
第五章　中国語の結果複合動詞の項構造と語彙概念構造

　第四章までは、日本語の語彙的複合動詞を中心に考察を重ねてきたが、第五章では、

中国語の結果複合動詞について、以下の四点を明らかにしたい。

i）中国語の結果複合動詞は、前項述語、後項述語及び複合動詞全体の項構造か

　ら、どのような分類ができるのか。

ij，）中国語の結果複合動詞は、どのようなタイプの語彙概念構造から構成される

　のか。

m）項構造及び語彙概念構造の観点から分類された中国語の結果複合動詞は、そ

　の生起数、生産性において、タイプ間でどのような相違があるのか。

iv）中国語の結果複合動詞の語形成を、①「直接目的語制約」（Direct　Object

　Restriction）、　②Li（1990）の項の組み合わせ原則、　③Tai（1985）の時間順語順原則

④可能な語彙概念構造の合成、　という観点から検証すると、複合動詞の語形成

には、どのような制限がはたらいているのか。

　以上の四点を検証するために主に使用する言語資料は、《汲悟功洞一錆果朴悟搭配洞

典》（1987、北京悟言学院出版社）に収録されている例文である。《汲悟功洞一詰果朴悟

搭配洞典》では、新聞、雑誌、小説、脚本、映画及び日常会話より選ばれた322の結

果補語（即ち結果複合動詞の後項をなす動詞及び形容詞）で作られた例文約5，000例

の例文が収録されている。本稿では、322の結果補語のうち、方向補語とみなされる

もの1、　文法化がかなり進んでいるアスペクト標識とみなされるもの2、存在場所を

示す前置詞ともみなせるもの3を除き、1、866例の結果複合動詞文を抽出し、分析の

対象とする。

1一上shang、一下xia、一遊jinを除外している。

2一着zhe、一住zhuを除外している。
3在一zaiを除外している。
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5．1　中国語の結果複合動詞の構造

　中国語の結果複合動詞は、二つの述語が組み合わさって、以下のような「原因又は

先行事象4一結果事象」を表す。

（1）結果複合動詞の事象構造及び述語

　　　　前項述語（V1）　　　　　＋

　　　　　　　1

　　　　原因又は先行事象

　｛非能格動詞／非対格動詞／他動詞｝

　後項述語（V2）

　　　1

　　結果事象

｛非対格動詞／形容詞｝

　前項述語（以下、V1と表す）は、非能格動詞、非対格動詞及び他動詞と、全ての種

類の述語が担うことが可能である。一方、後項述語（以下、V2と表す）は、結果状態

を表すために、ほとんどの場合、状態変化を表す非対格動詞／形容詞が担うが、例外的

にく会hui＞（～ができる）、＜憧dong＞（～を理解する）等の状態を表す他動詞が担うこと

もある。

　複合動詞の特徴は、①しばしば使役起動交替を起こすこと、②非常に生産的に派生

され、初めて聞いた複合動詞でも、「前項述語が原因事象又は時間的に先におこった先

行事象を表し、後項述語が結果事象を表す」というスキーマにのっとって意味解釈が

可能であるという点である。以下に具体例を挙げよう。以下の（2）で、下線部を引いた

複合動詞は、使役起動交替が起こり、使役他動詞としても、非対格動詞としても機能

する例である。

（2）a．非能格動詞＋｛非対格動詞／形容詞｝

　　　　玉湿ku－shi（泣いて｛～を濡らす／～が濡れる｝）

　　　　城唖han－ya（叫びすぎて｛声をからす／声がかれる｝）

　　　　坐宜zuo－zhi（座った結果、まっすぐである（まっすぐに座る））

　　　　身尚歪tang－wai（横たわった結果、曲がっている）

4＜下輸xiashu棋qi＞（将棋を指して負ける）のように、先行事象が結果事象の原因を
表さない場合も数量的には少ないが、可能である。
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b．非対格動詞＋非対格動詞

　　累杯lei－huai（｛疲れて体が壊れる／疲れさせて体を壊させる｝）

　　酔倒zui－dao　（｛酔って倒れる／酔わせて倒れさせる｝）

c．動作性他動詞＋非対格動詞

　　喝酔he－zui（飲んで酔ってしまう）

　　推升tui－kai（押し開ける）

　　打破da－po（力を加えて壊す／力が加わって壊れる）

d．動作性他動詞＋状態性他動詞

　　学会xue－hui（学んで、何かができるようになる）

　　nJf憧ting－dong（聴いて理解する）

5．2中国語の結果複合動詞の分類

中国語の結果複合動詞が、Vl及びV2からどのように項を受け継ぐかを検証するた

めに、《汲悟劫洞一結果朴活搭配河典》から収集した1，866例を以下の基準で分類す

る。

（3）　　中国語の結果複合動詞の分類

　a．第一類「V1とV2の両方から項構造が受け継がれる場合」

　　①V2が複合動詞全体の目的語の結果状態を叙述する場合

　　　　（以下、目的語指向型結果複合動詞と呼ぶ）

　　②V2が複合動詞全体の主語の結果状態を叙述する場合

　　　　（以下、主語指向型結果複合動詞と呼ぶ）

　b．第二類「VlまたはV2のいずれかから、項構造が受け継がれない場合」

　　　③V1から項が受け継がれない場合

　　　④V2から項が受け継がれない場合

　　　⑤VlとV2が先行事象と結果事象という関係を保持しつつも、両者が補文関係

　　　　にあるとみなせる場合

ここで、本稿で、中国語において、どのような結果複合動詞を、補文関係とみなす
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ことができるのかについて説明しておきたい。第三章及び第四章で、日本語の複合動

詞において、補文関係という複合動詞が、語彙的複合動詞としても、統語的複合動詞

としても、多様に存在することをみたが、中国語の結果複合動詞は、あくまでも、（1）

で示したような、V1とV2の間に、時間的な「先行一結果」という関係が保証されて

いなければならない。このため、中国語の結果複合動詞において、補文関係とみなさ

れるのは、V2が、　V　1によって表される先行事象全体に対し、「＜完wan＞～終わる」「＜

尽jin＞～尽くす」「＜光guang＞～果たす／～切る」等、完結のアスペクトを与える場合

や、「＜錯cuo／差cha＞～間違える」「～ということが｛＜多duo＞多い／＜少shao＞少ない／＜

早zao＞早い／＜晩wan＞遅い／＜長　chang＞長い／＜短duan＞短い／＜好hao＞理想の状態にある｝」

等、先行事象全体に対して、結果として評価を与える場合である5。

　さて、上の基準で分類された五種類の結果複合動詞は、《双悟劫洞一詰果朴活搭配洞

典》より抽出した1，866例では、（4）のような分布をみせる。以下、パーセンテージは、

小数点以下を四捨五入している。

（4）　結果複合動詞の分類とその生起数

①目的語指向型

②主語指向型

③前項述語の項が具現化しない場合

④後項述語の項が具現化しない場合

⑤補文関係

1，866例中

816例　　44％

322例

73例

0例

17％

4％

0％

655例　　35％

　（4）で注目すべき点は、目的語指向型の結果複合動詞が最も多いという現象である。

ここで、Levin　and　Rappaport　Hovav（1995：34）であげられている、「英語の結果構文にお

いて、結果述語が叙述する対象は、文の直接目的語でなければならない6」という「直

5望月（2006）では、〈～慣guan～慣れる〉〈～賦ni～飽きる〉〈～煩fan～飽きる〉も、補文

関係にある複合動詞と述べているが、本稿では、このタイプは、確かに、V2がV1の
構成する文を目的語節にとるとも分析されるが、明らかに主語の結果状態について叙
述するため、主語指向型結果複合動詞として統計している。
6　‘John　broke　the　vase　in1tLg－pigggs．’の結果述語‘into　pieces’は、構文全体の目的語

‘the　vase’と叙述関係をもつが、‘＊John　broke　the　vase　exhausted．’のように、結果

述語‘exhausted’が主語の‘John’と叙述関係を持っことは許されない。
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接目的語の制約」（Direct　Object　Restriction；以下DORと略称）について考えてみたい。こ

