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第四章 ヲ格を取る有対動詞 
  

 

4.1 はじめに 

「あく」、「変わる」などいわゆる自動詞でありながら、「口をあく」、「座席

を変わる」のように、ヲ格をとって使われるものがよく取り上げられる（須賀

1981、鈴木 1985、影山 1996、姚 2007、など）。「口があく / 口をあける」、「座

席が変わる / 座席を変える」というような自他対応を持っているのに、なぜ

「口をあく」、「座席を変わる」のような表現が成立つのであろうか。また、「座

席を変える」、「座席が変わる」、「座席を変わる」という三つの表現にはどのよ

うな相違点があるのであろうか。 

本章では須賀（1981）の取り出した例で、いわゆる「ヲ格を取る有対動詞」

を分類し、意味的側面と統語的側面から、「～が自動詞」、「～を自動詞」、「～

を他動詞」という三つの表現の意味構造を分析、一般化する。なお、以下の議

論では「ヲ格を取る有対動詞」を「ヲ格有対動詞」呼ぶことにする。 

本章は、4.2 で従来の先行研究の紹介と検討からはじめ、4.3 では経験者主語

の観点から、「教わる、預かる」等の語彙的な受動文、また所有受動文を観察

し、分析する。4.4 では、ヲ格有対動詞の意味特徴を観察し、さらに、分類し

ていきたい。 後に、4.5 では残された問題を検討する。 

 

 

4.2 先行研究と問題点 

4.2.1 須賀一好（1981） 

 

（1）ａ．与太郎が口を〔あいて / あけて〕寝ている。 

 ｂ．一郎が勝手に座席を〔かわった / かえた〕。 

 ｃ．花子はたびたび住所を〔うつる / うつす〕ので有名だ。 

 ｄ．犬がしっぽを〔たれて / たらして〕歩いている。 
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 ｅ．山田君は仕事を〔おわって / おえて〕家に帰った。 

（須賀 19811：123-132） 

 

須賀（1981）は「あく」「かわる」など移動を意味しない自動詞を取り出し、

（1）の例を次のように説明している（p.133）。 

 

   ①「ｘがｙを他動詞」の場合、ｘはｙに対する変化の与え手であり、他

動詞はｙに変化を及ぼす意味を持つ。 

②「ｘがｙを自動詞」の場合、ｘの行為がｙにおいてなされるという点

で、ｘの行為とは関係を持つが、自動詞はｙに変化を及ぼさず、ｘは

ｙに対する変化の与え手ではない。 

③「ｘがｙを他動詞」と「ｘがｙを自動詞」のさす事柄が重なるのは、

ｘがｙに変化を与えることが同時にｘの動作である場合に限られる。

この場合、両用の表現が可能である。 

④ｘは原則として人間である。 

 

須賀（1981）は意味論的な面を重視し、「「読む」のような従来の他動詞を自

動詞と考えることができる」と指摘している。氏は有対自動詞が目的語を伴っ

ている形式の持つ意味、及びその目的語の性質について論ずるとともに自他の

分類についても検討し、それらの文を自動詞文として、他動詞文との意味的な

違いを詳しく説明している。結論として、対象に変化を及ぼす意味を持つかど

うかという基準で、 

 

「変化目的語を伴う動詞と「着せる」「預ける」などの動詞を他動詞と

し、動作目的語を伴う動詞とヲ格を伴わない動詞を自動詞と考えること

ができる。」（p.135） 

 
                                                 
1 須賀（1981）は、須賀・早津（1995）所収の論文である。 
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と指摘している。即ち、「本を読む」と「空を飛ぶ」の「何々を」を同じ働き

と認めて、「読む」を自動詞としているのである。この分類では、自動詞は従 

来の範囲より広くなる。だが、変化目的語を伴うか動作目的語を伴うかは動詞

の語彙的側面の問題であり、自他認定はより統語的な整合性を重視すべきであ

ろう。両者が混同されると、須賀のような統語上の不整合が出てくると思われ

る。須賀（1981）が指摘している「変化目的語を伴う動詞」と「動作目的語を

伴う動詞」は影山（1996）の「状態変化他動詞」、「働きかけ他動詞」と見なさ

れていいと思われる。 

 

4.2.2 鈴木英夫（1985） 

鈴木（1985）は、須賀（1981）の取り上げる「ヲ格を取る自動詞」には大別

して三つのグループがある、と指摘している。 

 

（2）鈴木（1985）の分類： 

ヲ格名詞 所属自動詞 例文 

Ⅰ．移動する場所 

渡る、飛ぶ、出る、

向く、変わる、移る、

離れる、はずれる 

川を渡る 

住所を移る 

席を変わる 

Ⅱ．変化する身体部位 あく 目をあく 

Ⅲ．継続する事柄 終わる 話を終わる 

 

グループⅠは動作主体そのものが、位置や体の向き等を変えることを表す自

動詞の類である。「渡る」「飛ぶ」「出る」「向く」などがその例である。このグ

ループの場合、自動詞は、「移動していく場所」「出立する地点」「方向」等を

表す名詞と、ヲを介して結びつく。 

グループⅡは、「目をあく」のような身体部分の変化を示す自動詞のグルー

プである。鈴木は、「終わる」がグループⅠ、Ⅱのいずれにも属さないと考え

て、グループⅢとしている。 
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また、鈴木（1985）は、須賀（1981）が提出している対応他動詞を持つ自動

詞の「ヲ＋自動詞」という形について論じ、「変わる」、「移る」、は広い意味で

「移動」を表すからグループⅠに属するとし、さらに、ヲに前接するのは、「主

体が占める場所・地位」や「主体が所属する組織」などを表わす名詞であると

指摘している。即ち、「席を変わる」などの動詞文における主体の再帰性を肯

定している。 

だが、再帰性を持たない「家を出る」と、再帰性を持つ「席を変わる」を同

一のグループにするのは適当であろうか。また、同じく再帰性を持つ「口をあ

く」と「席を変わる」との間に、どんな相違点があるのだろうか。 

グループⅢの「終わる」について、氏は「～が終わる」、「～を終わる」、「～

を終える」という三つの表現を（3）のように図示し、こう説明している。 

 

