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1. はじめに

日本語において、活動や行為を通して到達しようとする実際的な目標を表す動詞に｢ねら

う｣がある。そして、この｢ねらう｣は｢めざす｣と類義語の関係にある。つまり、｢ねらう｣と
｢めざす｣は対象として目標となる事柄が表されている場合、類義語の関係にあるというこ

とである。これらの動詞は、それぞれ、目標を必要とする動詞ではあるが、行為の目的に

違いがある。ここで取り扱う動詞｢ねらう｣と｢めざす｣が目標を表す動詞であることには議

論がないと思われるが、具体的な相違点と類似点は明確になっていない。それは、それぞ

れの動詞がどのような目標を立て、どのような事柄を目標にするかといったことに関する

対照分析で見えてくるはずである。

1)　中国が尖閣諸島をねらう。
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2)　石原知事が大阪をめざす。

1)と2)では言い切りの形式が用いられている。文法的に適格である1)の文で、主体である

｢中国｣の具体的な行為はこの文だけでは分からない。2)の文の場合も｢大阪｣という目標に

向かって進む、または｢大阪｣を基準にするといった複数の解釈ができる。そこで｢ねらう｣
と｢めざす｣を｢テ形｣にして、後ろに具体的な説明を付け加えると状況がより詳しくなり、

意味も限定されることになる。

3)　中国が尖閣諸島をねらって、攻撃する。

4)　石原知事が大阪をめざして、車を飛ばす。

｢ねらう｣と｢めざす｣のような動詞は3)と4)のように具体的な行為を表す節が続く文が多

い。つまり、動詞の基本形で言い切らないで後節に後続する行為を記すのである。以上の

ような理由で本稿では｢テ形｣の例文を用いることにする1)。

｢ねらう｣と｢めざす｣が用いられる構文は｢N1 ガ N2 ヲ V (/Vテ~する)。｣のような構成に

なっている。本稿では便宜上、N1に来る名詞句を｢主体句｣、N2に来る名詞句を｢目標句｣と呼

ぶことにする。｢テ形｣の場合も｢ねらう｣と｢めざす｣の主体は後続行為の主体と一致すること

が前提になる。本稿では、｢ねらう｣と｢めざす｣について意味論的な類似点と相違点だけでな

く、両動詞の自立性がどれくらい保たれているかという点についても考察を進めていく。

２. 先行研究

2.1 ｢ねらう｣

北原保雄編(2002)明鏡国語辞典では｢ねらう｣について次のように載せている。

1．あるものを目標として、銃器や投球などのねらいを定める。~に照準を合わせる。ー的をね

らって矢を射る。

 1) ただし、｢テ形｣といってもその性質は様々で、単純接続、理由、逆接など、｢テ形｣の節が主節に対し

てどの程度自立的かということによっても異なる。
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2．あるものを手に入れようとして(また、あることを遂行しようとして)目標を定める。ータカ

が獲物をねらう。

3．目標を達成しようとして機会をうかがう。カメラマンが決定的瞬間をねらう。ーすきをね

らって逃走する。

小学館辞典編集部(1994)使い方の分かる類語例解辞典では｢ねらう｣について次のよう

に載せている。

・ある目的を達成するために、時機、機会を待つ。ー親の遺産をねらう。チャンスをねらう。

朝日新聞社(2013)デジタル大辞泉では｢ねらう｣について次のように載せている。

１ 目標に命中させようとして、弓・鉄砲などを構える。照準を定める。また、矢・弾(たま)な

どを目標物に命中させようとする。｢銃で鴨をねらう｣｢外角低めをねらって投げる｣
２ あるものを手に入れようとしたり遂行しようとしたりして、その機会をうかがう。｢すきを

ねらう｣｢命をねらう｣
３ ある事柄を目標に置く。それを目標としてめざす。｢始めから優勝をねらう｣｢若い女性をね

らった企画｣

文化庁外国人のための基本語用例辞典では｢ねらう｣について次のように載せている。

(動詞)