の制約は、さらに厳密にいうと、非対格動詞の主語も結果述語が叙述できる対象とな

る7ため、「内項の制約」と呼ばれ、また、のちにRappaport　Hovav　and　Levin（2001）では、

結果述語の叙述する対象が主語である場合もあるため、破棄されているが、（4）のうち、

目的語指向型、即ちDORに従う場合が44パーセントと、五種類のうち最も多いタイプ

であり、主語の結果状態を叙述する場合、即ちDORに従わない場合は、17パーセント

と少数派であることに注目したい。この統計からみると、DORは、中国語の結果複合

動詞においても、直接目的語についての結果叙述が最も多いのはなぜかという現象に、

一定の説明力をもつものといえよう。

　次に注目すべき点は、④「V2から項が受け継がれない」という例がみつからなかっ

たという事実である。この事実は、結果複合動詞全体の意味の中心がV2にあり、結

果状態が前景化されるという結果述語の意味的性質から、当然の帰結ともいえる。

　以下では、生起例がみつからなかった④を除いた結果複合動詞の①、②、③及び⑤

の場合について、項構造の観点からさらに下位分類を行い、項の受け継ぎ、語彙概念

構造という観点から分析する。　　　　　　　　　　　　　　　　‘

　本稿では、複合化される項構造のタイプの下位分類において、Li（lggo）の表記法に

従い、以下のような表記法を採用する。1及び1’は、それぞれVl及びV2の主語、2

及び2’は、それぞれV1及びV2の目的語を表す8。

（5）a．Vlの項構造　　＜1、　　（2）＞

　　b．V2の項構造　　〈1’、　　（2’）〉

5．3　V2が複合動詞の目的語の結果状態を叙述する場合

5．3．1

　　　＜1、

〈推升（押す＋開く）〉型

2＞＋〈1・〉　→　＜1、　2－1’＞9　　（745例、40％）

7‘ she　vase　broke血一．’のように非対格構文の主語も結果述語は叙述できる。
81が外項、2が内項を表すわけではない。
9〈1、　2－1’〉の後項のハイフンは、V1の目的語とV2の主語が「同定」され、複合動
詞の目的語として機能していることを示す。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ
　最初のタイプは、〈推升tuikai（押す＋開く）〉のように、　V1が二項述語、　V2が一項

述語で、複合動詞の主語がV1の主語、複合動詞の目的語がV2の主語に当たるタイプで

ある。このタイプは、中国語の結果複合動詞の典型であり、生起数も1，866例中40％と、

トップを占める。以下に例を挙げる。

（6）推升（tui－kai押す＋開く）、余死（sha－si殺す＋死ぬ）、穿破（chuan－po履く＋つ

　ぶれる）、切断（qie－duan切る＋切れる）、磁倒（peng－daoぶつかる＋倒れる）、晒

　干（shai－gan太陽にあてる＋乾く）、染黒（ran－hei染める＋黒くなる）、磨滑（mo－hua

　磨く十滑る）、憂杯（yun－huaiアイロンをかける＋だめになる）、妙砕（chao－sui妙

　める＋ばらばらになる）、盗空（dao－kong盗む＋空になる）

Li（lggo：187）は、このタイプの複合動詞として、（7）を挙げている。

（7）a．宝玉　　騎　累　　　　了　　巧。

　　　Baoyu　　qi－lei　　　　　le　　ma．

　　　宝玉　　乗る一疲れる　LE　馬

　　　宝玉は馬に乗って馬を疲れさせた。

　　b．宝玉　　『芙lo　了　　黛玉。

　　Baoyu　　　qi－ku　　　　　le　　　Daiyu．

　　宝玉　　怒る一泣く　　LE　　黛玉

　　宝玉は黛玉を怒らせたので、黛玉は泣いてしまった。

　このタイプは、［x　AcT　（oN　y）　］cAusE　［BEcoME　［y　BE　AT－z］］と

いう語彙概念構造で表される、結果複合動詞の典型である。　（7a）のく騎累qilei馬に乗

って馬を疲れさせた〉を例にすれば、その項の受け継ぎ及び語彙概念構造は、各々次

のように想定される。

10 ｱの場合のV2の「泣く」は、非能格動詞ではなく、制御不可能な「泣く」として、
非対格動詞とみなせる。
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（8）a．　　騎累

　　　（Causer　＜Th2＞）

　騎　　　　　　累

（Ag＜T黷sh2＞）

同定

b．［x　ACT　ON　y］CAUSE　［BECOME　［y　BE　　AT－z］］

1

宝玉　　騎

1
累

（8a）では、＜騎累qilei＞という複合動詞の主語は、必ずしも「馬を疲れさせる」ことを

意図して「馬に乗った」わけではないから、　意図性をもった動作主ではなく、「馬が

疲れる」という結果事象を引き起こす原因者（Causer）という意味役割をもつと想定

される。即ち、前項の活動動詞く騎qi馬に乗る〉の主語に与えられたAgentという意

味役割は引き継がれず、新しい意味役割が付与されることになる。

　もし、この中国語において最も生産的な複合動詞のタイプが、項構造レベルで形成

されると想定するならば、Causerという意味役割が、VlにもV2にも存在しないため、

どこから付与されるのかがうまく説明できない。しかし、このタイプの複合動詞が、

（8b）で表されるような因果関係を表す典型としての語彙概念構造の合成によって形成

されると想定するならば、Causerという意味役割が、CAUSEという意味述語に由来す

ると考えられ、より妥当な説明が得られる。

　ついでながら、〈宝玉騎累了弓〉は、多義で、「宝玉は馬に乗って馬を疲れさせた」

という意味以外に、「宝玉は馬に乗り疲れた」の意味もあることが、しばしば指摘され

てきた。「宝玉は馬に乗り疲れた」の意味の場合、＜1－1’、2＞という項の組み合わせと

なり、V2が主語の結果状態を叙述する別のタイプである。主語指向型の複合動詞の項

の受け継ぎと語彙概念構造については、次節で後述するが、ここでは、（7a）の多義性

の対比をみるために、先取りして、主語指向型く騎累qilei＞の項の受け継ぎと語彙概念

構造を（9）に示しておく。
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（9）a．　　騎累

　　　（　　＜Th　2＞）

　騎　　　　　　累

（Ag＜Th1＞）　（＜Th2＞　）

1

同　定

b．　［x　　ACT　ON－HORSEII］CAUSE［BECOME

　　宝玉　　　騎弓

［x　BE　AT－z］］

宝玉 累

　（9）では、＜騎qi＞の主語（動作主）とく累lei＞の主語（対象）が同定されており、

＜騎累qi－lei＞の主語は、＜累lei＞の主語（対象）である。＜騎qi＞の目的語く弓ma＞は、

この場合、〈騎弓qi－ma（乗馬する）〉という複合語の一部とみなされ、複合動詞く騎累

qi－lei＞全体の真性目的語とはみなせないので、この項は複合動詞には引き継がれない

とみなす。

　ここで、二つの問題について考察したい。第一の問題とは、主語指向型く騎累qilei＞

の解釈は、目的語が「指示的」（referential）か否かで制限される、という現象である。

第二の問題とは、目的語指向型解釈と主語指向型解釈は、「語彙概念構造において、＜

累lei＞の主語が、最も近い項と同一指示になる」という一般的規則によって説明され

る点である。

　第一の問題について、Cheng　and　Huang（1994：204）、　Cheng（1997：186－188）及び

Huang（2006：6）は、主語指向型く騎累qilei＞、即ち「宝玉は馬に乗り疲れた」という解釈

は、＜弓ma＞が「非指示的」（nonreferential）である場合にのみ可能で、以下に示す（10）

のように、「あの馬」「私の馬」等の指示詞をつけて、「指示的」（referential）な名詞句に

ll‘ `CT　ON　HORSE’という表示は、影山太郎先生の示唆による。原因事象中で、〈
馬〉を‘AcT　oN　y’と表示すれば目的語の結果叙述、‘AcT　oN　HoRsE’と定項として
表示すれば、主語の結果叙述であることが、語彙概念構造によって表示可能となる。
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すると、「乗り疲れる」という解釈はあり得ず、「馬に乗って、｛あの／私の｝馬を疲れ

