
第6章 辞書の意味記述と用例の問題

6．0．第6章の目的

　日本語辞書は日本語学習者、特に中級以上の学習者の語彙学習にとって重要な役割を担

うものである。学習者は辞書の意味記述からその単語の意味を学習し、与えられた用例か

らその使い方などを学習していく。このように、辞書は日本語学習者が日本語を学習する

際に大いに参考にするものである。にもかかわあず、辞書の中には不十分な意味記述やあ

まり使われない用例提示などが多々ある。使用頻度の低い用例の提示などは、その移動動

詞の意味の不適切な理解を招きやすく、不自然な日本語表現を学ばせることになる場合も

あると思われる57。そこで本章では、現行の辞書の意味記述や用例提示を再検討し、第1

章から第5章までの考察結果に基づいて新たな意味記述の試案を提示する。そして、本稿

のような頻度調査による研究が日本語教育などの実用的なところでも必要であることを示

す。

6．1．現行の辞書の意味記述や用例の再検討

6．1．1．検討する国語辞書

　本章で検討する国語辞書は次の4冊である。

辞書 収録語数 編者 出版社 発行年 初版発行年

広辞苑
i第六版）

24万語 新村出 岩波書店 2008年 1955年

新明解国語辞典
i第六版）

76，500語 柴田武・酒井憲二・倉持保

j・山田昭雄
三省堂 2005年 1972年

岩波国語辞典
i第六版）

6，3000語 西尾実・岩淵悦太郎・水谷

ﾃ夫
岩波書店 2000年 1963年

目本語基本動詞用法辞典
i第六版）

728語 小泉保・船城道雄・本田畠
｡・仁田義雄・塚本秀樹

大修館書店 1993年 1989年

　これら四冊の辞書を選んだ理由は、まず、『広辞苑』は、中型辞書として一般に多くの人

が参考にする辞書であることが挙げられる。さらに、『新明解国語辞典』『岩波国語辞典』

は小型辞書としてとりあげるが、『新明解国語辞典』は各動詞の結びつく格を提示している

点で、『岩波国語辞典』は長い間版を重ねている辞書であるからである。上の3冊の辞書

とは異なり、動詞のみを扱っている『日本語基本動詞用法辞典』は、動詞のとる文型が示

されていることから検討に加える。

57神せ廿91（1998）では、実際に基礎語彙、基礎語彙の意味頻度調査を行い、その結果を示している。そ

して、このような意味頻度調査は、韓国語教育のみならず辞書、機械翻訳などにも活用できるとし、実
際の使用頻度調査の重要性について述べている。
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以下では、各辞書の語釈、用例、文型を示すが、本稿で考察した空間的移動と関係があ

るもののみをあげる。動詞の順は第2章の結合頻度で考察した動詞の分類順（表11の順）

である。番号などは当該辞書の番号に従う。当該動詞の見出し語がない場合は斜線で示す。

なお、縦書きのものは横書きに改めた。

6．1．2．出発志向動詞

出発構造を最も多くとる動詞の意味記述を次の表に示す。

動詞

辞書

はなれる

たっ

さる

おりる

広辞苑 新明解国語辞典 岩波国語辞典
日本語基本動詞

　用法辞典

　　　　　　　　　　　i叢謙i欝麟i欝雛㌶1

　　　　　　　　　　　き霊㌣繧腎iく∴竺；だ㌃質i㍊禦［人’生き物］複｛が／は｝

　　　　　　　　　　　i本を一」　　iつ」「列が一」　i鵠舗ぱ塾蒙ξIX還

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i物］｛が／は｝離れる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i7≧元携竺ぎ蕩㌶ぽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i欝齢轟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《文型a》【人・物・所】複｛が／は｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（［数値D離れる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i膿壺㌃15噺晧循鳥．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1籔㌶瓢罐れて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《文型c》［人・物・所工｛が／は｝［人・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淵轟㌫㌫瓢肥㌫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iている

鰹鷲昔ξξ；i；㌫↓㌫顯緩i？罐鷲、㌫す驚麓嵩：た所を離れる・また

脇鷲顯狸麟整罐㍑「讐㌶嬬ポ、そ烈鑑》｝［金二集団］｛が／は｝　［Pff］

する。⑤出発する。でかi（＝離れる）／あす成田をi出掛ける。出発する。「旅i例）首相は成田を立った

蔦㌶㌶撫i季難耀i㌫　㍗㌶㌶鷺㌘
　　　　　　　　　　iぽ巖蕊㌶i　　　i縫。【人】｛が，は｝【醐に

　　　　　　　　　　iるものだ）」」　i　　　勤息子は今朝旅に立った

たる。離れる。⑦距離がi無理にひきとめない）／i
ある。「京を一・ること一i江戸を一（＝から隔たる）i

O里」　　　　　　　　iこと西に十里」

景㌫灘‡蕊i磐三〉力了ぶ二1腸ξ㌫鑑；劇㌫T£璽誌乗，魎，
点で「さがる」と異なり、iって移動し、低い位置に勤作を言う。⑦高い方のi｛が／は｝（［所】から）［所］｛に／へ｝

209

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



目的・意図のある作用を到達する。「山を一・鍵が所から（動いて来て）下降りる
示す点で「おちる」と異1－（＝かかる）・幕が一（＝iの位置・場所に着くOあ例）健二は台の上から地面に降りた
なる。①高い所からだん③閉じられる。⑮一続きがる・のぼる。「山を一」巻 s文型b》［人・生き物・乗り物・物］
だんに移って下の位置・の劇・物語・事件などが、．「壇から一」「地下室に　｛がノは｝［所］を降りる

場所に着く。また、そのそこで終わる）　　　　L」「幕が一」（転じて、例）車が坂道を下りる
ような状態になる。「遮　　　　　　　　　　　事件が終わりとなる）
断機が一・た」「幕が一・

りる」（事件が終る意に…
も使う）

　1）「はなれる」

　「はなれる」について、『新明解国語辞典』の場合は、〈なにカラー／なにトー／どこ・な

にヲー〉のように格との結びつきなどが明確にされており、かなり正確に記述されている

と思われる。それに対して『広辞苑』は「はなれる」のもつ出発の位置変化の側面よりは

状態の側面が前面に出ている。また『岩波国語辞典』は抽象的な意味の方が先に記述され、

空間的移動を表す意味はあまり感じられない。しかし、本稿の考察からも分かるように、

「はなれる」は出発の位置変化の意味で使われる頻度数が高く、空間的移動を表す意味の

使用頻度が抽象的な意味の使用頻度の約3倍で、抽象的な意味より空間的移動の意味で使

われる用例の方が圧倒的に多い。したがって、辞書の意味記述において、空間的移動を表

す意味や用法の方が先に記述される方が良いと思われる。上の三冊に対して『日本語基本

動詞用法辞典』は、かなり詳しく「はなれる」のとる〈文型〉について記述している。た

だし、「はなれる」は移動体が無情物移動体の場合、出発点のカラ格名詞のみならずヲ格名

詞とも結びつく　（2．3．1を参照）ことについては示されていない。

2）「さる」「たつ」

　「さる」「たつ」については、『日本語基本動詞用法辞典』以外の辞書は三冊とも出発の

位置変化のみに重点をおく意味記述や用例提示になっている。しかし、「さる」も「たつ」

も出発の位置変化のみならず目的地へ向かっての移動をも表す動詞であり、それに対する

記述や用例提示が必要であろう。さらに、無情物が移動体として現れないという点も重要

な特徴であるので、それについて示すべきである。

3）「おりる」

　「おりる」については、『岩波国語辞典』『新明解国語辞典』は実際の使用頻度からみた

意味の側面がかなり現れていると思われる。しかし、『広辞苑』には「遮断機がおりる」「幕

がおりる」のような用例が提示されているが、使用頻度を見ると、有情物移動体の用例が

465例もあるのに物名詞や抽象名詞が移動体として現れる用例はあまりない。また、「おり

る」が有情物移動体の場合は、出発点か経路あるいは到着点の場所名詞句が必ず必要であ

るので、場所名詞句と結びついていない用例だけでは「おりる」の意味記述としては不十
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分であると思われる。

　　『日本語基本動詞用法辞典』は、「おりる」が出発構造や到着構造のみならず経路構造を

もとる動詞であることよく示されている。ただし、出発点の名詞句がカラ格名詞だけでは

なく、ヲ格名詞で現れる場合もあることはよく分からない。

6．1．3．経過志向動詞

6．1．3．1．経由志向動詞

　経由構造を最も多，くとる動詞の場合について考察する。

　　辞書

ｮ詞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本語基本動詞広辞苑　　　　　　新明解国語辞典　　　　岩波国語辞典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用法辞典

すぎる
議雛暴i翫覇竃鋳1欝ii籔灘li「その駅は一・ぎた」「四i△る　（って行く）。「三十iた」。ある地点を越える。　例）新幹線が熱海を過ぎる十キロを一・ぎる」　　　　八度線を一」　　　　　　　「郵便局の前を一と橋にi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出る」

