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複合動詞前項「とり－」の分類 

―意味論的方法を用いて― 
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１．はじめに 

 

 これまでの複合動詞研究においては、複合動詞の意味の中心は後項動詞にあ

るという視点から研究が行われてきたため、前項動詞は分析の対象とされるこ

とが少なかった。しかし、複合動詞の前項動詞の意味を全く考慮せず、複合動

詞の全貌を明らかにしたとは言えない。意味の中心が後項動詞にあるという視

点からのみ行われていた分析は、複合動詞の一面しか明らかにしていない。異

なった角度から分析を行うことも必要であろう。 

そこで、本稿では、様々な後項動詞と結び付くことで複合動詞前項「とり－」

の意味が変わるので、複合動詞前項「とり－」の意味がどのようなものかを考

察していく。まず、単純動詞「とる」の多義性を確認し、複合動詞前項「とり

－」の意味について分析し、複合動詞前項「とり－」を分類する。 

 

 

２．対象とする語 

 

 今回の分析対象として、『大辞林 第三版』『広辞苑 第六版』『日本語基本動

詞用法辞典』の三つの辞書から「とり－」を前項に持つ複合動詞２６語を採集

した。その際、一つの辞書にしか記載がない語や、文語という記述がある語は

対象外とした。今回の対象とする２６語の複合動詞は、４節の表１に全て書き

出してある。 
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３．単純動詞「とる」の意味 

 

複合動詞前項「とり－」の意味を考える上で、単純動詞「とる」の意味を踏

まえなければ、どの意味が単純動詞そのままの意味で、どの意味が複合動詞の

特有の意味なのか判別することができない。単純動詞「とる」の意味、用例を

確認しておく必要がある。 

「とる」の多義性を扱った主な先行研究として、国広(1997:226-234)は、認

知的多義の観点から「とる」を眺める時、『大辞林』1 の語義区分が最も無理が

ないと考えているため、この辞典において数字で示された大区分語義に基づい

て、全体の体系化をしている。よって、本稿でも『大辞林 第三版』の意味記

述、用例を参考にし、考察を加える。 

また、国広(1997)は「とる」の基本的意味を「どこかに置いてある物を、手

でつかんで、そこから引き離す」ことであると捉え、下図のような図式「現象

素」2を提示した。これを認知的な要素に分解すると、①把握、②獲得、③離脱

（除去）という三つの要素が含まれており、「とる」の持つ「獲得」と「離脱（除

去）」という、一見相反するように思える二つの意味は、同一の動作をどのよう

な認知的視点で捉えるかによって生じたものであると説明している。 
 

 

図１ 「とる」の現象素 
（国広 1997:227） 

 

本稿では、『大辞林 第三版』の意味記述、用例を参考にし、他の辞書類 3に

おける意味記述と用例の確認を行った上で、考察を加え、「とる」の意味として

意味①～⑩を認める。 
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  ①手に持つ。「茶碗を手にとって見る」「書棚の本をとる」「ペンをと

る」＜把握＞4 

空間的な移動が想定できる物体が対象となり、主体が身体部分を使って具体

的対象を保持するという意味である。この意味の場合、文中に明示されること

がなくても起点・到着点が想定される。 

 

②それまであった場所から自分の側に移す。「お菓子を一つずつとる」

「貝をとる」「リーダーシップをとる」＜獲得＞ 

 空間的な移動のみならず、抽象的な移動を通して具体的対象または抽象的対

象を自分のものとして獲得するという意味である。 

 

③それまであった場所から別のところに移す。「しみをとる」「痛みを

とる」「疲れをとる」＜離脱＞ 

空間的な移動または抽象的な移動を通して具体的対象または抽象的対象を

離脱・除去するという意味である。 

 

④身に負う。引き受ける。受け止める。「責任をとる」「仲介の労をと

る」＜受入＞ 

⑤選び出す。選んで決める。「新卒をとる」「自由行動をとる」 

＜選択＞ 

この二つは、責任や新卒のような出所から主体への目に見えない抽象的な移

動を通して物事や人を受け入れる・選択するという意味である。 

 

⑥作り出す。ある形にしてとどめる。「大豆から油をとる」「メモをと

る」＜生産＞ 

形を作り出す過程を通して具体的対象または抽象的対象をある形から別の

形にするという意味である。 

 

