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複合動詞の意味における「ひとまとまり」性と「くみあわせ」性との張り合い

――複合動詞「V1＋切る」の場合を対象として――

The Gradation between Semantic Unitarity and Combinatoriality of 

Japanese compound verbs: The study of Compound verbs “V1+kiru”

MOK Junesu

睦　俊秀

This paper is based on the assumption that there is a coexistence of “Combinatoriality”and“

Unitarity”in the meaning of Japanese compound verbs, which is a different standpoint from the 

general Japanese compound verb studies that are based on Morphemism. 

Bringing up “V1+kiru” as analysis subject, this paper investigates how a series of meanings of 

both properties can be formed, and what kinds of syntactic conditions are there in each case.

First, through the usage of “V1+kiru” from the corpora (BCCWJ), I examinated a deviation 

of frequency in categorical meaning of specific V1. Following that, I investigated the “Unitarity” 

of “V1+kiru” in the cases where individual meaning of word components could not be recognized 

from the meaning of the compound verb. As a result, it became clear that the property of formed a 

competition in various meanings “V1+kiru” and that it is related to the categorical meaning of V1.
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1．はじめに

　日本語の複合語と「単語のくみあわせ」との違いに
ついて説明するため、「古本」と「古い本」はよく用
いられる例である。日本語に少しでも知識がある人
は、「古本」がその構成要素である「古」と「本」から、
単語のくみあわせである「古い本」と似た意味を持っ
ているだろうと推測できる。
　ところが、両者は全く同じ意味を持っているわけで
はない。例えば、時間的に古くない場合でも、誰かに
譲ってもらった本に対して「古本」と呼ぶことができ
るが、「古い本」とは呼べない。「古本」の意味には「読
み古した本。一度他人の所有となった本」（『大辞泉』
から引用）という意味も含まれているからであろう。
このように、複合語の意味は要素との直接的な意味関
係を失い、全体が「ひとまとまり」として意味上の一
単位を成している性質も持っている。
　上記のような複合語の性質について、ゆもと（1977）
では複合動詞が単語のくみあわせと似た意味を持つこ
とを指して「くみあわせ的」な性質、単語のくみあわ
せからは説明できない複合語の意味のことを指して
「ひとまとまり的」な性質とそれぞれ名付け、複合語
はその意味に「くみあわせ的」な性質と「ひとまとま
り的」な性質が共存しているという点において、単な
る「単語のくみあわせ」とは異なる独自性を持つと述
べている。
　本稿は、日本語の複合動詞の意味にも「くみあわせ
的な」性質と「ひとまとまり的な」性質が存在すると
いう前提に基づき、「V1＋切る」を具体的な分析対象
として、2つの性質の中で特に「ひとまとまり的な」
性質がいかなる構文的特徴の下で現れるかについて考
察したものである。　

2．先行研究の概観
　2.1　語構成に対する様々な立場と本稿の
　　　 立場　

　従来の多くの研究では複合動詞の意味と語構成要素

の意味との関係について明確に述べず、要素を合わせ
た意味、つまり要素の「くみあわせ的な」性質に基づ
いて複合語の意味分析を行っているi。
　一方、ゆもと（1977）と斎藤（2004）は、要素とそ
れに対応する独立語との違いに注目し、「複合語＝要
素（単語）のくみあわせ」と黙認している複合語・複
合動詞の研究における「一般の常識」を積極的に否定
している。しかし、石井（2007）での指摘の通り、複
合動詞から要素の意味を完全に排除し、その意味を説
明するのは容易ではない（石井 2007、p. 22）。
　本稿はゆもと（1977）と斎藤（2004）と同様に「複
合動詞の意味は単純に要素の和とは言えない」という
前提に立って考察を行う。但し、複合動詞にはその意
味に要素の語彙的な意味・文法的な性質が全く意識で
きない「ひとまとまり的」な性質が強いものから、ほ
ぼ「要素のくみあわせ」のようなものまで存在すると
いう、意味の連続性を認める。その上で複合動詞とそ
の要素の間において、ひとまとまり的な性質に様々な
段階性があるという仮説を立て、要素と複合動詞の構
文・意味の分析から仮説を裏付けることを試みる。
　なお、「複合動詞の意味に連続性がある」という考
え方は三宅（2005）、陳（2013）の論考にすでに論じ
られている。しかし、これらの論考は語彙的複合動詞
と統語的複合動詞iiの間の連続性について考察してい
るのに対し、本稿は複合動詞のひとまとまり的な性質
の強弱による意味の段階性に着目している点から、先
行研究と立場を異にしている。

