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宋 昌代

(ソン qチャンデ)

京都大学

haj96610@yahoo･co･jp

1.はじめに

本稿では､英語動詞 haveの多義性について､本動詞用法を中心に認知言語学的枠組みか

ら参照点構造を用いて分析する1ohaveの本動詞用法には､次のような事例が見られる｡

(1)a.Shehasaknifeinherhand.(物理的所持)

b･Hehasblueeyes.(身体部分)

C.Ihaveasister.(親族関係)

d.Hehasaworldrecordinmarathon.(抽象的所有)

e.Thetablehasfourlegs･ (全体 ｡部分)

f.Theboxhasanappleinit. (包含関係)

g･wehave血eseaonourleft･ (位置関係)

(1)に見られるように､haveは､物理的な所持をあらわすだけでなく､身体部分､親族関係､

位置関係をあらわすなど､その意味は広範囲にわたるO英語動詞 haveの研究に中右(1998)

があるが､その研究手法は､haveの事例を一つずつ提示し､それぞれがどのような意味で

用いられているのかについての記述レベルの分析にとどまっているoそれゆえ､haveのそ

れぞれの意味間にどのような関係があり､haveの意味がいかにして拡張していったのかと

いう問いに対しては､答えられることはなかった｡

本稿では､参照点構造からhaveの分析を行った Lamgacker(1993′1995)のモデルに修正を

加え､個別事例までを網羅するスキーマを提示しながら､haveの多義性について考察するO

そして､haveの多義性が認知的なさまざまなメカニズムによって動機づけられているとい

うこと､それぞれの意味の間にある関係がネットワークカテゴリーをなしているというこ

とを明らかにするOまずは､次節でLangacker(1993′1995)の参照点によるhaveの分析を概

観し､その問題点を指摘する｡

㊨宋 昌代､｢多義語haveのネットワークモデル｣
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2.先行研究におけるhaveの分衛 Lamgackey粗993′且995)

認知言語学的な観点からhaveの分析を行っている先行研究に､Langacker(1993′1995)が

あるoLangacker(1993,1995)は､多義語であるhaveの表面にあらわれる意味を見るだけで

なく､参照点構造を用いることによって統合的な視点から分析を行い､以下のように図式

化している｡

図-1:Langacker(1995:6)

図引 こおいて､サークル(1)はhaveの主語の支配領域､サークル(2)はhaveの目的語(ターゲ

ットないしランドマーク)､サークル(3)はhaveの主語(参照点ないしトラジェクタ-)､破線

矢印(卿まメンタルパス､実線矢印(5)は時間のスケール､太線はプロファイルを､それぞれ

あらわしている｡しかし､Lamgacker(1993′1995)の分析では､主語名詞句を参照点として

アクセスできるターゲットの可能性を決定できるのが主語名詞句のみであり､目的語名詞

句に対する検討はなされていない｡それゆえ､次のような例が容認されないことに関して

説明を与えることができないのである｡

(2)がmeBigDipperhas払eNo如hStar･

それゆえ､haveの特徴を捉えるには､主語名詞句に着目するだけではなく､主語と目的語

の関係から目的語名詞句に対しても詳細な規定を与える必要がある｡

本稿では､このような問題を解決するために､haveの解釈に関わる背景知識､すなわち

ドメインを検討することで､主語名詞句と目的語名詞句の間にどのような関係があるかを

探り､haveの内実を明らかにするOその上で､Langacker(1993,1995)の参照点構造による

haveのスキーマを修正し､スキーマ､プロトタイプからの拡張を含むhaveの語桑ネットワ

ークを提示する｡
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3｡本稿におけるhaveの分析:haveの解釈にかかわるドメイン

