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'to sleep oneself sober'の構造

文中における「欝Jの動き一一

葛回 議 } 議



'to sleep onese1f soher;の構造

る「節」の動i?一一一

商 議 議

O. 'to slεep oneself sober'という構造をもっ表現はきわめて一般的
遺言

る識には，それとして深く検討され，性格がtjJjらかにさ

れてきていなし、たとえば Jespersen においても

が， Nexus rネグサスjなとる自動詞として，

れてはいる

(1) ...he h設dread himself to sleep... 

くわ A lovers ey紛 will gaze an eagle blind. 

のような裂とともにあげられるか，あるいわ，‘結果を表わすネクサス'

の初jとして，

く3) Sh母 scream芭dherself into a fit. 

く4) 1 order告dthe guns to be fired. 

などの慨をあわせてあげてあるにすぎない。それ以上この構造をとる

謂の性格， rネクサスjの意味j二の主語の性格等については全くふれら

れてない。(タu文は稿求の資料による。〉

このことは般の文法家においてもおよそ同様であり，たとえば吐いぜ

い Onionsのように， この機遣は，

(5) to strike a man dead 

巧。



l to sleep olieseH sober' 

うな講造の類推である，という程度の設現 られているにすぎ
(3 ) 

) Halliday iまこ くる要素の性質をのベ， 'sober'のよ

要素ーは紡巣を表わす語であり 'onese1f'はその属性 (attribute)

er'の矯潟ーする attribuantであると言っているが， これは‘結果

クサス'という Jespersen のことばに尽くされている。あ

見るように「変形生成文法j においても充分に設いきられてはい

稿の目的は‘ tosl巴eponesεlf sober'をいくつかの程IJ商から検討

ことによってこの構造のもつ性格令明らかにし，この撰造は文法体

どう援われているかを最後に，この問題は f文」中におけ

蔀」がどのような形をごとるかというより大きな問題の…部として位

けられるときはじめて解決されるもので、ある，ということを示唆す

のである。

上に見たような文法家ののべていること しつつ， この講文

賞を検討してL、きたい。まずそれぞれの要素について。

‘sober' 

の 'tosleep onese1f sobεr'とL、う くわや

) He boiled the eggs hard. 

うにし る{目的語ム 113 をJbつものに類蝕している。

'eggs'が‘ hard'なのは‘ boil'の結果であり，‘ hard'は 'eggs'

の をのべたものである。 113 「目的観語jという関係でみ

るかぎり，

く7) 1 drink coffee bl註ck.

-・ 4 叩



• to sleep onese1f sob♀r • 

の‘ coffeeblack安と同類ではあっても，く7)におい

• coffee'が飲まれる時の状態をのベたにす 〈ろ)， (6)の場合とは

務白に区別されるものである。これが， J記spersenは‘

クサス'とよび， Hallidayがくくわを‘併pictive'とするに対し〉くわ，

〈めのような儲を 'resultative'とはっきり区別している譲自でもあ

るo'to sle巴poneself so加 r'の‘ sober'はまさにこの結果としての

状態を表わすものであり 2 ‘sleep'の結果として‘ oneself'が‘ sober'

になったことを表わす表漢であることを確認しておこう。

1-2. 'sober'はある動作の結果としておこる;決議を表わす諾だが，ほ

かに類似したいくつかの例?とあげてみようO

く8) He cried himself to sleep. 

( 9) He drank himself 10 death. 

く10) He drank the night away. 

く11) scream myself awake 

‘to sleep' ， 'to death'， 'awayう‘ awakeうと形・ ちがうもの

であるがこの構造の中での機能は，いずれも「閥的補諮j的であるのは

共通であるo'sleep'， 'd悲喜th"‘ away う‘ awake'ともに前の警告言誌の

表わす動作の結果としておこる状態を表わすものである。句。'ははっ

きりその状態にヨ怒る方舟を示している。‘ tosleep'の場合は，いわゆる

‘結果た表わす不定詩'というべきもので‘ to' の原義者どとどめた例と

いえる。

このように‘ sober'に相当する懇句法結果としておこる状態を表わ

ものあるいは，その状態に至る方向を含めた表現であってもよい，と

いうことになる。また形容詞の場合は‘ awake"‘ asleep'のような叙

述静容認 (predicativeadjective)に限らなことも註尽しておく。
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北大文学部記要

さらにつけ加えれば，この位置にあらわれる語句をみると‘si1ly'，

death "‘ drunk'， 'into oblivion'，‘ lame "‘ hoarse "‘ tired " 

‘dizzy'，‘ sick "‘ breathless "‘ heart (eyes) out'，などと，ど

かと言えばマイナスのイメージをもった意味の語句が殆んどであ

awake "‘ sOber'のような例は少いことも興味ある事実である。

‘oneself' 

すで、にのべたように， Hallidayが‘結果としておこる状態'を

うものとして oneselfを必要だとしているがこの‘ oneself'に見

るように，この種の構文の殆んどは再帰代名詞を含んでいる。

2) He drank himself sick. 

