
｢くう･のむ ･かむJ

･･碑 ･裏庭･き.

1

1.菌じめに

傭/飢二軍すb勤商の中で. rくうJ と｢のむ｣ とはrのみ
くいJ ヒいう舵で組み各わされて局えられる,tと堺ある･St､

この二つの新着即すそれぞれどんな韓微をbっている0)だろう
や＼｡

rくう,の禽魂は たとえばU広鶴亀 8備 一版)では 第一に

rh物 をみんで のみこ町 ｡J

と詑さ･･l･L.｢かむJと｢のむ｣ 七一を各わせた動作とfcTっていたC

ここrは まず ｢,[>む'と｢.'DLtJの意味L:･)t､て/%え､

さらに･､これらと｢(-)J !･9･恵承ヒIの串･'J.-っさを考察してみ
たいo

Z. '-･ij､むJについて

2.I.姥動詞ヒレ了の周 式

日 ) 健食物/固体.(ごほん･肉 ･がム･あd').･･)を かむ;

(2)x歌.細 /東棟(水 ･お茶 ･滴-I)を 舟払

(3)x,飲食物 /気体( ? )を f)､t;C

上の･LitJ乙/)ように 対象物は普通 固体の′飲食物である｡ こ
こみち まず 沈･,,/)ことが脅えら.汀る.

くi)上･下E'l)歯で対象物 とはさ;.U｡

両･'七･千LJf')歯豆谷･n･Lfる,:g;,.I･作t:よ/).対象物 をTjJ-,た′).粛 ●.L-

いた/,)､つぶ:した/)する.

雄,i)こi'!()鋸 ′持 線紋回教L)赦すことにより､対象物を唾液と

ませttやわらかく.す･iこヒレぐさる｡

L7'‖)は 落体である｢牛乳 Jを対家と寄る均各がある.,I
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(4･) 牛乳をク､ん.でob/むと ブ射C舛いい.

こ(=d 年乳を′｢消化が奮いので､鹿波とまぜる嵐､字のあ

るbの｣とし1･とらえた表頑である..経の液体に対してLa

各温 ｢みむ｣ を同いTalい｡

また 対象物は飲食物に取らす 仲の回線でもdい｡

(ど) 解体イ舌･脂 ･爪･･･)を ,Jnむ｡

召) 犬に 髄 を カ､去れる｡

これらの刷れら､次のこと1Rkうねがえる.

(iv)上下g)歯紬 わさることは':Vを＼左

(vJしたがって ､付象物は､two,LたLJ.轟けたL)､つぶJ,Lた

りしたJ(ヒtrよい一

(･/zt)如作は-画,):)増各が.多･い二

二二rjtら､対象砺{/.tit,刷 も′ 融けるとIv弓 こと日 1'･f為!/)

r爾来｣-L̂1#)って､｢かU J に罠食まれrJいこと･Lj､l･)･ljも｡

よ･フてr'･かrJご｣ の藍本軌仲通..

(軒簸物.･tL,上･下,lj)敏でEjさん､歯と歯を′餌-)･,qようと/:JT
る>

ことであ/)とい.えを｡

:KI,こ 上:FIJ)歯甘間に対象物･,,)ltri在しない剤 を罷たいム

Lt召 .Bを 一か/jilしめる(.

〔(,n 米歯を .ひi:｡

(17)では｢星J,格に一滴J,Sと,ている寸だ本一雄)･lJtl舌えか ･､

･i･,''')を経れば､r歯,JLIi:!~赤む.i.ことt,/).3'--3･象L.:TiフてlI,1/UのCtl･3'

なく一㌦ dJるJ･&,!棒t/)対濠でlr'ることか才丁あるも この癖 '',.･;,'l)

'T,)＼t吊 3-r鼻 と歯,LjL.育,:jJ 甥･.awJ 自動吉相 碍溝 Ttあると思
再 YI.ら.

Z.Z.自動詞 として･J)嗣洛
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(?) 歯と薗Oこかみ食う.

(70) 歯車が かみふう｡

これらの例によれば 自勅封｢かむ｣の特級は

く生物のbつ歯に似たbの同士倣 うこと>

であるれ ､える｡しかし ｢～ 赤 4､お J のciうに 単頻に

rカ､訂,を用いる言い方は不自然であり､自動詞 ｢･カ､む｣の

弔葱は噸られているようである.

