
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

2．0．第2章の目的

　第1章では、言語資料におけるそれぞれの移動動詞と場所を表す格の名詞との結合頻度

を有情物移動体の場合と無情物移動体の場合とに分けて調査した。そして、それぞれの動

詞が異なる格結合分布で現れることを示した。第1章で調べた格結合は形態論的な格であ

るが、本章では、それぞれの格が移動動詞と結びつく場合、移動動詞に対してどのような

意味的関係で結びつくかという、意味的な観点による考察を行う。

　宮島（1986）でも形態論的な格ではなく、意味的な格による結合頻度から考察を行ってお

り、どの動詞がどのような意味の格と結びつくかを調査し、その結果によって移動動詞を

分類している。そして、その結合頻度はそれぞれの動詞の意味に対応していることを示し

ている。第1章で考察した格との結びつきからすると、「（場所）ヲ」と結びつく「はな

れる」「あるく」は同じ格結合をする動詞である。しかし、この二つの動詞は異なる語彙的

意味を表す動詞であり、「はなれる」と結びつく「（場所）ヲ」は出発点、「あるく」と結び

つく「（場所）ヲ」は経過する場所を表すのである。このようにそれぞれの格形態をとった

名詞が移動動詞と結びついた場合、どのような意味の名詞句としてはたらくかを考察する

ことは、動詞の語彙的意味と深い関係があると考えられる。そこで、本章では、移動動詞

の意味的な分類のために、次のように考察を進める。

1）第1章で調べた各々の形態論的な格がどのような意味の場所名詞句としてはたらく

　のかを考察する

2）それぞれの移動動詞と場所名詞句との結合頻度を調べる

3）場所名詞句との結合頻度から移動構造と各々の移動動詞の語彙的意味、特に範疇的

　意味の側面を明らかにする

4）考察した範疇的意味の側面によって移動動詞を分類する

2．1．各格の考察と意味的観点による場所名詞句の分類

　表6、表7から分かるように、移動動詞は場所を表すヲ格、二格、へ格、カラ格、マデ

格と結びつき、空間的移動を表す。ところが用例を見ると、同じ格の名詞であっても結び

つく動詞によって表す意味に違いが見られる。そこで、この節ではそれぞれの格の名詞が

移動動詞と結びついてどのような意味を表すのかについて考察を行う。
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2．1．1．ヲ格名詞

　1．3の結合頻度調査でヲ格名詞と結びつく移動動詞を見たが、それぞれの移動動詞と結び

つくヲ格名詞の表す意味には違いが見られる。

（15）　この間、弥七は見張りの場所をはなれ、田沼屋敷を出て来た三冬と連絡をとってい

　　る。（剣客商売）

（16）　鮎太は、咄嵯iの判断で、階段を大急ぎで上がった。（あすなろ物語）

　（15）の「見張りの場所を」と（16）の「夜道を」は同じヲ格名詞であるが、それぞれ異な

る意味を表している。（15）の「見張りの場所を」は「見張りの場所から」に置き換えるこ

とができる出発点を表す。それに対して（16）の「階段を」は、（15）のように「夜道から」

に置き換えることのできないことからも、出発点とみることは難しく、経過点を表してい

ると言える。このように同じヲ格名詞でも〈出発点〉を表すものと〈経過点〉を表すもの

の2つがあることが分かる。

　次の（17）（18）をみると、経過点としてみられるヲ格名詞も二つに分けることができる。

（17）学生は門をくぐった。（金閣寺）

（18）私はまた霊安室へ通じる散歩道を辿った。（草の花）

　（17）の「くぐる」が表す動作は、「門」を通過することによって成立し、この場合「門を」

は〈経由点〉として考えられる。しかし、（18）の「たどる」が表す動作は、「散歩道」を完

全に通過してもしなくても成立する動作で、「散歩道を」は（17）とは異なる〈経路〉として

考えられる。経過点のヲ格を経由点と経路に区別すべきであることは、次のような例を見

るとさらに明確になる。1例しかないが、1つの動詞にヲ格が2つ共起している次のよう

な例である。

（19）　女武芸者・佐々木三冬が、根岸の我が家を出たころは、梅雨明けの青空が眩しいば

　　かりであったが、坂本・車坂を経て浅草への大通りを下谷広徳寺門前をすぎようとし

　　たとき、突如、雨が叩いてきた。（剣客商売）

　（19）の「浅草への大通りを」と「下谷広徳寺門前を」は、同じくヲ格名詞であるが、こ

れがもし両方とも同じ意味をもつ場所名詞句であるならば、1文の中に共起することは不

可能であろう。この例は、「浅草への大通りを」が線的な場所の経路として、「下谷広徳寺
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門前を」がその経路の場所の中に存在する点的な場所の経由点として解釈される。

　このような違いは動詞の範疇的意味の違いからくると思われる。例えば、動詞の語彙的

意味に限界性が含まれている動作動詞「よぎる」「すぎる」「くぐる」「こえる」「ぬける」

「とおる」「わたる」の場合は、ヲ格で示される場所を完全に通過することによって、動詞

の表す動作が成立する10。この場合、ヲ格で示される場所は経由点として解釈されるので

ある。本稿では、動詞の語彙的意味に動作の尽きる限界点があり、その限界点に到達する

ことによって動作が成立する動詞を、〈限界動詞〉と呼ぶ。

　それに対して、動詞の語彙的意味に限界性が含まれていない動作動詞「ぶらっく」「つた

う」「めぐる」「まわる」「たどる」「うろつく」「さまよう」「はう」「かける」「あるく」

「とぶ」「はしる」「およぐ」「すべる」の場合は、ヲ格で示される場所を完全に通過せず、

途中で動作をやめてもそれぞれの動詞の語彙的意味の表す動作は成立する。この場合、ヲ

格で示される場所は経路11として解釈されるのである。本稿では、動詞の語彙的意味に動

作の尽きる限界点がなく、動作の開始と共に動作が成立する動詞を、〈非限界動詞〉と呼ぶ。

つまり、移動動作を表す動作動詞は、限界動詞と非限界動詞に区分されるのである。

　以上のような考察から、ヲ格名詞の表す意味は、〈出発点〉、〈経過点（経由点、経路）12＞

があることが分かる13。

10工藤（1995）は「運動が必然的に尽きる内的時間的限界」という示唆的意味特徴を取り出し、語彙的意

味に限界性が含まれている動詞を〈内的限界動詞〉、限界性が含まれていない動詞を〈非内的限界動詞〉
としている。

11先行研究ではヲ格名詞を経由点と経路に区別しないものが多いが、奥田（1968・1972）では、〈とおりぬ

けるところ〉と〈うつりうごくところ〉とに区別している。奥田の〈うつりうごくところ〉は本稿の〈経

路〉に、〈とおりぬけるところ〉は本稿の〈経由点〉に相当する。
12経過点を経由点と経路に二分することは、第4章で考察する「～スルト／スレバ／シタラ」の出来事
間の関係と深い関係がある。それについては第4章で詳述する。
13ここで一つ注目すべきことがある。ヲ格名詞が動詞「訪れる」と結びつく場合である。

　（i）いつものように二人で小屋を訪れると、ジルゴは普段通り、厩舎で私たちを待ち受けていた。
　　　　（北帰港）

　（li）星はロックフェラー研究所に野口英世を訪れた。（人民は弱し官吏は強し）

　（i）の「小屋を」は出発点でも、経由点でも、経路でもなく、到着点を表すと言えよう。「訪れる」
は（ii）のように「ロックフェラー研究所に」の二格名詞と結びついて、到着点を表すこともできるが、
（i）のようにヲ格名詞でも到着点を表せる。また、（i）から分かるように、「～のところ」のように

場所化する手続きを行っていない人名詞と直接結びっくこともでき、「野口英世を訪れた」と言うことが
できる。

　以上の用例を見る限り、ヲ格名詞は結びつく動詞によって、出発点、経由点、経路、到着点の全てを
表すことができると思われるが、ヲ格名詞が到着点を表すことができるのは自動詞では「訪れる」ただ
一つである。三宅知宏（1995）も「訪れる」のみに見られるものであるとしているように特殊な例として

考えられるため、本稿ではヲ格名詞は出発点、経過点（経由点、経路）を表すものとする。
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2．1．2．「二格／へ格」名詞

2．1．2．1．「二格／へ格」名詞と「ノ方二／ノ方へ」名詞

　移動動詞と結びつく「二格／へ格」名詞には、次のような違いが見られる。例えば、

（20）（21）のように場所名詞に格助詞二、へが直接結びつく場合と、（22）のように場所名詞に

「ノ方二」が結びつく場合とでは異なる意味を表す。

（20）　翌朝、目を覚ますと、公文は早速、母の部屋に行った。（木枯しの庭）

（21）　その晩、山本は何ヵ月ぶりかで、突然、青山南町の自宅へ帰った。（山本五十六）

（22）　やがて院長は講堂から出ると、鍵をしめ、職員室の方に歩いた。（冬の旅）

　（20）（21）の「母の部屋／青山南町の自宅」は到着点であり、移動体である「公文／山本」

はそれぞれ母の部屋、青山南町の自宅へ位置変化することを意味する。それに対して、（22）

の「～の方に」は方向を表すので、「職員室」は「歩く」動作の到着点ではなくても良い。

つまり、移動体の「院長」が歩いていった到着点は、職員室の場合でも、ただ職員室のあ

る方向でも可能である。これをみると、「二格／へ格」名詞は、「場所名詞＋二／へ」の結

びつきで到着点を表す場合と、「場所名詞＋ノ方二／ノ方へ」のように方向を表す場合とに

区別すべきであることが分かる。

　また、「二格／へ格」名詞を「場所名詞＋二／へ」と「場所名詞＋ノ方二／ノ方へ」とに

区別すべきである理由は、（21）（22）のように到着点を表す「二格／へ格」名詞と結びつく

動詞がある一方、（22）tのように直接結びつきにくい動詞があるからである。

（22）t＊院長は講堂から出ると、職員室に歩いた

　これは動詞の語彙的意味と関係があると思われる。「行く」のようにある場所に到着する

という位置変化によって動詞の語彙的意味が実現されるという限界性を含んでいる限界動

詞は、「二格／へ格」名詞と直接結びつくことができる。それに対して、「歩く」などのよ

うにその動作が成立されるのに位置変化は要求されない、つまり語彙的意味に限界性が含

まれていない非限界動詞の場合は、到着点を表す名詞句と直接結びついて、到着という位

置変化の限界を表すのは困難である。そのかわり、（22）のように完全な到着点を表さない

「ノ方二／ノ方へ」のような方向を表すものと結びつくことはできる。実際に「歩く」が

結びっいた「二格／へ格」名詞は、（22）のように方向を表すものが多い。これは〈到着点〉

を表す「二格／へ格」と、〈方向〉を表す「ノ方二／ノ方へ」は性質の異なるものであり、
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2つを区別する必要があることを示していると言える14。

2．1．2．2．到着点、目的地を表す「二格／へ格」名詞

　厳密には格助詞二と格助詞への使用に違いがあるかもしれないが、次の（23）（24）ように

二格名詞とへ格名詞とで異なる意味を表さないので、本稿では二格名詞とへ格名詞は区別

せず同じ意味を表すものとする15。詳しいことは2．2．4で再度述べることにする。

（23）　一ノ関、平泉を通って夕方までに花巻に着いた。（庭の山の木）

（24）　途中、羊にびっしり囲まれて仮眠をとり、ふらふらになりながら、二日めに村の近

　　くのストゥナへ着く。（ルーマニアの小さな村から）

　ところが、次の用例を見ると、それぞれの動詞が結びつく「二格／へ格」名詞の表す意

味の違いに気づく。

（25）　九時二十分に遠野市に着いた。（庭の山の木）

（26）　「あの会社も散々です。社員の避難先も分りません。ですから私、市役所へ石炭の

　　交渉に来てみました」（黒い雨）

（27）　梅雨があけた七月上旬のある日の朝、宇野理一は、二泊の予定で大阪に発った。（冬

　　の旅）

（28）　へ、なにがたふさぎでございますかよ、と桃子は思った。憤然として熱した砂地か

　　ら立ちあがり、海へ走った。（楡家の人びと）

　（25）（26）は移動体が到着点である「遠野市／市役所」に到着したことを意味する。一方、

（27）（28）の場合は移動体が「大阪／海」に着いたかどうかまでは問わない。（27）はある場所

から「大阪」に向かって出発したことを表し、移動体の「宇野理一」が大阪に着いたこと

までは表さない。（28）も「海」へ向かって走り始めたことを表すこともでき、「桃子」は完

全に海に着いていなくても良い。つまり、（27）（28）の「二格／へ格」名詞は、到着点とい

うより目的地16を表していると言えるだろう。

　このことは次のように時間表現との結びつきでさらに明確になる。

14到着点と方向の違いについては北原（1997b）にも詳しい考察がある。

15　「いく」「かえる」以外は到着点を表す場合、へ格より二格の方が多いが、意味の差はほとんど見ら
れない。

16岡田（2006b）にも「二格／へ格」名詞が到着点としてはたらく場合と目的地としてはたらく場合につ
いて詳しく考察されている。
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（25）’二時に遠野市に着く

（26）’二時に市役所へ来る

（27）「二時に大阪に発っ

（28）’？二時に海へ走る

　（25）’（26）’の「二時」は、移動体が到着点である「遠野市」「市役所」に着く時間を表す

が、（27）’の「二時」は大阪に向かって出発する時間を表すものであって、大阪に到着する

時間を表すものではない。（25）’（26）’（27）’と比べ、（28）’は不自然な表現であるが、「二時」

という時間は、海に到着する時間というより海に向かって走り始める時間を表すと考えら

れるだろう。

　後に詳しく述べることになるが、このような違いは動詞の範疇的意味によると考えられ

る。つまり、「行く」「着く」のように到着点への位置変化を表す動詞は、到着点を表す場

所名詞句を要求し、「走る」などのように移動様態を表す動詞は、語彙的な意味に位置変化

は含まれていないので、「二格／へ格」名詞と結びついてもそれは到着点ではなく、目的地

を表すのである。

　このようなことを見ると、「二格／へ格」名詞も〈到着点〉を表すものと〈目的地〉を表

すものがあることが分かる。

2．1．2．3．相対名詞の「二格／へ格」の名詞

　2．1．2．1と2．1．2．2の考察から、「～ノ方二／ノ方へ」という形で方向を表し、さらに同じ

「二格／へ格」名詞でも、到着点を表す場合と目的地を表す場合があり、それを区別すべ

きであることをみた。

　ところが、格助詞二やへと直接結びつくが、到着点ではなく、方向を表す場合がある。

「東／西／南／北／右／左／横」などの名詞が現れる場合である。これらの名詞は「自宅

／学校／大阪」などのように絶対的な位置を表すのではなく、これらの名詞の前に付く名

詞を基準に相対的な位置関係を表す。このようなグループの名詞を奥津（1974）、田窪（1984）

は〈相対名詞〉と呼んでいるが、本稿もそれに倣って相対名詞と呼ぶ17。

　相対名詞は明確に絶対的な位置を示さないので、それが方向を表すということは当然想

像できることであるが、次のような例からそれを確かめることができる。

17奥津（1974）は、相対名詞を〈時を表す相対名詞〉〈所を表す相対名詞〉〈量的関係の相対名詞〉〈事柄

の関係を示す相対名詞〉などに分けて考察しているが、本研究では主に奥津の〈所を表す相対名詞〉が
対象になる。また、寺村（1968）にも〈相対的位置関係〉を表す〈相対性〉の特性をもつ名詞類にっいて
の考察がある。
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（29）僧になった翌日、赤兵衛は、京の町を西へ歩き、嵯峨野をめざした。（国盗り物語）

（30）　いわれるままに私たちは全速力で左へ走り、右へ駈け、わめき叫ぶ顔の前でとんだ

　　り、跳ねたりした。（パニック・裸の王様：流亡記）

（31）　川べりの停留所で降りると、玉枝は地図をたよりに東の方へ歩いた。（雁の寺・越

　　前竹人形：越前竹人形）

　（29）（30）は相対名詞と格助詞二、へが直接結びついている用例であるが、問題はその名

詞句と結びつく動詞である。「あるく」「かける」「はしる18」など移動様態を表す動詞は、

2．1．2．1で見たように「二格／へ格」名詞と直接結びつきにくく、目的地に向かっての移動

を表す場合は、「～ノ方二／ノ方へ」の形で現れることが多い。しかし、（29）（30）はそのよ

うな形ではなく、直接「二格／へ格」名詞と結びついている。それは場所名詞が明確な空

間的場所を表すのではなく、相対名詞であるからである。さらに（31）のように相対名詞に

「～ノ方二／ノ方へ」が結びつくこともできるが、この場合はより一層方向性を感じるだ

ろう。

　以上のようなことから、相対名詞の「二格／へ格」名詞は位置変化の到着点を表すもの

ではなく、方向を表すものであり、到着点を表す「二格／へ格」名詞と異なると考えられ

る。そこで本稿では、相対名詞の「二格／へ格」名詞は〈方向〉を表すものとして扱う。

2．1．3．カラ格名詞

　カラ格名詞は（32）（33）のように主に出発点を表す場合が多い。

（32）　番人があわてて、左端の男の肩を叩くと、男は手をふって動かない。棒で二、三度、

　　背中を押されても体をのめらせたまま、土下座させられた場所から離れようとしない。

　　（沈黙）

（33）　彼らは、二十日の夜九時二十四分香椎駅着の上りで博多から来たのだ。（点と線）

ところが、「はいる」「でる」の結びつくカラ格名詞については少し異なる点が見られる。

（34）　翌朝彼は、彼の下宿の庭のビバーク場所から玄関に入るとき、五・一五事件発生の

　　新聞記事を読んだ。（孤高の人）

（35）　澄江は、修一郎が食堂から出るまで顔をだすまいと思った。（冬の旅）

18「はしる」「とぶ」は移動様態を表す他の動詞とは異なって、「二格／へ格」名詞と直接結びつくこと
ができるが、この点については後に述べる。
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（36）　太郎は大学の横門から入った。その日の気分と時間で、門を決めるのである（太郎

