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０．はじめに
現代英語における基本的な前置詞の for の代表的な意味には、
「方向性」
「利益」
「目的」
「交換」
「時間・距離」などがあると英語辞典などから知ることが出来る。基礎語彙になれば
なるほど、語の意味は多義性を有し、その本質を掴み取ることは困難となる。本稿では、そ
のさまざまな語義がどのように意味的にネットワークを組み、それぞれ関係しているのか、
また、それぞれの語義とそれに対応され、比較される類似表現との間には、どのような意味
上の差異が存在するのかを明示していくことが狙いである。その問題解決の道具立てとして、
（１）における for の語義は、いわゆる
認知言語学の「コア・ミーニング」を採用する 。
1

「方向性」であることがよく知られている。これは次の（２）の to の方向性とは区別されて
いる。
（１）では、ヨーロッパに向けて出発したのが、今朝であって、果たしてヨーロッパ
に到着したかどうかは、言及していない。また（２）では、to は着点を表している。この
着点が顕著に現れるのが、
（３）の例である。話の内容が要点（the point）の方向ではなく、
要点そのものに、ぴたりと付いていなければならないことになる。
（１）Mr. and Mrs. Temple left for Europe this morning.

2



（Sidney Sheldon, A Stranger in the Mirror）
（テンプル夫妻は今朝ヨーロッパへ発ちました）
（２）I thought she went to Shipley.

（J. D. Salinger, The Catcher in the Rye）

（ぼくは、彼女がシプレーに行ったもんだと思っていた）
（３）
“You don’t care to have somebody stick to the point when he tells you
something?”
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（J. D. Salinger, The Catcher in the Rye）
（君は人が何かを話しているとき、要点を外されたくないんだね）

いわゆる「方向性」の意味で leave なら for が後続し、go ならば to が後続するような単純
な問題でないことは、
（４）のような事例を前にして、経験的に明らかであろう。物理的移
動の着点として彼を選んでいるわけでも、また単純に彼の方向に進んだだけでもなく、身体
だけでなく心も彼の方向に向かっていることから「出迎える」という解釈が可能となる。
（４）Della wriggled off the table and went for him.


（O. Henry,“The Gift of the Magi”
）
（デラはそわそわしながらテーブルから離れ、彼を出迎えに行った）

従来の for の語義の辞書的扱いは、この「方向性」と他の「利益」
「目的」
「交換」
「時間・
距離」などとは、その関連性がほとんど論じられることがなく、結果的に学習者は、１つ１
つの語義を独立させ、個別的に学習する現状となっている 。
3

本稿では、for のコア・ミーニングは「心的方向性」であることを提唱し、そのコア・ミ
ーニングが当該の単語の中心的な意味のときも、周辺的な意味のときも、その影響の強弱は
あれ、かならず存在するということを帰納的・実証的に明らかにしていく 。そしてこれは、
4

単なる物理的方向性でもなければ、着点を含意している方向性でもない。このことが様々な
forとそれ以外の類義表現との差異性を生み出すこととなっているのである。
１．英語辞典での多義性の扱いの限界
ここでは、英語辞典での定義や多義性の扱いの限界について辞典類での定義や分類に関し
て実例を取り上げ、その現状の把握を目的とする。英語辞典の代表格のOED（Oxford
English Dictionary）の第二版では前置詞 for に関する誤用法も、その項目数に含め11の語
義に大きく分けている。
I. = before in various uses. Obs.
II. Of representation, substitution or exchange.
III. In defence or support of; in favour of, on the side of. Opposed to against.
IV. Of purpose or destination.
V. Of advantage or disadvantage.
VI. Of attributed or assumed character; = as.
VII. Of the cause or reason.

― 268 ―

forの意味ネットワーク：認知言語学的接近

VIII. Of correspondence or correlation.
IX. Of reference.
X. Of duration and extension.
XI. Misused for fro, from.
このOEDの語義の11におよぶ項目はさらにXIの誤用法を含めて31項目に下位分類されるこ
と に な る。 一 般 的 な 英 語 辞 典 で あ るCOD（The Concise Oxford Dictionary of Current
English）９版では20の語義の項目を設定している。例えば、CODの６番目の語義は“in
exchange against”であり、
（swapped it for a bigger one）という事例を挙げており、いわ
ゆる交換の for と呼ばれているものである。また、７番目の語義は“as the price of”とあり、
（give me £5 for it）という例を挙げて解説している 。CODにおけるこの２つの語義はOED
5

