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英語前置詞 onの迷惑・不利益を表す用法に
関する意味論的・語用論的分析

松 村 大 寿

要 旨

本稿では，多義語である英語前置詞 onの意味ネットワークにおいて⽛迷惑⽜
の意味が⚑つの固着した意味をなしているかどうかを判断すべく，Tyler and
Evans（2003）に基づき，onが持つ迷惑の意味・用法を分析した。まず迷惑の
意味に関しては，その意味的動機付けと成立年代に着目し，共時的に onの多
義的構造を分析した先行研究の議論と通時的に onの意味を捉えた OEDの
記述を分析した。これを踏まえ，本稿は，迷惑の意味が⽛影響⽜の意味から
成立したこと，ゆえに迷惑の意味は他の onの意味から区別されることを主
張する。他方の用法に関しては，母語話者に対するアンケート調査の結果に
基づき，迷惑の意味が文脈に応じて現れたり消えたりするのかどうかを検討
した。そして，Mary ate ice cream on me. のような表現の容認度が迷惑を意味
する文脈において著しく増加したり，My father has died on me. のような典型
的な迷惑表現における迷惑性が矛盾する文脈において取り消されたりするこ
とが確認された。この点で onの迷惑の意味は文脈依存性が高いのではない
かと考えられる。従って，onの迷惑の意味は，他の意味と区別される一方で
文脈依存性が高く慣習化の度合いが低いと見られることから，onの意味ネッ
トワークにおいて完全に固着しているとは言えないものの現時点で固着化の
途上にあると言える。

⚑．はじめに

⽛雨に降られた⽜や⽛父に死なれた⽜など，日本語には⽛迷惑受身⽜と呼ばれる表現がある。

日本語の迷惑受身に関する研究では，これらに相当する英語の表現として前置詞 onを伴った

表現が取り上げられることがある。例えば（⚑）では，John's wife died on him.が⽛ジョンは妻に

死なれた⽜という文に相当するものとして提示されている。なお，このような onの意味はオン
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ライン版の LDOCEにて（2a）の通り定義され，そこには（2b-c）の例文が掲載されている。

（⚑） John wa tsuma ni shinareta.

John TOP wife by die-PSV-PAST

‘John's wife died on him.’ （Wierzbicka 1988: 263)

（⚒） a. [CAUSING SOMEBODY PROBLEMS] used when something bad happens to you, for

example when something you are using suddenly stops working, or someone you have a

relationship with suddenly leaves you （LDOCE)

b. Suddenly the telephone went dead on me. （ibid.)

c. Dorothy's first husband walked out on her. （ibid.)

ここで便宜的に，迷惑や不利益の意味で用いられる onを⽛迷惑受身（adversative passive）⽜と

いう呼び方に倣って⽛迷惑の on（adversative on）⽜と呼ぶことにしよう。迷惑の onは，（⚑）や

（⚒）に示されている通り，迷惑受身が表すような意味を担っているように見え，両者には対応

関係があるように思われる。しかし実際のところ，迷惑の onは迷惑受身ほど体系的に研究さ

れてきてはおらず，両者の間にどれほどの共通性や相違性があるのかについてはあまり論じら

れてこなかった1。そしてそもそも迷惑の onは迷惑受身に比べて研究の蓄積が少ないという実

態があり，両者を対等に比べられるほど迷惑の onについて明らかとなっていることは少ない

と見受けられる。

そこで本稿は，将来なされることが期待される迷惑受身と迷惑の onの対照分析を見据え，迷

惑の onがそもそも多義語 onの意味ネットワーク上でどのような位置づけにあるのか，という

根本的な問題を検討する。ここで問題とする⽛位置づけ⽜とは，onの迷惑の意味が他の意味か

ら区別された意味かどうか，かつ慣習的に固着したものかどうかということであり，これを考

えるにあたって本稿は Tyler and Evans（2003）を援用したい。彼らはある空間辞のある意味が

独立しているかを判断するための⚒つの基準を以下の通り提示している。

（⚓） First, for a sense to count as distinct, it must contain additional meaning not apparent in any other

senses associated with a particular form, that is, a distinct sense must involve non-spatial meaning

or a different configuration between the TR and LM than found in the proto-scene2 . Second,

there must be instances of the sense that are context independent, that is, in which the distinct

sense could not be inferred from another sense and the context in which it occurs.

