
第4章　　複文における出来事間の意味的関係

4．O．第4章の目的

　第1章では、移動動詞と形式的な格との結合頻度を調査し、第2章では、それぞれの格

名詞が意味的にどのような場所名詞句としてはたらくのかを考察し、その意味的な結びつ

きの結合頻度から移動構造と動詞の範疇的意味を考察した。第2章で考察した範疇的意味

は、別の文法的な意味を考える際にも確認することができる。そのひとつとして、複文に

おけるふたつの出来事間の結びつきの関係がある。そこで、本章では移動動詞を従属節の

述語とする複文における前件と後件間の意味的な関係を考察し、そのような意味的関係に

おいて範疇的意味が反映されることを明らかにする。

4．1．本章で考察対象とする複文

　本章で考察する複文は、従属節が中止形で現れる場合と条件形で現れる場合である。

1）彼は家に帰って寝た

2）商店街を通ると、セールの看板が出ていた

　中止形には「～シ」「～シテ」があるが、「～シ」で表される中止形は、前件が後件に影

響を及ぼさず、前件と後件が別件であるので、考察対象からはずし、「～シテ」のみを考察

する。条件形では、「～スルト」「～スレバ」「～シタラ」「～スルナラ」などがあるが、そ

の中で比較的用例が多い、「～スルト／スレバ／シタラ」に限る。その他にも「～ノデ」「～

カラ」などのように因果関係を表す複文もあるが、これらの複文における前件と後件との

意味的関係は本稿で考察しようとするものとは異なるので考察対象から外す。

　このようなことから、この章では、従属節の動詞が「～シテ」、「～スルト／スレバ／シ

タラ」の形で表される継起関係、並列関係を表す複文について考察し、次のような点を明

らかにする。まず、「～シテ」形では、前件と後件とが、どのような意味的な関係で結びつ

くかを考察しつつ、それぞれの意味的関係が範疇的意味と関わっていることを明らかにし、

第2章での範疇的意味による移動動詞の分類が有効であることを示す。

　また、「～スルト／スレバ／シタラ」では、前件の表す移動行為が後件との関係において、

完了を表すか過程を表すかなどを考察しつつ、ある場所を経過する動作を表す動詞であっ

ても、経由動作を表す動詞と経路動作を表す動詞が、また、経路動作を表す動詞の中で移

動様態を表す動詞が異なることを示す。これらは、第2章で経過点を経由点と経路に二分

したこと、移動様態を表す動詞を経路動作を表す他の動詞とは別に分類したことの必要性
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を示すことにもなる。

　以下の本章の考察では、第2章で分類した動詞を再度表18のように分類して考察する。

表18の動詞分類は、第2章で考察した範疇的意味毎に動詞を再分類したものである。例

えば、“出発の位置変化”という範疇的意味をもつ動詞群は〈出発動詞〉とする。他の動詞

もこれに準じる。ただし、複数の範疇的意味をもつ動詞群は複数のグル・一・一一プに属すること

になる。例えば、“出発の位置変化”という範疇的意味のみをもつ純粋出発動詞は、〈出発

動詞〉にのみ属するが、“出発の位置変化”と“目的地への移動”の二つの範疇的意味をも

つ出発目的地動詞は、〈出発動詞〉と〈目的地動詞〉の両方に属することになる。他の動詞

群も同様である。ただし、細部の考察を行う際には第2章の動詞分類を用いる場合がある。

それは、複文における出来事の意味的関係において、範疇的意味が多く関係するが、共通

する範疇的意味以外に動詞のもつ別の範疇的意味の側面、つまり第2章で分類した動詞群

の範疇的意味の側面も関係することがあるからである。

　表18において、第2章の動詞を〈純粋型〉と〈混合型〉に分けられているが、〈純粋型〉

は純粋に当該の範疇的意味のみをもつ動詞群で、〈混合型〉は当該の範疇的意味以外の別の

範疇的意味をも合わせもつ動詞群である。〈混合型〉はさらに位置変化のみを表す動詞、経

由動作・経路動作のみを表す動詞、さらに位置変化と動作の二側面をもつ二側面動詞に分

けることができる。

表18　第2章の動詞名と本章の動詞名

第2章の動詞
混合型

本章の動詞 範疇的意味
純粋型

位置変化を表す動詞
経由動作・経路動作
�¥す動詞

位置変化と動作の
�､面動詞

出発動詞 出発の位置変化 純粋出発動詞
出発目的地動詞

梺?o発動詞
出発到着経路動詞

経由動詞 経由動作 純粋経由動詞 経由経路動詞 経由到着動詞

経路動詞 経路動作
純粋経路動詞
ｳ方向経路動詞

経由経路動詞
l態経路方向動詞
l態経路目的地動詞
l態方向経路目的地動詞

経路到着動詞

梺?o路動詞
o発到着経路動詞
綷?o路到着動詞

到着動詞 到着の位置変化
純粋到着動詞

@②③④

到着出発動詞

綷?梺?ｮ詞

経由到着動詞

梺?o路動詞
o路到着動詞
o発到着経路動詞
綷?o路到着動詞

目的地動詞 目的地への移動 純粋目的地動詞 出発目的地動詞
様態経路目的地動詞、

l態方向経路目的地動詞

移動様態経路

ｮ詞
移動様態

様態経路方向動詞

l態経路目的地動詞
l態方向経路目的地動詞

以下では、それぞれの範疇的意味をもつ動詞が、複文における前件と後件との出来事間の
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関係においてどのように関係するかを考察する。

4．2．テ形

　第2章で考察したように、分類した各類の動詞はそれぞれ異なる範疇的意味をもつ。そ

のような範疇的意味の違いは、従属節述語が移動動詞のテ形で表される複文における前件

と後件との結びつきに現れる意味的な関係からもみることができる。そこで本節では従属

節述語が移動動詞のテ形で表される複文における出来事間の意味的な関係について考察す

る。ただし、次のような条件の複文に限る。

1）従属節と主節の動作主が同一である場合に限る。

　　「家に帰って寝る」

2）従属節の表す前件と主節の表す後件とが明らかに時間的に継起的に起こるようなも

　のは全ての移動動詞に現れるものであり、移動動詞の範疇的意味を弁別できる意味的

　関係ではないので、考察対象から外す。

　　「アメリカに行ってニュー…一・ヨークで友達と会った」

　以上の条件の複文を考察すると、（i）～（iv）のように従属節に場所名詞句が現れるもの、

（V）（vi）のように場所名詞句が現れないものがあり、従属節述語が移動動詞のテ形で表され

る複文は大きく6つのタイプに分けられる。

（i）【到着点の名詞句＋到着動詞のテ形】＋【主節】

　　　「家に帰って寝る」

（i）【目的地の名詞句＋目的地動詞のテ形】＋【主節】

　　　「学校に向かって歩く」

（皿）【経過点の名詞句＋経由動詞・経路動詞のテ形】＋【主節】

　　　「引戸をくぐって、外に出る」

（iv）【経路の名詞句＋経路動詞のテ形】＋【主節】

　　　「街を歩いて、彼らのことをずっと考えた」

（v）【移動様態を表す経路動詞のテ形】＋【主節】

　　　「歩いて映画館に行く」

（vi）【純粋出発動詞、純粋到着動詞②のテ形】＋【主節】

　　　「集まって話をする」
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　各類の文は、従属節で表される前件と主節で表される後件との結びつきは、それぞれ異

なる意味的な関係を表す。以下では、各類の複文における前件と後件との意味的な関係を

考えっっ、その意味的な関係に移動動詞の範疇的意味が関わることを明らかにする。

4．2．1．【到着点の名詞句＋到着動詞のテ形】＋【主節】

　次の（319）～（328）の従属節には【到着点の名詞句＋到着動詞】が現れており、それぞれ

の例に現れている到着点に移動体が位置変化したことを表す。

（319）梛野はその時、真珠湾のことも、開戦のことも知らず、北京へ着いてニュースを聞

　　いて初めて、「ハハア」と思ったという。（山本五十六）

（320）さすがの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興する決意をし、～（著者後略）．（国盗

　　り物語）

（321）それから、われわれは近くの森の中の原に行って、そこに坐りました。（ビルマの

　　竪琴）

（322）加藤は小屋に戻って、朝食のあと片づけをやった。　（孤高の人）

（323）医者はぼくに目礼するとバスルームにはいって手を洗い、ふたたび眼で挨拶してで

　　ていった。（聖少女）

（324）ベランダへ出て、伸壬は一大旦≦．深呼吸した。頭の中のもやもやしたものが消えて行

　　く、実感があった。（女社長に乾杯）

（325）加藤は二階にあがって、浜坂の父に手紙を書きはじめた。（孤高の人）

（326）僕はまず夕方に西の丘の頂上にのぼって、まわりをぐるりと見まわしてみた。（世

　　界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド）

（327）友子の子供が庭に降りて、からたちばなの赤い実を千切っていた。（花埋み）

（328）私たちは、茶の間へさがって、炉ばたで姉が滝れてくれた茶査飲ん．だ。（忍ぶ川：

　　恥の譜）

　これらの文の従属節に現れる到着点は、主節に現れている動作が行われる場所を意味す

る。つまり、従属節には到着点への位置変化が、主節には位置変化した到着点で行われる

何らかの動作が現れている。例えば、（319）（320）を例に考えると、「北京へ着いて、そこで

ニュースを聞く／城外の野に着いて、そこで兵を休養させる」のような意味を表している。

（321）はこの類の文の特徴がよく現れている。主節の「そこに」は、後件が行われる場所が

従属節に現れている到着点の場所であることを明らかに示している。もちろん、「そこで」
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か「そこに」かは主節に現れる動詞の性質によるものである。このように、この類の複文

における従属節で表される前件は、主節で表される後件の動作が行われる〈場所提示〉を

示し、後件は〈移動先での動作〉を示すのである。

　前件が〈場所提示〉を表す場合、従属節に現れる動詞を考察すると、まず、（319）～（326）

のテ形の動詞「着く」「退く」「行く」「戻る」「はいる」「出る」「あがる」「のぼる」は到着

志向動詞、（327）の「降りる」は出発志向動詞でありながら、経路構造、到着構造に入るこ

とができる動詞、（328）の「さがる」は方向志向動詞であるが、到着構造にも入る動詞であ

る。これらの動詞の共通点は全て到着の位置変化を表す動詞であるということである。「出

る」のように到着、出発の両方の位置変化を表すことができる動詞は、テ形で〈場所提示〉

の意味を表す場合、出発の位置変化の側面は切り捨てることになる。また、「あがる」「の

ぼる」「おりる」のように経路動作と到着の位置変化の二側面をもつ動詞の場合も、ここで

は動作の側面は切り捨てて、到着の位置変化の側面を示すことになる。このように、「移動

動詞のテ形」で後件に対して〈場所提示〉を表す場合、従属節に到着構造が現れるのであ

る。

　次に、従属節に出発点が現れるのに、〈場所提示〉を表しているように思われる例がある。

（329）（330）は出発点のカラ格名詞と結びついた例であるが、主節に現れている動作が行わ

れる場所が想定できるようにも思われる。

（329）しかし、公文はあの日、小倉憤之介の家から帰って、かなり長い間、とりとめもな

　　く、小倉自身について考えていたのだ。（木枯しの庭）

（330）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。彼は、痛いよう！　と声をあげて泣きだした。（冬の旅）

　これらの例の「帰る」「戻る」の語彙的意味には、本拠地が到着点であるということが含

まれているからである。（329）（330）も到着点である本拠地での動作であることが文脈から

分かるものである。もし、本拠地が想定できない場合は、〈場所提示〉を表すことはできな

いだろう。つまり、これらの例は全て到着点が想定され、その到着点において後件が行わ

れるということを意味する。

　「帰る」「戻る」以外に（331）の「出る」の場合もある。

（331）みな起き上った。医務室から軍医と衛生兵が出て、丘の彼方を眺めていた。（野火）

この文において、出発点のみが現れているのにもかかわらず、到着点が想定される。「医
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務室から出る」ということは「医務室の外」であることが考えられる。それは「出る」が

