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日本語の移動変化動詞と場所格交替

伊東　朱美

【キーワード】･ 移動変化、場所格交替、全体効果、事象、抽象名詞

1.	 はじめに
　人が物体をある場所から別の場所へ移動させたり、その移動によって物体や周
りの環境を変化させたりする行為を表現するとき、移動・変化を意味内容として
含む動詞が使われる。このような動詞の中で、たとえば、「満たす」という動詞の
場合、同じ事象を表すのに、「グラスにワインを満たす」とも「ワインでグラスを
満たす」とも言える。これは「場所格交替」と言われ、「図／地･（figure･/･ground）･
交替」の現象として知られる。つまり、対象物が目的語となり、中身（ワイン）指
向の形にもなるし、到達点が目的語となり、容器（グラス）指向の形にもなる。
この場合、後者においては、到達点が対象物によって完全に満たされるか、ある
いは、完全に変化させられなければならないとされ、それは「全体効果」と呼ば
れる。場所格交替によって、同じ事象を表すのに二種類の言い方ができるという
わけである。
　このような現象は、Fillmore･（1966）･などによって古くから取り上げられてき
た。日本語の「塗る」に当たる spray、smear という動詞を用いて、たとえば、次
のような文のペアで示すことができる。
　（1）･ a.･Elsa･sprayed･paint･on･the･wall.･（壁にペンキを塗った）
･ b.･Elsa･sprayed･the･wall･with･paint.･（ペンキで壁を塗った）
　動詞の形が変化することなく、名詞句の位置と前置詞を変えることができる。
この「場所格交替」は、（1）のような文で示されて議論が重ねられたため、「壁塗
り代換（spray･paint･hypallage）」と言われる。日本語においても、宮島･（1972）、･
Kageyama･（1980）、奥津･（1981）･などによって、「壁にペンキを塗る」と「壁をペ
ンキで塗る」との違いを中心に議論されてきた。（1）･の a、b は、当初、同義であ
ると言われたが、Anderson･（1971）･によって、（1a）･は、部分的な解釈、つまり、
壁に吹き付けられたペンキは部分的でよいが、（1b）･は、壁全体にペンキが吹き付
けられていなければならない全体的解釈になるという区別がなされた。
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　しかし、この部分的解釈と全体的解釈の違いは、目的語の名詞がはっきりとし
た境界がないものの場合、全体が覆われたかどうか判断できないので、いつも現
れるとは限らないということも指摘されている。
　日本語の「塗る」に関しても、部分的解釈と全体的解釈の違いは必ずしもある
わけではないということが奥津･（1981）･などによって指摘されている。
　（2）･ a.･唇に毒々しくルージュを塗った女達
･ b.･唇を毒々しくルージュで塗った女達

･･････（林芙美子『放浪記』より）･（宮島･1972：496）
　「壁」のような面積の広いものと違い、（2a）･の「唇」のような狭い場所において
は、部分的な解釈は出てこない。つまり、部分的か全体的かの違いは、場所格交
替によるものではなく、塗られる場所の違いといった条件によるものではないか
というのである。
　日本語では、「花をテーブルに飾る」のように対象物を目的語とすることが一般
的であるが、「テーブルを花で飾る」のように到達点の場所を目的語とすることも
できる。実際、日本語の初級文法において「私の国では女の人は髪の毛に花を飾
ります」という例文が出てくるが、学生から「髪の毛を花で飾ります」でも良いか
と聞かれることが多い。この場合、対象物の「花」が目的語だと、花は一本でも
よいが、到達点である場所の「髪の毛」を目的語とすると、複数本の花を髪の毛
全体に飾る必要があるように感じる。しかし、どちらの文でも「たくさんの花」
あるいは「一輪の花」と飾る物の量を特定することはできる。
　日本語の場所格交替は、他動詞にも自動詞にも見られ、ほぼ同じ意味だが二種
類の言い方ができる。前述の「全体効果」は、「満たす」「塗る」「飾る」「埋める」な
どには現れる場合があるが、「刺す」や「巻く」に関しては、動詞が表す意味内容の
性質上、全体的解釈と部分的解釈の違いを考えることは難しい。
　本稿では、「場所格交替」が起きる日本語の動詞をまとめ、移動と変化に関わる
動詞全体の中においてどのような意味を含んでいるかを探り、場所格交替が起き
ない類似の動詞と比較することによって、これらの動詞の意味内容を詳らかにし
たい。

