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コーパスを利用した複合動詞「－残す」の意味分析
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１．はじめに

　本稿は日本語の複合動詞「－残す」の意味について論じたものである。「－残す」に

は大きく分けて（1）のように「対象の残留」を表す用法と（2）のように「行為の未完

了」を表す用法とがある。また、中には（3）のように「行為の未完了」と「対象の残

留」の両方の意味を併せ持つものもある。

　　　（1）　彼は今日一日の出来事を日記に書き残した。

　　　（2）　彼は昨日書き残したままにしていた日記を今日完成させた。

　　　（3）　彼は黒板の字を消し残したまま遊びに行ってしまった。

このような「－残す」の意味について、本稿では本動詞「残す」の意味と対比しながら、

前項動詞の特徴の違いに注目して論じる。

２．本動詞「残す」の意味

　本節では本動詞「残す」の意味について見る。本動詞「残す」には、まず①のように

現存する対象を原状のまま保持することを表す用法がある。

　　①対象を保持する

　　　（4）　この美しい自然を次の世代まで残そう。

　ここから②のように新しく対象を生み出してそれを世にとどめることを表す用法と、

③のように現存する対象を消費せずにそのままとどめることを表す用法とが生じる。両

者は②が主体による行為の履行によって対象が残存することを表すのに対し、③は主体

による行為の不履行によって対象が残存することを表すという違いがある。
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　　②対象を生み出して世にとどめる

　　　（5）　国家の記録を歴史書に残す。

　　　（6）　死ぬ前に家族に遺言を残しておく。

　　　（7）　モーツァルトは世にたくさんの名曲を残した。

　　③対象を消費せずにとどめる

　　　（8）　満腹だったので料理を残した。

　　　（9）　旅行で米ドルを使わずに残した。

　　　（10）　黒板の字を消さずに残しておいた。

　　　（11）　いい加減な掃除で床にゴミを残す。

　さらに②の派生として、④のように心に生じた感情を消さずにそのままとどめること

を表す用法がある。②も④も新たに生み出された対象の残存を表すという点では同じで

あるが、②は主体の意志的な行為によるものであるのに対し、④は主体のコントロール

が効きにくい感情によるものであるという点で違いがある。一方、③の派生として、⑤

のように有情物である対象を元の場所に放置することを表す用法がある。③も⑤も対象

を消費（除去）したり退去させたりせず元の場所にとどめることを表す点では共通して

いるが、③の対象が自分では動けない無情物であるのに対し、⑤の対象は自分で動ける

有情物であるという点で違いがある。

　　④感情を心にとどめる

　　　（12）　彼は心に未練（悔い / しこり / 希望）を残している。

　　⑤対象（有情物）を放置する

　　　（13）　救助活動が進まず現地に被災者を残したままになる。

　一方、⑥は対象の残存を表すとともに、当該の対象に働きかける行為が未完了である

ことを表す用法である。すなわち、（14）は仕事をやり終えていないこと、（15）は洗濯

をし終わっていないこと、（16）は四国八十八ヶ所の一つにまだ行っていないことを表し

ている。

　　⑥行為の未完了を表す

　　　（14）　仕事を残している。

　　　（15）　洗濯物を残している。

　　　（16）　四国八十八ヶ所の一つを残している。
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　次の⑦は有情物である対象を強制的にその場所にとどめることを表す用法である。同

