
序章

0．1．研究目的

　本研究は、実際の言語資料に現れる日本語の移動動詞と場所名詞句との結びつき方から

その語彙的意味、特に範疇的意味を明らかにし、範疇的意味が動詞と名詞との結合という

構文的な現象以外の文法現象とも関係があることを示すものである。

　日本語の動詞はそれぞれ異なる格との結びつきをもち、われわれはその結びつきから動

詞の語彙的意味を探ることができる。例えば、次の例をみると、

（1）公園を歩く

（2）公園に着く

　（1）（2）の「公園」という名詞は、それだけでは移動動詞との関係でどのような意味を表す

場所としてはたらくかは分からない。しかし、（1）のように「公園を」というヲ格の形で「歩

く」と結びつくと、「歩く」動作が行われる場所を表し、（2）のように「公園に」という二

格の形で「着く」と結びつくと、到着する場所を表すことになる。（1）の「歩く」は「公園

に」のような二格名詞と結びつくことは難しく、（2）の「着く」は「公園を」のようなヲ格

名詞と結びつくことはできない。このような結びつきをとることから、「歩く」はある場所

を通る動作を表す動詞であり、「着く」はある場所に移動する位置変化を表す動詞であるこ

とが分かる。つまり、各々の動詞のもつ語彙的意味を実現するために、それぞれ異なる結

合能力をもつのである。

　仁田（1982：277）は結合能力について次のように述べている。

　その語義がどういった類、グループに属する語義であるかを示す特徴を、今仮に《範

疇的意義》と呼んでおく。語義が直接ではなく、語義の中に抽象されるところのこの範

疇的意義が、語の結合の力のあり方を決定しているのである。

　仁田（1982）に範疇的意味と単語の結合力との相関性について指摘されているように、動

詞の結合能力から、動詞の範疇的意味1の側面を明らかにすることができる。例えば、次の

1奥田（1979）では、語彙的意味の共通な側面を〈カテゴリカルな意味〉としている。本稿では、一連の
単語の語彙的意味における共通する意味の側面、つまり同じ語彙的意味の側面をもつものとしてグルー一一

プ化できる、一般化して取り出した意味を〈範疇的意味〉と呼ぶ。
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「行く」と「出る」の用例を見よう。

（3）　理一は、この日少生院から会社に行き、行助が保護委員に語った、どうしても修一

　　郎を赦せない、という言葉について考えてみた。（冬の旅）

（4）　七瀬が頼央の住むマンションから、ふたたびなだらかな坂道に出た時、陽はすでに

　　大きく傾いていた。（エディプスの恋人）

　「行く」「出る」は、それぞれの動詞の表す語彙的意味は異なるが、（3）（4）のように「少

年院から／頼央の住むマンションから」という出発点を表すカラ格名詞、「会社に／坂道

に」という到着点を表す二格名詞と結びつき、移動体である「理一／七瀬」が出発点（「少

年院／頼央の住むマンション」）から到着点（「会社／坂道」）に移動するという共通の意味

を表す。つまり、「行く」と「出る」両動詞は、同じ格結合能力をもち、“ある場所からあ

る場所への移動”という範疇的意味をもつ動詞であることが分かる。

　ところが、実際の使用を見ると、同じ範疇的意味をもつ「行く」「出る」は、結びつくそ

れぞれの名詞句との結合頻度において異なる様子を見せることが分かる。以下に述べる本

稿の調査によると、「行く」の用例4，509例のうち、出発点を表す名詞句と結びついた例

は30例（0．7％）、到着点を表す名詞句と結びついた例は2，899例（64．3％）あり、かなりの偏

りが見られる。それに対して、「出る」は2，337例のうち、出発点を表す名詞句と結びつ

いた例が961例（41．1％）、到着点を表す名詞句と結びついた例が1，212例（51．9％）あり、ほ

ぼ同等な結合頻度を示す点で「行く」とは異なる。「行く」や「出る」に限らず、“移動”

という範疇的意味をもつ移動動詞のそれぞれは、実際の言語資料において種々の場所名詞

句との結合頻度において異なる傾向を見せるのである。

　移動動詞と種々の場所名詞句との結びつきのあり方や頻度の偏りがあるのはなぜだろう

か。まず、到着点を表す名詞句との結合頻度が非常に高い「行く」が、出発点を表す名詞

句と結びつく場合と到着点を表す名詞句と結びつく場合とに分けて考える。

（3）’少年院から行く

（3）”会社に行く

　出発点を表す名詞句のみの場合である（3）’をみると、この文は到着点がどこであるのかと

いう疑問が起こりやすい。もちろん、文脈に到着点が示されている場合は、到着点がどこ

であるかという疑問は生じないと思われる。しかし、文脈に到着点が示されることなく、

いきなり（3）「のような文が提示されると、普通は「どこに行ったのだろうか？」と疑問が起
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こるのが自然であろう。それに対して、到着点を表す名詞句のみが現れている（3）”は、出