させた」という、目的語指向型の解釈しかないと述べている。

（10）　宝玉　　騎累　　　　了　　｛那　　匹　　　／我的｝

　　　　Baoyu　qi－lei　　　　　　le　　　　na　　pi　　　／　wo　de

　　　　宝玉　　乗る一疲れる　LE　｛あの一類別詞　／　私の｝

　　　　＝宝玉は馬に乗って｛あの／私の｝馬を疲れさせた。

　　　　≠宝玉は｛あの／私の｝馬に乗って、宝玉が疲れた。

卑㎜馬

しかしながら、Li（1990：177－178）及び湯（1992：134）では、（lo）は、目的語指向型解釈と主

語指向型解釈の両方の解釈があるとみなしており、筆者の語感に基づいても、（10）は

両方の解釈がある。しかし、少なくともここで明らかな事実として、（10）に対して、

中国語母語話者全員が、目的語指向型解釈を容認するのに対し、主語指向型解釈を容

認できない母語話者も多数いるという事実があり、主語指向型解釈は、有標の解釈で

あるといえる。ただ、この有標の解釈の場合でも、項の受け継ぎは、（9a）に示される

ように、＜騎累qilei＞はV2の項を引き継いでいる。

　第二の問題について、Huang（2006：12－19）は、　Rosenbaum（1967）で提案されたコントロ

ール理論にかかわる一般的原則、　‘Minimal　Distance　Principle12’（以下、　MDPと略称）

を応用し、以下のような結果叙述に関わる一般原則を提案している。

（11）The　MDP　on　resultative　predication：

　　In　a　resultative　construction，　the　Result　XP　is　predicated　on　the　closest　prominent

argument．

Huang（2006：19）

（ll）が予測するのは、結果叙述において、主語と目的語の両方が存在する場合、目的語

は結果述語により近いので、目的語への結果叙述となるが、目的語がない場合、主語

が最も近い項となり、主語への結果叙述となる、ということである。目的語指向を優

12
�ﾌ代名詞（PRO又はPro）は、その先行詞として、最も近い意味的に可能な先行詞

をとる、という一・般原則である。
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先するこの原則は、本稿での調査において、目的語指向型が44パーセントに対し、主

語指向型が17パーセントと少数派である事実からも支持される。

　影山太郎氏は、このような最短距離の指示関係を、（8）及び（9）について考えると、以

下のような語彙概念構造によって、標示可能だとしている13。

（12）a．目的語指向型

　　　［xACT　ON－y］CAUSE［BECOME　［　w　BE　AT－TIRED］］
L＿同一．一．　tS示 t

　　　　　　　×同一指示不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x二宝玉，y＝｛あの／私の｝馬

BE　TIREDの主語（w）は、一番近い項（y＝｛あの／私の｝馬）と同一指示になる。

b．主語指向型

［x　ACT　ON－HORSE］CAUSE［BECOME

　　　　　　　x二宝玉＝w

［wBE　AT－TIRED］］

1

HORSEが定項（constant）なので、　wの指示関係には関与せず、　wニxとなる。

　最後に、収集例から、このタイプの例文を以下に挙げる。引用する出典とページ番

号を各例文の最後に記す。

（13）a．区神　吃法需要　把肉遮　点几。
　　　　Zhezhong　　chi－fa　　xuyao　　　　　ba　　　　rou　　qie－bao　　　dian－r．

　　　　この種の　食べ方　必要とする　BA14肉　切る一薄い　少し

　　　　この食べ方は、肉を切った結果、薄くなるように切らなくては。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲1吾功河一詰果朴悟搭配司典》：6）

　　　b．経這　　几年　的　鍛煤，　　他的賂膳、脚　都　　綜　粗　　　　了，

13
ﾙ論を『レキシコンフォーラム皿』に投稿した際、編集段階で頂いた指摘である。

14
ｮ詞にすぐ後続する位置にある目的語が動詞の前に前置されたときにつく標識。ど

のような目的語もく把ba＞によって前置されるわけではなく、影響性、被害性及び状態
変化性が高い場合に、＜把ba＞によって前置可能である。
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　　　　Jingguo　　jinian　　de　　duanlian　　　　tade　gebo　　jiao　dou　　　　lian－cu　　　　　　　le

　　　　経る　　何年　の　トレーニング彼の　腕　　足全部トレーニングー太いLE

　　　　身体　　比　　以前　錯実　　多　　了。

　　　　shenti　bi　　yiqin　　jieshi　duo　　　le．

　　　　体より昔丈夫多くLE
　　　　何年間かのトレーニングを経て、彼の腕も足も訓練して太くなり、体は前よ

　　　　りもっと丈夫になった。　　　　　（《汲悟功洞一錯果ネトi吾搭配洞典》：61）

　　　c．他正在　 打屯活，残路　突然　被　 切断　　了。

　　　　Ta　　zhengzai　da　dianhua，　xianlu　　turan　　bei　　　qie－duan　　　　le．

　　　　彼～ている電話する　回線突然BEI15切る一断つLE

　　　　彼が電話している最中に、突然回線が切れてしまった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲活功伺一詰果朴｝吾搭配洞典》：126）

5．3．2　〈果走（泣く＋行く、うるさく泣いて、逃げ帰らせる）〉型

　　　　〈1，〉＋〈1’〉　→　〈1，1’〉　　（62例、3％）

　このタイプは、V1、　V2ともに一項述語で、複合動詞全体の主語はV1の主語、複合動

詞全体の目的語はV2の主語という、項の同定を全く受けないタイプであるが、　V2は、

複合動詞全体の目的語の結果状態を叙述する。まず、Li（lggo：189）から例を挙げると、

（14）のようになる。

（14）a．小丑　　　跳＿＿亙　　　了　　　　我。

　　　Xiaochou　tiao－fan　　　　le　　　　　wo．

　　　ピエロ踊る一飽きるLE私
　　　ピエロが踊って、私を苛立たせた。

　b．黛玉　　　呈＿＿＿走＿　了　　根多　　客人。

　　　Daiyu　　　ku－zou　　　　le　　henduo　keren．

15
�g標識であるが、被害の意味を強くもつ。
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黛玉　　泣く一行く　LE　　沢山　　お客さん

黛玉は、泣いて、沢山のお客様を帰らせてしまった。

同定を受けない（14）の各例の項の受け継ぎを考えると、（15）のように表される。

（15）a．　　跳煩

　　　　（Causer　＜Ex＞）

　跳

（Ag　）

煩

（Ex　）

b．　　　芙走

　　（Causer　＜Th＞）

（Agl　）

走

（Th　）

　〈跳煩tiao－fan踊って、人を苛立たせる〉及びく果走ku－zou泣いて、人を去らせる〉は、

前項述語がともに非能格動詞で、その動作が原因となって、誰かを苛立たせたり、誰

かをその場にいられなくさせて去らせる、という結果事象を引き起こすことを表して

いて、主語がそうした結果事象を意図的にひきおこしたか否かは、問題ではない。こ

のため、先にみた、「馬に乗って馬を疲れさせた」という解釈のく騎累qilei＞の場合と

同様、＜跳煩tiao－fan＞及びく果走ku－zou＞の主語は、いずれもCauserという意味役割を

担うと考えられる。この場合も、Causerという意味役割は、（16）のような語彙概念構

造のCAUSEという意味述語から与えられると想定できる。

（16）　［x　ACT］　CAUSE　［BECOME　［y　BE　AT－z］］

跳（踊る）／突（泣く） 煩（苛立っ）／走（去る）
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　同定をまったく受けない組み合わせの例〈1，1’〉の場合も、語彙概念構造レベルで、

複合動詞が形成され、語彙概念構造における、意味述語CAUSEが、＜跳煩tiao－fan＞及

びく果走ku－zou＞の外項にCauserという意味役割を与えると想定するのが、より妥当な

説明である。以下、収集例より、このタイプの例文を挙げる。

（17）a．民同　　　佳説　　的　　孟姜女　　　芙倒　　　了　　万里長城

　　　Minjian　chuanshuo　de　mengjiangnU　ku－dao　　le　Wanlichangcheng

　　　民間　　伝説　　の　孟姜女　　泣く一倒れるLE　万里の長城

　　　故事　　家愉戸暁。

　　　gushi　　jia　yu　hu　xiao．

　　　物語　　周知だ

的㏄の

　民間伝説の孟姜女が（万里の長城建設のため連れ去られた夫を思い）泣き続け

　て、万里の長城を倒したという物語はみんな知っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲悟功洞一詰果ネト｝吾搭配洞典》：76）

b．他伯几介人　又悦又笑，把　我　笑醒　 了。

　Tamen　　jigeren　　you　shuo　you　xiao，　ba　　wo　　xiao－xing　　　le．

　彼ら　何人か　　喋ったり　笑ったり　　BA私笑う一目覚めるLE

　彼ら何人かが喋ったり笑ったりで、（その笑い声で）私は目が覚めた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《双悟功同一詰果朴｝吾搭配洞典》：349）