じ有情物の場合でも、⑤は主体が対象を連れ去らなかったため放置されることを表すの

に対し、⑦は主体が強制的に対象をその場にとどまらせる（移動させない）ことを表す

という違いがある。

　　⑦対象（有情物）をその場にとどめおく

　　　（17）　生徒を教室に残す。

　次の⑧は有情物である対象を殺さずに生かしておくことを表す用法である。これも主

体の意志によって対象を残存させる点では⑦と同じである。しかし、⑦が対象の意志

（「帰りたい」）を念頭においた使役的な表現であるのに対し、⑧は対象の意志とは関係な

く主体の一方的な意志に基づく他動詞的な表現である。その点で⑧は③に近い意味を表

している。

　　⑧対象（有情物）を殺さずに生かしておく

　　　（18）　敵を殺さずに残す。

　次の⑨はある制限された時間や距離の残余期間・残余区間を表す用法である。また、

⑩は相撲などで負けそうになったところを踏みとどまることを表す用法である。

　　⑨制限された時間や距離の一部を余す

　　　（19）　開幕まであと一週間残している。

　　　（20）　ゴールまであと一キロ残している。

　　⑩（相撲などで）踏みとどまる

　　　（21）　土俵際で体を残す。

　以上、本節では本動詞「残す」の意味について整理した。

３．コーパスによる量的研究

　本稿ではインターネットの WWW ページをコーパスとして、「－残す」がどのような

動詞と共起しやすいのかを見る。WWW ページをコーパスとして使うことに関しては、

不自然な表現が混じるのでよくないなどの批判もある。しかし、荻野（2007：32）が

「WWW をデータベースとして考えると本質的な欠陥があるのだが、検索エンジンの返
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してくる検索件数を単純に信じるのではなく、WWW 上の用例を個別に読みながら利用

すれば、使い物になる面があるのではなかろうか」と主張しているように、使い方次第

で WWW ページは有用なコーパスになると考えられる。1） 実際、『新潮文庫の 100 冊』

の検索結果と比べると、両者はかなり一致した出現傾向を見せる。むしろ、WWW ペー

ジの方がコーパス規模が巨大であり、特定のジャンルに偏らずに検索できる分、日本語

の総体を見るには有利である。以下に本稿で使用したコーパスの概要を記しておく。

　① CD-ROM 版『新潮文庫の 100 冊』

　　　検索対象：日本人作家による 67 冊

　　　検索方 法：ソフトに付いている検索機能で「残」、「のこ」が付く表現を全て検索

し、その中から複合動詞「－残す」を抽出した。（名詞の「～残し」は含め

ていない）

　② 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：2008 年 5 月 31 日～2008 年 6 月 30 日

　　　検索方 法：前項動詞は『日本語基本動詞用法辞典』にある 852 語を含む 1,068 語

を対象とし、これらと漢字表記の「－残す」、「－残した」、「－残さない」、

「－残さなかった」、「－残します」、「－残しました」、「－残しません」、 

「－残して」の共起について検索した。表 2 にはその合計ヒット数を示して

ある。（連用形の「－残し」は名詞の「～残し」も多数含まれるため検索対

象から外した）

４． CD-ROM 版『新潮文庫の 100 冊』の検索結果

　CD-ROM 版『新潮文庫の 100 冊』からは合計 154 例の「－残す」が出現した。前項

動詞の異なり語数は 21 語であった。このうち 37％が「取り残す」の例であり、次いで

「引き戻す」が 23％、「連れ戻す」が 17％であった。この 3 つで全体の 77％を占め、残

りは合わせて 23％であった。これを表 1 に示す。

　このうち、出現数 1 位の「取り残す」は（22）、（23）のように 57 例中 53 例が「取り

残される」のように受身の形を取っている。いずれも他者はよそへ去っていき、自分だ

けがその場に残されるという意味で使われている。

　　　（22）　 加藤は、この広大な自然の、大きな動きの中に、ひとりで取り残されてい
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ることが不安でならなかった。（新田次郎『孤高の人』）

