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１．はじめに
多義動詞「かける」は様々な意味を持っている。次の(1)から(12)の用例はそ
の代表的な用法の一部である。
（以下の 12 例は『大辞林』
（第三版）から引用し
ている）
(1) 壁に絵をかける

(2) ハンガーに洋服をかける

(3) 川に橋をかける

(4) 小鳥が街路樹に巣をかける

(5) 荷物の上に覆いをかける

(6) 肉にコショウをかける

(7) ミシンをかける

(8) ラジオをかけっぱなしにする

(9) ひとり息子に期待をかける

(10) 新入生に誘いをかける

(11) 関係代名詞を名詞句にかける

(12) ２に３をかけると６

上記の用例に示されるように、
「かける」は三項動詞で、基本的に動作主のガ
格、被動作主のヲ格、場所や対象などを表すニ格と共起する。動作主のガ格は
基本的に人間や動物などの有生物であり、ヲ格とニ格は様々なバリエーション
を持っている。そのため、
「かける」の意味を分析する際には、ヲ格名詞句の意
味特徴とニ格名詞句の意味特徴が特に重要である。用例(1)〜(6)では、ヲ格名詞
句もニ格名詞句も物理的空間に存在する具体物で、
「かける」はおおよそ＜物の
物理的設置＞を表している。用例(7)(8)では、ヲ格名詞句は道具・機械を表す具
体物であるが、ニ格名詞句が基本的には文中に出現しない。この場合、
「かける」
は＜道具・機械を機能させる＞ことを表している。用例(9)(10)では、ヲ格名詞
句は動作・作用を表すもので、ニ格名詞句は基本的に有生物の人間である。こ
の場合、
「かける」はおおよそ＜動作・作用を与える＞ことを表している。用例
(11)は語句と語句の修飾関係を、用例(12)は数学における乗法を表しており、ヲ
格名詞句もニ格名詞句も概念上の抽象物に属している。この場合、
「かける」は
＜２つの概念上の抽象物を関連づける＞ことを表している。本稿では、(1)〜(6)
のような「かける」が基本的意味とする＜物の物理的設置＞の意味に限定し、
その下位にある多義的別義の認定、及びその場合のヲ格名詞句とニ格名詞句の
15
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特徴について考察する。以下、
「NP1 が NP2 に NP3 をかける」という文型を用
いて、「かける」と共起する意味項をそれぞれ NP1、NP2、NP3 で示す。

２．先行研究
「かける」の意味分析に関する先行研究としては、国広（1982）、蔦原（1984）、
鍋島（1997）、廣瀬（2004）、白石・松田（2007）、仙崎（2009）等がある。国広
（1982）、蔦原（1984）、鍋島（1997）、白石・松田（2007）はいずれも「かける」
の複数の意味が相互に何らかのつながりを持っているという立場をとり、その
関連性を明らかにしようとするものである。具体的に見ると、国広（1982）は、
空間的移動を伴う場合の「かける」の意味全体を「何かをある対象物目がけて
移動させ、その結果対象物と接触し、その何かは対象物に支えられることにな
る、あるいはさらにその先まで移動することもある、という行程を示す」とし
ている。蔦原（1984）は、
「A は B に C をかける」という文型に基づき、B・C
にとりうる名詞を(1)生産物および用具、(2)自然物および自然現象、(3)人間活動
の主体、(4)人間活動ー精神および行為、(5)抽象的関係の５つに分類して、結び
つく名詞との関係によって「かける」について４つの意味を設定している。鍋
島（1997）は、認知言語学理論を用いて、まず「かける」の基本的な意味を(1)
「ぶらさげる」、(2)「おおいかぶす」、(3)「ふりかける」の３つに分けて、トラ
ジェクター（この場合日本語で「を」格をとるもの）とランドマーク（この場
合日本語で「に」格をとるもの）の内容や、位置関係、力関係をめぐって考察
しており、さらにメタファーの概念を用いて、抽象名詞と共起する「かける」
の意味拡張を考察し、その意味のネットワークを提示している。白石・松田（2007）
は、国広（1982）を踏まえ、1 つの認知図式（コア図式）で「かける」の意味
について包括的な説明を試み、コアのどの部分に認知的力点が置かれるかによ
り、「かける」の意味を(1)留める用法、(2)覆う用法、(3)向かう用法の３つに分
けている。
一方、廣瀬（2004）と仙崎（2009）は「かける」の意味全体ではなく、その
一部に焦点を当てて考察したものである。具体的に見ると、廣瀬（2004）は、
「かける」の複数ある意味の中から特に基本的意味とされる＜物理的設置＞の
意味にフォーカスし、
「のせる」、
「さげる」、
「かぶせる」と対応する意味をそれ
ぞれ「かける」の別義の 1 つとして、類義語と比較することにより、精緻な意
味記述を行なっている。仙崎（2009）は音声機器及びその他の機器を作動させ
る時に、「かける」「かかる」が現在どのように使われているのかを、アンケー
トとサーチエンジン検索を通して調査し、その結果をまとめている。
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以上、先行研究を一通り概観した。次に、本稿の研究対象となる＜物の物理
的設置＞を表す「かける」の意味を詳しく論じた先行研究の３つを以下の通り
引用する。
蔦原（1984：70）は「A は B に C をかける」という文型に基づき、＜物の物
理的設置＞を表す「かける」の意味を「物体 C を、静止している物体 B に向か
って移動・接触させ、B によってささえて固定させる」として、さらに「つけ
る」や「おく」などの類義語と区別するため、①から⑨の用例から帰納的に B
と C の特徴をⅰ～ⅳにまとめている。（引用中の例文は本文中の用例と区別す
るために、すべて①②③の形に統一する。）
①壁に写真をかける。

