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第三章 自他同形動詞 
 

 

3.1 はじめに 

自他同形動詞というのは、自動詞と他動詞が同形で、自動詞にも他動詞にも

用いられる動詞のことである（奥津 1967、島田 1979、野田 1991、森田 1994

など）。日本語の自他対応は普通何らかの接尾辞によって区別される。これに

関して、自他対応の型を明らかするという研究は盛んに議論されている（佐久

間 1936、西尾 1954、奥津 1967、島田 1979、寺村 1982、野田 1991 など）。だ

が、自動詞形と他動詞形とが同形のものは例外的な存在とされ、あまり考察の

対象として取り上げられてこなかった。ゆえに、「自他同形動詞」表現を包括

的に捉え、統一的な説明を与えている研究はほとんどないと言ってよい。本章

では森田（1994）、影山（2002a）の取り出した例で、自他同形動詞を分類し、

意味的側面と統語的側面から、自動詞文と他動詞文の意味構造を分析、一般化

する。 

本章は、3.2 で従来の先行研究の紹介と検討からはじめ、3.3 では自他交替の

観点から自他同形動詞の対応関係を論じる。3.4 では、英語と日本語の非対格

他動詞という概念を説明する。3.5 では、自他同形動詞の意味特徴を観察し、

さらに、分類していきたい。 後に、3.6 ではその他の自他同形動詞を検討す

る。 

    

3.2 先行研究と問題点 

3.2.1 奥津敬一郎（1967） 

（1）           mas-φ-u（他動詞）「車が速度を増す」 

 

（増）mas- 

 

       mas-φ-u（自動詞） 「速度が増す」 
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奥津（1967：72）は「ひらく」「閉じる」「増す」など自・他対応が全く同形

の動詞を「両極化転形1」として扱っている。さらに、「風が吹く」は自動詞文、

「笛を吹く」は他動詞文とされるが、「*風を吹く」「*笛が吹く」のような転形

ができないから、奥津（1967）の定義2によれば、「吹く」は自・他の対応があ

るものとは認められないにもかかわらず、「吹く」のような動詞も自他同形と

されている。氏はこの点についてこのように指摘している。 

 

「（前略）．．．とにかく自・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 も適当で

あろう。」（p.72） 

 

このように、奥津（1967）は自他同形動詞を「両極化転形」と見なしている。

このように、自他同形動詞は「ひらく」のような自他対応するものと「吹く」

のような自他対応しないものに分けることができる。 

 

3.2.2 森田良行（1994） 

森田（1994：168）も自他同形動詞を、次に述べるような自他が意義素を共

通にするもの(2)と、意義素を異にするもの(3)、の二種に分け、特に、(2)の

中でも、主語・目的語に同じ名詞の立つ例は、自他の表現価に差がなくなって

いると指摘している。 

 

(2) 閉じる  （目が～  / 目を～  ） 

伴う   （危険が～ / 危険を～ ） 

  運ぶ   （話が～  / 話を～  ） 

                                                 
1 本論の第二章 2.4 を参照。 
2 奥津の定義とは、二つの定義があり、自動、他動という対立、及びそれに必然的に関連する

特徴の違いを除いては、全ての文法的、意味的特徴を共有する時、この二つの動詞間に自・他

の対応がある、ということである。 
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    はだける （胸が～  / 胸を～  ） 

張る   （根が～  / 根を～  ） 

開く   （つぼみが～/ つぼみを～） 

触れる  （手が～  / 手を～  ） 

巻く   （渦が～  / 渦を～  ） 

増す   （水が～  / 水を～  ） 

催す   （眠気が～ / 眠気を～ ） 

結ぶ   （実が～  / 実を～  ）3 

   

(3) 働く   （知恵が～ / 盗みを～ ） 

引く   （潮が～  / 手を～  ） 

吹く   （風が～  / 笛を～  ） 

結ぶ   （実が～  / 紐を～  ） 

持つ   （体が～  / 荷物を～ ） 

 

森田（1994）は（2）の自他同形動詞の自動詞文と他動詞文は意義素が共通

するにもかかわらず、二つの文の表現には違う点があると指摘している。「泥

〔が/を〕はねる」という例で説明すると、「泥をはねる」という他動詞文は“何

が”という動作主体（自動車）を示さなければ文意が不十分であるが、「泥が

はねる」という自動詞文は現象主体（泥）のみで十分で、自動車は想定する必

要がなく、また、想定すると表現的意味が違ってしまう。森田（1994）はこれ

を「同じ自他両用動詞でも自他で表現価が異なる」と指摘している（p.243）。 

森田はさらに、意義素が共通する(2)を他動詞文の主語の性質によって次の

二種類に分けている。すなわち、自他同形動詞は他動詞文の主語の性質によっ

て、非情物（4）と有情物（5）の二種類に分けられる4。 

 

                                                 
3 「結ぶ」は「レンズが焦点を結ぶ/レンズの焦点が結ぶ」、「ミカンが実を結ぶ/ミカンの実が

結ぶ」という対応を有しているので、意義素が共通する（9）に入れたほうがよかろう。 
4 森田の用語では「非意志性の動作主」と「意志性の「ヒト名詞」」になる。 
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（4）ａ．自動車が泥をはねる / 泥がはねる 