発点がどこであるかなどの疑問はあまり起こらないと思われる。寺村（1982：103・104）にも、

ある動詞にとって必須の要素が不在の場合、その文は不完全な表現と受け取られ、反問を

誘発すると指摘されている。「行く」は寺村（1982）においても到着点を表す名詞句を必須補

語とする動詞であると述べられている。これは動詞「行く」のもつ語彙的意味を実現する

ためには、到着点を表す名詞句が必要であることを意味するもので、「行く」の語彙的意味

は、ある場所に到着することを表すことに意味の重点が置かれていることを表していると

思われる。このような語彙的意味を有することから、「行く」は到着点を表す名詞句との結

びつきを要求し、実際の使用において到着点を表す名詞句との結合頻度が高いのではない

かと思われる。

　それに対して、「出る」について考察すると、「行く」とは異なる側面を見せる。

（4）’マンションから出る

（4）”坂道に出る

　（4）’は出発点を表す名詞句のみと、（4）”は到着点を表す名詞句のみと結びついているが、

（3）’に比べ、（4）’の文において「どこに？」という疑問、（4）”の文において「どこから？」

という疑問はあまり起こらないだろう。これは「出る」の語彙的意味が、ある場所から出

発することやある場所に到着することの両方の意味に重点が置かれているからであると思

われる。それが「出る」の場所名詞句との結合頻度にも現れ、出発点を表す名詞句との結

合頻度と、到着点を表す名詞句との結合頻度にはそれほど差がなく、主に到着点を表す名

詞句と結びっく「行く」とは異なる傾向をみせるのだと思われる。寺村（1982）において、

「出る」は出発点を表す名詞句が必須補語であるが、実際の使用においては、出発点より

到着点を表す名詞句との結合頻度が高い。必須補語であるならば、最も高い結合頻度で現

れるべきであろう。「出る」がこのような格結合頻度を見せるのは、その語彙的意味と関係

があると考えられる。

　出発点を表す名詞句とも到着点を表す名詞句とも結びつくことができる「行く」「出る」

二つの動詞が、上のような異なる側面をみせるのは、これらの動詞が“移動”という範疇

的意味を有しつっ、異なる語彙的意味の側面をもつからであり、それが実際の結合頻度に

も現れるのだと思われる。

　宮島（1972：674）は「文法現象の量的側面も意味に関係する」と述べ、「歩く」「走る」と

「行く」「来る」を例に語彙的意味と結合頻度の相関性を示している。例えば、「歩く」「走

る」と「行く」「来る」は、「～二／へ」や「～カラ」という到着点、出発点を表すものと
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結びつくことができる、結合能力からすれば同じ動詞である。しかし、移動の方向を示す

「行く」「来る」に比べて、移動の仕方を示す「歩く」「走る」は「～二／へ」や「～カラ」

との結合は非常にまれであり、移動の方向を示すものに比べて、その移動を表すという側

面がかなり弱いことがはっきり言えるとし、結合頻度と語彙的意味が関係することを示し

ている。さらに、宮島（1986；1994：461）は結合頻度調査の意義について次のように述べてい

る。

　可能性としての結合能力だけではなく、結合の量的なあらわれも、格および単語の意

味と相関関係をもっており、単純にはおなじ結合価（結合能力）としてまとめられるも

のが、現象にあらわれるとき、ちがった姿をとることがある。（～著者中略～）意味の

記述は、現象における量的なちがいを説明できなければ、不完全である。

　宮島（1972，1986）に述べられているように、ある動詞がある名詞句と結びつくことがで

きるかどうかという質的な側面からも動詞の語彙的意味を確認することができるが、動詞

と名詞句との結合頻度という量的な側面からの考察によって、さらに詳しく、動詞の語彙

的意味の多様な側面を伺うことができると考えられる。このように考えると、実際の言語

資料において到着点を表す名詞句との結合頻度が極めて高い「行く」は、主に到着を表す

動詞であり、出発点、到着点両方の場所名詞句とほぼ同等な結合頻度を示す「出る」は、

到着のみならず出発をも表す語彙的意味をもつ動詞である。「行く」と「出る」から分か

るように、同じ範疇的意味をもつ動詞であっても、それぞれ異なる語彙的意味の側面をも

合わせもち、実際の言語資料において異なる結合頻度をみせるのである。

　実際の言語資料における結合頻度から動詞の語彙的意味、特に範疇的意味を探ることが

できるという考えに対して、一方では、言語資料に現れた結合頻度は偶然の現象に過ぎな

いと考えることもできるだろう。しかし、結合頻度から考察した移動動詞の範疇的意味の

側面は、他の文法現象にも反映されている。例えば、次のような例をみよう。

（5）山道を歩く／山道を降りる

　「歩く」「おりる」は、（5）のように両方ともヲ格名詞と結びつくことができる動詞であ

り、ある場所を通る“経過”という範疇的意味をもつ動詞であることが分かる。ところが、

それぞれの動詞のテ形は、次の例のように異なるはたらきをする。

（6）一階におりて、勉強する
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（7）一階に歩いて降りる／歩いて1階に降りる

