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The present paper points out how Czech and Japanese differ when it comes to 

expressing the purpose of a motion event. The "jit na N" construction in Czech and the 

"N ni iku" construction in Japanese are similar in that both refer to motion with the 

purpose of carrying out an action pertaining to N. They also share the conventional 

meaning of (i) motion with the purpose of participating in N (an event). However, 

while the "jit na N" construction can denote (ii) motion (toward an eating place) 

with the purpose of consuming N (food or drink), and (iii) motion with the purpose 

of hunting or gathering N (animals or plants), the latter two meanings are highly 

restricted for the "N ni iku" construction. In other words, the "jit na N" construction 

is much more likely than the "N ni iku" construction to permit nouns expressing 

objects participating in some kinds of event (e.g. objects of consumption, and objects of 

hunting or gathering) for its N slot. 

These constructions can be regarded as instances of a cross-linguistic phenomenon 

where purpose clauses reduce to more economical forms in motion contexts, which 

suggests that there is a close conceptual connection between motion and purpose. 

I. はじめに
日本語で「祭りに行こう」はごく自然な表現だが、「？？ビールに行こう」「＊きのこ

に行こう」「＊鹿に行こう」などは相当不自然である。ー方、チェコ語では、 (1) の

ようにこれらに形式上対応する表現が自然なものとして容認される。 il (lb) を自然

な日本語に翻訳するためには、「ビールを飲みに行こう」「きのこを採りに行こう」

「鹿を狩りに行こう」のように、動詞によって具体的な行為を指定する必要があるだ
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ろう。このように具体的な行為を指定する表現は (2) のようにチェコ語にも存在す

る。以上から、 (1) に示したチェコ語の「移動動詞 jit 十前置詞 na 十名詞」構文

（以下、「jit na N」構文）は、日本語の「N に行く」構文と共通性を持ちつつも、異

なる特徴を持っていることが分かる。

estiual. (1) a. Jdeme na f 

go. lPL.PRS for festival 

「祭りに行こう」

b. Jdeme na {pivo I houby I jeleny}. 

go. lPL.PRS for {beer/ mushroom / deer} 

「 (lit.) {ビール／きのこ／鹿｝に行こう」

(2) Jdeme {se podivat na festival I si dat pivo I sbirat houby I lovit jeleny}. 

go.lPL.PRS {see the festival/ drink beer/ collect mushrooms/ hunt deer}. 

「｛祭りを観／ビールを飲み／きのこを採り／鹿を狩り｝に行こう」

本稿は、チェコ語の「jit na N」構文の特徴を、日本語の「N に行く」構文との対

照を通して多角的に検討することを目的とする。その過程で、 (2) に示したチェコ

語の「移動動詞 jit 十不定詞句」構文（以下、「jit INF」構文）と、日本語の「V (動

詞連用形）に行く」構文についても言及する。

2. 「jit na N」構文は移動とその目的を表す
(3a) は移動とその着点を表現し、 (3b) は移動とその目的を表すと考えられる。

ところで、前置詞 na には移動の着点を表す用法もある。 2) このため、 (3b) はそもそ

も目的ではなく、 (3a) と同様に着点を表している（つまり日本語の「～の（ある）

ところに行く」に相当する）という可能性が疑われるかもしれない。しかし、この可

能性は (4) によって否定される。

(3) a. Jdeme do hospody. 

go.lPL.PRS to pub.BG.GEN 

「飲み屋に行こう」

b Jdeme na pwo. 

go.lPL.PRS for beer.SG.ACC 

「ビールを飲みに行こう (lit. ビールに行こう）」

(4) a. Pujdu do hospody, ale nebudu 

go.lSG.FUT to pub.BG.GEN but NEG.AUX.FUT.lSG 

nic pit. 

nothing.ACC drink.INF 

「飲み屋には行くが、何も飲むつもりはない」
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b. ?? 即'jdu
. 

na pwo, ale 

go.lSG.FUT for beer.SG.ACC but 

nic pit. 