　　物語）

（37）　加藤は二階に行って、窓から外へ出て、雪の降り方を観察した。（孤高の人）

　まず、（34）の「庭のビバーク場所から」、（35）の「食堂から」は出発点を表している。こ

れはカラ格名詞が「はいる」「でる」以外の他の移動動詞と結びついて出発点を表すのと同

様である。それに対して（36）（37）の「大学の横門から」「窓から」は出発点ではなく、通り

抜ける経由点、つまり「大学の横門を通って」「二階の窓を通って」と解釈することができ

る。一方、（34）（35）の「庭のビバーク場所から」「食堂から」はあくまでも出発点であって、

「庭のビバV－一一‘ク場所を通って」や「食堂を通って」とは解釈されない。

　カラ格名詞が経由点を表す場合、動詞は主に「はいる」「でる」の場合が多いが、場所名

詞にも特徴が見られる。「窓／門／アーチ」など、ある場所とある場所との境界点になる通

過点あるいは出入り口を表す場所名詞のときに、そのカラ格名詞が経由点となりやすいの

である。

　ただし、カラ格名詞が経由点を表すのは、必ずしも「はいる」「でる」に限ったことでは

ないようである。若干ではあるが、データの中に次のように「はいる」「でる」以外の移動

動詞と結びついたカラ格名詞が経由点を表すと見られる例がある。

（38）　「やっぱり第三から横浜新道をぬけようや。江の島あたりでめしを食えばいいじゃ

　　ないか」（冬の旅）

（39）　私はひとり林の奥へ進み、泉の傍の小径から丘を上った。（野火）

（40）　朝倉への使臣は雲母坂から叡山にのぼり、信長への使臣の近江入りには光秀が同行

　　した（国盗り物語）

　（38）は「第三（京浜道路）を通って横浜新道を通過する」ことを意味し、（39）（40）の「小

径」「雲母坂」も動詞「のぼる」が意味する位置変化の出発点ではなく、「その場所を通っ

て」の意味を含んでいると言える。（38）から（40）の用例のカラ格名詞は、出発点より経由

点として解釈されるだろう。

　渡辺（1966）は、点的な空間ではなく、一定の広がりをもった空間などもしばしば経由点

として結びつきを作るが、その場合は文脈がからんでくる構文的問題であるとしている。

確かに、（38）（39）の用例は、カラ格名詞がそれぞれの動詞と直接結びついているわけでは

なく、「横浜新道をぬける／丘を上る／叡山にのぼる」と結びついており、これらのカラ格

名詞が経由点を表すことは文脈からくると思われる。これらの例は全て移動の道のりを表
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している。例えば、（38）の「横浜新道をぬける」にはいくつかの道があるが、その中で第

三京浜を通って横浜新道を抜けることを表す。（39）も同様なことが言えるだろう。（40）も

叡山にのぼるにはいくつかの道があるが、その中で雲母坂を通って叡山にのぼることを表

す。このような文脈の中ではカラ格名詞は経由点を表すと考えられる。

　ただし、この場合、場所名詞にも特徴が見られる。（35）の「食堂」のような場所名詞は

経由点を表すことは不可能である。この場所名詞は内と外のある立体的な建物の空間であ

り、通常通過する場所としてみなされないからであろう。カラ格名詞が経由点を表す場合、

場所名詞は「道／道路／坂」など通過することのできる通り道のような場所に限るという

制限はあると思われる。

　ところが、（41）の場合は、文脈がからんでいるとは考えられない。

（41）掃除がすんで、私たちはおのがじし本堂へ帰りかけたが、私だけは夕佳亭の横をと

　　おって大書院の裏手へ出る裏道から帰った。（金閣寺）

　（41）の「大書院の裏手へ出る裏道から」は「大書院の裏手へ出る裏道を通って」に置き

換えができるように、経由点を表す。この文は文脈に依存しているとは言えないだろう。

ただし、カラ格名詞が全ての移動動詞と結びついて経由点を表すのではなく、動詞に制限

が見られる。それについては2．2で詳しく述べることにする。

　また、（38）（39）のように、カラ格、ヲ格に現れる場所名詞が両方とも広がりをもつ空間

を表す場所名詞である場合、つまり、

【（広がりをもつ場所）カラ＋（広がりをもつ場所）ヲ＋移動動詞】

という構造の場合、カラ格名詞は経由点を表す可能性が高くなると思われる。

　さらに、カラ格名詞が経由点を表す場合のもう一つの特徴は、「道／坂／公園」などの場

所名詞以外の非場所名詞の現れ方である。日本語は本来、非場所名詞と移動動詞が結びつ

いて空間的移動を表す場合、その名詞を場所化する必要がある。例えば、人名詞の場合、

「＊先生カラ行く／★先生二行く」ではなく、「先生のところカラ行く／先生のところ二行

く」のように「～のところ」という場所化が必須である。「門／窓／アーチ」などの名詞も

移動動詞と結びつき、出発点を表す場合、「門のところカラ行く／窓のところカラ行く」の

ように場所化の手続きが必要である。それに対してカラ格名詞が経由点を表す場合は、「門

カラ出る／窓カラ出る」のように名詞に格助詞カラが直接結びつき、場所名詞の現れ方に
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も異なる点が見られる19。

　以上のようなことから考えると、カラ格名詞は〈出発点〉を表す場合だけでなく、〈経由

点〉を表す場合があり、2つを認めるべきであると考える。

2．1．4．マデ格名詞

　マデ格名詞については、到着点より範囲を表すという北原（1997a）の指摘があるが、本稿

では宮島（1986）に従い、（42）のようなマデ格名詞は到着点を表すものとする20。

（42）　そこから競輪場前駅まで歩いた。（点と線）

2．1．5．本稿における場所名詞句

　本稿では、2．1．1から2．1．4までの考察結果に基づき、それぞれの格が移動動詞と結びつい

て表す意味から、場所名詞句を次のように立てる。

1．出発点：「裁出る／東京ヲ発つ」のように、出発点を表す名詞句

2．経過点：「経過点」は「経由点」と「経路」に分ける。

　1）経由点：「橋ヲ渡る／窓カラ入る」のように、通りぬける点的な場所である経由

　　　　　　点を表す名詞句

　2）経路：「山道ヲ歩く」のように、通っていく線的な場所である経路を表す名詞句

3．到着点：「家二帰る／学校へ行く／学校まで歩く」のように、到着点を表す名詞句

4．目的地：「学校二走る／大阪へ発つ」のように、到着までは問題にしない目的地を

　　　　　　表す名詞句

5．方向：「学校ノ方二歩く／西へ走る」のように、方向を表す名詞句

2．2．結合頻度からみる移動構造と範疇的意味一有情物移動体の場合

　2．1．5に示した種々の場所名詞句に従って、移動体が有情物である場合の移動動詞と場所

名詞句との結合頻度を改めて調べ、これに基づいて考察を行う。以下では、0．3．1で示した

ように、空間的移動表現において、有情物移動体か無情物移動体かという移動体の性質に

よって、結びつきに差が見られるため、有情物移動体についてはこの2．2で、無情物移動体

19　「はなれる」は他の移動動詞と異なって、「窓／門カラはなれる」のように、カラ格名詞と結びつい

ても経由点を表さず、常に出発点を表し、出発点を表す時も「～のところから」のような場所化も必要
ないようである。

20北原（1997a，1998）に、「二格／へ格」とマデ格は異なるという指摘があるが、本稿では到着点を表す

名詞句とする。ただし、そのはたらきの違いについては触れる。
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の場合については2．3で考察する。

2．2．1．移動動詞と場所名詞句との結合頻度調査

2．2．1．1．場所名詞句との結合頻度

　表8は各移動動詞と場所名詞句との具体的な結合頻度を示したもので、それぞれの移動

動詞の最も多く結びつく場所名詞句によって5つのグループに分けられている。各グルー

プ内の動詞は、各々の場所名詞句との結合頻度が高い順に示した。

以下では、それぞれのグループの動詞を次のように呼ぶことにする。

1．〈出発志向動詞〉：出発点と最も多く結びつく動詞

H．〈経過志向動詞＞

　ll－1．〈経由志向動詞〉：経由点と最も多く結びつく動詞

　II－2．〈経路志向動詞〉：経路と最も多く結びつく動詞

皿．〈到着志向動詞〉：到着点と最も多く結びつく動詞

IV．〈目的地志向動詞〉：目的地と最も多く結びつく動詞

V．〈方向志向動詞〉：方向と最も多く結びつく動詞
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2．2．1．2．場所名詞句との結合頻度からみる移動構造と移動動詞の分類

表8は、各移動動詞と場所名詞句との結合頻度にしたがって、5つのグループに分けた

ものであるが、各グループに属する動詞は主にある場所名詞句と結びつき、それぞれ異な

る意味を表す構造をとる。その構造を示すと次のとおりである。

表9　移動構造

構造名 構造の表す意味 構造

出発構造 ある場所から出発する
【（場所名詞）ヲ／カラ＋出発志向動詞】

@〈出発点〉

経過構造

経由構造 ある場所を通り抜ける
【（場所名詞）ヲ＋経由志向動詞】

@〈経由点〉

経路構造 ある場所を通っていく
【（場所名詞）ヲ＋経路志向動詞】

@〈経路〉

到着構造 ある場所に到着する
【（場所名詞）二／へ／マデ＋到着志向動詞】

@〈到着点〉

目的地構造 ある場所をめざしていく
【（場所名詞）二／へ＋目的地志向動詞】

@〈目的地〉

方向構造 ある方向に向かう
【（場所名詞）ノ方二／ノ方へ＋方向志向動詞】

@〈方向〉

それぞれのグループの動詞を再度示す。

1．出発志向動詞：はなれる、たつ、さる、おりる

rl．経過志向動詞

　　II－1．経由志向動詞：

　　　　　　　よぎる、すぎる、くぐる、こえる、ぬける、わたる、とおる

　　II－2．経路志向動詞：

　　　　　　　めぐる、つたう、ぶらつく、まわる、たどる、うろつく、さまよう、

　　　　　　　くだる、はう、かける、あるく、はしる、およぐ、すべる

皿．到着志向動詞：

　　　　いたる、うつる、つく、はいる、もどる、おもむく、あがる、いく、

　　　　むらがる、のぼる、むれる、でる、あつまる、かえる、しりぞく、くる

IV．目的地志向動詞：むかう

V．方向志向動詞：さがる、すすむ、とぶ

　このように数量的な観点から分類した語群は、宮島（1972）、寺村（1982）、森山（1988）に

おける分類と大いに共通するところがあり、これらの先行研究で考察された動詞の語彙的
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意味と、今回計量した結合頻度との間に関係があることをうかがわせる。

　しかし、結合頻度の最も高い場所名詞句が共通する動詞でも、他の場所名詞句との結合

頻度には差が見られる。例えば、出発志向動詞の中で「はなれる」「たつ」「おりる」の3

つの動詞を例に考えると、表8から分かるように、これらの動詞は出発点と最も多く結び

つくという共通の側面を見せつつも、出発点以外の場所名詞句との結合頻度に差が見られ

る。それを次の図に示す。

　1001

　1：

εls
響5・

竃l
　i：

　　0

場所名詞句との結合頻度

つ　＾

一一一一一
りる
@　　たつ　　　一おりる　一おりる一一一一

一 一一一一一一一

劫一一一…

出発点　　　目的地　　　到着点　　　経路

　　　　　　　場所名詞句

方向

　　E
＿⊥

図5　「はなれる」「たつ」「おりる」の場所名詞句との結合頻度

　「はなれる」「たつ」「おりる」は、出発点との結合頻度が最も高い出発志向動詞である。

ところが、「はなれる」が出発点と90％以上の結合頻度を見せて、他の場所名詞句との結

びつきはないのに対して、「たつ」は目的地との結合頻度も25．2％ある。さらに「おりる」

は、到着点、経路、出発点のそれぞれの名詞句とほぼ同程度の結合頻度を見せている。こ

のように、出発点の名詞句と最も多く結びっくという共通の性質を見せる動詞であっても、

結合頻度のあり方が異なるのである。なぜこのような差が見られるのか、それについて詳

しく調べる必要があると思われる。

　以下では、まず、最も多く結びつく場所名詞句によって移動動詞を分けてはいるが、各

グループに属する動詞の最も多く結びつく場所名詞句のみならずそれ以外の場所名詞句と

の結びつきからそれぞれの動詞の語彙的意味を考察する

2．2．2．出発志向動詞

　表8の〈出発志向動詞〉には、「はなれる」「たつ」「さる」「おりる」がある。これらの

動詞は主に出発点と結びつくが、出発点以外の場所名詞句との結びつきにおいてそれぞれ

異なる結合頻度を見せる。以下では、出発点との結びつき、場所名詞の現れ方、出発点以
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外の場所名詞句との結びつきからそれぞれの動詞の語彙的意味を考察する。

2．2．2．1．出発点との結びつき

　表8を見ると、「はなれる」「たつ」「さる」「おりる」は、次のように主に出発点を表す

カラ格名詞、ヲ格名詞と結びつき、ある場所からの出発の位置変化を表す。

（43）　しばらくは課の中は静かだった。三分、五分ぐらいたつと課員は持場から離れて、

　　それぞれ帰宅の用意をはじめた。（孤高の人）

（44）　おもてむきの任務はすでに果たしたのだから、それだけを行うとすれば、トレヴィ

　　ザンには、コンスタンティノープルから発つ今年最後の商船団を護衛して、ネグロボ

　　ンテへ向えばすむのである。（コンスタンティノープルの陥落）

（45）　一礼し、大治郎は若者の前から去った。（剣客商売）

（46）　光秀は屋根から降り、大方丈の義昭の座所の濡れ縁に膝をついた。（国取り物語）

（47）　僕はっと椅りかかっていた防波堤を離れた。（草の花）

（48）　五年前に熊谷の神官の家に後妻として嫁いでいたが、二日前、折入って相談したい

　　というかよからのお便りを受けて今朝早く熊谷を発って俵瀬に来たのだった。（花埋

　　み）

（49）　「今日は私は授業をしません」そういって高木先生が教室を去り、しばらくすると、

　　校庭の方から「ネギ、ネギ」と叫ぶ上級生たちの声が聞こえてきた。（羊の歌）

（50）　「て、てめえら、俺を馬鹿にしやがって、いいか餓鬼ども、おれをこけにしやがっ

　　たらどうなるか…」と言いながらのしのしと教壇を下りると、隅の方に逃げまどう私

　　たちに向って詰め寄ってきた。（北帰港）

　（43）～（50）の例は全て、カラ格、ヲ格で示される場所を出発点として、その場所から出

発することを表す例である。「はなれる」「たつ」「さる」「おりる」のそれぞれの動詞の表

す語彙的意味は異なるが、全てある場所から遠ざかるという出発の位置変化を表している

のである。つまり、これらの動詞は“出発の位置変化”という範疇的意味をもつ動詞であ

ることが分かる。

　ここで出発点として現れる格に注目したい。用例から分かるように、出発点は（43）～（46）

のようにカラ格名詞で現れる場合と、（47）～（50）のようにヲ格名詞で現れる場合がある。

カラ格名詞が出発点としてはたらくのは、「はなれる」「たつ」「さる」「おりる」に限らず、
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他の移動動詞もカラ格名詞と結びつく場合、出発点を表す場合が多い21。表8を見ると分

かるように、カラ格名詞は「はなれる」「たつ」「さる」「おりる」以外の動詞と結びつく場

合も出発点としてはたらく。ところが、ヲ格名詞が出発点としてはたらく場合は事情が違

う。例えば、「はなれる」「たつ」「さる」「おりる22」がヲ格名詞と結びつく場合、（47）～（50）

のように出発点を表す。これらのヲ格名詞は出発点を表すカラ格名詞に換えることができ

る。しかし、表8をみると、「でる」以外の他の動詞が結びつくヲ格名詞は、（51）～（53）の

ように経由点か経路としてはたらき、この場合のヲ格名詞はカラ格名詞に換えることがで

きない。

（51）　外に出るとそのまま新橋駅まで歩き、朝から浮浪者が焚火などをしている大ガード

　　を越えて銀座通りに向う。（新橋烏森口青春編）

（52）　私はまた霊安室へ通じる散歩道を辿った。（草の花）

（53）　旅館の人に教えられた近道を抜け、懐中電灯で足元を照らしながら、誰もいない曲

　　がりくねった坂道を行きました。（錦繍）

　ヲ格名詞が出発点としてはたらくのは、「はなれる」「たつ」「さる」「おりる」のように

“出発の位置変化”という範疇的意味をもつ動詞に限られる。

　以上のことから、ある場所から出発の位置変化を表す出発構造は、次の二つの構造で現

れることが分かる。

【（場所名詞）カラ＋出発志向動詞】

【（場所名詞）ヲ＋出発志向動詞】

　さて、「はなれる」「たつ」「さる」「おりる」が【（場所名詞）カラ＋出発志向動詞】、【（場

所名詞）ヲ＋出発志向動詞】の両方の構造で出発の位置変化を表すとしたが、その頻度に

は違いが見られる。「はなれる」の場合はカラ格の出発点が115例（36．6％）、ヲ格の出発点

が175例（55．7％）と、ヲ格の方が多い傾向を見せており、「おりる」はほぼ同等な結びつき

を見せている。それに対して、「たっ」「さる」はヲ格の出発点の比率が断然高い傾向を示

しており、同じく出発点を表す名詞句であってもヲ格の方の結合頻度が高いことが分かる。

　三宅（1995）は出発点をヲ格、カラ格の両方で表す場合、出発点に特別に焦点がある場合

212．1．3で述べたように、「はいる」「でる」「かえる」「ぬける」の場合、カラ格名詞が経由点を表す場合

がある。詳しい点については後述する。

22「おりる」と結びつくヲ格名詞は、出発点としても、経路としてもはたらく。それについては後述す
る。
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はカラ格で出発点を表すとしている。また、出発点と到着点とが共起する場合、出発点は

カラ格でしか現れないとしている。本稿の調査結果でも、出発点はヲ格名詞で現れること

が多く、一般的に出発の位置変化を表す場合、出発点にはヲ格名詞の方がよく使われるこ

とが分かる。

2．2．2．2．場所名詞句の現れ方

　日本語は、非場所名詞と移動動詞が結びつく場合、非場所名詞を場所化する必要がある

ということは前述したとおりである。つまり、「先生二行く」は非文で、「先生の｛ところ

／前／横｝」などのように場所化しなければならない。それは出発点も到着点も同様であり、

「さる」が出発点と結びつく場合、出発点の名詞に人名詞、物名詞が現れると、（54）（55）

のように「～の前」と場所化される。

（54）　氷をすすめた同僚は直ぐには加藤の前を去らずにいた。（孤高の人）

（55）　花子はその顔に薄化粧してから鏡の前を去った。（孤高の人）

　ところが、「はなれる」の場合は、（56）のように物名詞の場合も、（57）のように人名詞の

場合も場所化を行わなくてもかまわない。もちろん場所化を行っても問題はない23。

（56）　彼は課長をさそって箱から離れると、窓ぎわにならんで立った。（パニック・裸の

　　王様：パニツク）

（57）　行助と安は、これからテレビを視る仲間からはなれ、行助の部屋に行った。（冬の

　　旅）

上の（56）（57）はカラ格の出発点であるが、次のようにヲ格の出発点の場合は少し異なる。

（58）　私は肩の上に置かれた彼女の頭をそっとわきにどかせ、ソファーを離れて台所に行

　　き、水を何杯か飲んで煙草を吸った。（世界の終わりとハードボイルド・ワンダーラ

　　ンド）

（59）　三原は、うんざりして主任の前を離れた。（点と線）

23ただし、場所化した物名詞の場所名詞句と場所化をしていない物名詞の場所名詞句の場合とは、少し
ニュアンスの違いがでてくるだろう。例えば、（56）の「箱から」の場合は、移動体は「箱」の物にくっ

っいていた意味合いが強い。それに対して、「箱のところから／箱の前から」のように場所化すると、移
動体は「箱」の近く、つまり、その物の周辺にいたことを意味する場合が多いだろう。
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　まず、（58）のように物名詞が場所名詞として現れる場合、カラ格の出発点同様、場所化