到着と出発の位置変化の二つの位置変化を表す動詞であり、一つの行為がある面から見れ

ば、ある場所から出発することを表し、他の面から見れば、ある場所に到着することを表

す、「出る」の語彙的意味の特徴である。その場合、出発点と到着点は隣接する場所でなけ

ればならない。移動動詞のテ形が出発点と結びついて、後件の動作が行われる〈場所提示〉

を表すのは、「出る」の語彙的意味の特徴からくる例外的なものであり、「出る」以外の動

詞は、出発点のみで〈場所提示〉を表すのは難しい。

4．2．2．【目的地の名詞句＋目的地動詞のテ形】＋【主節】

　従属節に純粋目的地動詞の「むかう」が現れる場合である。

（332）もうすこし経てば日が暮れる。しかし登美子は岸にむかって漕いでいた。（青春の

　　躍珠）

（333）加藤は、スキーの締め具を直して、ふたたび夏沢峠へ向って急坂を登り出した。（孤

　　高の人）

　（332）（333）において前件は〈場所提示〉を表すとは考えられない。（332）は「岸に着いて、

そこで漕いでいた」という意味を表すものではないし、（333）も「夏沢峠に着いて、そこで

急坂を登り出した」ことを意味するものではない。（332）の「岸にむかって」は、「漕いで

いた」という動作の方向を表すものである。（333）も同様で、「夏沢峠へ向って」は「急坂

を登り出す」動作の方向を表している。このように【目的地の名詞句＋向かって】は主節

に現れる動作の方向を表している。「二／へ向かって」が方向を表すということは、第2

章でも考察したように、「向かう」は到着の位置変化を表す動詞とは異なるし、「向かう」

が結びつく「二格／へ格」名詞の表す意味も到着点ではなく、目的地であるということを

示している。「向かう」のテ形は、ほとんど後件の動作の方向を表しており、終止形ではた

らく場合とは異なる意味を表す。これは「二／へ向かって」が方向を表す後置詞として文

法化しつつあることを示していると考えられる。

　純粋目的地動詞「向かう」以外の目的地動詞として、出発目的地動詞「さる」「たつ」が

あるが、「さる」「たつ」の場合は、目的地の「二格／へ格」名詞と結びつく場合、テ形で

表される用例は1例もない。「さる」「たつ」のテ形は、目的地と結びついて、「むかう」

のように動作の方向を表すことも、到着動詞のように〈場所提示〉を表すこともできない

のであろう。

　同じく目的地と結びつく動詞でありながら、「むかう」のように方向を表すのではなく、
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〈場所提示〉を表すと思われる場合がある。

（334）このごろは、雀しか来ない。まいてあるパンくずを食べ、水盤のふちにとまって水

　　をのむ。中には、思い切ったように中へとび込んで、水あびするのがいる。終わると、

　　近くの椎の木の枝へとんで、そ二で羽．を；Σ．三度ふる一わ童る一。それで、もう乾いてし

　　まうのだろうか。（庭の山の木）

（335）さいしょの情報がきた。東方洋上に敵機動部隊らしき船団がみえるという、海上監

　　視船からの報告であった。「情報、情報。」と送話器に連呼する関さんの声が、部屋の

　　なかに反響した。早瀬はふいに立ち上り、っかっかとテーブルへあるいて、飲料水の

　　△左芝かξ～湯香塗で．三杯主一．たて三2つばにのんだ。（忍ぶ川：罐馬）

　（334）は様態方向経路目的地動詞、（335）は様態経路方向動詞である。（334）の場合、雀が

椎の木の枝へ位置変化し、そこで羽をふるわせる動作をすることを示す。実際に、（334）

には主節に「そこで」が現れており、位置変化した場所での動作であることを示している。

（335）も同様にテーブルのある場所に位置変化が行われ、その場所で飲むという動作が行わ

れることを表している。しかし、「とぶ」「はしる」のように目的地の「二格／へ格」名詞

と自由に結びつく動詞であっても、（334）のようにテ形で〈場所提示〉を表すものは稀であ

る。本稿のデータにもこのような例は（334）のみであり、巨ミシガンに飛んで、恋人と会っ

た」「★学校に走って、勉強をする」のような例はない。このような作例自体が非文であり、

（334）のような例はかなり例外的な例であると言える。

　また、（335）の場合は「あるく」であるが、「とぶ」「はしる」以外の移動様態経路動詞は、

目的地の「二格／へ格」名詞と結びつきにくく、目的地と結びついて、〈場所提示〉を表す

ことは珍しいものであり、到着位置変化を表す動詞のように目的地の「二格／へ格」名詞

と結びついて、後件に対して〈場所提示〉を表すとは言えないだろう。

4．2．3．【経過点の名詞句＋経由動詞・経路動詞のテ形】＋【主節】

　次の（336）（337）は従属節に【経過点の名詞＋経由動詞・経路動詞のテ形】が現れる例で

ある。これらの構造において、従属節で表される前件は主節で表される後件に対してどの

ような意味的な関係を表すのであろうか。

（336）濃姫は各無野とわかれ、庭のなかの小径を歩いて鴨東亭へ行った。（国盗り物語）

（337）土間の下を、冷たい風が流れていた。どうやら表のほうがしのぎやすそうだ。砂に

　　埋もれて動かなくなった引戸をくぐって、外に出る。（砂の女）
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　まず、（336）は「庭のなかの小径を歩いて、それからその後、鴨東亭へ行った」のように、

移動動詞のテ形が単純に主節に現れる位置変化に時間的に先行することを意味するのでは

ない。また「庭のなかの小径を歩きながら、鴨東亭へ行った」というような同時進行を表

すものでもない。この文において、「庭のなかの小径を歩く」のは「鴨東亭へ行く」までの

空間的経過点を表すものであり、従属節の【経過点の名詞句＋経由動詞・経路動詞のテ形】

は、主節に現れる位置変化が成立するための空間的経過点を表すのである。（337）も同様で、

「外に出る」という位置変化が成立するためには、テ形で差し出される「引戸をくぐる」

という動作が必要で、「引戸を通過したことで、外に出ている」ということを表している。

テ形で表される移動動作が終わって、それから主節の位置変化が続くという時間的な前後

関係が前面に表されているのではない。もちろん、テ形で表されている動作が先に行われ、

位置変化が後に行われるという時間的な前後関係があるのは事実であるが、そのような時

間的な前後関係より、後件の位置変化が成立するために、どこをどのように通過したのか、

という空間的経過点を表すと言えるだろう。つまり、テ形で表される前件は位置変化が成

立するための〈空間的経過〉を表し、後件は〈経過後の位置変化〉を表す。

　（336）（337）から分かるように、〈空間的経過〉を表す場合、【経過点の名詞句＋経由・経

路動詞テ形】＋【到着点の名詞句＋到着動詞】の構造をとる。つまり、従属節には経由構

造や経路構造が現れ、主節には到着構造が現れるのである。従属節に現れる移動動詞をも

う一度確認するため、次の（338）～（344）までの文を考察してみよう。

（338）それでも電線の交叉しているところは避けて、板ぎれで押しわけながら古枕木の柵

　　を越えて構外に出た。（黒い雨）

（339）砂に埋もれて動かなくなった引き戸をくぐって、外に出る。（砂の女）

（340）しかし散歩道を辿って霊安室の前まで行くと、その建物は雑木林の中に森閑と噂っ

　　て、裏門はぴたりと鎖されたままだった。（草の花）

（341）慈念は、午後九時ごろ庫裡の玄関から廊下をつたって杢堂裏三きゴζ。（雁の寺・越

　　前竹人形：雁の寺）

（342）義輝はその間に足利家重代の着背長の鎧をつけ、五枚綴のカブトをかぶり、座敷の

　　床の間に大刀十数本を積みかさね、単身、廊下を走って玄関の式台まで出、飛びかか

　　ってきた敵の首を剣光一閃、みごとにはねあげた。（国盗り物語）

（343）六十八間余の大川を渡って対岸の寺島村へ着くと、田圃道の向うに堤が横たわり、

　　ものの本に、「官府の命ありて、堤の左右へ桃・桜・柳の三樹を植させられければ、

　　二月の末より弥生の末まで、紅紫翠白枝をまじえ、さながら錦繍をさらすがごとく、

　　幽艶賞するに堪えたり」とあるような景観が展開し、あたりには木母寺・梅若塚・白
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　　髪明神などの名所旧跡が点在して、四季それぞれの風趣はすばらしく、秋山小兵衛が

　　このあたりへ住みついてから、もう六年になる。（国盗り物語）

（344）歩き出すと矢部は口をきかなかった。この道はもう何度か歩いたことのあるように、

　　足の運び方がうまかった。急坂をおりて鞍部に出ると、そのせまいところを、音を立

　　てて風が吹き通っていった。（孤高の人）

　（338）（339）は経由動詞、（340）～（342）は経路動詞である。（343）（344）はそれぞれ経由動詞、

経路動詞でありながら、到着の位置変化をも表す到着動詞（「わたる」「おりる」）であり、

ここでは到着の位置変化の側面は切り捨てて、経由点や経路を通る動作の側面のみが現れ

ることになる43。

　上でみたように、移動動詞のテ形が〈空間的経過〉の意味的関係を表すのは、経由点や

経路のヲ格名詞と結びつく経由動詞、経路動詞であるとしたが、経路動詞が全てこのよう

な意味を表すわけではない。経路動詞の中で「うろつく」「ぶらつく」「さまよう」のよう

な無方向経路動詞の場合は、テ形で現れても〈空間的経過〉を表すのは無理であろう。

（345）？山道を｛うろついて／ぶらついて／さまよって｝家に着いた

　無方向経路動詞は無方向性という範疇的意味をもっているので、どこを通過して、どこ

に着いたかということを表すことには向いていないからであると思われる。

　また経路動詞ではないが、到着動詞の中で純粋到着動詞③の「行く」「来る」「帰る」「戻

る」は経路のヲ格名詞と結びつくが、次のようにこれらの動詞のテ形が〈空間的経過〉を

表すのは難しいようである。

（346）？山道を｛行って／来て／戻って／帰って｝家に着いた

　「行く」「来る」「帰る」「戻る」は主に到着構造をとる動詞でありながら、経路構造に

入ることができる動詞である。しかし、これらの動詞が経路と結びつくとしても、経過点

を通る動作を表す動詞とは異なり、経路動詞ではないことを示していると思われる。

43ここで、これらの動詞の中で経由動作あるいは経路動作と位置変化の二側面をもつ動詞の場合、少し
異なる側面がみられる。（343）（344）をみると、移動動詞のテ形は後件に対して〈空間的経過〉を表すよ

うに思われるが、一方、時間的な前後関係を表す場合も考えることができる。（344）の「坂」と「鞍部」
の位置は隣接していると考えられるし、（343）の場合も「大川」と「寺島村」は隣接している。つまり、
ヲ格名詞で表される場所と「二格／へ格」名詞で表される場所が隣接していると、〈空間的経過〉のニュ
アンスが強くなると思われる。もし、（343）（344）で経過点の場所と到着点の場所が隣接していないと思

われる場合は、先行後続という時間的な継起関係のニュアンスが強くなると思われる。
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　以上のように、移動動詞のテ形が〈空間的経過〉を表せる動詞は、ある経過点を通りぬ

ける、通っていくという経過動作を表す範疇的意味をもつ動詞である。これらの動詞がヲ

格名詞と結びついて、テ形で現れる場合、主節には到着構造が現れることが多い。これら

の動詞が経由点、経路のヲ格名詞と結びっいたテ形の用例のうち、主節に到着構造が現れ

た頻度は次のとおりである。

くぐる（19例中12例：63％）

こえる（84例中65例：77％）

わたる（60例中39例：65％）

たどる（18例中15例：83％）

まわる（17例中10例：59％）

くだる（9例中5例：56％）

あがる（1例中1例：100％）

すすむ（4例中1例：25％）

すぎる

ぬける

とおる

つたう

めぐる

のぼる

おりる

（8例中5例：63％）

（46例中39例：85％）

（70例中49例：70％）

（19例中19例：100％）

（1例中1例：100％）

（23例中10例：44％）

（55例中28例：51％）

　全体的に主節に到着構造が現れる例の比率が高い傾向を見せている。移動の本来の目的

が、ある場所からある場所へ移動することを表すことを考えると、経過点を通るという動

作より位置変化に重点が置かれるのが自然であろう。それによって、経由点、経路のヲ格

名詞と結びっく経由動詞、経路動詞はテ形が多く、その場合は、主節に到着構造が現れる

ことが多い傾向をみせていると思われる。このように、【経過点の名詞句＋経由動詞・経路

動詞のテ形】＋【到着点の名詞句＋到着動詞】の構造において、テ形の表す動作は、後件

の表す位置変化の成立のために〈空間的経過〉を特徴付け、後件は〈経過後の位置変化〉

を表すという意味的な関係で結びつくのである。

4．2．4．【経路の名詞句＋経路動詞のテ形】＋【主節】

　この類の文は、主節に空間的移動以外の動作が現れるが、その動作が意志的なものであ

るか、無意志的なものであるかで、二分することができる。以下では、その二つを分けて

考察する。

4．2．4．1．【経路の名詞句＋経路動詞のテ形】＋【空間的移動以外の無意志的な動作や偶然

　　　　起こる出来事】

　この構造をとる文には次のようなものがある。
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（347）河原町通りを歩いて、ふとパチンコ屋に入ろうかと思い、一軒目は素通りし二軒目

