
第3章 虚構的移動表現

3．0．第3章の目的

　第2章では、有情物移動体、無情物移動体の空間的移動表現における移動動詞の語彙的

意味、特に範疇的意味について考察を行った。ところが、日本語の移動動詞が使われる表

現には、空間的移動を表現するもの以外に次のような表現がある。

（224）細い道が学校の前を走る

（225）一階におりる階段

（226）坂をくだったところにお店がある

　上の用例の特徴は、移動動詞が具体的な位置変化を表すのではないことである。これら

の表現は移動表現を用い、ある場所の位置や方向などを描写する表現である。本章では、

このような表現が日本語においてどのように現れるかを考察しつつ、第2章で考察した移

動動詞の範疇的意味がこのような表現においても関係することを明らかにする。

3．1．　「虚構的移動」とは

　空間的移動ではなく、視覚の認知描写である移動表現を、Talmy（1996）は“Fictive

Motion”と名づけている。　Talmy（1996）は、次の（227）（228）は感覚が概念化を引き起こし、

静的な物体を虚構的移動としてとらえて描写する、Fictive　Motionであるとしている。そ

してFictive　Motionの中で、（227）のような表現を“Coverage　Paths”としている。Coverage

Pathsとは、静止した物体の空間的位置や広がりが移動動詞を用いて表現されるものであ

る。それに対して、（228）のような表現は“Access　Paths”としている。　Access　Pathsは

ある物体の位置に到達するための経路を描写する表現である。

（227）The　fence　goes／zigzags／descends　from　the　plateau　to　the　valley．（Talmy（1996：244））

（228）The　bakery　is　across　the　street　from　the　bank．（Talmy（1996：242））

　松本（1997）はTalmy（1996）に倣って、（229）のような表現を〈範囲占有経路表現〉、（230）

のような表現を〈到達経過表現〉とし、日本語と英語の移動表現を対照している。

（229）街道は、びわ湖の東岸の野を走っている。（国盗り物語）

（230）鳥居坂をくだったところに彼女らの行きつけのアイスキャンデー屋がある。（楡家
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の人々）

　日本語において、このような表現についての研究が多くない中で、松本（1997）の研究は

かなり参考になる研究である。本稿でも、実際に移動が行われるものではなく、固定的な

空間を描写する（229）（230）のような表現をTalmy（1996）に倣って〈虚構的移動表現〉とし、

考察を行う。

3．2．本章のデータ及び用例採集の基準

　本章のデータは、第1章、第2章で考察対象動詞とした45語（0．3．2参照）の用例を、

0．3．3で示した言語資料から採集した249例である。

　用例採集の基準は、基本的に1．1．2で述べたものに準じるが、虚構的移動表現では「～テ

イク／テクル」形、「～テイル」形も採集する。単純動詞では、「～テイク／テクル」形、

「～テイル」形が格との結びつきにおいて異なる側面があるので、考察対象から外したが、

虚構的移動表現においては、格との結びつきから動詞の語彙的意味を考察するものではな

いので、「～テイク／テクル」形、「～テイル」形も考察対象にする。

3．3．移動動詞の出現頻度（虚構的移動表現）

　本章で考察する虚構的移動表現に現れている45語の移動動詞の出現頻度を次に示す34。

　　　　　　　　　　　表14　移動動詞の出現頻度（虚構的移動表現）

動詞　　　出現頻度　　　　　　　動詞　　　出現頻度　　　　　動詞　　　出現頻度

1 はなれる 43 15 あがる 2
一

おもむく 0

2 いく 41 15 すぎる 2
一 およぐ 0

3 はいる 22 15 すすむ 2
一

かえる 0

3 はしる 22 15 たどる 2
一

かける 0

5 でる 17 15 よぎる 2
一

しりぞく 0

6 おりる 16 15 わたる 2
一

くぐる 0

7 むかう 13 22 あるく 1
一

さがる 0

7 めぐる 13 22 つく 1
一

さまよう 0

9 こえる 10 22 つたう 1
一

さる 0

10 くだる 8 22 とぶ 1
一

すべる 0

10 のぼる 8 22 はう 1
一

たつ 0

12 とおる 6 22 まわる 1
一

ぶらつく 0

12 ぬける 6
一

あっまる 0
一 むれる 0

14 いたる 4
一

うつる 0
一

むらがる 0

15 くる 2
一

うろつく 0
一

もどる 0

計249例

34第3章では、日本語の虚構的移動表現について考察しつつ、第2章で考察した範疇的意味を確認する
ことを目的とするので、結合頻度は問題にしない。また虚構的移動表現を表す用例は、動詞によっては
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　空間的移動表現に比べ、虚構的移動表現では、多くの動詞が現れないことが分かる。以

下では、虚構的移動表現について考察しつっ、第2章で考察した移動動詞の範疇的意味と

の関係を考察することにする。

3．4．虚構的移動表現の三つの構造

　松本（1997）によると、日本語の虚構的移動表現は、次の1）と3）の構造で現れる。ところ

が日本語の虚構的移動表現を考察すると、2）の構造で現れる場合もあり、日本語の虚構的

移動表現は主に3つの構造で現れることが分かる。

1）【「場所名詞」ハ（ガ）＋場所名詞句＋移動動詞】

　　　：「細い道が学校の前を走る」

2）【場所名詞句＋移動動詞のスル形＋場所名詞（経過点）】

　　　　「町へ降りる道」

3）【場所名詞句＋移動動詞のシタ形＋相対名詞二】＋【主節（存在や状況）】

　　　：「坂をくだったところにお店がある」

　この三つの構造は異なる移動体が考えられる。1）は「場所」が移動体として現れ、2）と

3）は移動体は現れていないが、一般者が移動体として想定される。

　これら三つの構造で現れる文はそれぞれ異なる意味を表す。まず、1）の構造をとる文は、

移動体として現れるのは場所（「細い道」）で、その場所が位置する地理的な関係を移動動

詞で表すものである。このような表現はTalmy（1996）の“Coverage　Paths”、松本（1997）

の〈範囲占有経路表現〉に相当する。

　2）と3）の構造をとる文は、移動体として一般者が想定されるが、それぞれ表す意味は異

なる。2）の構造をとる文は、被修飾語として現れる場所（「道Dを通った場合、到達する

場所（「町」）を表す、被修飾語の経過点を描写する表現である。2）の構造をとる表現につ

いては、Talmy（1996）や松本（1997）には触れられていない表現である。3）の構造をとる文

は、ある場所（「お店」）が位置するところに到達するまでの経過する場所（「坂をくだる」）

を描写する表現である。3）はTalmy（1996）の“Access　Paths”、松本（1997）の〈到達経路表

現〉に相当する。

　上述したように虚構的移動表現を表す構造は、移動体の性質により、場所が移動体とし

て現れる1）と、一般者が移動体として想定される2）、3）の二つに分けることができる。以

下では、前者を〈場所主体虚構移動表現〉、後者を〈一般者主体虚構移動表現〉と呼ぶこと

用例が1つである場合が多く、結合頻度を示して考察を行うのは難しい。
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にする。第2章でみたように、空間的移動表現の場合、移動体が有情物と無情物とに区別

できることをみたが、虚構的移動表現においても、直接移動体が現れてはいないが、移動

体として有情物が考えられる〈一般者主体虚構移動表現〉と、場所という無情物移動体の

ような移動体が考えられる〈場所主体虚構移動表現〉とが存在することが分かる。以下で

は、それぞれの虚構的移動表現について考察する。

3．5．場所主体虚構移動表現

　場所主体虚構移動表現35において移動体とされる語は、場所を表す名詞であるが、移動

体として現れる語が実際に移動行為を行うものではない。以下では、場所主体虚構移動表

現に現れる移動体の性質、動詞などについて考察する。

3．5．1．場所主体虚構移動表現の移動体

　場所主体虚構移動表現は主に場所名詞が移動体として現れるが、次の例文から分かるよ

うに、その場所名詞には特徴が見られる。

（231）静かな低い木々を簡素に植えた庭．を、四角い石の角だけを接してならべた敷石の径

　　が屈折してよぎり、障子をあけ放ったひろい座敷へ通じていた。（金閣寺）

（232）脊梁山脈とは別の山系に属するらしい低い山脈が半島を南北に走り、南に長く突出

　　して、オルモック湾を抱き、湾の底部の、いわば耳朶の附根に、オルモックの町を位

　　置させている。（野火）

　（231）（232）から分かるように、場所主体虚構…移動表現には「径／山脈」などの線状の実

体をもっ場所名詞が多く現れ、その場所がどの方向に向かって、どのように位置している

のかを表す。しかし、場所主体虚構移動表現の移動体として現れるのは、「道／山脈」など

35松本（1997：210）は範囲占有経路表現を大きく3種類に分けており、（i）のようなものを「特定の具体
物の現実移動（現実移動）」、さらに（li）のようなものを「任意の具体物の仮想移動（仮想移動）」、（iii）のよ

うなものを「視点の移動（視点移動）」としている。

（i）a．The　road　went　up　the　hill　as　we　proceeded．

　b．私たちが進んでいくにつれて、その道は丘を登って行った。
（且）a．The　highway　enters　California　there．

　b．そのハイウェイはそこでカリフォルニアに入る。
（ii）a．　The　mountain　range　runs　from　Canada　to　Mexico．

　b．その山脈はカナダからメキシコへ至る。

　本稿は移動動詞の語彙的意味の範疇的意味の側面を考察するものであり、（i）（il）（血）の表現において
動詞の制限などが見られないので、（i）（li　）（iii）を区別せず考察する。
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のようなものばかりではなく、次のようなものもある。

