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いわゆる「壁塗り交替」についての一考察 
 

麗澤大学大学院 博士後期課程 2 年 

夷石 寿賀子 ISEKI Sugako 

  

 
【概要】 
 本稿では，現代日本語における構文交替いわゆる「壁塗り交替」について検討を行う。

動詞が形態的変化をせずに異なる構文をとるという構文交替のひとつ「壁塗り交替」は解

釈の問題や交替が起きる動詞のグループなどが検討されてきたが，先行研究は一定の名詞

句，動詞での検討であり，解釈の問題もすべての交替に共通していないなどいくつかの問

題点がある。そこで本稿では，交替が起きるとされる動詞を中心に先行研究の問題点を踏

まえながら検討を行った。その結果として本稿では，まず先行研究でいわれる部分対全体

の解釈の差異というのは先行研究でいわれる動詞の意味ではなく，文脈から派生するもの

であるということを主張する。そして交替がおきるとされる代表的な動詞「塗る」などの

一部の動詞と語彙に全体解釈が含まれている動詞には，区別の必要性があることを述べる。 
 
0.はじめに 

「構文交替」とは，能動文から受動文へと文が作られる時に，動詞の形が「受身形」と

いう形態をとるが，動詞がそのような形態的変化をせずに異なる構文をとる，つまり日本

語においては格の形式が交替する以下のような現象のことをさす(影山(2001)，岸本(2001，
2004)，川野(2001)他)。 
 

(1) a. John sprayed paint on the wall.    b. John sprayed the wall with paint. 
(2) a.ジョンは，壁に ペンキを 塗った.   b. ジョンは，ペンキで 壁を 塗った. 
(3) a. 車が道路にあふれていた.     b. 道路が 車で あふれていた.  

岸本(2001) 
 

(4) a. 太郎は 矢で 熊を 射た.         b. 太郎は 熊に 矢を 射た.  
岡本他(1998) 

(5) a. 弾が 的に 当たる.             b. 的が 弾に 当たる.  
定延(1990) 

(6) a. 肥大に 指が さわった.          b. 肥大が 指に さわった. 
夷石(2004) 
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(2)(3)(4)の交替に関して具体的にみると，共通する助詞(「を」または「が」)がそれぞれ

動く交替である。そして，(5)(6)の交替は格助詞が正反対に入れ替わるように交替している。

いずれもいわゆる書き換えといえる現象であり，これらを「構文交替」とよぶ。 
構文交替の現象は英語を中心に多くの研究があり，交替が起きる動詞には，意味的な共

通点があることが指摘されている。また，それぞれの構文は，実質的な意味はほぼ同じだ

と考えられるが，実際は意味の違いを伴っていると言われている(影山(2001)他)。 
夷石(2004)においては接触動詞「さわる」「ふれる」の構文交替について検討を行ったが，

本稿では，今後さらに構文交替を扱うにあたり，改めて現代日本語の構文交替の研究の中

でもっとも検討が進んでいる「壁塗り交替」について今までの先行研究における問題点，

構文交替の軸とされている動詞について主に検討，考察を行うものである。 
 

1.先行研究 
1.1「壁塗り交替」 
「壁塗り交替(代換)」とは「場所格交替」とも呼ばれるが，本稿では「壁塗り交替」とい

う呼び方で統一する。壁塗り交替の研究は，主に英語において検討されている。そして，

日本語においても英語同様に場所に関して交替がおこる点などから注目され，検討が重ね

られている。 
具体的に日本語の壁塗り交替とは，先にあげた例文(2)(3)にあたる。他動詞では(2)のよう

な直接目的語(ヲ格)と，移動物(デ格)または場所(ニ格)との間での名詞句における交替，自

動詞では(3)のような主語(ガ格)と移動物(デ格)または場所(ニ格)との間での名詞句における

交替現象ある (岸本(2001，2004)，川野(2001)など)。 
 
1.2 交替が起きる動詞 
以下岸本（2001）があげている壁塗り交替がおきる具体的な動詞をあげる。 
 
取りつけを表わす動詞 
[塗り込み] 塗る，張る，葺く，からめる/からまる，和える，染める/染まる，飾る 
[積み上げ] 盛りつける，山積みにする，山盛りにする 
[放散] ちりばめる，散らかす/散らかる，にじむ，まぶす，敷き詰める 
[詰め込み] 詰める/詰まる，満ちる，満杯になる/満杯にする，溢れる，埋める/埋まる，