では、II. Of representation, substitution or exchangeに吸収されている。CODの最新版で
ある11版では、９版の20の語義から11の語義へとその項目数を変更している。言うまでもな
く別の出版社の英語辞典、また日本の英和辞典は、それぞれの編集方針に従って異なる語義
を設定している。ここで問題となるのが、語義としての分類の問題で、大雑把すぎても学習
者は実際的にその語を理解し、使用可能な状態にはなれないし、また細かすぎても、分類の
ための分類となり、理解・習得のためのツールとして辞書が有効に機能しない。本稿で問題
とするのは、この語義に関する数の問題ではなく、それぞれの語義がどのように関係してい
るかである。つまり、異なる場面で同じ for という単語を言語使用者が選択するからには、
何か根底に共通する感触があるはずである。また、通常の言語使用者は、言語学者ではない
ので、史的事実を知らずに単語を使い分け、母語話者ならば自然と for を使用する場面で、
for とそれ以外の単語を正しく選択できるのである。これを単にコロケーションの知識と片
付けてしまえば、学習者は、ひたすら丸暗記という原始的な語学学習に戻ってしまうのであ
る。
また、つぎのような例では小西（1976：313）では、OEDの定義に類似した for は（in
order）to get に相当するとしている。
（１）Everyone ran for safety.
（２）Howard looked at me for explanation.

（小西（1976：313））

そもそもOEDの In order to obtain や小西の（in order）to get を for の語義としてどこま
で認めてよいのであろうか。このことは二重目的語構文と与格構文の書き換え、学校文法で
言うところの、第四文型から第三文型への書き換えの一部と関連することである。つまり、
She baked Taro a cake. が書き換えた結果 She baked a cake for Taro.となるが、ここでの
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for は単純に誰のためにケーキを焼いたのかというだけであり、ケーキの所有権の移動は、
原理的には含意しない。しかし、常識からケーキを焼いたのだから、彼女は彼にケーキを渡
すのであろうということは、社会的通念より類推可能である。よって、
（１）や（２）の「安
全を求めて」や「説明を求めて」も同様に、
「求める」ということは、一歩進んで「安全を
獲得する」「説明を獲得する」ことを意図して ran や looked が実行されている。
（３）にお
いても「床に伏せる」ことは事実であるのだが、
「安全を獲得」は目的であって事実として
明示しているわけではない。
（３）...they had to lie down on the floor for safety.


（Somerset Maugham,“Mr. Harrington’s Washing”
）
（彼らは安全のために床に伏せなくてはならなかった）
このような問題意識の元で、次節で for のコア・ミーニングを小説の事例を通して抽出

し、仮説として提示する。
２．コア・ミーニング
ここでは、for のコア・ミーニングを小説から蒐集した実例より抽出作業を行うことにす
る。
（１）は start という行為の起動とかかわる述語動詞とともに for が用いられており、話
者の視点は主語の縄張りの内部から外へと向けられて、これはまさに内から外への移行であ
り、外に向かった先の結果には重点が置かれていない。これに対して、
（２）の前置詞 to の
使用は、「方向」に着点が含意されるため、経路と到着点がプロファイルされる構造となっ
ている。（２）で母親が週末、ワシントンにいなければ、この発話の真偽は偽となる。
（１）The next morning I was to start for the West to make my fortune.


（O. Henry,“After Twenty Years”
）
（翌朝、わたしは立身出世をするために西部に旅立つことになっていた）
（２）
“Mother went to Washington over the weekend and parked her beast in my
apartment.



（J. D. Salinger,“Just Before the War with the Eskimos”
）
（週末に母はワシントンに出かけて、それで僕のアパートに動物を置いていったんだ）

そして（３）の述語動詞は（２）の述語動詞と同じであるが、ここでは for が後続し、物理
的・客観的な着点を明示するためでなく、身体だけでなく心も彼の方向に向かっていること
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から前節で指摘したように「出迎える」という解釈が可能となるのである。また、
（４）で
は、その対象は眼前にはなく、しかし必要であり、その対象を求めている状況である。（５）
においては、愛という感情が you という対象に向かうわけだが、それは客観的、物理的方
向を示すものではなく、主観的な方向として示されるものである。さらに（６）の意識の向
きから来る「目的」や（７）のようにその対象が好ましくないものであっても意識が向いて
しまうものならば for は使用される。意識の問題は関係なく、物理的・客観的方向性を示す
場合には、
（８）のように to が用いられるのである。
（３）Della wriggled off the table and went for him.