②ハンガーに洋服をかける。

③手すりに手をかける。

④車にカバーをかける。

⑤頭に水をかける。

⑥彼に息をかける。

⑦ごはんにごま塩をかける。

⑧（こちら岸から）向こう岸に橋をかける。

⑨川に橋をかける。
ⅰB・C が凸凹、あるいは少なくともどちらかが凸。
ⅱB 又は C がその一部分で固定される状態になる。
ⅲB が C を、又は C が B を包みこみ、おおう状態になる。
ⅳC が液体又は気体（あるいはそれに準ずる個体）で、支えるものなしに空間を B
まで移動する。

また、鍋島（1997：79-81）はトラジェクター（TR）とランドマーク（LM）
の内容や、位置関係、力関係に基づき、
「かける」の基本的な意味を下記の３つ
に分けている。
1、「ぶらさげる」意味の「かける」
TR：典型的にひもや布。LM：特に指定なし。位置関係：a.TR のある部分が LM の
上にある（乗っている）b. TR のある部分が LM の下にある（垂れている）c. TR と
LM は接している。力関係：TR は下向きの力をかけている（落ちようとしている）
LM は TR を支えている。1
① ハンガーにコートをかける
11 タオル掛けにタオルをかける
○
12 棒にひもをかける
○
13 a. 壁に絵をかける
○

b. 壁の（釘）に絵（のひも）をかける
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2、「おおいかぶす」意味の「かける」
③ ベッドにカバーをかける
16 テーブルにテーブルクロスをかける
○
17 子供に毛布をかける
○
18 魚に網をかける
○

3、「ふりかける」意味の「かける」
TR：典型的に水や粉。LM：特に指定なし。位置関係：a.（典型的に TR のある部分
が LM の上にある）b. TR のある部分が LM の下にある（垂れている）c. TR と LM
は接している。力関係：TR は下向きの力をかけている（落ち用としている）LM は
TR を支えている。
5 植木に水をかける
○
25 肉にソースをかける
○
26 サラダに塩をかける
○

一方、廣瀬（2004）は類義語「のせる」「さげる」「かぶせる」との対応関係
により、「かける」の基本的な意味を下記の３つに分けている。
意味①：＜人間（または動物）が＞＜ある程度高さがある物の上に＞＜身体部位を
＞＜移動させて＞＜身体部位の一部を＞＜物に＞＜接触させ＞＜接点に力
を加えて＞＜接点を支えとして＞＜人間（または動物）の身体全体を＞＜
物に委ねて＞＜安定させる＞
1 内藤は両肘をロープにかけ、下を向いて聞いていた。
○
4
○

いすに腰をかける。

（『一瞬の夏』）

（成田 1978：21）

意味②：＜人間が＞＜ある程度高さがある物の上に＞＜被動作主（物）を＞＜移動
させて＞＜被動作主（物）の一部を＞＜物に＞＜被動作主（物）が物をま
たぐような状態で＞＜接触させ＞＜接点を支えとして＞＜被動作主（物）
全体を＞＜物に委ねて＞＜安定させる＞
9 私はビニールのエアバッグを乾燥機の把手にかけ、
○
どこかべつのところ

で二十分時間をつぶすことにした。
10
○

玄関に提灯をかける。

（
『世界の～』
）
（成田 1978：21）

意味③：＜人間が＞＜ある程度の高さと面的な広がりを持つ物の表面に＞＜柔軟性
のある平面的な被動作主（物）を＞＜行き渡らせて＞＜接触させる＞
24 車に覆い/シート/カバーをかける。
○