⑦数量や物事を知る。おしはかる。「寸法をとる」「平均をとる」 

＜情報獲得＞ 

⑧場所や時間を占める。「席をとる」「スペースをとる」＜占有＞ 

この二つは、意味②から派生し、意味⑦は寸法や平均のように確認・計算し

た情報を獲得するという意味であり、意味⑧は必要とされる場所や時間を獲得

するという意味である。 
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⑨手・足・体などを動かす。ある動作をする。「拍子をとる」「リズム

をとる」＜動作＞ 

⑩たとえる。なぞらえる。「例にとる」＜例示＞ 
意味⑨と⑩では、一見すると移動が見られないと感じられるが、実際には、

意味⑨は抽象的な移動を通して拍子のように確認した情報を獲得することで

動作するという意味であり、意味⑩はある物事をある状態から違う状態へ移し、

例示するという意味である。 

 以上、「とる」の意味①～⑩は〈主体が空間的・抽象的な移動を通して具体的・

抽象的対象を元の場所から違う場所へ移動させる〉とまとめられる。移動の起

点・到着点を必要とするかどうかは、それぞれの意味用法によって異なる。単

なる空間的な移動ではなく、転用法として抽象的な移動も表せる。 

 

 

４．複合動詞「とり－」の分類と考察 

 

4．1 分類基準 

 対象とする複合動詞前項「とり－」を、それぞれの語の持つ意味ごとに、前

項と後項の意味からＡ～Ｅの５段階に分類する。意味の確認は『大辞林 第三

版』『広辞苑 第六版』『日本語基本動詞用法辞典』の三つの辞書を参考にし、

考察を加える。 

 

 Ａ：前項の本動詞としての意味＋後項の本動詞としての意味をそのまま表す。 

 Ｂ：前項の本動詞としての意味＋後項の本動詞としての意味をそのまま表す

が、前項は複合動詞の特有の意味であり、後項は単独で使われてもその

ままの意味を表す。 

 Ｃ：前項＋後項の持つ動作の意味を比喩的に使用する。その動作に例えて表

現する。 

 Ｄ：前項＋後項の持つ動作の意味を比喩的に使用する。前項は複合動詞の特

有の意味であるが、後項は単独で使われてもそのままの意味を表す。 

Ｅ：前項が後項と結び付くことによって単独用法にはない、複合動詞全体で

新たな意味となる。 

 

 まず、２６語の複合動詞が先にＡ～Ｅのどの分類に当てはまるかを以下の表

１にしておく。なお、一つの複合動詞に一つの意味しかないわけではないので、

それぞれの意味ごとに分類を行う。 
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表１ 複合動詞「とり－」の分類 

複合動詞「とり－」 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

とり合う 1  1  1 

とり上げる 1  2   

とり扱う  1  1  

とり落とす  1  1  

とり返す    2  

とり替える    2  

とり掛かる    1  

とり決める    1  

とり組む     1 

とり消す     1 

とり込む 1  1  1 

とり仕切る    1  

とり締まる     1 

とり揃える    1  

とり立てる 1  2 1  

とり付く     3 

とり次ぐ     2 

とり繕う    2  

とり直す 1   1  

とり成す     2 

とり払う    1  

とり巻く    1 1 

とり乱す  1  1  

とり結ぶ    2 1 

とり持つ 1    2 

とり寄せる  1  1  

 

4．2 各分類の考察 

本節では、Ａ～Ｅの分類ごとにいくつか例を取り上げ、考察を行っていく。

その例の複合動詞前項「とり－」が上記で確認した単純動詞「とる」のどの意

味に当てはまるかを例の後ろに数字で示す。最後に、国広(1994)で提唱されて
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いる「現象素」の考えを援用し、各分類の構成要素を図式化する。 
 

4．2．1 Ａ：前項の本動詞としての意味＋後項の本動詞としての意味をそのま

ま表す。 

 とり合う：互いに手と手を握る。「手をとり合って喜ぶ」意味① 

 とり上げる：下にある物を手に取って持ち上げる。「手もとの書類をとり上げ

る」意味① 

 とり込む：取って中に入れる。取りいれる。「洗濯物をとり込む」意味① 

 Ａは複合動詞の意味の中で一番分かりやすく、前項も後項も単純動詞の意味

がそのまま残っているものである。この場合の前項「とり－」は「手に持つ」

という意味①を表している。 

以下では、Ａの各構成要素の意味貢献を検討する。まず、次の例文を見てい

ただきたい。 
 

 (1) 手もとの書類をとり上げる。 ＝ 手もとの書類をとって上げる。 

 (2) 洗濯物をとり込む。     ＝ 洗濯物をとって込む。 

 

