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日本語と英語の移動事象における経路

片山　晴一

1．　はじめに

　日本語の移動事象における経路は、（1）（2）のようにヲ格で標示される。つまり他動詞の目

的語を表すヲ格と同じ格標識を用いて、移動の経路を表すことができると言える。一方、

英語の移動事象における経路は（3）（4）のように前置詞や不変化辞もしくは対格で表示され

る。

（1）彼はその通りを歩いた。

（2）木材が木曽川を流れている。

（3）He　walked｛on　1φ｝the　streets．

（4）Lumber　is　flowing｛through／★φ｝the　Kiso　River．

　英語の移動事象における経路は通常は前置詞や不変化辞によって表示される。ただし、

Quirk　et　aK1985：685）で指摘されるように、「通りをくまなく歩いた」という経路全体をカ

バーするという結果が強調される場合、wヨ盈という動詞の直後に前置詞を伴わず経路表現

the　strθetsをとることができる。しかし（4）のような無意志的な移動事象の経路においては

前置詞が必須の要素となっている。この現象は無意志的な移動であっても他動詞の目的語

と同じヲ格を用いることができる日本語の（2）とは対照的である。

　また英語においては、移動動詞の中に、移動に関わるどの要素を包入しているかによっ

て、経路の標示方法が異なる。Talmy（1985：61）1による移動に関わる要素の分類を（5）に示

す。

（5）移動を構成する要素

　a．移動（Motion）：動詞が表す移動（move）あるいは存在（be　located）

　b．経路（Path）：FigureがGroundに対してたどる移動経路、あるいはFigureがGround

　　　　　　　　に対して占める位置

　c．移動する物体（Figure）：移動または存在する物

　d．背景（Ground）：Figureの移動・存在が示される場所

　e．移動の様態（Manner）・原因（Cause）：Figureの移動・存在に伴う外的事象

1　日本語訳は丸尾（2005：11）による。（5b）の「経路」は起点から着点までを含んでいる。
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　このうち、「移動」に「経路」を包入した動詞は経路標示に前置詞や不変化辞を用いる

必要がなく、「移動」に「様態」を包入した動詞は前置詞や不変化辞が必要になる。（6）（7）

にそれぞれの例を示す。

（6）a．John　passed　the　building．

　b．ジョンはビルの近くを通り過ぎた。

（7）a．John　walked　down　the　hill．

　b．ジョンは丘を降りた。

松本（1997：134）

松本（1997：134）一部改変

（6a）はpassという動詞の中に経路関係としてのVIA2、位置関係としてのBYを包入して

いると考えて、そのため経路としての名詞句自体に前置詞を用いなくてもよいということ

になる。（7a）ではwa7kという動詞の中に「足を動かす」という様態を包入していると考

えて、さらに経路を表そうとするとdo　wnという不変化辞が必要となる。一方日本語を見

ると（6b）（7b）ともにヲ格によって経路が標示されている。本稿では日英語の移動様態動詞、

経路移動動詞を松本（1997）に基づき（表1）のように分類する。移動様態と経路移動の違

いは寺村（1982：110）においても「｛★通る（経路）／歩く（様態）｝ことが一番健康によい」

といった文における振る舞いの違いからそれぞれA類B類として分類されている。

表1移動動詞の類型3

包入する 下位分
英語 日本語

要素 類

意志的
walk，run，

移動 移動 cruise，drive（手段） 歩く、走る、駆ける、這う、滑る、

様態 十 roar，rumble（音）等 転がる、跳ねる、舞う、泳ぐ、飛ぶ、

動詞 様態 無意志 潜る、流れる、急ぐ　等
drift，　roll等

的

経路位 depart，leave，arrive，
越える、渡る、通過する

経路 移動
置 pass，　enter，　cross，

抜ける、去る、着く　等

移動 十
を示す escape等

動詞 経路 方向性
90，come

行く、来る、登る、

を示す
return，　ascend，

上がる、落ちる　等
climb，　drOP

なお、日本語の意志的、無意志的の区分にっいては、松本（1997）の中では言及されておら

2VIA、　BYなどの意味述語に関してはJackendoff（1990）を参照されたい。

3　「経路」「様態」以外の要素を包入した動詞の分類については松本（1997）を参照されたい。
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日本語と英語の移動事象における経路