nothing.ACC drink.INF 

nebudu 

NEG.AUX.FUT.lSG 

「 (lit.) ビールに行くが、何も飲むつもりはない」

C. *Ja jdu sam na pwo, ale nebudu 

ISG go.lSG.PRS alone for beer.SG.ACC but NEG.AUX.FUT.lSG 

nic pit. 

nothing.A CC drink.INF 

「 (lit.) 一人でビールに行くが、何も飲むつもりはない」

(4a) の先行節が移動と着点を表しているなら、後続節の内容と何ら矛盾しない。

例えば飲み屋に予約だけを取りに行く場合など、 (4a) が自然な発話となる文脈はご

＜普通にある。ー方、 (4b-c) の先行節も同様に移動と着点を表しているならば、

(4a) 同様、自然な表現となることが予想される（「ビールのあるところに行くが、

何も飲まない」は特に矛盾しない）が、これらは不自然であると判断される。

ここで、ある主体が行為 A を実行するとき、 (I) 行為 B を実行する意図があり、

かつ (II) 行為 B の実行が行為 A の実行によって可能になるという信念を持っている

場合に、「行為 A は行為 B の手段であり、行為 B は行為 A の目的である」と呼ぶこ

とにしよう。例えば、太郎が移動するとき、彼が (I) ビールを飲む意図をもち、か

つ (II) 移動することによってビールを飲むことができると信じているなら、移動す

ることはビールを飲むことの手段であり、ビールを飲むことは移動することの目的で

ある。

これを踏まえて、 (4b-c) の先行節が目的を表現していると仮定する。すると、定

義上、行為A(=手段：移動する）を実行する意図と行為 B(= 目的：ビールを飲む）

を実行する話し手の意図がともに表現されることになる。しかし、後続節で行為 B

を実行する意図が否定される。これによって全体として矛盾した内容を表現すること

になり、 (4b-c) は不自然な表現になる。以上から、 (4b-c) の先行節、つまり「jit

naN」構文に目的を表す用法があると考えるのは妥当である。 3)

同型の議論が「N に行く」構文にも適用できる。 (5) と (6) の容認性の違いは、

(5) の先行節が移動と着点を表現しているのに対して、 (6) の先行節が移動と目的

を表現しているためである。 4) つまり「N に行く」構文にも、移動と着点を表現する

用法と、移動と目的を表現する用法がある。

(5) a. バイト先に行くけどバイトはしないつもり。

b. 釣り堀に行くけど釣りはしないつもり。

(6) a. *バイトに行くけどバイトはしないつもり。
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b. *釣りに行くけど釣りはしないつもり。