2.	 使役移動変化動詞の種類
　使役の移動を表す動詞は、人が物体をある場所から別の場所へ移動させるとい
う行為を記述する。対象物自体が動くのではなく、人が物を動かすのである。物
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を動かすときに、カラ格で示されるはずの起点となる場所は、実際の言語表現の
中には現れないことが多く、また、物体を移動させるときに使用する道具・手段
をデ格によって表す場合もある。
　日本語の使役移動動詞には、移動の方向性を含んだ動詞が数多く存在する。た
とえば「上げる」「下げる」「落とす」「降ろす」「入れる」「出す」などである。「置く」

「のせる」は、移動の方向性を明白に表してはいないが、ある場所の上面に移動
させるということなので、移動の方向性を含んでいると考えられる。英語のよう
に on,･ in,･onto,･ into などの前置詞によって方向性を表す言語もあるので、方向性
を持った動詞が多いということは、日本語に特徴的であると言える。移動の方向
に関しては、一方向だけでなく、「集める」「広める」「回す」「逃がす」のように複数
の移動方向が予想できる動詞もある。これらの動詞は、「打ち上げる」「投げ入れ
る」「拾い集める」のように、複合動詞の後項となることができ、前項で使役の手
段などが表せる。
　使役の手段を含んだ使役移動動詞もたくさんある。「投げる」「蹴る」「打つ」「送
る」など瞬間的な使役を表すものと、「運ぶ」「押す」「引く」「届ける」などの継続的
な使役を表すものがある。「ボールを投げる」という行為は、わざわざ「手で」と使
役の手段を言う必要はない。使役の手段が「投げる」という動詞の意味内容とし
て含まれていると考えられる。また、一回の「投げる」という行為を考えた場合、
投げ始めてから投げ終わったそのあとで、ボールが移動していくということであ
る。つまり、「投げる」は、動作が瞬間的であり、その動作の開始時に着目した動
詞であると考えられる。それに対して、「ボールを運ぶ」などは、開始時だけに着
目しているのではなく、継続的な使役の動作を表していると言える。
　また、数少ないが、移動の様態を含んだ使役移動動詞も日本語に存在している。

「流す」「浮かべる」「飛ばす」「転がす」などであり、どのような様態で移動される
かが表されている。また、移動を表す自動詞「走る」「泳ぐ」「滑る」の使役形、あ
るいは･–asu･を付けた「走らす」「泳がす」「滑らす」なども同じ種類の表現だと考
えてよいだろう。
　そして、移動に伴う変化を含む動詞として、「積む」「注ぐ」「満たす」「埋める」「塗
る」「詰める」「付ける」などが挙げられる。「取る」「離す」「除く」などは、その行為
によって物がある場所から無くなるという変化が含まれる。「場所格交替」の現象
が見られる動詞は、この種類に入ると考えられる。
　以上のように、日本語の使役移動動詞は、動詞自体に含まれる意味内容の違い
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によって 4 つの種類に分けることができる。しかし、移動に伴う変化というのは、
ある程度、どの種類の動詞にも意味内容として含まれているであろうし、また、
たとえば「詰める」を移動に伴う変化を含む動詞として分類したが、中に物を入
れる動作でもあるから移動の方向性を含んだ動詞とも言えるのである。
　物体の移動は、その物体の状態を変化させるということにもつながる。変化と
一言で言っても、物の形態や状態や位置が変わる、物の量が増加あるいは減少す
る、物をとりまく環境や場所が変化するといった場合が考えられる。この中で、
対象物の量が変化するものは「累加的対象･（incremental･theme）」と呼ばれる。累
加的対象とは、Dowty･（1991）･によると、たとえば、「円を描く」や「りんごを食べ
る」などの文において直接目的語で示されているものである。「円を描く」の「円」
は、「描く」という行為によって対象が増える。反対に、「りんごを食べる」の「りん
ご」は、「食べる」ことによって「りんご」の量が減る。前述の場所格交替が可能な「満
たす」という動詞は、その行為によって対象物が増加するということを含んでお
り、事象･（event）･に量を与えているといえる。
　「包む」という動詞は、移動によって、対象物をとりまく環境が変化する動詞
と考えられる。道具格のデ格をとり、「風呂敷でスイカを包む」のように、普通は
使用されるが、「風呂敷にスイカを包む」とも言うことができる。これは、ニ格と
デ格がかわってはいるが、場所格交替ではない。他には、「掬