「甘木先生もあきれ返ったものと見えて、．．．．．．と診察を始める。診察を

終るのを待ちかねた主人は、（吾輩は猫である）」のように、「甘木先生が

診察を終わる」と解するのが自然であるが、「主人が診察してもらうのを

終わる」とも解し得る」（p.114） 

 

即ち、次のように、「～を終わる」の主語は動作主でも経験者でもよい。 

 

（3）   事柄 ガ 終わる 

経験主体・動作主体 ガ 事柄 ヲ 終わる 

動作主体 ガ 事柄 ヲ 終える。 

 

そのうえ、鈴木（1985：115）は「～を終わる」が「～を終える」の領域を

蚕食しつつある可能性に言及しているが、姚（2006）の調査2ではその傾向は

                                                 
2 姚（2006）は「～を終わる」と「～を終える」のヲ格に前接するのは、どのような名詞かに

ついて、『CD-ROM 版 新潮文庫の 100 冊』によって用例の調査を行っている。その結果は、「～

を終わる」の用例は 40 例、「～を終える」は 60 例となっている。だが、40 対 60 という比率

で、蚕食しつつある傾向が見られると思われる。 
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まだ見られないと報告されている（p.83）。 

 

4.2.3 影山太郎（1996） 

影山（1996：286）は須賀（1981）が指摘する（1）の表現を、もともとは非

対格文であるが、経験者主語が便宜上追加された事例である、と指摘している。 

 

（4）ａ．与太郎が口をあいて寝ている。 

 ｂ．*歯医者が患者の口をあいた。 

（5）ａ．犬がしっぽをたれて歩いている。 

 ｂ．*化学者がビーカーの中に試薬を一滴ずつたれている。 

                    （須賀 1981：129、132） 

 

（4）、（5）のａ文はいずれも主語のコントロールの及ばない非対格的な事象

であると解釈されるから、ここでも自動詞文が基本にあり、そこに新たに主語

を付け加えたものと考えることができるだろう（p.287）。それに、（4）、（5）

のｂ文には、「歯医者」と「患者の口」、「化学者」と「試薬」の間には、所有

関係が見られないゆえ、「*歯医者が患者の口をあいた」、「*化学者が試薬をた

れている」というような自動詞的な表現が不適格になる。これについて、影山

（1996）はこう説明している。 

 

「新しく付け加えられる主語は、基になる非対格文の主語と所有関係を

持っている文法的に裏付けられた他動化ではないから、所有関係という

意味的なリンクによって、母体文と新しい主語との関連性を示そうとし

ているように思われる。」（p.287） 

 

日本語が「ナル型」の言語3であるということはしばしば指摘されている。

                                                 
3 「スル型」と「ナル型」は、主語がどのように表現されるかによって、区別される（池上

1981、等）。スル型の言語は、原因や動作主を主語に取り立てて、「ある原因や動作主が、それ
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影山（1996）は、(4)、（5）のａ文は経験者主語が便宜上追加され、新しく付

け加えられた主語は非対格文の主語と所有関係を持っていることから、ナルか

らスルへの拡大であると指摘している。だが、「口をあく」「しっぽをたれる」

などの表現は（6）のような受身形にならない。目的語「口、しっぽ」は主語

「与太郎、犬」の一部であるゆえ、主語は外項ではなく、内項（目的語）の発

生母体と見なしてよいと思われる。つまり、「再帰性」を持つと認められる。 

 

（6）ａ．与太郎が口をあいた。→ *口があかれた。 

    ｂ．犬がしっぽをたれた。→ *しっぽがたれられた。 

                       （作例） 

 

即ち、（4）、（5）のａ文は外項を持たないゆえ、経験者主語文というより、

主語のコントロールの及ばない「非対格他動詞文」4であると思われる。その

うえ、主語の動きと目的語の変化が連動する動きであるゆえに、（4ａ）、（5ａ）

などの「ヲ格有対動詞文5」は本論の第三章、3.5 で指摘した自他同形動詞の「非

対格類6」と同じ語彙概念構造を持っていることが想定できる。 

 

（7）非対格動詞の自他交替 

【(y) BECOME【y BE AT-z】】 

ａ．自他同形動詞（非対格類）： ←―蕾〔が/を〕ひらいた―→ 

←――芽〔が/を〕ふいた―→ 

ｂ．ヲ格を取る有対動詞：     ←――口〔が/を〕あいた―→ 

←しっぽ〔が/を〕たれた―→ 

                                                                                                                                            
を引き起こした」というように表現する傾向を持つ。これに対し、ナル型の言語は変化の主体

を主語に立てて、「～がどうなった」と表現し、原因や動作主はあまり表に出さないという傾

向がある（影山 2001：77-78）。 
4 非対格他動詞については本論の第三章、3.4 を参照。 
5 ここのヲ格を取る有対動詞文は、ヲ格名詞が目、口など、ガ格名詞の一部に属するものであ

る。それ故、この種の動詞は「～を終わる」、「～をかわる」などの文を含まない。 
6 本論の第三章、3.5 を参照。 
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4.2.4 姚艶玲（2007） 

姚（2007）はヲ格自動詞文をヲ格名詞句の性質によって、以下の三つのグル

ープに分け、それぞれⅠを「移動性自動詞構文」、Ⅱを再帰性自動詞構文、Ⅲ 

を「変化性自動詞構文」と呼び、考察している。 

 

Ⅰ[主格名詞句ガ]＋[空間・場所名詞句ヲ]＋[自動詞]（例：歩く、走るなど） 

Ⅱ[主格名詞句ガ]＋[身体部位名詞句ヲ]＋[自動詞]（例：あく、垂れる） 

Ⅲ[主格名詞句ガ]＋[行為・事柄名詞句ヲ]＋[自動詞]（例：終わる、変わる） 

 

