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I.  はじめに 

Lakoff (1987) や Goldberg (1995) らによって発展してきた構文文法では、さまざまな構文が取り上げられ、

構文という単位を想定することによって初めて観察可能となる事実をいくつも明らかにしてきた。特に、語と

構文とを同じように扱うことによって、語の分析と同じように構文にもネットワーク構造を見出すことに成功

した点は注目に値する。さまざまな構文間の継承関係は、このような構文研究における重要な成果のひとつで

ある。本研究では、構文間の継承関係のうち、部分関係リンク (subpart link) に着目し、以下の (1) に挙げる

自動詞移動構文 (the Intransitive Motion Construction: IMC)、および (2) に挙げる使役移動構文 (the Caused-
Motion Construction: CMC) の関係を実証的に明らかにすることを目的とする。 

(1) a. The ball rolled into the gutter. 
 b. The fly buzzed into the room. 
(2) a. John rolled the ball into the gutter. 
 b. John let the fly into the room.      (尾谷 2011：87-88) 
Goldberg (1995: 78) は、IMC が CMC の真部分 (subpart) に相当する構文だと主張している (cf. 谷口 2005)。

たしかに、(1a) に示した例によってあらわされる事態は (2a) に示した例によってあらわされる事態の一部分

であると考えることもできる。本研究では、約 1 億語の大規模コーパスである British National Corpus (BNC) 
から、IMC および CMC の実例の一部をサンプルとして抽出し、そこから定量的に Goldberg による主張を

検証していく。 
 
II.  構文研究における継承関係 
意味と形式のペアを単位とする構文が文法研究において中心的に議論されるようになってから、構文はさま

ざまな枠組みから議論され続けている。コーパス研究が認知言語学の分野でも取り入れられるようになり、理

論的枠組みから議論されてきた現象について、定量的・統計的な観点から議論することなどが可能となった 
(e.g. Stefanowitsch and Gries 2003)。コーパスを利用した構文研究の発展は、構文のさまざまな性質についての

実証的な議論を可能にした点で大きな貢献だと言える。 
しかし、コーパスを利用した研究の多くは構文そのものの性質に注目したものが多く、構文間の関係につい

ては十分に実証的な議論が進んでいるとは言えない。しかし、語と同じように、構文もそれぞれ独立して存在

しているわけではない。継承リンク (inheritance link) と呼ばれるリンクによって、各構文は互いに動機づけさ

れた関係にあり、複雑なネットワークを構成している (Goldberg 1995: Chapter 3)。 
既に述べたように、IMC と CMC も継承関係にあると考えられている。本研究では、事態認知のようなマ

クロな観点からではなく、実例から見えてくるミクロな観点から、IMC と CMC の継承関係の実在性につい

て議論する。 
 

III.  データの抽出方法および分析結果 
本研究では、BNC からランダムに抽出した用例をもとに IMC と CMC の関係について議論する。しかし、

IMC も CMC も以下の例から分かるように多様な動詞を含む構文である。 
(3) a. The spider came down on a thread in front of me while I was driving.   [BNC-CH6] 
 b. [...] a thin plume of mist or vapour drifts down the wind.    [BNC-CLK] 
(4) a. She handed the file to Juliet.       [BNC-JY0] 
 b. The girl [...] pushed Harald and Carl back to their seats.    [BNC-FR0] 

このように多様な動詞を含む構文からサンプルを抽出するために、i) 本研究では、Levin (1993: 51.3, 51.4) が
リスト化しているすべての移動動詞および使役移動動詞からランダムに 1% の用例を抽出した。続いて、ii) 
サンプルの用例をひとつずつ目視によって確認し、物理的に移動していることが確認できる用例のみを分析の

対象とした。実際には、IMC や CMC の用例には移動動詞や使役移動動詞を含まない用例も見られる。しか

し、IMC および CMC についてコーパスの用例を詳細に分析した Rohde (2001) の研究によれば、IMC およ



び CMC のほとんどすべての実例には移動動詞や使役移動動詞が含まれると考えられる。したがって、本研究

で分析の対象となるサンプルも、すべてを網羅しているわけではないが大きな問題はないと考えられる。 
本研究では、さらに以下に挙げるような否定文や疑問文、そして受動態などの用例を除外し、考察の対象か

ら外している。 
(5) a. The girl did not come back from Dublin from their lunch.    [BNC-HTS] 
 b. “Shall I go to her?” asked Alice.      [BNC-H0E] 
 c. Patriots and Lance missiles were also sent to Turkey [...].    [BNC-K8S] 

その結果、考察の対象となる 951 の IMC の用例と 230 の CMC の用例をサンプルとして得ることができた。 
このサンプルを分析すると、IMC において主語として具現化する項と CMC において目的語として具現化

する項の分布に両構文で大きな違いが見られた。もし、IMC が CMC の真部分であれば、それぞれの構文の

分析結果に大きな違いは見られないはずである。実際のデータを整理したものが以下の表 1 である。 
 

表 1：IMC と CMC における移動物の項の分布 
 ANIMATE INANIMATE SUM 

IMC 
CMC 

871 (91.6%) 
98 (42.6%) 

80 (8.4%) 
132 (57.4%) 

951 (100%) 
230 (100%) 

                              χ2=298.35, df=1, p<.001 
 

この表からもわかるように、IMC では主語として具現化する項は animate であることが多いのに対して、

CMC では目的語として具現化する項は inanimate であることが多い。さらに、この差には統計的にも有意な

差が見られ、偶然であるとは考えにくい結果だと言える。 
 
IV.  考察 
実例をもとに定量的な分析をおこなうことで、構文間の継承関係に対して新たな視点から分析できる可能性

を示すことができた。また、今回の調査結果は、Stefanowitsch and Rohde (2005: 265) らによる IMC と CMC が
異なる事態をあらわす構文であるという示唆を間接的に支持するものである。ただし、今回の研究結果は、IMC 
と CMC という 2 種類の構文が持つ性質のうち一部を明らかにしたに過ぎない。また、Goldberg (1995: 78) は、

IMC において主語として具現化する項を theme だとしており、本研究で分析の対象とした IMC の例には 
Goldberg が想定していた用例以外のものが含まれる可能性もある。質的な研究によって示唆された結果を定

量的な調査によって実証的に検証することで、構文の新たな性質を垣間見ることができたという点に本研究の

理論的な意義があると考えられる。 
 

V.  まとめ 
本稿では、Goldberg (1995: 78) によって主張されてきた IMC と CMC という 2 種類の構文における動機

づけについて、BNC から抽出した実例によって定量的な調査結果を示した。分析結果からは、Goldberg が主

張したような関係を両構文に見出すことができず、彼女の主張が再考に値するという結果を得ることができた。 
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