C．他　区　丙天　　咳噺　 得16房害，　把　喋子　都

　Ta　　　zhe　　liangtian　　keshou　　　　de　　lihai，　　　ba　　sangzi　dou

　彼はこの二日間　　咳をするDE　ひどい　BA　喉　　全部

咳　　　　　唖　　　　　了。

ke　　　　　　　－ya　　　　　　　　　le．

咳をする　榎れる　　　LE

この二日間彼は咳がひどくて、喉が嗅れるまで咳をした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲悟功洞一詰果朴活搭配洞典》：351）

16
q語の後にすぐ後続し、結果、程度を表す文や補語を導入する補文／補語標識。
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5．4　V2が複合動詞の主語の結果状態を叙述する場合

5．4．1〈跳煩（踊る＋飽きる）〉及びく鉄倒（転ぶ＋倒れる）〉型

　　　　〈1，〉＋〈1’〉　→　〈1－1’　〉　　（161例、8．6％）

　この場合は、V1とV2の主語が同定される場合であるが、　Vlが非能格動詞の場合と、

非対格動詞の場合とがある。まず、V1が非能格動詞の場合についてみよう。

（18）　　小丑　　　跳　煩　　　　　了。　　　（Lil990：189）

　　　Xiaochou　tiao－fan　　　　　　le．

　　　ピエロ　　踊る一飽きる　　LE

　　　ピエロは踊り飽きた。

　（18）のく跳煩tiaofan　踊り飽きる〉の項の受け継ぎと語彙概念構造は、（19）のように想

定される。

（19）a．　　B．兆煩

　　　　（Ex　）

　　　／＼

　　（Ag　　）　　（Ex　）

　　l　　l

　　　　　同定

b．［x　ACT　TOO　MUCH］CAUSE［BECOME［　xBE　AT－z］

　小丑　跳　　　　　　　　　　　　　　　　小丑　煩［跳］

　ここでも、＜跳煩tiao－fan＞は、複合動詞全体の項構造（Ex　）は、　V2のく煩fan＞から引

き継がれるから、右側V2が主要部であると考えられる。

　次にV1が非能格動詞の例を挙げる。
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（20）a．我　在　城市　　里　住　　慣　　　了，　覚得　　　衣村　　不　　　方便。

　　　Wo　zai　chengshi　li　zhu－guan　　　le，　　juede　nongcun　bu　　fangbian．

　　　私　～に　都市　中　住む一慣れるLE　～と思う　農村　　否定辞　便利だ

　　　私は都会に住み慣れているので、農村は不便だと思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲1吾功洞一詰果朴悟搭配洞典》：153）

　　b．下午　　升会　的　吋同　太長　　　了，　屍股　都　　　坐痔　　　了。

　　　Xiawu　kaihui　de　shijian　taichang　　　le，　　pigu　dou　　　zuo－teng　　　le．

　　　午後　会議　の　時間　長すぎる　完了　お尻　まで　坐る一痛い　LE

　　　午後の会議は長すぎた、ずっと座っていたので、お尻も痛くなってしまった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《双悟劫洞一結果朴悟搭配洞典》：314）

　　c．胞了一天的路真　有点几　胞渇　 了。

　　　Pao　　le　　　yitian　　de　lu　　zhen　　　youdianr　　　　pao－ke　　　　　　　　le．

　　　走る完了一日　の道　本当に　少し　　　走る喉が渇く　LE

　　　一日中ずっと道を急いだから、本当に走りまわって、喉が渇いている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲悟功洞一詰果朴i吾搭配洞典》：215）

次に、Vlが非対格動詞の場合について考えよう。

（21）他跣倒　　了。
　　　Ta　die－dao　　　　　　le．

　　　彼転ぶ一倒れるLE

　　　彼は転んで倒れた。

（21）のく鉄倒die－dao転んで倒れる〉は、　「転ぶ」という非対格動詞く鉄die＞と「倒れる」

という非対格動詞く倒dao＞とが組み合わさっており、その項の受け継ぎと、語彙概念構

造は、（22）のように表示される。
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（22）a．　　　　　E失f到

　　　（　　　　＜Th　1－2＞）

（

跣

＜Thl＞）

　倒

＜Th2＞）

　　　　同定

b．［BECOME［yBE　AT－zl］］CAUSE ［BECOME［yBE　AT－z2］］

他 鉄 他
‖姪

　（22b）の語彙概念構造の注目すべき特徴は、非対格現象と非対格現象の組み合わせ、

即ち、原因事象が非対格事象であるという点である。中国語では、原因事象が非対格

動詞としてVlに反映される例は、他にも多くある。例えば、＜捧倒shuai－dao　転んで

倒れる〉、　〈病倒bing－dao病気になって倒れる〉、〈酔倒zui－dao酔って倒れる〉、＜病

痩bing－shou病気になって痩せる〉、〈『炮qibao怒って満腹状態になる〉、＜涼病

dong－bing　凍えて病気になる〉、〈俄病e－bing餓えて、病気になる〉、＜ft病qi－bing怒

って病気になる〉、〈累病lei－bing疲れて病気になる〉、〈捺橿dong－jiang凍えて体が

硬くなる〉等があげられる。

　Cheng　and　Huang（1994：199）は、　Vlが非動作動詞（非対格動詞と読みかえることがで

きる）である場合は、Causer項を外項に付加することによって、形態変化なく使役化が

起こるとして、以下のような一般化を提示している。

（23）

　a．

　→

　b．

［Rv　V　IN。n．active［V2　state／change－。f．sate］］

＜Theme／Experiencer／Cause＞　　　　　　（ergative）

Causer項を付加することによる使役化

＜Causer，　Theme／Experiencer／Cause＞　　（causative）

Cheng　and　Huang（1994：200）は、使役化の例として、（24）（25）のような例を挙げている。
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（24）a．張三　　　忙　　累　　　　　了。

　　　　Zhangsan　mang－lei　　　　　le．

　　　　張三　　忙しい一疲れる　　　LE

　　　　張三は、忙しくて疲れてしまった。

　　b．李四　　忙　累　　　　了　　張三。

　　　Lisi　mang－lei　　　　　le　　Zhangsan．

　　　　李四　忙しい一疲れる　LE　張三

　　　　李四は、張三を忙しくさせて疲れさせた。

（25）a．張三　　　　酔倒　　　　　了。

　　　Zhangsan　　zui－dao　　　　　　le．

　　　　張三　　酔う一倒れる　　LE

　　　　張三は、酔って倒れてしまった。

　　b．那杯　　酒　酔倒　　 了　　張三。

　　　Na－bei　　　jiu　　zui－dao　　　　Ie　　　Zhangsan．

　　　あの一類別詞　酒　　酔う一倒れる　LE　　　張三

　　　あの酒は、張三を酔わせて、倒れさせてしまった。

（23b）によって一般化されるような使役化を表す語彙概念構造は、（22b）にCauserを付

け加えた以下のような複雑な構造となる。

（26）［Causer　CAUSE1［［BECOME［yBE　AT－z1］］CAUSE2［BECOME［yBE　AT－z2］］］

　　　l　　　　l　l　　　　l　l
　李四／那杯酒　　　　　　　張三　　忙／酔　　　　　　　　張三　　累／倒

　収集例より、非対格動詞＋非対格動詞の組み合わせが、（26）のような使役化を経て

使役他動詞として機能する例文を挙げる。
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（27）a．丙天　丙夜的急行牢把哉士　累惨　　了。
　　　Liangtian　　liangye　de　　j　ixin　gj　un　　ba　zhanshi　　lei－can　　　　　　　　le．

　　　二日　　　　二夜　の　強行軍　　BA　兵士　疲れる一惨めな　　LE

　　　二昼夜の強行軍は、兵士たちをくたくたに疲れさせた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《双悟功司一錯果朴活搭配洞典》：20）

　　b．遠次　地震　把　口宙　　　的　破璃　　都　　震　砕　　　　了。

　　　　Zheci　dizhen　ba　menchuang　de　boli　　dou　　zhen－sui　　　　le．

　　　今回　地震　BA　門と窓　　の　ガラス　全て震える粉々に　LE

　　　今回の地震は、門と窓のガラスを震えさせ、全部こなごなにした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲悟功洞一詰果ネト悟搭配洞典》：311）