　　に入った。（二十歳の原点）

　（347）において、「ふとパチンコ屋に入ろうかと思う」という行為が起こるのは、「河原町

通りを歩く」動作が行われる途中である。つまり、「川原町通りを歩く」動作は、ふとパチ

ンコ屋に入ろうと思った瞬間の〈状況〉を表すのである44。言語学研究会・構文論グルー

プ（1989）は、テ形が主節の動作が進行する状況を表す場合、次のように「シテイテ」形で

表すとしている。

（348）サキが仁科工員に語った話では、当人は六日の朝早く広島市内の長寿園という農園

　　で畑仕事をしていて、被爆した。（言語学研究会・構文論グル…一・・プ（1989）：p．42）

　言語学研究会・構文論グループ（1989）に述べられているように、後件の出来事が行われ

る状況をテ形が表す場合、「シテイテ」形が多いようで、テ形で状況を表すのは、今回の資

料の中でも「歩く」のみで、テ形で状況を表すものはあまりない。しかし、「シテイテ」形

のみではなく、（347）のように「河原町通りを歩いて」の形でも〈状況〉を表すことができ

ると思われる。それは次のような文でも確認できる。

（349）彼女は駅の前の大通りを歩いて、偶然彼に会った

　（349）は駅の前の大通りを歩いている途中、彼に会ったことを意味する。これは「彼女は

駅の前の大通りを歩いていて、偶然彼に会った」に換えても意味の差はそれほど感じられ

ない。（347）（349）で注目すべきことは、（347）の文の副詞「ふと」と（349）の「偶然」であ

る。（347）の文において、「ふと」があるかないかで前件と後件との意味的関係は変わるだ

ろう。（347）は副詞「ふと」で「思う」という行為が無意志的に突然生じたものであること

が明白であり、「河原町通りを歩いている途中、パチンコ屋に入ろうとする考えが突然浮か

んだ」ことを表すものである。っまり、「河原町通りを歩く」という動作が進行している途

中に、「パチンコ屋に入ろうと思った」という行為が生じたことなので、前件は後件が起き

た状況を表す。（349）の「偶然彼に会った」も彼女の意志で会ったのではなく、無意志的に

偶然起こることである。これは（348）も同様である。もし（347）（349）文から「ふと」や「偶

然」が無くなると、意志的なものであるニュアンスが強くなり、前件とは別の意味的関係

44〈状況〉という用語は、言語学研究会編（1989）に倣う。
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で結びつくのである。それについては次の節で述べる。

　それでは、前件が後件の行われる〈状況〉を表せるのは従属節にどのような動詞が現れ

る場合であろうか。本稿のデータには「あるく」のみであるが、「あるく」のように語彙的

な意味に限界性が含まれていない動作動詞の場合は、〈状況〉を表すことができるのではな

いかと思われる。その場合、すでに述べたように、後件は無意志的、瞬間的に起こるもの

であろう。しかし、「くぐる」「こえる」などのように語彙的な意味に限界性が含まれてい

る動作動詞のテ形が状況を表すのは難しいと思われる。

4．2．4．2．【経路の名詞句＋経路動詞のテ形】＋【空間的移動以外の意志的な動作】

　4．2．4．1では主節に無意志的な動作が現れる場合にっいて考察を行ったが、主節に意志的

な動作が現れる場合について考察する。例えば、（350）の「みんな阿保だと思った」は意志

的に行う行動で、「どんどんあるいて」とは同時に行われる行動であり、「あるきながらみ

んな阿保だと思った」のように考えられる。つまり、前件と後件は〈同時進行〉の関係で

結びつくのである。

（350）くるしそうに顔をゆがめる志乃をのこして、忍ぶ川を飛び出し、街をあるいた。ど

　　んどんあるいて、わたし、志乃、本村、洲崎も手紙も、みんな阿保だと思った。通り

　　すがりの銭湯に入って、湯を頭からざぶざぶ浴びた。（忍ぶ川：忍ぶ川）

　上の例から、【ヲ格名詞＋経路動詞のテ形】＋【移動中に行う意志的な行為】の構造をと

ると、従属節のテ形と主節の動作は同時に進行することを意味するのである。次の（351）

の「町をうろつく」動作と「お菓子を捜す」動作は同時に進行する動作で、「町をうろつき

ながらお菓子を捜した」とみることができる。

（351）野呂瀬はなにしろ食事時間以外は町をうろついて、どこからかお菓壬を捜一L二⊆く一る

　　のです。（楡家の人びと）

　4．2．4．1の（347）の文も、「川原町通りを歩いて、パチンコ屋に入ろうと思った」のように

主節を意志的な動作に換えると、「河原町通りを歩きながらパチンコ屋に入ろうと思った」

のように、テ形で表される動作と主節の動作は同時に進行していることを表すことになろ

う。もちろん、必ず最初から最後まで同時に進行することを意味するものではなく、従属

節の動作が行われる間、主節の動作が重なって進行することを意味する。

　前件が後件と同時進行を表す動詞は、データには、経路動詞の中で、様態経路方向動詞
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「あるく」、無方向経路動詞「うろつく」のみであるが、これら以外の経路動詞である、純

粋経路動詞「めぐる」「つたう」「まわる」「たどる」、様態経路目的地動詞「はしる」も次

のように考えられる。

（351）tt町を｛めぐって／まわって｝お菓子を捜した

（352）町を｛はしって｝新聞を売る

　経路動詞の中で、経路を通っていく動作を表しながら、到着の位置変化をも表す二側面

動詞である経路到着動詞「くだる」、到着経路動詞「あがる」「のぼる」、出発到着経路動詞

「おりる」」の場合も同時進行を表せると思われるが、やはり、それぞれの動詞のテ形が表

す動作の完了後に、主節の動作が行われることを表す意味が強くなる45。

（353）？坂道を｛くだって／のぼって／おりて｝色々なことを考える

　以上のようなことを見ると、移動動詞のテ形が主節に現れる動作と同時進行しているこ

とを表すことができるのは経路動詞であることが分かる。データには「あるく」「うろつく」

のみであるが、これらの動詞は限界性が含まれていない経路動詞である。つまり、非限界

動詞である経路動詞のテ形は、主節の動作と同時に進行することを表せると考えられる46。

しかし、同じく経路動詞であっても、到着の位置変化をも表す二側面の動詞の場合は、動

作の同時進行より動作の完了を表し、後件に先行する動作を表す意味合いが強くなると思

われる。従って、移動動詞のテ形が主節に現れる動作と同時進行を表す意味合いが一番強

45主に到着の位置変化を表しながらも、経路のヲ格名詞とも結びつくことができる動詞「行く」「来る」
「帰る」「戻る」のテ形は、同時進行を表すことが難しいようである。

　　（i）？坂道を｛行って／来て／戻って／帰って｝色んなことを考える

　（i）は、テ形の表す動作が完了した後に、「考える」という行為が行われることを表すなら成立するか
もしれない。そもそもこれらの動詞は経路のヲ格名詞との結びつきが少ない動詞であり、（i）のように

テ形で経路のヲ格名詞と結びっく例はあまり考えられない。これらの動詞は主に到着の位置変化を表す
到着動詞であり、経路のヲ格名詞と結びつくことはできるものの、経路動詞とは異なることを再度確認
できる。

46経由点を通り抜ける動作を表す純粋経由動詞「よぎる」「すぎる」「くぐる」「こえる」の場合は、同

時進行も考えられるが、動作の完了後に、主節の動作が行われることを表す意味合いが強くなり、前件
と後件は時間的に継起的関係を表すことになろう。

　（i）山を｛こえて／よぎって／すぎて｝、人を探す
　（i）アーチをくぐって新聞を売る

　これらの動詞は限界動詞であるので、テ形になった場合、動作の完了を表す意味が強くなるからであ
ろう。
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いのは、二側面をもたない経路動詞であると考えられる。

4．2．5．【移動様態経路動詞のテ形】＋【主節】

　従属節に場所名詞句と結びつかず、動詞のみが現れる場合がある。例えば、移動様態経

路動詞である。

（354）親猫の方も、殺してやろうと思って、ある日、学校のプールにほうり込んだのだが、

　　猫の奴は、きれいに泳いで、向う岸へ渡ってしまった。（太郎物語）

（355）空を見ると真黒に見え、白島中町や西中町が火の海になっていた。ここにこうして

　　いては駄目だと思った。這って川端の方へ行った。（黒い雨）

（356）水牛の背にとまった鷺の一羽はゆるやかに羽を拡げると、低く飛んで地に降りた。

　　（野火）

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

　　（国盗り物語）

（358）志乃はぺこんと頭をさげると、日傘を肩に、小走りに駈けて、洲崎大門の橋をわた

　　った。（忍ぶ川：忍ぶ川）

　（354）～（358）は全て移動動詞のテ形が移動様態を表し、主節には移動動詞が現れ、テ形

で表される移動様態での移動を表している。（354）の場合、「泳いで」は主節の「向う岸へ

渡る」という到着位置変化の移動様態を表す。つまり、向う岸へ渡ったがどのような移動

様態で渡ったのかという移動方法を「泳いで」が表す。（355）～（358）も同様で、「這って／

飛んで／走って／駈けて」は、主節の「川端の方へ行った／地に降りた／山崎屋へ行く／

洲崎大門の橋をわたった」のそれぞれの位置変化、移動動作の〈移動様態〉を表すのであ

る。

　上の用例のテ形の動詞は、表18の経路動詞の中で混合型の経路動作を表す動詞にも属

する移動様態経路動詞で、主節は到着、方向の位置変化や経由点、経路を通る動作が現れ

ている。経路構造をとる経路動詞でありながらも、移動様態を表す「あるく」「かける」「は

しる」「とぶ」「はう」「すべる」のような動詞が、他の経路動詞とは異なる語彙的意味の側

面を示すことが分かる。

　このように、移動様態経路動詞のテ形は、場所名詞句と結びつかず、他の移動行為の様

態を表すことができるが、全ての移動行為の移動様態を表せるわけではない。

（359）★｛走って／歩いて｝駅前を｛ぶらついた／うろついた／さまよった｝
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　（359）のように、経路構造をとる動詞の中で方向性をもたない無方向経路動詞「ぶらつく」

「うろつく」「さまよう」の移動様態を表すことはできないのである。移動様態経路動詞は

具体的な動作を表す動詞で、無方向経路動詞は具体的な動作を表さず、移動中の心理状態

を表す動詞であり、具体的な動作が心理状態を表す動詞を規定することはできないと思わ

れる。移動様態経路動詞が無方向経路動詞の移動様態を規定することはできないという性

質は、後に考察する複合動詞の語構成においてもみられる。

　移動様態経路動詞のテ形は場所名詞句と結びつかずに、他の位置変化や移動動作を修飾

することができるとしたが、反対に（354）’（355）’のように換えることはできない。もし、「向

う岸へ渡って泳いだ」「川岸の方へ行って這った」のようになると、従属節に現れる移動が

完了した後にそれぞれの主節に現れる動作が行われることを意味する。

（354）s＊（向う岸へ）渡って泳いだ

（355）t＊（川端の方へ）行って這う

　これは第2章でも述べたように、移動様態を表す動作に焦点が置かれている時は、場所

名詞句と結びつかず、位置変化、経由点や経路を経過する動作の移動様態を表すことがで

きる。移動様態経路動詞が場所名詞句と結びつかない割合（表8の「格結合数0」の割合）

が高い傾向を表すのも、このように他の移動動作や位置変化の移動様態を表すからである。

テ形が他の移動行為の様態を表すのは、他の移動動詞にはない用法で、移動様態経路動詞

が他の移動動詞とは異なる性質をもつ動詞であることを示している。

4．2．6．【純粋出発動詞、純粋到着動詞②のテ形】＋【主節】

　移動様態経路動詞以外の移動動詞のテ形が場所名詞句と結びつかず現れる場合がある。

　　（360）三人の司祭の隣に、少し離れて三人の堂役が各々足跡のかんなもかけていないザラ

　　　　ザラの板のテーブルに向って坐っている。（ルーマニアの小さな村から）

　　（361）　「あの窓ですか？　よし、じゃ、私が先に行きます。少し離れてついていらっしゃ

　　　　い」（女社長に乾杯）

　（360）（361）を見ると、「離れて」は、「坐っている／ついてくる」の状態や動作が行われ

る時の動作主の空間的配置関係を表現し、それぞれの動作主の新たな位置関係を表してい

るように見える。「少し」のような程度や量を表す副詞との結びつきによって、距離の程度

を感じさせる。主節が表す状態や動作は、「少し離れて」で生じた新たな位置で生じること

を表しているが、静的な位置関係を表すと感じられ、かなり状態的である。
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　「離れる」は、出発の位置変化のみを表す純粋出発動詞であるが、出発の位置変化を表

