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１．はじめに 

 一般に「食べる」は動作主の行為の影響が対象に及ぶため他動詞に分類され、

「走る」は動作主の行為の影響が動作主自身に及ぶため自動詞に分類されてい

る。例えば、例(1)の場合、動作主の「食べる」という行為はラーメン 100 杯に

及び、ラーメン 100 杯は「食べられてなくなる」という影響を受ける。これに

対し、例(2)の場合、動作主の「走る」という行為は動作主自身にエネルギーの

消費をもたらすのみで、42.195km の道のりは特に「人に走られて道路が傷んだ」

という文脈でもない限り、普通は受動者としての解釈が成り立たない。そのた

め、「食べる」は他動詞でヲ格は〈対象〉を表し、「走る」は自動詞でヲ格は〈経

路〉を表すとされている。 

 

 (1) ギャル曽根は大食い大会でラーメン 100 杯を 食べた。〈対象〉 

 (2) 高橋尚子はマラソンで 42.195km を 走った。〈経路〉 

 

 しかし、「私はラーメンを食べた」と言ったとき、話し手の発話意図は必ずし

もラーメンの変化にあるわけではなく、「食事を済ませた」、「お腹が一杯になっ

た」など動作主自身の状態変化にあるのが普通である。その場合、「食べる」は

自動詞として機能していると考えられる。もちろん、「私はお兄ちゃんのラーメ

ンをこっそり食べてやった」のように対象の消失を意図する場合には、「食べる」

は他動詞として機能していると考えられる。このように考えると、「食べる」は

必ずしも単純に他動詞として位置付けられるわけではないことが分かる。 

 ここで「食べる」と「走る」を「食べ切る」、「走り切る」のように複合動詞
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の形で考えると、いずれのヲ格も当該行為の〈対象〉（消費物）とも〈経路〉と

も考えられることに気付く。例えば、例(3)の「ラーメン 100 杯」は動作主の摂

食による対象であると同時に完食するまでの道のりでもあるし、例(4)の

「42.195km」は動作主が走破する対象であるとともに完走するまでの道のりで

もある。言い換えると、いずれのヲ格も動作主が完食や完走をするまでに通り

抜ける「障害の道」であるという点で共通している。このように考えると、「食

べる」のヲ格は〈対象〉を表し、「走る」のヲ格は〈経路〉を表すと截然と区別

することは難しいことが分かる。 

 

 (3) ギャル曽根は大食い大会でラーメン 100 杯を 食べ切った。 

 (4) 高橋尚子はマラソンで 42.195km を 走り切った。 

 

 以上の疑問を皮切りにして、本稿では複合動詞の V1＋V2 結合を見ることに

より、一般に自他の違いがあるとされている「食べる」と「走る」に同じ「動

作主指向性」があることを明らかにし、同じ類型にまとめられることを指摘す

る。さらに、一般に同じ他動詞とされているものでも「切る」や「壊す」は「対

象指向性」が前面に現れやすく、「食べる」や「読む」は「動作主指向性」が前

面に現れやすいという違いがあることを指摘する。 

 

２．他動性調和の原則（影山 1993） 

 建石（2010）の報告にもあるように、日本語の動詞は様々な観点から分類さ

れている。そのなかで現在よく取り上げられるのが影山（1993）による「他動

詞」、「非能格自動詞」、「非対格自動詞」の３分類である。これは「折る」のよ

うに動作主（Agent）と対象（Theme）の両方を持つものを他動詞、「暴れる」

のように動作主のみ持つものを非能格自動詞、「折れる」のように対象のみ持つ

ものを非対格自動詞とするものである。 

 

  他動詞：   （Agent <Theme>） （例：「折る」、「壊す」、「食べる」） 

  非能格自動詞：（Agent <     >） （例：「暴れる」、「走る」、「泣く」） 

  非対格自動詞：     <Theme> （例：「折れる」、「壊れる」、「腐る」） 

 

 影山（1993）は非能格自動詞と非対格自動詞の区別について、「意味的には、
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ごく大雑把に言うと、意図的に動作を行なう動作主（Agent）を主語に取る自動