（233）それは、ここから見ると、その壮大な枠の中に、勅使門や山門の柱の重複するさま、

　　仏殿の甕、多くの松、それに加えて鮮やかに切りとられた青空の一部や、ほのかな雲

　　の幾片までも併呑していた。門に近づくにつれ、ひろい寺内を縦横に走る毯やら、多

　　くの塔頭の塀やら、限りもないものがこれに加わった。（金閣寺）

（234）近づくにつれて、塔から岸に向かっておりている城壁も見えてくる。（コンスタン

　　ティノープルの陥落）

　（233）（234）には「梵やら、多くの塔頭の塀やら／城壁」が現れており、これらの移動体

がどこを、どの方向に位置しているのかを表している。ところが、松本（1997）には、「壁／

城壁／フェンス」のように本来人の通行を遮るものの場合、それに沿った移動を想起しに

くく、日本語ではどの動詞を使っても〈範囲占有経路表現〉（本稿の場所主体虚構移動表現）

を表すのは無理であると述べられている。しかし、実際の用例をみると、（233）（234）のよ

うに「塀／城壁」の場所を移動体とする表現が可能である。場所主体虚構移動表現は認識

される対象が通行を遮るものであるかどうかということが関係するというよりは、その対

象がある程度距離的に長さがあるものであれば、その長さに沿って、現実には起っていな

い虚構的移動が表現されると思われる。

　ただし、これらの例を見ると、構文的な特徴が見られる。（233）では「門に近づくにつれ」、

（234）では「近づくにつれて」のように、ある場所に距離的に近づいていくことを表す語句

が現れる。さらに、「梵やら、多くの塔頭の塀やら／城壁」が連体節の被修飾語として現れ、

修飾節が「塀／城壁」がどのような方向で延びているのかを表す。本稿のデータに、「壁／

城壁／フェンス」のように本来人の通行を遮るものが現れている例は3例あり、そのうち

このような構文をとる例は2例しかないので、断定することは難しいが、このような名詞

が移動体として現れる場合、

（方向や様子などを表す句）＋移動動詞＋場所名詞（「塀、城壁、フェンス」など通行

を遮る名詞）＋述語（移動体として現れる場所が観察者の視界に加わることを表す）】

のような構文をとる傾向があることは指摘できよう。
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　以上の（231）～（234）までの例から、場所主体虚構移動表現の移動体として現れるのは線

状の実体をもつ場所であることが分かる。

3．5．2．場所主体虚構移動表現に現れる動詞

　次は本稿の調査結果、実際に場所主体虚構移動表現に現れた動詞の出現頻度を示す。動

詞は第2章で分類した動詞類別に示す。

表15　移動動詞の出現頻度（場所主体移動表現）

分類動詞 動詞
出現

p度
分類動詞 動詞

出現

p度
めぐる 13 純粋到着動詞① いたる 4

純粋経路動詞 つたう 1

到着志向動詞
純粋到着動詞③ くる 1

経路志向動詞
まわる 1 純粋到着動詞④ はいる 1

経路到着動詞 くだる 2 到着出発動詞 でる 2

様態経路方向動詞 はう 1

出発志向動詞
純粋出発動詞 はなれる

様態経路目的地動詞 はしる 22 出発到着経路動詞 おりる

14

純粋経由動詞
よぎる 2 目的地志向動詞 目的地動詞 むかう 1

経由志向動詞
こえる 4 計67

経由到着動詞 ぬける 1

経由経路動詞 とおる 6

　これらの動詞を見ると、経路志向動詞が現れる例（40例）が最も多く現われ、その次に経

由志向動詞の例（13例）が現れ、到着志向動詞の例（8例）、出発志向動詞の例（5例）、目的地

志向動詞の例（1例）が現れることが分かる。移動動詞の出現頻度から経路動作や経由動作を

表す経路志向動詞、経由志向動詞が主に場所主体虚構移動表現を表すことが分かる。以下

では各類の動詞が場所主体虚構移動表現に現れる場合について考察する。

3．5．2．1．経路志向動詞、経由志向動詞

　経路志向動詞、経由志向動詞が場所主体虚構移動表現に現れる場合である。

（235）塗りなおされたばかりの不自然なくらい輝かしい白、太陽の光に長いあいださらさ

　　れて黄ばんだ白、雨まじりの風にすべてを奪いとられたような虚無の白、そんな様々

　　な白が、丘をめぐる砂利道沿いにどこまでもつづいていた。（世界の終わりとハード

　　ボイルド・ワンダーランド）

（236）　せいぜい近江の東部山岳地帯の木樵か猪追いが知っている程度で、道も道といえ

　　るほどのものではなく、谷川を伝い、山の鞍部を越えてゆく、いわば鹿の通り道のよ

　　うな経路である。（国盗り物語）
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（237）干いた土が露出した崖際を縫い、沢を越え、木立を廻って、道はどんどん降りて行

　　った。（野火）

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

　　傾斜で下って行き、その向うに思いがけず湖が見えた。（庭の山の木）

（239）街道は、びわ湖の東岸の野を走っている。（国盗り物語）

　これらの表現は全て移動体として描写されている場所（「道」）がどこにどの方向に位置

しているのかを移動動詞をもって表現しているものである。表15から分かるように、こ

の表現には経路志向動詞が最も多く現われるが、その中でも様態経路目的地動詞の「はし

る」の用例の多さが目立つ。「はしる」は移動様態を表す移動様態経路動詞36であるが、全

ての移動様態経路動詞が場所主体虚構移動表現に現れるわけではない。本稿のデータに「は

しる」と「はう」以外に移動様態経路動詞が場所主体虚構移動表現を表す例はない。松本

（1997：213・214）にも移動様態を表す動詞の中で「はしる」以外の動詞はこのような表現に

使われにくいと述べられている。ただし、経路の形状を表すと解釈できる場合は用いるこ

とができると述べ、次のような例を出して、「これらの例に詩的な響きがあるのは、動詞や

副詞句の表す移動の様態がどのような経路の特徴を表すのかが、多分に解釈者の想像力に

依存するからであろう」と述べている。

（240）a．The　road｛rambles／wanders｝through　the　forest．：松本（1997）：（23a）

　　b．その道は、森の中をさまよいながら通り抜ける。：松本（1997）：（23b）

（241）a．The　road　goes　galloping　over　mountains．：松本（1997）：（24a）

　　b．その道は、（馬が）飛び跳ねるように、山々を越えていく。：松本（1997）：（24b）

　元々移動様態を表す動詞は、有情物移動体の空間的移動を表す場合も、移動体の様態を

表しており、虚構的移動表現のなかで、経路の形状特徴を表すのは当然なことであろう。

　このような場合をのぞくと、確かに「走る」以外の移動様態経路動詞が場所主体虚構移

動表現となることは少ない。ところが、1例ではあるが、本稿のデータの中に次のように

「はう」の用例がある。

（242）長城がのろのろと荒野を這って丘につきあたると、煉瓦は馬や牛の背で丘のうえに

　　はこびあげられ、崖があればそのまま崖を壁に利用した。（パニック・裸の王様：流

362．2．7を参照されたい。
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亡記）

　（242）の場合は（240）（241）とは違って、「長城」がどこを通ってどこまで延びているのか

を表していると思われる。移動体である場所の進む経過を表す（242）と、形状を表す

（240）（241）は異なるのである。（240）（241）の「森の中をさまよいながら／（馬が）飛び跳ね

るように」が動詞「通り抜ける／越えていく」の様態を表し、どのような様子の経路であ

るかという経路の形状（道が真っ直ぐではなく蛇行している形状／道の起伏が激しい形状）

を表している。それに対して（242）では「長城」が「丘につきあたると」と結びつくととも

に「荒野を這って」とも結びついて、場所主体虚構移動表現を表しているのである。「荒野

を這って」は「長城」の形状を表しているのではない。

　しかし、前述したように全ての移動様態経路動詞が場所主体虚構移動表現を表せるわけ

ではない。用例から見ても移動様態経路動詞の中で主に「はしる」が場所主体虚構移動表

現を表し、それ以外に「はう」が1例で37、他の移動様態経路動詞（あるく、かける、お

よぐ、すべる、とぶ）の用例はない38。移動様態経路動詞は有情物の動作を表す動詞であ

り、固定的な場所の様子を表すのに適していないのであろう。松本（1997）にも移動様態を

表す動詞の中で「はしる」だけが例外的に使われると述べられているように、「はしる」が

主に場所主体虚構移動表現に使われる。第2章でも「はしる」は他の移動動詞とは異なる

振る舞いをしているが、ここでも「はしる」の特異な性質を再度確認することができる。

　また、表15を見ると、経路志向動詞の中で無方向経路動詞である「ぶらっく」「うろっ

く」「さまよう」も例がない。無方向経路動詞には、方向性が内在されていないので、ある

場所がどのように位置しているのかその様子を表すのは難しいからであろう。さらに、無

方向経路動詞は第2章でも述べたように、移動体の移動中の心理状態を表す動詞であり、

その語彙的意味から場所を移動体として取り上げ、その移動を表すのは難しいと思われる。

37本稿の調査資料以外に「新潮文庫絶版100冊」（2000）からの33冊（翻訳作品を除く1945年以降の
作品）の中にも、「あるく」「かける」「およぐ」「すべる」「とぶ」の例はなく、「はう」の例が1例あっ
た。

　（i）雨に洗われた白い県道が馬目樫の林をぬい、たぶや椿樹の大樹のかげを曲折しながら上り坂にな

　　　った。人一人会わなかった。幾つめかの淋しい部落をすぎ、道が崖肌を這って左に折れた時、不
　　　意に、暗い雨雲におおいつくされた怒濤の果てしないつらなりが、私の眼の前にくろぐうとよこ
　　　たわっていた。（落城・足摺岬：足摺岬）

38　「およぐ」「とぶ」は元々陸上の移動様態を表すものでないので、場所主体虚構移動表現を表すのは
意味的な問題からも難しいのであろう。もちろん、松本（1997）が述べているように経路の形状特性を表
すことはできよう。次に、「あるく」「かける」「すべる」も場所主体虚構移動表現は無理のようであるが、

それは多分、われわれが車で道路や道などの上を移動する場合、「走る」と表現する現実の移動表現から、

道路や道などが移動体として描かれる場合も、観察者の認識の中に「はしる」が想起されやすくなるの
ではないかと思われる。
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3．5．2．2．到着志向動詞、出発志向動詞、目的地志向動詞