よぎる
①前を通りすぎる。通り　i「（ふと）通り過ぎる」意i①そこを通り過ぎる。かiこす。通過する。②道のiのやや改まった表現。　　　すめて通り抜ける。「眼iついでに立ち寄る。③よi　　　　　　　　　　　　前をつばめが一」▽誤っiけて通す。避ける。④横i　　　　　　　　　　　　　て、「舟で隅田川を一・っi切る。「道を一・る」　　　　　　　　　　　　　　　　て向島に渡る」など、横i

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切る意に使うことが多く　i
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なった。

こえる ①物の上を過ぎて行く。　　〈どこ・なにヲー〉そこi①手前から向こうに、そi（1）ある場所・時期や障害と

x繊梁語行…ξ賢㍑賦1誌ぽ麟望語；漂鷲を通り過ぎてその
@　　　　　　　　　　　の上を、なんらかの方法i一トルのバーを一」　　　　《文型》［人・生き物・乗り
@　　　　　　　　　　　で通って、向こうへ行く。i　　　　　　　　　　　　　物・物】｛が／は｝［所・時・物］

@　　　　　　　　　　　「越えてはならぬ線／山i　　　　　　　　　　　　　　を越える
@　　　　　　　　　　　（川・塀・壁）を一／バーi　　　　　　　　　　　　　　例）少女は峠を越えた
@　　　　　　　　　　　ドルを一（＝飛び越す）」

くぐる ①物のすきまをすりぬけiθ〈どこ・なにヲー〉（身i①物の下を（体をすぼめi
驕B体をかがめて、物のiをかがめて）物の下や狭iるようにして）通り抜けi下を過ぎる「のれんをく　iい所を通り抜ける。「門iる。「わきの門を一」

ｮる」　　　　　　　　　　　　（難関）を一」

ぬける 票蒜竺．鴇議撰2㌫蒜こ♂籔曉竺蒜狸狸鷲罐醸璽㌘露已

わたる ；ll㌶璽藪i欝蕊顯1鷲竃議鷲耀慧霧璽
幕?hii懸量㌢配i鷹罐堅6徽㌶㌶1場所を通り過ぎる。橋・　　　　　　　　　　　　　　たった所から来る。「他iる・渡し舟で向こう岸に渡る廊下などを通って向うへi　　　　　　　　　　　　　国へ一」「雁が一」「インi（2）海や国境を越えて遠方の行く。⑥それを越して向i　　　　　　　　　　　　　ドから一・って来た仏教」i国や場所に移動する。う側へ行く。　「線路をi　　　　　　　　　　　　　　（ハ）「行く」「来る」「歩i《文型》［人・生き物・物・一・る」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む」、また「居る」の敬語。i事】｛が／は｝（［所】から）［所］
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②経る。⑦通り過ぎて行　　｛に／へ｝渡る

く。「日が空を一」「橋を　例）祖父は50年前にブラジ
一」　　　　　　　　　　　　　ルに渡った

とおる ②通過する。①（ある場i⇔〈（どこヲ）一！（どこ・　一方から他方に、中間物．（2）ある場所を進んでいく。

所を）過ぎて他方へ行く。　なにニー〉その場所（箇　を突き抜け、または何か　　《文型》［人・生き物・乗り
通行する。「門前を一・　所）を経て先に進む。「岩　に沿って至る。①何かを　物】｛が／は｝［所］を通る

る」②通り抜ける。「のど　のすき間を通って水が流．たどって先方に至る。⑦　例）小学生が道を通る
を一・る」　　　　　　　　れる！町中（橋・横道）を“そこを経て、または過ぎ

通って駅に行く／門（受付）　て進む。「横町を一」「学’

通って中に入る／人や車が　校の前を一」
一道」

1）　「すぎる」「よぎる」「こえる」「くぐる」

　四冊の辞書はいずれも経由点の名詞句とのみ結びつく「すぎる」「よぎる」「こえる」「く

ぐる」については、本稿の考察と同様に経由点を通る意味記述や用例が記述されている。

2）「わたる」「ぬける」

　「わたる」に対しては、【どこヲ／どこ二＋わたる】の構造をとる動詞として『新明解国

語辞典』に記述されているし、『日本語基本動詞用法辞典』も到着の側面を示している。他

の辞書にも到着点と結びつく用例が提示されており、「わたる」が経由動作のみならず到着

の位置変化をも表す動詞であることを示している。

　ところが、「わたる」と同じく経由動作と到着の位置変化を表す二側面動詞である「ぬけ

る」について、4つの辞書が全て【どこヲ＋ぬける】の構造のみが記述されていて、経由

点を通過する側面を強調して示し、到着の位置変化についての記述はあまりなされていな

い。『日本語基本動詞用法辞典』に《文型b》で到着の位置変化を表すようなものが示され

ているが、本稿でいう虚構的移動表現である。しかし、考察したように、「ぬける」は有情

物移動体の到着の位置変化を表すことができるのである。「ぬける」は実際の使用頻度にお

いて経由点を通る例の方が多く使われるが、到着の位置変化の使用例も見られる動詞であ

り、到着点とも結びつくことも示すべきであろう。

3）「とおる」

　「とおる」については、『新明解国語辞典』が経由点と経路を意識した用例をあげている

ようにみえるが、他の辞書は経由点、経路と結びつくことについての記述があまりはっき

りしていない。第2章～第5章の考察からみてもヲ格名詞は経由点と経路に区別できるし、

「とおる」はヲ格名詞と結びつく他の動詞とは異なって、経由点、経路の両方の場所名詞

句と結びつくことができる動詞であり、それを示す用例をあげる必要があると思われる。

6．1．3．2．経路志向動詞

　経路と最も多く結びつく動詞について考察しよう。
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　　辞書

ｮ詞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本語基本動詞広辞苑　　　　　　新明解国語辞典　　　　岩波国語辞典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用法辞典』

めぐる ②周囲をぐるりとまわる。iθぐるりとひと回りして、　一周するように回る。⑦回i

ξ鴇道蕊撲二；…委當濃s㌦i；蕊當跳ゑ篭
る。「名所旧跡を一・る」　　指す所を次つぎと訪ねてi所を一」

廻る。「名所旧跡を一旅／i
知人の家を巡り歩く」

つたう ①ある物に沿って行く。つi点在（連続して存在）するiそれを経路とし、それに沿i（1）ある物から離れないよ

；罐㌶翻㌫鑑㍊遷竺彦欝i2下㌘畿ぽ編隠・それに沿つて移
とたどつて行く゜ @勘麟㌘灘窒一’つてしずくが落ちる」鑑駄☆磨諮諜

れる」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う

例）猫は屋根を伝って逃げ

ｽ
まわる ㌶瓢三誌難i9二魔召⊆；㌶三議璽㌫聾）曇溺綴ご三盟㌶：1

を一・る」　　　　　　　　どるように移動する。「月　iが地球を一」　　　　　　　を繰り返す、または、順送
が地球を一／湖（のまわり）i　　　　　　　　　　　　　りの物事に当たる。

を一（＝湖に沿って一周すi　　　　　　　　　　　　　　《文型》［人・生き物・天
る／持って回った表現　　　　　　　　　　　　　　　　　体］｛が／は｝［物／所】を回る

例）私はジョギングしなが

ら池を回った

たどる 譜㌧1三㌻襟・…㌫認£請漂i㌶舗羅濃コ
遥詳詰↓く晶籔竃i遣禦㍍票驚｝き9：i

：㌘賢る鵠鑑i「一’り着く」

て捜し当てる」

ぶらつく ㌶㌘巖き遼ぽ誤漂、（r：1；暇鵬識擬誌
歩く。「銀座を一」　　　　　座を一」

うろつく

さまよう 贈籔㌫㌫i』㌶智i；：r禦ぷピ麓き麓野…
一・ ､」②ところを定めずiめに、程遠からぬ一帯の地i

磨諸芸麟‡驚震講こ：㌫i
一・ ､」　　　　　　　　　　境を一・飢餓線上に一：返i

品率は今や四＋パーセンiト前後をさ迷っている（＝i

上下している）」

くだる ①場所・程度などが高い所i〈どこヲー／（どこ・なにi①そのもの全体が低い所i（1）高いところから低い所
から低い所へ一気に移る。i二）〉（斜面に沿うなどしiに達する。⑦高い所からおiへ移る、
「山の頂上から一　・る」　　て）高い位置から低い　　　　りる。「坂を一」　　　　　　　《文型》［人・生き物・乗

