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０．はじめに
この論文では、過去おおよそ10年において、前置詞forに関してなされた意味論的研究を
概観する。全体として文献調査の域を出ないが、それぞれの研究の長所・短所にも言及しな
がら、筆者なりに評価してみたい。
前置詞forを扱ったものには、木下（1995）
、Rice（1999）
、Tyler and Evans（2003）
、加藤・
花崎（2006）
、奥野（2007）
、瀬戸（2007）
、宗宮（2007）などがある。加藤・花崎（2006）
は、木下（1995）によるforの意味分類を批判し、その分類の問題点を指摘している。奥野
（2007）は、Tyler and Evans（2003）における前置詞forの中心的意味の分析について批判
している。瀬戸（2007）は、Tyler and Evans（2003）を参考にしながら、前置詞forを考察し
ている。宗宮（2007）は、Jespersen（1940/1949），Wierzbicka（1988），Goldberg（1995），
１

２

３

Levin and Rappaport（1996） ，Lindstromberg（1997） ，Dixon（2005） の分析に基づい
４

５

６

て、前置詞 for を分析している。以下、それぞれの研究について概要を述べる。
１．先行研究の概要
1.1

木下（1995）

木下（1995：142）は、
「
（空間的に）xの前に」という原義から、比喩的に「xに向かって/
を目指して」という動的な意味（木下（1995）は〈指向性〉と呼ぶ）と「xに向いて、xに
面して」という静的な意味（木下（1995）は〈対面性〉と呼ぶ）が出ると述べている。
前置詞forの意味分類としては、前者には、１「目標」
（ここから派生するものとして、（１）
「地点/時点」、（２）「距離/時間」
、
（３）
「事物」が挙げられている）
、２「資格」
、３「交
換」
、４「代用」、５「代表」、６「理由/原因」がある。一方、後者には、７「適合性」、８
「便宜/賛同」
、９「準備」
、10「関連性」
、11「逆接性」
、12「対応」がある。
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1.2

Rice（1999）

Rice（1999：270）は、toとforの意味分類をしている。ここでは、forに当てはまる意味と
例文のみを記す。
表１ Overview of the Synchronic Semantic and Functional Distribution of for（Rice 1999：270）
Domain

Sense type

Examples
Prepositional usages

Spatial

Allative

She headed for the exit.

Temporal

Duration

He worked for hours.

Social

Benefactive（of object）

This book is for you.

Benefactive（of action）

I did the laundry for you.

Perceptual target

I looked for the book.

Conceptual target

This is very hard for me.

Purpose（of object）

some soup for dinner

Equivalence

They’re 2 for a dollar.

Cognitive

Grammatical particle usages
Logical
Textual  

1.3

Purpose（of object）

This pen is for writing.

Reason

He was punished for telling lies.

Complementizer

She pleaded for him to leave.

Tyler and Evans（2003）

Tyler and Evans（2003）は、forの中心的意味が「目的」の意味であり、その「目的」の
意味が「〈目的〉義」
・
「
〈目標受容者〉義」
・
「
〈受益〉義」に分けられると論じている。
1.4

加藤・花崎（2006）

加藤・花崎（2006）は、forの原義と意味分類を提示している。加藤・花崎（2006：63）
は、この意味の研究のために British National Corpus のforを含む500例を分析した。この分
析は、Tyler and Evans（2003）で提案されている意味同定のガイドライン に基づいて分
７

類したものである。
原義については、古英語期のforの［前］であると述べている（加藤・花崎 2006：68）
。
また、加藤・花崎（2006：65）は、forの意味分類として大きく５つに分けている。それは、
、Ⅱ類［LMからTRへの方向性が感じられ
Ⅰ類［TR からLM への方向性が感じられる］
８