ず、一様に様態を包入した移動動詞として扱われている。第3節の調査において移動の意

志性の観点は文の表す事象全体から筆者が判断した。また日本語において、「飛び越える」

のように複合動詞の形で現れているものは主要部後置（Head　Final）の観点から後項要素が

経路移動動詞か移動様態動詞かによって全体の類型としている。

　これまで見てきた日本語と英語の移動事象における経路の具現化をまとめると（表2）の

ようになる。

表2　日本語と英語の経路の具現化

日本語 英語

十 ヲ格

?Dg．太郎が道を歩く。

対格・前置詞、不変化辞

?Dg．　Taro　walks｛on／φ｝the　street．

意志性
一 ヲ格

?Dg．木材が川を流れている。
＿・ O置詞、不変化辞

?D9．Lumber　is　nowing　in　the　riveL

経路

ﾚ動

ヲ格e．g．ジョンはビルの前

�ﾊり過ぎた。

対格・前置詞、不変化辞

iohn　passed｛by／φ｝the　l）uilding移動動詞

ﾌ類型 移動

l態

ヲ格e．g．ジョンは丘を降り

ｽ。

　　・前置詞、不変化辞

?Dg．　John　walked　down　the　hill．

（表2）を見ると、英語においては「意志性」および「移動動詞の類型」という要素によって

経路の標示に差が現われているが、日本語においてはすべて「ヲ格」で現れている。それ

では日本語では「意志性」や「移動動詞の類型」という要因は、言語化への影響はないと

言ってよいのだろうか。本稿の研究目的は、移動事象におけるこれらの観点は、日本語に

おいても認知され、「空間名詞の有無」という語彙の選択のレベルにおいて言語化へ影響し

ていることを、コーパス調査を通して示唆することである。

　ここで、本稿で用いる「空間名詞」と「前置詞」の定義を述べておく。

　まず「空間名詞」とは、まず、「霧の中」「写真の下」「僕のわき」など「XのY」という

形の“Y”の部分に現れているものである。“Y”はその語単独では具体的な意味を持たず、

「XのY」という形になって、“X”に“Y”の持つ場所性を帯びさせることのできるもの

を指すことにする。また「湖面」「日本中」「頭上」など複合語の形をとり、そのなかに空

間名詞が現われているものも、空間名詞の具現化として扱う。また「カーブ」「角」「斜面」

などその語単体だけでは、具体物を指示していないが、「Xの」の部分が文脈から判断可能

なため、省略され、「（空間名詞）」の部分だけが現われているように見えるものは、空間名

詞の具現化とは判断せず、「空間」の形式役割を持つ名詞として扱うことにする。

　次に「前置詞」の定義について述べる。第4節の調査結果の中で示した「前置詞」が具

現化している例とは、aerossやthroughなどの通常の前置詞が現われているものとupや

downなどの不変化辞が現われているものである。前置詞・不変化辞はともに、動詞の中
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に包入されていない経路標示であるという共通点があるからである。

2　日英語の移動事象の対照研究の基盤

　本節では日英語の経路表現を対照させるための共通の枠組みについて検討する。田中

（1997：8）では英語の前置詞と対応する日本語の空間表現を以下のようにまとめている。

（8）英語の前置詞と対応する日本語の空間表現

　　（A）「空間名詞＋空間辞」型：｛中に、上で、下まで、外へ、等々｝

　　（B）「空間辞」型：｛に、で、を、から、まで、へ｝

本稿でも（8）のとらえ方を採用する。そして英語の前置詞における「位置および経路関係」

を焦点化すると日本語では（8A）の「空間名詞＋空間辞」型をとると考える。以下に例を示

す。

（9）　He　is　walking　on　the　street．

（10）彼は｛通り／？通りの上｝を歩いている。

（9）はwalkという移動の経路としてのthe　streetがonという前置詞を伴って言語化され

ている。onにある「その上」という概念を焦点化すれば、（10）の日本語では「通りの上」

として表現されるはずである。「その上」という概念を焦点化しようとしなければ、「通り」

となる。この関係をまとめると（表2）のようになる。

表3　経路項の対応関係

日本語 英語

移動主体と

o路との

ﾊ置関係

焦点化

ｷる

空間名詞＋空間辞（ヲ）

?Dg．9彼は通りの上を歩いてい

驕B

前置詞・不変化辞

?Dg．He　is　walking　on　the

唐狽窒??煤D

焦点化

ｵない

　　　　　空間辞（ヲ）

?Dg．彼は通りを歩いている。

　対格

?Dg．　He　is　walking　the　street．

　このように考えると、（表2）で示したような「意志性」および「移動動詞の類型」が日本

語において影響を及ぼしているかどうかを考えるとき、単純にヲ格という格助詞のみを見

るのではなく、ヲ格名詞句の中に空間名詞を具現化させているかどうかという点に注目す

べきであるということになる。
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日本語と英語の移動事象における経路

3．クオリア構造

　第1節では「移動主体の意志性」と「移動動詞の類型」が、いかに経路の名詞句の形式

に相関するか」について見てきたが、本研究では、その二種類の観点だけではなく、その

経路の名詞句の特質も、その移動事象における経路項の言語化に影響を与えていると考え

る。この経路項の特質を分析する手立てとして、クオリア構造（Qualia　structure・特質

構造）と呼ばれる分析方法を用いる。

　クオリア構造とはPustejovsky（1995）によって提案された名詞の意味的特性の表示であ

る。この表示は、影山（1999：44）の説明を借りるならば次の四つの要素からなっている。

（11）特質構造

1構成役割（Constitutive　role）：材料、材質、成分、重さ、内容、～の一部分（part　of

　　　　x）などの内的な性質（the　relation　between　an　object　and　its　constituent

　　　　parts）

2．形式役割（Formal　role）：具体物か抽象物か、自然物か人工物か、性別、形状、色、

　　　　大きさなどの外的な属性（that　which　distinguishes　it　within　a　larger

　　　　domain）

3．目的役割（Telic　role）：対象物が本来的に意図された目的や機能（purpose　and　function

　　　　of　the　object）

4．主体役割（Agentive　role）：それを生み出す動作や原因、成り立ち、出処（factors

　　　　involved　in　its　origin　or‘‘bringing　it　about”）

それでは、経路項に現れる名詞をクオリア構造で表示するとどうなるだろうか。まずは

「通り」という場所名詞について見てみよう。

（12）a．彼は通りを歩いている。

　　　b．「通り」のクオリア構造

QUAHA ニCONST

＝FORMAL
＝TELIC

＝AGENTIVE

＝part＿of（x，y：road）

＝space（x）

ニmove（W，X）

ニbuild（z，x）

（12b）が表示する「通り」の特質は以下のようになる。構成役割においては、「通り」は街

を構成する道（y）の一部であり、形式役割においては、「空間（x）」であり、目的役割におい

ては、その空間（x）を何か（w）が移動するためのものであり、主体役割においては、その空

間（x）は誰か（z）が建設したことによって生まれたものである。「彼が通りを歩いてい

る」という文は「通り」の目的役割と、合致しているため、適格文となる。では（13）の文
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はどうか。