3) He laughed himself sick. 

4) to cry oneself hoarse 

5) He ran himself breathless. 

6) She worked herself ill. 

7) He bounced himself dizzy. 

8) to dance oneself tired 

2)一(16)はこの種の構造の典型的な例であり， (17)， (18)などは

的少し、。ところがこの構文にあらわれるのは実は‘ oneself'だけ

ない。

(19) to cry one's heart out 

(20) weepe our sad bosoms empty 

(21) He had slept his liquor off. 

の ‘one's heart'，‘ our sad bosoms'，‘ his liquor' がそれであ

au 



‘to sleep oneself sober'の構造

る。 しかしここで推測できることは， ここにあらわれる所有代名詞か

ら，この「所有者」はその文の主語と同一的指示でなければならない，

ということである。‘ liquor' が‘ hadsl巴pt'の主語‘ he' のもので

あるにちがいないと全くおなじように‘ heart" ‘bosoms'の「所有

者」はそれぞれ‘ cry'，'weepe'の主語とおなじものと考えざるを得な

L 、。

ところが所有代名詞をもたず，形の上ではこのことがはっきりしない

次のような例もあることに注目しなくてはならなL、。

(22) laugh the trouble away 

(23) He drank the night away. 

これらの例においても，われわれの推測がまちがっているとは思われな

い。すなわち‘ trouble"‘ night'ともに定冠詞で、限定されており， し

かも意味の上からも‘ the'を‘ his"‘ one's'として考えて問題はない

からである。

ただここで (22)，(23)と関連を本っと思われる類似した場合に言及

しておくべきであろう。

(24) They laughed (shouted) the man down. 

(25) He used to talk one sick. 

(26) He had drunk all the officers under the table. 

ここでは動詞のあとの(代〉名調はもはや主語あるいは主語の属性な

りをあらわすのものではなく全く別の者を指していることに注目しなけ

ればならなし、。それでは‘ tosleep oneself sober'の構造において，

動詞のあとの(代〉名詞についてたてた予想はまちがっていただろう

か。そうではなし、。たとえば ]espersenは次のような例をあげている。

戸 7 -



北大文学部紀要

1) …preach folk asleep 

り…laughme asleep 

め Youcan't explain the comρlication away. 

らの文はわれわれの問題にしている構造とにてはいるが， (代)名詞

行する動詞の直接の「目的語」の性質をになっており，動詞にはす

‘sleep'にみるような「自動詞」性はなし、。このような中間的な

の性格が，
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うな場合を仲介にして

3) to strike a man dead (= (5)) 

4) to wash one's forehead cool 

うなごく一般的な例につながっていくように思える。しかしいずれ

よ (24)一(34)は‘ tosleep oneself sober'とははっきり性質を

するものであり区別する理由もそこにある。そしてこの種の構文に

て見る限り， ‘oneself ' の位置にはこの構文の動詞の主語とおな

のを指示するものか，それを限定詞として含む名調が来る (refiex司

or quasi-refiexives)といえる。これは前の動詞と関係あると思

われるがこれについては，あとでふれる。

3. ‘sleep' 

まずこの程の構文にあらわれる動詞を含む例文をあげてみよう。

(35) He bounced himself dizzy. (= (17)) 

- 8 -



'to sleep oneself sober'の構造

(36) to cry one's heart out (= (19)) / himself to sleep (= 8)) 

(37) to dance oneself tired (= (18)) / themselves dry 

(38) He has dined himself into good humour. 

(39) H巴 drankhimself sick (= (12)) / to death (= (9)) 

(40) They …ate themselves sick. 

(41) He laughed himself sick (= 13)). 

(42) He ran himself breathless (= (15)). 

(43) He had read himself to sleep. 

(44) to scream myself awake (=(11)) 

(45) to shout oneself hoarse 

(46) He sleρt himself sober. 

(47) He sρent hims色lfbankrupt. 

(48) He walked himself lame. 

(49) She wondered herself crazy. 

(50) He worked himself ill. 

