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1. はじめに
本論文は、英語の主語指向描写構文（Subject-Oriented Depictive Construction, 以下
SODC）に関する記述的研究である。この構文は、形式が NP1 + V + NP2 + XP であり、かつ
XP が NP1 を叙述する描写句と分析できるものである。ここでの描写句とは、従来「二次
述語」という用語で結果句 1 に並列される形でしばしば分析されてきたもので、V で表さ
れる行為の間の参与者の状態を描写する。
(1) において、それぞれ文末の形容詞が描写句である。(1a, b) はどちらも NP1 + V + NP2 +
XP という形式を持つが、(1a) の “angry” は NP1 を描写し、(1b) の “raw” は NP2 を叙
述する。(1c) は (1a, b) とは異なる NP1 + V + XP という形式の構文で、“naked” は NP1 を
叙述する。以降、(1a) を他動詞型主語指向描写構文（他動詞型 SODC）、(1b) を目的語志
向描写構文（Object-Oriented Depictive Construction, 以下 OODC）、(1c) を自動詞型主語
指向描写構文（自動詞型 SODC）とそれぞれ呼ぶことにする。
(1)

a.

He left his house angry. 〈他動詞型 SODC〉

b.

He ate the meat raw. 〈OODC〉

(ibid.: 75)

c.

The waiter danced naked. 〈自動詞型 SODC〉

(ibid.: 90)

(Aarts 1995: 77)

本稿で議論の中心となるのは (1a, c) のような SODC の 2 つで、(1a) は彼が怒った状態で
家を出たということ、(1c) はウエイターが裸の状態で踊ったということを表現している。
本稿では、他動詞型 SODC と自動詞型 SODC の特徴を比較し、前者が後者に動機づけ
られている可能性を示す。2 節では SODC に関する先行研究を概観し、構文文法の理論的
枠組みから解決すべき問題点を述べる。3 節では他動詞型 SODC の特徴を述べ、4 節では
自動詞型 SODC のデータを詳細に分析するとともに他動詞型 SODC との関係性について
考察する。最後に 5 節で理論的考察と今後の展望を述べる。

2. 先行研究
2.1 描写構文に関して
ここでは描写構文に関する先行研究を概観し、特に SODC について明らかになっている
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ことを示す。まず描写句とは何かを明確にする必要があるが、これまでの研究では様々な
定義が用いられている。各々の研究が採用している言語学理論の差異によらずそれらの定
義の意味的な共通点をまとめると、描写句は次のように定義できる (Huddleston and
Pullum 2002, Himmelmann and Schultze-Berndt 2005)。
描写句は動詞で表される行為の時間幅における参与者の状態を表す要素である。

(2)

ま た 、 (1) に 見 ら れ る よ う に 、 描 写 句 は 典 型 的 に は 形 容 詞 で あ る と さ れ て い る
(Schultze-Berndt and Himmelmann 2004)。名詞句や前置詞句も可能であるとする研究も存
在するが、本稿では XP が形容詞のものに限定して議論を進める。
Saurenbach (2008: 246-249) は描写句について以下のような制約があるとしている。
(3)

a.

描写句はステージレベル述語である 2

b.

描写句は一文につき 1 つしか許容されない

c.

描写句は 2 つ以上の参与者を描写することができない

d.

描写句が叙述できるのは参与者のみである

ただし (3a) に関しては絶対的な制約ではないように思われる。(4) はこれまでの研究で頻
繁に引用されてきた SODC の例文であるが、これらの形容詞はステージレベルではないと
考えられるため、(3a) に対する反例となる。

(4)

a.

She died young.

b.

They burned her alive.

(Halliday 1967: 80)
(Green 1973: 257)

次の (3b) は、以下のような文が存在しないことを意味している。(5) では、raw と naked
という 2 つの描写句が用いられており、前者は目的語の the meat を、後者は主語の John
を叙述することを意図したものであるが、これは非文となるようである。

(5)

*John ate the meat raw naked.

(Saurenbach 2008: 246)

(3c) については、他動詞型の描写構文において XP が NP1 と NP2 の両方の状態を表すこと
が不可能であるということを意味している。例えば次の (6) において、主語項の John と
目的語項の Mary のどちらもしらふであるという読みはできない。
(6)

John slapped Mary sober.

(Shibagaki 2011: 156)

また、このような他動詞型の描写構文において XP が NP1 と NP2 のどちらを叙述するか決
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定 づ け る の は 文 脈 で あ る と 曖 昧 に 述 べ ら れ る に 留 ま っ て い る (Saurenbach 2008,
Shibagaki 2011)。
(3d) が意味するのは、描写句は主語項または目的語項にある名詞句しか叙述できず、斜
格で表されるような名詞句は叙述できないということである (Goldberg 1995, Rothstein
2007) 。
(7)

a.