の必要はない。一方、人名詞がヲ格に現れる場合は、（59）のように場所化が行われる。人

名詞のヲ格の例は12例あるが、全例において場所化が行われている。もし、（59）が「三原

は主任を離れた」のように場所化が行われない場合は、空間的移動というより、“主任職か

ら離れた”“主任の派閥にいたが、その派閥から抜けた”などのような抽象的な意味が強く

なる。これは（56）（57）にも適用されることで、（56）の物名詞の場合は、「箱を離れる」のよ

うに、ヲ格に換えることができるが、（57）の人名詞の場合は、空間的移動を表そうとする

と、「仲間を離れる」のように換えることは難しい。もし換えるとしたら、抽象的な意味が

強くなるだろう。

　「はなれる」が他の移動動詞と異なって、物名詞や人名詞（ヲ格は除外）を場所化せず

に直接結びつくことができるということは、純粋な移動動詞ではない可能性を示唆するも

のかもしれない。しかし、「はなれる」がカラ格名詞やヲ格名詞と結びついて出発構造をと

り、移動体の出発の位置変化を表しているのは確かである。

2．2．2．3．出発点以外の場所名詞句との結びつき

　「はなれる」「たつ」「さる」「おりる」は主に出発点と結びついて出発構造をとり、ある

場所から移動体が出発することを表すが、出発点以外の場所名詞句との結びつきにおいて

それぞれ異なる結合分布を見せている。

　「はなれる」の場合、表8を見ると、場所名詞句と結びついていない用例が24例ある

が、それ以外は全て出発点と結びつく例で、他の場所名詞句と結びっく用例はない。この

ような結合の様子から、「はなれる」は出発構造のみをとり、純粋に出発の位置変化のみを

表す動詞であることが分かる。

　それに対して、「たつ」「さる」「おりる」は「はなれる」とは異なって、出発点以外の場

所名詞句とも結びつき、別の構造に入るという違いを見せている。

　まず、「たつ」「さる」は（60）（61）のように「二格／へ格」名詞と結びつく例がそれぞれ

25，2％、11，2％もある。

（60）　主人が急に、昨夜、ベイルートに発ちました。（木枯しの庭）

（61）　嶋岡礼蔵は、こういって、大和の国・磯城郡・芝村の郷里へ去ったのである。（剣

客商売）

　（60）（61）は移動体が「ベイルート／芝村の郷里」に向かったことを表している。これら

の例は、移動体（「主人／嶋岡礼蔵」）が「ベイルート／芝村の郷里」に到着したかどうか

48

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



までは表しておらず、「ベイルート／芝村の郷里」に向かって出発したことを意味する。つ

まり、「ベイルート／芝村の郷里」は目的地であり、「たつ」「さる」は目的地構造の中に現

れている。2．2．1．2の表9で示したように、本来目的地構i造は目的地志向動詞がとる構造で

あるが、「たつ」「さる」は主に出発構造をとる出発志向動詞でありながら、目的地構造に

入り、目的地をめざしていくことを表す動詞であることが分かる。

〈目的地構造〉【（場所名詞）二／へ＋目的地志向動詞】

　　　　　　【（場所名詞）二／へ＋「たつ」「さる」】

　出発志向動詞である「たつ」「さる」が目的地構造に入ることができることを見ると、こ

れらの動詞は“目的地への移動”という範疇的意味をもつ動詞であると考えられる。“目的

地への移動”という範疇的意味をもたない「はなれる」は「たつ」「さる」のように目的地

構造に入ることはないのである。

　一方、「おりる」は「さる」「たつ」とは異なる側面をみせる。次の（62）は移動体の「女」

が「土間」に到着することを意味しており、「おりる」の結びつく「二格／へ格」名詞は、

目的地ではなく、到着点を表す。つまり、（62）は「おりる」が到着構造に入って現れた例

である。

（62）　しかし女は、それには答えず、くるりと膝で体をまわして、土間に降りる。（砂の

　　女）

　本来到着構造は到着志向動詞がとるが、「おりる」は到着構造に入って、移動体の到着位

置変化を表すことができるのである。このように到着構造に入ることができることから、

「おりる」は“到着の位置変化”という範疇的意味をもつ動詞であることが分かる。

〈到着構造〉：【（場所名詞）二／へ＋到着志向動詞】

　　　　　　【（場所名詞）二／へ＋おりる】

　ところが、「おりる」はヲ格名詞と結びつく場合、他の出発志向動詞とは異なる側面を見

せる。

（63）　拍手をさらに大きくするために彼は舞台をおりて、日曜の小さな観客間を歩きまわ

　　り、キャラメルを一箱ずつ配った。（パニック・裸の王様：巨人と玩具）
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（64）　外山は階段をおりながら、最近、研修生の間になにかトラブルでもあったかなと考

　　えたり、教官仲間の噂話などを思いかえしていた。（孤高の人）

　前述したように「おりる」は主に出発構造をとる動詞で、（63）の「舞台をおりて」は出

発構造で出発の位置変化を表しており、「舞台を」は「舞台から」に置き換えができる。し

かし、（64）の「階段を」は「階段から」に置き換えができない。「階段を」は出発点ではな

く、経路を表しており、「階段をおりる」で「階段」という経路を通る動作を表しているの

である。2．1．1でみたように、ヲ格名詞は経路としてはたらく場合があるが、その場合、結

びつく動詞には制限がある。ヲ格名詞が経路としてはたらく動詞の語彙的意味には動作の

限界性が含まれていない非限界動詞である。（64）は移動体が「階段」を1段でも降りるこ

とができたら、「おりる」の表す動作は完成するのである。本来経路構造には経路志向動詞

が現れるが、このような例から「おりる」は経路構造に入り、ある場所を通っていくこと

を表す動詞であることが分かる。

〈経路構造〉：【（場所名詞）ヲ＋経路志向動詞】

　　　　　　【（場所名詞）ヲ＋おりる】

　「おりる」は経路構造に入り、ある場所を通っていく経路動作を表すことができるが、

同じくヲ格の出発構造をとる「はなれる」「さる」「たつ」は経路構造に入ることはできな

い。このような結びつきをとることから、「おりる」はある場所を通っていく動作、つまり

“経路動作”という範疇的意味をもっ動詞であることが分かる。ヲ格名詞と結びつく動詞

で、出発構造のみならず経路構造にも入ることができるのは「おりる」のみにみられる特

徴である。他の移動動詞がヲ格名詞と結びつく場合、そのヲ格名詞は必ず出発点か経過点

（経由点、経路）のいずれかの場所名詞句としてはたらくのとは対照的である。

2．2．2．4．まとめ

　出発志向動詞は、“出発の位置変化”という範疇的意味をもつ動詞であり、出発構造をと

る動詞である。しかし、出発志向動詞は“出発の位置変化”という範疇的意味をもちつつ

も、それぞれ別の範疇的意味をも合わせもっており、その異なる範疇的意味の側面から、

出発構造以外の構造に入ることができる。本稿の調査結果によってそれぞれの動詞のもつ

範疇的意味と、どのような構造に入りうるかという点から、出発志向動詞は次のように3

つのグループに分けることができる。動詞の名づけはそれぞれの動詞がとる移動構造によ

ってつけたものである。
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1）〈純粋出発動詞〉：出発構造のみをとる動詞

　　｛はなれる｝

2）〈出発目的地動詞〉：主に出発構造をとりながら、目的地構造に入る動詞

　　｛たっ、さる｝

3）〈出発到着経路動詞〉：主に出発構造をとりながら、到着構造、経路構造にも入る

　　動詞

　　｛おりる｝

2．2．3．経過志向動詞

　移動という位置変化を表すのには、移動の出発点、到着点以外に経過の場所がある。経

過の場所を表すヲ格名詞は、2．1．1で述べたように経由点と経路とに区別して考えることが

できる。以下では経由点と最も多く結びつく経由志向動詞と経路と最も多く結びっく経路

志向動詞とに分けて考察する

2．2．3．1．経由志向動詞

　表8から確認できるように、経由点と最も多く結びつく経由志向動詞には「よぎる」「す

ぎる」「くぐる」「こえる」「ぬける」「わたる」「とおる」がある。以下では、経由点との結

びつき、場所名詞の特徴、経由点以外の場所名詞句との結びつきからそれぞれの動詞の語

彙的意味を考察する。

2．2．3．1．1．経由点との結びつき

　経由志向動詞は、次のように経由点を表すヲ格名詞と結びつき、ある場所を通り抜ける

ことを表す。

（65）　徹吉は足を返して、ふたたび蔵の横手をよぎった。（楡家の人びと）

（66）　昼すぎ諌早という町をすぎた。（沈黙）

（67）　さすがに新入生の五年生はきまじめな顔をして校門をくぐった。（二十四の瞳）

（68）　外に出るとそのまま新橋駅まで歩き、朝から浮浪者が焚火などをしている大ガード

　　を越えて銀座通りに向う。　（新橋烏森口青春篇）

（69）　高田馬場の駅にもジングルベルやホワイトクリスマスの曲がいくつもまざって聞

　　こえていた。階段を降り、足早に改札を抜けた。（新橋烏森口青春編）

（70）住宅街を横切り、川のとに来て小さな橋を渡ったとき、燃えているのが、間違いな

　　く「モーツァルト」であることを認めました。（錦繍）
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（71）　ということで、山本に導かれて一行が、逸見の波止場の門を通ると、其処から先は、

　　全く海軍一色の世界で、空気が少し変わって来る。（山本五十六）

　（65）～（71）は全てヲ格で表される場所を通り抜ける動作を表している。これらの例は

【（場所名詞）ヲ＋経由志向動詞】の結びつきで、ある場所を通り抜けることを表す。この

ような結びつきをとることから、これらの動詞はある場所を通り抜ける　“経由動作”とい

う範疇的意味をもつ動詞であることが分かる。

　ここで、経由点を表す格について考察すると、（65）～（71）の経由点を表す名詞句は全て

ヲ格である。2．2．2．1で見たように、ヲ格名詞は出発点として現れることもできるが、それ

は出発の位置変化を表す動詞の場合に限ってのことであり、それ以外の動詞においては経

由点あるいは経路としてはたらく。

　“経由動作”という範疇的意味をもつ動詞の表す動作は、限界性、つまりその動詞の語

彙的意味が表す動作が成立するためには、ある限界点をもつ。例えば、（65）～（71）の用例

は、ヲ格名詞が表す場所を通り抜けるという動作が完全に達成されることによって、それ

ぞれの動詞の表す語彙的意味が成立するのである。このようにヲ格名詞と結びついて経由

点を通り抜けることを表す結びつきの〈経由構造〉をとるのは、限界性をもつ経由動作を

表す経由志向動詞の特徴である。

2．2．3．1．2．場所名詞の特徴

　2．2．2．2で見たように、日本語は場所名詞ではない物名詞などは、移動動詞と結びつく場

合、場所化の手続きをしなければならない。しかし、それは位置変化動詞の場合であって、

経由点を通り抜けることを表す動作動詞の場合は、物名詞でも場所化の手続きは必要ない

ようである。

（72）　そして二人は、砧郵便局のちかくで一軒の質屋を見つけ、トシ子は車に残り、修一

　　郎が質屋の暖簾をくぐった。（冬の旅）

（73）　私は、着物を着てしまうと、番台の前のくぐり戸を抜けて、男湯の炉ぶちにあぐら

　　をかいた。（忍ぶ川：幻燈書集）

　さらに、「よぎる」「すぎる」「くぐる」「こえる」「ぬける」「わたる」「とおる」の結びつ

く経由点に現れる場所名詞には特徴が見られる。経由点に現れる場所名詞には「山／峠／

墓地」などのように距離的な幅をもつ場所名詞もあるが、「門／トンネル／アーチ／改札口

／橋」など、ある場所とある場所の境界になる通り抜けする出入り口あるいは通過点を表
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す名詞が現れることが多い。短い距離をもつこのような場所名詞が多く見られるのは、あ

る場所を通り抜ける経由動作を表す経由志向動詞の範疇的意味から考えると当然のことで

あろう。

2．2．3．1．3．経由点以外の場所名詞句との結びつき

　「よぎる」「すぎる」「くぐる」「こえる」「ぬける」「わたる」「とおる」はある場所を通

り抜ける動作を表す経由志向動詞であるが、それぞれの動詞は経由点以外の場所名詞句と

の結びつきにおいて異なる様子を見せている。

　まず、「よぎる」「すぎる」「くぐる」「こえる」についてみると、これらの動詞は表8か

ら分かるように90％以上の用例が経由構造をとり、主にある場所を通り抜けることを表す

動詞である。ところが、少数ではあるが、次のように出発点や到着点との結びつきも見ら

れる。

（74）覚慶、救政、光秀の三人は、茶室の庭から垣根をこえ、這うようにして乾門のわき

　　の築地塀の下まで接近し、そこであたりの人の気配をうかがった。（国盗り物語）

（75）　私は、司祭さんの家を出て踊りおどって牧草地の方へ丘を越え、道をとっとと下っ

　　たのです。（ルーマニアの小さな村から）

（76）　黒部川の上流を左に眺めながら、Uの字型に歩いて富山県から長野県側に越えよう

　　としていた。（孤高の人）

　（74）～（76）を見ると、「よぎる」「すぎる」「くぐる」「こえる」が経由構造以外の他の構

造に入り、経由点を通り抜ける動作以外に出発や到着の位置変化を表すことができそうに

も見える。しかし、（74）（75）の出発点、方向は全て経由点と共起する場合にのみ現れる。

また（76）のように出発点、到着点が共起し、経由点が想定できるような場合である。「よぎ

る」「すぎる」「くぐる」「こえる」のそれぞれの動詞の語彙的意味が実現するためには経由

点が必ず必要であり、出発点や到着点、方向などを表す名詞句と単独で結びついて、これ

らの動詞の語彙的意味が実現することはできないのである。つまり、これらの動詞は経由

構造以外の構造をとることはなく、経由構造の中においてのみ、他の場所名詞句との結び

つきが可能なのである。表8において、これらの動詞の〈格結合数＞2の用例は、全てこ

のような用例である。これは「よぎる」「すぎる」「くぐる」「こえる」が経由構造のみをと

り、純粋に経由点を通り抜ける経由動作のみを表す動詞であることを意味する。

　「ぬける」「わたる」は、「よぎる」「すぎる」「くぐる」「こえる」とは異なる側面を表し

ている。「ぬける」「わたる」は主に経由構造をとり、（69）（70）のように経由点を通りぬけ
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る動作を表す動詞である。ところが、次の（77）（78）をみると、到着点と単独で結びつき、

到着点への位置変化を表している。

（77）　「それも一理ある話だな。ようし、黒の言う通り、共同墓地にぬけよう」（冬の旅）

（78）　北海道に渡るのは、三原ははじめての経験だった。（点と線）

　（77）（78）において経由点は必要なく、【（場所名詞）二／へ＋「ぬける」「わたる」】の構

造で、それぞれ到着の位置変化を表しており、「ぬける」「わたる」が経由構造のみならず

到着構造に入ることができる動詞であることが分かる。このような結びつきをとることか

ら、「ぬける」「わたる」は“経由動作”という範疇的意味以外に“到着の位置変化”とい

う範疇的意味も合わせもっていることが分かる。

　「ぬける」「わたる」が次のように出発点と結びつく場合もある。

（79）　技師になれたことのもとを訊せば、真川から大町に抜ける十日間の雪の中の苦闘だ

　　った。（孤高の人）

（80）　ぶらぶら歩いて、尾張町から松坂屋の方に渡った。（点と線）

　（79）（80）は出発点と結びついているが、単独で出発点と結びつくのではなく、到着点や

方向などと共起して出発点と到着点の間の経由点が想定できる場合である。つまり、「ぬけ

る」「わたる」は、出発点と結びっくことはできるものの、それは常に到着点か方向などと

共起する場合であるという制限があり、出発構造をとる動詞ではないことが分かる。従っ

て、“出発の位置変化”という範疇的意味をもつ動詞ではないと考えられる。

　最後に、「とおる」について考察すると、「とおる」は（71）のように主に経由構造をとり、

経由点を通り抜ける動作を表す動詞であるが、次の（81）のように経路と結びついて経路を

通り過ぎていく動作も表す。

（81）加藤は神戸市内をタクシーで通るなどということをしたためしはなかったし、隣に

　　坐っているのが女性だということも、加藤にとって薄気味悪いほど、おかしなことに

　　思えてならなかった。（孤高の人）

　経由点を通り抜ける経由動作と経路を通っていく経路動作は、次の図6のように示すこ

とができる。（71）の「～逸見の波止場の門を通ると～」はaのように点的な場所の「波止

場の門」を通り抜ける動作を表す例で、（81）はbのように線的な場所の「神戸市内」を通
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って行く動作を表す例である。

a・一
b

図6　経由動作と経路動作

　このように「とおる」は経由点を通り抜ける動作と経路を通っていく動作の両方を表す

ことができると考えられる。つまり、「とおる」はヲ格名詞と結びつき、主に経由構造をと

る動詞であるが、経路構造にも入ることができる、“経由動作”、“経路動作”の二つの範疇

的意味をもっ動詞である。このように二つの動作の範疇的意味をもつ「とおる」の性質は、

第4章で述べる「～スルト／スレバ／シタラ」の複文における前件と後件との関係からも

確認することができる。

2．2．3．1．4．まとめ

　経由志向動詞は、“経由動作”という範疇的意味をもつ動詞で、経由構造をとる動詞であ

る。しかし、それぞれ別の範疇的意味をも合わせもっており、その異なる範疇的意味から、

経由構造以外の構造に入ることができる。それぞれの動詞のもつ範疇的意味とどのような

構造に入りうるかという点から経由志向動詞は次のように3つのグループに分けることが

できる。動詞の名づけはそれぞれの動詞がとる移動構造によるものである。

1）〈純粋経由動詞〉：経由構造のみをとる動詞

　　｛よぎる、すぎる、くぐる、こえる｝

2）〈経由到着動詞〉：主に経由構造をとりながら、到着構造に入り、経由動作と到着

　　の位置変化を表す二側面動詞

　　｛ぬける、わたる｝

3）〈経由経路動詞〉：主に経由構造をとりながら、経路構造にも入る動詞

　　｛とおる｝

2．2．3．2．経路志向動詞

　表8に示したように、経路のヲ格名詞と最も多く結びつく経路志向動詞には、「めぐる」

「ったう」「ぶらっく」「まわる」「たどる」「うろつく」「さまよう」「くだる」「はう」「か

ける」「あるく」「はしる」「およぐ」「すべる」がある。以下では、経路との結びつき、場
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所名詞の特徴、経路以外の場所名詞句との結びつきからそれぞれの動詞の語彙的意味を考

