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抄録

　本研究では Snyder（2001，2012）が提唱する複合パラメータが、日本人が英語を習得

する際にもはたらくのかどうか検証することを目的としている。容認度判断課題を使用し

て調査した結果、弱い結果構文の方が強い結果構文よりも習得が容易であるという仮説は

支持された。その理由には 2つの可能性があることを提案した。1つはパラメータの観点

からの可能性である。2つ目は弱い結果構文と強い結果構文のインプット量の違いの可能

性である。次に、英語の弱い結果構文と英語の複合名詞の容認度に相関があるかどうか調

査した結果、その仮説は支持されなかった。だが、初級群よりも中級下位群、中級下位群

よりも中級上位群の方が、相関があることが明らかになった。

1. はじめに

　ヒトがモノの動きや状態を描写するとき、その事象の切り取り方は言語によって異な

る。例えば、結果を含む事象を表現する場合、日本語や英語では結果構文を用いる。

Washio（1997）によると、結果構文は次の 2つに大別される。1つ目は、動詞の意味と形

容詞の意味が完全に独立しており、結果事象を動詞が含意していない強い結果構文

（Strong Resultative Construction: SRC）である。2つ目は、結果事象を動詞が含んでい

る弱い結果構文（Weak Resultative Construction: WRC）である。強い結果構文と弱い結

果構文は部分集合と超集合の関係になっており、（1a）に示すように、強い結果構文は英

語では容認されるのに対して、（1b）に示すように、日本語では強い結果構文は容認され

にくい。一方、（1c）と（1d）に例示するように、弱い結果構文は英語でも日本語でも容

認される。

(1)　a．John hammered the metal flat.

 b．??ジョンが金属をペチャンコに叩いた。

 c．John painted the wall blue.

 d．ジョンが壁をブルーに塗った。 （Washio 1997: 5）
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英語の強い結果構文が表す事象を日本語で表現するためには、(2) に示すように、迂言的

に言い換えるか結果事象を複合動詞の後項動詞で表現するかのどちらかの方法を執る。

(2)　a．ジョンが金属を叩いて、それをペチャンコに伸ばした。 （迂言的表現）

 b．ジョンが金属を叩き伸ばした。 （複合動詞）

　では、日本人英語学習者は、(1) に示すように、結果事象を動詞が含意していない強い

結果構文とそれを動詞が含意している弱い結果構文を区別できるのであろうか。また、英

語の強い結果構文を日本語ではそのままでは言い表せず、(2) に示すような言い換えをす

る必要があることを学習者は分かっているのであろうか。

　本稿ではこれらの問いに原理とパラメータの枠組み（Chomsky 1981）から取り組む。

具体的には、Snyder（2001, 2012）が提唱する複合パラメータ（The Compounding 

Parameter）が、日本人が英語を習得する際にもはたらくのかどうかを検証する。

　第 2節では結果構文および複合パラメータについて概説し、さらに、第二言語習得研究

においてこれまでに行われてきた結果構文の習得研究について概観する。第 3節では、こ

れまでの先行研究における問題点を示し、本稿での仮説と予測を提示する。第 4節では、

調査方法について述べる。第 5節で結果を報告し、第 6節で考察を行う。最後に、第 7節

で結論を述べる。

2. 先行研究

2.1 複合パラメータ

　Snyder（2001, 2012）は原理とパラメータのアプローチ（Chomsky 1981）の枠組みか

ら複合語と複雑述語の語形成の関係性について説明することを試みている。具体的には、

英語の弱い結果構文の語形成は複合名詞（Noun-Noun Compounds）を作るときの語形成

操作、すわなち、名詞複合（Noun Compounding）の操作と関係していると提案し、複合

パラメータ（The Compounding Parameter）を提唱している。複合パラメータの定義

は、(3) である。
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(3)　a．The Compounding Parameter （TCP）

  The language （does / does not） permit Generalized Modification.

 b．Generalized Modification （GM）

   If α and β are syntactic sisters under the node γ, where α is the head of γ, 

and if α denotes a kind, then interpret γ semantically as a subtype of α’s 

kind that stands in a pragmatically suitable relation to the denotation of β.