　例えば、（6）は「一階」に移動体が位置変化し、「勉強する」という行為が行われる場所

は「一階」である。それに対して、（7）の「歩いて」は「一階に歩いて降りる」と「歩いて

1階に降りる」の両方の表現が可能であり、それらは同じ意味を表す。つまり、「歩いて」

は「1階に降りる」という移動行為の移動様態を表すものである。移動動詞のテ形が他の

移動行為の移動様態を表すのは、「歩く」のように移動様態を表す動詞の場合に限るのであ

る。実際の言語使用においても、「降りる」は用例のうち場所名詞句と結びっかない用例が

21．1％であるのに対して、「あるく」は場所名詞句と結びつかない用例が60．2％と他の移

動動詞に比べて非常に多く、それらの多くが（7）のようにテ形で現れ、他の移動動詞で表さ

れる移動行為の様態を表す例である。「降りる」と「歩く」が“経過”という範疇的意味を

もちつつも、「歩く」が「降りる」とは異なって、“移動様態”という語彙的な意味の側面

をもっていることが分かる。その異なる語彙的意味がテ形において他の動詞とは異なる側

面を示すのである。「歩く」のように移動様態を表す動詞の場所名詞句との結合頻度にっい

ては、後に本文で詳しく考察するが、その語彙的意味の特徴はこのような文法現象からも

確認することができるのである。

　そこで、本稿では、実際の言語資料から移動動詞の語彙的意味、特に範疇的意味を考察

する実証的な研究を行う。まず、言語資料における移動動詞と場所名詞句との結合頻度か

ら移動構造と移動動詞の範疇的意味を示す。そして、範疇的意味の側面から分類した移動

動詞が、複文や複合動詞の語構成などにどのように現れるかを考察しっつ、範疇的意味と

文法現象との関係を示すのが本稿の目指すところである。

0．2．先行研究

　日本語の移動動詞に関して、これまでに多くの研究が行われてきたが、それらは大きく、

1）意味特徴、成分分析による分析、2）格支配・構文特徴による分析、3）認知的観点に

よる分析の3つに分けることができるだろう。

O．2．1．意味特徴、成分分析による分析

　意味特徴、成分分析による分析は多くあるが、代表的なものとして、宮島（1972）、

Talmy（1985）、影山（1996a）などがある。

　まず、宮島（1972）は、動詞の意味・用法を記述するため、1対の単語（または単語群）

の意味を区別する特徴を〈意味特徴〉とし、ある意味特徴から一つの単語と他の単語との

作り出す関係（類義、反対、上位下位の関係など）のみならず一つの単語の中におけるい
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くつかの意味の相互関係、さらに一つの意味を構成するいくつかの意味的特徴の相互関係

などを記述している。その中で、「動作・作用の属性」の意味特徴として「1．段階、2．量・

程度、3．いきおい、4．はやさ、5．方向、6．距離、7．回数、8．手段・方法、9．態度、10．ようす」

の10項目が挙げられている。ここでは移動動詞に関するもののみを取り上げよう。

　宮島（1972）は、「1．段階」の中にさらに「移動の段階」という意味特徴を立て、ある動詞

が移動の開始の段階（すなわち出発）を表すのか、終了の段階（すなわち到着）を表すの

か、つまり移動の開始から終了にいたるまでのどの段階に重点をおいて表現するかという

広い意味でのアスペクト的な違いによって、移動動詞を4類に分けて考察している。これ

らの4類は、1）「～ている」形において、主として動作の進行を表すか、結果を表すか（①③

は結果、②は進行、④は結果、進行）、2）「～ていく／てくる」形があるかどうか（①②④

はあるが、③はない）、3）経過点を表す「～を」をとるかどうか（②④はとるが、①③は

とらない）のようなアスペクト的な意味や形式にそれぞれ特徴がある。

①出発の段階に重点があるもの：「でかける」「出発する」の類

　　：「でかける・（でる2）・出発する＿」

②経過の段階に重点があるもの：「むかう」「とおる」の類

　　a）　方向性のつよいもの：「めざす・むかう・近づく＿」

　b）　方向性のよわいもの：「とおる・わたる・こえる・つたう・よこぎる＿」

③到着の段階に重点があるもの：「つく」「とどく」の類

　　：「つく・とどく・いたる・達する＿」

④全部の段階を含むもの：「いく」「はいる」の類

　　　「いく・くる・のぼる・はいる＿」

　しかし、同じ段階を表すとされている動詞でも、それぞれ異なる性質をもつ動詞もある。

例えば、宮島の④類の動詞は、移動の全段階を含むもので、複数の移動の段階を表す動詞

であるが、ここに属する動詞はそれぞれ異なる側面を示している。例えば、「～テイル」形

において、「いく」「くる」「はいる」は到着の位置変化の結果継続を、「のぼる」は動作継

続を表し、それぞれの動詞の異なる性質をうかがうことができる。また、後に詳しく見る

が、一つの段階のみを表す動詞がある一方で、二つの段階を表せる動詞もある。したがっ

て、そういったことを考慮して、さらに詳しい分類が必要であると思われる。

　Talmy（1985）は、移動という事象の意義素を、移動（Motion）、移動体（Figure）、場所

2宮島（1972：207）は、「でる」の基本的な意味である、外への移動の場合は、「裏門を出る」のように経

過点を示す「～を」を取りうるので、④類（全段階を含むもの）に属するとしている。
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辞（Path）、目的地・背景（Ground）、様態／原因（Manner／Cause）に、表層要素を、動

詞（Verb）、前置詞（Adposition）、従属節（Subordinate　clause）、付属辞（Satellite）に

分け、意味分野と表層表現の分野において、個々の要素を分離することが可能であるとし

た。この意義素がある特定の形態素と結びつくときに、語彙化が起こるが、それは次の3

つの語彙化のパターンで表されることを提示した。そして、多くの言語の移動動詞がこの

パターンのいずれかに当てはまる構造をもっているとしている。

①Motion＋Manner／Cause

②Motion＋Path

③Motion＋Figure

　①のパターンには中国語、ロマンス語を除く印欧諸語（英語が最も典型的）、②のパター

ンにはセム語、ポリネシア語、ロマンス語（スペイン語が最も典型的）、③のパターンには

英語の一部（rainなど）が属しているとしている。また、意義素の中でGroundが融合さ

れるのは難しいと主張している。

　Talmy（1985）に倣った研究としてルタイワン（1997）をあげることができる。ルタイワン

は日本語を対象に考察し、Talmy（1985）が分類した動詞の語彙化のパターンにGroundが

融合されるのは難しいとしているのに対して、日本語の場合、「出港する」「登山する」「帰

郷する」のように「港／山／郷」のようなGroundが融合されていることを提示し、Ground

が融合されているものの存在を示したことに意義があると言える。

　影山（1996a）も、Talmy（1985）の意味概念を用いて移動動詞のタイポロジーを提案してい

るが、スペイン語や日本語の場合は、様態概念を移動の概念に融合させることができない

としている。そして、移動動詞が様態を表すかどうかは重要ではなく、動詞に伴う場所表

現の性質の違いが重要であると指摘し、日本語の場合、移動動詞は次のように〈起点／着

点指向〉と〈経路指向〉の二つに分類できると述べている。

①起点／着点指向の移動動詞：

　　入る、着く、到着する、離れる、出発する

②経路指向の移動動詞：

　　歩く、走る、泳ぐ、飛ぶ、転がる、滑る、這う、うろつく、漂う、さまよう、

　　横切る

影山（1996a）は①の動詞を〈起点／着点指向動詞〉、②の動詞を〈経路指向動詞〉とし、
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〈経路指向動詞〉は到着点と結びつくことが難しく、また結びついたとしても最終的に到

