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｢二重目的語構文｣再考

一用法基盤モデルの観点から-

としおかとJuみ
年岡 智見

京都大学大学院

toshioka@hi･h･kyoto-u･ac･]p

1.研究の背景と目的

1.1.背景 一構文文法一

英語には複数の構文パターンが存在する｡話 し手は目的に従い､そのうち一つの構文を選

択 ･使用 し､意図する概念内容を聞き手に伝える｡構文には､ある内容を伝達するのに向き

不向きがあり､構文の選択および使用には意味的･語用論的要因が関わっている｡例えば ｢ジ

ョンが ドアを蹴った｣という内容は､(1)に示すように動能構文､他動詞構文､二重目的語構

文などを利用して表現することができるが､各々の構文ではニュアンスが異なることが知ら

れている｡

(1) a.Johnkickedatthedoor･ (ConativeConstruction)

b.Johnkickedthedoor. (TransitiveConstruction)

C･Johngavethedoorakick･(DoubleObjectConstruction)

(la)は ｢ドアをめがけて蹴った｣という意味であり､実際に足があたったか否か問わないの

に対して､(1b-C)は実際に足があたったことを意味する 1｡さらに､(1C)は ドアが破損する等

の何らかの影響が ドアに及んだことまで合意する｡(Dixon2005:472)一般に､動能構文は｢対

象に行為を向ける｣､他動詞構文は ｢対象に働きかける｣､二重目的語構文は ｢対象にモノ(動

作による影響を含む)を与える｣という意味を表す｡よって､特定の構文は特定のゲシュタル

ト的意味と密接に結びつき､我々言語使用者に特定のモノの見方を提供 していると言える｡

このような思想のもと発展 して来たのが､構文文法と呼ばれる理論である｡この理論では､

構文を ｢形式と意味のペア｣もしくは ｢形式と意味から成る構成体｣と捉え､その意味的 ･

語用論的効果を探究している｡(fillmore1988′Goldberg1995′Langacker2005ab)本論文では､

このような構文文法の枠組みから英語の二重目的語構文を再考する｡

1.2.分析の対象と目的 一二重目的語構文一

二重目的語構文は､[NP(Subject)VerbNP(Objectl)NP(Ob]'ect2)持 い う形式を取り､(2)に

示すように典型的に ｢Sによる02の01-の授与｣を意味する｡
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(2) a･ShegaveMikeadrinkofwaterfromthetap･lLAAD]

b･Hersalwaysbuyingmepresents･lMEDAL2]

二重目的語構文と関連する構文に与格構文がある｡与格構文とは､授与の相手を前置詞 toや

forで導く他動詞構文である｡(3)-(4)に示すように､二重目的語構文と与格構文はしばしば交

替可能であるが､そこには微妙な意味の差違が認められる2｡(Pinker1989′Langacker1991b′

Goldberg1995)

(3) a･HetossedTbmtheball.

b.HetossedtheballtoTom.

(4) a.ImadeMomacheesesandwich.

hImadeacheesesandwichforMom･

(3b)の to付き与格構文 3は､移動の経路に焦点が当たるため ｢Tom の方-投げた｣という意

味を表 し､Tom が実際にボールを受け取ったか否か問わない (ボールが Tom の頭の上を越

えて行ってもTom が寝ていてもよい)のに対して､(3a)は Tom がボールをキャッチしたこ

とを合意 している｡また､(4b)のfor付き与格構文は､｢母親の利益になるように作った｣と

いう意味を表 し､例えば､母親にあげるために作った場合に限らず､母親の代わりに父親の

サン ドイッチを作った場合やチーズサン ドの作 り方を知らない母親に実演 して見せた場合に

も可能である｡他方､(4a)は母親にあげようと意図して作った場合に限られる4｡このように､

二重目的語構文は全般的に ｢使役所有｣を含意すると言える｡

しかし､中には ｢使役所有｣を表 しているとは言えない例も存在する｡例えば､(5)に示す

ような ｢支払い請求｣(代金を請求するという事態)を意味する場合や､(6)に示すような ｢コ

ス ト｣(代価として金銭や時間を費やさせるという事態)を意味する場合がそうである｡生起

する動詞は各々､charge′billjineや cost′takeである｡

(5) a･Shechargedmeanothertenpenceforthepaperbag･lOLWD]

b.Webilledher$4000,000.lNOAD2]

C･Theyfinedhim$125fordrivingthrougharedlight･lCDAE2]