９

る］、Ⅲ類［TRとLMの間に双方向性が感じられる］
、Ⅳ類［TRとLMの間に方向性が感じら
れない］、その他である。Ⅰ類には、
「方向」
「追求」
「利益」
「賛成」
「記念して」
「～に対し
て」が挙げられている。Ⅱ類には、
「目的」
「代用・代表」
「理由」が挙げられている。Ⅲ類
には、「交換」「１対１」「～として」「～にしては」が挙げられている。Ⅳ類には、
「逆接」
「否定条件」が挙げられている。その他には、
「～の間」が挙げられている。
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1.5

奥野（2007）

奥野（2007：92）は、前置詞forの中心的意味を「ある瞬間においてTRが持つLMへの方
向性」であると述べている。また、前置詞forが持つ様々な用法として、
「方向」
「方向への
意図」
「目標・目的」
「交換」
「利益」
「代理」
「応援・賛成」
「準備」
「帳消し」
「賞罰の対象」
「基準」を挙げている。
1.6

瀬戸（2007）

瀬戸（2007：377）は「
〈場所など〉を目的地にして」が中心的意味であると述べている。
その上で、瀬戸（2007：377）によれば、forの意味ネットワーク は、空間的な「目的地」
10

は比喩的な「目的」に容易に転じて、
「
〈物など〉
（の獲得）を目的にして」
「
〈物事〉
（の実
現・準備）を目的にして」
「
〈人など〉
（の利益）を目的にして」などの意義に展開する。次
に、目的の意味を残しながら等価の釣り合いを表す「
〈物など〉
（の等価交換）を目的にし
て」の意義に展開する。ここから目的の意味が薄れて釣り合いの意味のみが残ると、
「
〈物事
など〉に相当するとして」の意義が派生する。また、ゆるやかな因果の釣り合いは「
〈物事〉
に（…の）理由が相当するとして」の意義が担う。さらに、釣り合いの意味が弱まると
「〈空間〉に相当する間」の意義に展開する。
1.7

宗宮（2007）

宗宮（2007）は、前置詞forを次のように定義している。
forは、文が描くフレームと関連のある第２フレームを指示する。第２フレームは
文の主語または話者の心的世界である。話者は第２フレームの要素から１つを選ん
でforの補語とする。この補語はメトニミーとして機能する。この１つの要素以外
は、第２フレームについてその他のことは何も明示されない。 （宗宮 2007：29）
その後に、forの用法の説明を、メトニミーの種類とフレームの関連性という２つの観点
から行なっている。前者については、
「動作主」
「被動者」
「行為」
「属性・特徴」の４種類を
挙げている。後者については、
「目的という関連性」
「理由という関連性」
「限定・条件とい
う関連性」
「結果という関連性」
「一点での対比という関連性」という５種類を挙げて、更な
る考察をしている（宗宮 2007：30-6）
。
２．先行研究に関する分析
2.1

木下（1995）

木下（1995）は、基本的には共時的観点から、前置詞forの意味を分析している。しかし、
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中心的意味に関しては、
「英語のFORでは〈
（空間的に/時間的に）前〉の意は廃れているが、
それを設定することによって、FORのさまざまな分義を体系的に説明することができる」
（木
下 1995：142）と述べていることから、通時的観点から分析されていると考えられる。しか
し、木下（1995）において、forの意味の分類基準は示されていない。従って、中心的意味
のみ通時的観点から考察され、それ以外の意味は共時的観点から分析されているのは、一貫
性に欠けると筆者には思われる。
2.2

Rice（1999）

Rice（1999：270）は、先述の表１で、forの現在の用法の見本を示している。しかし、中
心的意味が何かについては述べていない。また、このように分類した方法や基準についても
明らかにしていない。
Rice（1999）の分析では、DomainとSense typeが設定されている。筆者は、Domainは抽
象的概念を示し、Sense typeは具体的な意味を示していると解釈している。そういう解釈で
良いとするならば、Sense typeのみを用いるだけで十分記述ができると考える。
2.3