 ｂ．植木が根をはる / 植木の根がはる 

（森田 1994：243） 

（5）ａ．仲人が話を運ぶ / 話が運ぶ 

 ｂ．武者が馬を馳せる / 馬が馳せる 

 ｃ．暑いので胸をはだける / 胸がはだける 

 ｄ．店員が計算を間違う / 計算が間違う  

                 （森田 1994：244） 

 

（4）の他動詞文の主語は非情物（自動車、植木）であるため、泥がはねた

り、根がはったりする現象が、ヲ格・ガ格いずれを取っても、森田（1994）は

「“あるがままの自然の事柄”として、特に語彙的意味にまでその差が影響し

ていない」と説明している（p.243）。 

 これに対し、（5）のように、他動詞文の主語が有情物（仲人、武者、店員、

など）である場合には、普通、他動詞文は意志的行為を表し、自動詞文はその

結果としての状況（非意志的現象）となる。森田（1994：244）はこう述べて

いる。 

 

「もちろん「馬」のように、特に誰かが馬を馳せなくとも馬自身が勝手に

ひとりで馳せている場合もあり得るわけで、その意味では自動詞文とは必

ずしも連動しているわけではない。いずれにしろ、これらの自他両用動詞

は語彙的意味は自他共通で、表現的意味に差のある例といえよう。」 

（下線筆者） 

 

すなわち、（5）のような例は「病気が治る」「病気を治す」のような有対動

詞でよく見られる も典型的な自他の表現的意味対応と言えよう。 

森田の分析に対して、次の３点の疑問が出てくる。それは、「同じ自他両用

動詞でも自他で表現価が異なる」というが、表現価がどのように異なるのであ
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ろうか。そして、（5）の自他同形動詞の「語彙的意味は自他共通で、表現的意

味に差のある」という場合の差とはどういうことであろうか。さらに、「目〔が

/を〕閉じる」、「眠気〔が/を〕催す」のような他動詞文の主語は森田の「ヒト

名詞」であろうが、このような例では、表現的意味に差があるのであろうか。 

 

3.2.3 須賀一好（1993、2000） 

（2）の場合、内項となる名詞の種類が限られている。例えば、「目を閉じる」

「目が閉じる」はどちらも可能だが、「本を閉じる」「*本が閉じる」である。

自他同形動詞の内項になる名詞には、どのような制限があるのか。 

須賀（2000）は森田が取り出した上述(2)の例を検討し、こう指摘している。 

 

「（前略）．．．構文的な自他対応を示す和語の無対動詞は他動詞文での主体

の動きと客体の変化とが同一の動きとして、あるいは表裏し、連動する動

きとして捉えられるものに限られている。」（p.128）（下線筆者） 

 

「車が速度を増す」、「速度が増す」を見ればわかるように、「車」が「速度」

の変化を引き起こせば、「車」自身の変化になる。確かに、「増す」は「状態の

程度の増加」という変化が生じることを意味するが、その変化は、自動詞文の

主語の変化であると同時に、他動詞文の主語の変化でもある。したがって、自

他同形表現が成立する。 

だが、「ひらく」という自他同形動詞の「足〔が/を〕ひらく」、「蕾〔が/を〕

ひらく」のような表現もその「連動する動き」と説明できるが、「ドア〔が/

を〕ひらく」も同じであろうか。この点について、須賀（1993）は「窓」や「門」

は人の身体部位ではないが、人の力によって開閉することを基本的な機能とす

るので、人の身体部位に準じて捉えられると指摘している（p.334）。だが、そ

うすれば、（6）のような普通の他動詞の表現も動作主の力によって動作するの

だから、その目的語は動作主の身体部位に準じて捉えられることになってしま

うであろう。 
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（6）ａ．ボールを蹴る。 

 ｂ．ご飯を食べる。 

 ｃ．木を植える。 

 ｄ．糸を切る。 

（作例） 

 

上述の森田は他動詞文の主語の性質（無情か有情か）によって、連動するか

否かが決まると指摘している。これに対し、須賀は、自他同形動詞が成立する

のは、他動詞文の主語の動きと目的語の動き、つまり自動詞文の主語の動きと

が同一の動きの中に捉えられる場合に限られていると説明している。それなら、

「同一の動き」というのは、どういう意味であろう。 

 

3.2.4 影山太郎（1996、2000、2002a、2002b） 

日本語では自動詞と他動詞の交替は接尾辞によって示されるのが普通だが、

（7）のような自他同形動詞が交替する例がいくつか観察される（影山 1996：

114）。 

 

（7）ａ．コンピューターにミスが生じた。 

 → コンピューターがミスを生じた。 

 ｂ．芽がふいた。  

 → 木が芽をふいた。 

（影山 1996：114） 

 