(6) a･Thebouncedcheckwillcostyou$25ormore,･･･lLAAD]

b･mejourneyshouldtakeusaboutthreedays･lMEDAL2]

これらの場合､動詞の表す行為の結果､01が02を字義通 り受け取るのではなく､逆に支払

う必要性が生 じる｡この意味的特異性に加えて､(7)-(8)に示すように､与格交替に制限があ

るという統語的特異性も存在する｡(Quirketal.1985)

(7) a･Thehotelchargedme$100･
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b･*Thehotelcharged$100ito/for)me･

(8) a･Relocatingstaffcostsemployersconsiderablesumsofmoney･lBNC1

b･"Relocatingstaffcostsconsiderablesumsofmoneytto/for)employers･

また､請求やコス トを表す二重目的語構文と意味的に関連するものに､(9)に示すような｢節

約｣(支払い予定の金銭や時間の支払いを防ぐという事態)を表す二重目的語構文がある｡請

求 ･コス ト･節約の3つの事態には共通 して ｢支払い｣という概念が背景にある｡

(9) a･Puttingthenuclearplantinmothbal1Swi11savethegovernmentmoney.lLAAD]

b･Ⅰ′minthepositiontosaveyouagooddealoftime･lCEDAL31

本研究の目的は､特異な振舞いを見せる請求 ･コス ト･節約の事態を表す二重目的語構文

の分析を通じ､二重目的語構文全体を再考することである｡特に､give,send,buy等を用いた

典型的な例とどのような関係にあるのか､そもそも請求 ･コス ト･節約の事態が二重目的語

構文で表現可能なのはなぜなのか､この3つの事態を表す動詞と二重目的語構文はどのよう

な関係にあるのか等の問題を念頭に､動的用法基盤モデル(Langacker1987′2000)5やフレーム

意味論(Fillmore1977′1982′1985)の考え方を援用し､二重目的語構文の全体像の解明を目指

す｡

2.先行研究の概観

構文文法の枠組みにおける先行研究には､1)一つの抽象的な項構造構文としての二重目的

語構文を扱ったものと､2)複数の具体的でローレベルな構文の集合体としての二重目的語構

文を扱ったものがある｡前者 として Goldberg(1995)を､後者 として Croft(2003)を取 り上げ､

以下､ 順に概観する｡

2.1.項構造構文としての二重目的語構文

Goldberg(1995)は､二重 目的語構文 とい う項構造構文それ 自体に〟X(agent)CAUSES

Y(Recipient)toRECEIVEZ(patient)〟という意味があると仮定している｡さらに､この意味は

生起する動詞の意味に関係なく多義的であると主張している｡二重目的語構文の多義性は､

(10a)に示すような中心的意味と(lob-i)に示すような5つの拡張的意味から構成されるネット

ワークを成す｡そして､これらの構文的意味と､(loaユ-10f2)に示すような生起する動詞の意

味が融合 して､二重目的語構文の具体事例の意味が得られると説明される｡

(10)a･Agentsuccessfullycausesrecipienttoreceivepatient

l･Verbsthatinherentlysignifyactsofgiving:give,pass′hand′serve′feed,-･

2･Verbsofinstantaneouscausationofballisticmotion:throw,toss′slap′kick,Yoke′

Ping,shoot,･I･
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3･Verbsofcontinuous causationinadeicticallyspecifieddirection:bring,take,･･･

b･ConditionsofSatisfactionimplythatagentcausesrecIPlenttOreceivepatient

l･VerbsofgivlngWithassociatedsatisfactionconditions:guarantee,promise,owe,･･,
C･AgentcausesrecIPlentnottOreceivepatient

l･Verbsofrefusal:refuse,deny

d･AgentactstocausereclplenttOreceivepatientatsomefuturepointintime

l･Verbsoffuturetransfer:leave′bequeath′allocate,reserve′grant,･-

e･AgentenablesrecIPlenttOreceivepatient

l･Verbsofpermission:permit,allow

f･AgentintendstocauserecIPlenttOreceivepatient

l.Verbsinvolvedinscenesofcreation:bake′make′build′cook′sew,knit,.‥

2･Verbsofobtaining:get,grab,win,earn,- (Goldberg1995:38)