すく

う」なども同様に、「ス
プーンで砂糖を掬う」を「スプーンに砂糖を掬う」と言ってもよい。
　変化を表す使役動詞には、移動が伴わないと考えられるものも多い。「破る」「壊
す」「揉

も

む」「磨く」「作る」「冷やす」など、手段をデ格によって表すことができ、移
動させる先の場所のニ格名詞句は必要ではない。「囲む･（囲う）」「塞

ふさ

ぐ」などは、
何かしらの物体の移動があるが、デ格で表される道具によって対象物をどうする
と述べるのが普通である。
　このように、使役移動動詞の中に、移動による変化を伴う動詞があり、その一
部が場所格交替可能な動詞であることがわかる。また、移動を示すには、移動先
の場所を表すニ格名詞句をとるが、変化には、どのような手段で変化させたかと
いうデ格名詞句はとっても、ニ格名詞句は現れる必要がないというものもある。
移動と変化は、連続的にとらえられるものであり、移動に重点が置かれた動詞も
あれば移動は伴わず変化のみを表す動詞もある。変化を伴う移動と移動を伴う変
化の両方が表せるのが、場所格交替が可能な動詞であると見ることができる。
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3.	 他動詞の場所格交替
　前節で述べたように、使役移動動詞の中に場所格交替が可能である動詞が存在
するのであるが、それらは、意味内容として、移動に伴う変化を含む動詞である
といえる。このような場所格交替が可能な動詞について、奥津･（1981）･は、付着
変化動詞、移入変化動詞、拡散変化動詞というように、「付着」「移入」「拡散」とい
う動作のあとに「変化」が起こるという意味の名前を付けている。ここでは、こ
れらの名前による分類にしたがって、他動詞の場所格交替ができる具体的な動詞
を挙げていくことにする。
　まず、場所格交替が可能な付着変化動詞には、「塗る」「飾る」「巻く」「刺す」があ
る。「巻く」に関しては、「足首に包帯を巻く」とも「足首を包帯で巻く」とも言え、「刺
す」については、「風船に針を刺す」とも「風船を針で刺す」とも言える。ただし、「刺
す」で到達点が目的語となれるのは、ある程度厚みのあるもの（場所）あるいは特
定の場所であると考えられる。「刺す」は付着動詞というより刺突の動詞と言って
もよいかもしれない。また、「貼る」は、「壁全体を青い壁紙で貼る」などの文にす
れば場所目的語であっても言えるという指摘がある。「覆う」については、たとえ
ば、「その荷物にこの布を覆っておいて」という文も「その荷物をこの布で覆って
おいて」と同様、言えるかもしれない。他に、「絡める」「塗

まぶ

す」「和える」「染める」も、
岸本･（2001）･によって場所格交替が可能な動詞として挙げられているが、容認性
にはかなり個人差があるだろう。
　次に、場所格交替のできる移入変化動詞としては、「満たす」「詰める」「埋める」

