
第5章　　複合動詞

5．0．第5章の目的

　第4章では第2章で考察した移動動詞と場所名詞句との結合頻度から考察した動詞の分

類結果をもとに複文における出来事間の意味的関係について考察し、それらも動詞の範疇

的意味と関係があることを示した。つまり、移動動詞の範疇的意味が、複文の意味を考え

る際にも重要となることを明らかにしたわけだが、範疇的意味の違いは、さらに移動動詞

を要素とする複合動詞にも現れる。本章では、そういった複合動詞の語構成や表す意味を

考察することにより、複合動詞の語構成的な側面および意味的な側面にも移動動詞の範疇

的意味がどのように関係しているかを示す。

5．1．本章で考察対象とする複合動詞

　本章では、次の三種類を広く複合動詞とし、考察対象とする。

（i）「移動動詞の連用形」＋「移動動詞」：「たどりつく」「あるきまわる」など

（li）「移動動詞の連用形」＋「ハジメル／ツヅケル」のように動きの開始、続きの

　　　　局面を表す動詞：「あるきはじめる」「はしりはじめる」など

（ii）「移動動詞のテ形」＋「イク／クル」：「あるいていく」「あるいてくる」など

　これら三種類の複合動詞のうち、（i）の語構成をなす複合動詞、例えば、「あるきまわる」

の前項動詞「あるく」も後項動詞「まわる」も経路動作を表す動詞であるが、後項動詞を

前項動詞にして「まわりあるく」のような複合動詞を作ることはできなく、前項動詞や後

項動詞に制限が見られる。

　（i）の複合動詞の「あるきはじめる」「来はじめる」のような複合動詞もアスペクト的な

意味が異なる。「あるく」「来る」は始まりの局面を表すアスペクト的な意味をもつ「ハジ

メル」と結びっくとそれぞれ異なる意味を表す。「あるきはじめる」は「あるく」動作が開

始することを表すが、「来はじめる」の場合は、「来る」という移動行為が反復的に行われ

ることが開始することを表すことになり、局面動詞としてのアスペクト的な意味が異なる。

　また、価）の「あるいていく／あるいてくる」「こえていく／こえてくる」のような複合

動詞においても、「イク／クル」のはたらきが異なる。例えば、「あるいていく／あるいて

くる」の場合は、「イク／クル」が本動詞的にはたらき、前項動詞の「あるく」は「イク／

クル」の移動様態を表す。それに対して、「こえていく／こえてくる」の場合は、「イク／

クル」が補助動詞的にはたらき、視点の違いを表す。「イク／クル」の前項動詞として現れ
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やすい動詞、現れにくい動詞が見られるのである。

　このような語構成の制限や表わす意味の違いなどは範疇的意味と関係があるのではない

かと考えられる。そこで、本章では複合動詞を三つの語構成形式に分けて考察を行う。な

お、複合動詞を採集する際に、「行き渡る」（「全員に行き渡る」）、「移り行く」（「移り行く

風景」）のように、複合動詞としての意味が本来の空間的移動を表す意味からずれて抽象的

な意味になったものは外すことにする。

　以下の本章の複合動詞の考察においては、動作動詞であるか位置変化動詞であるかとい

うことが深く関係しているので、次の表に示したように、第2章で分類した動詞を、「動

作動詞」「位置変化動詞」「二側面動詞」「その他の動詞（到着の位置変化までは含まない）」

の4つに分類して考察する。ただし、細部の考察を行う際には第2章の動詞分類を用いる

場合がある。

表21　動作動詞、位置変化動詞、二側面動詞

動作動詞 位置変化動詞 二側面動詞 その他

経由動作　　純粋経由動詞
i経由動詞）i経由経路動詞

　　　　　　　　純粋出発動
o発の位置変i詞
ｻ　　　　　　　　出発目的地動
i出発動詞）　　　詞

@　　　　　　　出発到着動詞

経由動作＋　　　　　　　　経由到着動詞到着の位置変化i

@　　　　　　⊃
　　　　　純粋経路動詞
@　　　　無方向経路動詞経路動作　　　　　移動様態経路動（経路動詞）　　　　　詞50

@　　　　経由経路動詞

到着の位置変i純粋到着動
ｻ　　　　　　　詞
i到着動詞）　　　　到着出発動

@　　　　　　　詞

　　　　　　　　経路到着動詞
@　　　　　　　到着経路動詞
o路動作＋　　　　出発到着経路動

梺?ﾌ位置変化・詞
@　　　　　　　方向経路到着動

@　　　　　　　詞

純粋目的地動

5．2．　「移動動詞の連用形＋移動動詞」

　複合動詞の語構1成に関する研究は多くあるが、長嶋（1976）、石井（1983a，b）を取り上げる

ことができる。まず、石井（1983a，b）には日本語の複合動詞の場合、動作を表す動詞が前項

動詞に、何らかの形で変化を表しうる動詞が後項動詞になりやすいと述べられている。長

嶋（1976）にも日本語の複合動詞の語構成について、「崩す」「砕く」「殺す」「壊す」などの

ように、ある行為・作用の最終的な状態や結果だけに注目する動詞は前項動詞になりにく

いと述べられている。長嶋（1976）、石井（1983a，b）からすると、経由動作、経路動作を表す

動作動詞が前項動詞になりやすいということであるが、第4章で考察したように、同じく

動作を表す動詞であっても、経由動作を表す動詞、経路動作を表す動詞、移動様態を表す

動詞が異なるはたらきをするのである。果たしてこのような違いは複合動詞の語構成の場

50様態経路方向動詞、様態経路目的地動詞、様態方向経路目的地動詞は、複合動詞の語構成においては
同じ性質を見せることが多いので、ここでは移動様態経路動詞としてまとめて考察することにする。
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合にも関係するのであろうか。それを考察するために、以下では、「移動動詞の連用形＋移

動動詞」の語構成をなす複合動詞の構成要素である移動動詞を、動作動詞と位置変化動詞

に分析し、さらに表21に示したように動作動詞、位置変化動詞の中でどの動詞類に属す

るかを分析する。

　次にあげるのは、実際にコーパスにある複合動詞と、コーパスには現れていないが、国

語辞書（『広辞苑』第六版）に載っている複合動詞とを上の基準から分類したものである。

　略称は以下のとおりである。

◎動作：動作動詞 ・経由：純粋経由動詞

・経由経路：経由経路動詞

・経路：純粋経路動詞

・無方向：無方向経路動詞

・様態：移動様態経路動詞

◎位変：位置変化動詞 ・出発：純粋出発動詞

・出目：出発目的地動詞

・到着：純粋到着動詞

・着出：到着出発動詞

◎二側面：動作と位置変化の二側面をもつ動詞

　　　　　　　　　　　・経由＋到着：経由動作＋到着の位置変化　（経由到着動詞）

　　　　　　　　　　　・経路＋到着：経路動作＋到着の位置変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　膿酵搬∋

◎その他：位置変化までは含まない動詞（純粋目的地動詞）
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表22　「移動動詞の連用形＋移動動詞」の語構成

複合動詞

前項動詞の

@種類
語構成 コーパスにあったもの

広辞苑からおぎなっ
ｽもの

合計

ﾂ数

動詞　　　　　　　　個数 動詞　　　個数

①無方向＋動作（様態、経路） さまよいあるく、うろつきまわる　　　　2 2

②様態＋動作（様態） とびあるく、かけあるく　　　　　　　　3 はいあるく　　　　　1 4

③様態＋動作（経由） とびこえる、はしりすぎる　　　　　　　2

》

2

④様態＋動作（経路、経由経路）

あるきまわる、およぎまわる、かけ
ﾜわる、とびまわる、はいまわる、　　　　　　　　　　　　　　　　　　7はしりまわる、かけめぐる、かけと

ｨる

7

⑤様態＋二側面（経由＋到着）

あるきわたる、およぎわたる、かけ
墲ｽる、はしりわたる、あるきぬけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　8る、かけぬける、すべりぬける、は

ｵりぬける

はいわたる　　　　　1 9

動作動詞：

ｳ方向経路動詞、

ﾚ動様態経路動詞 ⑥様態＋二側面（経路＋到着）

かけあがる、とびあがる、はいあが
驕Aかけのぼる、はいのぼる、はし
閧ﾌぼる、かけおりる、すべりおり　　　12

驕Aとびおりる、はいおりる、はし
閧ｨりる、かけくだる

づ

12

⑦様態＋位変（出発、出目、到着） あるきはなれる、あるきさる、およ
ｬさる、かけさる、とびさる、およ
ｬっく、かけもどる、はしりもどる、

ﾍしりかえる、かけあつまる、とび
､つる、とびさがる、とびいる（入　　　21
驕j、はしりいる（入る）、かけしり

ｼく、あるきでる、およぎでる、か
ｯでる、すべりでる、とびでる、は

｢でる

　　　　　　十

ｩけつく　　　　　　1 22

⑧様態＋その他 はしりむかう　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　噂
ｩけむかう　　　　1 2

⑨無方向＋位変（出発、着出） さまよいでる　　　　　　　　　　　　　　1 1

⑩経由経路＋動作（経由） とおりすぎる　　　　　　　　　　　　　1 1

⑪経由＋位変（出目、到着） すぎさる　　　　　　　　　　　　　　　1 すぎゆく　　　　　　1 2
動作動詞：

ヰ?o由動詞、
ヰ?o路動詞、

o由経路動詞

⑫経由経路＋位変（出目） とおりさる　　　　　　　　　　　　　　　1 1

⑬経路＋位変（到着） たどりつく　　　　　　　　　　　　　　　1

マ

1

⑭経由＋二側面（経由＋到着） くぐりぬける、とおりぬける　　　　　　2 2

⑮（経由＋到着）＋位変（着出、到着） ぬけでる、わたりもどる　　　　　　　　2 2

二側面動詞 ⑯（経路＋到着）＋位変（到着、着出）
　　　　　　　　　　　　　　　，
ｷすみい（入）る、すすみでる　　　　2

c

2

⑰（経路＋到着）＋二側面（経路＋

梺?j
おりくだる　　　　　　　　　　　　　　　1 1

位置変化動詞
⑱位変（出発、到着）＋位変（出目、

梺?j

はなれさる、かえりつく、い（ゆ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　4きつく、しりぞきさがる
い（ゆ）きさる、　　　　　　　　　2き（来）つく

6

　表22の①～⑭の複合動詞は前項動詞が動作動詞で、⑮～⑰の動詞は前項動詞が動作と

位置変化の二側面を表す動詞であり、⑬は前項動詞が位置変化のみを表す動詞である。こ

れらの複合動詞をみると、動作動詞は前項動詞になる場合が多く（79語中73語：73語中

二側面動詞の場合が5語）、位置変化動詞は後項動詞になる場合が多い（79語中63語：
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63語中二側面動詞の場合が26語）。

　次に、それぞれの移動動詞が前項動詞になる場合と後項動詞になる場合の結合頻度を次

に示す。　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　表23　各動詞の前項、後項結合頻度

項後項前

る

詞動
項後項前

次に前項動詞としての結合頻度が高い順、後項動詞としての結合頻度が高い順に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　表24　前項・後項の結合頻度順