Goldberg(1995)では､請求 ･コス ト･節約の事態を表す二重 目的語構文は扱われていない ｡

また､これらの事例は､構文の意味を単にCAUSE-RECEIVE(受け取らせる)とする分析で

は説明することができないと思われる｡

2.2.ローレベル構文としての二重目的語構文

Croft(2003)は､Goldberg(1995)の研究を受けて一部修正を施 しつつ､異なる構文観を提示

している｡まず彼は､(ll)に示すような動詞cosiや setbackを用いた事例も分析の射程に入れ､

(12)に示すような意味を割 り当てている｡

(ll) a.Thatvasecosthim$300.

b･Thepaintingsethimback$500･ (Croft2003:55)

(12)Acquisitionofgoodscausesrecipienttonolongerhavepossessionofmoney･(ibid･)

またCroft(2003)は､Goldberg(1995)の主張する構文の多義性を否定している｡もし､構文

自体が真に多義的なのであれば､例えば､動詞 kickが(10C)の意味で現れてもよいはずである

が､実際には(10a)の意味でしか用いられない｡つまり､(10aイ)に示す各々の意味は､特定の

動詞クラスと密接に結びついているのである｡よって､｢各々の意味に対する構文スキーマに

は､共起する動詞クラスの情報が含まれなければならない｣として､彼は(13)に示すような

動詞クラスの指定された構文(verb-class-specificconstructions)を設定しているO(13)は各々､

【形式]と【意味]のペアから成 り､XPossは所有権の移送(transferofpossession)を表 している｡

(13)Al.llSBJGIVING.VERBOBJIOBJ2]/lactualXPoss】】

A2･llSBJBALL.MOT.VERBOBJIOBJ2]/FactualXPossviaballisticmotion]]

A3･HSBJDEIC.CAUS.VERlうOBJIOBJ2]/lactualXPossviadeicticcausedmotion]]
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Bl.【【SBJCOND･GIVING･VERBOBJIOBJ2】月conditionalXPoss】】

Cl･llSBJREFUSE･VERBOBJIOBJ2]/lnegativeXPoss]]

Dl.llSBJFUT･VERBOBJIOBJ2]/[futureXPoss]]

El.llSBJPERMIT･VERBOBJ10BJ2]/lenablingXPoss]]

Fl.llSBJCREATE.VERBOBJIOBJ2]/lintendedXPossaftercreation]]

F2.llSBJOBTAINIVERBOBJIOBJ2]/lintendedXPossafterobtaining]]

C1.llSBJCOST･VERBOBJIOBJ2]/ldeprivingXPossviapaying]] (ibid･:57)

さらに(13Cl)や(13El)に関しては､(14)に示す容認性の違い から､(15)に示すような動詞の指

定された構文(verb-specificconstructions)を設定する必要があるとしている｡

(14)a･Sallyipermitted/allowed/"let/"enabled)Bobakiss･

b･Sallyirefused/denied/"prevented/"disallowed/% rbade)himakiss･

(Goldberg1995:130)

(15)a･汗SBJpermitOBJIOBJ2】月enablingXPossbypermitting]】

a′･【【SBJallowOBJIOBJ2】月enablingXPossbyallowing】】

b･[lSBJrefuseOBJIOBJ2]/lnegativeXPossbyrefusing]]

b'･llSBJdenyOBJIOl∋J2]/lnegativeXPossbydenying]】 (Croft2003:58)

以上のような具体性の高い構文は､英語話者が実際に構築 し用いているであろう心的表示

として仮定されている｡この分析の背景にあると考えられるのは､動的用法基盤モデルの言

語観である｡(Langacker1987′2000)次節では､このモデルの紹介を行 うとともに､Croft(2003)

の不備を指摘する｡

3.研究の方向性 一動的用法基盤モデル一

本研究は､Croft(2003)のローレベルな構文を想定する立場に基本的に賛成である｡動詞と

構文は､現実の言語使用において表裏一体となって現れるため､根本的に切 り離 して捉える

ことはできない｡両者を取り込んだ具体性の高い構文を認めることにより､生起する動詞に

関する過剰一般化を避けることができるo例えば､請求やコス トの事態を表す二重目的語構

文の存在から､二重 目的語構文に ｢所有権の剥奪｣(CAUESE-LOSE)の意味があると仮定す

ると､動詞rob,strip,sieal等も生起可能であると間違って予測 してしまう｡

(16)a･"Agangofthievesrobbedpeopleinthetowntheirpossessions･

b･浄TheystrippedtheprlSOnerSWeaponsandcash･

従って､抽象的な項構造構文それ自体には弱い 意味しかなく､より具体的な構文のレベルで

特定の意味と結びついていると考えられる｡
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以上のような構文観の背景にあるのは､Langacker(1987′2000)等で提唱されている動的用

