意味と構文の意味と

いう二つの実体に軽重の差はないのである。構文拡張期以後になって、二つが互いに独立した実体

として文法内で機能するようになる。先に見たように、岩田氏が構文文法を批判して、「交替の可
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能性を最終的に決定しているのは個々の動詞の意味であって構文ではない」と主張したのも一面で

は正しかったといえる。しかし、この主張は構文拡張期以降の動詞と構文の意味を問題にしなけれ

ば、主張の根拠を失う。構文発生期の基本動詞およびそのクラスに属する動詞を引き合い出しても、

優劣の議論が成立しないのは明らかである。なぜならば、構文の形式と意味が、構文発生期に習得

される動詞の意味すなわち基本的事象としてのフレーム意味から生まれてくるので、この主張こそ

がまさに構文形成の発端になっているからである。例えば、二重目的語構文の「所有移送の成就」

が構文の意味に由来するのか、または動詞の意味に由来するのかという議論がある（植田2000）。

Goldberg の図 1 を採るなら問題にしてもよかろうが、それでも、give 類の動詞を基にして、二重目

的語構文の「所有移送の成就」は構文ではなく動詞の意味に由来すると主張してみても、そのよう

な議論に全く説得力がないのは上のような事情による。

では、構文拡張期以後において動詞の意味は構文の意味とどのように関わるのだろうか。移動構

文や二重目的語構文は三つの拡張段階を経て、下位構文同士が拡張関係によって互いに連結された

階層を成している。そして、下位構文は拡張の過程で徐々に意味を変化させてきている。しかし、

意味の変化の仕方は、構文の種類によって異なるようである。移動構文では、動詞は構文の意味に

おける手段、移動の様態を明示的に付加する働きしか持たない。One’s Way 構文でも同じである。

二重目的語構文では、意味の添加と共に、構文の意味を変化させる積極的な働きも持っている。つ

まり、ある動作と物の授受に時間的なズレが生じていることが、構文の意味の変更をもたらす最大

の要因であるが、これは動詞の語彙特性による。使役連鎖を満たすことによって構文に生起しえた

動詞が、逆に、その意味によって構文の基本的な性格を変えてしまう働きを持つのである。こうな

ると、動詞の意味と構文の意味の優劣を論じることに、もはや何の意味もないことが明らかになる

であろう。

岩田氏は自らの主張を Spray/Load 交替現象を用いて根拠付けているが、この現象自体が構文発

生期に留まって、なぜかそれ以上拡張し得ない構文形式である。従って、生起する動詞類も基本動

詞類のみに制限され、本論の三段階説に立てば、動詞の意味と構文の意味に対立する部分はないこ

とになる。後の「Spray/Load 交替現象について」の節で詳しく論じる。

―――――――――――――――――――――――――

注

（1） Causal Relation の強さ、抽象度に応じて、更に下位区分される必要がある。例えば、John ran into the

station.と The train screeched into station.を比較すると、ran が移動の直接的な力学関係を担っているの

に対し、screech は汽車を走らせる車輪運動から発するきしみ音であるから非直接的な力学関係を担っ

ている。この違いが文の容認度の差にも関わってくると思われる。

16

東北大学大学院 国際文化研究科論集 第十三号



（2） 構文再拡張期において本動詞がどのような意味を持って使役連鎖と関わるかは、構文ごとに異なる。

移動構文では、容認可能性の度合いは落ちるけれども、様態の意味で使役連鎖に関わることができる。

しかし、二重目的語構文ではそれが許されない。

（ i ） *John talked/murmured/whispered me a book.

「何か言葉を言いながら本をくれた」という状況はよく経験することだが、構文的には認められな

い。二重目的語構文においては、物体の物理的運動ではなく抽象的な保有移動に意味の中心があるか

らかもしれないが、「力学的関係の仮説」が非常に強く働いているといえる。

（3） 鈴木（2001）に、梶田（授業1985）の示唆として、動的文法理論による二重目的語構文の拡張分析例

が紹介されている。

（4） 図 2 の意味を満足する動詞がすべて二重目的語構文に現れるわけではない。動詞の native/latinate の区

別も重要な要因である。Pinker（1989）、Mazurkevich and White（1984）参照。

（5） 拡張は、通常、具体から抽象へと進む。よって、メタフォリカルな拡張を受けた構文が具象的な構文

の基体となることは不自然なので、図 2 では F は A:BRING と直接関連すると仮定しておく。
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付記

2002年 3 月18日に開催された Keio Construction Grammar Workshop（於慶応大学）にコメンテーターとして

参加した折に、幸にも、岩田彩二、根元典子両氏の発表内容を基に、動詞と構文の意味の関係について拙論

を紹介する機会を得た。本稿は、そのときのコメントを下敷きにしている。
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