動詞haveの解釈には複数の ドメインがかかわっているOここで言うドメインとは､ある

語の意味を概念化す る際に必ず前提 として要求 され る別の概念 の集合 を指す｡

L弧gaCker(1987a:147)によれば､認知 ドメインとは｢意味的な単位の性格づけが行われる文

脈｣である｡もっとも基本的な ドメインには､空間と視覚､温度､味､圧力､痛み､色があ

るが､認知単位には｢空間｣や｢温度｣､｢色｣の基本 ドメインに基づいて規定することができ

ないものも存在する｡Langacker(1987a:185)は､例として UNCLE｢叔父｣をあげているO

この定義に関わってくるのは入物､性別､誕生､ライフサイクル､親子関係､兄弟姉妹関

係である｡ これ らを考慮することにより､｢叔父｣とい う概念が理解できるのである｡

Langackerの認知 ドメインという概念には､抽象的な ドメインも含まれ､動詞 haveを解釈

する際にもさまざまな ドメインがかかわっているのである｡

本稿では､haveの解釈にかかわるドメインには三種類あると考えるO-つめは､主語(と

して言語化されたもの)とは別のものの支配領域から主語(として言語化されたもの)の支配

領域-目的語(として言語化されたもの)が移動する場合である｡本稿ではこれを｢獲得 ドメ

イン｣と呼ぶことにする｡二つめは､目的語が複数の支配領域間を移動することなく､主語

の支配領域にもともと備わっている場合であり､これを｢既存 ドメイン｣と呼ぶことにする｡

三つめは､主語がその支配領域内で目的語をうみ出す場合であり､これを｢産出 ドメイン｣

と呼ぶことにするO

3.且｡｢獲得 ドメイン｣におけるhave

獲得 ドメインには､二重 目的語構文の解釈の背景にあるモノの譲渡が関わっている｡

LangackeT(1990a:1卿ま､以下のような二重目的語構文の例を挙げている｡

(3)BinsentJoycewairus･

さらに､LangackeTは(3)の例を以下のような認知図式であらわしている｡

臥2:Langacker(1990a:14)

図-2において､サークル(1)はもとの所有者の支配領域､サークル(2)はもとの所有者(Bill)､



38

サークル(3)はもとの位置における所有物(walrus)､サークル(4)は後の所有者の支配領域､

サークル(5)は後の所有者uoyce)､サークル(6)は後の位置における所有物(walrus)､実線矢

印(7)は所有物の移動経路を､それぞれあらわしている｡

本稿では次に挙げる例を獲得 ドメインにおけるhaveの事例とみなし､Langacker(1995:6)

の参照点構造を用いたhaveの図式に､モノの移動をあらわす図-2を加えることによって､

以下のような図式を提案する｡また､獲得 ドメインにおける haveは獲得をあらわす動詞

getとの置き換えやgiveを用いた二重目的語構文との書き換えが可能であるO

(4)a･He(has/hasgo可twocars･

b･Shegavehimtwocars･

(1) (7) (4) -ナ

･あ t(T5,1-P T･3,○ (6,

D (8)

匿

図-3

図-3において､サークル(1)はもとの所有者の支配領域､サークル(2)はもとの位置における

haveの目的語(twocars)､サークル(3)はもとの所有者(she)､サークル(弾まhaveの主語の支

配領域､サークル(5)はhaveの目的語(ターゲットないしランドマーク)(twocars)､サークル

(6)はhaveの主語(参照点ないしトラジェクタ-)(he)､実線矢印(7)は目的語の移動経路､破

線矢印(8)はメンタルパス､実線矢印(9)は時間のスケールを､それぞれあらわしている｡

また､獲得 ドメインがかかわるhaveには､上で挙げた事例の他にも次の表 1に示すよう

な分類基準をもつ事例(表2参照)が存在する｡
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表1:獲得 ドメインにおけるhaveの事例の分類基準

<主語の特性>

｡ (A):主語が有生物(a血 ateentity:A)である

｡ (iA):主語が無生物(inanimateentity‥IA)である

｡ (IAM):主語が無生物であるが､メ トニミ-拡張により有生物として解釈される

(inanimateentity(metonymy):IAM)

<目的語の特性>

A (CO):目的語が具体物(concrete払hg:CO)である

･ (AB):目的語が抽象物(abstract血血g:Alう)である

｡ (AN):目的語が有生物(animateentity:AN)である

<主語と目的語の接触状態>

｡ 汀):目的語に接触(touch:T)している

｡ (NT):目的語に接触してない(nottouch:NT)

<目的語の譲渡可能性の有無>

･ (AL):目的語が譲渡可能2である(ajienable:AL)

<主語と目的語の時間的関係>

･ CTP):一時的である(temporal:TP)

･ (ATP):永続的である(atemporal:ATP)

<その他>

｡ (TR):目的語の移動経路がプロファイルされる(b･ansfer:TR)

･ (IC):内在的な要因が前景化している(intemalcause:IC)

表2:獲得 ドメインにおけるhaveの事例

区分 スキーマ的特徴 例文

A A-CO-T-AL-TP Becarefu1-Shethas/hasgotlagun(inherhand)i

B A-CO-NTALTP WehaVetheseaonourle食.