す他の出発動詞（「さる」「たつ」など）のテ形が位置関係を表すのは難しい。第2章や第

3章でも他の出発動詞とは異なる側面を表している「離れる」は、テ形においても異なる

側面を示しており、「離れる」の特異性をさらに明確にしていると思われる。

　次のような例も移動動詞のテ形が主節に現れる動作を修飾しているようにみえる。

（362）世の中すっかり変わった。最初のラジオは司祭さんのところで買った。ポイエナリ

　　がたくさん集まって放送を聞いた。（ルーマニアの小さな村から）

（363）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、

　　な足やら．文宝を壁に書主2け工は主．一がやがやと議諭．しエい一る。（国盗り物語）

（364）朝な夕な、ひぐらしが群がって鳴いた。（楡家の人びと）

　（362）の「集まって」は、ポイエナリが集合した状態で放送を聞いたことを表している。

（363）の「群れて」も、動作主である牢人らしい男たちが議論している時の集まった状態を

表しているし、（364）の「群がって」もひぐらしが集合した状態を表している。（362）（363）

（364）は、それぞれの動詞のテ形が表す位置変化が前提で、主節に現れる動作は、その新た

な位置で生じることを表す。これは（360）（361）の「離れる」と同様な意味を表していると

思われる。

　4．2．1でみたように、到着の位置変化を表す動詞のテ形は、到着点と結びついて、後件に

対して〈場所提示〉を表すことができる。「集まる」「群がる」「群れる」も主に到着の位置

変化を表す純粋到着動詞であり、これらの動詞のテ形が到着点と結びつく場合、〈場所提示〉

を表すことができる。ところが（362）～（364）のように場所名詞句と結びつかず、主節の動

作主の状態を表すこともある。もちろん場所名詞句と結びつかなくても、到着点は想定で

きるが、動作主の状態が前面に出てくるだろう。到着の位置変化を表せる他の動詞のテ形

は、動作主の状態を表すことはないので、「集まる」「群がる」「群れる」の特異性を伺うこ

とができる。

　純粋到着動詞②の「集まる」「群がる」「群れる」が他の移動動詞とは異なる語彙的意味

の側面をもつ動詞であることは、2．2．7でも述べたようにこれらの動詞の移動体が複数であ

るという点からもわかる。また、名詞形をみると、他の移動動詞の名詞形が「かえり」「の

ぼり」「くだり」などのように、動作そのものを意味するのに対して、これらの動詞の名詞

形は、「集まり」「群がり」「群れ」のように集団や状態を表す。移動動詞のテ形で動作主の

状態を表すのは、このような異なる語彙的意味の現れであると考えられる。
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4．2．7．移動動詞のテ形と後件との関係と複文の構造

　4．2．1から4．2．6まで、移動動詞のテ形と後件に対してどのような意味的な関係で結びっく

かを考察し、構造の違いによって、それぞれの意味的な関係も異なることを示した。考察

したことから、移動動詞のテ形が後件に対してどのような意味を表すか、次の七つにまと

めることができよう。

（i）場所提示：テ形の表す空間的移動が後件の動作が行われる空間を表す

　　　　　【到着点の名詞句＋　到着動詞のテ形】＋【移動先での動作】

　　　　　　　「彼は家に帰って寝た」

（i）方向：前件のテ形が後件の動作・位置変化の方向を表す

　　　　　【目的地の名詞句＋目的地動詞】＋【前件の表す方向を目指しての移動】

　　　　　　　　　　　　　　純粋型のみ

「加藤は室堂に向って登っていった」

（皿）空間的経過：前件のテ形の表す動作が、後件の位置変化の成立のための空間的な経

　　　　　　　　過をを特徴付ける

　　　　　【経過点の名詞句＋経由動詞・経路動詞のテ形】＋【経過後の位置変化】

　　　　　　　　　　　　　　　　　無方向経路動詞は除外

「彼は引戸をくぐって、外に出る」

（iv）状況：前件が後件の動作が起こる状況を表す

　　　　　【経路の名詞句＋経路動詞のテ形】＋【前件の経路動作中に偶然起こる動作や

　　　　　　　　　　　　二側面動詞は除外　　　　　出来事（無意志的）】

　　　　　　　「私は河原町通りを歩いて、ふとパチンコ屋に入ろうかと思った」

（v）同時進行：前件の動作が後件の主要な動作と同時に進行する

　　　　　【経路の名詞句＋経路動詞のテ形】＋【前件の経路動作と同時に進行する動作

　　　　　　　　　　　　二側面動詞は除外　　　　　　　（意志的）】

　　　　　　　「私は街をあるいて、彼らはみんな阿保だと思った」

（Vi）移動様態：前件のテ形が後件の主要な動作の移動様態を特徴付ける

　　　　　【移動様態経路動詞のテ形】＋【前件の移動様態での移動】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（場所名詞句＋移動動詞）

　　　　　　　「彼は歩いて映画館へ向った」
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（V11）状態：前件のテ形が後件の動作主の状態を表す

　　　　　竃繍；璽鷲巖ξ㌶テ形］｝

　　　　　　＋【新たに生じた位置や状態を保った移動や動作】

　　　　　　　「彼女は少し離れて、僕のうしろに立っていた」

以上考察したことを第2章で分類した動詞で考えると、次の表19のようにまとめること

ができる。

表19　後件に対する各動詞群のテ形の表す意味

　　　　　　　　　　　意味
ｮ詞

移動様　　同時進　　　　　　　　　　　　　　空間的　　場所提　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　状態　　　方向　　　　　　　　　　状況　態　　　　行　　　　　　　　　　　　　　　経過　　　　示

様態経路方向動詞 十　　　　　　十　　　　　　十　　　　　　十　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一
@　±　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ξ

様態経路目的地動詞 十　　　　　十　　　　　十　　　　　十　　　　　一　　　　　一　　　　　一

経由動作・経路動作

�¥す動詞

様態方向経路目的地動
　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“

{　　　（＋）　　（＋）　　　＋　　　　一　　　　一　　　　一

無方向経路動詞
　　　　　　　÷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《

黶@　　（＋）　　　＋　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一
純粋経路動詞

一　　　（＋）　　（＋）　　　＋　　　　一　　　　一　　　　一　　　　　　　心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆

経由経路動詞 一　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一

純粋経由動詞
　　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

黶@　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一

経由到着動詞 一　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　十　　　　　　一　　　　　　一
@　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　÷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右

経路到着動詞 一　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　十　　　　　一　　　　　　一
@　　　　　　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

経由動作・経路動作

ﾆ位置変化を表す
�､面動詞

到着経路動詞 一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　十　　　　　一　　　　　　一

方向到着経路動詞 一　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　十　　　　　一　　　　　　一
@　　　　　　◇　　　　　　　　　　　　　　　　　　ξ

出発経路到着動詞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∨
黶@　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　十　　　　　　一　　　　　　一

方向到着動詞 一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　一　　　　　　一

純粋到着動詞① 一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　一　　　　　　一
@　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆

純粋到着動詞③
　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e

|　　　　　一　　　　　　一　　　　　一　　　　　　十　　　　　一　　　　　　一

位置変化のみを表
ｷ動詞

純粋到着動詞④
　　　　　　　？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“

黶@　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　一　　　　　　一

到着出発動詞 一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　一　　　　　　一

純粋到着動詞②
　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“

黶@　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　十　　　　　　一
@　》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ζ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

純粋出発動詞 一　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　十　　　　　　一
@　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A

出発目的地動詞
その他 目的地動詞 一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　十

＊用例のないものについては括弧つきで示す。

　表19の〈移動様態〉〈同時進行〉〈状況〉〈空間的経過〉は、それぞれ動作動詞によって

表されるが、この4つを全て表すことができるのは、移動様態を表わす動詞（様態経路方

向動詞、様態経路目的地動詞、様態方向経路目的地動詞）で、最も動作性が強いことが分

かる。つまり、同じ経路動詞であっても、具体的な動作を表す移動様態を表す動詞（様態

経路方向動詞、様態経路目的地動詞、様態方向経路目的地動詞）の方が、概念的な動作を

表す他の経路動詞より動作性が強いことが分かる。さらに、経路動詞であっても移動中の

心理状態を表す動詞であると考えられる無方向経路動詞が他の経路動詞とは異なる様子を

見せており、これらの動詞を他の経路動詞とは区別すべきであることを示している。また、

同じ経路動詞であっても、経路動作のみを表す動詞と経路動作と位置変化をも表す二側面
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動詞は異なる側面をみせていることが分かる。さらに、同じ動作動詞である、経由動詞と

経路動詞もそれぞれ異なる意味を表している。それは他の動詞も同様で、第2章で考察し

た動詞の範疇的意味の側面がテ形においても現れることが分かる。

4．3．　「～スルト／スレバ／シタラ」

　テ形と同様に出来事間の意味的関係から動詞の範疇的意味を考察できるものに、「～ス

ルト／スレバ／シタラ」の形が考えられる。岡田（2001b）は「あるく」「いく」「もどる」「す

すむ」「のぼる」「おりる」「わたる」「とおる」という動詞をもって、（場所）ヲ、（場所）

マデと結びつくか否かの構文特性（〈経由・範囲到着性〉）、「～テイル」という形式が移動

の過程を示すか、結果状態を示すかというアスペクト特性（〈過程性〉〈結果性〉）、「～スル

ト」という形式の後に終点の描写が用いられ、前の動作が完結するかどうかというタクシ

ス特性（〈完結性〉）を調べた。岡田（2001b）は、奥田（1986）が「～スルト」はもう一つの（文

末の）動詞によって示される事象に対する先行性を示す語形であるとしていることから、

「～スルト」の形の後に、終点（到着地とは限らない）の描写が用いられうるかどうかで

動詞の意味に完結性があるかどうかを確認することができる・と述べている。岡田

（2001b：21）は、例えば次の（365）において「～スルト」で表されている「苔の生えたすべり

やすい地面を行くと」の「行く」の移動行為が完全に終了したところに、「堀の際」が存在

することを表すとしている。つまり、「～スルト」で表されている動詞の語彙的意味が表す

行為は完了することを意味するということである。

（365）苔の生えたすべりやすい地面を行くと、やがて堀の際に着いた。（異人たちの館：

　　岡田（2001）：（49）

　「～スルト」は完結性だけではなく、動作が進行している過程性を表す場合もある。（366）

は「看護室の前の廊下を通る」という移動動作が完了したところで、「彼女の笑い声が聞こ

えて来た」ことを意味するものではなく、「廊下を通る」という動作が進行している過程中

に、「彼女の笑声が聞こえてくる」という後件の出来事が起こるのである。ここでは「看護

室の前の廊下を通ると」は動作の過程を意味するのである。

（366）看護室の前の廊下を通ると、時々、中から彼女の笑声が聞こえて来た。（草の花）

これは次の（367）も同様なことが言える。
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（367）山裾と川にはさまれた細い道を行くと、ところどころに苔に覆われた石碑が立って

　　おり、それはその場で死んだ者の標示であった。（流離課）47

　（367）は「細い道を行く」という移動行為が完全に終了したところに、「石碑が立ってい

る」のではなく、「細い道を行く」という移動過程の途中に「石碑が立っている」ことを表

すのである。

　このように「～スルト」が動作の完了を表すか、過程を表すかというのは、動詞一つ一

つの個別的な性質というより、動詞の範疇的意味と深い関係があると考えられる。このよ

うなことは「～スルト」のみではなく、「～スレバ／シタラ」でも同様なことがうかがえる。

　そこで、本節では「～スルト／スレバ／シタラ」で表される前件の移動行為とその後に

続く後件との関係を考察しつつ、移動動詞の範疇的意味との関係を再度考えることにする。

　「～スルト」で表される文を考察すると、従属節に現れる場所名詞句によって、次の5

つに分類できる。

（i）【出発点の名詞句＋（出発動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

（li）【経過点の名詞句＋（経由動詞、経路動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

　　（i）a．【経由点の名詞句＋（経由動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

　　（i）b．【経路の名詞句＋（経路動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

価）【到着点の名詞句＋（到着動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

（iv）【目的地の名詞句＋（目的地動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

（v）【（移動様態経路動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

　以下ではこれら5類について分けて考察しつつ、第2章で形態論的な格を意味的な場所

名詞句に再分類したことが必要であったことを明らかにする。

4．3．1．【出発点の名詞句＋（出発動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

　（368）（369）は出発動詞「はなれる」「でる」が出発点と結びついている例である。

（368）往診を頼まれれば、どんな遠い地にも出て行った。少しでも瀬棚を離れると辺りは

　　たちまち樹林と熊笹の細い道となる。時には熊や鹿が出没する。（花埋み）

47序章で述べたように、本稿のデータは0．3．3に示した言語資料から採集したものであるが、「～スルト

／スレバ／シタラ」の形式をもつデータが少ないため、『CD－ROM版新潮文庫の絶版100冊』（2000）の
33冊（翻訳作品を除く1945年以降の作品）からも「～スルト／スレバ／シタラ」の用例を採集し、考
察を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　149