しかし、こうした使役化は、意味的に整合するCauserが考えられうるような状況にの

み可能で、〈跣倒die－dao　転んで倒れる〉、〈捧倒shuai－dao　転んで倒れる〉、＜病倒

bing－dao病気になって倒れる〉等は、使役化が起こるような状況は考えにくく、語用

論的な要因にかなり左右される。

5．4．2〈吃賦（食べる＋飽きる）〉型

　　　　＜1，　　2＞　十〈1，　　〉　　→　　＜1－1，，2＞ （149例、7．9％）

　このタイプは、Vlが他動詞、　V2が非対格動詞で、複合動詞の主語が、ともにV1

とV2の主語であり、複合動詞の目的語がVlの目的語となっている場合である。先に

みた、〈宝玉騎累了弓（宝玉は馬に乗り疲れたという解釈）〉は、このタイプに属する。

このタイプの典型例は、〈吃賦（食べる＋飽きる）→（～を食べ飽きる）〉のような複

合動詞である。

（28）a．夙姐　　　吃　　賦　　　　了　　　好

　　　Fen　gj　ie　　　chi－ni　　　　　　　　le　　　hao

　　　鳳姐　　食べる一飽きる　　LE　良い

　　　鳳姐はおいしいものを食べ飽きた。
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　末西。

dongxi．

もの

（Li　1990：187）



b．我穿　 慣　了　 区　双　 鮭。

　Wo　chuan－guan　　le　　zhe　shuang　xie．

　私履く一慣れるLEこの類別詞くつ
　私はこの靴を履き慣れた。

（28a）のく吃賦chi－ni＞（～を食べ飽きる）を例にして、項の受け継ぎと語彙概念構造を表

示すると、（29）のようになる。

（29）a．吃　＋　賦　　 →

　　　VI　　　　V2

　（Ag＜Th＞）　（Ex＜Ev＞）

1 1

　吃賦（Experiencer＜Event＞）

Vl 　　　V2

（Experiencer＜Event＞）

同定

（Ag＜Th＞）

b．［xACT　MANY　TIMES］CAUSE［BECOME［x　BE　TIRED　OF［Event　x　ACT］］］

1
夙姐　吃好末西 夙姐 夙姐吃好末西

〈吃賦chi－ni～を食べ飽きる〉及びく穿慣chuan－guan～を履き慣れる〉は、　V2がVl

によって構成される文を目的語節とする補文関係の複合動詞と考えられる。補文構造

をもつ複合動詞の項構造については、第四章で考察したように、影山（1993：109）で提

案されている、V2の項構造が、内項にEv（Event）をとり、そこに前項述語の項構造が

そのまま埋め込まれるという操作を採用する。

　ここで、第三章でみた日本語の補文関係の複合動詞の語彙概念構造を振り返ってみ

たい。由本（2005：126）は、日本語の補文関係をなす複合動詞の語彙概念構造として、

「書き落とす」を例にして、（30）のような構造を提示していた。
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（30）補文構造　［Lcs2．．［LCS1］＿］

　　書き落とす：［［xi］CONTROL［［y1］WRITE［zj］］］＋［［xi］FAIL［IN［EvENT（y）］］］

　　　　　　⇒　［x、］FAIL［IN［EvENT［x、］CONTROL［［y、］WRITE［z」］］］

　（30）では、V2が表す事象のなかに、　V1が表す事象全体が埋め込まれている、とい

う補文構造が示されている。日本語の場合、補文関係をなす複合動詞の場合、V1と

V2の間には、時間の「先行一後行」関係が保証されなければならないという制約はみ

られない。一方、望月（2006）でも検証されているように、中国語の結果複合動詞では、

V1とV2が補文関係をなす場合においても、　V1が先行する事象、　V2がその結果を表

す、　という時間の先行関係が保証されなければならない。V2が、「始動」「継続」「未

遂」「過剰行為」「再試行」のような意味をV1に添える場合は、こうした時間の先行

関係が保証されないため、日本語では補文関係の複合動詞として可能であるが、中国

語では、「始動」（～始める、～かける、～だす）、「継続」（～続ける）、「未遂」（～か

ねる、～落とす、～損ねる、～忘れる）、「過剰行為」（～過ぎる）、「再試行」（～直す）

に対応する表現は、複合動詞では表現できない。日本語と同様、複合動詞で表せるの

は、5．7で後述するように、「完了」（～終える／～終わる、～尽くす、～果たす）、「習

慣」（～慣れる、～飽きる）等、V2が結果事象を表す場合である。このため、（29b）の

語彙概念構造は、原因事象と結果事象が存在し、結果事象に原因事象が埋め込まれる

という構造を想定している。

　（29a）からわかることは、＜吃賦chi－ni＞の項構造は、やはり、V2のく賦ni＞から受け

継がれており、右側主要部となっている点である。以下、収集例より、このタイプの

例文を挙げる。

（31）a．区介　老人　　　雲　移　　　　了　没有　　文化　　的　痛苦　　　了。

　　　Zhege　laoren　　chang－gao　　　　le　　meiyou　wenhua　de　tongku　　le．

　　　この　老人　　味わう一足りるLE　ない　　文化　　の　辛さ　パーフェクト

　　　この老人は教育を受けていない辛さを味わい尽くしている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲1吾功河一詰果朴活搭配洞典》：149）
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　　b．区些　　市目大家　　都　　　看移　　　了，　　希望　　　他伯

　　　Zhexie　jiemu　dajia　　dou　　kan－gou　　　le，　　xiwang　　tamen

　　　これら　番組みんな全部　見る一足りるLE　　希望する　彼ら

　　　編　排　　　新市目。

　　　bianpai　　xinjiemu．

　　　準備する　新番組

　　　これらの番組にみんなすでに見飽きたから、彼らに新番組を用意してほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲活功洞一錯果朴活搭配洞典》：150）

5．4．3　〈下輸（将棋をさす＋負ける）〉型

　　　＜1，2＞＋〈1’，2’〉　→　〈1－1’，2－2’〉　　（16例、0．8％）

　このタイプは、日本語においては、影山（1993：117）の「他動性調和の法則」が適用さ

れ、V1とV2の主語及び目的語共に同定される、多数派を占める組み合わせ（「撃ち

殺す、切り倒す、引き抜く、振り落とす、吹き消す、切り崩す、解き放す、踏み潰す、

呼び止める、脱ぎ散らす」等）である。これに対して、中国語では、このタイプは、

例外的ともいえる組み合わせで、筆者のコーパスでは、V2が、＜輸shu：～に負ける・扇

ying：～に勝つ・会hui：～ができる・憧：deng～がわかる〉のときのみに限られるよ

うである。他動詞とはいっても、状態動詞であり、使役変化他動詞ではない。以下、

Li（1990：184－185）より、例をあげる。

（32）a．宝玉　　　工＿＿＿＿＿＿＿＿＿」諭＿　　　了　　棋。

　　　　Baoyu　　　　xia　　　　　　　　－shu　　　　　　le　　　qi．

　　　　宝玉　（将棋を）さす　～で負けるLE　将棋

　　　宝玉は将棋をさして、　（将棋で）負けた。

　　　b．焦大　的　主人　　」工＿頴　　了　　遠一　　伎。

　　　　Jiaoda　de　　zhuren　　　da　　　　　　－ying　　　le　　　　zhe　yi　zhang．

　　　　焦大の主人戦いをする勝つLE　この　 戦い

　　　焦大の主人は、この戦いを戦って、この戦いに勝った。
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c．香菱　　　　宣＿＿＿＿＿＿全＿　　　　　了　　区　　首　　　　涛。