　表15に示したように、経路志向動詞や経由志向動詞に比べて出現頻度は少ないが、到

着志向動詞、出発志向動詞、目的地志向動詞も場所主体虚構移動表現を表すことが分かる。

まず到着志向動詞の場合について考察する。

（243）道はやはり草原に深く刻まれて、木立に到っていた。　（野火）

（244）仕事というのは、沼のふところまできている道路を、沼にそって海岸まで延長する

　　作業であった。（忍ぶ川：騙馬）

（245）道は舞鶴市か旦湾の底部に沿．う．エ酉くΣ向虹Σ．宜崖線と．直負足交れ久一一や．が工ふ撞尻

　　峠をこえて、由良川へ出る。（金閣寺）

　経路志向動詞、経由志向動詞の場合と同様にこれらの例は、移動体として現れている場

所の位置を描写している。ただし、経路志向動詞、経由志向動詞の場合はヲ格名詞と結び

つくのに対して、到着志向動詞は「二格／へ格」名詞、マデ格名詞と結びつき、移動体と

して描写されている場所がどこに、どこまで通っているのかを表している。

　次に、出発志向動詞の場合を考察する。第2章で考察したように、出発志向動詞には純

粋出発動詞（「はなれる」）、出発目的地動詞（「たつ」「さる」）、出発到着経路動詞（「おり

る」）がある。純粋出発動詞である「はなれる」は、（246）のように場所主体虚構移動表現

を表すことができる。（246）の「川と」は出発点ではないが、（246）’のように出発点である

「川から」に換えることができるだろう。

（246）道は川と離れたり、近づいたりしていた。（孤高の人）

（246）「道は川から離れたり、近づいたりしていた

　ところが、出発志向動詞であっても、出発目的地動詞「たつ」「さる」の場合になると異

なる側面が見られる。「たつ」「さる」は（247）のように出発点の名詞句と結びつく場合も、

（248）のように目的地の名詞句と結びつく場合も、「山道」を移動体とする場所主体虚構移

動表現を表すことは難しい。

（247）a．★道は川カラ｛たった／たっていく｝

　　b．★道は川へ｛たった／たっていく｝

（248）a．★道は川カラ｛さった／さっていく｝

　　bパ山が川へ｛さった／さっていく｝
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　表15の出発志向動詞の中で出発到着経路動詞「おりる」の例が4例あるが、それは全

て次のように到着の位置変化を表す動詞としてはたらくと考えられる例である。

（249）桃畑に通ずる道は尾根に向って延び、更に山を越え谷におりていった。（孤高の人）

　それは到着志向動詞の中の到着出発動詞「でる」も同様である。先の（245）の「出る」は

到着の位置変化を表すものであって、出発の位置変化を表すものではない。次のような例

からもそれを確認することができる。

（250）やがて、現場がすぐそこに感じられ、砂利置場から出て来る脇道が見えた。（木枯

　　しの庭）

　（250）は移動体の「脇道」が出発点として考えられる「砂利置場から」と結びっいた例で

あり、「脇道」の出発の位置変化を表すものと見えるかもしれない。しかし、（250）の場合、

認識者は到着点として考えられる場所の付近に位置し、そこから移動体の存在が確認でき

る場合である。これは「出て来る」という述語の形から、到着点で移動体の存在を確認し

ていることが分かる。つまり、出発点から移動体が出発してしまったことを表すのではな

い例である。

　以上のようなことから、（246）のように「はなれる」が現れる例はあるものの、このよう

な例は1例のみで、出発志向動詞は場所主体虚構移動表現を表すのは難しいと思われる。

　次に、目的地志向動詞の「むかう」も次の例のように場所主体虚構移動表現を表すこと

ができると思われる。

（251）道は舞鶴市から湾の底部に沿うて西へ向い、宮津線と直角に交わり、やがて滝尻峠

　　をこえて、由良川へ出る。（金閣寺）

3．5．3．場所主体虚構移動表現の構造

　3．4で場所主体虚構移動表現の構造を次のように記述した。

【「場所名詞」ハ（ガ）＋場所名詞句＋移動動詞】

場所主体虚構移動表現は大まかには上の構造をとると言えるが、今まで考察してきたこ

とから場所主体虚構移動表現がとる構造をさらに具体的に示すことができる。
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　まず、移動体には「道／山脈」など線状の実体をもつ場所名詞が現れ、「家／学校」など

のように広がりをもたない点的な場所名詞は現れない。

　次に、述語に現れる動詞については、全ての移動動詞が述語に現れるわけではなく、

3．5．2．1、3．5．2．2で考察したように、動詞の制限が見られる。経路志向動詞、経由志向動詞、

到着志向動詞、目的地志向動詞は場所主体虚構移動表現に現れることができる。しかし、

経路志向動詞の中で「はしる」「はう」以外の移動様態経路動詞がこの表現に現れるのは難

しい。また出発志向動詞の中で、純粋出発動詞の「はなれる」以外の動詞は場所主体虚構

移動表現を表すことは難しく、出発の位置変化を表す動詞は場所主体虚構移動表現には現

れにくいのが分かる。

　場所主体虚構移動表現の構造の特徴はこれだけではない。この表現において移動動詞が

表す移動行為を修飾するかのような語句との結びつきが目立つのである。（231）（232）（233）

の文を再掲して考察することにする。

（252）静かな低い木々を簡素に植えた庭を、四角い石の角だけを接してならべた敷石の径

　　が屈折してよぎり、障子をあけ放ったひろい座敷へ通じていた。（金閣寺）：（231）再

　　掲

（253）脊梁山脈とは別の山系に属するらしい低い山脈が半島を南北に走旦、南に長く突出

　　して、オルモック湾を抱き、湾の底部の、いわば耳朶の附根に、オルモックの町を位

　　置させている。（野火）：（232）再掲

（254）門に近づくにつれ、ひろい寺内を縦横に走る毯やら、多くの塔頭の塀やら、限りも

　　ないものがこれに加わった。（金閣寺）：（233）再掲

　これらの例を見ると、「屈折して／南北に／縦横に」のように、述語の表す移動動作の様

子や方向を表している語句と結びついている。これらの語句は移動動詞の表す語彙的な意

味を修飾する副詞的なはたらきをしている。もちろん全ての例においてこのような語句が

現れるわけではないが、移動体として現れる場所名詞がどのような方向で広げられている

か、どこを通って、どこに通じているかを表す語句と結びつく例が多い。この場合、必ず、

経路のヲ格名詞が必要で、ヲ格で表される場所をどのような方向で、どのような様子で進

行しているかを表す。（252）は庭をよぎる道の様子が屈折していることを、（253）は半島を

南北の方向に続いている様子を、（254）もひろい寺内を縦横の方向に続いている様子を表し

ている。場所主体虚構移動表現の用例67例の内、経路や経由点のヲ格名詞が現れる例は

36例あり、場所主体虚構移動表現には主に経路や経由点のヲ格名詞が現れる。次の（255）

の場合は、一見場所名詞句が現れていないように見える。しかし、「川に沿って」は経路を
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表すヲ格名詞に等しい意味を表しているのである。

（255）吊橋を渡ると、道は少しの間川に沿って走っていた。（あすなろ物語）

　「道」などの線状の場所がどこを、あるいはどこに続いているかということを表す場所

主体虚構移動表現には、必ず経由点や経路の場所名詞句、あるいは到着点、方向の場所名

詞句が必要である。

　以上のような結びつきの特徴を総合すると、場所主体虚構移動表現の構造は主に次の1

の構造で現れるが、2の構造でも現れると言える。

1．（線状の場所）ハ／ガ　＋　ヲ格名詞　＋　　（様子・方向を表す語句）＋

　　　　　　　　　　　　〈経由点・経路〉

ぽll：1㍗”詞…イク

　無方向経路動詞、「走る」「這う」以外の移動様態経路動詞は除外

　「学校の前を広い道が走っている／敷石の道が庭を屈折してよぎった」

2．（線状の場所）ハ／ガ　＋　（ヲ格名詞）　＋　二格／へ格名詞＋

　　　　　　　　　　　　〈経由点・経路〉　　　〈到着点・目的地〉

　　到着志向動詞　　　のスル／シテイル／シテイク

　　出発到着経路動詞

　　目的地志向動詞

　「アスファルトの道が町の入口まで来ている／山道は谷に降りて行った」

3．6．一般者主体虚構移動表現

　3．4に示した2）の構造【場所名詞句＋移動動詞のスル形＋場所名詞（経過点）】と3）

の構造【場所名詞句＋移動動詞のシタ形＋相対名詞二】＋【主節（存在や状況）】の二っの

構造には実際に移動体は現れず、不特定の移動体、つまり一般者が移動体として想定でき

るのである。この二つの構造は、二つとも一般者が移動体として想定できるが、表す意味

は異なる。3．4でも少し述べたが、2）の構造は、被修飾語として現れる場所を通った場合、

到達する場所を表す、つまり被修飾語の経過点を描写する表現である。それに対して、3）

の構造は、ある場所に到達するまでの経過点を表す。以下では、2）の構造をとるものを

〈経過点描写表現〉、3）の構造をとるものを〈到達経過表現〉と呼び、考察を行う。
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3．6．1．経過点描写表現