動詞
結合数

前項

かける 動作動詞 16
とぶ 動作動詞 11

はしる 動作動詞 10
はう 動作動詞 7

あるく 動作動詞 6

およぐ 動作動詞 5

すべる 動作動詞 4

とおる 動作動詞 3

さまよう 動作動詞 2

すぎる 動作動詞 2

たどる 動作動詞 1

うろつく 動作動詞 1

くぐる 動作動詞 1

すすむ 動作・位置変化動詞 1

くる 位置変化動詞 1

こえる 動作動詞 1

しりぞく 位置変化動詞 1

いく 位置変化動詞 1

はなれる 位置変化動詞 1

かえる 位置変化動詞 1

わたる 動作・位置変化動詞 1

おりる 動作・位置変化動詞 1

ぬける 動作・位置変化動詞 1

動詞

結合数
後項

でる 位置変化動詞 8

まわる 動作動詞 7

さる 位置変化動詞 7

つく 位置変化動詞 6

ぬける 動作・位置変化動詞 6

おりる 動作・位置変化動詞 5

わたる 動作・位置変化動詞 5

あるく 動作動詞 4

くだる 動作・位置変化動詞 4

あがる 動作・位置変化動詞 3

のぼる 動作・位置変化動詞 3

はいる 位置変化動詞 3

もどる 位置変化動詞 3

さがる 位置変化動詞 2

むかう その他 2

すぎる 動作動詞 2

あっまる 位置変化動詞 1

いく 位置変化動詞 1

うつる 位置変化動詞 1

かえる 位置変化動詞 1

　、ｱえる 動作動詞 1

しりぞく 位置変化動詞 1

とおる 動作動詞 1

はなれる 位置変化動詞 1

めぐる 動作動詞 1
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　表23、24をみると、基本的に前項動詞には動作動詞が、後項動詞には位置変化動詞が

現れる傾向が見られる。それは、石井（1983a，b）が動作を表す動詞は前項動詞に、何らかの

形で変化を表しうる動詞は後項動詞になりやすいと述べているのと同様な結果である

　しかし、表22～24から分かるように、同じく動作動詞でも移動様態経路動詞が前項動

詞としてより多く現れ、それ以外の動作動詞とは異なる様子が見られるのである。特に、

「まわる」は動作動詞でありながら、前項動詞として現れることはなく、後項動詞として

多く現れ、他の動作動詞とは異なる側面をみせる。

　このように同じ動作動詞でも複合動詞の語構成において異なる側面が見られるのである。

以下では、表22に示した複合動詞のタイプ別に分けて考察する。

5．2．1．「動作動詞（無方向経路、移動様態経路動詞）の連用形＋動作、位置変化動詞」

　表22の分類のうち、①～⑨の動詞は前項動詞が無方向経路動詞、移動様態経路動詞で

ある。その中で、①～④の複合動詞は前項動詞も後項動詞も動作動詞である。

①動作（無方向）＋動作（様態、経路）：さまよいあるく、うろつきまわる

②動作（様態）＋動作（様態）：とびあるく、かけあるく、はいあるく

③動作（様態）＋動作（経由）：とびこえる、はしりすぎる

④動作（様態）＋動作（経路、経由経路）：あるきまわる、およぎまわる、かけまわ

　　　　る、はいまわる、とびまわる、はしりまわる、かけめぐる、かけとおる

　①の動詞の前項動詞は経路構造をとる動詞ではあるが、方向性をもたない無方向経路動

詞である。無方向経路動詞は、他の動作動詞の前項動詞として現れにくい傾向がある。無

方向経路動詞が前項動詞として現れているのは「さまよいあるく」「うろつきまわる」の二

つの動詞がある。まず、「さまよいあるく」の前項動詞の「さまよう」は、後項の「あるく」

という移動体の動作の様子を表すのであろう。

（439）そのころはしじゅう避難民の姿が見られた。街道や高梁畑を人びとは牛車をひき、

　　袋や傘をもってさまよい歩いた。（パニック・裸の王様：流亡記）

　（439）の「さまよいあるく」の「さまよう」は避難民が歩いているがその歩く姿がどのよ

うな様子で歩いているのかを表し、「さまよう」が「あるく」動作を修飾していると考えら

れる。しかし、その反対に「あるきさまよう」のように、移動様態経路動詞が前項で、無

方向経路動詞が後項に現れる語構成は不可能である。「さまよう」は、“ところを定めず歩
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く”という語彙的意味をもつ動詞で歩く様子を表すと考えられる。したがって、「あるく」

の前項動詞となり、歩く様子を示すことはできるが、反対に歩く動作を表す動詞を前項動

詞とした、後項動詞になることはできないのだろう。また、無方向経路動詞である「さま

よう」は移動中の心理状態を表すような動詞であり、「あるく」動作の前項になって、「あ

るく」動作を修飾することはできても、具体的な動作を表す「あるく」が心理状態を表す

動詞を修飾することは難しいと思われる。

　次に、「うろつきまわる」の前項動詞「うろつく」は、“あてもなく歩き回る”という語

彙的意味を表しており、後項動詞の「まわる」の動作と同様な動作を表し、その語彙的意

味の類義から結合した複合動詞だと思われる。

　ここで「まわる」について少し考察すると、「まわる」は経路動詞であるが、「つたう」

「たどる」のような経路動詞とは異なる動きを表す。「つたう」「たどる」は、結びつく経

路の場所を線的な移動で経過することを表すが、「まわる」は経路として現れる場所の中で

移動する。それは次の図のように表すことができる。

a

ロロ〔＝＝＝＝＝〉

図8　経路を通る移動の仕方

　aは「つたう」「たどる」のような経路動詞が経路を通る様子で、bは「まわる」が経路

を通る様子を表している。「さまよう」「うろつく」「ぶらつく」が経路を通る様子もbで

表せる動きであろう。これはある場所を線的に通っていくという通過が目的であるか、あ

る場所内での経過が目的なのかの違いである。つまり、bのような動きを表す無方向経路

動詞は、aのような経路の移動の仕方をする動詞の前項動詞にはなりにくいのである。「あ

るく」のような移動様態経路動詞は、aのような移動も、　bのような移動もできる動詞で

あり、無方向経路動詞を前項動詞として複合動詞を形成することができる。「さまよう」

「うろっく」「ぶらつく」は辞書の意味記述でも「行ったり来たりする。あるきまわる」な

どと記述されているように51、全て「あるく」という移動動作が前提とされる動詞である

51『広辞苑（第六版）』（岩波書店）にはこれらの動詞について次のように記述されている。
「うろっく」：目的も定まらず行ったり来たりする。そのあたりをあてもなく歩き回る。うろうろする。
「ぶらつく」：ぶらぶらと歩きまわる。俳徊する。

「さまよう」：うろうろする。いったりきたりする。ところを定めず歩く。あちらこちらを歩く。
　上の意味記述からも分かるように、「うろつく」は「うろうろする」、「ぶらつく」は「ぶらぶらする」

のように、動作の様子を具体的に表すこともできる動詞である。
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ので、意味的な制限から他の移動様態経路動詞の前項動詞に現れるのは難しいと思われる。

　また、「まわる」は、「あるく」と同様具体的に動作を表せる動詞である。例えば、「つた

う」「たどる」の場合はそれぞれの動詞の語彙的意味が表す動作を描写することは難しい。

それに対して、「まわる」は「ぐるぐるまわる」のように様態を表す副詞で動作を規定する

ことができる、具体的な動作を表す動詞であると思われる。

　無方向経路動詞は第2章でもみたように、他の移動動詞とは異なって方向性をもたない

動詞であり、その性質から第4章で考察した従属節述語としてのテ形や「～スルト」の形

の意味的な関係でも他の動詞とは異なる面をみせる。複合動詞の語構成においてもその範

疇的意味の性質を表していると思われる。

　次に、移動様態経路動詞が前項動詞である②～④の複合動詞について考察する。

　②の動詞は後項動詞が前項動詞と同じく移動様態経路動詞である。ところが「とびある

く」「かけあるく」「はいあるく」のように、全て「あるく」が後項動詞である。これらの

動詞を逆にした「あるきとぶ」「あるきかける」「あるきはう」のような語構成は不可能で

ある。これらの複合動詞の語構成から、前項、後項ともに移動様態経路動詞の場合、後項

に人間にとってより基本的な動作を表す動詞が現れると思われる。

　これらの複合動詞の中で、「とびあるく」の「とぶ」は、（440）を見ると分かるように、

「空をとぶ」という動作ではなく、“空中にはねる”あるいは“あちこちを忙しく動く”動

作を表すなど、比ゆ的な意味合いが強くなる。また、「かけあるく」も「かける」と「ある

く」の相反する動作を表す動詞が結びついて、「かける」が直接走る動作を行う場合もある

だろうが、（441）のように、“急いで”という意味がかもしだされる場合もあるだろう。

（440）毎日のように、子どもたちは蛙のようにそこらを飛び歩き、伊豆屋の広い庭にもぐ

　　り込んだし、宿の人の眼を盗んでは、浴場へも冷たい躰を温めに行った。（あすなろ

　　物語）

（441）細川藤孝は密使となり、将軍の御教書を持って、さまざまの姿に変装して近国を醒

　　けあるき、将軍に同情的な大小名を歴訪しはじめた。（国盗り物語）

　このように、後項に現れる動詞に制限が見られるものの、同じ移動様態経路動詞であっ

ても他の移動様態経路動詞（「あるく」）の前項動詞になり、後項動詞の表す動作を修飾す

ることもできる。

　③は後項動詞が経由構造のみをとる純粋経由動詞、④は経路構造のみをとる純粋経路動

詞である。③の「とびこえる」「はしりすぎる」の後項動詞は、経由点を通り抜ける動作を

表す動詞であり、前項の移動様態経路動詞がこれらの経由動作の移動様態を表すのである。
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④の「あるきまわる」「およぎまわる」「とびまわる」「はいまわる」「はしりまわる」「かけ

まわる」「かけめぐる」も同様なことを表す。これは第4章の移動動詞のテ形で考察した

ように、「あるいてまわる／およいでまわる／とんでまわる52／はってまわる／はしってま

わる」と同様に、移動様態経路動詞が他の動詞の移動様態を表すのである。このようにテ

形と後件との意味的関係からみた動詞の範疇的意味の違いは、複合動詞の語構成において

も同じ性質をうかがうことができる。

　次に、⑤⑥の後項動詞が経由動作、経路動作を表す動作動詞でありながら、到着の位置

変化も表す動詞である二側面動詞の場合を考察しよう。

⑤動作（様態）＋二側面（経由＋到着）：

　　　　あるきわたる、およぎわたる、かけわたる、はいわたる、はしりわたる、

　　　　あるきぬける、かけぬける、すべりぬける、はしりぬける

⑥動作（様態）＋二側面（経路＋到着）：

　　　　かけあがる、とびあがる、はいあがる、かけのぼる、はいのぼる、はしり

　　　　のぼる、かけおりる、すべりおりる、はいおりる、はしりおりる、とびお

　　　　りる、かけくだる

　これらの動詞の場合も③④の複合動詞と同様に前項動詞が後項動詞の表す移動の移動様

態を表す。この場合は後項に現れる動詞が二側面をもつ動詞であるので、経由点、経路を

通る動作と到着の位置変化の両方を表すことができる。

（442）それから黙ったままひきかえすかれらの足音においたてられるように少年は夜明

　　けの林を駈けあがった。（死者の奢り・飼育：不意の唖）

（443）道空は城壁へかけあがり、具を吹く兵士たちに、もうよい、やめよ、ととめた。（国

　　盗り物語）

　（442）（443）は「かけあがる」の例であるが、前項動詞「かける」は、（442）においては「林

をあがる」動作の移動様態を、（443）においては「城壁へあがる」の位置変化の移動様態を

52 @「とびまわる」の場合、（i）のように空中を飛ぶ動作ができる移動体の場合は、前項動詞「とぶ」
は「飛んでまわる」ことを表し、（li）のように空中を飛ぶ動作ができない移動体の場合は、「とびはね
る」動作を表すか、「忙しく」という意味を表すのであろう。

