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第二章 自他認定 
 

 

2.1 はじめに 

動詞の自他の認定について山田（1936：244-245）は「動詞の自他の研究と

いふのは．．．（中略）．．．文法上殆ど一の規律も立てられず、又何等の必要もな

き事の如くに見ゆるに至れり。」と指摘している。氏が自他の認定を否定した

のは主として、次のような三つの理由からである。 

 

① 語彙・形態的に自他が必ずしも一定の規則を伴って対応しないこと。 

② 助詞の「ヲ」が必ずしも他動詞を定義する標準とはなり得ないこと。 

③ 日本語では、いわゆる自動詞でも受身になること。 

 

山田（1936）は、動詞の自他に関する区別基準をヲ格の有無に求めることを

批判し、（1）のような例で、ヲ格を取ることが必ずしも他動詞の定義になると

は言えないことを指摘している。それに、「病む」「泣く」のような自動詞でも

受身になるという（2）の例を用い、西洋文法的な自他概念1に対して、反論を

行っている。（下線筆者） 

 

（1）ａ．「余は本日朝鮮を退きたり」 

     ｂ．「夕立や家をめぐりて鶩なく」 

（2）ａ．「夫、妻に病まる。（夫が妻に病気になられた）」 

  ｂ．「母、子に泣かる。（母が子供に泣かれる）」 

 

山田が動詞の自他に関しては、消極的だったのに比べ、積極的に考察の対象

として取り上げた代表的な説は松下（1923）、佐久間（1936）、三上（1953）、

奥津（1967）、寺村（1982）などである。本章はこれらの学者が提出した日本

                                                 
1 英語などの自他の区別は、目的語の有無、受身を作れるか否かに基づいている。 
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語の自動詞と他動詞の分類の基準に関する分析を研究の目標とする。また、山

田（1922）は、動詞の自他は動詞の意味にかかわるだけであって、文法上重要

ではない、とも指摘している。興味深いのは、ここの「動詞の意味にかかわる」

の「かかわる」というのは、どういうかかわりであるか、ということである。

本章では、「動詞の意味にかかわる」ということを明らかにするために、語彙

意味論にもとづき、影山（1996、2000、2001）の動詞の分類をも紹介しつつ、

動詞の自他認定について分析する。 

本章は、山田の否定論の紹介から始め、2.2 では、ヲ格を要求する基準に関

する松下（1923、1928）、移動格を重視した奥津（1967）の研究を紹介する。

2.3 では、受身になるか否かという三上（1953）の観点を紹介し、2.4 では動詞

の形態上、静態論の代表的な学者、佐久間（1936）と、動態論の代表的な奥津

（1967）の分類を説明する。2.5 では、意味上の基準で影山の研究を分析する。

最後に、2.6 では従来の文献を比較、分析し、本稿の結論を述べる。 

 

2.2 ヲ格を要求する基準 

2.2.1 松下大三郎（1923、1928） 

ヲ格の有無で自･他動詞を弁別する代表的な学者は松下（1923）である。松

下（1923）はヲ格を伴う動詞を、全て他動詞とし、伴わないものを全て自動詞

としている。また、他動詞を「実質的他動」と「形式的他動」に分け、前者は

従来の他動詞で、後者は 

 

「進行的形式他動」（「空を吹く」「道を行く」など） 

「出発的形式他動」（「国を去る」「親を離れる」など） 

「時間的形式他動」（「今日を遊ぶ」「一年を待つ」など） 

「後件的形式他動」（「行きや別れむ、恋しきものを」など） 

 

に分けられる、としている。その点で、松下（1923）は統語的な自他論の代表

的なものと言える。 
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さらに、松下（1928）は他動性の動詞を四つに分けている。 

 

(3)ａ．手紙を書く  穴を掘る  （生産） 

 ｂ．子を持つ   憂を含む  （保有） 

 ｃ．山を登る   橋を渡る  （使用） 

 ｄ．考えを書く  米を炊く  （処置） 

 