　経過点描写表現の構造を再度示す。

【場所名詞句＋移動動詞のスル形＋場所名詞（経過点）】

　次の（256）の「そこから大笹部落へおりる道」は、経過点描写表現の構造をとっているが、

被修飾語として現れる場所「道」は移動体ではなく、通り抜ける場所を表す。

（256）草刈場らしいところに出ると、そこから大笹部落へおりる道があった。（孤高の人）

　「道」を通過して到達するところは、連体修飾節の「大笹部落」ということになる。つ

まり、経過点描写表現は、被修飾語で表される場所を通るとどこに到達することになるの

かを連体節で表す表現である。このように経過点描写表現は常に連体節で表されるが、全

ての移動動詞が経過点描写表現に現れるわけではなく、動詞の制限などが見られる。

3．6．1．1．経過点を表す被修飾語

　（257）（258）の用例は「出口／引戸」が被修飾語として現れているが、これらの例は被修

飾語である「出口／引戸」の位置や方向を表すものではなく、その場所を通り抜けた場合、

連体修飾節で表されている到着点への位置変化が行われることを表す。「出口／引戸」は移

動体を表しているわけではなく、この表現は経過点描写表現である。

（257）屋上へ出る出口の方の洗面所に、そんな部屋着を着た生徒が二人、何か決っている。

　　（庭の山の木）

（258）廊下から脱衣場へ入る引戸は加藤が入るとき開けたままになっていた。（孤高の

　　人）

　もしこれらの用例が場所主体虚構移動表現を表すのであれば、次の（257）’（258）「に直すこ

とができると思われるが、（257）tも（258）’も非文であり、（257）（258）が経過点描写表現であ

ることを表す。

（257）「＊出口は屋上へ出る

（258）’＊引戸は廊下から脱衣場へ入る
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　次の（259）～（261）の用例も連体節の被修飾語として現れている場所名詞「道」は、移動

体として描写されているのではなく、通り抜ける場所として解釈するのが自然であろう。

（259）なるほど途方もない山奥だが、京からの道路もあり、若狭へぬける山道もあって、

　　はやくからひとに地名だけは知られていた。（国取り物語）

（260）宿の裏から川原に出る道があった。（孤高の人）

（261）裏の家へいく道ですけど、裏の家の旦那さんはお巡りさんです。（忍ぶ川：團簗）

　（259）～（261）において、連体節の表す移動の移動体は、実際には現れていないが、不特

定者である一般者が想定できる。（259）～（261）の被修飾語の「道」は「若狭／川原／裏の

家」に通じていることを表しており、移動体が被修飾語として現れている場所に沿って移

動した場合、どこに到達するか、到着する場所は連体修飾節内の場所名詞句（「若狭へ／宿

の裏から川原に／裏の家へ」）で表される。もし（259）～（261）の連体節が場所主体虚構…移動

表現であるのであれば、被修飾語である場所名詞を移動体として表すことができるだろう。

しかし、（259）’～（261）’のように被修飾語を移動体として示すのは難しい。

（259）’＊山道が（は）若狭へぬける

（260）’＊道が（は）宿の裏から川原に出る

（261）’＊道が（は）裏の家へ行く

　このように、場所主体虚構移動表現がある場所の位置や方向範囲を表すのに対して、経

過点描写表現は、移動体として想定される一般者が被修飾語で現れる場所を通過した場合、

どこに向かうことになるのかを表す表現であり、場所主体虚構移動表現と異なる意味を表

す。

3．6．1．2．連体修飾節の動詞

　経過点描写表現は連体節で現れるとしたが、実際に経過点描写表現に現れた動詞の出現

頻度を示す。
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表16　移動動詞の出現頻度（経過点描写表現）

分類動詞 動詞 出現頻度

純粋到着動詞③
いく 16

くる 1

到着志向動詞 純粋到着動詞④ はいる 5

到着出発動詞 でる 11

到着経路動詞 のぼる 5

出発志向動詞 出発到着経路動詞 おりる 9

目的地志向動詞 目的地動詞 むかう 10

経由志向動詞 経由到着動詞 ぬける 5

計62

　表16を見ると、経過点描写表現には主に到着志向動詞が多く現れ（38例）、経路志向動

詞は現れないことが分かる。以下では、各類の動詞について考察を行う。

　次の（262）～（265）の連体修飾節の動詞には、到着志向動詞の「いく」「はいる」「でる」「の

ぼる」が現れている。

（262）高齢で、背中も曲り、二階の教室へ行く階段を登るのにも、ゆっくりと這うようで

　　あったが、痩せて微の深い顔のなかの唇だけは赤く生々としていて、妙に肉感的な印

　　象をあたえた。（羊の歌）

（263）霊枢車から下ろされると、平吉、塗装職人で従弟でもある猪之吉、作造、伝三郎の

　　四人が棺を大門から、杢一旦をあけてかっぎ入れ、慈念と徳全が衣を

　　きて待っている縁にいったん下ろすと、白足袋のままの裸足で、庭の白砂利を踏み、

　　正面の上り段から内陣の間に入れた。　（雁の寺・越前竹人形：雁の寺）

（264）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

　　おって一裏道から帰った。（金閣寺）
（265）好太郎さんのうちは城山へ登る坂道のわきにある。（黒い雨）

　まず、（262）の「いく」は純粋到着動詞③、（263）の「はいる」は純粋到着動詞④、（264）

の「でる」は到着出発動詞、（265）の「のぼる」は到着経路動詞である。これらの動詞は全

て到着志向動詞であるという共通点がある。さらに、これらの動詞は全て経路のヲ格名詞

や経由点のヲ格名詞と結びつくことができる動詞であるという共通点がある。次の用例を

みると、さらに経過点描写表現を表す動詞の特徴が明確になる。

（266）土橋をわたると谷川の深みへ降りる石段へ通じる。（死者の奢り・飼育：不意の唖）

（267）河原町通へ抜ける道を曲がった。（金閣寺）
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（268）名神高速道路を降りて京都に入ると、山科に向かう国道に入りました。（錦繍）

　（266）の「おりる」は出発到着経路動詞、（267）の「ぬける」は経由到着動詞であり、そ

れぞれ到着の位置変化を表す動詞であり、「おりる」は経路のヲ格名詞と、「ぬける」は経

由点のヲ格名詞と結びつく動詞である。（268）の目的地志向動詞「むかう」は、経路と単独

で結びつくことはできないが、目的地と共起する場合、経路のヲ格名詞と結びつくことが

できる動詞である。以上のようなことから、経過点描写表現を表す動詞は、経由点あるい

は経路のヲ格名詞と結びつく到着の位置変化、目的地への移動を表す動詞であることが分

かる。

　次に、「でる」の場合は、連体修飾節に出発点が現れる（269）のような例も考えられるが、

本稿のデータの中に出発点を表す名詞句が連体修飾節に現れる例はなく、出発点が現れる

ことはあまりないと考えられる。出発点を表す名詞句が現れる場合は、（270）のように到着

点と共起して現れるのである。

（269）ここから行くと、公園から出る道がある

（270）宿の裏から川原に出る道があった。（孤高の人）

　以上、経過点描写表現を表す動詞について考察したが、これらの用例に現れているよう

に、連体修飾節の動詞は必ずスル形で表される。連体修飾節の動詞が必ずスル形であると

いうことは、次節で考察する到達経過表現とは異なる特徴である。

3．6．1．3．経過点描写表現の構造

　ここまで考察してきたことを総合すると、経過点描写表現の構造は次のようである。

二格／へ格名詞　＋

〈到着点・目的地〉

到着出発動詞

出発到着経路動詞

到着経路動詞

純粋到着動詞③④

目的地志向動詞

経由到着動詞

経路到着動詞

のスル形　十　　「場所名詞（経過点）」

経由点や経路と結びつく“到着の位置変化”、“目的地への移動”を表す動詞
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3．6．2．到達経過表現

　到達経過表現を表す例として次のような例を取り上げることができる。

（271）鳥居坂をくだったところに彼女らの行きつけのアイスキャンデー屋がある。（楡家

　　の人びと）

　（271）は「アイスキャンデー屋」が位置する場所に到達するためには、「鳥居坂」をくだ

るという移動動作が行わなければならないことを表す。この場合、「鳥居坂をくだる」とい

う移動は認識者の心の中に起きる移動であり、実際に移動体が移動を行う表現ではない39。

このような表現は、次のような文で現れることもある。

（272）長屋の前をすぎると女置場がある。（さぶ）

　（272）は（271）と異なる構造をとっているが、（272）も「女置場」に到達するための経過点

を表し、（271）と同様に到達経路表現を表していると思われる。（272）の文はさらに（273）の

ような構造で現れることもある。

（273）巨きな花闘の切石を畳んだ古墳の羨道を行くと、これ主亦御、影造．り一の長方形璽玄室

に出る

　（271）（272）（273）の到達経過表現が話せるのは、実際の移動を経験した後である。つまり、

移動体が直接「鳥居坂をくだる」という空間的移動を行い、「アイスキャンデー屋」がある

ことを確認して、その位置を情報として知っている場合に、（271）のように表すことができ

るのである。それは（272）（273）も同様である。これは定延（2000）が述べる〈体感領域〉と

いう概念で説明できるだろう。定延（2000）によると、人間は自分が直接見たり聞いたりし

て体感できる領域をもっており、その体感領域における情報を述べることであるとしてい

39このような文について実際に移動が行われたのではないかという疑問を抱くかもしれない。しかし、
もし実際に移動体の移動が行われたとすれば、（271）’の「アイスキャンデー屋があった」のように終止の

動詞はシタ形になるだろう。

（271）’彼女が鳥居坂をくだったところにアイスキャンデー屋があった

　（271）’は（271）のように「鳥居坂をくだる」が「アイスキャンデー屋」に到達するまでの移動動作を表

しているわけではない。「鳥居坂をくだる」という実際の移動動作が終った場所にたまたま「アイスキャ

ンデー屋」が存在していたことを表しているだけである。
　ただし、「昔は、鳥居坂をくだったところにアイスキャンデー屋があった」のように過去を回想する文

の場合は、シタ形で虚構的移動を表すこともできるだろう。
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る。到達経過表現は実際の空間的移動による直接経験から得た、体感領域における情報が