　　　（23）　 同期生との技術的な差は開くばかりで、自分だけが一人取り残されていく

ような焦躁感にかられる。（吉村昭『戦艦武蔵』）

　また、出現数 2 位の「言い残す」は 35 例中 33 例が（24）のように「対象の残留」の

意味で使われ、2 例が（25）のように「行為の未完了」の意味で使われている。ただし、

後者の場合にも言い残したことの残留があり、単に行為が未完了に終わったことを表す

のではなく、すべきことがまだ残されていることを表している。

　　　（24）　 「今度から、ちゃんとやれよ。な、な」と言い残して控室を出ていった。（沢

木耕太郎『一瞬の夏』）

　　　（25）　 そこをゆっくりと通り抜け、出口のところまできた時、ひとこと言い残し

たことがあるような気がしはじめた。（沢木耕太郎『一瞬の夏』）

　さらに、出現数 3 位の「書き残す」は 26 例全てが（26）、（27）のように「対象の残

留」の意味で使われている。

　　　（26）　 ほんとをいいますと、小説、物語というのは、神代からこの世にあること

を書き残したものでしてね。（田辺聖子『新源氏物語』）

　　　（27）　 私は新聞で乃木大将の死ぬ前に書き残して行ったものを読みました。（夏目

漱石『こころ』）

　続く「思い残す」、「食べ残す」、「飲み残す」は（28）～（30）のように「思い切れな

い」、「食べ切れない」、「飲み切れない」の意味で「行為の未完了」を表している。ただ

し、いずれも未練や飲食物の残留を前提とした表現であり、「対象の残留」にも意味がつ

表 1　「－残す」の出現数（『新潮文庫の 100 冊』）2）

「－残す」 出現数 「－残す」 出現数 「－残す」 出現数

1 取り残す 57 8 やり残す 2 〃 積み残す 1

2 言い残す 35 9 し残す 1 〃 見残す 1

3 書き残す 26 〃 質問し残す 1 〃 踏み残す 1

4 思い残す 8 〃 植え残す 1 〃 焚き残す 1

5 食べ残す 7 〃 刈り残す 1 〃 付け残す 1

6 飲み残す 4 〃 売り残す 1 〃 捨て残す 1

7 閉め残す 2 〃 降（ふ）り残す 1 〃 暮れ残す 1
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ながっている。

　　　（28）　 私の場合はもうたっぷりと人生を楽しんだし、思い残すこともありません

からな。（村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』）

　　　（29）　 自分の食べ残した鮭の切身を子供の茶碗の中へほうりこむ。その礼を失す

ること、傍若無人ぶりは、たしかに高貴と名づけてもよい。（北杜夫『楡家

の人びと』）

　　　（30）　 母親の乳の出がわるく、半分牛乳で育っているこの赤子は、その牛乳も飲

み残してややもするともどすことが多かった。（北杜夫『楡家の人びと』）

　他の例の場合も、基本的に（31）～（33）のように「行為の未完了」を表すときにも

何らかの対象の残留が伴っている。

　　　（31）　 「（略）急なことで心の準備もできておらんだろうし、この世界にやり残し

ておることもいっぱいあるでしょう」（村上春樹『世界の終りとハードボイ

ルド・ワンダーランド』）

　　　（32）　 取調べはすんだというが、出発までに質問し残した点を思い出した時の、

相手の便宜を考えたためであった。（星新一『人民は弱し　官吏は強し』）

　　　（33）　 去年のくれに売のこした品物を、伝吉がいずれまた売はらうつもりで、菊の

紋の附いた金盃はじめなにやかや一まとめにサロンの戸棚にしまっておい

たのも（後略）。（石川淳『処女懐胎』（『焼跡のイエス・処女懐胎』より））

　これに関して影山（1993：157）は、「「～残す」も、残すべき目的語表現が補文中に必

要であり、パーティで十分騒いだけれどまだ「＊騒ぎ残している」などと言うことはでき

ない。ここでもまた「残す」が補文構造を取りながらも、その補文中の目的語に言及し

ていることが分かる」と指摘している。たしかに、これに反する「降（ふ）り残す」や

「暮れ残す」は「降り残る」、「暮れ残る」と言ったほうが自然であると思われる。

５．インターネットの WWW ページの検索結果

　次にインターネット検索の結果を見る。今回調査した 1,068 語の動詞のうち、「－残す」

と 1 件以上共起したものは 313 語であった。このうちヒット数上位 60 位までを示すと表

2 のようになる。表 2 でも、「－残す」は「取り残す」、「言い残す」、「書き残す」、「思い

残す」、「食べ残す」、「飲み残す」などが上位に来ている。
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　先の CD-ROM 版『新潮文庫の 100 冊』の調査では、「取り残す」が 1 位で全体の 37％