　2.2　「V1+ 切る」に関する先行研究と本稿
　　　 の立場

　「V1+切る」については多くの研究の蓄積があり、
その中で代表的な研究として姫野（1999）iii、李（1997）、
杉村（2008）が挙げられる。いずれの研究も「V1＋
切る」の意味用法について記述されている。姫野
（1999）、杉村（2008）は主に後項要素の「切る」の語
彙的意味に基づいて「V1＋切る」の意味記述を試み
ているivのに対し、李（1997）はまず、「V1＋切る」
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の中で V2である「切る」を除去した際、文が非文に
なるか否かという基準によって「V1＋切る」を分類
した上で、V2の「―切る」の意味分類を行っている
点で、前者の 2つの研究とは分類基準を異にしている。
　本稿では、従来の研究で主に取り上げている「V1

＋きる」の意味用法については記述せず、要素の意味
が複合動詞の意味として意識できるか否かという点に
焦点を当てて考察を進めていく。その際に、李（1997）
の要素を分離しては意味が成り立たない「V1＋切る」
（「その準備に踏み切る」）の存在に対する指摘は、複
合動詞研究の「一般の常識」に基づいて書いている姫
野（1999）、杉村（2008）よりも、共感できるところ
が多い。

3．｢V1 ＋切る｣ の使用実態調査
　3.1　調査方法・調査結果

　従来の多くの研究では複合動詞の意味について要素
との関係について明確に述べず、要素を合わせた意味、
つまり要素の「くみあわせ的な」性質に基づいて複合
語の意味分析が行われてきた。
　3.では本論に先立って、コーパスから「V1＋切る」
の使用状況について調査し、「V1＋切る」の形態及び
構文構造の特徴を概観する。言語資料として国立国語
研究所「現代日本語書き言葉均衡コーパス」（以下、
「BCCWJ」とする）を対象に、検索アプリケーション
「中納言」を用いてv、「V1＋切る」の異なり 222語／

延べ 13,418例の用例を採集したvi。その中で出現頻度
の高い 30語を（1）に挙げる。

（1）延べ語数の多い「V1 ＋切る」の 30 語（延べ語数） 
思いきって（1445）／云い :言い―（1094）／乗
り―（710）／踏み―（654）／割り―（633）断ち：
絶ち―（515）／張り―（458）／数えきれない（342）
／打ち―（340）／成り―（327）使い：遣い―（324）
／疲れ―（311）／振り―（308）／やり―（284）
／押し―（262）
耐えきれない（212）／締め―（194）／判り：分
かり：解り―（190）／抑え：押え―（183）
逃げ―（171）／食べ―（170）／澄み―（158）
／冷え―（131）／待ちきれない（128）　
登り：昇り―（124）／堪え―（124）／出し―（108）
／隠し―（98）／捨て―（97） 

　3.2　収集した用例の量的特徴

　収集した用例からは、次の 3つの意味にかかわる量
的特徴がみられた。

①「品詞」タグが「動詞一般」 の「思い―、言い―、
乗り―、踏み―、割り―、断ち―、打ち―、振
り―、締め―」の延べ語数は「V1＋切る」全
体の延べ語数の過半数（6055語）を占めている。

②　①の 9語を除いた「V1＋切る」の V1は、自

複合動詞の意味における「ひとまとまり」性と「くみあわせ」性との張り合い
――複合動詞「V1＋切る」の場合を対象として――

表 1　「V1＋切る」に関する先行研究のまとめ

姫野（1999）・杉村（2008） 李（1997）

分類
基準 「～切る」の意味

1.「切る」を除去した際に文が非文になるか否
　　か
2.「～切る」の意味

「V1＋切る」
の

意味分類

切断・終結
＜「切る」が除去できる場合＞
モノの切断・完遂・極限・自信満々

姫：完遂・極度
杉：行為の完遂・変化の達成・
　　極限状態

＜「切る」が除去できない場合＞
非アスペクト的な意味



102

動詞（延べ 3,559例／異なり 79語）と他動詞（延
べ 9,859例／異なり 143語）のいずれも可能で
あるが、V1のカテゴリカルな意味viiiによって
頻度の偏りがみられるix。

③　「他動詞 V1＋きれない」（「数えきれない」「待
ちきれない」など）形は比較的多いのに対し、「自
動詞 V1+切れない」形xはあまりないxi。

　②について少し説明を加えると、本調査において「他
動詞 V1＋切る」の V1として、人の心理・思考・活動・
態度を表す動詞（「信じ切る」「演じ切る」「守りきる」）
など、いわゆる「非内的限界動詞xii」が多くみられた。
V1が主体動詞・客体変化動詞の場合、その延べ語数
の多くは①の 9語を除くと、「V1＋切れない」形で現
れるか、一部の動詞（「隠し切る」「捨てきる」「出し
きる」「下り・降りきる」「出しきる」）に限られていた。
　一方で、「自動詞 V1＋切る」の V1は、もの・人の
無意志状態変化動詞（「澄み切る」「疲れ切る」など）
が全体の半分以上を占めていた。これらは主に主体の
状態を表す場面で多く使われ、次の（2）のように「V1