   （Snyder 2012: 285）

GMでは複合名詞を形成するための名詞複合が可能かどうかが重要な指標である。例えば

英語では、2つの語根（root）（e.g., frogとman）を複合させて frog man（Snyder 2001）

という語根複合語（root compounds）を形成することが可能である。（3b）に当てはめる

と、αがmanであり、βが frogであり、γが frog manである。複合名詞の場合、右側

主要部の原則（Williams 1981）が適用されるため、frog manの主要部（= α）はmanで

ある。もしmanが何らかのもの（a kind）を示しているのであれば、frog manは意味的

に frogの意味（denotation）と語用論的に適切な関係にあるmanの表すものの下位タイ

プとして解釈される。例えば、蛙のように飛び跳ねるのが上手な男性や蛙のように泳ぐの

が上手な男性などである。英語と同様に、日本語でも複合名詞を作ることが可能である。

例えば、「蛙男（frog man）」はαが「男」であり、βが「蛙」であり、γが「蛙男」で

ある。よって、「蛙男」は、蛙の特徴を描写した男を表現するときに用いることができる。

　また、Snyderによる一連の研究では、GMが適用されるのは名詞複合だけではなく結

果構文においても適用されることを示唆している。例えば、（1c）に示した John painted 

the wall blue.の場合、主動詞 paintと二次述語 blueは、統語構造上は離れた位置に現れ

ているが、意味解釈する際には、統語部門と意味部門のインターフェイスにおいて paint-

blueという形態的複合語（morphological compound）を形成し、それが補部に the wall 

を取る。（3b）に当てはめると、英語は主要部が先にくる言語なので、主要部となるαが

paintであり、修飾語句となるβが blueであり、γが paint-blueである。英語と同様に、

日本語も（1d）に示したように、弱い結果構文を作ることができる。

　しかし、スペイン語では自由に 2つの名詞を複合させることができない。2つの名詞を

複合させるためには、前項名詞（N1）と後項名詞（N2）の間に英語の ofに相当する前置

詞 deを挿入する必要がある。例えば、painting contestは concurso de pintura ‘painting 

contest’ と表現され、pintura concursoは容認されない（Slabakova 2002: 538）。また、結

果を含む事象を表現する場合、スペイン語では（4a）のように、英語における結果構文の

型に当てはめると非文法的となる。
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(4)　a．*Ben lavó las ventanas limpias.

   Ben wiped the windows clean

  “Ben wiped the windows clean.”

  b．Ben lavó las ventanas hasta que quedaron limpias.

  Ben wiped the windows until that they-were clean

   “Ben wiped the windows until they were clean.” （Slabakova 2002: 514）

（4a）は、スペイン語では「ベンが窓をきれいに拭いた」という結果構文を作ることがで

きないことを示している。スペイン語でこの事象を表現するためには、（4b）に示すよう

に、「ベンは窓がきれいになるまで拭いた」と迂言的に表現しなくてはならない。また、

（4a）は超集合の関係にある弱い結果構文をスペイン語で表せないことを意味するため、

部分集合の関係にある強い結果構文も（5a）に示すように表すことができず、（5b）のよ

うに迂言的に表現しなくてはならない。1

(5)　a．Juan golpeó el hierro （*plano）.

  John beat-PST the iron flat

 b．Juan golpeó el hierro hasta que estaba plano.

  John beat-PST the iron until that be-PST flat

          （Snyder 2001: 338）

実際、表 1に示すように、名詞複合が可能な言語には弱い結果構文が観察されるのに対

して、名詞複合が可能ではない言語には弱い結果構文がなく、名詞複合と弱い結果構文の

ような複雑述語との関係は名詞複合が真部分集合の関係になっている。

表 1　結果構文と名詞複合の関係性（Snyder 2001）

言語 結果構文 2 名詞複合

ASL, Khmer, Hungarian, English, German, 
Japanese, Korean, Mandarin, Thai Yes Yes

Basque No Yes

Egyptian Arabic, Hebrew, Javanese, Lingala, 
French, Spanish, Russian, Serbo-Croatian No No

　このように、結果構文と名詞複合が関わる語形成が統語部門と意味部門のインターフェ

イスにおいて可能かどうかを決定しているのが複合パラメータである。
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2.2 日本語結果構文の獲得

　Sugisaki and Isobe（2000）は、日本語を獲得中の子ども 20名（3;4‒4;11 （平均年齢

4;2））を対象にして、複合パラメータの心理的実在性を検証している。具体的には、複合

名詞の獲得と弱い結果構文の獲得は関連しているという仮説を立て、3つの予測を行って

いる。1つ目は複合名詞を理解できる子どもは弱い結果構文を理解できる可能性がある。

2つ目は複合名詞を理解できない子どもは弱い結果構文も理解できない。3つ目は複合名

詞を理解できる子どもが弱い結果構文を理解できないことはありうるが、弱い結果構文を

理解できる子どもが複合名詞を理解できないことはありえない。2.1節で述べたように、

複合名詞と弱い結果構文は真部分集合の関係になっている。弱い結果構文が部分集合であ

り、複合名詞が超集合である。したがって、これら 3つの予測が成り立つ。

　Sugisaki and Isobe（2000）による実験では誘導産出課題（Elicited Production Task）

と真偽値判断課題（Truth-Value Judgment Task）が行われている。誘導産出課題では、

例えば、2つのもの（e.g., カメとパン）を 1つずつ見せた後に、2つを同時に見せた場合、

複合名詞（e.g., カメパン）を作ることができるかどうかの検証が行われている。一方、真

偽値判断課題では、例えば、「ピカチュウが赤くイスを塗っているよ」と「ピカチュウが

赤いイスを塗っているよ」の違いを理解できるかどうかに関して、弱い結果構文を使用し

ていない後者の例に合うストーリーを聞かせた後で、前者の文を実験者が子どもに言った

際、子どもが正しく違うと言うことができるかどうかを検証している。検証の結果が表 2

と表 3である。

表 2　Sugisaki and Isobe（2000）による実験結果

結果構文

合格 不合格

複合名詞
合格 10名 2名

不合格 2名 6名
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表 3　Sugisaki and Isobe（2000）による実験結果の年齢別内訳