（i）蝿が僕らのまわりを群らがってとびまわり、僕の耳の底で蝿の羽音が熱気とからみあって反響し、

　　どよみまつわりつくのだった。（死者の奢り・飼育：飼育）
（i）それを庄．オL朗旦、岩から岩へとびまわっては、一枚ずつ刺しとおすのだ。（国盗り物語）
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表す。もし（443）の動詞が「かける」で表されるのであれば、「城壁へ」という到着点と結

びつくことは難しい。このように後項動詞に経路を通る動作と位置変化の両方を表せる動

詞が現れる場合、その複合動詞が動作の側面を表すか位置変化の側面を表すかは、結びつ

く場所名詞句によって決まるのである。

　⑦⑧は位置変化動詞やその他の動詞が後項動詞に現れる場合である。

⑦動作（様態）＋位変（出発、到着）：

　　　　あるきはなれる、あるきさる、およぎさる、かけさる、とびさる、およぎ

　　　　つく、かけつく、かけもどる、はしりもどる、はしりかえる、はしりいる

　　　　（入る）、かけあつまる、とびうつる、とびさがる、とびいる（入る）、は

　　　　しりむかう、かけしりぞく、あるきでる、およぎでる、とびでる、すべり

　　　　でる、はいでる、かけでる

⑧動作（様態）＋その他（目的地）：はしりむかう、かけむかう

⑨動作（無方向）＋位変（出発、到着）：さまよいでる

　まず、⑦は前項動詞が移動様態経路動詞、後項動詞が到着あるいは出発の位置変化を表

す動詞で、後項の位置変化動詞を前項の移動様態経路動詞が修飾する。移動様態経路動詞

の範疇的意味からして、他の位置変化を表す動詞の前項になるのは自然であろう。

　⑧も前項動詞が移動様態経路動詞、後項動詞が目的地動詞である「むかう」であり、前

項が後項を修飾する。

　⑨は無方向経路動詞が前項であるが、「さまよいでる」以外に後項に位置変化を表す動詞

が現れる複合動詞はない。①でみたように、方向性のない動詞が他の移動動詞の前項動詞

として現れることは無理であろう。

　ところが、一般的に代表的な移動動詞として考えられる「行く」「来る」が後項動詞に現

れる場合はなかった。「行く」「来る」は移動動詞の中で最も具体的ではない動詞である。

具体的動作を表す動詞である「歩く」が、具体的ではない動詞を修飾することは難しいと

思われる。したがって、「行く」「来る」の場合は「学校二｛歩き行く／走り行く｝」「学校

二｛歩き来る／走り来る｝」のような複合動詞を用いることができず、「｛歩いて／走って｝

学校に行く」「｛歩いて／走って｝学校に来る」と表現すると思われる。

　以上、①から⑨までの複合動詞の語構成をみると、動作動詞は前項動詞に多く現れ、位

置変化動詞は後項動詞に現れやすい。ただし、前項、後項ともに動作動詞の場合も多く見

られ、その場合は同じ動作動詞でも移動様態経路動詞が前項動詞になり、それ以外の経路

動作や経由動作を表す動詞（無方向経路動詞、移動様態経路動詞以外の経路動詞と経由動
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詞）が前項になることはなく、移動様態経路動詞の特異性を見ることができる。

5．2．2．　「動作動詞（経由動作、経路動作）の連用形＋動作（経由）、位置変化動詞」

　前項動詞が経由、経路の構造のみをとる動詞である複合動詞を再掲する。

⑩動作（経由経路）＋動作（経由）：とおりすぎる

⑪動作（経由）＋位変（出発、到着）：すぎさる、すぎゆく

⑫動作（経由経路）＋位変（出発）：とおりさる

⑬動作（経路）＋位変（到着）：たどりつく

⑭動作（経由、経由経路）＋二側面（経由＋到着）：くぐりぬける、とおりぬける

　⑩～⑭までの動詞は、経由動作、経路動作を表す動詞が前項動詞として現れる場合であ

るが、移動様態経路動詞が前項動詞になる複合動詞が多い反面、同じ動作動詞でも、純粋

経由動詞や純粋経路動詞、経由経路動詞の場合は、これらを前項動詞にする複合動詞はそ

れほど多くない。

　まず、⑩の動詞にっいて考察すると、前項動詞が経由経路動詞「とおる」で、後項動詞

が純粋経由動詞「すぎる」である。「とおる」と「すぎる」は、どこかを通り抜ける“経由

動作”という範疇的意味をもつ動詞であるが、「とおる」は“経路動作”をも表す動詞であ

る。後項動詞の「すぎる」は限界性をもつ動詞であるので、「すぎる」を前項にすることは

難しい。このような語構成をみると、「こえすぎる」「くぐりすぎる」のような複合動詞も

存在しそうだが、このような複合動詞はなく、同じく限界性をもつ経由動作のみを表す動

詞同士が結びつくことは難しいと思われる。

　⑪⑫⑬は純粋経由動詞、経由経路動詞、純粋経路動詞が前項動詞、位置変化動詞が後項

動詞で、前項動詞がある場所を経過することを表し、後項動詞が前項動詞の表す動作の結

果位置変化することを表す。これらの動詞は、後項動詞である位置変化動詞を前項動詞に

換えて複合動詞にすることは不可能である。それは、動作動詞が前項動詞、位置変化動詞

が後項動詞になるという語構成に反するものである。また、前項の動作が先に行われ、そ

の結果が後項の位置変化であるという時間的に前後関係を表すことからもその逆は難しい

のであろう。

　⑭は前項動詞が純粋経由動詞、経由経路動詞であり、後項動詞が経由動作と到着の位置

変化の二側面動詞である。これらの複合動詞は前項も後項も共に経由動作を表す動詞であ

り、ある場所を通過することをさらに強調して表すと思われる。しかし、後項動詞の「ぬ

ける」を前項にすることは難しいだろう。「くぐる」も「ぬける」も経由動詞であるが、「く
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ぐる」の語彙的意味は“体をかがめて通過する”ことを意味し、「ぬける」より具体的な動

作を表す動詞であるため、「ぬける」を修飾する前項に現れることができると思われる。ま

た、「くぐりぬける」「とおりぬける」両動詞の前項は動作のみを表す動詞であるのに対し

て、後項の「ぬける」は動作だけではなく、到着の位置変化をも表す動詞である。このよ

うに動作のみを表す動詞が前項に現れることはできるが、二側面をもつ動詞を前項に、動

作のみを表す動詞を後項にし、「ぬけくぐる」「ぬけとおる」のようにすることはできない

だろう。

5．2．3．　「二側面動詞の連用形＋位置変化動詞、二側面動詞」

　次に前項動詞が二側面動詞である複合動詞を再掲する。

⑮二側面（経由＋到着）＋位変（出発、到着）：ぬけでる、わたりもどる

⑯二側面（経路＋到着）＋位変（到着）：すすみいる（入る）、すすみでる

⑰二側面（経路＋到着）＋二側面（経路＋到着）：おりくだる

　⑮～⑰は経由構造、経路構造をとる動作動詞でありながら、到着の位置変化をも表す動

詞が前項動詞である。⑮⑯は後項動詞が位置変化動詞であり、前項動詞は動作動詞として

はたらき、前項動詞が表す動作の結果、行われる位置変化を後項動詞が表すことになる。

つまり、二側面動詞が複合動詞の前項になった場合は、動作の側面が前面にでてくると思

われる。⑰の場合、両方とも経路動作と到着の位置変化を表す、二側面をもつ動詞である

が、前項の「おりる」と後項の「くだる」は、ほぼ同じ動作を表す動詞で、上から下の方

に移動するという意味を強調することになるだろう。複合動詞「おりくだる」は動作、位

置変化の両方を表すことができるが、前項の「おりる」は動作を表し、後項の「くだる」

が動作、位置変化の両方を表すことになるが、それは結びつく場所名詞句による。

5．2．4．　「位置変化動詞の連用形＋位置変化動詞」

　最後に前項動詞が位置変化動詞の場合である。

⑬位変（出発、到着）＋位変（出到、到着）：

　　　　　はなれさる、かえりつく、いきさる、い（ゆ）きつく、き（来）つく、

　　　　　しりぞきさがる

⑱の動詞は前項動詞も後項動詞も位置変化を表す動詞である。これらの動詞の場合は、
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前項動詞が位置変化を表すので、後項動詞はなくても良いと思われる。または、前項動詞

がなくても後項動詞のみで位置変化を表せるのであろう。次の（444）（445）をみるとそのよ

うなことが確認できる。

（444）太郎が、その夜アパートへ帰りついたのは、九時少し過ぎだった。（太郎物語）

（445）東仲町へゆき着くまで、彼は同じことを繰返し考え続け、幾たびも眉をしかめては

　　舌打ちをした。（さぶ）

　（444）の「帰り着く」は「帰る」あるいは「着く」で表してもいい。　（445）の「ゆき着

く」も「行く」で表されても「着く」で表されても同じである。にもかかわらず、位置変

化動詞を重複させることによってさらに位置変化の意味が強くなると思われる。

　ところが、ここで一つ注目すべきことは、上の「帰り着く」「行き着く」は同じく到着の

位置変化を表す動詞であるが、前項動詞と後項動詞を入れ替えることはできないというこ

とである。っまり、「着き帰る」「着き行く」とは言えないのである。これは「着く」が到

着の位置変化を表しても、到着点へ到着する瞬間のみを表す動詞であるからだと思われる。

前述したように、「着く」は到着位置変化の瞬間のみを表す動詞であるのに対して、「帰る」

「行く」は到着点までの過程が前提にされている動詞である。同じく到着の位置変化を表

す動詞であっても、語彙的意味が到着の瞬間のみを表す動詞の場合は、複合動詞の前項に

なることが不可能であり、語彙的意味の違いが複合動詞の語構成に現れていると思われる。

5．2．5．まとめ

　複合動詞の語構成について考察を行ったが、長嶋（1976）、石井（1983a，　b）に述べられてい

るように、日本語の複合動詞は前項動詞に動作動詞が、後項動詞に変化動詞が現れやすい

という性質は「移動動詞＋移動動詞」の語構成による複合動詞においても見られる。

　しかし、同じ動作動詞であっても、さらに他の移動動詞の前項要素になりやすい動詞が

あることが分かる。まず、移動様態を表す動詞（移動様態経路動詞）、無方向性の経路動作

を表す動詞（無方向経路動詞）、経過を表す動詞（移動様態経路動詞、無方向経路動詞以外

の経路動詞と経由動詞）は同じく動作動詞であるが、その中で移動様態経路動詞が最も多

く前項に現れる。それに対して、それ以外の経由、経路を通る動作を表す経由動詞や経路

動詞は、移動様態経路動詞の前項動詞にはなれないし、他の位置変化動詞の前項動詞にな

ることも少ない。

　また、無方向経路動詞も動作動詞であるが、移動様態経路動詞「あるく」の前項動詞に

なる以外に他の動詞の前項動詞になることはほとんどない。これは第2章で考察した動詞
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の範疇的意味と共通する性質であり、第4章でみた従属節述語としてのテ形の意味とも相