詞が非能格、意図を持たず受動的に事象に係わる対象（Theme）を主語に取る

自動詞が非対格である（p.43）」として、両者の区別が統語構造に反映されるこ

とを例によって示した上で、「非対格性という概念は単に動作主や対象といった

意味役割の問題ではなく、統語的な性質を帯びることになる（p.47）」と論じて

いる。1 

 この動詞３分類は複合動詞（V1＋V2）における前項動詞（V1）と後項動詞

（V2）の結合可能性にも重要な役割を果たす。これについて影山（1993）は、

語彙的複合動詞2 の V1 と V2 の結合に「他動性調和の原則」が働いていること

を主張している。 

 

  これら３種類の統語構造は、各々の動詞の語彙エントリーに示された項構

造に還元される。 

   (75)a. 他動詞：(x <y>) 

     b. 非能格自動詞：(x < >) 

     c. 非対格自動詞：   <y> 

  V-V 型の複合動詞においては、この項構造が決定的な意義を持っている。

（中略）他動詞(75a)と非能格自動詞(75b)の項構造は同じタイプと見なす

ことができるから、他動詞＋他動詞、非能格自動詞＋非能格自動詞だけで

なく、他動詞と非能格自動詞が混在した複合動詞も可能である。他方、非

対格自動詞の項構造(75c)はこれら二者とは形式が異なるから、基本的に非

対格自動詞は非対格自動詞としか結合しない。これを他動性調和の原則と

呼んでおこう。 

（影山 1993:117） 

 

 このようにして、影山（1993）は「他動性調和の原則」によって語彙的複合

                                                 
1 先行研究の中には非能格自動詞＝意志的自動詞、非対格自動詞＝無意志自動詞であるかのよ

うに論じられているものもある。しかし、同じ「泣く」でもわざと泣くこともあれば、自然

に涙が出て泣くこともある。したがって、動作主や対象の有無と意志性の有無はあくまで別

の概念であることを認識しておく必要がある。 
2 語彙部門で形成される複合動詞を語彙的複合動詞と呼び、統語部門で形成される複合動詞を統語

的複合動詞と呼ぶ。詳しくは影山（1993）の第３章を参照。ただし、両者の区別はさほど明確にできる

わけではないと思われる。 
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動詞の V1＋V2 結合に次のような制限があることを指摘している。 

 

 ○複合動詞（V1＋V2）の組み合わせ 

 ・他＋他、非能格＋非能格、非対格＋非対格…可 

 ・他＋非能格、非能格＋他…可 

 ・他＋非対格、非対格＋他…不可 

 ・非能格＋非対格、非対格＋非能格…不可 

 

 ただし、影山（1993）は全ての語彙的複合動詞がこの原則に合致すると言っ

ているわけではなく、例外のあることも認めている。 

 

３．主語一致の原則（松本 1998） 

 松本（1998）は影山（1993）の挙げた非能格自動詞と非対格自動詞の分類基

準を再検討し、新たに動詞を分類し直した上で、真に「他動性調和の原則」に

反する例として以下のようなものがあることを指摘している。 

 

  非能格自動詞＋非対格自動詞 

   歩き疲れる、遊び疲れる、泳ぎ疲れる、立ち疲れる、座り疲れる、しゃ

べり疲れる、鳴きくたびれる、走りくたびれる、泣きぬれる、泣き沈む 

  他動詞＋非対格自動詞 

   読み疲れる、待ちくたびれる、飲みつぶれる、食いつぶれる、聞きほれ

る、見ほれる 

 

 その上で、影山（1993）の「他動性調和の原則」よりも複合動詞の V1＋V2

結合を包括的に説明するものとして次のような「主語一致の原則」を提唱して

いる。 

 

  二つの動詞の主語として実現する項が同一物を指す、というもので、主語

になるものであれば外項同士（あるいは内項同士）である必要はない。 

（松本 1998:52） 

 

 例えば、例(5)の「歩き疲れる」の場合、「歩く」は非能格自動詞で「疲れる」
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は非対格自動詞であるため「他動性調和の原則」には反する。しかし、「歩く」

と「疲れる」はともに「彼」が主語であるため「主語一致の原則」には適合す

る。そのため、「歩き疲れる」は自然な表現として成立するというわけである。 

 

 (5) 彼は歩き疲れた。（彼は歩く＋彼は疲れた） 

 