つまり、Ⅰは従来の移動動詞文であり、ⅡとⅢはヲ格自動詞文である。姚

（2007）はさらに、須賀（1981）が取り出す「ヲ格有対動詞」を「あく、垂れ

る」のグループと「終わる、変わる」のグループに分けている。 後に、結論

として、ヲ格自動詞文は次に示すような四つの要件によって規定されると指摘

している。 

 

①ガ格名詞句は基本的には人間主体である。 

②ヲ格名詞句は動詞の表す事態の成立に必要な「対象的」な存在として捉

えられる。 

③ヲ格名詞句とガ格名詞句の関係は一体性という特徴をもつ。 

④主体のヲ格名詞句に及ぶ動作・作用は状態変化をもたらすような働きか

けではない。 

         

姚（2007）は「移動動詞」と「ヲ格を取る有対動詞」の共通するスキーマ7

（schema）を抽出し、一般化している。だが、Ⅱの「あく、垂れる」とⅢの「終 

わる、変わる」などの文が再帰性を持っているからといって、Ⅰの「歩く、走

                                                 
7 スキーマ（schema）とは、あるカテゴリーの全成員に共通して想定される抽象的な理想像の

ことである。 
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る」というような移動動詞の場合には「主体が移動動作を行うと同時に、その

結果、主体の空間的位置が変わるという変化を被る（p.17）」という叙述のみ

で、再帰性を持つことを説明するのは難しいのではないだろうか。 

Ⅰの移動動詞文を除外し、「目をあく」などの表現では、主語の身体部位（目）

において行為を行った結果の状態、つまり、身体部位に生じた変化を、主語が

被るのである。「仕事を終わる」などの表現では、ヲ格は主語の行為内容を示

しているため、動作を行うと同時に生じた行為の達成（仕事が終わって自由に

なり、もう仕事に対面しなくてもいい状態になる）という変化を、主語が被る

のである。 

このように、「目をあく」「仕事を終わる」などの表現について、姚（2007）

は「動作の結果が主体自身に戻ってくることによって、動作が終結を見るとい

う「再帰性」が共通して関わっていると思われる」と指摘している（p.17）。 

 

4.2.5 小結 

従来の研究により、「口をあく」、「しっぽをたれる」などのヲ格有対動詞文

は、目的語が主語の一部であることから、再帰性が認められることが分かる（鈴

木 1985、影山 1996、姚 2007、など）。影山（1996）はこれを「ナルからスル

への拡大」によって、経験者主語が便宜上追加される経験者主語文である、と

述べている。だが、もともと「口があく」、「しっぽがたれる」は非対格動詞文

であるのに、新しく付け加えられた主語は外項ではなく、目的語の発生母体で

あるゆえ、非対格他動詞に属すると思われる。このように考えると、「あく、

たれる」は能格動詞の非対格類に算入するのが適当であろう。 

 

 

 

(8)                  非対格類（外項：なし） 

（蕾〔が/を〕ひらく、 

しっぽ〔が/を〕たれる、 
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自他交替する     口〔が/を〕あく、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） 

 

①他動詞文の主語が目的語の発生母体で、②外項を持たず、③受身にならな

い、という三つの特徴を持つ能格動詞を、本稿では、非対格類とする。ここで

問題になるのは、「しっぽ〔が/を〕たれる」は非対格類に属するが、（9）のよ

うな自他対応もこのグループに入れてもよいかということである。 

 

（9）ａ．釣り糸がたれている。 

 ｂ．父親が釣り糸をたれている。   

（須賀 1981：127） 

 

「しっぽ」は「犬」の一部であるゆえ、（10ａ）は再帰性を持つと認められ、

成立つが、（10ｂ）は「レモンの汁」が「花子」の一部ではないゆえ、再帰性

を持たないと認められ、不適格であると思われる。だが、「釣り糸」も「父親」

の一部ではないものの、（10ｃ）が成立つのは何故であろうか。それはメタフ

ァーによるためと思われる。 

 

（10）ａ．犬がしっぽをたれている。 

  ｂ．*花子はフライにレモンの汁をたれた。 

  ｃ．父親が釣り糸をたれている。 
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（須賀 1981：127、132 の例を筆者が一部修正） 

 

言い換えれば、「父親が釣り糸をたれている」とは「父親が釣り竿を握った

まま、魚釣りをしている」という事象を表すのである。釣り竿は手の延長と見

なされ、「釣り糸がたれている」ことが「体の一部がたれている」かのように

見える。観察者は、「父親」が「柳が枝を垂れている」ように、動かないまま、

魚釣りをしている事象を描述しているのである。 

 このように、「父親」はメタファリックに「釣り糸」の発生母体と見なされ

るため、「父親が釣り糸をたれている」は能格動詞の非対格類とすることがで

きよう。 

残りの「座席を変わる」、「仕事を終わる」などのヲ格有対動詞については、

（11）を見れば分かるように、「変わる」なども再帰性を持ってはいるものの、

主語（一郎）は目的語（座席）の発生母体ではなく、外項であろう。このよう

な外項を持つヲ格有対自動詞文はどんな意味特徴を表すのであろうか。また、

同じく「ヲ格有対動詞文」の「口をあく」類と「席を変わる」類とはどのよう

な相違点を持っているのであろうか。 

            

（11）ａ．一郎が勝手に座席を〔変わった / 変えた〕。 

  ｂ．先生が一郎の座席を〔*変わった / 変えた〕。 

（須賀 1981：129） 

 