察する。

2．2．3．2．1．経路との結びつき

　経路志向動詞は次のように経路のヲ格名詞と結びつき、ある場所を通っていくことを表

す。

（82）　私は駈けた。金閣の北をめぐった。（金閣寺）

（83）　その小勢が、数隊にわかれ、そこごこのあぜ道をつたいながら城にむかって近づい

　　てくるが、気勢のあがらぬことおびただしい。（国盗り物語）

（84）　あの桜の木の下で、四年生のころのお化け事件を話し合ったり、すっかりにぎやか

　　になった銀座や浅草をぶらついたり、いろいろとつき合ってもらってありがとう。

　　（塩狩峠）

（85）　タクシーをチャーターして、まず金沢の市内を回った。（風に吹かれて）

（86）　眠りに静まっている鹿苑寺本堂をあとに、唐門の前をとおって、私は金閣への道を

　　辿った。（金閣寺）

（87）　そのままぼくはLという求心力とそれに拮抗する遠心力とのあいだで身を引き裂か

　　れそうになりながら楕円をえがいて街をうろついた。（聖少女）

（88）　日本の様子も、本国との連絡がたえてからひさしいことではあり、ましてこうした

　　山の中をさまようようになってからは、まったく知りようもなくなっている。（ビル

　　マの竪琴）

（89）　峠を越えると伊勢の国である。この夜は関から一里半先の亀山城下へ泊まるつもり

　　の大治郎であったが、峠を下って坂の下の茶店でひと休みしたころから空模様があや

　　しくなった。（剣客商売）

（90）　その死骸をとびこえ、廊下を駈けた。（国盗り物語）

（91）　信太郎はその翌日も、翌々日も、この男について日さがりの街を歩いた。（海辺の

　　光景）

（92）　突然誰かが中庭を走った。（沈黙）

　経路志向動詞はそれぞれの動詞の語彙的意味の表す動作は異なるが、（82）～（92）は【（場

所名詞）ヲ＋経路志向動詞】の経路構造で、ヲ格名詞で表されるそれぞれの場所を通って

いく動作を表している。このように経路構造をとることから、これらの動詞は“経路動作”

という範疇的意味をもつ動詞であることが分かる。経路志向動詞は経由志向動詞と異なっ
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て、これらの動詞の表す動作には限界性が含まれていない非限界動詞である。例えば、（82）

～（92）の動詞の表すそれぞれの動作は、動作の始まりと同時に動作が成立する動作である。

これが経過点を表すヲ格名詞が経由点と経路とに分けられる大きな違いである。例えば経

路と結びつく動詞は、ヲ格名詞と結びつき、経路をとおっていく動作を表すという、経路

構造をとるが、この構造に経由志向動詞が入っても、経路をとおっていく動作を表すこと

はできない。同じくある場所を経過する動作を表す動詞であっても、限界点をもつ動作と

限界点をもたない動作とでは表す意味が異なる。形からみれば同じ構造をとっているよう

にみえても表す意味が異なるので、異なる構造であると考えなければならない。経過点を

経由点と経路に分ける必要性については、第4章の考察で確認することができる。

　さて、経路はヲ格名詞で表されると述べたが、次のように「～に沿って」のように動詞

起源の後置詞のようなものが使われる場合がある。

（93）　タクシーは広坂から兼六園にそって登る。（風に吹かれて）

（94）　我々はコンクリートのパイプの中を水の流れに沿って進んだ。（世界の終わりとハ

　　ードボイルド・ワンダーランド）

　（93）（94）は「兼六園にそって／コンクリートのパイプの中を水の流れに沿って」が経路

を表す場所のように思われる。しかし、（93）は「兼六園」の中を経過するのではなく、「兼

六園」が位置する場所を基準にそこから離れない状態を保って進むことを表すので、「兼六

園を登る」こととは異なる。また（94）をみると、「コンクリートのパイプの中」という経路

と考える場所があり、その中の「水の流れ」という基準になるものに従って進むことを表

している。「～に沿って」はヲ格名詞のように明確に経路を表すものとは少し異なるが、経

路を表すものに極めて近いと思われる。

　「つたう」の場合もテ形で現れる用例がほとんどで、「～に沿って」に似ているようにも

見える。

（95）私は錆びた鉄の段階を伝って浜辺に降りた。（北帰港）

　しかし、（95）は「～に沿って」と異なって、「鉄の段階を伝う」という動作を通じて「浜

辺に降りる」という位置変化が行われることを表す。

　以上のように考えると、「～に沿って」のようなものもあるが、経路構造は主に【（場所

名詞）ヲ＋経路志向動詞】の構造で表されるのである。
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2．2．3．2．2．場所名詞の特徴

　2．2．3．1の経由志向動詞とほぼ同じことが言える。ある場所名詞が経由点としてはたらく

か、経路としてはたらくかは動詞の範疇的意味によるが、そこに現れる場所名詞の性質に

も特徴があると見られる。経由点の場合は「門／トンネル／アーチ／改札口／橋」など、

ある場所とある場所の境界になる出入り口のような通過点を表す名詞が現れることが多い

が、経路の場合はこのような場所名詞は現れない。主に「道／道路／山」などの広がりの

ある場所名詞が多い。それは経路志向動詞の範疇的意味から当然のことであろう。ある場

所を通っていく“経路動作”という範疇的意味のためには「門／アーチ」のように点的な

場所ではなく、長さのある線的な場所名詞が必要である。

2．2．3．2．3．経路以外の場所名詞句との結びつき

　経路志向動詞も経路以外の場所名詞句との結びつきにおいて、それぞれ異なる結びつき

を見せている。

　表8を見ると、「めぐる」「つたう」「ぶらつく」「うろつく」「さまよう」「はう」は経路

とのみ結びついて、経路以外の場所名詞句との結びつきはないが、それぞれの動詞に異な

る点が見られる。

　まず、「ぶらつく」「うろつく」「さまよう」についてみると、これらの動詞の表している

動作は全く方向性をもたないものと考えられる。同じく経路とのみ結びつく「めぐる」「つ

たう」の場合は、次の（96）のように廊下の進んでいる方向に沿って移動したり、（97）の「時

計まわりに」のようにある方向に向かって移動することを表せる。それに対して、「ぶらつ

く」「うろつく」「さまよう」の場合は、（98）（99）のように方向を表すものと結びつくこと

は難しく、方向性のない無方向性の経路志向動詞であることが分かる。

（96）　慈念は、午後九時ごろ庫裡の玄関から廊下をつたって本堂裏へきた。（雁の寺・越

　　前竹人形：水上雁の寺）

（97）僕は最初に街の西端、つまり門番小屋のある西の門のあたりから調査をはじめ、ぐ

　　るりと時計まわりに街を巡ってみることにした。（世界の終わりとハードボイルド・

　　ワンダV・・一・Lランド）

（98）　★時計まわりに｛ぶらついた／うろついた／さまよう｝

（99）　★学校の方に｛ぶらついた／うろついた／さまよう｝

　ただし、表8を見ると、「さまよう」は次のように二格名詞と結びついた例が3例ある

と括弧つきで示されている。
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（100）めったに中目黒の家の小さい部屋からうここうとしない伝吉ではあったが、それが

　　ひょっと外に出ると、あたかも家をうしなったひとの、どこと宛のないようなあるき

　　方で、かえる道を知らず、行きあたりばったりに巷にさまよって、たれの目にも見つ

　　からないで、いつか街路の雑闇の中かなにかに消えて行くとでもいうけしきであった。

　　（焼跡のイエス・処女懐胎：処女懐胎）

　しかし、（100）の「巷に」は到着点を表すものではなく、「巷で」「巷を」のように「さま

よう」の語彙的意味が表す動作が行われる場所を意味するものであって、「さまよう」が到

着点と結びついて、到着の位置変化を表す例ではない。（100）の二格名詞は経路を表すよう

なものであり、「さまよう」は経路以外の場所名詞句と結びつくことができない動詞である

と言える。

　「はう」の場合は、あちらこちらと無方向に動く場合もあるだろうが、「めぐる」「つた

う」と同様にある場所を一定の方向に沿って移動する動作を表すこともできる。また、「は

っていく／くる」の形ができるように、ある方向に向かって移動することを表す動詞であ

る。それに対して「ぶらつく」「うろつく」「さまよう」は、「めぐる」「つたう」のように

方向を表す語句と結びつくことが出来ないし、「～テイク／テクル」形さえもできない。こ

のことは「ぶらつく」「うろつく」「さまよう」が方向性をもたない動詞であり、方向性を

もって経路を通っていく動作を表す他の経路志向動詞とは異なる側面をもつことを示して

いると考えられる。以上のようなことから「ぶらつく」「うろつく」「さまよう」は方向性

のない無方向の経路志向動詞であることが分かる。

　「はう」は次のように移動様態を表すことができるという点で他の経路志向動詞と異な

る。この点については2．2．7で詳しく述べる。

（101）這って川端の方へ行った。（黒い雨）

　次に「まわる」「たどる」「くだる」「かける」「はしる」「およぐ」「すべる」について考

察する。「まわる」「たどる」は（102）（103）から分かるように、方向（「南町の方へ／北に」）

と結びつくことができる、方向性をもつ経路志向動詞である。

（102）秀吉は元の原を通り、青南小学校の横手を南町の方へ辿った。（楡家の人びと）

（103）本願寺別院の裏を北にまわり、御幸橋を経て饒津神社に出て帰隊するコースでは大

　　半落伍した。（黒い雨）
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　ここで注目すべきことは、「まわる」「たどる」と、先に述べた「つたう」「めぐる」のそ

れぞれの動詞の語彙的意味に方向性が内在されているとしても、単独で方向や到着点と結

びつくことはないということである。これらの動詞が方向や到着点と結びつくのは、

（102）（103）の例から分かるように、常に経路と共起する場合のみで、ある場所をどの方向

に向かっていくのかを表すものである。これは「まわる」「たどる」「つたう」「めぐる」が

単独で到着構造や方向構造をとることができない、純粋に経路構造のみをとる動詞である

ことを意味するものである。

　それに対して、「かける」「あるく」は、次の（104）（105）のように方向と結びつき、ある

場所の方向に向かうことを表す。

（104）康政は兵をかきあつめて水田を突ききり、はるか下流のほうへ駈け、そこから姉川

　　を渡った。（国盗り物語）

（105）とし子は僕と並んで出口の方へ歩きながら、本当に今晩お立ちになるんですの？と

　　訊いた。（草の花）

　「かける」「あるく」は他の経路志向動詞と同じく経路を通っていく動作を表すが、「は

う」と同様に移動体の移動様態を表す動詞であるという点で異なる。また、経路構造のみ

をとる動詞が方向や到着点と結びつく場合、必ず経路との共起が必要であるのに対し、「か

ける」「あるく」は、（104）（105）のように単独で方向と結びつくという点において異なる。

これは「かける」「あるく」が方向と結びつき、ある方向への移動を表す方向構造をとるこ

とができることを意味する。しかし、方向性はもつが、到着点や目的地と結びつくことは

難しい。「およぐ」「すべる」「はう」も同様な性質をもつと考えられるが、実際の使用にお

いては方向と結びつく例は見当たらない。

　ただし、データの中に、「かける」「あるく」が（106）（107）のように「二格／へ格」名詞

と結びっいた用例が何例かある。

（106）戦は、庭の隅の楓の幹に背をへばりつけて、棒のように立っていたが、私がそっち

　　をみると、いきなり一直線に縁に駈け、沓脱石に飛びのった。（忍ぶ川：罐馬）

（107）ホテルの玄関へ歩きながら、もし停電で冷房が使えなくなったとした、と思いぞっ

　　とした。（若き数学者のアメリカ）

　しかし、「かける」「あるく」などのような動詞が「二格／へ格」名詞と直接結びつくの

は珍しいものと言えよう。またこれらの例において、「かける」「あるく」と「二格／へ格」
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名詞が結びついたとしても、必ずしも到着点への位置変化を意味するものではない。

2．1．2．2でも述べたように、これらの動詞が結びつく「二格／へ格」名詞は到着点を表すの

ではなく、目的地を表すのである。このように「かける」「あるく」のように移動様態を表

す動詞が結びつく「二格／へ格」名詞が到着点を表すのではなく、目的地を表すとしても、

これらの動詞が「二格／へ格」名詞と結びつくのは難しく、このような例は少ない。移動

様態を表す動詞が目的地に向かうことを表す場合は、次の（108）～（112）のように「～二／

へ向かって」か「～ノ方二／ノ方へ」のようなものと結びつくことが多い。「はう」「すべ

る」はこのような例が見当たらないが、「かける」「あるく」「およぐ」と同様なことが考え

られるだろう。

（108）少年は震えをおさえるために自分の体をだきしめ、大人たちに背後から見つめられ

　　るのを感じながら分教場前の広場へ向って一人で駈けた。（死者の奢り・飼育：不意の

　　唖）

（109）行助は畑から出て食堂の前に行き、水道の水で顔を洗った。それから面会室にむか

　　って歩いた。（冬の旅）

（110）私は沼の中心にむかってゆっくり泳ぎ、水面に寝そべって陽に灼かれた脳天を水に

　　ひたした。（忍ぶ川：纏馬）

（111）康政は兵をかきあつめて水田を突ききり、はるか下流のほうへ駈け、そこから姉川

　　を渡った。（国盗り物語）

（112）医者は立ちあがって扉の方へ歩きながら、「まあ、そういう訳で、折角ですが、も

　　うどうにもなりませんな」と言った。（青春の蹉鉄）

　到着の位置変化を表すのが難しい「はう」「かける」「あるく」「はしる」「およぐ」「すべ

る」のような動詞が位置変化を表す場合は、次のようにマデ格名詞と結びつくことになる。

（113）彼は署を出ると、市内電車で箱崎まで行き、そこから競輪場前駅まで歩いた。（点

　　と線）

（114）花子は長田神社の前まで走った。（孤高の人）

（115）男が何か叫んでいましたが、私たちは必死で桟橋まで泳ぎました。（錦繍）

　（113）～（115）はマデ格で表される場所まで位置変化したことを表す。目的地の「二格／

へ格」名詞と結びついて、到着の位置変化まで表すことができない動詞が、マデ格名詞と

結びつく場合、ある場所までの範囲を与え、そこまでの到着の位置変化を表すことができ
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るのである。

　最後に、「くだる」「はしる」について考察しよう。「くだる」「はしる」は主に経路構造

をとる動詞で、経路とそれぞれ45．2％、20．1％と最も多く結びつく。しかし、それ以外に

「くだる」は到着点との結びつきも37．6％、「はしる」は目的地と15．6％、方向と8．4％

の結びつきも見せている。

　まず、「くだる」は（116）のように到着点とも結びつき、到着の位置変化も表す。それに

対して、「はしる」は（117）のように目的地と結びついて、目的地を目指していくことを表

すことも、（118）のように方向と結びついて、ある方向への移動を表すこともできる。目的

地と結びついている（117）の場合、移動体は「駅」に到着したかどうかまでは問わないが、

「駅」が目的地であることは確かである。（118）の場合は、「造船所」は確かな目的地では

なく、「造船所」がある方向の他の場所を目指して行っても良い、ただの方向を表すのであ

る。

（116）俊一はそれを避けて海浜へくだった。（楡家の人びと）

（117）私は怒りと口惜しさで熱くなりながら雨の中を駅に走った。（風に吹かれて）

（118）かれらが身を入れると、自動車は、海岸沿いに造船所の方へ走った。（戦艦武蔵）

　「はしる」は移動様態を表す動詞でありながらも、表8を見ると、目的地とも15．6％の

結びつきを見せるように、自然に目的地と結びっくことができるという点で「あるく」「は

う」のような移動様態を表す他の動詞とは異なる様子を見せている。

　このような例から「くだる」「はしる」は経路志向動詞でありながら、「くだる」は到着

構造に、「はしる」は目的地構造、方向構造にも入ることができる動詞であることが分かる。

そして、「くだる」は“到着の位置変化”、「はしる」は“目的地への移動”、“ある方向への

移動”という範疇的意味をも合わせもっていることが分かる。

2．2．3．2．4．まとめ

　経路志向動詞は、“経路動作”という範疇i的意味をもつ動詞で、経路構造をとる動詞であ

る。しかし、別の範疇的意味を合わせもつ動詞もあり、その異なる範疇的意味から経路構

造以外の構造に入ることもある。それぞれの動詞のもつ範疇的意味と入る構造から経路志

向動詞は次のように五つのグループに分けることができる。動詞の名づけはそれぞれの動

詞がとる移動構造によるものである。

1）〈無方向経路動詞〉：経路構造のみをとるが、方向性はない動詞
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　　｛ぶらつく、うろつく、さまよう｝

2）〈純粋経路動詞〉：経路構造のみをとる動詞で、方向性が内在されている動詞

　　｛めぐる、つたう、まわる、たどる｝

3）〈経路到着動詞〉：主に経路構造をとりながら、到着構造に入る、経路動作と到着

　　の位置変化を表す二側面動詞

　　｛くだる｝

4）〈様態経路方向動詞〉：移動様態を表し、主に経路構造をとりながら、方向構造に

　　　入る動詞

　　｛はう、かける、あるく、およぐ、すべる｝

5）〈様態経路目的地方向動詞〉：移動様態を表し、主に経路構造をとりながら、目的

　　地構造、方向構造に入る動詞

　　｛はしる｝

2．2．4．到着志向動詞

　「いたる」「うつる」「つく」「はいる」「もどる」「おもむく」「あがる」「いく」「むらが

る」「のぼる」「むれる」「でる」「あつまる」「かえる」「しりぞく」「くる」は、到着点と最

も多く結びつく到着志向動詞である。以下ではこれらの動詞について考察することにする。

2．2．4．1．到着点との結びつき

　到着志向動詞は、次のように到着点を表す「二格／へ格」名詞と結びついて、「二格／へ

格」名詞で表される場所に到着したことを表し、“到着の位置変化”という範疇的意味をも

っ動詞であることが分かる。

（119）田淵さんは第一班の班長に選ばれて、三次高女教員、町村有志等八十名を引率し、

　　七日の朝五時ごろ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。（黒い

　　雨）

（120）庄九郎は、駒を進めた。二尊院の大門の前をすぎ、中院の里の道を通り、清涼寺の

　　西門へいたるまでに北へ入る小道がある。（国盗り物語）

（121）私の隣のベッドは、そこの患者が数日前に外気舎に移って、裸のマットを露にして

　　いた。（草の花）

（122）あっちへゆきましょう、と命令するように囁かれ、栄二も立って奥の小座敷へ移っ

　　た。（さぶ）

（123）一ノ関、平泉を通って夕方までに花巻に着いた。（庭の山の木）
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（124）途中、羊にびっしり囲まれて仮眠をとり、ふらふらになりながら、二日めに村の近