１．目的のものを手にいれようとする。

　　○ねこがとりをねらっている。

　　○A氏は社長のいすをねらっている。

　　○チームの人たちは優勝(ゆうしょう)をねらってがばった。

　　○この調査(ちょうさ)は何をねらっているのか。

２．ピストルをうつとき、それをうとうとするものの方向に向け、じっとそれを見つめる。

　　○彼は空気銃(じゅう)をかまえて、木の上のとりをねらっている。　

　　○敵(てき)をねらってうつ。

３．それをするのに もよい時をぐっと待つ。

　　○あの人に話をするのにいつがいいか、機会(きかい)をねらっているのです。

　　○どろぼうはるすをねらってひとの家にはいりこむ。



88  日本近代學硏究……第 42 輯

　　○すきをねらわれる。

2.2 ｢めざす｣

　北原保雄編(2002)明鏡国語辞典では｢めざす｣について次のように載せている。

1．その場所を目的とする。南極点をめざして進む。

2．それを達成の目標とする。歌手をめざす。連覇をめざして、練習に励む。

小学館辞典編集部(1994)使い方の分かる類語例解辞典では次のように｢めざす｣につい

て載せている。

・目標にする。

(1)｢目指す｣は目標がものであったり地点であったり、また、状態や資格などであったりと多用

である。目標が抽象的な内容の場合は、上昇的なものであり、意志の感じられる語。

朝日新聞社(2013)デジタル大辞泉では｢めざす｣について次のように載せている。

［動サ五(四)］ 

１ 到達・達成の目標とする。｢頂上をめざして進む｣｢年内完成をめざす｣ 
２ 目当てとして見る。｢めざすとも知らぬ闇ではあり｣〈平家・六〉 

このように、辞典類による｢ねらう｣に関する意味をまとめると、｢目標として｣、｢手にい

れようと｣、｢達成しようと｣、｢命中させようと｣のようになり、現れるキーワードは、｢目
標｣、｢目的｣、｢時機｣、｢機会｣のようにまとめることができる。しかし、外国人のための

基本語用例辞典によると、｢じっとそれを見つめる｣、｢ぐっと待つ｣のような表現が現れ、

多角度の観点を持つ必要があることが窺える。また、｢めざす｣に関する意味をまとめる

と、｢目標にする｣、｢目当てとする｣2)のようになり、現れるキ-ワードは、｢目的｣、｢到達｣、
｢達成｣、｢状態｣、｢資格｣のようにまとめることができるが、対象を目標にしているだけ

で、｢ねらう｣についても｢めざす｣についても辞書の記述からは意味領域の弁別力が低い。

 2) ｢目当てとして｣の意味では＜平家・六＞の用例、｢めざすとも知らぬ闇ではあり｣があるが、古典語と

しての意味であるため、本稿の分析の対象にしていない。 
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3. 分析

井上次夫(1983)では｢ねらう｣と｢めざす｣の違いを、＜現在達成可能であると意識する対

象＞と＜主体から遠距離にある、或いは現在では到達不可能であると意識する対象＞に求

めていて、以下のような例文をあげている。

a) 勝たなくてはというプレッシャーがなかったから，めざすラグビーができた。

b) 同協会はスポーツ事業にも取り組み，欧米型のクラブチームをめざす。

c) 看護士をめざすにも， 近は大学に進学する傾向がある。

c) 大穴をねらう。3)

しかし、以上の例文で、a)とb)は｢ねらう｣では不自然であるが、井上次夫(1983)のいう、

目標値の達成可能、不可能かという観点からは説明できているとは言えない。本節では、

研究の焦点を、主体に関する制約の問題と目標になる事柄の性質、受動態、可能表現を通

して｢ねらう｣と｢めざす｣の本質を探っていくことにする。

3.1 主体となる対象の性質

｢ねらう｣と｢めざす｣は、ある事柄に対して、またはある事柄を対象に働く動詞であり、

動作・作用の主体を必要とする動詞である。その主体に関して見ていくと、｢ねらう｣と｢め
ざす｣が現れる構文は主体の制約があることが分かる。

　

5)　中国が尖閣諸島をねらって、攻撃する。＝3)

6)　中国が尖閣諸島をめざして、攻撃する。

7)　ブラジルがワールドカップ優勝をねらって、大会に参加する。

8)　ブラジルがワールドカップ優勝をめざして、大会に参加する。

9)　猫が鼠をねらって、近づく。

10) 水泳選手が決勝線をめざして、泳いで行く。

11) ×矢が的をねらって、飛んでいく。

 3) 井上次夫(1983)｢指向動詞の意味分析―めがける・ねらう・めざす―｣奈良教育大学国文6, 奈良教育大

学国文学会編, pp.45-46
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12) ？矢が的をめざして、飛んでいく。