（Tyler and Evans 2003: 42-43)

この記述に従えば，onの迷惑の意味が他の意味から独立し固着した意味かを判断するにあたっ
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て，他の意味には無い意味を有しているか，文脈に左右されない例があるか，という⚒点を考

える必要がある。

以上を踏まえ，本稿はまず⚒節においてために前置詞 on の多義的構造を論じた

Lindstromberg（1997），⽝英語多義ネットワーク辞典⽞，Okuno（2014）の記述をそれぞれ参照し，

これらの記述を承けて迷惑の意味の動機付けに関する議論を整理した上で，迷惑の意味が他の

意味とは異なるかどうかを検討する。そして⚓節において，onの迷惑の意味が文脈に依存する

かどうかを語用論的観点から検証する。その検証に当たっては，文脈依存性を判断する方法論

として迷惑受身を語用論の観点から論じた加藤（2008）の分析を参照し，英語母語話者を対象

に行ったアンケート調査の結果を分析する。さらに⚓節の最後ではそれまでの議論を踏まえ，

迷惑の意味が onの意味ネットワーク上でどのような地位にあるかを（⚓）の基準に照らして判

断する。最後に⚔節では今後の研究の課題や展望を述べたい。

⚒．前置詞 onにおける迷惑の意味と他の意味との関係性

先述した通り，迷惑の意味を含めて前置詞 onの意味を論じた先行研究はすでにいくつか存

在する。しかし，迷惑の意味が他のどの意味からどのように成立したのかに関して統一的な見

解があるわけではない。この現状を踏まえ，この節では onの多義的構造を論じたそれらの先

行研究を参照し，迷惑の意味が成立した動機付けを検討する。2.1 節では Lindstromberg

（1997）3，2.2 節では⽝英語多義ネットワーク辞典⽞，2.3 節では Okuno（2014）における迷惑の

意味に関する記述をそれぞれ取り上げる。最後に 2.4 節では，⚓つの説の整理を行い，迷惑の

意味が他の意味と区別される根拠としてその成立過程を示す。なお以下で〈 〉によって示さ

れる表記は筆者が便宜的に設定したものであり，（ ）内の表記は原文の表記を引用している。

また（⚒）に示されるような onの語義は総じて〈迷惑〉と表記する。

2.1．Lindstromberg（1997）の記述について

Lindstromberg（1997）は onのプロトタイプ的意味を〈接触（contact with a surface）〉と〈方向

（in the direction being faced/in the same direction as before）〉の⚒つに大別し，前者がメタファーに

基づいて〈負担（burden）〉の意味を生み出し，さらにそれが時に好ましくないことを類推させ

る点で，〈負担〉から〈不運（misfortune）〉の意味に拡張したと主張している。（⚔）と（⚕）は

それぞれ〈負担〉，〈不運〉の例文である。（⚕）を見ると，Lindstrombergは on以下に現れる人

物にとって好ましくない事態を示した表現を広く〈不運〉の用例に含めていることがわかる。

その中には（5c）や（5d），（5i）など他の語義に分類できそうなものも散見されるが，（5a）の

ような〈迷惑〉に該当する例もあるため，ここでは〈不運〉が〈迷惑〉に相当するものと見て

議論を進めたい。
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（⚔） a. This round's on me. （Lindstromberg 1997: 61)

b. It is incumbent on/upon you to act. （ibid.)

（⚕） a. The car died on us. （Lindstromberg 1997: 62)

b. Give up on me. （ibid.)

c. They put the blame on him. （ibid.)

d. She's always dumping on me. （ibid.)

e. That's not fair on her. （ibid.)

f. Am I imposing on you? （ibid.)

g. They had soldiers billeted on them. （ibid.)

h. He grassed/finked/squealed/told/tattled/ratted/spied on me. （ibid.)

i . That guilt come back on you. （ibid.)

j . Don't you think it's a bit funny that someone comes and just lives on a family like that? （ibid.)