位置へ向かって移動する。i　　　　　　　　　　　　　　り物］｛が／は｝（［所】から）

（広義では、川の上流から　i　　　　　　　　　　　　　　［所］を（［所］｛に／へ｝）下

下流の方へ移ることや、　　　　　　　　　　　　　　　る
昔、都から地方へ行ったこi　　　　　　　　　　　　　例）順子は坂を下った・
とを指す）「LI」道を一」

はう ①手と足とを地につけてi〈どこ・なにヲー／どこ・　手足や体を地面・床などにi（1）うつぶせの状態で手
進む。はらばう。「地をiなに二〉θ腹部を・地面i密着させて動く。「一・っi足、または、胴体を使って
一・ ｷすむ」②獣・虫・貝i（床）につけるようにしiて歩く」　　　　　　　　　移動する。

交遥㌘，亮㌫襟蕊罐ヱミ㌶i　　　　　艦1“曇麟’篇
地まで行く／底を一ようi　　　　　　　　　　　　　から）（［所1｛に／へ｝）はう
な」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例）赤ん坊が床をはう

あるく ㌫㌔1鷲i薫議劇il鞭議ξli麟‡驚撫
影；≡竺の霞謬iむ・「鍵を一」　　碗鷲㌶鳳誉
かをして回ることを指す）i　　　　　　　　　　　　　猫が屋根の上を歩いてい
「駅から歩いて三分の距i　　　　　　　　　　　　　　る

離／犬も歩けば棒にあたi
驕v

かける ①馬に乗って走る。②はやi〈どこヲー／どこマデー＞i人や獣が足で走る。また、i（1）早く走る。
く走る。疾走する。「後ろi　（はずみをつけるようにi人が馬に乗って走る。　　　　《文型》［人・生き物】｛が
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から一　・けて来た者があiして足を動かし）目的　　　　　　　　　　　　　　　　／は｝（｛所】から）（1所］を）
る」　　　　　　　　　　　地まで（他より）速く行こi　　　　　　　　　　　　　　（［所】｛に／へ／まで｝）駆け

うとする。「野を一馬」　　　　　　　　　　　　　　　　る

例）馬が大通りを向こうへ

駆けて行った

およぐ ①手足やひれを動かし、水iθ〈どこヲー／どこマデー〉’①人間や魚などが手足やi（1）水面・水中で手足やひ
中・水面を進む。水泳する。i（人や魚などが）体を水面、ひれを動かして、水中・水iれなどを動かして進む。
遊泳する。「岸に向かってi（水中）に浮かせ、手足（ひi面を進む。　　　　　　　　《文型》［人・生き物・魚］

一・ ｮ」　　　　　　　　　れ）を動かして進む。「海．　　　　　　　　　　　　　｛が／は｝（［所】｛で／を｝）
で一」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・泳ぐ

例）女性が一人でドーバー
海峡を泳いた

すべる 輸蒜、篇講ぽi芸㌶誌慧禦罐i；㌘鷲な，㌶麟（1）なめ《文型1〉ら［鷺㌘物】

通る。「スキーで雪山をiく移動する。　　　　　　　一・って行く」　　　　　　　｛が／は｝［所】を（【所】から）

一・ 驕v　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（［所】｛に／へ｝）滑る

例）彼は新雪の上をゲレン
デからふもとまで滑った

はしる ①両足を早く動かして移iθ〈（どこヲ）一／（どこ二）〉…①速く進む。速く動く。・（1）足で早い速度で進む。

動する。かける。「五〇メ　’（人間・鳥獣が）足で地面…「馬が一」「電車が一」　　　《文型》［人・生き物・乗
一トルを全力で一・る」　　を蹴るようにして早く移i　　　　　　　　　　　　　り物】｛が／は｝（［所］を）

動する。「遅れそうなのでi　　　　　　　　　　　　　（［所】から）（［所］｛に！へ／

駅まで走った」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まで｝）走る

例）生徒たちは学校から海

岸まで5千メートルを走
る。バスは表通りを走る。

1）「めぐる」「つたう」「まわる」「たどる」「ぶらつく」「うろつく」「さまよう」

　これらの動詞の場合は、“経路を通っていく経路動作”という語彙的意味がよく記述され

ている。ところが、「つたう」についてはやや不十分である。『日本語基本動詞用法辞典』

以外は「つたう」の用例に無情物移動体の例しかない。確かに実際の用例をみても、「つた

う」は有情物移動体より無情物移動体の用例の方が多くみられる。しかし、有情物移動体

の用例もあり、その場合は、「つたう」のように終止形で現れるのはなく、「つたって」の

ようにテ形で表される例が多く見られ、無情物移動体の場合とは異なる面がある。『広辞

苑』や『新明解国語辞典』のような記述では、学習者は「彼が山道をつたった」のような

文をつくることもあるだろうが、実際には、「彼は細い廊下をつたって本堂に行った」のよ

うに使うことが多いのである。このような誤用を防ぐためには、「つたう」は有情物移動体

の場合、終止形ではあまり使われないことを記述すべきである。

2）「くだる」

　経路構造と到着構造をとる動詞である「くだる」については、四つの辞書にはいずれも

足りない面が見られる。『広辞苑』では、出発点の名詞句と結びついた「山の頂上からくだ

る」という用例が、『新明解国語辞典』『岩波国語辞典』では経路と結びついた「山道を／

坂をくだる」という用例のみが記述されている。これらの記述や用例提示からすると、「く

だる」は出発点か経路と結びつく動詞のように見える。『新明解国語辞典』『日本語基本動

詞用法辞典』では括弧の中に到着点の名詞句と結びつくことができるということは示して

いるが、「くだる」が到着点と結びつく場合は、常に経路と共起する場合であるようにも思
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われる記述である。しかし、「くだる」の実際の使用頻度は、経路と45．2％、到着点と37．6％

の結合頻度を見せており、経路を通る動作のみならず単独で到着の位置変化をも表す動詞

であり、“高いところから低いところへ移動する”という意味記述に、経路を通る動作と到

着の位置変化を表すことを示す両方の用例提示が必要である。

3）「はう」「あるく」「かける」「およぐ」「すべる」「はしる」

　移動様態を表す「はう」「あるく」「かける」「およぐ」「すべる」「はしる」については、

四冊とも場所名詞句と結びつかない用例や経路と結びつく例を示し、これらの動詞のもつ

範疇的意味を表していると思われる。特に『日本語基本動詞用法辞典』ではこれらの動詞

が場所名詞句と結びつかずに現れることもできることを示しており、他の移動動詞とは異

なることを示している。その点はよいのだが、これらの動詞が「二格／へ格」名詞と結び

つくこともできることを示しているのは問題である。これらの動詞の中で「はしる」は、

「学校に走った」のように目的地の「二格／へ格」名詞と結びつくことができるが、それ

以外の動詞は「＊学校に歩く」のような結びつきは難iしい。「はしる」以外の動詞が目的地

の「二格／へ格」名詞と結びつく場合は、「学校に歩いていく」のように「～イク／クル」

形になることが多いのである。

6．1．4．到着志向動詞

　到着点と最も多く結びつく動詞の辞書の意味記述について示す。

　　辞書

ｮ詞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本語基本動詞広辞苑　　　　　　新明解国語辞典　　　　岩波国語辞典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用法辞典

いたる ②行きつく。到着する。i段々進んで、必然的に目的i①（ある所・時・状態からi
「日没前、目的地に一・る」iの所（その状態）にま達すi出発して）ある所・時・状i

る。「福島を経て仙台に一i態に行き着く。⑦到着すi
（＝達する）」　　　　　　　る。「奈良を経て京都にi

一」

うつる ①物がある場所から他の’〈（なに・どこカラ）なに・i事物が、ある位置・状態か…（1）人や物が今までとは違
場所へ置きかわる。移動す．どこニー〉（物事の位置・iら他の位置・状態に変わiう場所へ動く。
る。「東京から京都へ一・　状態が、他の位置・状態に）iる。①ものがもとと違う場…《文型》［人・組織・物・位
る」　　　　　　　　　　　　変る。「予定した行動に一／i所に置き変わる。移動す’置］｛が／は｝［所】から［所」　　　　　　　　　　　　焦点が参議院に一／重点・…る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「政権が他の政党に・｛に／へ｝移る

（関心）が一」　　　　　　　一」「都が一」　　　　　　　　例）左のはじにいた人が右

へ移った
つく ③あるものが他のところiθ〈どこニー〉（移動した・①移動してある場所に至i（1）ある場所から移動して

まで及び到る。①到着す…結果）目的の場所まで行iる。到着する。「目的地にi他の場所に到達する。
る。届く。「目的地に一・・き、そこに居る　（有る）。i－」「荷物が一」　　　　　　　《文型》［人・生き物・乗り
く」「荷物が一・く」　　　　　「船が港に一／夕方宿に一／i　　　　　　　　　　　　　　物・物］｛がノは｝［所］に着く