＋きっている /きった」形か（3）のように「V1＋きっ
た＋ N」の形で現れていたxiii。

　（2）湯はきれいに澄み切っている。 （昭和物語）
　（3）午前の訓練で疲れ切った体にとって、 （京都新聞）

4．「V1 ＋切る」の意味にみられるひとまと
　 まり的な性質の強弱
　4.1　「ひとまとまり的な性質」が強い複合
　　　 動詞が備える語彙的・構文的な性質

　4では、要素の意味が「V1＋切る」の意味として
意識できるか否かという点に焦点を当てて考察を進め
ていく。要素の意味が複合語の意味として意識できる
か否かを主な考察対象にしている先行研究はあまり見
られないが、ここでは要素と複合語との意味関係につ
いて考察した古典的な研究を紹介したい。

　まず、意味論の古典的な研究の Ullmann（1962）では、
多くの語は全く慣習的であるものの、一部の語には有
契性 motivation（本稿でいう有縁性。以下、有縁性と
表記）が認められると述べ、有縁性が認められる場合
には、音自体についての場合（音声的な有縁性：擬態
語など）、語の構成に関しての場合（形態的な有縁性：
複合語など）、背景的な意味に関する場合（意味的な
有縁性：比喩性に基づく語）があると述べている。
　その中で、本稿の考察対象である複合動詞の場合、
Ullmann（1962）でいう形態的な有縁性と意味的な有
縁性が深くかかわりがあると思われる。Ullmann（1962）
では、有縁性の変化、特に有縁性の消失に関して述べ
ており、次の表 2のような場合、形態的な有縁性と意
味的な有縁性を失うと主張している。

表 2　Ullmann（1962）でいう有縁性を失う場合

形態的な有契性を失う場合 意味的な有契性を失う場合

A　音変化が起きる場合 A　音変化が起きる場合

B　複合語の構成要素のいずれかが使われなくな
る場合

B　語の原意が失われた場合

C　独立語としての意味と構成要素の間に意味の
ずれが大きい場合

C　原意と比ゆ的な意味の差が大きくなる場合

睦　俊秀
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　一方、西尾（1986）では、Ullmann（1962）がいう
語の形と意味との関係における 3つの有縁性（音声上
の有縁性、形態上の有縁性、意味上の有縁性）のうち、
「形態上の有縁性」において日本語の合成語（本稿で
いう複合語）を取り上げている。西尾は形態上の有縁
性にはさまざまな程度があり得るといい、次の（2）
のように形態上の有縁性が弱まる 6つの要因・条件を
想定し、具体例を用いてその妥当性を検討している。

（2）西尾（1986）でいう有縁性の大小を左右すると
みられる要因・条件（（）内の部分は執筆者に
よる西尾（1986）の記述の要約である）
①成分の形－合成語の成分が省略された語形で
あったり、音脱落が生じたりすると有縁性が弱
まる
　：例）まいご（まよい子：語形省略）、ぱんこ（現
代語で独立の単語として使われる「こな」との
不一致）、けとばす／けっとばす（活用形式の
変遷／促音挿入若しくは促音化）あまがき（連
濁）、まぶた（母音交代）
②成分の意味－合成語の各成分の意味が意識しに
くい場合、有縁性が低い
　：例）はつね（成分が現代での日常語ではない）、
ふみにじる（現代語として意味を意識しにく
い）、あわてふためく（「無意味形態素xiv」）、く
い　しばる（要素と全体の意味とのつながりが
不確か）
③成分の間の関係－成分の間の関係が捉えにくい
場合、有縁性が低い
　：例）うぐいす張り（格助詞が入りづらい）、
山道（二つの成分の関係が分かりづらい）
④成分のほかに加わる意味－各成分の意味の上
に、さらに意味が加わっている
　：例）財政が赤字だ（換喩）、花はずかしい（擬
人法）、口答え（成分の集まりの上に意味が加
わっている）

⑤指示物との関係の変化－語が指し示す指示物の
側に変化が生じ、成分との間にずれが生じる
　：例）吊り革（語が指し示す指示物の側に変化）、
時勢にさおさす（その動作が現在では一般性が
少ない）　
⑥表記の次元からの影響
　：例）「片寄る」／「偏る」（二つの成分を一つ
の漢字に書くと有縁性が弱まる）、清水／しみ
ず（漢字のほうが高い有縁性を持つ）

