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摘要 

 

 

  本研究以日文的語彙複合動詞為研究對象，探討自自交替發生時的

條件及制約，以及在整個複合動詞中所佔的位置。  

  本論文共分為七章。第一章為緒論，闡述本研究的目的及考察對象。

第二章則針對語彙複合動詞的自他交替及自自交替之過往相關文獻進

行研究，並提出尚未解決的問題。第三章到第六章則依照字組下去分

別做探討。字組依序為「出る／出す」「通る／通す」「回る／回す」

「抜く／抜ける」為後項的複合動詞。第三～六章主要在探討前項動

詞與後項動詞的特徵，以及自自交替形成的原因。最後第七章為結論。 

  透過本研究，我們可以得到以下結論。  

（1）形成自自交替的前後項動詞皆為位置變化動詞。  

（2）自自交替發生的原因依據前項動詞的性質而有所不同。例如  

前項動詞為非能格自動詞時，自自交替的原因主要為再歸導

致的他動性低下；前項動詞為非對格自動詞時，自自交替的

原因為「非対格性優先の原則」；前項為他動詞時，自自交替

的原因則來自於文全體的他動性低下。  

 

 

關鍵字：語彙複合動詞、自自交替、自他交替、他動性、非對格優先  

原則、位置變化  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

語彙的複合動詞の自自交替について  

 

【要約】  

 

 

 本研究の目的は、語彙的複合動詞における自自交替の発生条件、

制約及び位置づけを明らかにすることである。  

 本研究は 7 章で構成される。第一章は序論で、本研究の目的及び

研究対象を述べる。第二章ではまず自他交替と自自交替に関する先

行研究を検討し、さらに本研究の位置づけについて述べ、問題点を

提出する。第三章から第六章においては、「出る／出す」「通る／通

す」「回る／回す」「抜く／抜ける」の組み合わせに分け、それぞれ

考察を行い、「前項動詞と後項動詞の特徴」と「自自交替が可能にな

る理由」について分析する。第七章は結論である。  

 本研究を通して次のような結論が得られる。  

 （1）自自交替における前項動詞と後項動詞は、両方とも位置変  

化を表していることが判明した。  

 （2）自自交替が可能になる理由は、前項動詞の性質によって異  

なる。前項動詞が非能格自動詞である場合は、主に再帰に  

よる他動性低下の影響を受け、自自交替が可能になる。前  

項動詞が非対格自動詞の場合は、「非対格性優先の原則」の  

制約で自自交替を成す。前項動詞が他動詞である場合は、  

文全体の他動性低下という原因で自自交替が可能になるの  

である。  

 

 

 キーワード：語彙的複合動詞、自自交替、自他交替、他動性、  

非対格性優先の原則、位置変化  
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第一章  序論 

 

 

  本研究の目的は、日本語の語彙的複合動詞における後項動詞が形

態上自他対応をなしているものの、複合動詞全体が自動詞の用法に

なる、いわゆる「自自交替」という現象の発生条件、制約及び位置

づけを明らかにすることである。本章においては、主に研究動機と

目的、考察対象と構成について述べる。  

 

1.1 研究動機と目的  

 まず本研究の研究対象を述べる。複合動詞は、形態上二つの動詞

要素からなり、前項動詞の連用形に後項動詞が続く複合語を指す。

また、複合動詞の後項動詞には、「上がる /上げる」「出る /出す」の

ような自動詞と他動詞で一つのペアを成すものが多く見られる。こ

のような自・他ペアを持つ動詞は他の動詞と組み合わさって複合動

詞になる際、次のように構文上格の変動がある場合（（ 1）（ 2）参照）

とない場合（（ 3）（ 4）参照）が見られる。  

 

（１）  花火を打ち上げる⇔花火が打ち上がる 

（２）  時間を積み重ねる⇔時間が積み重なる 

（３）  彼が飛び出す⇔彼が飛び出る  

（４）  惑星が黄道を突き通す⇔惑星が黄道を突き通る  

 

日本語の複合動詞は、影山（ 1993）によれば、一般的に句構造と

同じ右側主要部の規則が成立している。つまり、複合動詞全体の性

質が後項動詞によって指定される。また、語彙的複合動詞は統語上

一つの動詞として振舞う以上、本動詞と同じように自他交替の能力

を備えているはずである。例（ 1）（2）の「～上げる /上がる」「～重
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ねる/重なる」は、本動詞の用法と同じく、構文（ガ /ヲ）と形態（上  

げる/上がる，重ねる /重なる）の交替が見られる。しかし、例（ 3）

（4）の「～出す /出る」「～通す /通る」は、本動詞とは違い、格の

交替が見られない。  

このように日本語では本動詞として使われる場合に自他交替が

見られるが、複合動詞の後項動詞として使われる場合は、必ずしも

同じ交替現象が見られるとは限らないものがある。また、先行研究

では、例（ 1）（2）のような「自他交替」に関する研究は今まで盛ん

に行われてきたが、例（ 3）（ 4）のタイプについてほとんどは個別的

な動詞に対する研究で、体系的に論じたものは少ない。従って、本

研究の目的は、主に例（ 3）（ 4）のような、後項動詞の自他対応があ

るにもかかわらず複合動詞全体が「自動詞⇔自動詞」という交替を

なす「自自交替」を全般的に考察することである。  

 

1.2 研究対象  

 本研究では語彙的複合動詞における後項動詞が形態上自他対応を

成しているものの、複合動詞全体が自動詞の用法になるものを考察

するため、まず国立国語研究所の「複合動詞資料集」を主要の参考

資料としてどのような自他対応の動詞が複合動詞の後項になりうる

かを確認する。そして、それらが同一の前項動詞と結び付けるか否

かを辞書 1で検索し、対象範囲を絞る。自自交替をなすペアを抽出し、

抽出されたものを実際の使用状況によって、現在ではあまり用例が

見つからないものを除外する。 2筆者の考察により、「自自交替」と

                                                      
1
 大辞林第２版と広辞苑第６版を使用する。  

2
 除外したペアは以下のように実際使われていない、あるいは古語として扱わ

れるものである。「言ひ通る /言い通す」、「押し通る /押し通す」、「攻め寄

る /攻め寄せる」、「詰め寄る /詰め寄せる」、「吹き寄る /吹き寄せる」、「引

き寄る /引き寄せる」、「聞き渡る /聞き渡す」、「差し渡る /差し渡す」。また、

次のような例も対象外にする。  

 a.  唯一の武器としての十手は、その押しかかった瞬間にはね飛ばされてしま  

ったことは確実で、そうして素手で向った相手の曲者に、すり抜けられ

てしまったことも現実の通りです。（中里介山『大菩薩峠 17』）  

 b.  債権者は一度に押しかけて来た。（石川達三『青春の蹉跌』）  
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いう現象は以下の 4 組の複合動詞に見られる。実際の例文を見てみ

よう。  

 

（5）わしは小屋を飛び出た。（香山滋『香山滋集  :: 魔境原人』） 

 （6）造船所の幹部たちは、ニュースを耳にすると、家を飛び出  

し建造主任室に続々と集ってきた。（磯田光一『戦艦武蔵』） 

（7）槍の切っ先はひしゃげた防具の隙間から突き刺さり、ザック  

リと騎士の身体を貫き通る。  

（http://t-walker.jp/eb/adventure/rp.cgi?sceid=3770） 

（8）ちらの気力もほとんど尽きかけてて，もうダメかとも思った  

とき、ついに仲間の剣がヤツの心臓を貫き通したんだ。 

（http://www.4gamer.net/weekly/lotro/004/lotro_004.shtml）  

（9）しかし、私がこの猫を嫌えば嫌うほど、猫のほうはいよいよ  

私を好くようになってくるようだった。私のあとをつけまわ  

り、そのしつこさは読者に理解してもらうのが困難なくらい  

であった。  

（『黒猫エドガー・アラン・ポー』佐々木直次郎訳） 

（10）「監視しようじゃないか！  ぼくはやつをつけまわすよ！」

とラズミーヒンは力強く言った。  （『罪と罰』江川卓） 

（11）煙が空高く、あくまでも高く昇り、横に棚引く雲を突きぬ  

   けて、傘の形をしたお化のような大きな煙であった。   

（『黒い雨』河上徹太郎） 

（12）来年は筍が椽を突き抜いて座敷のなかは竹だらけになろう

と云ったら、若い女が何にも云わずににやにやと笑って、

出て行った。           （『草枕』夏目漱石） 

                                                                                                                                                        
a と b は一見、同じ「～が押しかかる／～が押しかける」のような自自交替の

対応をしているが、同じ文脈での言い換えが不可能であるため（例えば *十手は

押しかける／ *債権者は押しかかって来た）、除外した。つまり、本研究の自自

交替は、形態上だけではなく、意味上も同じでなければならないということで

ある。  

http://t-walker.jp/eb/adventure/rp.cgi?sceid=3770
http://www.4gamer.net/weekly/lotro/004/lotro_004.shtml
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 （5）～（ 12）は、それぞれ「～ガ～ヲ飛び出す /～ガ～ヲ飛び出

る」「～ガ～ヲ貫き通す /～ガ～ヲ貫き通る」「～ガ～ヲ付け回す /～

ガ～ヲ付け回る」「～ガ～ヲ突き抜く /～ガ～ヲ突き抜ける」の例で

ある。これらの例は形態上他動詞文のように見えるが、そのヲ格名

詞は典型的な対象ではなく、殆ど経路や通過する場所などを表すた

め、意味上は自動詞文である。つまり、後項動詞に自他対応がある

ものの、構文上格の変動が見られない、という自自交替の現象であ

る。本研究は、実際の使用状況を通して自自交替が考察される「～

出る/～出す」「～通る /～通す」「～回る /～回す」「～抜く /～抜ける」

の４組を研究対象とする。 3 

 

1.3 本研究の構成  

 以上では、研究の動機、目的、考察対象について概ねに紹介した。

次は本章各章の概要を説明する。  

まず、第二章「先行研究と本研究の位置づけ」においては、複合

動詞における「自他交替」と「自自交替」に関する先行研究を検討

し、先行研究と本研究との接点や問題点を示す。次は、本研究の考

察対象となる「自自交替」の現象が見られる複合動詞グループに絞

り、そして第三章～第六章に分け、一組ずつ順次に考察する。それ

ぞれは「出る／出す」「通る／通す」「回る／回す」「抜ける／抜く」

を後項とする複合動詞である。それらの複合動詞を考察するにあた

って、まず、前項動詞を非能格自動詞、非対格自動詞、他動詞に分

け、自自交替を成す場合の前項動詞と後項動詞の意味特徴を考察す

る。また、各自の場合が自自交替を成す原因を解明する。  

第七章においては、本研究で論述してきたことをまとめ、今後の

課題について述べる。  

                                                      
3
 「出す」には「木が芽を出す」「熱を出す」「汗を出す」のような非典型的

な他動詞用法があるが、本研究の「～出す」は、移動を表す典型的な使役他動

詞用法に限定する。  
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第二章  先行研究と本研究の位置づけ 

 

 

2.1 はじめに  

 本章は、「家を飛び出る⇔家を飛び出す」のような自自交替の現象

が複合動詞全体の中でどのような位置づけになるかを考察する。ま

ず、複合動詞の自他交替・自自交替についての先行研究を概観し、

次に問題点を提示しながら、本研究における「自自交替」の位置づ

けについて述べる。 

 

2.2 先行研究  

 今まで語彙的複合動詞における自他交替に関する研究は数多く見

られ、盛んに行われてきた。以下では、まず 2.2.1 節で複合動詞の

自他交替に関する先行研究を述べる。順次的に影山（ 1993）・松本

（1998）・朱(2009)・陳(2010)の分析を紹介していく。続いて 2.2.2

節では複合動詞の自自交替に関する先行研究を取り上げる。そして

2.2.3 節では、先行研究との接点及び先行研究の問題点を述べる。  

 

2.2.1 複合動詞の自他交替  

2.2.1.1 影山（ 1993）  

 影山（ 1993）は、日本語の語彙的複合動詞は項構造 4で複合され、

前項と後項の項構造は適切に同定しなければならないという「他動

性調和の原則」5を提案している。つまり、動詞を非能格自動詞・非  

                                                      
4
  動詞は他動詞、非能格自動詞、非対格自動詞の３種類に大別される。また、

それぞれの項構造は次のようである。  

a. 他動詞の項構造：       （ X 〈 y〉）  

b. 非能格自動詞の項構造：（ X 〈  〉）  

c . 非対格自動詞の項構造：（   〈 y〉）  
5
 本研究での語彙的複合動詞の結合する条件については基本的に「他動性調和

の原則」に従える。しかし、「自自交替」は、例えば「他動詞＋他動詞」の組

み合わせ（通常、複合後の動詞は他動詞である）が自動詞と見なされるように、

表 1 の範疇から離れたものである。この場合は「他動性調和の原則」だけで説
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対格自動詞・他動詞に分け、外項をもつかもたないかにおいて共通

性がなければ、それらの間に複合が許されないという原則である。

「他動性調和の原則」に合致する例と合致しない例を次の表のよう

に示す。  

 

表 1 

 「他動性調和の原則」に合致するタイプ  

a 他動詞＋他動詞  【（x〈y〉）+（x〈 y〉）】 奪い取る、切り落とす  

b 非能格＋非能格  【（x）+（x）】  飛び降りる、持ち歩く  

c 非対格＋非対格  【（〈y〉）】+【（〈 y〉）】 滑り落ちる、  

張り裂ける  

d 他動詞＋非能格  【（x〈y〉）+（ x）】  探し回る、待ち構える  

e 非能格＋他動詞  【（x）+（x〈 y〉）】  泣きはらす、  

笑い飛ばす  

 「他動性調和の原則」に合致しないタイプ  

f 他動詞＋非対格  【（x〈 y〉）+（〈 y〉）】 *洗い落ちる、  

*倒し滑る  

g 非対格＋他動詞  【（〈y〉）+（ x〈 y〉）】 *揺れ落とす、  

*滑り削る  

h 非能格＋非対格  【（x）+（〈y〉）】  *走り転ぶ、  

*泣き腫れる  

i 非対格＋非能格  【（〈y〉） +（x）】  *転び降りる、  

*痛み泣く  

（影山・由本 1997 をもとにまとめたものである）  

                                                                                                                                                        
明することが難しくなり、一種の非典型的かつ逸脱したものであると思われる。

このような現象の発生においては、語彙内部構成の規則より、むしろ文レベル

の制限が課せられると考えられる。以上を用いて、本研究における「他動性調

和の原則」は、「自自交替」現象を分析する前に、語彙的複合動詞の判別基準で

ある。  
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 影山（ 1993）は、次の（a）のような「他動性調和の原則」に反す

る「他動詞＋非対格自動詞」の組み合わせは、対応する（ b）の「他

動詞＋他動詞」複合動詞から派生されたものだと説明している。つ

まり、（ a）のようなものは、前項動詞と後項動詞が直接複合した複

合動詞ではなく、対応する他動詞から自動詞化によって形成された

ものであるため、複合動詞構成上の例外だとみなすべきだと主張し

ている。  

 

 （a）他動詞＋非対格：  

   打ち上がる、入れ替わる、煮詰まる、積み重なる  

 （b）他動詞＋他動詞：  

   打ち上げる、入れ替える、煮詰める、積み重ねる  

 

2.2.1.2 朱 (2009) 

 朱（2009）は、主に「上げる」「上がる」を後項とする語彙的複合

動詞を取り上げ、他動性調和の原則から外れたものを考察している。

例えば「打ち上がる」のような「他動詞＋非対格自動詞」のタイプ

と、「舞い上げる」のような「非対格自動詞＋他動詞」のタイプであ

る。また、タイプによって、異なる条件が要求されると主張してい

る。その考察の結果は以下の（Ⅰ）（Ⅱ）のようである。  

 

（Ⅰ）「他動詞＋非対格自動詞」タイプ  

「他動詞＋非対格自動詞」型の複合動詞が派生されやすい条件： 

①後項動詞が実質的な意味を持つか持たないかに関わらず、前

項動詞が実質的な意味を持たない場合（例（ 3）と例（ 4））と②

前項が抽象的な意味を、後項が実質的な意味を持つ場合である

（例 5）。  

 

  （1）a.普通預金の金利を引き上げる。  

b.普通預金の金利が引き上がる。  
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    （*普通預金の金利を引く /金利を上げる）（朱 2009：93）  

 

（2）a.予定を繰り上げる。  

b.予定が繰り上がる。  

（*予定を繰る /*予定を上げる）    （朱 2009：93） 

（3）a.実蹟を積み上げる  

b.実蹟が積み上がる  

（実蹟を積む（抽象的） /実蹟を上げる（実質的））  

   （朱 2009： 94）  

 

例（ 1）と例（ 2）では、①の条件を満たし、つまり、「引き上げる」

「繰り上げる」の前項動詞「引き」「繰り」は実質的な意味を持たな

いので、「普通預金の金利が引き上がる」「予定が繰り上がる」が派

生されるわけである。また例（3）は、②の条件に合致し、つまり、

「積み上げる」の前項動詞「積み」が抽象的な意味を、後項動詞「上

げる」が実質的な意味を持つので、「実績が積み上がる」が派生され

るわけである。  

 

（Ⅱ）「非対格自動詞＋他動詞」タイプ  

「非対格自動詞＋他動詞」型の複合動詞が派生されやすい条件：  

複合動詞における前項動詞が非意図的行為を表している場合。  

 

 （4） a．彼は失敗から立ち上がった。  

      b．*彼を失敗から立ち上げた。  

 （5） a．コンピューターが立ち上がる。  

     b．彼はコンピューターを立ち上げる。  

（朱 2009：94） 

 

 例（4）の「立つ」は意図的行為を表すため、対応する「立ち上げ

る」の形を持たないのに対し、例（ 5）の「立つ」は非意図的行為を
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表すため、対応する「立ち上げる」の形を持つ。要するに、条件（Ⅱ）

は、V1 が非意図的な行為を表す場合、「自＋自」から「自＋他」へ

派生しやすいということである。  

 

2.2.1.3 陳 (2010) 

 陳（2010）は従来例外とされた「打ち上げる→打ち上がる」「炊き

上げる→炊き上がる」のような複合動詞の自他交替（逆形成）は、

「結果一致性の仮説」6というメカニズムが潜んでいると主張してい

る。つまり、「打ち上げる→打ち上がる」のような前項動詞が後項動

詞の「手段」を表す複合動詞は、前項と後項の結果の意味が一致す

る場合のみ、複合動詞に自他交替の可能性があると指摘している。

また、陳（2010）は語彙概念構造を用いて、このような複合動詞の

形成を分析している。たとえば、以下の（ 9）の「吊り上げる→吊り

上がる」を挙げている。（典型的な他動詞の語彙概念構造（ＬＣＳ）

を以下のように設定する。）  

 

 （6）一般的な他動詞の語彙概念構造：  

[x ACT （ON y）]CSAUSE[y BECOME [y BE at-z]] 

           

（7）太郎が風鈴を天井に吊り下げる→風鈴が天井に吊り下がる   

LCS2「下げる」： [[太郎 i  ACT  ON  風鈴 j]CAUSE[風鈴 j  BECOME[風鈴 j  BE  A T-天井 k]]] 

                                                                

 

LCS2「吊る」：   [[太郎 i  ACT  ON  風鈴 j]CAUSE[風鈴 j  BECOME[風鈴 j  BE  A T-天井 k]]] 

                      〈 MANNER：無・弱指定〉             

 

項構造：   太郎 i                    風鈴 j         天井 k 

（陳 2010：44） 

                                                      
6
 結果一致性の仮説： V1 と V2 の結果の意味が一致する場合のみ、複合動詞は

自他交替の可能性がある。  
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例（7）の「吊り下げる」は前項と後項が同じ着点（この場合では

天井）を取るため、「吊り下がる」に派生するのである。一方、「枝

を切り落とす」の例において、「切る」は「切断」という結果状態を

含意するのに対し、「落とす」は「下方」という結果状態を含意する。

この場合、前項動詞と後項動詞が含意する結果が一致していないた

め、「枝が切り落ちる」に派生しないとしている。  

このように、後項動詞の自他対応があり、構文上も格の変動があ

るという自他交替の現象は複合動詞間の交替の中に典型的なもので

あると言える。それに対し、本研究の考察対象は後項動詞の自他対

応があるものの、構文上格の変動が見られないという点から、典型

的なものから逸脱し、周辺的なものに属すると考えられる。以下、

複合動詞の自自交替に関する先行研究を紹介する。  

 