4.3 経験者主語文 

4.2 節で紹介した「口をあく」、「しっぽをたれる」は非対格他動詞とされ得

る。では、「座席を変わる」、「仕事を終わる」のようなヲ格有対動詞の表現は

どうであろうか。 

「座席が変わる」、「仕事が終わる」などの表現では、「座席」は自分で変わ

る能力がない、「仕事」も自分で終わる能力がないゆえ、これは「植える / 植

わる」のような脱使役化動詞であると思われる。「脱使役化」によって動作主
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を陰に隠し、対象変化のみを表すものである。 

 これに対し、「座席を変わる」、「仕事を終わる」などの表現では、動作主が

隠され、「座席」、「仕事」の所有者を前景化し、経験者主語として現れている

と思われる。 

結論を先に言えば、「座席を変わる」、「仕事を終わる」は、その形成過程か

ら見れば、「座席が変わる」「仕事が終わる」という脱使役化動詞文から派生し、

経験者主語が付け加えられたのである。 

さて、「座席を変わる」類のヲ格有対自動詞はどのような操作で成立つので

あろうか。また、その形成過程はどうであろうか。この問題に入る前に、ほか

の経験者主語の例を見ておこう。 

 

4.3.1 有対他動詞の経験者主語文 

 

（12）ａ．彼らは、空襲で家財道具をみんな焼いた。〔経験者、対象〕 

ｂ．空襲で、彼らの家財道具がみんな焼けた。〔    対象〕 

ｃ．*彼らに、空襲で家財道具を焼かれた。 

（影山 1996：285-286 の例を筆者の一部修正） 

 

（12ａ）は経験者主語文とされ、「彼ら」は経験者格として働くものとされ

る。井上（1976）は経験者格を「ある行為、またはでき事にかかわり合いを持

つ、あるいは経験する有生名詞句の格。感情を経験する有生名詞句もこの格を

取る。」（p.37-38）と定義している。 

天野（1987）はこのような他動詞文を「状態変化の他動詞文」と呼び、こう

した文の成立に次の二つの条件が必要であることを述べている。（p.151） 

 

（13）ａ．述語成分の他動詞が主体の動きと客体の変化の両方の意味を 

表す他動詞である。 

ｂ．ガ格名詞とヲ格名詞が全体－部分の関係にある。 
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この文は他動詞を持つものの、直接受身に変えることができないという点で、

通常の自動詞から他動詞への変換で派生されたのではないと考えられる（影山

1996）。語彙概念構造は（14）のように、経験者主語を非対格構造の上に特別

に上積みされている、と影山（1996）は指摘している。 

 

（14） 【x の家財道具 BECOME【x の家財道具 BE AT-BURNED 】】 

（空襲で、彼らの家財道具がみんな焼けた） 

→x EXPERIENCE【x の家財道具 BECOME【x の家財道具 BE AT-BURNED 】】 

（彼らは、空襲で家財道具をみんな焼いた） 

（影山 1996：286） 

 

経験者主語文の特徴、①主語の動きと目的語の変化の両方の意味を表すこと、

②ガ格名詞とヲ格名詞が全体－部分の関係にあること、③直接受身に変えられ

ないこと、は非対格主語文にも当てはまる。だが、経験者主語文と非対格主語

文の違いは、経験者が有生名詞句であるということである。これについて、須

賀（1981）、は「xが yを自動詞」の「ｘ」は原則として人間であると指摘し

ている。姚（2007）も「ガ格名詞句は基本的には人間主体である」と述べてい

る。それなら、「座席をかわる」も同じ概念構造になるであろう。影山（1996）

に倣って「座席をかわる」の語彙概念構造を表せば、次のようになるであろう。 

 

（15） x EXPERIENCE【x の座席 BECOME【x の座席 BE AT-別の席 】】 

                           （筆者による） 

 

4.3.2 語彙的な受身文 

日本語では（16）のような動詞ペアは自他交替の特殊な例とみなされている

（奥津 1967、井上 1976、野田 1991、影山 2002ａ）。 
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（16）「教える / 教わる、授ける / 授かる、預ける / 預かる、など」 

 

「教える / 教わる」タイプの動詞は（17）（18）のような構文交替を示す。

「教わる」「預かる」は（17ｂ）（18ｂ）のように、ヲ格目的語を持つという点

では他動詞であるが、日本語の語感としては、受身的ないし自動詞的な意味合

いを持っている（影山 2002ａ：131）。 

 

（17）ａ．先輩が後輩に合格の秘訣を教えた。 

ｂ．後輩が先輩から合格の秘訣を教わった。 

（18）ａ．客が受付係に貴重品を預けた。 

ｂ．受付係は客から貴重品を預かった。 

 

影山（2002a）は「教わる」類も「コンピュータがミスを生じた」、「木が芽

をふいた」と同じく、非対格他動詞であると述べている。その理由は、概念構

造において抑制された外項（動作主）は統語構造には姿を現さず、（19）のよ

うに統語的な受身にならないからでる。 

 

（19）ａ．*合格の秘訣が先輩から（後輩によって）教わられた。 

ｂ．*貴重品が（受付係によって）客から預かられた。 

（影山 2002ａ：131） 

 

だが、受身にならないにもかかわらず、「後輩」と「合格の秘訣」、「受付係」

と「貴重品」の間には再帰性を持っていると感じられる8ものの、発生母体で

はないので、これらの動詞は非対格他動詞とはみなされない。従って、「後輩」

と「受付係」は内項の発生母体ではなく、外項であると思われる。 

（17ａ）（18ａ）の動作主「先輩」、「客」は（17ｂ）（18ｂ）では必須項とし

                                                 
8 影山（2002a）では「所有」の意味合い、または、一時的な「所有権」の移管という所有の

意味合いを持つと述べられている。 
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て現われないが、「教わる」、「預かる」は語彙的に受身的な意味合いを持つゆ

えに、「後輩」「受付係」は経験者主語とするのがふさわしいと思われる。この

ように、「教える / 教わる」類の語彙概念構造は次のように示すことができる。 

  