13) ×ボールがゴールをねらって、飛んでいく。

14) ？ボールがゴールをめざして、飛んでいく。

｢ねらう｣と｢めざす｣の主体はいわゆる有情物でなくてはならない。つまり、人間や擬人

化した対象が主体になる集団や団体を含んだ有情物である。特に、｢ねらう｣のほうの主体

は人間が主体になって動く機関や団体を含む有情物でなくてはならない。11)と13)のよう

に、｢矢｣や｢ボール｣のような無情物が主体になると、落ち着かない表現になる。しかし、

｢めざす｣の場合は、落ち着きは足りなくても、12)と14)のように、主体が｢矢｣、｢ボール｣
のように無情物であっても非文とは言えない4)。このように、主体による制約があること

はあるが、｢ねらう｣に比べて｢めざす｣の主体はいわゆる有情物に限るとは言いがたいと言

える。

3.2 目標の特性

｢ねらう｣と｢めざす｣は常にヲ格を取る他動詞である。つまり、対象が必要な動詞なので

ある5)。では、どのような名詞が対象になり得るだろうか。対象となる名詞の分類基準と

して｢モノ｣と｢コト｣の枠を一つの基準として挙げることができる。例えば、｢大工が椅子を

作る｣における｢椅子｣は｢モノ｣として、｢結果は受験生の手にかかっている｣における｢結果｣
は｢コト｣に分類できる。本稿の分析においてはこの分類がある程度有効であると思われる

ため、この分類の仕方を取り入れることにする。｢ねらう｣の場合は｢めざす｣とは違って複

雑な意味構造を持っているため、対象になる｢モノ｣と｢コト｣の名詞を本節と次節に分けて

扱うことにする。

3.2.1 ｢ねらう｣の目標

｢目標｣という概念は｢移動｣を表す文において も典型的に現れる。構文構造としては移

動の様態を示す表現が後続する。移動は物体の位置の物理的な変化であるから、比較的分

析がしやすい。

 4) 本稿では主体を人間、または人間に準ずるものに限定して論を進めていく。

 5) 山岡政紀(2000)日本語研究叢書13 日本語の述語と文機能くろしお出版, p.30
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15)　通り魔が人をねらう。

16)　狼がヤギをねらう。

17)　竹島をねらって攻めてくる。

18)　強盗が銀行をねらう。

｢ねらう｣と目標の関係は｢めざす｣より緊密ではない。また、対象となる目標が有情物で

あろうと無情物であろうと、｢ねらう｣は広く用いることができる。目標が｢場所性｣を持た

ない名詞だと｢ねらう｣は目標へ働き掛けることになり、主体が対象となった目標に、何ら

かの意味において、影響を及ぼす。そして、目標が場所を表す名詞である場合は意味にお

いてある特徴が現れる。

19)　コートのギリギリのところをねらってスマッシュを打ち込む。

20)　猪をねらって空気銃を撃つ。

21)　人目の多いところをねらってポスターを貼る。

22)　人のいそうな方向をねらって大声を出す。

対象となる目標が場所を表す名詞の場合、その目標は後続する動作の影響を受けない。

例えば、19)の｢スマッシュを打ち込む｣の影響を受けるのはコートではなく対戦相手だろう

し、21)の｢ポスター｣を見るのも人々であろう。このような目標が持つ性格の｢場所性｣に平

行するものとしては、｢日曜日｣、｢春｣のような名詞による｢時間性｣という意味特徴が想定

できる。例えば、｢時｣、｢頃｣などの語がついて時間性名詞になる場合もある。

23)　チャンスをねらって花子のグラスを取り替える。6)

24) ×チャンスをめざして花子のグラスを取り替える。

25)　夜中をねらって空き家に入る。

26) ×夜中をめざして空き家に入る。

27)　すきをねらって逃げ出す。

28) ×すきをめざして逃げ出す。

29)　決定的な瞬間をねらってカメラのシャッターを押す。

30) ×決定的な瞬間をめざしてカメラのシャッターを押す。

 6) ｢チャンス｣は一種の状況を表す名詞であることから、場所性と時間性が認められるということで例に

取り入れた。
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以上の例文に見るように、｢ねらう｣は｢チャンス、夜中、すき、瞬間｣のような時間性を