（成田 1978：23、蔦原 1984：70）

25 毛糸のショールみたいなものを膝へかけたりしている女性もずいぶん
○

多い。

（『女社長～』）
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蔦原（1984）は＜物の物理的設置＞を表す「かける」の意味を細分化せず、
１つのカテゴリーの中で議論しているが、ただし、
「⑧（こちら岸から）向こう
岸に橋をかける」や「⑨川に橋をかける」のような例はⅱ、ⅲの特徴を持って
いると述べているが、
「橋がこちら岸と向こう岸をつなぐ」という重要な特徴を
含んでいない。このような例を説明するには新しい意味を立てる必要がある。
また、鍋島（1997）は「手をドアノブにかける」のような「身体部位をある場
所に置く」ことを表す「かける」に触れておらず、廣瀬（2004）は意味③の拡
張事例として「焼きそばにソースをかける」の例を挙げて、
「被動作主の性質が
固体から液体へと変化している点で意味③とは異なっている」と述べているが、
液体の他に「塩こしょうをかける」のように被動作主が粉末である場合もあり、
「テーブルクロス」や「カバー」のような一続きの固体に対して、液体や粉末
がかけると共起する場合について新しい意味を立てて考察する必要があると考
える。さらに、この３つの先行研究はいずれも『大辞林』
（第三版）で記述され
ている「小包に紐をかける」
「たすきをかけて掃除をする」のような「巻きつけ
て結ぶ」の意味や、「河原に小屋をかける」「小鳥が街路樹に巣をかける」のよ
うな「ある場所に仮設の建物などを組み立てる」の意味には言及していない。
本稿では、先行研究で見過ごされたこの 3 つの意味も＜物の物理的設置＞を表
す「かける」に含まれていると考えて考察対象として検討する。

３．＜物の物理的設置＞を表す「かける」の意味の全体像
本稿は、以上の先行研究を踏まえて、まず＜物の物理的設置＞を表す「かけ
る」を次の４つに下位分類する。
意味Ⅰ：NP1（動作主）ガ

NP2（場所）ニ

NP3（物）ヲ

かける

（例）「壁に絵をかける」、「洋服をハンガーにかける」
この「かける」は「ぶらさげる」に近い意味で、NP2（場所）と NP3
（物）が部分的に接触し、そこを支点として NP3 を支えている。意味
I のイメージ図を図１に示す。
・典型的な NP1…人間
・典型的な NP2…鉤や釘、フック状の物、あるいはこれらが付いてい
る物
・典型的な NP3…紐状や布のような物、あるいはこれらが付いている
物、あるいは穴が付いている物
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NP1
NP3
NP2

図１

意味 I のイメージ図
NP2（場所か対象）ニ

意味Ⅱ：NP1（動作主）ガ

NP3（物）ヲ

かける

（例）「皿にラップをかける」、「子どもに布団をかける」
この「かける」は「覆う」に近い意味で、NP3 が NP2 を覆い被せるイ
メージで、NP2 の上に置く。意味Ⅰに含意される「接触する部分を支
点として、NP2 が NP3 を支える」という部分が背景化している。意味
Ⅱのイメージ図を図２に示す。
・典型的な NP1…人間
・典型的な NP2…内容指定されない
・典型的な NP3…タオルや毛布のような面的な広がりを持って柔軟性
のある物
NP1
NP3
NP2

図2

意味Ⅱのイメージ図

意味Ⅲ： NP1（動作主）ガ

NP2（対象）ニ

NP3（物）ヲ

かける

（例）「花に水をかける」、「ご飯に卵をかける」
この「かける」は「撒く」や「ふりかける」に近い意味で、NP3 が NP2
を覆い被せるイメージで、NP2 の上に置く。NP3 が NP2 を覆うイメー
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ジで NP2 の上に広がるという点において意味Ⅱに類似しているが、
NP3 が一続きの個体ではないところで意味Ⅱと異なる。意味Ⅲのイメ
ージ図を図３に示す。
・典型的な NP1…人間
・典型的な NP2…内容指定されない
・典型的な NP3…水のような液体、塩胡椒のような粉末、またソース
や割った卵のような混合物

NP1
NP3
NP2

図３

意味Ⅲのイメージ図

意味Ⅳ： NP1（動作主）ガ

NP2（場所）ニ

NP3（NP1 の身体部位）ヲ

か

ける
（例）「手をドアノブにかける」、「椅子に腰をかける」
この「かける」は「身体部位をある場所に置く」に近い意味で、
「接触
する部分を支点として、NP2 が NP3 を支える」という点において意味
Ⅰに共通している。意味Ⅰと異なる点としては、NP3 が有情物の身体
部位に限定される。意味Ⅳのイメージ図を図４に示す。
・典型的な NP1…人間や動物のような有情物
・典型的な NP2…面的な広がりのある物
・典型的な NP3…NP1 の身体部位
NP1
NP3