影山（1996）は自動詞であるはずの「生じる」「ふく」が他動詞としても機

能すると指摘している。これらは、自然発生的な現象を表す文で、自動詞から

他動詞へ派生する他動化であると考えられるが、他動詞文の主語「コンピュー

ター」「木」は使役者というより、「ミス」「芽」の発生母体という場所表現で
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ある。従って、「木が芽をふいた」は他動詞文であるにもかかわらず、「芽」の

発生母体という主語「木」は使役者ではないから、この他動詞文は外項を持た

ないということが分かる。そのうえ、外項を持たないために、(8)のように受

身形にならない。 

 

（8）ａ．*(コンピューターによって)ミスが生じられた。 

 ｂ．*(木によって)芽がふかれた。 

（影山 1996：114） 

 

他動詞文は、（9）のように、木という場所主語が何をしたかではなく、どう

なったかを表しているから、影山（2001：44）はこのような場所主語の他動詞

構文は自然発生的な出来事の内部で場所表現を前景化したものであり5、新た

に外項を付け加えて使役化されたものではないと指摘している。 

 

（9）Ａ：木はどうなりましたか。/ *木は何をしましたか。 

 Ｂ：芽をふきました。 

 

これらの動詞の語彙概念構造には外項がないから、CAUSE は想定できない

し、意味的にも自然発生だと解釈できる故、その概念構造は非対格構造である

と考えられる。影山（2002a）はこの「ふく」を「非対格他動詞」とし、しか

も、「危険〔が/を〕伴う」のような組も同じ概念構造に当てはめることができ

ると指摘している。 

 

 

 

 

                                                 
5 前景化（foregrounding）とは、所与の対象・事態の側面が注意・関心の焦点となって描かれ

ることである。 



 32

（10）自他同形動詞の語彙概念構造 

自動詞文：【y BECOME【y BE AT-z】】 

←――芽がふいた――→（y=芽） 

←――危険が伴う――→（y=危険） 

他動詞文：【z BECOME【y BE AT-z】】 

←―木が芽をふいた―→（y=芽、z=木、y∈z） 

←この事は危険を伴う→（y=危険、z=この事、y∈z） 

（影山 2002ａ、2002ｂをもとに、本稿の整理） 

 

自他同形動詞の自動詞文と他動詞文の対応は（10）で分かるように、同一の

事象を表しているから、他動詞文の主語は外項ではなく、ただ前景化した発生

母体である。森田（1994）の「同じ自他両用動詞でも自他で表現価が異なる」

とは、おそらく発生母体が明示的であるか否かの違いであろう。これで、森田

（1994）、須賀（1993、2000）が指摘した「同一の動き」、「連動する動き」と

いう概念を解明することができると思われる。 

 

3.3 自他交替 

自他同形動詞の意味分析は学者によって違うものの、従来の研究によると、

自他同形動詞は自他対応するものと対応しないものに分けられることが分か

る。 

自他対応しないものは各々別の動詞と見なしてよいと思われる。自他対応す

る同形動詞は、他動詞文の目的語が自動詞文の主語になる6という「自他交替」

の特徴を持っているゆえ、このような同形動詞を「能格動詞」（ergative verb）

と見なしてよいと思われる。従って自他同形動詞を自他交替するか否かによっ

て分け、図示すれば、次のようになる。 

 

                                                 
6 即ち、自動詞文と他動詞文の内項が同じである。内項とは非対格動詞文では主語のことであ

り、他動詞文では目的語のことである。内項の意味役割は「対象」（Theme）である。 
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(11) 

           自他交替する（能格動詞）（内項が同じ） 

           （危険〔が/を〕伴う、つぼみ〔が/を〕ひらく、 

自他同形動詞   速度〔が/を〕増す、芽〔が/を〕ふく、など） 

 

自他交替せず（内項が違う） 

（知恵が働く、盗みを働く、 

風がふく、笛をふく、など） 

                 

そうすると、従来の研究で、解明されていない一つの疑問が浮かび上がって

くる。それは、森田（1994）の同形動詞の他動詞文の主語が有情物の場合には

「表現的意味に差がある」ということである。 

 

（12）ａ．ユリの蕾がひらく。/ ユリが蕾をひらく。 

ｂ．ドアがひらく。/ 太郎がドアをひらく。 

（須賀 1993：326-327 の例を筆者が一部修正） 

 

つまり、（12ａ）の「蕾〔が/を〕ひらく」は表現的意味に差がないが、（12

ｂ）の「ドア〔が/を〕ひらく」は差があるということである。これについて

は、須賀（1993）が（12ｂ）も連動する動きと視すべきだと指摘している。だ

が、これは外項の有無に係わるだろうと思われる。（12ａ）「蕾」は「ユリ」の

一部であるので、「ユリ」は外項ではなく、「蕾」の発生母体とするのが適当で

あろう。これに対し、（12ｂ）「太郎」と「ドア」は明らかに「外項」と「内項」

の関係を持っていると思われる。 

 ここで生じる問題は「自他同形動詞で、外項を持つものと外項を持たないも

のはどう違うであろうか」ということである。この問題に入る前に、影山の非

対格他動詞の分析をさらに詳しく見ておこう。      
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3.4 非対格他動詞 