（3ｃ）の「使用」とは上に述べてきた「形式的他動」のことである。結果か

ら見れば、自動詞と他動詞の区別がはっきりしているが、そうすると、「道を

行く」の「行く」は「進行的形式他動」という他動詞になり、その点が奥津（1967）

の説2と大きく異なることになる。野村（1982：140）は、その点を除き、自他

同形動詞から見れば分かるように、日本語の動詞はヲ格を取るのは他動詞、取

らないのは自動詞と見なされてよいと指摘している3。 

 

2.2.2 奥津敬一郎（1967） 

自他の定義について、このような大きな差があるにもかかわらず、現在もヲ

格の有無によって動詞の自他を弁別しようとする傾向が根強い（野村 1982：

141）。したがって、通過点や出発点を表すヲ格が重視され、この種のヲ格は、

例外的に自動詞と共起するものと認められることになる。奥津（1967）は、こ

の種のヲ格を移動格とし、他動詞のヲ格を目的格として、両者はカテゴリーの

異なることを示している。つまり、ヲ格を、「目的格」を示すものと「移動格」

を示すものとに区別し、次の例を挙げる。 

 

（4）ａ．「弁慶は安宅の関を通った。」（移動格） 

    ｂ．「富樫は弁慶を通した。」（目的格） 

                                                 
2 松下のいわゆる「使用」の他動性動詞は「移動」の概念を含む故、今は普通、自動詞として

扱われている。 
3 この点を捕えて、金谷（2002：211）はいまだに学校文法や日本文法は松下の説の影響下に

あると言う。 
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2.3 受身化の基準 

受身の成否によって動詞の自他性を判断する代表は三上（1953）の方法であ

る。三上（1953：100）は山田（1936）の自他分別無用論に対して次の疑問を

提出している。 

 

「一、自動詞にも成立つ受身は他動詞に成立つ受身と同じ性質のものか否

か。二、その種の受身がすべての自動詞を通じて成立つか否か。．．．（中

略）．．．結論をさきに言えば、第一、第二問とも答は「否」である。」 

 

三上（1953：103-105）は、受身を作れるか否かという観点から日本語の動

詞を「能動詞」と「所動詞」に分けている。さらに、受身を「まともな受身」

（直接受身）と「はた迷惑の受身」（間接受身）の二種に分け、直接受身に変

えられる動詞は他動詞であり、間接受身に変えられない動詞、及び所動詞は自

動詞である、とする。即ち、自動詞は所動詞と能動の自動詞を含むことになる。

三上（1953）はこれを権田直助の動詞三分法（おのずから然る、みずから然る、

ものを然る）を隔世相続したことになっていると指摘している。図で表すと（5）

のようになる。 

 

(5)  所動詞（ある、要る）        おのずから然る 

                  自動詞 

          （死ぬ、泣く）       みずから然る 

 能動詞 

          （殺す、作る） 他動詞   ものを然る 

 

寺村（1982：243）は「コーヒーを飲む」「パンを食べる」「ピアノを弾く」

「新聞を読む」のように直接受身を作る条件を備えながら、実際に受身にする

と非常に不自然になる場合もあると指摘している。 
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（6）ａ．彼は毎朝コーヒーを飲む。 

 ｂ．*毎朝コーヒーが彼に飲まれる。 

（7）日本ではブラジル産のコーヒーが一番多く飲まれている。 

 

だが、これらの動詞は「動作主不特定の受身」である（7）のように言える

ので、動詞自体が受身にならないという特質を持っていると考えることはでき

ないと思われる。直接受身を作る条件を備えながら、実際に受身にすると非常

に不自然になる理由を寺村はこう説明している。 

 

「先のような日常の動作の中でいわれるとき、「コーヒーを飲む」が全体

として、一つのまとまった行為として問題になっているので、そういう場

合に客体だけに焦点を当てて受身表現にすることが実際あり得ないとい 

うことが（102）4の不自然さの理由であろう」（寺村 1982：243） 

 