法基盤モデルである｡このモデルでは､実際の言語使用 (発話)に基づき言語知識が構築さ

れると考える｡この言語知識を構成するのが､ボ トムアップ的に抽出されたスキーマの集合

である｡スキーマ化は､言語表現の持つ諸側面に注目することで様々な方向-進み､全体と

して巨大なネットワークを形成 している｡スキーマの具体事例の使用頻度が高ければ､その

スキーマの定着度が増 し､たとえ､より抽象的なスキーマに包含されようとも共存すること

ができる｡例えばLangacker(2005a)は､二重目的語構文と動詞sendの関係を図 1のように図

示 している｡ボックスの太さは定着度 (アクセスのしやすさ)を､矢印は具象化を表す｡左

の円には､二重目的語構文の具体事例から抽出されたスキーマが､右の円には動詞 sendの具

体事例から抽出されたスキーマが表示されている.二重目的語構文と動詞 sendの共起情報は､

左右の円の交わり部分にあるllsendl]lNP]lNP]持 いうスキーマに存在する｡この図が物語っ

ているのは､構文と動詞が実は同じ性質のものだということである｡本研究では､このモデ

ルの言語観を採用 し､第5節で二重目的語構文全体のネットワークを提示する｡

図 1:動詞と構文のスキーマのネットワーク(Langacker2005a‥145)

動的用法基盤モデルを背景に分析を行ったCroft(2003)には､いくつか改良すべき点がある｡

彼は､コス トの事態を表す二重 目的語構文に対 して【deprivingtransferofpossessionvia

paying](支払いを通 じての所有権の剥奪)という意味を与えているが､これを､請求の事態

を表す二重目的語構文と比較 してみると､(17)に示すように､前者は ｢実際の剥奪｣を､後
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者は ｢意図された剥奪｣を意味することが分かる｡従って､各々に対する構文スキーマは､

正確には(18)-(19)に示す通りである｡

(17)a･#Theshirtcosthim$500,buthedidn'tpay.

b･Theychargedhim$500fortheshirt′buthedidn′tpay･

(18)【[SBJCOST･VERBOBJIOBJ2]/[旦辿 deprivingXPossviapaying]]

(19)[[SBJCHARGl三･VERBOBJIOBJ2〕月intendeddeprivingXPossviapaying]】

さらに､節約の事態を表す二重目的語構文は ｢(予定していた)所有権の剥奪を起こさない｣

という意味なので､｢否定の剥奪｣を意味すると考えられる｡従って､その構文スキーマは､

(20)に示す通 りである｡

(20)[【SBJSAVl三･VERBOBJ10BJ2]/lnegativedeprivingXPossviapaying]】

所有権の移送に､実際の移送 ･意図された移送 ･否定の移送などのサブタイプがあるのに

平行 して､所有権の剥奪にも､実際の剥奪 ･意図された剥奪 ･否定の剥奪があることが判明

した｡その他のサブタイプの剥奪が言語表現として存在するか否かに関しては､今後調査す

る必要がある｡

4.請求 ･コス ト･節約を表す二重目的語構文の分析

本節では､請求 ･コス ト･節約の事態を表す二重目的語構文の意味的 ･統語的特異性に関

する分析を行い､3者の共通点と相違点を明確にする｡4.1節では3着に共通する意味的性質

を､4.2節では互いに異なる統語的振舞いを考察する｡

4.1.共通の百科事典的フレーム知識

請求 ･コス ト･節約を表す二重目的語構文では､｢01が 02を支払 う｣という関係が表さ

れる｡この関係を主語 Sが､請求の場合には引き起こそうとし､コス トの場合には引き起こ

し､節約の場合には引き起こさないようにする｡請求の事態における 02は金銭である｡金

銭は､(5)に示 したように具体的な金額が明示される時もあれば､(21)に示すように相対的な

分量が示される時もある｡

(21)a･Itdoesnotmakesensetochargeallusersthesamerate,･･･lBNC]

b･Theyfinedherthemaximumpossiblefortheoffence.lOCDSE]

コス トと節約の事態における02は､金銭 ･時間 ･労力などの資源である｡具体的な金額

や所要時間の例は､上述の(6)と以下の(22)に､相対的な金額や所要時間の例は､以下の(23)