を占めるほどであったのに、こちらの調査では 6 位にはつけているものの 1 位の「書く」

の 10 分の 1 の出現数でしかない。これは先の調査からも分かるように、「取り残す」は

「取り残される」のように受身の形で使われることが多いのに、今回の WWW 検索では 

受身の形を検索対象にしていなかったためであると考えられる。そこで 2008 年 7 月 7 日

に改めて「取り残される」、「取り残された」、「取り残されない」、「取り残されなかった」、

「取り残されます」、「取り残されました」、「取り残されません」、「取り残されて」の形を

検索したところ、合計で 512,313 件出現した。同様にして「書き残される」は 16,104 件、

「言い残される」は 2,387 件、「やり残される」は 223 件、「思い残される」は 40 件、「食

べ残される」は 1,910 件出現した。このことからも、「取り残す」は受身の形で使われる

ことが多いことが分かる。

表 2　「－残す」と共起する動詞上位 60 語（WWW ページより）

前項動詞 ヒット数 前項動詞 ヒット数 前項動詞 ヒット数

1 書く 157,602 21 塗る 644 41 歌う 128

2 言う 134,215 22 売る 641 42 歩く 120

3 やる 108,454 23 撮る 600 43 登る 119

4 思う 91,514 24 見る 541 44 吸う 112

5 食べる 54,606 25 降る 432 45 打つ 106

6 取る 14,568 26 磨く 386 〃 産む 〃

7 遣る 14,219 27 生きる 360 47 埋める 99

8 積む 10,886 28 作る 342 48 聞く 96

9 使う 5,885 29 削る 333 49 教える 95

10 食う 5,783 30 置く 288 〃 録る 〃

11 伝える 5,369 31 縫う 278 51 焼く 93

12 飲む 3,299 32 守る 225 〃 詠む 〃

13 語る 2,402 33 拭く 214 53 生む 90

14 買う 2,241 34 掘る 196 54 申す 87

15 描く 2,039 35 売れる 185 55 消す 84

16 洗う 1,782 36 乗る 170 56 解く 82

17 読む 1,477 37 記録する 162 57 選ぶ 69

18 行く 1,472 38 彫る 151 58 写す 63

19 剃る 852 39 記す 139 59 出す 60

20 切る 736 40 植える 134 60 撃つ 58
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６．複合動詞「－残す」の意味

　次に本動詞「残す」と比較しながら複合動詞「－残す」の意味について見る。複合動

詞「－残す」には、まず①のように対象を原状のまま保持することを表す用法がある。

　　①対象を～して保持する

　　　（34）　この美しい自然を次の世代まで守り残そう。

　ここから②のように新しく対象を生み出してそれを世にとどめることを表す用法と、

③のように現存する対象を消費しつくさずに一部とどめることを表す用法とが生じる。

両者は②が主体による行為の履行によって対象が残存するのに対し、③は主体による行

為の不履行によって対象が残存するという点で違いがある。また、先の本動詞「残す」

の③の場合、対象を全て残す場合にも一部残す場合にも使われるのに対し、複合動詞 

「－残す」の③の場合は対象を一部残す場合にのみ使われるのが普通であるという違いが

ある。例えば、「料理を食べ残した」と言えば少しは食べたことを含意し、「ドルを使い

残した」と言えば多少はお金を使ったことを含意している。したがって、当該行為にそ

もそも着手していない場合には、単に「料理を残した」、「ドルを残した」と言うのが自

然である。

　　②対象を～して世にとどめる

　　　（35）　国家の記録を歴史書に書き残す。

　　　（36）　死ぬ前に家族に遺言を言い残しておく。

　　　（37）　モーツァルトは世にたくさんの名曲を作り残した。

　　③対象を～しつくさずに一部とどめる

　　　（38）　満腹だったので料理を食べ残した。

　　　（39）　旅行で米ドルを使い残した。

　　　（40）　黒板の字を消し残しておいた。

　　　（41）　いい加減な掃除で床にゴミを掃き残す。

　さらに②の派生として、④のように未練な感情が消えずに心にとどまることを表す用

法がある。②も④も新たに生み出された対象の残存を表すという点では同じであるが、

②は主体の意志的な行為によるものであるのに対し、④は主体のコントロールが効きに

くい感情によるものであるという点で違いがある。また、先の本動詞「残す」の④の場

合、プラス指向の「希望」でもマイナス指向の「未練」でも対象に取るのに対し、複合
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動詞「－残す」の④の場合はマイナス指向の「未練」しか対象に取れないという違いが