混む，立て込む，つかえる，いっぱいになる，満たす 
[光の放出] 輝く，光り輝く 
[振動] 響く，鳴り響く，反響する 
[開花] 満開になる 
[その他] 刺す，巻く 
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除去を表す動詞 
[除去]空ける/空く，空になる，片づける/片づく，(川を)さらう，涸れる，飲み干す，干上

がる，あさる，ぬぐう 
[漏出]漏れる，漏る，流す，絞る，溢れる，氾濫する 
[その他]かえる 

岸本(2001)より 
 
以上のように壁塗り交替を起こすとされる動詞は「spray に代表される「塗装」の意味を

持つ動詞や，load に代表される「詰め込み」を表わす動詞，さらに clear, wipe のような「除

去」の意味を表わす動詞があり，また，これらに対応するような自動詞も同じ構文交替に

関わる」(岸本 2001)と述べられているように，英語では spray，smear，clear，日本語で

は「塗る」「片付ける」などといった「取りつけを表わす動詞」及び「除去を表す動詞」に

起こると指摘されている。 
 
1.3 二重の意味構造 

壁塗り交替が起きる動詞の条件として，英語では Pinker(1989)などによると「移動」の

意味と「場所の状態変化」の両方の意味を持つことができる動詞である。つまり「移動」「場

所の状態変化」という二重の意味構造をもつ動詞においてこの壁塗り交替がおきるとされ

ている。 
また日本語においても同様のことがいわれている。日本語における二重の意味構造の検

討については，まず Kageyama(1980)が以下のように説明している。 
 

  a. [Agent] [Theme / Instr] [Goal] V 
    b. [Agent] [Instr] [Goal / Theme] V 
    a. 私が ペンキを 壁に 塗る。 
  b. 私が ペンキで 壁を 塗る。   Kageyama(1980) 

 
Kageyama(1980)は，手段であるペンキがはじめ[Theme][Instr]の二重格であるが，その

うち[Theme]が壁の[Goal]に移動するという「格移動規則」をたて，この交替を説明してい

る。さらに奥津(1981)は以下のような一種の複文構造として説明している。 
 
 塗る：<動作主，対象１，目標>ソシテ<動作主，対象２，始発，結果，手段> 
 
<動作主>ガ<対象１>ヲ<目標>ニ付着させ，ソシテ，ソノ<対象１>ヲ<手段>トシテ<対象２

>マタハ<始発>ノ状態ヲ<手段>デ覆ワレタ状態ニ変エル。 
奥津(1981) 
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奥津は，「前半は移動動詞文の一種である付着動詞文，後半は変化動詞文であり，「塗ル」

はこの両者をあわせたもの」として説明をしている。そして，表層にあらわれる場合には

前半の付着動詞文か後半の変化動詞文のいずれかを「選択」した構文が表層文にあらわれ

ているとしている。次に概念意味論的な説明を詳しく行っている岸本(2001)によると以下の

通りである。 
 
壁塗り交替は，動詞がその語彙の意味として，移動物の動きを指定する意味と，移動

の結果として場所に影響を及ぼすという意味との二面性を持つことができるときに可

能になる。 
 
壁塗り交替に参加できる動詞は，pour 型(1と fill 型(2の両方の性質を兼ね備えている動

詞であると推測できる。行為連鎖の意味構造の中で意味的に重視(焦点化)される部分を

XXX で表わして整理してみよう。 
    
      <行為>→ <移動物の動き>→ <場所の結果状態> 

pour 型         XXX 
fill 型                    XXX 
交替型          XXX        XXX 

 
pour 型の動詞は，移動の様式や力学的な作用のみを描写するために壁塗り交替ができ

ず，また，fill 型の動詞は，場所に及ぼされる影響のみを叙述し，移動物の動きを指定

しないので，これまた，壁塗り交替ができない。そうすると，壁塗り交替が成り立つ

のは，動詞が「Z が Y を X に動かす」という移動の意味と，「X が Y に動くことによっ

て Z が Y の状態変化を引き起こす」という場所の状態変化の意味の両方を持つことが

できる場合に限られるということになる。 
岸本(2001) 

 
 このように日本語における先行研究においては，壁塗り交替が起きる動詞は，用語はそ

れぞれだが動詞に「移動」と「場所の状態変化」の二重の意味構造を持っているという考

えで共通している。 
 
 
                                                   