複合名詞テスト 結果構文テスト

合格 合格 3;7, 3;10, 4;0, 4;1, 4;4, 4;4, 4;5, 4;5, 4;7, 4;8

合格 不合格 4;6, 4;8

不合格 合格 4;8, 4;11

不合格 不合格 3;4, 3;4, 3;7, 3;10, 3;11, 4;0

表 2と表 3より、複合名詞テストに不合格だった 6名の子どもは結果構文テストにも不

合格であった。また、その子どもは全体の中でも比較的年齢が低かった。一方、複合名詞

テストに合格した子どもは結果構文テストにも 10名が合格し、その子どもは全体の中で

も比較的年齢が高いことが明らかになった。

　このように、弱い結果構文を作るために必要な知識と複合名詞の知識には強い相関関係

があった。よって、Sugisaki and Isobe（2000）は、日本語を母語とする子どもは 3歳で

さえ結果構文の知識を持っていたことに鑑みると、複合パラメータは 3歳台に設定される

と提案している。

2.3 英語結果構文の習得

　英語の結果構文を日本人英語学習者がどのように習得するのかを研究した先行研究とし

て、柳澤（2013），Yotsuya et al.（2014），平野（2016，2017）がある。これまでの先行

研究で共通しているのは、日本語と英語の言語事実として、強い結果構文が英語にはある

が、日本語にはないこと、および、弱い結果構文が英語と日本語の両方で観察されること

を前提としている点である。

　先行研究では、英語と日本語の違いにより、日本人英語学習者は強い結果構文を弱い結

果構文よりも習得しにくいと予測し検証が試みられている。具体的には、柳澤（2013）は

整序問題を解かせ、Yotsuya et al.（2014）は真偽値判断課題と容認度判断課題を、平野

（2016，2017）は容認度判断課題を行っている。その結果、Yotsuya et al.（2014）は強い

結果構文も弱い結果構文も関係なく同程度に容認されると報告している。

　Yotsuya et al.（2014）と同様に、柳澤（2013）は結果構文を正解できるかどうかは強

い結果構文か弱い結果構文かどうかは関係なく、正解できるかどうかは例文の中に結果述

語が形容詞で表されているか前置詞を伴う結果句で表されているかであると報告してい

る。具体的には、状態変化を表す際に形容詞（e.g., black）だけではその形容詞の日本語

（e.g., 黒く）における「く」に対応するものが明示されていない。一方、前置詞を伴う結

果句（e.g., into pieces）であれば、piecesが「粉々」に、intoが「に」に対応するため、
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前置詞を伴う結果句の方が日本人英語学習者にとって迂言的に表現される点で理解されや

すいのではないかと考察している。

　それに対して、平野（2016，2017）は弱い結果構文を強い結果構文よりも容認しやすい

と報告し、迂言的表現に関して平野（2017: 84‒85）は、日本人英語学習者は Tom made 

the metal flat by hammering it.のような迂言的表現を結果構文よりも好むが、英語母語話

者はそれを好まない傾向にあると報告している。

　このように、強い結果構文と弱い結果構文の習得に違いがないとする立場（柳澤 2013, 

Yotsuya et al. 2014）と違いがあるとする立場（平野 2016，2017）があるが、どちらの立

場の報告結果が妥当なのかは決着がついていないのが現状である。それに対して、日本人

英語学習者による迂言的表現の容認度については柳澤（2013）と平野（2016，2017）で一

致しており、平野が述べるように、英語母語話者は迂言的表現を結果構文よりも好まない

ことが明らかになっている。

　さらに、柳澤（2013: 6‒8）は結果構文が日本の中学校と高等学校でどのように教えら

れているかを概観している。柳澤によると、中学校で使用されている英語のテキストでは

結果構文はまったく扱われていない。S-V-O-APの構文として紹介されているのは第 5文

型で使うことができる動詞（e.g., make, keep, find）の例（e.g., That makes me sad./ We 

must keep our room clean./ He found the dog very clever.）であり、これらの動詞は S-V-

O-NPの構文（e.g., They named their baby John./ We call her Emi.）という第 5文型と

同じ構造だと教えられる。それに対して、高等学校で使用されるテキストでは弱い結果構

文が紹介される。例えば、paint, bake, dyeなどの動詞である。しかし、重要なことに、柳

澤の調査によると、高等学校のテキストでも強い結果構文は紹介されない。このように、

日本人英語学習者は英語の学習環境において弱い結果構文のインプットは得ているが強い

結果構文のインプットは得ていない。

3. 問題点と仮説および予測

　2.2節で述べたように、日本語を獲得中の子どもはおよそ 3歳で複合パラメータをプラ

スに設定している可能性が Sugisaki and Isobe（2000）によって報告されている。では、

日本人英語学習者は複合パラメータを手掛かりにして英語の複合名詞と弱い結果構文を習

得するのであろうか。

　第二言語習得の観点からの先行研究では、2.3節で述べたように、これまでにも結果構

文の習得研究は行われているが、その先行研究はすべて日本語には強い結果構文がないた

め強い結果構文の方が弱い結果構文よりも習得が容易ではないという母語の転移（L1 

Transfer）が観察されるかどうかを調べているに過ぎない。つまり、これまでの英語結果
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構文に関する第二言語習得研究では、得られた研究結果が何に起因しているのかを説明す