(51) weeρe our sad bosoms empty (= (20)) 

3-1. 多様なこれらの動詞の聞にもいくつかの重要な共通点がみられ

る。一見したところきわめて日常的な，基本的ともいえる動作をあらわ

す語がほとんどで，実に‘ cry'，‘ dine'をのぞけばすべてゲノレマシ起

源の動詞である。 しかもほとんど「一項動詞」であり， I二項動詞」で

さえその一項つまり「目的語」を省略できる「擬自動詞」であることに

とくに注目しておこう。すなわち，これらの動詞は，その主語が第三者

に対して働きかけるという性質の動詞でなし、から， その及ぼす結果(の

「ネクサス」はどうしても主語自身に関することになりやすいのも当然

といえいる。

3-2. すべて‘stative'(状態〉動詞であるよりは‘ non-stative'(非状

態〉動詞，‘ active'(活動〉動詞である。しかしこれはむしろ当然のこと

であり，後に‘結果としての状態'を表わす表現が来る以上，それに先

行する動詞はそのような‘結果をおこさせる'動詞，つまり動作の動詞

でなければならないと考えられる。そして‘結果'を表わす「ネグサス」

がこの構文の重要な意味情報を担って動詞のあとに一種の‘e妊ected

- 9 -



北大文学部紀要

:t'ようになっているといえよう。

次にこの動詞の表わす‘動作'が意図的なものかどうかについて

る‘結果をおこさせる'ための動詞は行為者の意図によるものであ

3 すでにあげた動詞のどれをとっても意図的におこせない動作の動

ないものはなし、。しかしこれはこの構文の中ではそう言い切ること

来なし、。意図的あるいは「自己で制御可能J(self-controlable)と

るのはその動詞だけとして見たときに限られるように思われる。

iday は本来的に「意図」的な動詞も再帰的(あるいはそれに類す

補語 (complement)がつくと「非意図」的になりやすい，として

二文を比較させている。

2) He cut the bread. 

3) He cut hims巴lf(his finger). 

しかに (52)が「意図」的であるに対して (53)は「非意図」的に

たとは言えても意図的な意味をすべてなくしているわけではないo

，‘自殺する'とL、う意図的な行動に対ずる

4) He killed himself. 

依然として意図的な意味のままである。 とは言えやはり (35)一

〉についてみる限りこの区別はきわめて|陵昧になっている。これは

北e'のような「意図」によるとは考えられない「結果J，‘ silly'，

k '，‘ ill "‘ tired "‘ lame "‘ dizzy う‘ crazy'，‘bankrupt'などそ

の主体にとって不利な状態、を表わす表現が来るという意味の点でも動詞

が非意図的になりやすいことは裏づけられる。自分に不幸Ijな結果をもた

らす行動を意図的にす{iことは普通ないからである。

またこの構造にあらわれる動詞はし、ずれも「自動詞」的， 1"自己完結」

的であるがあとに来る「ネグサス」‘ oneselfsober'は，いはばその自

動的な結果であることを考えれば，動詞がむしろ非意図的になりやすい

ー 10-



‘to sleep oneself sober'の構造

ことも理解される。ただこのような不利な状態を意図することはないと

は言いきれなし、から，本来意図的な動詞もこの構文をとると，非意図的

な意味をも含むようになる，というのが適切ないし、方であろう。

3-4. Dowtyは‘ kill'などを含む‘accomplishmentverb' という

動詞類を設定し，その性質を，

(1) the notion of an act or event that the subject is 

involved in and (2) a specific change of state which is 

understood to come about as a result of that act or 

event. 

としている。そして，これで説明される例として.

(55) Jess shot him dead. 

(56) He knocked the man unconscious. 

fdrank 1 fsilly 
(57) He )ate himself )to death 

lsmoked J linto oblivionJ 

などをあげている。彼の言う‘accomplishment'動詞の定義は， (57) 