 ここで考えたいのは、たとえ「他動性調和の原則」や「主語一致の原則」に

適合しても、必ずしも V1＋V2 結合が成立するわけではないという点である。

例えば松本（1998）では「V1＋疲れる」の V1 に他動詞が来ることが指摘され

ている。しかし、Web 検索で出現数を調べると、「食べ疲れる」や「読み疲れ

る」が多数出現するのに対し、「切り疲れる」や「壊し疲れる」はほとんど出現

しないことが分かる。人は本を読んだりご飯を食べたりして疲れるように、何

かを切ったり壊したりして疲れることもある。しかし、なぜか「切り疲れる」

や「壊し疲れる」とは言えそうで言わない。このような現象について、他にも

「V1＋慣れる」、「V1＋飽きる」、「V1＋直す」などの V1＋V2 結合を見ていく

と、同じ他動詞でも「食べる」や「読む」と「切る」や「壊す」とでは結合の

しやすさに違いがあることが分かる。その一方で、一般に自他の違いとして捉

えられる「走る」と「食べる」に似たような傾向があることにも気付く。以上

のような事実を根拠にして、本稿ではいわゆる自他動詞の分類とは別に、「切る」

や「壊す」などは対象指向性の動詞、「食べる」や「読む」や「走る」などは動

作主指向性の動詞として区別されることを主張する。 

 

４．Web 検索 

 本稿ではインターネットの WWW ページをコーパスとして複合動詞の V1＋

V2 結合について分析する。WWW ページをコーパスとすることについては、「不

自然な表現が混じる」、「文体差が見にくい」、「データの保存性が悪い」などの

批判もある。しかし、「大規模データを検索することにより、普段あまり使わな

い表現を抽出することができる」、「書き言葉から話し言葉まで日本語の総体を

ひっくるめて検索できる」、「自然な表現から不自然な表現までどれくらいの頻

度で出現するかを見ることができる」などの利点もある。石川（2009）でも

「WWWが日本語の基本語の頻度研究において一定の信頼性と有用性を持つこ

とが実証的に示された（p.36）」と論じられているように、Web 検索は言語研究
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に極めて有用なツールであると考えられる。以下、本稿で使用したコーパスの

概要を記しておく。 

 

コーパス：インターネットの WWW ページ 

検索エンジン：goo のフレーズ検索（http://www.goo.ne.jp/） 

検索日：「－疲れる」2007 年 9 月 5 日～9 月 22 日 

    「－慣れる」2009 年 2 月 8 日～2 月 15 日 

    「－飽きる」2009 年 1 月 25 日～2 月 1 日 

    「－直す」 2006 年 2 月 19 日～3 月 31 日 

    「－切る」 2007 年 2 月 16 日～8 月 12 日 

検索対象： 

 前項動詞（V1）は『日本語基本動詞用法辞典』にある 852 語を含む 1,068 語 

 後項動詞（V2）は漢字表記の「－する、－した、－しない、－しなかった、

－します、－しました、－しません、－して」の８つの形（連用形の「－

し」は名詞が多数含まれるため検索対象から外した。以下の表 1～3 のヒ

ット数はこの８つの形の合計を示す。） 

 

５．複合動詞「－疲れる」 

 今回の Web 検索で複合動詞「－疲れる」の V1 に来た動詞のうち上位 60 語

を示すと表 1 のようになる。これを見ると、「－疲れる」の V1 には「歩く」、「遊

ぶ」などの非能格自動詞や「読む」、「食べる」などの他動詞が来やすいことが

分かる。いずれも当該行為を続けた結果、動作主に身体的疲労が生じることを

表す。さらに非対格自動詞のうち「悩む」、「倦む」、「萌える」、「迷う」など時

間的幅を持った心理動詞も来る。この場合も、主体である感情主が当該の感情

を維持し続けた結果、心理的疲労が生じることを表す。（杉村 2007 参照） 

 一方、同じ非対格自動詞でも「折れ疲れる」（0件）、「壊れ疲れる」（0件）、

「腐り疲れる」（0 件）などほとんどの非対格自動詞は「－疲れる」の V1 に来

にくい。その理由は、これらの非対格自動詞のガ格に来るのは無情物であり、

身体的・心理的疲労を起こす動作主や感情主ではないためである。逆に言えば、

「－疲れる」は疲労を起こす主体（動作主や感情主）をガ格に取る動詞でなけ

れば V1 に来ることができないのである。 

 そう考えると、上では「悩む」、「倦む」、「萌える」、「迷う」について「意図
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を持たず受動的に事象に係わる動詞」であるため非対格自動詞であるとしたが、