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



（369）オフィスを出るとロビーは教室を移り変える学生たちで、ごった返していた。（若

　　き数学者のアメリカ）

　これらの文の「～スルト」は移動体が出発点から位置変化したことを表し、主節には位

置変化したその場で移動体が置かれる空間や状況が描写されている。到着点が現れていな

くても、位置変化した場所の描写ができるようにみえる。（368）の主節の「辺りはたちまち

樹林と熊笹の細い道となる」という空間描写は、移動体が出発点の「瀬棚」から出発の位

置変化が行われた地点であり、移動体は「瀬棚」には位置しない。（369）も同様である。こ

のように出発の位置変化を表す出発動詞が「～スルト」に現れると、出発の位置変化が完

了し、新たな場所に位置変化したことを表すのである。

　しかし、同じ出発動詞でも「さる」「たつ」は「はなれる」「でる」とは異なる側面をみ

せる。

（370）母が病室を去ると、あたりはひっそりとしていて、私は寝床のなかで途中まで聞い

　　た話の先を空想しながら、硝子戸の向うのせまい庭に、陽が昇り、陽が落ち、植込み

　　のまえの石燈籠の影がちちんだり、伸びたりして、なすこともなく一日が過ぎてゆく

　　のを眺めていた。（羊の歌）

　（370）の場合、「母が病室をさる」という出発の位置変化は完了するが、後件は位置変化

した到着地の空間描写ではなく、移動体がいなくなった後の出発地の状況を表す。この場

合、「母が病室を去ると」は「母が病室を去った後」という意味を表し、後件はその後に残

る状況を表すのであって、位置変化したところの状況を表すのではない。

　「でる」は出発のみではなく、到着の位置変化も表す動詞であり、「はなれる」は第2

章でも述べたように、出発の位置変化を行っても、その場で移動体の位置変化した後の位

置、つまり到着点を確認することもできる動詞である。従って、（368）（369）のような描写

が可能であると思われる。それに対して、「さる」「たつ」は目的地と結びつき、出発点か

らの位置変化は表すものの、到着点への位置変化までは確認できない動詞であり、「はなれ

る」「でる」のように出発構造で「～スルト」に現れても新たな場所に位置変化したことを

表すことはできない。

　出発動詞ではない他の動詞が出発点のカラ格名詞と結びつく場合は、次のように出発点

からどれぐらいの距離で移動行為が完了するかを明示しなければならない。もし（371）から

「五百メートルほど」という距離の限定がなくなると、どれぐらい行けば良いのかが不明

瞭になり、不自然さを感じることになるだろう。このようなことからも出発動詞とそれ以
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外の移動動詞とが異なることが分かる。

（371）渡辺橋から五百メートルほど行くと、大江橋である。（われらが風狂の師）

（371）’？渡辺橋から行くと、大江橋である

「～スレバ／シタラ」に出発構造が現れる例はないが、次のような例が考えられる。

（372）少しでも瀬棚を離れたら辺りはたちまち樹林と熊笹の細い道となる

（373）部屋を出たら、彼女が待ち伏せしていた

　しかし、実際には出発構造が「～スレバ／シタラ」に現れ、後件が位置変化後に遭遇す

る状況や空間を表す例はなく、実際には「～スレバ／シタラ」に出発構造が用いられるこ

とはあまりないことが分かる。

4．3．2．【経過点の名詞句＋（経由動詞・経路動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

　経過点のヲ格名詞が「～スルト」に現れる場合であるが、経由点の場合と経路の場合と

に分けて考察する。

4．3．2．1．【経由点の名詞句＋（経由動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

　次の（374）～（379）の「～スルト」の動詞は経由動詞であるが、まず、（374）～（376）は経由

動作のみを表す純粋経由動詞の「すぎる」「よぎる」「こえる」、（377）（378）は到着構造にも

入る二側面動詞の「ぬける」「わたる」、さらに（379）は経路構造にも入る「とおる」である。

これらの例の「～スルト」は、全てそれぞれの動作の完了を表す。

（374）長屋の前をすぎると女置場がある。（さぶ）

（375）鳥居をくぐると小さな石橋の下に緋鯉の泳いでいる池があり、拝殿の前に線香の煙

　　が立ちこめて、水商売の人かと思われる痩せ形の老婦人が一生懸命で祈っている。

　　（流離i潭）

（376）内城壁の外側には、五メートルほどの幅を持つ通路が通っている。それを越えると、

　　全、度娃匁城壁がはじま亘口だ．。（コンスタンティノープルの陥落）

（377）私は傘をさして町の中をぐるぐると歩いてみた。静かな住宅街を抜けるといろんな

　　店が並んエいる．通旦があ2た。（世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド）

（378）丸木橋をわたると、右に三重塔が、左に紅葉の林があって、その奥に百五段の苔蒸
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　　した石段がそびえている。石灰石であるために滑りやすい。（金閣寺）

（379）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、空気が少し変って来る。（山本五十六）

　（374）の場合、「～スルト」は長屋の前を完全に通り抜けたことを表し、「長屋の前をすぎ

る」という動作が完了したところに「女置場」が存在することを表す48。（375）（376）も移動

体が「鳥居」「通路」を通り抜けたことを表す。そして、それぞれの「くぐる」「越える」

の動作が完了したところに、主節に描写されている空間が存在している。（377）（378）も同

様なことが言える。（377）の「住宅街を抜けると」は、移動体が「住宅街」を完全に通過し

たことを表し、住宅街を抜けるという動作が完了したその場所で、「いろんな店が並んでい

る通り」の存在を確認できるのである。（378）も「右に三重塔が、左に紅葉の林があって、

その奥に百五段の苔蒸した石段がそびえている」という場所描写は、「丸木橋をわたる」と

いう動作が完了した地点の場所描写である。動詞「ぬける」「わたる」は到着の位置変化を

も表す動詞であるが、ここでは経由点を通り抜ける動作を表し、主節には動作の完了した

ところに存在する空間描写が現れる。（379）の「とおる」は、経由点のヲ格名詞とも経路の

ヲ格名詞とも結びつく動詞であるが、ここでは経由点のヲ格名詞と結びついた例で、「逸見

の波止場の門を通ると」が表すのは、移動体が「逸見の波止場の門」を完全に通過したこ

とを表す。そして主節の「其処から先は、～」は、波止場の門を通り抜ける動作が完了し、

その場所で遭遇する空間である。岡田（2001b）には「とおる」は完結性がないと述べられて

いるが、（379）のように経由点と結びつく場合は、動作の完了を表すことができる。それは、

「とおる」が経由点を通り抜ける経由動作を表すという範疇的意味の側面をもつからであ

る。

　従属節が動作の完了を表すのは「～スレバ／シタラ」でも同様なことが言えるだろう。

（380）　「藤孝殿、ここはそれがしが斬りふせぐ。この坂を越えれば山城だ。木津川に沿っ

　　て川上へのぼり、笹置へ出、山越えの間道をとおって近江甲賀にぬけられるがよい」

　　（国盗り物語）

（381）犬川を渡れば、そこは標高三百二十五米の眺山の頂上へつながる松の傾斜林の裾で

　　ある。（下駄の上の卵）

（382）北野天神をぬけて、上七軒を通ればすぐ千本今出川であった。（雁の寺・越前竹人

48（374）の文は第3章で考察した虚構的移動表現の中の〈到達経過表現〉である。しかし、これらの文
は「女置場がある」を「女置場があった」に換えると虚構的移動表現から現実の空間移動を表すことに
なることから分かるように、現実の空間移動に近く、動作の完了や過程を確認することができる例でも
ある。
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形：雁の寺）

　（380）は「坂を越える」動作を完了する条件が満たされた場合、山城に到着することがで

きる。（381）も「犬川を渡る」動作が完了する地点で松の傾斜林の裾に着くことを表し、（382）

も同様なことを表す。これらの例において前件は経由点を通り抜ける動作の完了が条件で

あることを表し、後件は前件の条件が成立することによって出会う空間や状況である。こ

のように経由構造が「～スレバ」に現れる場合は、「～スルト」と同様に「～スレバ」で表

される前件は経由点を通り抜けるという動作の完了条件を表し、後件は前件の条件が成立

した場合、出会う空間や状況を表す。

　「～シタラ」に経由構造が現れる用例はないが、次のように「～シタラ」の場合も「～

スレバ」と同様なことが考えられるだろう49。

（383）山を越えたら平地が広がっている

（384）賑やかな町をすぎたら広い田畑が続いていた

　経由構造をとるこれらの動詞は、第2章で考察したように限界動詞であり、経由点とし

て示されている場所を完全に通過した地点がこれらの動詞の表す動作の成立地点である。

このような経由動作という範疇的意味から、経由点のヲ格名詞と結びついて、必ず、経由

動作の完了を表し、後件は経由動作完了後に遭遇する空間や状況を表すと思われる。

4．3．2、2．【経路の名詞句＋（経路動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

　「～スルト」に経路構造が現れる場合について考察する。表18を見ると、経路動詞に

は、純粋に経路構造のみをとる純粋型の経路動詞と経路構造以外の構造をもとる混合型の

経路動詞がある。純粋型の経路動詞には、純粋経路動詞、無方向経路動詞があり、混合型

の経路動詞は、1）経路動作を表す動詞に、経由経路動詞、様態経路方向動詞、様態経路目的

地動詞、様態方向経路目的地動詞、2）経路動作と位置変化を表す二側面動詞に、経路到着

動詞、到着経路動詞、出発到着経路動詞、方向経路到着動詞がある。以下では、それぞれ

の動詞を分けて考察する。

49到着動詞でありながら、経由点のヲ格名詞とも結びつくことができる「はいる」「でる」の場合も、
次のように「～スルト」で完了を表す。

　（i）人におされおされて、やっと小屋の木戸をはいると、小屋の中は身動きもできないほどの人だっ
　　た。（塩狩峠）
　（il）被服支廠の正門を出ると、僕に馴染の深い蓮田が荒れ果てているのが印象的であった。（黒い雨）
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4．3．2．2．1．純粋型の経路動詞

　まず、純粋経路動詞の場合について考察する。

（385）窓硝子のパテがあちこち剥がれたベランダの一一建てられた当時モダンで斬新で

　　あったその別荘も山地特有の湿気のため早くもずいぶんと傷み古びていた一一わき

　　から渡り廊下を辿ると、間断なく硫黄泉が音を立てて湧いている湯殿がある。（楡家

　　の人びと）

（386）山道を辿ると、湧き水がある

　（385）の場合、「たどる」が現れているが、「湯殿」は渡り廊下が終わるところに位置する

ことを表しており、移動体は渡り廊下を最後まで辿ることを表すと考えられる。この場合、

渡り廊下を完全に通り抜けたところでの空間描写が主節に現れており、「～スルト」は動作

完了を表すと思われる。しかし、（385）は渡り廊下を辿る動作の途中に湯殿があることを発

見する場合も考えられる。われわれは建物の造りの常識から「廊下を辿ると」で動作の完

了が想定されやすくなるだけで、普通は動作の過程を表すニュアンスが強くなるのではな

いかと思われる。それは、（386）の例から確認することができるだろう。（386）の「～スル

ト」は動作の完了を表すのではなく、動作の過程であることを表し、主節には動作の過程

中に遭遇する空間が描写されている。つまり、「湧き水」は山道を辿り終わったところに存

在するのではなく、山道を辿る途中に存在することを表す。次の例も「～スルト」は動作

の過程を表すのであろう。

（387）まだまだ彼女の出費の種は尽きなかった。青山の電車通りを五丁目から四丁目のほ

　　うへ辿ると、善光寺という寺があり、毎月一回この附近に縁日がでた。（楡家の人び

　　と）

　（387）の場合、「善光寺」は青山の電車通りに位置して、移動体はその電車通りを辿る途

中に「善光寺」に着くのである。「たどる」は、動作の完了を表すこともあろうが、主には

（386）（387）のように動作の過程を表す。

　次に、無方向経路動詞「ぶらつく」「うろっく」「さまよう」の場合であるが、これらの

動詞も完了を表すことは難しそうである。これらの動詞は方向性をもたない動詞であるの

で、ある場所を通っていく動作の過程中に、遭遇する状況や空間を描写する表現に現れる

のは難しいと思われる。実際にも「～スルト／スレバ／シタラ」に無方向経路動詞が現れ

る例は無く、これらの動詞が条件形であまり現れないことが分かる。
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4．3．2．2．2．混合型の経路動詞