（20）「教える/教わる」類の語彙概念構造 

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

（先輩が後輩に合格の秘訣を教えた） 

教わる：z EXPERIENCE【(y) BECOME【y BE AT-z】】 

（後輩が先輩から合格の秘訣を教わった） 

x＝先輩、y＝合格の秘訣、z＝後輩 

（筆者による） 

 

「～を教わる」、「～を預かる」が「自動詞的な意味合いを持っている」のは

「osie-ru / osow-ar-u」、「azuke-ru / azuk-ar-u」という形態が「植える / 植わる」

のような-ar-により、他動詞から自動詞への転化、脱使役化自動詞とされるか

らである。問題になる「座席を変わる」、「仕事を終わる」という表現も「変え

る / 変わる」、「終える / 終わる」のような-ar-による自他交替を持っており、

脱使役化によって、派生されると想定できると思われる。この考えを明らかに

するために、もう一つの経験者主語文を考察する。 

 

4.3.3 所有受動文 

受動文は典型的な経験者主語文と言えよう。日本語には（21）に示した二つ

のタイプの受動文があると言われている。（21ａ）は「直接受動文」、（21ｂ）

は「間接受動文」と呼ばれる。 

     

（21）ａ．太郎が（先生に）叱られた。（先生が太郎を叱った。） 

ｂ．太郎が雨に降られた。（*雨が太郎を降った。） 

（作例） 
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また、（22）のような第三のタイプがある。このタイプでは目的語の所有者

が受動文の主語となっていることから「所有受動文」と呼ばれる（長谷川 1999：

137）。 

 

（22）ａ．太郎が花子に自転車を壊された。 

（花子が太郎の自転車を壊した。） 

ｂ．太郎が花子に足を踏まれた。 

（花子が太郎の足を踏んだ。） 

 

所有受動文は（22）のように、能動文の目的語の所有者が受動文の主語とな

る。目的語がそのまま「ヲ格」で「所有受動文」に現われる。つまり、自動詞

的であるはずの受動文では、「所有受動文」も「ヲ格」を伴っているのである。

その語彙概念構造を表せば、次のようになると思われる。 

          

（23）所有受動文の概念構造： 

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

（花子が太郎の自転車を壊した。） 

壊される：y EXPERIENCE【(y’) BECOME【y ’BE AT-z】】 

（太郎が花子に自転車を壊された。） 

y＝太郎、x＝花子、y’＝y の自転車、z＝壊れた状態 

                 （筆者による） 

 

「花子が太郎の自転車を壊した」の文では、「太郎の」は付加詞となるので

意味述語には現れず、「太郎が花子に自転車を壊された」の文では、「花子に」

は付加詞となるので、意味述語には現れない。 

使役は統語的な使役（～させる）と語彙的な使役（使動詞）とに分かれる。

他動詞と使役形では他動化の接辞「-as-」と使役接辞「-sase」「-ase-」が音形上
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似ていることがしばしば指摘されている（井上 1976）。 

 

（24） 

                       飛ばす（他動詞）：tob-as-u 

飛ぶ（自動詞）：tob-u 

                       飛ばせる（使役形）：tob-aser-u 

 

受身も統語的な受身（～られる）と語彙的な受身（教わる、など）に分ける

ことができる。これも、自動詞と受身形では自動化の接辞「-ar-」と受身接辞

「-rare-」「-are-」も音形上似ていると思われる。 

 

（25） 

預かる：azuk-ar-u 

預ける（他動詞）：azuker-u 

預けられる：azuker-arer-u 

 

「預かる」、「教わる」というような語彙的な受身だけではなく、この「-ar-」

接辞は「植える / 植わる」などの脱使役化という操作において現われる。 

 

 

 

 

（26） 

植わる（自動詞）：uw-ar-u 

植える（他動詞）：uer-u 

植えられる（受身形）：uer-arer-u 

   （本稿の分析） 
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他動詞からの自動化で説明すれば、自動詞「植わる」は語彙的な自動化で、

受身形「植えられる」は「統語的な自動化」であると思われる。ここの「自動

化」とは「-ar-」による脱使役化である。また、もともと能動文である（27ａ）

は、語彙的な脱使役化という操作によって、脱使役化動詞文（27ｂ）に転化す

る。受動文（27ｃ）は「-rare-」という接辞によって派生されるのである。従

って、本稿では受身形を「統語的な脱使役化」と考える。 

 

（27）ａ．太郎が木を植えた。 

ｂ．木が植わった。 

ｃ．木が（太郎によって）植えられた。 

（作例） 

 

つまり、「-ar-」による自動化は「統語的な自動化」と「語彙的な自動化」に

分けられ、前者は受身形で表され、後者はいわゆる脱使役化動詞である。とこ

ろで、脱使役化動詞文は意味構造では動作主を含意していながら、統語構造で

はそれが表されていないゆえに、受身的な意味合いを持っていると想定できる。 

動詞の脱使役化現象がない英語から見れば分かるように、（28ｂ）のような

文を英訳すれば、（29ｂ）にならず、（29ｃ）のような受動文になる（影山 2001：

31）。 

 

（28）ａ．彼は花壇に木を植えた。 

ｂ．花壇に木が植わった。 

（29）ａ．He planted a tree in the garden. 

ｂ．*A tree planted in the garden. 

ｃ．A tree was planted in the garden. 