NP3

図４

NP2

意味Ⅳのイメージ図
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次に、意味 I、意味Ⅱ、意味Ⅲ、意味Ⅳの関連性について論じる。意味 I の場
合、
「壁に絵をかける」や「ハンガーに洋服をかける」などの例に示されるよう
に、NP2 と NP3 の接触する部分が点あるいは線となっている。一方、意味Ⅱの
場合は、
「子どもに布団をかける」や「皿にラップをかける」のような例に示さ
れるように、NP2 と NP3 の接触する部分が面となっている。さらに、意味Ⅲに
なると、
「花に水をかける」や「肉にコショウをかける」のような例に示される
ように、NP3 が複数の個体からなる集合体とみなすことができ、その複数の個
体が NP2 に散在している。意味Ⅳは、「椅子に腰をかける」や「手をドアノブ
にかける」のような例に示されるように、NP3 を人間の身体部位に限定する用
法で、再帰的な表現に属しており、NP2 と NP3 の接触する部分が基本的に面と
なっている。
以上のような関係に基づき、先行研究は次のように指摘している。鍋島
（1997：85）は「「ぶらさげる」意味（筆者注：本稿の意味 I に相当する）の「か
ける」から、「おおいかぶす」意味の「かける」（筆者注：本稿の意味Ⅱに相当
する）は１次元から２次元へのイメージスキーマ変換、
「おおいかぶす」意味の
「かける」から「ふりかける」意味の「かける」
（筆者注：本稿の意味Ⅲに相当
する）は面と個体の集合のイメージスキーマ変換と考えられるが、一般にイメ
ージスキーマ変換は言語よりも下位レベルの認知現象なので言語的な証左が難
しい」と脚注のところで述べている。また廣瀬（2004：91）は「物干し竿にか
けたテーブルクロス」と「食卓にかけたテーブルクロス」との比較を通して、
「さげる」意味の「かける」
（筆者注：本稿の意味Ⅰに相当する）と「かぶせる」
意味の「かける」
（筆者注：本稿の意味Ⅱに相当する）の関連性と意味拡張の方
向性を議論している。これについて廣瀬（2004）は、
「物と被動作主の接する部
分が意味②（筆者注：本稿の意味Ⅰに相当する）では線あるいは点であるが、
意味③（筆者注：本稿の意味Ⅱに相当する）では面となっている。しかし、意
味③の接し方も二次元的な断面図で見れば、前掲の図 2 のような図 2 で描くこ
とができることから、両者には類似性が認められる。……つまり、主体の物理
的な動作は概念的には同じであるが、主体の影響を受ける物の形状や結果の状
態（接し方）が異なるということである。よって、意味②とこのような共通点
と相違点を持つ意味③は、意味②からの隠喩に基づき成り立っている。但し、
意味②と意味③についても、いずれかの意味がより典型的であると判断するの
は困難であることから、これらの２つの意味は両方向の拡張関係にあると考え
られる」と述べている。つまり、この 2 つの先行研究はいずれも意味Ⅰを中心
に、他の意味へ拡張する可能性があると述べた上で、明確な根拠を示すことが
難しいとしている。
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さらに、先行研究で議論されている意味 I、意味Ⅱ、意味Ⅲ、意味Ⅳの拡張
関係を英語や中国語、韓国語と比較して見てみる。
「かける」の意味Ⅰは基本的
に英語の“hang”、中国語の“挂”、韓国語の“걸다”に対応している。この３
語はいずれも「子どもに布団をかける」のような意味 II、
「花に水をかける」の
ような意味Ⅲと「椅子に腰をかける」のような意味Ⅳを含んでいない。この言
語事実に基づき、日本語の「かける」は＜物の物理的設置＞の意味においては
英語、中国語、韓国語といずれも、異なる展開を見せており、意味Ⅰから意味
Ⅱ、意味Ⅲ、意味Ⅳへの拡張関係がこの３ヶ国語において見当たらないことが
わかる。3
したがって、本稿では、意味Ⅰ、意味Ⅱ、意味Ⅲにおいて、NP2 と NP3 の接
触する部分が点や線から面へ、さらに面から複数個体の集合体への変化があり、
意味Ⅰからイメージスキーマの変換により拡張しているという意味の相互の拡
張関係を仮説として位置付けたいと考える。また、意味Ⅳは NP3 を身体部位に
限定して「接触する部分を支点として、NP2 が NP3 を支える」という点におい
て意味Ⅰと類似しているため、意味 I からメタファーに基づいた拡張であると
考えられる。
意味 I〜意味Ⅳの他に、
「橋をかける」、
「リボンをかける」、
「巣をかける」の
ような用例に対して、「２つの場所をつなぐ」、「NP3 が細長いもので NP2 に一
周してつけられている」、
「NP3 は NP1 がかけるという動作を行った結果生じた
物で、いわゆる結果目的語に属する」というそれぞれ差異が際立った意味特徴
を持っているため、新しい意味を立てて考察する必要があると考える。次節に
この３つの意味を意味Ⅴ、意味Ⅵ、意味Ⅶと立てて詳しく考察する。

４．＜物の物理的設置＞に属する「かける」の意味
この節では、
「かける」の基本的意味とされる＜物の物理的設置＞に属する意
味 I〜意味Ⅳ以外の意味について考察を加え、意味Ⅰとの相違点を明らかにす
る。
4.1