（O. Henry,“The Gift of the Magi”）
（デラはそわそわしながらテーブルから離れ、彼を出迎えに行った）
（４）She sent for Domingo and he came with a dozen plays in his wallet.



（Somerset Maugham, Catalina）
（彼女はドミニゴを呼び寄せ、彼の書類入れに一ダースの脚本をもってやって来た）
（５）...but nobody could ever count my love for you.



（O. Henry,“The Gift of the Magi”）
（でも、あなたに対する愛情は誰にも説明できません）
（６）What do I have to live for? Melina thought bitterly.



（Sidney Sheldon, Memories of Midnight）
（わたしは、何のために生きなくちゃいけないのとメリーナは惨めな気持ちで思った）
（７）...but he had a dislike for all prolonged work... 

（Stevenson, New Arabian Nights）

（しかし彼は長期にわたる仕事は嫌だった）
（８）Once more, as it had intermittently in the past few hours, his hand went into his
pocket, fingering the key to room 224 of the O’
Hagan Inn.（Arthur Hailey, Airport）
	
（もう一度、数時間前から何度となくやっていたように、彼は手をポケットに入れ、
オーヘイガン・インの224号室の鍵を指で触れていた）
（１）の事例の説明の際に、
「外に向かった先の結果には重点が置かれていない」と述べた
が、そのことを裏付けるように（９）の to と for とでは容認度が異なる例文である 。また、
6
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（２）から（８）の事例において主観的な for と客観的な to という対照性を示したが、
（10）
の事例が非常に近い場所で、それも同一人物の台詞の中で使用される for と to は示唆的で
ある。とくに後半の a good lesson では価値判断である good が修飾語として付加され、よ
り主観的であるために for を後続させている傍証にもなるであろう。さらに（11）では感嘆
文の中での for の使用や、（12）の very が付加されている頭部省略の文なども、いかにも主
観的な心的態度であることが確かめられる。
（９）a. He ran to the hills and back every day.
b.?He ran for the hills and back every day.

（Tyler & Evans（2003：146）
）

（10）
“As to Odawara, we’
re going to stamp it out, as a lesson to all the others.”
“That
will be very difficult.”
“Yes. But it’
d be a good lesson for all the other daimyos, neh?”


（James Clavell, Shogun）

	
（「小田原に関しては、われわれが押しつぶすんだ、他の皆の見せしめに」
「それはと
ても困難かもしれません」「ああ、しかし他の大名連中にもいい見せしめになるんだ」
（11）What a lesson for him!

（Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest）

（彼にはとってもいい勉強になるな！）
（12）“Very convenient for you,”Ted said.

（Michael Crichton, Sphere ）

（「あなたには大変都合がいい」とテッドが言った）
このような前置詞 for の諸用法を確認すると、結果を含意しない「心的方向性」というコ
ア（core）が抽出できると思われる。本稿では、次節でこの for における「心的方向性」と
いうコア・ミーニングの妥当性、そしてその活用可能性を探っていくことにする。
３．コア・ミーニングを援用した発展的考察
ここでは、for のコア・ミーニングである「心的方向性」の基準に照らしながらさまざま
な for を含む語句とその類義表現との差異を考察していくことにする。OEDでは、９番目で
の語義で In order to obtain という定義がある。これは、IV. Of purpose or destination の
下位類となる。
for の有する本質的な意味が「心的方向性」と本稿で捉えているが、この意味を色濃く反
映している用法に、
「～を求めて、捜索・渇望」などの意味の動詞に続くものがある。類義
表現として for は after でもって代用できるものがかなりある。井上（1960：400）は、for
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でも after でもよい動詞として seek, search, hunt, hunger, thirst, lust, hanker, crave などを
列挙し、この場合、after を使う方が、for よりも意味が強いとしている。ここでもOEDの
記述の引用ぐらいで、語学的根拠には一切触れていない状況である。また、小西（1976：
164）では、現代英語の立場からすると for と after の差は、単に頻度の差と見た方が妥当で
あると言語事実だけを報告している。なぜ after を使う方が、for よりも意味が強いのであ
ろうか。必ずしも史的順序が、現代語の意味に直接反映されているとは限らないが、after
の意味の史的な変化を見ると、寺澤（1997）の『英語語源辞典』によると時間的前後関係の
意味より、場所的前後関係での「後ろ」である、
「～沿って」の意味が after の初出となっ
ている。他の基本的な前置詞も、より具体的な意味を有する物理的空間の意味がまずあり、
そこから抽象的な時間的意味が、比喩的に派生する 。すると after は場所的に対象の「後
7

ろ」にあり、一方、for は対象に「心的」に向かっている状況であり、非接触であるのだか
ら、after の「後ろ」という隣接性により、対象に対する意味的な圧力は、近い方が強いと
考えて妥当であろう。このような仮説を立てると、for と after の選択ではその解釈が異な
るプロセスが明らかになる。
（１）His comrade asked for information.