通じるものである。

　移動様態経路動詞が他の移動動詞の前項になり、他の移動行為の様態を表せるのは、動

作動詞でも最も動作性が具体的であるからであると思われる。つまり、移動様態経路動詞

は普通の経過を表す動詞より具体的な動作を表し、経由点や経路を通る移動の目的を表す

動詞（純粋経由動詞、純粋経路動詞、経由経路動詞など）は概念的な動作を表す。同じ動

作動詞でも具体的な動作を表せる動詞の方が、前項動詞になりやすいと考えられる。移動

様態経路動詞の方が具体的な動作を描写しているので、移動様態経路動詞は後項動詞の制

限もそれほどなく、ほとんどの移動動詞の前項動詞になれるのである。

　移動様態経路動詞以外の動詞の場合は、経由動作や経路動作を表す純粋経由動詞、純粋

経路動詞が前項になりやすく、後項に位置変化を表す動詞が現れやすい。動作と位置変化

の二側面をもつ動詞も前項動詞になる場合は動作動詞の側面が前面に出て、前項動詞には

動作動詞が現れやすいという複合動詞の語構成の全体的な性質を示す。ただし、移動様態

経路動詞が前項に現れる複合動詞に比べ、その数は非常に少ない。

　到着の位置変化を表す動詞は、前項動詞になりにくいが、数は少ないが存在する。その

場合、後項にも到着の位置変化を表す動詞が現れるが、位置変化を表す語彙的意味をさら

に強調することになる。しかし、到着の位置変化を表す動詞の場合も到着の位置変化の瞬

間のみを表す動詞は後項に現れ、到着までの過程を含む動詞は前項に現れることから語彙

的意味の違いが見られる。

　このように、複合動詞の語構成においても、第2章で考察した動詞の範疇的意味の違い

が現れると思われる。特に、同じ動作動詞であっても、移動様態を表す移動様態経路動詞

と、ある場所を経過する移動目的を表す純粋経由動詞、純粋経路動詞などとは異なること、

さらに、無方向経路動詞の特徴を再度確認することができた。

5．3．移動動詞の連用形を前項とするいわゆる局面動詞

　5．1でも述べたように、複合動詞には「動詞の連用形＋ハジメル、ツヅケルの動きの開始、

続きの局面を表す動詞」の語構成をとり、動詞の表す動きの開始、継続を表す複合動詞が

ある。この類の複合動詞は、アスペクト的な意味を表すが、本稿はアスペクトの研究を追

及するものではないので、前項動詞に移動動詞が現れる場合に限って考察を行う。

　このような語構成をなす複合動詞がどのような意味を表すことになるのか、ということ

は動詞の範疇的意味による。例えば、「ハジメル」を後項動詞とする場合、その複合動詞は

〈動きの開始〉を表す場合と、〈動きの反復開始〉を表す場合がある。これは前項動詞の範

疇的意味の違いから出てくるものである。そこで、この節では、「移動動詞の連用形＋ハジ
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メル／ツヅケル」という複合動詞の表す意味から移動動詞の範疇的意味との関係を再確認

する。

5．3．1．　「移動動詞の連用形＋ハジメル」

　動詞の連用形に「ハジメル」が結びつくと、ふつう動きの開始を表す。例えば、「歩く」

が「ハジメル」と結びついて「歩きはじめる」という複合動詞になると、歩く動作が開始

したことを表す。ところが、動詞「行く」が「ハジメル」と結びつき、「行きはじめる」と

いう複合動詞になると、「行く」という動きの開始を表すというより、反復的な動きが開始

したことを意味すると考えられるだろう。このように動きの開始を表すか動きの反復開始

を表すかは、前項動詞の範疇的意味によって決まる。以下では、どのような動詞が前項動

詞の場合に動きの開始を表し、どのような動詞が前項動詞の場合に動きの反復開始の意味

を表すようになるのか、移動動詞の範疇的意味との関連を考察することにする。

5．3．1．1．「移動動詞の連用形＋ハジメル」の結合頻度

　コーパスにおいて、第2章で分類した各動詞が「～ハジメル」の前項動詞としてどの程

度、どのような意味（〈動きの開始〉か〈動きの反復開始〉か）で現れたかを次の表に示す。
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表25　動詞の連用形と「ハジメル」の結合頻度

～ハジメル ～ハジメル

分類動詞 動詞
動き醐台i反復醐台

分類動詞 動詞
動き開始i反復開始

すぎる oi　　　　O 純粋出発動詞 はなれる 1i　　　o
よぎる oi　　o たつ oi　　o純粋経由動詞
こえる （1）i　　o

出発目的地動詞
さる oi　（・）

くぐる 60i　　o いたる oi　　o
経由経路動詞 とおる oi　　　o うつる

　　†
i1）★i　　　O

めぐる oi　　　o 純粋到着動詞① つく o；　　o
純粋経路動詞 つたう oi　　o おもむく oi　　　O

まわる 6i　　o しりぞく oi　　（1）

たどる 。i　　。 むらがる oi　　（1）

動　作　動　詞

無方向経路動詞 ぶらつく oi　　　　O

位置変化動詞

純粋到着動詞② 紅まる oi　（1）

うろつく 。；　　。 むれる oi　　　O
さまよう oi　　o もどる 3i　　（3）

はう oi　　o いく

oi　　o↓

あるく
　　　↓
T2（10）i　　　O

純粋到着動詞③
かえる 2i　　o

様態経路方向動詞 かける ・1　　・ くる
・；　（2）

およぐ 6i　　o 純粋到着動詞④ はいる oi　　　O

すべる 3i　　o 到着出発動詞 でる oi　　4
様態経路目的地動詞 はしる 16（2）i　　O 方向到着動詞 さがる oi　　o
様態方向経路目的地動詞 とぶ oi　　o その他 目的地動詞 むかう oi　　　O

ぬける oi　　o 計7　　計13
経由到着動詞

わたる （1）i　　o

経路到着動詞 くだる 9（2）i　　O
二側面動詞

あがる
oi　　o4

到着経路動詞
のぼる 11i　　　O

出発到着経路動詞 おりる 2（1）i　　O

方向到着経路動詞 すすむ 5（3）i　　O

　　　　　　　　　　　　　　　計130
＊括弧の中は移動体が複数である用例数

計0

　表25を見ると、「～ハジメル」の前項動詞として現れるのは、主に動作動詞の中で経路

動作を表す動詞（移動様態経路動詞53、純粋経路動詞、二側面動詞（経路到着動詞、到着

経路動詞、出発到着経路動詞、方向到着経路動詞））が多く現れる（150例中128例）。そ

の中でも特に移動様態経路動詞が最も多く現れ（150例中89例）、動きの開始を表すこと

が分かる。それに対して、出発や到着の位置変化を表す動詞が「～ハジメル」の前項動詞

として現れる用例はあまりない（150例中20例）。このようなデータから、「～ハジメル」

は、主に動作動詞を前項動詞とし、基本的に〈動きの開始〉を表すものとして現れること

が分かる。しかし、表25から分かるように〈動きの反復開始〉を表す場合もある。以下

では、動作動詞が前項動詞として現れる場合と、位置変化動詞が前項動詞として現れる場

53様態経路方向動詞、様態経路目的地動詞、様態方向経路目的地動詞
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合について考察する。

5．3．1．2．「移動動詞のうちの動作動詞の連用形＋ハジメル」

　前項動詞に移動動詞のうちの動作動詞が現れる場合について考察する。これらの動詞が

「～ハジメル」の前項動詞になると、次のように全てそれぞれの動詞の表す動作が開始し、

その動作が続くことを表している。

（446）最後の方は木村にではなく、研修生全部に対していってから影村は、また、ごっこ

　　つと靴音を立てて教室の中を廻りはじめた。（孤高の人）

（447）ふと私は気になって、どこか舗装されていない道もあるに違いないと言い聞かせ、

　　ぶらぶらと裏道を歩きはじめた。（北帰港）

（448）バスが走りはじめると再び寒さが静かにバスの内部の空気をひたしていった。（死

　　者の奢り・飼育：人間の羊）

（449）登美子は腰を曲げてストックを突くと、器用にすべりはじめた。（青春の蹉跣）

（450）未紀は水をおそれずにいきなりクロールで泳ぎ始めた。（聖少女）

（451）と同時に、尾張の織田信秀が動き、五千を率いて木曾川を渡りはじめたところ、か

　　ねて庄九朗と諜しあわせてある尾張の反信秀側の諸豪族が立ちあがり、～（著者後略）

　　（国盗り物語）

（452）理一はやがてその坂道をのぼりはじめた。（冬の旅）

（453）道を暫く行き、坂の上であとを追って来はしないだろうか、とちょっとためらった

　　が、決心して大股に坂を下り始めた。（草の花）

　（446）～（450）は経路動作を表す動詞が前項動詞、（451）は経由動作と到着の位置変化の二

側面動詞、（452）（453）は経路動作と到着の位置変化の二側面動詞が前項動詞であるが、こ

れらの例は全てそれぞれの動作が始まったことを表しており、経由動作や経路動作を表す

動詞が「～ハジメル」の前項動詞として現れると、動きの開始を表すと考えられる。表25

にも示したように、複合動詞「～ハジメル」の用例はほとんど動作動詞が前項動詞として

現れ、動きの開始を表す。

5．3．1．3．「位置変化動詞の連用形＋ハジメル」

　位置変化動詞が「～ハジメル」の前項動詞に現れる例は少ないが、5．3．1．2で考察した動

作動詞とは少し異なることが考えられる。

　まず、出発の位置変化を表す動詞「さる」「たつ」が前項動詞として現れると、動作動詞
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のように動きの開始を表すことは難しいだろう。それは到着の位置変化のみならず出発の

位置変化をも表す到着出発動詞「でる」も同様であろう。

（454）＊（彼は）東京を去りはじめた／発ちはじめた

（455）★（彼は）会社を出はじめた

　長嶋（1976）は、「始める」は一般に〈瞬間動詞〉とは結びつきにくく、結びつく場合は前

項動詞の表す行為・作用が繰り返し生ずる、その最初の過程を表すとしている。本稿での

位置変化動詞は、長嶋（1976）の〈瞬間動詞〉に属する動詞である。長嶋（1976）が述べてい

るように、出発の位置変化を表す動詞を前項動詞とする「～ハジメル」という複合動詞を

作るのは難しい。

　しかし、純粋出発動詞「はなれる」は出発の位置変化を表す他の動詞とは異なる。

（456）囚人たちに続いて槍をもった二人の役人が、着物を股までからげ、舟ばたをまたぐ

　　と、舟は波間にゆれて浜を離れはじめた。（沈黙）

　（456）の場合、動作動詞の場合と同様に動きの開始を表す。「はなれる」が出発の位置変

化を表す動詞でありながら、なぜ「～ハジメル」という複合動詞で動きの開始を表してい

るのであろうか。「はなれる」は第2章でも考察したように、他の出発動詞とは異なって、

移動体がその場からいなくならなくても良い。っまり、出発点から位置変化が行われた後

の到着点もその場で確認できる場合もある。「はなれる」の表す語彙的意味は、出発点と考

えられる場所から少しでも遠ざかれば実現されるのである。このような語彙的意味である

ことから「はなれる」の到着点がどこであるかは確実でなく、少しずつ遠ざかっていくこ

とを表すことができ、出発点から位置変化を重ねるということも表せるのだと考えられる。

（456）は「舟が少しずつ浜を離れていった」と同様な意味を表すものであろう。「さる」「た

つ」「でる」のように出発点から移動体がいなくなってこそ出発の位置変化が完成する動詞

とは異なって、出発の位置変化後の移動体の位置をその場で確認できることを含んでいる

ので、「はなれはじめる」で動きの開始を表すことができると思われる。純粋に出発の位置

変化のみを表す動詞である「はなれる」が語彙的意味の特異な性質を有していることを、

複合動詞「～ハジメル」の意味を考えることによっても再確認できると思われる。

　次に到着の位置変化を表す動詞の場合である。

（457）彼は彼女のお店に行きはじめた
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（458）彼は彼女のお店に来はじめた