着点までの到着を意味しないという日本語の移動動詞の特徴を取り出し、経路指向動詞の

移動経路の図式化を試みたことにおいて意義があると思われる。

　しかし、影山（1996a）が取り上げていない動詞の中で、「わたる」「おりる」「のぼる」の

ような動詞は、〈着点指向〉と〈経路指向〉の二つの語彙的意味の側面をもつ動詞と考えら

れる。また、経路指向動詞とされている動詞の中で「はしる」「とぶ」は、他の動詞とは異

なって、到着点との結びつきはそれほど難しくない。このように日本語の移動動詞を二分

することは、「わたる」「おりる」「のぼる」のように経路指向以外に着点指向の両方を表せ

る動詞も区別なく扱われることになり、異質なものを同類にするという問題を生み出すこ

とになるだろう。

　以上、意味特徴、成分分析による先行研究を概観した。これらはある意味特徴に沿って

移動動詞を考察することが出来るという点では優れていると思われる。しかし、それぞれ

の研究は、動詞の語彙的意味の一つの側面しか考察されないため、動詞の多側面的な性質

を見ることは難しいと思われる。

0．2．2．構文特徴・格支配による分析

　動詞の結びつく格による考察を行った先行研究は、大きく、動詞のとる構文特徴から動

詞を分類したものと、必須度や結合度の高い格に重点をおいて分類したものとに分けるこ

とができる。前者のような観点からの研究には森田（1976）、森山（1988）があり、後者のよ

うな観点からの研究には寺村（1982）、宮島（1986）がある。

　まず、動詞のとる構文特徴から動詞を分類している森田（1976）、森山（1988）は、移動動

詞のみの研究ではないが、取り上げられている動詞の中で本稿で移動動詞としている動詞

を取り出して考えてみよう。

　森田（1976）は、動詞のその文脈内における意味特徴（意味の強調される部分）は、格に

支配される面が大きく、述語動詞の意味にかかわる主要な格こそ分類の基準となすべきで

あるとしている。そしてそれの組み合わせが〈文型〉を形作るとし、〈動詞文型〉をあげて

いる。森田（1976）が取り上げている文型の中で〈場所文型〉（森田（1976；1994：38－39））は、

本稿での移動動詞に相当するもので、次のようである。

・（場所）二・デ自V

・（場所）デ・ヲ自V

・（場所）ヲ自V

…　　集まる

…　　泳ぐ

…　　通る、越える
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・（場所）ヲ（場所）へ自V

・（場所）ヲ・カラ自V

・（場所）カラ（場所）へ・二自V

・（場所）二・へ自V

…　進む、歩く、戻る、上る

…　　発つ、降りる、離れる

…　　行く、向かう、昇る、はいる

…　着く、退く

　森山（1988）も動詞が必須とする「格のパターン」を考え、「格のパターン」による分類を

行っている。その中から移動動詞に関するもののみを取り上げると、次のとおりである。

・［ガ］型：無変化類（自他対応のないもの）：泳ぐ、歩く、など

・［ガ、カラ／ヲ］型（「出発動詞句」）：出る、離れる、去る

・［ガ、カラ、二／へ］型：

　a．起点に重点があるもの（「出発動詞句」）：離れる

　b．移動全体が取り上げられるもの

　　①「単純移動動詞句」：上がる、移る、下がる、渡る、集まる、行く、来る、

　　　　進む、入る、向かう、もどる

　　②「移動形態を表す動詞句」：歩く、泳ぐ、飛ぶ、走る

・［ガ、ヲ］型（「経路動詞句」）：過ぎる、越える、通る、廻る

　森田（1976）も森山（1988）も動詞が結びつく格を構造としてあげており、動詞の結合能力

から動詞の語彙的意味の性質をうかがうことができる。ところが、同じ格のパターンをも

つ動詞とされているものの中でも、実際の使用を見ると、必須とする格のパターンをとる

結合頻度がそれぞれ異なり、結びつきうる格の全てと同等な関係で結びっくわけではない。

寺村（1982）や宮島（1972，1986）にも述べられているように、動詞の結びつく結合能力だけ

ではなく、結合必須度も動詞の語彙的意味と深い関係があると考えられる。

　次に、必須度や結合度の高い格に重点をおく先行研究について概観する。寺村（1982）は、

それぞれの動詞と結びつく名詞句が必須補語であるか、あるいは準必須補語、副次補語で

あるかという構文的特徴から移動動詞を次の4つに分類している。

①「出ル」動き（出どころが必須補語）：出る、離れる、おりる、去る

②「通ル」動き

　　A類（通りみちが必須補語、出どころ、到達点が副次補語）

　　　　通る、過ぎる、渡る

　　B類（通りみちが準必須補語、出どころ、到達点が副次補語）
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　　　　歩く、走る、馳ける、進む、とぶ