「jit na N」構文にしても、「N に行く」構文にしても、着点と目的のどちらの用法

として解釈されるかには、少なくとも、 N が場所を表す名詞であるか、出来事を表

す名詞であるかという要因が関わっている。場所を表す名詞は (7) のように対象の

空間的な存在を表す述語を修飾してその対象の位憤を限定する項となれることなどを

特徴とし (cf. 田窪 1984) 、出来事を表す名詞は (8) のように時間的な範囲を限定す

る修飾を受けることができることなどを特徴とする (cf. 影山 2011: 36-60) 。 N が出

来事を表す「jit na N」構文」の事例については 4.1 節で扱う。

(7) a. {バイト先／＊バイト｝に椅子が置いてある。

b. {釣り堀／＊釣り｝に椅子が置いてある。

(8) a. 3 時間にわたる｛＊バイト先／バイト｝

b. 3 時間にわたる｛＊釣り堀／釣り｝

以下では、分析の対象を明確にするために、移動の目的を表現するもののみを「jit

naN」構文と「N に行く」構文の事例として扱う。

3. 「N に関する行為を目的とする移動」を表現する

(3b) の事例における移動の目的は、ビールを飲むという行為として解釈される。

しかし、飲むという行為は明示的に表現されていない。では、これ以外の行為が目的

であると解釈される可能性はあるだろうか。ここで注目すべきなのは、 (4b) の発話

が「じゃあ何をするつもりなんだ？」という反問を誘発するという事実である。先行

節が何らかの行為を行う意図を表現していると考えれば、この反問は自然なものだろ
う。つまり、先行節でビールに関して何らかの行為を行う意図が表現され、これは普

通、ビールを飲む意図として解釈される。しかし、後続節で何も飲まないという意図

が同時に表現されているために、先行節で表現されている意図の内容を確かめる必要

が生じるのである。この反問に対して、例えば「ー緒にい＜他の皆はビールを飲むだ

ろうが、僕は飲まずに座っているつもりだ」という答えが返されれば、会話は問題な

く成立する。この場合には、移動の目的は「ビールを飲む」という行為ではなく、

「皆でビールを飲む会に参加する」のような行為として解釈されている。 (4b) の不

自然さは、先行節が普通、「ビールを飲む」意図を表現するものとして解釈されると

いう事実に起因するものと考えられる。ー方で (4c) が (4b) に対してより不自然で

あるのは、ビールに関わる何らかの行為を 1 人で行う意図が表現されているために、

上記の解釈すら不可能であることが要因であると考えられる。以上から、「jit na N」

構文は「N に関する行為を目的とする移動」を表現する。「N に行く」構文も同様

に、「N に関する行為を目的とする移動」を表現すると言える。例えば、 (9) の容認

性が低いことから、先行節は「学会に参加するという行為を目的とする移動」を表現
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していると考えられる。

(9) ?? 学会に行くけど、学会には参加しないつもり。

さて、上記の「N に関する行為」とは、具体的にはどのような行為として解釈さ

れるだろうか。ビールに関わる行為は、潜在的には無数にある（例：ビールを飲む、

ビールを飲む会に参加する、ビールを売る、作る、冷やす、料理に使う、見つめる、

花壇に撒く…）が、それぞれの行為が (3b) の解釈として選択される可能性は同等で

はない。 (4b) はある程度の可能な解釈の幅をもちつつ、明らかに優先される解釈

（すなわちビールを飲むという解釈）が存在する。何が優先される解釈になるかには、

「ビール」に関する一般的な知識が関わっている。すなわち、「ビール」に関して論理

的に可能な無数の行為のうち、現に可能な行為がどんなもので、典型的な行為とはど

んなものか、という知識である。 5) ビールに関する典型的な行為が、「Nに関する行

為」の解釈として優先される。 6)

4. 「jit na N」構文と「N に行く」構文で、 N に現れる名詞はどのよ

うに異なるか

「jit na N」構文と「N に行く」構文は、「N に関する（典型的な）行為を目的とす

る移動」を表現する点で共通している。しかし、どのような名詞であっても N とし

て容認されるわけではない。両構文には、 N としてどのようなタイプの名詞が現れ

うるかという点で違いがある。

4.1. 出来事を表す名詞

(10) に例示するように、人間が意図的に成立させ、人間が意図的に参与するタイ

プの出来事を表す名詞は、「jit na N」構文と「N に行く」構文の双方の N に生産的

に現れる。ー方で、 (11) のように、 N が人間が意図的に成立させる出来事を表す名

詞でない場合には「N に行く」構文は容認されず、動詞によって行為を指定しなけ

ればならない。それに対して、 (12) に示すように、「jit na N」構文はこのような出

来事であっても（例えば地震を体験すること、調査することが目的であることが文脈

上明らかである場合は）表現できる。

(10) Jdeme na 

go. lPL.PRS for 

{party I vylet I festival I ohnostroj I fotbal I box}. 