表す、いわゆる｢時間名詞｣を対象に取ることができる。しかし、24)、26)、28)、30)のよう

に、｢めざす｣にはそれが許されない。いわゆる時間名詞を目標に取る｢ねらう｣と場所名詞

の｢ねらう｣の例文に比べると、両者には通じる点がある。場所とは空間的な二次元または

三次元の概念を持っており、時間とは時間の広がりの概念を持っている。つまり、特定の

｢時間名詞｣や｢場所名詞｣を取るということはこの中の一地点を選び取るということなので

ある。例えば、21)の｢人目の多いところ｣とは、空間の一部分だけを指しているわけであ

る。このように｢ねらう｣に取って全体の中のある一部分に限定してそれを働きかける対象

として取り出すという特徴から、いわゆる｢限定性｣という意義素を抽出することができ

る。これは、この特徴を備えている名詞ならば、｢場所性｣や｢時間性｣などの限界を越えて

｢ねらう｣の目標になり得るということを意味するものである。

31)　一郎が高めの直球をねらう。

32)　お盆をねらって限定品を売り出す。

31)では｢選択｣が行われるが、主体の前に選択肢が同時にそろうわけではなく、時間の流

れに従って一個ずつ選択肢に接することになるのである。32)では、｢場所性｣も｢時間性｣も
想定できないが、時節の中から｢お盆｣という条件に当てはまる要素を選ぶわけである。こ

こでも、全体の中の一部分が選択され、限定される。この｢限定性｣については後で詳しく

分析する。

3.2.2 ｢めざす｣の目標

前で述べたように、｢めざす｣が表す目標という概念が も典型的に現れるのは移動を表

す文においてであり、移動の様態を示すのが後続行為である。

33)　空港をめざして車を飛ばす。

34)　塀の外をめざして逃げ出す。

35)　敵陣をめざして突進する。

36) ×空港をめざして車に乗る。

37) ×塀の外をめざして眺める。

38) ×敵陣をめざして合図をする。
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33)から35)のように、後続行為が｢飛ばす、逃げ出す、突進する｣のように移動を表して

いる文は成文である。ところが、36)から38)のように、後続行為が｢乗る、振る、する｣の
ように移動を表さない場合は非文になる。このことによって、｢めざす｣は必ず移動を前提

にして用いられ、目標に対する志向性を持っているのではないかという仮説が成り立つ。

そう考えると、｢めざす｣の目標は｢空港、塀の外、敵陣｣のような場所を表す名詞のように

｢場所性｣を備えていることになるが、｢場所｣らしい名詞だけが｢場所性｣を持つわけでは

ない。

39)　ランナーがゴールをめざして走ってくる。

40)　太郎をめざして走り出す。

41) ×太郎をめざして追い掛ける。

39)の｢ゴール｣や40)の｢太郎｣も、文脈に支えられてはいるが、いわゆる｢場所性｣を獲得

している。それは、それぞれ｢ゴールのあるところ｣、｢太郎のいるところ｣のように置き換

えることができるからである。しかし、41)の場合は、後続行為で移動が表されているにも

かかわらず、文が落ち着きがない。｢追い掛ける｣という動詞の意味は目標である｢太郎｣が
一定の位置にいるのではなく｢太郎｣も移動していることを示していて、志向する対象が不

安定だからである。このことから、｢めざす｣が要求する｢場所性｣とは可動的なものではな

く、一定の場所でなくてはならないということが確認できる。一方、｢コト｣が目標である

場合は物理的な移動は行われない。

42)　愛子は金メダルをめざす。

43)　キムは大学合格をめざす。

44)　娘は３キロの減量をめざす。

45)　大学は勉学雰囲気の定着をめざす。

以上のように、目標が｢場所｣でなく｢コト｣が対象になる場合は物理的動作としての移動

は現れない。しかし、｢モノ｣が目標である場合、すなわち、｢金メダルの獲得｣、｢大学合格｣、
｢減量｣、｢定着｣という目標値に近づくための抽象的な行為としての移動は想定できると考