③「入ル、着ク；泊マル」類（到達点が必須補語、出どころが副次補語）

　　：入る、着く、上がる、至る、降りる、移る、向かう、進む、退く、集まる

④「行ク」「来ル」「帰ル」「戻ル」（境遇性の介入）

　　「行く」（到達点が必須補語、出どころが副次補語）

　　　「来る、帰る、戻る」（出どころ、到達点が副次補語）

　寺村（1982）は、動詞の結びつく名詞句はそれぞれ必須度があり、その必須度によって動

詞の語彙的意味の重点がどこにあるのかを明らかにしている。結びつく名詞句の必須度は、

動詞の意味のあり方を考える際に非常に重要なことであると思われる。しかし、ある場所

名詞句が必須か準必須か副次的であるかというのを判断するのは非常に難しい。その場合、

動詞と名詞句との結合頻度が、必須度を判定する一つの方法として考えられる。

　宮島（1986）は、移動動詞と場所名詞句との結合頻度に基づいて移動動詞を分類するとい

う、動詞の意味研究に対する一つの方法論を提示した。宮島（1986）は国立国語研究所所蔵

の現代雑誌90種調査資料から、計5回以上でてきた動詞（異なり語数30の移動を表す和

語単純動詞に、その単純動詞の「～テイク／テクル」形を合わせた計54の動詞）を対象

に格との結合頻度を調査した（用例総数2，648例）。宮島（1986）での格とは形式的な格では

なく、意味的な格であり、例えば、二格、へ格、マデ格を到着点の格としている。その結

果によって、「～テイク／テクル」形は除いて、出現度数20以上の基本的な動詞を、2番

目の要素まで考慮して次のように分類している。2番目の要素が10％に満たないものは〈純

粋～型〉とされている。宮島（1986）には、「到着点」「出発点」「経過点」の格とそれぞれの

動詞との結合比率が示されているが、ここでは省略し、それぞれの型に属する動詞のみを

示す。

〈到着点志向型〉

純粋到着型：もどる、はいる、いく、いれる、かえる、くる、あげる

到着出発型：かよう、はこぶ、おちる、でる、おろす、だす

到着経過型：あがる、のぼる

〈出発点志向型〉

出発到着型：おりる

〈経過点志向型〉

純粋経過型：とおる、あるく

経過到着型：わたる、とぶ、はしる

10

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



　分類されている動詞をみると、例えば、「わたる」「とぶ」「はしる」をそれぞれ一つの性

質をもつ動詞としてではなく、経過と到着の複数の性質をもつ動詞であるという動詞の語

彙的意味の多面性を示し、他の先行研究とは異なる結果を示している。特に、「とぶ」「は

しる」を「あるく」とは異なる型に属する動詞として分類しているのは、他の研究には見

られないことであり、「あるく」とは異なる「とぶ」「はしる」の語彙的意味の側面を明ら

かにしている。

　上述したように、ある動詞とある格との結びつきが、必須であるかどうか、どれぐらい

の必須度があるかを判断するのは非常に難しい。また、能力としては同じ結合能力をもつ

動詞であっても、動詞の語彙的意味の違いによって、結合可能な格との結びつきにおいて

異なる結合頻度を示す場合もある。このような問題を解決するためには結合頻度調査が一

つの有効な方法になるだろうし、それに基づいた考察は、より正確な動詞の語彙的意味の

把握を可能にすると思われる。このようなことを考えると、実際の使用における結合頻度

を調査することによって動詞の語彙的意味を分析した宮島（1986）は大きな意義があると言

える。

0．2．3．認知的観点からの分析　一虚構移動一

　移動動詞を認知的観点から分析した代表的な研究としては松本（1997）をあげることがで

きる。松本（1997）は、移動という表現を表すための構成要素があり、移動のどの側面を動

詞で表現し、どの側面を他の語句（名詞句、前置詞句、副詞句など）で表現するかについ

て日本語と英語の移動表現を対照しながら、両言語が異なる性質をもちつつも、共通性を

見せていることを述べている。そして、基本的な移動表現の拡張の例として、主観的移動

表現を考察している。ここで主観的移動というのは、物理的な移動表現の拡張として、「そ

の山脈は南北に走っている」のように固定している場所を描写するもので、実際に行われ

る移動ではなく、認識的なものであり、いわば虚構的なものである。

　松本（1997）はTalmy（1996）に倣って分析を行い、主観的移動を〈虚構移動〉とし、（8）の

ように主語で表されている物体の位置、範囲などが移動動詞を用いて表現されている〈範

囲占有経路表現〉、（9）のように主語で表された物体の位置が、そこへ行くための経路によ

って表現されている〈到達経過表現〉の二つに大きく分けている。

（8）a．The　highway　ran　from　Los　Angeles　to　New　York．

　b．そのハイウエイは東京から新潟へ走っている。（松本（1997）：207）

（9）a．There　is　a　church　across　the　street　from　here．

　b．道路を渡ったところに教会がある。（松本（1997）：207）
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　松本（1997）は、虚構移動表現の場合も日本語と英語の両言語に共通性が見られるが、そ