{party/ excursion/ festival/ fireworks/ football/ boxing}.SG.ACC 

「｛パーティ一／遠足／祭り／花火／サッカー／ボクシング｝に行こう」

(11) (日本に）｛地震／土砂崩れ／雪崩｝＊（を体験し）に行こう。

(12) Pojedeme do Japonska 
V V 

na zemetreseni. 

go.lPL.PRS to Japan.SG.GEN for earthquake.SG.ACC 
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「日本に地震を｛体験しに行こう／調査しに行こう…etc} 」

4.2. 飲食物を表す名詞

「jit na N」構文では、 N に飲食物を表す名詞が生産的に現れる。 (13) (14) では、

N に具体的な飲食物を表す名詞が現れ、「N を飲む l 食べるために移動する」という

意味が表されている。これらの事例のように、 N が飲食物を表す名詞である場合、

特に「N の指示対象（以下、 N) を飲食するために（それを提供する）飲食店に移動

する」というのが普通の解釈となる。この解釈は、「jit na N」構文の慣習的な意味

の 1 つと考えられる。その根拠は 2 点挙げられる。まず、 (15) のように、 N の飲食

を目的としていても、その目的のために飲食店ではない場所に移動する場合にはやや

容認性が下がる。さらに、 (13) に示すように、 N が mleko 「牛乳」や voda 「水」

である場合には容認性が下がる。これは、これらを飲むことを目的として飲食店に移

動するという状況が想定し難いためと考えられる。実際、例えば「（貴重で高品質な）

牛乳や水を提供する専門店」が先行する文脈で提示されている場合には、これらの文

の容認性が上がる。

ー方、日本語の「N に行こう」は、 (16) のように N に具体的な飲食物を表す名

詞が入ると、多くの場合で不自然と判断される。”自然な表現にするためには、動詞

によって目的となる行為を指定する必要がある。ただし、 (17) に示すように、具体

的な飲食物ではなく「朝食」「昼食」「夕食」のような名詞であれば、「N に行く」構

文の N に現れることができる。これらが 4.1 節に挙げた出来事を表す名詞の一種で

ある (cf. 「 3 時間にわたる昼食」）ためと考えることができる。 8)

(13) Jdeme na 

go. lPL.PRS for 

{pivo I kavu I caj I vino I kolu I sodu I dゑus I 7mleko I 77vodu}. 

{beer/ coffee I tea/ wine/ cola/ soda/ juice/ milk/ water}.SG.ACC 

「｛ビール／コーヒ一／お茶／ワイン／コーラ／ソーダ／ジュース／

牛乳／水｝を飲みに行こう」

(14) Jdeme na {smaゑakI gula辞

go.lPL.PRS for {fried cheese I goulash}.SG.ACC 

「｛チーズフライ／グラーシュ｝を食べに行こう」

(15) 7匹!jdu na pwo ke kamradovi. 

go.lPL.PRS for beer.SG.ACC to friend.BG.DAT 

「友達の家にビールを飲みに行くんだ」を意図。

(16) r? ビール／？？コーヒ一／？？お茶／＊コーラ／＊水｝に行こう。
(17) {朝食／昼食／夕食｝に行こう。
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4.3. 野生の動植物を表す名詞

(18) に例示するように、「jit na N」構文の N に狩猟や採集の対象となるような

野生の動物や植物が現れることも多い。これらの事例に関しても、「主語が N を狩る／

採集するために（それが可能な場所に）移動する」という解釈が優勢ではあるもの

の、主語と N の関係について他の解釈も可能である。例えば、 (18) の 3 つ目の事

例は、様々な種類の魚を市場などに売りにい＜職業の人の発話であれば、「（今日は）

コイを売りに行こう」という解釈が可能である。ー方、これらの事例が表す事態は、

日本語の「N に行く」構文で表現することはできず、やはり目的となる行為を動詞

によって指定する必要がある。

(18) Jdeme na {jeleny I houby I kapry}. 

go.lPL.PRS for {deer/ mushroom/ carp}.PL.ACC 

「｛シカを狩り／キノコを採り／コイを釣り｝に行こう」

5. 移動を含意しない表現への文法化

「jit na N」構文に見られる文法化について指摘する。 N に代名詞 to 「それ」が現

れている事例 (19a) は、例えば位置を変えずにある作業から別の作業へ移行する意

図を表明する文脈で自然な表現となることから分かるように、主語の指示対象の移動

を含意しない点で、これまでに挙げた事例と異なる。ここでは、単に主語の指示対象

の（何らかの行為を実行する）意図を表す表現への文法化が起こっていると言えるだ

ろう。また、同様の文法化が動詞によって行為を指定する「jit INF」構文の事例

(19b) でも起こっている。日本語でも、例えば焼肉屋の席についてメニュー選ぶ状

況で「奮発して上カルビ（で）行こう」などと言う場合のように、移動の意味が希薄

化している事例がある。 9)