ることは困難である。

　そこで本稿では、強い結果構文が英語にはあるが日本語にはなく、弱い結果構文が日本

語と英語の両方にあるという言語事実に対して原理とパラメータのアプローチ

（Chomsky 1981）の観点から説明を与えている Snyder（2012）を援用し、複合パラメー

タが英語結果構文の習得に関与していると言えるかどうか検証を試みる。なお、本稿では

紙面の都合上、小節パラメータについては脚注 1で述べたことに留め、複合パラメータが

関係する弱い結果構文と複合名詞の関係性に焦点を当てる。ただし、先行研究の提案が正

しいかどうかを検証するために、弱い結果構文と強い結果構文の関係性についても考察す

る。

　具体的には、原理とパラメータのアプローチから結果構文に関する日本語と英語の相違

を説明すると、2.1節で述べたように、弱い結果構文は複合パラメータと関係している。

したがって、次のような仮説が立てられる。

(6)　日本人英語学習者による結果構文の習得に関する仮説

 a．弱い結果構文の習得の方が強い結果構文の習得よりも容易である。

 b．英語の弱い結果構文と英語の複合名詞の容認度には相関がある。

弱い結果構文は TCPと関係し強い結果構文は小節パラメータと関係している（Snyder 

2012）。Snyderによる提案が正しいと仮定すると、日本語も英語も TCPはプラスに設定

される。それに対して、小節パラメータは、脚注 1で述べたように、日本語はマイナスで

英語はプラスに設定される。したがって、日本語も英語も＋ TCPの言語であることに鑑

みると、TCPに関してはパラメータを設定し直す必要がないため、弱い結果構文の方が、

パラメータ値が同じな点で習得が容易であるという（6a）の仮説が立てられる。また、柳

澤（2013）が報告するように、日本人英語学習者への弱い結果構文のインプットはあるが

強い結果構文のそれはないことに鑑みると、日本人英語学習者による結果構文の習得にお

いて（6a）の仮説が成り立つ。

　次に、（6b）は、弱い結果構文と複合名詞が TCPという点で関係しているという

Snyder（2012）が提案していることが正しいと仮定すると、弱い結果構文と複合名詞の

習得には相関があると予測される。これらの仮説と予測が正しいかどうかを検証する。
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4. 検証

4.1 被験者

　被験者は日本の大学に通う大学生 60名である。学習者の英語力を測るために最小英語

テスト （Minimal English Test: MET）（牧 2018） を使用した。METを使用した理由は 2

つある。第一に、本調査を行う時点の英語の能力を測ることができるためである。英語の

能力を示す指標として TOEICの点数や実用英語能力検定の保有級があるが、これらの試

験を被験者が全員受けているとは限らない。それだけでなく、全員が受けていたとして

も、その点数や保有級は現時点の被験者の英語能力を示していない。したがって、本稿で

は TOEICの点数や実用英語能力検定の保有級で群を分けていない。第二に、およそ 10

分、METの問題を被験者に解かせるだけで、被験者の英語能力を測ることができるから

である。例えば、METの点数と TOEICでの点数には強い相関があることが牧（2018: 

22‒24）によって明らかにされている。このように、METが精確に被験者の英語能力を

測ることができていると判断し、本稿ではMETを採用した。

　本稿では、METで得られた点数を基に、被験者を初級群、中級下位群、中級上位群に

20名ずつ分類した。なお、本調査での被験者のMETの最高点が 72点中 48点であった

ため、上位群は設けず、中級群を 2つに分けた。また、統制群は英語母語話者 4名であ

る。

表 4　MET の結果と年齢と英語の学習期間

群 初級群 中級下位群 中級上位群 英語母語話者
被験者の人数 20 20 20 4

英語の習熟度

（METの点数）

M 18.7 29.7 38.5 －
SD 4.3 2.0 3.7 －

Range 10‒24 26‒32 34‒48 －
z-score -2.19 ‒ -0.59 -0.33 ‒ 0.36 0.59 ‒ 2.23 －

年齢（年）
M 19.6 18.9 18.5 33.3
SD 0.9 0.9 0.8 6.8

Range 18‒21 18‒21 18‒20 25‒41
英語の学習期間

（年）

M 8.6 8.8 7.5 －
SD 2.5 3.1 2.9 －

Range 5‒14 5‒15 5‒15 －

4.2 方法

　（6） の仮説が正しいかどうかを検証するために、本稿では容認性判断課題を行った。参

加者には図 1に示すような絵を見せ、その絵の下に刺激文を提示した。そして、その刺

激文が絵に描かれている事象と合致しているかどうかを判断させた。尺度は 7段階のリッ
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カート尺度（1，2，3，4，5，6，7）で 1が最も容認されないもの、7が最も容認される

ものである。加えて、適当に回答されるのを避けるために、I don’t knowを付した。

図 1　調査に使用した絵の具体例

刺激文は複合名詞と弱い結果構文と強い結果構文の 3項目およびフィラーである。各構文

は (7) から (9) のように、4例ずつ示しており、これを各 4つ提示した。したがって、刺

激文が 3構文× 4例× 4項目なので、48例であり、フィラーは 2構文× 4例× 4項目な

ので、32例である。また、下線は特に注目してもらうようにと指示を出した箇所である。

なお、実際の調査での例文の提示順および a，b，c，dの順番はランダムシャッフルして

いる。

(7)　複合名詞

 a．My sister is enjoying reading travel magazines.

 b．My sister is enjoying reading magazines of travel.

 c．My sister is enjoying reading magazines travel.

 d．My sister is enjoying reading travel of magazines.
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(8)　弱い結果構文

 a．Mike painted the wall black.

 b．Mike painted the wall and made it black.

 c．Mike painted black the wall.

 d．Mike painted the wall was black.

(9)　強い結果構文

 a．John hammered the metal flat.

 b．John hammered the metal and made it flat.

 c．John hammered flat the metal.

 d．John hammered the metal was flat.

