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I.  はじめに 
意味役割(semantic roles)の一つである受益者(beneficiary)を表す項を含む代表的な項構造構文に、受益二重目

的語構文(Benefactive Double Object Construction, 以下 BDOC)(=1a)と for 与格構文(=1b)がある。受益者が具現す

るのは、前者は間接目的語(Indirect Object = IO)であり、後者は for 前置詞句である。 
(1)   a. John baked Mary a cake.   b. John baked a cake for Mary.  

BDOC と for 構文は構文交替の関係にあるが完全な同義ではない。先行研究では、for 構文よりも BDOC の

方が受益者項に強い意味的制約がかかることが指摘されてきた。したがって構文のカテゴリー拡張という観点

から BDOC に迫ろうとする研究が着目してきたのは受益者の意味ではなく、描かれる事態タイプ（＝生起可

能な動詞タイプ）である。BDOC に典型的に用いられるのは獲得動詞や作成動詞と言われる(Huddleston and 
Pullum 2002: 311)が、(2)の例はこの2つの意味クラスからは少し外れており、(3)の例（「象徴的行為(symbolic acts)」
を表すもの）はさらに逸脱している。 

(2)  She sculpted him an elephant. / Skin me another cat. / I stole her a diamond ring.  (Langacker 2008: 248) 
(3) Cry me a river. / Kill me a dragon. / Crush me a mountain. / Swim me an ocean. / I’ll move you mountains. 

本稿の目的は、BDOC のカテゴリー拡張は動詞句だけではなく IO の方にも既存の制約では説明のつかない

意味拡張が生じていることを指摘し、そのような拡張を可能にしている要因を、2 つのインタラクション説（南

2018）の観点から明らかにすることである。 
 
II.  Green (1974) の説とその反例 

Green (1974)は、BDOC には「主語指示物と IO 指示物は、描かれる事態の発生時に同時に存在していると話

者（または世界創造動詞の主語指示物）が認識していなければならない」という、for 構文にはない意味的制

約（以下「Green の制約」）があると指摘した。以下の(4b), (5b)が不適格となるのは、主語指示物が行為に従事

する時点で、IO 指示物（受益者）がこの世に存在せず、Green の制約に反するからである。 
(4)  a. The American ambassador baked a cake for James I.  
      b. *The American ambassador baked James I a cake.        (Green 1974: 107) 
(5) a. She’s going to sing a song for her late lover.   b. *She’s going to sing her later lover a song.  (ibid. 109) 

しかし Green の制約には次のような反例がある。 
(6) Then in 353 B.C. Mausolus died, leaving his queen Artemisia, who was also his sister, broken-hearted (It was the 
custom in Caria for rulers to marry their own sisters). As a tribute to him, she decided to build him the most splendid 
tomb in the known world.  (http://www.unmuseum.org/maus.htm; 下線は筆者) 

下線部の補文に埋め込まれた BDOC の IO(=him)が指示するのは Mausolus という既に亡くなっている人物で

あり、BDOC の主語（Artemisia 女王）はもはや IO が存在しているとは認識していない。したがって(6)の BDOC
は Green の制約に違反しているはずである。(4b), (5a), (6)の BDOC において、IO は主語が行為を実行する時

点で世界に存在していない。つまり、行為者にとってはすでに「死者」である。ところが(6)の場合に限って

BDOC が使用されている。以下では、この微妙な差が何に起因するかを探っていく。 
 

III.  2 つのインタラクション説（南 2018）と ethical dative 
南(2018)は、BDOC が表す意味内容には、2 つのインタラクションが関与していることを明らかにした。1

つは直接目的語（Direct Object、 以降 DO）の指示対象と IO の指示対象、すなわち（受領）受益者のあいだの

物質的な(materialistic)レベルのインタラクションであり、もう 1 つは、主語指示対象（＝行為者）と IO 指示対

象（＝受益者）のあいだの情緒的な(affective)レベルのインタラクションである。ここでは便宜的に前者を

Materialistic interaction (=Mi)、後者を Affective interaction(=Ai)と呼ぶ。 
BDOC の意味に関する先行研究の関心は Mi に偏っている。基本的にどの研究も「BDOC のコード化された