Tyler and Evans（2003）

1.3で述べたように、Tyler and Evans（2003）は、forの中心的意味を「目的」の意味と設
定し、その「目的」の意味を「
〈目的〉義」
・
「
〈目標受容者〉義」
・
「
〈受益〉義」に分けてい
る。
forの中心的意味については、forの語源を概観しながら、それが「目的」であると述べて
いる（Tyler and Evans 2003：149）
。つまり、forの〈～の前に〉という意味は廃用になっ
たため、Tyler and Evans（2003：45-50）で提案されている「第一義を決定するための方法
論」の重要な基準の最初に挙げられている、文献的証拠のある最も古い意味はforには該当
11

しないことになる。また、forの意味ネットワークにおける意義は目的という概念に関連す
るものが最も多い。そして、Tyler and Evans（2003）は、共時的な第一義を決定する上で
重要な２つの基準は意味ネットワークにおける優勢と文法的予測であるから、
《目的性》と
いう機能的要素をforの原図形 の鍵となる要素とみなしている。
12

「目的」の意味の分析については、この三つの意味しか出ていない。また、このように分
類した方法や基準は明らかにされていない。forには、理由、関連、時など様々な意味があ
ることを考慮すれば、
「
〈目的〉義」
・
「
〈目標受容者〉義」
・
「
〈受益〉義」の分析だけでは不十
分であると言わざるを得ない。
2.4

加藤・花崎（2006）

加藤・花崎（2006）は、共時的観点と通時的観点の両方から、前置詞forの意味を分析し
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ている。それは、1.4で述べた、Tyler and Evans（2003）で提案されている意味同定のガイ
ドラインに基づいて「British National Corpus のforを含む500例を分析した」
（加藤・花崎
2006：63）と述べていることから、共時的観点から、この前置詞の意味を分類していると考
えられる。また、加藤・花崎（2006）は、forの中心的意味だけでなくその他の意味に関し
ても、通時的観点から分析している（例：
「方向」
、
「～の間」
）
。
このように、forの意味の分類基準が示されているとはいえ、その分類は共時的観点から
行なっているが、その意味は通時的観点から分析していることは、一貫性に欠けると筆者に
は思われる。
加藤・花崎（2006）の考察は、木下（1995）の分析の問題点に基づいて行なわれている。
加藤・花崎（2006：67-8）は、木下（1995）による考察では、
〈動的〉と〈静的〉に分岐し
たとする理由が明らかでないこと、この分岐以外の可能性を考察していないこと、
「指向性」
「目的」
「動的」はそれぞれ分けて考えるべきであるということを以下のように指摘している。
木下分析の問題点
〈前に〉が〈動的〉と〈静的〉に分岐しているが，
a．〈動的〉と〈静的〉に分岐したとする理由が明らかでない
b．〈動的〉
〈静的〉の分岐以外の可能性を考察していない
c．
「指向性」＝「目的」＝「動的」という図式になっているが，この３つの概念は分けて
考えるべきではないのか？
c1．
〈動的〉の中で本当に動的であるのは（１）
「地点/時点」と（３）
「事物」だけでは
ないのか？
c2．古英語期は真に〈動的〉である用法はないが，その理由を考察していない
c3．
〈動的〉の中で６「理由/原因」は「原因が拡大されて理由（誘因）となり 」とし
13

ていることから，６は他のものと方向が違うと考えていることになるが，その違い
が分類に反映されていない

（加藤・花崎 2006：67-8）

また、以下の例を挙げて、加藤・花崎（2006）は「熟語用法」を設定している。この用法
は、特定の語との組み合わせで現れ、また、常に同じ文中の位置に現れるという特徴を持っ
た表現のことである。
（１）a．But for your help, I couldn’t have done it.
b．For all his riches he’s not happy.