意味Ⅴの「離れた 2 つの場所を跨らせてつなぐ」について

「橋をかける」も「はしごをかける」も離れた２つの場所をつなぐために物
を跨らせることを表している。この場合、意味 I に含まれている「接点を支え
として、NP2 が NP3 を支える」要素の上に、「離れた 2 つの場所をつなぐ」と
いう意味特徴が新たに加わっている。
まず、
「橋をかける」について考察する。橋は「桁橋」、
「アーチ橋」、
「吊り橋」
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など様々な種類があるが、その共通するイメージを図式化すると、おおよそ次
の図 5 になる。橋と地面が接触する部分は橋台にあたる部分で、基本的に支点
が２つある。位置関係を考えると、橋（NP3）が地面（NP2）の上にあり、垂
れている部分がないが、接触する部分が橋の上部のアーチの部分ではなく、下
部の両側にある。つまり、
「かける」の意味Ⅰと比べて、
「橋をかける」は NP2
と NP3 との接触する位置や支点の数が異なる。しかし、図１と図５に示される
ように、
「橋をかける」は「かける」の意味Ⅰとイメージ（アーチの部分）が類
似しているため、同じように「かける」で捉え、事態を描写している。
「橋をかける」に関連して支点が２つある用例としては「はしごをかける」
がある。はしごのイメージ図を図６に示す。
「かける」の意味 I とはさらに離れ
ているが、壁と地面を統一体と見なし、空間的回転のイメージ操作により、そ
の統一体を下にすると、
「はしご」をそれに＜またぐような状態で＞＜接触させ
＞＜接点を支えとして＞＜NP2 が NP3 を支える＞という共通の部分を見出せる。
以上の２つの言語表現は「かける」の意味 I と＜場所をまたぐような状態で
＞＜接触させ＞＜接点を支えとして＞＜NP2 が NP3 を支える＞という類似点を
持っているため、メタファーに基づいた意味拡張であると考えられる。

NP2

NP3

NP2

図５

NP2

NP2

橋のイメージ図

NP3

図６

はしごのイメージ図

なお、
「橋をかける」という表現は物理的領域の他に、抽象的領域に用いるこ
ともできる。下記の例文(13)と(14)はいずれも字義通りに２つの国の間に本物の
橋をかけるわけではなく、おおよそ両国の友好交流のために貢献するという意
味を表している。本来、
「橋をかける」は川のこちら岸と向こう岸をつなぐため
に跨らせることを表わしているが、ここで、比喩的に２つの国に用いられて、
メタファー的な表現である。
(13) 「人間は使命をもって生まれてきています。あなたの使命は、日本とア

25

＜物の物理的設置＞を表す「かける」について

ラブを結ぶ、友情と文化の橋を架けることだと思います。
（池田大作

『新・人間革命』

NLB4）

(14) 夢は『日中に橋を掛ける女優』。
（キャスト＆スタッフ｜寺西一浩
4.2

映画「女優」

NLT5）

意味Ⅵの「細長い帯状の物を他の物の回りにつける」について

この場合、「かける」の意味 I（「壁に絵をかける」のような「ぶら下げる」
に近い意味）に含まれている「接点を支えとして、NP2 が NP3 を支える」要素
が背景化し、「一周してつける」ことに焦点を当てている。また、「かける」と
共起する細長い帯状の物の代表としては「たすき」と「リボン」が挙げられる。
まず「たすきをかける」について考察する。
「たすき」には次の２つの種類が
ある。1 つは、
「和服のまま立ち働く時に、袖をたくし上げておくために背中で
斜め十文字になるように掛けるひも」のことである（
『新明解国語辞典』第七版）。
この場合の「かける」は紐を交差して両方の肩にとり付けることを表している。
もう 1 つは「目印として一方の肩から斜めに掛けた細い布」のことである（『新
明解国語辞典』第七版）。この場合の「かける」は片方の肩から腰のあたりまで
斜めにとり付ける動作を表している。
下記の例(15)(16)に即して言えば、
（15）は文脈から分かるように、
「着物」に
つけるもののため、紐状のもので、斜め十文字になるように両肩にとり付ける
ことを表している。
（16）は文脈から分かるように、マラソンを走る時に身につ
ける幅のある帯状の布で、片方の肩から斜めに上半身を一周してとり付けるこ
とを表している。また、
「たすきをかける」は慣用的なコロケーションで、類義
語の「つける」に置き換える「??たすきをつける」という表現は容認度が低い。
(15) 絣の着物に赤い襷をかけた女店員が一斉に声をあげた。
（木谷恭介

『京都石塀小路殺人事件』

NLB）

(16) （春日市在住でマラソン好きの村山敏秀さんが）「九州一周走破中」と
書いたピンクのたすきをかけた。
（朝日新聞

2016/11/12

( )内は筆者による）

次に「リボンをかける」について考察する。この場合の「かける」は、対象
となる物体に巻き付けることを表している。さらに、動作のプロセスと動作の
結果の両方を含意している。例えば、下記の例（17a）は店員が商品にリボンを
巻いてくれたことを表している。この場合、（17b）の「リボンをつける」には
言い換えられるが、
（17c）の「リボンを巻く」には言い換えにくい。
「リボンを
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かける」も「リボンをつける」も結果にフォーカスできる表現であるが、
「リボ
ンを巻く」は具体的な動作を表し、動作のプロセスに焦点を当てているためで
あると考えられる。
一方、例（18a）では、「８の字を描くように」は動作のやり方を具体的に描
写する内容で、動作のプロセスに焦点を当てているコンテクストであることが
分かる。この場合、
（18a）の「リボンをかける」と(18c)の「リボンを巻く」は
言えるが、（18b）の「リボンをつける」は主に動作の結果にフォーカスしてお
り、動作の様態を含意しないため、容認度が下がる。
(17)a. 松屋デパートでそれを買って、プレゼント用のリボンをかけてもらっ
たのだ。