（459）一兵卒に扮して街に出はじめたのも、ちょうどそれと同じ頃だった。　（コンスタン

　　ティノープルの陥i落）

　（457）の「行きはじめる」は移動体の動きの開始を表すものではないだろう。彼が彼女の

お店に何度も反復的に行くようになったことを表すことになる。移動体の位置変化の反復

開始を表すと思われる。それは（458）も同様なことが言えるだろう。（459）も繰り返し、反

復的に街に出る行為が開始したことを表すものである。「出る」は出発と到着の両方の位置

変化を表す動詞であるが、到着の位置変化を表す動詞としてはたらく場合、「～ハジメル」

という複合動詞で位置変化の反復開始を表すことになる。

　ここで、動作動詞でありながら、位置変化動詞でもある二側面動詞の場合を考えてみる。

これらの動詞が動きの開始を表すことは5．3．1．2でみたが、到着の位置変化を表す動詞とし

てはたらく場合はどうであろうか。

（460）彼は向こう岸に渡りはじめた

（461）彼は山に登りはじめた

　（460）（461）は普通「渡る」動作、「登る」動作が開始したことを表しており、位置変化の

みを表す動詞とは異なる。これらの動詞は到着の位置変化を表しつつ、経路動作をも表す

動詞であり、到着の位置変化という同じ範疇的な意味をもちつつも、二側面をもつ動詞の

異なる側面を表していると思われる54。

　さて、次のような例は、到着の位置変化のみを表す動詞でありながら、上の例とは異な

る側面を見せる。

（462）★彼は彼女のお店に着きはじめた

（463）住人が彼女のお店に集まりはじめた

　（462）の動きの開始や到着の位置変化の反復開始を表すこともできず、非文になるだろう。

（462）の前項動詞「着く」は、第2章の動詞分類において、純粋到着動詞①として分類され

54動作動詞が位置変化動詞のように動作が反復的に生じることを表す場合は、（i）のように「最近／一
週一週間前から」のように動作を反復的に行い始めた時点を表す語が必要である。動作動詞が反復的な
動きを表すことができるのは文脈や構文条件によるものであることが分かる。

　（i）理一は（最近／一週間前から）坂道をのぼりはじめた
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ている動詞であり、「行く」「来る」のような純粋到着動詞③とは異なる側面を示す。純粋

到着動詞②の（463）の「集まる」は、移動体が複数であることが語彙的意味に含まれている

動詞で、複数の移動体が次々と動きを行うことを表しやすいが、住人がお店に集まること

を反復的に行いはじめたことを表すことも可能である55。

　以上のことから、動きの反復開始を表すのは、動作を表す側面をもたない、到着の位置

変化のみを表す動詞であることが分かる。ただし、到着の位置変化を表す動詞の中でも、

「着く」「到る」のような純粋到着動詞①のものは、他の純粋到着動詞とは異なる側面を見

せることが分かる。

　位置変化を表す動詞は、動きの開始を表すことが難しいが、次のように、到着の位置変

化を表す動詞の中で経路のヲ格名詞と結びつく純粋到着動詞③の「帰る」「戻る」の例があ

る。

（464）決心がついた彼は、きびすを返して、今来た道をもどりはじめた。（コンスタンテ

イノープルの陥落）

（465）こんどはわたしが子供を背に、街燈が間遠く点っているアスファルト道路を帰りは

じめると、「あの、ちょっと。」　細君の声によびとめられました。（忍ぶ川：團簗）

55上の（463）の「集まる」の場合、複数の移動体が次々と動きを行うことを表しやすいということを述
べたが、移動体が複数の場合は、複数の移動体による多回的に行われる動きの開始を示すことになる。
複合動詞「～ハジメル」の前項動詞になりにくい、出発の位置変化を表す「さる」「たつ」「でる」も、

複数移動体の場合は、複数の移動体よる位置変化が開始したことを意味するのであろう。

（i）　（彼らは）東京を去りはじめた／発ちはじめた

（il）（彼らは）会社を出はじめた

　上の用例は、全て複数の移動体によって位置変化が行われはじめたことを表す。単数の移動体による
動きの反復開始とは異なって、異なる移動体によって次々と移動が行われる多回的に発生する動きの開
始を示すのである。「～ハジメル」で動きの反復開始を表すことができる動詞の場合も、次のように複数

の移動体の場合は、動きの多回的な開始を示すことになる。

（iii）少しまえから店のほうに客が来はじめ、土間を出入りする女中たちや、板場から聞こえて来るも

　の音などで、家の中は賑やかに活気づいていた。（さぶ）

　（血）においては、多数の客が次々とお店に来ることを表している。このように移動体が複数である場

合は、動作動詞の場合も多回的な意味を表すことができると思われる。しかし、動作動詞の場合は、次
のように複数の移動体の場合も複数の移動体による動きの開始を表す意味合いが強くなり、移動体が単

数の場合とあまり変わらないと思われる。

（iv）やがて、荷駄隊の隊列がそろい、護衛の牢人隊の人数もそろって、総勢△．亘人一は、車のわだちの

　音も高く、有年峠をくだりはじめた。（国盗り物語）
（v）もう一度自分に言いきかせると吟子は立ち上り、堤を南へ下り始めた。（花埋み）
（vi）三人の侍が、彼を待っていた。彼笠もただ、奉行の御指図だと説明したきり、前後にならんで黙

　って朝の道を歩きはじめた。　（沈黙）
（vi）ふと私は気になって、どこか舗装されていない道もあるに違いないと言い聞かせ、ぶらぶらとi裏

　街を歩きはじめた。（北帰行）
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　（464）（465）は「戻る」「帰る」が前項動詞として現れた例であるが、これらの例はそれぞ

れの動詞の表す動きが開始したことを表す。同じく純粋到着動詞③である「行く」「来る」

の用例はなかったが、次のような用例が考えられる。しかし、「戻る」「帰る」に比べ、か

なり不自然さを感じる。

（465）’？街燈が間遠く点っているアスファルト道路を行きはじめた

（465）”？街燈が間遠く点っているアスファルト道路を来はじめた

　これは、「戻る」「帰る」の方が、「行く」「来る」より具体的な移動を表すからであると

考えられる。つまり、具体的な移動を表す「戻る」「帰る」の方は「～ハジメル」の前項動

詞に現れ、動きの開始を表すのである。ただし、「行く」「来る」の場合は、かなり不自然

であるし、「戻る」「帰る」に限って見られる例外的なものであると思われる。

　到着の位置変化を表す動詞の場合、動きの反復開始を表すとしたが、次のような場合、

動きの開始を表す場合があると考えられる。

（466）家の方に行きはじめた／帰りはじめた／戻りはじめた／来はじめた

（467）彼は山に向かいはじめた

　（466）は作例ではあるが、方向と結びつく場合、到着の位置変化を表す動詞が前項動詞で

もそれぞれの動詞の表す動きの開始を表すことができると思われる。到着点の名詞句と結

びつく場合とは異なる意味を表すのである。目的地と結びっく「むかう」の場合も同様な

ことが言えるだろう。（467）のように目的地と結びつく場合、「むかう」は動きの開始を表

すと考えられる。これは到着点と方向、目的地が異なることを意味するものであると思わ

れる。

5．3．2．「移動動詞の連用形＋～ツヅケル」

　金美仙（2002）は、「～ツヅケル」の前項動詞には動作動詞、思考活動を表す動詞、変化動

詞、「殴る」のような瞬間的な動作を表す動詞が現れるとしている。その中で持続性がある

のは動作動詞、思考活動を表す動詞で、これらが前項動詞である場合は、動作の続きを表

し、変化動詞が前項動詞の場合は変化結果の状態の続きを、瞬間的な動作を表す動詞が前

項動詞の場合は多回的な動作の継続を表すと述べている。このように「動詞連用形＋ツヅ

ケル」の複合動詞が表す意味は、前項動詞の表す語彙的意味によって異なると思われる。

金美仙（2002）の示している前項動詞に現れる動詞の中で、動作動詞は本稿の経由点や経路
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を通る動作を表す動詞、変化動詞は出発や到着の位置変化を表す動詞に当たる。以下では、

「移動動詞の連用形＋ツヅケル」の語構成を成す複合動詞が表す意味の異なりから移動動

詞の範疇的意味の違いの現れを再度確認する。

5．3．2．1．「移動動詞の連用形＋ツヅケル」の結合頻度

　コーパスから「移動動詞の連用形＋ツヅケル」の語構成をなすものが、それぞれどのよ

うな意味（〈動きの継続〉か〈動きの反復〉）を表すかを調べたものを次に示す。

表26　動詞の連用形と「ツヅケル」の結合頻度

～ツヅケル ～ツヅケル

分類動詞 動詞
継続　　反復（多回）

分類動詞 動詞
継続涙復（多回）

すぎる 0　　　　　　0 純粋出発動詞 はなれる 0　　　　　0

よぎる 0　　　　　　0 たつ 0　　　　　0
純粋経由動詞

こえる
凸0　　　　　　0 出発目的地動詞

さる
∨0　　　　　0

くぐる
◆0　　　（1）

いたる 0　　　　　0

経由経路動詞 とおる 0’　　　　　0 うつる
“0　　　　　0

めぐる 0’@　　　0 純粋到着動詞① つく 0　　　　　0

つたう 0・　　　　　0 おもむく 0　　　　　0
純粋経路動詞

まわる
÷Oi　　　O しりぞく

，0　　　　　0

動　作　動　作

たどる ol　　o むらがる 0　　　　　0

ぶらつく oi　　　o

位置変化動詞

純粋到着動詞② あつまる
■0　　　　　0

無方向経路動詞 うろつく 0、　　　　　0 むれる oi　　　O
さまよう 1　　　　　0 もどる 0　　　　　0

はう 1、　　　　　0 いく
一〇　　　　　〇

あるく
　　↑
T9（3）・　　　0

純粋到着動詞③
かえる oi　　o

様態経路方向動詞 かける
宇6　　　　　　0

くる
←0　　　　　0

およぐ 3；　　・ 純粋到着動詞④ はいる 0　　　　　0

すべる oi　　　o 到着出発動詞 でる Oi　　　　O

様態経路目的地動詞 はしる 28　　　　　　0 方向到着動詞 さがる 0’　　　　0

様態方向経路目的地動詞 とぶ 2i　　　　O その他 目的地動詞 むかう 0　　　　　0

ぬける 0’　　　　　0 計0　　　計0
経由到着動詞

わたる 0　　　　　　0

経路到着動詞 くだる 0…　　　　0

二側面動詞

あがる 0’@　　　　0
到着経路動詞

のぼる
　　◎
X（2）　　　　0

出発到着経路動詞 おりる oi　　　o
方向到着経路動詞 すすむ 9（1）i　　　O

　　　　　　　　　　　　　　　　計124
＊括弧の中は移動体が複数である用例数

計1

　表26から分かるように、「移動動詞の連用形＋ツヅケル」の語構成をなすものは、動作

動詞しかない（125例中125例）。特に移動様態経路動詞（様態経路方向動詞、様態経路
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目的地動詞、様態方向経路目的地動詞）が主に現れることが分かる（125例中102例）。