にあげた文ともにわれわれの構文の説明に適わしいものであるが，(55)，

(56)のように‘ shot'，'knocked'を含む文もあること，‘accomplish司

ment'動詞の中に与えられた性質のうち (2)を含まないものとして‘ac-

tivities'動詞を区別しその例として‘ laugh"‘ run'を含めていると

ころをみるとやはりわれわれの対象とする構文を説明しきる動詞の分類

としては不充分といわざるを得ない。しかも彼はこの accomplishmen t 

動詞をはっきり‘ intentional'なものと‘ non-intentional'なものを

区別してしまっていることも，すで、に見たところから不適切と判断せざ

るを得ない。

3-5.この種の構文を最も網羅的に扱ったものをあげるとすれば Rosen-

baumや Hudsonなどということになろう oRosenbaumではいわゆ

噌

E
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北大文学部紀要

補文構造」として，また Hudsonは「議文」というとりあげ方さと

いずれも詳綜な動詞の分類をしている。前者A では最終的に19項悶，

では39項目であるO しかしこのどれにも，われわれの扱っている講

あらわれる動詞をそれとして分類してはし、ない。

これまでも間接的にはふれて来たがもう一つの議饗な点， すなわ

誌と後続ずる要素との関係についてO e O11記self'，'sober'の fネグ

J，ぞれと動詞の関慌についてはすでにのベた。

le母p'と， oneself' 0 

この懇の携文において 'sleep'と‘ oneself'の問には制調的な

が一切ないことに持に詑日しなくてはならない。

;elf'命体すでに確実に‘sleep'を述苓動詞とする文の喪素となり

ていることなあらわしているがこれ投降E寺に‘ oneself'が f問的

?きな位賓のしめ方なしていることをもあらわしている。 Postalは欝

後続する (ft)名詞がその述語勤務の8的鰐としての佳費をもっか

かの謀明に，再帰イとしているかどうか， とともに，述語動錦とつぎ

代)i!i認の憶に題詞的主主需が介在しているかどうか，を強カな根拠

ている。‘oneself'は接能的にも，意味告にも 'sleep'の「詩的

とは言えないが，その形，殺;鐙のとり方がいかにも f段的詩J的で

こことに注闘しておこう。「…項勤時jあるいは「問的籍」たる一項

かれた仁三項動詞Jのあとに， る「ネグサスjの 会主

的語」的におさまっているo 'sleep'と 'oneself'の関に諒懇命令

素がないことが一層‘ oneself'を「図的語J的にしているF

ht上の点たふまえながら，これらの性賞が方法の中でどのようにす芳

われ説明されているか簡単にみることにしよう。

イほ続的な文法で扱いきれていないことはすでにみた。いわゆる「変拶

生成文法jではどうであろうか。 r義文法Jでも下生成意味論Jでも

れなりの扱い方はできるであろうのたとえば「格文法」では，派生上の

組かな説窃は捻ぶくがおよそ次のような闘で、示される構濃から導きださ

れるはずである。

o
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‘to sleep oneself sober'の構造

a. 

S 

M 
prop 

O 

S 
/----¥¥¥  sober one 

one sleep 

また「生成意味論」では McCawleyのあとをうけた Dowtyのつぎ

のようなやり方がある o (a.は意図的 b.非意図的). (論旨にそって多

少書きかえである〉。

(59) a. 

Dγ/下一一一Sl
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れらの隠によって示される

fと深くかかわっているよう

もとにした方法は，人鵠の詫霊長の

るし，それとして非常に魅力の

，ものである。 しかし， (縮かな議論ははぶくが〉よく指摘されるよ

iきず とらえていないという一般的な理

んよろうが， これらの構造から 'tosleep oneself sober'に至る

れこ使われる方法 (r主態化ム とくに「述諮くり上げJ (predicate 

:ing) 比一般設にかけるものでありその説明の過程も自然さにかけ

E入れることはてきない。

‘to sleep Qne話elfsober'の構造はすで、にみたよう拡‘ ones告lf

:.r'という「ネグサス」を一つの文の中にもつものであって，

;0) one slξep (0怒号 sober)

:しうるものであり，そのお然さからみても多もし「変形生成文法J

Bり方で示すとすれば

i1) 

//¥¥  
//ヘ¥

も漉当なものといえよう O 問主義はこれをどう体系に位置づけ，説踊

るかである。

比較的この間のことが詳しく検討されている Ro関取JfJacob$

and Rosenb且11III)についてみても彼らの与える次のどれにも属さない

ことは弱肉である O

14 



'to sleep oneself sober'の構造

(62) a.自動調補文

VP 

/ヘ¥
force NPi 

b. 動詞句補文

------¥¥¥  

V 

c. 名詞句補文〈幻)

V 

expect 

VP 

// ¥ ¥  

彼らが「自動調補文」をとる動詞としてあげる‘tend'，‘condescend'

などからみてもわれわれの扱っている構造はこの「補文」とは言えない

が，形だけに限っていえば一番近いのは「自動補詞文」の構造と思われ

る。

さて次に (61)の S'(one sober)が定形動詞を欠いていることはた

しかであり，これを「変形生成文法」の枠ぐみにしたがえば，このこと

は一つには，

- 15 -
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(T (M) 

63) a. S → COMP NP ¥ (for)ー tol VP 
l's-ing J 

(24) 

(COMP: complementizer) 

fthαt S (25) 
b. VP→ V : -;~:，:，，-l (NP) (INFP) J 

c. S → COMP S (s: embedded sentence) 

f that (26) 

COMP →¥ for to 
l poss lllg J 

;うに「句構造規則」の中にくみこんでもいいだろう O また，

54) 

X [s NP-[Tns (M) -X]Vp Y-2 

1 2 3 4 5 
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(27) 

5 

.うに「変形規則」の中に「補文化子付与J(complementizer place-

lt)によってもよL、。もっとも‘that'，‘(ー's)…ingう‘(for)…to'

'.tLになるかは主文の動詞の種類， 意味に関係することであり1"は

まれた」文の内部だけできまることではなL、。 ('-'8"‘for'は「消

去変形」によって消去されるとしているのが一般であるがこれはむしろ

逆で， 主文の動詞によって‘一's'，'for'が「付加」されると考えられ

るべきだという重要な問題もあるがここではこれ以上ふれなしう。

いづれにせよ‘(for)to be sober'のような形の‘tobe'が「消去」

されるのはごく一般的な事実であるからそれとして認めていいであろ

う。
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t to s!eep oneself sober'の構造