したがって、直接受身になるか否かという検証の方法は今のところ日本語の

文法を説明するのに最も有力なものであるとされる（寺村 1982：304）。 

 

2.4 形態上の基準 

動詞の形態的対応についての分析は静態論と動態論との両方から捉えられ

る。静態論というのは、多くの動詞の中から、自動詞と他動詞の対応のあるも

のを取り出し、それを併記するだけ、というものである(奥津 1967)。また、

それらの研究は主に音韻的形態に重点をおき、構文論的、意味論的な考察につ

いてはあまり言及していないものが多いようである。 

静態論的な分析に対し、動態論的な理論はすなわち、自・他の対応を「派生」

と捉える考えで、動詞の形態を捉えるものである。以下では静態論の代表の佐

久間（1936）の説と、動態論の代表の奥津（1967）の説について考察する。 

                                                 
4 ここの（102）というのは（6ｂ）の「*毎朝コーヒーが彼に飲まれる。」のことである。 
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2.4.1 静態論 

 静態論の代表の佐久間（1936：115）は山田（1936）の否定論5に対し、「と

にかく一つの見識として認められるものを示しています。だが、語法上、動詞

の自他を区別する必要がないというのには、にわかに同意しかねます。」と述

べ、自動詞と他動詞の形態的な対応関係について、次のように示している。 

 

図１：      -ilu        -osu 

 

-alu         -u        -asu 

 

-su 

  -elu          （佐久間 1936：137） 

 

この図では、矢印の方向は自動から他動への移行関係を示す。この図から見

れば、「-alu」はいつも矢印の起点に当たっており、「-asu」はいつも矢印の終

点に当たっているという現象が見られる。言い換えると、「-alu」は特に自動詞

的で、「-asu」は特に他動詞的である。それに対して、「-u」と「-elu」とは対立 

の様相を示しており、自動詞にも他動詞にもなる、つまり、相手次第でどちら

かに決まるというようなことになる。 

また、「-ilu」と「-asu」との関係は一方的であり、「-u」や「-elu」と同じよ

うに「-asu」に対して矢印を向けている。すなわち、「-ilu」と「-asu」との対

応の場合、「-ilu」は自動詞になりやすい。最後は「-su」と「-osu」の場合であ

る。上の図を見れば分かるように、「-su」と「-osu」の場合は「-asu」と同じよ

うに、図の一番右側にあるから、他動詞になりやすいようである。要するに、

この図から見れば、日本語動詞の自他は語尾から判別できないにもかかわらず、

形態的な対応のあることが分かる。 

                                                 
5 本章の 2.1 節を参照。 
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2.4.2 動態論 

佐久間のような静態論的な立場に対して、奥津（1967：62）は「自・他対応

というのは本来文法的な問題なのであり、音形にのみ目を奪われるのは本末転

倒と言わねばならない」と指摘している。したがって、奥津（1967）は「派生」

の考えで動詞の形態を捉えようとしている。奥津の説によれば、日本語の自他

形態的な派生関係は次の三通りが考えられる。 

 

Ⅰ．他動化：自動詞から他動詞への転化 

Ⅱ．自動化：他動詞から自動詞への転化 

Ⅲ．両極化：或る共通要素から自動詞及び他動詞への転化 

 

ここでは具体的な例を挙げて説明しよう。まずは「他動化」の場合である。

例えば、自動詞「乾く」と他動詞「乾かす」の形態を比べ、次のような対応に

書き換えてもよかろう。 

 

kawak-u（自動詞）→ kawak-as-u（他動詞）  （つまり、φ→as） 

 