（271）（272）（273）のように表されるものである。

　到達経過表現を表す「～スルト」は、次のように「～スレバ」でも表すことができよう。

このように、条件を表す複文は、到達経過表現を表すことができる。

（274）崖の道をおりれば、家並のつづいている町である。しかし、もはやその道をおりて

　　行く余裕はない。（焼け跡のイエス・処女懐胎：焼跡のイエス）

　以上のようなことをみると、到達経過表現は大まかに次のi）、i［i）、苗）の構造で現れ

るのが分かる。

i）【場所名詞句＋移動動詞のシタ形＋トコロニ】＋【主節（存在や状況）】

i）【場所名詞句＋（移動動詞）スルト／スレバ】＋【主節（存在や状況】

苗）【場所名詞句＋（移動動詞）スルト／スレバ】＋（場所）二出る

　到達経過表現は主に上に示した構造で現れるが、現れる動詞にも制限が見られる。到達

経過表現について考察を行う前に移動動詞の出現頻度を示す。

表17　移動動詞の出現頻度（到達経過表現）

分類動詞 動詞
出現

p度
分類動詞 動詞

出現

p度
純粋到着動詞① つく 1

経路志向動詞 純粋経路動詞 たどる

純粋到着動詞③ いく 25 経路到着動詞 くだる

26

到着志向動詞
純粋到着動詞④ はいる 16 様態経路方向動詞 あるく 1

到着出発動詞 でる 4
純粋経由動詞

すぎる 2

到着経路動詞
のぼる

経由志向動詞
こえる 6

あがる

32

経由到着動詞 わたる 2

出発志向動詞
純粋出発動詞 はなれる 42 計120

出発到着経路動詞 おりる 3

目的地志向動詞 目的地動詞 むかう 2

方向志向動詞
様態方向経路目的地動詞 とぶ

方向経路到着動詞 すすむ

12

　表17を見ると、到達経過表現の場合は、到着志向動詞が最も多く現れ、次に出発志向

動詞が多く現れる。経路志向動詞や経由志向動詞も現れるが、到着志向動詞や出発志向動

詞に比べて、少ない傾向がある。以下では、上に示したそれぞれの構造を考察しつっ、ど

のような動詞が到達経過表現に現れるかを考察する。
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3．6．2．1．i）の構造

　i）の構造をみると、3．6．1でみた経過点描写表現と同様に連体形で現れる。しかし、経

過点描写表現と異なるのは、経過点描写表現においては連体節の被修飾語に経過点を表す

名詞が現れるのに対して、到達経過表現における連体節の被修飾語はそのような場所名詞

ではなく、「トコロ」という空間的な相対名詞のようなものが現れる。

　また、連体修飾節の動詞のテンスにも違いが見られる。経過点描写表現の場合はスル形

で現れるのに対して、到達経過表現においては連体修飾節の動詞がシタ形で現れ、二つの

表現の構造は異なる。

　到達経過表現の構造にはもう一つの特徴がある。（271）から分かるように、主節には「ア

イスキャンデー屋がある」のように必ず存在や状況を表す節が続く。この構造は次の（275）

のような別の形で現れることもある。

（275）上京区の今出川千本から東へ少し入った地点にある久［置平宣は、孤峯庵の檀家だっ

　　たが、慈海の等級別表によると、二級に属している。（雁の寺・越前竹人形：雁の寺）

（275）’上京区の今出川千本から東へ少し入った地点に（ところに）久間平吉がある

　（275）は「（場所）ガアル」という場所の存在表現が連体節の被修飾語で現れているが、

（271）と同じ構造の（275）’のように考えることができる4°。

　到達経過表現を表す構造について、連体修飾節の動詞のテンスは主にシタ形であると述

べたが、連体修飾節の動詞のテンスがシタ形ではなく、スル形をとる場合がある。

（276）病院の門を出てしばらく行くと元ノ原という原っぱがある。そこを斜めに突っきっ

　　てゆくと交番があり、電車通りに出る少し手前に責雲堂の小さ．な店がある一。（楡家の

　　人びと）

　（276）の連体修飾節の動詞は「電車通りに出る」のスル形で現れている。連体修飾節の動

詞がスル形をとる場合、被修飾語として現れる名詞に注目すべきである。（276）の場合、「手

前」という相対名詞が被修飾語として現れている。「手前」という相対名詞が表すのは、そ

の前に現れる動詞の表す動作の開始や変化などが完了する直前であることを表す。「手前」

が表す意味を考えると、その前に現れる動詞のテンスが完了を表す形をとるのは、意味と

矛盾することになるだろう。

40（275）の「上京区の今出川千本から東へ少し入った地点」は、（271）のようにヲ格名詞が構造に現れて
おらず、カラ格名詞が構造の中に現れる。これについては後に3．6．2．1．4で詳しく考察することにする。
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　このように、連体修飾節の動詞がシタ形ではなく、スル形の場合は、（276）の「手前」な

どのような相対名詞と結びついて、その移動動詞の表す位置変化が完了する前に、ある場

所が存在することを表す。

　（276）の修飾節の動詞「でる」はスル形で表されているが、場所名詞句は到着点の二格名

詞である。もし、（271）の文を「鳥居坂をくだる手前にアイスキャンデー屋がある」のよう

にすると、アイスキャンデー屋は鳥居坂の頂上に位置することを表し、鳥居坂をくだり終

わる直前にあることを表していない。つまり、鳥居坂をくだる動作が始まる地点の手前に

鳥居坂が位置することを意味しており、（276）とは異なる。「くだる」のような経路動作を

表す動詞の場合は動作が始まる前であることを表して、「でる」のような到着の位置変化を

表す動詞の場合は、到着点に位置変化する直前であることを表し、動作動詞と位置変化動

詞とは異なる意味を表す。

　このように連体節の移動動詞がどのような場所名詞句と結びっくかによって構造も変わ

るのである。どのような場所名詞句と結びつきうるかというのは、動詞の範疇的意味と関

係するものであり、どのような動詞が到達経過表現を表し、どのような構造をとるのかを

考察すべきである。

　以上、i）の構造についてみたが、以下では、連体節にそれぞれの場所名詞句が現れる場

合について考察を行う。

3．6．2．1．1．連体節に経由点、経路のヲ格名詞が現れる場合

　連体節に経路のヲ格名詞が現れる場合であるが、経路のヲ格名詞と結びつく動詞には、

経路構造をとる動詞の経路志向動詞（純粋経路動詞（「たどる」「まわる」「めぐる」「つた

う」）、無方向経路動詞（「うろつく」「ぶらつく」「さまよう」）、経路到着動詞（「くだる」）、

様態経路方向動詞（「はう」「あるく」「かける」「およぐ」「すべる」）、様態経路目的地動詞

（「はしる」））と出発志向動詞の中の出発到着経路動詞（「おりる」）、到着志向動詞の中の

到着経路動詞（「あがる」「のぼる」）、純粋到着動詞③（「いく」「くる」「もどる」「かえる」）、

方向志向動詞の中の方向経路到着動詞（「すすむ」）、様態方向経路目的地動詞（「とぶ」）が

ある。

　まず、経路志向動詞の中で経路を通る動作のみを表す純粋経路動詞、様態経路方向動詞、

様態経路目的地動詞と方向志向動詞の中の様態方向経路目的地動詞は、（277）のように経路

のヲ格名詞のみではある場所までの到達経過を表すのは難しいと思われる。もし、これら

の動詞が到達経過表現を表す構造に現れる場合は、（277）’のように時間や距離などの表現

と共起する場合であろう。
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（277）★学校の前の道路を｛歩いた／たどった｝ところにアパートがある

（277）’学校の前の道路を｛十メートルほど／少し／十分｝｛歩いた／たどった｝ところに

　アパートがある

　これらの動詞は語彙的意味に動作の限界点が含まれていない非限界動詞であり、到達経

過表現を表す場合は、外から動作が完了する限界点を与え、ある到達点を示さなければな

らないのである。これは有情物の空間的移動の場合、移動様態経路動詞や経路を通る動作

のみを表す動詞が外から動作の完了する限界点を与えないと動作の完了を表さないのと同

じである。

　これらの動詞が次の（278）のように方向を表す場所名詞句と結びつき、到達経過表現を表

すことができる場合がある。しかし、この場合も必ず動作の限界点を与える距離や時間な

どの動作の限界点を表す必要があり、（278）’のように方向のみの場合は難しいだろう。

（278）駅の方に｛十メートル程／少し／十分｝｛歩いた／たどった｝ところにアパートが

　　ある

（278）’？駅の方に｛歩いた／たどった｝ところにアパートがある

これは経路と方向の名詞句が共起する場合も同様なことが言えるだろう。

（279）？道路を駅の方に歩いたところにアパートがある

　（279）は「道路を」という経路の名詞句と「駅の方に」という方向の名詞句とが共起して

いるが、到達経過表現を表す自然な文であるとはいえないだろう。

　次の（280）は空間的移動を表すものであるが、この例は（280）tのような到達経過表現にで

きるだろう。

（280）佐倉が借りているアパートは、小田急線に沿って経堂の方に五分ばかり歩いた場所

　　にあった。（冬の旅）

（280）’佐倉が借りているアパートは、小田急線に沿って経堂の方に五分ばかり歩いた場所

　　　にある

　（280）”？佐倉が借りているアパートは、小田急線に沿って経堂の方に歩いた場所にある

（280）’に経路は現れていないが、「小田急線に沿って」は「どこを歩くのか」を表すもの、
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つまり経路を意味していると考えられる。このように、経路と方向が共起する場合も、「五