2.2．⽝英語多義ネットワーク辞典⽞の記述について

⽝英語多義ネットワーク辞典⽞は，2007 年に刊行され，多義語の中心義と他の語義との関係性

を，メタファー，メトニミー，シネクドキという大きく分けて⚓つのパターンに従って記述し

た辞典である。その中で，onの中心義は〈接触（〈人・物〉の表面に接して）〉とされており，

それがメタファーに基づいて〈影響（〈人・物・物事など（の影響）が〉〈人など〉に接して）〉

という意義に拡張し，そこからシネクドキに基づいて〈悪影響（とくに〈人・物事などが〉〈人〉

に悪い影響を与えて）〉に拡張したという記述がある。

より詳しく見ると，〈接触〉から〈影響〉へのメタファー的拡張は，⽛人・物の接触⽜と⽛影

響の接触⽜との間に見られる⽛特性類似4⽜に基づいていると説明されている。そして〈影響〉

という上位カテゴリーから〈悪影響〉という下位カテゴリーへの展開は⽛類で種⽜を表す拡張

パターンだと述べられている。（⚖）は〈影響〉の例文から一部を抜粋したもので，（⚗）は〈悪

影響〉の例文である。（⚗）の例文が（2a）の定義に該当する点で，⽝英語多義ネットワーク辞

典⽞の〈悪影響〉は本稿の想定する〈迷惑〉と近似していると見られる。

（⚖） a. an attack on a fortress （⽝英語多義ネットワーク辞典⽞)

b. English influence on Japanese （ibid.)

c. Hard labor told on him. （ibid.)

d. He thought they were spying on me. （ibid.)

e. It will impose a substantial burden on them. （ibid.)

（⚗） a. Suddenly the telephone went dead on me. （ibid.)

b. Her husband walked out on her to live with another woman. （ibid.)
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c. She shut the door on him. （ibid.)

d. The shop failed when his staff quit on him. （ibid.)

2.3．Okuno（2014）の記述について

Okuno（2014）は，onの中核的意義は〈接触（contact）〉かつ〈支持（support）〉であるとし，

〈支持〉から〈負担（burden）〉を経由して〈反意的影響（adversely affected）〉という語義に拡張

したと述べている。Okunoは，〈支持〉から〈負担〉への拡張は，あるものが別の物を支える時

にしばしば後者が前者に対する負担になるという事態に基づいていると述べ，〈負担〉から〈反

意的影響〉に拡張するのは，迷惑がある種の負担だと見なされるためだと主張している。（⚘）

と（⚙）はそれぞれ，〈負担〉と〈反意的影響〉の用例である。（9c-d）は本稿の想定する〈迷惑〉

に該当しないかもしれないが，Lindstromberg（1997）の場合と同様にここでは〈反意的影響〉を

〈迷惑〉に相当するものとして仮定しておく。

（⚘） a. The burden of proof is on the accuser. （Okuno 2014: 77)

b. Paying￥20,000 a month for tuition is a burden on our household budget. （ibid.)

c. Drinks are on the house tonight. （ibid.)

d. This round is on me. （ibid.)

（⚙） a. I had the door locked on them all. （ibid.)

b. “Where did my date go?” “I dunno. Looks like she skipped out on you.” （ibid.)

c. The court system should be tough on criminals. （ibid.)

d. The government is getting tough on drugs. （ibid.)

2.4．on の迷惑の意味に関する議論の整理

以上⚓つの説を概観したが，ここではそれぞれの主張を押さえつつ，特に迷惑の意味が成立

した動機付けについて着目して議論の整理を行う。Lindstromberg（1997）と Okuno（2014）はと

もに〈負担〉から迷惑の意味に相当する語義への拡張を主張しており，対して⽝英語多義ネッ

トワーク辞典⽞は〈影響〉という広い意義から〈悪影響〉という語義を導き出している。

ここで OEDを参照して〈迷惑〉がどのように記述されているかを見てみると，〈迷惑〉に相

当する意味が記述されているのは 24 番目の項であり，その語義のグループにはこれまでの議

論に登場した語義群も含まれている。

（10） a. Indicating the person who or thing which is affected or exploited by an action, feeling,

situation, etc., or towards whom it is directed （OED)

b. colloquial. Indicating the person, etc., who is to pay, esp. for a treat of any kind （ibid.)
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c. colloquial (originally Irish English). So as to inconvenience, disturb, or confound the

expectations of （ibid.)