*John loaded the hay onto the wagon full.

b.

*John gave the book to Mary sick.

(Rothstein 2007: 215-216)
(ibid.)

そして (3d) にはもう一つ含意がある。それは、描写句は副詞とは異なるということであ
る。

(8)

a.

John left the room angry.

b.

John left the room angrily.

(ibid.: 210)
(ibid.)

他動詞型 SODC である (8a) は、John が部屋を出る時に実際に怒った状態であることを言
語化している。一方 (8b) のように副詞で表された場合は（扉を大きな音を立てて閉める
など）John の出ていく様態が怒っているようだということを述べており、実際に John が
怒っているかどうかとは関係がない。
以上が描写句の特徴であるが、構文の単位で観察するとその形式的側面にも一定の特徴
が見られる。まず、描写句は必ず節の最後に置かれることが挙げられる。これは主語指向・
目的語指向の両方に言える特徴で、主語指向の描写句であっても (9b) のように主語項名
詞句の直後に置かれると非文になる。

(9)

a.

John wrote the dissertation undisturbed.

b.

*John undisturbed wrote the dissertation.

(Saurenbach 2008: 245)
(ibid.)

もう一つの統語レベルでの性質として、多くの研究者は描写句を付加詞（つまり文の成
立に必須ではない要素）として見なしていることが挙げられる (Green 1973, Goldberg and
Jackendoff 2004, Schultze-Berndt and Himmelmann 2004) 3。
(10)

a.

He left his house.

b.

The waiter danced.

(cf. (1a) )
(cf. (1c) )

以上をまとめると、本稿で分析する描写構文とは NP1 + V (+NP2) + XP という形式で、(2)
の定義に合致する描写句（形容詞の種類は制限しない）を 1 つ持つ構文であると定義づけ
ることができる。ここで、先行研究では明確にされていない 2 つの問題点を指摘しておき

4

たい。

i)

なぜ形容詞の XP が付随するのか

ii)

なぜ XP が NP1 を叙述できるのか

(10) に示したように XP を削除しても残りの部分が成り立つのなら、なぜ形容詞が節末に
生起しているのか、またその節末に置かれた形容詞がなぜ位置的に離れた名詞句の状態を
示すことができるのか、理由を説明する必要がある。

2.2 理論的枠組み
本稿では構文文法（Goldberg 1995, 2003, 2006）の枠組みを用いて描写構文の記述を行う。
Goldberg (1995: 4) は構文を次のように定義している。
(11)

構文とは形式と意味の対応物であり、その形式もしくは意味のある側面が、構文の
構成要素もしくは既存の他の構文から厳密に予測できないもの。

この理論では、個人の持つ言語知識は構文ネットワーク (construct-i-con) という高度に構
造化された構文の集合体によって捉えられるとされる (Goldberg 2003: 219) 。このネット
ワーク内ではあらゆる大きさ・抽象度を持つ構文が、意味的・形式的類似性に基づく継承
リンクによって繋がれている。Goldberg (1995: 75-81) が提案する継承リンクには次の 4
種類がある。

(12)

a.

多義性のリンク：構文の持つある特定の意味と、それから拡張した意味との間
の意味的関係を捉えるもの。（例：二重目的語の多義性）

b.

部分関係のリンク：ある構文が、独立して存在する別の構文の真部分 (proper
subpart) である場合に想定されるもの。
（例：結果構文と自動詞結果構文との関
係）

c.

具体例のリンク：ある構文が他の構文の特殊例 (special case) である場合に立
てられるもの。（例：結果構文と “drive NP crazy” 構文との関係）

d.

メタファー的拡張のリンク：二つの構文がメタファー的写像によって関係付け
られる場合に想定されるもの。（例：移動使役構文と結果構文の関係）

これらのリンクによって表される継承関係は、構文間の動機付けを表している。例えば、
構文 A が構文 B を継承している場合、
「構文 B が構文 A を動機づけている」という (ibid.:
73) 。
構文文法ではこのようなネットワークの中に分析対象の構文を位置づけることによって
その構文の記述が可能となる。本稿で問題とする NP1 + V (+NP2) + XP という形式を持つ構
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文には、大きく分けて結果構文・SODC・OODC の少なくとも 3 種類があると考えられる。
しかし、前節でも述べた通り特異な統語的振舞いを持つ SODC は (11) の構文の定義に照
らし合わせてもやはり独立した構文として捉えるべきだと考えられる。それにもかかわら
ず、これまでの研究では結果構文と描写構文を対比させることに焦点が置かれ、後者を下
位分類に分けてそれぞれを詳細に記述することがなおざりにされてきた。XP の指向性は
文脈によると曖昧に述べられてきたのもこれが原因であると思われる。
そこで本稿では SODC に焦点を当て、描写構文の下位分類である他動詞型 SODC と自
動詞型 SODC をそれぞれ自立した構文であると仮定し、両者が互いにどのような関係にあ
るかを探る。この際、構文文法としては他動詞型 SODC が自動詞型 SODC を動機付ける
であろうとの予測が立てられる。Goldberg (1995) は (12b) に挙げたように、結果構文な
どの各構文において自動詞型と他動詞型を比較し、部分関係のリンクによって前者が後者
に動機付けられていると述べている。このことから、描写構文でも同じことが言えるので
はないかという予測を立て、構文同士の関わりを考察しながら各々を構文ネットワークに
位置づける形で、詳細な描写構文の記述を試みる。
3 節では他動詞型・自動詞型 SODC のデータと分析を提示し、4 節では両構文を構文ネ
ットワーク内に位置づけるために、構文同士の関係性について考察する。