影山（2002a）は gush（噴出する）, ooze（染み出る）, drip（滴る）, spurt（噴

き出す）といった英語の「液体などの湧出」を表す動詞を取り上げ、非対格他

動詞の例として説明している（p.123-129）。（13）、（14）のように自然発生的に

液体が湧き出すという意味の gush, drip は受身にならないとされている。 

 

（13）ａ．Hot lava gushed from the volcano.（自動詞文） 

（熱い溶岩が火山から噴出した。） 

ｂ．The volcano gushed hot lava.（他動詞文） 

（火山が熱い溶岩を噴出した。） 

ｃ．*Hot lava was gushed by the volcano.（受身文） 

（*溶岩が火山によって噴出された。） 

 

（14）ａ．Water dripped from the bucket.（自動詞文） 

（水がバケツから滴った。） 

ｂ．The bucket dripped water. （他動詞文） 

（バケツは水を滴らせた。） 

ｃ．*Water was dripped by the bucket.（受身文） 

（*水がバケツによって滴られた。） 

 

ただし、drip は動作主を主語にして、（15ａ）のような使役他動詞文を形成

できるから、（15ｂ）のような受身化が可能である。 

 

（15）ａ．He dripped water from the bucket.（他動詞文） 

（彼は、バケツから水を滴らせた。） 

ｂ．Water was dripped from the bucket (by him).（受身文） 

（水は彼によってバケツから滴った。） 
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つまり、英語の湧出動詞は、場所主語のみを取るもの（gush, ooze,など）と、

場所主語、または動作主を取るもの（drip, spurt,など）の、二つのグループに

分けられる。gush, ooze の他動詞文は受身にならないから、非対格他動詞と見

なしてよい。drip, spurt の他動詞文の主語は動作主（外項）とすれば、使役他

動詞とみなされ、場所主語ならば、受身にならないので、非対格他動詞と見な

してよい。 

 

（16）湧出動詞の意味範囲と派生 

ACT------- -----BECOME------------BE 

（外項） （場所主語）  （直接内項） 

 ←───gush, ooze── （場所主語の取立てによる他動詞化） 

← - - - - ←──drip, spurt, leak─ （場所主語の他動化から動作主への拡張）

（影山 2002a：126） 

 

さて、日本語の場合はどうであろうか。影山（2002a：124）は受身にできる

他動詞用法の「開く」は、外項を持つ普通の他動詞と見なしてよいと指摘して

いる。だが、（17ａ）の「ひらく」は外項を持つ普通の他動詞であるが、（17

ｂ）の自動詞文と自他交替する故、能格動詞とされてよい。(18)のａ、ｂも同

じ自他交替を持っているから、ここの「ひらく」も能格動詞である。ただし、

（18ｃ）のように受身形にならないから、非対格動詞とされてよい。すなわち、

「ひらく」は英語の「drip, spurt」のように、場所主語の他動化から動作主への

拡張というグループに算入するのがふさわしいと思われる。 

 

（17）ａ．彼らは３人がかりでようやく重い鉄の扉を開いた。 

ｂ．重い鉄の扉がようやく開いた。 

ｃ．重い鉄の扉が彼らによってようやく開かれた。 

（影山 2002ａ：126） 
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（18）ａ．ユリは蕾を開いた。 

ｂ．蕾が開いた。 

ｃ．?蕾がユリによって開かれた。 

 （作例） 

 

つまり、日本語の能格動詞（自他対応する同形動詞）は、他動詞文が受身に

なるか否かによって、二つのグループに分けることができる。受身にならない

ものは非対格動詞に属するが、受身になるもの（つまり、「扉〔が/を〕ひらく」

のような動詞）はどんな動詞に属するのであろうか、それに、二種の能格動詞

の表す意味にはどのような違いがあるのか。それについて、次節で分析、説明

を試みる。 

 

3.5 自他交替する同形動詞の意味特徴 

前節では能格動詞は、「蕾〔が/を〕ひらく」と「扉〔が/を〕ひらく」との

二種類に分けられることを明らかにした。前者は外項がない非対格動詞と思わ

れるが、後者はまだ解明されていない。同じ「ひらく」でも、「扉をひらく」

と「蕾をひらく」とでは、両方とも自他交替するが、語彙概念構造は同じであ

ろうか。そこで、まず両者の語彙概念構造を考えみて、その相違点を検討しよ

う。 

 

(19) 

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

ａ．（同形動詞）               ←―蕾〔が/を〕開く―→ 

ｂ．（同形動詞）             ←―――扉が開く――-→ 

←――――――― 扉を開く―――――――――→ 

ｃ．（有対動詞）                  ←――糸が切れる―-―→ 

←――――――― 糸を切る―――――――――→ 
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語彙概念構造から分かるように、（19ｂ）「扉〔が/を〕ひらく」は（19ｃ）