れは認知・機能的な基盤に基づくものであるとしている。それから、虚構移動表現におけ

る両言語の相違点は、特定の表現の認知・機能的な基盤とは独立して、言語の表現形式が

異なりうることを示していると述べている。また、虚構移動表現は言語の背後にある外界

認知のプロセスを反映しながらも、各言語の言語形式に制約され、また慣習化されて成立

していると述べている。

　移動動詞に関する多くの研究が主に物理的な位置変化にのみ注目しているのに対して、

松本（1997）は虚構移動表現まで取り上げている点で大きな意義がある。しかし、日本語の

場合、松本（1997）の述べる虚構i移動表現は、（8）（9）のような構造だけではなく、別の異なる

構造で現れる場合もある。これについては第3章で詳しく述べることにする。

0．2．4．先行研究と本稿の立場

　0．2．1～0．2．3まで移動動詞に関する先行研究を概観した。これらの研究は様々な観点から

移動動詞を考察しているが、多くの研究が移動動詞の一つの側面に注目していると思われ

る。そのような研究も動詞の意味を考察する際に重要であると思われるが、動詞の語彙的

意味の多面性を見ることは難しいだろう。また、同じ構文をとることができる動詞であっ

ても、それぞれの動詞の意味の重点が異なる場合もあるが、そのような違いをみることは

難しい。

　より正確な動詞の語彙的意味を考察するためには、実際にどの動詞がどのように使われ

ているのか、つまり、どのような名詞句と結びっくかという結合能力、また複数の名詞句

と結びつく結合能力がある場合、それぞれの名詞句とどれぐらいの頻度で結びつくかとい

う使用実態を考察すべきであろう。それは、主観的ではなく、実際の使用頻度から動詞の

語彙的意味の側面（中心的なものと周辺的なもの）をうかがうことができると考えるから

である。

　そこで本稿においては、実際の言語資料における移動動詞と場所名詞句との結合頻度を

調査した宮島（1986）の方法論に倣うことにする。また、物理的な位置変化を表す空間的移

動のみならず、松本（1997）に倣って〈虚構移動〉も取り上げて考察を行う。

0．3．本稿の考察対象

0．3．1．考察対象の〈移動表現〉

　本稿の考察対象とする〈移動表現〉とは、基本的に〈具体物の移動体の空間的位置変化

を伴う移動〉である。具体物の移動体なので、「春」のように具体物ではないものは対象と

しない。例えば、0．3．2で示す本稿の考察対象動詞が用いられていても、「春が来る」「頭か
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ら雑念が去った」「痛みが走った」「会社は発展の道を辿る」のようなものは、具体物の空

間的位置変化を伴う移動を表すものではなく、抽象的なものであるため、考察対象から外

す。

　〈移動体〉についてさらに詳しく述べると、本稿では具体物の移動体を有情物と無情物

の二つに分けて考察する。有情物とは、人間など意志をもつものであるが、車など人間の

意志によって動かされる乗り物なども本稿では有情物として考える。無情物とは、「手紙／

石」などのように意志をもたない具体物で、空間的移動が認められるものまでを無情物と

する3。

　このように移動体を有情物と無情物とに分けて考察するのは、次のような理由からであ

る。例えば、移動体が有情物の場合、「彼が｛家から／家を｝出る」のように「家から」「家

を」の両方の場所名詞句と結びつく。それに対して、無情物が移動体になる場合は、「煙が

｛窓から／★窓を｝出る｝のように「窓から」のカラ格名詞とは結びっくが、「窓を」のヲ

格名詞とは結びつかない。このように同じ動詞であっても移動体の性格によって結びつく

名詞句に制限が見られるのである。また、「さる」のような動詞の場合は、無情物が移動体

として現れる例はほとんどない。移動体の性質の違いによって結びつく名詞句や動詞に制

限があるということは、動詞の語彙的意味を明らかにする上で重要な意味をもつので、有

情物と無情物を分けて考察する必要がある。

　〈空間的移動を伴う移動〉というのは、次のようなものを含む。例えば、「友達が東京か

ら大阪に行った」は、移動体である「友達」が「東京」から「大阪」に空間的に移動した

ことを表すものである。それに対して、「彼は春から学校に行く」の場合は、春からは学生

になり、毎日学校に通うという反復的な空間移動が行われることが前提になっているもの

の、実際には「学校に行く」は“学校に入学する”という、いわば身分、所属先の変化を表

すと考えられるので、本稿の考察する空間的移動としては考えない。ただし、「学校へ行く

用ができた」などのように空間的移動という性質が際立っているものはもちろん対象に入

れる。考察対象とする空間的移動の範囲については、第1章の1．1．1で再度詳しく示す。

　本稿は以上のように移動体の空間的移動が主な考察対象であるが、空間的移動の拡張と

して考えられる表現も考察する。例えば、「学校の前を広い道路が走っている」「一階にお

りる階段がある」「坂をくだったところに病院がある」のような表現は、実際に移動は行わ

れておらず、移動は認識者の認識の中に虚構的に行われるものである。このような表現を

Talmy（1996）は“Fictive　Motion”としているが、空間的移動表現にかなり近いものである。

3移動体を抽象的なもの、具体的なものに区別し、具体的なものを有情物、無情物に区別するには、名
詞の性質が関わるが、名詞の性質については、野間（1990，1994）、土叫［野間秀樹】（2002a）を参考にして
いる。野間（1990，1994）、土叫［野間秀樹］（2002a）には、韓国語の名詞について詳しい分類がされている。
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以下、本稿ではTalmy（1996）に倣ってこのような表現を〈虚構的移動表現〉とし、考察の

対象とする。

0．3．2．考察対象動詞

本稿では考察対象とする動詞を選定するに際して、『角川類語国語辞典』第二版（1985）

および『分類語彙表』第十七版（1977）4を参考にした。これらは意味的な項目を立て、それ

それ意味のつながりのある類語を分類したものであるが、その項目のうち、〈移動の開始地

点から位置変化〉、〈移動の終了地点へ位置変化〉、〈ある場所を経過する移動動作〉という

移動と関わる次の項目からである。

・『角川類語国語辞典』第二版（1985）5

「2変動」の項目の「21移動」「22離合」「23出没」

「3行動」の項目の「30動作」「31往来」

「8学芸」の「89娯楽」の項目の「898スポーツ」

・『分類語彙表』第十七版（1977）6

4『分類語彙表』増補改訂版（2004）にはさらに詳しい語彙分類がされているが、本稿では『分類語彙表』
第十七版（1977）に従うことにする。

5『角川類語国語辞典』第二版（1985）は全語彙を意味の群れによって分類し、「類語の群」を設定してい

る。その意味項目はまず、「A自然、B人事、　C文化」に大分類され、さらに中分類される。詳しくは次
の通りである。

A自然：

　0自然一〇〇天分01暦日02気象03地勢04景観05植物06動物07生理08物質09物象
　1性状一10位置11形状12数量13実質14刺激15時間16状態17価値18類型19程度
　2変動一20動揺21移動22離合23出没24変形25変質26増減27情勢28経過29関連
B人事：