2.3. ｢カ､お｣の傾桶的な開法

a.3.･7.招勧言司 .｢カ､む｣ の再議みち
川 ) 砂を みむ愚い｡

(12) 曹虫を か みっ.51'したような顔｡

く13) (やしさ(寒さ)を みみし.d)る｡

玖上は､人間の歯による基本的な動作自体･b媚 掃的に軌 ､

られた例であるdt､

(14) 鹿 を かむ虎｡･

のように,波を｢むき出した歯Jl=たとえ､｢i7､訂 ｣ と表
規した例bある｡きた､

(け1 本んで 食めるように教える｡

は, 対顔物 (教 える内容)を-/準化しやれ ､ようにやわら玖
く碑くことからきた飼席である｡

2.3.2.自動詞 ｢･O､む｣ ●の周桑あら･

lti) 意見城､心み食わない｡

畠新顔 ｢赤札 は.｢珠み食うJ という形で用いられること
鯛 いが､次の傾何例でLa rへしているJ の彩で､単教Jこ用

いられている.

(の.額が -赦 やんでいる｡ '

この珂例11の｢一承｣ IaJP新鮮確固議帝典Cによれば､
/}'
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r(硬の/こ射 ､専ヒしての〕人間釣と))｣C)音線である, し7?･.

#lって､例(17)/3｢根赤､歯車の一部分であJ)､物凄を動かす̀

ことに関係しているJところからきた僧籍的fJ同湾であると

終われる｡

3. r0)むJ について

3.1.1.滞積

(1) 威食物/固体(ごはん･肉･ガム･あb･･)を の就

く21 ノ飲食物/波線 (水 ･お暴･滴-)を のむ｡

(3)x償食物/気掻 く ? )を のむ｡

候食物の中で井象七･tat/).やすいのは液体である｡液藤の列

lS花にも見出せるふ.･.

(4･) 慕(水薬)を･のL払

(F) 毒(液俵)を のむ｡

(i) つばを のt;｡

L4･).(nは 外から口に入れる沖象物である菰､.li)C)刺

のrうば｣は乙と己と口の中/こあるbのTある｡よって.

LIL)粁象物 g･口に入れる′人yL机 ､は息本の新井でない｡
さうに､倒 (日 のように対象物Ia･固体で占よく､対象物4:

砕かれ､こなれて､液珠に近い雅鰍 ごなった時に｢のむ｣ を

戒うことができる｡孟た､

(7) 唇放くご持ん･由 ･ガム･ああ･･)を吉もごとのみ込む.

という斎藤で 傭う
●

らき"て丸
レ

LJ/
)

(7)と同じ怠埠では､

LC) 秦.(巌剖 )を ･の'･ctI｡

(チ) 寒(回線)と のt:.

(fo巨:が､んのふたを のむ｡

などの確例が.見られ右

勘 こ､飲女物以外の気/i/tJi･舟乗とする刺を考えてみる｡

(ll) 控 重 く･,ウtj･rJ.,
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(12) 息を のむ