(19) a. Tak jdeme na to. 

now go. lPL.PRS for that.SG.ACC 

「じゃあ（それを）やろう」

b. Tak jdeme to ud晶lat.

now go. lPL.PRS that.SG.ACC get done.INF 

「じゃあ（それを）やろう」

6. 「移動とそのH的」を特別な形式で表現する現象について

チェコ語において、前置詞 na を主要部とする前置詞句が動詞を修飾し、行為の目

的を表現する用法が可能なのは、おおむねその動詞が（本稿で扱った jit のように）

移動動詞である場合に限られる。移動とその目的を表すために、行為の目的を表す他

の形式とは異なる特別の形式を用いる現象は通言語的に観察される (Schmidtke-
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Bode 2009: 94-103, 塩原 2006)。例えば、日本語でも、「勉強しに（図書館に）行

＜」「勉強しに（図書館に）来た」などとは言えても「＊勉強しに（図書館に）居座

る」などと言えないように、「V1 (し）に V2J という形式において V1 が (Vz が表す

行為の）目的を表すのは、 V2 が「行く、来る、戻る、帰る、集まる、向かう」など

の意図的な移動を表す動詞である場合に限られると言って良いだろう。

通言語的にこのような現象が見られる背景にはどのような要因があるのだろうか。

これには、意図的な移動が、着点における何らかの行為を目的とするものであるのが

普通であること、そして、ある行為（＝目的）を実行する手段として、ある着点に移

動する必要がある場合があることが関わっていると考えられる。移動と目的がこのよ

うに着点を介した仕方で結びついていることが、これらの概念を特別な形式で表現す

ることを動機付けていると言えよう。 10) より具体的には、「特別な形式」の成立には

少なくとも次の 2 つの要因が関わっていると見ることができる。

(A) 着点を表す形式が目的を（も）表すようになる場合：移動の着点が表現され

れば、移動の目的が同時に分かる場合がある。例えば「本屋に行く」「学校に行く」

「トイレに行く」など、目的の行為を明示せずとも、着点となっている対象に関する

「典型的な行為」についての知識（その場所で一般的に何が行われるかという知識）

から目的が推測できる場合は多いだろう。このことが、例えば「N に行く」という

構文が目的を表す場合（例えば「学会に行く」など）のように、着点を表す形式が目

的を（も）表すようになる変化を動機付けている。

(B) 移動動詞と目的の行為を表す形式が共起する場合：移動の着点が表現されな

くとも、移動の目的を表現すれば、着点が分かる場合がある。例えば「ゴミを捨てに

行く」「本を買いに行く」「釣りに行く」など、着点を明示せずとも、その行為が一般

的にどのような場所で行われ（得）るものかという知識から、着点が推測できる場合

は多いだろう。つまり、意図的な移動は多くの場合に着点を要求するが、着点は目的

によっても間接的に示されうる。このため、着点よりもむしろ目的が表現したい意味

の中心である場合に、着点を表現せず目的だけを表現することが可能である。これ

が、移動と目的の行為を共に表す形式（例えば「V に行く」構文や英語の go

swimming のような表現など）の成立を動機付けている。

以上を踏まえると、 j{t na pivo 「ビールに行く」に代表されるような「jit na N」

構文の事例は、 (A) (B) の両方の要因が関与することで成立したものと見ることが

できる。つまり、「jit na N」構文が目的を表す用法を持つという点では (A) の要因

が関わっており、そして、移動動詞と目的の行為（ビールを飲む）を（その行為に参

与する対象（ビール）によって間接的に）表す形式が共起するという点で (B) の要

因が関わっている。
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7. おわりに
チェコ語の「jit na N」構文と日本語の「N に行く」構文は、「N に関する行為を