4-2. 次に，‘ onesober'の‘ one'がどのようにして‘ oneself'にさ

れるか，について。

これにはまず‘ one'が‘onesleep'の構造の中に位置づけられなけ

ればならなし、。そしてはじめて‘onesober'の‘ one'が‘ oneself'

と再帰化されることになる。これには大きく二つの方法があるといえ

る。その一つは Rosenbaum，Chomsky， Emonds等にごく一般にと

られている方法， iit (または代名詞〕取りかえJ (it (or pronoun) 

replacemen t)であるO

(65) 

S 

one 

S1の oneを itと取りかえる (i構造保存の規則J) ことにより S。
の要素にしてしまう O もう一つの方法は Postalのとる方法で「くりあ

げ (raising)Jである。

(66) 

So 

one 

VP 

~\\~ 
V NP 

sleep 
'¥ ---/¥¥  

\~一\to be sober 
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北大文学部紀要

〉方法により Slの oneを‘ sle巴p'のあとで移すことになる。「く

二げ、」という名称の適切さはさておくとしても， 3 -6.でみたような

es巴lf'の位置のしめ方をみるとき lit(または代名詞〉取りかえ」

lも「くり上げ」の方が(この場合に関する限り〉この構造のもつ性

fより自然に説明できるように思われる。

最後に‘ tosleep oneself sober'について今まで、のベて来たこ

'ふまえて図で示せばつぎのようになるであろう。

35) 

~ぺ\\\VP

乙~ ./ v- 、 三 '

::]lh:::jc王人

(one) sober 

'to sleep oneself sober'を構成する要素の性質を個別的に見，つ

ぎにそれらの聞の関係についてのベ，さらに「変形生成文法」の枠ぐみ

ではどう扱いうるかを見てきた。はじめに「伝統文法」の中でもこの構

文をそれとしこ扱いきれていないことをのべたが， I変形生成文法」の

中も同じように，それとして扱われ，充分に説明されきってるとはいえ

ないことをみた。最も典型的には，この構造がどんな枝分れ図で表わさ

れるのかさえ示されなかった。この文法の各分野の中で、はそれなりに詳

- 18 -



， to器leeponese1f sober参

細な議論がなされる一方で，全体としてみたときにこのような基礎飴な

構造が説明しされないのはなぜなのであろうか。つぎに，その理由と解

決の方訟を考えてみたい。

5-1. 結論をさきに言えば，この問題は， r文」の中におけるはむの動

きくbehavior)J という一般的な問題として全体的に考えなおすところ

に解決の方向を見つけ出せるように思う。

うまでもないが， 下文」は のたんなる並列ではなく， 兵った

n皆膳jのものがそれ合構成している。 これが f格下げJ(downgrade) 

とかj ラγグγフトJ(rankshift) ，あるいは「埋めこみJ(embedding) 

として知られているものである。これが形式的に最もはっきり示される

のは n.c.分析jであり， r枝分れ閉式jであろう O

く66) a. He said，“Yes." 

b. He said yes. 

のようなごくかんたんな場合のほか，

(67) a. The doctor said to me， "You should take the pil1 

after ev紅 ymeal." 

b. The doctor told me that 1 should take the pill after 

every mεal. 

C‘ The doctor told (advis患の me to take the pill after 

every meal. 

(68) a. My f在thersmokes in the bathtub. 1 hate it. 

b. 1 hate my father('s) smoking in the bathtub. 

(69) a. When 1 saw him， he was crossing the road. 
b. 1 saw him crossing the road. 

(70)乱 1saw an old man. He was reading a newsp呂per.

b. 1 saw an old man (who was) reading a newspaper. 

- 19 ー



北大文学部紀婆

71) a. The man was reading a book and his wife was knIt-

ting beside him. 

b. The man was reading a book， his wife knitting beside 

him. 

72) a. Children are qui告ttoday. 1 like it. 

ふ 1like childr母nto be quiet tod設y.

これらの例にみるように f文」はおの「文j と何らかの関連づけをさ

急時，さまざまな欝き (behavior)

Eがら「文j の要議としてそれなり

50 注意しなくてはいけないのは

そしてそれぞれの形をと

しめるという務になって

ら他方が「変形j のような

よって派生される，ということな言っているのではなく，ここで

努者の閣にそういう関連がみられる，ということ信念言ってるにす

'0 この関係こそ (condensation)， r，合成表現J (synthetic 
(34) 