2.2.2  複合動詞の自自交替  

2.2.2.1 姫野（ 1999）  

「自自交替」に触れる論文は見られるが、ほとんど個別の複合動

詞に対する研究である。例えば、姫野（ 1999）は以下の表のように

「～出る」「～出す」の複合動詞の言い換えを指摘している。しかし、

同一の文脈で「～出る」を「～出す」に言い換えられるものと言い

換えられないものに分けるという分類にとどまっており、言い換え

られる条件については述べていない。  

 

表 2 「～出る」と「～出す」の言い換えについて  

  後項要

素  

前項要素  

同一の文脈で「～でる」が「～

だす」に言い換えられるもの  

言い換えられぬもの  

「外部への

移動」の意

を含もの  

沸き出る、溢れ出る、浮き出

る、浮かび出る、にじみ出る、

こぼれ出る  など… 

生まれ出る  

咲き出る  

現れ出る  
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「外部への

移動」の意

味を含まぬ

もの（移動

の方法・様

相を示すも

の）  

這い出る、転げ出る、飛び出

る、突き出る、逃げ出る、  

走り出る、流れ出るなど…  

輝き出る、進み出る  

捧げ出る、歩み出る  

泳ぎ出る、躍り出る  

暴れ出る、舞いでる  

など…  

接頭語など  はみ出る  おん出る  さし出る 

（姫野 1999：85） 

 

2.2.2.2  徐（2007）  

徐（2007）は姫野の主張を踏まえた上で、「あふれ～」「流れ～」

「突き～」「抜け～」の前項動詞を取る「～出る」「～出す」の例を

取り上げ、言い換えられる時の条件を考察している。徐の主張によ

ると、「～出す」は  ①「～出す」の動作対象が動作主体の一部であ

る、②動作に意志性が強く感じられないという 2 つの条件を満たす

場合、「～出る」に言い換えることができる（次例参照）。  

 

（8）目頭からは、熱い涙があふれ出した（＝あふれ出た）。    

（徐 2007:52） 

（9）太る悪循環から抜け出す（ *抜け出る）ため、今までもダン  

ベルや筋トレ用品など、様々な道具を試してみた。       

（徐 2007:54） 

 

例（8）における「あふれ出す」は、徐の定義に従うと、「ある空

間（目頭の奥）からその空間の外（目頭の外）へ動作主体が動作対

象（涙）を移動させる」という意味である。この場合の動作対象「涙」

は動作主体（ここでは「人」を指す）の一部であるため、「～出る」

と「～出す」の言い換えが可能である。これに対して、例（ 9）にお

ける「抜け出す」は「悪循環からその外へ自分が自分を出す」と考
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えることができ、動作対象（＝動作主体）は自分自身であり、強い

意志が感じられるため、「～出る」への言い換えが不可能であると述

べている。  

 

2.2.3 問題点  

 本節では、 2.2.1 の自他交替と 2.2.2 自自交替の先行研究を踏ま

えて、以下の二つの問題点を提出する。  

まず、ひとつ目は、自他交替と自自交替の性質が同じなのかとい

う問題である。複合動詞の自他交替（逆形成）は複合動詞における

内部構造と関り、複合動詞の結合原則（他動性調和の原則）を満た

すかどうかに焦点が当てられている。従って先行研究は「打ち上が

る⇔打ち上げる」「積み重なる⇔積み重ねる」のような組み合わせは、

「打ち上げる」「積み重ねる」から逆形成によって「打ち上がる」「積

み重なる」が派生されたと主張している。つまり、複合動詞におけ

る自他交替は派生関係を持っているということである。  

一方、本研究の自自交替はすべて内部構造の問題とは言い切れず、

自他交替と違う性質をもっていると考えられる。例えば、「～が飛び

出る⇔～が飛び出す」は「非能格自動詞＋非能格自動詞」と「非能

格自動詞＋他動詞」の組み合わせで、両方とも複合動詞の結合原則

を満たしている。つまり、自自交替は自他交替のように一方から一

方へ派生するという派生関係を持つとは言えない。従って、自自交

替は自他交替とは違う性質をもつ別物ではないかと考えられる。  

二つ目の問題点は、自自交替に関する先行研究は、主に個別的な

複合動詞に対する記述で自自交替の全体像について述べていないと

いうことである。また、従来の先行研究は、「～出る」「～出す」と

いう個別的な複合動詞を取り上げいくつかの分析が見られるが、そ

れ以外の自自交替の現象を成す複合動詞については言及していない。

本研究は従来とは違って個別的な動詞にとどまらず、自自交替現象

全般を取り上げる。 

また、従来の「～出る／～出す」の先行研究にも問題点が見られ、
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検討する必要があると考えられる。  

例えば徐（2007）は「～出る/～出す」の自自交替について言及し、

言い換えられる条件として他動性の「意志性」を提出している。し  

かし徐の記述には解釈しきれない部分がある。徐によると、次の例

は「意志性を強く感じる」ため、自自交替が許されないということ

である。  

 

（10）太る悪循環から抜け出す（ *抜け出る）ため、今までもダン  

ベルや筋トレ用品など、様々な道具を試してみた。      

（例（ 11）再掲） 

 

しかし、徐の説では次の用例を説明することができない。  

 

（11）こういった悪循環から抜け出るのは自分の意志しかないと

は思っているのに、抜け出れない自分にももどかしさを感

じます。（ http://www12.plala.or.jp/kamesun/news7.html） 

 

徐は「抜け出す」という動作をするのが動作の対象自身の強い意

志性による場合、意志性を強く感じない「抜け出る」に言い換えら

れないと述べているが、（ 11）は二重下線の示すように「抜け出る」

の意志性が明らかに強く感じられるので、徐の記述の反例となる。

（10）と（11）の両方とも自身の意志性が強く感じられるので、「意

志性」で「～出る /～出す」の自自交替を説明できないと考えられる。

さらに、徐の「意志性を強く感じない」場合に「～出す」を「～出

る」に置き換えることができるという記述にも問題がある。次の例

を見てみよう。  

 

（12）鋭角にとんがった岬が海に突き出る。  

（http://www.geocities.jp/gakuchan_nif/page234.html） 

（13）灰色の空に、大鷲の姿に見える一際巨大な巌が山の頂の真  

http://www.geocities.jp/gakuchan_nif/page234.html
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   中に突き出していた。      （瀬戸内  寂聴  釈迦） 

 

例(12)（13）は例（ 8）と同様に、ガ格名詞が主体の一部であると

見なされ、どちらも格の変動が見られないまま、後項動詞の自他交

替を成している。しかし、(8)の主体である「人」が有情物で意志性

を持つのと違い、（ 12）（13）の場合は主体「海」「山」は無情物

で元々主体の意志性が見られない。これらの例に共通しているのは

他動性が低いということであろう。従って、語彙的複合動詞におけ

る自自交替の問題は文全体の他動性とある程度関連しており、徐が

指摘した「動作対象の意志」はただその中の一因にすぎない。  

以上のように、自自交替の現象は「文全体がもつ他動性」から考

える必要があるのではないかと考えられる。自自交替の例は複合動

詞においてかなりの少数であり、非典型的な現象であることは否め

ないが、このような周辺的な現象にも何らかのメカニズムが潜んで

いると考えられる。 

 

2.3  自自交替の位置づけ  

 以上のことをふまえて、筆者は、複合動詞間の交替において格変

動を伴う自他交替と格変動を伴わない自自交替という両種類を別物

として扱うべきであると主張したい。まずそれぞれの例文を見てみ

よう。  

 

（14）太郎が風鈴を天井に吊り下げる。      （例（ 9）再掲） 

      風鈴が天井に吊り下がる。   

（15）コンピューターが立ち上がる。       （例（ 7）再掲） 

   彼はコンピューターを立ち上げる。  

（16）わしは小屋を飛び出た。（香山滋『香山滋集  :: 魔境原人』）  

（17）造船所の幹部たちは、ニュースを耳にすると、家を飛び出  

し建造主任室に続々と集ってきた。（磯田光一『戦艦武蔵』） 

（18）槍の切っ先はひしゃげた防具の隙間から突き刺さり、ザック  
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リと騎士の身体を貫き通る。  

（http://t-walker.jp/eb/adventure/rp.cgi?sceid=3770） 

（19）ちらの気力もほとんど尽きかけてて、もうダメかとも思った  

とき、ついに仲間の剣がヤツの心臓を貫き通したんだ。 

（http://www.4gamer.net/weekly/lotro/004/lotro_004.shtml）  

（20）しかし、私がこの猫を嫌えば嫌うほど、猫のほうはいよいよ  

私を好くようになってくるようだった。私のあとをつけまわ  

り、そのしつこさは読者に理解してもらうのが困難なくらい  

であった。  

（『黒猫エドガー・アラン・ポー』佐々木直次郎訳） 

（21）「監視しようじゃないか！  ぼくはやつをつけまわすよ！」

とラズミーヒンは力強く言った。  （『罪と罰』江川卓） 

（22）煙が空高く、あくまでも高く昇り、横に棚引く雲を突きぬけ

て、傘の形をしたお化のような大きな煙であった。   

  （『黒い雨』河上徹太郎） 

（23）来年は筍が椽を突き抜いて座敷のなかは竹だらけになろうと

云ったら、若い女が何にも云わずににやにやと笑って、出て

行った。              （『草枕』夏目漱石） 

（24）勝負が決まった後に、さらに相手を突き出す／＊が突き出る

／＊を突き出る。 相手が土俵を割った後に、もう一押し。  

（http://ameblo.jp/ryoukyuu-by-wildbunch/archive1-2009

11.html）  

 

 例（14）（15）はそれぞれ「風鈴 [ヲ ]天井に吊り下げる→風鈴 [ガ]

天井に吊り下がる」、「コンピューター [ガ]立ち上がる→コンピュー

ター[ヲ]立ち上げる」のように、後項動詞の自他対応によって構文

上ガ格とヲ格の間の変動が見られ、典型的な自他交替として扱われ  

るものである。それに対して、（ 16）と（17）の「自分[ガ ]家[ヲ]

http://t-walker.jp/eb/adventure/rp.cgi?sceid=3770
http://www.4gamer.net/weekly/lotro/004/lotro_004.shtml
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飛び出す⇔自分[ガ ]家[ヲ]飛び出る」、（ 18）と（ 19）の「槍の切っ

先[ガ]騎士の身体 [ヲ]貫き通る⇔剣 [ガ ]ヤツの心臓 [ヲ]貫き通す」、

（20）と（21）の「その男 [ガ]近くにいた女性 [ヲ]付け回る⇔ぼく[ガ]

やつ[ヲ]付け回す」、と（22）（ 23）の「煙[ガ]雲 [ヲ]突き抜ける⇔

筍[ガ]椽[ヲ]突き抜く」は、後項動詞が自他対応をなしているが、

構文上すべて格の変動が見られないので、非典型的な現象である。

つまり、自自交替は複合動詞全体の交替現象の中において、周辺的

なものに位置づけられる。  

ここで複合動詞全体の交替現象を、構文上の特徴と後項動詞の形

態上の自他対応によって、次の表 3 のようにまとめてみる。  

 

表 3 

後項動詞の形態

自他対応  
構文上の特徴  例文  タイプ  

＋後項動詞の形

態自他対応  

 

交替しない  

 

（24） 

 

なし  

＋格変動  ヲ→ガ：

自動化  

ガ→ヲ：

他動化  

 

（14) 

（15） 

従 来 の 複

合 動 詞 の

自他交替  

－格変動  

（複合動詞全体が自動詞

の働きをする）  

 

（16） 

 ～  

（23） 

筆 者 に よ

る 複 合 動

詞 の 自 自

交替  

 

 

2.4  まとめ  

 本章では、複合動詞の自他交替・自自交替についての先行研究を
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概観して、問題点を提出し、本研究における「自自交替」の位置づ

けについて論じた。筆者が主張する自自交替というのは、従来の逆

形成による自他交替と違って、複合動詞の中での周辺的な現象だと

言ってよいものである。しかし、それらの現象は一定の規則に基づ

いて形成されたものと考えられる。それらの規則を見出すために、

次章から「～出る /～出す」「～通る /～通す」「～回る /～回す」「～

抜ける/～抜く」の四組を順次的に分析し、自自交替が発生しやすい

条件を見い出す。  
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第三章  「出る」「出す」を後項とする複合動詞の自自交替 

 

 

3.1 はじめに  

本章では主に「～出る」と「～出す」を後項とする複合動詞の自

自交替現象について考察する。すでに前で述べたように、自自交替

とは複合動詞後項の形態上の自他対応があるにもかかわらず、構文

上格の交替が見られないというものである。例えば、「飛び出る／

飛び出す」「駆け出る／駆け出す」7などは、意味上両方とも自動詞

の用法として成立し、言い換えられる可能性がある。自自交替の問

題を解明するには、語構成のレベルから構文全体の意味まで考えな

ければならない。次節から、まず「～出る／出す」複合動詞につい

ての先行研究とその問題点を示し、また前項動詞を非能格自動詞、

非対格自動詞、他動詞に分け、 3.4～ 3.6 節ではそれぞれ見ていく。 

 

3.2 先行研究  

 「～出る／出す」複合動詞に触れた論文はいくつかあるが、ここ

で「～出る／出す」の語構成と関連するものの中で、「他動性調和の

原則」に反する「非対格自動詞＋出す」の先行研究を次のように整

理する。  

 

3.2.1 影山（2002）  

 影山は「～出る／出す」の組み合わせについて次のように指摘し

ている。まず、前項動詞が非能格自動詞の場合、後項動詞が「出す」

ではなく動作主の自主的な動きを表す「出る」でなければならない。

                                                      
7 しかし、「 *笑い出る／笑い出す」「 *泣き出る／泣き出す」の場合は同じ前

項動詞が非能格自動詞であるのに、「自動詞＋出す」の複合動詞が存在しない。

それは、この場合の「笑い出す」「泣き出す」は語彙的複合動詞である「外へ

の移動」の意味ではなく、アスペクト用法としての「笑い始める」「泣き始め

る」の意味に変化したということである。本研究の対象は語彙的複合動詞に限

定する。  
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例えば、次のような例が挙げられる。  

 

（1）歩み出る、進み出る、にじり出る、おどり出る。  

 

それに対し、前項動詞が非対格自動詞の場合は、後項動詞が「出

る」「出す」両方とも可能であるとしている。つまり、「自動詞＋他

動詞（出す）」の造語が成立するのは前項動詞が非対格自動詞の場合

に限られる。例えば、次のような例が挙げられる。  

 

 （2）湧き出す、噴き出す、にじみ出す、しみ出す、浮き出す、  

はみ出す。  

 

 これに対し、松本（ 2009）は「～出す」の複合動詞のうち、前項

動詞が非能格である「飛び出す」「抜け出す」「逃げ出す」「起き出す」

のようなものをどうのように扱うのかは明らかではないとしている。 

 

3.2.2 松本（2009）  

 松本は「湧き出す、にじみ出す、浮き出す」などのような「非対

格自動詞＋他動詞」の組み合わせがなぜ許容されるのかについて次

のように説明している。それは、「出す」が複合動詞の後項になる時、

本動詞とは違って、移動動詞としての性質を帯びているからである。

つまり、複合動詞後項としての「出す」は使役移動動詞の用法だけ

ではなく、「出る」のような移動動詞の用法もあると説明している。

その説明を次のようにまとめる。  

まず、「～出す」の造語について、意志的な移動を表す場合、起点

の〈閉じられた領域〉を表すヲ格が付与されている。従って、（ 3b）

のように、意志的な移動の読みが取れない場合、起点を表すヲ格が

不可である。  
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（3）a.ビル{を／から }飛び出した男  

   b.タンク {*を／から }漏れ出した水     松本（ 2009：188） 

 

また、次の例では、〈閉じられた領域の境界にある出口〉もヲ格

として取ることができるが、この場合の意志性の制約は例（3）より

やや緩い。  

 

 （4）a.ビルの北口 {を／から }飛び出した男  

    b.タンクに開いた穴 {？を／から }漏れ出した水      

松本（ 2009： 189） 

 

例（3）（4）から分かるのは、「～出す」の格付与のパターンは、

「出る」のような移動動詞に見られるものと同じということである。

8従って、松本は複合動詞の後項としての「出す」は移動動詞の「出

る」と同じ性質を持つと主張している。  

 以上見てきたように、影山 (2002)と松本 (2009)は「出る」「出す」

複合動詞の語形成について論じており、「～出る／出す」の交替条件

については論じていない。つまり、どのような条件の下で「～出る」

が「～出す」と自由に交替ができるのか、という問題はまだ明らか

にされていない。前項動詞の性質（例えば非能格自動詞、非対格自

動詞、他動詞）の違いによって交替条件も違ってくると思われるの

で、前項動詞を非能格自動詞、非対格自動詞、他動詞に分けてそれ

ぞれ 3.4 節、3.5 節、3.6 節で述べる。  

また、「V1 ＋出す」の組み合わせはすべて語彙的な複合動詞にな

るのではなく、「降り出す」「笑い出す」のようなアスペクト化し

たものがある。本研究は語彙的複合動詞のみを考察対象とするため、

                                                      
8  移動動詞の「出る」の格付与パターンは次の通りである。  

（ⅰ） a.  家 {を／から }出た男  

    b.  煙突 {*を／から }出た煙  

 （ⅱ） a .  北口 {を／から }出た男  

     b .  煙突の穴 {？を／から }出た煙         
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後者を取り上げない。同じ形態をもつこの両者の混同を避けるため

に、次節ではまず語彙的な「～出す」と統語的な「～出す」につい

て論じる。  

 

3.3 語彙的な「～出す」と統語的な「～出す」  

従来の研究では、統語的な「～出す」のアスペクト化した現象の

指摘にとどまり、判別する基準については述べていない。例えば、

今泉（2002）では「走り出す」を統語的複合動詞として分類してい

るのに対し、姫野（ 1999）では、それを語彙的複合動詞として分類

している。「～出す」についての認定は学者によって意見が異なる

が、断言できるのは語彙的な「～出す」と統語的な「～出す」とい

う二種類があるということである。よって、本節はまず「語彙的複

合動詞」と「統語的複合動詞」という二種類の「～出す」を区別し、

本研究の考察対象である語彙的複合動詞をより厳密に定義する。次

はまずそれについての先行研究から見てみる。  

 

3.3.1 二種類の「～出す」についての先行研究  

姫野（ 1999）は、「雨が降り出す」などの「～出す」は「開始」の

意味を表す用法であり、「飛び出す」「這い出す」などの「～出す」

は「外への移動」を表す用法であると述べている。そのほかに今泉・

郡司（2002）鎌田（ 2005）などの主張も見られる。  

今泉・郡司は「～出る／出す」と結合する前項動詞、特に非能格

自動詞の前項動詞を取り上げて考察している。なぜ同じ非能格動詞

と結合するのに、「～出す」の複合動詞は語彙的複合動詞になったり、

統語的複合動詞になったりするのだろうかを論じている。例えば「飛

び出す」は「外への移動」を表すのに対し、「歩み出す」は、「歩み

始める」のようなアスペクトの読みしか表せない。これについて、

今泉・郡司はこれらの前項動詞は動作主の意図的動作を表す点で共

通しているが、それぞれの主事象の位置が異なるため、このような

違いが生じてくると説明している。  
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鎌田（ 2005）も「つまらないからみんながやがや話し出した」「穴