（13）a．「我々は毎日この亙墓の下を通り過ぎていたんだよ」　（羊下：46）

　　　b．「写真」のクオリア構造

QUALIA ＝CONST

＝FORMAL

ニTEHC

ニAGENTIVE

ニconsist＿of（x，y：graphics＆paper）

＝inf（〕mation（X）

＝10・k（w，x）

＝take　a　picture（z，x）

「写真」の特質は以下のようになる。まず構成役割は画とそれが載る紙状のもの（y）であり、

形式役割は情報（X）である。目的役割は、その情報（X）は誰か（W）が見るためのものであり、

主体役割は、誰か（z）の「撮影」という行為によって生まれたものである。さて（13）の（12）

との違いは移動動詞の経路項において「の下」という空間名詞が現れていることである。

そして、この空間名詞を顕現させる要因として形式役割と目的役割の違いが挙げられる。

（12）での経路項である「通り」は「空間」という形式役割を持っているが（13）の「写真」

は「空間」ではなく「情報」である。また「通り」は「移動する」という目的役割を持っ

ているのに対し、「写真」の目的役割は「見る」である。このことから（13a）の文では、空

間名詞による「場所化」が必要になると考えられる。

　ここでは、「通り」と「写真」のみの分析を行ったが、「通り」のような形式役割に“space”

を持つものを一括して「空間」という基準にする。形式役割に“space”を持つものの意

味素性を［＋空間］とすれば、「写真」における「情報」のような“space”ではないものは、

一括して意味素性［一空間］として分類できる。それでは経路項に現れる［一空間］の意味素性

を持つものは他にどのようなものがあるだろうか。まず（14）を見てみよう。

（14）a彼は濃い霊｛の中／＊φ｝を歩いている。

　　　b．「霧」のクオリア構造

QUAHA ＝CONST

＝FORMAL
＝TELIC

ニAGENTIVE

ニconsist＿　of（x，y：water　particle）

ニnatural　phenomenon（x）

ニnature

＝temperature　of　vapor　drop（x）

「霧」の構成役割は水の粒であり、形式役割は自然現象である。しかし、何かしらの目的

があって、存在するものではないので目的役割はない。ここでは“nature”と表示した。

主体役割は水蒸気を含む大気の温度が下がることである。ここでの形式役割「自然現象」

のようなものは他に「闇」「光」「風景」などが考えられるが、これらを一括して「状況」

として扱う4。これらを「空間」として扱わない根拠としては、「空間」という形式役割を

4　杉本（1986）における「状況補語」がこれに該当する。
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もつ名詞であれば、「青山通り」「塩狩峠」のように、特定の場所を示す固有名詞との複合

化が許されるのに対し、「闇」「光」「風景」は、「メ青山闇、★新宿光」のように、特定の場

所を示す固有名詞との複合化が許されないことが挙げられる。さらに（13）の「写真」と（14）

の「霧」とは実際に触れたり、持ったりできるか否かという基準で区別することができる。

形式役割「状況」として扱うものは触れたり、持ったりすることはできない。反対に「写

真」は触れたり、持ったりすることができるため［一空間］の類で「モノ」の形式役割を持

つものとして一括で扱うことにする。

　次に（15）の例では、経路項に「僕」が現れている。

　（15）　a．変な男が僕｛の脇／★φ｝を通り過ぎて行った。

　　　　b．「僕」のクオリア構造

QUALIA ＝CONST

＝FORMAL
＝TEI．IC

ニAGENTIVE

ニconsist＿of（x，y：muscle＆bone＆so　on）

ニhuman（x）

ニφ

ニbear（Z，X）

「僕」の構成役割は解剖学的に分析すると、あまりに多岐に渡ってしまうので、ここでは

省略した。また「僕」が何のために存在するかという問題は、哲学的な問題になってしま

うので、目的役割を設定することができない。しかし形式役割としては「人」であり、日

本語や英語に限って言えば、基本的には「人」の表面や内部を経路としてとらえていない

ので、ここでもやはり空間名詞の「脇」が必要になってくる。「の脇」によって「僕」のま

わりの空間を出現させて初めてそこを経路としてとらえることができるようになる。「僕」

「彼女」「ケリー（人名）」などは、［一空間］の下位分類の一つとして、一括して「人」と

して扱うことにする。

　以上、この節ではクオリア構造によって経路項に現れうる名詞を分析し、上位概念でカ

テゴリーに分けた。ここで得られた分類を（表4）にまとめる。

表4　経路項の形式役割による分類

意味素性 形式役割

［＋空間］ 空間 通り、道路、階段、水路など

［一空間］ モノ 写真、看板、窓、鉄条網など

状況 闇、霧、光、風景など

人 僕、私、彼女、彼など

　なお（表4）において【＋空間］の意味素性を持つものとして分類される名詞は、寺村

（1993：7－9）における「トコロ性」を有するものに値する。寺村（1993：9）で設定される「こ

こは＿です」「＿へ行く（来る）」「＿で～した」という枠の下線部に入ることができる名詞
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である。反対にこの枠にはまることができず「～のところ」などと補わなければならない