と上述の(9)に示す通 りである｡そして､労力の例は､以下の(24)-(25)に示す通りである｡
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(22)a･Newcomputersystemscouldsaveusmillionsofdollarsinlosttime･lLAAD]

b･Goingtoworkbytraininsteadofbycarsavesmehalfanhour･lOLWD]

(23)a･Therepairstomycarcostmealotofmoney･lCIDE]

b--thejobwouldtakemesomeconsiderabletime-lBNC]

(24)a････aclimbwhichcosthimallthestrengththatwaslefthim.lBNC]

b････,itseemedtobetakingfiveflunkeysin greyuniformsalotofeHorttousherone

middle-agedmaninto-lBNC1

(25)Thiscouldsaveyoualotofwoγklater･lBNC]

ちなみに､コス トの事態において02に金銭を取るのは動詞 cosL時間を取るのは動詞 take

である可能性が高い｡ただし､(26)に示すように必ず しもその限りではないo動詞 costの文

は､金銭や時間が何かの代償として犠牲になることを表すが､動詞 takeの文は､行為の達成

のために金銭や時間が必要であることを表す｡

(26)a････butpullinginforapit-stopwouldcosthimpreciousseconds･lBNC]

b･･-itwilltaketheoilcompaniesagreatdealoftimeandmoneytocoverthem･lBNC]

また､(27)-(28)に示すように､コス トと節約の事態の場合には､金銭 ･時間 ･労力以外の

大切なモノ､例えば仕事 ･健康 ･愛 ･チャンス ･勇気などが02に現れることもある6｡

(27)a･Allthisdelayatthewarehousehascostthefirmanimportantcontract･lLLA]

b･Afterall,itmayhavetakenthemquitealotofcouragetocriticizeyouinthefirstplace･

lBNC]

(28) Rigidadherencetorel"rtingguidelinessavedRick]扉sjob,buteamedhimtheenmity

ofhiscoworkers.(NHKラジオ講座 『ビジネス英会話』2007/06/20-21′テキス トp･42)

以上のように､請求 ･コス ト･節約の事態を表す二重目的語構文の背景には､｢(売買取引

で商品 ･サービスを獲得するため､不法な行いを償 うため､旅行 ･出勤 ･仕事などの行為を

達成するため等の理由で)01が02を支払 う｣という支払いに関する百科事典的フレーム知

識が共通に存在する｡

4.2.与格交替の可能性

本節では､与格交替の可能性とその要因を請求 ･コス ト･節約の順に検討する｡請求の事

態を表す二重 目的語構文は､(7)で確認 したように与格交替に制限がある 7｡その第-の要因

として､(29)に示すように､請求を表す動詞は他動詞構文の目的語に請求相手を取ることが

できるという事実がある8｡
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(29)a･Thehospitalschargethepatientsforeveryaspirin-JCEDAL3]

b･Wewon'tbillyouuntilyouaresureyou'resatisfiedwiththeproduct･lLLA]

C･ThecoptsjustfinedmeforhavingnotaxonmycarllLLA]

つまり､請求という行為は､商業取引における人から人- (請求者から被請求者-)の働き

かけを表 し､その付随要素として金銭が関与すると考えられる｡従って､被請求者は高い認

知的際立ちを有するため､あえて､目的語より際立ちの低い要素を導く前置詞 toやfwの目

的語位置で導入する必要がない｡また､付随要素とみなせる請求金額は､Quirketal.(1985:

735)が指摘するように､whatのみでなくhowmuchで尋ねられること等から､目的語として

の性質と副詞 としての性質を兼ね備えている｡

(30)a･-wehavenoideainadvancewhatthepublishersaregoingtochargeusforjournals･

lBNC1

b.Iwonderhowmuchtheychargemeforthat･lBNC]

動詞 costの目的語も､通常の目的語とは異なる性質を持つO(Quirketal･1985′Langacker

1991a)例えば､請求の場合と同様にwhatと7wwmuchのどちらも使用可能である上､受身の

主語になれない｡Langacker(1991a:343-345)によると､動詞 costの目的語は､主語の指示対

象の特性を測るための抽象的なスケールにおける一地点であり､主語と目的語の関係は､参

与者とセッティングの関係に近い｡この観察の妥当性は､以下の(31)によっても示される｡

(31)a.AprofessionallyinstalledalarmwillcostFomabout£500･lOCDSE]

b･Theschemewillcostintheregionofsixmillionpounds･lCEDAL･3]