荷物が一／帰り一」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例）手紙がやっと先方に着

いた。弟が駅に着いた
おもむく ①その方へ向かって行く。　θ〈どこニー〉のっぴきな…①ある場所に向かって行…

「広島に一・く」　　　　　　らない用事などでどこかiく。「京都に一」

へ向かう。「遭難現場に直i
ちに一」

しりぞく ①後へさがる。　　　　　　　θ〈どこヲー／（どこカラ）i後ろへ下がる。「勢いに押，

どこニー〉（前進をやめ）　　されて一」「一歩一・いて：

あとへ下がる。後退する。　　（＝進めていた行動や考，
「一歩一／退いて（＝思った…えを、一時中止して）よく　i
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事をすぐには移動に移さi考えよ」。

ｸに）考えるに」⇔進む

むらがる
《》慧ぼ㌶幣i㌧こ誌㌻こ鶏とi㌘㌫灘㌶麓蜜に一・る」「ファンがi集まる。「電線に一鳥／一労iなす。「残飯にハエが一」一・る」　　　　　　　　　　務者」

あつまる 多くのものが一つ所に寄i①〈（どこ・だれカラ）どi多くのものが一つ所に寄i（1）人・物事がある場所に寄
閧?､。むらがる。また、　こに一〉本来離れた場所にiって来る。むらがる。また、iってくる。

凵G診1轡が一’る」…蕊」鱈、⊇藪吉駕i等蔦r．二煙が　」i遥X㍊㌫慧苛　　　　　　　　　　　　　く（来る）。「一堂に一／寄付i　　　　　　　　　　　　　　（【所】から）【所・物】集　　　　　　　　　　　　　金がかなり集まった」　　　　　　　　　　　　　　　　まる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例）生徒が校庭に集まっ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た・激励のはがきが世界各　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地から集まった

むれる
一所に集まる。むらがる。　そこに集まっているものiむれになる。むらがる。’i「一・れて飛ぶ鳥」　　　　が集団をなした状態で居i「鳥が一・れて飛ぶ」

@　　　　　　　　　　　　る。

もどる 舞瓢1ぷ芸謡蒜鐘τ遼誌i講聯隻鴎罐i㌶㌻義三物がもといた
cぷ婿驚三二鷲慧諄㌻1誤㌶㌶讐㌫罫る・引き…謂蒜；講甥ました」　　　　　　　　　　る）。「自分の席に一／このi　　　　　　　　　　　　　　例）父は6時ごろ家に戻っ　　　　　　　　　　　　　辺で戻った　（＝引き返しi　　　　　　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　た）方がいい」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）来た道を通って引き返　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《文型》［人・生き物】｛が！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は｝［道・所］を戻る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例）長い石段を戻る

いく

iゆく）
？慧；漂㍊r誌隠芸畠㌘、だジ3謬駆1寺鶉ぽ㍊i盟白勺地へ向かつて瀕
ｷる。⑦前方へ向って進iその場所から、他の場所へiからあちらへ移る。「向こi《文型》［人・集団】｛は／が｝
ﾞ。離れ去る。④目的地にi移動する（進む）。「一足先iうへ一・け」。出かける。i（［所】から）［所］｛に／へ｝

?ｩい進む。出向く。「外iに一／先頭（わが道）を一！i「では一・こうか」。立ちi行く
曹ﾖ一・く船」⇔目的の所i行き着く所まで一！学校へi去る。「一雁の群れ」④目　i例）隣の部屋に行く
ﾉ到達する。②ある所を通i（買物に）一」　　　　　　　　的の所に向かう、また進んi（3）ある場所を移動する。
?ｨξ㍉嘘≡ミi　　　　　↑鑑）哩こ⊇煙i藁錫㍑翻蒜翻く人」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こを通る　（進む）。「道一i例）その人はこの道を行き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人」「荒野を一」　　　　　　ました

かえる ②事物・事柄がもとの所・　　〈（どこカラ）どこニー＞i①物・事・人が、もとのまi（4）人や乗り物などが自分

撃?ﾖ誌鷲霧i蒜盤）、鱈熟捲賭竺蟄蛭舗叢i鰭篇鷲澱ど・もと

l三㌘蕊麟㌣襯警麗；篭経も昔蒜醸㌘i聯1、㍑嬬誉
�島l籔㍍治長等‘継繋麓鞭誌罐鑑i悪ミ瓢から）【所】
ｭる」 @　　ぎ㌘い脚港に帰つて…；差巴亀言漂i禦漂ごを学校から
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「来客が一（＝去る）」

くる
票緊選1∵㌶箔i雪∫㌫ゴ㌦㌶⊆；i麗獣繁1こ芸謬禦’嶽蕩翻：る」「手紙がくる」「電車i的・時間的に、自分の居るiら（自分の方）に近づく。　向って移動する。がくる」　　　挟碧鷲謬㌘i蕊1驚悟1艶鰐｝㌫㌘i認　　　　　　　　　　　　　る）。「手紙が一（＝届く）　　て一」。近づいてここに至i｛に／へ｝来る　　　　　　　　　　　　　／今日はA君が一（＝来訪iる、届く。「いつかきた町」i例）この鳥はシベリアから　　　　　　　　　　　　　する）はずだ」　　　　　　　「手紙が一」「中村から連i日本に来る・父のところに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絡が一」　　　　　　　　　　客が来た

はいる
藷議鐙罫i蹴璽蕊籔礫竃鰯璽鰻欝麓㌘「大学に一・る」「月が海i「汽車が一（＝入構する）」iる。「部屋に一」「門を一」　物・物］｛が！は｝（［所］から）に一・る」「勉強に身がi　　　　　　　　　　　　　　「大通りを左の横丁に一」　［所】｛に／へ｝入る一・る」「鞄に一・るだけi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例）船が港に入る、猫が窓入れる」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から入る

でる
iii〆欝…醗灘lii輪繹i鷺欝輪　　　　　　　　　　　　　鐘ごセ認ξい’三i離；鶏；㌫瀧…《文型、》［人．生き物．乗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り物］｛が／は｝（［所】から）
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［所］を出る

例）私は午前8時に裏口か
ら家を出た・門を出る・部
屋を出る
（3）ある場所に行き着く。

《文型》［人・乗り物・川・
道］〔が／は｝（［所】から）［所］

｛に／へ｝出る

例）私たちは海岸に出た

あがる 雰認㌫麟麟㌫㌢〉カ㌫と蓮言纏鵠㌶璃羅＝齢よ豆動したり・

も蕊蒜甦巖三i留駕）㌫っ熟雀鷲魑㌍竺㍉躍i、慧詔誌嬬惚
一゜ 驕v @　　鷲漂㌻（謡i段を一」　　　衝ぱたちは一階から三

る）・おかに一」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　階に上った。

《文型b》［人・生き物・乗
り物］｛が／は｝【所］をあがる

例）階段をあがる

のぼる ①高い所へ行く。「空に日iθ〈（どこ・なにカラ）ど…①そのもの全体が高い所i（1）移動して高いところに
が一・る」「木に一・る」　　こ・なにニー／（どこ・なに…に達する。⑦高くあがるi達する。

カラ）どこ・なにヲー〉（斜…「日が一」⑦高い方、高いi《文型a》［人・組織・生き
面に沿うなどして）低い位i所に行く。⇔くだる・おり　i物・乗り物】｛が／は｝［所・
置から高い位置へ向かっiる。「山に一」「川を一」i物］｛に／へ／まで｝登る
て移動する。「富士山に一／i「坂を一」「木に一」　　　　例）サルが木に登る
階段を一」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《文型b》【人・組織・生き

物・乗り物］｛が／は｝【所］

を　（［所］から）（［所】｛に／

へ｝上る

例）車が急な坂道を上った

1）「いたる」「つく」「おもむく」「むらがる」「むれる」

　　「いたる」「つく」「おもむく」「むらがる」「むれる」については本稿で考察した使用頻

度からみたそれぞれの動詞の語彙的意味の重点が記述されていると考えられる。

2）「うつる」

　　「うつる」については、『広辞苑』以外は全て抽象的な意味を表す用例である。しかし、

実際には抽象的な意味より「彼は今にうつった」のように空間的移動を表す用例の方が多

いので、空間的移動を表す例を先に示す方が良いと思われる。

3）「しりぞく」

　「しりぞく」の場合は、『新明解国語辞典』に場所名詞句との結びつきがあるということ

は示されているが、提示されている用例には場所名詞句は現れていない。それは『岩波国

語辞典』も同様である。しかし、実際には到着点との結びつきも42％も見せており、到着

点と結びついた例も示した方がより良いだろう。

4）「あつまる」

　　「あつまる」の場合、四冊とも「一ヶ所に集中する」という意味記述は共通しているが、

『日本語基本動詞用法辞典』以外の辞書に提示された用例の移動体は抽象名詞である。と
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ころが、使用頻度からして、有情物移動体の方が圧倒的に多く、抽象名詞や物名詞などが