「補う」が挙げられる。「補う」については、これまで場所格交替が可能であるとい
う指摘はないが、次の･（3a）･と･（3b）･のように言い換えることが可能ではないか
と思われる。
　（3）･ a.･先ほどの説明を簡単な言葉で補いたいと思います。
･ b.･先ほどの説明に簡単な言葉を補いたいと思います。

「補う」については、補う中身を目的語にすることができるが、補う先の場所を
目的語にすることもできる。この場合、場所に当たるものが抽象的なものの中に
は、目的語のヲ格しかとれないものがあるようである。「学力不足を猛勉強で補う」
は言えるが、「学力不足に猛勉強を補う」という文はおかしい。ただし、「学力を記
憶力で補う」という文に関しては、「学力に記憶力を補う」と言い換えられるかも
しれない。
　そして、場所格交替ができる動詞として、もうひとつ、「散らかす」がある。こ
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れは、拡散変化動詞と言える。「床に本を散らかす」も「床を本で散らかす」も問題
なく言うことができる。しかし、同じような「散らす」「散らばす」「まき散らす」「ば
らまく」などは、場所を目的語とすることはできない。
　最後に、場所から物を除去するというタイプの変化動詞について、日本語で場
所格交替が起きると見てよいかという問題がある。英語では empty、drain･など

「除く」タイプの動詞にも場所格交替の現象が見られるが、日本語にはそのよう
なことはない。しかし、Kageyama･（1980）、奥津（1981）、岸田･（2001）･のように、
次のような例を場所格交替とする見解が一般的である。
　（4）･ a.･りんごの（りんごから）皮をむく　　　　　b.･りんごをむく
　（5）･ a.･テーブルの（テーブルから）汚れを拭く　　b.･テーブルを拭く

（4b）、（5b）･は、デ格を欠いている不完全な場所格交替の型だと考えるのである。
しかし、これらは、メトニミー（換喩）という隣接性に基づく比喩の一種である
という考え方もできる。全体と部分の関係に基づく省略文型と言うことができ、
格が現れないので、日本語では「除く」タイプの場所格交替の現象は見られない
と言ってよいのではないだろうか。

4.	 自動詞の場所格交替
　場所格交替の現象は、自動詞にも見られる。まず、場所格交替が可能な他動詞
に対応する自動詞として、「満ちる」「埋まる」「散らかる」「詰まる」が挙げられる。
これらの自動詞に対応する他動詞は、「満たす」「埋める」「散らかす」「詰める」であ
るが、いずれも前節において場所格交替が起きる他動詞の例として示した動詞で
ある。「散らかす」に対応する「散らかる」と「詰める」に対応する「詰まる」の例文
を挙げることにする。
　（6）･ a.･部屋に洋服が散らかっている。
･ b.･部屋が洋服で散らかっている。
　（7）･ a.･エクレアにいっぱいのクリームが詰まっている。
･ b.･エクレアがいっぱいのクリームで詰まっている。
　また、対応する他動詞がない自動詞の中にも場所格交替が起きるものがある。

「あふれる」「つかえる」「にじむ」がそれであり、次のように、場所を主語にする
こともできる。
　（8）･ a.･通りに人があふれている。･ b.･通りが人であふれている。
　（9）･ a.･入口に人がつかえている。･ b.･入口が人でつかえている。
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　（10）･a.･目に涙がにじむ。･ b.･目が涙でにじむ。
（8a）･は、名詞が変わると、「川に水があふれる」よりも「川から水があふれる」の
ように、ニ格ではなくカラ格のほうがよくなる場合もある。また、これらの自動
詞には対応する他動詞はないが、たとえば、「にじむ」を使役形にして「目に涙を
にじませる」と「目を涙でにじませる」のように場所格交替が起きる。
　他の場所格交替可能な自動詞として、「光る」「輝く」「響く」なども考えられる。
たとえば、「夕空に一番星が光る」に加えて「夕空が一番星で光る」と言ってもよさ
そうではある。しかし、このような例は、容認性の個人差が大きいと思われる。