)ession)， r競務的圧総J(synt註cticcompression)よか f構造的圧

J (structural compression)とよばれているものにはかならなし、。

これらは f変形生成文法」では「くり返しJ(recursive)の S会合

ものであり， r関係筋化J(relativizatio的 r構文化J(complemen-

ion)， (conjunction)がその具体的な方法なわけである。

ついくつかの例から見るように，ある「文jが溺の「文Jと「くり

j的に関連づけられる時，共通しておよそつぎのようた持管右手法すこ

ぶわかる。一方の「文jは，

}3) a. ニつの「文Jを接続する語くがあればそれ〉会欠く，

b. 時i話〈を表わす語)会欠く，

c. 定形動詞ではなく， る，

d. (場合によって〉‘ tobe'， 'being'た欠く，

e. 持定7移動認が

が?芳有絡で;ちることもある

があることもある，

- 20 -
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I to sleep on母selfsober' 

f. その名識と「主文」の動諮の罵v:-.組の語がない時は， その

名詞は「目的格Jであ

非定形動誌として‘-ing'になるか， '(to)一， iになるか，またその詰

(つまり非定議事務の意味の主語〉 の誌に‘for'をとるかは

文j の定形勤認の性質によることである。又野定形勢懇‘一ing'の意味

上の主詞が所有格になるか閥的格になるについては Sweetのいうよう

に違いがあるとしても， ，-詩的格Jになる;場合には， それが「主文Jの

動語ーのすぐあとという詩的務「域j (設問a) であるという f語版の圧

力fbhspressumof word o耐のによると，考えるのが最も告

であろう O

定形麗認と非定形動詞では，非定?移動詞の方が当然「時」に隠して

れなりにi酸味さをもつことになるが，それは文脈により明治 (explicit)

になるのが普通であさ;動誌が能形動制でありく場合によっては意味

欠いても〉なお一つの「節j とみられる理由は充分にある。

された部分は文訴から分ることが多いのであり，全体としては

一つの l発話 iとして「揚力の原髭J (cooperative principle) 

たしている筈だからである。 として議在のような形で存在

ずるのは，まさに言語としての機能を果さなくてはならないからだ」
(42) 

(Language is as it is because of what it has to do)とは HalIiday

がくり返しのべるところである。

‘to sleep oneself sober' もさき した性紫からみても

のべたような「文j中における「節」の一般的な勤きにそって設拐さる

べきもので為る。 すなわち「…項勢調j， r二概説話j の f目的語」の

省かましたもの，つまり「自動斜J，r擁似自動認」のあとに， I議壌のちが

う (73)でみたような「ネグサ久j の「支給Jがらようと、おさまり，

誌の「制調」的要素もないことから「罷)1演の圧力Jによってし、かにも

「目的措j的になっているのである。く67)一(71)はなら
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74) a He slept and (or until) h日 was(or became) sober 

b穫 Heslept himself sober. 

、うことになるo (74 a)に (73)の文中の「節」の一般的な性賞、会

:はめてみると求めるく74めになる。

変形生成文法j にはこれら令部分的に説拐する規Jllj~主いくつも整備

している。いわく「くり返し規期j， rはめこみ変形j，r連結変形j，

E文化予付与変形ム 「補文化子治去変形ふ……。それにもかかわら

われわれの問題にしているごくありふれた構文が処理出米なかった

L きわめて類似した現象である「くり返しJ性をもっ Sな「関係

， r構文j， r連結Jと三分し，留別化して銭い r文J 中における

むの動き，という一般性を戦擁したからにほかならない。こうして

与と f織文j という個J]1j{とされた範囲の中で重饗な役割さ討果す

七〈‘ foト to')変形ム f動名詞化〈一's-ing)変形j，r-'s泊去疫

の存在理治はきわめて不篠かである，ということも浮びあがってく

t~，ここではこれ以上ふれない。

少積の目的は 'tosleep one間 lfsober'の構滋の性紫を号怒らかに

3ことであった。まずこの嬬造にあらわれる要素とその関係を検

どの文法でもこの構造、が光分に説明されていないこと見た。これは

E形生成文法jの;場合にはもともと統一的に見られるべき現象が「補

Ir関係節j，r連結j というように!抱民的に教われていることに痕因

bると思われることを指摘した。そして r補文j も含めこれ

象は「文」中における「節の動<!jという読点から処理される

であることをその「動き」の仕方を潔描的に項悶をあげ、てのべつつ示唆

した。

さらにつけ加えればこのような視点にたっとき，つぎのような例もは

じめてで総括的に扱いうるのではたかろうかc

(75) The two still knelt， tears runni苦zgdow幻 theircheeks. 
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‘to sleep oneself soaber'の構造

(76) These preliminaries over， we began to talk business. 

(77) Thus musing， in a wood 1 sat me down. 

(78) She， dying， gave me it. 

(79) The man， nervous， opened the letter. 

(80) Strangers overhearing us matters nothing. 

(81) It's another new day beginning. 

(82) This is K. s1りeaking.

(83) The children were busy building sand castles. 

(84) There he sat，αgiant among dωarfs. 

(85) They parted the best of friends. 