名詞は「トコロ性」についてはマイナスであり、これは（表4）におけるト空間］に相当する。

4．　コーパス調査

　第3節では①移動動詞の類型、②経路項のクオリア構造、③移動主体の意志性という三

っの観点を用いて、コーパス調査から得られた用例を分類していく。

（16）用例分類の基準

①移動動詞の類型

②　経路項のクオリア構造

③　移動主体の意志性

移動様態動詞　／経路移動動詞

FORMAL＝space（空間）／or　object（モノ）

　　　／human，　situation（人および状況）

＋　／　一

以上を組み合わせると（表5）のようになる。「人」および「状況」を経路項にとる用例は、

どちらも空間名詞を省略することができないことから、コーパス結果の用例数の分類上は

同じ枠に入れることにする。ただしこれは結果を提示する際の便宜上の処置であり、「人」

と「状況」は意味素性が全くことなるため、それぞれの分析は5．5．で行う。この（表5）をも

とにコーパスから得られた例を分類し、経路項と移動事象の三つの要素との関連を調べる。

表5用例の分類

意志性 経　路 移動動詞 意志性 経　路 移動動詞

十 ［＋空間］空間 様態 一 ［＋空間］空間 様態

十 L空間］モノ 様態 一 ［一空間］モノ 様態

十 ［一空間］人・状況 様態 一 ［一空間］人・状況 様態

十 Lト空間］空間 経路 一 ［＋空間］空間 経路

十 ［一空間］モノ 経路 一 ［一空間］モノ 経路

十 ［一空間］人・状況 経路 一 ［一空間］人 経路

なお4．2．以降で示す表では、提示の便宜上、形式役割の［＋一空間］の部分を省略している。

4．1調査方法

　本調査では対象テキストとして村上春樹（2004）『羊をめぐる冒険（上）（および（下））』講

談社を用いる。また英語の対訳コーパスとしてHaruki　Murakami（［1］ranslated　by　Alfred

Birnbaum）（2000）一を用いる。
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日本語と英語の移動事象における経路

　用例収集の手順は以下の通りである。まず、日本語のテキストから移動動詞が移動の経

路としてヲ格を取っている文を取り出す。このうち「冬を越す」「理解の範囲を越える」な

どの移動経路が「時間」「範囲」等の抽象化された場所概念であるものは、本調査では考察

の範囲に入れないことにし、移動経路が物理的なものであると認められるもののみを調査

の対象とする。ただし「馬が草原を走るように」の「～ように」等の比喩表現の中に物理

的な移動表現が現われているものや「音楽の道を歩む」のように移動自体は抽象的であっ

ても、経路に現れる名詞の基本義が物理的な広がりを持つものは調査対象として扱うこと

にする。次に日本語のテキストに対応する部分を英語のテキストから抜き出す。この際、

翻訳者によって、英語訳が移動表現になっていないものや、該当部分の訳が存在しない例

などは除外する。

4．2　調査結果

4．2．1　日本語コーパスにおける「移動動詞」「経路」「移動主体」と空間名詞

　日本語コーパスに現れた空間名詞の具現化の用例数を示すと、（表6）のようになる。

表6　意志性・経路項形式クオリア・　　　　表7移動動詞類型別

　　　移動動詞類型と　　　　　　　　　　　　　　（割合）：日本語

　　　空間名詞の具現化（用例数）：日本語

意志

ｫ
経路 移動動詞

空間名詞

L
空間名詞

ｳ
用例数 意志

ｫ
経路 移動動詞

空間　詞
L（％）

エ間名詞
ｳ（％）

十 空間 様態 5 24 29
十 空間 様態 17．2 82．8

十 モノ 様態 1 0 1 A
十 空間 経路 8．2 91．8

十 人・状況 様態 5 0 5
十 モノ 様態 100 0

十 空間 経路 7 78 85 B
十 モノ 経路 50 50

十 モノ 経路 2 2 4

十 人・状況 経路 2 1 3
十 人・状況 様態 100 0

C
一 空間 様態 7 5 12 十 人・状況 経路 66．7 33．3

　 モノ 様態 0 0 0 一 空間 様態 58．3 41．7
D

一 人・状況 様態 3 0 3 　 空間 経路 14．3 85．7

一 空間 経路 2 12 14 一 モノ 様態 0 0

一 モノ 経路 4 3 7
E

一 モノ 経路 57．1 42．9

一 人・”況 経路 0 0 0 一 人・状況 様態 100 0

計　　　　　　　　　　　　　38　　125　　163
F

一 人・状況 経路 0 0

　（表7）は移動動詞類型別に（表6）を並べ替え、空間名詞の具現化を割合（小数第2位を四

捨五入）によって表示したものである。これを見ると様態・経路のいずれかに用例の現れ

なかった（表7E）、（表7F）のカテゴリーを除くと、すべて移動様態動詞の方が、経路移動動

詞より空間名詞を具現化させる傾向が強いことがわかる。具体的な例で見てみよう。

（17a）（18a）は移動様態動詞「彷裡う」「流れる」を用いている例である。（17a）では「中」、

（18a）では「上」という空間名詞を用いており、このような例が（17b）の「うろつきまわる」

（18b）の「横切る」のような経路移動動詞のとる経路項よりも多いことがわかる。
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（17）　a．「（羊は）日本中を彷復っていたんだよ」　　　　　　　　（羊下：68）