(fz)は r#神の緊顔. 巨表わF J慣用的な屑,-3株主である8,
動作そのbのとb考えることができる. よフて､･

(i,,対審物は 固凍 ･液体･気体の利 を商わず C)ビ皇嵐す

ことのできるむのならばよい｡

といえる｡ この上とク､ら｢のむJ 0)基本紛作は､

くのど左通温させて 叔らだの中へ温る>

ことであると斉えうれる｡

なお､気体を･対象物とする湯/釣こは.｢のむJ を｢すうJ

に置きみえた方が白票である｡気体n:｢のどを鹿過するJ こ

とはあ草L)禽獣きれ机 ､たd)｢の払 .虐言いにくいのであろ
う｡ (12)状 r#希の常軌 を表わす場各には､ 気体である

｢息｣カて1-あえてd)どを商号動作の必曹tJ乙の｣ としてとらえ

られておI)､｢a)む｣が知慮的E=同いらyLている｡

3.1.2. ｢たば=をのむJについて

(E3) たばこを のむ.A

(74) たばこを すう｡

こ.の二つは ほぼ同じ音線で使われる文章であると患われ

る｡ u4)a)｢たばこ J は､

(t亨) 固体(ストEI一･乳首･･)き すう｡

の場如 軒家物と同じと罵ることばできる武 (13)は､

(l̀) 国体 (ぴんのふた-.)を -'の●お∴ ~~--

甥JakLJ穿なっている｡しかし (13)lは rたばこ｣ を｢たば

土の牌｣と藷試 して｢のどを通風させるJ 意峠d)
(17) たばこの煙を のむ｡

という表現ヒも異なる｡(｡動詞の普虎･用,講の記述的研究D

郎ZFによも) .

この齢 の｢のむJ LJ､｢のtIJ 勧仲を表わすよ/)占､｢すうJ
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(2ふ) 声と の払

(27) 諸色 のお｡.･

(2g) .摘み<r/_ の定夫

〔27),(23)では ｢のむ.ことがあ3I)稽魔的Tdl勧作でISrJ<

rcit7ている｡同席に訳の例では､主体の貴方にそぐわTalY､ht
rL玖たなく永由するJ 怠嘘で ｢のむ｡を開いている｡

(之9) 撃戒を C)む?

蓮に､-~粥 だの中へ選るJ 勧件を積鹿的に行甘うら･とかL)

r主体銅 分の内翻 :曹食物の勢力をヒL沌 み､,勢いを態わ

せる, 凄味にbbtろQltフてい b.
(32) 人を のんで針仇る｡

(J7) 敵に のき･yL占｡
一方､JVに･/D三例は/仏'らだo)中へ送る J という碑徴をよJJ

容額軌 ことらえ/ 主体,n対 象碑 を和布に食み､降すJ.状況を
表わしたbのである｡

(Jl) 液が 南を:･の･華･
(B) 人ごみに のaれる.

(沖) どすを のむ

4. ｢ くうJ について

4.1.間承 ｡

(1) /飲食物/画射 ごはA,･由.･.･FAム･凄め･･･).二を くう｡
(之)x･飲.食幼/液体(水･お巌･滴-I)を .くう｡

(3)x′飲食物/気体( ? 1.･.).を くう｡

飲食物の中で侍 固体が対象である｡ia)FP.雫.･.a
(4) ごほん(肉)を 〈う.i

では ｢くうJを ｢か払 十｢.のむJ 衷作ととらえることaLでき

ち . しかし､一才では. ごはuI&)を口に入れるだけの働作

/こ対レて rごぽんく由沌 くう0,と吉うことができ､必ず,,L,
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む ｢玖抗 や ｢のむ｣ という動体 を伴わrdlい｡ このこいよ

くF) ガムを くう｡ .
(占) あの邑 くう｡ ●
という例E=よ7てt/属私めらyL右｡すなわち(I)でLま,ガム

を｢のむ｣ことはせず E:｢カ､む｣勧仲だけ巨伴い､ ‖ )では
｢れtIJ こ.ia｢の払 こヒbfTdt〈､一r=･だなめてロの中l=伐

帯していることを.｢くう｣で表現している｡

また.､ご甘んを ｢呑まずにのみ込LJで 乙､ごほんを｢く
ラ1 動作と属る二七iltでさる｡
鹿いて､軒庶物を･飲食勧 こ躍らず ･相の展珠にひろげ-I,}+

ら. '

L'r/) 魔術師ば ガラ-i:壁)モ くう｡

二:,力演′如 二号) ､ '~くうj は. ｢1jJJJ十｢のLtJ 豹指七･lロ

E=入 れ/UTさけt･/A)動作iLtJ.HE.廿 .星泉石すことができる6

,37て ｢くうI I_I/,7動 作E･･.3 ､ 蘭･体を､

(日射 'Vでtf)みこむ軌性 .

神 赤んだり す.･弟たリして､ ロ･.～/)中に牒革 する勧化
LH..')のfJ酔t,官 .