目的とした移動」を表現するという共通性を持つ。両構文は (i) 「出来事 N に参加す

るために（その出来事が催される場所へ）移動する」という慣習的な意味を持つ点で

も共通しているが、「jit na N」構文が (ii) 「具体的な飲食物 N を飲食するために

（飲食店に）移動する」 (iii) 「野生の動植物 N を狩猟・採集するために（それが可能

な場所へ）移動する」という慣習的な用法を持つー方、「N に行く」構文は、 (ii) の

用法は限定的であり、 (iii) に対応する用法は皆無と言えそうである。つまり、「jit

na N」構文は、出来事を表す名詞だけでなく、ある種の出来事に参与する対象（飲

食の対象、狩猟採集の対象）を表す名詞をも N にとりうるという点で、「N に行く」

構文にはない振る舞いを見せる。

略号

1 (1 人称） ACC (対格） AUX (助動詞） DAT (与格） FUT (未来） GEN (属格）

INF (不定形） NEG (否定） PL (複数） PRS (現在） SG (単数）
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注

＊本稿は、日本言語学会第 157 回大会 (2018 年 11 月 17 日、京都大学）において行った口頭発表

の内容に基づ＜ものである。本稿の執筆にあたって、西村義樹先生と 2 名の匿名査読者の方をはじ

め、多くの方々に貴重なご助言やコメントをいただいた。みなさまに深く感謝を申し上げたい。

1) チェコ語は、印欧語族スラヴ語派西スラヴ語群に属する。基本語順は SVO である。 7 つ

の格（主格、属格、与格、対格、呼格、前置格、具格）を持ち、主に情報構造に応じて柔

, 
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軟に語順が入れ替わる。

2) 移動の着点を表す前置詞として do と na のどちらが用いられるかは、着点の意味的特徴か

らある程度の一般化ができる（対象の内部への移動であれば do、上部への移動であれば

na、など）。しかし、 (i) に例示するように、このような一般化に当てはまらない例も多々

ある。このような例に関しては、前置詞の補部となるそれぞれの名詞に関して、どちらの

前置詞が用いられるかが記憶されていると考えるべきだろう。

(i) a. Pojedu do Ceska. b. Pojedu na Slovensko. 