　上記の 2つの論考はいずれも複合語の中で主に複
合名詞を取り上げ、その内部構造のみを考察範囲に
し、要素の意味が単語としての意味を失っている場合
の意味的、形態的特徴を記述している。しかし、本稿
の考察対象である複合動詞の場合、複合名詞とは違っ
て多義性を持ち、その多義性は各動詞がもつ構文構造
によって現れる可能性がある。そのため、語彙レベル
のみ考察している上記の 2つの論考からは複合動詞の
ひとまとまり的な性質は十分説明できないと考えられ
る。
　そこで、4では Ullmann（1962）、西尾（1986）の考
察を踏まえた上で、新たに「構文」を分析単位とし、
ひとまとまり的な性質が強い複合動詞に見られる語彙
的・構文的性質を以下の（3）a～fのように仮定し、
各性質とかかわる「V1＋切る」の語彙的・構文的な
特徴について考察する。

（3）「ひとまとまり的な性質」が強い複合動詞が備
える語彙的・構文的な性質

a：「V1+切る」の要素間の関係が把握しにくい
b：要素間の自他性にずれがみられる
c：要素と複合動詞との共起する名詞・副詞が異
     なる
d：要素と複合動詞との格体制が異なる
e：具体名詞と共起するより抽象名詞と共起する
f：特定の形態で現れる

複合動詞の意味における「ひとまとまり」性と「くみあわせ」性との張り合い
――複合動詞「V1＋切る」の場合を対象として――



104

　4.2　a:「V1+ 切る」の要素間の関係が
　　　 把握しにくい

　一般に複合動詞が「V1して［してから／しながら
／するように］V2」に言い換えができると、要素間
の意味関係は把握しやすく、意味の「くみあわせ的」
な性質が強い場合が多い。

（4）　V1して V2

：「壁を叩き壊す（叩いて壊す）」「遺書を書き残
す（書いて残す）」

（5）　V1しながら V2

：「遊び暮らす（遊びながら暮らす）」「泣き叫ぶ（泣
きながら叫ぶ）」

（6）　V1するように V2

：「蓋が噴き上がる（噴くように上がる）」「花弁
が舞い落ちる（舞うように落ちる）」

　確かに「V1＋切る」においても、下記の（7）－（8）
の「焼き切る」「叩ききる」は、「V1して切る」に言
い換えられる（各用例の複合動詞には下線、対象語は
□、副詞は波線を付した）。

（7）セメント会社の本社事務所に深夜忍び込んだ純
は、暗闇の中、金庫を焼き切ろう（焼いて切ろう）
としている。 （この世の果て）

（8）二人で手斧を使って魚の頭を叩き切る（叩いて
切る）こともできたはずだった。

（フライフィッシング讃歌）

　しかし、実例を見ると、「V1＋切る」は（9）－（11）
のように、「V1して［してから／しながら／するよう
に］V2」に言い換えができない場合が多い（（9）－（11）
の（）内は執筆者による言い換えである）。

（9）同紙は敬語の廃止に踏み切る（＊踏んで / ＊踏
みながら / ＊踏むように切る）ことにした。

（心とメディア）

（10）ここの本は、そろそろ全部、読み切る（＊読ん
で切る）はずですわ。 （笑い絵）

（11）カフェオレのカップはすでに冷え切っていた
（＊冷えて切る）。 （八月の降霊会）

　但し、（9）と（10）－（11）の間には質的な違いが存
在し、（9）の場合、要素は「V1＋切る」の意味解釈
に全く役に立たないのに対し、（10）－（11）の「V1＋
切る」は V1の意味のみで文の解釈が可能である。「V1

＋切る」において、（9）のようなまったく解釈ができ
ない例の異なり語数はわずか（本調査では 222語のう
ち 8語のみ）xvであり、殆どは後者のような意味関係を
もつ。

　4.3　b: 要素間の自他性にずれがみられる

　次の（12）－（13）のように複合動詞は前項・後項要
素の自他性が一致するのが一般的であるという事実
は従来の研究ですでに検証されている（影山（1993）
（2013）、姫野（2001）など）。

（12）他 +他：叩き壊す（＊叩き壊れる）、
　　　　　　考え直す（＊考え直る）
（13）自 +自：浮き上がる（＊浮き上げる）、
　　　　　　晴れ渡る（＊晴れ渡す）

　これは、2つの要素の結合によって一語をなす複合
動詞は一つの事柄を表さなければならないが、前・後
項要素の自他性が一致しないと各要素が異なる視点か
ら事柄を表すため、一つの事柄を表すことが出来ない
ためであろう。つまり、前・後項要素の自他性が一致
すると、V1、V2ともに同じ補語や主語と組み合わさ
る確率が高くなる。同じく「V1＋切る」の場合でも、 
次の（14）－（15）のように「他動詞 V1＋切る」があり、
異なり語数の割合は 64％に至る。

（14）「（Nを）登り切る」⇒【Nを登る】/【Nを切る】
　：登山口に当たる急な石段を登り切ると巨大な
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屋根を構えた根本中堂の広い境内にでた。
（広重殺人事件） 