ある。一方、③の派生として、⑤のように連れて行くべき対象（有情物）を元の場所に

放置することを表す用法がある。③も⑤も対象を消費（除去）したり退去させたりせず

元の場所にとどめることを表す点では共通しているが、③の対象が自分では動けない無

情物であるのに対し、⑤の対象は自分で動ける有情物であるという点で違いがある。ま

た、複合動詞「－残す」の場合、ただ単に対象をそこに置き去りにするのではなく、掬

い取ろうとしても掬い取れないという含意がある。この点で本動詞「残す」の⑤にはこ

うした意味が必ずしも含まれないのとは対照的である。

　　④未練な感情が消えずに心にとどまる

　　　（42）　この世に思い残すことなく逝く。

　　⑤連れて行くべき対象（有情物）を放置する

　　　（43）　現地に被災者を取り残す。

　一方、⑥は当該の対象に働きかける行為が未完了であることを表す用法である。すな

わち、（44）は仕事をやり終えていないこと、（45）は洗濯物を洗い切っていないこと、

（46）は四国八十八ヶ所にまだ行きつくしていないことを表している。いずれの場合も、当

該の行為に着手したものの完全にはその行為をやりつくしていないことを表している。 

したがって、全くその行為に踏み切っていない場合には「～し残す」とは言わず「～し

ていない」というのが自然である。また、この用法の場合、仕事や洗濯物のように何ら

かの対象の残存が見られる場合に使われるのが普通である。「行く」の場合もいわゆる目

的語とは違うが、「どこどこに」という目的地が広い意味での行為の対象（消費物）とし

て考えられる。一方、「会う」、「動く」、「悩む」のように対象への働きかけよりは行為そ

のものに焦点の当たる動詞は「－残す」と共起しにくいことが分かる。

　　⑥行為の未完了を表す

　　　（44）　仕事をやり残す。

　　　（45）　洗濯物を洗い残す。

　　　（46）　四国八十八ヶ所の一つに行き残す。

　また、⑦は有情物である対象を強制的にその場所にとどめることを表す用法であり、

⑧は有情物である対象を殺さずに生かしておくことを表す用法である。いずれも本動詞

「残す」を使って表現するのは自然であるが、複合動詞「居残す」、「生き残す」はやや不

自然な感じがする。WWW 検索では「居残す」が 19 件、「生き残す」が 360 件出現した
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が、それぞれ「居残らせる」、「生き残らせる」と言ったほうが自然であると思われる。

　　⑦対象（有情物）をその場にとどめおく

　　　（47） 生徒を教室に居残す。（c.f. 居残らせる）

　　⑧対象（有情物）を殺さずに生かしておく

　　　（48） 敵を生き残す。（c.f. 生き残らせる）

　なお、本動詞「残す」の⑨と⑩に対応する複合動詞「－残す」は非文かかなり不自然

である。

　　⑨制限された時間や距離の一部を余す

　　　（49） ＊開幕まであと一週間あり残す。

　　　（50） ＊ゴールまであと一キロ余り残す。

　　⑩（相撲などで）踏みとどまる

　　　（51） ？？土俵際で体を踏ん張り残す。

　以上、複合動詞「－残す」の意味について整理した。

７．「対象の残留」と「行為の未完了」のイメージ

　前節では「－残す」に 8 つの用法があることを見た。これらは還元すれば大きく「対

象の残留」を表す用法と「行為の未完了」を表す用法の 2 つに分けることができる。次

にこれらの用法のイメージを図で説明することにする。

　まず、「対象の残留」から見ていく。図１は対象を原状のまま保持することを表す

「－残す」の例である。当該の行為をすることによって対象の変化を防いでいることを 

表している。この意味で使われる「－残す」には「守り残す」がある。

　一方、同じ「対象の残留」でも、図 2 はもともと何もないところに、当該の行為をす

ることによって新しく対象を出現させてそれを保持することを表す「－残す」の例であ

る。この意味で使われる「－残す」には「書き残す」、「言い残す」、「塗り残す」、「張り

残す」、「撮り残す」、「注文し残す」などがある。これらの前項動詞は対象の出現を表す

意味を持つ点で特徴がある。「思い残す」も対象である未練心を生み残すことを表すた

め、この用法の派生であると考えられる。

　逆に、同じ「対象の残留」でも、図 3 はもともと何かあったところから、当該の行為

をすることによって対象を消去する際、一部そのまま保持することを表す「－残す」の
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例である。この意味で使われる「－残す」には「消し残す」、「使い残す」、「食べ残す」、

「洗い残す」、「剃り残す」、「磨き残す」などがある。これらの前項動詞は対象の消去を表

す意味を持つ点で特徴がある。「取り残す」も有情物の対象を連れ去らずに残すことを表

すため、この用法の派生であると考えられる。

　興味深いことに、動詞の中には図 2 のイメージでも図 3 のイメージでも使われるもの

がある。例えば、「焼き残す」は焼印を入れるような場合は図 2 のイメージで使われ、周

囲だけ焼けて一部焼け残ったことを表す場合には図 3 のイメージで使われる。「積み残

図 1　対象の残留（原状の保持）

図 2　対象の残留（対象の出現）

図 3　対象の残留（周囲の消滅）
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す」も同様である。それぞれの例を（52）、（53）に示す。「捨て残す」、「選び残す」など