(1 動きの様態に重点を置いて表現する移動物を直接目的語にとる構文のみを選択する「中身指

向」の動詞のもの(岸本 2001)。 
(2 移動物の動きよりそれが付着する場所の状態に重点をおく容器名詞を直接目的語にとる構文

のみを選択する「容器指向」の動詞のもの。その場所の状態を表す(岸本 2001)。 



5 

1.4 構文解釈 
次に壁塗り交替における議論の中心のひとつとして，「部分対全体」という構文の解釈の

違いについての議論がある。 
 

(7) a. ペンキで 壁を 塗った。     b. 壁に ペンキを 塗った。 
  
(7)a のような場所を直接目的語とする構文は「全体を覆い尽くされる」という解釈をう

け，(7)b の構文は「部分的に塗られたか，全体かのいずれでもかまわない」という解釈を

うけるというものである。 
この「部分対全体」という解釈の違いについて岸本(2001)は，交替を起こす動詞が「移動」

「場所の状態変化」という二重の意味構造をもつことに関連し，「移動」または「場所の状

態変化」を意味する「移動物」「場所」といったいずれかの名詞句が直接目的語，ヲ格で表

示されることにより，意味構造のうち場所であれば「場所の状態変化」，移動物であれば「移

動物の動き」のいずれかの部分が意味的に焦点化され，焦点化されるのが場所であればそ

の場所の状態を表すため通常は全体解釈が得られるとしている。 
しかし，この「部分対全体」という解釈は全ての交替するとされている動詞に認められ

るわけではなく，一部先行研究においても「塗る」などの一部の動詞以外ではこの部分対

全体解釈が起こらないことが指摘されている。 
 
1.5 先行研究のまとめ 
以上先行研究において指摘，検討されていることは大きく二つである。 
第一に壁塗り交替が起きる動詞は一定のグループがあり「移動」「場所の状態変化」とい

う二重の意味構造をもつ。第二に全てではないが，それぞれの構文に「部分対全体」とい

う構文の解釈の違いがある。 
しかし，先行研究からは以下のような問題点が指摘できる。 
 
1. 動詞の二重の意味構造を認め，交替が起きる動詞をグループ化しているが，何故構

文交替が起きるのかという交替が起きる原因の説明にはなっていない。 
2. 部分対全体という解釈がすべての構文に成り立つわけではない。 
3. 先行研究では，構文交替の検討が一定の条件の名詞句と動詞(壁塗りの場合は「壁」

と「ペンキ」，「塗る」)で多くが検討している。 
4. 交替が起きる動詞の中でも，交替した一方の構文が不自然なものがある。 

 
これらの問題点を軸に以下考察を行う。 

 
 



6 

2.動詞「塗る」 
まずもう一度壁塗り交替の例文を確認する。 
 
(8) a.ジョンは，壁に ペンキを 塗った.     b. ジョンは，ペンキで 壁を 塗った. 
(9) a.車が道路にあふれていた.       b. 道路が 車で あふれていた.  
(10) a.コップに水を満たす。         b. 水でコップを満たす。 
 