（Thomas Hardy, A Changed Man and Other Tales）
（彼の仲間は情報を求めた）
（２）She asked after the aches and pains of all the old people, and delicately inquired
after the babies, past and future...

（Somerset Maugham, Liza of Lambeth）

	
（彼女は老人たちみんなの痛みなどに見舞いを言い、すでに産まれている子やこれか
ら産まれて来る赤ん坊の具合を尋ねた）
（３）Arthur inquired for the road which led to Skene, and set out to walk the three
miles which separated him from it.

（Somerset Maugham, The Magician）

	
（アーサーはスキーンに通じる道を尋ね、自分とそことを隔てる３マイルを歩き出し
た）
ask for の for に「心的方向性」があるので、対象とは非接触の状態で「～を求める」と
いう解釈となる。それに対して、ask after の after が対象の「後ろ」にあるイメージから、
物理的な隣接性を生み出し、直接会って、
「安否を尋ねる」という解釈が成立する。同様に
inquire for における for から出てくる「心的方向性」の対象との非接触から「～に面会を求
める」や「人や物の存在を問い合わせる」という解釈となる。inquire after も先の ask
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after 同様の仕掛けにより「安否を尋ねる」や「見舞う」の解釈が成立することになる。
さて、今まで英文を左から右へ順序通り処理していくと、述語動詞の行為の結果が for の
指し示す方向へ変化していくように、for に後続する内容は「目的」で述語動詞の行為を具
現化する際には「未実現」の内容であった。つまり述語動詞の時制を基準時にした場合、
for はその基準時に対して相対的に「未来」なのである。まさに外界の世界と言語内部の世
界が一致している現象であった。ところが、今度はその時系列的順序とは反対の現象を考察
していくことにする。
その時系列的順序の反転事象は、for の語義が「原因・理由」の時である。
『ジーニアス英
和辞典』第四版では、この語義の全体的位置づけは、論理的に説明が不可能と見たのか、
「基本義」のネットワーク図においては、この用法はまったく触れていない。
（４）...and then I goes back to Mrs. Trotter and tells her, and she cries as hard for joy
as she did for sorrow.

（O. Henry,“The Exact Science of Matrimony”
）

	
（そしてそれから、私はトロッターさんのところに戻っていって、彼女に話すのです。
すると彼女は悲しみで泣くのと同じくらい激しくうれしくて泣くんです）
（５）Men and women wept for joy.

（Somerset Maugham, Catalina）

（男たちと女たちはうれしさですすり泣いた）
何も悲しみを求めて泣いたり、喜びを求めて泣いたりするわけではない。
「希求」のパタン
と同じようにそのまま「心的方向性」を導入しても、問題は解決しない。筆者が見る限り
『Eゲイト英和辞典』が「判断の観点となる対象を指して」とコア・ミーニングのネットワ
ークに組み込んでいる。結果としては、それで正しいのだが、なぜ論理的な順序が反転して
も、同じ for という語彙が使用可能なのかは説明できない。かような現象はつぎに見るよう
に方向を表す前置詞 to が不定詞として利用された際にも、実際はよく起きている現象であ
る。会うために驚くわけでもなく、聞くための悲しむわけでもない。to の意味の原則論か
ら言えば、to の右側に来る事象は、述語動詞よりも後に起きる内容である。
（６）のように
述語動詞が発生してから、その後に前置詞の to 以下のことが起きているのだが、それに対
して（７）や（８）の to 以下の内容の結果、述語動詞の事態が生じているのである。
（６）“She and her family were burned to death in an incinerator, I’m told.”


（J. D. Salinger,“A Girl I Knew”
）
（「彼女と彼女の家族は焼却炉の中で焼け死んだと聞いた」
）
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（７）I was surprised to see him last night.