go.lSG.FUT to Czech Republic.SG.GEN go.lSG.FUT to Slovakia.SG.ACC 

「私はチェコに行く」 「私はスロヴァキアに行く」

3) つまり、チェコ語の前置詞 na や日本語の格助詞「に」には着点を表す用法と目的を表す

用法がある。着点から目的への意味変化は通言語的に観察される現象である (Heine and 

Kuteva 2002: 39-40) 。

4) 「釣りに行く」は例えば「アユを釣りに行く」などとも言えるが、この場合は「V に行く

構文」の事例であると言える。また、「あそこの川でアユが釣れるの？じゃあ今度釣りに

行こうよ」と言う場合の「釣りに行こう」は、特定の魚（アユ）を釣るということが目的

になっていると解釈されるため、「アユを釣りに行こう」から「アユを」が省略された「V

に行く構文」の事例と考えるべきだろう。さらに、「飛び込みに行こう」は、（東京方言に

おいて）「飛び込み」が平板で発音される場合は「N に行く」構文の事例、有核で発音さ

れる場合には「V に行く」構文の事例、のようにアクセントによって区別できる場合もあ

る。このように文脈ないしアクセントによる区別ができない場合、例えば「釣りに行く」

が上のような文脈を伴わない場合は、「V に行く」構文と「N に行く」構文のどちらの可

能性もある（曖昧である）と考えられる。

5) 「ビール」のプロトタイプを構成する知識（西村・野矢 2013) に含まれる行為、あるいは

「ビール」という概念が開＜典型的な物語（野矢 2011, 2016) に含まれる行為と言い換え

てもよい。

6) N に関する典型的な行為にどのような行為が含まれるかは、 N を含む複数の言語表現にお

いて優先される解釈を観察することによって推定される。例えば、「ビールが好きだ」は

「ビールを飲むことが好きだ」として解釈されるのが普通で、「ビールを冷やすのが好き

だ」と解釈されるのは普通ではない。同様に、「ビールを控える」の解釈は「ビールを飲

むことを控える」が普通で、「ビールを花壇に撒くことを控える」は普通ではない。
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7) 例えば「コーヒーに行きませんか」よりも「コーヒ一行きませんか」のように、格助詞を

伴わない形式の方がやや容認性が高くなるようである。

8) 日本語でも、「焼き肉／しゃぶしゃぶ／寿司 I (?)お好み焼き／（？）鉄板焼き｝に行こう」のよ

うに N が食べ物であっても容認される例がある。どのような食べ物であれば容認されるの

かについては不明だが、名詞の指示対象に出来事らしさがあるほど容認されやすくなると

は言えるかもしれない。ただ、「焼き肉をする」「しゃぶしゃぶをする」とは言えても「寿

司をする」とは言えない。これに関して、匿名査読者の方から、ここで容認される食べ物

はしばしば「焼き肉屋」「しゃぶしゃぶ屋」「寿司屋」などのように店の種類にもなってい

るとご指摘頂いた。これを踏まえると、これらの表現は「N屋に行く」の省略表現として

成立したという可能性も考えられかもしれないが、「寿司屋に行って予約だけ取ってくる」

は言えても、「寿司に行って予約だけ取ってくる」は不自然であることから、この場合の

「寿司」はやはり場所ではなく（寿司を食べるという）行為を表していると考えられる。

また、「に」ではなく「でも」であれば、「生しらす丼でも行きません？」のように、具体

的な飲食物が容認される（石塚政行さんにご指摘頂いた）。これらの事例に関しても、上
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記のチェコ語の事例とは相違点がある。つまり、これらの事例は「N を食べにい＜」以外

の解釈がほとんど不可能であるのに対して、「jit na N」構文は前述の通り、例えば「N を

売りに行く」のように、「N を食べに行く」以外の解釈も可能である。

9) 「昨日は奮発して上カルビ行ったんだ」の後に「結局注文はしなかったけど」が続くと不

自然であることから分かるように、「N(で）行く」は単に意図を表現するだけでなく、 N

に関連する何らかの行為を意味に含んでいる (cf. 「昨日は奮発して上カルビ頼もうとした

んだよね、結局注文はしなかったけど」）という点でチェコ語の事例とは異なる。また、

移動を伴わない「N (で）行く」は、複数の選択肢のうちからあるものを選択し、それに

関する行為を行う、という状況でより自然になると言えるだろう。「奮発して上カルビ行

こう」が自然になるのは、まさに（メニューの中から）上カルビ‘を選択し、それを注文す

る（食べる）という状況である。ー方、複数の選択肢からあるものを選択して行為を行う

という状況でない場合には不自然になる。例えば、特別な状況でない限り、（「じゃあそろ

そろ片付けしよう」に相当する意味で）「じゃあそろそろ片付け行こう」は不自然である。

10) 目的と着点という概念の結びっきについて、 Lakoff and Johnson (1999: 52-53) は「目的

は目的地である」 (PurposesAre Destinations) という primary metaphor を挙げている。

primary metaphor とは、日常の中である種の主観的な判断と感覚運動的な経験が共起す

ることによって自動的・無意識的に成立する、他のメタファーに還元できない最小の構造

を持った概念メタフアーのことである。

Purposes Are Destinations 

Subjective Judgment: Achieving a purpose 

Sensorimonitor Experience: Reaching a destination 

Example: "He'll ultimately be successful, but he isn't there yet." 

Primary Experience: Reaching destinations throughout everyday life and thereby 

achieving purposes (e.g. if you want a drink, you have to go to the water cooler) 
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