　混合型の経路動詞の中で経路動作を表す動詞には、経由経路動詞と移動様態経路動詞で

ある様態経路方向動詞、様態経路目的地動詞、様態方向経路目的地動詞がある。以下、二つ

を分けて順に考察する。

A）経由経路動詞

　経由経路動詞の「とおる」の例も純粋経路動詞と同様に動作の過程を表すと考えられる。

（388）　「補習」からの帰途、学校の門を出てから桜横町を通ると、そ一こには，＿夕食の一文度

　　の匂いが漂い、いくつかの家の窓に灯がつきはじめていた。（羊の歌）

　（388）の移動体は桜横丁を通り抜けたわけではなく、桜横丁を通っていく途中、「夕食の

支度の匂いが漂い、いくつかの家の窓に灯がつきはじめている」状況に出会うのである。

つまり、後件の状況は桜横町の中に存在する状況である。これらの例から、経路動詞が「～

スルト」に現れると、動作の過程を表せることが分かる。

　ここで一つ注目すべきことがある。（388）の動詞「とおる」は、4．3．2．1で動作の完了を表

したが、ここでは動作の過程を表す。経由点と結びつく他の動詞が動作の完了のみを表す

のに対して、「通る」がここで動作の過程を表すことができるのは、経由点以外に経路のヲ

格名詞と結びついて、経路を通っていく動作をも表せるという、二つの範疇的意味をもっ

ているからである。

　「～シタラ」に「とおる」が経路構造で現れる場合も同様なことが考えられる。

（389）上野日活館の前を通ったら「ハダカゲキダン本日より堂々出演」と書いた立看板が

　　出ていたんだ。（下駄の上の卵）

（390）一膳飯屋の前を通ったらよい臭いがしたが、十五銭では食事はできない。（湿原）

　（389）（390）の「～シタラ」は動作の過程中を表し、後件は「～シタラ」で表される動作

の過程中に遭遇する状況を表す。（389）は移動体が上野日活館の前を通っている最中に、立

看板が出ていることを見つけることを意味し、（390）も一膳飯屋の前を通っている途中、い

い臭いがするのを感じたことを意味する。

　「通る」は経由経路動詞で、結びつくヲ格名詞は、経由点の場合と、経路の場合がある

が、（389）（390）の「～シタラ」に現れるヲ格名詞は経路を表す例である。もし、これらの

例のヲ格名詞が経由点であるとしたら、（389）は上野日活館の前を通りすぎた後に立看板が
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立っていることを意味するだろうし、（390）もいい臭いがしたのは、一膳飯屋の前を通り過

ぎたところであることを意味することになるだろう。しかし、（389）（390）の文はそれを意

味するものではないことは明白である。「～スレバ」に「とおる」が現れる例はないが、同

様なことが考えられるだろう。

B）移動様態経路動詞

　次は移動様態経路動詞が「～スルト」に現れる場合である。

（391）晴れた日のマラムレシュを歩くと、必ず、あちこちの川から、女たちのにぎやかな

　　歌声や話声にまじて、洗濯棒（プラニク）で布を打つのどかな音がして、よくその周

　　囲を家鴨がわめいて泳いでいる。（ルーマニアの小さな村から）

（392）サディエは多い人になると一ダースも持っていて、晴れた日に谷沿いの村を歩くと、

　　けんらんたるその虫干し光景によく出会う。（ルーマニアの小さな村から）

　（391）の「マラムレシュを歩くと」は動作の完了を表しているものではない。（391）の後

件の「あちこちの川から、女たちのにぎやかな歌声や話声にまじて、洗濯棒（プラニク）

で布を打つのどかな音がして、よくその周囲を家鴨がわめいて泳いでいる」は、移動体が

マラムレシュを歩いている途中、遭遇する状況であって、マラムレシュを通り抜けたとこ

ろで、つまり、マラムレシュの境界で遭遇する状況を意味するものではない。（392）も「谷

沿いの村を歩くと」は動作の過程中であることを表し、その動作の過程中に「虫干し光景」

に遭遇することを意味する。これらの例の「歩くと」は「歩いていると」に換えても良さ

そうである。これらの例から移動様態経路動詞は、「～スルト」で動作の過程であることを

表すことが分かる。このように【（場所名詞）ヲ＋（移動様態経路動詞）スルト】で動作の

過程を表せるのは、他の経路動詞と同じである。しかし、他の経路動詞が動作の完了を表

すこともあるのに対して、移動様態経路動詞の場合は動作の完了を表す例は見当たらない。

　次の例は一見、「～スルト」で動作の完了を表すかのようにもみえる。

（393）喋りながら先に立って次の横町を少し歩くと左側に短い紺暖簾の下った間口の狭

　　い鮮屋があった。（食卓のない家）

（394）冬枯れの季節だけに温泉客の数も少いと見えて、夜更けの道は行き交う人影もない。

　　女中の言った通り、二三分歩くと、狭旦谷川．の流れに可愛一ら一Ly．）一橋がかか2一て巳た。

　　橋を渡って右手に壼湯はあるときいた。（食卓のない家）

（395）確かにマラッカは小ちんまりした町であった。さかり場の広い通りは、五分も自動
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　　車で走ると、カンポン（郊外）の風景となって、人家がとぎれ椰子の林や畑が現れて

　　来る。床の高いマライ人の住家が見つかったら、忽ちに町は終るのだ。（帰郷）

（396）通りを二百メートルほど歩くと、左手に青い金網張りの巨大な鳥籠のような建造物

　　が堕k遍証窒に1そそ．旦左三二⊆yこ左。（雲の宴）（岡田（2001）P19の例、下線は引用者）

　（393）～（396）の例は、それぞれの動作が完了した地点に、後件の表す空間や状況が存在

しているようにみえる。ところが、これらの文では全て、「少し／二三分／五分／二百メー

トル」のように時間や距離が示され、遭遇する空間、状況の地点を限定し、そこまでの動

作完了を「～スルト」が表している。もちろん、ここでは「歩く」「走る」動作が完全に終

了するかどうかは問わず、遭遇する場所や状況などが存在する場所までを限定する。もし、

これらの例においてこのような限定が与えられなければ、動作の完了を表さなくなり、

（391）（392）のように、それぞれの動作の過程中に後件の表す空間や状況に出会うことを表

すようになるだろう。このように移動様態経路動詞が完了を表す場合は、必ず時間や距離

などの動作完了の限定地点を与えなければならない。「～スレバ／シタラ」に移動様態経路

動詞が現れる例はなかったが、もし現れるとしたら、「～スルト」と同様なことが考えられ

るだろう。

　経路動詞でありながら、移動様態経路動詞が「～スルト」の形で完了を表すことが難し

いと述べたが、他の経路動詞は主に経路を通る経過性に重点が置かれているのに対して、

移動様態経路動詞は移動体の移動動作を規定して移動様態を表すという点で他の経路動詞

とは異なる。移動様態経路動詞は経路のヲ格名詞と結びついても、経過性よりは移動体の

動作に重点が置かれているのではないかと思われる。このような異なる範疇的意味の違い

から、「～スルト」の形で他の経路動詞とは異なる様子を見せるのであろう。

4．3．2．2．3．二側面をもつ経路動詞

　次は、経路動詞の中で、到着の位置変化と経路動作の二側面をもつ経路動詞の場合であ

る。

（397）一階に酒場があり、そこからせまい急な階段をのぼると、二階で食事ができるよう

　　になっていた。（羊の歌）

（398）この校舎はもと愛宕山にあったものを松内という部落に移し、公民館として使って

　　いたが、啄木記念館の落成を機会にこの地に移築されたものらしい。玄関から入ると

　　中は運動場のように広くなっており、片隅にある木の階段を上がると啄木の教えた教

　　室があ二2．たρ（北帰港）

157

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



（399）半ば朽ちた木の階段を下りると、木の間を透して落ちる陽が、地上に散り敷いてい

　　た。横手に彼岸花に似た槌紅色の花を交えた叢が連り、その向うの林の中で、十数人

　　の兵士が防空壕を掘っていた。（野火）

　（397）は階段を登り終わって到着した場所である「二階」の様子が述べられている。つま

り、「階段をのぼると」は動作完了を表し、後件は動作が完了した地点で見える風景を表す。

（398）は「木の階段」を最後まで上がったところに「教室」が位置していることを、（399）

も「木の階段」を最後まで下りた後に遭遇する状況（「木の間を透して落ちる陽が、地上に

散り敷いている」）が描写されている。このような例から二側面をもつ経路動詞の場合は、

主に動作の完了を表すことが分かる。

　次のように、「～スレバ」の例も同様なことがうかがえる。

（400）兼六園の横を抜け、坂を下れば雪片ひらめくかなたににじむ赤い灯、青い灯、とま

　　では行かぬが、どうやら人里に来た心地がする。（風に吹かれて）

（401）崖の道をおりれば、家並のつづいている町である。（焼け跡のイエス・処女懐胎：

　　焼跡のイエス）

　（400）（401）は「～スレバ」に二側面をもつ経路動詞が現れており、これらの例はヲ格名

詞で表される場所を通過することが完了した地点で、後件の状況や空間に到達することが

できる。このように「～スレバ」に経路の名詞句が現れる場合も、経由点の名詞句が現れ

る場合と同様にある場所を通り抜けることが条件として現れる。このようなことから、同

じ経路動詞であっても、純粋経路動詞と二側面をもつ経路動詞とは異なる側面をもつこと

が分かる。

　しかし、二側面をもつ経路動詞の中で方向経路到着動詞は少し異なる点が見られる。

（402）入江に沿って、街道を進むと、頂上まで耕された山が見え、干潟に鵜が遊び、河口

　　の橋の挟までくると、貧しげな町役場や、小学校があった。（娘と私）

（403）美観街を進むと、風変わりな喫茶店があった

　（402）は（397）～（399）とは異なって、街道を進む途中であることを表す。これは（403）を見

ると更に明確になる。（403）は喫茶店が美観街のどこかに存在することを表すものであって、

美観街を通りぬけたところに存在するものではない。同じく位置変化と経路動作の二側面

をもつ動詞でありながら、「進む」は異なる意味を表すのである。それは、「進む」が方向
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性の強い動詞であるからだと思われる。到着の位置変化や経路動作を表すという共通の側

面があるとしても、第2章でみたように、「進む」は他の二側面動詞とは異なって、方向

の名詞句と最も多く結びつく動詞であり、異なる範疇的意味をあわせもつ動詞である。こ

のような意味的側面からか、実際の使用においては、「一歩進むと／もう少し進むと／二三

分進むと」のように距離や時間が示され、遭遇する空間や状況が存在する位置を限定する

例が多い。同じ二側面動詞であっても、方向性の強い方向経路到着動詞「進む」は、他の

二側面動詞とは異なる側面を見せるのである。

4．3．2．2．4．経路動詞以外に経路の名詞句と結びつく動詞（純粋到着動詞③）

　次に、経路動詞ではないが、到着の位置変化を表しながら経路のヲ格とも結びつく純粋

到着動詞③の「行く」について考察する。

（404）この道を行くと大きな家がある

（405）稲田のほとりに出た。電車道に出ようとして畦道を行くと、女一学生や史．学生たち．が主

　　そ．こかL．こ一に倒れ．て．死ん．で．yこた。作業場からばらばらと逃げて来たものらしい。一般

　　人も倒れていた。初老の男が畦道に横倒れになって、服の胸をびっしょり濡らしてい

　　た。この稲田の水を鱈腹のんで、気がゆるむか目まいがするかして息が絶えたらしい。

　　（黒い雨）

（406）山裾と川にはさまれた糸田い道を行くと、と．ころどこ．珪劃こ動れた石触泣妊

　　お，り．、それはその場で死んだ者の標示であった。（流離謹）

　純粋到着動詞③が経路のヲ格と結びついて「～スルト」に現れる場合、（404）のように動

作の完了とも動作の過程ともとれるような例も考えられるが、実際には（405）（406）のよう

な例が多い。「行く」は主に到着の位置変化を表すが、ここでは経路のヲ格名詞と結びつき、

経路を移動する途中にある状況に遭遇することを表す。（405）は移動体が畦道を最後まで行

ったところに女学生や中学生たちの死体があるわけではなく、畦道を移動する途中で遭遇

する状況を表すのである。同様なことは（406）でも言える。「石碑が立っている」のを発見

するのは「細い道を行く」途中であり、「行くと」は移動行為の過程中であることを表す。

これは（405）の「そこかしこに」、（406）の「ところどころに」という副詞的な表現でさらに

明確である。【経路の名詞句＋行くと】で移動行為の完了を表す場合は、（407）のように「少

し」などの限界を与え、「〈人魚〉という酒場」のある場所に到達するまでの移動距離など

を示して、移動行為の完了地点を示す例が多い。
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（407）美観街を少し行くと、一弍ム．魚〉一．一と．虹亘酒場ヵミあ．2－Zζ。（風に吹かれて）