(86) He dreamt a horrible dream. 

(87) He struck him a bloω. 

notes 

( 1) Essentials 01 English Grammar， Analytic Syntax. 

(2). An Advanced EnglishSyntax. p. 87 

(3)“ Notes on transitivity and theme in English" part 11. 

(4) ibid. 

Quirk et al. A Grammar 01 Contemporary English. p. 852では‘ result-

ing'と‘ current'という語で区別している。そして‘ current'と‘ resulting'

の区別の仕方については，

(to be 1 . Thev considered it ~ lU  uc  ~ beautiful. 
as I 

b. *They painted it{ tOa~e }white としている。

(5) McCawley，“ Prelexical Syntax"は， into'を BECOME1N， 'out of' 

を BECOMENOT 1Nという意味的な原素 (primitive) からなると説明して

いる。

(6) 再帰代名請をもっ，

a. 1 stripped myself stark-nacked (Jes. Ess.) 

b. he felt himself hishononred，…(Jes. M. E. G.) 

も類似はしているが後でみるように確実に性質を異にする点もあり， 一応別に考

える。

(7) M. E. G. Vol. 4. p. 32. 
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これらに対しでは，

explain away that shape of head 

he had Iived dow誌 allslanders. 

M. laughed down his紙 切 符s.

:J;， IJ，ぎ away'，'down' t.s;どの particIeが動認と意味告さな単佼をつくって

るとみることが郎衆ることも興味ある毒事実であり波宮してよし、

Halliday，“ Notes" p. 72. 

この議室副〉動詞が日常的・一議室約なものであることと， 1-3.でみたようにあと

マイナスのイメージをもった状態を淡わず滋ぶ来ることとすればどんな関係が

るのかぎ毒べてみるととも出米ょうこう。

うみるとこの構3どは‘ todream a horrid dreamなどの f間放目的言葉j

構3どとの関係を然筏しては考えられない。 Quirkef al. pp. 355-6. 

"Notes"， part 1， p. 72 

.. with some verbs th母 processis more likely to b告 unintentionalwith 

~flexive complement (and some quasi-ref!exives) than with a non-re-

::xive one". 

}“ On the Syntax and Semantics of the Atomic predicate CAUSE" 

、撃さ詞宅，，:=三分しており， accomplishment勤務， activitie客動認のほかに， do 

lvolve a chang合 ofstate， but do not imply that some act or event 

lvolving the subject produce占 thechange'左して， notice'， 'loseぺ'die'

l念会tJ' achievement童数潟を設けている。

unintentionalと4まず nonintentionalとした還合?とついて。

Jolm cau草eda disturbance by walking out. 

John's walking out c量useda disturbance. 

品おいては (a)intentio設a!，non-int巴ntionallとついて綴株であち， (b)は註on-

ltentionalだけによめるoun-intentional といさつヂ non-intentioぉd という

〉は(めは重量潔的}こは Jolmintended the主esult.という可能後そ排斥しえな

、からずごと L、う。

ぃυ)TheGrammar ofEnglish Predicate Complement Constructio終S

(16) E符glishComplex Sentences. 

(17) われわれの扱っている穣交に深いかかわりをもっているとおもわれるものに

she washed clean. 

がある。これは器hewashed herself cl日an.であり， H昌lliday“Notes"はこ

の穫の劾認， middle'と数詞として， operative' (いわゆる「能動J)，'recep-

tive' (いわゆる f受動J)と絞別Lている o W註shのほかに shave，dr母ssが為

る。
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(18) On Raising. 

Bresnan (1972) 

He secretly regards J. as a spy. 

~ He regards secretly J. as a spy. 

(19) “Prelexical Syntax" 

(20) たとえばは C.Hag色ge.La grammaire generative， reflexions critiques. 

p. 121ーは，論理に引きずられたため言語からはなれ‘ caricature' にまで至

っている，という。

(21) The grammar of English Predicate Complement Constructions. 

(22) English Transformational Grammar 

(23) Emondsは

v--イト--ーSi

/ヘ
をたてているが実質的にはおなじとみてよい。

(24) Chomsky“Conditions on transformation" 

(25) Culicover. p. 126 

(26) Akmajian and Heny. p. 294 

(27) Burk. p. 111， Stockwell et al. pp. 547， 582， 595. Akmajian & Heny. 

p. 298 

(28) R. Lakoffのようにまず‘ that'を付与しておいて， これをあとで for-to，

一's-ingのど、れかにかえる (complementizerchange)とL、う方法をとっても

よL、。

(29) Emonds. pp. 52-3. 

(30) たとえば Halliday，“ Categories"

(31) Leech， Semantics. 