も対象の出現を表す用法と、周囲から置き去りにされたことを表す用法とがある。

　　　（52） a.　蒲鉾の板に焼印で字を焼き残す。（対象の出現）

 b.　火事で母屋が全焼し、離れだけ焼き残した。（周囲の消滅）

　　　（53） a.　日本社会には大きな課題が積み残されている。（対象の出現）

 b.　満員でバスがお客さんを積み残して行ってしまった。（周囲の消滅）

　次に「行為の未完了」を表す用法について見る。これは図 4 のようなイメージで表さ

れる。図 4 は「料理を食べる」という行為について、Ｘ軸を行為の流れ、Ｙ軸を対象の

消費量としてとった図である。料理を食べ始めた後、対象である料理が完全に消費され

た時点が「食べ尽くす」であり、それ以前の料理が残っている部分が「食べ残す」であ

る。料理を食べ始める以前は「食べ残す」とは言わず、あくまで食べ始めた後に残って

いる場合に「食べ残す」と言う。この意味で使われる「－残す」には「食べ残す」、「使

い残す」、「消し残す」、「書き残す」、「言い残す」、「塗り残す」などいわゆる他動詞を前

項動詞として取るもののほか、「行き残す」、「歩き残す」、「乗り残す」、「遊び残す」など

自動詞を前項動詞として取るものもある。いずれも広い意味で対象の消費を伴う動詞で

あるという点で共通している。3）

８．まとめ

　以上、本稿ではコーパスを利用して複合動詞「－残す」の用法について分析した。最

後に本動詞「残す」と複合動詞「－残す」の意味の対応を表 3 にまとめておく。

　なお、WWW 検索からは「降（ふ）り残す」（432 件）、「生き残す」（360 件）、「売れ

図 4　行為の未完了
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残す」（185 件）、「居残す」（19 件）、「暮れ残す」（11 件）、「逃げ残す」（5 件）、「戦い残

す」（5 件）などの例も出現する。しかし、これらは「－残る」から派生してできた例で

表 3　本動詞「残す」と複合動詞「－残す」の対比

本動詞「残す」 複合動詞「－残す」

①対象を保持する ①対象を～して保持する

・自然を残す。 ・自然を守り残す。

②対象を生み出して世にとどめる ②対象を～して世にとどめる

・紙に記録を残す。 ・紙に記録を書き残す。

・家族に遺言を残す。 ・家族に遺言を言い残す。

・世に名曲を残す。 ・世に名曲を作り残す。

③対象を消費せずにとどめる ③対象を～しつくさずに一部とどめる

・料理を残す。 ・料理を食べ残す。

・米ドルを残す。 ・米ドルを使い残す。

・黒板の字を消さずに残す。 ・黒板の字を消し残す。

・床にゴミを残す。 ・床にゴミを掃き残す。

④感情を消さずに心にとどめる ④未練な感情が消えずに心にとどまる

・心に未練（悔い / しこり / 希望）を残す。 ・この世に思い残すことなく逝く。

⑤対象（有情物）を放置する ⑤連れて行くべき対象（有情物）を放置する

・現地に被災者を残す。 ・現地に被災者を取り残す。

⑥行為の未完了を表す ⑥行為の未完了を表す

・仕事を残している。 ・仕事をやり残す。

・洗濯物を残している。 ・洗濯物を洗い残す。

・四国八十八ヶ所の一つを残している。 ・四国八十八ヶ所の一つに行き残す。

⑦対象（有情物）をその場にとどめおく ⑦対象（有情物）をその場にとどめおく

・生徒を教室に残す。 ・生徒を教室に居残す。（c.f. 居残らせる）

⑧対象（有情物）を殺さずにとどめおく ⑧対象（有情物）を殺さずにとどめおく

・敵を殺さずに残す。 ・敵を生き残す。（c.f. 生き残らせる）

⑨制限された時間や距離の一部を余す

・開幕まであと一週間残している。 ・＊一週間あり残す。

・ゴールまであと一キロ残している。 ・＊一キロ余り残す。

⑩（相撲などで）踏みとどまる

・土俵際で体を残す。 ・？体を踏ん張り残す。
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あると考えられる。これについては次号で考察することにする。

付記：本稿平成 19-21 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））（課題番号 19520451）に

よる研究成果の一部である。

注

1） 杉村（2007）では、WWW ページが有用なコーパスとなりうることを実際の言語分析を通して
論じている。

2） 「言い残す」、「云い残す」、「いいのこす」のように表記の違うものもまとめて示してある。
3） 杉村（2008：73）では「行為の完遂」を表す「－切る」の分析において、「夕食を食べ切る」の

ヲ格も「42.195 キロを走り切る」のヲ格も行為達成のための「消費物」を表しているという点
で共通していることを指摘した。
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