この例から見れば、自動詞の語幹と見なされる「kawak-」に「-as-」がつい

て他動詞の語幹になっている。「-u」はただテンスを示す標識であり、「自動・

他動」の特徴も「乾く・乾かす」の意味も変えることがないのである。このよ

うに、両語の間には、自他の違い（形態素「-as-」）を除いてほかに相違点はな

い。つまり、両語の派生関係は自動詞の語幹（「kawak-」）に「-as-」という形

態素を加えることによって、他動詞が作られる、ということである。このよう

な派生関係は他動化と考えられる。以下の語もこのような派生関係に属してい

る。例えば、 

 

自動詞  →  他動詞 
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   （沸）wak-u  →   wak-as-u 

   （減）her-u   →   her-as-u 

 

などの例はすべて自動詞の語幹に「他動化辞」「-as-」をつけて他動詞を派生し

たものである。また、「他動化辞」については「-as-」のほかに、なお「-kas-」

「-os-」「-se-」などの形態素がある。これらの例を上述の図１（佐久間 1936：

137）と対照してみると、動詞の語幹末に「-s-」という音が付いた場合、その

「-s-」は他動詞のマーカーと見なしてよいかと思われる。 

 自動化は他動化のちょうど逆方向の派生である。次に自動化の例を見ていこ

う。例えば、「塞ぐ」と「塞がる」という動詞は次のような対応に書き換える

のも可能である。 

 

fusag-u（他動詞）→ fusag-ar-u（自動詞）  （つまり、φ→ar） 

 

上のように、「塞ぐ」と「塞がる」との二つの動詞は形態から見れば、「fusag-」

という共通形態素を持っていて、自動詞はただ他動詞に「-ar-」を付けたので

ある。その他に、意味特徴の変わりはないから、こういう派生関係は自動化と

いう。以下のような語もこのような派生関係に属している。例えば、 

 

他動詞  →  自動詞 

（挟）hasam- u   →    hasam-ar-u 

（刺）sas-u      →    sas-ar-u 

（繋）tsunag- u   →    tsunag-ar-u 

  

などの例はすべて他動詞の語幹に「自動化辞」「-ar-」をつけて派生したもので

ある。自動化辞のほとんどが「-ar-」という音形を取っているが、ほかには「-are-」

「-sar-」「-or-」「-ur-」などがある。また、西尾（1954）が取り上げた「上げる」

から「上がる」のような転形、つまり、いわゆる下一段動詞の語幹末の母音 e
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が脱落する場合もこのタイプに属している。 

 

age-ru （他動詞）→ ag-ar-u （自動詞） （つまり、e →φ→ ar ） 

 

最後は両極化の問題である。以下では、この問題について説明を加えよう。

動詞「移る」（utsu-r-u）と「移す」（utsu-s-u）の対応は「utsu-」という共通の

要素がある。この場合は「utsu-」の要素だけでは、自動詞とも他動詞とも言え

ない。この共通要素「utsu-」を中立動詞とし、中立動詞に「-s-」を取れば他動

詞になり、「-r-」を取れば自動詞になる。つまり、「移る」と「移す」はそれぞ

れ「utsu-」という中立動詞から派生したものである。このような派生関係は両

極化であると考えられる。 

 

移る utsu-r-u（自動詞） 

（移）utsu- 

   移す utsu-s-u（他動詞） 

 

自・他共に特徴素を持つこのタイプの動詞は、その音形変化から見て、さら

にＡ「治る－治す」、Ｂ「乗る－乗せる」、Ｃ「流れる－流す」の三種に分けら

れる。また、奥津はＤ「開く－開ける」、Ｅ「取れる－取る」というような自・

他共に特徴素を含まないものも、両極化転形を与えるのがいいと指摘している。

最後に、Ｆ「増す－増す」という自・他全く同形のものは、いかに分析しても

自動化辞または他動化辞は見出せないから、両極化転形を立てるのが最も適当

であろうと指摘している。 

「他動化・自動化・両極化の接辞」により、注目すべきところがある。それ

は「移る‐移す」のように、動詞の無変化部分 utsu の語尾が母音であるもの

は、必ず両極化転形をなしているということである。Ａ「治る（nao-ru）－治

す（nao-su）」、Ｂ「乗る（no-ru）－乗せる（no-seru）」、Ｃ「流れる（naga-reru）

－流す（naga-su）」など、みんなそうである。だが、Ｄ「開く（ak-u）－開け
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る（ak-eru）」、Ｅ「取れる（tor-eru）－取る（tor-u）」、Ｆ「増す（mas-u）－増