　　　b．「（僕らが）盲滅法に北海道をうろつきまわるよりはましだからね。」（羊下：28）

（18）　a．草原の上を黒い雲が低く流れていた。　　　　　　　　　　（羊下：137）

　　　b．崖のまんなかあたりから水が湧き出し、それは下におりて小さな流れとなり、

　　　　道路をゆっくりと横切っていた。　　　　　　　　　　　（羊下：134）

　また経路項の形式役割別に（表8）で見てみると、（表8B）および（表8D）には、それぞれ

「モノ」、「人・状況」の用例が現われていないが、全カテゴリーの傾向としては、「人・状

況」≧「モノ」〉「空間」の順に空間名詞を具現化させていることがわかる。

表8　経路項の形式役割別（割合）　日本語　　表9　移動主体の意志性別（割合）　日本語

意志

ｫ
経路 移動動詞

空間名詞
L（％）

空間名詞
ｳ（％）

意志

ｫ
経路 移動動詞

空間名詞
L（％）

空間名詞
ｳ（％）

十 人・状況 様態 100 0 十 空間 様態 17．2 82．8

A 十 モノ 様態 100 0
A

一 空間 様態 58．3 41．7

十 空間 様態 172 828 十 空間 経路 82 91．8

一 人・状況 様態 100 0
B

一 空間 経路 14．3 85．7

B 一 モノ 様態 0 0 十 モノ 様態 100 0

一 空間 様態 58．3 41．7
C

一 モノ 様態 0 0
十 人・状況 経路 66．7 33．3 十 モノ 経路 50 50

C 十 モノ 経路 50 50
D

一 モノ 経路 571 429
十 空間 経路 8．2 918 十 人・状況 様態 100 0

一 人・状況 経路 0 0
E

一 人・状況 様態 100 0

D 一 モノ 経路 57．1 42．9 十 人・状況 経路 66．7 33．3

一 空間 経路 14．3 85．7
F

一 人・状況 経路 0 0

具体的な例で見てみよう。（19）は［＋意志性］移動様態動詞の例である。（19a）～（19d）は経路

項の形式役割としてそれぞれ「空間」、「モノ」、「人」、「状況」を取っている例である。（20）

は［＋意志性］経路移動動詞例である。　（20a）～（20d）は経路項の形式役割としてそれぞれ

「空間」、「モノ」、「人」、「状況」を取っている例である。

（19）a．我々は長い廊下を歩き、息子に言われたように、つきあたりの古いドアをノッ

　　　　　クした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（羊下：57）

　　　b．僕はこんなに冷たい消毒液の中を泳がされる羊たちに同情した。（羊下：123）

　　　c．（僕は）ある年にはケニーバレルとB．Bキングのあいだを彷裡い、ある年には

　　　　ラリーコリエルとジム・ホールのあいだを彷裡う。　　　　（羊下：25）

　　　d．（僕は）そして、目を閉じ、ウィスキーの霧の中をまっすぐ十六歩歩く。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（羊上：27）

（20）a．（僕は）街ヱとりあえず一周してから不動産屋に入って安い下宿を紹介しても

　　　　　らう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（羊上：133）

　　　b．我々は毎日この写真の下を通り過ぎていたんだよ。　　　　（羊下：46）
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日本語と英語の移動事象における経路

c．男は飛び上がるように長椅子から起きるとロビーを横切り、僕⊆遊をすり抜け

て、カウンターの中に入った。　　　　　　　　　　　　　（羊下：21）

d．（僕は）ジープの車輪にチェーンを巻きつけて、そんな風景の中をやってきたん

だ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（羊下：68）

　次に移動主体の意志性別（表9）に見てみると、経路項の形式役割が「空間」である（表

9A）（表9B）のカテゴリーでは［一意志性］の方がLト意志性］よりも空間名詞を具現化させる

傾向が強いことが分かる。（表9C）～（表9F）のカテゴリーでは、用例数の少なさから空間名

詞の具現化の傾向を判断することが難しくなっている。

4．　2．2　英語コーパスにおける「移動動詞」「経路」「移動主体」と前置詞

　英語コーパスからの用例を日本語の基準に準じて分類すると（表10）のようになる。

表10　意志性・経路項形式クオリア・

　　　移動動詞類型と

　　　前置詞の具現化（用例数）：英語

表11移動主体の意志性別

　　　（割合）：英語

意志

ｫ
経路 移動動詞

前置詞

L
前置詞

ｳ 用例数 意志

ｫ
経路 移動動詞

前置詞
L（％）

前置詞
ｳ（％）

十 空間 様態 23 6 29 十 空間 様態 79．3 20．7
十 モノ 様態 1 1 2 A

一 空間 様態 937 6．3

十 人・状況 様態 8 0 8
十 空間 経路 35．1 64．9

十 空間 経路 13 24 37 B
一 空間 経路 75 25

十 モノ 経路 1 0 1
十 モノ 様態 50 50

十 人・状況 経路 0 0 0 C
一 空間 様態 15 1 16 一 モノ 様態 100 0

一 モノ 様態 4 0 4
十 モノ 経路 100 0

D
　 人・状況 様態 3 0 3 一 モノ 経路 100 0

一 空間 経路 3 1 4 十 人・状況 様態 100 0

一 モノ 経路 4 0 4
E

一 人・状況 様態 100 0

｝ 人・”こ 糸 0 0 0 十 人・状況 経路 0 0

計　　　　　　　　　　　　　75　　　33　　108
F

一 人・状況 経路 0 0

前置詞の具現化の割合（小数第2位を四捨五入）を意志性別に並べると（表11）のようにな

る。（表11）を見ると、用例が現れなかった（表11F）以外のカテゴリーでは、いずれもL意

志性】は［＋意志性］の同等以上の割合で前置詞を具現化させていることがわかる。

5．理論的分析

　本節では調査結果を検証し、経路項の特質と前置詞・空間名詞の具現化との関係を探る。

5．1　英語における［＋空間］の経路と前置詞

　それではまずは英語の移動動詞の類型と経路の関係を検証してみる。はじめに用例数の

最も多い経路項に「空間」の形式役割を持つものを見てみる。
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表12　経路項に「空間」の形式クオリアを持つ用例（割合）：英語

意志性 経路 移動動詞
前置詞

L（％）

前置詞

ｳ（％）

A 十 空間 様態 79．3 20．7

十 空間 経路 35．1 64．9

一 空間 様態 93．7 6．3

D
一 空間 経路 75 25

（表12）では［＋意志性］においては、移動様態動詞は経路移動動詞よりも前置詞を具現化さ

せている傾向がある。また前置詞を用いていない用例は（21）のように、Quirk　et

aK　1985：685）の主張する「全体性」の意味合いが読み取れる例が現われている。しかし、

（22）では前置詞を用いておらず、「全体性」も読み取れない。

（21）The　army　search　team　coml）ed　the　terrain　desperately　but　he　was　nowhere　to　be