からアリが何匹も這い出してきた」などの例を挙げ、前者は「開始」

の意味で、後者は「（外へ）の移動」の意味であると述べている。つ

まり、「～出す」の複合動詞には、語彙的複合動詞と統語的複合動詞

の 2 種類が見られる。  

以上の先行研究から、「出す」の意味（つまり「外へ移動する」）

がそのまま保持するものは語彙的複合動詞で、本動詞の意味が失わ

れ「開始」の意味へと転じたものは統語的複合動詞に属するもので

あると言える。言い換えると、「～出す」は外への移動という実質的

な意味がある場合、語彙的複合動詞として判断できる。しかし、「～

出す」に実質的な意味があることをどのように判断するのかについ

ては詳しく述べられていない。従って、本研究の考察対象「～出す」

の「語彙的複合動詞」を定義するために、まず、どのような「～出

す」が実質的な意味をもつのかについての判別が必要であると考え

る。本節では、「V1＋出る」と「 V1＋出す」の意味対照から検証する。

もし「～出す」が本動詞の意味を持ち、「～出す」と「～出る」の造

語も意味が対応しているなら、この場合の「～出す」は本研究の語

彙的複合動詞といえる。これに対し、「～出す」の意味がアスペクト

化した場合は、実質的な意味がうすくなり、当然「～出す」と「～

出る」の意味が対応していないので、本研究の対象外である。従っ

て「～出す」と「～出る」の造語の意味の対応から「～出す」の造

語が語彙的複合動詞か、統語的複合動詞かを確認することができる。

次からは、前者のことを A 類、後者のことを B 類と称する。以下、A

類の意味対応、B 類の意味対応をそれぞれ 3.3.2.1、3.3.2.2 節で見

る。  

 

3.3.2「～出る」と「～出す」の意味的対応について  

3.3.2.1 A 類における「～出る」と「～出す」  

 前に述べたように、「～出す」が語彙的複合動詞である場合は、「～

出る」の意味と対応していると考えられる。つまり、この場合の「～
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出す」は「～出る」とほぼ同じ意味を表す。例えば、次の例文を見

てみよう。  

 

 （5）慌てて清衡は立ち上がって外に｛飛び出た／出た｝。（着点） 

（ BCCWJ／『炎立つ』） 

 （6）城木は治療室から外へ｛とびだした／（自分を）だした｝  

（着点）            （北杜夫『楡家の人びと』） 

（7）事件発生直後、事件現場の路地から少女が｛飛び出て／出て｝ 

きて走り去るのを目撃した通行人がある。（起点）      

（梓林太郎『札幌殺人夜曲』） 

（8）二人の男が旅館の玄関から｛飛び出して／（自分を）出して｝ 

来た。（起点）         （井上靖『寒月がかかれば』） 

 （9）わしは小屋を｛飛び出た／出た｝。（起点）   

（香山滋『香山滋集  :: 魔境原人』） 

 （10）造船所の幹部たちは、ニュースを耳にすると、家を｛飛び  

出し／（自分を）出し｝建造主任室に続々と集ってきた。  

（起点）             （磯田光一『戦艦武蔵』） 

 

例（ 5）―（10）は、すべて主体が今いる所を出て、どこかへ行く

ことを表している。起点、着点のどちらかに焦点を置くことによっ

て、「ヲ、カラ」格か「ニ、ヘ」格が選択される。この場合の「飛

び出る」と「飛び出す」はほぼ同じ意味を表し、お互いに言い換え

ることができる。また、例（5）―（10）が示したように、述語の「飛

び出る」「飛び出す」をそれぞれ「出る」「出す」に変えても文が

成立する。例えば、例（5）の「清衡は外に飛び出た」は「清衡は外

に出た」、例（6）の「城木は治療室から外へとびだした」は「城木

は治療室から（自分を）外へだした」のように、両方とも言い換え

られる。つまり、これは A 類の後項動詞の「出る」「出す」が実質

的な意味をもつことを示唆している。次は「抜け出る／抜け出す」

の例を見てみよう。  
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（11）二人、裸のまま、一枚の丹前にくるまって、部屋を｛ぬけ出

た／出た｝。（起点）        （三浦哲郎『忍ぶ川』） 

（12）七瀬はウィーク・デーの昼休みに学校を｛抜け出して／（自  

分）出して｝文化センター  まで行ってみることにした。  

（起点）         （筒井康隆『エディプスの恋人』） 

（13）『庭……噴水……』と、わたしは思った。……『よし、ひと  

つ庭へ出てみよう』わたしは手早く服を着けて、家から｛抜  

け出した／（自分を）出した｝。（起点）            

（神西  清『はつ恋』） 

（14）そっと裏門から｛抜け出た／出た｝。（起点）    

 （司馬遼太郎『国盗り物語』） 

（15）源氏は騒ぎにまぎれてそっと自分の部屋へ｛抜け出して／（自  

分を）出して｝いってしまった。  （着点）  

（田辺聖子『『源氏物語』とつきあって』）  

（16）駆け寄って、いきなり多鶴子の顔を撲る――と、咄嗟に頭に  

泛んだが、 実行出来ず、やっとの想いで足を引き抜くように  

しながら、急いで二人の前へ｛抜け出る／出る｝と、素知ら  

ぬ顔をつくろってゆっくりと歩き出すのが関の山だった。  

（着点）            （織田作之助『青春の逆説』） 

 

 例（11）－（ 16）から分かるのは、「抜け出る／抜け出す」は二

語とも主体がどこからあるいはどこかへの具体的な移動を表す。「飛

び出る／飛び出す」と同じように起点、着点のどちらかに焦点を置

くことによって「ヲ、カラ」格か「ニ、ヘ」格が選択される。そし

て、ここは「飛び出る」と「飛び出す」の場合と同様に「出る」「出

す」に言い換えられるため、後項動詞が実質的な意味を持っている

ことが分かる。最後、「逃げ出る／逃げ出す」の例を見てみよう。  
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（17）「でも、火事があった時、塔から｛逃げ出て／出て｝きたも  

のはいなかったんでしょう」  

    「誰もいなかったらしいわ」（起点）  

（黒崎緑『柩の花嫁  :: 聖なる血の城』） 

（18）出火直後、少女は後部座席から {逃げ出した／（自分を）だし  

た}らしい。 （起点）          （毎日新聞 2004） 

（19）そうしたら、親父がそれで売りそうな顔になったので、慌て  

て僕は「そは国際保護動物だろッ。そんなもの俺は買わない  

よッ」と言い、そこを｛逃げ出た／出た｝。（起点）

（ http://www.pjnews.net/news/610/20090824_11）  

（20）幸い近所の人が保護してくれたが、夜、泣き叫び裸足で家を  

｛逃げ出した／（自分を）出した｝幼児の姿に、虐待を疑わ  

れ通報された。（起点）          （毎日新聞 2004） 

（21）市によると、らっきーは２５日午前３時１５分ごろ、男性宅  

２階に侵入し、男性がバナナを与えたところ屋外に｛逃げ出

た／出た｝。（着点）         （伊豆新聞 20110204）  

（22） 杉山さんは客席からロビーへ｛逃げ出した／（自分を）出し  

た｝が、受付付近で倒れ、搬送された市内の病院で間もなく  

失血性ショックで死亡した。（着点）   （毎日新聞 2004） 

 

 「逃げ出る」と「逃げ出す」は、（ 17）－（ 22）が示したように、

同じ「逃げてその場を去る」という意味を表す。例えば例（ 17）と

（18）はそれぞれ「塔」「座席」の場所から逃げ去るという意味を

表す。例（ 19）（ 20）も同様に、「そこ」「家」の場所から離れて

どこかへ逃げていくという意味を表す。例（ 21）（22）は例（ 17）

－（20）と同様に「どこからどこかへ逃げていく」という意味を表

す。しかし、例（ 17）－（20）は起点に焦点を当てるのに対し、例

（21）（22）は逃げる先、つまり着点に焦点をあてている。以上の

ように、「逃げ出る」と「逃げ出す」の意味が対応し、また「出る」

「出す」に言い換えられることから、「逃げ出す」の「～出す」は
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アスペクト化しておらず、後項動詞が実質的な「移動」の意味を表

すことが分かる。  

 

3.3.2.2  B 類における「～出る」と「～出す」  

「～出る」「～出す」両方とも語彙的複合動詞である A 類に対し、

B 類の「～出す」は意味が極めてうすくなり、「～出る」と対応して

いない。まず、次の「走り出る」の例を見る。  

 

 （23）寝衣を纏い、顔を両手で覆って部屋を {走り出た /出た }。  

（磯田光一『樹 《々きぎ》は緑か』） 

 （24）祖母に向かって叫んで、信子は台所を {走り出た／出た }。  

（宮部みゆき『理由』） 

 （25）長期にわたる軟禁生活のなかで、八大山人はしだいに神経  

に異常を来し、ついに発狂、ある日、身につけていた僧服  

をずたずたに引き裂き火にくべると、官舎を {走り出て／出 

て}、故郷の南昌に向かった。  （井波律子『中国の隠者』） 

 

例（23）―（ 25）のヲ格はすべて「出ところ」、つまり「離脱点」

を表す。例えば例（ 23）の「部屋を走り出る」は、主体が部屋以外

の場所に移動するという意味を表す。例（ 24）（ 25）も同様に、それ

ぞれ「台所、官舎から離れてどこかに出て行く」の意味を表す。そ

れらの例における「～出る」は移動の意味を表すため、後項動詞の

み、つまり「出る」に言い換えることができる。次に、「走り出す」

がヲ格と共起する場合を見る。次の例を見てみよう。  

 

 （26）彼は、院長のこわばった身体を土の上に仰向けに寝かすと、  

そのまま麦畠の間の道を｛走りだした／ *だした｝。   

（北杜夫『楡家の人びと』） 

 （27）われにもなく帳台をぬけ出て、廊下を｛走りだしていた／ * 

だしていた｝。        （司馬遼太郎『国盗り物語』） 
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    （28）動かなくなったバスを諦め、私はまた雨の中を｛走り出さ  

なくてはならなかった／ *ださなくてはならなかった｝。    

（柳田邦男『リア』） 

 （29）準備体操が終ると、村田は自分が先に行きますからついて  

きてくださいと言い、その四百十二メートルのロングホー  

ルを｛走りだした／ *だした｝。   （柳田邦男『リア』） 

 

 例（26）―（ 29）に示されたように、ここのヲ格は「離脱点」で

はなく、「経路」を表すものである。先述の（ 23）―（ 25）において

は、「～を走り出る」を「～を出る」に言い換えられることから、右

側主要部によって、ここのヲ格名詞（離脱する場所を表している）

は「出る」が支配するものであるということがわかる。それに対し、

「～を走り出す」の場合は、「出す」に言い換えられず、ヲ格名詞は

前項動詞の「走る」が支配するものである。言い換えると、ここの

「～出す」は本動詞としての「外への移動」という実質的意味を失

い、アスペクト的な用法しか持っていない。このように、B 類は、「～  

出す」がアスペクト的用法に転じたため、語彙的複合動詞である「～  

出る」との意味が対応していないのである。  

 「歩き出る／歩き出す」も同じ現象が見られる。例えば「彼は森

の中を｛歩き出た／出た｝」の文においては、「～歩き出る」を「出

る」に置き換えられるのに対し、「彼は森の中を歩き出した／ *出し

た」はそのように置き換えられない。このように、「歩き出る」と「歩

き出す」の意味が対応していないことから、「歩き出す」はアスペク

トした複合動詞であることが分かる。  

 

3.3.3 まとめ  

以上の考察結果から分かるように、「飛び出す、抜け出す」などは

「飛び出る、抜け出る」の意味と対応し、語彙的複合動詞に属する

ものである。一方、「走り出す、歩き出す」などは「走り出る、歩き

出る」の意味と対応せず、統語的複合動詞に属するものである。そ
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れらの対応を表 1 と図①のように整理した。本研究の目的は、語彙

的複合動詞における自自交替の現象を分析するので、 B 類である統

語的複合動詞を除外し、A 類を考察対象とする。次節からは、A 類で

ある語彙的複合動詞に絞り、その前項・後項動詞の特徴について考

察する。  

 

表（1） 語彙的と統語的「～出す」の分類  

A「外への移動」を表す「～出す」：

語彙的  

飛び出す、抜け出す、逃げ出す

…  

B「開始」の意味を表す「～出す」：

統語的  

走り出す、歩き出す、泣き出す、

…  

 

3.4  前項動詞が非能格自動詞の場合  

この節では、前項動詞が非能格自動詞の場合の自自交替現象を考

察する。「～出る」「～出す」と結合して自自交替が可能な前項動

詞は次のようである。  

 

（30）飛ぶ、抜ける、逃げるなど 9 

 

（30）と「～出る」「～出す」の組み合わせはお互いの意味が対

応していて、「移動」を表す語彙的複合動詞である。次節から、ま

ず 3.4.1 節で前項動詞と後項動詞の特徴を考察する。そして 3.4.2

節で自自交替が可能な理由について述べる。  

 

3.4.1 前項動詞と後項動詞の特徴  

この節では「飛び出る⇔飛び出す」「抜け出る⇔抜け出す」「逃げ

出る⇔逃げ出す」の組み合わせにおける前項動詞と後項動詞の特徴

                                                      
9 他にも「這う、駆ける」などが見られるが、共通の概念を持つということで、

ここでは用例数がもっとも多い「飛ぶ、抜ける、逃げる」のみ取り上げ、考察

する。  



29 
 

を見る。まず後項動詞の「～出る」「～出す」を見る。  

 

（31）エプロンを外した里美はジーンズの上にジャケットをひっか  

けた格好で祖母の家を出た。     （はつ子『密通和田』）                           

（32）古畑は救われた思いで立ち上がった。電話を持って、廊下に  

出た。（高野裕美子『サイレント・ナイト  :: 長編推理小説』） 

（33）わが国では光化学スモッグ注意報が出ると、生徒を屋外に出  

すことを控えるようになり、被害はほとんどなくなった。   

（安藤淳平『環境とエネルギー  :: 21 世紀への対策』） 

（34）カラッとした晴天が多いし（例年は）、東北出身の私としては、  

実家では冬に小さい子を外に出すのは無謀という気もします  

が、この気候ならなんにも問題ないんじゃないかと。          

（ Yahoo!知恵袋） 

 

「出る」は例（ 31）の「里美は祖母の家を出た」、例（ 32）の「古

畑は廊下に出た」のように主体の移動を表す動詞である。一方、「出

す」は例（ 33）の「（先生が）生徒を屋外に出す」、例（ 34）の「（私

は）小さい子を外に出す」のように、対象（この場合は生徒と子供

たちを指す）の移動を示すものである。移動するのは主体であろう

が、対象であろうが、「出る」と「出す」が共通するのは移動を表す

概念である。次に前項動詞の特徴を見る。これらの前項動詞は「出

る」「出す」と同じく移動の概念を表す。また非能格動詞であるため、

これらの動詞はすべて主体の移動を表す。次の例を見る。  

 

（35）五人は、高知八時一〇分発の飛行機で、羽田に飛んだ。  

（洪誠秀『奈保子五十歳からの挑戦！！  :: 国体ヨットにか

けた 1 カ月の物語』）  

（36）三人はトンネルを抜けた。島の中の道は、人ひとりがやっ  

とというような狭い路地だけである。  

（川口祐二 /山本 十代保 /野上  弥生子『苦あり楽あり海  
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辺の暮らし』）  

（37）そう言いおくと、珍念は、つんのめるように裏口から逃げ  

た。             （嵐山光三郎『変！  :: 不良中年忍法帖』） 

 

例（35）の「五人は朝の飛行機で羽田に飛んだ」は、人という主

体が飛行機に乗って空中を移動し、最後羽田に着くという意味であ

る。また、例（ 36）（37）の「三人はトンネルを抜けた」「珍念は裏

口から逃げた」のように、それぞれ「人がトンネルの中を通って、

向こう側へ出る」「珍念は裏口からどこかへ逃げて行く」ということ

を表す。「逃げる、抜ける」などの場合はいずれも主体の存在位置が

変わって、主体の移動という位置変化を表している。以上のことか

ら、前項動詞が非能格自動詞の場合、自自交替が可能になるのは、

前項と後項両方とも移動の概念を含む動詞という組み合わせの場合

である。  

 

3.4.2 自自交替が可能になる理由  

「非能格自動詞＋出す」の組み合わせが自動詞になる理由は後項

動詞の「～出す」にあると考える。「出す」は「誰かが  何を どこに

／どこから 出す」のように使役の位置変化他動詞であるが、ここの

「出す」は「自分が自分を出す」という再帰化のプロセスを経て、

結果的に「自分が出る」という意味になる。例えば「子供が車道へ

飛び出す」の例では、「子供が自分への意図的な働きかけが、子供自

身が車道へ出る」という結果になり、自動詞的な働きに相当する。

そのため、複合動詞全体が自動詞の働きを成しているわけである。

英語にもこの「～出す」の再帰化と似たようなものが見られる。例

えば、「hide oneself」のような「他動詞＋ oneself」再帰用法は、

日本語の自動詞「隠れる」が表す意味に相当する。また、「再帰化」

は「動作主と対象は同一物である」であるため、他動性の意味特徴

から見れば他動性が低いと考えられる。他動性について

Hopper&Thompson（1980:252）（以下は H&T と略す）は次のように述
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べている。  

 

（38）H&T による他動性の規定  

    a.他動詞文と自動詞文は峻別できない。連続帯をなす。  

    b.他動性は表 1 に示す、10 の意味的特徴からなる。各意味的  

特徴は「他動性が高い」と「他動性が低い」の程度を示す。  

その 10 の意味的特徴は次のようである。  

 

表（2）  

 高い他動性  低い他動性  

Ａ． Participants（参与者）  二つ以上  一つ  

Ｂ． Kinesis（動作性）  動作  非動作  

Ｃ． Aspect（アスペクト）  動作限界あり  動作限界なし  

Ｄ． Punctuality（瞬間性）  瞬間  非瞬間  

Ｅ． Volitionality（意図性）  意図的  非意図的  

Ｆ． Affirmation（肯定）  肯定  否定  

Ｇ． Mode（現実性）  現実  非現実  

Ｈ． Agency（動作主性）  高い  低い  

Ｉ． Affectedness of Object 

（対象への影響）  

全体に的影響  部分的に影響  

Ｊ． Individuation of Object 

（対象の個体性）  

高い  低い  

      （影山 1993、中村 2004、角田 2007 の訳を参考にした） 

  

以上を踏まえて実際の例文を検証してみよう。例えば、「Jerry 

likes beer」と「 Jerry knocked Sam down」の両文を比べると、後

者の「殴り倒した」という行為では、（ A）の 「参与者」の他に、（ B）

の「動作性」、（C）の「アスペクト」、（ D）の「瞬間性」、（ I）の「対

象への影響」と（ J）の「対象の個体性」という複数の要因において、
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前者より高い他動性を示すとしている。ここで H&T（1980）が提出

した他動性の意味的特徴を用いて、この節で述べた「再帰化」の他

動性を検証する。まず例文から見てみよう。  

 

（39）城木は治療室から外へとびだした。     （例（ 6）再掲） 

（40）三人の子供がそっと家を抜け出したのは、二番鶏の啼く頃で  

あった。                                （例（ 13）再掲） 

（41）幸い近所の人が保護してくれたが、夜、泣き叫び裸足で家を  

逃げ出した幼児の姿に、虐待を疑われ通報された。         

（例（ 22）再掲） 

 

（40）と（ 41）におけるヲ格は移動の起点を表し、「から」格に言

い換えられる。従って（ 39）～（ 41）はそれぞれ「城木が（自分を） 

治療室から飛び出す」、「三人の子供が（自分を）家から抜け出す」、

「幼児が（自分を）家から逃げ出す」の意味を表している。これら

の事象の中では、すべて再帰化プロセスが行われ、動作主体と対象

が同一化し、実質的な参与者はそれぞれ「城木」、「三人の子供」、「幼

児」の 1 人と言える。その影響により、（A）の「参与者」という特

徴で他動性が低くなる。従って、（ 39）～（ 41）を表（3）の意味的

特徴で検証した結果は以下の表のようになる。  

 

表（3）他動性の特徴  

 A B C D E F G H I J 

飛び出す（ 39） 低  高 高 高  高 高 高  高  高  高 

抜け出す（ 40） 低  高 高 高  高 高 高  高  高  高 

逃げ出す（41） 低  高 高 高  高 高 高  高  高  高 
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典型的な他動詞文、例えば「太郎がおもちゃを壊す」の文は、他

動性の特徴がすべて「高」となっているのに対し、 (39)～ (41)の文

は、動作主体と対象が同一であるため、 A の「参与者」の他動性特

徴が「低」となっている。従って、 (39)～(41)の文は典型的な他動

詞文と比べると、他動性がやや低いと考えられる。  

 