　　くのストゥナへ着く。（ルーマニアの小さな村から）

（125）太郎は駅前にある大きなパチンコ屋に入った。（太郎物語）

（126）後で、先生と心斎橋へ行って、喫茶店へ入った。（庭の山の木）

（127）敵の一拠点を奪ったものの信秀はだんだん防戦する立場に追い込まれ、日暮近くに

　　　なると、（もはや、これまでか）と、さすがに信秀もこれ以上の防戦が不可能なこ

　　　とを知り、いったん城外の野に退いて兵を休養させ、疲労の回復を待って攻撃を再

　　　考する決意し、「退き鉦を打て」と命ずるや、いったん奪った新館を捨てて兵をま

　　　とめ、さっさと城外の野に退いた。（国盗り物語）

（128）作造、伝三郎、猪之吉が書院へ退いた。（雁の寺・越前竹人形：雁の寺）

　表8を見ると、到着点として現れる場所名詞句には二格、へ格の2種類がある。青木（1956）

によると、平安時代など元来は「二」と「へ」の使い方が異なっており、例えば平安時代

中期以前では、「着く」「到る」のような動詞には助詞「へ」を用いなかったようである。

ところが現代日本語においてはそのような制限などは見られず、本稿の資料においても「着

く」「到る」も格助詞「二」以外に「へ」とも多く結びついている。（119）～（128）から分か

るように、同じ動詞が二格名詞と結びついた場合と、へ格名詞と結びついた場合とで異な

る意味を表すことはない。両方とも到着点への位置変化を表し、それぞれの場所名詞句は

到着点としてはたらいており、二とへに意味の違いがあるとは思われない。

　二とへの意味の違いはないとしても、使用頻度には偏りがあり、「行く」以外の動詞は、

へ格よりは二格と多く結びついている。特に「つく」「あつまる」は二格名詞との結合頻度

が高い。到着点の二格名詞とへ格名詞の結合頻度のみを考えると、「つく」「むらがる」「あ

つまる」「むれる」は二格名詞との結合頻度が80％以上である。「はいる」もほぼ80％に

近く、「いたる」「うつる」「あがる」「もどる」「おもむく」「しりぞく」も二格名詞との結

びつきが60％以上である。「のぼる」「でる」「かえる」「くる」は二格名詞との結びつきが

50％以上とへ格より若干上回る傾向を見せている。現代日本語において、到着点を表す場

合、格助詞二とへの意味の差はほとんど見られないと思われるが、それでも二の方が多く

使われる傾向を見せている。特に、到着点に到着する瞬間のみを表す語彙的な意味をもつ

動詞、例えば「つく」のような動詞はへ格名詞より二格名詞と結びつくことが圧倒的に多

い。二とへの意味の違いはほとんどないとしても、二格名詞の方が完全な到着点として感

じられるのかもしれない。

　ここで、到着志向動詞のうち、「むらがる」「むれる」「あつまる」は、他の到着志向動詞

と異なって、移動体に違いが見られる。

64

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



（129）登校した生徒たちは校庭に群がって、妙にひっそりと真剣な囁き声を交わしていた。

　　（楡家の人びと）

（130）大きな駅には淫浪者」一一戦災孤児が群れ、一夜明けると地下道にころがった彼らが、

　　そのまま冷たくなっているのが発見されるという報道もあった。（楡家の人びと）

（131）みんなでいつもこの展望室に集まり、ショーとは無関係な歌のコーラスを練習して

　　いるのだという。（一瞬の夏）

　（129）～（131）から分かるように、「むらがる」「むれる」「あつまる」の場合は、移動体が

必ず複数である。他の到着志向動詞は移動体が単数か複数かは問題にしないのに対して、

「むらがる」「むれる」「あつまる」は必ず複数であるという点で他の動詞とは異なる。「む

らがる」「むれる」「あつまる」が“到着の位置変化”という範疇的意味をもちつつも、移

動体が複数であるという特徴は、他の文法現象において他の到着志向動詞とは異なる側面

を示すことになる。それについては第4章の4．2節で述べることにする。

2．2．4．2．到着点以外の場所名詞句との結びつき

　2．2．4．1で考察した到着志向動詞も到着点以外の場所名詞句との結びつきにおいて異な

る様子を見せている。ここでは到着点以外の場所名詞句との結びつきについて考察するこ

とにする。

　まず、「いたる」「うつる」「つく」「おもむく」「むらがる」「あつまる」「むれる」「しり

ぞく」についてみると、これらの動詞は主に到着構造をとり、到着の位置変化を表すが、

これらの動詞の中では次のように出発点との結びつきも見られる。

（132）つれて来た父も父、やって来た栄子も栄子だと彼女は思った。彼女は二階の六畳か

　　ら玄関わきの四畳半に移り、この家のなかで孤立の生活をしようと覚悟した。（青春

　　の蹉跣）

（133）　「佐山は博多の丹波屋という旅館に、十五日から二十日まで一人で滞在していまし

　　た。十五日は彼が東京から博多に着いた日です」（点と線）

（134）八月中旬のむし暑い昼下りに、私はこのアナーバーに到着した。あらかじめ手配し

　　てあった、町で一番の高層アパート、タワープラザの十四階にただちに入居した。両

　　手いっぱいの荷物を下ろすと同時に、商店の閉まらぬうちに買物をすまそうと考えた。

　　シーツ、枕とかパンなどはその日から必要だからである。正面玄関を出て見上げると、

　　この二十六階建アパートが、高さに比べ幅がひどく狭いのに気がついた。薄いウエハ

　　ースを縦にしたような格好で、見るからに不安定である。一体、地震には耐え得るの
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　　だろうか、と思いながら見上げていると、誰かが私に道を尋ねた。三十分前に日本か

　　ら着いたばかりだ、と言ったら何も言わずに行ってしまった。（若き数学者のアメリ

　　カ）

（135）テレビ塔の前を西に走る大通りを歩いていくと、卓也に聞いた喫茶店があった。私

は気を張り詰めてドアを開けた。由紀はいなかった。かなり以前に辞めたという返事

だったが、なおも食い下がって東京から探しに来たというと、胡散臭げに私を見てい

た中年のマスターは、髭を扱きながら受話器を取ってダイアルを回した。（北帰港）

　しかし、（132）（133）の場合は、到着点を表す「四畳半に」「博多に」と共起しており、到

着点が明記されている。これらの動詞が出発点と結びつく場合は、到着点との共起が必要

である。もし、出発点のみが現れるとすれば、（134）（135）のように文脈に到着点が明記さ

れている場合である。（134）では「アナーバー」、（135）では「喫茶店」と、前の文脈に到着

点が現れており、出発点のみの文ではない。つまり、これらの動詞が出発点と結びつくの

は到着構造の中においてであり、単独で出発の位置変化を表すことはできない。

　ところが、「でる」と「あがる」「もどる」「はいる」「いく」「のぼる」「かえる」は他の

場所名詞句との結びつきにおいて異なる側面を見せる。まず、「でる」についてみると、

（136）のように主に到着構造をとり、到着の位置変化を表す動詞でありながら、（137）（138）

のように出発点のみと結びついて出発の位置変化を表すこともできる。つまり、【（場所名

詞）ヲ／カラ＋でる】で出発の位置変化を表し、出発構造に入ることができる動詞である。

（136）彼は、妻から刑事が訪ねてきた話をきくと、庭にムスタングが停めてあったのをお

　　もいだし、庭にでてみた。（冬の旅）

（137）しかし公文は冷静に、何気なく部屋を出た。（木枯しの庭）

（138）重太郎は、駅員の言うその人たちの名前と住所を書き取った。それから礼を述べて

　　駅長室から出た。（点と線）

　「でる」が主に到着構造をとる到着志向動詞であるが、出発構造にも入り、出発位置変

化も表すことができることから、“到着の位置変化”以外に“出発の位置変化”という範疇

的意味をももつ動詞であることが分かる。表8にも現れているように、他の動詞が出発点

との結合頻度が低いのに対して、「でる」は出発点と41．1％の高い結合頻度を見せており、

「でる」のもつ範疇的意味が場所名詞句との結びつきに現れていると考えられる。

　次に「あがる」「もどる」「はいる」「いく」「のぼる」「かえる」についてみると、これら

の動詞が次のようにカラ格名詞と結びつく場合がある。
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（139）澄江が廊．下か．ら．部屋にあがり、電話口にでたら、これから外出する元気はないかな、

　　と夫が言った。（冬の旅）

（140）翌朝彼は、彼の下宿の庭のビバーク場所から玄関に入るとき、五・十五事件発生の

　　新聞記事を読んだ。（孤高の人）

（141）　「ご主人のお立ちは急だったんですね」「あの人はいつでもそうです。銀座のバー

　　から、そのまま香港へ行ってしまったこともあるんです」（木枯しの庭）

（142）慈念は本堂から庫裡に帰った。（雁の寺・越前竹人形：雁の寺）

　これらの動詞が出発点と結びつく場合は、上の「いたる」「うつる」「つく」などと同様

に、到着点が前の文脈に明記されているか、（139）～（142）のように到着点と共起する場合

である。

　ただし、「もどる」「かえる」はもともと「本拠地に行く」という意味をもち、到着点が

想定できる動詞であるので、（143）（144）のように出発点のみでも、到着点は明確である。

つまり、これらの動詞も出発点と単独で結びついて、出発点からの位置変化を表すことは

ない動詞であり、出発点と結びついても、出発構造に入ることはない24。

（143）泣虫が、腹痛をうったえだしたのは、行助が便所から戻って蒲団に入ったときであ

　　る。（冬の旅）

（144）この、きょうはじめて一つの数からおしえこまれようとしている小さな子どもたち

　　が、学校からかえればすぐに子もりになり、麦つきを手つだわされ、あみひきにいく

　　というのだ。（二十四の瞳）

　しかし、経路と結びつく場合は異なる様子が見られる。（145）（146）は「あがる」「のぼる」

が経路と結びついた例であるが、これらの文において到着点は必要とされない。

24　「いく」「かえる」の場合、次のように出発点から単にいなくなることを意味していて、到着点に関
しては無関心である場合もある。

　（i）「そろそろ俺は行くよ」と影は言った。」（世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド）
　（i）栄子は行ってしまった。それが栄子の弱さだった。（青春の蹉跣）

　（iii）自分は辰彦のいる前でどんな話をしても何でもないと思ったのだが、それはやはり子供の心理だ

　　ったのだろうか、良子は紅茶を飲み、二十分ぐらいお喋りをすると帰ってしまった。（太郎物語）
　（iv）「お母さん、あの人が帰ったでしょう。どこへ行ったの」（孤高の人）

　（i）～（iv）は全て到着点がどこであるかに関してはあまり問わず、単にその場からいなくなるという意

味を表す。（iv）の場合は特にそうである。「かえる」はもともと“移動体が自分の本拠地となる場所に行
く”という意味をもっているが、（jv）は「どこへ行ったの」という文から、別に移動体の本拠地に到着

するのではないことは明らかである。「いく」「かえる」が場所名詞句との結びつき無しでこのような意
味を表すのは、移動体がその場から去っていく場合のみである。
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（145）鮎太は、咄嵯の判断で、降りて来た階段を大急ぎで上がった。（あすなろ物語）

（146）行助は汗を拭いながら坂道を登った。（冬の旅）

　これらの動詞が経路と結びつく場合は、到着の位置変化を表す側面は取り除いて、ある

場所を通って行く動作の側面を表すことができるのである。出発点と結びつく場合は、必

ず到着点との共起が必要であることとは全く異なる。つまり、これらの動詞は到着の位置

変化の側面と経路を通って行く経路動作の二つの側面をもつ二側面動詞であると考えられ

る。

　それに比べ、「もどる」「いく」「かえる」「くる」は、次のように経路と結びつくが、そ

の結合頻度は「もどる」0．9％、「いく」1．7％、「かえる」0．1％、「くる」0．4％と少ない。

これらの動詞は経路と結びつくことはできるものの、その結合頻度は非常に低く、主に到

着点と結びつき、到着の位置変化を表す動詞であり、経路動作を表す動詞であるとは考え

にくいと思われる。

（147）伝吉と徳雄とはふたりいっしょに浪越の玄関を出たが、双方とも口をきかず、伝吉

　　はさきに、徳雄はすこしおくれて、おなじ道を行った。（焼跡のイエス・処女懐胎：処女

　　懐胎）

（148）私はまた雨合羽を着こみ、ゴーグルをつけ、懐中電灯を片手に地下道を戻った。（世

　　界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド）

　ただし、結合頻度は低いが、「もどる」「いく」「かえる」「くる」が経路のヲ格名詞と結

びつくことはこれらの動詞の重要な特徴であり、後に述べるように経路のヲ格名詞と結び

つくことができない到着志向動詞とは異なる側面を表すことになる。詳しくは第4章の4．3

節で述べる。

　「もどる」「いく」「かえる」「くる」に対して、「あがる」は経路と11．2％、「のぼる」

は26．9％の結合率をみせるように、経路との結びつきも多く見られ、到着の位置変化、経

路を通っていく動作の両方を表すことができる二側面をもつ動詞で、“到着の位置変化”、

“経路動作”という二つの範疇的意味をもつ動詞であると思われる25。

25「もどる」「いく」「かえる」「くる」が経路と結びつき、経路を通っていく経路動作を表すとは考え
にくいだろう。本稿では取り上げていないが、「あがる」「のぼる」「すすむ」「おりる」「くだる」のよう

に、動作と位置変化の二側面をもつ動詞は、到着点のみで到着点への位置変化、経路のみで経路での移
動動作を表し、「～テイル」形で位置変化の結果継続も動作継続をも表しうる。それに対して「もどる」
「いく」「かえる」「くる」は「～テイル」形において動作継続を表すことは難しいようである。実際の

用例においても位置変化の結果継続の意味の用例のみであった。このようなことを考えると、「もどる」
「いく」「かえる」「くる」のような動詞は、到着の位置変化のみを表す動詞と、経路動作と到着の位置
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　ここで、一つ注目すべきことがある。2．1．3で述べたようにカラ格名詞が経由点としては

たらく場合があるが、それは主に「はいる」「でる」であった。ところが、「はいる」「でる」

以外にカラ格名詞が経由点としてはたらく場合がある。表8からみると、頻度は非常に低

いが、「かえる」が結びつくカラ格名詞が出発点ではなく、経由点になる場合がある。

（149）掃除がすんで、私たちはおのがじし本堂へ帰りかけたが、私だけは夕佳亭の横をと

　　おって大書院の裏手へ出る裏道から帰った。（金閣寺）

　（149）の「大書院の裏手へ出る裏道から」は経由点を表すと考えられる。2．1．3で述べた

ように、この文の「帰った」を「もどる」「いく」「くる」に換えても同じ意味を表す。カ

ラ格名詞が経由点としてはたらく場合、場所名詞に「道／道路」などのように通り道を表

す名詞が現れるという特徴があるということは2．1．3ですでに述べたとおりである。しかし、

他の到着志向動詞はこのような表現は難しいと思われる。表8を見ると、カラ格名詞と結

びつき、経由点を通ることを表すのは、「はいる」「でる」以外に「ぬける」「のぼる」「か

える」があるが、「かえる」は到着構造のみをとる他の動詞とは異なって、経路のヲ格名詞

と結びつくことができる動詞であり、「のぼる」は到着志向動詞でありながら、経路構造に

入る動詞である。また、「はいる」「でる」は経由点のヲ格名詞と結びっく動詞である。つ

まり、カラ格名詞が経由点としてはたらくことができるのは、経路、経由点のヲ格名詞と

結びつくことができ、到着の位置変化を表す動詞であることが分かる。

2．2．4．3．まとめ

　到着志向動詞は、“到着の位置変化”という範疇的意味をもつ動詞でありながら、それぞ

れ別の範疇的意味の側面をも合わせもっており、到着構造以外の移動構造に入ることもあ

る。それぞれの動詞の異なる範疇的意味と入る構造から、次のように大きく三つに分類で

きる。動詞の名づけはそれぞれの動詞がとる移動構造によるものである。

1）〈純粋到着動詞〉到着構造をとり、到着の位置変化を表す動詞：

　　①｛いたる、うつる、つく、おもむく、しりぞく26、さがる｝：到着構造のみをと

　　る

変化の二側面をもつ動詞の中間的な性質をもつものであるかもしれない。
26「しりぞく」は「その場をしりぞいた」のようにヲ格名詞との結びつきが考えられるが、実際にはヲ
格名詞と結びっく例は、「学校をしりぞいた」「会社をしりぞいた」のように“引退する”“やめる”とい

う抽象的な意味として使われる例が多い。また、ヲ格名詞と結びついて空間的移動を表す場合、「その場
をしりぞいた」の「その場」のような指示語を含む場所名詞は現れるが、「大阪をしりぞいた」「図書館
をしりぞいた」の「大阪／図書館」のような場所名詞は現れない。
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　　②｛むらがる、あつまる、むれる｝：到着構造のみをとるが移動体が複数

　　③｛もどる、いく、くる、かえる｝：経路構造、カラ格の経由構造にも入る

　　④｛はいる｝：経由構造にも入る

2）〈到着経路動詞〉：主に到着構造をとりながら、経路構造に入る、到着の位置変化

　　と経路動作を表す二側面動詞

　　　｛あがる、のぼる｝

3）〈到着出発動詞〉：主に到着構造をとりながら、出発構造、経由構造にも入る動詞

　　｛でる｝

2．2．5．目的地志向動詞

　目的地志向動詞は「むかう」一つである。2．1．2．2で述べたように、同じ「二格／へ格」

名詞であっても到着点を表す場合と目的地を表す場合があるが、「むかう」の結びつく「二

格／へ格」名詞は到着点ではなく、目的地を表すと考えられる。

（150）釧路駅から十分程歩いて幣舞橋に出ると、私はバスに乗って知人岬に向かった。（北

　　帰港）

（151）ぞろぞろ歩いて銀座八丁目の「キャバレー・ハリウッド」へ向った。（新橋烏森口

　　青春篇）

　（150）（151）をみると、移動体は「二格／へ格」名詞で表されている場所「知人岬／キャ

バレー・ハリウッド」に到着してもしなくてもいい。「むかう」の語彙的意味には到着の位

置変化までは含まれていないことが分かる。このような「むかう」の語彙的意味は、テ形

においてさらに確認することができる。これについては第3章で詳述するが、ここで少し

述べることにする。

（152）加藤は観測所員たちに突き放されたような気持で、しばらくそこに突立っていたが、

　　すぐ荷物をまとめ、そこまで穿いて来たスキーを避難小屋の陰の雪に突きさして、手

　　早くアイゼンをつけると、頂上に向って登り出した。（孤高の人）

（153）突然、尾島一郎が身を翻すとドアへ向かって突進した。（女社長に乾杯）

　（152）（153）は「むかう」のテ形であるが、両文とも「頂上／ドア」が「登り出す／突進

する」の目的地を表すのであって、「むかう」が「頂上／ドア」と結びついて移動体の位置

変化を表すものではない。「二／へむかって」が目的地を表す一つの格助詞のようにはたら
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いている。これは「むかう」の語彙的意味に到着の位置変化は含まれていないことを強く

表しており、【（場所名詞）二／へ＋目的地志向動詞】の構造は、ある場所を目指していく

ことを表すものである。このような構造をとることから、「むかう」は“目的地への移動”

という範疇的意味をもつ動詞であることが分かる。

　さて、（154）（155）のように「むかう」が経路と結びつく場合がある。

（154）青森からは船で函館へ渡り、そこからは新たに陸路を中焼野に向った。（花埋み）

（155）二人はバスを、三戸入口というバス停で下りた。それから、キャベツと、胡瓜の若

　　苗が植わっている畑の道を、海の方へ向った。（太郎物語）

　（154）（155）は経路の「陸路を／畑の道を」と結びついた例であるが、目的地の「中焼野

に」、方向の「海の方へ」と共起している。表8をみると、経路と結びついた例が17例あ

るが、経路のみの例はなく、全て目的地や方向と共起している例である。これは、経路と

結びっくことはできても、経路構造に入る動詞ではないということの現れであると考えら

れる。

　以上のように「むかう」と場所名詞句との結びつきから、「むかう」は目的地構造のみを

とり、純粋に目的地への移動のみを表す動詞であることが分かる。

2．2．6．方向志向動詞

　方向志向動詞は「さがる」「すすむ」「とぶ」であるが、これらの動詞は（156）（157）（158）

のように方向と結びついて、ある場所が位置する方向へ向かうを表す。

（156）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）

（157）そして、早瀬は、なおも玄関の方へ進もうとして、石段に爪を立ててからだをふる

　　わせていた。（忍ぶ川：騙馬）

（158）蝿は信徒たちの首をかすめたと思うと、老人の方に飛び、ふたたび、こちらに戻っ

　　てくる。（沈黙）

　このような結びつきをとることから“ある方向への移動”という範疇的意味をもつ動詞

であることが分かる。「さがる」「すすむ」は宮島（1972）にも「前後の方向」を特徴付ける

動詞とされているように、それぞれある方向性が強い動詞であり、方向との結合頻度が高

いのは当然のことであるかもしれない。

　「さがる」「すすむ」はさらに（159）（160）のように到着点とも結びつき、到着の位置変化
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をも表す動詞である。