　　found．（W：181）（軍隊を交えた捜索隊が必死になって荒野を探しまわったが、

　　彼の姿はどこにもなかった。）（羊下：50）

（22）Walking　the　aisle　was　enough　to　make　you　sway　from　side　to　side．（W：212）

　（床板はやわらかい部分から波形に擦り減っていて、通路を歩くと体が左右に揺れ

　　た。）（羊下：100）

（22）はなぜ前置詞を伴わないのか。それはthe　aisle（通路）という経路項の目的役割が原

因と思われる。Thθ　aisleをクオリア構造（形式役割・目的役割）で表示すると（23）のよう

になる。

（23）thθ　aisle（通路）のクオリア構造

　　QuALIA　　　　　ニFoRMAL　　　＝space（x）

　　　　　　　　　　　ニTEHC　　　　＝move（w，x）

The　ais7e（通路）には、目的役割（TEHC）として“move（その場所を移動する）”を取

っている。このことから「目的役割に“move”をとる名詞句は、前置詞を伴わずに直接、

経路名詞句になり得る」と仮定できる。っまり、移動様態動詞が前置詞を用いない場合は

移動の「全体性」という要素が必要であるが、経路項に目的役割“move”を取るものはそ

の限りではないと言うことができる。

5．2　日本語における［＋空間］の経路と空間名詞

　次に日本語の経路項の形式役割が「空間」である表現を見てみよう。

一36一



日本語と英語の移動事象における経路

表13　経路項に「空間」の形式役割を持つ用例（割合）：目本語

意志性 経路 移動動詞
空間名詞

L（％）

空間名詞

ｳ（％）

十 空間 様態 172 82．8

A
十 空間 経路 8．2 91．8

一 空間 様態 58．3 41．7

D
一 空間 経路 14．3 85．7

（表13）の中で、まずは移動動詞の類型に注目してみよう。英語が前置詞や不変化辞を用

いる傾向が強いのに対し、日本語では圧倒的に空間名詞を用いずに経路項を表す傾向が強

いが、それでも移動動詞の類型によって差が出ており、移動様態動詞の方が、経路移動動

詞よりも空間名詞を具現化しやすいことがわかる。このことから、Talmy（1985：128－129）

における「ロマンス語以外の印欧語は移動動詞の中に様態を包入し、その場合、移動の経路

は「衛星」5によって表わされる」という分析、つまり移動様態動詞の経路は前置詞や不変

化辞で現れるという現象は、日本語においては、空間名詞を用いるか否かという語彙の選

択として現れているということがわかる（用例（17a）参照）。また、移動主体の意志性に着

目すると、Lト意志性］よりも［一意志性］の方が空間名詞を具現化しやすい傾向がある。

Levin（1993：265）などにおける「（英語における）無意志的な移動は、前置詞や不変化辞を

必要とする」という分析が、日本語においては、空間名詞の選択として現れていることが

わかる。（用例（18a）参照）

　それでは、5．1．で見たような目的役割と空間名詞の具現化との関連性はどうなっている

だろうか。　（表14）は各カテゴリーに現れた用例数のうち、経路項の目的役割に“move”

を取っている用例数を示したものであり、（表15）はその割合を示したものである。

表14経路項形式役割「空間」と

　　　目的役割”move”との関係

　　　（用例数）：日本語

表15経路項形式役割「空間」と

　　　目的役割”move”との関係

　　　（割合）：日本語

意志性 経路 移動動詞
空間名詞

L
空間名詞

ｳ
意志性 経路 移動動詞

空間名詞
L（％）

空間名詞
ｳ（％）

十 空間 様態

5目的役割”move”：0 24
ﾚ的役割”move”：11 十 空間 様態

目的役割”move”：0 目的役割”move”：45．9

十 空間 経路

7目的役割”move”：2 78
ﾚ的役割〃　　”　．move　．28

十 空間 経路
目的役割”move”：28．6 目的役割”move”：35．9

一 空間 様態

7目的役割”move”：0 5目的役割”move”：1

皿 空間 様態
目的役割”move”：0 目的役割”move”：20

一 空間 経路

2目的役割”move”：0 12
ﾚ的役割”move”：2

一 空間 経路
目的役割”move”：0 目的役割”move”：16．6

5　副詞や前置詞などの不変化辞。
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（表14）（表15）を見ると、空間名詞を用いていない用例に目的役割“move”を取る用例が多

く現れている。「道を歩く」という文における「道」のように、そこを移動する目的を持つ

名詞は空間名詞を用いず、「消毒液の中を泳ぐ」という文における「消毒液」のように本来

的にそこを移動する目的を持たない名詞には、空間名詞を用いるという方向で、経路項の

目的役割が空間名詞の具現化に影響を与えていることがわかる。

5．3　英語における［一空間］の経路と前置詞

　次に［一空間］の形式役割を持つもの「モノ」「人・状況」について考察する。これらは

形式役割において「空間」を持たないので、必然的にその目的役割として”move”を取らな

いことになる。形式役割「空間」を持たず、目的役割に“move”を持たないという条件下

では空間名詞は具現化しやすくなると予測が立つ。実際、英語の調査結果を見ると（表

16）（表17）のように、「モノ」「人・状況」の形式役割を持つもので前置詞を用いていない例

は、（表16B）の［十意志性］、「モノ」「移動様態動詞」に現れた一例のみである6。このため

英語のL空間］と前置詞の具現化は、前置詞を用いなければならないという関係であると

言える。

表16　経路項に「モノ」

　　　形式役割を持つ用例（割合）：英語

表17　経路項に「人・状況」

　　　形式役割を持っ用例（割合）：英語

意志

ｫ
経路 移動動詞

前置詞
L（％）

前置詞
ｳ（％） 意志

ｫ
経路 移動動詞

前置詞
L（％）

前置詞
ｳ（％）

B 十 モノ 様態 50 50 C 十 人・状況 様態 100 0
十 モノ 経路 100 0 十 人・状況 経路 0 0

E 一 モノ 様態 100 0 F 一 人・状況 様態 100 0

一 モノ 経路 100 0 一 人・状況 経路 0 0

5．4　日本語における［一空間］の経路と空間名詞

　目本語では、（表18）（表19）のように「モノ」「人・状況」の形式役割を経路に持つもの

で、空間名詞を用いていない例は移動様態動詞においては0例である。ここから移動様態

動詞における［一空間］の形式役割と空間名詞の具現化との関係は「空間名詞をつけなくて

はならない」関係であることがわかる（用例（13）（14）（15）参照）。経路移動動詞では空間名

詞を用いている例も現れている。

6　The　newspaper’s　weekend　section　included　a　eolor　photo　of　a　horse　jumping　g．ghQgged　．という例であ

　る。考えられる要因としては、horsθとJumpとhedgeという三つの要素を認識した時に、人間によ
　って組み立てられるストーリーが固定化されているということがあげられるだろう。Horse（馬）が
　hedge（生垣）を前にしてノump（跳ぶ）という行為をする場合、　hθdge（生垣）「の上」という経路