ガ格に感情主が来る点で「折れる」、「壊れる」、「腐る」のような非対格自動詞

とは区別して考えなければならないことが分かる。 

 

表 1 「－疲れる」の V1 に来る動詞上位 60 語（WWW ページより） 

 V1 ヒット数  V1 ヒット数  V1 ヒット数

1 歩く 17,236 21 打つ 273 41 闘う 112

2 遊ぶ 13,859 22 考える 271 42 言う 102

3 泣く 6,637 23 歌う 261 〃 迷う 102

4 泳ぐ 4,519 24 攻める 256 44 噛む 87

5 踊る 1,835 25 聞く 234 45 登る 86

6 笑う 1,417 26 並ぶ 227 46 殴る 84

7 待つ3 1,085 27 鳴く 225 47 動く 81

8 走る 981 28 萌える 224 48 選ぶ 79

9 飲む 929 29 働く 222 49 食う 77

10 読む 797 30 座る 219 50 叩く 75

11 探す 644 31 怒る  213 51 吠える 72

12 食べる 612 32 叫ぶ 198 52 語る 68

13 悩む 575 33 飛ぶ 185 53 調べる 63

14 戦う 566 34 見る 181 54 吐く 59

15 しゃべる 469 〃 立つ 181 55 掘る 56

16 話す 439 36 病む 168 56 休む 55

17 書く 394 37 滑る 144 57 投げる 49

18 騒ぐ 364 38 呑む 125 〃 捜す 49

19 倦む 331 39 乗る 115 59 眠る 47

20 寝る 319 40 逃げる 114 60 描く 45

 

 また、同じ非能格自動詞でも「歩く」や「遊ぶ」が「－疲れる」の V1 に来

やすいのに対し、「行く」（3件）、「来る」（0件）、「泊まる」（1件）、「暮らす」

（1 件）などは「－疲れる」の V1 に来にくい。その理由については、「歩く」

や「遊ぶ」が行為の過程に焦点があり、その行為の継続による疲労を表すのに

対し、「行く」、「来る」、「泊まる」は行為の結果に焦点があり、行為の継続によ

る疲労を表しにくいためではないかと考えている。しかし、現時点ではまだ説

                                                 
3 「待つ」は「待ち疲れる」より「待ちくたびれる」の形で使われることが多い。ちなみに「待

ちくたびれる」のヒット数は 18,420 件であった。（2007 年 9月 26 日検索） 
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得力のある説明はできていない。 

 興味深いのは、同じ他動詞でも「読む」や「食べる」が「－疲れる」の V1

に来やすいのに対し、「切る」（1件）、「貼る」（2件）、「壊す」（0件）、「燃やす」

（0件）などは「－疲れる」の V1 に来にくいという点である。従来これらの動

詞はいずれもヲ格に〈対象〉を取ることから同じ他動詞として扱われてきた。

しかし、例(6)や例(7)のように「－直す」を付けて考えると、「切り直す」や「張

り直す」で修正されるのは対象の形態的・位置的変化であるのに対し、「飲み直

す」、「読み直す」、「探し直す」、「食べ直す」で修正されるのは動作主の状態で

あるという違いがある。4（杉村 2006 参照） 

 

 (6) a. 松の枝を切り直す。（修正されるのは松の枝の形） 

    b. ポスターを貼り直す。（同、ポスターの位置） 

 (7) a. 酒を飲み直す。（同、動作主の酔い加減） 

    b. 本を読み直す。（同、動作主の知識） 

    c. 家を探し直す。（同、動作主の境遇） 

    d. 夕飯を食べ直す。（同、動作主の満腹感） 

 