3.5  前項動詞が非対格自動詞の場合  

 次は前項動詞が非対格自動詞の場合を考えよう。「出る」「出す」

と結合して自自交替を成す非対格自動詞は次のようなものがある。  

  

（42）溢れる、流れる、にじむなど 10 

 

 その例文は次のようである。  

（43）その感触に急に胸が熱くなって、突然ポロポロと涙が溢れ  

出た。     （辻桐葉『英国紳士の野蛮なくちづけ』） 

  （44）マリアの青い瞳から、突然涙が溢れだした。  

（高橋義夫『北緯 50 度に消ゆ』） 

 （45）しかし、彼女の足は自然に後方に下がり、全身からは緊張  

の汗がにじみ出ている。  

（秋津透『要塞衛星ダモクレスの槍  :: 星間特捜エンジェ  

ルバーズ』）  

 （46）黙り込んでしまった館長の額に脂汗がにじみ出し、眉間に  

苦しそうな縦じわが刻まれているのを見て、高宮は腰を浮  

かしかけた。                   （八木荘司『天皇陵伝説』） 

（47）百の泉というのは申すまでもなく百の泉から百条の水が流  

れ出るというところからそういう名を付けたので、なおそ  

の百泉という所にはサーラ・メーバル（土に火が燃る）、チ  

                                                      
10 他にも「漏れる、染みる、浮く、浮かぶ、湧く、こぼれる」などが見られ

るが、共通の概念を持つということで、ここでは用例数がもっとも多い「溢れ

る、流れる、にじむ」のみ取り上げ、考察する。  
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ュラ・メーバル（水に火が燃る）、ドーラ・メーバル（石に  

火が燃る）という名所があってなかなか名高い。   

（河口慧海『チベット旅行記』） 

（48）黒じみた灰と炭の累積があり、破れた水道管からちょろち  

ょろと水が流れだしていた。   （北杜夫『楡家の人びと』） 

  

例（43）～（ 48）は「出る」と「出す」の交替が見られるにもか

かわらず、複合動詞全体が自動詞になり、つまり本研究の自自交替

に属するものである。また、「～出る」を「～出す」に置き換えて

もほとんど意味が変わらない。次節から、まずこの自自交替におけ

る前項動詞と後項動詞の特徴について考察し、そしてなぜこの場合

の「～出る」「～出す」は両方とも自動詞なのか、つまり、なぜ「自

動詞⇔自動詞」の交替が可能になるのかという理由を述べる。  

 

3.5.1  前項動詞と後項動詞の特徴  

 この節は、自自交替が可能な「非対格自動詞＋出る /出す」の組

み合わせにおける前項動詞と後項動詞の特徴を見る。まず、前項動

詞はどのような動詞かを見る。  

 

（49）あの人の目から涙がとめどもなく溢れた。  

（新保博久 /山前譲 /江戸川乱歩 /平山雄一『三角館の恐怖』）                                                                       

（50）切っ先で傷つけたのか、武井の指の腹に血が滲む。  

（鎌田敏夫『会いたくて』）  

 

例（ 49）の「目から涙が溢れた」のように、「溢れる」の主体（涙）

はもとの存在している場所に収まりきらなくなって、一部が外に出

てしまうということを意味する。また、「武井の指の腹に血が滲む」

の例（ 50）からも、「滲む」の主体（血）は皮膚の中から指の腹の表

面に向かって徐々に広がるという読みが取れる。つまり、これらの  
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動詞が共通するのは、主体がある場所から他の場所への、二つの違

う場所を介する位置変化という点である。言い換えると「～出る」

「～出す」が自自交替が可能な場合、位置変化を意味する動詞を前

項に取る必要があるということである。「出る」「出す」はこれらの

前項動詞と同様に位置変化の概念を持つと言える。次の例を見る。  

 

（51）社長が、よろけて、後ずさった。肩を押え、呻くと、仰  

向けに床に倒れた。肩から血が出ている。  

（赤川次郎『三毛猫ホームズの騒霊騒動  :: 長編推理小説』）       

（52）俊彦は、バッグから、グラブとボールを出した。  

（日下圭介『自選ショート・ミステリー』） 

                 

例えば、「肩から血が出ている」「俊彦はグラブとボールを出した」

は、使役の要因があるかどうかは関係がなく、同じく「中にあった

ものが外へ移動する」という結果事象が含意される。従って、自自

交替が可能な「非対格自動詞＋出る /出す」の組み合わせは、その前

項と後項の両方とも位置変化の概念を持つ動詞である。  

一方、複合できない「崩れる」と「～出る /～出す」の組み合わせ

を見よう。「崩れる」は、主体の外観や形などは「整った状態」から

「ばらばらな状態」へ変化する。「出る」「出す」は前に述べたよう

に、「あるものが中から外へ移動する」、つまり「主体の位置」が変

化する動詞である。「崩れる」が「出る」「出す」と結合すると、前

項動詞と後項動詞の表す意味が整合しない。この現象は次の「一義

的経路の制約」で説明できる。影山（ 1999）は Goldberg （ 1995）

の「一義的経路の制約」（ The Unique Path Constraint）を引用し、

複合動詞の結合制限を説明している。（ 53）は影山（ 1999: 205）か

ら引用した和訳である。  
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（53）一義的経路の制約  

   X という物体について、単文内で X を二つ以上異なる経路  

（path）について叙述することができない。単一の経路（ a  

single path）という概念は次の２つの場合を規定している。 

  （a）X は特定の時点において 2 つの別々の位置に移動するよう  

には叙述できない。  

  （b）移動は単一の情景（ landscape）の中で１つの経路を辿ら  

なければならない。  

  

ここの経路とは変化のプロセスを指している。要するに、状態変

化と位置変化の両方を１つの文の中で同時に表現するのは適切では

ないということである。例えば次の例を見てみよう。  

 

（54）*The vegetables went from crunchy into the soup.（野  

   菜が、パリッとした新鮮な状態（ crunchy）からスープの中  

に落っこちた）  

 

そして影山（ 1999）は「この制限は日本語の複合動詞にも当ては

まる」と述べている。つまり、日本語の複合動詞の結合関係に一つ

の述語に同時に位置の変化と状態の変化を盛り込むと不適格である

ということである。 11例えば「焼け死ぬ、凍え死ぬ」などの「状態

変化＋状態変化」、「飛び出る、飛び出す」などの「位置変化＋位置

変化」は成立するのに対し、「＊転び死ぬ、＊沈み死ぬ」などの「位

置変化＋状態変化」、「＊崩れ出る」などの「状態変化＋位置変化」

は成立しないというわけである。  

 このように、自自交替が可能な「非対格自動詞＋出る /出す」の組

み合わせが成立するには、まず「一義的経路の制約」という前提条

件を満たす必要があると考えられる。  

                                                      
11 陳（ 2010）の「結果一致性の仮説」は「一義的経路の制約」の概念にも当

てはまる。それは「一義的経路の制約」から拡張されたものと考えられる。  
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3.5.2  自自交替が可能になる理由  

 「溢れ出す」のような例は、「非対格自動詞＋他動詞」で「他動

性調和の原則」の反例である。「他動性調和の原則」の反例につい

て、影山（ 1993）は次のように述べている。例えば「染み付く /染み

付ける」の例では、「染み付く」は「非対格自動詞＋非対格自動詞」

で「他動性調和の原則」に合致している。「染み付ける」は「非対

格自動詞＋他動詞」で「他動性調和の原則」に違反しているものの

存在している。この場合、「染み付ける」のような「他動性調和の

原則」に反する例は、複合した「染み付く」の自動形から他動化に

よって産出されたものであるとしている。次は陳（ 2007）から引用

した例文である。  

 

（55）こちらでは、（中略）、安い豆を半袋分くらい連続でコーヒ  

ーを入れて、豆の匂いをポットに染み付ける作業をします。  

   ⇒匂いがポットに染み付く→匂いをポットに染み付ける   

陳（ 2007：71） 

 

つまり、「他動性調和の原則」に反する例は、「他動性調和の原則」

に合致する例から他動化か自動化かによって産出されたものである。

次に「溢れ出す」のような例の場合を考えてみよう。「溢れ出す」の

ような「他動性調和の原則」に違反する例は、「染み付ける」が「染

み付く」から派生される場合と同じものなのか、それとも派生関係

ではなく「 V１＋出る」「 V１＋出す」のように前項動詞と後項動詞が

直接複合して新たに複合動詞が生成されるのかという疑問がまず浮

かんでくる。もし「溢れ出す」は「溢れ出る」から派生されたもの

であるとすれば、自他交替の場合と同じように他動化が見られるは

ずである。つまり、「染み付く→染み付ける」のように、「自動詞→

他動詞」の変化が見られると予測される。しかし、（ 44）（ 46）（ 48）

の「溢れ出す」「にじみ出す」「流れ出す」の例で見たように、「～出
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す」の複合動詞全体は自動詞で、例（ 55）のように他動化のプロセ

スでは説明できない。このことから、「溢れ出る」と「溢れ出す」は

派生関係がないと言えよう。本研究は「溢れ出す」は「溢れ出る」

から派生されたものではなく、「溢れる」と「出す」が直接複合する

ことによって形成されたものと考える。つまり、「非対格性優先の原

則」に基づいて派生されたものである。  

語彙的複合動詞を形成する動詞の組み合わせについては、由本

（2005）は項構造レベルにおける制約「他動性調和の原則」に、概

念構造における LCS の五種類の合成パターン 12と統語構造における  

「非対格性優先の原則」 13を加え、これらの連携によって決定され

るほうが、より正しく予測でき説得力もあると主張している。「非対

格性優先の原則」とは、前項か後項のどちらか一方が非対格自動詞

からなる場合、複合動詞全体も非対格自動詞になるという原則であ

る。つまり、この場合の「溢れ出す」は「他動性調和の原則」には

反しているが、「非対格性優先の原則」を満たしており、前項と後項

が直接結合するものである。「非対格性優先の原則」のもとで、「～

が溢れ出す」などが非対格自動詞になるのは、構成要素の中に「非

対格自動詞」が含まれ、その性質が複合動詞全体に受け継がれるか

                                                      
12 （ A）並列関係（ B）付帯状況・様態（ C）手段（ D）因果関係（ E）補文関係  
13 由本（ 2005）は次のような例を挙げている。  

a.他動詞＋非対格→非対格  飲みつぶれる、着膨れる、食い倒れる、

聞きほれる、待ちくたびれる、張り付く、

結び付く、擦り切れる、打ち上がる、  

吊り下がる、積み重なる、折り曲がる  

b.非対格＋他動詞→非対格  照りつける、しゃくり上げる  

むせび上げる、吹きつける、居合わせる、 

生まれ合わせる  

c.非能格＋非対格→非対格  寝つく、走りくたびれる  

d.非対格＋非能格→非対格  該当なし  

由本（ 2005:139）  
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らである。従って、非対格自動詞が「～出る」か「～出す」と結合

するときは、複合動詞全体が自動詞になる。つまり、「非対格＋出る」

「非対格＋出す」の複合動詞は一見自自交替のように見えるが実際

両方とも非対格自動詞と直接結合することによって形成されるもの

である。このように、「非対格性優先の原則」からなぜ「非対格＋出

す」と「非対格＋出る」が両方とも自動詞になることも説明される。  

このように、「非対格自動詞＋出る /出す」の組み合わせが自自交

替になるのは、「非対格性優先の原則」と「一義的経路の制約」とい

う２つの制約が働くことによる結果である。  

 

3.6 前項動詞が他動詞の場合  

 「他動詞＋出る／出す」の組み合わせにおける自自交替が可能に

なるのは「突き出る／出す」だけである。「突き出す」は「他動詞＋

他動詞」で、結合した複合動詞も他動詞になる。一方、「突き出る」

は「他動詞＋非対格自動詞」で、この語構成が「非対格性優先の原

則」を満たしているため、複合動詞全体が非対格自動詞になる。従

って、「突き出る /突き出す」は次のような対応関係が考察される。  

 

（56）青みがかった浅黒い顔をしていて、あごを左斜め前に突き出

している。（http://www.kenko-journal.com/hie_kinsei/016.html） 

（57）雌ネコは腰のあたり（しっぽの付け根あたり）を刺激すると  

おしりを突き出します。  

（http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1118200.html）  

              

（56’）a  （誰かが）あごを左斜め前に突き出している。  

b        あごが左斜め前に突き出ている。  

（57’）a 雌ネコは腰のあたりを刺激するとおしりを突き出します。 

b                 おしりが突き出ます。  

 

 

http://www.kenko-journal.com/hie_kinsei/016.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1118200.html
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 以上の（ 56’） （57’）から分かるように、「突き出る /突き出す」

は形態と意味が両方対応しており、自他交替をなしている。また、

（56）の「青みがかった浅黒い顔をしていて、あごを左斜め前に突

き出している」は、自らの意図であごを動かすのではなく、単にあ

ごの形を描写する人の外見で、（ 57）の「雌ネコは腰のあたり（しっ

ぽの付け根あたり）を刺激するとおしりを突き出します」の場合は、

ネコが自分の意志でおしりを突き出すのではなく、外的な刺激によ

り思わずその動作をするのである。これらの例の共通点は文の意志

性が低く感じられるということである。さらに、このような低意志

性を表す自他交替「～を突き出す⇔～が突き出る」に対し、次のよ

うな交替も観察される。  

 

（58）灰色の空に、大鷲の姿に見える一際巨大な巌が山の頂の真中  

に突き出していた。        （瀬戸内『寂聴  釈迦』）               

（59）そのタルタル人の姫君は、髪が長くて額が突きだしていて、  

黒くて丸い目をしてなかったか。（坂東眞砂子『旅涯ての地』）       

 

 例（58）（59）の「突き出す」は先の例（ 56）－（ 57）とは異なり、

構文上「～が突き出す」の形になる。また、このような「～が突き

出す」は次の例（ 60）－（62）の「突き出る」とほぼ同じ意味を表

す。  

 

（60）鋭角にとんがった岬が海に突き出る。  

（http://www.geocities.jp/gakuchan_nif/page234.html） 

（61）普通に立つと顔が前に突き出るような感じになってしまいま  

す。猫背が原因でしょうか？   

「膝が曲がり、腰が緩んで、猫背になる。頭が前に下がって、  

顎が突き出る。」            （ Yahoo!知恵袋）                 

（62）全長 120cm に達する大型魚だが、食用として多く流通するの  

は 30-70cm 程度である。体は側扁した楕円形で、顎が前方に  

http://www.geocities.jp/gakuchan_nif/page234.html
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わずかに突き出る。（ http://geriguso.blog.drecom.jp/2） 

 

以上を踏まえて、「突き出る／突き出す」は、例（56'）（ 57'）の

ように「～を突き出す⇔～が突き出る」の自他交替がある一方、例

（58）－（62）のように「～が突き出す⇔～が突き出る」の自自交

替も見られる。これは、単なる語構成の観点だけで一括して説明す

ることができなく、共起する名詞・文全体の他動性とも深く関与し

ていると考えられる。例えば、（ 56’）（ 57’）の「突き＋出る／突

き＋出す」は、「他動詞＋非対格自動詞」と「他動詞＋他動詞」の組

み合わせで、それぞれ「非対格性優先の原則」と「他動性調和の原

則」の制約を満たしているが、例（ 58）（59）の「～が突き出す」の

ような「他動性調和の原則」に反する例も存在する。筆者の考えで

は、（58）（59）のような例が成立するのは語構成の制約よりも、主

に文全体の他動性に影響されていると考えられる。  

以下、3.6.1 節で「突き出る／突き出す」の前項動詞と後項動詞

の特徴を考察し、次に 3.6.2 節で共起する名詞及び文が持つ他動性

の意味特徴を考察し、最後 3.6.3 節で自自交替が可能になる理由に

ついて説明する。  

 

3.6.1 前項動詞と後項動詞の特徴  

 この節では「突き出る／突き出す」における前項動詞と後項動詞

の特徴を見る。後項動詞の「出る／出す」の特徴は、前に見たよう

に、位置変化を表す動詞である。「突く」は、以下の例のように、同

じ対象の位置変化を表す動詞である。  

 

（63）つまりそのスキーの主は、左手には杖を突きながら、右手に  

は杖を突くことが出来なかったのだ。      

（大阪圭吉『日本探偵小説全集』）  

（64）「お前さん。まだあたしを疑っているの」と、お絹は蒲団に片  

手を突きながら訊いた。          （岡本綺堂『両国の秋』） 

http://geriguso.blog.drecom.jp/2
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例（63）は、「スキーの主」は、杖を自分の方から横へあるいは前

に突く、つまり自分から離れる場所に移動させるという意味を表し、

対象の「杖」が存在する位置が変わったという場面である。例（ 64）

の「蒲団に片手を突く」では、「手」がもとの位置から蒲団に移動す

るという意味を表す。従って、「突く」も位置変化の意味を含む動詞

である。  

 本節の考察対象は「突き出る／突き出す」の１組だけであるが、

ほかの自自交替が不可能な組み合わせと比較することによって、「突

き出る／突き出す」の造語の特徴も明らかとなる。「他動詞＋出す」

の組み合わせは、「突き出す」以外、「押し出す」「たたき出す」「打

ち出す」などもある。「押す」「たたく」「打つ」などの動詞は、打撃・

接触動詞に属する。このような動詞は、一般的に対象の変化を引き

起こさないものと思われる。次の例を見てみよう。  

 

 （65）スタートボタンを押したが、何の反応もない。  

（http://www.jetro.go.jp/elearning/amend/trouble01.htm）  

（66）「ねえ、お父さん、お母さん」妹はこう言って、話の糸口と  

   して手でテーブルを打った。     （『変身』高橋義孝） 

（67）続いて西野さんが挨拶に立ったが、池脇さんはおもむろに  

   自分の持っているマイクをたたいて音声チェック。    

（http://www.cinemacafe.net/news/cgi/report/2008/10/4935/） 

 

 例（65）「ボタンを押す」という動作をしたが、ボタン自体に何

の変化も起こらない。例（ 66）（ 67）の対象「テーブル」「マイク」

も働きを受けただけで、形が変わった、あるいは位置が変化したな

どのことは考えられない。「押す」「たたく」「打つ」のような変化

を含意しない動詞は、位置変化を含意する「出る」「出す」と意味が

整合しないので、複合できない。従って、「他動詞＋出る／出す」

の組み合わせは自自交替が可能になる条件は、前項動詞が位置変化

を含意する動詞でなければならないことである。  

http://www.jetro.go.jp/elearning/amend/trouble01.htm
http://www.cinemacafe.net/news/cgi/report/2008/10/4935/
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3.6.2 共起名詞及び文レベルの特徴  

 本節は、主に次の二点から自自交替の現象を分析する。一つはガ

格名詞の特徴、一つは文全体の他動性、という２点である。まず次

の例を見る（例（ 70）=例（ 59））。  

 

 （68）彼は食慾をうしない、痩せて頬骨がつき出てきた。      

（青山光二『青春の｜蹉跌』）                         

（69）頭は小さいが、鼻は大きくて、細長い顔がぐっと前に突き  

出ている。         （小林正『赤と黒について』） 

（70）そのタルタル人の姫君は、髪が長くて額が突きだしていて、  

黒くて丸い目をしてなかったか。  

（坂東眞砂子『旅涯ての地』）       

（71）例えば、日頃の姿勢が悪く、横から見ると顎が突き出した  

りしていませんか？ 

（http://kori-q.seesaa.net/article/192574649.html）  

 （72）山頂からくぬぎ林を少し下り、大きな岩が山肌から突き出  

ているとまで来て、私はそこに清高を坐らせ、長い時間景  

色に眺め入っていました。      （黒井千次『錦繍』）                      

（73）灰色の空に、大鷲の姿に見える一際巨大な巌が山の頂の真  

中に突き出していた。      （瀬戸内『寂聴  釈迦』） 

 

 （68）～（ 71）におけるガ格名詞は「頬骨、顔、額、お腹」など

人の体の一部を表し、例（72）（73）におけるガ格名詞は岩、巌など

の自然現象を表す。これらのガ格名詞はほとんど何かの一部に言い

換えることができる。例えば例（ 68）～（ 73）はそれぞれ「彼の頬

骨がつき出てきた」「（誰か）の顔が突き出ている」「姫君の額が突き

だしている」「（妊婦）のお腹が突き出す」「（山）の岩が突き出てい

る」「（山）の巌が突き出していた」のように言い換えられる。さら

に、「～が突き出す」の例は「～を突き出す」に還元することができ

るということが考察される。次の例を見る。  

http://kori-q.seesaa.net/article/192574649.html
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（70'）姫君は額を突き出している。 14 