　Xiangling　　bei　－　　hui　　　　　　　　le　　zhe　　shou　　　　shi．

　香菱　　　暗記する　マスターする　LE　この　類別詞　　詩

　香菱はこの詩を暗記して自分のものにした。

（32a）の〈下輸xiashu（将棋を）さして、　（将棋で）負けた）〉を例にして、その項の受

け継ぎ現象と語彙概念構造を表すと、（33）のようになる。

（33）a．　下輸

　　　（Ex　　＜Th2＞）

　　下　　　　　輸

（Ag＜Thl＞）　　（Ex　＜Th2＞）

1 同定

同定

b．［x　ACT　］RESULTS　IN［BECOME［x　BE　AT－z］］

宝玉　下棋 宝玉

1
輸

（33a）の項の受け継ぎを考えてみると、Vl＜下xia＞（将棋をさす）の主語とV2＜輸shu＞（負け

る）の主語が同定されているが、同定される主語は、それぞれ、Agent、　Experiencerとい

う異なる意味役割を担っており、複合動詞全体はV2の項構造が受け継がれている。

（33b）の語彙概念構造をみると、V1は、「寳玉が将棋をさした」という先行事象、V2は、

「結果として、寳玉は負けた」という結果事象を表しており、　二つの事象には、因果

関係がない。このため、二つの事象の間に、CAUSEという意味述語を使わず、事象が

起こった時間の前後関係のみを表す意味述語、RESULT　INを用いることにする。ここ

で注意すべき点は、同定が異なる意味役割、即ちAgentとExperiencerとの間で行われて

いる点である。

　また、複合動詞全体の意味は、V1の動作動詞としての意味ではなく、V2の到達動詞
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としての意味をになうから、項の受け継ぎは、V2の項構造を受け継いでいるとも考え

られる17。なぜなら、この文を否定文にすると、アスペクト性と無関係な否定辞く不bu＞

は用いられず、アスペクト素性をもつ事象の否定に使われるく没mei＞しか用いられない

からである。例えば、〈宝玉｛＊不／没｝下輸棋〉（宝玉は、将棋を打ったが、負けな

かった）がその例で、〈打扇daying戦って勝つ〉及びく背会beihui譜んじてマスターする〉

の場合も、同様である。さらに、＜没mei＞が否定するのは、前項述語が表す動作ではな

く、V2が表す「完結性」（telicity）であることも、　V2の項構造が受け継がれる、という

分析の根拠となる。収集例より、さらに例文を挙げよう。

（34）a．区些　句子我都看　憧

　　　Zhexie　juzi　wo　dou　kan－dong

　　　これら　文　私全部読む一分かる

　　　通順地　　　翻犀　　出来，

　　　tongshundi　fanyi　　　chulai，

　　　流暢に　　翻訳する～出てくる

　了，可是　辻我把官伯
le，　keshi　　rang　wo　ba　tamen

LE　しかし　使役　私　BAこれら

述　　不行。

hai　　buxing．

まだ　できない

　これらの文は全部読んで理解したが、しかしまだ流暢に訳すことができない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲活功司一詰果ネト悟搭配洞典》：121）

b．　綜会　　　了　　太扱拳　　述是　　彼　　　有用　　　的。

　Lian－hui　　　le　　　taijiquan　　haishi　　hen　　　　youyong　　de．

　習う一できるLE　太極拳　　やはり　とても　役立つ　　のだ

　太極拳を練習して習得したのは、やはり役に立つものだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《双悟功洞一詰果朴悟搭配河典》：184）

5．4．4　〈玩忘（遊ぶ＋忘れる）〉型　　　（0例、0％）

　　　＜1　　　＞　十〈1，，2，〉　→〈1－1，，2，〉

　このタイプは、v1が非能格動詞、　v2が他動詞の組み合わせである。　Li（1990：188）にお

いては、可能な組み合わせとして、（35）のような例が挙げられているが、1，866例の収

集例では、このタイプは、みつからなかった。

17
ｯ様の分析が、沈（1997：128－150）にみられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　137



（35）a．他玩　忘　 了 自己的駅責。

　　　　　Ta　wan－wang　　　　le　　zijide　　zhize．

　　　　　彼遊ぶ一忘れる　LE自分の職責

　　　　　彼は遊びすぎたので、自分の職責を忘れてしまった。

　　　b．　祢　　　＿袈＿＿　＿＿＿＿」董＿＿　　遠　　道　　　　題。

　　　　　Ni　　　　ku　bu　　　　dong　　　　zhe　dao　　　　ti．

　　　　あなた　　泣く否定辞　分かる　　この　類別詞　問題

　　　　泣いても、この問題はわからないよ。

　〈1－1’，2’〉の場合も、V2の項構造が複合動詞全体に受け継がれていることを、＜玩忘

wan－wang　遊びすぎて～を忘れる〉を例にして以下の（36）に示す。

（36）a．　玩忘

　　　（Ex　　＜Th＞）

　玩　　　　　　忘

（Ag　　　）　　　（Ex＜Th＞）

同定

b．［x　ACT　TOO　MUCH］CAUSE　［BECOME［xBE　AT－z］］

他　玩 他 忘了自己的取責

5．5中国語の結果複合動詞の項の受け継ぎ

　5．4では、結果複合動詞の項構造と項の受け継ぎの観点から、6タイプについて考

察した。ここで、問題となるのは、これらの6タイプが、どのような制約のもとに組

み合わさっているのか、という点である。Li（1ggo：185）は、「θ役割卓越順序原則」

（Theta－role　Prominency）及び「主要部素性浸透公約」（Head－feature　Percolation）という
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二つの原則が、複合動詞の形成にはたらいていると述べている。

　まず、「θ役割卓越順序原則」とは、Williams（1981）及びGrimshaw　and　Mester（1988）

の「θ格子におけるθ役割は階層性をもつ」という主張に基づいて「θ格子中、最も

卓越性の低い、即ち一番右側にあるθ役割が、最初にθ役割付与を受ける」という原

則である。

（37）a．　gift－giving　to　children

　　b．＊child－giving　of　gifts

　　c．　give＜Agent，　Goal，　Theme＞

例えば、複合名詞（37a）（37b）において、　giveが、　children、　g放という項にθ役割を付

与するとすれば、（37a）対（37b）の文法性の相違は、「最も卓越性が低いThemeというθ

役割は、Goalというθ役割よりも先に付与されなければならない」ということを示し

ている。よって、giveのθ格子は、＜Agent，　Goal，　Theme＞という順番で階層性を示し、

最も右側のθ役割Themeが一番最初に付与され、次にGoalが、最後に最も卓越性が

高いAgentが付与される。　Li（1990：179）は、こうしたθ役割の卓越性とθ役割付与の

順序を＜1、2、3＞と表示している。すなわち、＜1＞は最も卓越性が高く、一番最後に付

与されるθ役割であり、＜3＞は最も卓越性が低く、一番最初に付与されるθ役割であ

る。

　次に、「主要部素性浸透公約」とは、複合語において、主要部のθ格子とθ役割の情

報は、複合語全体に受け継がれなければならない、という公約である。Li（1ggo：181）

は、さらに、「主要部のθ格子におけるθ役割卓越の順序も、複合語全体に受け継がれ

なくてはならない」という原則をたてている。

　ここで問題になるのが、結果複合動詞の主要部の位置である。Li（1ggo、1993）は、

結果複合動詞の主要部は、左側、即ちV1であるという主張をしている。その根拠と

して、例えば、［v［v胞pao］［A累lei］］（走り疲れる）という複合動詞の統語範疇素性は、

前項が動詞、後項が形容詞であるが、「複合語全体は、前項が持つ動詞という統語範疇

素性を受け継いでいる」ことを挙げている。「主要部素性浸透公約」により、複合化に

おいて、Vlの素性が必ず保持されなければならないので、　Vlが主要部であるという

分析である。
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　Li（lggo）は、「θ役割卓越順序原則」及び「主要部素性浸透公約」という二つの原則