（15）「（Nを）掴み切る」⇒【Nを掴む】/【Nを切る】
　：「授業が集中しないのは、指導の方法よりも
子どもの心をつかみきっていないでしょ。」

（子育て・教育を宗谷に学ぶ）

　しかし、この数値は決して高い数値とは言えない。
むしろ、「V1＋切る」の場合、（16）－（18）のように「自
動詞 V1+切る」の割合は 36％もあり、その延べ語数
も多い。

（16）「（Nを）乗り切る」⇒【Nに乗る】/【Nを切る】
　：靴用ミシンをズボン縫製向けに変え、苦境を
乗り切った。 （AERA（アエラ）2001年 4月号）

（17）「澄み切る」⇒【Nが澄んでいる】/【Nを切る】
　：九月の空は澄み切っていて特に月が美しく感
じられる月である。

（365日 ｢今日は何の日か？｣ 事典） 
（18）「冷え切る」⇒【Nが冷える】/【Nを切る】
　：カフェオレのカップはすでに冷え切ってい
た。 （八月の降霊会） 

　但し、（16）の「乗り切る」の場合、「V1＋切る」
は他動詞であるが、他方で（17）－（18）の場合、「V1

＋切る」は自動詞であり、前者と後者の間には何らか
の意味的な違いが存在する（（16）の「乗り切る」は
要素からは文が解釈出来ないが、（17）－（18）の場合
はV1の意味のみで、ある程度文の解釈が可能である）。
本調査の「自動詞 V1＋切る」の 79語のうち、他動
詞である「V1＋切る」は「乗り切る」のみで、残り
のすべては自動詞であった。

　4.4　c: 要素（V1）と複合動詞との共起する
　　    名詞・副詞が異なる

　要素の意味が分かっていても、複合動詞の意味が解

釈できない原因の一つは、複合動詞と共起する名詞・
副詞（副詞相当句）と、要素が共起する名詞・副詞と
が異なっているからである。例えば、次の（19）－（20）
の「押し切る」「断ち切る」では、共起する名詞に一
定の語彙的意味の偏りがみられる（（19）－（20）の［］
内は執筆者による置き換えが可能な名詞の例である）。

（19）父の反対［抵抗 /意見…］を押し切って米国
人と結婚して家を出た罪の意識が急激に強まり、
何とかこの機会に償いたいという気持ちがつのっ
た。 （医師・登山家今井通子）

（20）後席の石川に声をかけられ、井上は回想［愛
/関係 /絆 /戦線 /悪習…］を断ち切った。

（原子力空母 ｢信濃｣ ファントム無頼列伝）

　（19）「押しきる」の場合、V1・V2いずれも［意見］
の意味範疇にある事名詞とは共起しない。それに比べ、
（20）の「断ち切る」の「断つ」は「断ち切る」と共
起する名詞と全く共起ができないわけではない。しか
し、「断つ」と共起する物名詞（［鎖］）などとは「断
ち切る」が共起できないことから、V1の意味からは
「V1＋切る」の意味が判断できない。
　また、次の（21）－（22）のように、各要素とはその
意味上、あまり共起しない時間性とのかかわりがある
副詞・副詞相当句（（21）?早々に打つ／切る、（22）?9

月 10日踏む／切る）と共起する例がある。共起する
副詞の変化からも要素との意味の違いがうかがわれる
（（21）－（22）の［］内は執筆者による置き換えが可能
な副詞の例である）。

（21）　おつなはおはんの顔色を窺って、早々に［急
いで／速やかに］稽古を打ち切った。

（八丁堀・お助け同心秘聞）
（22）　千九百三十九年九月三日イギリスが対独宣戦
を行い、一週間後の九月十日［ついに、いよいよ］
カナダも同じく対独宣戦に踏み切る。

（太平洋戦争）

複合動詞の意味における「ひとまとまり」性と「くみあわせ」性との張り合い
――複合動詞「V1＋切る」の場合を対象として――
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　4.5　d：要素と複合動詞との格体制が異なる

　複合動詞の意味から要素の意味が意識できる場合、
複合動詞とその要素は格体制及び共起する名詞のカテ
ゴリカルな意味（【物】⇒【物】）が一致する。

（23）　二人で手斧を使って魚の頭を叩き切る（［人
が頭を叩く］/［人が頭を切る］）こともできたは
ずだった。 （フライフィッシング讃歌）

　しかし、次の（24）のように、「V1＋切る」が要素
と異なる格体制である場合がある。その際、「V1＋切
る」は要素とは別の独自の意味を持っている場合が一
般的である。