このようなデータから複合動詞「～ツヅケル」は、基本的に〈動きの継続〉を表すものと

して現れることが分かる。出発や到着の位置変化を表す動詞が「～ツヅケル」の前項動詞

になる例はなかったが、動作動詞とは異なる意味を表すと思われる。以下では、それぞれ

の移動動詞が「～ツヅケル」の前項動詞になる場合、どのような意味を表すか考察する。

5．3．2．2．「移動動詞のうちの動作動詞の連用形＋ツヅケル」

　まず、前項動詞が動作動詞のうち、経路動作を表す動詞が現れる場合である。

（468）彼によればこの旅行の唯一の資格は首と胴がつながっていることだけで、もし首が

　　なければ他界に生きのびることはできないから、人は透明な影となりながらなおかっ

　　永久に閉じることのない傷を抱いて辻や戸口をさまよいつづけねばならないはずで

　　あった。　（パニック・裸の王様：流亡記）

（469）ほかの子どももついて走った。足がもつれるほど走りつづけて、ようやく岬の家な

　　みを見たときには、松江のひざはがくがくふるえ、かたと口とで息をしていた。（二

　　十四の瞳）

（470）空港に着陸するまでの三十分ほど、飛行機は広大な光の海を飛びつづけた。美しい

　　夜景だった。　（一瞬の夏）

（471）七瀬は席を立っ。逃げ出すように会場から出る。そして歩き続ける。この世界が確

　　かに現実であることの証明を求めて。彼女は繁華街に出る。雑踏を歩き続ける。　（エ

　　ディプスの恋人）

（472）私ははいつづけて、岩山の下のある平らな石の上まできました。その下の方に、滝

　　の音がしていたのです。（ビルマの竪琴）

（473）私は黙って泳ぎつづけた。今更間違っていたなんて言われても、どうにもならない。

　　（世界の終わり29）

（474）　「はっはっ、はっはっ」と車夫は夜の怖さから駈け抜けるように声をあげて駈け続

　　ける。その声を責めるように道の両端から秋の虫が一斉にすだいている。（花埋み）

（475）最初の丘の頂まで露にぬれた泥で足をよごしながら、段々畠を登りつづける。地味

　　のうすい土を丁寧に耕し、古い石垣で区わけした山畠は信徒たちの貧しさをはっきり

　　感じさせます。（沈黙）

（476）普通の艦にとっては致命的な被害であり沈没は当然免れられないのだが、武蔵は、

　　機敏な注排水操作で右舷に注水、左舷へ五度傾いていた艦も、わずか一度にまで回復

　　してしまった。そして、速度もおとろえず、依然として艦隊とともにシブヤン海を荒々
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しくすすみつづけた。（戦艦武蔵）

　上の例をみると、「～ツヅケル」の前項動詞は、（468）は無方向経路動詞、（469）～（474）

は移動様態経路動詞、（475）（476）は二側面動詞である。これらの複合動詞が表す意味を考

えてみると、（468）「さまよいつづける」は、「さまよう」の表す動作が継続することを意

味するだろう。移動様態経路動詞が前項動詞である（469）～（474）もそれぞれの動詞の表す

移動様態の動作が継続していることを表す。（475）（476）は経路動作と位置変化を表す二側

面動詞が前項動詞であるが、この文も「のぼる」「すすむ」の表す動作が継続することを表

している。データを見ると、前項動詞に現れるのはほとんどが移動様態経路動詞であるが、

経路動作を表す動詞が前項動詞に現れる場合も、前項動詞の語彙的意味が表す動作の継続

を表すことが分かる。

　ところが、同じく動作を表す動詞であっても、経由動作を表す動詞の場合は異なる点が

見られる。

（477）彼は緑の門をくぐりつづけた56

　（477）は彼が緑の門を何度も何度もくぐるという反復的な動きを表すのである。これは語

彙的意味に限界性が含まれている経由動作を表す動詞の語彙的意味からくるもので、経路

動作を表す動詞とは異なる特徴であることが分かる。

　このように、同じ動作動詞であっても、経路動作を表す動詞の場合は、複合動詞「～ツ

ヅケル」で動きの継続を表すが、経由動作を表す動詞の場合は、動きの反復を表すことが

分かる。

5．3．2．3．「位置変化動詞の連用形＋ツヅケル」

　表26から出発や到着の位置変化を表す動詞が現れる例はなく、位置変化動詞が前項動

詞として現れにくいことが分かる。ところが、位置変化動詞が前項動詞として現れること

ができないわけではなく、次のような例が考えられる。

（478）彼はあの家に｛行きつづけた／戻りつづけた／帰りつづけた／来つづけた｝

56表26に示した「くぐる」の用例は次のようなものであったが、「たくさんのわかものたち」という複
数の移動体による多回的な移動を表す。それは移動体が複数であるという条件から出てくるものである。

　（i）日本じゅう、いたるところにたてられたこの緑の門を、かぞえきれぬほど左ぷさ一左の．ね左もの左．

　　ちがくぐりつづけて、やむことを知らぬような昭和十六年、戦線が太平洋にひろがったことで、歓
　　呼の声はいっそうはげしくなるばかりだった。（二十四の瞳）
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　（478）の「行きつづけた／戻りつづけた／帰りつづけた／来つづけた」が表すのは、前項

動詞の動きの続きではなく、前項動詞の表す位置変化の反復である。つまり、この文は、

彼が何回も何回もあの家に行ったことを表す。他の動詞の場合も同様に回数を重ねて反復

することを表しているのである。金美仙（2002）によると、変化動詞が前項動詞の場合は、

変化結果の状態の継続を表すとしている。ところが、実際の例はないが、（478）を考えると、

到着の位置変化を表す動詞の場合は、位置変化した結果の状態の継続を表すのではなく、

位置変化が反復的に生じることを表すと言えるだろう。

　しかし、全ての到着の位置変化を表す動詞が「～ツヅケル」という複合動詞でこのよう

な意味を表すわけではない。到着の位置変化を表す動詞であっても、純粋到着動詞①は「～

ツヅケル」の前項動詞に現れにくいと思われる。

　到着の位置変化を表す動詞であり、経路動作をも表す二側面動詞の場合は、（479）のよう

に動作の反復以外に動作の継続を表すこともでき、動作の側面はもたず、到着の位置変化

を表す動詞とは異なる側面を表すと思われる。

（479）彼は山にのぼりつづけた

　また、出発の位置変化を表す動詞も純粋出発動詞である「はなれる」は、次のように「離

れる」という出発が継続することを表すことができる。しかし、「はなれる」以外の出発の

位置変化を表す動詞は「～ハジメル」の場合と同様に「～ツヅケル」の前項動詞になるの

は難しい。

（480）船が浜を離れつづけた

　このように複合動詞「～ツヅケル」で位置変化や動きの反復を表すのは、前項動詞が到

着の位置変化を表す動詞、経由動作を表す動詞に限るのである。

　さて、作例ではあるが、次の（481）のように、純粋到着動詞③の「行く」「戻る」「帰る」

「来る」を前項動詞にして、それぞれの動詞の表す動きが継続することを表すことも考え

られる。

（481）彼は山道をずっと｛行きつづけた／戻りつづけた／帰りつづけた／★来つづけた｝

　この場合、「くる」を前項動詞にすることは難しいと思われるが、これらの動詞が経路と

結びっく場合、動きの継続を表すこともできると思われる。ただし、このような文を何人
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かの日本人にテストしたところ、自然であると答える人もいる反面、不自然であると答え

る人の方が多く、やはり不自然さを感じるかもしれない。

　また、「～ハジメル」と同様に方向や目的地に向かうことを表す場合も動きの継続を表す

ことができると考えられる。

5．3．3．まとめ

　「移動動詞の連用形＋ハジメル／ツヅケル」の複合動詞の表す意味について考察したが、

複合動詞「～ハジメル」の前項動詞には主に動作動詞（特に移動様態を表す経路動詞）が

現れ、動きの開始を表し、複合動詞「～ツヅケル」の前項動詞には主に動作動詞（特に移

動様態経路動詞）が現れ、動きの継続を表すことを見た。ただし、位置変化を表す動詞が

現れる場合はそれぞれ異なる意味を表すことを見た。考察してきたことは次のようにまと

めることができる。

1．「移動動詞の連用形＋ハジメル」

　1）動きの開始

　　①経由点、経路＋「経由動詞、経路動詞の連用形＋ハジメル」

②到着点

③経路

④目的地

⑤出発点

⑥方向

＋「二側面動詞の連用形＋ハジメル」

＋「純粋到着動詞③（戻る、帰る）の連用形＋ハジメル」

十「むかい十ハジメル」

＋「はなれ＋ハジメル」

＋「移動動詞の連用形＋ハジメル」

2）位置変化の反復開始

　到着点＋「到着動詞（純粋到着動詞①、二側面動詞除外）の連用形＋ハジメル」

2．「移動動詞の連用形＋ツヅケル」

　1）動きの継続

①経路

②到着点

③経路

④方向

⑤目的地

⑥出発点

＋「経路動詞の連用形＋ツヅケル」

＋「二側面の経路動詞の連用形＋ツヅケル」

＋「純粋到着動詞③の連用形＋ツヅケル」

＋「移動動詞の連用形＋ツヅケル」

十「むかい十ツヅケル」

十「はなれ十ツヅケル」
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2）位置変化や動きの反復

　①到着点＋「到着動詞（（純粋到着動詞①、二側面動詞除外））の連用形＋ツヅケル」

　②経由点＋「経由動詞の連用形＋ツヅケル」

5．4．　「移動動詞のテ形＋イク／クル」

　吉川（1976：201）は空間的移動を意味する「～テイク／テクル」について次のように分類

している。

（i）テ形の動詞が「～イク／クル」前にする動作を表す

　　　　「本やへいって、え本をかってきました。」

（i）テ形の動詞が「～イク／クル」の方法を表す

　　　　「みんな、はしっていきます。」

（iii）テ形の動詞が「～イク／クル」時の状態を表す

　　　　「てっぽうをもってきました。」

（iv）「～テイク／テクル」が発言者のいる所からとおざかる、ちかよる動作・作用を

　　　　表す

　　　　「その声をきいて、くまが、あなから出てきました。」

　吉川（1976）の4つの分類の中で本稿の考察対象になるのは、前項動詞が移動動詞である

（i）と（iv）である。吉川の（i）と（iv）からすると、「移動動詞のテ形＋イク／クル」の複合動

詞は、前項動詞が後項動詞「イク／クル」の方法を表す場合と、前項動詞の表す移動が行

われるが、その移動が「イク／クル」によって発言者にとって近寄ってくる移動であるか、

遠ざかっていく移動であるかが表される場合がある。「イク／クル」は（li）では本動詞的に、

（iv）では補助動詞的にはたらくのである。「移動動詞のテ形＋イク／クル」の複合動詞で、

「イク／クル」のはたらきが異なるのは前項動詞の語彙的意味の違いによると考えられる。

　また、動詞によっては「イク／クル」の前項動詞として現れやすい動詞と現れにくい動

詞もあり、それもそれぞれの動詞の語彙的意味と関係があると思われる。以下では、まず、

コーパスに現れる「移動動詞のテ形＋イク／クル」の結合頻度を示し、その傾向を考察し

つつ、それぞれの表す意味について考察する。

5．4．1．「移動動詞のテ形＋イク／クル」の結合頻度

　各移動動詞が「イク／クル」の前項動詞として現れるものを調査したが、その結果は次

のとおりである。
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表27　動詞のテ形と「イク／クル」との結合頻度