分ばかり」のような時間の限定が必要である。この文から時間の限定がなくなる（280）”に

なると、（279）と同様に不自然なものになるだろう。限界性をもたない動作を表す動詞が経

路のヲ格名詞と結びついて到達経過表現を表す場合は、必ず距離、あるいは時間の量を表

す表現との共起が必要である。それは方向を表す場所名詞句と結びつく場合も同様である。

　このような制限は純粋到着動詞でありながら経路のヲ格名詞と結びっくことができる

「行く」「来る」「戻る」「帰る」のような動詞の場合も同様である。（281）の場合、「五十メ

ートルほど」という距離を表す語句と結びついているが、距離を規定する語句がない（281）「

は不自然になる。

（281）　「花見屋」の場所を性急にきいた。その通りを五十メートルほど行った左側にある

　　二階家だということである。（雁の寺・越前竹人形：越前竹人形）

（281）’？その通りを行った左にあ．亘；階家だということである

　ところが、同じく経路のヲ格名詞と結びつく動詞の中で、経路を通る動作と到着の位置

変化を表す二側面動詞の経路到着動詞「くだる」、到着経路動詞「あがる」「のぼる」、出発

経路到着動詞「おりる」、方向経路到着動詞「すすむ」の場合は異なる側面を示す。

（282）鳥居坂をくだったところに彼女らの行きつけのアイスキャンデー屋がある。（楡家

　　の人びと）

（283）京口人形個屋口兼徳⊥」主、前述したように中京区の姉小路通り室町を上った地点に

　　あった。（雁の寺・越前竹人形：越前竹人形）

（283）’京の．人形i問屋一∫兼徳⊥．は、前述したように中京区の姉小路通り室町を上った地点に

　　あ一る

　（282）の「くだる」の例が到達経過表現を表すのは、前述したとおりである。（283）は空

間的移動であり、到達経過表現を表さないが、（283）’のように到達経過表現にすると、こ

れらの用例は全て動作の完了を表す。i）の構造をとる到達経過表現の例は多くないが、動

作と位置変化の二側面をもつ動詞が現れる用例は、全て動作の完了を表すものである。

　無方向経路動詞の「うろつく」「ぶらつく」「さまよう」についてみると、（284）のように

到達経路表現を表すことはできない。

（284）★駅前の広場を｛うろついた／ぶらついた／さまよった｝ところに喫茶店がある
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　無方向経路動詞は第2章で考察したように経路のヲ格名詞と結びつくが、方向性が無い

動詞であり、ある場所まで到達するまでの経過点を表す到達経過表現には向いていないの

である。

　経由志向動詞の場合は限界性をもつ動作を表す動詞であるので、到達経過表現を表すこ

とはできそうである。本稿のデータには経由志向動詞がi）の構造の到達経過表現を表す例

はないが、次の（285）（286）のような例は可能であろう。

（285）山を｛越えた／くぐった｝ところにお店がある

（286）橋を渡ったところに木がある

　ある場所を通り抜けるという経過の動作を表し、動作成立の限界点がある動詞の場合は、

動作の完了位置が想定できるので、外から限界点を与える必要がなく、到達経過表現が可

能であると考えられる。

　このように、限界性をもつ経由構造をとる動詞の場合は、i）の構造で到達経過表現を表

すことができる。それに対して、限界性をもたない経路構造をとる動詞の場合は、動作の

限界を与える表現を加えない限り、i）の構造で到達経過表現を表すことは難しい。しかし、

同じく経路構造をとる動詞であっても到着の位置変化をも表す二側面をもつ動詞の場合は、

i）の構造をとることができ、経路を通る動作のみを表す純粋経路動詞とは異なる側面を表

すことが分かる。

3．6．2．1．2．連体節に到着点の「二格／へ格」名詞句が現れる場合

　松本（1997：224）は「駅にタクシー乗り場がある」のように単純な静的位置表現で示され

る状況を表現するのに、（287）aのように二格名詞と「行く」が結びついて到達経過表現で

表すことはできないと述べている。つまり、「駅」に到達するまでの経路が示されていない

場合、到達経過表現は不可能であり、（287）bが可能なのはその地点に到達するための経路

が示されているからであるということである。

（287）a．★駅に行ったところにタクシー乗り場がある。：松本（1997）：（54a）

　　b．この道を駅の方に少し行ったところにタクシー乗り場がある。：松本（1997）：

　　　（55a）

　確かに、単純な位置表現を到達経過表現にすることは難しく、明確な到着点が現れる場

合は、到達経過表現は避けられるようである。到達経過表現を用いる場合は、次の
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（288）（289）のようにどこを通り過ぎて、その場所に到達するのかという、場所の位置規定

が明確でなければならないのである。

（288）この台温泉は花巻温泉を通り過ぎて、奥へ入ったところにある。（庭の山の木）

（289）世田谷の裏町の、さらに横丁にはいった所の三軒長屋の一つに、小野は家族ととも

に住んでいた。（青春の磋鉄）

　到着志向動詞の場合、その場所に到達するまで経過する場所が現れるのが必須であり、

明確な到着点を表す場所名詞句が現れてはいけないのである。（288）（289）の「奥」「横丁」

も単純な到着点を表しているものではないから成り立つものであって、明確な場所名詞が

現れるのは難しい。

　これは経路を通る動作と到着の位置変化を表す二側面動詞の場合（「くだる」など）も同

様なことが言える。

（290）好寿院を出て東へ半町下った所に墓壬屋がある．（花埋み）

（290）’？好寿院を出て東へ下った所に菓子屋がある

　（290）は「くだる」が方向を表す場所名詞句「東へ」と結びついた例である。この文にお

いても「好寿院を出て東へ」という道のりが表されているし、距離を表す「半町」でさら

に距離の限定が示されている。もし（290）’のように「半町」という距離的な限定がなくな

るとやや不自然に感じられるだろう。

　到着志向動詞の場合、（291）（292）のように「手前」のような相対名詞と結びつき、位置

変化が完了する直前にある場所が位置することを表す。

（291）病院の門を出てしばらく行くと元ノ原という原っぱがある。そこを斜めに突っきっ

　　てゆくと交番があり、電車通りに出る少し手前に青雲堂の小さな店がある。（楡家の

　　人びと）

（292）昭和十年代の初めに南亜公司は、シンガポールの港へ入る手前右手の小さな無人島

　　を買い取った。（山本五十六）

　しかし、到着志向動詞であっても、純粋到着動詞③「行く」「来る」「帰る」「戻る」のよ

うな動詞は、（291）（292）のような構造をとるのは難しいようである。第2章でも見たよう

に、「行く」「来る」「帰る」「戻る」は他の純粋到着動詞と異なって、経路のヲ格名詞と結
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びつく一面をもっている。到着の位置変化というのが、純粋に到着の瞬間のみを表す場合

と、到着までの移動過程が想定される到着を表す場合があり、「行く」「来る」「帰る」「戻

る」は後者の場合で、このような意味をもつ動詞は（291）（292）のような構造をとりにくい

のではないかと思われる。従って、「学校に行く途中にスーパーがある」のような「学校に

到着する」までの移動過程の途中を表すことはできる。この場合、反対に「つく」「はいる」

「でる」などのように瞬間的な位置変化を表すと考えられる動詞による「＊学校に｛つく／

はいる／でる｝途中にスーパーがある」という表現は不可能である。

3．6．2．1．3．連体節に目的地の「二格／へ格」名詞が現れる場合

　目的地と結びつく動詞には、目的地志向動詞の「むかう」、様態経路目的地動詞「はしる」、

様態方向経路目的地動詞「とぶ」、出発目的地動詞の「さる」「たつ」がある。

　まず、目的地志向動詞の「向かう」が現れる場合であるが、（293）の空間的移動を（293）’

のように到達経過表現に換えて考えることができる。

（293）　（著者前略）～二本松は国道をさらに山へ向かった右側にあり、たどりついたもの

　　の母の姿なく、みな川床をのぞきこんでいるからみると、～（著者後略）（アメリカ

　　ひじき・火垂るの墓：火垂るの墓）

（293）f二本松は国道をさらに山へ向かった右側にある

　（293）’は「国道をさらに山へ」の場所名詞句が道のりを表し、連体修飾節の動詞「向か

う」と結びついて、到達経過表現を表す。しかし、この例の「山へ」は、完全な到着点で

はなく、目的地を表しており、二本松は国道と山の間に位置していることを表す。2．2．5で

見たように、「向かう」が結びつく二格名詞は他の到着点を表す場所名詞句とは異なり、

「向かう」が到着の位置変化を表す動詞とは異なる語彙的意味をもつ動詞であるというこ

とを再確認できるものである。

　次に、様態経路目的地動詞「はしる」、様態方向経路目的地動詞「とぶ」が目的地と結び

つく場合は、実例はないが次のように不自然さを感じると思われる。

（294）？？銀座に｛走った／飛んだ｝ところに大きなデパートがある

　出発志向動詞でありながら目的地の名詞句と結びつく、出発目的地動詞「さる」「たつ」

は到達経過表現を表すことができない。

118

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



（295）a．★大阪へ｛去った／発った｝ところに小学校がある

　　bざ東京から大阪の方へ｛去った／発った｝ところに小学校がある

　　c．＊大阪へ｛去る／発つ｝手前に小学校がある

　到達経過表現はある場所の位置する所に到達するまでの経過点を表すので、ある空間の

位置する場所と、その場所に到達するまでの経過点が必須である。しかし、「さる」「たつ」

の場合、目的地の名詞句と結びついても、到着点を確認することができないどころか、ヲ

格名詞などと結びつくこともできないので、（295）のように到達経過表現はできないのであ

る。それは（295）bのように単純な到着点ではなく、方向と結びついても、（295）cのように

到着点に到達する手前であることを表す場合も無理である。

　「さる」「たつ」は出発に意味の重点が置かれている動詞で、出発することは確認できる

が、到着点へ到着するかどうかまでは関与しないので、ある場所までの到達を表すのは難

しく、到達経過表現に向いていないのである。

3．6．2．1．4．連体節に出発点のカラ格名詞が現れる場合

　無方向経路動詞である「うろつく」「ぶらつく」「さまよう」以外の移動動詞は、出発点

を表すカラ格名詞と結びつくことができるが、まず、到着の位置変化を表す動詞が出発点

の名詞句と結びつく場合を考察しよう。次の（296）は出発点の名詞句と結びついている到達

経過表現の例である。

（296）四条から少し上がったところの傘屋さんに立ちよった。（二十歳の原点）

（296）’＊四条から上がったところの傘屋さんに立ちよった

　これらの文が可能なのは「少し」という時間あるいは距離を表すものと結びつき、出発

点からの距離が規定されるからである。（296）の例からこの「少し」がなくなると、（296）’