（24）　同紙は敬語の廃止に踏み切る（［＊廃止を踏
む］/［＊廃止を切る］）ことにした。（心とメディア）

　（24）の「踏み切る」は、ヲ格名詞と共起しないと
いう格体制の変化のみではなく、名詞の意味も事名詞
に限られるという名詞のカテゴリカルな意味の変化も
みられる。このように要素と複合動詞との格体制及び
共起する名詞のカテゴリカルな意味が異なる場合、複
合動詞の「ひとまとまり的な」性質が強いと言える。
　なお、格体制の変化とは言えないが要素では現れな
い文要素が必要になる場合がある。次の（25）の「割
り切る」の 27例のうち 13例（48%）の文が《【人の主体】
ガ【物・事】ヲ（Nト）V》という構文構造を持つが、
これは「V1」や「切る」の構文では見られない構文
構造である。

（25）　シャンデリヤの下にいる人間は、ただのお客
なのだと【N/引用句と】割り切っている。

（演歌の虫）

　4.6　e：具体名詞と共起するより抽象名詞
　　　　  と共起する

　共起する名詞が具体名詞から抽象名詞へ変化する
と、複合動詞の意味の具体的な動作性が弱まり、要素
の意味が意識できなくなる場合がある。「振り切る」「締
め切る」は、具体名詞と共起すると、（26）（手を振り
切る）（28）（窓を締め切る）のように具体的な行為も
表すことができるが、（27）「誘惑」、（29）「受付」の
ように【抽象名詞】と共起すると、「拒絶」、「期限の
終わり」という抽象的な意味を持ち、要素の意味は複
合動詞の意味から把握しにくくなる。

（26）　兄は、強い力で、わたしの手を振り切りまし
た。 （生きることの意味）

（27）　ふたたび、かれらは、角笛の誘惑を振り切っ
て前進を開始しました。

（クレヨン王国新十二か月の旅）
（28）　窓が締め切ってあるため、空気は苦く澱んで
いる。 （七瀬ふたたび）

（29）　助成予定数量に達した時点で受付を締め切り
ますので、ご了承ください。 （広報おとふけ）

　4.7　f: 特定の形態で現れる

　「嫉妬に駆られる」の「駆られる」は受身形という
特定の形態で現れることで、新たな意味「高まった感
情に動かされる（大辞林）」という意味を持ち、動詞「駆
る」とは異なる語彙的意味・文法的機能（ニ格名詞を
とる）をもつ。複合動詞にも似たようなケースがあり、
例えば、V1が「煮える」の場合、（30）の「煮え切ら
ない」の形で現れ、「人の態度がはっきりしない」と
いう意味を表すが、「煮え切る」とは言えない。
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いて問うのは難しい問題である。「V1＋きれない」は、
「－しかねる」のように補助動詞へ「転成」した可能
性があるからである。この点に関して詳述することは
本稿の趣旨から外れるため、ここではこれ以上触れな
いこととする。

5．「V1 ＋切る」と要素との意味関係の段階性

　ここまで見てきたように、「要素の語彙的意味・文
法的性質が、複合動詞の語彙的意味・文法的性質の中
で意識できるか否か」を判断する意味・文法的な特徴
を基準に、「V1＋切る」のひとまとまり的な性質の強
弱を考えてみると、次の表 3のように示すことができ
る。
　上記の表はひとまとまり的な性質の度合いにより、
「V1＋切る」を 3つのグループ（I～ III）に分けている。
　まず、最も「くみあわせ的な」性質が強い Iグルー
プは、V1が主体動作動詞であり、《【有情物の主体】
ガ【モノ・コト】ヲ　V》という構文構造を持つ。こ

（30）　友だちはどんどん結婚しているのに彼がいつ
までも煮え切らない（cf.＊彼はいつも煮え切る）
から、うちや、彼の両親を巻き込んで、そりゃ多
少強引に結婚したわ。

（女性セブン、平成 14年 3月 7日号）

　一方、「思いきる」の場合、下記の（31）のように、
「思い切って」の形で固定し、複合動詞から「転成」
した副詞として「決心して」という意味を表す例が多
い（1,444例の中で 1,121例：78%）。

（31）　思い切って、叔父さんに相談するのが一番だ
と思います。 （明恵夢を生きる）

　以上のように、特定の形態へ固定することは意味に
も影響を及ぼす。
　なお、3.2ですでに言及した「数えきれない」「耐え
きれない」などの「V1＋きれない」形も特定の形態
で現れる場合ではあるが、ひとまとまり的な性質につ

ひとまとまり的な性質

弱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　強　

基準（4節の a～ f）

a b c d e f

Ⅰ
魚の頭を叩き切る
首を掻き切る

‐
？

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

Ⅱ

　　　　回数券を使い切る
　　　　　雨戸を締め切る
　　　　　フルマラソンを走り切る
　　　　　　　　　役者に成り切る　　　
　「できない」と（きっぱり）言い切る

○
○
○
○
○

‐
‐
○
○
‐

‐
‐
‐
‐
○

‐
○
○
○
○

‐
‐
‐
‐
○

‐
‐
‐
‐
‐

Ⅲ

　　　　　　　　　　　　　　　誘惑を振り切る
　　　　　　　　　　　　　　　受付を締め切る
　　　　　　　　　　　　　稽古を早々に打ち切る
　　　　　　　　　　　　戦争を必要悪と割り切る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦難を乗り切る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃止に踏み切る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　態度が煮え切らない　
　　　　　　　　　　　　　　　　　思い切って目標を変える