壁塗り交替と呼ばれる交替には以上のようないくつかの例文があげられるが，現代日本

語の先行研究では英語の例文にそって動詞では(8)の「塗る」の例文が議論の中心となって

いる。そして英語における現象に準拠しているためか日本語で検討されている「塗る」の

例文の名詞の多くが「壁」「ペンキ」に限定されている。そのため壁塗り交替自体の検討が

かなり制限された中で検討されているともいえる。 
 また先行研究における議論の中心のひとつである「部分対全体」という解釈の違いは，

壁塗り交替の中で最も検討されている(8)の「塗る」では認められるが，(9)(10)の動詞「あ

ふれる」「満たす」の場合には部分対全体解釈がみられない。これは「あふれる」「満たす」

といった動詞は語彙的に完了を表し，すでに全体解釈が含意されているというところに要

因があると考えられる。 
このように部分対全体解釈がすべての動詞にあてはまらないということであるならば，

逆にいえば「塗る」など部分対全体解釈が起きる動詞が，同じ形式で交替が起きている動

詞の中でも特殊だという考え方ができる。言い方を変えれば，同じ条件の他の動詞でも同

じ形式の構文交替が認められているのに，なぜ「塗る」では解釈に違いが起きているかと

いう疑問が浮かぶ。そこでまず「塗る」における交替から改めて検討を行う。 
  
2.1「壁」「塗る」における交替の再検討 
 動詞「塗る」を検討するにあたって「塗る」の辞書記述をまず確認したい。先行研究に

おいて唯一動詞の多義的な意味に注目している奥津(1981)は，壁塗り交替は多義的な意味の

うち一定の意味において起こると述べている。 
動詞「塗る」の辞書記述は以下の通りである。 

 
1. 物の表面に液や塗料などをなすりつける。 
2. 壁土や漆喰などをなすりつけて、塀・壁・壇などを築造する。 
3. 自分の罪や責任を関係のない人に負わせる。 
4. 装いつくろう。欠点などを覆い隠す。  

 日本国語大辞典(1975) 
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通常，「塗る」という動詞において中心となる意味は 1.にあたる「物の表面に液や塗料な

どをなすりつける」である。しかし，奥津は 2.の「壁土や漆喰などをなすりつけて、塀・

壁・壇などを築造する」のみに交替が起きると述べている。 
他の辞書の記述などをみても 2.の意味をとる場合，場所である「壁」を直接目的語とす

る例文「壁を塗る」があわせて記述されているように「壁をつくる」という意味の場合，

場所が直接目的語にくる構文をとるといえる。そしてこの辞書にあげられている例文はま

さに壁塗り交替で検討されている「壁」と「塗る」が使われている構文である。 
なお『青空文庫』(3において場所「壁」を直接目的語にする用例にあたると以下のような

ものがあった。 
 

(11) 部屋《へや》の隅に据えた姿見《すがたみ》には、西洋風に壁を塗った、しかし

日本風の畳がある、――上海《シャンハイ》特有の旅館の二階が、一部分はっ

きり映《うつ》っている。 
芥川龍之介『母』 

 
(12) これは水が両岸に激して発するのでもなく、また浅瀬のような音でもない。たっ

ぷりと水量があって、それで粘土質のほとんど壁を塗ったような深い溝を流れ

るので、水と水とがもつれてからまって、揉みあって、みずから音を発するの

である。何たる人なつかしい音だろう！ 
国木田独歩 『武蔵野』 

 
(11)(12)は 2.の意味の「壁を作った」という意味を表している。そして青空文庫で壁を直

接目的語としたのはこの(11)(12)のみであった。 
ここまでをまとめまず先行研究でもっとも検討される日本語「塗る」とそして「壁」の

例文における壁塗り交替の解釈の違いについて改めて検討する。 
先行研究において部分対全体解釈というのは動詞の二重構造における焦点化の結果とさ

れていた。しかし「壁を塗る」という直接目的語に「壁」，動詞に「塗る」と揃った場合に

とられる解釈は，日本語の動詞「塗る」における多義的な意味である壁を築造するという

意味を根底にし「壁をつくる」という動作の目的が明確にされている構文といえ，その結

果とらえられるのがいわゆる「全体解釈」だと考えられる。つまり「塗る」の全体解釈は

                                                   
(3『青空文庫』http://www.aozora.gr.jp/とは，インターネット上の電子図書館で，著作権の消

滅した作品と，筆者が「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを公開しているもので

ある。本稿においては現時点でインターネット上において公開されているものではなく，パソコ

ン雑誌の『ASCII』(月刊アスキー) 2002 年 6，7 月号の付録 CD-ROM に収録された 2002 年 4

月 3 日時点の作家名あ行からわ行までのデータを使用し検索を行っている。 
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動詞「塗る」だけの意味ではなく，名詞「壁」がともなうことで発生する，文脈からくる

ものであるといえる。 
またここまで「壁」「塗る」の組み合わせの検討においていずれも「ペンキで」にあたる

移動物が省略されているが，省略が可能であるのも動作目的が明確であるということに関

連している。何故なら日本語における「壁を塗る」といって壁の築造を意味する場合，そ

もそも壁を作り上げる材料には背景として「壁土」などと理解されているか，または文脈

から十分に判断が可能であり省略が可能である。 
なお，交替の一方の構文である移動物を直接目的語にとる「壁にペンキを塗る」の場合

には，場所そのものを作り上げるのではなく，移動物をつけるという「塗る」の典型的な

1.の意味の構文である。1.の意味であれば，移動物(例えばペンキ)がつけばよいわけなので，

場所に少しだけついて部分的でもかまわないし，全体に塗るように全体でもよいというこ

とになり，いわゆる部分または全体いずれでもかまわないという解釈につながるといえる。 
そして，この交替におけるそれぞれの構文を改めて観察すると，場所が直接目的語にな