請求やコス トを表す二重目的語構文は､以上のような目的語の副詞的性質と i)主語 Sから

01-の物体の移動がないこと､ii)01(-支払人)が受益者ではないこと等から､i)toヰ 格

交替や ii)forヰ 格交替を起こさないと考えられる｡

ただし､動詞 takeは(32)に示すように､形式主語の itと真主語の to不定詞を伴 う場合､♪r-

与格交替を起こすように見える｡ しかし､このfor句は､動詞 takeの取る与格というより､

to不定詞の意味上の主語の役割を果たす｡(32)では､時間の支払人と行為者が同一であるた

めに､両方の統語パターンが可能なのである9｡(33)では､時間を費やす人とto不定詞の行為

者が一致 しないため､二重目的語構文と♪γ句が共起 している｡また､通常与格交替を起こ

さない動詞 costも､(34)-(35)に示すように同様の振舞いを見せる｡

(32)a.It'lltakehimtimetorecoverfromtheillness.

b･Ii'lltaketimeforhimtorecoverfromtheillness･
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(33)Wewerelateinintroducingthisconcept:ittookmethreeyearsofpersuasionfor

politicianstoaccepttheidea･lBNC]

(34)a.Itcostusamilliondollarstobuildthestadium.

b･Itcostamilliondollarsforustobuildthestadium･

(35)It'sgonnacosthimatleastfifteenquidformetowipeitoff･lBNC]

最後に､節約を表す動詞 saveを用いた二重目的語構文に関しては､(36)に示すようにfoγ一

与格交替が可能である｡これは､二重目的語構文の01に生起する支払人が､(支払い予定だ

った)金銭 ･時間 ･労力などを支払わなくて済んだ受益者であることによる｡

(36)a･Thetaxchangessaveme£9aweek･lCIDEl

a′･Thetaxchangessave£9aweekforme･lCIDE]

b･Thanksforyourhelp-itsavedmealotofwork･JCIDEl

b′･Thanksforyourhelp-itsavedalotofworkforme･lCIDE]

節約の事態は､失われるはずだった資源が支払人の手元に残るという状況を生じさせるため､

誰かに何かを獲得させるという獲得の事態の一種とみなすことが可能である｡事実､(37)に

示すように､獲得を意味する動詞 win,earn′gainなどは､動詞 saveと同じくforヰ 格交替を

起こす｡つまり､節約を表す二重目的語構文こそが､支払いという百科事典的フレーム知識

を介 して､使役所有を含意する通常の二重目的語構文と､請求やコス トを表す特殊な二重目

的語構文との架け橋になっていると推測される｡

(37)a･Itwashisgoalthatwonusthematch･lCALD31

b･Itwashisgoalthatwonthematchforus･lCALD3]

5.二重目的語構文のネットワーク

本節では､二重目的語構文の全体像を明らかにすることを目的に､動的用法基盤モデルに

基づいて､具体レベルから抽象レベルに及ぶ包括的な構文ネットワークを提示する｡この目

標に先立ち､まず二重目的語構文の意味を再考する｡

第 1節で確認 したように､二重目的語構文には一般に使役所有の意味があるとされるが､

問題になるのが､請求やコス トの事態を表す表現である｡4.1節で述べたように､請求 ･コス

ト･節約の事態を言語化する際には､背景にある支払いに関する百科事典的フレーム知識が

喚起される｡このフレームの中核をなす ｢人が何かの代価として資源を支払 う (もしくは資

源でもって支払 う)｣という意味構造の成立条件として､そもそも人はその資源を所有 してい

なければならないという ｢前提の所有｣が必要である｡いわゆる使役所有 (Sが01に02を

与えて所有させる)とは､｢結果の所有｣を引き起こすことを表す｡しかし､請求やコス トの
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事態も､前提の所有を引き起こすという意味では､広義の使役所有である｡つまり､[SVO1