（影山 2001：32 の例を筆者の一部修正） 

 

4.4 ヲ格を取る有対動詞の意味特徴 
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須賀（1981）が挙げている例、「口〔が/を〕あく」、「しっぽ〔が/を〕たれ

る」、「座席〔が/を〕変わる」、「仕事〔が/を〕終わる」などについては、自動

詞文の主語と他動詞文の目的語が同一であるから、能格動詞の一種と考えても

よいと思われる。「口〔が/を〕あく」、「しっぽ〔が/を〕たれる」は上述の通

り、能格動詞の非対格類に入れるのがふさわしいだろう。だが、「座席〔が/

を〕変わる」、「仕事〔が/を〕終わる」はどうであろうか。 

4.3 節で（30）のような三種類の経験者主語文を観察し、分析した。それら

に共通の特徴は次の三つである。それは、①主語と目的語は所有関係を持つこ

と、②受身にならないこと、③ヲ格を取りながら、述語は自動的な意味合いを

持つこと、である。 

 

（30）ａ．彼らは空襲で家財道具をみんな焼いた。 

ｂ．後輩は先輩から合格の秘訣を教わった。 

ｃ．太郎が花子に自転車を壊された。 

                                   

このように、（31）など「ヲ格有対動詞文」は、主語（一郎、山田君）が目

的語（座席、仕事）の所有者であり、受身化ができない、という経験者主語の

特徴を備えている。 

 

（31）ａ．一郎が座席を変わった。→ *座席が変わられた。 

ｂ．山田君が仕事を終わった。→ *仕事が終わられた。 

 

「座席を変わる」などが成立つのは、脱使役化によって派生された結果、も

ともとの動作主が陰に隠れて、目的語の所有者が経験者として主語になるので

ある。ここで注意すべきは動作主と経験者は必ずしも一致しないことである。

即ち、「一郎が座席を変わった」とは「一郎が自分の座席を変えた」、または「先

生が一郎の座席を変えた」という事象の結果である。前者ならば、動作主も経

験者も一郎である。だが、後者ならば、動作主は先生であり、一郎は経験者な
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る。 

 

（32）「座席を変わる」の形成過程： 

 

一郎が座席を変えた。 

↓ 
 

一郎の座席が変わった。 → 一郎が座席を変わった。 

↑ 

先生が一郎の座席を変えた。

 

「座席がかわる」はもともと「座席をかえる」の脱使役化の結果であるゆえ

に、その他力（動作主）が背景化され、かわりに、目的語の所有者が経験者主

語として前景化される。よって、「座席をかわる」という文になるというわけ

である。（32）の形成過程を語彙概念構造で表せば、（33）のようになろう。 

 

（33）「座席を変わる」の語彙概念構造の形成過程 

一郎が座席をかえる：【x ACT ONｘ’】CAUSE【(ｘ’) BECOME【ｘ’ BE AT-z】】 

→一郎の座席がかわる：【x CAUSE【(ｘ’) BECOME【ｘ’ BE AT-z】】（x→Ø） 

→一郎が座席をかわる：x EXPERIENCE【(ｘ’) BECOME【ｘ’ BE AT-z】】 

（ｘ＝一郎、ｘ’＝ｘの座席、ｚ＝別の席） 

 

 

先生が一郎の座席をかえる：【x ACT ON y’】CAUSE【(y’) BECOME【y’ BE AT-z】】 

→一郎の座席がかわる：【x CAUSE【(y’) BECOME【y’ BE AT-z】】（x→Ø） 

→一郎が座席をかわる：y EXPERIENCE【(y’) BECOME【y’ BE AT-z】】 

（ｘ＝先生、y＝一郎、y’＝y の座席、ｚ＝別の席） 

                             （筆者による） 
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脱使役化動詞について、影山（2001：33）は「他力の存在を陰に隠して、対

象の変化のみを表す」と説明している。「一郎が座席を変わる」というような

表現は元の脱使役化動詞文の対象（内項）の所有者が経験者主語として現われ

るゆえ、脱使役類とする。 

「座席〔が/を〕かわる」、「仕事〔が/を〕終わる」のほかに、森田（1994）

が挙げている「計算〔が/を〕間違う」もこのグループに入れてよいと思われ

る。その根拠を次のように考える。  

「間違う」には「間違う（自動詞）/ 間違える（他動詞）」という自他対応

を持つものの、「計算〔が/を〕間違う」のような自他対応も成立つのである。 

 

（34）ａ．店員が計算を間違える。 

ｂ．計算が間違っている。 

ｃ．店員が計算を間違った。 

ｄ．*計算が間違われる。 

（森田 1994：244 の例を筆者の一部修正） 

                     

他動詞文の主語「店員」は有情物で、目的語「計算」は主語の行為であるゆ

え、この動詞は再帰性を持つと認められる。そのうえ、（34ｄ）のように受身

にならない。だが、「店員」は「計算」の発生母体ではないから、外項と見な

されてよい。しかも、普通、わざと間違える店員はいない。したがって、外項

「店員」は動作主でなく経験者である。外項が経験者であり、受身にならず、

再帰性を持つ動詞は能格動詞の脱使役類の特徴を持つゆえ、脱使役類のグルー

プに入れてよいと思われる。 

このように、日本語の能格動詞にはこの「脱使役類」を加えることができ、

「非対格類」、「反使役類」、「脱使役類」という三つのグループがあると思われ

る。そうすると、本章の 4.2 の(8)は拡張され、(35)のようになる。 
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（35）自他同形動詞の分類： 

                 非対格類（外項：なし） 

（蕾〔が/を〕ひらく、しっぽ〔が/を〕

たれる、口〔が/を〕あく、など） 

自他交替する      反使役類（外項：あり） 

（能格動詞）     （扉〔が/を〕ひらく、など） 

 

自他同形動詞             脱使役類（外項：経験者） 

                   （席〔が/を〕変わる、 

                    仕事〔が/を〕終わる、など） 

自他交替せず 

（知恵が働く、盗みを働く、など） 

                 （筆者による） 

 

 

4.5 残された問題の検討 

4.5.1 経験者主語文の再検討 

第四章の 4.4 で「座席を変わる」などの形成過程を述べた。（36）で説明す

れば、動作主（先生）が脱使役化によって隠され、対象（座席）の所有者が前

景化して、経験者主語（太郎）として現れている。 

 

（36）ａ．先生が太郎の座席をかえる。＜Ag，Th＞ 

→ｂ．太郎の座席がかわる。＜Th＞ 

→ｃ．太郎が座席をかわる。＜Ex，Th＞ 

 