 （71'）（人が）顎を突き出している。  

 （73'）（山が）巨大な巌を突き出していた。  

 

 例（70’）（71’）（ 73’）から分かるように、これらの例におけるガ

格名詞とヲ格名詞はすべて「全体－部分」の関係を持つ。例（ 73’）

のガ格名詞は無情物で他動詞文で表現するのは一般的な用法ではな

いが、これは文学的な表現、つまり一種の擬人法である。擬人法を

使う場合でも「巌、岩」が山脈の一部で、「全体－部分」の関係であ

ると言える。次に、他動詞文のガ格名詞とヲ格名詞が「全体－部分」

の関係を持たない例を見る。  

 

 （74）母親は小皿を突きだした。    （高橋健二『路傍の石』） 

 （75）二人の漁夫は大竿を風上になった舷から二本突き出して、  

動かないように結びつける。     

  （有島武郎『小さき者へ生れ出づる悩み』） 

（74’）？小皿が突き出す。  

 （75’）？  大竿が突き出す。  

 

 これらの例におけるガ格名詞とヲ格名詞は「全体－部分」の関係

を持っていない。例えば、例（74）「小皿」は「顔、額」のようにも

ともと人の体に所属するものではない。例（ 75）の「大竿」も同じ、

一時的に人間と接触し付着するもので、人間の一部ではない。この

ように、他動詞文のガ格名詞とヲ格名詞は「全体－部分」の所属関

係を持たない場合は自自交替が成立しない。なぜ自自交替が起きる

には他動詞文のガ格名詞とヲ格名詞が「全体－部分」の所属関係を

持たなければならないかは次節で説明する。  

                                                      
1 4

 還元された他動詞文は「わざと額を突き出す」のように、意志的な場合では  

ない。非意志的な文脈を表す場合である。以下の（ 71'）も同様である。  
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 また、前述したように、自自交替において還元された他動詞文は、

典型的な他動詞文とは言いがたい。例えば（ 56）（ 57）の文は、他動

詞文の形態をしているものの、文全体の意味が形状・外観を表し、

また非意図的な動作を描写する。このような特徴を前提とする「～

を突き出す」他動詞文こそ、「～が突き出す⇔～が突き出る」の自自

交替が可能になるのである。要するに、他動詞文におけるガ格名詞

とヲ格名詞の関係は「全体－部分」を持つ以外、意志性が低いとい

う特徴も必要とされる。 15次節ではこの二つの特徴が自自交替の現

象にどのような影響を与えているのかを説明する。  

 

3.6.3 自自交替が可能になる理由  

 この節では、なぜ他動詞文のガ格名詞とヲ格名詞が「全体－部分」

の関係を持つ場合自自交替になるのかを見る。まず（70’）（71’） 

（73’）の他動詞文から考えてみよう。例（ 70’）（71’）のヲ格名詞

はすべて人間の一部である。人間が自分の一部（例えば額、顔など）

に働きかけると、その働きかけの結果が最終的に自分に戻って、結

果から見れば「自分が変化した」という意味になると考えられる。

つまり、こういう例は、再帰化というプロセスを経て、形態上は他

動詞文をしているものの、（ 68）～（ 71）の自動詞のような働きをす

るということである。自動詞に近いため、「ヲ」格が「ガ」格に変わ

ることがある。そのため、格の変化が起きた「～が突き出す」（もと

もとは「～を突き出す」）の構文が「～が突き出る」の自動詞構文と

ほぼ同じ意味を表すのである。  

例（72）（ 73）の自然現象に属する例も同じ「再帰的な性質」で解  

釈できる。例えば、例（72）は「（山が）岩を突き出す」という擬人

法を使って、一見したところ「岩」に対して働きかけるが、この場

合の岩がこの山の一部であるため、結果からみれば突き出たのは

「岩」であり、「岩」が所属するしている「山」でもある。例（ 73）

                                                      
1 5

 例えば「わざと  口／肘／顎を突き出す」のような場合では、「～が突き出  

る」の意味と対応できず、自自交替にならない。  
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「（山が）巌を突き出す」も同じ擬人法で、山の一部である「巌」に

働きかけると、結果的に「山」の形が変化したことと同じであるた

め、再帰動詞的な働きをする。従って、自然現象の場合でもこのよ

うな自自交替の現象が見られる。  

上に述べた「全体－部分」の関係による再帰化はやはり「低い他  

動性」の特徴を持っている。例えば（ 70’）の「姫君は額を突き出

している」の文では、「姫君と姫君の額」のような「全体―部分」の

関係により、動作者と対象が同一であるとみなすことができるため、

他動性の特徴のうちの A の「参与者」で他動性が低い。これ以外ま

たいくつかの他動性の特徴が「低」と観察される。例えば「人の外

観」を表す (56)の文では、Ｅの「意図性」とＨの「動作主性」で低

い他動性の特徴を持つ。非意図的な動作を表す例(57)でも、A の「参

与者」の特徴以外、 E の「意図性」とＨの「動作主性」の特徴にお

いては低い他動性を表す。そして（ 73’）の自然現象文は、擬人法

を用いたので、（ 70’）（71’）と同じ結果が導かれる。つまり、A

の「参与者」という他動性の特徴で他動性が低くなる。また、（ 73’）

の主語である「山」は意志性を持たず、有情物でもないため、E の

「意図性」と H の「動作主性」も低い特徴を示している。最後は、

（70’）（71’）（ 73’）文の他動性を H&T（1980）で検証して次の

ようにまとめる。  

 

表（4）他動性の特徴  

 A B C D E F G H I J 

全体

部分  

関係  

身体一部  

（70’）（ 71’） 

低 高 高 高 低  高  高 低 高 高 

自然現象（ 73’） 低 高 高 高 低  高  高 低 高 高 

 

また、以上述べてきたものを簡単に図に示すと次のようである。  
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図(1)「～が突き出す⇔～が突き出る」の交替プロセス：   

                   自自交替  

 

元の他動詞文   →  文全体の他動性低下    →   自動詞

①（非意図的な文脈が必要）   

②（全体－部分関係が必要）  

自動詞の働きに相当する  

例： 唇を突き出す→     唇が突き出す  →      唇が突き出る  

 

3.7 まとめ  

 3.4 節から 3.6 節までの考察結果を表に整理すると次のようにな

る。  

 

表（5）「～出る」「～出す」の自自交替  

前項動詞  
「～出る／～出す」  

との結合条件  

「～出す」が自動詞になる

原因  

非能格自動詞  

前項と後項も位置変化

を表す動詞でなければ

ならない  

 

他動性の低下：  

「～出す」が再帰的性質で

自動詞的な働きになる  

非対格自動詞  非対格性優先の原則  

他動詞  

他動性の低下：  

①非意図的な文脈  

②ガ格名詞とヲ格名詞は

「全体－部分」の関係によ

る再帰的性質  

 

 

 



48 
 

 

第四章  「通る」「通す」を後項とする複合動詞の自自交替  

 

 

4.1 はじめに  

 この節では「通る／通す」を後項とする複合動詞の自自交替の現

象を見る。自自交替をなす「～通る／通す」の組み合わせには、「突

き通る／突き通す」「透き通る／透き通す」「貫き通る／貫き通す」

「吹き通る／吹き通す」などのグループが見られる。以下では、前

節と同じ分類方法を用い、このグループの前項動詞を非対格自動詞

と他動詞に分けて順次に考察していく。  

 

4.2 前項動詞が非対格自動詞の場合  

 まずは前項動詞が非対格自動詞の場合から見る。後項動詞「～通

る」「～通す」と結合して、自自交替を成す前項動詞は「透く」、「貫

く」、「吹く」が見られる。その例文は次のようである。  

 

 （1）放射能は目に見えないけれど、レントゲンのように体を透き  

通っていきます。   

（http://blog.goo.ne.jp/mongie/e/ba78d1ac86440b5e7707d

b5c9217ae8a） 

（2）登山口は幾つかありますが、今回は国道 303 号線県境から登  

るルートと言っても登山道はなく地図・ＧＰＳ・コンパスを  

装備して慎重に確認しながら歩く、新緑に包まれた稜線は太  

陽の光が薄緑の葉っぱを透き通した淡い光は何とも言えぬ、  

実に気持ちが良い。（ http://mihama-aso.1616bbs.com/bbs/） 

（3）槍の切っ先はひしゃげた防具の隙間から突き刺さり、ザック  

リと騎士の身体を貫き通る。  

（http://t-walker.jp/eb/adventure/rp.cgi?sceid=3770） 

 

http://blog.goo.ne.jp/mongie/e/ba78d1ac86440b5e7707db5c9217ae8a
http://blog.goo.ne.jp/mongie/e/ba78d1ac86440b5e7707db5c9217ae8a
http://mihama-aso.1616bbs.com/bbs/
http://t-walker.jp/eb/adventure/rp.cgi?sceid=3770
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（4）ちらの気力もほとんど尽きかけてて，もうダメかとも思った  

とき、ついに仲間の剣がヤツの心臓を貫き通したんだ。 

（http://www.4gamer.net/weekly/lotro/004/lotro_004.shtml）  

（5）昨夜は一晩中強風が頭の上を吹き通っていたが、今夜は風は  

それほどではなかった。      （『孤高の人』尾崎秀樹） 

 （6）台風が去ったものの、その後風の力は衰えず、扇風機のよう  

な生暖かい風で無く、本当に気持ち良い風が部屋を吹き通  

す。   （ http://blog.livedoor.jp/emusan/archives/51692421.html） 

 

後項動詞の「通る⇔通す」が本動詞として使われる場合は自他交

替をなすが、例（ 1）－（6）から分かるように、複合動詞になると

「自動詞⇔自動詞」の用法になる。例（ 1）－（ 6）は構文上「～が

～を」の形となっているが、そのヲ格の役割は典型的他動詞文の場

合と異なり、対象を表すのではなく、一種の経路を表すものである。

例えば、（ 1）の「放射能は体を透き通る」と（ 2）の「太陽の光が薄

緑の葉っぱを透き通す」では、ヲ格名詞（体、葉っぱ）は両方とも

「ガ格名詞がある場所を経過する」という意味を指し、ガ格名詞（放

射能、太陽の光）の働きかけ・変化を受ける対象ではなく、ガ格名

詞が経過する場所を表す。次節から、まずはこれらの組み合わせに

おける前項動詞と後項動詞の特徴を見出し、それから「～通る／～

通す」が自自交替になる理由について述べる。  

 

4.2.1 前項動詞と後項動詞の特徴  

前述したように、自自交替が可能な「非対格自動詞＋通る／通す」

の組み合わせにおいては、前項動詞は主に「透く、貫く、吹く」の

三つが見られる。まず頭の中に浮かんでくる疑問は、なぜこのよう

な動詞だけが自自交替をなす「～通る／～通す」の前項になれるの

かということである。この節では、これらの複合動詞の前項動詞と

後項動詞の意味的特徴を考察することにより、共通点を見い出す。

http://www.4gamer.net/weekly/lotro/004/lotro_004.shtml
http://blog.livedoor.jp/emusan/archives/51692421.html
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まず後項動詞「通る」「通す」が持つ意味から見る。  

 本動詞の「通る」は「大勢の人が道を通る」「船が海峡を通る」の

ように、ある場所を経由して、人・乗り物などが移動するという主

体の移動を表す。これに対し、「通す」は「針に糸を通す」、「袖に腕

を通した」のように、対象の位置変化を表す使役動詞である。「通る」

は主体の移動、「通す」は対象物の移動を含意しているが、いずれも

移動の概念を持っていると言える。また、「大勢の人が道を通る」「針

に糸を通す」の例では、「大勢の人が通る」「糸を通す」のように「通

過する場所」を欠かすとまとまった事象として情報が不足しており、

やや不自然な文になる。要するに、「通る」「通す」が表す共通点は

「人や物がある場所を経過して移動する」という概念である。以上

述べてきたことをふまえ、次は前項動詞の特徴を見る。まず「透く」

から順次に見てみよう。  

「透く」は、大辞泉の解釈によると、「物の間を通り抜ける」とい

う意味である。次はその例文である。  

 

（7）やがて、太陽は、私の猶予を願う気持ちを待つこともなく、 

林を透いて向こうに見える山の端に消えてしまいました。  

（http://www.asiawave.co.jp/bungeishichoo/bsessay/si

mizukazumi.htm）  

(8)柘榴の茂み檜葉の茂みを透いて、紺の色の空が見えた。   

(『樹木とその葉  夏の寂寥』若山牧水 ) 

 

ここのヲ格は対象の役割を示すのではなく、一種の通過する場所

を表す。例えば例（ 7）は、「太陽の光線」が「林」を通過して、そ

して山の端における夕日が消えていくという場面を描写する文であ

る。例（ 8）も「人の視線」が「柘榴と檜葉の茂み」を通して向こう

側に到達することで「紺の色の空」が見えるようになるという意味

である。以上二例とも移動の概念（光線の移動）が見られる。但し、

ここの「移動」は抽象的であり、具体的移動物の移動ではない。  

http://www.asiawave.co.jp/bungeishichoo/bsessay/simizukazumi.htm
http://www.asiawave.co.jp/bungeishichoo/bsessay/simizukazumi.htm
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次は「貫く」を見る。「貫く」は大辞泉によれば、「こちら側から

反対側まで突き通る。貫通する」の意味である。次の例文を見てみ

よう。  

 

（9）弾丸が壁を貫く。（大辞泉）  

 （10）手裏剣は染八の心の臓を貫き、殆ど背に突き抜けんばかり  

に、深深と刺さっていた。     

（平打の簪  :: お小姓菊次捕物帳  加堂  秀三）  

（11）剣が男の身体を貫き、トゥールの腹にまでつき刺さる。  

（スピリット・リング  梶元  靖子/ロイス・マクマスタ  

ー・ビジョルド）  

 

 例（9）－（11）から分かるように、「貫く」が表す概念は、物の

片端からもう一方の端まで、または物の表から裏へ貫通する、とい

うことである。つまり、このような文が描写するのは移動物である

ガ格名詞（ここではそれぞれ「弾丸」「手裏剣」「剣」を指す）がこ

ちら側から向こう側へ物を貫通するという場面である。従って、「貫

く」も「移動」の概念を持つ動詞であると言える。最後は「吹く」

を見る。  

 

（12）風が海上や陸上を吹く時は、海面や陸の表面の摩擦力を受  

け弱められます。  

（http://www.jma-net.go.jp/ishigaki/kikou/yonaguni/kik

ou12.htm） 

 （13）風が池の上を吹く夏の夕暮れの涼しさと､蓮の葉に置く水滴  

を動的にとらえていて､清涼感のある歌だとおもいませんか。 

（ http://www.agape.jp/nengemisyou/kokoro.html） 

 

例から分かるように、この場合のヲ格は前に述べた「透く」「貫く」

の用法と同様に、対象を表すのではなく、経過するところを表すも

http://www.jma-net.go.jp/ishigaki/kikou/yonaguni/kikou12.htm
http://www.jma-net.go.jp/ishigaki/kikou/yonaguni/kikou12.htm
http://www.agape.jp/nengemisyou/kokoro.html
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のである。また、この場合の「移動」も「透く」と同じ、具体的な

移動ではなく、目に見えない抽象的な移動に近いものである。以上

のように、「透く」「貫く」「吹く」のような前項動詞は、抽象的な移

動（目に見えない）であろうが、具体物による移動（目で考察でき

る）であろうが、「ガ格名詞がある物や場所（ =ヲ格）などを経過し

て移動する」という特徴を共通に持っている。  

前項動詞と後項動詞の特徴をまとめて考えると、「移動物がある場

所を経過して移動する」の意味が共通していることが分かる。自自

交替においてはこの意味特徴を持つ前項動詞が後項動詞の「通る」

「通す」と結合しやすいと考えられる。この結合条件に関しては、

次の節で詳しく述べる。  

 

4.2.2 自自交替が可能になる理由  

この節では「～通る／通す」が自自交替になる理由を二つの部分

に分けて論じる。まず、一つ目は語構成から考えることである。例

（1）－（ 6）における複合動詞は、すべて「他動性調和の原則」に

合致するとは限らない。たとえば、「透き通る」、「貫き通る」、「吹き

通る」は「非対格自動詞＋非対格自動詞」の組み合わせで問題にな

らないが、「透き通す」、「貫き通す」、「吹き通す」は「非対格自動詞

＋他動詞」で、明らかに「他動性調和の原則」に違反している組み

合わせである。これは前に述べた「～出る」「～出す」と同じく、「透

き通す」などは「透き通る」から派生されたものではなく、「透く」

と「通す」が直接複合することによって形成されたものと本研究は

考える。つまり、「透き通す」などの場合は「他動性調和の原則」に

は反しているものの、「非対格性優先の原則」を満たしているため、

前項と後項が直接結合できるわけである。「非対格性優先の原則」が

働くため、非対格自動詞である「透く」、「貫く」、「吹く」は「通る」

と結合しても、「通す」と結合しても、複合動詞全体が自動詞になる

のである。「非対格性優先の原則」によって、これらの複合動詞は一

般的な複合動詞の自他交替（「自動詞＋自動詞」→「自動詞＋他動詞」）
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という派生関係とは違い、両方の造語とも自動詞になることも説明

される。  

次は意味的特徴から考える。「非対格優先の原則」があるといっ  

ても、すべての非対格自動詞は「通る」と「通す」と結合するわけ

ではない。例えば「移動」の概念を持たない（主体の位置変化では

ない）「崩れる、曲がる、壊れる、濡れる」などの状態変化を表す

動詞は「通る」や「通す」と結合することができない。また、前述

したように、この場合の前項も後項も、位置変化という移動の概念

を前提とするほか、経路という「通過する点・場所」も必要とする。

つまり、同じく「移動物」と「通過する点・場所」の意味役割を取

る移動動詞同士が結合しやすいのである。従って、非対格といって

も「溢れる」のような「通過する点・場所」の意味役割を取らない

動詞は、「通る／通す」と結合しない。この現象になるのはやはり

「一義的経路の制約」と関連しているのではないかと考えられる。

つまり、自自交替を成す「非対格自動詞＋通る／通す」は、通常前

項動詞にも後項動詞にも「通過する場所の意味役割を取る移動動詞

である」という意味的な制約が要求されている。このように、「非

対格自動詞＋通る /通す」の組み合わせが自自交替になるのは、「非

対格性優先の原則」と「一義的経路の制約」という２つの制約が働

くことによる結果である。  

 

4.3  前項動詞が他動詞の場合  

 筆者が辞書で調べた結果、自自交替が可能な「他動詞＋通る／通

す」の組み合わせは「突き通る／突き通す」のみである。前節と同

じように、まず「突き通る／突き通す」の語構成について考える。

「突き通る」は「他動詞＋非対格自動詞」で、「非対格性優先の原

則」の条件に合致しているため、複合動詞全体が非対格自動詞にな

る。それに対して、「突き通す」は「他動詞＋他動詞」の組み合わ

せで、複合動詞全体が他動詞になるものである。従って、語構成か

ら見れば、「突き通る⇔突き通す」は「自動詞文⇔他動詞文」の対



54 
 

応を成しているはずである。しかしながら、以上のことに反して、

実際「突き通る」と「突き通す」は両方とも自動詞文の働きをする

場合が見られる。例えば、次の（ 14）～（ 19）を見てみよう。  

  

（14）甲冑の可動部などの、やが突き通る隙間。  

（http://ja.wiktionary.org/wiki/%E3%82%84%E3%81%BE）  

 （15）ベストの多数の層は網のように協力し、弾丸が突き通るこ  

とをこうしてベストの大きい区域は防ぐ。    

（ http://tinyurl.com/c668hhe）  

（16）銃弾は天井を突き通った。（ goo 辞書による和英辞書）  

（17）矛が突き通すことの出来ないものはない。  

（ http://otasuke.goo-net.com/qa4259821.html） 

（18）これは何の事だか少しくわかり兼ねるが、かのダムダム弾  

が竹垣を突き通して、障子を裂き破って主人の頭を破壊し  

なかったところをもって見ると、ニュートンの御蔭に相違  

ない。       （『吾 輩 は 猫 で あ る 』夏 目 漱 石 ） 

（19）スコップは、あっけなく、板壁をつきとおしてしまう。  

                   （『砂の女』安部公房） 

 