す（mas-u）」はそうではないため、逆は真ならずである。それに反して、自動

化転形、他動化転形では、動詞の無変化部分はみな子音で終わっている。これ

は、一種の規則性ではないであろうか。ここでは紙幅のために本稿では問題提

起をするにとどめておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１：他動化・自動化・両極化の整理 
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 例 主な接辞 他の接辞 他の動詞例 

他動化 
乾く → 乾かす 

kawak-u → kawak-as-u
-as- 

-se- 

-os- 

-s- 

-kas- 

似る  → 似せる 

及ぶ  → 及ぼす 

 消える → 消す 

寝る  → 寝かす 

①  挟む → 挟まる 

hasam-u → hasam-ar-u
自動化 

② 上げる → 上がる 

age-ru → ag-ar-u 

-ar- 

-are- 

-sar- 

-or- 

分ける → 分かれる

負ぶう → 負ぶさる

埋める → 埋もれる

Ａ   治る － 治す 

nao-r-u － nao-s-u 
-r- / -s-  

残る  － 残す 

回る  － 回す 

Ｂ   乗る － 乗せる 

  no-r-u － no-se-ru 
-r- / -se-  寄る  － 寄せる 

Ｃ  流れる－ 流す 

 naga-re-ru － naga-s-u 
-re- / -s-  

 汚れる － 汚す 

 乱れる － 乱す 

Ｄ    開く－ 開ける 

ak-φ-u － ak-e-ru 
-φ- / -e-  

立つ  － 立てる 

並ぶ  － 並べる 

Ｅ  取れる－ 取る 

 tor-e-ru － tor-φ-u 
-e- / -φ-  

 割れる － 割る 

 折れる － 折る 

両極化 

Ｆ    増す－ 増す 

  mas-φ-u － mas-φ-u
-φ- / -φ-   ひらく － ひらく 

（奥津 1967 をもとにした本稿の整理） 

 

 

 

 

2.5 意味上の基準 
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影山（1996）は Vendler（1967）の動詞四分類6を生成文法の語彙概念構造の

考え方に沿って、述語動詞の意味内容を論考し、一般化している。影山は上述

の四種類の構造を自他動詞の分類に当てはめて、（8）のように、状態動詞・到

達動詞を非対格動詞とし、“ACT＂の活動動詞を非能格動詞とし、“ACT ON”

の活動動詞を働きかけ他動詞とし、達成動詞を状態変化他動詞としている（影

山 1997：7）。 

 

（8）               状態動詞（ある、できる、など） 

非対格動詞 

自動詞          到達動詞（つく、壊れる、など） 

非能格動詞 ：活動動詞(ACT)（歩く、笑う、など） 

 

働きかけ動詞：活動動詞(ACT ON)（蹴る、押す、など） 

他動詞 

状態変化動詞：達成動詞（曲げる、壊す、など） 

 

即ち、自動詞は❶非能格動詞と❷非対格動詞に、他動詞は❸働きかけ他動詞

と❹状態変化他動詞に分けられている。それぞれの対応する語彙概念構造は

(9)のようになっている。 

 

(9)影山の語彙概念構造： 

行為       （使役） →    変化・移動 → 状態・位置 

                                                 
6 Vendler（1967）は、動詞を状態動詞、到達動詞、活動動詞、達成動詞という四種類に分け

ている。（Vendler の説は長谷川（1999：160）による。） 
①状態動詞(state)：時間的な制限に縛られない恒常的な状態を意味する。（know, have,など） 
②到達動詞(achievement)：何らかの目標(状態)に至るという行為の終了点を重点的に動詞