だが、ここに残った問題は、（37ａ）の対応は（36）と同じであろうか、そ

れに、（37ｂ）、（37ｃ）が意味的に対応しないのは何故であろうか、というこ
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とである。 

        

（37）ａ．太郎が座席をかえる。＝太郎が座席をかわる。 

  ｂ．校長が学校をかえる。≠校長が学校をかわる。 

  ｃ．松坂が投手をかえる。≠松坂が投手をかわる。 

（須賀 1981：131、金谷 2002：202 の例をもとに本稿の整理） 

 

動詞分類の際に陥りやすい過ちは「この動詞は○○動詞である」というよう

に割り切ってしまうことである。実際は、一つの動詞が複数の意味タイプにま

たがることが多い（影山 2002b）のである。 

上述の（36ｂ）「太郎の座席がかわる」と（36ｃ）「太郎が座席をかわる」に

ついて、本稿では能格動詞の自他交替とし、同一の事象を表すと認める。だが、

（38ａ）と（38ｂ）は自他交替しないものの、何故、それらも同一の事象を表

しているのか。（38ｂ）の「かわる」は「移る」のように「位置の変化」を表

し、しかも、「座席」は場所名詞であるため、非能格動詞と見なされてもよい

と思われる。言い換えれば、（38ａ）の「座席」は対象であるが、（38ｂ）のヲ

格は離脱点の「場所格」と認められる。したがって、（38ａ）は他動詞文と認

められるに対し、（38ｂ）は非能格動詞と見なされてもよいと思われる。 

 

（38）ａ．太郎が座席をかえる。（他動詞） 

  ｂ．太郎が座席をかわる。（非能格動詞） 

 

（39）ａ．朋子がバレェを踊った。（非能格動詞） 

  ｂ．翔一が校庭を走った。（非能格動詞） 

（長谷川 1997：76） 

 

非能格動詞は、（39）のようにヲ格を伴う名詞句を取ることができる。非能

格動詞と他動詞の関わりについて、長谷川（1999：76）はこう述べている。 
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「非能格動詞は他動詞と次の二つの点で似ていることを示している。①外

項（動作主）を取り、②「を」格を（必要とあれば）与えることができる。」 

 

したがって、（38ａ）は他動詞文で、（38ｂ）は非能格動詞文であるものの、

主語「太郎」が動作主で、ヲ格も同じであるため、意味的には同じ意志的な動

作を表している。このように、（38ｂ）の外項は動作主とされ、（36ｃ）の外項

は経験者とされる。即ち、「座席をかわる」は文脈によって外項が動作主とも

経験者とも解釈できると思われる。 

だが、「学校をかえる」と「学校をかわる」の「学校」も「場所名詞」に見

えるが、意味的に対応しないのは何故であろうか。これについて、次の 4.5.2

でメトニミーの観点から詳しく説明する。 

さて、次の場合はどうであろうか。（40ａ）と（40ｂ）は同じ事象を表して

いる。だが、（41ａ）の「山田君」は医者として解釈されるのに対して、（41

ｂ）の「山田君」は多くの場合、患者とも見なされるが、医者とも解釈できる

（須賀 1981、鈴木 1985）。 

 

（40）ａ．太郎が宿題を終える。＜Ag，Th＞ 

ｂ．太郎が宿題を終わる。＜Ex，Th＞ 

（41）ａ．山田君が診察を終える。＜Ag，Th＞ 

ｂ．山田君が診察を終わる。＜Ex，Th＞ 

 

「宿題」、「診察」は同じ人間の行為であるものの、「宿題」に関わる人間は

一人しかいないが、「診察」に関わる人間は二人いる（医者と患者）。「医者」

か「患者」か、どちらかいなければ、「診察」という行為が成立たない。この

ように、「診察が終わった」を他動化すれば、「医者」も「患者」も経験者主語

として現れることが可能なのである。 

 



 72

4.5.2 メトニミーによる分析 

上述のように、「座席をかえる」と「座席をかわる」はほぼ同じ事象を表し

ている。これに対して、（42ａ）の「学校をかわる」は「転校になる」を意味

するが、（42ｂ）「学校をかえる」は「学校を変革する」ということを意味する。

この二つの文は意味的にかなり異なっている。それは何故であろう。 

 

（42）ａ．校長が学校をかわる。 

ｂ．校長が学校をかえる。 

 

姚（2007：9）は「～をかわる」、「～を終わる」などのヲ格名詞が「人間の

行為・行動或いは行動の内容（例：会談、収穫、演説、処置、買物、演習、生

涯）もしくは人間の行為に伴う時期（例：青春）や場所（例：ジム、職場）に

関するもの」を示していると指摘している。よって、（42ａ）の「学校」は校

長の通う学校で、つまり校長の行為に伴う場所であり、再帰性が認められるが、

（42ｂ）の「学校」は「教育の機構」を意味し、主語「校長」に対して再帰性

を持たない。（42ｂ）の方は「学校を変革する」を意味し、（42ａ）の方は、「転

勤になった」を意味するから、（42）のａとｂは同一事象を示さないのである。

その理由は「意図性に関わっている」からである（金谷 2002：202）。つまり、

（42ａ）の事態は校長にはコントロールの利かないレベルの決定であるか、あ

るいは校長に問題があって左遷されたのかもしれない。よって、（42ａ）の主

語「校長」は意志性を持たないから、経験者であると認められる。 

また、須賀（1981）も（43）のような、内項が同じで、「～をかわる」と「～

をかえる」のさし表す事柄が重ならない場合があると指摘している。 

 

（43）ａ．松坂が投手をかわった。 

ｂ．松坂が投手をかえた。 

 

（43ａ）は松坂自身が投手として登板することを意味するのに対して、（43
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ｂ）は松坂が変化の与え手として投手を交代させたことを意味する。このよう