移動体として現れる例は非常に少ない。用例を提示する際にも使用頻度が非常に少ない抽

象名詞の移動体の用例より、「学生たちは運動場に集まった」のような使用頻度の高い有情

物移動体の用例を出すべきであろう。

5）「もどる」

　「もどる」の場合は、主に到着の位置変化を表す動詞でありながら、結合頻度は低いが、

経路とも結びつく動詞であることは第2章でみた。ところが『日本語基本動詞用法辞典』

以外の辞書にはこのような側面があまり現れていない。経路のヲ格名詞と結びつくことが

できるということが、この動詞の到着の位置変化を表す他の動詞との異なる側面なので、

経路のヲ格名詞と結びつくことを示すべきである。

6）「いく」

　「いく」については、『新明解国語辞典』『日本語基本動詞用法辞典』以外の辞書に到着

の位置変化の側面のみが示されており、経路のヲ格名詞と結びつく側面については示され

ていない。結合頻度は少なくても、「いく」が他の到着位置変化を表す動詞とは異なって、

経路のヲ格名詞と結びつくことができることは「いく」の語彙的意味の特性であり、示す

必要がある。

7）「かえる」

　「かえる」については、『岩波国語辞典』に「⑰本来居る所または初めに居た所にもどる。

『家へ一』『ねぐらに一』『出発点に一』『来客が一（＝去る）』」のようにかなり詳しい用例

が載っている。特に「来客が帰る（＝去る）」の用例は第2章の注23にも述べたように、

他の移動動詞とは異なる「かえる」の特異な側面を示していて適切である。

　しかし、⑰の意味記述より「⑦もとどおりになる。『もとに一』④本来の持主、もとの所

に戻る。『忘れ物が一』」の方が先に記述されている。このような記述は『新明解国語辞典』

『広辞苑』も「忘れ物がかえる」のような用例を出しているが、「かえる」の実際の使用を

見ると、移動体として物名詞や抽象名詞が現れる場合より移動体が有情物である空間的移

動の方が圧倒的に多い。有情物移動体の空間的移動の用例が1，822例であるのに、抽象名

詞や物名詞の移動体は約20例ほどである。使用頻度からみる語彙的意味の重点からする

と、有情物移動体の空間的移動の例を第一に示すのが効果的であると思われる。
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8）「くる」

　「くる」についても、四冊の辞書が到着の位置変化を表す側面のみが示されており、経

路と結びつく側面は示されていない。「くる」が経路と結びつくという性質は、到着の位置

変化を表す他の到着動詞とは異なる語彙的意味の側面であるので示すべきである。

9）「はいる」

　「はいる」について、『広辞苑』も『新明解国語辞典』も「はいる」が経由点の名詞句と

結びっくことについて触れていない。『岩波国語辞典』『日本語基本動詞用法辞典』では経

由点と結びつくことを示すような記述をしているが、経由点として現れる場所名詞句がカ

ラ格名詞とヲ格名詞の両方の名詞句で表されるということについては触れられていない。

10）「でる」

　「でる」について、四冊とも出発の位置変化、到着の位置変化を表す動詞であることが

示されている。しかし、「でる」が経由点と結びつく動詞であることについてはあまり触れ

ていない。特に『日本語基本動詞用法辞典』の場合は、【《文型a》［人・生き物・乗り物］

｛が／は｝［所】から（［所］｛に／へ｝）出る】例）「私は部屋から廊下に出た」と【《文型b》［人・

生き物・乗り物］｛が／は｝（［所】から）［所］を出る】例）「門を出る・部屋を出る」が示され

ているが、このような記述からは「部屋から出る」と「門を出る」「部屋を出る」が同じ出

発の位置変化として理解されるだろう。考察したように「門を出る」は「部屋を出る」と

は異なって、経由点を表すので、経由点の場合と出発点である場合をはっきりと示すべき

であろう。

11）「あがる」

　「あがる」は、『新明解国語辞典』『岩波国語辞典』『日本語基本動詞用法辞典』では「ど

こ二／どこヲ」の到着点、経路と結びつくことを示しているが、『広辞苑』の場合は「あが

る」の到着の位置変化の一つの側面のみを表す用例のみをあげている。さらに「あがる」

の意味記述が「上方に向かう」とされているが、この意味記述では正確な意味記述になら

ないと思われる。「あがる」が上の方向に向かっての移動であることは確かであるが、「む

かう」の結びつく「二格／へ格」名詞は、到着点を表すのではなく、目的地を表すので、

到着の位置変化までは含まない。したがって経路を通る動作以外に到着の位置変化を表す

「あがる」の意味記述に「むかう」が使われると少し異なる意味を表すことになるだろう。

219

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



12）「のぼる」

　　「のぼる」については、『新明解国語辞典』『岩波国語辞典』『日本語基本動詞用法辞典』

共に「のぼる」の動作の側面と到着の位置変化の側面を記述していると思われる。特に『新

明解国語辞典』は場所名詞句との結びつきや意味記述、用例提示は、正確な「のぼる」の

語彙的な意味を知ることができる。それに対して、『広辞苑』の場合は、用例も到着の位置

変化のみを示しており、経路を通る動作の側面はうかがうことができない。動作の側面を

表すためには、「坂をのぼる／階段をのぼる」のような用例も記述した方がいいだろう。

6．1．5．目的地志向動詞

　目的地志向動詞は「むかう」一つであるが、まず、「むかう」に対する辞書の記述をみる

と、四つの辞書とも「むかう」が「二格／へ格」名詞と結びつくものの、到着の位置変化

を表すのではなく、目的地へ進むことを表すことを示す記述となっており、適切であると

思われる。ただし、「むかう」の結びつく「二格／へ格」名詞が到着点ではなく、目的地を

表すということを明確に記した方が良いであろう。

　　辞書

ｮ詞 広辞苑　　新明解国語辞典　岩波国語辞典　日鷲㌶欝詞

むかう ②ある場所や方向をi⇔〈（どこ・なにカラ）どこ・なi①正面または顔がそちらi（3）ある方向を目指して移
目指して進む。また、iにニー〉（障害などを排除して）　に向くように位置する、まi動する。
ある状態に近づく。　　目的地の（目標とする）方向にiたは移る。⑦それを目当てi《文型》【人・生き物・乗
「目標に一・て進む」i進む。「東京を発ってパリに一／…とする向きをとる。面すiり物・物】｛が！は｝（【所】
「快方に一・う」　　　出口に向かって人が殺到する／iる。「鏡に一」「一・ってiから）【人・自然現象・物・

北へ一船／風に向かって歩く／勇i左」④それを目ざして進i方向・所】｛に／へ｝向う
敢に敵に向かって行く／勝利に…む。「大阪に一」「ゴールi例）選手はゴールに向かっ
向かって一歩前進する」　　　　　に一・って走る」。　　　　　て全力で走った・東京に向

かう

6．1　．6．方向志向動詞

　方向と最も多く結びつく動詞の意味記述を次に示す。

　　辞書

ｮ詞 広辞苑　　新明解国語辞典　岩波国語辞典　曙竃㌘詞
さがる ②前から後へ位置がiθ〈（どこ・なにカラどこ・なに二）＞i③後方に移る。「三歩i（3）それまでいた部屋から

変る。①後の位置へi／〈（どこヲ）一〉高い位置（程度・　一」　　　　　　　　　　退出する、または、後ろへ

行く。すさる。「一歩i段階）から低い位置（程度・段階）　　　　　　　　　　　　　　移動する。

一・ ﾁた所で見物すiへ移った状態になる。また目立っ位i　　　　　　　　　　　　《文型》【人】｛が／は｝
る」　　　　　　　　　置から目立たない位置へ移した状i　　　　　　　　　　　　（【所】｛から／を｝）（【所】

態になる。「増水した川の水位が一／i　　　　　　　　　　　　｛に／へ！まで｝）下がる

一歩後ろへ一（＝しりぞく）」　　　　　　　　　　　　　　　　　例）妻が客間から居間【台

所】に下がった・後ろへ下

がる・一歩下がる
すすむ ①前へ出る。前へ行…θ〈（どこ・なにカラ）どこ・なに．①自分が向かっていi（1）ある物が前の方に動い

〈。進行する。前進iニー〉前に向かって出る。また、先iる方向に動く。⑦前方iたり、移動したりする。
する。「三歩前へ一・iへ動いたり行ったりする。「山道をiへ行く。⇔退く。引く。i《文型》【人・組織・生き
む」　　　　　　　　　一歩前へ一／行列が一」　　　　　　　　「三歩一」「転じて東i物・乗り物・物】｛が／は｝

へ一 v　　　　　　　　　（【道・所】を）（【所】か
ら）【所】｛に／へ｝進む

例）新入生が校門から講i堂

に進んだ・象の群が草原を
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麟禁㌶ir艦蒜蒜ご㌫㌫郷雰讐㌶轟鵠場手㌘など
i鐘嫌㌶三聴麓量㌶ill黛∫璽嶽蔚欝竃
緊嶽遮㌫㌫還㌶㌫㌣裁奪i㌻已㌫㌫…狸篇驚纂慧ボ
所までゆく。「球は…（＝大急ぎで）帰る／⇔〈どこ・なに・く）」