　ところが、「行く」が時間や距離などを表す語句と結びつかなくても、完了を表す場合が

ある。

（408）巨きな花嵩の切石を畳んだ古墳の羨道を行くと、こ，れ一も亦一御．影一造．P．一の．長，方形一璽玄一室

に．出．る一

　（408）は移動体が「古墳の羨道」を最後まで行った時、「亦御影造りの長方形の玄室」に

到着することを表している。この文において「亦御影造りの長方形の玄室」は「古墳の羨

道」の途中に位置しているのではない。この文は【（場所）ヲ行くと＋経路動作の途中に遭

遇する空間や状況】の構造をとっている文ではなく、【（場所）ヲ行くと＋経路動作完了後

に遭遇する空間や状況】の構造をとっている文である。しかし、（408）の構造は「（場所）

ヲ行くと、（場所）二出る」という構造をとっており、（404）～（407）の文構造とは異なる。

（408）の文を（408）「のように【（場所）ヲ行くと、～（場所名詞）二出る】の構造から、（404）

～（407）と同じく【（場所）ヲ行くと、～（場所）ガアル／（状況）ガテイル）】の構造に変

えると、表す意味は変わるのである。

（408）’巨きな花南の切石を畳んだ古墳の羨道を行くと、長方形の玄室がある。

　（408）’は「古墳の羨道を行く」行為が完了することも考えられるかもしれないが、やは

り「古墳の羨道を行く途中」に「玄室」が存在していることを表す意味が強く、（408）が表

す意味とは異なる。「（場所）ヲ行くと」が経路のヲ格名詞と結びつく場合、「行く」という

移動行為は完了と考えるより過程を表すと考えやすくなるのであろう。

　このようなことは移動様態経路動詞も同様であり、「～スルト」で動作が過程中であるこ

とを表す移動様態経路動詞も【（場所）ヲ＋～スルト＋（場所）二出る】の構造をとると、

動作の完了を表すことができるようにみえる。実際に用例はないので、作例で考えてみる。

　　（409）山道を歩くと、古墳に出る

　　（409）’山道を歩くと、古墳がある

　（409）のように【（場所）ヲ歩くと、（場所）二出る】の構造をとる場合、「歩くと」は完

了を表すであろう。「山道を歩く」動作が完了したところに、古墳は存在する。もし、（409）’

のように【（場所）ヲ歩くと、（場所）ガアル】の構造になると、完了より動作の過程中で

160

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



あることを表すことになり、古墳は山道を歩いていく途中の場所に存在することを表すで

あろう。岡田（2001b）は「行く」の「完結性」を確認するのに、【（場所）ヲ行くと、（場所）

二着く】構造をとる例を出している。しかし、この構造をとると、移動の過程のみを表す

移動様態経路動詞も完了を表すことになるのである。先の（365）の「行くと」が完了を表す

のも、主節が「堀の際に着いた」のように到着の位置変化を表す文構造をとっているから

である。「行く」のような動詞の場合は、「～スルト」に経路の名詞句と結びついて現れる

場合、【（場所）ヲ行くと、（場所）二出る／着く】のような構造をとるか、時間、距離など

で外から限界点を与えている用例が多く見られる。それは、「行く」が「～スルト」に現れ

る場合、動作の完了よりは過程を表す意味が強いからであると思われる。「～スレバ／シタ

ラ」の例は実際には無かったが、「～スルト」と同様なことが考えられよう。

4．3．3．【到着点の名詞句＋（到着動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋　～

　次の（410）～（416）は「～スルト」に到着構造が現れている。これらの例は全て「～スル

ト」で移動体が到着点へ到着したことを表し、後件は到着した場所で遭遇する空間、状況

である。

（410）歯医者さんの家に着くと、縁先．の一≦．2璽iぎ一に娃着物一がな旦～ピでyこ亘。（庭の山の木）

（411）谷口と別れて、純子が事務所へ戻ると、伸．壬は一も．う．仕妻を．し．て虹るρ（女社長に乾

　　杯）

（412）大きな鳥籠の置いてある玄関から台所を通って部屋に入ると、狭旦三聞一を二部屋起

　　打．ち抜巳た怯適そ一五な空固が一広が三エい左。（一瞬の夏）

（413）夕刻、呉に着いた。海軍定期発着所に赴くと、迎に虹る〔き．は．ず□瑞鶴の姿がなk）。

　　（楡家の人びと）

（414）十五日に広小路に行くと、堂生；名が私服警宜に逮捕．された．二とに対主る．抗議デ王

　　をやっていた。（二十歳の原点）

（415）相生橋のたもとに来ると、生．に前びき．ざ堂た一荷里p童がぶ一一生と共に電車道足一ど2か

　　り坐ったまま死んでいた。（黒い雨）

（416）街にも、街を歩いている人にも活気がなかった。それでも、繁華街に出ると、日曜

　　だけに人はいっぱい出ていた。（孤高の人）

　（410）は歯医者さんの家に到着して、縁先のくつぬぎに着物がならんでいるのを見つける

ことを表し、（411）も純子は事務所に到着し、伸子が仕事をしているのを見るのである。

（412）～（416）も同様であり、「～スルト」は到着の位置変化が完了したことを表し、後件が

161

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



表すのは位置変化が完了した地点に存在する空間や状況である。当然、「～スルト」に現れ

る「二格／へ格」名詞は、位置変化した到着点を表す。「～スルト」に現れる動詞は、“到

着の位置変化”という範疇的意味をもっ動詞であり、「～スルト」に到着構造で現れる場合、

位置変化の完了を表すのは当然のことである。

　ただし、（410）～（416）から分かるように、主節に状況や空間などの描写が現れる場合、

「～テイル」形で表されることが多い。主節が表すのは「～スルト」で表される移動行為

とは関係なく、別に存在している空間や状況である。すでに存在している空間や状況のと

ころに「～スルト」で表される位置変化が行われるので、主節が「～テイル」形で、ある

結果や動作が継続していることを表すのは自然であろう。

　「～スレバ／シタラ」に到着構造が現れる場合も同様なことが考えられる。

（417）今日も、澄江は朝の十時に木下病院にでかけた。病院にはいったら園子が来ていた。

　　（冬の旅）

（418）一、乎」週君ヵミ来．て旦て1、それで初対面の挨拶をしたんです。（庭

　　の山の木）

（419）そして、一、巴柱に∴，－i芒野悠二二と，書かれた表札．が査ヵミ2．て

　　いた。（冬の旅）

（420）行助が利兵衛と別れて三寮に戻ったら、炊．事一当．番の少生が弁当をくばっていた。

　　（冬の旅）

（421）ロシアから帰って来て結婚した。帰ったらヱご乏Aヒシ三はル＝ヱ三Zにな2て．虹左。

　　また、前のようにわしは貧しい生活に戻った。（ルーマニアの小さな村から）

（422）頂に登れば上哀史京∧，．は．るかに叡辿や太文害山を望み見亙こ．とができ一た。（金閣寺）

（423）　「おい宮村君、どうした。われわれは今日中に湯俣まで行かねばならないのだ。湯

　　俣につけば小屋1も．あ，ゑ。食べものもあるし、湯もあるのだぞ。さあ頑張ろう。あと一

　　里だ」（孤高の人）

　（417）～（421）は「～シタラ」、（422）（423）は「～スレバ」に到着構造が現れているが、こ

れらは全て「～スレバ／シタラ」が到着の位置変化が完了することを表し、後件は到着位

置変化が完了した場合に遭遇する空間や状況である。（417）は「園子が病院に来ている」と

いう状態がすでに存在しており、澄江は病院に到着し、それを確認することになる。（418）

～（420）も同様で、「～シタラ」が到着の位置変化を表し、後件が位置変化後に遭遇する、

すでに存在している状況や状態である。（421）もマラムレシュに到着したところ、マラムレ

シュがルV－一一・マニアになっていることを知ることになる。つまり、マラムレシュがルーマニ
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アになったことはすでに存在する状況であり、そこに移動体が到着するのである。

（422）（423）の「～スレバ」も同様である。

　以上の例からも分かるように後件で表される状況や状態は「～テイル／テイタ」で表さ

れることが多い。それは、前述したように移動体が到着の位置変化が完了されたところに

すでに存在している状況や状態の描写であるためであると考えられる。

4．3．4．【目的地の名詞句＋（目的地動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋～

　次に、「～スルト／スレバ」に目的地の名詞句が現れる場合を考察する。

（424）街は空の上から見た時とは異なり、暗く重く沈んでいるように感じられた。私は勘

　　にまかせて左への道を選んだ。そちらへ向かえば宏宿にぶ．ちあたる．よ．う．な気が．1L左。

　　根拠があったわけではない。だが、私はその種の勘についてはかなりの自信があった。

　　（一瞬の夏）

（425）小川に沿って浜へむかうと、二直線に走る．Z．ろZヱ～Z上道路璽、一．と一こ．ろ．ど二～己に馬

　　力．が．とま2工旦工》一一疎闘荷物を運び出一Lて虹るxゴ史亘二里の帽壬かぶ一一D一眼鐘かけ．た小

　　肥り．璽夏がぶ一一むつ座一Lそ．亘な杢を両壬巳コ．ぱじこ足かカこえ．て荷〕笠に置」ぎL馬且ただ一も□

　　亘．げ足尻尾．を娃ね左Lエ．翌こる．、～（アメリカひじき・火垂るの墓：火垂るの墓）

（426）畠をつらぬく道が次第に細くなり、裏山に向うと山に入る一左側の企さ．な窪地に小枝

　　を．集．めて一佐2た企屋□1一み．え．たρ（沈黙）

　（424）は目的地動詞が「～スレバ」に現れているが、到着位置変化が完了する地点で後件

の表す状況に遭遇することを表すと考えられる。（425）をみると、「浜へむかうと」が表す

のは、浜へ到着した場合も、向かう途中を表すこともできるだろう。（426）の場合は、「む

かう」が目的地を表す「裏山に」と結びついているが、移動体は「裏山」に到着したこと

を表すより、到着する前であることを表すと考えられる。このように、「～スルト」が完了

も過程も表せるのは、「向かう」が到着構造をとる動詞ではなく、目的地構造をとる動詞で

あるからであろう。

　ただし、目的地動詞の中で混合型の位置変化を表す動詞である出発目的地動詞「さる」

「たつ」はこのような構造をとる例はなく、「～スルト／スレバ／シタラ」に目的地構造で

現れ、動作の完了や過程を表すことは難しいと思われる。

4．3．5．【（移動様態経路動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋　～

　4．3．1～4．3．4まで「～スルト／スレバ／シタラ」に場所名詞句が現れる場合について考察
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したが、「～スルト／スレバ／シタラ」に場所名詞句が現れない場合もある。

（427）壁ははげ落ち、襖のかわりにムシロがかかり、柱はゆがみ、窓にはすべて板が打ち

　　つけられ、畳はほとんど腐る一歩手前で、歩くと濡一れた、ろ．丞．ン1ジーを一踏一む一よ，う．な音．をた

　　てた。そのうえ、焼けた砂のむれるような異臭が、いちめんにただよっていた。（砂

　　の女）

（428）佐倉はそういうと、坂の途中から左側に折れて、明るい通りに出ると、植込みの奥

　　に青く輝くガス灯の光に向って歩き出した。青いガス灯に向う歩道には御影石が敷い

　　てあって、歩くと、こコーこ．2音ヵ主しゴζρ（孤高の人）

（429）歩けばミ．：一．，ミー之音がする一のですよ。あなたが寝返りしても、階下の賀子は目を覚ま

　　すんですよ（さきに愛ありて）

　（427）（428）は場所名詞句が現れていない例で、（427）は歩く動作が行われたことで、音が

したことを表し、（428）も歩く動作が行われ、それが原因で同時に音がしたことを表す。つ

まり、これらの例は前件の動作が原因で後件の現象が生じることを表す。「～スレバ」の

（429）も同様である。もちろん、移動様態経路動詞は次のように場所名詞句と結びついて、

原因となる動作を表すこともできる。

（430）富士屋ホテルです。木造が売りもので、日本でいちばん古いホテルだとかって威張

　　ってますけど、廊下を歩くとぎ．主く一ぎ．シ音がL．て、ぼくは感心しません。（われらが風

　　狂の師）

　このように前件が原因となる動作を表し、後件が前件によって引き起こされる現象を表

すものとして、次の（431）のような例もある。

（431）窓ガラスに、月夜の青い沈んだ色がうつっていた。冷えが募っている証拠に、じっ

　　としていると、バリッバリッと物の凍る音がかすかに聞こえてくる。ときおり、速k

　　ついたZ来を下駄穿きの人が通ると、互迭．ン．主三ン．－e－－y．こ一う一歯．ぎ．り一一2こ一虹音．凌1．して．、家

　　の中の炉端で佗しく目を覚ましている人々の胸の奥まで響いている。（石中先生行状

　　記）

（431）も（430）のように「凍てついた往来を下駄穿きの人が通る」という動作が成立する

と、その動作によって「キュンキュンという歯ぎりっこい音がする」現象が引き起こされ
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ることを表す。このように前件が原因となる動作を表し、後件がそれによって引き起こさ