（Somerset Maugham,“The Book-Bag”）

（昨晩、彼に会ってびっくりしました）
（８）I was grieved to hear that you had been very ill. （Charles Dickens, Bleak House）
（あなたがとても具合が悪いと聞いて深く悲しみました）
では、なぜこのような時系列的な反転現象が発生するのかを考えていこう。鍵概念は「原
因」と「目的」である。この関係を認知的な捉え方の問題として考えるとその問題は解消さ
れるのである。通常、
「原因と結果」そして「手段と目的」という組の概念で事象は成立し
ているが、あくまでも時系列の問題だけに、問題を捨象して考えると「原因・目的」を次の
ように考える。
α

β

原因

目的

通常、時間は上記の図では左から右に流れている。この原因と目的の for を軸とした反転現
象は、話者の意識がどこにあるか、つまり事象に対して話者がどこから捉えているかで決ま
るのである。αの立ち位置でβに意識を向ければ、なぜそのような行為を行うのかというこ
とで、
「目的」とされる事柄が生じる。一方、βの立ち位置でαに意識を向ければ、なぜそ
のような事態になったのかという「原因」とされる事柄が立ち上がるのである。
さらに考察を進めていこう。学校文法では、仮定法の項目での必須項目に but for がある。
通常、
「～がなければ」という解釈であるが、なぜ、そのような解釈となるかがはっきりし
ていない。しかし、ここでも、語句の構成要素から仮説を立てることは可能であると思われ
る。but の語義のうち except としての解釈があり「～を除いて」
、そして for が「心的方向
性」から「希求」の解釈となる。すると次のような意味の変化が論理的に説明可能となるで
あろう。
【～をのぞく＋～を求める

→

～を求められなかったら

→

～がなければ】

（９）It would have gone hard with him but for one fortunate circumstance.


（Somerset Maugham, Catalina）
（運のいい環境にいなかったら、彼はひどい目に遭っていたでしょう）
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つぎは、
「期間」の for と呼ばれているものを考察することにする。for は方向性に着点が
含意されていないのだから指し示す時間のその経過には終点がない。つまり時間的全体像を
確定しないのが自然であるために無冠詞と相性がよいのだと思われる。ほかの単語のイメー
ジとクロスさせると、個別を押さえ全体が未定の each と個別を押さえつつ全体も確定して
いる every に似ていると言える 。
8

期間には意味上、心的な起点からある一定方向への延長があるために、時間的な幅が存在
する。日下部（1959：2091）によると、史的言語学からの説明では、for のない形で対格に
よって時間空間の広がり、範囲を示す用法（accusative of extent）のなごりであり、古く
は格語尾によってこれを表したが、今日では格語尾を失ったために前置詞をつけて意味をは
っきりさせるようになった。
（10）は現在完了進行形であるので一層そうであるのだが、１年、１年と積み重なって現
在５年目があるという意味合いになっている。during は（発話内容としての有効）期間の
始発と終点を言及するものであり、継続そのものを表す意味での「期間」ではないのである。
“during the twenty-minute prayer session”では20分間の祈祷の間の初めから終わりのど
こかであれば問題なく、積極的に、あることが初めから終わりまでを継続的にとらえる概念
ではない 。
9

（10）We’ve been flying the N-22 in this country for five years.


（Michael Crichton, Airframe）
（この国で５年間、N22を飛ばし続けているんだ）
（11）Twice during the twenty-minute prayer session before breakfast in his suite,
Curtis O’
Keefe found his thoughts wandering.

（Arthur Hailey, Hotel）

	
（カーティス・オキーフは自分の部屋のスウィートで朝食前の20分間の祈祷の間、二
回も雑念が入った）
さらにここでは、期間の for の省略可能性について言及することにする。
（12）のような
状態を意味する継続相の動詞と共起する文脈では、しばしば for は省略される。これは、述
語動詞に「継続」の意味が内在しているために、時間表現のところで、それが継続と意味を
示す「期間」を明示しなくても意味が曖昧でないために、省略が起きていると判断される。
for という語の具現化が、期間を文字通りプロファイルし、あるべき for が省略される時は、
その「期間」という概念が背景化し、残った two months という純粋な数量が焦点化する結
果となる。このことは、two months、no more than two months そして no less than two
months と３つとも客観的な意味は「２ヶ月」であるのだが、その２ヶ月をどのように主観
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的に捉えているかが、その言語表現に反映されているのと同じ認知の結果である。
（12）She stayed in New York two months instead of the fortnight she had intended,
because he would not let her go.

（F. Scott Fitzgerald,“A New Leaf”）

	
（２週間のつもりが、彼女は２ヶ月ニューヨークに滞在していました。というもの彼
が彼女のことを手放さなかったのです）
（13）We’ve been in construction now thirty months.