である。(recognize, spot, など) 

③活動動詞(activity)：意図的に開始したり終了したりできる行為を表し、進行形をつける

と、その活動が目下、継続中であることを意味する。(run, walk, など ) 

④達成動詞(accomplishment)：何らかの活動の結果、最終的な目標（状態）に至ることを意

味する。（paint a picture, make a chair,など） 
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【x ACT (ON-y)】 CAUSE 【(y) BECOME / MOVE 【y BE AT-z】】 

←❶→ 

 （行く） 

←―――――――❷―――――――→ 

 （水がこぼれる） 

←――❸――→ 

 （押す） 

←―――――――――――――❹―――――――――――――→ 

  （水をこぼす） 

 

さらに、影山（1996）は他動詞を基本として、そこから自動詞が派生される

と考えられる場合を取り上げている。影山（1996：183）は他動詞から自動詞

への転化という「自動詞化」にかかわる接尾辞を抽出し、-e-と-ar-に大別する

ことができると指摘している。 

 

（10）他動詞＋-e- → 自動詞  

割る→割れる、抜く→抜ける、砕く→砕ける、折る→折れる、ほどく→

ほどける、切る→切れる、取る→取れる、織る→織れる、破る→破れる、

崩す→崩れる、離す→離れる7、煮る→煮える、もぐ→もげる 

他動詞＋-ar- → 自動詞  

植える→植わる、集める→集まる、詰める→詰まる、まぜる→まざる、

いためる→いたまる、掛ける→掛かる、ふさぐ→ふさがる、つなぐ→つ

ながる、儲ける→儲かる、決める→決まる、助ける→助かる、（値段を）

まける→まかる、薄める→薄まる 

 

                                                 
7 影山（1996）が挙げている「崩す→崩れる」、「離す→離れる」は「他動詞＋-e-→自動詞」で

はないと思われる。 
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影山は、-e-は英語の能格動詞8（ergative verb）と同じように、使役主と変化

対象を同定することで、-e-を反使役化9（anti-causativization）を実行する形態

素であると指摘し、-e-自動詞を反使役化動詞としている。-ar-は、脱使役化10（de- 

causativization）という操作により、「使役主を変化対象と別のものとして置い

たまま、統語的には表出しない」という外項抑制の働きを持つと指摘し、-ar-

自動詞を脱使役化動詞としている（影山 1996：184）。一言で言えば、主語名

詞が自発性11を持てば、反使役化とし、持たなければ、脱使役化とされている。

また、反使役化動詞、脱使役化動詞の語彙概念構造は（11）のように表されて

いる（影山 2000：35，41）。 

 

（11）反使役化の語彙概念構造：  

【x ACT ON y】CAUSE【(y) BECOME【y BE AT-z】】（糸を切る） 

→【x CAUSE【(y) BECOME / MOVE【y BE AT-z】】】(糸が切れる) 

（x＝y） 

 

 脱使役化の語彙概念構造：  

  【x ACT ON y】CAUSE【(y) BECOME【y BE AT-z】】（木を植える） 

→【x CAUSE【(y) BECOME / MOVE【y BE AT-z】】】（木が植わる） 

（x→φ） 

 

ここで注意しなければならないのは、語彙概念構造における反使役化と脱使

                                                 
8 能格動詞は、「open」「break」など、内項が主語にも目的語にもなる自他両様の機能を有する

動詞である。 
9 反使役化というのは、行為者（ｘ）を変化対象（ｙ）と同定することであり、これによって、

「あたかも変化対象（ｙ）が自ら変化する」という意味が表される。簡単にいえば、使役者と

被使役者を同一視することである。 

例：「He spilled milk.」→「Milk spilled.」 

   「彼はミルクをこぼした。」→「ミルクがこぼれた。」 
10 脱使役化というのは、意味構造に存在する行為者を統語構造には表さないということであ

る。一言でいえば、使役者を抑制することである。 
例：「彼は庭に梅の木を植えた。」→「庭に梅の木が植わった。」 

11 影山（1996）では「内在的コントロール」と呼んでいる。 
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役化は、ある程度、特定の接尾辞と相関するが、全体としては完全な一致はな