(7) は複合名詞を作ることができるかどうかを見るための例である。例えば、名詞と名詞

を複合させて複合名詞を英語では作ることができないと判断する学習者（＝複合パラメー

タをマイナスに設定した被験者）は、（7b）に示すように複合名詞ではなく名詞と名詞の

間に of を入れて繋げる方法を好むと予測される。（7c）と（7d）は（7a）と（7b）にお

ける名詞を入れ替えたものであり提示する絵とは合致していないため容認されない。

　(8) と (9) はそれぞれ弱い結果構文と強い結果構文を容認するかどうかを見るための例

である。（8a）と（9a）が結果構文として容認される例である。

　次に、（8b）と（9b）は（8a）と（9a）の結果構文が表す事象を迂言的に言い表した例

である。柳澤（2013）や平野（2016，2017）において日本人英語学習者は迂言的表現を好

んでいたことが報告されているため、それが正しいかどうかを検証するために調査項目に

入れている。

　それから、（8c）と（9c）は動詞と二次述語を隣接させた例である。Snyder（2012）に

よる複合パラメータに基づくと、主動詞（e.g., paint）と二次述語（e.g., black）が統語部

門と意味部門のインターフェイスにおいて形態的複合語を形成する。動詞と二次述語が隣

接している（8c）や（9c）は、Heavy NP Shiftにより目的語が右方移動していると分析

されるため完全に間違いというわけではない。実際、小説等で文語表現として使われるこ

とがある（William Snyder（p.c.））。この英語母語話者の容認性を日本人英語学習者が有

しているかどうか検証する。

　さらに、（8d）と（9d）は動詞が補部に時制句を選択しており容認されない例である。

（8d）と（9d）のように、弱い結果構文と同じ構文を強い結果構文の調査項目にも入れる

ことで、被験者が強い結果構文と弱い結果構文を区別できているかどうかを調査する。柳



－34－

教養・外国語教育センター紀要

澤（2013）と Yotsuya et al.（2014）が述べるように日本人英語学習者が強い結果構文と

弱い結果構文を区別できないのであれば、(8) と (9) では同じ容認度の結果になると予測

されるからである。

5. 結果

　まずは、被験者を初級群および中級下位群と中級上位群に分けた際の複合名詞の容認度

の平均値を図 2に、次に、弱い結果構文の容認度の平均値を図 3に、強い結果構文の容

認度の平均値を図 4に示す。それから、図 5に弱い結果構文と強い結果構文の群ごとの

平均値を示す。さらに、複合名詞と弱い結果構文の容認度の散布図を図 6に示す。最後

に、弱い結果構文と強い結果構文に使用した動詞ごとの容認度を表 5に示す。なお、本

稿での判断基準は 5以上であれば容認されていると判断し、3以下であれば容認されてい

ないと判断する。

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

N 1 - N 2  N 2 - O F - N 1 N 2 - N 1 N 1 - O F - N 2

初級群 中級下位群 中級上位群 統制群

図 2　複合名詞の容認度の平均値

N1-N2型はすべての群において容認されている。N2-of-N1型に関しては、日本人英語学

習者は容認しているが英語母語話者は N1-N2型よりも好まない傾向があることがわかる。

一方、N2-N1型と N1-of-N2型は絵と意味が合いにくいためすべての群において容認度が

3以下と低い。
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0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

WRC 迂言的表現 形態的複合語 時制句

初級群 中級下位群 中級上位群 統制群

図 3　弱い結果構文の容認度の平均値

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

SRC 迂言的表現 形態的複合語 時制句

初級群 中級下位群 中級上位群 統制群

図 4　強い結果構文の容認度の平均値

図 3と図 4は弱い結果構文と強い結果構文の容認度の平均値を示している。日本人英語

学習者の結果に注目すると、ほとんど同じ傾向であることがわかる。特に、時制句はほぼ

同じ結果である。一方、英語母語話者の回答では迂言的表現が弱い結果構文では容認され

るのに対して、強い結果構文では容認されにくいという違いがあることがわかる。3また、

時制句が全く容認されないという予測に反して、容認度 2以下ではあるが、容認されてい

る。4
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0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

初級群 中級下位群 中級上位群 統制群

WRC SRC

図 5　弱い結果構文と強い結果構文の群ごとの容認度の平均値

図 5は弱い結果構文と強い結果構文の容認度の平均値を群ごとで比較したものである。

英語母語話者は両方とも容認できると回答しているのに対して、日本人英語学習者は弱い

結果構文の方が強い結果構文よりも容認できると回答することが明らかになった。

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1.0 2.0 3.0
N-N

初級群 中級下位群 中級上位群

W
RC

4.0 5.0 6.0 7.0

図 6　複合名詞と弱い結果構文の容認度の散布図

図 6は被験者の容認度の回答を個別に見たものを散布図で表している。初級群はまとま

りがなく散らばっている。中級下位群は初級群よりは散らばっていないが中級上位群より

は散らばっている。一方、中級上位群は他の群よりもまとまっていることがわかる。
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表 5　動詞ごとの容認度の平均値の内訳

弱い結果構文 強い結果構文
paint polish crush freeze hammer kick shoot shake

中級上位群 6.4 5.4 5.1 5.1 5.3 4.3 3.9 4.8
中級下位群 6.7 5.0 5.2 5.5 5.9 4.8 4.2 5.1
初級群 6.0 4.3 4.6 5.1 5.0 4.8 4.0 3.6
統制群 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 7.0