(i･･/)口に/1折る勧化

のそlLで･yLを患,t.1-才といえる｡

､-)･,･･且 勧rjFそL//)JJr･j)七･レてとらえ.juこ-ヒ五㌦r l以上L,jj｢./､

きた･,Cぐ､;kJ.I))･1-)に､動 作白線を鹿頼yず､ 再 ,')レf)jJr J紅 倉

鶴 :i.).恥 ･;/?',TtkJ 錐 .i,I-串･.8,J針が3)るC
症)ニlI'))葛虎 で .(7-(＼､-i,,

L'7) ､ う中(:･iJ-･Ir 誹皆競

り',尺 う小 Ii'J･川 鍋 ､Gl).世･./i)r=Pu
動作.'tL,-(I:.I)r一ぐうJ i･3'液体や気 体 三好象とLlJ:小･, i-:･Lj

らしう液体 ･気体を食物kしていb使 物 酌 ･､ムLI Lうば､次(/''.)
′
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ようにこyLらを対象とする表兎戎可艶になろう｡
川 ) 眉油を ぐう 細乱

(fZ) その衛皆物音◆二酸化度東を くフて 生きている｡

4.a. ｢(うJ C)用溝のひろ解り

ここで r傾柄的な用薦｣ とレなみったのは 山下0)用例に

監うれbr(うJ 玖 甲たして飲食(潤 する卜(う｣ をさと
L=しているC)あどうれ 不明BJ'ためである｡こ0)やL=は ｢叔

む｣に近い意虎をもつ相法と､｢の杭 辛 近い藩政の用菟とが

aJ)､ 飲食の｢くうJから出た童うに古見えら歌 麿玖める
ことばでさす･払った｡

4,i.1.自動轟的TJt用講

(E3)-'歯頚i?:､(いふう｡

(74) 恵見 城､<いちがう｡

こ垂らは 自動南 ｢歩むJC)同素であげた例､
乙2.(10) 歯車M.I叔み食う｡

2.3.2.(ti)･患監査 畝み食わ飢 ､｡ I

と同じ意味を表わすと邑て1あろう｡

4.2.2. '7に ,格をとる桶積

(LS･) くぎ潔 夜に (い赴む｡

Lt6) 彼は どこまでも 敵t= くいさかった.

(17) 夫は ,:R礎功鹿に くいついた｡

(TC) 接せは くい入るような日で 鈴を見ていたQ

(77)のp-(ラ .･は ｢幼訂JあるいLJ｢<わえるJ I:近いQ
またrtC)は r鈴L=くい入るJ ような目と僻 できる｡こVLう

C)rL=J希l孟-I.ナベてr 込む･さがる･つ<･̂ る.のす(こひか

れてお()-｢-に<うJという動 こLさすら凱 ＼また､ ,j-
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m ) そd)ことばla 気l= (わをい｡

(20) 彼は 飽きに (lフてかかフた｡

カニ例を見る｡ (Il)のrくうJ IS自動由 ｢ふむ.L=似て｢F(

っT=/)食う｣ことを衷Y)す戒､卜～にくうJという昏定形は使

わない｡ (20)は 卜息みつくように攻撃すb･Jと見ることむで

きるd､やは/)用法E3取られ ｢(って舟みる. の形でし水屑

いうれない｡

これらQ)励みらは ｢～にくう｣ という彬を凍蕗すbことが

でき弟 こo)場各の｢<うJは､切＼むJに近いcrうであb状
その鹿波をはフきJ)とつか訂ことができか ､｡

4.2.3. tも 為をとる周桑

(21) よく 毛を くう毛薮き ｡

(ZZ)/ボタ ンを 〈いちぎる｡

(23) 昏尊 を くいとめる.

(A) 宙を くいレぼる｡

(之7)は 卜歯研酎こ甘さL/で 縄さ射 ､J意味である.この田

渚としては汲C)例 b食tlIことばできb.

(Zr) さJblJ忍､ちっとb くわない｡

ただし 二項言｢えさをくわないcj藩政にbとること珠で

きるっ

(22),(23),(24)は7=J魔の濁冶､と同報t=,廠各蕗にrt77意

味をなす｢<う｣ の相法で爺LJ､養成持｢滋で , に足し＼

きた 受け秀粛として次の例が､見られ､斎戒は ｢ふむJf貴

簡には｢さすJ)に近しも

(6) 蚊に くのれる｡

rSJ藩をとる開式(受IT勇形を合C)の中では ｢<うJ 粛

｢の訂J に近<､｢村費を自分の傍目=とL)入れるJ 食味をちつ
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埼舶 多い｡払下1号の用例をあげてわたし七,

(2ム) 穐罷L)を くう｡.