えられる。国広哲弥はこのような場合の｢めざす｣について、
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＜人＞が＜目的地を向く＞＜直線的に動く＞7)

動詞であると述べている。このように、目的地に向かって直線的に動くという概念の移

動は｢目標の達成｣のための志向性の裏返しと見なした方が現実的かも知れない。

3.3 ｢ねらう｣の意義素

3.3.1 ｢ねらう｣の｢加害性｣と｢限定性｣
　国広哲弥は｢ねらう｣について、

＜人・動物＞が，＜選択した目標物に何かを命中させることを目的とし＞，＜注意深く観察す

る＞＜ 適な時を待つ＞それがよくないこととして捉えられる傾向がある。8)

動詞であると述べている。この｢よくないこととして捉えられる傾向がある｣という特徴

を本稿では｢加害性｣と呼ぶことにする。

46)　すりがかばんをねらって近づく。

47)　誘拐魔は幼児をねらって話しかけた。

48)　太郎は犬をねらって水を浴びさせた。

｢加害性｣と｢限定性｣は｢ねらう｣の大きな意味特徴であるが、両者は独立して無関係に

存在するわけではないが、常に伴われるわけでもない。以下、この意味特徴に関して見て

いく。

既に述べたように、｢限定性｣の定義は、｢全体の中からある部分に限定して、それを働き

掛ける対象として取り出す｣ことであるが、本稿での｢限定性｣とは、もう少し狭いもので、

例えば、次のような例文は当てはまらない。

49)　中国が尖閣諸島をねらって、攻撃する。＝3)

50)　ブラジルがワールドカップ優勝をねらう。

 7) 国広哲弥(1997)理想の国語辞典小学館, p.197
 8) 国広哲弥(1997), 前掲書, p.197
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51)　親戚が遺産をねらう。

｢ねらう｣の｢限定性｣とはどういうものなのかについて、もう少し考えてみる。

52)　引ったくりが太郎をねらう。

53)　ヤングをねらって新製品を売り出す。

52)では、｢引ったくり｣が群衆の中から｢太郎｣を対象として選ぶという段階があり、53)

では誰に売るかということより｢製品を売る｣ということが重要なのであって、｢ヤング｣に
標的を絞っている。つまり、対象としてのある一定の条件を満たしていれば｢限定性｣の対

象となるのである。｢場所｣を表す名詞や｢時間｣を表す名詞が対象になる例文ではこの現象

が一層著しくなる。

54)　人目の多そうなところをねらってポスターを貼る。＝34)

55)　チャンスをねらってビールのジョッキを取り替える。

｢ねらう｣の持つ｢限定性｣とは、全体の中からある条件を満たすものでなければならない

が、54)、55)とも一定の条件はあるものの目標に｢限定性｣があると言える。またその一方

で、49)から51)には｢加害性｣が顕著に現れる。しかし、その｢加害性｣も｢ねらう｣の全ての

用例から見出せるわけではない。

56)　的をねらって引金を引く。

57)　ヤングをねらって新製品を売り出す。＝53)

58)　決定的瞬間をねらってカメラのシャッターを押す。＝42)

56)から58)には｢加害性｣は存在しない。しかし、｢限定性｣は明確に現れていることが認

められる。以上のことから、｢加害性｣と｢限定性｣は相補う形で｢ねらう｣の意味特徴として

位置づいていると言えよう。

｢ねらう｣に取って も典型的な用例は、｢すりがかばんをねらう｣、｢誘拐魔は幼児をねら

う｣のように、文脈自体に｢加害性｣の強いものであり、｢人目の多そうなところをねらう｣と
いった中立的な文脈に用いられても｢加害性｣は見い出せる。ただし、この｢加害性｣は、そ

れを緩和するような他の情報を加えれば払拭できる。



96  日本近代學硏究……第 42 輯

3.4 受動態の場合

受動化には動作主と動作を受ける対象とが意味的にどのような関連があるのかが反映さ

れる。

59)　太郎が通り魔にねらわれる。

60)　大統領が暗殺者にねらわれる。

61)　羊がライオンにねらわれる。

以上の例文は全て受け身文として適格な文である。どの例においても｢加害性｣という意

義を見い出すことができる。

62)　a. スマッシュはコートのどの辺に打たれましたか。

     b. コートのギリギリのところがねらわれました。

63)　a. インタビューは誰に行われるでしょうか。

　　 b. 目立つ人がねらわれるでしょう。

64)　a. いつ電話がかかってきましたか。

　　 b. 私ののいない間がねらわれました。

62)から64)では、目標に対する｢加害性｣はそれほど感じられない。むしろ、｢限定性｣が
認められると言える。もっとも、62)から64)は全ての目標が場所名詞か時間名詞であって