　以外は通常考えられない。
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日本語と英語の移動事象における経路

表18　経路項に「モノ」　　　　　　　　　　表19　経路項に「人・状況」

　　　形式役割を持つ用例（割合）：日本語　　　　　　形式役割を持つ用例（割合）　日本語

意志

ｫ
経路 移動動詞

空間名
圏L（％）

空間名
喧ｳ（％）

意志

ｫ
経路 移動動詞

エ間名
圏L（％）

空間名
喧ｳ（％）

十 モノ 様態 100 0 十 人・状況 様態 100 0B
十 モノ 経路 50 50

C
十 人・状況 経路 66．7 33．3

一 モノ 様態 0 0 一 人・状況 様態 100 0
E

一 モノ 経路 57．1 42．9
F

一 人・状況 経路 0 0

日本語で形式役割が「モノ」もしくは「人・状況」であり、目的役割として”move”を取ら

ない例を見てみよう。（24）は「モノ」の形式役割をもつもの、（25）は「状況」の形式役割

を持っものである。下線部が経路を、二重下線部が動詞を指している。

（24）新聞の日曜版には生垣を飛び越えている馬の絵のカラー写真が載っていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（羊上：235）

（25）僕は両手に買物の紙袋を抱えたまま、もう一本煙草を吸い、それから人混みを抜け

　てスーパーの駐車場に停めておいた車の後部シートに荷物を放り込んだ。（羊上：240）

「飛び越える」「抜ける」は経路移動動詞である。今回の調査では、目本語で移動様態動詞

をとり、かつ経路項の形式役割に「モノ」を取る用例に、空間名詞を用いていない例は現

れなかった。この結果から、形式役割が「モノ」であっても、つまり目的役割に”move”

がなくても経路移動動詞ならば空間名詞を用いなくともよいと考えることができる。

（24）（25）の経路項のクオリア構造の形式役割と目的役割を示すと（26）（27）のようになる。

（26）「生垣」のクオリア構造

　　QUALIA　　　　　＝FORMAL

　　　　　　　　　　　＝TEHC

（27）「人混み」のクオリア構造

　　QUALIA　　　　　＝FORMAL

　　　　　　　　　　　＝TELIC

＝fence（x）

＝barrier（X，Z）

ニstate（x）

ニφ

（26）（27）のクオリア構造で示したように（24）（25）の例の経路には目的役割“move（w．x）”を

取るものはないようである。それにもかかわらず、空間名詞を用いていない例が現われる

ため、経路移動動詞と［一空間］の経路との関係は「空間名詞をつけてもつけなくてもよい」

関係だとわかる。一方、移動様態動詞の文における［一空間］の経路には必ず空間名詞が現

れていることから、「空間名詞をつけなくてはならない」関係だとわかる。
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5．5　形式役割「人」と「状況」

　本節では用例分類の提示の際に同じ枠で扱ってきた形式役割「人」および「状況」につ

いて考察する。これまで見てきたようにどちらも［一空間］の意味素性を持ち、そのために

経路として言語化されるためには空間名詞を用いて「雨の中を」「僕の前を」というように

「場所化」する必要があるという点で共通している。以下に例を示す。

（28）彼は霧の｛中／？下／★上／★横｝を歩いている。

（29）彼は僕の伊中／？下／？上／横｝を歩いている。

（28）は「状況」の形式役割を持つ例である。「状況」を経路に取る場合「中」という空間名

詞は用いることができる。しかし「下」は許容度が下がり、「上」や「横」は非文となる。

一方（29）では「人」の形式役割を持つ「僕」が現れているが、空間名詞は「横」が可能で

あるが、「中」「下」「上」は文脈の助けがなければ非文である。この空間名詞の選択制限は

「霧」や「僕」のクオリア構造における構成役割の違いの現れとして考えられる。

（30）「霧」のクオリア構造

　　　QUALIA　　　　＝cONST
（31）　「僕」のクオリア構造

　　　QUAロA　　　　　ニcONST

＝consist＿of（x，y：water　particle）

＝consist＿of（x，y：muscle＆bone＆so　on）

（30）は「霧」のクオリア構造である。「霧」の構成役割は「水の粒」である。「水の粒」は

その内部での移動が可能であるため、空間名詞「中」は問題なく現れることができる。し

かし、「水の粒」は人間がその境界線を認知することが難しいために「上」「下」「横」など

の明確な境界線を必要とするような空間名詞をとることができないのではないかと考えら

れる。一方（31）の「僕」のクオリア構造を見ると「筋肉や骨など」である。「筋肉」や「骨」

などの内部を移動することはできないので、空間名詞「中」はとれない。しかし「霧」と

は異なり「筋肉や骨など」によって構成された「僕」は境界線が明確である。そのため空

間名詞「横」は問題なく現れることができる7。また「上」や「下」も（32）（33）のように文

脈を補えば可能である。

（32）小さな蟻が仰向けになった僕の上を歩いている。

（33）グライダーで飛んでいる僕の下を彼が歩いている。

　このように「人」と「状況」の形式役割をもつ経路は、空間名詞をつけなければならな

いという点は共通しているが、具現化可能な空間名詞が異なるといえる。

7境界の有無という観点から【±bound］という意味素性を名詞の意味素分析に加えられる可能性がある。
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日本語と英語の移動事象における経路