 このことから、同じ他動詞にも「切る」、「貼る」、「壊す」、「燃やす」のよう

に対象への働きかけに焦点のある対象指向性の他動詞と、「飲む」、「読む」、「探

す」、「食べる」のように動作主自身への働きかけに焦点のある動作主指向性の

他動詞があることが分かる。 

 この違いは「－直す」だけでなく「－疲れる」の V1 へのなりやすさにも反

映されており、「飲む」、「読む」、「探す」、「食べる」のように動作主指向性の他

動詞は「－疲れる」の V1 になりやすく、「切る」、「貼る」、「壊す」、「燃やす」

のように対象指向性の他動詞は「－疲れる」の V1 になりにくいという違いと

なって現れる。「－疲れる」が動作主指向性の他動詞と共起しやすいのは、疲れ

るという現象が動作主の行為の結果、動作主自身に身体的疲労となって現れる

ためである。この点で、動作主指向性の他動詞は「歩く」や「遊ぶ」のような

                                                 
4 「切り直す」のヒット数は 4,131 件、「貼り直す」は 6,039 件、「飲み直す」は 2,021 件、「読

み直す」は 120,984 件、「探し直す」は 167 件、「食べ直す」は 308 件であった。ちなみに「壊

し直す」は 8件、「燃やし直す」は 4件しかなかったが、修正されるのはやはり対象の壊し加

減や燃やし加減である。 
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非能格自動詞に近い性質を持つことが分かる。 

 以上のような「－疲れる」に関する議論は、次に挙げる「－慣れる」や「－

飽きる」にも並行して見られる現象である。 

 

６．複合動詞「－慣れる」 

 複合動詞「－慣れる」の V1 に来る動詞の上位 60 語は表 2 の通りである。こ

れを見ると、「－慣れる」の V1 には「見る」、「使う」、「聞く」、「食べる」など

の他動詞や、「住む」、「乗る」、「通う」、「行く」、「走る｣、「遊ぶ」、「歩く」など

の非能格自動詞が来やすいことが分かる。いずれも当該行為を続けた結果、動

作主が当該行為に慣れが生じることを表す。（杉村 2009b 参照） 

 

表 2 「－慣れる」の V1 に来る動詞上位 60 語（WWW ページより） 

 V1 ヒット数  V1 ヒット数  V1 ヒット数

1 見る 537,004 21 扱う 3,731 41 踊る 414

2 使う 225,954 22 歌う 2,431 42 負ける 382

3 住む 172,925 23 撮る 1,807 43 しゃべる 351

4 聞く 104,669 24 戦う 1,783 44 滑る 346

5 食べる 26,970 25 嗅ぐ 1,585 45 出す 338

6 着る 20,958 26 打つ 1,522 46 勝つ 318

7 乗る 15,710 27 呼ぶ 1,338 47 登る 313

8 通う 15,568 28 持つ 1,308 〃 受ける 313

9 履く 11,618 29 弾く 1,114 49 解く 278

10 行く 11,305 30 通る 1,110 50 呑む 258

11 飲む 10,515 31 買う 925 51 付ける 241

12 読む 9,301 32 話す 875 52 貰う 234

13 走る 8,089 33 食う 864 53 飼う 195

14 遊ぶ 7,939 34 来る 825 54 居る 194

15 書く 7,908 35 入る 565 55 穿く 187

16 やる 6,745 36 座る 523 56 寝る 180

17 歩く 5,774 37 暮らす 486 57 運転する 162

18 作る 5,192 38 触る 476 58 着ける 154

19 描く 5,087 39 親しむ 438 59 吹く 151

20 言う 4,331 40 吸う 420 〃 被る 151
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 一方、同じ他動詞でも「切る」（66 件）、「回す」（35 件）、「運ぶ」（30 件）、「壊

す」（4 件）、「置く」（4 件）、「消す」（3 件）などは「－慣れる」の V1 に来にく

い。「－慣れる」の場合も「－疲れる」と同様に、動作主指向性の他動詞と共起

しやすく、対象指向性の他動詞とは共起しにくいことが分かる。 

 

７．複合動詞「－飽きる」 

 複合動詞「－飽きる」の V1 に来る動詞の上位 60 語は表 3 の通りである。こ

れを見ると、「－飽きる」の V1 には「聞く」、「見る」、「食べる」、「飲む」など

の他動詞や、「遊ぶ」、「行く」、「乗る」、「住む」、「寝る」などの非能格自動詞が

来やすいことが分かる。いずれも当該行為を続けた結果、動作主が当該行為に

飽きが生じることを表す。（杉村 2009b 参照） 

 