（村上春樹 『村上春樹全作品 1990~2000』 NLB）

b. プレゼント用のリボンをつけてもらった。
c. ⁇プレゼント用のリボンを巻いてもらった。
(18)a. 上下２段に刺した虫ピンに、８の字を描くようにリボンをかけてい
く方法です。 （日本フラワー技芸協会編『ソープバスケット』 NLB）
b. ?８の字を描くようにリボンをつけていく。
c. ８の字を描くようにリボンを巻いていく。
さらに、
「リボンをつける」の「つける」が動作の結果に焦点を当てることは
次の例（19a）からも裏付けられる。「蝶結び」から分かるように、この場合の
「リボン」はすでに形を整えたもので、そのまま対象の上に添えることを表し
ている。
「リボンをかける」も「リボンを巻く」も細長い帯状のリボンを対象の
輪郭に沿ってつけることを表しており、
「かける」や「巻く」ことを通して、リ
ボンの形に何らかの変化を加える。それに対して、
「つける」はただリボン全体
を移動させて対象に添えることを表しており、リボン自体は位置の変化を伴う
が、形状の変化はない。また（19b）の「蝶結びリボンをかける」は「蝶結びリ
ボンを巻き付ける」という意味には解釈できず、意味 I の「蝶結びリボンをぶ
ら下げる」という意味になる。
(19)a. ピアノの前にべとべとに汚れた蝶結びリボンをつけた、蒼白い顔の小
さな女の子がすわっている。
（フリードリヒ・グラウザー著 種村季弘訳 『外人部隊』 NLB）
b. ⁇蝶結びリボンをかけた女の子。
c. *蝶結びリボンを巻いた女の子。

＜物の物理的設置＞を表す「かける」について
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以上をまとめると、
「リボンをかける」の「かける」は物体に巻き付けること
を表しており、（17a）のような結果重視のコンテクストにも、（18a）のような
プロセス重視のコンテクストにも用いることができる。また、あくまでも細長
い帯状を巻き付ける動作を表しており、蝶結びなどのような一定の形を成した
リボンをただ添えるだけの動作を表すには適しない。
以上、
「たすきをかける」と「リボンをかける」における「かける」の意味に
ついて考察を加えた。いずれも細長い帯状のものを付ける動作を表しており、
「たすきをかける」は慣用的なコロケーションで、
「つける」などの語に置き換
えられないが、
「リボンをかける」は類義語の「巻く」や「つける」に置き換え
られる場合もあれば、置き換えられない場合もある。また意味Ⅰと比べると、
NP2 と NP3 が部分的に接触するのではなく、NP3 全体が NP2 につけている状
態である。また意味Ⅰに含まれている「接点を支えとして、NP2 が NP3 を支え
る」要素が背景化し、「一周してつける」ことに焦点を当てている。典型的な
NP3 としては、たすきやリボンのような細長いものが挙げられる。
4.3

意味Ⅶの「人間が入る小屋、鳥や蜘蛛などの巣を作る」について

『大辞林』（第三版）は、「ある場所に仮設の建物などを組み立てる」と意味
記述している。その用例としては、
「河原に小屋をかける」、
「小鳥が街路樹に巣
をかける」が載っている。また、『デジタル大辞泉』の意味記述は、「張り巡ら
すようにして組み、つくる。一時的に設営する」となっており、
「クモが巣をか
ける」、「小屋をかける」のような用例が挙げられている。注意点は次の 2 つあ
る。
１つ目は「かける」のヲ格名詞句に出てくる人間の作った建物は小屋に限定
されていることである。仮設の建物としては、「小屋」のほかに、「仮設住宅」
や「屋台」、「露店」などあるが、「*仮設住宅をかける」、「*屋台をかける」、「*
露店をかける」といった用法は成立しない。
２つ目は「クモの巣」と「小鳥の巣」の構造上の違いである。クモの巣は糸
で作られたもので、一本の糸が「橋をかける」に似ているイメージで離れた 2
か所（通常、壁の隅のところや木の枝と枝の間とか）を繋ぐような存在である。
それに対して、鳥の巣は木の枝を組み合わせて作られたもので、通常高いとこ
ろに作られるもので、＜高いところ＞に焦点を当てている。そのため、NLT で
調べると、ニ格名詞句の NP2 には「街路樹」や「家の軒下」、
「煙突」、
「木の高
いところ」、「電柱」などが出ている。いずれも＜高いところ＞のカテゴリーに
属する。つまり、「クモの巣をかける」と「小鳥の巣をかける」を比較すると、
前者の「かける」は「橋をかける」と、後者の「かける」は「看板をかける」
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と共通したイメージを持っている。
なお、この場合の「小屋」、「クモの巣」、「小鳥の巣」は、それをかけた結果
できたものであるため、いずれも結果目的語に属していると考えられる。ただ
し、実際にはかけた結果、小屋や巣ができるのであるが、話し手の認知として
はすでに出来上がっている小屋や巣を木の枝などに引っ掛けるイメージで表現
している。この点において、「家を作る」などの典型的な作成動詞とは異なる。
4.4