（159）私たちは、茶の間へさがって、炉ばたで姉が流れてくれた茶を飲んだ。（忍ぶ川

　　恥の譜）

（160）光秀は、宝前に進んだ。（国盗り物語）

　表8を見ると、到着の位置変化を表せる他の到着志向動詞や目的地志向動詞も方向との

結びつきを見せている。つまり、“到着の位置変化”、“目的地への移動”という範疇的意味

をもつ殆どの動詞は、方向と結びつくことができる27。「さがる」「すすむ」が主に方向構

造をとりつつ、到着構造にも入り、他の到着志向動詞も方向構造に入ることができるのを

見ると、「さがる」「すすむ」はほぼ到着志向動詞と同じ性質をもっているようにも見える。

しかし、「さがる」「すすむ」の方向との結合頻度が他の動詞より高い点は、方向性の強い

これらの動詞の語彙的意味の特徴として注目すべきことである。

　「とぶ」は（161）のように経路との結びつきも方向とほぼ同等な結合頻度を見せている。

（161）ロシア語といえば、シベリア上空を飛ぶTU－一四機上で会った大先生を思い出す。

　　（風に吹かれて）

　「とぶ」が方向と結びついて、ある方向に向かっての移動を表し、経路と結びついて、

経路を通って行く動作を表す点は、移動様態を表す他の動詞「あるく」「はしる」「およぐ」

「すべる」「はう」と同じである。しかし、「はしる」以外の移動様態を表す動詞が目的地

と結びつくことが難しいのに対して、「とぶ」は次のように目的地構造に入ることができる。

（162）初めての海外行きであるし、東京からミシガンに直行するのも芸がないように思え

　　たから、ハワイ、ロスアンジェルスなどで遊んだのち、コロラドで開かれる予定の数

　　論サマー・インスティテユ・・一トに出席し、それからミシガンに飛ぼうと計画していた。

　　（若き数学者のアメリカ）

　（162）の「ミシガン」は目的地を表し、移動体は「ミシガン」に到着したかどうかまでは

問わず、そこに向かったことを表す。「とぶ」「はしる」は移動様態を表す動作動詞ではあ

27到着点や目的地の二格名詞、へ格名詞との結びつきが可能な動詞は方向との結びつきが可能であるが、
方向との結びつきが可能である動詞が到着点、目的地との結びつきが可能であるとは言えない。例えば
「歩く」などは方向とは結びつくが、目的地とは結びつきにくい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72

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



るが、目的地構造に入り、目的地を目指していくことを表すことができる動詞で、移動様

態を表す他の動詞とは異なる範疇的意味をももっていることが分かる。

　表8をみると、「すすむ」も（163）のように経路との結びつきがみられる。この場合、他

の場所名詞句を要求せず、経路のヲ格名詞のみと結びつき、その場所を通っていく動作を

表す。

（163）五人は縦に一列に並んで細い道を進んだ。（花埋み）

　つまり、「すすむ」は経路構造に入ることができる動詞であり、“到着の位置変化”、“経

路動作”の範疇的意味をもつ二側面動詞であることが分かる。

　以上、方向志向動詞は“ある方向への移動”という範疇的意味をもっているが、それぞ

れ異なる範疇的意味も合わせもっており、方向構造以外の移動構造に入ることができる。

その異なる側面から、方向志向動詞は次のように分類できる。動詞の名づけはそれぞれの

動詞がとる移動構造によるものである。

1）〈方向到着動詞〉：主に方向構造をとりながら到着構造にも入る動詞

　　｛さがる｝

2）〈方向到着経路動詞〉：主に方向構造をとりながら、到着構造、経路構造にも入る、

　到着の位置変化と経路動作の二側面をもつ動詞

　　｛すすむ｝

3）〈様態方向経路目的地動詞〉：移動様態を表し、主に方向構造をとりながら、経路

　構造、目的地構造にも入る動詞

　　｛とぶ｝

2．2．7．格結合数0の用例

　2．2．2～2．2．6まで場所名詞句との結びつきから移動構造と移動動詞の範疇的意味にっい

て考察したが、場所名詞句との結びつきがない用例からも動詞の語彙的意味をうかがうこ

とができる。表8の〈格結合数〉を見ると、格結合数0の用例が当該動詞の用例数の50％

以上を占める動詞がある。

　まず、経路志向動詞のうちの「はう」「かける」「あるく」「はしる」「およぐ」「すべる」

である。これらの動詞が場所名詞句と結びつかない用例には次のような例がある。

（164）こうして這いながら、私は自殺の名所立待岬を抜け出ようとしている。（北帰港）
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（165）振返りながらどんどん駈けて、やがて弾が届かない自信を得たか、歩行に返った。

　　（野火）

（166）私は、悪事をはたらく前のすさんだ歩き方で、ゆっくりと歩いた。（忍ぶ川：幻燈

　　書集）

（167）突然、宮村が走り出した。道はあったが、暗くてよく見えなかった。それでも彼は

　　走った。（孤高の人）

（168）髪を短く刈った美幸は、犬のように達者に泳ぎ始めた。太郎はクロールと称する抜

　　手で泳いだ。（太郎物語）

（169）昨日と今日、五時間ほど滑った。（二十歳の原点）

（170）這って川端の方へ行った。（黒い雨）

（171）一時間ほど寝ころんだあと歩いて下宿へ帰る。（二十歳の原点）

（172）私は走って後楽園ホールに向かい、いつもの場所である六階の展示室に駆け込んだ。

　　（一瞬の夏）

　（164）～（169）は移動体の移動様態を表すが、これらの文で重要なのは、「どこを」という

経路ではなく、「はう」「かける」「あるく」「およぐ」「すべる」「はしる」などのそれぞれ

の動作そのものである。また、（170）～（172）ように場所名詞句と結びつかず、他の移動行

為の移動様態を表すのである。つまり、これらの動詞は他の経路志向動詞とは異なって“移

動様態”という範疇的意味をもっ経路志向動詞であることが分かる。表8の〈格結合数＞

0の用例が50％、60％以上もあるが、その中にはこのような例が多いのである。

　表8の一番下にある「とぶ」も「はう」「かける」「あるく」「およぐ」「すべる」「はし

る」と同様に移動様態を表す動詞であり、格結合数0の用例も47．1％に及んでおり、上の

用例と同じく移動様態を表している用例が多い。場所名詞句と結びつかず、移動様態を表

すのは「はう」「かける」「あるく」「およぐ」「すべる」「はしる」「とぶ」の動詞の特徴で

ある。「はう」「かける」「あるく」「およぐ」「すべる」「はしる」「とぶ」は、異なる動詞と

して分類されているが、　“移動様態”、“経路動作”という範疇的意味をもつ点では共通し

ており、以下では、これらの動詞全てに共通する性質を述べる場合は〈移動様態経路動詞〉

と呼んで考察する。そして、場所名詞句と結びつかず、移動様態を表す結びつきを〈移動

様態構造〉と呼ぶ。

〈移動様態構造〉：【（場所名詞句無し）移動様態経路動詞】

次に「しりぞく」「くる」も格結合数0の用例が50％以上である。しかし、これらの動
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詞の場合は必ず前後の文脈に到着点が明示されており、場所名詞句が想定される。

（173）新聞屋か。なんでこんな時刻にくるんだ。新聞屋は、暗くなってからはこないもの

　　だ。（砂の上の植物群）

　（173）の場合、到着点が明示されていなくても、「新聞屋」の到着点は話し手がいる場所

であることが分かる。言い換えれば、話し手がいる場所であるから、わざわざ到着点を言

わなくても到着点は明確であり、言う必要がないのである。このような語彙的な意味から

も格結合数0の用例が多く現れると思われる。これらの動詞の用例において格結合数0の

用例が多いのは、移動様態経路動詞である「はう」「かける」「あるく」「およぐ」「すべる」

「はしる」「とぶ」が場所名詞句を必要としない場合があるのとは異なるのである。

　到着志向動詞の中で純粋到着動詞②の「むれる」「あつまる」の場合は格結合数0の用

例が40％以上あるが、「しりぞく」「くる」とは少し異なるようにも思われる。

（174）信長はその四天王寺に詣ると、その堂舎の軒下で牢人らしい男が四、五人群れて、

　　なにやら文字を壁に書きつけては、がやがやと議論している。（国盗り物語）

（175）夜になると、たいてい六、七人は集まって、与平にせきたてられるまで、話したり

　　笑ったりしていった。（さぶ）

　（174）（175）の「むれる」「あつまる」は場所名詞句を必要とせず、みんなが群れをなして

いる状態を描写する例である。それは次の（176）の「むらがる」も同様である。

（176）朝な夕な、ひぐらしが群がって鳴いた。（楡家の人びと）

　純粋到着動詞②の「むらがる」「むれる」「あつまる」は、表8から分かるように到着点

と結びついた用例が50％以上であり、実際には、「どこそこに集まる」のように到着点と

される場所が示されることが多い。しかし、場所名詞句と結びつかない場合は、他の到着

志向動詞とは異なって、場所名詞句を要求せず、ただ群れをなしている状態を表す場合が

あり、これが格結合数0の用例の多さに現れるのであろう。「むらがる」「むれる」「あつ

まる」は、2．2．4．1でも述べたように移動体が複数であるという特徴をもつ動詞であり、こ

れらの動詞は場所名詞句と結びつかず、複数の移動体が集まっている状態を表すことがで

きるのである。このように場所名詞句との結びつきなしで、移動体が集まっている状態を

表す結びつきを〈状態構造〉と呼ぶことにする。
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〈状態構造〉：【（場所名詞句無し）純粋到着動詞②】

　以上のように、格結合数0の頻度数が高い移動様態経路動詞は他の移動動詞とは異なる

側面を表しているが、このような性質は、他の文法現象においても違いが見られる。また、

同じく、到着点との結合頻度が高い動詞でありながらも、場所名詞句と結びつかない場合、

到着点と多く結びつく他の動詞とは異なる側面を表す純粋到着動詞②（「むらがる」「むれ

る」「あつまる」）も、後に他の文法現象においても異なる側面を表すことになる。このよ

うな違いについては第4章の4．2節で詳しく述べる。

2．2．8．空間的移動を表す構造と範疇的意味による動詞分類（有情物移動体）

　2．2．1～2．2．7までの考察結果を整理すると、日本語の空間的移動表現は次のような表10

に示した構造で現れる。

表10　空間移動を表す移動構造

構造名 主たる構造 周辺的な構造

出発構造
【（場所名詞）ヲ／カラ＋出発志向動詞】

@〈出発点〉

【（場所名詞）ヲ／カラ＋到着出発動詞】

@〈出発点〉

経由

¥造
【（場所名詞）ヲ＋経由志向動詞】

@〈経由点〉

【（場戸名詞）ヲ／カラ＋到着出発動詞】

@〈経由点〉　　　　　　純粋到着動詞④

経過

¥造 経路

¥造
【（場所名詞）ヲ＋経路志向動詞】
@〈経路〉

【（場所名詞）ヲ＋出発到着経路動詞】

@〈経路〉　　　　到着経路動詞

@　　　　　　　方向経路到着動詞
@　　　　　　　様態方向経路目的地動詞
@　　　　　　　純粋到着動詞③

到着構造
【（場所名詞）二／へ／（マデ）＋到着志向動詞】

@〈到着点〉

【（場所名詞）二／へ／（マデ）＋出発到着経路動詞】

@〈到着点〉　　　　　　　　　経由到着動詞

@　　　　　　　　　　　　　経路到着動詞
@　　　　　　　　　　　　　方向到着動詞
@　　　　　　　　　　　　　方向経路到着動詞
y（場戸名詞）マデ＋様態経路方向動詞】

@〈到着点〉　　　　様態経路目的地動詞

@　　　　　　　　様態方向経路目的地動詞

目的地構造
【（場所名詞）二／へ＋目的地志向動詞】
@〈目的地〉

【（場所名詞）二／へ＋出発目的地動詞】

@〈目的地〉　　　　　　様態経路目的地動詞

@　　　　　　　　　様態方向経路目的地動詞

方向構造
【（場所名詞）ノ方二／ノ方へ十方向志向動詞】
@〈方向〉

【（場所名詞）ノ方二／ノ方へ＋到着志向動詞】

@〈方向〉　　　　　　　　　　　目的地志向動詞

@　　　　　　　　　　　　　出発到着経路動詞

移動様態構造 【（場所名詞句無し）移動様態経路動詞】

状態構造 【（場所名詞句無し）純粋到着動詞②】

　さらに、考察してきた範疇的意味の側面から移動動詞は、次の表11のように分類する

ことができる。名づけは各移動動詞がとる移動構造による。二っ以上の構造が合わさった

名付けは、前の方が主にとる構造であることを示す。また、動詞は表8の順に挙げる。
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表11　各類の範疇的意味とそれぞれの動詞の独自の意味

動詞類 範疇的意味 その類独自の意味 動詞

純粋出発動詞 はなれる
出発

u向
ｮ詞

出発目的地動詞
出発の

ﾊ置変化
目的地への移動 たっ、さる

出発到着経路動詞 到着の位置変化、経路動作 おりる

純粋経由動詞
すぎる、よぎる、こえる、

ｭぐる経由

u向
ｮ詞

経由到着動詞

経由動作

到着の位置変化 ぬける、わたる

経由経路動詞 経路動作 とおる

純粋経路動詞
めぐる、ったう、まわる、

ｽどる

経過志向動詞

経路

u向
ｮ詞

無方向経路動詞

経過動作

経路動作 無方向性
ぶらつく、うろつく、

ｳまよう

経路到着動詞 到着の位置変化 くだる

様態経路方向動詞 移動様態、ある方向への移動
はう、あるく、かける、

ｨよぐ、すべる

様態経路目的地動詞 移動様態、目的地への移動 はしる

純粋到着動詞①
いたる、うつる、つく、

ｨもむく、しりぞく
純粋到着動詞

純粋到着動詞② 移動体が複数
むらがる、あつまる、

ﾞれる
到着

u向
ｮ詞

純粋到着動詞③ 到着の

ﾊ置変化
（経路構造に入る）

もどる、いく、かえる、

ｭる

純粋到着動詞④ （経由構造に入る） はいる

到着出発動詞 出発の位置変化、（経由構造に入る） でる

到着経路動詞 経路動作 あがる、のぼる

目的地

u向動詞
純粋目的地動詞

目的地への
ﾚ動

むかう

方向到着動詞 到着の位置変化 さがる
方向

u向
ｮ詞

方向経路到着動詞 ある方向へ
ﾌ移動

経路動作、到着の位置変化 すすむ

様態方向経路目的地

ｮ詞
移動様態、経路動作、目的地への移動 とぶ

2．3．結合頻度から見る無情物移動体の場合の移動構造

　2．2では、有情物が移動体として現れる移動表現について考察を行ったが、この節では、

無情物が移動体の場合も有情物移動体の場合と同じ構造をとるのか、異なるとすれば、有

情物移動体の場合とどのように異なるのかについて考察を行うことにする。

　考察を進める前に本節で無1青物とされる対象について再度示す。0．3．1でも述べたように

無情物とは、「手紙／石」などのように意志をもたない具体物を表す。

　まず、各移動動詞と場所名詞句との結びつきを調べた結果が表12である。無情物移動

体の用例数は539例で、有情物移動体の場合に比べ、用例数が非常に少なく、詳細に考察

することは難しいが、有情物移動体の場合との異同を確認することはできよう。表12の

動詞の順は有情物移動体の表8と同様である。
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表12　移動動詞と場所名詞句の結合頻度（無情物移動体）

場所 出発点 経過点 到着点 方向 格結合数 用例

経由点 経路 数

動詞 カラ
ヲi

％ カラ
ヲi

％ ヲ1％ 二 へ

　一。　1マア　　1

％ ノ方二 ノ方へ
Ii％ oi 　‘

唐 1 2 3

1

はなれる 6 81 70．0 一

一i

一
一i　一

一 一

一i

一 一

一i

一
6i 30114 一 一 20

i 1 1

おりる 1 一i
50．0 一

一i
一

」　　　　＿
@｜ 一 一

一i
一 一

一i
一

111 50i 1 ｝ 一 2
f ↑ ｝

よぎる 一
＿1

一 一
21

66．7
」　　　　＿
@｜ 一 一

一i
一 一

一i
一 ll 　　　1R3．3； 2 一 一 3

1
1

くぐる 一

．i

一 一

2i
100．0

」　．
一 一

．i

一 一

．i　l

一

．i ．i

2 一 一 2
1

1
1 1

こえる 一
＿1

一 一
31 100．0 ＿1　　　＿

一 一
＿1

一 一
一i

一

一i

　1 3 一 一 3
1 1

1 1
1 1

ぬける 3 ＿1 42．9 一
4i 57．1 ＿1　　　＿ 1 2 一i 42．9 一

一i
一 「 「 4 3 一 7

1 1 1
1 1 1 1 1

わたる 2 ＿1 11．1 一
4i 22．2 ＿1　　＿ ll 2 一i 72．2 一

一1
一

11 5．6115 2 一 18
1 1

1
1 1

とおる 一 」 一 一 191 59．4 一1　　　－
@｜

5 1 一i 18．8 一
一i

一
7i 21．9125 一 一 32

1
↓＿

↓ ．↓＿
↑ 1… 1 ↑

1

つたう 一 口 一 一

一i

一 9190．0 一 一
　i

一 一
一i

一
li 10： 9 一 一 10

1 1
1 1 1

まわる 一 「 一 一

一i

一 一i　一 一 一 「 一 ｝ 「 一 4i 1001　　1
一 一 一 4

はう 一

．i　l

　 一

一1　｜

一

　‘
Q｝100．0　1

一 一

．i　｜

一 一

．i　l

一

．i　l
一1　1

2 一 一 2

はしる 1

．i　I

7．7 一

．i　｜

一

　｜

R123・1 一 一

．i　｜

一 2
2i　l

一

61　旨
一i　｜

6 1 ㎜ 13

すべる 一

．i　l

一 一

．i　‘

一

1i16．7　1

一 一

．i　’