例（14）～（ 19）は、すべて「～が  (～を ) 突き通る／突き通

す」の形で、「ある物が向こうへ抜ける」という意味を表す。例えば、

例(15)の「弾丸が突き通る」は「弾丸がベストを通して裏まで貫通

する」という意味を指す。この場合のヲ格名詞が明示されていない

が、前後の文脈からヲ格名詞が「ベスト」であると推測できる。例

(18)の「ダムダム弾が竹垣を突き通す」も同様に、「ダムダム弾が竹

垣を向こうまで貫通する」ことを表す。二つの例の「弾丸」ともど

こかを貫通し、反対側まで抜くという意味を持っている。他の例の

ガ格名詞 (矢、スコップなど )も様々であるが、同じ意味特徴を持っ

ていると考えられる。ここではまず疑問に思うのは、元々他動詞で  

あるはずの「突き通す」がなぜ自動詞として使えるのかということ  

http://ja.wiktionary.org/w/index.php?title=%E7%94%B2%E5%86%91&action=edit&redlink=1
http://ja.wiktionary.org/wiki/%E3%82%84%E3%81%BE
http://otasuke.goo-net.com/qa4259821.html
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である。このような現象になるのは、もとの「他動詞文」に何らか

の特徴や性質があったからのではないかと考えられる。前項動詞が

他動詞である場合の自自交替は、語構成のレベルだけでは説明でき

ず、文全体の意味特徴とも深く関与している。次から、まず 4.3.１

では前項と後項動詞の特徴を考察し、続いて 4.3.2 では、「～が突き

通す」構文が有する意味特徴と条件について分析する。最後の 4.3.3

で、自自交替の理由を論じる。  

 

4.3.1 前項動詞と後項動詞の特徴  

本節は前項動詞が他動詞である場合における前項動詞と後項動詞

の特徴を見る。考察する対象は「突き通る／突き通す」の１組だけ

である。「他動詞＋通す」の組み合わせにおいて、「突き通す」以外、

「打ち通す」「押し通す」などは見られるが、「＊打ち通る」「＊押し

通る」のような対応する動詞が存在しておらず、また前項動詞が接

頭辞化したため、本研究の考察対象としない。従って、本節では「突

き通る／突き通す」を中心に、その前項動詞と後項動詞の特徴を見

る。  

後項動詞の「通る／通す」が持つ特徴は、既に考察したように、

主体あるいは対象の位置変化を表す動詞である。それに対して、前

項動詞の「突く」は、「棒を突く」「剣を突く」のように、通常対象

の位置変化を表している。前者と後者は共通的に“位置変化”とい

う概念を持っている。つまり、自自交替をなす「他動詞＋通る／通

す」の前項と後項は２つとも位置変化の概念を持つ動詞でなければ

ならない。この場合の結合はやはり「一義的経路の制約」に従って

いる。以上のことを踏まえて、次節は文レベルの観点から「突き通

す」構文を分析する。  

 

 

 



56 
 

4.3.2 「突き通す」構文の特徴について  

この節では、主に「突き通す」構文の特徴を見る。まず語構成の

レベルでは問題なく成立する「突き通す」の他動詞文から見てみよ

う。  

 

（20）あたしが土にスコップを突き通すごとに、その気配はあた  

しに生命を少しずつ吹き込んでくれた。

（http://joomonndani.blogspot.com/）  

 （21）七兵衛は懐ろへ手を入れて、短刀を出して、刃先を前に向  

けてブツリと畳へ突き通します。    

（『大菩薩峠  甲源一刀流の巻』中里介山） 

  （22）彼は行く手をふさいだ武田の騎馬武者が突いてきた槍先を、 

蜻蛉切りで打ち伏せておいて、刎ね突きに敵の胴へ突き通  

す。             （『下天は夢か』津本 陽） 

 

（20a）あたしはスコップを土に突き通す。  

(21a) 七兵衛は刃先を畳へ突き通します。  

 (22a) 彼は槍先を敵の胴へ突き通す。 

 

例（20a）(21a) (22a)の文は、そのヲ格を道具格（デ格）に言い

換えられ、つまりそれぞれ、「あたしはスコップで土を突き通す」、

「七兵衛は刃先で畳を突き通します」、「彼は槍先で敵の胴を突き

通す」に言い換えられる。 (20)－(22)の他動詞文におけるヲ格名詞

の意味役割は働きかけ・動作を受ける対象格ではなく、道具格を意

味する。 16また、以上の用例の共通点は、ヲ格名詞はすべて「移動

                                                      
16 道具が一連の事象の中における位置づけについては、ビリヤードモデルで説  

明できる。ビリヤードモデルとは、外部世界の事態をエネルギー伝達の観点か  

ら認知的に理想化して捉えるモデルの一つである。つまり、動作主から道具を  

経て対象物への働きかけ、そして、働きかけの結果が生じる状態の発生という  

繋がりで捉えようとしている考え方である。この概念を図式すると次のように  

なる。  

 

http://joomonndani.blogspot.com/
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物」としての解釈が可能であるということである。例えば例（ 20）

のスコップは「土」の状態変化を引き起こす際の「道具」としての

解釈を受けると同時に「土」に接触する「移動物」として解釈する

こともできる。また、もう一つの特徴はこの場合の道具格は（ 20b）

～（22b）のように主語の位置に来ることができる。日本語の他動詞

文の中には、このような「道具」として解釈できる名詞を主語に取

る動詞文が他にも存在している。（ 23）－（ 26）はその例である。  

 

（20b） スコップが土を突き通す。  

（21b） 刃先が畳を突き通す。  

（22b） 槍先が敵の胴へ突き通す。  

（23） 水がグラスを満たす。          （川野：2000） 

（24） 石が壁の穴をふさぐ。          （川野：2000） 

（25） ポットが湯を沸かした。         （大倉：2004） 

（26） スプレーが部屋の臭いを消した。     （大倉：2004） 

 

 （23）－（ 26）はそれぞれ「（誰が）グラスを水で満たす」「（誰

が）壁の穴を石でふさぐ」「（誰が）ポットで湯を沸かした」「（誰

が）スプレーで部屋の臭いを消した」に言い換えられる。日本語で

は基本的に無生物主語が嫌われ、あまり生産性がないと思われるが、

無生物である道具を主語にする文は少ないながら存在する。今回の

考察対象（ 20b）～（ 22b）のような文は、ガ格名詞が道具で、しか

も「～ガ～ヲ」構文を成しているという点で（ 23）－（26）と共通

している。（ 23）（ 24）のような道具主語構文は、主体の「位置変

化」とそれによる客体の「状態変化」を表す動詞文であると川野  

                                                                                                                                                        
 例： Sharon dried her hair with the blower.(Langacker 1991:332)               

認知言語学のビリヤードモデルによる事象の把握  

行為者   →   道具   →   対象物   →   結果状態  

（ Sharon）    (the blower)     (her hair)          (dry)  

 影山（ 1996：46） 
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（2000）は述べている。つまり、例（ 23）で説明すると、主体の「水」

の位置変化によって、「グラス」の状態変化（水で満ちた状態にな

る）が引き起こされることになる。「突き通す」のような道具主語

構文においても似たような特徴が考察される。たとえば、「スコッ

プが板を突き通す」の文では、「スコップ」が主語（ガ格）の位置

に立ち、さらにその位置変化によって土に穴が開いたなどの状態変

化が起きる。そのため、（ 23）（ 24）と同様、道具主語構文の一種

であると考えられる。 17 

以上のことから、ヲ格名詞が「道具」且つ「移動物」として解釈

できない場合は、「～が突き通す」構文にならないということが予

測される。まず次の例を見る。  

 

（27）鍛冶職人は錐で包丁を突き通した。（穴あき包丁を作る場

面）（作例）  

                                                      
17  （ 25）（ 26）は同じ道具主語文の例として挙げたが、その道具（ガ格名詞） 

の性質が考察対象（ 20b）～（ 22b）、（ 23）～（ 24）と大きく違うため、記述  

にとどめる。それは、（ 25）、（ 26）はガ格名詞が移動を表していない  

のに対し、（ 20b）～（ 22b）、（ 23）～（ 24）は両方ともガ格名詞の移動が見  

られるということである。また、さらに厳密に言えば、これらの道具主語構文  

は性質上完全に同一物として扱うことができない。例えば、（ 23）～（ 26）  

のガ格名詞とヲ格名詞は、主語と目的語の関係である（水とグラス、ポットと  

湯）と言えるのに引き換え、（ 20b）～（ 22b）のガ格名詞とヲ格名詞は主語と  

通過場所の関係を表している。最後に、それぞれ構文の違いを比較し、以下の  

ようにまとめる。  

 

 ガ格名詞  ヲ格名詞  動詞  

水がグラスを満たす  

（川野 2000）  

位置変化  対象  

（状態変化）  

状態変化  

他動詞  

ポットが湯を沸かした  

（大倉 2004）  

変化なし  対象  

（状態変化）  

状態変化  

他動詞  

スコップを板を突き通した  

（筆者）  

位置変化  通過場所  

（状態変化）  

位置変化  

他動詞  
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（27a）*包丁が突き通した。  

（28）その魔物の景光は、この国はもらったぞと笑いながら馬に  

跨がるが、突然、自らの刀で胸を突き通す。  

（ http://www.ne.jp/asahi/gensou/kan/eigahyou49/dororo.html） 

（28a）*（自分の）胸が突き通す。  

 

包丁というのは普段料理などの場合で道具として使われるが、例

（27）においては、そのような用途を有していない。また、事象に

おける「移動物」としても解釈できない。 (28)の「胸」も同じく何

らかの行為遂行の道具としても移動物としても解釈ができず、ただ

の通過場所である。従って、この場合のヲ格名詞は主語の位置に立

つ資格がなく、「～が突き通す」構文も成立しないというわけであ

る。  

一方、次のようなヲ格名詞は意味役割が道具であり、しかも「移

動物」としての解釈も可能であるが、「～が突き通す」構文として

の許容度は（ 20b）～（22b）と比べてやや落ちる。まず例を見てみ

よう。  

 

（29）目玉の紙がくり抜かれていなかったので、マニマンは指を  

突き通しました。 （ http://uuuzen.exblog.jp/6380342/） 

（29a）マニマンは紙に（自分の）指を突き通した。  

（29b）?（自分の）指が紙を突き通した。  

 

（29）は動作主が「指」を駆使して目玉の紙をくり抜いたという

場面の描写で、この場合の「指」は「突き通す」という動作を行う

際の道具であり、移動物とみなすことが可能である。問題になるの

は、「指」は（ 20）～（22）の「スコップ、槍先、刃先」と同じよ

うに移動物としての解釈ができ、さらに同じくデ格への転換が可能

であるが、なぜ「～が突き通す」構文での許容度は（ 20）～（ 22）

と比べるとやや低下しているということである。このような違いが  

http://www.ne.jp/asahi/gensou/kan/eigahyou49/dororo.html
http://uuuzen.exblog.jp/6380342/
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出てくる理由についてはヲ格名詞の性質に左右されると考えられる。

つまり、「突き通す」が要求するヲ格名詞は、一般的に「何かを貫

通する」という意味を持つものであり、従って（ 20）－（22）の「ス

コップ、槍先、刃先」などのように、尖鋭で先端がとがったものが

多く見られるわけである。言い換えると、それらはもともと何かを  

「貫通」するために作られてきたものである。一方、（ 29）の「指」

は移動物ではあるが、本来の性質からは「貫通すること」と連想す

るのが難しいため、「～が突き通す」の主語になりにくい。  

実際インターネットで検索した結果、（ 29）のような例は極めて

少ないということからも上記の事実が確認される。つまり、「突き

通す」はもともと「何かを貫通する」という性質を持たない名詞と

共起しにくいのである。このように、「～が突き通す」構文が成立

する条件としては、「～を突き通す」のヲ格名詞が道具の意味役割

を持つと同時に、移動も起こるものであることがわかった。なぜヲ

格名詞が移動可能な道具である場合「～が突き通す」構文が成立す

るのかについては 3.3 節で説明する。  

 一方、「～が突き通す」構文の中には、前述した条件を満たさな

いにもかかわらず、「～が突き通す⇔～が突き通る」のような交替

を成すものが考察される。次の例を見てみよう。  

 

（30）廃熱が追いつかずに赤く撓みつつあった外壁の、その中心  

を、"カオス "が回避した熱線が突き通す。  

（http://www.mai-net.net/bbs/sst/sst.php?act=all_msg&c

ate=all&all=6145） 

 （31）カーテンやブラインドの無い開け放された窓からめいいっ  

ぱい入る午後の日の光が空間を通り抜け、玄関まで光が突  

き通す。  

（http://www.pixiv.net/novel/show.php?id=258568#4） 

 

http://www.mai-net.net/bbs/sst/sst.php?act=all_msg&cate=all&all=6145
http://www.mai-net.net/bbs/sst/sst.php?act=all_msg&cate=all&all=6145
http://www.pixiv.net/novel/show.php?id=258568#4
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（32）もっとも空気が乾いているので日陰に入るとずいぶん  

と違うのだが、直射日光の下に体を曝すと熱が突き通  

るようである。  

（ http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008

1106/1020632/?r t=nocnt）  

（33）デパートの壁に黒い波紋が沢山走り、幾筋もの黒い光が突  

き通る。  

（http://urawaryo.g.hatena.ne.jp/inugamikoubouathangul

/?word=*%5B%E6%B5%A6%E5%92%8C%E8%89%AF%5D）  

 

 これらの文の特徴はガ格名詞が意志を持つ人間ではなく、すべて

無生主語であるということである。また、文全体は自然発生の現象

を表している。この場合は、前の道具格と違って対応する他動詞文

が想起しにくく、強いて言えば、大自然そのものが動作主体の役割

を担いでいる。このような文はかなり特殊な種類で、「自然現象」

の文に属すると考えられる。  

以上の説明に基づいて、次の結論を出すことができる。「突き通

す」は以下の二つの条件のもとで、「～が突き通す⇔～が突き通る」

の交替が出やすい。  

 

 （A）対応する他動詞文があり、またその他動詞文におけるヲ格名

詞が道具であると同時に位置変化も起きるものである場合

（道具主語文）  

 （B）動詞句全体が自然現象を表す場合（自然現象文）  

 

4.3.3 自自交替が可能になる理由  

この節では、「～が突き通す⇔～が突き通る」のような交替を成

す理由について見る。今までみてきたように、（ A）「道具主語文」

と（B）「自然現象文」の場合では、「～が突き通す⇔～が突き通る」

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081106/1020632/?r　t=nocnt
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081106/1020632/?r　t=nocnt
http://urawaryo.g.hatena.ne.jp/inugamikoubouathangul/?word=*%5B%E6%B5%A6%E5%92%8C%E8%89%AF%5D
http://urawaryo.g.hatena.ne.jp/inugamikoubouathangul/?word=*%5B%E6%B5%A6%E5%92%8C%E8%89%AF%5D
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の交替が出やすい。これらの構文は「他動性が低い」という特徴を

持っているという共通点がある。このことを H&T（1980）が提出し

た他動性の意味的特徴を用いて検証する。 H&T の他動性の特徴で検

証した結果、「道具主語文」と「自然現象文」の文は他動性が低い

特徴を一つ以上持っている。次の表（ 1）を見てみよう。  

 

（34） スコップが板を突き通す。（例（ 20b）再掲）  

（35）その中心を、 "カオス"が回避した熱線が突き通す。  

（例（ 25）再掲） 

 

表（1）他動性の特徴  

 A B C D E F G H I J 

道具主語文

（34） 

高 高 高 高  低 高 高 低  高  高 

自然現象文  

（35） 

高 高 高 高  低 高 高 低  低  高 

 

典型的他動詞文の場合は、通常（例えば「太郎が花瓶を壊した」

という文）は A～ J の条件をすべて満たしているのに対し、（ 34）（35）

の文は他動性が低い特徴を持っている。例えば（ 34）（35）のガ格

名詞は意図的に動作を実行するのではないため（“スコップ”、“熱

線”は自らの意志で事象を遂行することが考えられない）、（ E）の

「A の意志」という特徴で他動性が低くなる。また、主体が有生な

のか、あるいは無生なのかという（ H）の「動作主性」の特徴では、

（34）（35）の主体「スコップ」と「熱」はそれぞれ無生物である

ため、有生主体をとる典型的な他動詞文と違って他動性が低い。こ

のような他動性の低下は自自交替の成立に大きく関与していると考

えられる。H&T（ 1980：252）は他動性について、「他動詞文と自動

詞文は峻別できない。連続帯をなす」という考え方示している。従

って、この場合では低い他動性の影響により、自他動詞文の間の境
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界線がぼんやりするようになり、文全体が自動詞の意味に近づいて

いる。そのため、自動詞文との交替が可能となり、最終的には自自

交替の現象を成している。  

以上のことをまとめると、「他動詞＋通る /通す」が自自交替にな

るのは、次のような仕組に基づいていると考えられる。まず「道具

主語文」は、もとの他動詞文のヲ格名詞の性質（移動可能な道具）  

によって、ヲ格名詞が主語の位置に立つことができ、文全体は道具

主語文として成立する（スコップが土を突き通す）。その場合は文

全体の他動性が低下して、意味上は自動詞文（スコップが土を突き

通る）と同じような働きを持つようになり、「～ガ（～ヲ）突き通

す」と「～ガ（～ヲ）突き通る」の自自交替が可能になるのである。  

 一方、（ 30）（ 31）のような自然現象文も同じ理由で「～ガ突き

通る」との交替が可能になると考えられる。つまり、「熱線がその

中心を突き通す」という文は他動詞文の形態をしているものの、文

全体の意味が自動詞に近似し、「熱線がその中心を突き通る」との

交替が可能になるわけである。  

 

本節で述べてきたことを以下の図表のように整理する。  

 

図（1）「～が突き通す⇔～が突き通る」の交替プロセス：  

                   自自交替  

 

元の他動詞文      → 文全体の他動性低下  ⇔   自動詞文  

     （①ヲ格名詞が移動可能な道具による：道具主語文）   

例：スコップを突き通す→    スコップが突き通す      ⇔ スコップが突き通る  

            文全体の他動性低下  ⇔   自動詞文    

                                 ②（自然現象文）  

          例： 熱線が突き通す     ⇔  熱線が突き通る  
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4.4  まとめ  

 V1 が非対格自動詞の場合と V1 が他動詞の場合は自自交替をなす

プロセスが違い、それぞれ次の図②のように示す。  

 

図(2)「～V1＋通す /通る」の自自交替をなすプロセスの違い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図からわかるように、前項動詞が非対格自動詞である場合は、語

構成の段階において「非対格自動詞＋通す」はすでに自動詞となり、

それで「非対格自動詞＋通る」と自自交替を成しているように見え

るのである。一方、前項動詞が他動詞である場合は、最初の語構成

の段階では他動詞で、文全体の他動性が低下することにより、意味

上自動詞文に近似するようになり、自自交替になるのである。   

 

本章での考察結果を表で整理すると次のようになる。  

自

自  

交

替  

他動性調和  

【造語×】  

非対格優先  

【造語○】  

自動詞  

TH ガ PATH ヲ透き通す  

自動詞  

TH ガ PATH ヲ  

透き通る  

他動性調和  

【造語○】  

他動詞  

AG ガ INS ヲ  

突き通す  

他動性低下  

道具主語文  

（非典型他動詞文） 

INS ガ PATH ヲ突き通す  

自動詞  

TH ガ PATH ヲ  

突き通る  

 

V1  

非 

対 

格  

 

 

透

き

通

す  

V1  

他 

動 

詞 

 

 

突

き

通

す  
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表（2）「～通る」「～通す」の自自交替  

前項動詞  
「通る／通す」との結合

条件  
自自交替になる原因  

非対格自動詞  

①前項も後項も位置変化  

を表す動詞である。  

②「移動物」と「通過す

る場所」という意味役割

を取る動詞。  

非対格優先の原則  

他動詞  

前項とも後項も位置変化

を表す動詞である  

 