分類動詞 動詞 イク　　　クル 分類動詞 動詞 イク　　　　クル

すぎる 4　　　　0 純粋出発動詞 はなれる 22　　　　　3

よぎる
◆1　　　　0

たつ 2　　　　　0
純粋経由動詞

こえる
　雫
P2　　　　11

出発目的地動詞
さる

　唱
V5　　　　　0

くぐる
吟1　　　　3

いたる 0　　　　　0

経由経路動詞 とおる 14　　　　4 うつる 7　　　　　11

めぐる 0　　　　0 純粋到着動詞① つく

つたう
◆1　　　　2

おもむく 0　　　　　0
純粋経路動詞

まわる
令1　　　　2

しりぞく 4i　　o
たどる 13…　　　4 むらがる 1…　　　　3

動　作　動　詞

ぶらつく oi　　O

位置変化動詞

純粋到着動詞② あつまる
0’　　　　61‘

無方向経路動詞 うろつく o言　　o むれる 0　　　　　0

さまよう 0言　　0 もどる 49　　　　341

はう 13　　　　2 いく
宅2　　　　　78

あるく 381　　　136
純粋到着動詞③

かえる 120　　　　689

様態経路方向動詞 かける
　・
R9　　　　41 くる 3　　　　　0

移動様態経路動

およぐ
　◆

P1　　　　3 純粋到着動詞④ はいる 213　　　　464

すべる
　令
P1　　　　2 到着出発動詞 でる 463　　　　444

様態経路目的地動詞 はしる 63　　　　63 方向到着動詞 さがる 3i　　　　1
詞

様態方向経路目的地動詞 とぶ 31。　　　22 その他 目的地動詞 むかう 34．　　　　11

経由到着動詞
ぬける 4　　　　1 計998　計2，106

わたる
　≧15…　　　16

経路到着動詞 くだる 18c　　　4

二側面動詞

到着経路動詞
あがる 11　　　　23

のぼる 144　　　　82

出発到着経路動詞 おりる 174　　　112

方向到着経路動詞 すすむ 37　　　　12

言十999　言十545

　全体的に「イク」を後項動詞とする複合動詞よりも「クル」を後項動詞とする複合動詞

の方が多い（4，647例中2，651例）が、動作動詞の場合は、「イク」の前項動詞として現れ

る例の方が多いのに対して、位置変化動詞の場合は、「クル」の前項動詞として現れる例が

多い。しかし、同じく位置変化動詞でも、出発の位置変化を表す動詞の場合は「イク」の

前項動詞、到着の位置変化を表す動詞の場合は「クル」の前項動詞として現れる傾向をみ

せており、出発の位置変化を表す動詞と到着の位置変化を表す動詞とで異なる傾向を見せ

るのである。この傾向については後に述べることにし、以下では前項動詞に動作動詞が現

れる場合と位置変化動詞が現れる場合について考察する。

5．4．2．「移動動詞のうちの動作動詞のテ形＋イク／クル」

　前項動詞が動作動詞である場合であるが、動作動詞には、経由動作と経路動作のみを表

す動詞（純粋経由動詞、経由経路動詞、純粋経路動詞、無方向経路動詞）、移動様態を表す
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移動様態経路動詞（様態経路方向動詞、様態経路目的地動詞、様態方向経路目的地動詞）、

経由動作や経路動作と位置変化を表す二側面動詞（経由到着動詞、出発到着経路動詞、経

路到着動詞、到着経路動詞、方向経路到着動詞）がある。

　まず、最も用例の多い移動様態経路動詞について考える。

（482）廊下の突きあたりのドアから、昨夜タバコをやった女が顔を出しておむつを受けと

　　ると井戸端へ走っていった。（海辺の光景）

（483）どんなに目が廻っても、お風呂場まで這って行って、お湯を溜めたりブドウ酒を台

　　所まで取りに行かなきゃならないの。（木枯しの庭）

（484）三人はまず、百米ほど沖につないである漁船のところまで、泳いで行った。（太郎

　　物語）

（485）鉄男はたぶん、大儀そうに立ち上がって戸口の方へ歩いてきた。（北帰港）

（486）けたたましい犬の声がし、二匹が道の端に現れ、まっしぐらに駈けて来た。（野火）

（487）一匹の蝿が、額を流れてくる汗を舐めようとして、しつこく顔のまわりに飛んでき

　　た。（沈黙）

　（482）～（487）は前項動詞に移動様態経路動詞のテ形が表れているが、これらの例におい

て「イク／クル」は、前項動詞がなくても、移動を表すことができる。つまり、後項動詞

の「イク／クル」が独立した本動詞的なものであり、前項動詞は「イク／クル」の表す位

置変化の移動様態を表しているだけである。

　「移動様態経路動詞のテ形＋イク／クル」にみられるこのような性質は、次のようなこ

ととも関係する。次の例には、【移動様態経路動詞のテ形＋到着点の名詞句＋イク／クル】

という結びつきが見られるが、ここでの移動様態経路動詞のテ形は、到着の位置変化が行

われる際の移動様態を表している。

（488）走って山崎屋へゆき、お万阿の衣装いっさいを持って駈けもどって来い、といった。

　　（国盗り物語）

（489）理一は朝の九時に車で少年院に行助を迎えに行ったが、この前きたときのように車

　　は少年院のかなり手前でとめ、それから歩いて少年院に行った。（冬の旅）

（490）這って川端の方へ行った。（黒い雨）

　この（488）～（490）は（488）「～（490）「のように【到着点の名詞句＋移動様態経路動詞のテ

形＋イク／クル】という結びつきでもほぼ同じ意味を表すことができる。
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（488）’山崎屋へ走っていき、～

（489）’少年院に歩いて行った

（490）’川端の方へ這って行った

　このようなことからも「移動様態経路動詞のテ形＋イク／クル」という複合動詞におい

て前項動詞は後項動詞の「イク／クル」を修飾し、本動詞的にはたらく後項動詞が表す位

置変化の移動様態を表すことが分かる。

　また、次のような例からも、後項動詞の「イク／クル」が本動詞的であり、前項動詞が

その「イク／クル」を修飾し、移動様態を表すということがうかがえる。

（491）二人はほとんど固定した距離を置いて加藤の生家へ歩いていった。（孤高の人）

（492）修一郎は行助の腕を振り放すと台所に駈けて行き、右手に出刃庖丁をにぎってきた。

　　（冬の旅）

　第2章でみたように、「はしる」「とぶ」以外の移動様態経路動詞は、「二格／へ格」名

詞と直接結びつくことは難しい（「？学校へ歩く」「？台所に駈ける」）。ところが、

（491）（492）から分かるように、「歩いていく／駈けていく」は到着点と結びついている。こ

れらの例において、到着点である「加藤の生家へ／台所に」は、「あるく」「かける」と結

びついているのではなく、意味的には「いく」「くる」と結びついていると考えられる。つ

まり、ここでも、「歩いて／駈けて」は後項動詞「イク／クル」の移動様態を表していると

いうことが分かる。

　次に、経由動作や経路動作のみを表す動詞が前項動詞として現れる次の例をみると、移

動様態経路動詞とは異なる。

（493）急に訪れた暑さに力を得たように氷売りが切り裂くような声を張りあげて表を過

　　ぎていく。

（494）女は副司さんを罵って、どうしても住職に会わせうと云った。そこへ老師が折悪し

　　く廊下をとおって来て、女の姿をみとめて、玄関先へ出た。　（金閣寺）

（495）それから、慌しくせかせかと、余光の消え難い香柏樹の並木の立つ街路をわけもな

　　く辿っていった。（楡家の人びと）

　（493）～（495）の前項動詞が表す移動は、後項動詞「イク／クル」がなくても成り立つ。

移動体からみると、前項動詞の動作は、同時に「イク／クル」の行為としてとらえられる
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ものでもある。つまり、実際の移動は前項動詞が表し、後項動詞によって遠ざかっていく、

近寄ってくるという視点の違いを表すと考えられる。これは次の経由動作や経路動作と位

置変化を表す二側面動詞の場合も同様である。

（496）第二は風呂場の裏手を占める松林で、そこを抜けて行くと外海に面した蜜柑山に出

　　る。（草の花）

（497）僕は附属病院前の濃い灰色の煉瓦を敷きつめた広い坂を下って行った。（死者の奢

　　り・飼育：死者の奢り）

（498）加藤文太郎は道を右側にきめた。それからはもう、寺の方を見ずに、真直ぐにその

　　坂道を登っていった。（孤高の人）

（499）三十過ぎの看護婦が階段を降りてきて、登美子だけを診察室に招き入れた。（青春

　　の蹉鉄）

　このように同じく経路動作や経由動作を表す動詞であっても、移動様態経路動詞とそれ

以外の動詞とでは、「イク／クル」という複合動詞において異なる側面を見せることが分か

る。

　ただし、経路動作のみを表す動詞のうち、無方向経路動詞の場合は、表26から分かる

ように実際に、「ぶらついていく／くる」「うろついていく／くる」「さまよっていく／く

る」のような例はなく、このような語構成をなすことはできないと思われる。これは5．2

の複合動詞の語構成の場合でも見られる、無方向経路動詞が前項動詞になりにくいという

性質と共通している。無方向経路動詞の語彙的な意味には方向性が全く含まれていないの

で、「イク／クル」の前項動詞になって発話者に近寄ったり遠ざかったりする移動を表すこ

とができないからであろう。

　最後に、「イク／クル」の前項動詞にどのような動詞が多く現れるかをみておく。表26

をみると、動作動詞は「イク／クル」の前項動詞に現れるものが多いが、その中で移動様

態経路動詞の例が最も多く見られる。また、純粋に経由動作や経路動作を表す動詞よりは

二側面動詞の方が「イク／クル」の前項動詞に多く現れる傾向を見せる。経由動作や経路

動作のみを表す動詞は、単純動詞として現れて、それだけで経由動作や経路動作を示す傾

向があると考えられる。さらに、無方向経路動詞は、「イク／クル」の前項動詞として現れ

る例はなく、無方向経路動詞の特異な性質をうかがうことができる。

5．4．3．「位置変化動詞のテ形＋イク／クル」

　出発の位置変化、到着の位置変化を表す動詞が前項動詞になる場合について考察する。
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まず、出発の位置変化を表す動詞の中で純粋出発動詞、出発目的地動詞の場合をみる。

（500）私はそっと人垣を縫って現場から離れて行き、人っ子ひとりいない住宅街を急ぎ足

　　でかえりました。（錦繍）

（501）妻子のまえで熊五郎がどのような態度を示したかは不明だが、ともあれ人前では昂

　　然と、どこかの司令官のごとく莞爾として、彼は米国をはじめ病院の者多数の見送り

　　を受けて東京駅から発っていった。（楡家の人びと）

（502）勤め先の日本銀行と、自宅の本郷弓町との間に、菊の家を定め、菊の実家の内諾を

　　得て、菊は永野の家を去っていった。（さぶ）

（503）長兵衛は下見坂を引いてから、何事もなかったように母屋へ去っていく。（剣客商

　　売）

（504）そんなことを言いながらも、雪枝は度々臼のところから離れて来ては、鮎太の顔を

　　覗き込んだ。（あすなろ物語）

　（500）～（504）は、前項動詞が実際の移動を表し、後項動詞は視点を表している。ここで、

ひとつ注目すべきことがある。純粋出発動詞「はなれる」も出発目的地動詞「たつ」「さる」

も、いずれも「イク」の前項動詞になる。しかし、「クル」の前項動詞になるのは、（504）

のように純粋出発動詞の「はなれる」のみで、出発目的地動詞の「たつ」「さる」は「クル」

の前項動詞になる例はないということである。それは、「たつ」「さる」の語彙的意味によ

ると思われる。「たつ」「さる」はその場所からいなくなることを表す動詞であり、主に発

話者あるいは発話の場から遠ざかっていくことを表す傾向が見られるので、「クル」の前項

動詞になりにくいと考えられる。

　さらに、表27に見られるように、「たつ」は「さる」に比べて、「イク」の前項動詞と

して現れる例が非常に少なく、同じく出発目的地動詞であっても異なる傾向を見せている。

「たつ」の場合は、目的地を表す名詞句に現れる場所名詞が「東京／大阪」などのように

地名を表す場所が多いのに対して、「さる」の場合は「家／講堂」などの建物、それも人が

いる場所としての建物を表す場所が多いことと関係がありそうである。「イク」は発話者あ

るいは発話の場から遠ざかっていくことを表すが、遠ざかっていく様子を確認するという

のは、身近な場所と結びつくことが多い「さる」に適しているからであると思われる。

　次に、到着の位置変化を表す動詞の場合を考察する。

（505）三人はコンクリートの廊下を通って、出番の準備をするために各自の部屋へ帰って

　　行った。（庭の山の木）
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（506）午後になって母は、朗報を知らせに部屋に戻ってきた。（北帰港）