（10a）は effect on NPなどを，（10b）は The drink is on me.などを，そして（10c）は die on NPな

どを用例として伴う語義であり，これまで取り上げてきた〈影響〉や〈負担〉，〈迷惑〉といっ

た語義とそれぞれ関連づけることができる。そして同じ語義群の中でも〈影響〉は最初に立項

されており，その用例の初出も初期古英語まで遡れることから，このカテゴリーの語義を包括

する地位にあると考えられる。一方，（10b）の〈負担〉と（10c）の〈迷惑〉の用例の初出は，

以下に挙げられる通りそれぞれ 1871 年と 1880 年である。

（11） a. 1871 Republican Rev. (Albuquerque, New Mexico) 29 July 2/4

After the first round they said it was ‘on me’. （OED)

b. 1880 W. H. Patterson Gloss. Words Antrim & Down 74

‘Don't break it on me,’ i.e. don't break that thing of mine. （ibid.)

これら⚒つの意味の初出例がほぼ同時期であることを考えると，そのわずかな時期の差を重視

して〈負担〉から〈迷惑〉が拡張したと言えなくはないが，〈影響〉から⚒つの意義に枝分かれ

したと考えるのが自然だろう。確かに，以下のように Lindstromberg（1997）が述べるような，

心理的不快感を理由として〈負担〉と〈迷惑〉を直接的に結び付けるという考えは，共時的観

点からは否定できないかもしれない。

（12） a. [...], if you have something ‘on’ your mind, you are metaphorically burdened with a concern.

（Lindstromberg 1997: 61)

b. Since burdens are often unwelcome, by a further metaphor burden suggests misfortune.（ibid.)

しかし，言語変化が比較的長い時間を経て生じる傾向を考えれば，⚙年の差は誤差であり，ほ

ぼ同時期に両者が異なる意味として存在していたと考えられる。したがって〈迷惑〉は〈影響〉

から成立したと考える方が妥当だろう。そして，これは詳細な議論が必要で今回取り扱うこと

はできないが，〈影響〉が〈迷惑〉を生む過程で，on以下の対象が迷惑・不利益を被る文脈が on

に読み込まれていったことが推測される。そうであれば〈影響〉から〈迷惑〉への拡張はシネ

クドキに基づいているが，そこには語用論的強化が大きく関与しているかもしれない。例えば

（5d）や（6c），（9c）などは〈影響〉の意味に含まれそうな用例だが，これらが表している事態

は確かに on以下の人物にとって不都合なものであるため，こうした好ましくない含意が onに

読み込まれるようになったのではないだろうか。
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（⚕） d. She's always dumping on me. （Lindstromberg 1997: 62)

（⚖） c. Hard labor told on him. （⽝英語多義ネットワーク辞典⽞)

（⚙） c. The court system should be tough on criminals. （Okuno 2014: 77)

以上の分析から，（⚒）に示されるような〈迷惑〉の意味は〈影響〉からシネクドキに基づい

て成立したと考えられ，そしてこのことは共時的な観点から意味の成立を記述する⽝英語多義

ネットワーク⽞と，通時的な観点から意味の成立を記述する OEDによって裏付けられる。そ

して，〈影響〉の用例では必ずしも得られない⽛ある事態が on以下の人物にとって好ましくな

い⽜という解釈が〈迷惑〉には読み込まれるため，両者の意味は区別されると言える。

⚓．迷惑の onの文脈依存性

この節では My father died on me.などの表現に見られる迷惑性の解釈や表現自体の容認度が文

脈に応じて変わるのかどうかを，英語母語話者を対象に行われたアンケート調査の結果を基に

分析する。具体的には，3.1 節で迷惑性の解釈が文脈の追加によって得られるのかどうかを，

3.2 節で迷惑性の解釈が文脈の追加によって取り消されるのかどうかを論じる。そして 3.3 節

では，⚒節と 3.1-3.2 節での分析を踏まえて onの迷惑の意味が独立した意味と言えるか，その

位置づけを考える。まず本題に入る前に，間接受身文が表す迷惑性の解釈が文脈に依存するこ

とを論じた加藤（2008）とアンケート調査の概要について確認したい。

加藤（2008：19-25）は日本語の間接受身文における迷惑性が常に得られるものではなく，推

意として得られるものだということを主張している。例えば，通常は迷惑な出来事として捉え

られる⽛雨に降られた⽜という間接受身文の解釈と，迷惑な出来事としては通常捉えられない

⽛ブランド品を贈られた⽜という直接受身文の解釈が，文脈の追加によって変わると述べている。

このことを示すのが以下の例文である。

（13） 昨夜，太郎が家路を急いでいると，雨が降り出した。傘は持っていなかったが，夏の雨

に濡れるのも悪くないかと思って，夏の雨に降られたのだった。最初はちょっとした

シャワーのような気分だったが，家に着くころには，身体が冷えていた。

（加藤 2008：20)