「糸が切れる」「糸を切る」のような典型的な有対動詞の自他対応と同じであ

る。接尾辞のない自他同形動詞「ひらく」には、有対動詞のように、接尾辞に

よる自動化から他動化への派生、あるいは他動化から自動化への派生を見出せ

ない。そのうえ、自動化としても、反使役化動詞、脱使役化動詞のどちらに属

するとも判断できない。奥津（1967）がそれを両極化としているのも、この故

である。ここでは、第二章の 2.5 の奥津と影山の自他転形の対応表を顧みよう。 

 

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） 

                                  

第二章の 2.5 で述べたように、影山の反使役化と奥津の両極化は同じ機能を

持っていると思われる。では、「扉〔が/を〕ひらく」の自他交替を反使役化で

あると仮定し、分析してみよう。 

  自動詞は「非対格動詞」と「非能格動詞」の二種類に分けられる。影山

（2001：33）は日本語の非対格動詞をさらに本来的な非対格動詞（できる、漏

る、など）、反使役化動詞（切れる、破れる、など）、脱使役化動詞（植わる、

儲かる、など）という三種類に分け、反使役化動詞を「他力または自力によっ

て変化する」動きを表す動詞であると説明する。さらに、英語の動詞は非能格

動詞、非対格動詞、能格動詞に分類される。日本語の反使役化動詞は英語の能

格動詞と同じように、使役主と変化対象を同定することで反使役化を実行する

形態素であると考えられる。従って、反使役化動詞は、英語の能格動詞とほぼ

対応している（影山 1996：184）。 

 能格動詞の定義について、影山（2001）は Davidse の説を用いている。Davidse7

は、能格動詞において変化を引き起こす誘因は不定であり、対象物の内在的な
                                                 
7 Davidse（1992）は影山（2001：25）による。 
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性質であっても外的な使役力であってもよい、と定義し、前節の（14）（15）

を整理して、次のように表している。 

 

（20）ａ．Water dripped from the bucket.（非対格自動詞） 

→The bucket dripped water. （非対格他動詞） 

ｂ．He dripped water from the bucket.（他動詞） 

→Water dripped from the bucket.（反使役自動詞） 

 

（20ａ）は非対格動詞の自他対応であり、自然発生的な事象を表している。

発生母体を前景化すれば、「The bucket dripped water.」という非対格他動詞文に

なる。（20ｂ）は他動詞から自動詞への派生であるが、他力がない場合でも成

立つ（例えば、バケツに罅が入っていて、重力によって、自然に水が落ちる場

合）。 

そうすると、「扉〔が/を〕ひらく」も同じであろう。「扉」は電力、風、セ

ンサー、あるいは人間の力によって、ひらくことが可能である。つまり、「他

力または自力によって変化する」とは内項（ここでは扉）の性質によるのであ

る。「*ページがひらいた」と言わないのは「ページ」自体が「ひらく」という

性質を持たないからである。従って、「扉がひらく」のような能格動詞は反使

役動詞に算入されることになる。従って、日本語の能格動詞は非対格動詞と反

使役動詞との二種類に分けることができると思われる。 

日本語の自他同形動詞について、森田（1994）は他動詞文の主語が無情物の

場合には、「あるがまま自然の事柄」を表すから、ガ格文もヲ格文も「表現差

のない」文となり、主語が、有情物の場合には、「語彙的意味は自他共通で、

表現的意味に差のある」文となる、と説明している。だが、須賀（1993、2000）

はこれがすべて「連動する動き」を表すと指摘している。本章では、語彙概念

構造により、「扉〔が/を〕ひらく」と「蕾〔が/を〕ひらく」の違いを明らか

にした。森田（1994）の「表現差のない」とは外項がなく、語彙概念構造の下

位事象のみが自他交替するわけであろう。「表現差のある」場合には外項があ
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り、典型的な自他交替を示しているのである。 

          

(21)      上位事象          下位事象 

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

←―― 扉が開いた―――→ 

←――――――――扉を開いた―――――――――→ 

                 ←―蕾〔が/を〕開いた―→ 

 ←―目〔が/を〕開いた―→ 

       （本稿の分析） 

 

だが、他動詞文の主語が有情か否かで分類するなら、「目〔が/を〕ひらく」

というような場合は二様の分け方が出てこよう。目自体は自力で開く性質を持

っているが、目の持ち主は有情物だからである。この場合はむしろ、外項の有

無で分類するのが相応しいと思われる。つまり、対応する自他同形動詞（能格

動詞）に、外項がある場合は、典型的な自他交替であり、反使役化類とする。

外項がない場合は、自然発生的な事象であり、非対格類とする。この場合、発

生母体を前景化して示せば、発生母体は他動詞文の主語になる。なお、影山

（1996、等）の「外項の有無」という定義は「再帰性の有無」と言い換えられ

てもよいと思われる。再帰動詞とは、「学生が手を上げる」のように、ヲ格名

詞が主語名詞の一部であり、動作結果が対象の変化とともに主体の変化にもな

る、という種類の動詞である。「扉がひらく」は「再帰性なし」、「目がひらく」

「蕾がひらく」は「再帰性あり」、ということになる。 

 