表 5は各動詞の群ごとの容認度を示している。弱い結果構文で使われる動詞の容認度は

ほとんどが 5ないし 6以上なのに対して、強い結果構文で使われるそれは 6以上はなく、

ほとんどが 5ないし 4であることが分かる。

6. 考察

　本稿では複合名詞の平均値と弱い結果構文の平均値が正規分布を成していなかったた

め、ノンパラメトリック検定を実施した。データ分析には Rを用いた。有意水準は 5%で

ある。

　まず、（5a）の仮説（弱い結果構文の習得の方が強い結果構文の習得よりも容易である）

が正しいかどうか検証する。図 3と図 4に示した弱い結果構文および強い結果構文にお

いて、英語母語話者は容認度 7で容認しているが、日本人英語学習者は群ごとにばらつき

がある。日本人英語学習者の群（中級上位群と中級下位群、初級群）を対象にクラスカ

ル・ウォリス検定（Kruskal-Wallis test）を実施した。その結果、両方の結果構文とも中

級上位群と中級下位群、初級群の群間において有意な差はなかった。このことから一見ば

らつきがあるように見えるが、そのばらつきは統計的に有意ではない点で、本研究での日

本人英語学習者による弱い結果構文および強い結果構文の容認度は同じ傾向を示している

と言える。

　次に図 5に示した弱い結果構文と強い結果構文の容認度を見てみると、弱い結果構文

の容認度の平均値の方が強い結果構文の容認度の平均値よりも全体的に高い。また、図 4

と図 5では結果構文だけでなく迂言的表現、形態的複合語、時制句においても容認度判

断が非常に似ていることがわかる。

　では、弱い結果構文と強い結果構文の容認度では統計的に有意な差があるのであろう

か。本研究では、群ごとに弱い結果構文と強い結果構文を比較するために、ウィルコクソ

ンの符号順位検定（Wilcoxon signed rank test）を実施した。その結果、中級上位群と中

級下位群では、統計的に有意に差があることが認められた（p < .05）。それに対して、初

級群では有意な差は認められなかったものの有意傾向が認められた（p = .098）。これらの
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結果を考慮すると、すべての群において弱い結果構文の方が強い結果構文よりも有意に容

認されていると言える。したがって、強い結果構文よりも弱い結果構文の方が、習得が容

易であることが示された。この帰結は、平野（2017）による結果と一致している。

　また、表面的には「動詞＋目的語＋結果句」と同じにもかかわらず習得過程に違いがあ

るということは弱い結果構文の習得に必要な知識と強い結果構文の習得に必要な知識が異

なることを意味している。考えられる可能性は少なくとも 2つある。

　1つはパラメータの関与の可能性である。日本語と英語は両方とも弱い結果構文と関係

する複合パラメータがプラスに設定されるのに対して、強い結果構文と関係する小節パラ

メータは日本語ではマイナスに英語ではプラスに設定される。転移の観点から考慮する

と、弱い結果構文は正の転移により習得できるのに対して、強い結果構文の場合、日本人

英語学習者は小節パラメータをマイナスからプラスに設定し直さなくてはならない。その

点で、強い結果構文よりも弱い結果構文の方が習得が容易であった可能性がある。

　もう 1つの可能性はインプット量である。柳澤（2013）が述べていたように、日本の英

語教育の現状では高等学校までに出会う結果構文の具体例は弱い結果構文であり、強い結

果構文の具体例に触れる機会はほとんどない。強い結果構文の容認度が弱い結果構文のそ

れよりも悪いのは弱い結果構文の具体例にはこれまでに触れたことがあるが、強い結果構

文の具体例には触れたことがないため、容認できるかどうか判らず、弱い結果構文の回答

より低い値で回答した可能性がある。

　ただし、パラメータからの説明ないし、インプット量からの説明が正しいのであれば、

強い結果構文はほとんど容認されないはずである。しかし、図 5に示したように、すべ

ての群において容認度が 4以上であることに鑑みると、別の要因が関係している可能性が

ある。考えられる可能性の 1つは動詞がどの程度、結果の意味を含意しているかどうかで

ある。本研究において強い結果構文で使用した動詞は、表 5に示したように、hammer，

kick，shoot，shakeである。例えば、Paul kicked the door open.，Tom shot the man 

dead.，Mike shook his father awake.のような例である。本調査で使用した動詞のうち、

hammerについてWashio（1997: 5）は、John hammered the metal flat.に対応する（1b）

の例（ジョンが金属をペチャンコに叩いた）の容認度調査を 100人の日本語母語話者に実

施している。その結果、9人が完全に容認できると回答したのに対して、49人が完全に容

認できないと回答し、残りの 42人はどちらとも言えないと回答したと報告している。こ

の調査結果は、9人が完全に容認できると回答し、42人がどちらとも言えないと回答して

いる点で、強い結果構文の定義に抵触している。hammerが強い結果構文で使われる動詞

なのであれば、動詞の意味と形容詞の意味が完全に独立しており、結果事象を動詞

hammerが含意していないはずなので、全員が完全に容認できないと回答するはずだから
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である。