（14） a．次郎は，花子から誕生日にブランドもののネクタイを贈られたそうだよ。

（加藤 2008：20)

b．次郎が言うには，花子はちょっとしたストーカーなんだそうだ。別につきあってい

るわけでもないのに，ちょくちょく贈り物をしてくるらしい。次郎は，昨日もまた花

子からなにかブランド品を贈られたそうだよ。 （ibid.)
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確かに，⽛雨に降られた⽜から導かれる迷惑性が（13）では取り消され，（14a）の⽛贈られた⽜

からは読み取られない迷惑性が（14b）の⽛贈られた⽜には含まれていると解釈できる。（14a）

と（14b）では問題となる表現が同じ形式をしておらず，純粋なミニマルペアと言えないかもし

れないが，この比較方法は迷惑性が文脈に依存性するかどうかを調べる手段として有効だと考

えられる。よって本稿は，この方法論に倣って onの迷惑性が文脈に依存するかどうかを検証

する。

アンケート調査は英語母語話者 29 名を対象に実施されたものである5。⚑つ目の質問群では

迷惑の onを伴う表現単独の場合と迷惑性を明示化する文脈を付加した場合の容認度を，そし

て⚒つ目の質問群では迷惑の onを伴う表現単独の場合と迷惑の意味とは矛盾する文が付加さ

れた場合の容認度をそれぞれ尋ね，迷惑性の解釈が文脈に依存するのかを検討した。以下は回

答者の属性に基づく分布である。

都市または州（国） 人数
Brisbane（AUS） 1
Sydney（AUS） 1
Cork（IRL） 3

Arizona（USA） 3
California（USA） 1
Colorado（USA） 1
Idaho（USA） 1
Ohio（USA） 1
Oregon（USA） 16
Washington（USA） 1

計 29

年齢 人数
20-29 6
30-39 3
40-49 2
50-59 12
60-69 6
計 29

（15)

3.1．文脈によって on に迷惑性は読み込まれるのか

まずは迷惑の onが常に迷惑性を表すのか，そうでない場合にその迷惑性が文脈によって補

完されることはあるのかを考える。これを調べるために，迷惑性が感じられない（あるいは感

じられにくい）表現に迷惑の onを加えた（16-17）の表現の容認度を母語話者に尋ねた。

（16） Jim studies math on me.

（17） Mary ate ice cream on me.

母語話者に提示した回答の選択肢は⽛容認できる（Acceptable）⽜⽛適切な文脈なら容認できる

（Acceptable under an appropriate context）⽜⽛容認できない（Unacceptable）⽜の⚓種で，⽛適切な文
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脈なら容認できる⽜は文脈によっては使用できると判断する話者がいるのかを明らかにするた

めに設けた。そして得られた結果は以下の通りである。

（18)

容認できる 適切な文脈なら容認できる 容認できない
（16） 0％ 11.5％ 88.5％
（17） 0％ 41.7％ 58.3％

（18）の表から，（17）は（16）に比べて文脈の支えがあれば容認度が上がることが想定される。

しかし（16）はもちろん（17）も単体では容認されないようである。それでは⚒つの文に迷惑

性が読み込まれるような文脈を追加するとどのような結果が得られるだろうか。

結論から言えば，いずれも容認可能性は増加する。追加の質問では，（16）に関しては⽛数学

のテストが翌日あるのに何らかの理由で自分が勉強できない状況にある。しかしライバルの

Jimは熱心に勉強して自分は後れを取っている。⽜という文脈を，（17）に関しては⽛メアリーは

マラソンランナーで，自分はそのコーチをしている。メアリーには砂糖類を摂取しないように

言っていたにも関わらず，彼女が大会の前日にアイスクリームを食べてしまった。⽜という文脈

を想定してもらって容認度を尋ねた6。その結果を表しているのが（19）の表である。選択肢は，

⽛容認できる（Acceptable）⽜，⽛文脈的に容認できない（Unacceptable because the context is inap-

propriate）⽜，⽛文法的に容認できない（Unacceptable because the sentence is grammatically wrong）⽜

の⚓種で，文脈追加後でも容認できないと考える理由まで明らかにしてもらうことを意図した。

（19)