○
○
○
○
○
○
○
○

‐
‐
‐
‐
○
○
○
*

○
○
○
○
○
○
○
*

○
○
○
○
○
○
○
*

○
○
○
○
○
○
○
*

‐
‐
‐
‐
‐
‐
○
○

*：該当の項目について問えない

表 3「V1＋切る」のひとまとまり的な性質の強弱
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の際、V1には主体動作動詞の中でも切断の「方法」
を表す（「叩く」「焼く」「掻く」「断つ」）。同じ主体動
作動詞であっても、切断の「方法」を表さない「食べ
切る」「待ちきる」などはⅠグループにはならない。
　また、これらの「V1＋切る」の間でも、要素の意
味関係は（叩き切る（叩いて切る））のように時間の
順序 /原因―結果から、（「掻き切る」（掻くように切
る））のような様態まで、さまざまな意味のバリエー
ションが見られる。このようなⅠグループは意味の制
限が見られるだけではなく、異なり語数も延べ語数も
少ない。
　次の IIグループの「V1＋切る」の構文構造は、V1

の構文構造をそのまま受け継いでいる場合が多い。頻
度面においては「V1＋切る」の異なり語数の 90％以
上を占めているが、各動詞別の延べ語数は動詞ごとに
大きく差があり、本稿では考察対象から外されている
1例しかない「V1＋切る」の意味はすべて IIグルー
プに分類されるものであった。
　IIグループの場合、V2の「―切る」は直接語彙的
意味・文法的性質（格体制）には関わっていない。そ
のため、Iグループに比べ、 V1の意味的な制限がかな
り緩い。但し、すべての動詞と「―切る」が「V1＋
切る」を成すわけでもない。IIグループの他動詞 V1

は、主体動作動詞や人の心理的活動動詞が多く、自動
詞 V1は人・ものの無意志変化動詞が多いというある
程度の意味的な制限があると考えられる。
　最後の IIIグループはひとまとまり的な性質が最も
強い「V1＋切る」のグループである。IIIグループの「V1

＋切る」は、V1が主体動作動詞、主体動作・客体変
化動詞（もようがえ動詞）のごく一部であり、異なり
語数はかなり限定されているものの、延べ語数では
「V1＋切る」の半数以上を占める。この IIIグループは、

V1の語彙的な意味によって、Iグループに近いグルー
プ（「断ち切る」「打ち切る」）と IIグループに近いグ
ループ（「締め切る」「乗り切る」）、さらにいずれにも
属さないグループ（「思い切って」「踏み切る」/「割り
切る」）に分けることができる。

6．おわりに

　複合語の意味について、本稿では「日本語の複合動
詞の意味に「くみあわせ的な」性質と「ひとまとまり
的な」性質が共存する」という前提に基づいて考察を
行った。具体的に「V1＋切る」を対象に、両性質が
いかなる条件により、意味の連続線上で張り合い関係
を成しているかについて考察した。
　具体的な考察の手順と考察結果は次のようであっ
た。
　まず、コーパス資料から「V1＋切る」の使用状況を
把握し、V1のカテゴリカルな意味ごとの頻度の偏り
を確認した。次に「要素が複合動詞の意味から意識で
きない」場合の 6つの構文的特徴を基準として想定し、
採集した「V1＋切る」のひとまとまり的な性質の様相
を考察した。その結果、様々な「V1＋切る」の意味は、
「V1＋切る」の構文構造と V1のカテゴリカルな意味
が連動し、ひとまとまり的な意味の強弱において一定
の段階性を成していることが明らかになった。

　本稿では、「V1＋切る」の「ひとまとまり的な」性
質に段階性のある理由や、一部の「V1＋切る」に限っ
て「ひとまとまり的」な性質が強い理由については究
明できなかった。しかし、本稿の目的は、その理由の
解明よりも従来の「要素の意味から単語の意味を把握
する」という「要素・形態素主義」研究から脱し、複
合動詞を一つの単語、つまり既成語として見なした上
で、その意味を探ろうとする「単語中心主義」に基づ
いて意味のあり方を考察することにある。そしてこの
ことは、「V1＋切る」のほかにも、他の多義的な複合
動詞（「V1＋こむ」「V1＋あがる」「V1＋出す」など）
の意味についてもひとまとまり的な性質の度合いによ
る連続性を見いだせることができると考えている。今
後は、他の複合動詞についても分析を行い、単語中心
主義に基づいた複合動詞研究の可能性を探りたい。そ
のためにはより積極的に「ひとまとまり的」な性質を
視野に入れて考察する必要であろう。他の複合動詞に
関する詳細な検討は別稿に譲る。
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注
 i 複合動詞に関しては長崎（1976），山本（1983），姫野（1999），影山（1993）等が代表的な論考としてあ