（加藤・花崎 2006：59）

加藤・花崎（2006：66）は、下記の（２）のⅠ類からⅣ類のいずれかを中心的意味または
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出発点と想定している。また、加藤・花崎（2006：68）は、forの原義である［前］という
概念の対称性から４種類のバリエーション（可能性）をワンステップで導き出すことができ
ると主張している。その具体的な主張は、以下の（２）である。
（２）Forの原義からイメージスキーマへの派生
［前］
：TRはLMの前＝LMはTRの前
そこでは「向き」の意識は４通り
a．TRがLMに向いていることを焦点化→Ⅰ類
b．LMがTRに向いていることを焦点化→Ⅱ類
c．TRとLMが向き合っていることを焦点化→Ⅲ類
d．「向き」の焦点化なし→Ⅳ類

（加藤・花崎 2006：68-9）

加藤・花崎（2006）は、forの原義から４種類の中心的意味を設定していると筆者は解釈
している。しかし、特に前置詞においては、一つの中心的意味からその他の意味が派生する
と想定するのが最も理解しやすいと筆者は考える。従って、加藤・花崎（2006）が４種類の
中心的意味を設定していることは不適切であると筆者には思われる。
2.5

奥野（2007）

奥野（2007）は、Tyler and Evans（2003）における前置詞forの中心的意味の分析につい
て批判した上で、独自の提案をしている。
Tyler and Evans（2003）では、以下の図のように、前置詞forのLMは前景化されていな
い（したがって、破線で表されている）
。
forの原図形（Tyler and Evans 2003：148）

しかし、奥野（2007）は、以下の例を挙げ、LMは前景化されていると述べ、Tyler and
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Evans（2003）を批判している。
（１）a．This plane is bound for New York.
b．This time tomorrow we’ll be on the plane for Paris.
c．I’m headed for Japan.
（２）a．In an organization like this, any change is a change for the better.
b．Don’t be discouraged. I’m sure things will take a turn for the better soon.


（奥野 2007：91）
また、Tyler and Evans（2003）のforの原図形の問題は、TRがLMに向いているというこ

とに差を認めていないという点にあると奥野（2007：91）は考えている。
forの中心的意味
TR
●→

LM
○

t0



（奥野 2007：92）
この図は、ある時点においてTRがLMに向いていることを示している。
つまり、前置詞forの中心的意味を「ある瞬間においてTRが持つLMへの方向性」と考え

ることにより、forが持つ多様な用法をうまく拡張できると奥野（2007：92）は考えている。
また、1.5で述べたように、前置詞forが持つ様々な用法として、
「方向」
「方向への意図」
「目標・目的」
「交換」
「利益」
「代理」
「応援・賛成」
「準備」
「帳消し」
「賞罰の対象」
「基準」
を挙げている。しかし、このように分類した方法や基準は明らかにされていない。
2.6

瀬戸（2007）

瀬戸（2007：377-8）は、Tyler and Evans（2003）を参考に前置詞forの分析を試みてい
る。瀬戸（2008：716）は、瀬戸（2007）による多義語の分析について、以下の方針で行な
ったと述べている。以下は、その要点を一覧として筆者が示したものである。
多義語の新記述法の要点
（ⅰ） 中心義の設定 （ⅱ） 意義の認定 （ⅲ） 意義の関連 （ⅳ） 意義の配列
（ⅰ） 意義配列の出発点に関係。頻度順でも、OEDのような歴史的な意義展開の順でも
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なく、第３の方法として共時的な意味ネットワークの中心となる意義を先頭にすえ
る。中心義は、文字通りで、他の意義の前提となり、具体的で、認知されやすく、
意義展開の接点になることが多いなどの特質を備える。
（ⅱ） ひとつの意義の認定に関わる。その基準となる、メタファー（類似性に基づく）
・
メトニミー（隣接性に基礎を置く）
・シネクドキ（包含関係を基盤とする）による
意義展開の見分け。
（ⅲ） 意義展開の下位区分に関係。繰り返し現れる意義展開のパタンに名称を与えて（た
とえば、
［機能類似］
［入れ物で中身］
［類で種］など）
、これに従って意義展開を記
述する。
（ⅳ） 意義の並べ方に関係。一般に具象的意義から抽象的意義へ、身体的意義から精神的
意義へ、知覚感覚的意義から認識的意義へと意義を送っていく。その際、あくまで
も中心義との意義関連の強さに配慮する。