り，語彙化していると考えられる構文は二項動詞といえる。つまり省略の問題もあったよ

うに，移動物が必須ではないといえる。それに対して移動物が直接目的語にくる場合は三

項動詞であるといえる。この差異も交替上の解釈に影響があると考えられる。以下まとめ

ると表のようになる。 
 

例文 ペンキで壁を塗る ペンキを壁に塗る 
辞書の記述 壁土や漆喰などをなすりつけて、

塀・壁・壇などを築造する。 
物の表面に液や塗料などをなすりつ

ける。 
解釈 塗り替えることにより新しい壁を作

ることを意味する。 
壁の表面にペンキをつけることのみ

を意味する。 
部分対全体 全体 全体または部分 
 
つまり「壁」と「塗る」における構文の全体解釈の問題については，先行研究における

動詞の意味構造の焦点化というよりも動詞の多義的な意味を根底とした上で「壁」「塗る」

という組み合わせから生まれる文脈からの問題だと考えられる。 
 
2.2 そのほかの「塗る」 
 では，「壁」だけではなく他の名詞句における「塗る」を考察する。まず『青空文庫』の

中でもみられた「顔」に関する名詞での例をみる。 
 

(13) お銀がそのころ、夕方になると、派手な浴衣《ゆかた》などを着て、こってり顔

を塗っているのを、笹村は見て見ぬ振りをしていた。 
徳田秋声『黴』 
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(14) a.顔に おしろいを 塗った.     b. おしろいで 顔を 塗った. 

 
 
この「顔をぬった」は，化粧する場合を「顔を作る」というように，顔という場所の名

詞があることによりに白粉を使用し，別のものを作り上げるという意味をもつといえる。

つまり場所を直接目的語の構文で，「壁」のように別のものを作り上げるという，動作の目

的が明確だというときに場所目的語構文が使われるという点で「壁」と「塗る」の現象と

同様といえる。 
なお，化粧の「塗る」の場合(13)の例にもあるように，「こってり」「べっとり」などとい

った実際の動作で全体を含意する語が共起する現象がみられた。実際，以下のように全体

を含意する語が共起すると「顔を塗る」という場所が直接目的語にくる構文を容認しない

人でも容認度が多少あがる。 
 
(15) a.ファンデーションを顔に塗る。        b.ファンデーションで顔を塗る。 
(16) a.ファンデーションをべっとり顔に塗る。 b.ファンデーションでべっとり顔を塗る。 

 
 いずれにしてもこれらの語が共起していると容認度があがるということは，化粧を顔全

面に施さないと違うものが出来上がらないということを表している。一方でそもそも化粧

というのは基本的には顔全体に行うものなので塗りつぶしの語がさらに強調のための共起

が高いともいえる。 
 以上のことから「顔」における交替も「顔」「塗る」という組み合わせにより文脈からの

全体解釈をうけるという点からも「壁」「塗る」と同様の現象だといえる。 
 
2.3 交替が成立しない「塗る」 
 では次に同じ「塗る」でも以下の場合は交替の容認度が一様に低いか，成立しない例を

みる。 
 
 (17) a.ジャムをパンに塗る。 b. *ジャムでパンを塗る。 
 (18)  a.薬を傷口に塗る。     b. *薬で傷口を塗る。 
 
 この場合交替が成立しないのは，(17)(18)の「塗る」は 1.にあたる表面上に付着させると

いう意味だけであることが要因である。(17)でいえば，パンにジャムを塗るという行為は，

別のものを作り上げるといったものではなく，部分でも全体でも移動物が付着したことの

みを表せば十分であり「壁を塗る」「顔を塗る」のように全体解釈がおこるような構文のよ

うに何かをつくる動作の目的ではなく，作業として付着のみを表すだけで十分であるから
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である。 
そのため移動物が直接目的語である(17)(18)a の構文のみ成り立ち， b の場所が直接目的