げられる。斎藤（2004）では，このような複合語／複合動詞の意味と要素の関わりに対する考え方に対し
て「一般の常識」と呼び，「a＋ b＝ ab」と図式化している。

 ii 影山（1993）では，形成部門によって複合動詞を 2つに分けている。語彙的複合動詞は語彙部門、統語的
複合動詞は統語部門から形成された複合動詞である。

 iii 姫野（1999）の「V1＋切る」に関する考察は、姫野（1980）「複合動詞『～きる』と『～ぬく』、『～とお
す』」『日本語学校論集』7東京外国語大学の内容を一部修正・加筆したものであるため、事実上発表年度
が最も古い論文である。

複合動詞の意味における「ひとまとまり」性と「くみあわせ」性との張り合い
――複合動詞「V1＋切る」の場合を対象として――
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 iv 杉村（2008）は，V1を除外した際に文が非文になるか否かを一次分類基準としているが，その結果は姫
野の分類と大きな違いはない。

 v 本調査では以下の手順で用例を採集した。
1)中納言の「短単位検索」では意味が単純語化した複合動詞（本稿でいう「ひとまとまり的」な性質が強
い複合動詞）は検索に漏れが生じるおそれがあるため、「文字列検索」を利用し，「－切る」の形態の動
詞を検索する。

　　　検索条件：［いきぎしじちぢにみひびぴり］［き切］［らりるれろっ］
　　　　　　　　［えけげせぜてでねめへべぺれ］［き切］［らりるれろっ］
 vi 「サ変動詞＋切る」（「安心しきる」等）や、安定した用例かどうかに疑問の余地がある一例しかない「V1+
切る」（「防ぎ切る」「掻き切る」「歪み切る」等）は，今回の調査の対象から除外している。

 vii 「中納言」で検索した結果，他の「V1＋切る」は「動詞 -非自立可能」にタグ付がされていたのに対し，
これらの動詞の「品詞」タグは「動詞一般」（＝単純語扱い：筆者注）にタグ付けがされている。

 viii 本稿でいうカテゴリカルな意味は，早津（2009）の以下のような規定に従っているものである。
「カテゴリカルな意味とは，単語の語彙的な意味のうち，その単語のある文法的な性質（形態論的な性質
と構文論的な性質）を規定するものとしてとりだすことのできる側面である。」（早津 2009，p. 6）
本稿では，具体的に動詞の語彙的な意味とその動詞と共起する主体の性質，補語もしくは対象語に対する
動詞の働きを考慮し，各動詞のカテゴリカルな意味を判断している。

 ix 本稿の V1のカテゴリカルな意味の分類は言語学研究会編（1983）の動詞分類を一部参考にして作成して
いる。

 x 今回の調査では自動詞 V1の中では「耐えきれない（延べ 212例中 212例）」「死にきれない（延べ 41例
中 38例）」「流行りきれない（延べ 7例中 7例）」「止まり切れない（延べ 3例中 3例）」「応じきれない（延
べ 16例中 16例）」など，わずか 5語が「－きれない」形で現れた。

 xi 「自動詞 V1＋切れない」が少ない理由については，現段階では仮説にすぎないが，「―切れない」の職能
／能と（意志のある動作を無意志化する）と関わっていると考えている。つまり，「自動詞 V1＋切る」
には無意志自動詞 V1が多いため，「―きれない」が出現しないと考えられる。

 xii 本稿では工藤（1995）に従い「非内的限界動詞」を定義している。工藤（1995）では動詞を，動詞の語彙
的意味の中から，＜運動が必然的に尽きる内的時間的限界＞という示差的意味特徴を取り出しながら，こ
の限界の有無により，「内的限界動詞」「非内的限界動詞」に二分している（工藤 1995，p. 57-58）

 xiii 「澄み切る」の場合，延べ 159例中 150例が「澄み切ったＮ」「澄み切っている /た」の形で現れた。残り
の 9例も「澄み切って，S」の形で現れた。

 xiv 「無意味形態素」は宮島（1973）の用語である。宮島（1973）は、「それ自身では積極的な意味をもってお
らず、常にほかの特定の（有意味的な）成分と結びついて現れる成分と定義し、「ビー玉」「あわてふため
く」「昆虫」などの「ビー」「ふためく」「昆」を「無意味形態素」と呼んでいる。

 xv 「思い―」「言い―」「乗り―」「踏み―」「割り―」「断ち―」「打ち―」「振り―」「締め―」など
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