(27) 発が (われも｡

(23) 太古の重 くう｡

(2タ) 手根に くわ･iLる｡

(30) 優勝繰補0)A蔵を◆ぐう｡ ･･

ニ叫 持相和 傾城哀倖す意味1-'ぁ'る｡また､

(31) 時間 (息 ･qttjI)ン)を <う｡

は恵棲物を主線車する､う肖骨を長b:･守例である.'ここまでの

抑 こおけるIr<:),け ｢主線東軍褒助を白卵 内帝持とり払
んで､その存虎を尭食に消す｣と,..工 いわば ｢-/75化｣に外

r=藩政をも-}-CL､る｡.こ裾よ｢(,)芯jiJt勘 こ｢白}/tg')内*Lこ
遂[)込む｣ 恵疎である(,')とは緊fJ'る三

良) 人を くっ,r=簸

ろ､人の再起を過小醇博あるいけk.動 こないうul)とするよう

fdT藷のこと空古い､

LJ.)) 人を C)む｡

増息の ｢の払 ′粧 人を圧倒する:,/)とlli･:走虎改･遭う∴

動こ､｢くうj堺｢好意射 ､おのを受ける了とtly-)'藩嫁で伺

いらP･た例を卸ずる｡

湖 中音Lお臼玉･攻撃)を ･十5c

L33･) その手Li.くわ紅

･Ji) ･一本 (わさ新Lた｡

(34日3'｢●くらう, に軍き払えることt.ど き;i-･.これらは主

体の禽勘 こ無柳 笈73､1-ヾ う, (!'I刑法 である｡

i攻上のように｢ くうJ はい小 ､/冒;lfl墓E･乙'･･J･/̂tttどれfJ

廠′勘潤 すjy卜｣チ . iLこ似 た鋸 Jあ鳥 目 tol:1,/joそd)剛 恵

を蝋夜にすることのできる督料･珊 瑚 dL､封 ､頼...1'であも
Jj̀
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FLロ[=入 れあ勧雅一 ｢才,瀬のと/)オ

ここでは卑居 として､｢でJ 藤めと/)オLこcrって ｢i,､むJトの
i;Jr<う｣･の三勤絢を親藩してみる｡

(7) 歯で bむ｡

(2) コ ､ン7.(暴虎)で ･のむ.

lj) ストローで のむit
(4･) 湯で水)で のItT.

(田 鹿碇(jR)で <う･.

(i) 持し(彰 で '.<う｡･

(1)で明らか訂ようL:｢令tl は†1､｣格に簡｣レみとらな

い｡これに対して｢のむJ と｢<う｣とは､対食物をのどま

で′.あるいは.ロまで選ぶことのできる道男をT;111蕗にとt)

得る｡これは､4,1.(Itv)で好誼したように ｢くうJill.｢ロIC

入れも｣噺作をJ&むことを患づtTtまた｢0)'弘 に去｢ロに

入れもJ勤務を香U)る埼食irあること竜虎していも . 与レ71

｢口に入れるJ 舟象a)別 (卓L=,･#′線と廟路C)別)持よって

PのLtJヒ｢<うJ とを使い斜 丁､それilrrのみ(いJという

W/に凝み射 せに6:っているのであも

春希 丈叔

敵射 出編 ZPk韓苑｡摘一版) 即 時 岩波書店

各町一溝助舟席 U新明解簡蕗帝輿D(%ニ版)m碑､三省堂

日本大･韓輿刊/4線 編 5 日本回線大命典招 7乙-7i年 ′卜尊命

国細 線研究軒P劫轟の澄碑周東の紀延的碗 4 1q7番 碩 虫放

言蕗薦盈 ●■̀

1野 卑佃 東京都新宿区吐｡3才一海鳥盲足市子塵 区ノ 海-

fb泉東灘新藤邑 , 71才- 磯漢鹸 釆区畠偉｡

lW

′
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