　3行動一30動作31往来32表情33見聞34陳述35寝食36労役37授受38操作39生産
　4心情一40感覚41思考42学習43意向44要求45誘導46闘争47栄辱48愛憎49悲喜
　5人物一50人称51老若52親族53仲間54地位55役割56職業（生産的）57職業（サービス的）
　　　　　58人物59神仏
　6性向一60体格61容貌62姿態63身振り64態度65（対人）態度66性格67才能68境遇
　　　　　69心境
C文化：

　7社会一70地域71集団72施設73統治74取引75報道76習俗77処せ78社交79人倫
　8学芸一80学術81論理82記号83言語84文書85文学86美術87音楽88芸能89娯楽
　9物品一90物資91薬品92食品93衣類94建物95家具96文具97標識98工具99機械
6『分類語彙表』第十七版（1977）は大きく「1体の類、2用の類、3相の類、4その他」に分けているが、
その中で動詞の項目である「2用の類」のみの意味項目を挙げると次の通りである。
2．1抽象的関係

　2．111関係　2．120存在　2．130整備　2．14力　2．150改新・変換　2．151動き
　2．1521移動・発着など　2．1522－　2．1523走り・飛び・流れ　2．1524通過　2．1525追い・逃げなど
　2．1526進退　2．1527往復　2．153出入り　2．154上がり下がり　2．155合い・組み・解け　2．156接
　触・接近　2．16時間・時刻　2．17位置・方向　2．18形　2．19過不足・優劣など

2．3精神および行為

　2．300感覚・疲労・睡眠　2．301気分・情緒　2．302対人感情　2．303表情　2．304努力・忍耐
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「2用の類」の「2．1抽象的関係」の項目の「2．1521移動・発着」「2．1523走

　　り・飛び・流れなど」「2．1524通過」「2．1525追い・逃げなど」「2．1526進

　退」「2．1527往復」「2．153出入り」「2．154上がり下がり」「2．1555集合」

　　「2．156i接触・i接近」「2．1561隔離」「2．17位置・方向」

「2用の類」の「2．3精神および行為」の項目の「2．333生活・衣食住」「2．337

　～8遊び・騒ぎ」「2．3392足の動作」

　そこで、これらの項目に挙げられている和語自動詞に属する単純動詞を選び出して、考

察対象とする。以下に挙げる45語である。

《考察対象動詞》7（語頭音の五十音順）

あがる、あつまる、あるく、いく、いたる、うつる、うろつく、おもむく、およ

ぐ、おりる、かえる、かける、くぐる、くだる、くる、こえる、さがる、さる、

さまよう、しりぞく、すぎる、すすむ、すべる、たつ、たどる、つく、つたう、

でる、とおる、とぶ、ぬける、のぼる、はいる、はう、はしる、はなれる、ぶら

つく、まわる、むかう、むらがる、むれる、めぐる、もどる、よぎる、わたる

0．3．3．言語資料

　本稿でデータ採集に用いた言語資料は、『CD・ROM版　新潮文庫の100冊』（1995）より

44冊（翻訳作品を除く1945年以降の作品：17MB）、それ以外の書籍（小説、紀行文など）

より7冊（1945年以降の作品：2．1MB）の計51冊（計19．1MB）である（稿末参照）。以

上の言語資料以外の資料（稿末参照）から任意に用例を採集して提示することがあるが、

その場合はその旨を明記する。ただし、データとして用いた用例数の統計的な処理の対象

にはしない。

　本文に用例を引用する際は用例の出典を明記するが、短編集の場合は短編集のタイトル

と当該の作品名を併記する。出典のないものについては作例である。

　2．305まね・学習・慣れ　2．306思考・認識・知解　2．307誤り・訂正・証明　2．308計画
　2．309見る　2．310呼び・名　2．311－　2．312言語・表現・報知　2．313談話・問答　2．314聞かせ　2．315

　書き　2．32創作　2．330文化・風俗　2．331禍福・処世　2．332労働　2．333生活・衣食住
　2．334－　2．335結婚　2．336宗教的行為　2．337遊び　2．338騒ぎ　2．339全身的動作　2．340～1－

　2．342行為　2．343失敗　2．350交わり　2．360支配・統治　2．370所有・取得
2．5自然現象

70．3．1や1．1．1で示す〈空間的移動〉を表す動詞を網羅しているわけではなく、本稿の考察対象として選
び出した動詞以外にも0．3．1や1．1．1で示す〈空間的移動〉を表す動詞があると思われる。今後さらに考察

対象動詞を増やし、考察を進める必要があると思われる。
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0．3．4．本稿のデータ