（21） 

森田の分類 動詞例 影山をもとに、本稿の分類 

扉〔が/を〕ひらく 外項あり（再帰性なし） 
有情 

目〔が/を〕ひらく 外項なし（再帰性あり） 
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非情 蕾〔が/を〕ひらく 

 

そうすると、(11)は拡張され、(22)のようになる。非対格類は外項がなく、

受身にならず、自動詞文と他動詞文が同一の事象を表すという特徴を持つ。反

使役類は典型的な英語の能格動詞のように、動作主の外項を持ち、受身にでき

るという特徴がある。 

 

(22)                 非対格類（外項：なし） 

           自他交替する    （蕾が/をひらく、など） 

（能格動詞）     

自他同形動詞            反使役類（外項：あり） 

                   （扉が/をひらく、など） 

自他交替せず 

（知恵が働く、盗みを働く、など） 

（本稿の分析） 

   

 

3.6 その他の自他同形動詞の検討 

 残された問題は、森田（1994）が挙げている（23）のような自他交替である。

（23ａ）（23ｂ）の他動詞文の主語が有情物の例は「ドア〔が/を〕ひらく」の

ように、反使役類に入れたらよいのだろうか。（23ｃ）の他動詞文の主語が非

情物であるものの、主語「自動車」と目的語「泥」には再帰性を持たず、「泥

〔が/を〕はねる」も非対格類に属するのであろうか。 

 

（23）ａ．仲人が話を運ぶ。/ 話が運ぶ。 

ｂ．武者が馬を馳せる。/ 馬が馳せる。 

ｃ．自動車が泥をはねる。/ 泥がはねる。 
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3.6.1「話〔が/を〕運ぶ」 

 

（24）ａ．仲人が話を運んだ。 

  ｂ．話が運んだ。 

  ｃ．仲人によって話が運ばれた。           （作例） 

 

「運ぶ」において、「荷物を運ぶ」には「*荷物が運ぶ」のように自動詞が対

応しない。これに対して、「話〔が/を〕運ぶ」、「事〔が/を〕運ぶ」という表

現は自他交替する。自他交替する理由について、須賀（2000）は「「話」や「事」

には、行為者の行為が含意されているので、それ自身の動きとしても捉えるこ

とができる」と指摘している。だが、（24）の「話」とは一般に、縁談のこと

が意味される。仲人は結婚を希望する男と女を引き合わせ、間をとりもつ紹介

者であるため、動作主であると想定できる。そのうえ、「話」は「仲人」の一

部ではないゆえ、再帰性を持たないと認められる。しかも、「ドアがひらかれ

る」のように、「話を運ぶ」も「話が運ばれる」にすることができる。このよ

うに、外項が動作主であり、受身化でき、再帰性を持たないという特徴を満た

すゆえ、「話〔が/を〕運ぶ」も能格動詞の反使役類に入れてよいと思われる。 

 

3.6.2 「馬〔が/を〕馳せる」 

 

（25）ａ．武者が馬を馳せる。 

  ｂ．馬が馳せる。 

               （森田 1994：244） 

 

（25）の対応に関して、3.2 で指摘した森田（1994）の主張を顧みる。森田

（1994）は他動詞文の主語が有情物（武者）である場合には、普通、他動詞文

は意志的行為を表し、自動詞文はその結果としての状況（非意志的現象）とな
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ると指摘し、さらに、次のように述べている。（下線筆者） 

 

「（前略）．．．「馬」のように、特に誰かが馬を馳せなくとも馬自身が勝手

にひとりで馳せている場合もあり得るわけで、その意味では自動詞文とは

必ずしも連動しているわけではない。」（森田 1994：244） 

 

「馬自身が勝手にひとりで馳せている場合」では、「馬が馳せる」は非能格

動詞文であり、「馬」は外項で、意味役割は動作主と見なされてよい。この場

合の自他交替は英語の march（行進する）, walk（歩く）, jump（跳ぶ）など意

図的な「移動様態動詞」の他動化と同じであろうと思われる8。 

 

（26）ａ．The soldiers marched to the tents. 

（兵士がテントに行進した。） 

  ｂ．The general marched the soldiers to the tents. 

（司令官が兵士をテントに行進させた。） 

（27）ａ．The rats ran through the maze.   

（ネズミが迷路を走った。） 

  ｂ．The psychologist ran the rats through the maze. 