3. データと分析
まず 3.1 節で他動詞型 SODC のデータと分析を示し、3.2 節では自動詞型 SODC のデー
タを動詞による 4 つの分類ごとに提示する。

3.1 他動詞型 SODC
本稿で分析するデータは全て、Corpus of Contemporary American English（以下 COCA）
から抽出したものである。他動詞型 SODC の用例を集めるため、(13) の形式に当てはまる
ものを抽出し、その中から意味的に SODC を分類した。V には Dixon (2005) による動詞
の意味分類で Primary Verbs として挙げられているものを１つずつ挿入し 4、XP が典型例
である形容詞となるように設定した。これによって抽出された用例のうち、各スロットが
指定通りの品詞で機能する（つまり「動詞＋冠詞・代名詞を含む名詞句＋形容詞又は過去
分詞」が文末にくる）ものだけに絞った 5。その後 XP が (2) に挙げた描写句の定義に合致
する形で NP1 を叙述すると分析できるものを集めた。
(13)

[V].[v*] [a*] [nn*] [j*]|[v?n*] .

結果的に分析対象となったのは 73 例で、32 タイプの動詞、45 タイプの XP が見られた。
ここでまず、どのようなイベントが表されているかを V スロット中心に観察したい。全 73
例のうち 53 例が NP1 の移動を表すイベントであることが明らかになった。ただしこの 53
例には、(14a) のようにいわゆる移動動詞が用いられた事例の他、(14b) のように NP1 + V +

6

NP2 全体で移動イベントと解釈できるものも含まれている 6。
(14)

a.

Women walk the streets unescorted.

b.

…he took a step unaided.

移動イベント以外で複数の事例があったのは、動詞 play（3 例）, live, use（各 2 例）で
あった。

(15)

a.

Cassie played the game naked.

b.

I guess you can’t live your life afraid.

c.

I cannot even use my chamberpot unobserved.

いずれも、V によって NP2 の位置が移動したり状態が変化したりというような影響性の強
いイベントは見られない。しかし、(16) のような用例も若干数抽出されたことから、この
影響性の低さはこの構文の成立条件ではないようである。

(16)

Their rivers, lands and forests are so contaminated that many are biologically
dead, no longer capable of repairing the damage unaided.

次に XP スロットに注目し、描写句の傾向を見る。語の単位で見ると全 45 タイプのうち、
naked が 6 例、uninvited, unscathed がそれぞれ 4 例でさほど大きな偏りは見られない。
しかし形態素の単位で見ると、un-ed（否定接辞＋動詞過去分詞）が 40 例と全体の半数以
上を占めており、特徴的である。意味の側面に注目すると、何かが欠如している状態を表
す語が 7 割を占める。これには naked や barefoot のように衣服を身につけていない状態、
援助や歓迎などの利点がない状態（例：unaided, unescorted）、監視や危害などの障害が
ない状態（例：unhindered, unobserved, unscathed）の大きく 3 種類が存在する。その他
は精神的な状態を表すもの（例：bewildered, triumphant）が見られた。
V + NP2 + XP 全体を総合的に見ても、「NP1 の移動イベント＋un-ed」という形が大部分
を占める。表 1 はトークン数 3 以上を持つ動詞とその NP2, XP を示している 7。全用例が
73 例とかなり限られた数ではあるが、本研究のデータが示す限りにおいては、他動詞型
SODC は典型的に「移動もしくは影響性の低いイベント＋何らかの欠如」という構造を持
つと言える。
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表 1 トークン数 3 以上の動詞＋NP2＋XP
V

NP2

XP

office

unannounced

wilds

prepared

churches

shoeless

V

party

enter 14

dejected

house

unaccompanied

triumphant

ring

undamaged

unarmed

shower

naked

step 2

unaided 2

walk

unescorted

justified

uninvited

take 4

answer 3

door

country

barefoot 2
shirtless

home

family

city

unobserved

game

unprepared

building

unscathed

village

alive

escape 3

day

unnoticed
unscathed

street
dog
walk 3

street(s)

naked
unescorted
unruffled

surface
reach 7

alone

office

house
thoughts

XP
drunk

leave 5

naked
room

NP2

intact

destination
Mall
rim

unscathed

woods

unseen

3.2 自動詞型 SODC
次に自動詞型 SODC のデータを提示する。同じく COCA から (17) の形式を用いて抽出
した。これらの用例は「任意の語＋be 動詞以外の動詞＋形容詞または過去分詞」の単文と
なる。

(17)

. * -[be].[v*] [j*]|[v?n*] .