のように到達経過表現を表すことはできなくなる。つまり、出発点を表すカラ格名詞のみ

が移動動詞と結びつく場合は、到達経過表現を表すことができないのである。しかし、（297）

の場合は少し異なる点が見られる。

（297）上京区の今出川千本から東へ少し入った地点にある久間平吉は、孤峯庵の檀家だっ

　　たが、慈海の等級別表によると、二級に属している。（雁の寺・越前竹人形：雁の寺）

（297）t？上京区の今出川千本から少し入った地点にある久間平吉は、～

（297）”？上京区の今出川千本から東へ入った地点にある久間平吉は、～
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　（297）は（296）と同様にカラ格名詞、「少し」という副詞が現れているが、（296）と違って、

「東へ」という方向を表す場所名詞句が現れている。もし、（297）から（297）’のように方向

を表す名詞句がなくなると、不自然になり、「どの方向に少し入るのか？」という疑問が起

きて、不完全さを感じるだろう。もちろん（297）”のようにカラ格名詞と方向の名詞句のみ

の場合も不自然さは残るだろう。この場合は「どれぐらい入るのか？」という疑問が起き

るだろう。

　（297）（297）’（297）”は、次のような図で示すことができる。

（297）

（少し）● ←●？ 　　→●？　　　　●？

（297）「

＿」

図7　（297）（297）’（297）”の場所の位置

一］

　　＿レ●？

　　　…一レ●？

「一

（297）”

　それに対して、（298）の「くだる」の場合は出発点を表すカラ格名詞は現れていないが、

「好寿院」が出発点であることは想定できるだろう。そして、（298）’のような文を想定し

て考えることも可能であろう。

（298）好寿院を出て東へ半町下った所に菓壬．屋があるρ（花埋み）

（298）’好寿院から｛半町／少し｝下った所に菓子屋がある

　（296）（298）’が自然であるのに、（297）’（297）”に不自然さがでるのはなぜだろうか。

（296）（298）「の動詞「あがる」「くだる」の語彙的な意味にはある方向、つまり、「あがる」

は上の方向へ、「くだる」は下の方向という方向性が含まれている動詞であるのに対して、

（297）の動詞「はいる」の語彙的な意味には「内外」という方向性が含まれているものの、

内外の境界となる場所が必要である。

　これは経路と結びつく動詞の場合も同様で、出発点の名詞句のみが現れることはできず、

方向や到着点の名詞句との共起の上、距離を表すものと結びつかないと、曖昧な表現にな

るだろう。
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（299）駅から学校の方に少し歩いたところに公園がある

（299）’？駅から少し歩いたところに公園がある

　方向性が明確な動詞の場合は、出発点のカラ格名詞と距離や時間を規定するものと結び

つけば、方向や到着点と結びつかなくても到達経過表現を表すことができると思われる。

　次に、出発志向動詞の場合をみると、出発の位置変化のみを表す純粋出発動詞「はなれ

る」は、出発の位置変化と目的地への移動を表す出発目的地動詞「さる」「たつ」とは異な

る。

（300）ここは、この駅と、もう一つ五百メートルばかり離れたところに国鉄の香椎駅があ

　　ります。（点と線）

（300）f＊この駅から五百メートル｛去った／発った｝ところに国鉄の香椎駅があります

　（300）の連体修飾節の動詞は「はなれる」であり、この文は到達経過表現を表している41。

（300）に出発点の場所名詞句は現れていないが、「この駅」というのが出発点を意味するこ

とが分かる。その出発点から「五百メートルばかり」の距離をおいたところに「国鉄の香

椎駅」が存在することを表している。しかし、「さる」「たつ」の場合は、（300）’のように

距離を表す語句が現れても、到達経過表現を表すことができない。出発点からいなくなる

ことだけに重点が置かれている語彙的意味をもつ「さる」「たつ」は、ある場所に到達した

位置を確認することができないので、到達経過表現には向いていないのである。

3．6．2．2．ii）、　iii）の構造

　li）とiii）の構造を再度示す。

i）【場所名詞句＋（移動動詞）スルト／スレバ】＋【主節（存在や状況）】

血）【場所名詞句＋（移動動詞）スルト／スレバ】＋（場所）二出る

　i）と血）の場所名詞句には経由点か経路のヲ格名詞が主に現れるが、それ以外の場所名

詞句が現れる場合もある。以下では、それぞれの場所名詞句が現れる場合について考察を

行う。

41（300）をみて分かるように「はなれる」の場合、静的な場所描写のように感じられる。
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3．6．2．2．1．経由点、経路のヲ格名詞が現れる場合

　まず、（301）（302）（303）のように経由点の名詞句が現れる場合は、経由点で表される場所

「長屋の前」「南条の峠」「門」を完全に通り抜ける動作が完了した場所に主節に現れてい

る場所が位置することを表す。

（301）長屋の前をすぎると女置場がある。（さぶ）

（302）村下から橋をわたり、南条の峠を越えると広瀬の村である。（雁の寺・越前竹人形：

　　越前竹人形）

（303）門を入れば存心館があり、中川会館があり、大学院建物、学館がある。（二十歳の

　　原点）

　（301）（302）の「すぎる」「こえる」は経由動作のみを表す純粋経由動詞、（303）の「はい

る」は純粋到着動詞であるが、経由点のヲ格名詞と結びっくことができる動詞であるが、

これらの動詞が「～スルト／スレバ」に現れる場合、それぞれの動詞の表す動作が完了し

た地点にある場所が存在することを表すと思われる。

　次に、経路の名詞句が現れる場合であるが、まず、到着の位置変化と経路動作を表す二

側面動詞が現れる場合である。

（304）木ざまの奥にアンコウの匂い漂う鍋屋〈太郎〉の裏から坂を登ると新町の神明社。

　　（風に吹かれて）

（305）崖の道をおりれば、家並のつづいている町である。しかし、もはやその道をおりて

　　行く余裕はない。（焼け跡のイエス・処女懐胎：焼跡のイエス）

　（304）（305）には二側面動詞「のぼる」「おりる」が現れているが、（301）～（303）と同様な

意味を表し、それぞれの動作が完了したところに主節に現れている空間が存在するのであ

る。ところが二側面動詞の「すすむ」は少し異なる点が見られる。

（306）繁華街を進むと有名なケーキ屋がある

　（306）は繁華街を通りすぎたところにケーキ屋が存在することを表すより、繁華街の途

中に存在することを表すのであろう。「すすむ」は経路動作と到着の位置変化を表す二側

面動詞でありながら、他の二側面動詞とは異なる意味を表すのである。これは、「すすむ」

が二側面動詞でありながら、他の動詞とは異なって、方向性が強い動詞であるからであ
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ると思われる。そのような語彙的意味から実際の使用においては、（307）のように「五百

メートル」のような距離などと結びついて、ある場所が存在する位置を限定する例が多

い。

（307）森に入って五百メートルほど進めば発電所だ。（世界の終わりとハードボイルド・

　　ワンダーランド）

経路動作のみを表す純粋経路動詞である「たどる」の場合も同様である。

（308）わきから渡り廊下を辿ると、間断な一ぐ硫黄泉が音を立て一て湧虹エy）．る湯殿があ一る。

　　（楡家の人びと）

　（308）の場合、「たどる」動作が完了した地点に「湯殿」が位置することを表すとも考え

られるが、動作の途中に「湯殿」が位置する場合もある。これは（308）’のように考えると、

さらにはっきりする。

（308）t小道を辿ると、湯殿がある。

　（308）’の場合、「湯殿」は小道を辿る途中に位置することを表す意味が強くなるのである。

このように純粋経路動詞と二側面をもつ経路動詞（方向経路到着動詞「すすむ」は除外）

とは異なる側面を見せることが分かる。

　ところが、（308）のように「～スルト／スレバ」で動作の途中であることを表すような動

詞であっても、揃）の構造をとると動作の完了を表すことになる。

（309）巨きな花闇の切石を畳んだ古墳の羨道を行くと、これも亦御影造りの長方形の玄室

　　に出る

（310）この道を行けば小屋に出る

（309）’巨きな花岡の切石を畳んだ古墳の羨道を行くと、これも亦御影造りの長方形の玄室

　　がある

（310）’この道を行けば小屋がある

　（309）（310）のような構造をとると、動作が完了したことを表すことになり、「玄室」の位

置は「古墳の羨道」を完全に行き着いたところであることを表す。（310）も同様な意味を表
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す。しかし、（309）（310）も（309）’（310）tのようにi）の構造をとると、「玄室」は「古墳の羨