表 3 「－飽きる」の V1 に来る動詞上位 60 語（WWW ページより） 

 V1 ヒット数  V1 ヒット数  V1 ヒット数

1 聞く 311,339 21 呑む 185 〃 泣く 49

2 見る 127,242 22 走る 173 42 抱く 44

3 食べる 34,964 23 歌う 138 43 噛む 40

4 遊ぶ 16,436 24 歩く 115 44 考える 39

5 飲む 10,674 25 弾く 92 45 嗅ぐ 37

6 読む 5,203 26 話す 86 46 殴る 36

7 食う 3,620 27 生きる 83 47 殺す 35

8 言う 2,296 28 叩く 82 〃 死ぬ 35

9 やる 1,255 29 抜く 80 49 笑う 33

10 書く 1,236 30 眺める 71 〃 数える 33

11 行く 1,059 31 休む 67 51 投げる 32

12 乗る 695 32 語る 63 〃 取る 32

13 住む 683 〃 売る 63 〃 探す 32

14 撮る 615 34 吸う 61 54 履く 30

15 寝る 535 35 答える 59 〃 持つ 30

16 使う 400 36 買う 58 56 触る 28

17 作る 319 〃 疲れる 58 57 戦う 26

18 待つ 280 38 打つ 56 58 通う 25

19 描く 249 39 踊る 55 59 貰う 24

20 着る 233 40 滑る 49 〃 並ぶ 24
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 一方、同じ他動詞でも「切る」（10 件）、「消す」（3 件）、「回す」（4 件）、「運

ぶ」（1 件）、「壊す」（0 件）、「置く」（0 件）などは「－飽きる」の V1 に来にく

い。「－飽きる」の場合も「－疲れる」や「－慣れる」と同様に、動作主指向性

の他動詞と共起しやすく、対象指向性の他動詞とは共起しにくいことが分かる。 

 

８．複合動詞「－切る」 

 一般にテイル形の解釈によって動詞を継続動詞と瞬間動詞に分ける方法があ

る。これに対し、杉村（2008）では複合動詞「－切る」の解釈によって動詞を

分類する方法を提唱した。 

 

〔Ａ〕本動詞「切る」の持つ切断の意味が生きているもの 

 1．「切断」：前項動詞で表される手段によって対象を物理的に分断することを

表す。 

   （例）噛み切る、食い切る、叩き切る、首を締め切る、枝を打ち切る、

鼻緒を踏み切る、稲穂を押し切る、退路を断ち切る 

 2．「終結」：前項動詞で表される行為によって事態の継続に区切りをつけるこ

とを表す。 

   （例）番組を打ち切る、申し込みを締め切る、追跡を振り切る、彼の才

能を見切る、思いを断ち切る、思い切る、割り切る 

 

〔Ｂ〕切断の意味があまり感じられず、接辞化したもの 

 3．「行為の完遂」：動作動詞に付いて、当該の事態を 後までやり残しなく完

全に行うことを表す。 

   （例）走り切る、食べ切る、使い切る、意見を押し切る、難局を乗り切

る、耐え切る、待ち切れない、守り切る、隠し切る 

 4．「変化の達成」：変化動詞に付いて、当該の変化が 後まで滞りなく生じる

ことを表す。 

   （例）諦め切る、治り切る、信じ切る、死に切れない、日が暮れ切る、

氷が溶け切る、煮え切らない態度 

 5．「極限状態」：状態進展動詞に付いて、すでに成立している状態が質的にさ

らに深まってそれ以上は進まない限界に達していることを表

す。 
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   （例）疲れ切る、冷え切る、困り切る、濁り切る、澄み切る、広がり切

る、太り切る、頼り切る、仕事に張り切る、下がり切る 

 

 複合動詞「－切る」はまず、本動詞「切る」の持つ切断の意味が生きている

Ａタイプ（「切断」、「終結」）と、切断の意味があまり感じられず接辞化したＢ

タイプ（「行為の完遂」、「変化の達成」、「極限状態」）の二つに大きく分けるこ

とができる。例(8)～(12)に示すように、Ａタイプは V1 を省略しても文が成り

立つが、Ｂタイプは V1 を省略すると文が成り立たないという違いがある。 

 

 (8) 彼は固い肉を（噛み）切った。（切断） 

 (9) 彼は彼女のことをきっぱりと（思い）切った。（終結） 

 (10) *彼はマラソンで 42.195 キロを（走り）切った。（完遂） 

 (11) *彼は過酷な労働で心身ともに（疲れ）切った。（極限） 

 (12) *彼は自分の意見をきっぱりと（言い）切った。（自信満々） 

 