一 一

．i　I

一

51　‘

一i 1 一 一 6
｝ 1 ｝ ｝ ｝ ｝

つく 一
一i

一 一
一i

一
．i　． 2 一

一i
一 一

一i
一

1i 　　　1
R3．31 2 一 一 3

11

はいる 1

．i

1．2 4
．i

一
一i　一 31 4

」　1

一 一

．i　｜

一

　｜
S5｛

　　　｜

T2．9140 一 一 85
1

もどる 一

」
一 一

」
一

一1　一
一 一

　l

撃
一 一

」　｜

一

2i 　　　1
U6．71 1 一 一 3

1 1
1

あがる 一
＿1

一 一
＿1

一
一i　一 3 一

一i

37．5 一
一i

一
5i 62．5i 3 一 一 8

1
1 1

1 1 1 1
いく 一

＿1
一 一

＿1
一

一i　一
一 1 11 100．0 一

一i
一 「 「 2 一 一 2

1 1
1 1 1 1

のぼる 5 ＿1 9．1 一
＿1

一
一1　一 11 一

一i

20．0 一
一i

一 391 70．gi　16 一 一 55
1 11 1
1 1 1

むれる 一 司 一 一
一1

一
一i　一

一 一

一i

一 一 「 一
1i 1001 一 一 1

1 11 1 1

でる 4 一1 6．8 一
一1

一
一i　一 6 一

一i

10．2 一 「 一 4gi 83．1110 一 59
11 1

あつま

X
一

．i　｜

一 一

．i　｜

一

一i　－　1

5 1
一i　｜

46．2 一

．i　l

一

　‘

Vi 　　　‘T3．81　　　｜ 6 一 一 13

くる 61
．i　｜

39．6 一

．i　‘

一 9 3
1i

8．4 一

．i　↓

一

　1
W11　｜ 52．6i　72 1 一 154

むかう 1

一l　I

33．3 一

．｛　｜

一

．i　．　｜

2 　

　｛一　｜

66．7 1
一i

33．3

．l　l

．｛　｜

2 1 一 3

さがる 一

．｛

@1 一 一

ゴ　i

一

．i　．　i

一 一

ゴ　i

一 一

．l

@i 　
　　‘P001
@　i

一 一 一 1

すすむ 一
」

一 一
一i

一
」　　　＿
@｜ 一 一

ll
25．0 一

一i
一 31 751 1 一 一 41

1 1

とぶ 2

．；　1

7．7 一

」　1

一

　1
S115．4　‘

3 1
．i　I

15．4 2

．i　｜

7．7
　｜
P41　‘

　　　｜
T3．81　12　　　1

一 一 26

　無情物移動体の場合も場所名詞句との結びつきにおいて、有情物移動体の場合とおおむ

ね同じ分布を見せる。しかし、前述したように有情物が移動体になる場合と無情物が移動

体になる場合とでは、結びつく格に制限が見られるなど、有情物移動体とは異なる側面が

ある。以下では、格の結びつきなど有情物移動体とは異なる無情物移動体の特徴に焦点を

あて、考察を行う。

2．3．1．出発志向動詞

　2．2．2で有情物移動体の場合について考察をしたように、「はなれる」「おりる」は出発点

と最も多く結びつく、出発構造をとる動詞であるが、無情物移動体の場合も出発点と多く

結びつく。「おりる」は2例しかないが、その中の1例は（178）の出発点と結びついた例で、
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もう1例は（179）の場所名詞句と結びつかない例である。

（177）立ちあがったときは、釣り竿は庄九朗の手から離れて西へ流れはじめている。（国

　　盗り物語）

（178）光の先端が人々の環の上にとまると、駆逐艦からカッターがおりるのがかすかにみ

　　えた。（戦艦武蔵）

（179）ひきのばされた期待の末に、幕があがったかと思うと一いや、気がついたときには、

　　幕はすでに降り、その不思議な人物は、もはや舞台に登場するのではなく、橋掛りの

　　松の側に、忽然と、降って湧いたように出現する。（羊の歌）

　（178）（179）の移動体である「幕／カッター」は実際には人間の操縦によって移動される

のであるが、ここではそのような部分は現れておらず、無情物移動体の移動を示している。

用例が少ないので、有情物移動体の場合と厳密に比べることは難しいが、無情物移動体の

場合も出発点と結びつくことができると言えよう。

　ところが、出発点の現れ方について有情物移動体の場合とは異なる点が考えられる。

2．2．2．1で見たように、出発志向動詞「はなれる」「さる」「たつ」「おりる」が結びつく出発

点は、ヲ格名詞、カラ格名詞で現れる。しかし、その両方の場所名詞句が可能なのは有情

物移動体の場合であって、無情物移動体の場合は状況が違う。例えば、（178）の出発点であ

る「駆逐艦から」を「駆逐艦を」にすることはできない。無情物移動体の場合、出発点に

現れるのはカラ格名詞のみで、ヲ格名詞は不可能である。後に到着志向動詞のところで再

度述べるが、到着点への位置変化と出発点からの位置変化の両方を表す動詞である「でる」

は、移動体が有情物の場合、出発点にはカラ格名詞もヲ格名詞も可能である。しかし、無

情物が移動体になると、（180）のように出発点に現れるのはカラ格名詞のみである。この例

も（180）’のようにカラ格名詞をヲ格名詞に換えると非文になる28。

（180）男の上着のポケットから名刺入れが出た。（点と線）

（180）「k男の上着のポケットヲ名刺入れが出た

　寺村（1982：107）に、「出ル」動き、つまり出発点、出どころと関係が深い動詞について、

「生き物、有情物の意識的な動きの場合は、出発点は『ヲ』も『から』もとれるが、自然

な動きの場合は『～から』としかいえない」と指摘されているように、意志をもって位置

28「名刺入れ」を意志をもって移動する移動体とする擬人的な表現であるなら可能であろうが、データ
に物名詞を擬人化した用例はなかった。
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変化する有情物移動体の場合は、出発点はカラ格名詞もヲ格名詞も可能である。三宅（1996）

もこのことについて、意志的にコントロールされない移動の場合、「起点」は対格で表示で

きないとしている。無情物が移動体の場合は無意志的な移動であるので、出発点を表す場

合はヲ格名詞で表すことができない。このようなことから、同じ動詞であっても意志をも

つ有情物が主体であるか、意志をもたない無情物が主体であるかは区別すべきであること

が分かる。

　しかし、「はなれる」の出発点の現れ方には少し異なる点が見られる。

（181）木刀と木刀が噛み合う音がひびきわたり、秋山小兵衛の木刀が手をはなれて、道場

　　の天井へ打ちあたった。（剣客商売）

（182）瞬間、シャンデリヤが天井をはなれ、しゃがんだ早瀬の頭上に落下するのを私はみ

　　た。（忍ぶ川：櫨馬）

（183）砂崩れは、ちょうど中休みに入っていたが、それでも海側の崖では、たえず幾らか

　　かの砂が流れつづけていた。ときおり、風のせいか、壁面をはなれて、布切れのよう

　　に宙にひるがえったりする。　（砂の女）

（184）　「殿っ」と溝尾庄兵衛がわめきっっ駈けよってきたとき、光秀の体は鞍をはなれ、地にころ

　　げ落ちた。槍がその腹をつらぬいていた。藪のなかにひそんでいたこのあたりの土民の仕業で

　　あった。（国盗り物語）

　（181）（182）（183）のように無情物移動体の場合、出発点にヲ格名詞が現れる場合がある。

（181）の「手を」は「手から」に、（182）の「天井を」は「天井から」に、（183）の「壁面を」

は「壁面から」に換えることができることからみても、これらは出発点であることは確か

である。（184）の「光秀の体」は無情物として描写されていると考えられる。この用例も

（181）（182）（183）と同様に無意志的な移動を表している。

　三宅（1996）は、「帰る」「来る」のように常に到着点を含意する動詞の場合、出発点をヲ

格で表すことは不可能であり、到着点を含意しない、出発点のみを含意する動詞の意志的

な移動の場合のみ、出発点をヲ格で表すことができるとしている。しかし、「はなれる」は

（181）～（184）のように無意志的な移動を表しているのにもかかわらず、出発点をヲ格名詞

で表すことができるのである29。意志をもたない無情物移動体の場合でも（181）～（184）のよ

29ところが、これらの用例の語順を変えるとどうなるだろうか。

　（181）’秋山小兵衛の手ヲ木刀がはなれる

　（182）’天井ヲシャンデリヤがはなれる

　（183）’壁面を砂がはなれる
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うに出発点をヲ格名詞で表せるということは、他の動詞とは異なる、動詞「はなれる」の

語彙的意味のもつ特異な性質であり、注目すべきことである。2．2．2．2で考察したように、

「はなれる」は出発の位置変化を表す他の動詞とは異なって、出発の位置変化のみを表す

動詞である。「おりる」は出発の位置変化以外に到着の位置変化や経路動作をも表す動詞で

あり、「でる」も到着の位置変化を表す動詞である。これらの動詞は、無意志的な移動を表

す場合、出発点をヲ格名詞で表すことができないのである。このようなことを考えると、

純粋に出発の位置変化のみを表す動詞の場合は、無意志的な移動の場合も出発点をヲ格名

詞で表すことができるのではないかと考えられる。

　「たつ」「さる」の場合は、無情物移動体の用例は見つからず、作例を考えても、無情物

が移動体で「たつ」「さる」と結びつく用例は難しい。「たつ」「さる」の場合は無情物が移

動体になるのは難しいという傾向をみせ、動詞によっては移動体に無情物が現れにくい動

詞があることが分かる。それはこれらの動詞が目的地への移動をも表すからであると考え

られる。目的地というのは目指していく場所であり、目指すという行為は意志性のある行

為である。したがって、意志をもたない無情物移動体に相応しくないのであろう。それは

2．3．4で述べる目的地志向動詞の「むかう」のところで再度確認することができる。

　考察したことから、「はなれる」は純粋に出発の位置変化のみを表す出発志向動詞であり、

同じく出発志向動詞でありながら、他の側面をもつ「おりる」とは異なる、特異な性質を

示しているということ、「たつ」「さる」のように目的地への移動を表すことができる出発

志向動詞は、無情物移動体の位置変化は表さないということが指摘できる。以上のような

ことから、無情物移動体の場合、出発構造は次のようである。

〈出発構造〉：【（物名詞）ガ（場所名詞）ヲ＋純粋出発動詞】

　　　　　　【（物名詞）ガ（場所名詞）カラ＋出発志向動詞／到着出発動詞】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出発目的地動詞は除外

　（181）（182）（183）では自然である文が、（181）’（182）’（183）’のように語順を変えると、不自然に感じられ

るようになる。影山（1996b）は項構造において、他動詞の主語、非能格自動詞の主語は外項であり、他動

詞の目的語と非対格自動詞の主語は同じ内項であることを述べている。つまり、非対格自動詞の内項は
他動詞の目的語に相当し、動詞との関係が緊密であるということである。三宅（1996）も非対格動詞が対
格のヲ格を取らないのは、影山（1996b）が述べているように主格が対格相当であるからであるとしている。
（181）’（182）（183）’のように主語が「はなれる」に近接すると、出発点がヲ格で現れるのが不自然である

のは、影山（1996b）や三宅（1996）が述べるように非対格動詞の主語が統語構造において目的語相当である

からであると思われる。主語の「木刀／シャンデリヤ」が動詞「はなれる」に近接することにより、動
詞「はなれる」に対して内項であるという緊密な関係が前面にでるからであろう。
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2．3．2．経過志向動詞

2．3．2．1．経由志向動詞

2．3．2．1．1．経由点との結合における擬人的な表現

　日本語において経由点を表す助詞は主に「ヲ」で、他の助詞はない。前述したように、

出発点からの位置変化を表す動詞の場合、無情物が移動体になると、出発点はヲ格名詞で

表すことが難しくなるが、経由点の場合はどうであろうか。

　まず、経由点と結びつく動詞は有情物の意志的な動作を表す動詞であるので、そもそも

物などの具体名詞が移動体の場合、経由点を表すヲ格名詞と結びつくことは難しいと思わ

れる。ところが次の（185）～（187）の場合、「手紙／製縄機i／砂」は物名詞であるが経由点と

結びっいている。

（185）いく日かすれば、この手紙はあの本郷の家の門をくぐり、あのやさしい母の手に渡

　　されるのかと思うと、やはり家が懐かしかった。（塩狩峠）

（186）製縄機は、シV・一・－Lトをかぶらせられたままトラックに積まれて海岸方向に走り、三菱

　　重工株式会社長崎造船所の門をくぐった。（戦艦武蔵）

（187）砂が、ここを越えて、どんどん部落に侵入しはじめるんだぞ！（砂の女）

　しかし、この場合は完全に擬人的なニュアンスがある。これらの文の移動体として現れ

ている名詞は、意志的な行動ができる有情物ではなく、自分の力で動くことができないも

のである。（185）（186）の移動体の「手紙／製縄機」は人の力によって、（187）の「砂」は風

などの自然の力によって移動した結果、経由点を通り抜けるものであるが、ここでは意志

をもつものとして描写されていると考えられる。

　次の用例の中の「川」などの名詞や「雲／煙」のような現象名詞の移動体は、意志をも

つ移動体ではなくても、元々自然に移動するものであり、ある場所を通っていくことがで

きる。

（188）見上げると、大天井岳のいただきを山雲が越えるところだった。（孤高の人）

（189）雲のいくつかの小さな断片がある。それらが悉く、南からあらわれて、月の前をよ

　　ぎり、金閣の屋根を覆って、何か大事へいそぐように北へ駈け去ってゆくのである。

　　（金閣寺）

（190）川原には日が照り、嶺線に切り取られた輝かしい空を、雲が渡った。（野火）

（191）土煙はさらに下の草原を渡り、向い側の丘を葡い上った。（野火）

（192）しかし川は南の壁を抜けない。（世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド）
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　これらの文においては、「川／雲／煙」のような名詞が移動体になり、経由点のヲ格名詞

と結びついて、ヲ格で示されている場所を通過することを表せると思われる。それにして

も、やはり有情物移動体の場合に比べると、少し移動体を擬人化したようなニュアンスが

感じられるかもしれない。しかし、（185）～（187）の物名詞に比べれば、自然である。

　次の（193）（194）の場合は、移動体として現れているものが意志をもっていなくてもあま

り擬i人的に感じられない。

（193）卵黄一個と五匙ほどの粥が喉を通ったのも、夫の手ずからの介抱があまりにもうれ

　　しかったからである。（華岡青洲の妻）

（194）生あたたかいアルコールが喉をこえて食道をつたい、胃の中におさまった。（世界

　　の終わりとハードボイルド・ワンダーランド）

　（193）（194）は、人間の飲み込むという意図的な行為の後、移動体の流れていく移動経由

を表している。この場合は、人間の行為後の重力による自然な流れであろう。これらの用

例において経由志向動詞は非意志動詞としてはたらいているのであろう。三宅（1996）も意

志的にコントロールされない移動の場合でも、経路はヲ格で表示できるとしており、その

場合の例も「涙が頬をつたった／汗が額を流れている」30のように、液体などの重力によ

る移動の例である。このような例から重力による移動は経由点と結びつくことができると

思われる。

　以上考察したことから、無情物移動体の場合、経由構造は次のように表せることが分か

る。

〈経由構造〉：【（物名詞・現象名詞・液体などの名詞）ガ（場所名詞）ヲ＋経由志向動詞】

2．3．2．1．2．有情物移動体の場合と異なる格結合分布

　表12をみると、「すぎる」「よぎる」「くぐる」「こえる」は有情物移動体の場合と同様、

無情物移動体の場合も経由点とのみ結びつき、「ぬける」「わたる」の場合も、有情物移動

体の場合と同様、経由点、到着点と結びつくが、有情物移動体の場合の結合頻度とは少し

異なる傾向がある。

（195）右脇腹から機銃弾らしきものがはいって鶏卵大の傷を作り、左肩脾骨下部に抜け、

30　「ったう」は本稿においては経過点の下位分類である、経路と多く結びつく動詞としている。三宅
（1996）は経由点と経路を区別していない。
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　　そこは小児の拳が入るくらいの射出口となってざっくりと筋肉が露出している。（楡

　　家の人びと）

（196）ソンキにそういわれると、いまさら写真にふれぬわけにもいかなくなったように、

　　写真ははじめて手から手へわたっていった。ひとりひとりがめいめいに批評しながら

　　小ツルの手にわたったあと、小ツルはまようことなくそれを磯吉にまわした。（二十

　　四の瞳）

　「ぬける」「わたる」は（191）（192）のように経由点と結びつく用例もあるが、（195）（196）

のように到着点と結びつく例が多く、有情物移動体に比べ、到着点との結合頻度が高くな

るのである。用例数が少ないということはあるが、移動体が無情物になると、移動体がど

こに位置変化したのかということに重点が置かれるようになると思われる。意志をもたな

い無情物の場合、どの経由点を通りぬけるかという動作（本来有情物の動作）よりは、そ

れがどこに着いたかに関心があるのは当然のことかもしれない。

2．3．2．2．経路志向動詞

2．3．2．2．1．擬人的表現

　本稿のデータの中に経路志向動詞の用例は「つたう」「まわる」「はう」「はしる」「すべ

る」のみである。その中で移動様態を表す動詞である「はう」「はしる」「すべる」が無情

物移動体の移動を表す場合、次のように移動体が意志をもって動作しているかのような擬

人的なニュアンスを帯びる。

（197）さまざまな型の車がおしあい、へしあい、甲高い悲鳴をたてながら疾走していた。

　　するとそこヘソフト帽がとんできたのだ。それは風にあおられて道を走った。（パニ

　　ック・裸の王様：巨人と玩具）

（198）印刷機は円盤状になった台座にタオルを一枚ずつあてがい、ペダルを踏むとインク

　　のついたローラ・一が印字の上を走り、同時に円盤が印字にガチャリと顔面をぶつける

　　ようにして動いた。（新橋烏森口青春編）

　（197）の「ソフト帽」は風の力によって、（198）の「ローラー」は人間の操作する動作に

よって動かされたものであるので、これらの名詞が移動体として現れる場合は、必ず擬人

的なニュアンスを帯びる。移動様態経路動詞自体が、有情物の移動の仕方を表す意志的な

移動動作を表す動詞であるので、物名詞が主体になっても、それぞれの移動動詞の表す動

作を表すことは不可能である。
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それは自然に移動することができる現象名詞の場合も同様なことが言える。

（199）北森の突然のかわりようを、赤沼千尋は横目で眺めながら、炉に薪をくべた。煙が

　　小屋の床を這った。（孤高の人）

（200）空はまっ暗だが烈風のため、雲が異常な早さで北へ北へとはしり、その雲の切れめ

　　に、ときたま星のきらめくのが認められた。（さぶ）

（201）海水が砕け散って甲板上に水があふれ、「之」字運動をつづける武蔵の体が傾斜す

　　ると、海水は、甲板上を奔流のように走った。（戦艦武蔵）

　（199）～（201）から分かるように擬人的なニュアンスがでてくる。前述したように移動様

態経路動詞は本来人間の動作を表すものであって、物や現象の動きを表すものではないか

らであり、「あるく」「かける」の場合は、無情物を移動体としている用例は1例もない。

　それに対して、「つたう」のような動詞は、「あるコースに沿って、それから離れないよ

うに進む」ことを表し、人間の動作のみならず、液体などの移動体の場合の移動も表すこ

とができる。

（202）ぬぐってもぬぐっても、令子の丸い目からは涙が流れ、白い頬を伝ってテーブルの

　　上に落ちて行きました。（錦繍）

（203）雨が落ちてきた。水が体を伝った。（野火）

　（202）（203）の場合、「涙／（雨）水」　が移動体になっているが、この場合、意志的な移

動を表すものではなく、擬人的なニュアンスはあまり感じられなくなる。これは2．3．2．1で

考察したように、「涙／水」などは自然に移動する力をもつものではないが、重力により自

然にある方向に流れて行くことができるものであるため、擬人的なニュアンスを帯びずに

移動の経路を表すことができる。実際に用例はなかったが、現象名詞などが移動体として

現れても（202）（203）のようなニュアンスを帯びることになるだろう。しかし、これがもし

「はしる」「はう」などのような人間の移動の仕方を表す移動様態経路動詞の場合になると、

当然擬人的なニュアンスを帯びるだろう。

　また、「さまよう」「うろつく」のような無方向経路動詞も無情物移動体の移動を表さな

いことが分かる。無方向経路動詞は移動中の移動体の心理状態を表す動詞であり、その語

彙的意味が無情物移動体とは相反するからである。

　以上の用例から、無情物移動体の場合、経路構造は次のように現れることが分かる。
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〈経路構造〉． 【（液体を表す名詞・現象名詞）ガ（場所）ヲ＋経路志向動詞】