（瀬戸 2008：716）

1.7で述べたように、中心的意味については、移動の目的（地）を表すと瀬戸（2007）は
述べている。また、９つの意義を設定している。しかし、中心的意味でも意義でも、このよ
うに分類した方法や基準は明らかにされていない。
2.7

宗宮（2007）

1.7における宗宮（2007）の前置詞forの定義は、forの有する特徴に基づいている。それは、
宗宮（2007：22，25）によれば、①非現実感を伴う、②漠然としている（何が起きるか明言
されない等）
、③起点中心で空間移動を意味しない、④ofよりは距離感がある、⑤想像上の
ことや目的・決意・希望などを表すのに向いている、⑥「～が…する」を表し、forに後続
する名詞は行為者が適しているということである。
①～④の特徴については、Lindstromberg（1997）やGoldberg（1995）の構文文法におけ
る発見に基づいている。①、⑤、⑥の特徴は、Jespersen（1940/1949）
，Wierzbicka（1988）
，
Dixon（2005）に基づいて考察されている。このうち、⑤は、forを伴わないto不定詞構文と
の比較から、forの意味に起因する特徴である（宗宮 2007：25）
。⑥は、to不定詞を伴うfor
～to構文ならではの特徴である（宗宮 2007：25）
。しかし、⑥を可能にする要因がforにもあ
ると考えられる。つまり、forは行為者を表すことができる（宗宮 2007：25-6）
。
宗宮（2007：26-9）は、これらの特徴を説明するのに、フレームとメトニミーを導入して
いる。この特徴のうち、前者は、①、③、④、⑤が当てはまり、後者は、②と⑥が該当す
る。①、③、④、⑤の４点については、前置詞forは、単に、現実のフレーム以外のフレー
ムを見よと指示するのみであり、どんな第２フレームを想像するかは聴者次第である（宗宮
2007：28）。②と⑥の２点については、Levin and Rappaport（1996）に基づいたメトニミー
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の概念を導入している。前置詞forでは、第２フレームを想起させる可能性のある様々な要
素が、メトニミーとして、forに後続する。forの意味が多様で一見バラバラに見えるのは、
メトニミーの多様性による。そのメトニミーを「復元」する仕事は、２つのフレームの関連
性をにらみながら行なわなければならない。復元と関連づけという仕事は聴者に委ねられる
（宗宮 2007：29）
。
その上で、forに関する①～⑥の特徴から、forが現実とは別の第２の世界を暗示すること
を示唆している（宗宮 2007：26）
。それは、客観世界というよりは、主観的な心の世界であ
り、文の舞台となる現実世界にいる主語が心を向ける世界であると宗宮（2007：26）は結論
づけている。
1.7で述べたように、宗宮（2007）は、forの定義を行なった上で、メトニミーの種類とフ
レームの関連性という２つの観点からその用法を分析している。しかし、中心的意味が何か
については述べていない。また、このように分類した方法や基準についても述べていない。
宗宮（2007）におけるforの定義は、確かにそうかもしれない。しかし、非常に抽象的な
ので、非常にわかりにくい。従って、中心的意味を設定した方が良いだろう。
また、宗宮（2007）では、forの用法を、意味ごとの分析ではなく、forの後に来る要素（例
えば、名詞や動名詞）に基づいて分類している。これは、Tyler and Evans（2003：57）が
「単語と結び付いた意味表示」
「文脈的な合図［cue］
」
「百科事典的知識」の三者を統合した
ものが手がかりとなって複合概念 が構築されると主張していることと、八木（2008：731）
14

が「語を単独で学ぶだけでは学習の意味は半減する。単語は文脈の中で、他の語との関わり
において学ばねばならない」と主張していることと符合するだろう。筆者もこれらの主張を
支持しているので、宗宮（2007）が行なったメトニミーの種類に基づく分析は妥当であると
考える。しかし、フレームの関連性に基づく分析には、それぞれの例文の括り方に問題や無
理があると思われるので、この分析は不要であると筆者は考えている。
2.8