有情物ではないので、｢加害性｣が生じにくいということもある。その他に、｢加害性｣を排

除している要因の一つとして、質問文という文脈の支えがあげられる。これらの質問文で

は、能動文の後続動作だったものが表されている。対応する能動文を見ると明らかであ

る。もし、質問文がなく、受け身文だけであるならば、目標がどういう行為の目標とされ

ているのかといった情報がないことになる。その場合は受け身文に｢加害性｣が認められ

る。従って、｢ねらう｣から｢加害性｣を排除し｢限定性｣を読み取るためには、後続行為など

によって状況が説明されなければならない。

次に、すでに、｢めざす｣の目標はいわゆる場所名詞でなければならないということを指

摘したが、｢めざす｣の例文を受動化してみよう。

65) ×北がめざされる。
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66) ×ドライブで空港がめざされる。

67) ×ゴールが太郎によってめざされる。

｢めざす｣の例文を受動化すると、不自然になる。受け身とは行為者の動作・作用を受け

る対象側の叙述であるが、65)から67)が非文になるということは｢めざす｣の目標となる対

象が行為者の動作・作用を受けるのではなく、単なる到着点に過ぎないからであると言え

る。しかし、｢コト｣を目標に取る場合は事情が異なってくる。｢めざす｣の受け身文は成文

に、｢ねらう｣の受け身文は非文になる。

68) ×金メダルの獲得がねらわれている。

69)　金メダルの獲得がめざされている。

70) ×彼らの間では大学合格がねらわれている。

71)　彼らの間では大学合格がめざされている。

72) ×今の社会では合理化がねらわれている。

73)　今の社会では合理化がめざされている。

非文である68)、70)、72)を見ると、｢加害性｣が文の不自然さと関連があることが分か

る。(｢コト｣を目標にする｢ねらわれる｣が不自然であることについては、本節の 後でもう

一度触れることにする。)

一方、｢めざされている｣という受け身形は確かに自然であるが、例文をよくみると、｢め
ざして｣いる主体は特定の人物ではなく、不特定多数であることが分かる。上の例文では動

作主は現れていないが、69)と71)に特定の動作主を表す語を付加すると、許容度が低くな

る。

74)？金メダルが愛子によってめざされている。

75)？大学合格が彼らによってめざされている。

76)　今の社会では合理化が社員によってめざされている。

76)のように、不特定多数を表す語が動作主である場合は成文になる。しかし、｢動作を

受ける対象に視点を当てる｣という典型的な受動の意味ではなく、｢人々一般｣が主体になっ

ている。しかし、ここで問題になっているのは、その目標が必要、あるいは望ましいとい

う了解があるということが重要なのであって、｢めざす｣という行為の動作主には関心が向
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けられていない。このように、動詞にレル・ラレル形がついて、格の交代という形態的変