(1)の「とり上げる」は「とって上げる」、(2)の「とり込む」は「とって込む」

に置き換えられる。前項「とり－」と後項は、同義、類義関係にないが、いず

れも独立性が高く、本来の意味を表すと思われる。多くの場合、「～して～する」

のような置き換えが可能である。ここから、前項「とり－」と後項は、ほぼ対

等の関係を持っており、同時にもしくは相次いで行われることを表すと考えら

れる。Ａの各構成要素を図式化すると次のようになる。 
 
             

前項    後項 
 
 

図２ Ａの構成要素図式 
 
 上の図式において、前項「とり－」と後項の意味は互いに共通する部分がな

く、類義関係にないと言える。各構成要素の意味貢献に関しては、前項「とり

－」と後項は文字通りの意味を保持し、いずれも意味的主要部として表すと思

われる。 
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4．2．2 Ｂ：前項の本動詞としての意味＋後項の本動詞としての意味をそのま

ま表すが、前項は複合動詞の特有の意味であり、後項は単独で使われてもその

ままの意味を表す。 

とり扱う：物を手で持って動かしたり、使ったりする。「掛け軸を丁寧にとり

扱う」意味① 

とり落とす：うっかりして持っていた物を落とす。「驚いて茶わんをとり落と

した」意味① 

 とり寄せる：手に取って引きよせる。「手を伸ばして箱をとり寄せる」 

意味① 

 「前項＋後項」の意味と「後項」の意味は類義関係にある。前項「とり－」

は背景的な情報として特有の意味を表す。「とり扱う」は「手で持つ」、「とり落

とす」は「うっかり」と「手に持つ」、「とり寄せる」は「手に取る」という複

合動詞の特有の意味を表している。 

ここで、Ｂの各構成要素の意味貢献を検討する。まず、次の例文を見てみよ

う。 
 
(3) 茶わんをうっかりとり落とした。 
(4) 茶わんをうっかりとった。                          

(5) 茶わんをうっかり落とした。   
 
(3)の「とり落とす」と(5)の「落とす」は、茶わんをうっかり落下させてし

まったという点では同様である。(3)は(5)には言い換えられるが、(4)には言い

換えられない。ここから、後項「落とす」は、ある程度、文の意味を保持しな

がらその文を成立させるが、前項「とり－」だけでは、意味の異なる文になっ

てしまうことが分かる。従って、後項は意味の上で主導的な役割を持っている

と思われる。Ｂの各構成要素を図式化すると次のようになる。 
 

 
前項 

                後項 
 

図３ Ｂの構成要素図式 
 
上の図式において、前項「とり－」の意味は後項の意味の一部であることが
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分かる。各構成要素の意味貢献に関しては、前項「とり－」は単独で意味の異

なる文になってしまうため、背景的な役割を持っているが、後項は独立性が高

く、主たる役割を持っていると思われる。つまり、Ｂの意味構造は後項を意味

的主要部とし、前項「とり－」が後項の背景的な情報を表していると考えられ

る。 
 

4．2．3 Ｃ：前項＋後項の持つ動作の意味を比喩的に使用する。その動作に例

えて表現する。 

とり合う：互いに争って取る。「点をとり合う好試合」意味② 

とり上げる：意見・申し出などを聞き入れる。受理する。採用する。「その案

はとり上げられなかった」意味⑤ 

 とり込む：取って自分の物にする。自分の側に引き入れる。「少数意見をとり

込んだ修正案」意味② 

 「とり合う」「とり上げる」「とり込む」は「互いに取る」「取って上げる」「取

って中に入れる」という実際の動作があり、その動作を比喩的に使用し、「争っ

て取る」「採用する」「自分のものにする」という意味に転用させている。 

以下では、Ｃの各構成要素の意味貢献を検討する。まず、次の例文を見てい

ただきたい。 
 
(6) 部下の意見をとり上げる。 ＝ 部下の意見を選んで採用する。 

 (7) 自然のパワーをとり込む。 ＝ 自然のパワーを獲得して自分の中に入

れる。 

 