まとめ

それぞれの先行研究を見てわかったことは、次の二点である。一点目は、Tyler and
Evans（2003）
、奥野（2007）
、瀬戸（2007）は、
「認知言語学の言語観に基づき、前置詞は
空間関係の経験を抽象化したイメージを意味の中核とし、そこから放射状に派生した多くの
語義を持つ多義語であると考え」
（石井 2008：206）ているということである。もう一点は、
これらの先行研究では、前置詞forについて、それぞれ独自の意味分類がなされているとい
うことである。
forの中心的意味については、想定しているものとそうでないものがある。前者に属する
のは、木下（1995）
、Tyler and Evans（2003）
、加藤・花崎（2006）
、奥野（2007）
、瀬戸（2007）
である。一方、後者に属するのは、Rice（1999）と宗宮（2007）である。
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中心的意味を想定しているものは三種類ある。それは、
（ⅰ）
「目的」と設定されているも
の（Tyler and Evans（2003）
、瀬戸（2007）
）
、
（ⅱ）
「前」という歴史的な意味が設定されて
いるもの（木下（1995））、（ⅲ）「方向性」が設定されているもの（加藤・花崎（2006）
、奥
野（2007））である。
forの分類基準については、Tyler and Evans（2003）と加藤・花崎（2006）が触れている。
2.3で述べたように、Tyler and Evans（2003）は、ある空間辞の特定の用法が第一義として
認められるかどうかを判断するための２つの基準を提案している。また、1.4で述べたように、
加藤・花崎（2006）は、Tyler and Evans（2003）で提案されている意味同定のガイドライ
ンに基づいてforの意味を分類した。しかし、それ以外の先行研究（木下（1995）
、Rice
（1999）、奥野（2007）
、瀬戸（2007）
、宗宮（2007）
）では、このような分類基準を設定して
いることは述べられていない。
以下では、これまで見てきた先行研究を参考にして前置詞forのよりわかりやすい意味提
示の素案を考えてみたい。2.4の（１）aとbの例文中のbut forとfor allは、それぞれの構成要
素の意味（前者はbutとfor、後者はforとall）を組み合わせたからと言って、それぞれの意
味（前者は「…がなければ」
「…がなかったら」
、後者は「…にもかかわらず」
「…であるけ
れども」）になる訳ではないので、それぞれの構成要素の意味からはそれぞれの意味を推測
できない。従って、熟語として使われているものは、当面、対象から外した方が良いと思わ
れる。また、人は「単語と結び付いた意味表示」
「文脈」
「経験的・百科事典的知識」の三者
を統合したものを手がかりとして文を作り出したり解釈したりしていると筆者は考えている
ので、宗宮（2007）が行なっているメトニミーの種類に基づく分析も取り入れた方が良いで
あろう。そして、この論文では、紙幅の関係上、先行研究における図示については論じては
いないが、「多義語の意義のまとまりと展開を有機的に捉え」
（瀬戸 2008：715）るためには、
前置詞forについても、イメージ図による語義展開の表示が必要であると考える。
３．おわりに
以上の考察から、今後の課題は、第一に、主観ではなく客観的な意味分析方法を見出すこ
とである。次に、その分析方法によって、前置詞forの意味を分類することである。この分
析と分類に基づいて、前置詞forの中心的意味が何かということと、その中心的意味からそ
の他の意味がどのように展開しているのかを今後考察していきたい。また、本論文で取り上
げたforの理論的分析を応用する形で、学習者の視点からどのような提示法が理想的である
のかも再検討してみたい。
注
１

Jespersen, Otto. 1940/1949. A Modern English Grammar, Part V. London：George Allen &
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Unwin Ltd.
２

Wierzbicka, Anna. 1988. The Semantics of Grammar. Amsterdam：John Benjamins Publishing
Company.

３

Goldberg, Adele. 1995. Constructions. Chicago：The University of Chicago Press.

４

Levin, Beth and Malka Rappaport Hovav. 1996. Unaccusativity. Cambridge, Mass.：The MIT
Press.