（Michael Crichton, Jurassic Park）
（建設に取り掛かって今で30ヶ月だ）

さらに（14）の場合、How long で期間を問われたのだから、期間という内容は旧情報で、
for を省略して返答しているのである。また、
（15）のように否定が絡んでくると「動作」
ではなく、「非動作」となり、述語動詞部分に状態性が生じ、期間を示す for の存在の必要
性が弱くなる。言うまでもなく省略が可能であるというだけで、省略が義務的になるのでは
ない。
（16）は否定文中であっても for が具現化している。
（14）
“How long has Templeton been here?”
“Three or four months.”

（Somerset Maugham,“Sanatorium”）

（
「テンプルトンはここにどのくらい居るの」
「３、４ヶ月です」
）
（15）You have scarcely been home three months. （E. M. Forster, A Room with a View）
（君は３ヶ月間家にはほとんどいなかったんだ）
（16）I haven’t been home for five years.

（Somerset Maugham, Moon and Sixpence）

（５年間、家にはいなかった）
反対に、（17）のように for 句が文頭に来る場合、省略されないのが普通である。これは
情報が左から右に流れ、動詞句より時間関連の表す句が先に生起するために、その時間表現
が、期間を表すのか否かが漠然としているため、for を明示することが有効と判断されたた
めに、省略するケースが少ないのであろう。
（17）F or three months they travelled together from one dull provincial town to
another, sharing a filthy little bedroom in frowsy hotels;
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（Somerset Maugham,“His Excellency”
）

	
（三ヶ月の間、彼らはある退屈な地方都市から、また別の地方都市へ、むさ苦しい汚
い部屋を相部屋としながら旅し続けた）
つぎは、「～に関して」の解釈での as for と as to との差異について考察を深めていきたい。
（18）では、すでに Roberta は娘の名前として言及済みであるので、as to 以下は旧情報であ
る。一方（19）では、as for 以下の「早めに保険に加入すること」の話題は新情報である。
（18）As to Roberta, he had known that as a teen-ager she would develop interests
which he could neither share nor wholly understand. He had been prepared for
this.

（Arthur Hailey, Airport）

	
（ロバータについては、彼女はティーンエイジャーとして、彼が共有もできなければ、
理解もまったくできない興味と言うものを持ち始めていることを知っていた）
（19）As for getting the insurance ahead of time, the plain fact was that most people
didn’t think of it.

（Arthur Hailey, Airport）

	
（早めに保険を手に入れることに関して言えば、ほとんどの人たちが保険について考
えていないと言うことは、明らかな事実だった）
as for と as to の事例を確認したように、相対的に as for は新情報を導入する場合に好まれ、
as toは相手が既に知っている情報に対して喚起する場合に用いられている。for の未着点を
含意する「方向」という概念のために「新しいトピック導入」というものと相性がいいので
ある。よって、これは起動相との相性のよさと同列に扱うことが出来る。
（20）We set out for the gallows.

（George Orwell,“A Hanging”
）

（我々は絞首台に向かった）
（21）In the morning they left for Rome.

（ E. M. Forster, A Room with a View）

（午前中に彼らはローマに向けて出発した）
ローマに午前中に到着したのではなく、出発したのが午前中である。ある種、起動相の動詞
とも言える leave とコロケーションの相性として for がよいのは、for が着点を含意せず、
ただ心的方向性を示す語であるからである。そして set out の意味的構造は、in の状態から
out の状態へと変化させ、set することで、
「出発する」となり、起動を意味することになる。
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as for 関連でもうひとつの現象を考察する。小西（1976：213）において、as for you の
形で話し手の「非難・軽蔑」を表すとだけ述べ、なぜそのような解釈になるのか探求されて
いない。本稿の立場で考えると、as for の for に「着点」の含意がないことから考え、for
の指す対象が、
「内・外」という二項対立で捉えると話者の外、つまり縄張りの外の存在ゆ
えに話し手の「非難・軽蔑」を表すことになるのではないかと考えられる。自分の縄張りの
意識の中にある物理的・心理的に「遠い」という概念は「反対」という意味が生じ、そして
物理的・心理的に「近い」という概念は、
「賛成・同意」などの好意的な意味が生じても至
って自然なことである 。また、for が against との二項対立ならば、for が「賛成・同意」
10

となることは言うまでもない。
（22）
“And as for you!”cried Mrs. Clifton Garneau in an awful voice,...