他動性の低下  

①道具主語文：  

もとの他動詞文におけ

るヲ格名詞の特殊な性

質（移動可能な道具）  

②自然現象文  
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第五章  「回る」「回す」を後項とする複合動詞の自自交替  

 

 

5.1  はじめに  

 この節では「回る／回す」を後項とする複合動詞の自自交替の現

象を見る。自自交替をなす「～回る／回す」の組み合わせには、「乗

り回る／乗り回す」「吹き回る /吹き回す」「付け回る／付け回す」「連

れ回る／連れ回す」「追い回る／追い回す」のグループが見られる。

以下では、前節と同じ分類方法を用い、このグループの前項動詞を

非能格自動詞、非対格自動詞、他動詞に分けて順次に考察していく。  

 

5.2  前項動詞が非能格自動詞の場合  

 まずは前項動詞が非能格自動詞の場合から見る。後項動詞「～回

る」「～回す」と結合して、自自交替を成す前項動詞は「乗る」があ

る。その例文は次のようである。  

 

（1）結局その気になって、神原は西洋馬を自分の厩につないで置  

くことにしました。屋敷内の馬場を乗り廻っているだけなら  

ば大丈夫、表へ乗り出さなければ露顕する気遣いはないと多  

寡をくくっていた。（岡本綺堂『半七捕物帳  菊人形の昔』）  

（2）同じ道楽でも、武士としては誠に結構な道楽で、広い屋敷内  

に馬場をこしらえて毎日乗りまわし、時には方々へ遠乗り  

に出る。（岡本綺堂『半七捕物帳  菊人形の昔』）  

（3）特に木製自転車は女子アナウンサーが会場を乗り回ったので  

とてもインパクトがあったようです。 

(http://www.kanemoku.com/news/base02.html) 

（4）「ママも乗ってみる？」なんて言うものだから、つい調子に  

乗って何回か町内を乗り回したんですが、新品だし、なかな  

か乗り心地も良かったです。ただ、やっぱり原付、スピード  
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が出ませんね。

（ http://d.hatena.ne.jp/halfmoon0419/20120206） 

（5）でも、電車内の、行きずりのほんの些細な行動でも、こうし  

て支え合いの温かさを伝えることができるなら、そうだ、  

あと少し、いずれ自分が年を取ったらあちこち電車を乗り  

回って「譲られボランティア」というのもあるゾ、それだ  

ってココロの教育の一端に貢献できるじゃないか、などと  

空想に及ぶ。    (情報誌「さぁ、言おう」 2000 年 6 月号) 

（6）彼が颯爽と外車を乗り回す。        （杉村  2011） 

 

以上の例文が示したように、「乗り回る／乗り回す」は後項動詞の

自他交替が見られるが、構文上の交替が見られない。また、それら

のヲ格名詞には性質の異なる二種類が考察される。たとえば、（ 1）

～（4）における「馬場」「町内」「会場」のような名詞はいずれも場

所を表しているのに対し、（ 5）（6）における「外車」「電車」は一種

の交通手段を表している。この二種類のヲ格の意味役割が異なるが、

文全体が表す意味は同じである。例えば（ 1）と（ 5）を次のように

省略することができる。  

 

（7）神原は屋敷内の馬場を乗り廻っている。  

（8）私はあちこち電車を乗り回る。      

 

 例（7）は何に乗って乗り回る、つまり交通手段が明示されていな

い。しかし文脈からは「馬」で「馬場を乗り廻る」ことが分かる。

従って（ 7）の情報を補足すると「神原は馬で屋敷内の馬場を乗り廻

っている」になる。そして例（ 8）の「電車」は対象というより、「乗

り回る」ために使用する乗り物という解釈の方が適切であるため、

「私はあちこちを電車で乗り回る」に言い換えられる。つまり、こ

の二つの文が表す意味は本質的に同じものであると言える。従って

次節からはこれらの組み合わせにおける前項動詞と後項動詞の特徴
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を考察する。そして 5.2.1 を踏まえ、 5.2.2 節で自自交替が可能に

なる理由について述べる。  

 

5.2.1 前項動詞と後項動詞の特徴  

この節では、前項動詞の「乗る」と後項動詞の「回る」「回す」の

特徴について考察する。まず前者を見てみよう。  

「乗る」は、例えば「馬に乗る」「汽車に乗る」「船に乗る」など

の例では、自分が乗り物の中に入って移動するという意味である。

この場合は「人」が「乗り物」と同じ空間範囲を共有し、一体化し

て一緒に移動する。従って、前項動詞の「乗る」は主体の「移動」

という概念が含まれる動詞である。  

 次は後項動詞の「回る」「回す」を見る。「回る」は「『京大阪を回

る』『ジョギングで皇居の周りを回る』」のように、ガ格名詞がヲ格

の表す場所名詞をめぐりと移動するという意味である。それにひき

かえ、「回す」は、「総務から営業へ人員を回す」「出先に車を回す」

のように、「人や物を必要とする場所へ移動させる」という使役位置

変化の意味を表す。従って「回す」が表しているのは、対象の「移

動」である。以上のように、前項動詞の「乗る」と後項動詞の「回

る」「回す」は共通点として「移動」の概念を有する動詞であること

が分かる。  

  

5.2.2 自自交替が可能になる理由  

本節では、「乗り回る／乗り回す」の交替が可能になる理由を考察

する。例（ 1）～（ 6）から分かるように、「人ガ  乗り物デ  場所ヲ  

乗り回る／乗り回す」「人ガ  乗り物ヲ  乗り回る／乗り回す」とい

う二種類の自自交替の構文がある。「乗り回る」の組み合わせは「非

能格自動詞＋非能格自動詞」で、語構成から見れば複合動詞全体が

問題なく自動詞として成立する。それに対し、「乗り回す」は「非能

格自動詞＋他動詞」の組み合わせで、右側主要部によると複合動詞

全体が他動詞になるはずである。ここではなぜ「乗り回る」と自自  
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交替を成すことができるのかという疑問がある。その原因は主体と

乗り物の移動が一体化するという性質によって、「回す」が再帰的な

プロセスを経て自動詞の「回る」の意味になったのではないかと考

えられる。例えば「彼が颯爽と外車を乗り回す」の文では、「乗る」

の性質によって、「彼」と「外車」は一時的に一体化することができ

る。従って、「彼が外車を回す」ことは「彼と外車の一体化」によっ

て、「彼が回る」という結果と同じである。以上のことを図示すると

次のようになる。  

 

（9）「彼が外車を乗り回す」 18の再帰化プロセス：  

   

        「人」は動作主体  

         働きかけ・作用               

「乗り物」は「回す」の直接移動対象  

     V1「乗る」による人・乗り物の一体化  

「人」は「回る」という結果になる  

 

 

（9）のプロセスが示したように、ガ格名詞［人間］はまず乗り

物に働きかけて、ヲ格名詞［乗り物］を移動させると同時に、最終

的には自らの移動・位置変化を促すようになる。文全体はこのよう

な再帰的なプロセスにより、自動詞的な意味になり、自動詞である

「乗り回る」と交替することが可能であると考えられる。この再帰

的な用法は前と同じように低い他動性の特徴を持っている。例えば、

次の例文で検証してみよう（例（ 2）（ 4）（ 6）を次のように簡略

する）。  

 

                                                      
1 8 ここの場合は「乗り回す」の「回す」を指す。  
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 （2a）武士は馬場を乗り回す。  

（4a）ママは町内を乗り回す。  

（6a）彼は外車を乗り回す。  

 

（2a）と（4a）はそれぞれ「武士は馬を馬場で乗り回す」「ママ

は原付を町内で乗り回す」に言い換えられる。そして、（ 2a）（4a）

（6a）の「主体と対象」である「武士と馬」、「ママと原付」、「彼

と外車」は一体化したため、同一物と見なすことができる。そのた

め、A の「参与者」の項目で他動性が低くなる。  

 

表（1）他動性の特徴  

 A B C D E F G H I J 

（2a） 低 高 高 高 高  高 高 高  高 高 

（4a） 低 高 高 高 高  高 高 高  高 高 

（6a） 低 高 高 高 高  高 高 高  高 高 

 

また、この現象は前項動詞の性質と大きく関わっていると考えら

れる。前項動詞はこのような主体と対象が一体化する性質をもたな

いと、「回る」「回す」と結合しても自自交替にならない。例えば

「私は空を飛び回りたい／ *私は空を飛び回したい」などである。

以上のことをまとめると、「乗り回る／乗り回す」の自自交替が可

能になるのは、前項動詞「乗る」によって主体と対象が一体化し、

後項動詞「回す」の再帰的なプロセスによって、文全体が自動詞的

な意味になるのである。  

 

5.3 前項動詞が非対格自動詞の場合  

次は前項動詞が非対格自動詞の場合を考えよう。「回る」「回す」

と結合して自自交替を成す非対格自動詞は「吹く」だけである。そ

の例文は次のようである。  
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（10）今夜の風は南にむかって吹き廻っている。  

（『世界怪談名作集  北極星号の船長  医学生ジョン・マリ  

 スターレーの奇異なる日記よりの抜萃』ドイル  Arthur  

Conan Doyle 岡本綺堂訳）  

 （11）にゃるほど、風が、体の中、服の中を吹き回ります。  

（杉村 2011：29） 

（12）今度帰って見たらどういう冷い風があの都を吹き廻してい  

るだろう、幾人の同胞に逢えることだろう、と彼は思いや  

った。              （『新生』島崎藤村） 

 （13）風が吹き回すうえ波が高く船が大きく揺れたので、ちょっ  

と疲れました。            （杉村 2011：29） 

 

 例（10）～（13）から分かるように、「吹き回る」「吹き回す」の

後項動詞が自他交替があるにもかかわらず、複合動詞全体が「風が 

吹き回る／吹き回す」のような自自交替を成している。次節から「吹

き回る／吹き回す」における前項動詞と後項動詞の特徴を考察し、

そして 5.3.2 節ではなぜ「吹き回る /吹き回す」は自自交替が可能に

なるのかを述べる。  

 

5.3.1 前項動詞と後項動詞の特徴  

 この節では、前項動詞の「吹く」と後項動詞の「回る」「回す」

の特徴をそれぞれ見る。まず前項「吹く」は、第四章で述べたよう

に、目に見えない抽象的な移動である。例えば「突風が吹く」「南か

ら湿った風が吹く」のような例は、大自然の中での風が移動するこ

とを意味している。  

次は後項の「回る」「回す」の特徴である。既に 5.2.1 で言及され

たので、ここでは叙述を省いて結論だけを述べる。「回る」は主体の

移動、「回す」は対象の移動を表す動詞である。その二つの動詞は、

移動という共通点がある。このように、自自交替が可能な「吹き回
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る／吹き回す」における前項動詞と後項動詞の特徴は、両方とも移

動の概念を含む動詞である。  

 

5.3.2 自自交替が可能になる理由  

 前項動詞が非対格自動詞の場合の自自交替が可能になる理由は、

第 3、4 章で述べたものと同様に、「非対格性優先の原則」と「一義

的経路の制約」による結果である。「非対格性優先の原則」は語構成

の問題、つまりなぜ「吹き回す」が自動詞になるのかを説明できる。

例えば、「吹き回る」は「非対格自動詞＋非対格自動詞」の組み合わ

せで「他動性調和の原則」に合致し問題にならないが、「吹き回す」

は「非対格自動詞＋他動詞」の組み合わせで明らかに「他動性調和

の原則」に違反している。「吹き回す」は「他動性調和の原則」に合

致していないが、「非対格性優先の原則」の条件を満たしているので、

「吹く」と「回す」は直接結合して複合動詞全体が自動詞になる。

以上のように、「非対格性優先の原則」は、「吹き回す」の語構成に

説明を与えることができる。  

次は「一義的経路の制約」から「吹き回る／吹き回す」の意味的

特徴を考える。まず疑問点としては、なぜ「吹き回る／吹き回す」

が成立するのに、「 *透き回る／ *透き回す」「 *貫き回る／ *貫き回す」

などの組み合わせは成立しないのかということである。5.3.1 節で、

「吹き回る／吹き回す」の前項動詞も後項動詞も移動の意味を表す

動詞であることが分かる。しかし「移動」と言っても、その仕方は

様々である。例えば「回る」「回す」はそれぞれ、ある点や軸を中心

にして、円形の軌跡を描くような主体の移動と対象の移動である。

つまり、「回る」「回す」が表すのは円を描くような移動である。従

って、「透く」「貫く」などの直線の移動は、「回る」「回す」のよう

な回転する移動の意味と整合しないため、複合動詞の結合が許され

ないのである。  

一方、前項動詞の「吹く」は「竜巻のような風が吹いた」のよう

に、渦を巻くような風が円を描きながら移動することが可能であり、
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直線の移動に限らないということで、「透く」などと比べて「回る」

「回す」とより結合しやすいと考えられる。このような意味の組み

合わせも「一義的経路の制約」が働く結果であろう。このように、

前項動詞が非対格自動詞である場合、「非対格性優先の原則」と「一

義的経路の制約」によって、自自交替が可能になることが分かる。  

 

5.4  前項動詞が他動詞の場合  

 筆者が辞書で調べた結果、自自交替が可能な「他動詞＋回る／回

す」の組み合わせは「付け回る／付け回す」「追い回る／追い回す」

「連れ回る／連れ回す」がある。まず例文から見てみよう。  

 

（14）しかし、私がこの猫を嫌えば嫌うほど、猫のほうはいよい  

   よ私を好くようになってくるようだった。私のあとをつけ  

まわり、そのしつこさは読者に理解してもらうのが困難な  

くらいであった。  

（『黒猫 THE BLACK CAT』エドガー・アラン・ポー Edgar  

Allan Poe 佐々木直次郎訳）  

 （15）「監視しようじゃないか！  ぼくはやつをつけまわすよ！」 

とラズミーヒンは力強く言った。 （『罪と罰』江川  卓訳） 

（16）喜んだ夏琳は、子ウサギたちを追い回り、その後捕まえた  

三匹のウサギを片手で押さえ、喜びのスナップ写真をとっ  

てもらった。。  

（http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~jiang/essay/essy12.htm） 

（17）彼等はその領巾を微風に飜しながら、若草の上に飛び悩ん  

でいる一羽の山鳩を追いまわしていた。          

（『素戔嗚尊』芥川龍之介） 

（18）京都の役人が囚人を連れまわって共犯者を指名させ、その  

   功で罪を許したのに始まる。  

（『メディアの現象学』岡庭昇） 

 

http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~jiang/essay/essy12.htm
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（19）このパーティに、私はうんと年下の友人のＡ子ちゃんを招  

んでいた。彼女はここのところ私の妹分で、いろんなとこ  

ろに連れまわしている。       （『楽土』勝目梓） 

 

 これらの組み合わせはいずれも、統語的に「ｘがｙを V」という

構文を取り、またヲ格の意味役割は場所ではなく対象であるため、

一見して本研究が言う自自交替の対象ではないように見える。しか

し、これらのヲ格名詞は典型的な対象格と異なり、働きかけをうけ

て何かの位置変化あるいは状態変化が起こるわけではない。例えば

(14)の「猫はわたしのあとをつけまわる」と (15)の「ぼくはやつを

つけまわす」の文では、主体の「猫」と「ぼく」は、対象格である

「わたし」と「やつ」に対して働きかけをしていないし、「わたし」

と「やつ」は「猫」と「ぼく」によって位置変化が起きるわけでも

ない。従ってこういう文は対象の変化を引き起こす典型的な他動詞

文とは言いがたい。つまり、（ 14）～（ 19）は「～が～を」のような

他動詞構文をしているものの、ヲ格名詞が典型的な対象格ではなく、

また、ヲ格名詞が移動するとともにガ格名詞も一緒に移動すること

が見られ、結果的に主体の移動を表す文になると言える。従って例

（14）～（19）を本研究の自自交替の対象とする。 19 

 

                                                      
1 9
 この現象について従来の研究、例えば杉村（ 2011）は「乗り回す／乗り回る」

「連れ回す／連れ回る」「付け回る／付け回す」「見回す／見回る」などが「行

為→結果」という自他の対応ではないと指摘している。その主張に基本的に同

意するが、本研究は「連れ回る／連れ回す」などの対応関係が典型的な自他交

替ではなく、自自交替を成すと考える。一方、「見回る／見回す」について、

「～が～を  見回る／見回す」の構文をしているものの、表す意味が違うため、

本研究の対象外とする。例えば次の例を見てみよう。  

（ a）このりっぱな司祭のあとについて、監獄や病院や収容所を見まわり、しき  

りに質問を試みたが、どんなに不可解な返答を聞かされても、非難めいた  

言葉はすこしも口に出さなかった。         （赤と黒  小林正） 

（ b）私はぐるりと部屋を見まわしてみた。  

（世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド  村上春樹） 

 「見回る」は（ a）のようにあちこちを回って見て歩くという意味を表すのに  

対し、「見回す」は（ b）のように自分の居る位置から動かずに自分の視線を

回して四方を見るという意味を表す。このように自他動詞の意味が対応して

いないため、「見回る」「見回す」は考察対象から除外する。  
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次は 5.4.1 節でまずこれらの組み合わせにおける前項動詞と後項

動詞の特徴を考察し、最後は 5.4.2 節で自自交替が可能になる理由

について述べる。  

 

5.4.1 前項動詞と後項動詞の特徴  

この節では「付け回る／付け回す」「追い回る／追い回す」「連れ  

回る／連れ回す」の組み合わせにおける前項動詞と後項動詞の特徴

を見る。後項動詞の「回る」「回す」の特徴は、繰り返しになるが、

主体の移動と対象の移動を表す動詞である。そして前項動詞の「付

ける」「追う」「連れる」の特徴は、大まかに言うと「主体と対象が

一緒に移動する」ということである。例えば「捜査員が容疑者を付

けていく」「蜜蜂を追って移動する」「犬を連れて散歩する」の例

は、「捜査員が容疑者をこっそり追う」「（ある人が）先に進む蜜

蜂のあとからついていく」「（ある人が）犬を従える」の意味で、

主体と対象が同じ時空間のもとで同じ範囲を共有するか、もしくは

互いに一定の距離を保ち、共に移動するという概念を持っている。

従って、これらの複合動詞が共通している特徴は前項動詞も後項動

詞と同じ「移動」の概念を表す動詞であると言える。また、この前

項動詞が有する「主体と対象の移動が一緒に進行する」という性質

が自自交替が可能になる理由に大きく関与するため、詳しく 5.4.2

節で述べる。  

 

5.4.2 自自交替が可能になる理由  

この節では、前項動詞が他動詞である場合の自自交替が可能にな

る理由について考える。自自交替が可能な「他動詞＋回る／回す」

の組み合わせでは問題となるのは「～回す」である。例えば「付け

回る／付け回す」で説明すると、「付け回す」は「他動詞＋他動詞」

の組み合わせで、通常複合動詞全体が「他動詞」になるはずだが、

なぜ「付け回る」と自自交替ができ、移動を表す非能格自動詞的な

用法になるのかというのは問題である。この節では主に「～回す」
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を中心に自自交替の問題を考える。  

一般的には、移動を表す非能格自動詞の文は「家を飛び出る」「外

へ飛び出す」「剣が心臓を貫き通す」のように、「起点・着点・経路」

などの移動する場所が文中に現れる。例（ 16）～（ 19）は一見文中

にそのような移動の場所がないように見えるが、ヲ格名詞を単に対

象ではなく場所あるいは移動する範囲として捉えることが可能であ

る。例えば、(16)の「猫はわたしのあとをつけまわる」においては、

「猫」が実質的に「わたしのあと」に何かの働きかけ・動作を与え

ることがなく、「わたしのあと」も「猫」から影響を受けていない。

この場合の「わたしのあと」はむしろ一種の空間・場所として扱わ

れて、「猫」の移動先となると考えられる。「追い回る／追い回す」

も同様に、例えば（ 18）の「夏琳は子ウサギたちを追い回る」は「夏

琳は子ウサギたち（のあと）を追い回る」に、（ 19）の「彼等が一羽

の山鳩を追いまわしていた」は「彼等が一羽の山鳩（のあと）を追

いまわしていた」に言い換えられるように、ヲ格名詞が表すのはガ

格名詞の移動先でもあると考えられる。つまり、ヲ格名詞の後ろに

「回り、あと、近く」などの場所を表す名詞を付加することが可能

であるため、ヲ格名詞は対象格のように見えるが「場所」としての

解釈も可能である、ということが言える。また、結果から見れば、

このような例ではガ格名詞がヲ格名詞のあとをつけて同じ方向へと

進み、同じ移動の軌跡を共有するので、一種の空間範囲の「主体と

対象の一体化」と言えるだろう。  

「連れ回る／連れ回す」の場合もこの「主体と対象の一体化」と

いう特徴が見られる。「連れる」の意味は「同行する・一緒になって

～する」であるため、言い換えれば「主体と対象が一時的に一体と

なって一緒にどこかへ移動する」という解釈ができる。例えば（ 20）

の「京都の役人が囚人を連れまわる」の場合は、「京都の役人は付随

物のような存在である囚人を連れて共犯者のところまで行く」の意

味を表し、（ 21）の「私は彼女をいろんなところに連れまわしている」

の文も同様に、「私」と「彼女」は同じ場所から同じ移動先まで共に
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移動するので、一時的にガ格とヲ格が同じ空間範囲を共有し、一体

化する。従って「私⇔彼女」の関係は「移動主体（同行者）⇔移動

主体の付随物（被同行者）」と言える。以上のことをまとめて言うと、

自自交替が可能な「他動詞＋回る／回す」の組み合わせには「主体

と対象が一体化して共に移動する」という特徴が見られる。この特

徴は自自交替を成す理由である。影山（ 2001）では、「非能格自動詞」

が特殊な条件のもとで、他動詞としての用法も可能であると述べて

いる。例えば次の例のようである。  

 

（22）The general marched the soldiers to the tent. 