道」を行く途中に、「小屋」も「道」を行く途中に位置することを表す意味が強くなるだろ

う。つまり、（309）’（310）’のようにii）の構…造で動作の途中であることを表す場合も、

（309）（310）のようにii）の構造をとると、動作の完了を明確に表すことになる。

　このように、i）の構造に経由構造が現れる場合は、動作の完了した地点にある場所が存

在することを表し、経路構造が現れると、動作の完了した地点を表すこともあろうが、動

作の途中であることを表す意味が強くなる。ただし、先に述べたように方向性の強い方向

経路到着動詞以外の二側面動詞の場合は完了を表す意味が強くなって、純粋経路動詞とは

異なる側面をみせるのである。

　同じく経路動作を表す動詞である、移動様態経路動詞の用例にはなかったが、もし（309）t

の動詞を「歩く」に換えると次のようになるだろう。

（309）”a．巨きな花闇の切石を畳んだ古墳の羨道を歩くと、これも亦御影造りの長方形の玄

　　　　室がある

　　　b．巨きな花闇の切石を畳んだ古墳の羨道を歩くと、これも亦御影造旦．の長方形の．玄

　　　　室に出る

　（309）”aの場合、「古墳の羨道」を歩く動作が完了したところに「玄室」が存在するとい

う解釈ではなく、古墳の羨道を歩く途中に玄室があると解釈するのが自然であろう。つま

り、i）の構造で曖昧性はなく、動作の途中であることを表す。もちろん（309）”bのように

iii）の構造をとると、歩く動作が完了した地点に玄室が位置することを表す。

　このように、同じく動作を表す動詞でも、経由動作を表す動詞と経路動作を表す動詞が

異なる側面を表し、位置変化と経路動作を表す二側面動詞は純粋経路動詞、移動様態経路

動詞とは異なる側面をみせている。さらに、無方向経路動詞の場合は、方向性がないので、

これらの構造に現れることもできず、同じく経路動作を表す動詞であってもそれぞれのも

つ範疇的的意味の側面から異なるはたらきをすることが確認できる。

3．6．2．2．2．到着点、方向の「二格／へ格」名詞が現れる場合

　i）とiii）の構造に到着点や方向の名詞句が現れる場合もある。まず、到着点が現れる場

合、つまり到着構造が現れる場合であるが、次のようにi）の構造は到着点への位置変化が

完了することを表す。

（311）表通りの商店街では殆ど無くなっているが、裏通りに入ると、主．う．軒並み足こ．－5．．Y．〉

124

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



　　う．宣びた．、一一落着虹た家が姦る。（庭の山の木）

（312）草尾根をニキロほど北に歩いたところで左側の谷へおりると、そこに小祠があり、

　　そこから板仕野部落へ出る山道があるはずだった。（孤高の人）

（313）駅をおりてからは、小川流れに沿うように（小川はどこにも無いのだが）町中に通

　　りを歩いて行き、頃合いをみて静かな路地へ入れば、そこが青柳さんの家だ（庭の山

　　の木）

（314）土堤へ出れば、渡し場がある。（雁の寺・越前竹人形：越前竹人形）

　（311）～（314）の主節に現れている場所の位置は「裏通り／谷／路地／土堤」に位置変化

が完了したところであることを表す。それは（312）の「そこに」、（313）の「そこが」でさら

に明白である。

　ところが、方向が現れる場合は少し異なる。

（315）学校の方に行くと小さな池水がある。

（316）この駅をおりて山の方に行くと、も．と□宜幣太社査椎宮、海の方に行くと博多湾査

　　見渡す海岸に出る。（点と線）

　（315）の場合、学校の中に池水が存在する場合もあろうが、学校に向かう途中に存在する

場合もあるだろう。曖昧な位置関係を示すためか、方向と結びつく場合、（316）のように完

了を表す血）の構造で現れることが多い。

　次に目的地が現れる場合も考えられるが、li）の構造や血）の構造に目的地の名詞句が現

れる場合は見当たらない。純粋目的地動詞の「むかう」の場合は、この構造に現れること

が考えられるが、出発目的地動詞「さる」「たつ」は、目的地の名詞句と結びっくことがで

きても、この構造に現れることはできないと思われる。

3．6．2．2．3．出発点のカラ格名詞が現れる場合

　i）の構造の場合、次の（317）の例はカラ格のみが現れているが、「博多につく三つ手前」

という到着点と考えられるものが現れているから可能である。（318）の例も「五、六分南に」

のように方向と時間の量が規定されており、到着点が想定できるからである。もしカラ格

名詞のみであれば、「どれくらい移動すれば良いのか？」という疑問が起きるように、i）

の構造をとる場合と同様な様子を見せる。

（317）鹿児島本線で門司方面から行くと、博多につく三つ手前に香椎という小さな駅があ
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　　　　るρ　（，点と線）

　　（318）ブインから飛行機で、ほんの五、六分南に飛ぶと、ショートランドという淡路島ほ

　　　　どの島で、その東にほとんど飛行場だけの小島バラレがある。（山本五十六）

3．6．2．3．到達経過表現の構造

　3．6．2では到達経過表現について考察を行ったが、到達経過表現が最も多様な構造で現れ

る。考察してきたことをまとめると、到達経過表現の構造は次のようである。

　〈1＞　i）の構造で現れる場合

1r巖＋犠’｝のシタ形＋トコ゜二＋1an　（＃E’icbeen）

　　　　　経路到着動詞、到着経路動詞、

　　　　　　　出発到着経路動詞

　　　　「坂を下りたところに彼女の家がある」

＝欝＋三騨｝のシ巖蕊二鷲
　　　　　　　　経路到着動詞、到着経路動詞、

　　　　　　　　　出発到着経路動詞

　　　「坂を下りたところにある病院」

　2．ヲ格名詞＋（方向を表す名詞句）＋距離・時間＋　　経路志向動詞　　　　　　　　　のシタ形＋

　　　〈経路〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二側面動詞、無方向経路動詞は除外

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　純粋到着動詞③

　　　トコロニ　＋主節（存在や状況）

　　　「道路を駅の方に20メートルほど行ったところにスーパーがある」

　3．「二格／へ格」名詞＋到着志向動詞のスル形＋「手前」などの相対名詞＋主節（存在や状況）

　　　　〈到着点〉　　　　　　純粋到着動詞③は除外

　　　＝　二格／へ格名詞＋到着志向動詞のスル形＋「手前／トコロ」ニアル＋場所名詞

　　　＝　二格／へ格名詞＋到着志向動詞のスル形＋「手前／トコロ」ノ＋場所名詞

　　　　「電車通りに出る少し手前に本屋がある」

42経由動詞の用例は実際になかったが、可能であると考えられる。
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　4　カラ格名詞＋（方向・目的地を表す名詞句）＋距離・時間など＋　無方向経路動詞と出発目的

　　　　〈出発点〉

　　　地動詞以外の移動動詞　＋　主節（存在や状況）

　　　「四条から少し上がったところに傘屋がある」

　〈2＞　ii）、　iii）の構造で現れる場合

　　　　　　経路到着動詞、到着経路動詞、

　　　　　　　出発至il着経聾各動言司

　　　　　　　　動作の完了

　　　　「峠を越えると村がある」

2．　ヲ格名詞＋

　　　　〈経路〉

純粋経路動詞

移動様態経路動詞 の

方向経路到着動詞

二側面動詞

純粋到着動詞③

のスルト／スレバ＋

主節（存在や状況）

「場所」二出る：「～スルト／スレバ」

　　　　　　　が動作の完了を表す

1’一一一一一一一一一

　　　　　　　　　　動作の過程

　　　　「小道を行くと小さな神社がある」「小道を行くと小さな神社に出る」

3r驚㌔詞＋

　　　　「土堤へ出れば、渡し場がある」

4．カラ格名詞＋（方向・目的地を表す名詞句）＋距離・時間など＋　無方向経路動詞と出発目的

　　〈出発点〉

　　　　地動詞、純粋到着動詞①②以外の移動動詞　＋主節（存在や状況）

　　　　「ブインから5，6分飛ぶと、ショートランドという島がある」
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3．7．第3章のまとめ

　第3章では虚構的移動表現にっいて考察した。第2章で考察した空間的移動表現の場合、

有情物と無情物の移動体があったように、虚構的移動表現においても、有情物移動体が考

えられる一般者主体虚構移動表現、無情物移動体として場所名詞が取り上げられる場所主

体虚構移動表現が存在し、虚構的移動表現においても空間的移動表現の場合と同様に移動

体の性質による移動描写が行われることが分かる。また、それぞれの表現は異なる構造で

現れ、動詞の制限なども見られるが、それぞれの表現に現れる動詞から、移動動詞の範疇

的意味を再確認することができた。

　まず〈場所主体虚構移動表現〉に現れる動詞については、経路志向動詞、経由志向動詞

が多く現れ、経由動作や経路動作という範疇的意味をもつ動詞が主に現れることが分かる。

移動様態を表す移動様態経路動詞の中で「はしる」が多くこの表現に現れるが、「はしる」

は第2章でも移動様態を表す他の動詞とは異なって、目的地の「二格／へ格」名詞と結び

つくことができる動詞（「とぶ」は除外）である。さらに、本稿では考察していないが、「は

しる」は他の移動様態経路動詞とは異なって、抽象的な意味を表す用例が多い動詞であり、

その特異な性質を場所主体虚構移動表現においても確認することができた。

　また、〈一般者主体虚構移動表現〉のうち、〈経過点描写表現〉の場合は、経由点や経路

と結びつく到着の位置変化を表す動詞、目的地志向動詞（目的地と共起する場合、経路と

結びつく）しかこの表現に現れず、同じ到着の位置変化を表す動詞であっても、到着の位

置変化のみを表す動詞と経由動作や経路動作をも表すことができる動詞が異なることを確

認した。さらに、到着の位置変化と経由動作や経路動作を表す二側面動詞は、この類の表

現を表すことができるのに対して、動作のみを表す純粋経由動詞、純粋経路動詞はこの類

の表現が不可能であるということから、同じ経過という範疇的意味をもつ動詞であっても

それぞれ異なる側面をみせることが確認できた。

　さらに、〈一般者主体虚構移動表現〉の〈到達経過表現〉においても、主節に現れる場所

の位置が、経由動作を表す動詞は動作の完了したところに、経路動作を表す動詞は動作の

過程中のところに位置することを示すことから、経由動作と経路動作の違いを確認するこ

とができた。また、経路動作と到着の位置変化を表す二側面動詞（経路到着動詞、到着経

路動詞、出発到着経路動詞）が経路動作のみを表す純粋経路動詞とは異なって、経由動作

を表す動詞と同じ様子を示すことから両者には異なる語彙的意味の側面があることをみた。

さらに同じ二側面動詞でも方向性の強い動詞の方向経路到着動詞「すすむ」は他の二側面

動詞とは異なって、純粋経路動詞と同じ様子をみせることから、方向経路到着動詞の特異

性を明らかにした。

　このように、虚構的移動表現のそれぞれの表現は、各々の表現を表す構造に現れる動詞
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の制限が見られる。その制限は第2章で考察した動詞の範疇的意味と深く関係するもので

あり、虚構的移動においても移動動詞の範疇的意味が反映されることが分かる。
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