驚二 ﾃ議蟻1；ζ㌶ii③元ぶように酬

　　　　　　　；聯㌫儂麟を飛んでおi

1）「さがる」

　「さがる」について、『広辞苑』『岩波国語辞典』は「後方に移動する」という意味記述

とともに「一歩さがる／三歩さがる」という用例を出している。確かに実際の使用にもこ

のような用例が多く見られるが、「すぐ兵をまとめ、はるか後方にさがり、そこで戦後処置

をした。（国盗り物語）／私たちは、茶の間へさがって、炉ばたで姉が滝れてくれた茶を飲

んだ（忍ぶ川：忍ぶ川）」のように方向や到着点と結びついて現れる例の方が多く、そのよ

うな点について示すべきである。

2）「すすむ」

　「すすむ」については、『広辞苑』『岩波国語辞典』ともに前方移動をする動詞であるこ

とを示し、「さがる」と同様に「三歩すすむ」のような例を出している。実際の使用におい

て「すすむ」は場所名詞句と結びついていない用例（30％）より方向や到着点の名詞句と

結びついた用例（27％、14．7％＝計41．7％）の方が多い。さらに経路と結びつく用例

（18．6％）もみられるので、場所名詞句と結びつく用例は全体の60．3％に達する。『日本

語基本動詞用法辞典』以外の辞書の意味からすると、特に「すすむ」が経路の名詞句と結

びつく側面はあまり表されていない。結合頻度が語彙的意味と関係があることを考えると、

「すすむ」は前方移動であるという意味記述と、方向や経路と結びつく用例を出した方が

「すすむ」の語彙的意味の側面を示すことになるであろう。

3）「とぶ」

　「とぶ」の場合は、『新明解国語辞典』『岩波国語辞典』『日本語基本動詞用法辞典』とも

に、「とぶ」の語彙的意味の多面性を示していると思われる。一方、『広辞苑』には物名詞

や抽象名詞を移動体とする用例が載っている。しかし「とぶ」は物名詞や抽象名詞より有

情物が移動体として現れる場合が多く見られるので、空間的移動の意味記述の場合は、有

情物移動体の用例が優先されるべきであると思われる。

221

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



6．1．7．現行の辞書の意味記述、用例に対するまとめ

　以上、現行の四冊の辞書の移動動詞に関する意味記述や用例提示について考察を行った。

多くの部分が本稿で考察したことと共通するが、次のような点において問題点が指摘でき

る。

1）実際の使用頻度に基づく記述が充分になされていない。

2）多側面の語彙的意味をもつ動詞の語彙的意味の側面があまり反映されていない。

3）文型を示し、それぞれの動詞の結びつく格を表しているが、それがどのような意味

　をもつものであるかは示されておらず、動詞の語彙的意味を把握することが難しい。

6．2．本稿の考察に基づく試案

　6．1．2～6．1．6まで四冊の辞書の意味記述や用例提示にっいて再考し、不十分な意味記述や

用例提示などについて考察してきた。この節では、本稿で考察したそれぞれの動詞の語彙

的意味に基づき、移動動詞の新たな意味記述や用例提示の試案を提示する。その際、現行

の辞書に比べ、大きく次のような点を改善している。

1）結合頻度から見つけ出した範疇的意味に基づく意味記述を示す。

2）多側面の語彙的意味をもつ動詞の場合は、それぞれの側面を示す。

3）結合頻度から最も多く現れる格順に示す。

4）文型を示す際に、それぞれの結びつく名詞句の意味を示す。

5）意味の説明と文型と用例を分けてそれぞれ示す。

6．2．1．本稿の試案の特徴

　考察動詞全体に対する意味記述を示す前に、いくつかの動詞の意味記述を例に示し、現

行の辞書とどのような点が異なるかを示す。

　まず、二側面動詞の意味記述・用例提示の仕方について、「ぬける」を例にして説明する。

「ぬける」は経由点を通り抜ける経由動作を表すと共に到着点への位置変化を表す、二つ

の語彙的意味の側面をもつ動詞である。しかし、現行の辞書からは、「ぬける」の二つの語

彙的意味の側面を確認することは難しい。考察した四冊の辞書のうち、『広辞苑』『新明解

国語辞典』『岩波国語辞典』の三冊は、いずれも経由点を通り抜ける経由動作のみを表し、

到着の位置変化についての記述や用例はあまり示されていない。『日本語基本動詞用法辞

典』においては，「ぬける」の二つの語彙的意味の側面を示しているかのようにも見えるが、

充分な記述ではないと思われる。本稿の試案とどのような点が異なるかを示すために，「ぬ
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ける」についての『日本語基本動詞用法辞典』の記述と本稿の試案を次の表4に示す。

表28「ぬける」に対する現行の辞書記述と本稿の試案

『日本語基本動詞用法辞典』 本稿の試案

ぬける （5）ある場所を通って向こう側へ出る。または、 ・ある場所を通って向こう側に出る。
道やトンネルなどが向こう側に通じる。 〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経由点］｛ヲ｝

《文型a》［人・乗り物］｛が／は｝【所］ヲ抜ける ぬける】

例）僕は森を抜けて野原へ出た・トラック （例）大治郎は雑木林をぬけた

がトンネルを抜けた 〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：到着点］｛二
《文型b》［道】｛が／は｝（［所］｛に／へ｝）抜ける ／へ｝ぬける】

例）このトンネルは海岸に抜ける・ （例）私は霞町にもどって広尾へ抜けた

この道は駅前へ抜ける

　『日本語基本動詞用法辞典』のような記述や用例提示からは、「ぬける」は有情物移動体

の場合、経由動作のみを表す動詞であることになる。しかし、本稿の試案のように示すと、

「ぬける」が経由点を通り抜ける動作を主に表しながら、到着の位置変化をも表す動詞で

あることが明らかである。また結びつく名詞句がどのような意味を表すか（到着点か目的

地かなど）も明確である。

　次に、類似の意味をもつ動詞の意味記述・用例提示の仕方について、〈方向志向動詞〉

を例にして、現行の辞書と本稿の試案との違いを示すことにする。現行の辞書としては文

型などが示されている『日本語基本動詞用法辞典』の記述を示す。

表29　〈方向志向動詞〉に対する現行の辞書記述と本稿の試案

『日本語基本動詞用法辞典』 本稿の試案

さがる （3）それまでいた部屋から退出する，または， ・前方から後方へ移動する。
後ろへ移動する。 〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：方向，到着
《文型》【人】｛が／は｝（【所】｛から／を｝） 点］｛二／へ｝さがる】

（【所】｛に／へ／まで｝）下がる （例）兵士たちははるか後方にさがり，戦後
（例）妻が客間から居間【台所】に下がった・ 処理をした・私たちは茶の間へ下がって，
後ろへ下がる・一歩下がる お茶を飲んだ

すすむ （1）ある物が前の方に動いたり，移動したりす ・前方のほうに移動する。
る。 〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：方向，到着

《文型》【人・組織・生き物・乗り物・物】｛が 点］｛二／へ｝すすむ】

／は｝（【道・所】を）（【所】から）【所】｛に／ （例）早瀬は玄関の方へ進んだ・前の方に三
へ｝進む 歩進んだ・彼は社殿に進んだ
（例）新入生が校門から講堂に進んだ・象の ・前の方に向かってある場所を移動していく。

群が草原を進む 〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝

すすむ】

（例）五人は並んで細い道を進んだ
とぶ 鳥。昆虫。飛行機。物などが空中を移動する。 ・鳥，飛行機などが空中を移動する。

《文型》【人・生き物・物】｛が／は｝（［所］を） 〔文型〕【有情物／無情物｛ガ／ハ｝とぶ】
（［所］から）（［所］｛に／へ｝）飛ぶ （例）鳥が飛んでいる・ほこりが飛んだ
（例）飛行機が空を飛ぶ・ボールが外野席へ ・ある方向や場所に向かって空中を通って移

飛んだ 動していく
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：方向，目的

地】｛二／へ｝とぶ】
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（例）ハエは老人の方へ飛んだ・飛行機は南
　の方に飛んだ・山本はブインに飛んだこと
　がある

・空中を進んでいく
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝【場所：経路］｛ヲ｝

とぶ】

（例）飛行機はシベリア上空を飛んだ

　〈方向志向動詞〉の「さがる」「すすむ」「とぶ」はそれぞれ異なる語彙的意味の側面を

もちつつも、方向の「二格／へ格」名詞と最も多く結びつき、ある方向に移動するという

共通の意味をもつ動詞である。ところが、現行の日本語辞書の記述からはこれらの動詞が

共通する意味をもっていることをうかがうことはできない。

　しかし、本稿のように、意味記述のみではなく、それぞれの動詞の取る文型とそれぞれ

の名詞句の表す意味を記述すると、三つの動詞の共通点と相違点とが分かりやすくなる。

すなわち、「さがる」「すすむ」「とぶ」が方向を表すという共通性をもつ動詞であること、

そして、共通する意味のみではなく、「さがる」「すすむ」は到着の位置変化をも、「すすむ」

「とぶ」は経路を通る経路動作をも表し、「とぶ」は場所名詞句との結びつきなしで、移動

様態を表すというように、それぞれの動詞が異なる意味の側面をも合わせもっていること

も確認できるのである。

6．2．2．移動動詞全体の意味記述

　6．2．1で、二つのタイプを例にとって現行の辞書とは異なる本稿の試案の特徴を示した。

以下では、本稿で考察対象とした全ての動詞についての空間的移動の場合の意味・文型・

用例を示す。動詞の順は第2章で分類した順（表11の順）である。

〈1＞出発志向動詞

動詞 意味・文型・用例

はなれる ・もといた場所から遠ざかる。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所／物：出発点］｛ヲ／カラ｝はなれる】