化に対して｢動作主の背景化｣と意味を付与してみたが、これと同種の現象が｢ねらう｣では

次のように起る。

77)　キルヒールは足が長く見える効果をねらったものである。

78)　このCDは日本語のセルフ・マスターをねらったものである。

77)と78)では、78)の｢めざす｣のような態の転換が行われたわけではないが、｢長く見える

効果｣、｢日本語のセルフ・マスター｣という目標に焦点が当たられている。つまり、｢動作

主の背景化｣の一種と言えよう。しかし、｢ねらわれる｣という受け身形はそういう機能は果

たさない。

79) ×キルヒールは足が長く見える効果がねらわれている。

80) ×このCDは日本語のセルフ・マスターがねらわれている。

79)と80)では文の内容から｢加害性｣が感じられ、それが文に不自然さを与えている。文

の意味は｢加害性｣を表さないはずであるのに、｢ねらわれる｣という語形が｢加害性｣を持ち

込んでいるからである。これで｢加害性｣という意義を確認することができる。

3.5 可能表現の場合

既に、｢ねらう｣が目標を表す動詞の中では実質的意味を持つ傾向が強いということを指

摘した。本節では、それを可能表現を通して補強したいと思う。

81)　敵の内情を知れたからには手薄なところがねらえる。

82) ×すりがかばんをねらえる。

83)　この作品は入選がねらえる。

全ての｢ねらう｣の例文が可能形｢ねらえる｣に移行できるわけではない。例文によっては

適否の定めにくいものもあるが、少なくとも以下のことは言えそうである。81)のように、

｢加害性｣が明確な文は｢ねらえる｣が自然である。そして、82)のように、｢加害性｣の低いも
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のは(やや)不自然になる。｢ねらう｣が｢達成｣といった実質的な意味において自立性を保っ

ているからであろう。また、83)を主題と｢ねらう｣を含む述部とに分けると、述部は主題の

｢ある事柄を実現する能力・資質を有する｣という属性を述べていることになる。つまり、

｢コト｣を目標に取る場合、｢入選｣という価値ある事柄を達成する見込みが高いことを意味

するようになる。この関係が成立しない例は落ち着かなくなる。一方、｢めざす｣の可能形

｢めざせる｣の例文はどれも不自然である。

84) ×道が分かったから、空港をめざせる。

85) ×この作品は入選がめざせる。

｢めざす｣は、｢ねらう｣と違って、｢達成｣といった意義素を持たないことと関係すると考

えられる。

3.6 ｢めざす｣が現れる構文の制約条件

井上次夫(1983)が指摘しているように、｢めざす｣を用いるには主体が関与し、｢動作主＝

移動物｣の関係になくてはならない。つまり、主体と移動物が一致しなければ非文になる。

86)　敵軍をねらって突進する。

87)　敵軍をめざして突進する。

88)　的をねらって矢を射る。

89) ×的をめざして矢を射る。

また、目標の内容に制約がある。

90)？自分の理想的な未来をめざして父の肩を叩いた。

91)　自分の理想的な未来をめざして家業を継いだ。

92) ×家の清潔をめざして部屋のゴミをいくつか拾った。

93)　家の清潔をめざして家族にお掃除のキャンペーンをする。

以上の例文と関連して、井上次夫(1983)の論を借りると、
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｢めざして｣と共起する動作は、目標に対する｢経過的｣、場合によっては｢段階的な｣動作であ

る。すなわち、｢到達までの経過｣としての動作である。~移動の経過性を強調することは、目

標が物理的、心理的にある程度遠くにあること(到達するまでに時間がかかること)を叙述する

ことである。9)

と、｢場所｣を移動目標とする｢めざす｣に関して記述しているが、｢コト｣を目標にする｢め
ざす｣にも同様のことが言える。｢めざす｣は目標の実現までに努力が必要であり、時間がか

かる｢コト｣が目標になる。90)と92)はこれに反しているので、不自然になるのである。も

う一つは、目標とする｢コト｣の評価との関連である。

94)　利益の独り占めをねらう。

95) ×利益の独り占めをめざす。

96)　今日は褒められることをねらって宿題を念入りにやった。

97) ×今日は褒められることをめざして宿題をやった。

98)　舞台でうけることをねらってギャグを飛ばす。

99) ×舞台でうけることをめざしてギャグを飛ばす。

｢めざす｣の適格さは目標である｢コト｣の評価に影響される。一般的に考えて価値のある

ことでないと、｢めざす｣と共起できない。この制約は先に述べた｢時間や努力を必要とする｣
という制約と関わっていて、価値の認められない事柄に対して時間や努力を費やすことは

普通あり得ないからである。従って、二つの制約はより抽象度の高い次元で結びついてい

ると言えよう。その点、｢ねらう｣はそうした評価に関わらず目標を取ることができるとい

う相違点がある。

4. まとめ

以上の分析の結果から、｢ねらう｣は標的への｢限定性｣と｢加害性｣という意義素を持って

いることが確認でき、｢めざす｣は、動作主と関連して｢志向性｣と｢移動性｣という意義素を

持っていることが確認できる。また、｢ねらう｣の場合、受動態と可能表現を通して意義素

 9) 井上次夫(1983)前掲書, pp.47-48
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の妥当性を検証のかたちで再確認した。分析結果をまとめると、以下のようになる。