（心理学者がネズミに迷路を走らせた。） 

（影山 1996：174、2001：37） 

  

「移動様態動詞」が使役他動詞として使われる場合、実際にそのような移動

の仕方をするのは主語ではなく目的語である。つまり、（26ｂ）では兵士が行

進し、（27ｂ）ではネズミが走る。しかし、（26ｂ）では司令官が兵士の先頭に

立って行進するという解釈になる。（27ｂ）では心理学者がネズミとともに走

っていないものの、気持ちの上でネズミと一緒に動いているような意味合いが

                                                 
8 英語の移動様態動詞の他動詞用法には着点ないし起点表現、あるいは完結アスペクトの必要

性があるので、「*The psychologist ran the rats.」「*The soldiers marched.」は不適格になる。だが、

日本語の「馬が馳せる」の例にはこのような特徴が見られない。 
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感じられる（影山 1996：175-176）。多くの場合、目的語の移動に伴って主語も

一緒に動いていくという「一体性」ないし「随伴」の意味が読み取れる（影山

2001：37）。 

同じように、（25ａ）「武者が馬を馳せる」は「馬」の移動に伴って「武者」

も一緒に動いていくという「一体性」を持つのである。よって、「馬が馳せる」

を他動化し、「武者が馬を馳せる」になると考えることができる。 

だが、「武者が鞭を当てて馬を走らせる」の場合はどうであろうか。「馬」は

有生名詞であるものの、意志性が認められない。ゆえに、この場合に「馬」は

内項で、意味役割は対象である。このように、「馳せる」は反使役化という操

作による他動詞から自動詞へ派生と解釈してもよいと思われる。他動化にも自

動化にも解釈できることは、本稿の第二章で指摘したように、影山（1996 な

ど）の「反使役化」が奥津（1967）の「両極化」と同じ働きを持つことが証明

できると思われる9。 

上述の分析から分かるように、「馬自身が勝手にひとりで馳せている場合」

でも、「武者が鞭を当てて馬を走らせる場合」でも、馬自身が「馳せる」を実

現するための「自力性」（内在的コントロール）が働く、つまり、「馬が馳せる」

は「他力または自力によって変化する」という「反使役化」の特徴を持つため、

能格動詞の反使役類に入れてよいと思われる。だが、（28ａ）（28ｂ）のように

反使役類の「ひらく」、「閉じる」は受身にできるという特徴を持つが、「武者

が馬を馳せる」が（28ｃ）のような受身にならないのは何故であろうか。 

 

（28）ａ．ドアが開かれた。 

  ｂ．蓋が閉じられた。 

  ｃ．*馬が馳せられた。 

（作例） 

                                                 
9 「川が流れる」の「川」は無情名詞句であるものの、それ自体が自然な移動を実現するため

の「自力性」を持つため、擬似的な「外項」として見なされ、「非能格性」の特徴を帯びる（姚

2007：8）。したがって、「馬が馳せる」の「馬」も擬似的な「外項」と見なされてよいと思わ

れる。 



 44

 

英語の march, run が使役他動詞として使われた場合（26ｂ）、（27ｂ）も（29）

のように受身にできない。それは、もともと自動詞から他動詞への操作である

から、元来の動詞が自動詞であり、受身にできないということが想定できる。 

 

（29）ａ．*The soldiers were marched to the tents. 

 （*兵士がテントに行進された。） 

  ｂ．*The rats were run through the maze. 

   （*ネズミが迷路を走られた。） 

（作例） 

 

3.6.3 「泥〔が/を〕はねる」 

 

（30）ａ．車が泥をはねる。 

ｂ．泥がはねる。 

（森田 1994：169） 

 

（30）について、森田（1994）は他動詞文の主語が無情であるため、泥のは

ねる現象がヲ格、ガ格いずれを取っても「あるがままの自然の事柄」として、

特に語彙的意味にまでその差が影響していないと指摘している。その証拠に、

他動詞文の主語「車」を「人」に変えれば、次のように支障なく成立つ。 

 

（31）ａ．人が泥をはねる。 

ｂ．泥がはねる。  

（作例） 

 

それに対し、須賀（1993、2000）は次のように説明している。「泥」の「は

ねる」という動きは、それぞれ「人」、「車」の動きに伴って、それと同時に生
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じる現象なのであり、人や車が泥に対して動作したと認識されると共に、その

状況を前提にした場合は、「泥」自体が動いたともとれるからである。 

だが、（30）、（31）のａ文とｂ文は、「人」や「車」の動作が先で、続いて「泥」

がはねると想定できる。つまり、「同時に生じた現象」ではないと思われる。

そのうえ、「泥」は非情名詞であるのだから、「自体が動く」能力を持つであろ

うか。 

「泥」は「人」や「車」の一部ではなく、そのうえ、「人」や「車」も「泥」

の発生母体ではないゆえ、主語（人、車）と目的語（泥）は再帰性を持たない

ことが分かる。そうすると、「人」や「車」は外項と認められる。外項があれ

ば、このような自他交替は非対格類に属さないと思われる。では、「車」が外

項であるなら、「動作主」であろうか。この問題について、まず「動作主カテ

ゴリー」の意味属性で「車」を検証してみる。 

 

（32）「動作主カテゴリー」を構成する意味属性 

（ａ）対象と区別できるはっきりとした個体である。 

（ｂ）事態の発生に対して「責任」を負っている。 

（ｃ）文の主題となる 

（ｄ）意図的に行為し、事態をコントロールする力を持っている。 

（ｅ）物理的な接触を介して対象に影響を与える（＝受影性） 

（ｆ）対象に対して支配的な立場にある。 

（吉村 2004：72） 

 