5.	 場所格交替の本質	―「満たす」と「注ぐ」との比較―
　場所格交替が成り立つのは、どのような性質の動詞なのだろうか。これまで見
てきたように、「満たす」は、「コップに水を満たす」も「コップを水で満たす」も問
題なく言える。それに対して、同じように液体を容器に入れることを表す「注ぐ」
は、「コップに水を注ぐ」としか言えない。Pinker･（1989）･によると、場所格交替は、

「X が Y を Z に動かす」という移動の意味と、「Y が Z に動くことによって X が Z
の状態変化を起こす」という場所の状態変化の意味の両方を動詞が持つ場合にの
み起こるということである。この考え方に基づくと、「満たす」は、移動の意味と
場所の状態変化の意味を両方持つが、「注ぐ」は、移動の意味だけを持ち、状態変
化の意味は持たないということになる。
　確かに、ニ格で表されるのは、動詞によって示される行為が方向性を持ってい
て、その場所に移動させるという意味を持つ場合である。「注ぐ」は、ある場所（容
器）に液体を移動させるという行為であると捉えることができる。一方、「満たす」
という行為は、移動の意味も状態変化の意味も併せ持つということになる。
　「満たす」を「満たし始める」「満たし続ける」「満たし終える（終わる）」とすると、
この動詞が持つ意味の特殊性がわかる。「満たす」は、いっぱいにした状態を前提
としており、「注ぎ続ける」が「注ぐ」という行為の途中を表しているのに対し、「満
たし続ける」は、いっぱいにした状態を維持し続けるというような意味にとれる。
このような意味は、場所格交替ができる他の動詞には表れてこない。
　場所格交替の本質は、〈行為〉→〈移動物の動き〉→〈場所の結果状態〉という意
味構造の中のどの部分を意味的に重視するかということであると、岸田･（2001）･
は述べている。動詞で表される行為について、[ 初期条件→事象･（event）･→事象
の結果 ] という事象の構造を考えると、「コップに水を注ぐ」や「コップに水を満た
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す」は動作に焦点が置かれ、「コップを水で満たす」は動作の結果を重視している
ということであろう。
　しかし、動作動詞によって表される文が記述するのは、動作そのものである。

「コップを水で満たす」は、〈場所の結果状態〉や事象の結果が焦点化されていると
いうよりもむしろ、事象を全体としてとらえた述べ方なのではないかと考える。
全体的に事象をとらえているから、部分的な解釈ではなく全体的な解釈、つまり

「全体効果」という直感的な意味が出てくると考えられる。
　一方、「コップに水を満たす」という文は、方向性を持った動きとして述べられ
ていると思われる。場所を示すニ格名詞句に向かって行われる動作であるととら
えることができる。動作が方向性を持つということは、事象の始まりの時点に焦
点を当てていると考えることもできるだろう。
　さて、「満たす」の中身に当たる名詞として、水やワインなど液体の例ばかりを
見てきたが、物体であれば、気体でも固体でもよい。それに対して、「注ぐ」は、
容器の中身は液体でなければならない。ただし、「子どもに愛情を注ぐ」のように
中身が抽象的なものも可能である。
　場所つまり容器に当たる名詞に関してはどうか、「満たす」の例を見てみよう。
　（11）･a.･･ 空腹をスイーツで満たす
･ b.･･ 空腹（空きっ腹）にスイーツを満たす
　（12）･a.･･ 食欲をスイーツで満たす
･ b.･*･食欲にスイーツを満たす
場所に当たるものは、抽象的なものになればなるほど、あるいは容器の性質がな
くなるほど、目的語のヲ格でしか表せなくなる。容器の性質とは、その中に何か
が入れられる容れ物のイメージである。（11b）･の「空腹」はよくても･（12b）･の「食
欲」は容認性が低いと思われる。抽象的な場所はヲ格名詞句で表し、中身をデ格
で示すという文のみになる。このことは、3節で述べた「補う」の例でも同様であっ
た。場所の名詞が抽象的なものだと、場所をヲ格名詞句、手段をデ格名詞句で表
すという述べ方でないといけない場合がある。具体的な場所ではないので、方向
性を持った行為としては述べられず、全体として事象をとらえる述べ方になると
考えられる。
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6.	 おわりに
　日本語の「壁塗り代換」と呼ばれる場所格交替現象について、どのような要素
が関わっているのか見てきた。まず、使役移動動詞を全体的に見渡し、移動によ
る変化を伴う動詞の一部に場所格交替が可能な動詞があることがわかった。移動
と変化は、連続的に起こるものである。変化を伴う移動と移動を伴う変化の両方
を表せるのが、場所格交替が可能な動詞であるといえる。
　場所格交替が起きる他動詞は、「塗る」「飾る」「巻く」「刺す」「満たす」「詰める」