い、ということである。例えば、「折れる」が-e-自動詞であり、「木が折れる」

は反使役化と見なされるものの、（12ｂ）のように、主語名詞「鶴」は「折れ

る」という自発性を持たないから、-e-自動詞にもかかわらず、反使役化では

なく、脱使役化の働きをしていることになる12。 

 

（12）ａ．木を折った。→ 木が折れた。（反使役化） 

ｂ．（折り紙で）子供が鶴を折った。 

ｃ．ようやく鶴が折れた。（脱使役化） 

（影山 2000：36） 

 

もともと自動詞である「非能格動詞」と「非対格動詞」、他動詞から自動詞

への派生の「反使役化動詞」と「脱使役化動詞」を加えると、自動詞は四つの

タイプに分けられることになる。 

 

表２：影山の自動詞分類 

自動詞の分類 定義 動詞例 

非能格動詞 常に自力で活動を行う。 

夫が働く 

子供が遊ぶ 

犬が眠る 

非対格動詞 

対象物の性質とは関係なく、自然発

生的に起こる出来事、あるいは自然に

存在する状態。 

事故が起こる 

ニキビができる 

雨が漏る 

                                                 
12 「木を折る」の「折る」は破壊動詞だが、「鶴を折る」の「折る」は作成動詞だから、この

ような違いが出てくる（鶴を折った結果、鶴という作品ができるが、枝を折った結果は作品が

ない）。同じ「折る」だが、このような語彙的な違いは、語彙概念構造に反映されている。 
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反使役化動詞

（-e-自動詞）
他力または自力によって変化する。

糸が切れる 

紙が破れる 

枝が折れる 

脱使役化動詞

（-ar-自動詞）

他力の存在を陰に隠し、対象の変化

のみを表す。 

木が植わる 

命が助かる 

大金が儲かる 

鶴が折れる 

 

他動詞から自動詞への転換について、影山（1996）はこう述べている。 

 

「従来の研究では、-e-と-ar-は共に他動詞から自動詞を作る自動詞化接辞

として形態的に位置付けられるだけであったが、意味を考察すると、両者

の働きが大幅に異なることが明らかになる。」（p.183） 

 

影山は他動詞から自動詞への自動化を反使役の-e-自動詞と脱使役の-ar-自動

詞に分けている。一見、奥津（1967）の自動化の下位分類と似ているように見

えるが、実はそうではないようである。次の引用を見てみよう13。（下線筆者） 

 

「伝統的な日本語研究では、接尾辞の形によって３種類の派生が区別され

ている（奥津 1967、井上 1976、寺村 1982、西尾 1988）。 

（13）ａ．他動化：乾く kawak- → 乾かす kawak-as-、落ちる oti-

→ 落とす ot-os、傾く katamuku- → 傾ける katamuk-e 

ｂ．自動化：挟む hasam- → 挟まる hasam-ar-、 上げる age-  

→上がる ag-ar-、 折る or- → 折れる or-e 

                                                 
13 「（前略）．．．他動詞から自動詞への〈自動化〉、自動詞から他動詞への〈他動化〉、そして

共通の語幹から自動詞・他動詞への〈両極化〉という３種類の接辞派生である（奥津 1967、
井上 1976、寺村 1982、西尾 1988、野田 1991、森田 1994 など）。自動化：挟む hasam-→挟ま

る hasam-ar-、割る war-→割れる war-re-．．．（後略）」影山（1996：179）にもこのように指摘さ

れている。                  
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ｃ．両極化：倒 tao- → 倒れる tao-re-、倒す tao-s- 

ただし、これはあくまで接尾辞の形による分類であるから、意味を重視

した分析とは必ずしも一致しないことがある。」（影山 2001：18） 

 