れる現象を表すのは、（431）の1例を除いて、全て「歩く」である。他にこのような例はな

かったが、他の移動様態経路動詞も「歩く」と同様な例を表すことができるように思われ

る。特に、（427）（428）のように移動様態経路動詞は場所名詞句と結びつかなくても、原因

となる動作を示すことができるということからも、移動様態経路動詞の特異な性質を更に

確認できる。

4．3．6．「～（移動動詞）スルト／スレバ／シタラ」と後件との関係と複文の構造

　「～スルト／スレバ／シタラ」で表される移動行為が後件に対してどのような関係をな

すのかを考察したが、それぞれの関係を表すためには、「～スルト／スレバ／シタラ」に現

れる動詞に制限があることが分かった。それをまとめると次のようである。

〈1＞　移動行為（移動動作、位置変化）の完了

（1）　

　　　　　　　　　　　（純粋経路動詞、純粋到着動詞③の場合もある）

　　「住宅街を抜けると、大きな通りがある」

（’） P㌘鴛：鵜一）‡ルト枢…タラ】＋隣鷲鏡

「繁華街に出ると、人がたくさん出ていた」

（ii）【出発点の名詞句＋（出発動詞）スルト／スレバ／シタラ】＋

　　　　　　　　　　出発目的地動詞は除外

「オフィスを出ると、ロビーは学生でいっぱいだった」

165

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



〈2＞

（i）【経路の名詞句＋

「渡辺橋から五百メートルほど行くと、大江橋である」

　移動行為（移動動作）の過程

（経路動詞）

「方向経路到着動詞」以外の

二側面をもつ経路動詞は除外

（純粋到着動詞③「行く」）

スルト／スレバ／シタラ】十 経路動作の

途中遭遇する

空間・状況

　　　「大通りを歩くと、スーパーがあった」

　　　　　　　　　　　　　移動様態経路動詞や「行く」なども次の構造では移動行為の完了を表せる。

　　　　　　　　　　　　　　「～（場所）ヲ（移動様態経路動詞／行く）スルト＋（場所）二出る／着く」

　　　　　　　　　　　　　　「～（場所）ヲ（移動様態経路動詞／行く）＋時間、距離など＋スルト～」

　　　　　　　　　　　　　　　　「山道を歩くと、古墳に出る」

（’）【　　（ ?�Xルト／〉〈　v’〈／Sタラ】＋

　　　「小川に沿って浜へむかうと、アスファルト道路に馬力がとまっていた」

〈3＞　後件の発生原因となる動作の成立

　（経路の名詞句＋経路動詞）

　　　　　「歩くと、こつこつ音がした」

　以上考察したことを第2章で分類した動詞で考えると、次の表のようにまとめることが

できる。表の中で「～スルト」は「ト」、「～スレバ」は「バ」、「～シタラ」は「タラ」と
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略して示し、それぞれの用例があるものには「○」、用例がないものには「×」をつけた。

また、実際に用例があって、可能である場合は「＋」、実際に用例はないが、可能であると

思われる場合は、「（＋）」、用例もなく不可能である場合は「一」で示す。

表20　後件に対する「～スルト／スレバ／シタラ」の表す動作

　　　　　　　　　　　　条件節の動作

ｮ詞
移動行為の完了 移動行為の過程 発生原因

ト　　バ　　タ　　　　　ラ ト　　バ　　タ　　　　　ラ ト　　バ　　タ　　　　　ラ

無方向経路動詞 一 ×　　　×　　　×

@や
一 ×　　　×　　　×

@　　　e
一 ×　　　×　　　×

@●　　　　　　　　　　　　弓

様態経路方向動詞 一
×　　　×　　　×　A

十 ○　　×　　×　　　　w 十 ○　　○　　×
経路動 様態経路目的地動詞 一 ×　　　×　　　× 十 ○　　×　　× （＋） 　　　　？~　　　×　　　×

様態方向経路目的地動
一 ×　　　×　　　×

@ヤ

（＋） ×　　　×　　　×

@　　　白

（＋） ×　　　×　　　×経由動作・

o路動作を
¥す一側面
ｮ詞

純粋経路動詞 十 ○　　×　　× 十 ○　　×　　× （＋） ×　　　×　　　×

経由動
?E

o路動
経由経路動詞 十 ○　　×　　○ 十 ○　　×　　○ 十 ○　　×　　×

経由動 純粋経由動詞 十 ○　　○　　× 一 ×　　　×　　　× 一 ×　　　×　　　×

経由動
?E

ﾊ置変
ｻ

経由到着動詞 十 ○　　○　　× 一 ×　　　×　　　× 一 ×　　　×　　　×経由動作・経

H動作と位
u変化を表
ｷ二側面動

経路到着動詞 十
○　　○　　×　令

一 ×　　　×　　　× 一 ×　　　×　　　×経路動
?E

ﾊ置変
ｻ

到着経路動詞 十 ○　　○　　× 一
　　　　＄~　　　×　　　× 一

　令　　　　　　　　　　　　噌

~　　　×　　　×

出発経路到着動詞 十 ○　　○　　× 一 ×　　　×　　　× 一 ×　　　×　　　×

方向到着経路動詞 十 ○　　×　　× 一 ○　　×　　× 一 ×　　　×　　　×

純粋到着動詞③ 十 ○　　○　　○ 十 ○　　×　　× 　 ×　　　×　　　×

方向到着動詞 （＋） ×　　　×　　　×　◇

一
×　　　×　　　×　　　　い

一
×　　　×　　　×　◆　　　　　　　　　　　　，

純粋到着動詞① 十
○　　○　　○　’

一 ×　　　×　　　× 一
×　　　×　　　×　．

位置変化のみを表す動 純粋到着動詞② （＋） ×　　　X　　　× 一 ×　　　×　　　× 一 ×　　　×　　　×

純粋到着動詞④ 十
○　　○　　○　〉

一 ×　　　×　　　× 一
×　　　×　　　×　　　　膓

到着出発動詞 十
○　　×　　×　◆

一
×　　　　×　　　　×　　　　■

一 ・i×．・
純粋出発動詞 十 ○　　×　　× 一 ×　　　×　　　× 一 ×　　　×　　　×

出発目的地動詞 一
　’~　　　X　　　× 一 ×　　　×　　　× 一 　A~　　　×　　　×

目的地動詞 十 ○　　○　　× 十 ○　　○　　× 一 ×　　　×　　　×

4．4．無情物移動体の場合

　4．2、4．3では、移動体が有情物の場合について考察を行ったが、この節では無情物が移

動体として現れる場合について考察する。第2章、第3章でも考察したように有情物移動

体の例に比べ、無［青物移動体の例はそもそも非常に少ないが、複文においては、さらに少

なくなる。まず、テ形の場合を見ると、次のような用例が見られる。

（432）木刀と木刀の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）

（433）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）

（434）ぬぐってもぬぐっても、金一子の．丸k）一目．から．は．涙が流れ．、白い頬を伝ってテーブルの
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上に落ちて行きました。（錦繍）

　（432）～（434）の用例は無情物が移動体として現れているが、全てテ形で表されている前

件が先行して、後件が後続することを表す。この場合、当然非意志的な例である。上の用

例からも分かるように、4．2で考察した有情物移動体の場合はいろいろな意味的な関係を表

すが、無情物移動体の場合はそのような意味的な関係を表す例はない。

　また、「～スレバ／シタラ」の用例は1例もなく、「～スルト」に現れる例は次の1例の

みである。

（435）氷のように冷たい水が、こころよく喉をすべると、そ一れ，が鼻足ま一で一Lこ．み亙よjo．で∴

続け，さ一ま．に一≦一一Lや一ろ｝が三21も．四2主出．た。（さぶ）

　（435）は前件が原因を表し、それによって後件が発生するというような意味を表している

と考えられる。もちろん前件と後件は時間的に前後することで、前件が喉を通りすぎるこ

とが完了することを表す。しかし、有情物移動体の場合のように、動作の過程を表すこと

はできそうにない。

　有情物移動体の場合は前件の移動行為に対して、後件は別に存在する空間や状況であり、

後件に対して前件の移動行為が完了するものであるのか、過程中であるのかの関係を結ん

でいる。しかし、無情物移動体の場合は、（435）からもわかるように前件と後件の主体が同

一であり、有情物移動体の場合のような例は見当たらない。

　このように、テ形や「～スルト／スレバ／シタラ」に無情物移動体が現れることはあま

りなく、これらの複文には有情物移動体が現れやすいことが分かる。

4．5．虚構的移動表現の場合

　4．4で無情物移動体がテ形や「～スルト／スレバ／シタラ」に現れにくいことをみたが、

虚構的移動表現の中で〈場所主体虚構移動表現〉の場合も同様なことが言える。

（436）艶舞鶴市か旦湾の底部に一沿う．工酉二向m、一宜崖線と直負に交き2一り．、やがて滝尻峠

　　をこえて、由良．川ここ．出る一。（金閣寺）

（436）は場所主体が移動体として現れる〈場所主体虚構移動表現〉の例であるが、このよ

うな例はほとんどない。また、「～スルト／スレバ／シタラ」の例はなく、テ形や「～スル

ト／スレバ／シタラ」は有情物を移動体とする特有な構文であることが分かる。
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　しかしながら、〈一般者主体虚構移動表現〉の場合は〈場所主体虚構移動表現〉とは異な

り、条件形の例がある。

（437）長屋の前をすぎると女置場がある．。（さぶ）

（438）「藤孝殿、ここはそれがしが斬りふせぐ。この坂を越えれば山城だ。木津川に沿っ

　　て川上へのぼり、笹置へ出、山越えの間道をとおって近江甲賀にぬけられるがよい」

　　（国盗り物語）

　条件形の複文の場合は、（437）～（438）のような到達経過表現を表すことが多くなる。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から言

える表現であるが、それは主に条件節で現れることが分かる。また、〈一般者主体虚構移動

表現〉が多く現れることから、有情物の空間的移動表現に極めて近いことが分かる

4．6．第4章のまとめ

　第4章では「（移動動詞）テ形」「～（移動動詞）スルト／スレバ／シタラ」で表される

前件とその後に続く後件との意味的な関係について考察を行った。

　まず、4．2節では、「移動動詞のテ形」で表される前件が後件に対して、1．場所提示、2．

方向、3．空間的経過、4．状況、5．同時進行、6．移動様態、7．状態、の7類の意味的関係を

表し、これらそれぞれの意味は複文全体の構造に支えられることをみた。しかも、その構

造は動詞の範疇的意味が反映されるものであることを確認した。例えば、〈場所提示〉の場

合は従属節に到着動詞のテ形が、〈方向〉の場合は目的地志向動詞のテ形が、〈空間的経過〉

の場合は経由動詞や経路動詞のテ形、〈状況〉〈同時進行〉の場合は経路動詞（二側面動詞

は除外）、〈移動様態〉の場合は移動様態経路動詞が現れるなど、移動動詞の範疇的意味が

移動動詞の「テ」形で表される複文における前件と後件との意味的な関係とも関係するこ

とを示した。

　次に、4．3節では、「～スルト／スレバ／シタラ」について考察し、これらの節が後件と

の関係において動作や位置変化の完了を表したり、動作の過程を表したりすることにも、

動詞の範疇的意味が深く関係することをみた。

　まず、「～スルト」に現れ、動作の完了を表すのは経由動詞（「こえる」など）である。

それに対して、経路動詞（「たどる」など）の場合は、動作の完了よりは動作の過程を表す

意味が強い。しかし、同じ経路動詞でも、二側面をもつ経路動詞（「おりる」など）の場合

は、動作の過程よりは完了を表す意味が強く、純粋経路動詞とは異なる側面をみせている。

さらに、移動様態経路動詞（「あるく」など）は、「～スルト」で動作の完了を表さず、動
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作の過程を表し、他の経路動詞とは異なる点を見せる。このように同じく経過点のヲ格名

詞と結びつく動詞であっても、経由動詞と経路動詞が異なること、また経路動詞でも、経

路動作のみを表す純粋経路動詞と二側面をもつ経路動詞が、さらに移動様態経路動詞がそ

れぞれ異なる側面を表すことを確認することができた。経由動詞、経路動詞のはたらきの

違い、経路動詞の中で二側面をもつ経路動詞の異なる側面、また移動様態経路動詞の特異

性は、「～スレバ／シタラ」においても同様である。このように「～スルト／スレバ／シタ

ラ」の形で完了を表すか過程を表すかという違いは、経由点と経路のヲ格名詞の違いを明

らかにしてくれるものであり、経過点を表すヲ格名詞を経由点と経路に二分することの必

要性を示していると思われる。さらに、移動様態経路動詞をその他の経路動詞から区別す

ること、さらに二側面動詞を区別することの有効性をも示しているのである。
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