「車が泥をはねる」の主語「車」の動作主性を（32）で確認する。まず、車

は泥と区別される個体である（＝ａ）。「泥をはねる」という出来事に対して、

「責任」を負うのである（＝ｂ）。文全体の話題は車で、文がそれについて述

べているのである（＝ｃ）。タイヤで泥に物理的接触をしている（＝ｅ）。車は

泥に対して支配的な立場にある（＝ｆ）。満たさないのは意図的な行為ではな

いことである（≠ｄ）。「車が泥をはねる」は六つの意味属性の中で、五つを具
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えている。しかし、意図的な行為ではないにもかかわらず、ここの「車」は動

作主と認められると思われる。その理由は次のようになる。 

「車」が外項で、動作主であると認められれば、「泥〔が/を〕はねる」とい

う表現は「ドア〔が/を〕ひらく」のような反使役類に入れてよいと想定でき

よう。だが、反使役類は、反使役化によって、内項が自力性（内在的コントロ

ール）を持ち、外項と同一と見なされる場合にのみ成立する。しかし、ここの

「泥」は自分で「はねる」という自力能力を持っているであろうか。 

ふつう、「泥」はカエルのように、はねたりすることができないわけである

が、物理上、タイヤが力を施すことによって、「泥」が「運動」（動き）するこ

とが可能になると思われる。即ち、ニュートン力学の運動の第三法則10により、

車（タイヤ）の作用で、泥が反作用を持つ。その意味で、ここの「泥」も自力

性を持つとみなされるわけである。このような自他交替は能格動詞の反使役類

に属すると思われる。 

 

（33）*泥が（車/人によって）はねられる。 

 

ここに残ったもう一つの問題は、これらの文が受身形にならないことである。

「ドア〔が/を〕ひらく」、「蓋〔が/を〕閉じる」などは「ドアがひらかれる」、

「蓋が閉じられる」のように受身化ができる。だが、同じ反使役類で、動作主

の外項を持つ（30ａ）、（31ａ）は（33）のような受身文にならない。それは「車」

が意志性を伴わないためだと思われる。上述の動作主カテゴリーの意味属性

（ｄ）を振り返ると、「車」や「人」が外項、動作主を持つにもかかわらず、

意図的に行為し、事態をコントロールする力を持っていないゆえ、受身になら

ないのだと思われる。 

「目的語の存在」と「受身化の成否」について、影山（2002：140）はこう

述べている。 
                                                 
10 運動の第 3法則とは、力が相互作用によって生じるものであり、一方が受ける力と他方が

受ける力は向きが反対で大きさが等しいこと表す経験則であり、作用・反作用の法則とも呼ば

れる。 
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「（前略）．．．そうすると、目的語の存在と受身化の成否とは切り離して

考えることが必要になる。目的語が現れるかどうかは対格の付与という

「格」の問題であり、受身化できるかどうかは外項の有無に関わってい

る。」（下線筆者） 

 

しかし、上記の「受身化できるかどうかは外項の有無に関わっている」とい

う説明は不充分であると思われる。ここの「車が泥をはねる」のみではなく、

「彼らは、空襲で家財道具をみんな焼いた」など経験者主語文でも外項を持つ

ものの、受身にならないという特徴を持っているのである。従って、その「外

項の有無」は、「意志性を持つ外項の有無」と修正するのがふさわしいと思わ

れる。 

 

3.6 おわりに 

本章で論じた内容を次のようにまとめる。 

（一） 日本語の自他同形動詞は自他交替するものと自他交替しないものに分

けられる。前者は「自動詞文と他動詞文の内項が同じである」という能

格動詞の条件を満たすゆえ、能格動詞とする。後者は各々別の動詞と見

なすべきである。 

 

（二） 能格動詞は外項を持つか否かによって、さらに非対格類と反使役類に

分かれる。非対格類は自然発生的な事象を表すので、他動詞文の主語は

外項ではなく、目的語（内項）の発生母体である。反使役類は外項を持

ち、典型的な自他交替と同じ働きをする。 

 

（三） 自他同形動詞（「ひらく」のような）でも、外項の有無、内項の性質

によって、非対格類と反使役類にまたがることがある。 
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（四）「話を運ぶ」は受身化できるため、「話〔が/を〕運ぶ」という対応は能

格動詞の反使役類とする。「武者が馬を馳せる」は、受身にならないも

のの、「馬」が有生名詞であるから、自力性が認められる。「車が泥をは

ねる」では「車」が動作主であり、「泥」が物理的に「はねる」能力を

持つゆえ、自力性も認められる。ゆえに、「馬〔が/を〕馳せる」、「泥〔が

/を〕はねる」という対応も能格動詞の反使役類とする。 

 

 

例 文 
所属動詞

自動詞文 他動詞文 

反使役類 

ひらく 

閉じる 

運ぶ 

馳せる 

はねる 

ドアがひらく 

蓋が閉じる 

話が運ぶ 

馬が馳せる 

泥がはねる 

太郎がドアをひらく 

太郎が蓋を閉じる 

仲人が話を運ぶ 

武者が馬を馳せる 

車が泥をはねる 

（森田 1994 をもとに、本稿の整理） 

 

 