　0．3．3に示したコーパスから本稿の考察対象動詞（0．3．2参照）の用例を全例採集したもの

が本稿のデータである（採集の基準については第1章の1．1．2で示す）。データとして用い

た用例数は次の通りである。

表1　本稿のデータの総用例数

用例数 比率

空間的移動表現 21，600例 98．9％

虚構的移動表現 249例 1．1％

総用例数 21，849例 100％

〈比率は総用例数に対するそれぞれの表現の割合〉

次に、本稿で考察対象動詞とした45語の移動動詞の出現頻度を示す。

表2　移動動詞の出現頻度

出現頻度 出現頻度 出現頻度
計動詞

空間　　虚構
計 動詞

空間　　虚構
計 動詞

空間　　虚構

1 いく 4511’@　41 4552 16 さる 285　　　0 285 31 すぎる 60　　　　2 62

2 くる 3151・　　2 3153 17 あつまる 265　　　　0 265 32 むらがる 53　　　　0 53

3 でる 2396…　　17 2413 18 すすむ 181　　　2 183 33 おもむく 52　　　　0 52

4 かえる 1822　　　0 1822 19 こえる 146i　10 156 34 はう 39　　　　1 40

5 はいる 1640　　　22 1662 20 あがる 142i　　2 144 35 しりぞく 38．　　0 38

6 あるく 1138　　　　1 1139 21 うつる 137　　　0 137 36 ったう 34．　　　1 35

7 もどる 824　　　　0 824 22 ぬける 128　　　6 134 37 すべる 26…　　0 26

8 むかう 712　　　13 725 23 たつ 119　　　　0 119 38 さがる 25　　　　0 25

9 のぼる 572i　　8 580 24 とぶ 111　　　　1 112 39 めぐる 10　　　13 23

10 つく 530’@　　1 531 25 くだる 93i　　8 101 40 うろつく 17　　　0 17

11 おりる 467　　　16 483 26 くぐる 97’　　0 97 41 さまよう 16…　　　0 16

12 はしる 455　　　22 477 27 およぐ 90　　　0 90 42 よぎる 9…　　2 11

13 はなれる 334　　　43 377 27 かける 90　　　　0 90 43 むれる 8　　　　0 8

14 とおる 339　　　6 345 29 たどる 72　　　2 74 43 いたる 4　　　　4 8

15 わたる 294．　　　2 296 30 まわる 65・　　　1 66 45 ぶらつく 3　　　0 3

言十21，849

　全体的に出現頻度の最も高い動詞は「いく」で、「いく」が最も多く使われるのが分かる。

後に詳しく考察するが、上位10位内に入る動詞をみると、6位の「あるく」を除くと、主
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にある場所に到着することを表す動詞が多く現れる傾向をみせる。

　空間的移動の場合は、全体の出現頻度の傾向とほとんど変わらないが、虚構的移動の場

合は、出現頻度が0の動詞も多く見られ、空間的移動の場合に比べ、かなり偏りがみられ

るのである。詳しい考察は、第1章、第2章、第3章で行う。

0．4．本稿の構成

　以下には、本稿で考察する各章について簡単に述べる。

　第1章「移動動詞の格結合分布」では、コーパスにおける移動動詞と場所名詞句（ヲ格、

二格、へ格、カラ格、マデ格など）との結びつきを調査し、その結合分布を示す。そして、

“移動”という共通の意味をもつ各移動動詞が異なる格結合頻度を表すことを示す。

　第2章「空間的移動表現一場所名詞句との結合頻度からみる範疇的意味」では、第1章

で調べたそれぞれの形態論的な格が移動動詞と結びっく場合、どのような意味的関係で結

びっくかという、意味的な観点による考察を行う。まず、第1章で考察したそれぞれの格

の名詞が、出発点、経過点（経由点と経路に分ける）、到着点、方向、目的地を表す場所名

詞句としてはたらくことを示し、各移動動詞と場所名詞句との結合頻度を調べて、その結

合頻度から移動構造を取り出す。そして、移動動詞の語彙的意味の特徴、特に範疇的意味

を考察し、移動動詞の語彙的意味は単面的なものばかりではなく、多面的なものがあるこ

とを明らかにする。

　第3章「虚構的移動表現」では、「学校の前を広い道が走っている」のように、実際に

は人や物の空間的移動は行われない、虚構的移動表現について考察する。空間的移動表現

に極めて近い表現である虚構的移動表現がどのような構造によって現れるのかを示し、そ

れぞれの表現をささえる構造に見られる動詞の制限などを考察する。そして、虚構的移動

表現においても、種々の性質において、（空間的移動を表す）移動動詞としての語彙的意味

の範疇的意味の側面が関係することを明らかにする。

　第4章「複文における出来事間の意味的関係」では、従属節述語が移動動詞であり、そ

の「テ形」で表される前件と主節に表される後件との様々な意味的関係、および、従属節

述語が移動動詞の「～スルト／スレバ／シタラ」の形であり、それらの形で表される前件

と主節で表される後件との関係を考察する。そして、複文における二つの出来事間の関係

においても従属節述語である移動動詞の範疇的意味が関係することを示す。
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　第5章「複合動詞」では、①「移動動詞の連用形＋移動動詞」という語構成をなす複合

動詞（「たどりつく」）、②移動動詞の連用形を前項とするいわゆる局面動詞（「歩きはじめ

る」「歩きつづける」）、③「移動動詞のテ形＋イク／クル」の語構成（「離れていく」「歩い

てくる」）をなす複合動詞8の三つのタイプの複合動詞について考察し、移動動詞の範疇的

意味との関係を示す。

　第6章「辞書の意味記述と用例の問題」では、現行の国語辞書から、『広辞苑』（第六版）、

『新明解国語辞典』（第六版）、『岩波国語辞典』（第六版）、『日本語基本動詞用法辞典』（第

三版）の四冊の辞書の意味記述を再検討し、第1章から第5章までの本稿の考察に基づく

新たな意味記述や用例提示の試案を示す。そして、本研究が実用的には辞書の意味記述や

日本語教育においても必要であることを示す。

8一般的に「～テイク／テクル」は複合動詞として考えないが、移動動詞と「イク／クル」の結びつき
で現れる意味によって、前項の移動動詞の範疇的意味を考察することができるため、広義の複合動詞と
して考察を行うことにする。
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