容認できる 文脈的に容認できない 文法的に容認できない
文脈追加後（16） 3.9％ 19.2％ 76.9％
文脈追加後（17） 50.0％ 20.8％ 29.2％

（16）は文脈を追加しても容認度があまり変わらなかったのに対し，（17）は容認できると判断

した話者が半数まで伸びた。さらに⽛文脈的に容認できない⽜という回答を⽛適切な文脈なら

容認できる⽜ということだと読み替えれば，たとえ単体での容認度が低くても，迷惑性が読み

込まれるような適切な文脈を追加すれば，程度の差はあれ容認される可能性が上昇することが

予想される。

ここで注意したいのが，文脈が追加される前でも後でも（16）の方が（17）よりも容認可能

性が低いことである。これには時制が関係しているのではないかと考えられ，日本語の迷惑受

身についても同様のことが言えそうである。例えば，⽛太郎に数学を勉強される⽜よりも⽛太郎
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に数学を勉強された⽜の方が，⽛花子にアイスを食べられる⽜よりも⽛花子にアイスを食べられ

た⽜の方が自然な表現だと感じられる。それではなぜ過去時制の場合は現在時制の場合よりも

迷惑性が読み込まれるのだろうか。

この問題を考えるにあたって，間接受身文の迷惑性が何に由来するのかを論じた町田（2017）

の指摘が解決の糸口となるかもしれない。町田（2017：548）によれば，受身文の迷惑性は⽛行

為者 A1の標的に対する制御欲求が満たされないことによって生じる負の感情⽜である。この

指摘は，制御欲求が満たされないことが原因で迷惑性が生じるという因果関係について述べて

いるわけだが，因果関係が時間の前後関係で捉えられることを考慮すると，制御欲求が満たさ

れないという状態が迷惑性の発生に先行していると考えられるのではないだろうか。

このことが英語の迷惑の onにも適用できると仮定して，（16-17）の例を考えてみよう。アン

ケート調査において，回答者にはある事態に対する制御欲求を話者が抱いていることが示され

ている。すなわち，（16）なら⽛Jimに数学の勉強をしてほしくない⽜，（17）なら⽛Maryにアイ

スクリームを食べてほしくない⽜という話者の欲求が回答者には共有されている。そして，（17）

では⽛Maryがアイスクリームを食べてしまった⽜ことが過去時制で述べられ，制御欲求が満た

されなかったことが時間的な前後関係において明確に示されるわけだが，一方の（16）では現

在時制で状況が語られるため時間の前後関係が曖昧となっている。このことから，ある事態に

対する制御欲求が先行して存在し，それが満たされないことが時間上の前後関係において明確

に示されるという点で，現在時制よりも過去時制の方が容認度が高くなるという傾向が示唆さ

れる7。

3.2．文脈によって on の迷惑性は取り消されるのか

続いて，迷惑の onの典型的な用例が矛盾する文脈に置かれた場合に迷惑性が取り消される

のかどうかを見ていこう。具体的には（20a-b），（21a-b）のペアのように，迷惑性を表す文を単

体で提示した場合と，迷惑性が解消されるような矛盾する意味の文を付加した場合との容認度

の差異を比較した。

（20） a. It rained on me yesterday.

b. It rained on me yesterday. After the warm rain in the summer, I felt completely refreshed.

（21） a. My father has died on me.

b. My father has died on me. It has given me a sense of liberation because he maltreated me.

もし話者が（20b）や（21b）を読んで矛盾していると判断すれば⽛容認できない⽜と回答する

だろうし，矛盾していない，つまり onが表す迷惑性が取り消されていると考えれば⽛容認でき

る⽜と回答するはずである。そして（20b）や（21b）を⽛容認できる⽜と判断する話者が多け
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れば，この構文の表す迷惑性が推意として取り消される傾向があり，迷惑の意味が慣習的に固

着しているとは言えないことになる。

調査の結果は以下の通りである。表で示されているのは，母語話者 29 名のうち（20a）と（21a）

の容認度どう判断したか，そしてそれぞれの例において容認できると答えた話者のうち（20b）

や（21b）の容認度をどう判断したかということだ。つまり，それぞれの表の下段に記載されて

いる回答者の人数の合計は（20a）や（21a）で⽛容認できる⽜と判断した回答者の人数と一致す

る。

（22)

容認できる 容認できない
（20a） 93.1％（27 人） 6.9％（⚒人）
（20b） 77.8％（21 人） 22.2％（⚖人）

（23)