に、（43ａ）の松坂は選手の松坂であり、（43ｂ）の松坂は監督の松坂であるゆ

え、さし表す事柄が重ならないのは当然であると思われる。（43）の「松坂」

を「松坂選手」や「監督」に書き換えて検証してみよう。 

 

（44）ａ．松坂選手が投手をかわった。 

ｂ．?松坂選手が投手をかえた。 

（45）ａ．?監督が投手をかわった。 

ｂ．監督が投手をかえた。 

 

（44ａ）、（45ｂ）が何の支障もなく成立つのに対して、（44ｂ）、（45ａ）は

非文とは言えないが、違和感が感じられる。（44ｂ）の松坂選手は選手である

ものの、ベテラン選手（あるいは、キャプテン）であるから、監督のかわりに、

あるいは監督がいない場合、投手を引き受けたと解釈すべきである。（45ａ）

の監督は投手として登板することを意味する。だが、監督であるものの、いっ

たんマウンドに出れば、監督はもはや監督ではなく、投手として登場するので

ある9。 

では、何故上に二文の「松坂」が同一の人物ではないとわかるのか。それは

「投手」の意味するものが違うからだと思われる。「投手をかわる」の「投手」

は野球の守備位置の一つを意味する。即ち、（43ａ）「松坂が投手をかわった」

の「投手」は主語「松坂」自身の行為である。（43ｂ）「松坂が投手をかえた」

の「投手」は人間で、つまり、マウンドにいる選手のことである10。（43ｂ）で

は、動詞「かえる」は主語「松坂」と再帰性を持たないと認められる。そのう

                                                 
9 プロ野球の未熟な台湾などでは、監督兼選手の場合がよく見られる。例えば、2007 年 5 月

14 日に興農牛というチームの監督・黄忠義が代打として満塁ホームランを打った。だが、こ

の時の黄忠義は監督ではなく、打者としてプレイしたのである。 
（Yahoo!奇摩新聞 2007/5/15：http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/070515/17/edo4.html） 
10 野球の術語では守備位置と守備選手はよく同じ言葉で表される。例えば、セカンドとはも

ともと二塁という守備位置を意味し、二塁手とも解釈できる。これも一種のメトニミー表現で

あろう。 
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え、投手は監督の指示により、登板したり降板したりするから、この文には投

手の意志性が認められない。したがって、「松坂が投手をかわる」の主語「松

坂」は動作主ではなく、経験者であると想定できよう。 

このように、「投手をかわる」と「投手をかえる」では、二つの文の「投手」

はメトニミーによって意味合いが異なっている。「投手」はもともとマウンド

にいて投球する選手を示すが、「投手をかわる」では、「投手」は守備の位置を

意味する。したがって、（43）は対応しないのである。 

 

4.6 おわりに 

本章で論じた内容を次のようにまとめる。 

（一） 「口をあく」、「座席を変わる」などヲ格有対動詞はそれぞれ「口があ

く」「座席が変わる」のような対応する自動詞文を持っており、「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

格動詞とすることができよう。 

 

（二） 「口をあく」類は主語が外項ではなく、目的語（内項）の発生母体で

あり、自然発生的な事象を表すので、「芽を吹く」と同じような「非対格

他動詞」と想定できる。従って、「口をあく」類を能格動詞の非対格類に

入れてよいと思われる。 

「父親が釣り糸をたれる」は「釣り糸」が「父親」の身体の一部ではな

いものの、メタファーによって、身体の一部の延長と見なされるから、「釣

り糸〔が/を〕たれる」という対応も能格動詞の非対格類に入れてよいと

思われる。 

 

（三） 「座席を変わる」類の主語は外項であるが、動作主ではなく、目的語 

（内項）の所有者が経験者として現われる。このグループは動作主が背景

化され、脱使役化の操作から派生されるゆえ、「脱使役類」とすることが

できよう。 
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（四） 「座席をかわる」と「座席をかえる」が同一の事象を表すのに対して、

「学校をかわる」と「学校をかえる」、「投手をかわる」と「投手をかえる」

が同一の事象を表さないのは、メトニミーによって、二つの文の「学校」、

「投手」の意味のズレが生じるからである。 

 

（五） 日本語の能格動詞は、①非対格類「芽〔が/を〕吹く」、「口〔が/を〕 

あく」、など、②反使役類「ドア〔が/を〕ひらく」、など、③脱使役類「座 

席〔が/を〕変わる」、「仕事〔が/を〕終わる」、など、という三つのグルー 

プに分けることができると思われる。須賀（1981）、森田（1994）、影山 

（2002a）が挙げている例を上述の特徴に当てはめると、次のように分け 

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語の能格動詞の分類 

の能 非対格類 所属動詞 例 文 
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（外項：なし） あく 

たれる 

伴う 

はだける 

張る 

ひらく 

触れる 

巻く 

増す 

催す 

結ぶ 

吹く 

口〔が/を〕あく 

しっぽ〔が/を〕たれる 

危険〔が/を〕伴う 

胸〔が/を〕はだける 

根〔が/を〕張る 

蕾〔が/を〕ひらく 

手〔が/を〕触れる 

渦〔が/を〕巻く 

水かさ〔が/を〕増す 

眠気〔が/を〕催す 

実〔が/を〕結ぶ 

芽〔が/を〕吹く 

反使役類 

（外項：動作主） 

ひらく 

閉じる 

運ぶ 

はねる 

馳せる 

ドア〔が/を〕ひらく 

蓋〔が/を〕閉じる 

話〔が/を〕運ぶ 

泥〔が/を〕はねる 

馬〔が/を〕馳せる 

脱使役類 

（外項：経験者） 

かわる 

終わる 

間違う 

座席〔が/を〕かわる 

仕事〔が/を〕終わる 

計算〔が/を〕間違う 

（須賀 1981、森田 1994、影山 2002ａをもとに、本稿の整理） 

 