は、中国語の複合動詞の項の組み合わせを正しく予測できるとしているが、既に考察

した6つのタイプは、確かに、この二つの原則から正しく予測できる。

表5－1

代表例（1，866例中 項　構　造 θ役割卓越 主要部素性

の生起数） 順序原則 浸透公約

　　　　　　あ
P．推升（押す＋開く） ＜1，2＞＋〈1’〉 ○ ○

745例、40％ →〈1，2－1’〉　目的語指向

2．芙走（泣く＋行 〈1，〉＋〈1’〉 ○ ○

く）62例、3％ →　〈1，　1’〉　目的語指向

3．a．跳煩 〈1，〉＋〈1’〉 ○ ○

（踊る＋飽きる） →　　〈1．1，　　〉

b．跣倒 主語指向

（転ぶ＋倒れる）

161例、8．6％

4．　　吃賦 ＜1，　　2＞　　十〈1’　　　〉 ○ ○

（食べる十飽きる） →　＜1－1’，2＞

149例、7．9％ 主語指向

5．　　下輸 ＜1，　　2＞　　十〈1，，2，〉 ○ ○

（将棋をさす＋負 →　〈1－1’，2－2’〉

ける）　16例、0．8％ 主語指向

6．　　玩忘 ＜1　　　＞　　→一〈1，，2，〉 ○ ○

（遊ぶ＋忘れる） →　〈1－1’，2’〉

0例、0％ 主語指向

　　　　　　　　　　　あ
　例えば、〈推升（押す＋開く）〉型及び〈吃賦（食べる＋飽きる）〉型は、いずれも

＜1，2＞＋〈1’〉という、Vlが二項、　V2が一項述語である場合の組み合わせとなる。

この場合の語形成を例にして、「θ役割卓越順序原則」及び「主要部素性浸透公約」が
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どのようにはたらくかを見てみると、論理的に可能な複合動詞のV1及びV2の組み合

わせは、次の表5－2に示す四種類となる。

表5－2：V1が2項、　V2が1項である場合の項の組み合わせ

θ役割卓越順序原則 主要部素性浸透公約

a．〈1，2－1’〉 ○ ○

b．＜1－1’，2＞ ○ ○

c．＜2－1’，1＞ ×　　（2が1に先行） ×（＜1，2＞の順序が保持され

ｸ）

d．〈2，1－1’〉 ×　　（2が1に先行） ×（＜1，2＞の順序が保持され

ｸ）

表5－2で予測できるのは、「〈1，2－1’〉及び＜1－1’，2＞のみが二つの原則に合致する可能

な組み合わせである」ということである。そして、実際にその予測は正しく、収集例

からは、表5－2の（c）と（d）タイプは一例もみつからなかった。

　しかし、ここで、もう一つのタイプ、即ち、Vlの項が具現化しないタイプがあるこ

とに注意したい。もし、Li（1ggo）が主張するように、　v1が複合動詞の主要部だとする

と、Vlの項が具現化しない、ということは、主要部の項構造が複合動詞全体に受け継

がれなければならないという「主要部素性浸透公約」の反例となる。

　次の5．6では、Li（lggo）では論じられていない、　v1の項が具現化しないタイプにつ

いて、考察することにする。

5．6　V1の項が具現化しない場合

　＜1，2＞＋〈1’　〉　→〈1－1’，　〉　（73例、3．9％）

　このタイプは、V1が二項述語、　V2は一項述語であるが、いずれも、Vlの目的語が

複合動詞の項としては、具現化しないタイプである。
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（38）a．我　　写　　了　　一天　字，手　都　　写　　酸　　　　　　了。

　　　Wo　xie　le　yitian　zi，　shou　dou　xie　－suan　　　　　le．

　　　私書くLE一日字手殆ど書く疲労して痛いLE
　　　私は一日中ずっと字を書いていたから、手は書き疲れて痛くなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲｝吾劫洞一鈷果朴i吾搭配洞典》：310）

　　b．字太小，　看一会几眼晴就看累　了。
　　　Zi　taixiao，　　　kan　　　yihuir　yanjing　　jiu　　　kan－lei　　　　　le．

　　　字小さすぎる読む暫く　目　すぐ読む一疲れるLE

　　　字が小さすぎて、暫く読むとすぐ目が疲れた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲｝吾劫洞一詰果朴活搭配司典》：225）

　c．我　抽　　　太多　　　姻，　　美　都　　　抽　曇　　　　　　了。

　　Wo　chou　taiduo　　yan，　　tou　dou　　chou－yun　　　　　le．

　　私吸う多すぎるたばこ頭殆ど吸う一めまいがするLE

　　私はたばこを吸いすぎて、頭がくらくらするようになった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲悟功司一錯果朴悟搭配洞典》：356）

（38）の各例においては、〈写酸xie－suan＞〈看累kan－lei＞〈抽畢chou－yun＞のVlの目的語は、

複合動詞全体の項構造には反映されていない。この現象は、Li（lggo）の「複合動詞の

Vlが主要部で全体の統語範疇を決定している」という主張と相反するものである。し

かし、（38）の各例では、V1の目的語は、原因事象を表す先行文において出現するか、

後続する文から推測可能であり、いずれにしても文脈から復元可能である。

　〈写酸xie－suan＞を例にして、　V1の内項が受け継がれないこのタイプの複合動詞の項

の受け継ぎと語彙概念構造を以下に示す。

（39）a．　　　　　写　　 酸

　　　　（　　＜Th2＞）

　　　　／＼

　　　写　　　　　　酸

（Ag　　＜Th1＞）　　　（＜Th2＞
）
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b．［x　　ACT　］CAUSE　［BECOME［y　BE　AT－z］］

（我）　写了（一天字） 手 酸

（39a）では、〈写酸xie－suan＞のV1の〈写xie＞の項構造は、外項、内項ともに受け継がれ

ていない。但し、〈写xie＞の外項は、〈写酸xie－suan＞の主語「手」の持ち主であり、談

話主題ともみなされる。（38b、　c）においても、同様の「所有者一身体部位」という関

係がある。

　V1の項が複合動詞全体の項構造中に具現化されない、という現象は、以下の分析を

支持する。第一に、Vlが必ずしも主要部とはみなされないこと、第二に、　Tai（1984）、

Tai（2003）、申（2005）の主張のように、「中国語は、結果重視指向の表現類型をもつ」と

いう主張、第三に、このタイプの複合動詞も、項構造における形成ではありえないと

いう主張、という三つの主張を支持する。

　また、Vlの項が複合動詞全体の項構造中に具現化されないという現象は、　Vlは、

原因事象の代表として複合動詞の前項を占めているにすぎず、Vlの項は背景化され、

V2の項及びV2が表す結果状態が前景化されることが示唆される。　Huang（2006：26）で

も、Vlは、起動を表すBECOME及び使役を表すCAUSEという意味述語を修飾する

＜manner＞（様態）であるという分析を示し、　Vlを主要部とみなさない立場をとって

いる。

5．7補文関係の複合動詞 655例 35％

　収集例のうち、補文関係にある複合動詞として分類したものは、V2がVlによって

表される出来事全体に対し、「＜完wan＞～終わる」、「＜尽jin＞～尽くす」、「＜光guang＞

～果たす／～切る」等、完結のアスペクトを表す場合や、「＜錯cuo／差cha＞～間違える」

「～ということが｛＜多duo＞多い／＜少shao＞少ない／＜早zao＞早い／＜晩wan＞遅い／＜長

chang＞長い／＜短duan＞短い／＜好hao＞理想の状態にある｝」等の評価を与える形容詞であ

る場合である。いずれにしても、V1で表される出来事が先に起こり、その出来事全体

に対して、V2がある結果性を加える、という意味構造をもつ。　V2が結果性を表すと

いう点で、中国語学ではこのタイプの複合動詞も結果複合動詞として扱われている。
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　このようにして分類された補文関係の結果複合動詞は、1，866例中二番目に多いタ

イプとなる。　以下、収集例より、例を挙げよう。

（40）a．我　因力　　起晩　　了，　所以　 没　 赴上　　汽卒。

　　　Wo　yinwei　　qi－wan　　　　le，　　suoyi　　mei　ganshang　　qiche．

　　　私～ために起きる遅いLEだから否定辞間に合うバス
　　　起きるのが遅かったから、私はバスに間に合わなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲活功洞一結果朴悟搭配洞典》：332）

　　b．止痛菊　　　吃　多　　　了，　　対　　　　大脳　有　　　損彷。

　　　Zhitongyao　chi－duo　　　　　le，　　　dui　　　　　danao　you　　sunshang．

　　　痛み止め　食べる一多いLE　～に対して　脳　　ある　障害

　　　痛み止めは、飲みすぎると脳に害がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲活劫洞一詰果朴活搭配司典》：130）

　　c．我査錯　　　部首　了，　怪不得　 我不到　　遠介字！

　　　Wo　cha－cuo　　　　bushou　le，　　guaibude　zhaobudao　　　zhege　zi！

　　　私調べる一間違う部首　LE　どうりで見つからないこの字

　　　部首を調べ間違えたから、どうりでこの字を見つけられないはずだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲悟功司一詰果朴梧搭配洞典》：63）

　　d．我没想到　休　 喜炊　吃　茄子，我区次　妥少　 了。

　　　Wo　meixiangdao　ni　　xihuan　chi　qiezi，　wo　zheci　mai－shao　le．

　　　私思いつかないあなた好きだ食べる茄子私今回　買う一少しLE

　　　茄子が好きだと思わなかったから、今回茄子を買うのが足りなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（《汲悟功河一結果朴｝吾搭配河典》：295）

　　e．晩宴上酒多，菜多，今天大家都吃足　了。
　　　Wangyan　shang　jiu　duo，　cai　duo，　jintian　dajia　dou　chi－zu　　　　le．