容認できる 容認できない
（21a） 65.5％（19 人） 35.5％（10 人）
（21b） 63.2％（12 人） 36.8％（⚗人）

結果からわかるように，（20）でも（21）でも文脈追加後に⽛容認できる⽜と答えた話者が⚖

割を超えている。調査対象の母集団が小さいために確度の高いデータとは見なせないが，矛盾

する文脈を付加しても意味の整合性が取れると判断する話者の存在が確認できたことは重要で

ある。ここから，onの意味する迷惑性が文脈によって取り消されうるものであり，その意味は

完全に慣習化してはいないと現時点で考えられる。ただし，（20a-b）は迷惑ではなく物理的接

触の意味合いで捉えられている可能性もあり，文脈によって迷惑性が取り消されるという確証

を得るためには，他の用例についても同様の調査を行うべきだろう。

3.3．on の迷惑の意味は固着していると言えるか

3.1 節や 3.2 節では文脈の追加によって on NP句が用いられる文に迷惑性が読み込まれたり

取り消されたりするかどうかを検討した。その中では，話者によって判断が分かれるものの，

いずれの用例においても文脈の影響を受けて迷惑性が読み込まれたり取り消されたりすること

が確認された。

ここで⚑節の内容に立ち戻ってみよう。onの意味ネットワーク上で迷惑の意味が⚑つの結

節点として確立しているならば，（⚓）に引用した Tyler and Evans（2003）の基準の通り，⽛文脈

に左右されない例がある⽜はずだ。しかし，今回の調査ではいずれの例においても迷惑の意味
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が文脈に依存していると考えられるため，この基準は満たされないと言えるだろう。

一方，⚒節では迷惑の意味が他の意味と区別できることが示された。以上から，onの迷惑の

意味は onの他の意味とは異なるが，それは現時点で固着した意味とは言えず，推意のように文

脈に応じて現れたり取り消されたりする類のものであると考えられる。この点で，迷惑の意味

は意味ネットワーク上で結節点として存在するというよりも結節点を形成しつつあると考えた

方が適切かもしれない。

⚔．おわりに

迷惑の onは，迷惑受身の研究において参考程度に取り上げられるにとどまり，日英語の迷惑

表現の対応に関する研究は進んでいないように思われる。両者の対照研究が進んでいない理由

の⚑つには，おそらく，迷惑受身と比較できるほどの十分な情報が迷惑の onに関して得られな

いという事情があるのではないだろうか。実際，迷惑の onを対象とした研究は少なく，その意

味や用法が明らかになっているとは言えない。こうした状況に鑑み，本研究は日英語の迷惑表

現に関する対照研究が進展するよう，onの迷惑用法の意味論的・語用論的特徴を明らかにする

ことを目指して行われた。

今後 onの迷惑用法について明らかにしていかなければならない問題は，⚒節や⚓節で取り

上げたもの以外にもいくつかあるが，その⚑つに，onに続く語句の制約が挙げられる。日本語

の迷惑受身であれば以下の（24）が示すような制約が既に提唱されているが，迷惑の onにおい

てはまだ分析が進んでいない。

（24） 視点者の意味機能制約

視点者は人間を典型とする有情物，それに準ずるもの，認識主体あるいは人格と捉えう

るもの，あるいは擬人化されたもの，でなければならない。 （加藤 2008：13)

（24）からうかがえるように，迷惑受身の視点者の選択には有生性が関与しているが，これは迷

惑の onにおいても当てはまるのだろうか。そして英語という言語の性質上，有生性のほかに

名詞句の定性（definiteness）が語句選択に関与することもあるかもしれない。このような疑問

について今後コーパス調査やアンケート調査から傾向が明らかされる必要がある。

さらに今回取り扱った内容に関連させれば，3.2 節で論じた迷惑の意味の取り消し可能性に

ついて，迷惑性がキャンセルされた後に onはどのような意味で解釈されるのかという問題が

ある。迷惑受身であれば，迷惑性が取り消されても⽛視点者が事態に対して制御を及ぼせない⽜

という⽛受身⽜の形式に根差す情報が残存すると想定されるが，My father has died on me.の on

は迷惑が取り消された後にどのように意味統合されるのだろうか。この問題については，推意
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が取り消された時に慣習化された意味で解釈されるという迷惑受身の性質がヒントになりそう