C A-CO-NTALATP Heihas/hasgotHwocars.

D A-CO-NT-AL-ATP-TR Hhad/gotialetter?(fromhim).

E A-AB-AL-ATP WethaVe/haVegot)arighttorefuse払eproposal.

千 A-AB-ALATp-ⅠC Thewomanthas/hasgotiabadreputation.

G A-AN-T-ALTP Theboyihas/putsiaparrotonhisshoulder.

H A-AN -NT-AL-TP WecannotihaVe/invite)somanyVisitorsathome.

i A-AN-NTALATP NoshopkeeperwillnotihaVe/employ)him.
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(inherhand)i

K LAM-CO-NT-AL-TP Look-Thatredcaphastheseaonhisieft.

L IAM-CO-NT-AL-ATP Thatredcapihas/hasgotitwocars.

-M IAM-CO-NT-AL-ATP-TR Thatredcapihad/got)aletter?(fromhim),

N IAM-At3-AL-ATP Any吏ratemityihas/hasgotiaconstitutionalrightto
refusetoacceptpersonsitdisiikes.

0IAM-AB-ALATp-IC ThehoteHhas/hasgotiabadreputation.

P IAM-AN-T-AL-TP Theredcapihas/puts)aparrotonhisshoulder.

Q IAM-AN-NTAL-TP ThatredcapcamoHhave/inViteisomanyVisitorsathome.

氏 IAM-AN-NT-AL-ATP ThatredcapwiilnotfhaVe/empioyihim.

S IA-CO-T-AL-TP Thetablehassomemapsonit.

T IA-AN-T-AL-TP Thishalihasahundredsofpeopleinit.

U IA-AN-NT-AL-ATP Theteamfhas/hasgot)manygoodplayers.

3.2.｢既存 ドメイン｣におけるhave

既存 ドメインにおいては､主語と目的語の間に全体 ｡部分の関係が成 り立つため､参照

点と支配領域が一致するOまた､既存 ドメインにおけるhaveはgeiとの置き換えやgiveを

用いた二重目的語構文との書き換えが不可能である｡

(5)a.Heihas/*hasgotiblueeyes･

b･舟Shegavehimblueeyes･

(5)を図式化 したものは､以下のとおりである｡

(4) (1)

･2,i-響

(3)tT Rm

図-4:Langacker(1995:74)
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図-射こおいて､サークル(i)はhaveの主語かつ支配領域(参照点ないしトラジェクタ-)(he)､

サークル(2)はhaveの目的語(ターゲットないしランドマーク)(blueeyes)､破線矢印(3)はメ

ンタルパス､実線矢印(4)は時間のスケールを､それぞれあらわしているO

また､既存 ドメインがかかわるhaveには､上で挙げた事例の他にも次の表3に示すよう

な分類基準をもつ事例(表4参照)が存在する｡

表3:既存 ドメインにおけるhaveの事例の分類基準

<主語の特性>

｡ (A):主語が有生物(animateentity:A)である

｡ (ⅠA):主語が無生物(inanimateentity:IA)である

｡ (ⅠAM):主語が無生物であるが､メ トニミ-拡張により有生物として解釈される

(inardmateendty(metonymy):ⅠAM)

<目的語の特性>

｡ (CO):目的語が具体物(concretething:CO)である

･ (AB):目的語が抽象物(abstyactthing:AB)である

･ (AN):目的語が有生物(animateenhty:AN)である

<主語と目的語の接触状態>

･ cr):目的語に接触(touch:T)している

･ (NTつ.･目的語に接触してない(nottouch.･NT)

<目的語の譲渡可能性の有無>

｡ (IAL):目的語が譲渡不可能である(inanenabie:ⅠAL)

<主語と目的語の時間的関係>

｡ (ATP):永続的である(at鮮WOTal:ATP)

表4:既存 ドメインにおけるhaveの事例

区分 スキーマ的特徴 例文

A A-CO-T-IAL-ATP He(has/辞hasgotibiueeyes.