　（505）（506）の「帰って行った／戻って来た」は、「帰った／戻った」に換えても意味的に

同じであろう。

　さて、到着の位置変化を表す動詞の場合、表27に示したように、「～イク」より「～ク

ル」の前項動詞になる割合が高く、「～クル」より「～イク」の前項動詞になる割合が高い

経由動作、経路動作を表す動詞とは対照的な様子を示している。特に、純粋到着動詞③、

純粋到着動詞④は、「～クル」の前項動詞として現れる割合が端然高い。これらの動詞は、

主に到着の位置変化を表す動詞であり、発話者や発話の場から遠ざかっていくことを表す

「イク」よりは、近づいてくることを表す「クル」の方が使われる場面が多いのかもしれ

ない。

　表27から分かるように、純粋到着動詞の全ての動詞が「～イク／クル」の前項動詞と

して現れるわけではない。純粋到着動詞①の場合、表27を見ると、「うつる」「しりぞく」

以外の動詞は、「～イク／クル」の前項動詞に現れにくい傾向を見せる。データの中にも「着

いていく／着いてくる」の複合動詞の例はなく、「着く」を「イク／クル」の前項動詞とす

る（507）のような複合動詞を考えることは難しいのである。

（507）★彼は家に｛着いていった／着いてきた｝

　5．2．4で述べたように、「着く」は到着点に到着するその瞬間のみを表す動詞である。し

たがって、遠ざかっていく、近寄ってくる視点を表す「イク／クル」の前項動詞になるこ

とは難しいのである。

　純粋到着動詞③の中で「行く」「来る」が前項動詞になる場合は、異なる意味を表す。後

項動詞として現れる「イク／クル」は基本的には「行く」「来る」と共通する意味を表すの

で、「行く」「来る」が前項動詞として現れるのは少し不自然に思われる。同じ意味をもつ

動詞が前項動詞になる「行っていく／来てくる」のような複合動詞は難しいだろう。

　データに「来ていく」はなかったが、次のように「行ってくる」のような複合動詞はあ

る。

（508）現金収入は、妻のマリアが織った絨椴が市場で三枚売れて三千レイ、他に父子がト

　　ランシルヴァニアへ七月十五日から八月二十六日まで草刈りに行ってきた。（ルーマ

　　ニアの小さな村から）

203

東京外国語大学 博士学位論文 Doctoral thesis (Tokyo University of Foreign Studies)



　（508）は「行ってくる」の例であるが、この場合は移動様態経路動詞、経由点や経路を経

過する動作を表す動詞、「行く」以外の位置変化の動詞が前項動詞である場合とは異なる。

（508）の「行ってくる」は「行く」と「くる」が継起的に行われることを表しているのであ

ろう。「行く」が前項動詞になる場合は、他の動詞とは異なる意味を表すのである。

　このように継起的な行為を表すのは、「行く」以外に「あるく」などの移動様態経路動詞

にもみられる。

（509）　「おもてを歩いてくるよ」（冬の旅）

　（509）の場合、（508）と同じく「歩く」と「来る」は継起的に行われることである。しか

し、このような意味を表す場合は、移動体がある場所から出て行って、その場所に戻って

くる場合に限る。（508）も出発点と到着点は同じ場所である。このような意味を発するのに

は、場面が限られるのであろう。

　このように純粋到着動詞は「～イク／クル」の前項動詞に現れる場合、前項動詞が本動

詞的にはたらく。また、純粋到着動詞の場合は、他の動詞群とは異なって「クル」の前項

動詞になりやすい傾向を見せることが分かる。同じ純粋到着動詞であっても、動詞群によ

っては「イク／クル」の前項動詞になりにくい動詞があり、同じく到着の位置変化を表す

動詞であっても、到着の瞬間のみを表す動詞（「着く」）の場合は異なる側面を見せるのが

分かる。

5．4．4．まとめ

　この節では「移動動詞のテ形＋イク／クル」について考察したが、考察内容をまとめる

と次のようである。

　　1）「イク／クル」が本動詞的：前項動詞が「イク／クル」の移動様態を表す

　　　　　「移動様態経路動詞のテ形＋イク／クル」

2）「イク／クル」が補助動詞的：前項動詞で表される移動の視点の違いを表す

　①出発の位置変化を表す動詞のテ形

　　　（出発目的地動詞のテ形＋クルは不可能）

②到着の位置変化を表す動詞のテ形

　（「うつる」「しりぞく」以外の純粋到着動詞①は除外）

③経由動作、経路動作を表す動詞のテ形

　（移動様態経路動詞、無方向経路動詞は除外）
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5．5．無情物移動体、虚構的移動を表す場合

　5．2～5．4まで複合動詞の語構成について考察を行ったが、これは全て有情物が移動体と

して現れる場合である。移動体が無情物の場合や虚構的移動を表す場合はどうであろうか。

　まず、5．2で考察した「移動動詞の連用形＋移動動詞」の複合動詞について考察すると、

このような複合動詞が無情物移動体と結びつく例はほとんどない。次のような例があるが、

これらの例は擬人的なニュアンスが感じられる。

（510）川は西橋をくぐり抜けたあたりで急に南に折れまがり、少し東に戻るような格好で

　　南の壁に達している。（世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド）

（511）それらの鞄がどのような経緯を経てここに辿りついたのかはわからなかったが、ひ

　　とつひとつ開けてまわるには大変な手間がかかりそうだった。（世界の終わりとハー

　　ドボイルド・ワンダーランド）

　虚構的移動にも「移動動詞の連用形＋移動動詞」の語構成をなす複合動詞が使われる例

はなく、「移動動詞の連用形＋移動動詞」は主に有情物移動体の空間的移動を表すというこ

とが分かる。

　次に「移動動詞＋ハジメル／ツヅケル」のような複合動詞についてみると、5．3で考察し

たように移動動詞に「ハジメル／ツヅケル」が結びつくと、前項動詞の表す移動行為の開

始、継続を表す。したがって、意志をもたない無情物の動きの開始や継続を表すのは難し

い。また、虚構的移動表現に「移動動詞＋ハジメル／ツヅケル」が現れる例はなく、この

ような複合動詞は、有情物移動体の移動行為を表すものであることが分かる。

　また、「移動動詞のテ形＋イク／クル」の複合動詞も無情物移動体が現れることはほとん

どない。

（512）小石は飛んで行って風呂場の屋根に落ちることがあった。（黒い雨）

（513）仲間の助手の「科学者」に連絡させてみると、本人は、途中で立小便をしていたと

　　ころに、石が飛んで来て頭にぶつかり、痛癩をおこし、吐血して引っくりかえってい

　　るということである。（山本五十六）

（514）雲海が山と接するところでは、山の斜面にそって這い上った雲は雲海から離別され、

　　それぞれの形のちがったちぎれ雲となって尾根を越えていった。（孤高の人）

　（512）～（514）は無情物移動体が現れているが、（512）（513）は第2章の無情物移動体の場所

名詞句との結びつきの考察結果と同様な傾向を見せていると思われる。第2章でも「とぶ」
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だけは無情物移動体と結びつくことができたが、「～イク／クル」の形でも同様である。し

かし、（512）（513）を「歩いていく／歩いてくる」「走っていく／走ってくる」のように他の

移動様態経路動詞に換えると不自然だろう。もちろん次のように到着の位置変化を表す動

詞の中で「～イク／クル」の形をとる場合もあるが、それは意志的な移動のニュアンスは

なく、ほとんどの移動動詞はこのように使われることはあまりない。

（515）春になれば、百姓どもが冬仕事で作った菅座などの商品がどっと稲葉城下の楽市に

あつまってきて、毎日、祭礼のようなにぎわいをみせた。（国盗り物語）

虚構的移動の場合は次のように「移動動詞のテ形＋イク／クル」の複合動詞で現れるこ

とができる。

（516）バロンボンへ行く道は、そこから分れ、ほぼ「歓喜峰」に向って、前方の丘裾の、

　　林の中を廻って行く。（野火）

（517）干いた土が露出した岸際を縫い、沢を越え、木立を廻って、道はどんどん降りて行

　　った。（野火）

（518）道案内をしてもらってしばらく行くと、一軒の農家が現れた。その前を道はゆるい

　　傾斜で下って行き、その向うに思いがけず湖が見えた。（庭の山の木）

　しかし、（516）～（518）のような例は少ない。特に「まわる」「おりる」「くだる」のよう

な経路動作を表す動詞はこのような複合動詞に現れることができるが、他の動詞はあまり

ない。「～イク／クル」の複合動詞も主に有情物移動体の移動行為を表すことが分かる。

5．6．第5章のまとめ

　第5章で複合動詞を3つに分けて考察したことを、次のようにまとめることができる。

　1）「移動動詞の連用形＋移動動詞」

　基本的に前項動詞には動作動詞が、後項動詞には位置変化動詞が現れる。しかし、さら

に詳しく見ると、同じく動作動詞であっても、移動様態を表す移動様態経路動詞が最も多

く前項動詞として現われ、後項動詞の表す移動の様態を規定し（「とびこえる」）、移動目的

を表す経由動作や経路動作を表す動詞とは異なる側面を示している。

　また、移動様態経路動詞、無方向経路動詞以外の経路動作を表す動詞が前項動詞になる

場合もあるが、移動様態経路動詞のようにほとんどの移動動詞の前項になるものではなく、
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数も少ない傾向を見せ、移動様態経路動詞とは対照的である。この類の複合動詞の場合も、

第4章のテ形の意味を考察した場合と同様に、移動様態経路動詞の特異な性質や位置変化

動詞と動作動詞との異なる性質も確認することができる。

　2）「移動動詞の連用形＋ハジメル／ツヅケル」

　この類の複合動詞の前項動詞に動作動詞である経由動作や経路動作を表す動詞が現れる

場合、「～ハジメル」の複合動詞は基本的に動きの開始（「坂をくだりはじめる」）、到着の

位置変化を表す到着動詞が現れる場合は、位置変化が反復的に生じることを表す（「お店に

行きはじめる」）。「～ツヅケル」の複合動詞は前項に経路動作を表す動詞が現れる場合は、

動きの継続（「山道を歩きつづける」）を表し、経由動作を表す動詞や到着の位置変化を表

す動詞が現れる場合は動きの反復を表す「お店に行きつづける」）。しかし、到着の位置変

化を表す動詞であっても、経路動作と到着の位置変化を表す二側面動詞の場合は、到着点

と結びついても動きの開始、継続を表しやすく（「山頂に登りつづける」）、純粋に位置変化

のみを表す動詞とは異なる側面を見せている。

　このように「～ハジメル／ツヅケル」の前項動詞にどのような動詞が現れるかによって、

複合動詞全体の表す意味が異なることからも動詞の範疇的意味の違いが複合動詞の意味と

関係することを明らかにした。

　3）「移動動詞のテ形＋イク／クル」

　全体的に移動様態経路動詞と他の動詞との違いが見られる。移動様態経路動詞は、後項

動詞の「イク／クル」の移動様態を表すことができるということから他の動詞との異なる

側面を確認できる（「あるいていく／あるいてくる」）。

　また、出現頻度としては、全体的に、動作動詞は「～イク」の前項動詞として、位置変

化動詞は「～クル」の前項動詞として現れやすい傾向がある。さらに詳しく見ると、「～ク

ル」の前項には到着の位置変化を表す動詞が多く現れ、「～イク」の前項には出発の位置変

化を表す動詞、経路動作を表す動詞が多く現れることから、それぞれの動詞の範疇的意味

との関係をみることができた。また、同じく経路動作を表す動詞であっても、無方向経路

動詞は「イク／クル」の前項動詞として現れず、経路動作を表す他の動詞とは異なること

を再度確認した。

　以上のように、複合動詞の語構成やそれぞれの複合動詞の表す意味からも、移動動詞の

範疇的意味が深く関係していることが分かる。
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