＜物の物理的設置＞から＜道具・機械を機能させる＞への意味拡張

以上は、＜物の物理的設置＞の下位に属する「かける」について考察を行っ
た。本節では、＜物の物理的設置＞から＜道具・機械を機能させる＞への意味
拡張のプロセスを考察する。
まず(20)の例を見る。
「鍵をかける」という動作のイメージは「ドアの金具に
L 字型の鍵や閂や南京錠のような鍵をひっかけることで、
「壁に絵をかける」や
「ハンガーに洋服をかける」などの用例に示される「かける」の動作に類似し
ている。つまり、
「ドアに鍵をかける」表現は＜物の物理的設置＞を含意してい
る。
(20) ドアに鍵をかける。
また、
「ドアに鍵をかける」は、ただドアの金具の部分に鍵をかけるという空
間領域における物の設置を表すだけではなく、鍵をかけた結果、ドアがロック
されたという目的を同時に達成するということも表している。このように、
「鍵
をかける」ことと「ドアをロックする」ことは因果関係を持って、同時に生じ
るため、メトニミーの観点で解釈することができる。つまり、
「鍵をかける」こ
とと「ドアをロックする」ことは因果関係を持って、時間的に隣接しているた
め、メトニミーに基づき、
「鍵をかける」の意味には「ドアをロックする」の意
味が組み入れられて、定着している。
同様のことは、
「秤にかける」にも当てはまる。昔の秤といえば、竿秤のよう
なもので、「秤にかける」というと、「物を竿秤の鉤にひっかける」という動作
がイメージできる。さらに「ドアに鍵をかける」と同様に、ただ物を竿秤の鉤
にひっかけるという空間領域における物の設置を表すだけではなく、物を鉤に
かけた結果、その重さを量るという目的を達成するということも表している。
このように、
「ものを秤の鉤にかける」ことと「ものの重さを量る」ことは因果
関係をもって、時間的に隣接して生起するため、メトニミーに基づき、
「秤にか
ける」の意味には「かけられた物の重さを量る」という意味が組み入れられて、
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定着している。
さらに、
「ドアに鍵をかける」における「鍵をかける」の部分が１つのまとま
りの意味が生まれ、場所に相当する「ドアに」の部分が背景化されて、言語化
しなくなっている。このように「かける」にはニ格名詞句が文中に出現しない
＜道具・機械を機能させる＞ことを表す意味がある。

５．まとめ
本稿では多義動詞「かける」の基本的意味とされる＜物の物理的設置＞をめ
ぐって、7 つの意味に分けて意味Ⅴ〜Ⅶをメインに論じた。その結果を次のよ
うにまとめる。また、＜物の物理的設置＞から＜機械・道具類を機能させる＞
への意味拡張のプロセスを考察した結果、
「ドアに鍵をかける」のような例に示
されるように、ドアの金具の部分に鍵をかけるという空間領域における物の設
置を表すだけではなく、鍵をかけた結果、ドアがロックされたという目的を同
時に達成することも表している。そのため、メトニミーに基づいた拡張である
と考えられる。
意味Ⅰ：NP1（動作主）ガ

NP2（場所）ニ

NP3（物）ヲ

かける

（例）「壁に絵をかける」、「洋服をハンガーにかける」
この「かける」は「ぶらさげる」に近い意味で、NP2（場所）と NP3
（物）が部分的に接触し、そこを支点として NP3 を支えている。
・典型的な NP1…人間
・典型的な NP2…鉤や釘、フック状の物、あるいはこれらが付いてい
る物
・典型的な NP3…紐状や布のような物、あるいはこれらが付いている
物、あるいは穴がついている物
意味Ⅱ：NP1（動作主）ガ

NP2（場所か対象）ニ NP3（物）ヲ

かける

（例）「皿にラップをかける」、「子どもに布団をかける」
この「かける」は「覆う」に近い意味で、NP3 が NP2 を覆い被せるイ
メージで、NP2 の上に置く。意味Ⅰに含意される「接触する部分を支
点として、NP2 が NP3 を支える」という部分が背景化している。
・典型的な NP1…人間
・典型的な NP2…内容指定されない
・典型的な NP3…タオルや毛布のような面的な広がりを持って柔軟性
のある物
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意味Ⅲ： NP1（動作主）ガ

NP2（対象）ニ

NP3（物）ヲ

かける

（例）「花に水をかける」、「ご飯に卵をかける」
この「かける」は「撒く」や「ふりかける」に近い意味で、NP3 が NP2
を覆い被せるイメージで、NP2 の上に置く。NP3 が NP2 を覆うイメー
ジで NP2 の上に広がるという点において意味Ⅱに類似しているが、
NP3 が一続きの個体ではないところで意味Ⅱと異なる。
・典型的な NP1…人間
・典型的な NP2…内容指定されない
・典型的な NP3…水のような液体、塩胡椒のような粉末、またソース
や割った卵のような混合物
意味Ⅳ： NP1（動作主）ガ