他動詞型と同様に、抽出された用例のうち XP が (2) に挙げた描写句の定義に合致する形
で NP1 を叙述すると分析できるものを集めた。その結果、自動詞型 SODC と最終的に同定
されたのは 414 例となった。ただし、描写句は省略しても残りの部分の容認度が落ちない
という先行研究の結果をもとに、XP スロットを必須とするような動詞は対象外としてい
る 8。対象となった 414 例の中で、動詞 remain の用例だけが 138 例と圧倒的に用例数が多
く、続いて stand (73), stay (64), keep (23), sit (22), go (15), lie (14) の順で用例数が多かった。
その他は全て 10 例を下回った。

8

頻度の高い動詞に注目すると、コピュラ動詞・体勢維持動詞・移動動詞・その他の大き
く 4 つに分類された。以下、順に示す。

3.2.1 コピュラ動詞
ここでコピュラと呼ぶものは、Quirk et al. (1985: 1172) において current copulas とされ
ているもので、具体的には remain (138), stay (64), keep (23) である。XP の特徴は silent,
quiet など音がない状態を表す形容詞が多いことである。
(18)

a.

He remained silent.

b.

I stayed tightlipped.

c.

I kept quiet.

これらの動詞は他動詞型 SODC には見られなかったものであるので、構文同士の直接的
な比較は不可能である。動詞 remain の用例において XP に un-ed が用いられているもの
（例：remain unknown/unruffled）も 16 例抽出されたが、これは「〜のままである」と
いう動詞の語彙自体が持つ意味と整合性があるからだと予測される。
本稿では XP を必須としないという理由でこれらの動詞を分析対象としたが、描写構文
に関する先行研究では be 動詞のようなコピュラ構文は描写構文としては扱われていない
場合が非常に多いので、これらのデータを描写構文として見るかどうかは議論の余地があ
りそうである。一般的にコピュラとされる動詞は語彙として意味を持たず、主部と述部を
連結させる機能を果たす。ここで挙げた 3 つの動詞は、be 動詞とは異なり XP の状態が維
持される・不変であることを表す意味は持つものの、これまでの研究で頻繁に引用されて
きた (1c) のような文とは性質が異なるように思われる。この議論については更なるデー
タと考察が必要である。

3.2.2 体勢維持動詞
ここでは stand (73), sit (22), lie (14), pose (1) という 4 つの動詞が用いられた用例を分析
する。これらの動詞とともに用いられた XP には still, motionless, frozen など動きがない
ことを表す形容詞が最も多く、コピュラ動詞に多く共起した silent など音がないことを表
すものがそれに続いた。

(19)

a.

We stood motionless.

b.

Johan sat still.

c.

He lay immobile.

また動詞が stand の用例には (20) のような拡張例も見られた。(20a) の ”stand tall” と
いう表現は「堂々としている」というような意味で、背筋を伸ばして立つこととその時の
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態度という共起関係に基づくメトニミー的表現であると考えられる。この用例からも、や
はり (3a) に挙げた「描写句はステージレベル述語である」という制約は訂正する必要が
あることが分かる。(20b) にある “stand corrected” という表現は 9 例抽出された。ここ
では動詞の語彙的意味が漂白化し「誤りを認める」という意味で解釈される。したがって、
これはある程度定着したイディオム表現であると考えられる。

(20)

a.

“I really came by because I thought...” But Tipstein doesn’t really know what
he thought or what to say next. And then a divinity, a white fudge divinity,
inspires him. He stands tall. “I came by because I thought Binky (...)”

b.

Mr. BUTLER: I actually - forgive me for correcting you, but I actually did not
say that one country in particular should be scrutinized. What I said was, one,
we can not rule out that this is home-grown; two, that of the various states, you
know, foreign countries that could be sources of this anthrax, (…).
SIMON: OK. Thank you. I stand corrected.