B A-AB-ⅠALATP Shethas/*hasgot)agoodmemory.

C A-AN-NTlAL-ATP He(has/*hasgotiabrother.

D IAM-CO-T-1ALATP Thatredcapihas/*hasgot)blueeyes.

i lAM-AB-IALATP Thatredcapihas/*hasgot)agoodmemory.

F IAM-AN-NT-1ALATP Thatredcapthas/*hasgot)abrother.

G IA-CO-T-ⅠALATP Thetableihas/甑asgotifourlegs.

H ⅠA-AB-ⅠALATP Thisbookfhas/浄hasgotifiVemissingpages.
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3｡3.｢産出ドメイン｣におけるhave

産出 ドメインの背景には､主語から目的語-のアクション ｡チェーン(actioncha桓)が存

在するOこのアクション ｡チェーンにおけるエネルギーの流れを図式化 したものが

Langacker(1990b)のビリヤー ド･モデルであり､外界での事態を認知的に理想化 して捉え

ている｡例えば､AndγeaがFloy射こ何らかの形で働きかけ､Ploy銅 ミhammerをglassに投

げっげ､当たったglassが粉々に割れてしまったという連鎖的事態は､以下の図のようにな

る｡それぞれのサークルは参与者､二重線の矢印はエネルギーの伝達､右端のサークルは

参与者の状態変化をあらわす｡

Andrea Ploya hm er glass

臥5:Lamgacker(1990b:219)

本稿では､産出 ドメインには参照点構造だけでなく､このような主語から目的語-の物

理的(ないし心理的)なェネルギーの流れが背景にあると考える｡また､産出 ドメインにお

いては､主語と目的語の間に全体｡部分の関係が成 り立っもの(目的語が譲渡不可能なもの)

と､主語と目的語の間に全体 ｡部分の関係が成 り立たないもの(目的語が譲渡可能なもの)

の二種類がある.獲得 ドメインと同様､その図式において参照点と支配領域が一致しない

ものが後者であるO-方､既存 ドメインと同様､参照点と支配領域が一致する形をとるも

のが前者であるO本稿では､以下の例を産出 ドメインにおける haveの事例とみなし､

Langacker(1995:6)の参照点構造を用いた haveの図式にアクション ｡チェーンをあらわす

ビリヤー ド･モデルを加えることによって､以下のような図式を提案するOまた､産出 ド

メインが関わるhaveは､目的語の産出をあらわすmakeや establishなどの動詞 との置き換

えが可能である｡

-つめに､全体 ｡部分の関係が成 り立たない事例とそれを図式化したものは以下のとお

りである｡

(6)a･He(has/makesimanyexcellentworks･

b･Heihas/ma豪es/estab払shesiacompany･
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●●■(7) ･6) 1̀) (3,(2)1-8g T ■●●--ナ

(5) tTR

(4)

D

甚

図-6

図-6において､サークル(1)はhaveの主語の支配領域､サークル(2)はhaveの目的語(ターゲ

ットないしランドマーク)(manyexcellentworks′acompany)､サ-クル(3)はhaveの主語(参照

点ないしトラジェクタ-)(he)､破線矢印(4)はメンタルパス､サークル(5)はアクション･チ

ェーンの始点(要因)､二重線矢印(6)はエネルギーの流れ､実線矢印(7)は時間のスケールを､

それぞれあらわしている｡

二つめに､全体 ｡部分の関係が成り立つ事例とそれを図式化したものは次のとおりであ

る｡

(7)He(has/makesiaworldrecordinmara山on.