（F. Scott Fitzgerald,“Dice, Brassknuckles & Guitar”）
（
「それに、あんたはね」とクリフトン・ガルノーはひどい声で叫んだ）
つぎに、famous for と famous as の意味の違いは、英語学習者にとっても基本的なもの

であるが、例を挙げ、確認しておく。
（23）Costa Rica was famous for its birds.

（Michael Crichton, Jurassic Park）

（コスタリカは鳥で有名だった。
）
（24）...Lewis Dodgson was famous as the most aggressive geneticist of his generation,
or the most reckless.


（Michael Crichton, Jurassic Park）

	
（ルイス・ドディソンは、彼の世代の最も挑戦的な、もしくは向こう見ずな遺伝学者
として有名だった。
）
まずは、famous for の事例から説明していく。有名であるという判断が何によるのかを示す
ために for でその対象を指し示している。まさに「心的方向性」の具現化である。それに対
して famous as の方は、語源から抽出した as のコア・ミーニングである「まさに・そのよ
うに」に照らし合わせて文要素の意味的な関係を押さえてみると、主語と as の目的語との
間に同値の関係が見て取れる 。当然、famous for の for は同値ではないし、現実世界にお
11

いても、コスタリカは地名であって鳥ではない。
すると、ここで for の語義のうちの一つが思い浮かぶものもいるであろう。つまり、OED
での６番目の語義である“Of attributed or assumed character; = as.”は、OEDそのものに
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言い換えがなされているように as、つまり「～として」の意味としての類義表現が存在する。
ここで気づくことは、
「～として」の意味としては、以下の例文を見て分かるのは、圧倒的
に as の事例が多いことで、その一方で for の使用頻度が極めて少ないということである。
（25）He accepted our gifts as a right, without thanks, and grumbled a little because
something or other he needed had not been brought.


（Somerset Maugham,“German Harry”
）

	
（彼はわれわれの贈り物を当然のものとして受け取り、礼も言わず、さらに何やら他
のもので必要であるのにまだ持ってきていないものがあるのだと、少しばかりぶつ
ぶつ言うのであった）
（26）H e had a certain tolerance for the peculiarities of others, and he accepted
Mackintosh as a queer fish.

（Somerset Maugham,“Mackintosh”
）

	
（彼には他人の風変わりなところには、ある我慢強さがあった。そしてマッキントッ
シュを一人の変人として受け入れた）
（27）These two had great difficulty in thinking anything out for themselves, but having
once accepted the pigs as their teachers, they absorbed everything that they were
told,...

（George Orwell, Animal Farm）

	
（これら２匹は自分で考え出すことが何よりも苦手であったが、しかし一度、豚たち
を自分の先生として受け入れてからは、言われることは何でも吸収していった…）
（28）She would like to have kept those wisps as a keepsake, as a remembrance.


（Katherine Mansfield,“Her First Ball”
）
（彼女はああいう端切れを思い出の品として、記念品としてとっておきたいと思った）
（29）I likewise refused to accept any compensation for my expenses, which were
considerable.

（George Borrow, The Bible in Spain）

	
（かなりの金額になったのだが、同様に私の必要経費の代わりとなるいかなる補償金
の受け取りをも拒否した）
（30）
“You can do what you like,”says I,“but if Fairbairn shows his face here again
I’ll send you one of his ears for a keepsake.”