語の構文が成立せず，結果交替が成立していないといえる。 
 このように，同じ「塗る」であっても直接目的語を場所にとる構文との交替が成立しな

いものがあるということは，成立条件が単純に動詞だけではなく動詞の多義的な意味，名

詞との関わり，文脈からの解釈という点に考慮が必要だといえる。 
 
2.4「塗る」まとめ 

まず壁塗り交替において，二重の意味構造を持つことを認め，一方に焦点を置くことに

よって違う意味解釈が生まれるという先行研究における主張は，一見合理的ではある。 
しかし「塗る」において交替が成立しない例もあるように動詞「塗る」，そして動詞の二

重の意味構造だけではこの解釈の問題は説明ができないと考えられた。ここまで検討した

ことは先行研究において Kageyama(1980)，岸本(2001)が交替の容認度に関連して，場所を

直接目的語にする壁塗り構文は語彙化され慣習的な意味を表すことが多いとしているが，

ここから一歩進み，直接目的語の場所と動詞の組み合わせから一定の意味が派生し，全体

解釈が発生すると考えれば，現代日本語の「塗る」に関する全体解釈の説明は動詞の二重

構造だけではなく，名詞との関連を含んだ文脈からの問題といえる。 
 
3.その他の動詞 
 以下「塗る」だけに限らず，他の動詞でもいくつか検討を行ってみる。 
 
3.1「はる」 
 まず「はる」について検討する。辞書の記述は以下の通りである。 

 
一 たるみのないように引き伸ばし広げる。 
1. 布，網などをたるみのないようにのばし広げる。 
2. (貼)平らな薄いものを取り付ける。またそのようにして作る。 
3. 糸，紐，網などを一方からもう一方へ延ばして渡す。 
4. 肘，肩，胸などをぐっと伸ばしたり，縮めたりする。 
5. 大きく開く。 
6. 液体を一面に満たす。 (以下略) 

日本国語大辞典(1975) 
 
このうち先行研究で取り上げられるのは「貼る」と記述される 2.の意味の場合があげら

れるが，先行研究でも述べられている通りこの場合，壁塗り交替が起きない。 
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(19) a.壁にポスターを貼る。  b.*ポスターで壁を貼る。 
 
この「貼る」の場合その場所がポスターを貼ることによってすべてが変化するわけでは

ないので，交替がおきないといわれている。 
しかし，先行研究にあるように以下の場合交替が成立するとされる。 

 
(20) a.壁に青い紙をはる。 b.青い紙で壁をはる。 

川野(1997) 
 
 (20)b の場合，「青い」がつくために全体が含意されやすく，交替が可能だというのが先

行研究における主張である。しかし「壁を貼る」については，解釈の問題として「壁紙で

壁をはる」という新しい壁にするという「壁を塗る」と同様の目的が明確な動作が文脈か

ら発生するといえる。逆にいえば(19)が容認されないのは壁紙を貼るのにポスターを使って

行うということは通常ありえないため交替が成立せず，「青い紙」だと壁紙だと解釈され,
その結果交替が成立する。つまりこの動詞「貼る」で交替が成立するのは動詞「貼る」の

みではなく，直接目的語にくる場所の名詞と動詞の組み合わせから発生する慣習化された

意味の関わりが要因にある。 
 
3.２飾る 
 「飾る」という動詞も壁塗り交替の先行研究で多く取り上げられる動詞である。まず「飾

る」の辞書の記述は以下の通りである。 
 
1. いろいろな物をつけて美しくみえるようにする。立派にする。装飾する。荘厳する。 
2. 実質に関係なく，外観，ことばなどうわべをとりつくろう。 
3. 勝手なことをする。ほしいままにする。 
4. 設ける。構える。(商品などを)陳列する。 (以下略) 

日本国語大辞典(1975) 
 
 「飾る」の際に注目したいのは，1.と 4.の意味である。1.には「美しく見せるようにする」

というように感覚的だが場所を違うものに作り変える意味が含まれる。4.には，あくまでも

「並べる」というのが意味の中心であり，場所そのものを作りかえるという意味は 1.に比

べて低い。 
  

(21) a.花をテーブルに飾る。     b. テーブルを花で飾る。 
 (22)  a.雛人形を部屋に飾る。   b.??部屋を雛人形で飾る。 
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 (21)a は，4.のテーブルに花を陳列するという意味である。それに対して(21)b の場合，