(6) (1) -A

(5) (2)1m

(4) 夢 T

a (3)

tT Rm

署

図-7
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図-7において､サークル(1)はhaveの主語かつ支配領域(he)､サークル(2)はhaveの目的語(タ

ーゲットないしランドマーク)(aworldrecoγd)､破線矢印(3)はメンタルパス､サークル(邸ま

アクション ･チェーンの始点(要因)､二重線矢印(5)はエネルギーの流れ､実線矢印(6)は時

間のスケールを､それぞれあらわしているO

また､産出ドメインがかかわるhaveには､上で挙げた事例の他にも次の表 5に示すよう

な分類基準をもつ事例(表6参照)が存在するO

表5:産出 ドメインにおけるhaveの事例の分類基準

<主語の特性>

｡ (A):主語が有生物(animateentity:A)である

｡ (IAM):主語が無生物であるが､メ トニミ-拡張により有生物として解釈される

(inanimateentity(metonym y):IAM)

<目的語の特性>

｡ (CO):目的語が具体物(concretething‥CO)である

･ (AB):目的語が抽象物(abstractdning:AB)である

｡ (AN):目的語が有生物(animateen如y:AN)である

<主語と目的語の接触状態>

･ (NT):目的語に接触してない(nottouch:NT)

<目的語の譲渡可能性の有無>

｡ (AL):目的語が譲渡可能である(abenable:AL)

･ (IAL):目的語が譲渡不可能である(inaLenable:IAL)

<主語と目的語の時間的関係>

｡ CTP):一時的である(temporal:TP)

｡ (ATP)‥永続的である(atemporal:ATP)

<その他>

･ (EC):外在的な要因がプロファイルされる(extemalcause:EC)

表 6:産出 ドメインにおけるhaveの事例

区分 スキーマ的特徴 例文

A A-CO-NT-ALATP Hethas/makes)manyexcellentworks.

B A-AB-AL-ATP Heihas/makes)abまgproperty.

C A-AB-IAL-TP HhaVe/make)agoodidea.

ー⊃ A-AB-1ALATP Heihas/makesiaworldrecord由一ma柑thon.
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F A-AN-NT-iAL-ATP ⅠihaVe/make)alotofh.iend.

G IAM-CO-NT-AL-ATP rBM ihas/makes/produces)amachinethatcan
understandspokenwords.

H IAM-AtヨーAL-ATP Thatredcapthas/makesiabigproperty.

Ⅰ IAM-AB-IALTP Thatredcap(has/makes)agoodまdea.

I IAM-AB-IAL-ATP Thistheaterhasafixedtime.

K IAM-AB-IALATp-tC Thewholeofficialcityfhas/makes)孤 intensehatred
towardsbirds.

以上をふまえて､次節ではhaveの意味拡張について検討していく｡

乳 多義語 haveの意味拡張

多義語をモデル化したものに､スキーマによるネットワークモデルがあるOスキーマと

は､すべてのカテゴリーメンバーに共通する性質を抽出したものであり､いくつもの具体

例を通じて､一般化､抽象化された型を言う｡そして､いくつかの具体例の中から､共通

する特徴を抽出することで､スキーマを得るプロセスをスキーマ化(sdema也zation)という｡

スキーマは知識の抽象的な型を規定するものであるため､認知経験に基本構造を与えるも

のであると言えるOスキーマと個々の具体例との関係は具体化(instantiation)のリンクによ

って結ばれているO以下の図は､山梨(2000:181)がLangacker(1987:383)の図における矢印

を修正したものであり､実線の矢印トー- )は具体化､破線の矢印(-- 5-)は拡張､点森の

矢印(-･･-A-.L･-5-)はスキーマ化を､それぞれあらわしているO

図-8:山梨(2000:181)

本稿では､haveがこのようなスキーマによるネットワークカテゴリーをなしていることを

主張する｡

4.3..haveのプロトタイプ

haveの本動詞用法において､有生物の主語が無生物を目的語としてとるという､共時的

な頻度が高い､次のような事例をプロトタイプとして位置づける30



46

(8)Ihaveacar.