意味を、「行為者が、最終的に IO が DO を受け取ることを意図しながら、DO を作成または獲得すること」と

記述しており、実際には IO が DO を受け取らず両者に接点すらない文脈でも BDOC が使用可能であるという

指摘すらある(Goldberg 1995: 32 等)。そこに Ai の観点が入り込む余地はほとんどない。 



しかし実際には、Mi だけで BDOC の意味特徴を十分に捉えたことにはならない。まず、先に挙げた(3)のよ

うな例は、物質的なやりとりが想定されていないため Mi は関与しておらず、話者と聞き手が行為者と受益者

に一致するため両者のあいだのやりとりが保証されるという意味で、むしろ Ai のみが関わっている（cf. 高橋

(2017: 第6章)）。(3)は典型的なBDOCとは動詞クラスも意味もあまりに異質であるから、これはいわゆるethical 
dative であって通常の BDOC とは別物とみなす立場もあるかもしれない(cf. Pinker 1989)。しかし、(3)のような

特異な BDOC だけではなく、(7)や(8)のように、動詞の種類の点でもきわめて一般的な BDOC でも Ai が本質

的に関わっている場合があることを見逃すべきではない。 
(7)  My companion, whose first name I still didn’t know, offered to stand in line and get me a cup of coffee. My 

wrath dissolved into the dull pleasant feeling brought on by monotonous driving. (COCA 2002; 下線は筆者) 
(8)  Recalling the fan who baked him a congratulatory apple pie, Bohjalian says, “I’ll savor that taste of her 

affection. It will always be with me.” (COCA 1999; 下線は筆者) 
これらは一見するとありふれた BDOC だが、実は Mi よりも Ai が際立っている。(7)では、行為者からの、

コーヒーをとってくるという申し出によって受益者（聞き手）が情緒的に影響を受けたことが直後の文で描か

れており、このとき明らかにコーヒーを受け取る・飲むという Mi の側面は背景に退いている。(8)も同様で、

アップルパイと受益者のあいだの Mi ではなく、アップルパイを焼いたファンと受益者のあいだの Ai が前景化

している。このように BDOC は、Mi よりも Ai を中心とする事態描写にも使用されているのである。 
 

IV.  分析の試み 
(6)が可能である理由の考察に移ろう。Mi であれ Ai であれ、生きている人間は死者とは現実的にはやりとり

ができないはずであるから、何らかの条件が整うことで Ai が可能になり、BDOC の使用が動機づけられてい

ると考えられる。そしてその条件の 1 つは、死者とのやりとりが可能と見なされる儀式性である(南 2017)。(9)
の BDOC が可能なのは、それが葬式という儀式の中での行為を描いているからである。 

(9) At her husband’s funeral, Mary sang him a farewell song. 
ただし、儀式というものの性質上、死者との Ai のためにそこで執り行われるべき行為も限定される。歌を

歌うというのはそうした行為として妥当だが、たとえば食べ物を買ってきたりケーキを焼いたり、といった行

為はそぐわない。Green が挙げた(4b)の例が不自然になるのはこのためである。 
もうひとつの条件は、IO の生前に行為者とのあいだに Ai があり、かつ行為者が IO の死後も IO に対して生

前と変わらない関心を維持していることである。(6)は確かにこの 2 つの条件を満たしている。死者を祀るため

に墓を建てることはすぐれて儀式的な営みであるし、王女が王との間で生前に Ai があり、王の死後も王女か

ら王への関心が継続していることは明らかである。では(5b)はどうか。儀式性という点では(9)と変わらず問題

はない。問題なのは、“late lover”と表現することで死者であることを明示し、行為者との Ai の可能性がないこ

とを際立たせていることではないかと思われる。「固有名の本質は対象への関心の持続にある」という考え（野

矢 2011）が人称代名詞にも当てはまるとするならば、(6)や(9)での人称代名詞 him の使用が BDOC の使用に大

きく貢献していることになるが、これについては今後さらに検証が必要である。 
 

V.  結語 
本稿では、先行研究の暗黙の想定に反し、BDOC の受益者項は、特定の条件下でカテゴリー拡張し、IO が

死者を指示する場合があることを指摘した。そして 2 つのインタラクション説を踏まえ、(i)儀式的な文脈と、

(ii)行為者と IO 指示対象のあいだの Ai を前提とした行為者から IO 指示対象への関心の持続、の 2 つが IO に

よる死者指示を可能にする条件であると論じた。本研究は、Mi だけでなく Ai の観点も取り入れて項構造構文

の意味機能を分析することの重要性を示唆している。 
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