ここの「折る→折れる」の転形は奥津（1967）によると、自動化転形ではな

く、両極化転形なのである14。（10）で説明した影山（1996：183）の指摘する

「自動詞化」にかかわる「-e-」自動詞の動詞例「割れる、抜ける、折れる、切

れる」と「崩れる、離れる」はそれぞれ奥津（1967）の両極化のＥグループ（取

る―取れる、売る―売れる、割る―割れる、折る―折れる、など）とＣグルー

プ（流す―流れる、乱す―乱れる、汚す―汚れる、こぼす―こぼれる、など）

15に属していると思われる。 

 

（10）他動詞＋-e- → 自動詞 

 割る→割れる、抜く→抜ける、砕く→砕ける、折る→折れる、ほど

く→ほどける、切る→切れる、取る→取れる、織る→織れる、破る

→破れる、煮る→煮える、もぐ→もげる  →両極化Ｅグループ 

――――――――――――――――――――――――――――― 

崩す→崩れる、離す→離れる       →両極化Ｃグループ 

                          

奥津（1967）は両極化の典型「治る、治す」という例をこう説明している。 

 

「医者が他動的になおす場合もあろうが、放っておいても自然になおる場

合もあるだろう。」（p.68） 

 

つまり、人間が風邪のような病気になったら、医者に診てもらわなくても、自

分で回復する能力がある。これは「他力または自力によって変化する」という

                                                 
14 即ち、両極化のＥグループ。 
15 本章の 2.4.2 節、表１を参照。 
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反使役化の定義と同じであろう。この「回復する能力」とは、影山の「内在的

コントロール」に当たると思われる。したがって、-e-自動詞のような反使役化

動詞は両極化と見なしてよいと思われる。 

 

表 3： 

奥津の自他転形 影山の自他転換 

他動化 他動化 

自動化 -ar-自動化（脱使役化） 

両極化 -e-自動化（反使役化） 

 

2.6 おわりに                  

山田（1936）によって出された自他の認定を否定する三つの理由をめぐって、

多くの学者がそれぞれ自分なりの意見を提出している。松下（1922）は「使用」

という「形式的他動」とし、奥津（1967）は「ヲ格」を「目的格」を示すもの

と、「移動格」を示すものと分けている。三上（1953）の直接受身になるか否

かでの検証方法も自他認定をはっきりさせてきた。だが、これらの認定方法で

説明できない表現も少なくないとしばしば指摘されている。 

以上検討してきたように、自他認定に関し、さまざまな観点から研究成果が

発表されているが、次に示すような問題点もあると思われる。 

第一、（14）で表したように、「口をあく」、「席を変わる」、「仕事を終わる」

など、ヲ格が「移動格」ではなく、「目的格」でもないような従来の自動詞文

（あるいは、自動詞もどきの文）の存在は確かなことである。このような表現

はどのように成立つか、また、どういう意味的要因を持っているのか。 

 

（14）ａ．与太郎は口をあいて寝ている。 

ｂ．一郎は勝手に座席を変わるので、先生によくしかられる。 

ｃ．山田君は仕事を終わって家に帰った。 

（須賀 1981：123-124） 
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第二、直接受身になるのは他動詞であると思われるが、(15)のような直接受

身になれない他動詞文は少なくない。それに、「渦〔を/が〕巻く」、「泥〔を/

が〕はねる」のような自他同形動詞の他動詞文も受身にならない。受身になら

ない自他同形動詞はどういう意味特徴を持っているのか。 

 

（15）彼らは空襲で家財道具をみんな焼いてしまった。 

 → *彼らに空襲で家財道具がみんな焼かれてしまった。 

（16）ａ．渦を巻く → *渦が巻かれる。 

ｂ．泥をはねる → *泥がはねられる。 

                             

以上の二つの問題点をめぐり、第三、第四章で、自他同形動詞、及びヲ格を

取る有対動詞を考察し、論証していきたい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