 このうち、接辞化したＢタイプは V1 が動作動詞の場合は「行為の完遂」、変

化動詞の場合は「変化の達成」、状態進展動詞の場合は「極限状態」を表す。そ

の際、V1 の開始前、作用中、終了後の状態をテイル形で表すとそれぞれ次のよ

うな違いがあることに気付く。 

 

 ①V1 が動作動詞→「行為の完遂」 

   例：食べ切る、走り切る 

     ていない→始める→ている→切る→ていない 

 ②V1 が変化動詞→「変化の達成」 

   例：諦め切る、治り切る 

     ていない→始める→ていない→切る→ている 

 ③V1 が状態進展動詞→「極限状態」 

   例：疲れ切る、冷え切る 

     ていない→始める→ている→切る→ている 

 

 このうち、①の「－切る」は当該の事態を 後までやり残しなく完全に行う

ことを表す表現で、対象物を 100 パーセント消費することを含意する。これが
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文脈によっては物事を諦めずにやり通すという意味が付随する。一般に「食べ

る」は他動詞でそのヲ格は〈対象〉を表し、「走る」は自動詞でそのヲ格は〈経

路〉を表すとされている。しかし、「行為の完遂」という点から見ると、いずれ

のヲ格も動作主が行為を達成するまでに通り抜ける「障害の道」を表すという

点で共通していると考えられる。 

 なお、②の「－切る」は当該の変化が 後まで滞りなく生じることを表す表

現で、当該事態の裏の事態が 100 パーセント消滅することを含意する。（「諦め

る」の裏の事態とは未練が残っていること、「治る」の裏の事態とは傷病が残っ

ていることを指す）。この V1 には「信じ切る」、「死に切れない」、「（日が）暮

れ切る」、「（氷が）溶け切る」、「煮え切らない態度」のように変化の終結点が明

確な動詞が来る。また、③の「－切る」はすでに成立している状態が質的にさ

らに深まってそれ以上は進まない限界に達していることを表す表現で、当該事

態がそれ以上進展する余地が 100 パーセントないことを含意する。この V1 に

は「困り切る」、「濁り切る」、「澄み切る」、「広がり切る」、「太り切る」、「頼り

切る」、「（仕事に）張り切る」、「（相手を）なめきる」、「（温度が）下がり切る」

のように終結点があまり明確でない動詞が来る。 

 

 ところで「－切る」と同様に行為の完遂を表す複合動詞に「－尽くす」があ

る。両者の違いは、「－切る」は事態が丸ごと一回的なものとして捉えられるの

に対し、「－尽くす」は事態が複数的なものとして捉えられる点にある。 

 例えば、例(13 )のように一つのマラソンコースを完走することを表す場合に

は「走り切る」が使われ、例(14)のように複数のマラソンコースを全て経験す

ることを表す場合には「走り尽くす」が使われる。「走り尽くす」の場合、必ず

しも全てのコースを完走する必要はなく、出場さえすれば文が成立する。また、

例(14a)はそれぞれのマラソンコース全てを完走したという意味で使うのであ

れば、自然な文として成立する。 

 

 (13) a. 高橋尚子はシドニーオリンピックで 42.195km を走り切った。 

   b. ＊高橋尚子はシドニーオリンピックで 42.195km を走り尽くした。 

 (14) a. ＃高橋尚子は世界のマラソンコースを走り切った。 

   b. 高橋尚子は世界のマラソンコースを走り尽くした。 
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 同様に、例(15a)は動作主が世界の珍味のうちの一つを完食したという意味で

解釈され、例(15b)は動作主が世界のあらゆる種類の珍味を口にしたという意味

で解釈される。後者の場合、個々の料理について必ずしも全て完食する必要は

なく、口にしさえすれば文が成立する。 

 

 (15) a. ギャル曽根は世界の珍味を食べ切った。 

   b. ギャル曽根は世界の珍味を食べ尽くした。 

 