6．結論

　以上の考察をまとめると（図20）（図21）のようになる。図中に示した白抜きの矢印で示し

た「前置詞」や「空間名詞」のうち「必須」と示していないものは必ず現れるということ

ではなく、その環境で現れやすいという意味である。しかし、どのような観点で、前置詞・

空間名詞を使用するかという点においては、図のように一致していると考えられる。また

日本語における①空間名詞をつけると不自然な場合、②空間名詞をつけなければならない

場合③空間名詞をつけてもつけなくてもいい場合という制約の強さの違いを（表21）に示す。

　図20　英語の経路標示としての　　　　　　　図21　日本語の経路標示としての

　　　　　前置詞が現われる環境　　　　　　　　　　　空間名詞が現われる環境

意甜（＋） 意志性（一）

移動様態動詞 経躍鋤輸

嚇［麺
　　　　／＼

（（前置詞・必須））

日本言吾の寿多重浦象

形式役割

”space”以外

意離（＋） 意志1胞一）

（（空間名詞））

If拭役割

”space”

／N
目的投割

柑㎜祀押

目搬割

㎞祀似外

」

端置剛

J
（（前置詞・必須））

（（空間勤

表22　日本語の空間名詞の具現化に関する制約

条件

経路項

空間名詞 形式役割 目的役割

意志性

移動

ｮ詞

ﾞ型

例文

［＋空間］ ‘‘　　　　　　　　，，

高盾魔 十 様態 ？太郎が通りの上を歩く。A　つけると不

ｩ然 ［＋空間］ ‘‘　　　　　　　　，，

高盾魔 十 経路 ？階段の上を上がる。

［一空間］ “move” ﾈ外 十 様態 僕は霧｛の中／★φ｝を歩いた。B　っけなけれ

ﾎならない ［一空間］ “move” ﾈ外 一 様態 煙が彼女｛の周り／★φ｝を漂う。

C　随意 A、B以外の組み合わせ（図19）に空間名詞が現われやすい環境を示す
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（表21）を見ると日本語において明確に空間名詞の有無を予測できる部分は経路項の

形式役割［空間］の意味素性の有無とそれに伴う目的役割“move”の有無の部分のみ

である。形式役割［＋空間］かつ目的役割“move”を持つものにさらに位置関係を示す空

間名詞を用いると日本語で不自然な表現になる。反対に［一空間］の意味素性を持つ

ものは位置関係を示す空間名詞がないと非文となる。これにより、寺村（1993：7－9）にお

ける「トコロ性」マイナスの名詞が「～のところ」を補う必要があるという指摘を確認す

ることができた。ただし「看板をくぐる」などのように経路移動動詞においては空間名詞

を用いない例も現れているため、移動動詞の類型と「トコロ性」の関係はさらなる考察を

要する。

　空間名詞の具現化を明確に予測のできない（表21C）の部分は、（図20）に現れやすい

環境として示している。英語における前置詞の具現化へ影響を与えると考えられてい

る要素が、日本語においても語彙の選択というレベルにおいて現れているといえるだ

ろう。

　本研究では二種類に分けた移動様態動詞や経路移動動詞の中でも、各動詞によって

空間名詞の選択に差が現われると予測されるが、本調査ではそこを見るまでに至らな

かった。またなぜ日英語では位置関係の表示に本研究で明らかになったような差が生

じるのかという根本的な原理に言及するには至らなかった。これらの点は今後の課題

としたい。

《参考文献》

Jackendoff，　Ray．　1990．　Semantic　struetures．　MIT　Press，

影山太郎．1999．『形態論と意味』くろしお出版．

1、evin，　Beth．1993．English　verb　Classes　an　dAlternations　The　University　of　Chicago　press．

丸尾誠．2005．『現代中国語の空間移動表現に関する研究』白帝社．

松本曜．1997．「空間移動の言語表現とその拡張」『空間と移動の表現』125－23．研究社．

Pustejovsky，J．1995．　The　Genera　tive　Lθxicon．　MIT　Press．

Quirk，Randolph，　Sidney　Greenbaum，　Geoffrey　Leech　and　Jan　Svartvik．1985．．4　Comprehθnsive

　　Grammar　Of　the　English　Language．　London：Longman．

杉本武．1986．「第3章：格助詞」『いわゆる日本語助詞の研究』231－391．凡人社．

Talmy，　Leonard．1985．“Lexicalization　patterns：semantic　structure　in　lexical　forms”　LangUage

　　typology　an　d　syn　tactic（deseription　vol．　M．57・149．Cambridge　University　Press．

寺村秀夫．1982．『日本語のシンタクスと意味1』くろしお出版．

寺村秀夫．1993．『寺村秀夫論文集1一日本語文法編一』くろしお出版．

田中茂範．1997．「空間表現の意味・機能」『空間と移動の表現』1・123．研究社．

一42一



日本語と英語の移動事象における経路

《用例出典》　　（）内は略記

村上春樹．2004．『羊をめぐる冒険（上）』講談社文庫．

村上春樹．2004．『羊をめぐる冒険（下）』講談社文庫．

Haruki　Murakami．（Translated　by　Alfred　Birnbaum）．

　Vintage　Books．

　…　　（羊上）

　…　　（羊下）

2000．一．
　…　　（W）

London：

《付記》

　本稿は東京外国語大学大学院に提出した筆者の2008年度修士論文「日本語と英語の移

動事象における経路」の一部を書き改めたものである。なお執筆にあたっては査読者より

大変重要なコメントを賜った。この場を借りて感謝申し上げる。

一43一