NP2（場所）ニ

NP3（身体部位）ヲ

かける

（例）「手をドアノブにかける」、「椅子に腰をかける」
この「かける」は「身体部位をある場所に置く」に近い意味で、
「接触
する部分を支点として、NP2 が NP3 を支える」という点において意味
Ⅰに共通している。意味Ⅰと異なる点としては、NP3 が有情物の身体
部位に限定される。
・典型的な NP1…人間、動物
・典型的な NP2…面的な広がりのある物
・典型的な NP3…NP1 の身体部位
意味Ⅴ：NP1（動作主）ガ

NP2（場所）ニ

NP3（物）ヲ

かける

（例）「川に橋をかける」、「二階にはしごをかける」
この「かける」は「離れた 2 つの場所を跨らせてつなぐ」ことを表し
ている。意味 I に含まれている「接触する部分を支点として、NP2 が
NP3 を支える」要素の上に、
「離れた 2 つの場所をつなぐ」という意味
特徴が新たに加わっている。
・典型的な NP1…人間
・典型的な NP2…川などのような幅のある場所
・典型的な NP3…橋、はしごのような物
意味Ⅵ：NP1（動作主）ガ

NP2（対象）ニ

NP3（物）ヲ

かける

（例）「（肩に）たすきをかける」、「プレゼントにリボンをかける」
この「かける」は「細長い帯状の物を他の物の回りに巻き付ける」こ
とを表している。意味Ⅰと比べると、NP2 と NP3 が部分的に接触する
のではなく、NP3 全体が NP2 につけている状態である。
・典型的な NP1…人間
・典型的な NP2…たすきの場合は基本的に人間の上半身に限定し、リ
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ボンはかける対象を限定しない
・典型的な NP3…たすきやリボンのような細長い帯状の物
意味Ⅶ：NP1（動作主）ガ

NP2（場所）ニ

NP3（物）ヲ

かける

（例）「河原に小屋をかける」、「小鳥が街路樹に巣をかける」
この「かける」は「細長い帯状の物を他の物の回りに巻き付ける」こ
とを表している。NP3 は結果目的語に属している。
・典型的な NP1…人間、動物（主に鳥と蜘蛛）
・典型的な NP2…場所名詞が多く、鳥の巣の場合、街路樹や軒下など
高いところが典型的な NP2 になる
・典型的な NP3…小屋と巣に限定する
最後に、＜道具・機械を機能させる＞や＜動作・作用を与える＞と＜２つの
概念上の抽象物を関連づける＞ことを表す「かける」の意味や、意味の相互の
関連性や「かける」全体の意味ネットワークについては、今後の課題とする。

注
1 引用元では表となっているが、紙幅の関係上、その内容だけを引用している。
2

図２

（廣瀬 2004：81）

3 具体的に見ると、英語の“hang”は“hang a picture”
（絵をかける）、
“hang curtains”
（カーテンをかける）のほかに、
“hang a door”
（ドアを取り付ける）、“hang
paper on the wall”
（壁紙などを壁に貼る）のような面的な広がりをもつ物を
目的語にとり、接触する部分が面である例もあるが、NP2 と NP3 の物理的
空間における位置関係を考えると、あくまでも地面に対して垂直方向に位
置するもので、
「テーブルにテーブルクロスをかける」のような地面に対し
て平行方向に位置する物をヲ格にとる用法がない（この場合、英語の“put
on”に対応する）。中国語の“挂”はおおよそ日本語の「かける」
「吊るす」
「掲げる」に対応し、“把画儿挂在墙上”（絵を壁にかける）、“把衣服挂在
衣架上”
（服をハンガーにかける）は典型的な用法で、
“挂心”(心にかける、
気にかける)のような精神領域へのメタファーに基づいた意味拡張がある
が、意味Ⅱ、意味Ⅲ、意味Ⅳに対応する用法はない。“脸上像挂了一层灰”
（顔に埃が付いているようだ）のような接触する部分が面となる用例はな
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いわけでもないが、英語と同様に、あくまでも地面に対して垂直方向に位
置するものに用いており、
「テーブルにテーブルクロスをかける」のような
地面に対して平行方向に位置する物をヲ格にとる用法はない。さらに韓国
語の“걸다”はおおよそ日本語の「かける」
「掲げる」に対応し、
“전화를 걸다”
（電話をかける）、“시동을 걸다”（エンジンをかける）のような拡張的用
法があるが、英語、中国語と同様に意味Ⅱ、意味Ⅲ、意味Ⅳに対応する用
法はない。
4 本稿は、国立国語研究所と Lago 言語研究所が開発した NINJAL-LWP for
BCCWJ（NLB）を利用して用例を検索した。
5 本稿は、筑波大学・国立国語研究所・Lago 言語研究所が開発した NINJAL-LWP
for TWC（NLT）を利用して用例を検索した。
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