 このように、杉村（2009a）では、「－切る」は一回的な事態の完遂を表し、

「－尽くす」は複数的事態の完遂を表すことを指摘した。ここでさらに考える

と、「－切る」は「動作主の行為」が 100 パーセント達成されたことを表すのに

対し、「－尽くす」は「対象の消費」5 が 100 パーセント達成されたことを表す

という違いがあることに気付く。すなわち、「－切る」は主体の変化に焦点が当

てられて「当該事態の 100 パーセント達成」（動作の完遂、変化の達成、状態の

極限）を表すのに対し、「－尽くす」は対象の変化に焦点が当てられて「対象の

100 パーセント消費」を表す。6 

 このことから、「食べ切る」、「走り切る」と言ったときの「食べる」や「走る」

は「動作主指向性」が活性化され、「食べ尽くす」、「走り尽くす」と言ったとき

の「食べる」や「走る」は「対象指向性」が活性化されていると考えられる。

すなわち、「食べる」や「走る」は「動作主指向性」と「対象指向性」のどちら

か一方の性質しか持たないわけでなく、両方の性質を持ちながら、その時々の

状況によりどちらかの性質がより強く活性化すると考えるのである。このこと

は先に「対象指向性の他動詞」と呼んだものに関しても言えることで、通常は

対象の変化に焦点が当たる動詞でも、「彼はいつも切り慣れた包丁を使ってい

                                                 
5 数は少ないが、「人が出尽くす」のように対象ではなく動作主の消費（消滅）を表す場合もあ

る。 
6 この説明には紙幅を要するため別稿で行う予定である。「－切る」が様々な動詞を V1 に取る

のに対し、「－尽くす」が基本的に動作動詞しか V1 に取らないこともこのことを根拠付けて

いる。なお、この場合の「対象」には「部屋を覆い尽くす」、「パンを食べ尽くす」のような

いわゆる他動詞のヲ格以外にも、「道を走り尽くす」、「彼のことを知り尽くす」、「様々なゲー

ムを遊び尽くす」、「世界遺産に行き尽くす」、「アイデアが出尽くす」、「町が燃えつくす」の

下線部のようなものも含めた広い概念として考えている。「分かり切る」とは言っても「＊分

かり尽くす」とは言えないこと、「知り尽くす」とは言っても「＊知り切る」とは言えないこ

ともこのことと関連していると考えられる。 
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る」7 のように言う場合には動作主の行為に焦点が当たり、「動作主指向性」が

活性化する。したがって、先に論じた「対象指向性の他動詞」と「動作主指向

性の他動詞」は、通常どちらの性質に傾きやすいかという違いで分けたにすぎ

ず、両者は截然と二つに区別できるわけではない。 

 

９．まとめ 

 以上の分析の結果、いわゆる他動詞にも「対象指向性の他動詞」と「動作主

指向性の他動詞」の二つがあることが明らかとなった。ただし、これは通常ど

ちらの性質が活性化しやすいかという違いによって分類したものであり、両者

は連続的なものである。 

 

 対象指向性の他動詞 

  彼は紙を切った。（対象の状態変化） 

  彼はポスターを貼った。（対象の位置変化） 

 動作主指向性の他動詞 

  彼は新聞を読んだ。（動作主の情報量の変化） 

  彼は夕飯を食べた。（動作主のお腹の変化） 

 

 このうち、動作主指向性の他動詞は行為の結果が動作主自身に及ぶ点で「走

る」や「遊ぶ」などの非能格自動詞に近い性質を示す。 

 また、影山（1993）や松本（1998）の基準では「疲れる」、「慣れる」、「飽き

る」は非対格自動詞に分類される。しかし、これらの動詞は行為の結果生じる

「疲労」、「慣れ」、「飽き」という感覚が動作主自身に及ぶため、「折れる」、「壊

れる」、「腐る」のような行為の結果が対象に及ぶ非対格自動詞とは区別したほ

うがよいと思われる。 

 このように考えると、少なくとも日本語の複合動詞の V1＋V2 結合の可能性

を見るには、他動詞、非能格自動詞、非対格自動詞の３分類では不十分であり、

各動詞が対象指向性なのか動作主指向性なのかを考える必要があることが分か

る。そうなると、次には対象指向性の他動詞のヲ格と動作主指向性の他動詞の

ヲ格との相違について論じなければならないことになるが、それについては今

                                                 
7 この場合、「切り慣れる」は「使い慣れる」に準じた意味で使われている。 
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後の課題とする。 
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