このことをふまえて､次節では意味拡張の要因を具体事例とともに考察する｡

乳2.意味拡張の動機づけ

多義語であるhaveの意味拡張の動機づけには､メ トニミ-､メタファー､主体化､前景

化､アクティヴ｡ゾーンがあるO

壕.2.Lメトニミ一による拡張

haveは､主語の有生 ･無生によって二種類に大きく分類されるOしかし､無生物主語の

中には､有生物として解釈されるものがある｡宥生物を主語にとるhaveと､有生物として

解釈されうるような無生物を主語にとるhaveとの間には､メトニミ一による拡張関係があ

る｡メ トミニーは､主要な比橡の一つであり､単一の領域内における近接性(contiguity)

に基づくと伝統的にはされてきた｡例えば､｢電話をとった｣と言った場合､実際にとった

のは､｢受話暑勘 であり､｢電話｣という全体で､その部分である｢受話暑勘を指していると言

えるOこの全体 ･部分関係のようなものが近接性の例である｡このような認知的基盤をも

つメ トニミ-は､メタファーと同様に広く日常言語に見られる現象であり､"771atredcapis

aPiendofmine."(あの赤い帽子を被った人は友人だ)のような発話場面に依存して解釈され

るものなどにも生産的に用いられる｡

4.2.2｡メタファーによる拡張

haveには具体物を目的語にとるものと､抽象物を目的語にとるものがある｡この二つの

間にあるのが､メタファーによる拡張関係である｡メタファーもメ トニミ-と同様､主要

な比橡の一つであり､伝統的には､異なる領域間の類似性(similarity)に基づくとされてき

たoLakoffandJohson(1980)は､認知言語学におけるメタファーの先駆的な研究において､

メタファーには経験的基盤があることを主張している｡本稿では､目に見えない､触れな

い抽象物を､ある経験に基づいて､具体的な形があるものとして捉えることをメタファー

による拡張として位置づける｡

乳2.3｡主体化による拡張

haveには､存在の位置関係のみをあらわす用法がある｡プロトタイプからこのような事

例-の拡張を動機づけるものが主体化であるO主体化とは､客体的に把握されていたもの

が客体性を徐々に失い､もともと内在していた主体的な把握しか残らなくなる意味変化の

ことを言う(LangackeT1990C′1999a′1999b)｡この主体化は､動詞haveの意味拡張にも関わ

っている｡主体化により､直接手に取る行為や物理的な所有から抽象的な所有-､そして

存在の位置関係のみをあらわすというように､具体的な叙述内容が徐々に希薄化していく｡
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(9)a.Joh hadthebaton.

b･Becareful-hehasagun!

C･Ihaveanelectricsaw,thoughIseldomuseit･

d･Theyhaveagoodincomefromjudiciousinvestments･

e･Sheoftenhasrmgrameheadaches･

f.Wehavealotofskunksarotmdhere.

これらは､下の例にいくにしたがい､直接手に取る行為や物理的な所有から抽象的な所有

-､そして存在の位置関係のみをあらわすというように､具体的な叙述内容が徐々に希薄

化しているOこのことは次のように参照点構造を用いて図式化されるO

(a) 匝) (C)

図-9:Langacker(1999b:163)

図-9において､(a)から(C)-いくにしたがい動作主性が弱まっている､すなわち主体化の度

合いが進んでいるのである｡

4.2｡4.前景化による拡張

前景化とは､所与の対象 ｡事態の一側面が注意 ･関心の焦点となって描かれることであ

る｡ この前 景化 が かか わ る もの の一つ に､獲得 (A-CO-NT-ALATP)か ら獲 得

(A-CO-NT-ALATp-TR)-の拡張があるO

(10)Hehastwocars.

(ll)Ihadaletterfromhim.

(10)は獲得仏･CO･NT･AL･ATP)の事例であり､(ll)は獲得(A-CO･NT-AL･ATP･TR)の事例で

あるO(ll)では､目的語の移動が意識されるため､以下の(12)ように､移動元をあらわす前

置詞句のない事例は容認されにくいOそれゆえ､移動をあらわす｢TR(transfer)｣という記

号を付け加えることで獲得(A-CO-NT･ALIATP)とは区別する｡
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(12)?ihadaletter.