体勢維持動詞が用いられたこれらの表現は、これまでに描写構文とされてきたものの定
義に合致する。単純に 2 つの要素を繋ぐとされるコピュラ動詞とは異なりそれ自体で意味
を持つ動詞が用いられ、XP を省略しても NP + V で表されるイベントの解釈は変化しない
用例だからである。(20) のような表現が存在することを考えると、
「NP＋体勢維持動詞＋
XP」という形式を持つ構文は意味的な拡張を許すほど定着した自動詞型 SODC であると
判断できる。

3.2.3 移動動詞
次に、動詞の語彙的意味として主語項の移動を含意する go (15), leave (8), come (7),
escape (3), enter/run/walk (2) の 7 種類の動詞の用例を分析する。共起する XP の特徴は
un-ed という形式を持つ形容詞が非常に多く用いられていることである。全用例から抽出
された 21 例の形容詞のうち 18 例（14 タイプ）が移動動詞とともに抽出された。これらの
動詞や XP の特徴は他動詞型 SODC に共通するものである。
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表 2 自動詞型 SODC における移動動詞と XP
answered

bagged

barefoot

cheap

sliding
unanswered
go 15

complete
come 7

unchallenged

dressed

unnoticed 5

drunk

unpaid 2

frozen

unpunished

unhurt

unread

escape 3

unrented
alone 2
hapless

enter 2

excited
unescorted

run 2

happy 2
impressed 2

unharmed
unpoisoned

disappointed
leave 8

depressed

scared
unopposed

walk 2

barefoot 2

表 2 から分かるように、特に un-ed が共起しているのは動詞 go で、15 例中 XP が un-ed
であるものは 12 例抽出された。しかし注意が必要なのは、go が un-ed と共起した場合、
(21) のように動詞の意味が移動ではなくなる場合があるということである。
(21)

a.

“I can make you summa what I just had, Mr. Archy,” the boy volunteered. It
went unnoticed. He wanted to say nothing more.

b.

Fewer cars filled the parking lot, while more work got outsourced to
dealers. Bills went unpaid. Mechanics' checks were shrinking. The owner had
taken a pay cut.

(21a) は少年が教室で自発的に手を上げて先生に申し出たが気づかれずに見過ごされたと
いう意味で、(21b) は不況で（電気代などの）請求金額が支払われないままになったとい
う意味である。これらの用例における go はいずれも NP1 の物理的な移動を表さず、
「〜の
ままになる」というような解釈を持つ。
このような解釈を持つ事例は特殊であるように思われるかもしれないが、(21) のような
事例は拡張事例として捉えられると本稿では考える。Schönefeld (2015: 433) は “V + un-ed”
という形式を持つ構文 (un-participle construction) の研究の中で、(21) のような事例を分
析している。同研究においては、このような移動の意味を持たない用例を attributive
Argument-Structure Construction、移動の意味（動詞の語彙的意味）が保たれた用例を描
写構文として区別しているものの、前者は後者が比喩的拡張を経て定着したものであると
位置づけている。本論文の描写構文の定義では、V で表される行為を移動事象であるもの
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だけに限定している訳ではないので、(21) のように移動の意味が漂白化した用例も描写構
文の一部として捉えられる。

3.2.4 その他の動詞
既に挙げた 3 種類の動詞のいずれにも属さない動詞は 18 タイプあるが、3 例以上用例が
あった動詞は die (7), play (4), stare/write (3) の 4 タイプのみである。XP に関しては、意
味的にも形式的にも際立った特徴は見られない。
表 3 自動詞型 SODC におけるその他の動詞と XP
destitute
friendless
die 7

fascinated
stare 3

happy

unbelieving

heirless

sad

hungry

write 3

young 2
aggressive
play 4

forlorn

blindfolded

silly
cook 2
listen 2

coy
unintelligible

serious
naked 2
astonished
expressionless

sleep 2

entwined
spooned

これらの用例は、自動詞型に限っても他動詞型と合わせてみても特徴の一般化ができな
い。動詞 play は他動詞型 SODC においても見られたが、両構文の XP 同士を比べても共
通点は見当たらない。また、動詞が learn で XP に young が用いられた用例が両構文にお
いて抽出されたが、その数は 1 例ずつである。

4 考察
本稿では他動詞型 SODC と自動詞型 SODC がそれぞれ自立した構文であると仮定し、3
節ではコーパスから抽出した用例を分析した。本節ではこの分析をふまえ、2.1 節で挙げた
2 つの問題点について考察する。