（Conan Doyle, The Adventure of the Cardboard Box）
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（
「好きなようなことができるさ」と私は言い、
「しかし、もしフェアベーンが再びこ
こに姿を現したら、思い出の品として彼の片耳を君に送ってやるよ」
）
最後の for の事例など、縁起でもないようなものを記念品として自ら欲しがるものはいない。
つまり for 自体に自ら手を伸ばす、心的方向性が内在しているために、皮肉などのケースを
除き、小西（1976：258）が指摘しているように、この前置詞用法としての for が単独で
because of の意に用いられる場合、普通は特定のフレーズの be famous for や scold A for
B で用いられるのである。
では、なぜ for が決まった環境でしか、
「理由」の解釈を取りえないのだろうか。それは、
for そのものの意味の中心が「理由」の部分にあるのではなく、for が「理由」の意味を有す
るのは、あくまでも二次的、つまり語用論的に派生した意味であることにあると言っていい
であろう。
また、井上（1960：395）では、
「owing to that, because of that, for that reason の代わり
に for that という熟語を用いるのは避ける方がよい」と述べている。ここで注目すべきは、
for that reason での for の理由での使用が十分可能であるのに、for that は避けるべきであ
るという判断である。井上の判断は、言語の使用上の結果だけが記述され、なぜ避けるべき
かという語学的な根拠が述べられていない。しかし、本稿の立場でこの議論を考えると、先
も主張したが、for の「理由」の意味は、for の意味の本質つまりコア・ミーニングではな
く、あくまでも語用論的に派生した意味なので、for that reason における reason といった
明示的に「理由」を示す語句を使用しないと、for の解釈が曖昧になってしまうためではな
いかと思われる。したがって、
「～として」の解釈では英語では、基本が as で、ある種の特
定の意味合いが生じたときその意味合いゆえに for が認められるということであろう。すで
に木内（2000：320）において as の本質が、
「まったくそのように」といったものを語源か
らの意味として導き出した。よって、この「～として」の as の意味は、文脈に制約されず
に用いられるため、for に比べて幅広く用いられるに至ったと考えられるのである。
一見、まとまりのない多義性に富んだ前置詞 for の語義が、コア・ミーニングを中心とし
た緩やかな意味のネットワークを形成していることが、本節の発展的考察で明らかになった
ことと思われる。感情を表す動詞や形容詞に後続する for とそれ以外の前置詞で構成された
類義表現などまだまだ多数存在し、筆者の研究も進んでいるが、執筆枚数の関係上、割愛せ
ざるを得なかった。これらは別の機会に譲るとする。
４．おわりに
本稿では、まず英語辞典での多義性の扱いに関する限界を問題点として指摘した。その解
決策として前置詞 for を含むさまざまな英文から「心的方向性」というコア・ミーニングを
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抽出し、そのコア・ミーニングを軸として for の多義性がどのような意味ネットワークを形
成しているかを概観した。また、for の「目的」の語義と「原因」の語義が時系列的な流れ
の中で、相反する関係になっているが、事態の捉え方を変えることで、一見例外的な関係も
説明可能になることを示した。最後に for を含む、いわゆる慣用表現とその類義表現との差
についてコア・ミーニングを利用して解明した。本研究の成果が前置詞や冠詞などの機能語
の理解・習得・使用を苦手とする英語学習者への貢献の一助となることを願うばかりである。
１

コア・ミーニングの定義やコア理論に関しての研究は、田中（1990）、田中・松本（1997）、佐
藤・田中（2009）が詳しい。

２

引用例文における下線は、すべて筆者による強調である。

『ジーニアス英和辞典』第四版（2006）の for に関する「基本義」では「…に向かう」という意

３

味を中心に前置詞 for の28の語義のうち12の語義を関連付けている。
４

コア（中核）的意味と周辺的意味のネットワークという考えは、言語学での仮説であり、言語学
の中では、別々の語義は、別の存在物として扱っている立場もある。

５

さらに下位分類として b. at the price of （bought it for £5）、c. to the amount of （a bill for
£100）とある。

６

容認度の下がった事例を小説から判断し引用するのは、英語非母語話者の筆者にとって困難であ
るため、致し方なく先行研究からに引用となった。

７

空間から時間への比喩的展開については、木内（2005）が詳しい。

８

each と every に関する認知言語学の研究は、Langacker（1988）を参照のこと。

９

瀬戸（2007）における「期間」の for に関する記述は、「等価・交換」の for からの延長線上に位
置づけている。本稿では、
「心的方向性」が空間における方向性を第一義として、そこから直接

「空間・時間」の for を導出可能であることを主張する。
10

Lyons（1981：235）は、話し手が手に何かを持っている場合は、空間的・時間的に接近してい
るから、普通は that ではなく、this が使用されるであろうが、そのような場合に What’s that?
と言うならば、that の使用は話し手の嫌悪感を示す。つまりその指示物に距離感を置いている。

11

as の本質を追及した論考に木内（2000）がある。そこでは、as の語源を手掛かりに、as の語義
とその用法の多様性について論じている。
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A Semantic Network for“for”:
Cognitive Linguistic Approach
KIUCHI, Osamu
This paper is intended as an investigation of the preposition“for”from the viewpoint
of cognitive linguistics. It is shown that“for”exhibits polysemy. Each of the instances of
“for”is associated with a slightly different meaning, but the meanings are more or less
closely related. The findings clearly demonstrate the fact that“for”bears the core
meaning, Mental Direction. By employing the core meaning of“for”
, we clarify the
distinctions between synonyms. It is hoped that this study will contribute to the further
development of the teaching of English.
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