これを認知図式にあらわすと次頁のようになる｡

(9) (1) (7) (㊨ >

(2'○ 空 (5)1m夢

tT T

･3,○ (6,

D (8)

遍

図-10

図-10において､サークル(1)はもとの所有者の支配領域､サークル(2)はもとの位置におけ

るhaveの目的語(aletter)､サークル(3)はもとの所有者(he)､サークル(4:)fまhaveの主語の支

配領域､サークル(5)はhaveの目的語(ターゲットないしランドマーク)(aletter)､サークル(6)

はhaveの主語(参照点ないしトラジェクタ-)(草､実線矢印(7)は目的語の移動経路､破線矢

印(8)はメンタルパス､実線矢印(9)は時間のスケールを､それぞれあらわしている｡

また､獲得(A-AB-AレATP)から獲得(A-AlうーALATPJC)-の拡張にも前景化がかかわっ

ている｡

(13)Weihave/havegot)arighttorefusetheproposal･

(14)馳ewoman(has/hasgotiabadreputahon･

(13)は獲得(A-AB-ALATP)の事例であり､(14)は獲得(A-AB-AL-ATP-IC)の事例であるO(14)

では､主語が何らかの要因となって､他者が目的語に相当するものをうみ出し､それを主

語が受け取るということが含意される｡つまり､主語と目的語との間に関係が生まれる要

因が主語に内在しており､それが前景化しているのである｡それゆえ､内在的な要因をあ

らわすrIC(internalcause)｣という記号を付け加えることで獲得(A-AB-ALATP)とは区別す

る｡また､主語自身が要因となっていることから､以下のように､主語の｢行為｣という要

因を主語にした使役文が容認されるのであるO

(15)Herbehaviorcausesthemtomakeabadreputation･
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(15)を認知図式であらわすと次のようになるO

(10) (1) (7) (4)

＼し

(3) 2̀',b i ,̀9' ∈ (6,'…lm/ T
ヽ

(8)

管

-->

図-ll

図-11において､サークル(1)はもとの所有者の支配領域､サークル(2)はもとの位置におけ

るhaveの目的語(abadr甲utation)､サークル(3)はもとの所有者(they)､サークル(4)はhave

の主語の支配領域､サークル(5)は haveの目的語(ターゲッ トないしラン ドマーク)(abad

r甲utation)､サークル(6)は haveの主語(参照点ないしトラジェクタ-)かつアクション ･チ

ェーンの始点(要因)(she,herbeham'or)､実線矢印(7)は目的語の移動経路､破線矢鞘8)はメン

タルパス､二重線矢印(9)はエネルギーの流れ､実線矢印(10)は時間のスケールを､それぞ

れあらわしている｡

さらに､前景化は産出(A-AB-IAL-ATP)から産出(A-AB-ⅠAレATP-EC)-の拡張にもかか

わっている｡

(16)He(has/makes)aworldrecordinmarathon.

(17)a.Shethas/makes)anintensehatredtowardsbirds.

b.BirdscausehertomakeaLnintensehatred.

(16)は産出(A-AB-IALATP)の､(17)は産出(A-AB-ⅠAL-ATP-EC)の事例であるO(17)は､有

生物主語であるsheと､抽象物である目的語 anintensehatredとの切 り離すことのできない

永続的な関係をあらわしているOそして､sheがanintensehatredという感情をうみ出す要

因となったのが birdsであり､それが前景化しているOそれゆえ､(17b)のように､原因で

ある birdsを主語にした使役文が容認されるのであるOこれを認知図式であらわすと次の

図のようになる｡
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(6) (1)

(5) (2)1m

(4) 夢 T

g (3)

什′′B/D

図-12

図-12において､サークル(1)は haveの主語かつ支配領域(she)､サークル(2)はhaveの目的

請(ターゲットないしランドマーク)(anintensehatred)､破線矢印(3)はメンタルパス､サーク

ル(卿まアクション ･チェーンの始点(要因)(birds)､二重線矢印(5)はエネルギーの流れ､実

線矢印(6)は時間のスケールを､それぞれあらわしている.

4.2.5｡アクティヴ 由ゾーンによる拡張

アクティヴ･ゾーンは､既存(AN)から既存(AB)-の拡張､および産出(AN)から産出(AB)

-の拡張を動機づけるOアクティヴ･ゾーンとは､存在物間にある関係をあらわす表現に

おいて､プロファイルされた関係に直接関与する領域を言 うO例えば､〟weallheardthe

trumpet.′′(私たち皆が トランペッ トを聴いた)という表現において､実際に聴いたのは

trumpefの｢音｣であるD この｢音｣がアクティヴ｡ゾーンであるOつまり､｢聴く｣というプ

ロセスに関わって実際に指示される領域のことであるO同様に､アクティヴ｡ゾーンは､｢人｣

で｢人間関係｣をあらわすことによって既存(AN)から既存(AB)-の拡張､および産出(AN)