02】という抽象的な二重目的語構文に意味があるとすれば､それはやはり使役所有だろう｡

別の見方をすると､動詞give,buy等を用いた通常の二重目的語構文は｢プラスの移送｣を､

請求やコス トの事態を表す二重目的語構文は ｢マイナスの移送｣を意味する｡どちらも､主

語 Sが相手 01-の働きかける (影響を及ぼす)というエネルギーの移送(TRANSFER)があ

る点では同じである｡ しかし､プラスの移送では､エネルギーの移送に伴って､モノ(02)の

移送も行われる｡つまり､プラスの移送は､相手にモノを与えるという形でのエネルギー移

送である｡他方､マイナスの移送は､相手からモノを引き出そ うとするエネルギーの移送で

ある｡ ところで､人から人-のエネルギー移送は､目的語に人を取る他動詞構文(e･g･∫

persuadedSallytogowithmetotheconcert.lLLA])でも表されるが､二重目的語構文七は､何ら

かの所有関係を引き起こそうとするエネルギー移送に限られる点に違いがある｡

以上の議論を総合すると､二重目的語構文の構文ネットワークは､次ページの図2に示す

通 りである｡図2においてボックスで囲まれた部分が各々､スキーマであり構文である｡こ

れらの構文スキーマは､形式 (ボックス内の上部に表示)と意暁 (ボックス内の下部に表示)

のペア (両者を結ぶ線で表示)から成立する｡左に進むほど抽象的なレベルに､右に進むほ

ど動詞 クラスや動詞が限定 された具体的な レベル になる｡ ネ ッ トワー クは主に､

CAUSE-RECEIVE (プラスの移送)を意味する上半分と､CAUSE-PAY (マイナスの移送)

を意味する下半分に分かれる｡左から4番目の並びが､動詞クラスの指定された構文､5番

目の並びが､動詞の指定された構文のレベルである｡6番目に来ると考えられるのは､時制

などで活用した動詞の指定された構文だろう｡動詞クラスの指定された構文は､現実性を表

すもの､法性を表すもの､意図性を表すものの3種類にまとめられる｡主な略語は以下の通

りである｡T.-TRANSFER′P.T.-PLUSTRANSFER′M.T.-MINUSTRANSFER′C-R-

CAUSl三-Rl三CEIVE′C-p-CAUSE-PAY.(その他の略はCroft(2003)に従 う｡)

ボックスの線の太さは､定着度 (アクセスのしやすさ)を表 している｡点線､実線､太い

実線の順に定着度が高くなる｡二重目的語構文に生起する､特定の動詞クラスに属する動詞

の数がごくわずかであれば､動詞の指定された構文の定着度が高まると予想される｡従って､

請求 ･コス ト･節約の事態を表す二重 目的語構文の場合も､動詞の数が限られるため､動詞

の指定された構文の定着度が高いと考えられる｡

節約の動詞 saveの指定された構文スキーマが､獲得という動詞の意味クラスの指定された

構文スキーマと点線でつながれているのは､4.2節の終わりで述べたように､前者を後者の一

種とみなすことが可能だからである｡｢否定の｣ マイナスの移送は､プラスの移送でもある｡

つまり､節約を表す二重目的語構文は､ネットワークの上半分と下半分の共有地点に位置す

ると考えられる｡

図2は､大まかな傾向を示 した概略図である｡今後より詳細な調査を行い､精微化する必

要がある｡特に定着度の差に関しては､心理実験などを行い､確証を得る必要がある｡ しか

し､これまで例外扱いされることの多かった､請求 ･コス ト･節約の事態を表す二重目的語

構文を包括する形で､構文ネットワークを提示したことは有意義であろう｡
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tCAUSE-fhvE汀RANSFER)i;

図2:二重目的語構文のネットワーク
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6.まとめと今後の展望

本論文では､英語の主要な項構造構文の一つである二重目的語構文の再考を行った｡特に､

意味的 ･統語的に特異な振舞いを示す､請求 ･コス トの事態を表す言語表現を中心に､分析

を行った｡その意味的特異性は､一般に二重目的語構文に帰せられる ｢使役所有｣という意

味との不一致にある｡本論文では､これらの表現の背後には共通して､支払いに関する百科

事典的フレーム知識が存在することを指摘 したが､この支払いという行為には前提として､

支払人による資源 (金銭 ･時間 ･労力など)の所有が必要である｡請求やコス トの事態は､

この ｢前提の所有｣を引き起こすという意味で､広義の使役所有を表 していると言える｡従

って､二重目的語構文自体に意味を認めるとするならば､それは広義の使役所有もしくは所

有関係を引き起こそうとするエネルギーの移送だと考えられる｡

しかし一方で､この意味特徴は抽象的すぎて漠然としているため､生起する動詞の種類や､

特定の動詞が生起した時に表される意味 (例えば､獲得の動詞なら ｢意図された使役所有｣)