５

Lindstromberg, Seth. 1997. English Prepositions Explained. Amsterdam：John Benjamins
Publishing Company.

６

Dixon, R. M. W. 2005. A Semantic Approach to English Grammar. Oxford：Oxford University
Press.

７

加藤・花崎（2006：62-3）は、ある語の意味を考える際、個々の意味を他のものと区別して一つ
の用法であると確定する作業が多義研究では決定的に重要なものであると考えるので、その作業
のガイドラインとしてTyler and Evans（2003）の提案を採用している。それは、以下の２つで
あ る。
［1］abstract away the spatial relation of Trajector（henceforth TR）and Landmark

（henceforth LM） of one sense A ［2］combine that resulting schema with the other
information, both linguistic and extra-linguistic, in sentence that contains B. If the meaning of
the sentence can be inferred, B is not a distinct sense, and if not, a distinct sense.
８

TRとは、トラジェクター（trajector）のことである。河上（1996：83，208）によれば、トラジ
ェクターとは、一番際立つFigure（図）であり、参与者間の関係において、より際立つもの

（Figureとして機能するもの）と定義されている。
９

LMとは、ランドマーク（landmark）のことである。河上（1996：83，211）によれば、ランド
マークは、一番際立つGround（地）であり、参与者間の関係において、Figure（図）として機
能するトラジェクターに対し、その基点として機能するものと定義されている。

10

ここでの「ネットワーク」とは、「語の意味の全体を鳥瞰する」（瀬戸 2008：717）ということを
表している。

11

Tyler and Evans（2003：47-50）は、第一義の選択にあたっての恣意性を減らすために利用でき
る根拠として大きく分けて２つのタイプを提案している。それは、言語的根拠と経験的証拠であ
る。言語的証拠としては、１）文献的証拠のある最も古い意味、２）意味ネットワークにおける
優勢、３）複合語の中での使用、４）他の空間辞との関係、５）文法的予測の５つの基準を挙げ
ている。

12

Tyler and Evans（2003：52）によれば、原図形とは、ある空間辞と結び付いて繰り返し生じる
空間的シーン全てをカバーする理想化された心的表示である。したがって、それは類似の空間的
シーンの多くにまたがる抽象図形となる。

13

木下（1995：146）

14

Tyler and Evans（2003：56-7）によれば、複合概念とは、大まかに言えば、ある発話を解釈し
た結果として生じる心的表示のことである。また、それは構築される表示であって、通常（必ず
ではない）その場に即した形で作り出される。そして、複合概念は私たちが現実を投影したもの
であり、The picture is over the mantel.〈絵は炉棚の上に掛けてある〉のような静止した空間
的シーンを表すこともできれば、The cat ran over the hill and ended up several miles away.

〈ネコは丘を走って越え、数マイル先まで行ってしまった〉のような動的な現象を含む空間的シ
ーンをも表すことができる。
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Recent trends in research on the preposition for
ARAI, Machi
A number of different approaches to the semantic analysis of for have been proposed in
the past ten or so years：Kinoshita（1995）
，Rice（1999）
，Tyler and Evans（2003）
，Kato
and Hanazaki（2006），Okuno（2007），Seto（2007），Sohmiya（2007），etc. Kato and
Hanazaki（2006），for instance, are critical of Kinoshita’s（1995）classification of the
meaning of for. Okuno（2007）criticizes Tyler and Evans’s（2003）analysis of the central
sense of the preposition for. Sohmiya（2007）analyzes the preposition for by referring to
those analyses conducted by Jespersen（1940/1949），Wierzbicka（1988），Goldberg
（1995）
，Levin and Rappaport（1996）
，Lindstromberg（1997）
，and Dixon（2005）
．
The main purpose of the present paper is to survey and review the analyses of for. In
doing so, the following questions have been found to be the critical issues：1）what are
the objective criteria for distinguishing the different senses of for?；2）what is the central
sense of the preposition?；3）how is it related to the other non-central senses of the
preposition?
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