花を使ってテーブルの上すべてをうめつくすわけではないが，花を飾った結果「美しく変

わった」という新しいものになったという変化を表している。そして(22)a の「雛人形を飾

る」の場合，あくまでも並べるという意味である。(22)b になると否文になる。これは，名

詞が「雛人形」であるところに注目をしたい。単なる人形であれば飾ることによって「美

しく変わった」という部屋全体の変化といえないこともない。しかしながら「雛人形」は

通常並べられて美しくなる場所は「部屋」ではなく「ひな壇」である。ので，実際以下の

ようにすると容認度があがる。 
 

(23)  a.雛人形をひな壇に飾る。   b.?ひな壇を雛人形で飾る。 
 
 (23)b は通常は「壁を塗る」と同様「雛人形で」が省略される点でも共通する。 
 このように名詞によって交替が可能ということは，やはり動詞だけではなく直接目的語

にくる場所の名詞との関係性が成立にかかわっていることが考えられる。 
 
3.4 その他の動詞についてのまとめ 

以上をまとめると「飾る」「はる」の二つの動詞の交替においても「塗る」に類似した点

があるといえる。これらの動詞は，交替の結果一方に不自然な構文がうまれるときがある。

交替が起きる動詞とされる動詞の中で交替ができる，できないという違いがあり，そこに

解釈の問題がかかわるとすれば，単純に二重の意味構造における焦点の移動では説明はで

きない。そしてこの「塗る」に類似した動詞「はる」「飾る」で実際に構文交替が起こる場

合には，単純に動詞だけでなく実際に名詞が変わることで交替が成立したように直接目的

語としてとられる場所の名詞との関係が重視されていたことがいえる。 
つまり「はる」「飾る」にしても解釈の問題，そして構文交替が可能となるためには動詞

だけの問題とはいえないことがわかった。 
  

4.壁塗り交替における区分け 
これまでの検討で壁塗り交替における研究の第一の問題として「塗る」を検討の代表的

な動詞として扱い，一定の名詞と共に検討し，そしてその後同様の形式の交替の他の動詞

と混合してしまった点にあるといえる。 
 

(24) a.ジョンは，壁に ペンキを 塗った.     b. ジョンは，ペンキで 壁を 塗った. 
(25) a.車が道路にあふれていた.       b. 道路が 車で あふれていた.  
(26) a.コップに水を満たす。         b. 水でコップを満たす。 

 
ここまでの検討から考察をすると(24)の「塗る」は，まず(25)(26)の「あふれる」「満たす」
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という完了が含意されている動詞とは語彙が持つ要素が違い，区別が必要であるといえる。 
また，(25)(26)はそれぞれの意味構造「移動物」「場所」に値する「車」や「道路」がいず