4.1 形容詞が付随する理由
まず 1 点目の問題点、つまり節末になぜ形容詞の XP が付随するのかについて考えてみ
たい。前節で詳しく分析した用例の中には XP を省略すると残りの部分の容認度が落ちる
ものはない。3.2.1 節でコピュラ動詞という名のもと用例を分析したが、これらも典型的な
コピュラである be 動詞とは異なり、XP の形容詞がなくても文が成立することは既に述べ
た通りである。確かに拡張事例だと考えられるものは XP を省略するとそのイディオム的
意味がなくなってしまうが、それでも残りの部分が非文になってしまう訳ではない。
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先行研究で挙げられているように、XP の部分に -ly 接辞のつく形容詞派生副詞が後続す
るものもある。英語の歴史的な変化を考慮し、形容詞と副詞の差違は非常に曖昧なもので
あると捉え、本来副詞として用いられていたものが形容詞で定着したとも考えられるかも
しれない。しかし (8) に挙げた例では形容詞と副詞で解釈が異なるのが明らかであり、こ
の説明は妥当性を持たない。
認知文法の枠組みで、XP が形容詞の用例と副詞が用いられた用例の差違を説明するこ
とはできる。Langacker (2008: 116) は形容詞と副詞はいずれも非プロセス関係をプロファ
イルするものであるが、そのトラジェクターは形容詞の場合はモノ、副詞の場合は関係で
あると述べている。これは人間の認知、より具体的には人がどのようにイベントを捉える
かを反映している。例えば (22) は COCA から抽出された用例で、いずれも非常に類似し
たイベントを表しているが、(22a) では形容詞、(22b) では副詞が用いられている。

(22)

a.

They stood quiet for a little while.

b.

Neela stood quietly for a moment.

人が立っているという静的なイベントを見て、概念化者の中でイベントの参与者の状態と
イベント自体の様態とが曖昧になることは十分に考えられる。つまり、立っている状態の
時に NP1 が静かであるとも捉えられるし、立っているという行為自体に音が含まれていな
いと捉えることもできるのである。前者の捉え方で言語化されると XP は形容詞として現
れ、後者なら副詞となる。
しかし、このように差を述べることができても形容詞が節に後続する理由を明確にした
ことにはならない。構文文法では構文同士の関係性を明らかにすることによって、ある構
文の特徴を説明する。ここで、3.2 節前半で分析したコピュラ動詞と体勢維持動詞が用いら
れた自動詞型 SODC に焦点を当てたい。これらはいずれも静的なイベントを表す動詞であ
り、また XP には silent などの音がないことを表す形容詞が多く抽出されたという点にお
いて類似している。木原 (2006: 10) は「NP＋体勢維持動詞＋Adj 」の形式を持つ構文を、
コピュラ構文カテゴリーと描写構文カテゴリーをつなげる事例であると述べている 9。(19)
や (22a) のような用例をコピュラ文と分析するかどうかは別途検討が必要であるが、この
主張を構文文法の理論に寄せて言い換えるなら、体勢維持動詞が用いられた自動詞構文は、
コピュラ構文からの継承を受けているということになるだろう。

『言語科学論集』第 21 号 (2015)

13

図 1 コピュラ構文からの動機付け

もしこれが正しければ、「NP1＋体勢維持動詞＋XP」という構文はコピュラ構文に動機付
けられていることになるので、動詞の後に形容詞が後続することが説明できるのである。

4.2

XP が NP1 を叙述できる理由

次に 2 点目の問題、つまりなぜ節末の XP が統語的に離れた NP1 を叙述できるのかにつ
いて考察する。これは特に他動詞型 SODC において問題となる。自動詞型 SODC におい
ても確かに NP1 と XP は隣接していないのだが、元々形容詞が叙述する対象としては NP1
しか存在しないため、必然的に NP1 の状態を指すのだと言うことはできるかもしれない。
しかし他動詞型 SODC においては、もう一つの名詞句 (NP2) が隣接しているにも関わら
ず、離れた NP1 を叙述することから、確実な説明が必要である。
3.1 節で分析した他動詞型 SODC のデータから、各スロットの特徴によってこの特殊な
統語的振舞いが許されるのだと考えられる。XP に現れる形容詞は naked, uninvited,
unscathed など人を描写対象とするものが多い。また、V + NP2 で表されるイベントの多く
が NP1 の移動であるため、NP2 には場所を表す語など無生物名詞が用いられることが必然
的に多くなる。そのため XP は有生物である NP1 の状態を示していると解釈されるのであ
る。しかしこれは、いわば XP が NP1 を叙述すると解釈されるための条件を述べただけで
あり、節末の XP が NP1 を叙述できる理由、換言すればなぜ XP が NP1 の直後ではなく節
末に置かれているのかという理由を説明したことにはならない。
ここで、3 節で分析した移動動詞の用いられた用例に着目する。他動詞型において移動
イベントが多く現れたのは先に述べたが、自動詞型にもこの種の動詞が用いられている。
また両者において XP の特徴、つまり un-ed の形式を持つ形容詞が多く現れているという
特徴が共有されている。このことから、移動動詞が用いられた用例は他動詞型 SODC と自
動詞型 SODC の関わりを提示するものであると考えられる。
Schönefeld (2015: 444-445) は、量的分析を通して go/come/run + un-ed という形式が低
次スキーマを持つことを証明している。どの程度の頻度が確認されれば構文スキーマがあ
ると言えるのかは明確な指標が設定できないと慎重な姿勢を見せつつも、少なくとも go,
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come, run の 3 つは構文スキーマがあると考えられるだけの頻度を有していると述べ、run
は ”go/come + un-ed” の用例が定着したことによりアナロジーで用いられるようになっ
たとしている (ibid.: 434)。Schönefeld の研究は「自動詞＋un-ed」に対象を限定している
が、COCA からは以下のような用例も得られる。

(23)

a.