　実際、Snyder（2012: 295, fn. 17）は、英語の hammer（ないし pound）と日本語の「叩

く」という動詞は一対一対応の関係ではなく、日本語の「叩く」は弱い結果構文であると

考察している。Snyder による語彙意味論 （lexical semantics） からの考察は、hammerが、

表 5に示したように、他の強い結果構文に分類される動詞（kick，shoot，shake）に比べ

ると、すべての群において 5以上と容認度が高く、弱い結果構文で使用された動詞

（paint，polish，crush，freeze）の容認度と近似している点で本調査結果と一致している。

別の言い方をすると、日本人英語学習者が hammerを「叩く」と訳し、「叩く」を action 

verbないし semelfactive verb（Smith 1991）だと解釈する日本語母語話者は、強い結果

構文に hammerが使われた例（John hammered the metal flat.）を容認できないのに対し

て、hammerを「叩く」と訳し、「叩く」を accomplishment verbだと解釈する日本人は、

Themeの変化事象および結果事象を hammerが含意すると考え、容認できると解釈する

のではないかと Snyderは推測している。

　他の動詞（kick，shoot，shake）も同様に、英語の場合はすべて結果事象を含意してい

ないが、日本語の「蹴る」「撃つ」「揺らす」が結果事象を含意する動詞だと日本人英語学

習者が考えた場合、これらの例が容認されると考えられる。このように、日本人英語学習

者が日本語と英語の動詞の語彙意味論をどの程度、理解しているかが本調査結果に影響を

及ぼしている可能性がある。

　次に、（5b）の仮説（英語の弱い結果構文と英語の複合名詞の容認度には相関がある）

について図 6の散布図を基に検証する。まず、群を分けずに複合名詞の容認度の平均値

と弱い結果構文の容認度の平均値の相関分析を行った。その結果、相関は認められなかっ

た （r = 0.114127）。さらに、初級群、中級下位群、中級上位群の群に分けて相関分析を

行った。その結果、各群において相関は認められなかった。ただし、群のレベルが上がる

につれて相関係数が大きくなる傾向があることが明らかになった （初級群：r =－

0.080390，中級下位群：r = 0.048177，中級上位群：r = 0.361441）。

　この結果は、日本人英語学習者が複合パラメータを基に複合名詞と弱い結果構文を習得

しているわけではないことを示している。もし複合パラメータを設定することで複合名詞

と弱い結果構文を習得しているのであれば、このような相関の段階性は観察されないはず

であり、パラメータが設定されると同時に相関が認められるようになるはずだからであ

る。つまり、日本人英語学習者は複合パラメータを手掛かりにして複合名詞と弱い結果構

文を習得しているのではなく、英語の習熟度を上げていく中で徐々に複合名詞と弱い結果

構文を習得していっていることを示唆している。

　それから、別の観点から複合パラメータが関係しているかどうかを調べる。特に、名詞
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と名詞を複合させて複合名詞を英語では作れないと判断する学習者（＝複合パラメータを

マイナスに設定した被験者）は、複合名詞ではなく名詞と名詞の間に ofを入れて繋げる

方法を好むのかどうかを見てみる。図 2に示したように、すべての群が N1-N2型を容認

度 5以上で容認されると正しく回答している。この結果は、日本人英語学習者は英語の複

合名詞を日本語と同じように N1と N2を複合させても良いと理解し、その N1と N2の

関係性の推測の仕方、すなわち、GMの適用方法も同じであると推測していることを示唆

している。この帰結は、日本語と英語が名詞複合操作を行う際、同じメカニズムが働いて

いることを暗に意味しており、原理とパラメータのアプローチから言い換えると、日本語

と英語は複合パラメータがプラスに設定される言語であると言えよう。

　それでは、群ごとに分けて N1-N2および N2-of-N1をより細かく分析してみよう。図 2

より、英語母語話者は N2-of-N1型よりも N1-N2型を好んでいることがわかる。しかし、

それとは対照的に、日本人英語学習者の場合はすべての群が N1-N2型よりも N2-of-N1型

を好んでいた。例えば、中級上位群よりも初級群と中級下位群と初級群の方が N2-of-N1

型を好んでいる傾向があることがわかる。N1-N2型の平均値と N2-of-N1型の平均値でウィ

ルコクソンの符号順位検定を実施した結果、初級群と中級下位群では、統計的に有意な差

が認められた（p < .05）。しかし、中級上位群では有意な差は認められなかった（p = 

0.75）。このことから、初級群と中級下位群は N2-of-N1型を中級上位群よりも好んでいる

ことが示された。この帰結は、初級群と中級下位群にとっては 2つの語を連結させる際、

迂言的に表現することを好む傾向があるのに対して、中級上位群では 2つの語を連結させ

る語 （e.g., of ）がなかったとしても複合語を作ることができることを示唆している。5

　同様に、迂言的表現を好む傾向があることは結果構文でも観察された。具体的には、結

果構文を理解できない被験者、すなわち、結果構文の容認度の平均値が 3以下の被験者

（弱い結果構文：6/60、強い結果構文：8/60）は全員、迂言的表現の方が容認されると回

答していた。興味深いことに、弱い結果構文で迂言的表現の方が好まれると回答した 6人

中 3人と強い結果構文での 8人中 2人は迂言的表現が容認度 7であると回答しており、迂

言的表現を好む傾向が観察された。一方、英語母語話者による迂言的表現の平均値を見る

と、弱い結果構文および強い結果構文両方とも容認されない傾向があることが分かる。こ

の傾向は平野（2017）による報告と一致している。

　では、（8c）と（9c）に示した形態的複合語を日本人英語学習者はどのように判断する

のであろうか。複合パラメータの観点から換言すると、このパラメータは統語部門と意味

部門のインターフェイスにおいて設定されるが、統語部門ですでに paintと redが隣接し

て形態的複合語（paint-red）を作っていることになる。図 3と図 4に示すように、その

ような例を英語母語話者は容認度 5以上で容認できると判断している。一方、日本人英語
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学習者は、初級群が中級下位群および中級上位群よりも形態的複合語を好んでいることが