れも欠けることができない。これは二つの交替する名詞句の力の割合が対等であるといえ

る。そのため交替がおきても出来事にも差はないと考えられる。 
それに対して「塗る」など一部の動詞で交替が成立する場合にはいくつかの条件が必要

である。まず「塗る」など動詞で交替が起きた時に派生される部分対全体解釈というのは，

一定の場所を直接目的語にする壁塗り構文で語彙化され慣習的な意味を表し，その組み合

わせから全体解釈が派生すると考えれば，現代日本語の「塗る」に関する全体解釈の説明

は動詞の二重構造だけでは説明が不足だといえる。なお名詞が関わり，慣習的な意味があ

るからこそ完了の動詞が「コップ満たし」「道路あふれ」という語が作れないのに対し，「壁

塗り」といった語を作ることも可能なのであることもいえる。またこのような条件が揃わ

ないと同じ動詞「塗る」でも交替がおこらないという名詞の影響は他の動詞でも確認され，

これらの動詞をひとつのグループにすることができるといえる。つまり壁塗り交替おいて

は，「塗る」などの一部の動詞は，壁塗り交替という名前から同じ形式の交替を起こす典型

だと思われがちだが，同様の構文交替の中で特殊なものといえる。 
まとめると「満たす」「あふれる」という語彙に全体解釈が含まれている完了の意味の動

詞では二重の意味構造によって，説明が十分可能である。しかし「塗る」のような動詞に

は，二重の意味構造だけでは「壁を塗る」といった組み合わせのできるパターンの動詞に

は説明が不十分であり，語彙的に完了を示している動詞で交替が起きる動詞グループとは

区別が必要である。 
 
5.他の構文交替とのかかわり 
 以上，壁塗り交替における解釈と主に動詞「塗る」に関するグループの構文交替がおき

る条件についてここまで述べたが，簡単になるが以下何故構文交替がおきるのかを検討す

る。 
 壁塗り交替においては交替を起こす二つの構文があった。この構文を格助詞と名詞句の

意味役割でみてみる。まず現代日本語におけるヲ格の名詞句の意味役割は，典型的には対

象格といえる。またニ格の名詞句の意味役割は場所だと典型的にはいえる。なおこれらは

あくまでも格助詞と名詞句の関係での典型であり，頻度は関係ないとする。 
壁塗り交替「塗る」における交替する二つの構文では，「壁にペンキを塗る」ではヲ格の

名詞句が対象の意味役割で，ニ格の名詞句も場所であり格助詞と意味役割の関係からみる

と典型といえた。そして本稿で検討の中心とした一方の構文「ペンキで壁を塗る」は，ヲ

格の名詞句が「場所」の意味役割をとっていた。場所の場合，典型はニ格だといえ，「ペン

キで壁を塗る」のような場合は非典型と呼べるであろう。 
 以下「典型」と「非典型」でほかの構文交替を観察する。 
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(27) a. 弾が 的に 当たる.      b. 的が 弾に 当たる     定延(1990) 
(28) a. 肥大に 指が さわった.   b. 肥大が 指に さわった.   夷石(2004) 

 
(27)には違和感がある人もいるが，これを以下のように変えれば容認度はあがる。 

 
(29) a.流れ弾が人にあたる。 b.人が流れ弾にあたる。 

  
(27)(28)a はガ格名詞句の意味役割が対象物，ニ格名詞句の意味役割が場所という日本

語の典型的な関係であるのに対して，この(27)b(および(29)b)と，(28)b というのはガ格名

詞句の意味役割は場所で，ニ格名詞句の意味役割が対象をとるといういわゆる非典型的

な構文といえる。 
(28)b の非典型的な構文に関しては夷石(2004)において，出来事としては同様であるが，

意図した結果ではなかったという意外性という意味が含意されていると主張した。つま

り，非典型的な構文は何か別なものをあらわすために使われると考えられる。 
「塗る」に関してもそもそもは表面上への塗りつけが典型と考えれば，「壁を作る」と

いう語彙化が可能であるヲ格名詞句が場所をとる構文の方が非典型ともいえる。そのた

め典型といえる対象物が直接目的語をとる構文とは違う意味を表すともいえる。また一

方で非典型でありながら「壁を塗る」には不自然さを感じないという点があり，動詞と

親密な関係なものが直接目的語をとるという関係というのが考えられる。 
なお(27)および(29)の交替も以下のように変化させると無理がある。 

 
(30) a.流れ弾が友人の頭にあたった。 b.*友人の頭が流れ弾にあたった。 

(滝浦：私信) 
 

 このように，他の交替においても，単純に動詞の意味などだけでは説明が難しく，名詞

との関わりや名詞と動詞の関係対しての検討が必要である。その上でまた交替にはこのよ

うに典型，非典型という要素が交替を起こす要因としても考えられるのではなかろうか。

そこで今後はこういった典型に対して存在する非典型の構文という組み合わせを中心に構

文交替を検討していきたいと考えている。 
 
6.まとめと今後の課題 
 壁塗り交替に関しては，「塗る」タイプの一部動詞は代表的な壁塗り交替の動詞とされて

いるが，かなり狭い意味での壁塗り交替として扱うべきものであることをのべた。壁塗り

交替をおこす「満たす」「あふれる」などの動詞については，まずその動詞そのものが完了，

つまり語彙的に全体解釈を含むものであり「塗る」などと違い，交替する構文における「移

動物」「場所」の力関係は平等だといえ，先行研究でいう二重の意味構造で説明がつくと考
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えられる。それに対し「塗る」などといった動詞は，部分対全体解釈にしても二重の意味

構造における説明だけではなく，動詞の多義的な意味と名詞との関係による慣習的な意味

というものが発生し，その結果部分対全体といった違いがある特別な交替であることを述

べ，同様の交替形式，動詞の中でもグループわけが必要であることを主張した。 
 そして最後に今後の自己の研究課題と絡め，他の構文交替を含めた今後の見通しにふれ

た。典型的な構文に対して非典型的な構文が違うものを表すという点を述べたが，具体的

な検討には入っておらずこれを構文交替全体にあてはめるのにはまだ検討の余地がある。 
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