などを限定することができない｡よって､本研究では動的用法基盤モデルの言語観を採用し､

動詞や動詞クラスの指定された具体的な構文の存在を仮定した｡そして､抽象レベルから具

体レベルに至る様々な構文スキーマによって構成される､二重目的語構文のネットワークを

提示 した｡この構文ネットワークは､CAUSE-RECEIVE (プラスの移送)を意味する通常の

二重目的語構文とCAUSE-PAY (マイナスの移送)を意味する請求やコス トの二重目的語構

文の二手に分かれている｡この二者を取り持つのが､節約の事態を表す言語表現である｡節

約の事態は､一方で ｢資源の不必要な支払いを防ぐ｣(CAUSEnottoPAY)という状況を表す

ため､請求やコス トの事態と密接な関係にあり､他方で ｢資源を取り置く｣ことでもあるた

め､獲得の-種とみなすことができる｡

Goldberg(1995)等の構文文法における従来の構文研究は､動詞 (の意味)か構文 (の意味)

かの二分法に陥りがちであった｡ しかし､実際の言語使用において､統語的鋳型としての構

文が構文だけで現れることはなく､必ず具体的な動詞や名詞などの語桑を要求する｡ここに､

語桑の種類を指定したローレベルな構文の重要性がある｡本論文では､動詞の種類を指定し

た構文スキーマをもとにネットワークを記述 したが､Croft(2003)でも指摘があるように､動

詞の種類が限定されれば､主語 ･目的語などに生起する名詞の種類も限定される｡よって今

後は､(38)に示すような名詞の意味も取り込んだ構文を提案 し､二重目的語構文のより正確

な全体像を示す必要があると考えられる｡

(38)HAGENT(SELLER)･N･CHARGE.V.PATIENT(BUYER).N.THEME(MONEY).N.】/

lIntendedCAUSE-PAYviacommercialtransaction]]

注

1.(la)は実際に足があたらなかった場合やあたっても効果が見られない場合にも発話される｡

2･所有権の移送を意味する動詞(C.g.give,sell)の場合には､二重目的語構文とto付き与格構文
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の間の意味的差違はほとんど認められず､代わりに語用論的差違が問題となる｡紙面の関

係上､語用論的差違に関しては､本論文では扱わない｡

3.to付き与格構文は使役移動構文の一種とみなすことができる｡(Goldberg1995)

4.ただし､to付き与格構文と交替する場合と異なり､for付き与格構文と交替する二重目的

語構文は､授与の成功までは含意せず､意図の段階を合意する｡

5,動的用法基盤モデルの｢動的｣という語はLangacker(2000)以降用いられるようになった｡

6.コス トと節約の事態を表す二重目的語構文では､犠牲となる大切なモノだけでなく､(i)

に示すように､何かが犠牲となった結果状態を表す名詞も02に生起することがある｡こ

の現象の詳細な分析に関しては､東(1990)､Nemoto(1998)､牢岡(2008)等を参照されたい｡

(i) a･"Your-yourintegritycostmeanawfullotofmisery,"shewhispered･lBNC]

b･I'mgladyouoffered-itsavedmetheembarrassmentofhavingtoask･lOALD7]

7･動詞chargeは与格交替を起こすこともあるが､その02はfee,expense′price等に限られる｡

8.請求を表す動詞 chargeは､本文中の(29)に示すように､他動詞構文の目的語に被請求者を

取ることもあれば､以下の(ia)に示すように金銭を取ることもある｡さらに､(ib)に示すよ

うに自動詞構文で用いられることもある｡

(i) a･Smallshopschargemuchhigherpricesforthesameproducts･lLLA]

b･Mostclubschargefortheuseoftenniscourts･lMEDAL2]

Goldberg(1995)では､構文の意味と融合する動詞の意味として､動詞の指定する参与者役

割とその語嚢的プロファイルを想定している｡プロファイルされる役割とは､定形節で通

常義務的に表される要素である｡しかし､動詞 chargeのような､他動詞構文の目的語に異

なる二種類の名詞を取る動詞の語桑的プロファイルを決定するのは困難である｡

9.動詞 takeを用いた以下の2文はニュアンスが異なる｡(小西 1980:1856)

(i) a･Ittookfiveyearsforhimtowritethebook･

b･Ittookhimfiveyearstowritethebook･

前置詞♪γを用いた(ia)は､行為の所要時間を客観的に表すのに対して､二重目的語構文を

用いた(ib)では､所要時間が行為者に直接関係づけられ､行為者の長い苦労 ･努力 ･負担

などが合意される｡この事実は､コス トの事態を表す二重目的語構文の背景にある､代価

の支払いに関する知識によるものと考えられる｡
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