Neither came out unscathed.

b.

You come through the situation unharmed.

a.

I came into this process undecided.

b.

Daphne came to us totally untrained.

(23) はすべて動詞の後に副詞的要素（前置詞＋名詞句など）が続き、その後に un-ed が現
れている事例である。これらは全て、Schönefeld のアナロジーの議論の延長として捉えら
れる。つまり、ある言語表現の使用頻度が上がり構文スキーマが形成されると、それに類
似した語彙や表現が許容されるようになるので、”come + un-ed” という構文スキーマの定
着により、(23) のように動詞の後に副詞的要素が許容されるようになったと考えられる。
このように考えれば、他動詞型 SODC は自動詞型 SODC の拡張事例が定着したもので
あるという想定が可能である。なぜなら、(23) のような言語表現が定着した結果、例えば
“come into NP” が “enter NP” という異なる動詞で言語化されることは十分に考えられ
るからである。

図 2 SODC における移動イベントの拡張

これが正しければ、他動詞型 SODC が自動詞型 SODC に動機づけられていると理論的
に言い換えられることになる。実証するには量的分析が必須であるが、この仮説には 2 つ
の利点がある。一つには、描写句が付加詞として分析されてきた理由が説明できることで
ある。元々、動詞の直後に要素を必要としない自動詞に続く形で XP が定着してきたので、
他動詞型 SODC においてもいわゆる項（文の成立に必須の要素）ではなく付加詞であると
分析されるのである。もう一つは、主語指向の XP であっても節末に生起し、NP1 の直後

『言語科学論集』第 21 号 (2015)

15

には置くことができない理由も説明できる。自動詞型 SODC のスキーマが形成されて動詞
の直後に他の要素を許すようになったという経緯があるため、XP が動詞の前に現れるこ
とは考えられないのである。
しかし、他動詞型・自動詞型両方において、全てが移動イベントからの拡張で捉えられ
る訳ではないのも事実である。3.1 節で見た NP2 に対する影響性の低いイベントや、3.2.4
節に挙げた用例には単純にアナロジーから生まれたものであると説明できないものもある。
これらについては、新たにデータを集めて更なる分析を行う必要がある。

5.

結語
本稿では、質的な分析を通して他動詞型 SODC が自動詞型 SODC に動機づけられてい

るという可能性を示した。最後に、本論文が構文文法の理論に示唆するところを記してお
きたい。
Goldberg の構文文法では、2.2 節で述べた通り構文ネットワーク内に 4 つの継承リンク
を仮定している。先に述べた Schönefeld (2015) の分析では “go/come + un-ed” が比喩的
な拡張を見せていることが述べられているが、これは (12d) に挙げた Goldberg の比喩拡
張のリンクで正確に捉えることができる。
また、本論文は自動詞型 SODC は他動詞型 SODC と部分関係のリンクで結ばれるだろ
うという理論的予測を出発点とした。これが意味するのは、他動詞型 SODC は自動詞型
SODC を動機付ける (motivate) もしくは支配する (dominate) ということである。極端に
言い換えるなら、他動詞型 SODC があるからこそ自動詞型 SODC が存在しているという
ことになる。しかし分析の結果はむしろ逆で、自動詞型 SODC から他動詞型 SODC が派
生したと考えられ、
「自動詞型 SODC が他動詞型 SODC を動機付けている／支配する」と
言うべきであることが示唆された。
これに加え、Goldberg の提唱する 4 つの継承関係だけでは表すことのできない関係性も
存在することが本分析の結果明らかになった。本論の結論に至る過程ではアナロジーによ
る拡張を述べた。このような拡張は、Bybee (2010, 2013) のようにアナロジーによって構
文は拡張しうるという立場を取る用法基盤モデルをベースとした構文文法では問題なく扱
えるのだが、Goldberg の 4 つの継承リンクでは表し得ないものである。このタイプの拡張
は通時的な観点を含むものであって、Goldberg のいう構文ネットワークには明記する必要
のないリンクであると捉えることも可能かもしれない。しかし、図 2 に示した拡張のそれ
ぞれの段階で使用頻度が異なるのであれば、構文ネットワークをより精密に記述していく
上でアナロジーによる拡張を捉えられる継承リンクを設定する必要があると思われる。
今後は本論文で導いた結論を通時的な観点を含め検証する必要がある。もし実証されれ
ば、量的分析を通して現代における SODC の様相を記述することが期待される。量的に十
分確保されたデータがあれば、どの構文がどの程度の抽象度において構文スキーマを形成
しているかを表すことができる。現状として構文文法が結果構文と描写構文の差異をうま
く捉えきれていないのは、ある特定の構文内の異なる抽象度を含むネットワークの精緻化
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を行わずに、異なる 2 構文間の比較を試みていることが原因として挙げられるだろう。ま
ず各々の構文の具体事例を質的に分析することによって、より具体性の高い部分からネッ
トワークを詳細に記述し、量的な分析によって構文スキーマを同定するという手順を踏め
ば、形式が同一で扱いづらいと思われる結果構文と描写構文のような構文同士の比較も可
能となるのである。