だ。ただし，onのどの意味で解釈が行われているのかについてはさらなる分析が必要である。

また，迷惑受身が構文として研究されているのと同様に，迷惑の onを構文として研究するこ

とも可能だろう。実際，Smith（2005）は迷惑の onのことを⽛on被害者構文（on-affectee con-

struction）⽜と呼び，⽛評価者がある事態を被害者にとって好ましくないものとみなす（the eval-

uator sees an event as bad for the affectee）⽜構文だと述べている（Smith 2005: 91）。確かに，（2b-c），

（⚗），（16-17），（20-21）などの例文に現れる on NP句は随意的要素である。参考に，Menn（1972）

はこのような on NP句を心性的与格（ethical dative）と見て，Marge's car broke down on me.内の

on meの位置づけを以下のように分析している。このことを踏まえても，迷惑の onが現れる表

現は，［X V (Y) on Z］のような形式に迷惑の解釈が結びついている構文として認めることがで

きるだろう。

（25)

（Menn 1972: 238)

最後に，研究が進んでいない分野だけにコーパス調査やアンケート調査など事例を収集して

いくことが重要である。特にアンケート調査はできるだけ多くの母語話者を対象として行い，

情報の信頼性を高める必要がある。今回の研究では 29 名の回答しか得られず，その調査結果

は定量的に使用の実態を把握するというよりは，使用の傾向に関する仮説を立てるための判断

材料としての役割が大きくなってしまった。このことを反省し，今後は統計的に意味のある

データが示せるだけの回答を収集していきたい。

（まつむら だいじゅ・人文学専攻)

1 迷惑受身と迷惑の onを対照的に捉えた指摘が全く無いわけではない。例えば池上（2006）は，⽛（私
は）雨に降られた⽜と It rained on me.（原文では onの代わりに uponが使用されている）には⽛私⽜
を事態の中核に置くかどうかという点で違いがあると述べている。

2 proto-sceneは Tyler and Evans（2003：52）において “an idealized mental representation across recurring

spatial scenes associated with a particular spatial particle; hence it is an abstraction across many similar spatial
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scenes”と定義されている。つまり，ある空間辞が表す空間上の位置関係をイメージスキーマとして
示したものであると考えられる。

3 Lindstromberg（1997）の改訂版として Lindstromberg（2010）が存在するが，こちらでは onの迷惑の
意味が本文の表記で言う〈負担〉に分類されて記述されている。本稿では迷惑の意味を区別して論
じている研究を分析の対象としたため，Lindstromberg（1997）を参照した。

4 ⽛⚑つの意味特性が別の意義の特性と似ている場合に適用⽜される類似性のこと（⽝英語多義ネット
ワーク辞典⽞p.5）。例えば emptyの語義である⽛〈入れ物が〉空の⽜と⽛〈人生が〉空の⽜に見られる
ような関係を指す。

5 この調査はもともと学部⚔年次における卒業研究のために実施された。本稿で取り上げた質問項目
はその一部にすぎないが，今回の内容と直接関係しないため割愛する。

6 （17）に追加する文脈は例えば⽛妹に自分のアイスクリームを食べられてしまった⽜というものでも
問題ないように思われるかもしれない。しかし，本調査の質問文のチェックを依頼した英語母語話
者によると，その場合は Mary ate my ice cream.という表現で十分とのことだった。そのため，この調
査では⽛妹に自分のアイスクリームを食べられてしまった⽜という文脈よりも迷惑の onが用いられ
る可能性のある文脈を提示した。

7 ただし，日本語の迷惑受身においては現在時制が用いられていても容認度が高くなる場合がある。
例えば，⽛太郎に数学の勉強をされると不利になる⽜や⽛花子にアイスクリームを食べられると困る⽜
といった表現だ。高見・久野（2002）は，受身形が現れる前後の文脈において迷惑性が明示されると
迷惑受身表現の容認度が高くなることを指摘しており，そのため⽛不利になる⽜や⽛困る⽜などの表
現が加われば，事態が現在時制（非過去時制）で示される場合でも容認度が高くなる傾向があるとさ
れる。しかし，これらの表現に限って言えば，現在時制が用いられてはいるものの，ある制御欲求が
満たされない時に話者が不利益を被るという関係が条件節の存在によって明らかなので，先述した
時間の前後関係という観点からしても適格の表現であると言える。
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