｢ねらう｣：｢限定性｣と｢加害性｣を意義素として根底に持っていながら、好ましくない影

響を及ぼす対象としてある対象を選び出して、それを目標値として達成しようとすること

を表す。ただし、全体の中からある条件を満たす不特定部分を取り出すということを表す

場合と具体的にどのような行動を取るのかが明らかな場合は必ずしも好ましくない影響を

及ぼすわけではない。

｢めざす｣：｢志向性｣と｢移動性｣を意義素として根底に持っていながら、目標の成立に

向けて時間や努力を費やす段階を経て、価値の見出せる地点に辿り着こうとすることを

表す。

以上、｢ねらう｣と｢めざす｣の意味特徴をまとめてみたが、さらに分析を深める必要があ

るのは言うまでもない。本稿で試みた分析法の普遍性はまだ検証できていないのが気掛か

りであるが、精神的行為がどういう具体的行為を通して実現されるかというとことに観点

を当てて考察したのは意義があると思う。今後、動詞がテ形を取ったときの自立性をめぐ

る問題について他の動詞の分析も含めて研究を進めていきたいと思う。
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<要旨>

日本語動詞｢ねらう｣の意味論的考察

‒ ｢めざす｣との対照を通して‒
本稿は｢N1がN2をV(/Vて~する)。｣という構文構造を持ちながら、目標を必要とする類義語の関係にある日本語の他

動詞｢ねらう｣と｢めざす｣を対象に、意味論的立場から対照、考察したものである。両動詞の対象の性格と対象になる目
標に関して対照分析を行い、意味領域の類似点と相違点を明確にし、その意義素を抽出して、総体的な意味特徴を明ら
かにするのが研究目的である。

対照分析で｢ねらう｣は｢限定性｣と｢加害性｣という意義素を持っていることが確認でき、｢めざす｣は、動作主と関連し
て｢移動性｣と｢志向性｣いう意義素を持っていることが確認できた。また、｢ねらう｣の場合、受動態と可能表現を通して
意義素の再確認をし、以下のような結論に到達した。

｢ねらう｣：好ましくない影響を及ぼす対象としてある対象を選び出して、それを目標値として達成しようとすること
を表す。ただし、全体の中からある条件を満たす不特定部分を取り出すということを表す場合と具体的にどのような行
動を取るのかが明らかな場合は必ずしも好ましくない影響を及ぼすわけではない。

｢めざす｣：目標の成立に向けて時間や努力を費やす段階を経て、価値の見出せる地点に辿り着こうとすることを表
す。

本稿では｢て形｣を取る場合も含めて分析し、｢ねらう｣と｢めざす｣の自立性に関しても考えてみた。しかし、分析方法
の普遍性に関する検証はできていないので、残る課題となった。

Semantic Study of Japanese verb [Nerau]
‒ Controlled study of [Mezasu]‒

[nerau] and [mezasu] are the verbs in synonym relations which always require the goal. This paper carried out contrastive 
analysis from a semantic point of view, intended for Japanese transitive verbs [nerau] and [mezasu] which have syntax such 
as ｢N1 ga　N2 wo　V(/V te ~ suru)。｣. 

The purpose of this study is to clarify similarity and difference of semantic scope by analyzing the goal(to be object) and 
character(of object chosen by two verbs), thereby abstracting the sememe and illuminating general semantic characteristics. 

[nerau], in the analysis process, was confirmed to be a verb which has sememe such as [limitation] and [Harming], while 
[mezasu] was confirmed to have sememe of [mobility] in connection with agent. [nerau] reverified the semantic scope through 
[passive verb] and [possible expression]. From the result of having analyzed, below findings were obtained.

[nerau] : It chooses an object which shall have an undesirable effect and sets it as its goal. But in case of having satisfied 
part of conditions or chosen unspecific object, and of being very specific what action should be taken, it is not that it has 
only undesirable effects.

[mezasu] : Assuming the goal exists at the place where values can be recognized, it shows the process of reaching the place. 
Furthermore, it implies semantic function which goes through stages giving efforts and time in the process of reaching the 
goal.

Even aiming at [te type], it examined independence of [nerau] and [mezasu]. It, however, has not been proved yet that the 
selected analysis method has implied universality. 