　　　　　　　　　　　　　　　（移動様態経路動詞・無方向経路動詞は除外）

2．3．2．2．2．有情物移動体の場合との異なる側面

　2．2．3．2で考察した経路構造をとる動詞「めぐる」「つたう」「ぶらつく」「まわる」「たど

る」「うろつく」「さまよう」「くだる」「はう」「かける」「あるく」「はしる」「およぐ」「すべ

る」の中のほとんどの動詞に無情物移動体の用例はない。移動様態経路動詞の例はほとん

どなく、表12に見られる「はう」「はしる」の例も擬人的な表現である。全体的に無情物

移動体の用例は少ないが、経路志向動詞はさらに少ない。経路志向動詞は本来有情物の動

きを表す動詞であるので、無情物移動体と結びつく場合、不自然さを感じるし、擬人的な

表現になるのは当然のことであろう。

2．3．3．到着志向動詞

　到着志向動詞の場合も例がそれほど多くないが、有情物移動体の場合と同様に、無情物

移動体の場合も到着点と結びつく例が多い。

（204）鐘は神聖なものであるはずなのに、時には俗事にも使う。”クニ”へ出稼ぎに行っ

　　た代償として、ポイエニにトウモロコシの入った麻袋がトラックで着いた時など、早

　　速教会の鐘が乱打されたのを聞きつけ、たちまち、四方からトウモロコシを運ぶべく

　　出稼ぎに行った連中が嬉しくて顔をくしゃくしゃにして馬車を走らせて来るのには

　　驚いた。（ルーマニアの小さな村から）

（205）琵琶湖の極南にあたるこの宿場は、湖港として知られている。湖上交通の要衝で、

　　近江だけでなく若狭、越前などの北国、美濃などの東国の物資も、いったんはこの湖

　　にうかび、ついには大津の湖港にあつまる。（国盗り物語）

（206）靴の水が少くなったので歩き易くなったと思うと、靴に砂が入ってびっこを引くほ

　　ど痛くなる。（黒い雨）

　無情物移動体は当然意志をもたないため、その位置変化の背後には有情物の行為がある

場合が多い。（204）（205）の「トウモロコシの入った麻袋／東国の物資」は人間の行為によ

って、（206）の「砂」は自然の力によってそれぞれの到着点に位置変化したことを表す。こ

の場合は、到着の位置変化を表す動詞は無意志動詞としてはたらくのであろう。これらの

例から、無情物移動体の場合の到着構造は、有情物移動体の場合と同様に、次のように現

れることが分かる。
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〈到着構造〉：【（物名詞・現象名詞）ガ（場所名詞）二／へ＋到着志向動詞】

　ただし、表12を見ると、無情物が移動体になった場合は場所名詞句と結びつかない例

が多いことが分かる。

（207）ところが、いざ幕があがり詳細が判明してみると、だれひとり想像すらしていなか

　　った、えたいのしれないものが舞台上におさまっていた。（人民は弱し官吏は強し）

（208）朝日がのぼり、世界を新しい黄金色に染めるとき、地表に秋が降りた。（世界の終

　　わりとハードボイルド・ワンダーランド）

　（207）（208）の場合、移動体は「幕31／朝日」のように、自然に動くものとして考えられる

が、この場合、移動体がどこに向かって移動するのかは、到着点をわざわざ明示しなくて

も動詞の語彙的意味が表す方向であることが明確である。ある方向に向かっての移動が明

確であるこのような例の場合も、（209）のように到着点を明記すると、到着点を強調するよ

うなニュアンスを帯びるだろう。

（209）その夜、旦が金華山上にのぼったとき、庄九郎のクーデター部隊は鷺山城下を進発

　　した。（国盗り物語）

　次の（210）～（212）は物名詞が移動体で、有情物の行為の結果による位置変化であるが、

これらは到着点がどこであるかが明白である。

（210）名古屋の埃っぽい冬の間中、太郎は、青木辰彦が果して学校へ行ってるかどうかが

　　気になったが、所詮、ひとの家の息子なのだから、口出しをすることもないやと思っ

　　ていた。ただ、年賀状が来ただけで、音沙汰がないところをみると、太郎はあまりい

　　い予感は持てなかった。（太郎物語）

（211）一日遅れて、峻一自身の葉書がついた。（楡家の人びと）

（212）荷物が戻った時も、離縁と決まったときも、そう決まったと一言言っただけだった。

　　（花埋み）

「くる」は有情物移動体の場合に比べ、到着点との結びつきよりは（213）（214）のような

31「幕」は人間の行為によって動くものであることは確かであるが、上の例のような場合、人間の力な
どは前面に出ないで、「幕」が自然に動く物として認識するのであると考えられる。
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出発点との結合頻度の高さが目立つが、到着点が話し手のいる場所であるということが明

白であるからである。

（213）アメリカから石油が来なくなったら、我が国は四ヶ月以内に、南方の資源を求めて

　　立ち上がるか、屈伏するかしかあるまいというのは、液体燃料の貯蔵量、生産量、そ

　　して消費量から割り出された、当時内緒の、しかしかなり一般的な考え方であった。

　　（山本五十六）

（214）下宿捜しには思いがけぬ難儀iをした。新聞広告を出すと、窮屈しているミュンヘン

　　の家々からは幾つも手紙がくるのだが、いざ行ってみるとなかなか満足した部屋は見

　　つからない。（楡家の人びと）

　到着志向動詞が到着点との結びっきが強く、到着点が現れていない場合も、到着点が明

確であるということは、有情物移動体の場合と同じである。

　ところが、これらの動詞の中で「あがる」「もどる」「いく」「のぼる」「くる」は有情物移

動体の場合、経路と結びつくことができる動詞であり、「のぼる」「あがる」は経路動作と

いう範疇的意味ももつ動詞である。しかし、無情物が移動体になると経路との結びつきは

ほとんど見られない。三宅（1996）は意志性をもたない主体の場合、出発点のヲ格名詞と結

びつくのは無理であるが、経路のヲ格名詞とは結びつくとしている。しかし、経路を通っ

て行く動作は、有情物の動作であり、無情物の無意志的な移動を表すとしても、これらの

動詞が経路と結びつくのは難しく、そのような用例もあまり見当たらない。

　次に到着の位置変化以外に出発の位置変化をも表す「でる」についてである。「でる」は、

83．1％が場所名詞句と結びついていない例であるが、このような例の場合、（215）（216）の

出発点より到着点が想定されやすい32。

32次のように「涙／火」などの生理現象、自然現象などを表す現象名詞が移動体として現れる場合は、
“発生する”という意味合いが強くなる。

　（i）もう、あのしあわせだった日日は二度とやってこないでしょう。そう考えるといつも返が出ます。

　　　（エディプスの恋人）

　価）こんな夏になにが原因で火が出たのでしょうか。（花埋み）

それは出発点と結びっく場合も同様である。

　（iii）けれども、それは、喉から出た血ではなく、昨夜、耳の下に出来た小さいおできをいじって、そ
　　　のおできから出た血なのでした。（人間失格）
　（iv）大変です！倉庫室から火がでたんです！（女社長に乾杯！）

（血）（W）のの用例のカラ格名詞は〈出現〉あるいは〈発生の出どころ〉を意味している。

　（v）今、もし、向うの山に虹が出たら奇跡が起る。（黒い雨）
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（215）日の明るいうちについて、話を始めていくらもたたないうちに食卓が運ばれ、皿に

　　盛った枝豆とビールが出た。（庭の山の木）

（216）陽に当たり、身体が暖められるといくらか元気は出たように感じられるけれど、日

　　が出ると雲の上層部がやわらかになって、かえって歩きにくかった。（孤高の人）

　これらの無情物は有情物と同様に出発点、到着点と結びつくが、その場所名詞句が表す

意味は少し異なる。例えば有情物の場合、カラ格名詞と結びつくと出発点を表すが、無情

物の場合は意志をもつものではないので、〈出どころ〉を表すと言える。また、二格名詞と

結びつく場合、二格名詞が表すのは移動体の〈出現のありか＞33である。

（217）男の上着のポケットから名刺入れが出た。（点と線）

（218）畑で穫れたキャベツや波稜草が食卓にでても、それは荒く刻んで醤油で煮つけた調

　　理法であった。（冬の旅）

　ここで、〈出どころ〉を表す場合に注目したい。移動体が有情物の場合、「彼は家ヲ／カ

ラ出た」のように、出発点はヲ格名詞でもカラ格名詞でも可能であったが、移動体が無情

物の場合は、2．3．1で見たようにヲ格名詞は不可能である。（217）も「ポケットから」を「ポ

ケットを」に換えることは不可能である。

2．3．4．目的地志向動詞

　無情物移動体の場合は、「むかう」が終止形になっている例はなく、全てが次のようにテ

形で方向性を表すものである。

（219）白い雲はゆっくり南から北の方にむかって流れていた。（冬の旅）

　「むかう」は有情物移動体の場合、目的地や方向と共起する場合に限って経路とも結び

つくことができるが、無情物の場合は難しいようである。無情物移動体の場合、経路を表

すヲ格名詞と結びついた例は1例もない。これは前述したように、経路を通り過ぎていく

動作は有情物の行為であるので、無情物移動体の移動を表すことは無理であるからであろ

　（vi）三原は額にうすく汗が出た。（点と線）

また、（v）（Vi））のように二格名詞と結びついた場合も、「虹／汗」のような自然現象、生理現象が起っ

た場所、つまりその現象の発生した出現場所を意味しているといえよう。
33奥田（1962）の用語に倣う。

89

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



う。このように「むかう」がテ形で現れ、他の動詞の方向を表すことはできても、無情物

移動体の場合は、目的地構造をとり、ある場所を目指していくことを表すようなものは現

れない。これは2．3．1で述べた「たっ」「さる」と同様であり、目的地構造は主に有情物移

動体の場合に現れることが分かる。

2．3．5．方向志向動詞

　方向志向動詞も他の動詞群と同様に、無情物が移動体の場合、全体的に用例数が少ない

が、その中でも次のように場所名詞句と結びついていない例が多い。

（220）そして、その砲弾は、横ぶれすることもなく一直線に進み、速力のおとろえも極め

　　て少なく、その上、キャップがはずれたため頭部が浮き、水平に近い進み方をして水

　　面下の防禦のうすい艦腹に当るのである。（戦艦武蔵）

（221）丘と原は雨に煙っていた。雲がさがって、丘の頂の木を包み、突然吹く風に、低く

　　遠く吹き散らかされた。（野火）

（222）だが伝道師は気にもとめずに信夫をみて、頭を下げた。そのとたん、信夫の耳をか

　　すめて雪玉が飛んだ。（塩狩峠）

（223）そのとき、妻の足からぬげた片方の下駄が、アスファルトの路面に飛んで高い音を

　　立てました。（忍ぶ川：團簗）

　（220）（221）の動詞「すすむ」「さがる」は有情物移動体のところで述べたように、前方や

後方の方向を特徴付ける動詞であり、明確に到着点、方向性を表さなくてもその方向性は

想定できるが、「すすむ」は（220）の「一直線に」のように方向を表すものが現れているこ

とが多い。（222）の「とぶ」は場所名詞句との結びつきがなくても、移動様態経路動詞であ

り、それは無情物が移動体であっても変わらない。「とぶ」は有情物移動体の移動の場合と

同様に、（223）のように到着点との結びつきの例も見られ、有情物移動体の場合とほとんど

変わらない場所名詞句との結びつきを見せている。

　ところが、（221）の「雲」の場合は現象名詞であり、自然に動いていくものであるが、こ

の例において擬人的なニュアンスも感じられる。

　「とぶ」は「あるく」「はしる」「かける」などの移動様態を表す動詞とは少し異なる点

が見られる。無情物移動体の移動の場合、擬人的なニュアンスを帯びる傾向が強く、無情

物の移動についてはあまり使われないということを見た。ところが、「とぶ」は（223）にも

見られるように、擬人的なニュアンスはあまり感じられない。この場合は、有情物の意図

的な動作によって行われる移動ではなく、「下駄」が落ちる様子を描写する表現であり、自
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然な落下を表すからである。

2．3．6．無情物移動体の場合のまとめ

　無情物移動体の空間的移動は次のような構造で現れる。

出発構造：　【（物名詞）ガ（場所名詞）ヲ＋純粋出発動詞】

　　　　　　【（物名詞）ガ（場所名詞）カラ＋出発志向動詞、到着出発動詞】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　出発目的地動詞「さる」「たつ」は除外

・経由構造・【（現象名詞・液体を表す名詞）ガ（場所）ヲ＋経由志向動詞】

・経路構造・【（液体を表す名詞・現象名詞）ガ（場所）ヲ＋経路志向動詞】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「とぶ」以外の移動様態経路動詞は除外）

・到着構造：【（物名詞・現象名詞）ガ（場所）二／へ＋到着志向動詞】

　　　　　　　　　　　　　　到着点が明白な場合到着点が現れない場合が多い

　無情物が移動体の空間的移動を表す用例は、有情物移動体の場合の用例数に比べて40

分の1と非常に少ないが、場所名詞句との結びつきは概ね有情物移動体の場合と同様であ

りながらも少し異なる点もあることがわかる。

　まず、有情物移動体の場合、出発構造をとる動詞として「はなれる」「さる」「たつ」「お

りる」「でる」があるが、無情物移動体になると「さる」「たつ」は無情物が移動体として

現れるのは難しい。また、有情物が移動体の場合、出発点にヲ格名詞、カラ格名詞両方の

場所名詞句が現れるが、無情物が移動体の場合は、出発点はカラ格名詞のみでヲ格名詞で

表すのは不可能である。しかし、出発構造のみをとる「はなれる」はどちらも可能であり、

出発構造以外に別の構造をもとる他の動詞とは異なる側面を見せている。

　次に経由構造、経路構造をとる動詞は、無情物が移動体になると、経由、経路構造をと

ることが難しい。ただし、「涙が頬をつたう／お粥がのどを通る」のように非意志的な移動

でありながら、液体などの重力による動きや現象名詞の移動の場合は経由点、経路と結び

つく場合がある。

　到着構造をとる動詞の場合、格結合数0の用例が多いが、それは到着点が想定されるか

らである。また、方向構造をとる動詞の場合も場所名詞句が現れない用例が多い。

　このように無情物が移動体の場合、有情物移動体の場合と同様な場所名詞句との結合分

布を見せつつも、有情物移動体の場合に比べて場所名詞句との結合頻度も非常に少なく、

その結びつきにおいても制限が見られるなど異なる点が見られる。このような制限は有情

物と無情物を分けて考える必要性を示すものであると思われる。
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2．4．有情物移動体、無情物移動体の移動動詞の出現頻度

　無情物移動体の場合は、有情物移動体とは異なる移動構造をとる場合があることを示し

たが、動詞にも制限があり、有情物移動体の場合に比べ、無情物移動体の場合は現れない

動詞も多く、無情物移動体の場合に現れにくい動詞があることが分かる。有情物移動体と

無情物移動体の用例数を次の表13に示す。

表13　有情物移動体の場合と無情物移動体の場合の用例数

用例数
動詞

用例数
動詞

有情物　　無情物 有情物 無情物

はなれる 314 20 いたる 4
一

たつ 119 一
うつる 137 一出発志向動詞

さる 285 一
つく 527

おりる 465 2 はいる 1555

385

よぎる 6 3 もどる 821 3

すぎる 60 一 おもむく 52 一

くぐる 95 2 あがる 134 8

経由志向動詞

こえる 143 3 いく 4509 2

ぬける 121 7

到着志向動詞

むらがる 53 一

わたる 276 18 のぼる 517 55

とおる 307 32 むれる 7 1

めぐる 10
一 でる 2337 59

ったう 24 10 あつまる 252 13

ぶらつく 3
一 かえる 1822 一

経過志向動詞

まわる 61 4 しりぞく 38 一

たどる 72 一
くる 2997 154

うろつく 17
一 目的地志向動詞 むかう 709 3

経路志向動詞

さまよう 16 一 さがる 24 1

くだる 93 一 方向志向動詞 すすむ 177 4

はう 37 2 とぶ 85 26

かける 90 一

あるく 1138 一

はしる 442 13

およぐ 90 一

すべる 20 6

　表13を見ると、有情物移動体に比べ、無情物移動体の場合は、特に経路志向動詞が現

れないことが分かる。経路志向動詞は、本来ある場所を経過するという移動目的を表す動

詞（「めぐる」「つたう」「まわる」「たどる」など）、どのような移動方法で移動するかを表

す移動様態を表す動詞（「はう」「かける」「あるく」など）、移動中の心理状態を表す無方

向性の動詞（「ぶらつく」「うろっく」「さまよう」）があり、これらは全て本文でも述べた

ように、有情物の動作を表す動詞であるので、無情物の移動を表すことには適さないので

ある。特に無方向経路動詞、移動様態を表す動詞は無情物移動体の移動を表すことは難し

いことを見た。さらに、単に出発の位置変化のみを表す「はなれる」とは異なって、出発

志向動詞でありながら、目的地構造に入る動詞である「たつ」「さる」は無情物移動体の場

合は現れず、「たつ」「さる」のように目的地への移動を表す動詞も主に有情物移動体の移
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動を表す動詞であることが分かる。

2．5．第2章のまとめ

　第2章では有情物移動体の場合と無情物移動体の場合とに分けて、移動動詞と場所名詞

句との結合頻度による動詞分類にそって考察を行い、それぞれの類の動詞がとる移動構造

から範疇的意味を見出した。そのうえで、同じ類の動詞であっても、ある面では語彙的意

味に違いがあることを考察した。また、無情物移動体の場合は、場所名詞句との結合にお

いて有情物移動体の場合に比べ、現れる動詞も少なく、場所名詞句との結びつきもそれほ

ど多くないことを確認し、有情物移動体の場合と無情物移動体の場合とでは、移動動詞の

出現頻度や場所名詞句との結びつきにかなり差が見られることを確認した。

　しかし、2．3で考察したように、無情物移動体の用例は有情物移動体の場合に比べ、非常

に少なく、その結合頻度ととる構造から移動動詞の範疇的意味を示すことは非常に難しく、

もう少しデータを増やして考察する必要がある。それについては今後の課題にし、以下で

は移動動詞のとる移動構造や範疇的意味は、2．2．8で示した有情物移動体の場合に示したも

ので考えることにする。

　以上のように結合頻度から考察した移動動詞の範疇的意味の側面は、他の文法現象にお

いても確認することができる。2．2．8で示したそれぞれの型の移動動詞の範疇的意味は、虚

構的移動や他の文法現象においても異なる特徴をみせるのである。それについては第3章、

第4章、第5章で確認することにする。
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