@　　【有情物｛ガ／ハ｝［人：出発点］｛カラ｝はなれる】

@　　【有情物｛ガ／ハ｝【人のトコロ、前など相対名詞：出発点］｛ヲ｝はなれる】

@　（例）彼は防波堤を離れた・課員は持ち場から離れる・僕はお父さんから離れ、先生の
@　　　　ところへ行った・主任の前を離れた
k文型〕【無情物｛ガ／ハ｝【物／場所：出発点］｛ヲ／カラ｝はなれる】

@　（例）秋山の木刀が手から離れた・シャンデリアが天井を離れた
たつ ・もといた場所から離れ、別のところに向かって行く。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：出発点］｛ヲ／カラ｝たつ】

@　（例）彼は東京を発った
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点］カラ）【場所：目的地］｛二／へ｝たつ】

@　（例）主人はアメリカに発った・彼女は明日東京からニューヨークに発つ
さる ・その場所から離れる。もといた場所から目的地に向かって出発する。無情物が移動体とし

ﾄ現れるのは難しい。
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〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：出発点］｛ヲ／カラ｝さる】

（例）先生が教室を去った・太郎は若者の前から去った
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点］カラ）【場所：目的地］｛二／へ｝さる】

（例）彼女は郷里へ去った

おりる ・上の方から下の方へ移動する。・上の方から下の方へ出発する。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：出発点］｛ヲ／カラ｝おりる】

（例）彼は舞台をおりて、観客間を歩き回った・彼は屋根から降りた
〔文型〕【無情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点］カラ［場所：到着点】｛二／へ｝）おりる】

（例）幕がおりる

・上の方から下の方の場所に位置変化する。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点］カラ）［場所：到着点］｛二／へ｝おりる】

（例）彼女は土間に降りた・彼女は2階から1階に降りた
・上から下に向かってある場所を通っていく。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝おりる】

（例）外山は階段を降りた

〈2＞経由志向動詞

動詞 意味・文型・用例

すぎる ・ある場所を通り抜けて移動する。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経由点］｛ヲ｝すぎる】

@　（例）バスは交差点を過ぎた
よぎる ・その場所を横切るように通過する。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経由点］｛ヲ｝よぎる】

@　（例）徹吉は蔵の横手をよぎった
こえる ・障害となる場所や物を通り過ぎてその先へ行く。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経由点］｛ヲ｝こえる】

@　　（【有情物｛ガ／ハ｝［場所：出発点］｛カラ｝［場所：到着点］｛二／へ｝こえる】）

@　（例）みんなは峠を越えた・私はロータリーを越えて、古本屋へ向かった
@　（例）彼は黒部川の上流を左に眺めながら、富山県から長野県側に越えた

くぐる ・（身をかがめて）物の下や狭い所を通過する。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経由点】｛ヲ｝くぐる】

@　（例）学生が真面目な顔をして校門をくぐった・二人はペンキ塗りのアーチをくぐった
ぬける ・ある場所を通って向こう側に出る。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経由点］｛ヲ｝ぬける】

@　（例）大治郎は雑木林をぬけた
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：到着点］｛二／へ｝ぬける】

@　（例）私は霞町にもどって広尾へ抜けた
わたる ・一福ﾌ側からある所を通って他方の側に移動する

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経由点］｛ヲ｝わたる】

@　（例）彼は横断歩道を渡った
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：到着点］｛二／へ｝わたる】

@　（例）宣教師たちは小船で島に渡った
とおる ・ある場所を進んで抜ける。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経由点］｛ヲ｝とおる】
@　（例）山本と一行は逸見の波止場の門を通った・ある場所を通り過ぎていく。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝【場所：経路］｛ヲ｝とおる】

@　（例）タクシーが市内を通った

〈3＞経路志向動詞

動詞 意味・文型・用例

めぐる ・あるところから出発していろいろなところを回っていく。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝めぐる】
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つたう

まわる

たどる

ぶらつく

うろつく

さまよう

くだる

はう

あるく

かける

およぐ

すべる

（例）僕は街をめぐった

・物や場所に沿って離れないように進んでいく。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝【場所：経路］｛ヲ｝つたう】（主に「つたって」で現れる）

　　（例）彼は廊下をつたって本堂裏へきた・その小勢があぜ道をつたいながら城にむかっ

　　　　て近づいてきた
〔文型〕【無情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝つたう】

　　（例）水が体を伝った・涙は頬をったって硬い岩盤の上に落ちた
・あるところからぐるりと円を描くように移動する。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路】｛ヲ｝まわる】

　　（例）私は金沢の市内を回った
・ある方向に向かって道筋に沿って進んでいく。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝【場所：経路］｛ヲ｝たどる】

　　（例）私は金閣への道を辿った

・特別な目的無しにぶらぶらと歩き回る
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝1場所：経路］｛ヲ｝ぶらつく】

　　（例）初老の紳士が村の中をぶらついた

・ある範囲内をあてもなく歩き回る。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝うろつく】

　　（例）怪しい者が平野屋のまわりをうろつく

・目的地も定まらずひたすら歩き回る。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝さまよう】

　　（例）彼は街をあちらこちらとさまよった

・高いところから低いところへある経路を通って移動する。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝（【場所：到着点、方向］｛二／へ｝）くだる】

　　（例）私は丘を下った・光秀は南山城の野を南にくだった
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点］｛カラ｝）［場所：到着点］｛二／へ｝くだる】

　　（例）俊一は浜辺へくだった・私たちは八ヶ丘から藤沢に下った
・手足または体を地面・床につけた状態で進んでいく。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝はう】

　　（例）彼は這いながら、一歩一歩と山の頂上に近づいていった
・手足または体を地面・床につけた状態である経路を進んでいく。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝【場所：経路】｛ヲ｝（【場所：方向】｛二／へ｝

デ｝）はう】

　　（例）加藤は雪の上を這った

（［場所：到着点】｛マ

・両足を使って一歩一歩進んで移動する。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝あるく】

　　（例）私は寒くて震えながら歩いた・彼は歩いて下宿へ帰った
・歩いてある方向に向かっていく。ある経路を進んでいく。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝（【場所：方向】｛二／へ｝）（［場所：到着点］｛マ

デ｝）あるく】

　　（例）三原は札幌市内を歩いた・赤兵衛は京の町を西へ歩いた・先生は職員室の方に歩
　　　　　いた・彼は会社まで歩いた
・早く走る。

〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝かける】

　　（例）私は総門を出ると一散に駆けた
・ある経路を早く走って移動する。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝（［場所：方向］｛二／へ｝

デ｝）かける】

　　（例）われわれは廊下を駈けた・彼は尾根道を北に駈けた

（【場所：到着点］｛マ

・手足やひれを動かしながら水面または水中を移動する
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝およぐ】

　　（例）船長と乗組員は泳いで岸に辿りついた
・ある経路を、泳いで移動する。または目的地まで泳いで移動する。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝（［場所：方向】｛二／へ｝

デ｝）およぐ】

　　（例）川面を白鳥が泳いだ・私は必死で浅橋まで泳いだ

（［場所：到着点］｛マ

・なめらかに進んでいく。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝すべる】
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はしる

　　（例）飛行機が滑るように着陸した
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝（［場所：方向］｛二／へ｝）（傷所：到着点］｛マ

デ｝）すべる】

　　（例）子供が廊下を滑って入り口まで行った。

・両足を交合に動かし、速い速度で移動する。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝はしる】

　　（例）彼は長い手足をアヒルのようにぶきっちょに振って走った
・ある経路を早く走って移動する。または目的地に向かって移動する。
〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝（［場所：目的地］｛二／へ｝）（［場所：到着点】｛マ

デ｝）はしる】

　　（例）三人はドタドタと廊下を走った・自動車は雪の道を浜坂へ走った・彼は学校まで
　　　　　走った

〈4＞到着志向動詞

動詞 意味・文型・用例

いたる ・ある場所に行き着く。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点］｛カラ｝）［場所：到着点］｛二／へ｝いたる】

@　（例）田淵さんは汽車に乗って下深川に到り、そこから徒歩で広島に入った
うつる ・今までとは異なる位置に移動する。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点］｛カラ｝）［場所：到着点］｛二／へ｝うつる】