わかる。まず、弱い結果構文に関して、クラスカル・ウォリス検定を行った結果、中級上

位群と中級下位群、初級群の間に有意な差はなかった。一方、強い結果構文に関してクラ

スカル・ウォリス検定の結果を見てみると、中級上位群と中級下位群、初級群の間に有意

な差があった（p < .01）。そのため、多重比較としてボンフェローニ補正をしたウィルコ

クソンの符号順位検定を行った結果、中級上位群と初級群および中級下位群と初級群の強

い結果構文に有意な差が認められた（p < .05）。このことから、中級群よりも初級群の方

が主動詞と二次述語が隣接している形を統計的に有意に容認していることが示された。

　ただし、この帰結は慎重に議論する必要がある。主動詞と二次述語が隣接しているこの

表現は文語的であり小説等で使われるものであるために英語母語話者は容認されると回答

している。しかし、初級群がそれと同じ理由で容認されると判断しているのかどうかが分

からないだけでなく、別の要因が関係している可能性もある。この問いについては今後の

研究課題である。

6.1　まとめ

　本稿では容認度判断課題を行うことで (6) に示した仮説が正しいかどうかを調査した。

その結果、（6a）の仮説（弱い結果構文の習得の方が強い結果構文の習得よりも容易であ

る）は支持された。弱い結果構文の習得の方が強い結果構文の習得よりも容易な理由には

少なくとも 2つあることを提案した。1つはパラメータの観点からの可能性である。2つ

目は弱い結果構文と強い結果構文のインプット量の違いの可能性である。

　次に、（6b）の仮説（英語の弱い結果構文と英語の複合名詞の容認度には相関がある）

は支持されなかった。だが、初級群よりも中級下位群、中級下位群よりも中級上位群の方

が相関があることが明らかになった。この結果について、本稿では、パラメータの設定に

より弱い結果構文と複合名詞が習得されるのであれば相関があるはずだが、相関はなく、

また、徐々に相関係数が大きくなっていたため、日本人英語学習者による弱い結果構文と

複合名詞の習得は複合パラメータの観点からはうまく説明できないと帰結した。

7．結論

　日本人英語学習者が弱い結果構文と強い結果構文と複合名詞を習得する際、複合パラ

メータが関係していることを示す証拠は得られなかった。この帰結は、初級群および中級

上位群と中級下位群の学習者がパラメータを基にこれらの構文を習得しているのではな

く、これまでの被験者が受けてきた英語学習において身につけたものである可能性が高

い。
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　なお、初級群よりも中級上位群と中級下位群の方が 3つの調査項目の容認度が英語母語

話者と近いことに鑑みると、日本人による外国語としての英語の習得の場合、少なくと

も、本稿で取り上げた 2つの構文（弱い結果構文と複合名詞）は、複合パラメータの設定

の問題ではないものと考えられる。パラメータによる習得なのであれば、パラメータが設

定された時点で容認できるかどうかが明白に容認度に現れるはずだからである。

　しかし、そのような結果になっていないことを考慮すると、パラメータは日本語がプラ

スで英語もプラスなので、正の転移がはたらき、複合パラメータを英語でもプラスに設定

はできているが、それぞれの構文の特性を英語のインプットを得る中で理解を深めていく

ものだと考えられる。そのため、学習者によって 3つの構文の容認度が異なるのだと推察

される。今回は、初級と中級のみの調査を行い、上位群を調査していない。上位群を調査

すれば、より英語母語話者と似た容認度の結果のデータが得られる可能性があるが、それ

については今後の研究課題である。
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注

1 強い結果構文が当該言語にあるかどうかを決定しているパラメータは、小節パラメー

タ （Small Clause Parameter: SCP） である （Snyder 2012）。SCP とは、動詞が補部

に小節を取れるかどうかを決定しているパラメータである。英語は補部に小節を取れ

るが日本語は取れない。その違いにより英語には強い結果構文があるが日本語にはな

いと Snyder （2012） は提案している。小節パラメータに関する考察は別稿にて触れ

るため、本稿での言及はこれに留める。

2 ここでの結果構文とは弱い結果構文のことを指している （William Snyder （p.c.））。

したがって、日本語には強い結果構文はないが、表 1では「Yes」に分類されてい

る。

3 この違いが何に起因しているのかという問いについては現時点では分からないため、
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今後の研究課題である。

4 この結果は結果構文の第二言語習得研究の分野において重要なデータであり、今後、

検討する必要があるがそれは別稿に回すことにする。

5 査読者から日本人英語学習者が「旅の雑誌」を travel of magazineと書いてしまう傾

向があるが、本調査での初級群において N1-of-N2 （travel of magazines） の容認度が

それほど高くなかったのはなぜなのか、というコメントを得た。これは単に前置詞 

of の使い方を正しく理解しているからであると考えられる。学習者の中で、ofの補

部を先に訳し、それに「の」を付け、次に、ofが修飾する名詞句を訳すことで日本

語として自然に訳せると解釈しているからであると考えられる。ただし、推測の域を

超えないため、今後、ofの習得研究を行う必要がある。
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