 (6)の「とり上げる」は「選んで採用する」、(7)の「とり込む」は「獲得して

自分の中に入れる」に置き換えられる。前項「とり－」と後項は、同義、類義

関係にないが、いずれも独立性が高く、前項の比喩的転用＋後項の比喩的転用

を表すと思われる。ここから、前項「とり－」と後項は、Ａと同様、ほぼ対等

の関係を持っており、同時にもしくは相次いで行われることを表すと考えられ

る。Ｃの各構成要素を図式化すると次のようになる。 
 
             

前項    後項 
           

 
図４ Ｃの構成要素図式 
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上の図式において、前項「とり－」と後項の意味は互いに共通する部分がな

く、類義関係にないと言える。各構成要素の意味貢献に関しては、前項「とり

－」と後項は文字通りの比喩的意味を保持し、いずれも意味的主要部として表

すと思われる。 
 

4．2．4 Ｄ：前項＋後項の持つ動作の意味を比喩的に使用する。前項は複合動

詞の特有の意味であるが、後項は単独で使われてもそのままの意味を表す。 

とり替える：自分のものと相手のものとをかえる。交換する。「読み終わった

本をとり替える」意味② 

とり決める：話し合って定める。約束する。「和解条項をとり決める」 

意味⑤ 

とり仕切る：物事を引き受けて、上手に扱う。責任をもって行う。「委員会を

とり仕切る」意味④ 

とり払う：残らず取り除く。とっぱらう。「不要になった足場をとり払う」 

意味③ 

 Ｂと同様、「前項＋後項」の意味と「後項」の意味は類義関係にあり、前項「と

り－」は背景的な情報として特有の意味を表す。「とり替える」は「自分のもの

と相手のものを互いに交換する」、「とり決める」は「話し合って定める」、「と

り仕切る」は「責任を持って行う」、「とり払う」は「残らず除去する」という

複合動詞の特有の意味を表している。この場合、特に後項に特徴は見られない

が、複合動詞化することにより、前項「とり－」は後項の意味を強めていると

考えられる。 

ここで、Ｄの各構成要素の意味貢献を検討する。まず、次の例文を見てみよ

う。 
 

 (8) 委員会をとり仕切る。 

 (9) 委員会をとる。 

 (10) 委員会を仕切る。 

 

(8)から(10)は、「とり仕切る」「とる」「仕切る」と、述語部分が異なるだけ

であるため、それぞれ置き換えが可能ということである。しかし、(8)の「とり

仕切る」と(10)の「仕切る」は、物事を引き受けて責任をもって行うという点

で同様であるのに対し、(9)には物事を引き受けて責任をもって行うということ

がない。ここから、後項「仕切る」は、ある程度文の意味を保持しながらその
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文を成立させるが、前項「とり－」だけでは、意味の異なる文になってしまう

ことが分かる。つまり、後項は意味の上で主導的な役割を果たしていると思わ

れる。Ｄの各構成要素を図式化すると次のようになる。 
 

 
前項 

                後項 
 

図５ Ｄの構成要素図式 
  

 上の図式において、前項「とり－」の意味は後項の意味の一部であることが

分かる。各構成要素の意味貢献に関しては、Ｂと同様、前項「とり－」は単独
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独立性が高く、主たる役割を持っていると思われる。つまり、Ｄの意味構造は

後項を意味的主要部とし、前項「とり－」が後項の背景的な情報を表している

と考えられる。 
 

4．2．5 Ｅ：前項が後項と結び付くことによって単独用法にはない、複合動詞

全体で新たな意味となる。 

 ①「人のつながりを作る」という意味 

とり合う：まともに相手になる。「いくら説明しようとしてもとり合わない」 

とり次ぐ：両者の間にたって、一方の意向を他方に伝える。仲立ちする。「君

の言い分は私がとり次いであげよう」 

とり成す：なだめて機嫌よくさせる。その場をうまくはからう。「なんとかあ

なたからとり成していただけませんか」 

とり持つ：二者の関係がうまく運ぶように、引き合わせたり世話をしたりす

る。仲立ちをする。「中をとり持つ」「雨のとり持つ縁」 

この場合の「とり－」は「合う」「次ぐ」「成す」「持つ」と結合することによ

り、人間関係を作るあるいは人の機嫌をよくさせることを表現していると考え

られる。つまり、複合動詞になることによって「人のつながりを作る」という

新たな意味が生まれると言える。 

 