@　（例）私と小男は居間に移った・彼女は一階から2階へ移った
つく ・人や物など他のところから移動した結果、ある場所に到着する。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点］｛カラ｝）［場所：到着点］｛二／へ｝つく】

@　（例）バスは八時に室津に着いた・明日彼が東京から博多に着く
k文型〕【無情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点］｛カラ｝）（［場所：到着点］｛二／へ｝）つく】

@　（例）一日遅れて葉書がっいた
おもむく ・用事などであるところに向かって行く。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：到着点］｛二／へ｝おもむく】

@　（例）所長は東京へ行って、本店に赴いた
しりぞく ・後ろに向かって移動する。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（距離）［場所：到着点】｛二／へ｝しりぞく】

@　（例）彼は一歩退いた・彼らはさっさと退いた・作造は書院へ退いた
むらがる ・多くの人や動物がある所に集まる。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：到着点］｛二／へ｝むらがる】

@　（例）子供たちが広場にむらがった
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝むらがる（主にテ形で現れ、他の動作の状態を表す）】

@　（例）町の人が群がって話し合っている
あつまる

ﾞれる

・多くの人や物が一ヶ所に移動する。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：到着点】｛二／へ｝あつまる】

@　　　【有情物｛ガ／ハ｝あつまる】

@　（例）研修生たちが食堂に集まった・親戚の人が集まって、こたつを囲んでいる
k文型〕【無情物｛ガ／ハ｝　（［場所：到着点】｛二／へ｝）あつまる】

@（例）材料が集まった・支援物資が港に集まった

人や動物が一ヶ所に集まる。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：到着点］｛二／へ｝むれる】

@（例）バッファローが谷間に群れ、女たちは戸口にその姿を見せていた
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝むれる】

@（例）男が四、五人群れて、がやがやと議論している
もどる ・ある場所からいったん移動した者が、再び元いたその場所に帰る。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（【場所：出発点］｛カラ｝）［場所：到着点］｛二／へ｝もどる】

@　（例）俊介はタバコをふかしながら部屋に戻った
E元いた場所に帰るために道など経路を通っていく
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝はいる】

@　（例）私はかゆっくり地下道を戻った

227

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



いく ・ある場所から他のところへ移動する。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：到着点】｛二／へ｝いく】

@　（例）二人は出版社へ行った・理一は家から会社に行った・ある場所へ移動するために道などを通っていく

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝（［場所：到着点、方向】｛二／へ｝）いく】

@　（例）彼は街道をまっすく行った・桃子は青山の電車通りを渋谷の方に行った
かえる ・本拠地に移動する。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　【場所：到着点］｛二／へ｝かえる】
@　（例）公文は自分の部屋に帰った・ある場所へ移動するために道などを通っていく。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝（［場所：到着点、方向］｛二／へ｝）かえる】
@　（例）彼は来た道を歩いて帰った・その場からいなくなる。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝かえる】

@　（例）客が帰った
Eある場所を経由していく。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経由点］｛カラ｝かえる】

@　（例）裏道から帰る
くる ・話し手や話題になっている場所・人のところに移動する。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：到着点］｛二／へ｝くる】

@　（例）友達が家に来た・彼は大阪から東京に来た
k文型〕【無情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点】｛カラ｝）（［場所：到着点］｛二／へ｝）くる】

@　（例）年賀状が来た・アメリカから石油が来た・道など経路を通っていく

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路】｛ヲ｝くる】

@　（例）彼は細い道を来た
はいる ・外部からある領域、場所の中へ移動する。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点］｛カラ｝）［場所：到着点］｛二／へ｝はいる】
@　（例）太郎は駅前のパチンコ屋に入った・一行はポーランドからソ聯領に入った・ある通過点を通って中に移動する。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝【場所：経由点］｛カラ／ヲ｝（［場所：到着点］｛二／へ｝）はいる】

@　（例）彼は門を入ると、庭の方へ行った・加藤は従業員の出入り口から店に入った
でる ・中から外に移動する。ある場所に行く。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：到着点】｛二／へ｝でる】
@　（例）彼は庭に出た・私はすっかり暗くなった街に出た・ある場所から離れる。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝【場所：出発点］｛ヲ／カラ｝でる】
@　（例）彼女は部屋を出た・太郎は駅長室から出た・彼女は家から外に出た・中から外に移動するため経由点を通過する。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝【場所：経由点］｛ヲ／カラ｝でる】
@　（例）彼女は改札口を出た・加藤は二階へ行って窓から出た・物などが現れる。

k文型〕【無情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点】｛カラ｝）（［場所：到着点］｛二／へ｝）でる】

@　（例）コーヒーが出た・上着のポケットから名刺入れが出た・サラダが食卓に出た
あがる

ﾌぼる

・下から上へ移動する。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：到着点】｛二／へ｝あがる】
@　（例）加藤は二階にあがって、手紙を書いた・下から上の方へ向かって階段や坂などある場所を通っていく

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝【場所：経路］｛ヲ｝はいる】

@　（例）鮎太は階段を上がった
・高いところへ移動する。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（【場所：出発点］｛カラ｝）［場所：到着点］｛二／へ｝のぼる】

@　（例）彼は展望台にのぼった
k文型〕【無情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点】｛カラ｝）（［場所：到着点］｛二／へ｝）のぼる】

@　（例）朝日がのぼった・月が山の上にのぼった・高いところに向かって坂道、階段などをあがっていく

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝のぼる】

@　（例）私は坂道を登った
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・ある場所を経由していぐ

〔文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経由点］｛カラ｝のぼる】

　　（例）泉の傍の小道から山を登った

〈5＞目的地志向動詞

動詞 意味・文型・用例

むかう ・ある場所や方向を目指して移動する。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝（［場所：出発点］｛カラ｝）（［場所：経路］｛ヲ｝）【場所：目的地］｛二

^へ｝むかう】

@　（例）私は学校に向かった・彼らは土手道を南に向かった

〈6＞方向志向動詞

動詞 意味・文型・用例

さがる ・前方から後方へ移動する。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：方向、到着点】｛二／へ｝さがる】

@　（例）兵士たちははるか後方にさがり、戦後処理をした・私たちは茶の間へ下がって、

@　　　お茶を飲んだ
すすむ ・前方のほうに移動する。

k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：方向、到着点］｛二／へ｝すすむ】

@　（例）早瀬は玄関の方へ進んだ・前の方に三歩進んだ・彼は社殿に進んだ
E前の方に向かってある場所を移動していく。
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝すすむ】

@　（例）五人は並んで細い道を進んだ
とぶ ・鳥、飛行機などが空中を移動する。

k文型〕【有情物／無情物｛ガ／ハ｝とぶ】

@　（例）鳥が飛んでいる・ほこりが飛んだ
Eある方向や場所に向かって空中を通って移動していく
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝　［場所：方向、目的地］｛二／へ｝とぶ】

@　（例）ハエは老人の方へ飛んだ・飛行機は南の方に飛んだ・山本はブインに飛んだこと

@　　　がある
E空中を進んでいく
k文型〕【有情物｛ガ／ハ｝［場所：経路］｛ヲ｝とぶ】

@　（例）飛行機はシベリア上空を飛んだ

6．3．第6章のまとめ

　第6章では現行の四冊の辞書の意味記述と本稿の考察結果とを対照しながら、辞書の意

味記述や提示された用例の不十分なところを指摘し、第1章～第5章までの全体の考察に

基づく新たな意味記述を提案した。本稿で提案した意味記述や用例提示などは、使用頻度

に基づくものであり、それぞれの移動動詞の文型を示すと同時に結びつく名詞句の意味を

示すことにより、移動動詞の語彙的意味をより正確に把握できることをねらいとするもの

である。この章の目的にも書いたように、辞書は日本語学習者が大いに参考にするもので

ある。特に、中級、上級の学習者は、文を作る際に辞書に記載されている意味や用例を参

考にすることが多々ある。その際に、実際に彼らが接する頻度の高い用例や意味が示され

ていることは、学習効率を高めることになると思われる。使用頻度の低い用例や動詞のも
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つ意味の一側面しか提示されていない辞書の使用は、時には学習者の誤用を招くことにも

なるだろう。

　もちろん辞書には紙面の制約などがあるので、動詞のもつ語彙的意味の全ての側面を載

せることは不可能である。しかし、使用頻度の低い用例から使用頻度の高い用例に換える

ことはそれほど難しいことではない。また、多面性をもつ動詞の側面を示すのも、提示さ

れた用例である程度は解決できるものである。このような使用頻度の高い用例の提示は、

日本語辞書だけではなく、日本語教科書の用例提示についても同様なことが言えるだろう。

語彙的意味の多面性や使用頻度の高さが実用的に辞書の意味記述や日本語教科書にも反映

されることになれば、日本語学習者の学習効率を高めることにもなり、日本語教育にも役

立っものになると思われる。
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