(32) Sweet， II pp. 41， 68， 155， 157 

Jespersen， Essentials. 29， 25 

Bryant， p. 174 

Onions， Modern， pp. 50-1 

Gardiner， ~ 70 

(33) Mashesil同 p.146 

RHv 
q
G
 



I Quirk et al. p. 72，1 

Leech， Semanti、cs.
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) N. E. G. II. !} 2326pp. 120-1 

) F子ies，p. 90 

Jespersen， Ess仰 tialsp. 274 

~uirk etα1. p. 880‘blur or neutra1ize' 

) Quirk et al. p. 876 

) Hudson. E銭glishComplex Se匁tences.pp. 106， 134， 136， 182 

weet II， p‘ 123 

) Grice.“Logic呈ndConversation" p. 45 

) たとえば Explorationsp喚 34

代 5S，Halliday， Systemand Hmction in Language. pp. 17， ~立6 ， 99 

ぷlliday'Language Structure a訟dLang桂昌geFunction' p. 141 

Why is language as it Is? Tl同 nature of la誌gu呂geis close¥y r忠弘tξd

) the demands that we make on it， the f証nctionsit has to serve" 
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m在ji註n，A. and Heny， F. く1975) An lntroduction to the princi会lesof 

Transformational Syntax. M. I. T. 

ry， M. (1975) lntroductio匁 toSyntactic Linguistiεs. 

1. Structures釦 dSystems (1975) 

2. Lev吉弘知dLinks (1977) B. T. Batsford LTD. 
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11， P. M. (1974) On Raising. M. I. T. 

ら R.et al. (1972) A Grammar of Contemporary English. Longman. 

rs， A. (1971)“Three kinds of physical perceptisn Verbs." C. L. S. 7. 

nbaum， P. S. (1967) The Grammar of English Predicate Complement 

Constructions.乱1.I. T. 

cwell， R. P. and Schachter， P. (1973) The Major Syntactic St問 ctures

of English. Holt， Rinehart. 

九 H.(1955) New English Grammar I. 1I. Oxford. 

喜久男 (1968) I主題と陳述J英語の語法，研究社。

voort， R. W. (1967) A Handbook of English Grammar. Maruzen. 

materials 

shot him dead. 

kicked the door open. 

painted the house red. 

nocked the man unconscions. 

lrank / ate / smoked himself silly / into ob:..::vion (Dowty) 

，ainted the door red. 

screamed herself into a fit. (Jespersen: Analytic Syntax) 

~alked himself lame. 

lrank the night away. 

~ the trouble away. 

ried himse!f to sleep. 

1m myself awake. 

the other down. 

コne'sheart out (1主語と陳述J)

lept himself sober. 

vers eyes will gaze an eagle b1ind. 

flung the window open. 

， ~，1Ìpped myself stark naked. 
1t will bore you stiff. 

He vowed her into an armchair. 

Eating his father out of house and home. 

You can't explain the complication away. 

You must 1ive this down. 

The novel with which he had read himse!f to sleep. (Jespersen: Esse1l-

tials of Eng. Gr.) 
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‘to sleep oneself-sober' の構造

to cry onese¥f hoarse. 

to cry one's heart out. 

you dance yourself tired. 

to laugh a man down. 

to wash one's forehead coo¥. 

to strike a man dead (Onions) 

He shouted himseIf hoarse. 

He bounced himse¥f dizzy. 

He laughed himse¥f sick. 

He ran himseIf breathless. 

He drank himself siIIy. 

He worked himse¥f il¥. 

He spent himse¥f bankrupt (HaIIiday. Notes) 

when they had run and danced themselves dry; they would go and 

themselves sick， ... 1"英文法シリーズ」

He showed himseIf of noble spirit. 

She boiled the eggs hard. 

He wore his coat thread bare. 

He laughed himseIf sick. 

1 started the c¥ock going. 

1 pictured myseIf careering into fame. (Curme). 

They laughed (shouted) the man down. (Hornby). 

They elected Tom their chief. 

He slept himse¥f sober. 

1 want this d0ne at once. 

1 believe him to be an honest man. 

.. banged the door shut. 

1 could beat thy head flat. 

1 cried myself weII-nigh blind. 

they were drinking themselves drunk.… 
most people sleep themselves stupid. 

he can talk you blind about Iiterature. 

h巴 usedtalk one sick. 

weepe our sad bosoms empty 

She could wonder herself crazy. 

She acted every body c1ean off the stage. 

the sister .，. cried her eyes out. 
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lad dined himself into good humour ... . 

lad drunk all the 0伍cersunder the table. 

h me asleep， 

h away this notion 

Lch folk asleep 

， read themselves asleep. 

! himself to sleep 

man had sinned himself quiet out of hopes. 

lad slept his 1iquor off. 

s sobbing her heart out. 

had talked her into love. 

lVaved me to an armchair. 

shall drink down all unkindness. 

lain away that shape of head. 

lad lived down all slanders. 

laughed down his excuses. (Jespersen. M. E. G.) 
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