②「特定の行為を真剣に行う」という意味 

とり組む：熱心に事にあたる。「難問にとり組む」 

とり締まる：規則などがよく守られるように監視する。「交通違反をとり締ま
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る」 

 とり付く：物事をやり始める。着手する。とりかかる。「新しい研究課題にと

り付く」 

 「とり組む」は一生懸命問題や仕事に当たること、「とり締まる」は規則が守

れるように特に注意して監督すること、「とり付く」は研究や仕事を真剣に着手

することを表している。つまり、この場合の「とり－」は「特定の行為を真剣

に行う」という新たな意味を表すと考えられる。 

以下では、Ｅの各構成要素の意味貢献を検討する。まず、次の例文を見てい

ただきたい。 
 
(11) 交通違反をとり締まる。 

(12) 交通違反を×とる。 

(13) 交通違反を×締まる。 

 

(11)の「とり締まる」は前項「とり－」と後項の結合によって独特の意味が

新たに形成されるが、(12)の「とる」と(13)の「締まる」は単独だけで文が成

立しない。Ｅの複合動詞の意味は、単純動詞にはないものであり、後項に「と

る」が接続し、複合動詞化することにより、新たに生まれると考えられる。複

合動詞前項「とり－」の新たな意味は、「とる」の意味がなくなっていると考え

るのではなく、単純動詞の意味が変質し、複合動詞全体で新たな意味になって

いるのである。Ｅの各構成要素を図式化すると次のようになる。 

 

 

前項 
後項 

 
図６ Ｅの構成要素図式 

 

上の図式において、前項「とり－」と後項の意味は両項が結合して全体で表

していることが分かる。各構成要素の意味貢献に関しては、結合によって意味

が新たに形成されるため、どちらかの項が主たる役割を持っているとか、二つ

の行為が含意されるということはほとんどなく、分解による分析が難しいと思

われる。つまり、Ｅの意味構造は意味的主要部がなく、前項「とり－」と後項

が結合して全体でまた新たな意味を表していると考えられる。 
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５．おわりに 

 

 以上、単純動詞「とる」の多義性を確認し、複合動詞前項「とり－」の意味

について分析し、２６語の複合動詞前項「とり－」を分類した。複合動詞前項

「とり－」は、「Ａ：前項＋後項のそのままの基本的意味」、「Ｂ：前項（複合動

詞の特有の意味）＋後項（そのままの基本的意味）」、「Ｃ：前項＋後項のそのま

まの比喩的な意味」、「Ｄ：前項（複合動詞の特有の意味）＋後項（そのままの

比喩的な意味）」、「Ｅ：前項＋後項の結合による新たな意味」の５段階に分類し

た。また、「前項＋後項の結合による新たな意味」には、「人のつながりを作る」

「特定の行為を真剣に行う」という二つの複合動詞の新たな意味があることが

分かった。 

今後は、複合動詞前項「とり－」の特有の意味は、複合する相手の動詞のど

のような意味から生まれるのか、単純動詞の意味からどのように変質したのか、

同じ語形の複合動詞がどのような多義的な意味を持つのかという点について更

に細かい考察を加えていくことを課題として分析を行っていきたい。 

 

 

注 

 

1 国広(1997)では、『大辞林』の第何版であるかが明示されていない。 

2 国広(1994:23-25)は「現象素」を単なる外界の一部というものではなく、人

間の認知作用を通して、ひとまとまりをなすものとして把握された現象と

している。そして、ある現象素をどのように捉えるかによって「認知的多

義」が生じるとしている。 

3 他の辞書類については、『広辞苑 第六版』『日本語基本動詞用法辞典』を参

考にし、「とる」の意味記述と用例の確認を行った。 

4 ＜ ＞の中に書いてある語義は国広(1997)からの引用である。 
 

 

参考文献 

 

国広哲弥（1994)「認知的多義論―現象素の提唱―」『言語研究』第 106 号、ｐ

ｐ.22-44、日本言語学会＿＿＿＿（1997)『理想の国語辞典』大修館書店 

小泉保・船城道雄・本田皛治・仁田義雄・塚本秀樹（2004)『日本語基本動詞用
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