  （23）Casey walked the Duke and me to the door. 

（影山 2001：37） 

 

非能格自動詞は普通、使役他動詞にならないが、この原則から外

れる例外として（ 22）（23）のような例が見られる。影山（ 2001）の

説明によると、この場合は、目的語の移動に伴って主語もいっしょ

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。例えば（ 22）では司令官が兵士の先頭に立って行進し、（ 23）で

は Casey が公爵と私に戸口までついていって見送るという解釈にな

る。つまり、英語では、 march、walk などの非能格自動詞を使役他

動詞として用いることがあるが、これらは動詞も限られ、また、「一

体性」などの意味制限が課せられると指摘されている。この概念で

「他動詞＋回る／回す」の自自交替現象を説明できると考えられる。

20つまり、この「一体性」の意味があるため、非能格自動詞の用法

も他動詞の用法も成立するのである。言い換えれば、「～回す」の用

法はもともと「誰が  もの／人を  回す」であるが、結合する前項  

動詞の影響により、複合動詞全体が「主体と対象の一体化」という

性質を持つようになる。そしてこの「主体と対象の一体化」の性質  

                                                      
2 0

 影山は主に英語の現象を取り上げているが、この概念は日本語にも適用でき

ると考えられる。  
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で、「対象を回す」という意味が「主体自分が回る」という意味と同

じになり、自動詞として働くことが可能なのである。また、これら

の文の他動性が低い。次の例で検証する。まず（ 17）（ 19）（21）を

再提示する。  

 

（17a）ぼくはやつをつけまわす。  

（19a）彼等は山鳩を追いまわす  

（21a）彼女は私の妹分で、いろんなところに連れまわす。  

 

例（ 17a）（19a）（21a）は、前の説明に従うと、ガ格名詞とヲ格名

詞が一時的に同じ空間で一体化するため、「参与者」は二つのように

見えるが実際一つとみなすことができる。それに加えて、ヲ格名詞

がガ格名詞から働きかけをうけていないし、変化も起こらない。ま

た前述したように、ここのヲ格名詞は一種の場所としての解釈が可

能であるため、Ｉの「被影響度」の特徴ではほぼ「影響無し」と言

えよう。以上のことから、次の表（2）が示すように、他動性の特徴

の中で A の「参与者」と I の「O 被影響度」の項目は低い他動性を

表している。  

 

表（2）他動性の特徴  

 A B C D E F G H I J 

（17a） 低 高 高 高 高  高 高 高  低 高 

（19a） 低 高 高 高 高  高 高 高  低 高 

（21a） 低 高 高 高 高  高 高 高  低 高 

  

最後は、この「連れ回す」の再帰化プロセスを図式すると、次の（ 24）

のようになる。  
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（24）「役人が囚人を連れ回す」の再帰化プロセス：  

   

        「ガ格名詞」は動作主体  

         働きかけ・作用               

「ヲ格名詞」は「回す」の直接移動対象  

主体・対象の一体化  

「ガ格名詞」は「回る」という結果になる  

 

 

5.5 まとめ  

 5.2 節から 5.4 節までの考察結果を表に整理すると次のようにな

る。  

 

表（３）「回る」「～回す」の自自交替  

前項動詞  
「～回る／～回す」  

との結合条件  
「～回す」が自動詞になる原因  

非能格自動詞  

前項と後項も位置変

化を表す動詞でなけ

ればならない  

 

他動性低下：  

「主体と対象の一体化」で「～回

す」が再帰的用法になり、自動詞

的な働きに相当する  

非対格自動詞  非対格性優先の原則  

他動詞  

他動性低下：  

「主体と対象の一体化」で「～回

す」が再帰的用法になり、自動詞

的な働きに相当する  
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第六章「抜ける」「抜く」を後項とする複合動詞の自自交替 

 

 

6.1  はじめに  

 この節では「抜ける／抜く」を後項とする複合動詞の自自交替を

見る。自自交替をなす「～抜ける／抜く」の組み合わせは、「突き抜

ける／突き抜く」だけである。本章は、まず 6.2 では「突き抜ける

／突き抜く」の自自交替の現象を提示し、6.3 節では前項動詞と後

項動詞の特徴を考察する。そして 6.4 節ではさらに自自交替が可能

になる理由について検討し、6.5 節では結論を述べる。  

 

6.2 前項動詞が他動詞の場合  

 筆者の調査では、自自交替が可能な「他動詞＋抜ける／抜く」の

組み合わせは「突き抜ける／突き抜く」の一組だけが考察される。

まず例文から見てみよう。  

 

（1）富士山は、雲を突き抜いて雲の上に顔をだし、日の出の光に  

  赤く輝いて聳えているではないか。

(http://www5f.biglobe.ne.jp/~takechan/S50P318kanasimi.html) 

（2） 煙が空高く、あくまでも高く昇り、横に棚引く雲を突きぬ  

けて、傘の形をしたお化のような大きな煙であった。   

  （『黒い雨』河上徹太郎） 

（3） 来年は筍が椽を突き抜いて座敷のなかは竹だらけになろう

と云ったら、若い女が何にも云わずににやにやと笑って、出

て行った。             （『草枕』夏目漱石） 

（4）「井の頭公園駅」の屋根はかつて、木を突き抜けていたそう  

   です。  

（ http://www.geocities.co.jp/AnimeComic/7846/map-aoba.html）  

http://www.geocities.co.jp/AnimeComic/7846/map-aoba.html
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（5）弾が壁を突き抜いた。      (weblio 英和・和英辞典 ) 

(6) 弾丸が彼の心臓を突き抜けた。  (weblio 英和・和英辞典 ) 

 

 これらの例は統語的に「ｘがｙを突き抜く／突き抜ける」という

構文を取り、意味上は「ガ格名詞がヲ格名詞を突いて裏まで貫通す

る」という意味を持っている。この場合のガ格名詞はほとんど無生

物で、またヲ格名詞の意味役割は「対象」というより、一種の「通

過する場所」と考えられる。例えば、(1)の文では「富士山」は高く

聳えて、雲を貫くことを意味している。 (2)の「煙」もそうである。

（2）の場合では、まず気体である煙は形が拡散して、次第に「雲を

貫通するようになる」ということになる。上述の例 (1)(2)における

「雲」はガ格名詞に貫通された対象であると同時に、貫く場所でも

ある。例 (3)～(6)も同じく、ガ格名詞がヲ格名詞を経過して貫通す

るという意味を表す。次節では、それらの現象を踏まえて、まず前

項動詞と後項動詞の特徴を考察し、そして 6.4 では自自交替が可能

な理由について考える。  

 

6.3 前項動詞と後項動詞の特徴  

この節では、主に「突き抜く /突き抜ける」の組み合わせにおけ

る前項動詞と後項動詞の特徴を見る。前項動詞の「突く」は、「杖

を突く」のように対象の位置変化を表す動詞である。この特徴につ

いての詳細は既に第二章と第三章で触れたので、ここでは繰り返さ

ない。この複合動詞では、後項動詞の「抜く /抜ける」も位置変化

を引き起こす動詞であると考えられる。例えば「歯を抜く⇔歯が抜

ける」「髪の毛を抜く⇔髪の毛が抜ける」のように、もともと「歯

槽」と「頭皮」の中にはまり込んだ「歯」と「髪の毛」が、その存

在位置から脱落するという意味である。従って、「抜く」と「抜け

る」が表すのはそれぞれ「対象の位置変化」と「主体の位置変化」

である。このように、後項動詞の「抜く」「抜ける」は、前項動詞
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「突く」と同じく位置変化という意味を持つ。以上のことから、自

自交替が可能な「突き抜く／突き抜ける」における前項動詞と後項

動詞は「位置変化」という特徴が共通に見られることが分かる。  

 

6.4 自自交替が可能になる理由  

以上の節を踏まえて、この節では、「突き抜く／突き抜ける」の

自自交替が可能になる理由について考える。まず「突き抜ける」は

「他動詞＋非対格自動詞」の組み合わせで、「非対格性優先の原則」

を満たして複合動詞全体が非対格自動詞になる。しかし「突き抜く」

の場合は影山の「他動性調和の原則」に従うと、複合動詞全体が他

動詞になるはずだが、実際自動詞的な用法が存在し、「突き抜ける」

との自自交替が可能であるという現象が見られる。21これは「抜く」

が表す意味に関連すると考えられる。国広 (2000)は、「抜く」「寄せ

る」などの動詞は、再帰中間態の用法を持つと指摘している。国広

によると、再帰中間態とは、底層の概念構造「動作主体が＋みずか

らを＋他動詞」の「みずからを」を表面構造から省いて作る「動作

主体が他動詞」という表現法のことである。例えば、「打球はピッ

チャーのまたぐらを抜く」の例を他動詞文に還元すると、「打球は

ピッチャのまたぐらから（みずからを）抜く」のようになる。つま

り、語レベルから見れば「抜く」は他動詞であるが、文全体の意味

としては自動詞的用法となる。また、この再帰中間態の用法におけ

るヲ格名詞は通常の対象格だけではなく、「ピッチャーのまたぐら」

のように場所目的語としても扱われる。この説明は本章の考察対象

である「突き抜く」にも当てはまる。まず例（ 1）（3）（5）を次の

                                                      
21  「突き抜く」には他動詞用法も見られる。次の例を参照。  

 （ 1）巨大な体はサンドバックに調度よく回転を上げて拳を突き抜く。

（ http://ncode.syosetu.com/n6791l/163/）  

（ 2）それを見たルキが斧をサラマンドラの叩きつけるように振り下ろすがサ  

ラマンドラはそれを受け止めるとルキの腹を蹴り、ルキが表情を歪めて  

後ろに下がったところに槍を突き抜く。

（ talesnovel.sakura.ne.jp/mpnovel/read/8876/） 
 

 

http://ncode.syosetu.com/n6791l/163/
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ように簡略する。  

 

（1a）富士山が雲を突き抜く。  

（3a）筍が椽を突き抜く。    

（5a）弾が壁を突き抜く。  

 

 （1a）（3a）（5a）はそれぞれ「富士山が雲から（自らを）突き抜

く」「筍が椽から（自らを）突き抜く」「弾が壁から（自らを）突き

抜く」に言い換えられる。そして、「自らを」という再帰代名詞を省

略し、構文上は自動詞的な用法になる。つまり、「突き抜く」はもと

もと他動詞であるが、「抜く」の再帰中間態の用法により、複合動詞

全体が自動詞用法になると考えられる。さらに、この「抜く」の再

帰中間態の影響で文全体の他動性が低くなることが考察される。例

（1a）（3a）（5a）を H&T の他動性の特徴で検証した結果を次の表に

まとめる。  

 

表（1）他動性の特徴  

 A B C D E F G H I J 

例（1a）  高 高 高 高  低 高 高 低  高  高 

例（3a）  高 高 高 高  低 高 高 低  高  高 

例（5a）  高 高 高 高  低 高 高 低  高  高 

 

 表の結果から分かるように、「～が～を突き抜く」の構文は E の「A

の意志」と H の「 A の動作主性」の特徴で低い他動性を示している。

（1a）（3a）（5a）は主語に無生名詞が来ており、意志的な動作では

ないため、（ E）の「 A の意志」と（H）の「 A の動作主性」という特

徴で低い他動性を示している。以上のことから、「突き抜く」構文の

他動性はかなり低下していることが分かる。そのため、「突き抜ける」

との交替が許され、自自交替の現象が考察されるというわけである。 
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6.5 まとめ  

 以上の考察を通して、「～抜く／～抜ける」の自自交替現象はや

はり前章が導いた結論と同様に、再帰的意味が関与していることが

分かった。ただし、再帰になる原因は単語によってそれぞれ違うた

め、それについて第七章で整理する。  
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第七章  結論 

 

 

7.1  本研究の結論  

 本研究の主な目的は、従来の複合動詞の研究の中に、あまり議論

されていない「～出る／出す」「～通る／通す」「～回る／回す」「～

抜く／抜ける」の自自交替の現象を取り上げ、その共通した特徴や

自自交替が可能になる理由を明らかにすることである。複合動詞の

自自交替に関する先行研究は、今まで個別的な単語についての研究

にとどまり、体系的に論じたものが見られない。この自自交替とい

う現象は周辺的な現象で例文の量もかなり少数であるが、本研究の

考察からやはり一定のメカニズムが潜んでいることが分かった。本

研究では先行研究と違って自自交替が可能な対象をすべて取り上げ、

それらが持つ規則を考察してきた。各章で得られた結論を以下のよ

うに要約する。  

 

（一）語構成から見ると、本研究における自自交替は「打ち上げる  

   →打ち上がる」などの自他交替のように、「他動性調和の原則」 

に合致していないものが合致するものから自動化するか他動  

化するかというプロセスによって派生されるタイプではない。 

つまり、自自交替は自他交替のような派生関係がなく、直接  

複合したものである。  

 

（二）本研究の考察から、自自交替における前項動詞と後項動詞  

は、両方とも位置変化（移動） 22を表していることが判明し  

た。つまり、自自交替をなすには、「前項動詞と後項動詞の両  

方とも位置変化を表す動詞でなければならない」という条件  

                                                      
2 2

 ある物体が「動く」あるいは「移動する」について、影山（ 2001）は時間の

推移とともにその物体が位置を変えていくことであると述べている。  
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が必要となる。これは、「一義的経路の制約」という規則に  

合致していると考えられる。  

 

（三）自自交替が可能になる理由は、前項動詞の性質によって異な  

   る。ここでは第 3 章～第 6 章で述べた造語のペアを表（ 1）に  

      まとめる。  

 

表（1）  

 ～出る／出す  ～通る／通す  ～回る／回す  ～抜ける／抜く  

非能格

自動詞  

飛び出る／出す  

抜け出る／出す  

逃げ出る／出す  

…  

 乗り回る／回す  

 

 

非対格

自動詞  

溢れ出る／出す  

流れ出る／出す  

滲み出る／出す  

…  

透き通る／通す  

貫く通る／通す  

吹き通る／通す  

吹き回る／回す   

他動詞  

突き出る／出す  突き通る／通す  付け回る／回す  

連れ回る／回す  

追い回る／回す  

突き抜ける／抜く  

 

 

  

まず前項動詞が非能格自動詞の場合から見てみよう。表から分か

るように、「飛び出る／飛び出す」「逃げ出る／逃げ出す」「乗り回る

／乗り回す」などの例が考察される。これらの組み合わせが自自交

替になるのは、後項動詞の「～出す」「～回す」の再帰化 23によって

                                                      
2 3

 ただし、この場合の「～出す」「～回す」は、複合動詞が自動詞的な働きに

なるという結果面としては同じであるが、再帰化の過程においてはやはり異な

るものと視するべきだと考える。  
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複合動詞全体の他動性が低くなり、自動詞的な用法になるというこ

とである。そして結果的に元々自動詞である「～出る」「～回る」の

複合動詞と“自－自”の対応をなすと考えられる。  

次は、前項動詞が非対格自動詞の場合を見る。前項動詞が非対格

自動詞である場合は、「非対格性優先の原則」と「一義的経路の制約」

という二つの制限が働くことによって、自自交替が可能になる。つ

まり、「非対格性優先の原則」によって「非対格自動詞」と「他動詞」

が結合することができ、その結果、複合動詞全体が非対格自動詞に

なるということである。そして前項動詞も後項動詞も位置変化を表

す動詞である場合しか自自交替が成立しない。その理由は「一義的

経路の制約」という制限が課せられるからであると考えられる。  

 最後は、前項動詞が他動詞の場合を見る。前項動詞が他動詞であ

る場合、動詞の性質により自自交替の原因がやや違うが、概ねに言

えば、本来の他動詞構文がある条件や性質のもとで、文全体の他動

性が低下し、結果的に自動詞的な用法になり、自動詞との交替が可

能になるのである。各造語の他動性低下の原因が違い、次のように

まとめられる。  

 

第三章の「～出る／～出す」は、ガ格名詞とヲ格名詞の「全体  

－部分」の関係による再帰的性質で、文全体の他動性が低くなる。  

第四章の「～通る／～通す」は、①道具主語文と②自然現象文  

という二つの特徴によって、文全体の他動性が低くなる。  

第五章の「～回る／～回す」は、「主体と対象の一体化」で文全体

の他動性が低くなる。  

第六章の「～抜く」は再帰中間態の性質で、文全体の他動性が低

くなる。  

 

 また、前項動詞を「非能格自動詞」「非対格自動詞」「他動詞」に

分け、それぞれの自自交替の理由を次のようにまとめることができ

る。  
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表（2）  

前項動詞  自自交替が可能になる理由  

非能格自動詞  他動性低下（主に再帰）  

非対格自動詞  「非対格性優先の原則」  

他動詞  他動性低下  

 

 表（2）の結果から分かるのは、自自交替をなす理由が「他動性低

下」と「非対格性優先の原則」の二つに分けられるということであ

る。前項動詞 V1 が非対格自動詞の場合は語構成の段階で既に両方と

も自動詞になるのに対し、V1 が非能格自動詞や他動詞の場合は語構

成のレベルでは複合動詞が自動詞にならず、文レベルで低い他動性

の特徴を持つことにより、複合動詞全体が自動詞的な働きになる。  

 

7.2 今後の課題  

今後の課題は、二つに分けられる。一つ目は、意味分析から見る

自自交替を成す動詞グループが持つ類義性である。既に本研究で自

自交替が成立する理由や共通した特徴についての分析を行なってき

たが、意味分析についてはまだ足りないと考える。自自交替の複合

動詞両方は互換性があるとはいえ、文脈によって意味のずれなどが

見られ、微妙な違いがあると思われる。言い換えると、ほぼ同じ意

味を表すなら、なぜ二つの造語が同時に存在する必要があるのかと

いう問題である。よって、今後の課題は本研究で考察した結果を踏

まえて、さらに意味分析の方法でこれらの類義分析について解明し、

違いや制約を見出すことである。  

 また、二つ目の課題は、本研究が提出した 4 組のグループ以外、

ほかの自自交替の例も見られる。例えば次の例を見る。  
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（1）激しい嫌悪が突き上がって来て、どうしても足を動かす気が  

しないのだった。       （北條民雄『いのちの初夜』） 

（2）焦々した思いがつき上げて来た。   （宮本百合子『顔』） 

 

このような例は、本研究の考察対象とやや違う性質を示している。

例えば本研究の自自交替は全て具体的な移動を示すものである。し

かし例（ 1）（2）は感情を表す文で、ガ格名詞が移動というより、程

度の変化を表すと言ったほうが適切であろう。なぜかというと、「突

き上がる／突き上げる」は「飛び出る／飛び出す」のように、具体

的な起点あるいは着点を明示することができないからである。これ

らの自自交替例の生起原因及びメカニズムの追究は今後の課題にし

たい。  
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