から産出(AB)-の拡張を動機づけるのであるOつまり､これらの事例において､主語の部

分となっているのは目的語である｢人｣自体ではなく､その人が持つ｢関係｣である｡

乳乱haveのネットワークモデル

乳3.且.獲得 ドメインにおけるhaveのネットワークモデル

獲得 ドメインの事例をまとめると次頁に示すようなネットワークモデルになる. 尚､実

線の矢印(一- )は具体化､点線の矢印(･････--I-臥)はスキーマ化､矢印(- e済)はメ トニミ一に

よる拡張､矢印(〟.̀->)はメタファーによる拡張､矢印(-->)は主体化による拡張､欠印

(=車 ･)は要素の前景化による拡張､実線の矢印(→ )はタクソノミ-関係を､それぞれ

あらわしている｡
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図-13獲得 ドメインにおけるhaveのネットワークモデル
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塵｡3.2｡r既存｣ドメインにおけるhaveのネットワークモデル

既存ドメインの事例をまとめると次貢に示すようなネットワークモデルになるO尚､実

線の矢印(一一一- )は具体化､点線の矢印(･････-･･-坤 まスキ-マ化､矢印(- 珍 )はメトニミ一に

よる拡張､矢印r-->)はメタファーによる拡張､矢印(- ->)は主体化による拡張､矢印

(⑳一一妙)はアクティヴ ｡ゾーンによる拡張､実線の矢印(→ )はタクソノミ-関係を､そ

れぞれあらわしている｡

図-14既存 ドメインにおけるhaveのネットワーク

4.3｡3.r産出ドメイン｣におけるhaveのネットワーク

産出ドメインの事例をまとめると次頁に示すようなネットワ-クモデルになる.尚､実

線の矢印(･一一一- )は具体化､点線の矢印(･-･･････-･8>)はスキーマ化､矢印無 勢)はメトニミ一に

よる拡張､矢印(- ->)はメタファーによる拡張､矢印r･･->)は主体化による拡張､矢印
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(珍-棉 )はアクティヴ ｡ゾ-ンによる拡張､矢印(車 )は要素の前景化による拡張を､そ

れぞれあらわしている｡

図-15産出ドメインにおけるhaveのネットワーク

4.3.4.各ドメイン間の関係

｢獲得 ドメイン｣､｢既存 ドメイン｣､｢産出ドメイン｣の各スキーマは､Langacker(1995)

が提示しているhaveのスキーマの下位､つまり､サブスキ-マとして位置づけられるO各

ドメイン間の関係を図示したものが次の図である｡
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ー:具体化 - :スキーマ化 一日一一:拡張事例

図-16

5.まとめと今後の課題

本稿では､認知言語学的な枠組みから､参照点構造を用いて英語動詞haveの多義性につ

いて分析を行った｡本研究を通して､多義語における意味拡張は､われわれが持つさまざ

まな認知能力によって動機づけられており､それぞれの意味は複雑なネットワークカテゴ

リーを形成していることが明らかとなった.今後は､本稿での分析をふまえ､haveにおけ

るスコープの問題や､目的語名詞に形容詞が付加される場合と付加されない場合とでの文

の容認性の問題について検討していきたい｡

注

1.本稿では､動詞派生の名詞を目的語にとる､いわゆる軽動詞用法や使役をあらわす用

法については分析の対象としない｡

2.譲渡可能性とは､人や物体が切り離すことができるかどうかということであり､

Filimore(1968)やBendix(1971)等で､所有のhaveが譲渡可能性から分類されている.請

渡可能な所有には､所有権(ownership)に関わるもの､位置関係をあらわす(locative)

もの､所有対象の利用が可能な(available)ものがあり､譲渡不可能な所有には､身体的

特 徴 (physicalattributes)や 精 神 的特 徴 (mentalattributes)､親族 関係 (family

relationships)がある｡

3.Brownコーパスにおける本動詞用法のhaveの事例467例中､有生物主語 ･無生物目的

語の組合せがあらわれるのは229例である｡
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