「埋める」「補う」「散らかる」である。「補う」については、これまで場所格交替が起
きるということが指摘されていないので、どのような形で起きるかを示した。自
動詞では、「満ちる」「埋まる」「詰まる」「散らかる」「あふれる」「つかえる」「にじむ」
が挙げられる。他にも、幾つかの動詞を挙げて場所格交替が可能かどうか検討し
たが、容認性には個人差があると考えられる。
　事象を全体としてとらえた述べ方が「壁をペンキで塗る」のような場所をヲ格
で表した文ではないかと考える。事象を全体的にとらえているので、部分的では
なく全体的な解釈の「全体効果」という直感的な意味が現れ、「ペンキが壁全体に
塗られる」という意味が生じる。それに対して、「壁にペンキを塗る」という文は、
方向性を持った行為として述べられていると考えられる。ニ格によって示された
場所、つまり「壁」に向かって行われる動作であるととらえることができる。動
作が方向性を持つということは、事象の始まりの時点に焦点が当てられていると
いうこともできる。この場合は、方向性を持った線的な動作なので、壁全体に塗
るという「全体効果」はない。
　また、場所に当たるものが抽象的なものになると、目的語のヲ格でしか表せな
くなる場合があるということも示した。場所の名詞が抽象的で容器の性質がない
と、場所に当たるものをヲ格名詞句、手段をデ格名詞句で表すという述べ方のみ
になる。具体的な場所ではないので、方向性を持った動作としては述べられず、
全体として事象をとらえる述べ方になると考えられるのである。
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Japanese locative verbs and the locative alternation

ITO Akemi

This paper deals with the meanings of Japanese locative verbs and the locative 

alternation. Locative verbs denote an action in which something is added to a location, 

such as NURU (spray / smear), and express an action in which something is removed 

from a location such as MUKU (peel). Although locative verbs all show this semantic 

similarity, their syntactic possibilities are different. These verbs allow two alternate ways 

of organizing the nouns associated with them. For example, (1) Elsa-ga kabe-ni penki-

wo nutta (Elsa sprayed the paint onto the wall) and (2) Elsa-ga kabe-wo penki-de nutta 

(Elsa sprayed the wall with paint). (1) is locatum-as-object variant and (2) is location-as-

object variant. This is referred to as ‘spray paint hypallage’ or Figure-Ground alternation, 

both in Japanese and in English, and many cross-linguistic studies about the syntax and 

semantics of the alternation have been produced. One well-known difference between 

the two variants is that the sentence in (2) is usually understood to imply that the wall 

is completely sprayed with paint while the sentence in (1) does not. The locatum-as-

object variant and the location-as-object variant are characterized in terms of a change 

of location and a change of state, respectively. Some of locative alternation in Japanese 

are	exemplified	both	in	transitive	verbs	and	in	intransitive	verbs.	In	order	to	investigate	

the	essentials	of	the	locative	alternation,	the	alternating	verb,	MITASU	(fill)	is	compared	

with the similar non-alternating, SOSOGU (pour). Alternating verbs express both “motion 

with change” and “change with motion”.
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