注
1.

結果句とは、NP1 による行為 (V) の結果、NP2 が経験する状態変化の結果状態を表す
要素である。この要素を持つ構文は、結果構文と呼ばれている。

2.

ここでのステージレベル (stage-level) は Carlson (1977) の定義による。

3.

ただし、これまでの研究には様々な描写句の定義（どのような用例を描写構文と見な
すかの指標）が存在しているため、描写句が付加詞であると捉えるかどうかは研究者
によって異なる。例えば Halliday (1967) のように述語補部 (predicate complement)
と本稿の定義での描写句との差を設けていない研究者は、全ての描写句を付加詞とし
ている訳ではない。

4.

この手順を取った理由は 2 つある。一つは動詞を指定しなければ検出される用例が非
常に多くなり、全てを質的に分析できなくなってしまうからである。もう一つの理由
は、動詞の意味分類を用いることによってこの構文に現れる動詞の意味的なタイプが
明らかになると予測したからである。しかし実際は、描写構文における動詞の傾向は
把握できなかった。

5.

XP スロットに形容詞のタグを用いると過去分詞と分析できる語も含まれたため、XP
には形容詞と過去分詞の両方のタグを用いた。また off-line や face-to-face などハイフ
ンで繋がれて一語として扱われているものも抽出されたが、本研究では XP が前置詞
句の場合を分析対象外とするため除いた。

6.

本稿で特に引用を記していない用例は全て COCA から抽出された用例である。また、
用例の中で描写句であると同定できる語（もしくは筆者による作例の中で描写句を意
図した語）をイタリックで表記している。

7.

表 1 の中には “answer the door barefoot” のように必ずしも移動イベントとは解釈で
きないものも含まれている。これらは (15) に挙げたような影響性の低いイベントで
あると本論では考える。

8.

本研究では be 動詞が用いられた用例と、義務的に補語を伴う知覚動詞（seem, sound
など） が用いられた用例は分析の対象外とした。この理由は、描写句は省略しても
残りの部分の意味や容認度に影響はないとの指摘が数多くの先行研究に見られるか
らである。確かに ”NP + V + XP” という形式において、XP が NP を叙述するという
自動詞型 SODC の定義上、Quirk et al. (1985: 1172) の current copulas にあたる動詞は
この構文と非常に親和性が高いが、XP の義務性の観点から be 動詞と義務的補語を伴
う知覚動詞は排除した。また、remain, keep, stay は同じ current copulas として挙げ
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られているが、次のように補語は必須ではないので分析の対象としている。
例）The question remains (unanswered).
9.

ここでコピュラ構文とされているのは、be 動詞や seem, look など補語を必須とする
動詞が ”NP + V + Adj” の形式で用いられているものである。
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Subject-Oriented Depictive Constructions in the Construct-i-con
Haruka Ogawa

This paper examines Subject-Oriented Depictive Constructions (henceforth SODC) from
the viewpoint of Construction Grammar. A reasonable conclusion derived from a
qualitative analysis demonstrates that Transitive SODC (e.g. He left his house angry) are
likely to be motivated by Intransitive SODC (e.g. The waiter danced naked) and not vice
versa.
In constructional approach, there has not been an explanation as to why the depictive
predicate located at the end of the clause can describe the state of the subject referent. In
addition, the relationship between Transitive and Intransitive SODC has not been
investigated although it is assumed that they are connected by the subpart link (Goldberg
1995).
This study shows that instances extracted from the Corpus of Contemporary
American English reveal some similar characteristics between Transitive SODC and
Intransitive SODC with motion verbs. Given that the latter occurs frequently enough to
form verb-specific constructional schemas and allow adverbial elements between verbs
and depictive predicates, it is plausible to conclude that Transitive SODC are developed
by an analogy from extended examples of Intransitive SODC.