　　　　晩餐会上　　　酒多い料理多い　　今日　　皆　　全て食べる一足りる　LE

　　　　夜の宴会ではお酒も多かったし、料理も豊富だったし、今日はみんな全員

　　　　食べて満足した。　　　　　　　　（《汲活功司一鈷果朴｝吾搭配洞典》：402）

（40a）のく起晩qi－wan＞を例にして、項構造と語彙概念構造について考察しよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　144



（41）a．起十 晩　　→

　VI　　　　　V2

（Ag　　）　　（Ev　　） V1

起晩

（Ev　　）

V2

（Ev
）

（Ag　　）

b．［Event　x　　ACT　　］　RESULT　IN［［Event　　x　ACT　　］　BE　AT－z　］］

我　　起 我　　起 晩

　v1のく起qi（起きる）〉を意志で制御可能な非能格動詞とみなすと、その項構造は、

（Ag　）である。一方、　V2のく晩wan（遅い）〉は、時間や出来事を主語にとり、この

場合は、「私が起床する」という出来事が遅かった、という既に起こった出来事への評

価の意味になり、影山（1993：109）の分析を採用し、V2のEv（ent）の項にVlの項構造

（Ag　）が埋め込まれると想定する。

　（41b）の語彙概念構造は、左側の［E。，nt　x　ACT　］が先行事象であり、その事象に対

して、　「遅い」という評価が与えられている。ある先行事象の結果に対して、ある評

価を与えるという意味をRESULT　INという因果関係の意味を含まない、純粋に時間

の先行関係のみを表す意味述語で表すことにする。

5．8中国語の結果複合動詞の語形成

5．8．1結果複合動詞の項の受け継ぎと主要部の位置

　以上、中国語の結果複合動詞を八種類に分類し、各々の場合の項の受け継ぎ現象を

考察してきたが、その結果は以下のようにまとめられる。
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（42）a．結果複合動詞において、意味の中心は、結果事象を表す後項述語であり、結果事

　　象に関わる参与者は、必ず複合動詞の項として、Theme／Experiencerという意味役

　　割を担って具現化する。

　b．前項述語の項は、後項述語の項と同定を受けない場合、項として具現化されない

　　場合がある。例えば、〈写酸xie－suan、（何かをたくさん）書いて、（手が）痛く

　　なる〉では、誰が何を書くか、というV1の外項及び内項は、前の文脈には出現

　　するが、複合動詞の項構造としては具現化しないことが可能である。

　c．結果複合動詞が使役起動他動詞用法をもつ場合、複合動詞の主語は、前項述語の

　　Agentという意味役割を引き継ぐのではなく、Causerという新たな意味役割をも

　　つが、それは、項の受け継ぎによるものではなく、語彙概念構造から付与される

　　と説明できる。（例く騎累qi－lei馬に乗って馬を疲れさせた〉、〈跳煩tiao－fan　踊

　　って、人を苛立たせる〉、〈巽走ku－zou　泣いて、人を去らせる〉）

　d．補文関係をもつ結果複合動詞では、後項述語がEventという意味役割をとり、

　　Eventの中に、前項述語の項構造全体が埋め込まれる。複合動詞全体もEventと

　　いう意味役割を後項述語から受け継ぐ。（例く起晩qi－wan起きるのが遅い〉、〈査

　　措cha－cuo調べ間違う、調べた結果間違っている〉）

　以上の観察から、項の受け継ぎを決める部分を複合動詞の主要部と考えるならば、

中国語の結果複合動詞の主要部は後項述語にあるといえる。

　Li（lggo）は、一貫して、中国語の結果複合動詞の主要部は前項述語にあり、その前

提に基づいて、「主要部素性浸透公約」をたて、「前項述語の主語が、必ず結果複合動

詞の主語となる」と主張している。確かに、彼が挙げている例では、全て前項述語の

主語が、結果複合動詞の主語となっている。しかし、これは、「主要部が前項述語にあ

り、主要部の素性が複合語に浸透する」ことが引き起こす現象であろうか？

　結果複合動詞は、前項述語が原因事象又は先行事象を、後項述語が結果事象を表す

ので、時間軸に沿って、事象に関わる参与者を語順に反映していくことは、ごく自然

なことである。とすれば、時間的に先に起こる原因事象又は先行事象の主語を結果複

合動詞文の主語として最初におくことは、時間順と語順の間にみられる「アイコン性」

（iconicity）に帰結できる。

　Tai（1985）は、「出来事が起こった時間順に語が並べられる」という「時間順語順原則」
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を提案しているが、中国語の結果複合動詞の語順もこの原則に従う。このことを最も

端的に示す例は、補文関係をもつ結果複合動詞の語順である。例えば、後項述語が前

項述語と補文関係をもつと想定されるく吃賦chi－ni食べ飽きる〉＜穿慣chuan－guanはき

慣れる〉〈跳煩tiao－fan　踊り飽きる〉は、前項述語が表す事象が時間的に先に起こり、

後項述語が表す事象が時間的に後に起こる結果事象である。

　中国語の動詞句は、VO型語順で、主要部が左にあるから、動詞句の主要部と補文

の語順が、複合動詞にも反映されるのであれば、複合動詞の語順は、＜＊賦吃ni－chi食

べることに飽きる〉、〈＊慣穿guan－chuan履くことに慣れる〉、〈＊煩跳fan－tiao踊ること

に飽きる〉のように、補文を表す部分が後に来るはずである。これは、例えば「返事を

出し忘れた」は、中国語では、複合動詞で表現不可能なため、［。p忘wang了le［IP回

信hui－xin］］と、「動詞＋目的語節」の語順で表すしかないことからも予測できる。し

かし、実際には、〈吃賦chi－ni食べ飽きる〉〈穿慣chuan－guanはき慣れる〉〈跳煩tiao－fan

踊り飽きる〉では、動詞句の語順が複合動詞の語順を決めているのではなく、時間順

が複合動詞の語順を決めていることになる。

　日本語の動詞句は、OV型語順で、主要部が右にあるから、統語的にも、　「補文＋

主要部動詞」という語順となるが、こうした統語的語順が、複合動詞にも反映され、

時間順にとらわれない多様な補文関係の複合動詞を形成するのである。

5．8．2　中国語の結果複合動詞と語彙概念構造

　これまでの観察を通して、中国語の結果複合動詞を形成する語彙概念構造は、次の

三つのタイプに一般化できる。

（43）因果関係

　　a．内項の結果状態叙述

　　　　　　　　　　あ
　　i）〈推升（押す＋開く）〉、〈果走（うるさく泣いて、逃げ帰らせる）〉型

　　　　Ix　ACT（ON　y）lCAUSE　lBECOME　｛y　BE　AT－z］］

　　li）〈跣倒（転ぶ＋倒れる）〉型

　　　【BEcoMEI　y　BE　AT－z111　CAuSE　I　BECoME　I　y　BE　AT－z211
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血）〈酔倒（酔う＋倒れる）→使役化→（ある原因が酔わせて倒れさせる）〉型

　（Causer　CAUSEillBECOME［y　BE　AT－zi］）CAUSE2（BECOME｛y　BE　AT－z2川

b．外項の結果叙述

　く吃賦（食べ飽きる）〉型、　〈玩忘（遊ぶ＋忘れる）〉型

iv）　Ix　ACT　ON　y（TOO　MUCH）】CAUSE　I　BECOME　［x　BE　AT－z1】

（44）　補文関係

　　　く起晩qi－wan，起きるのが遅い〉型

　　　【Event　x　　ACT　l　REsuLT　IN　II　Event　x　　ACT　　l　BE　AT－z　1】

（45）　先行事象一結果事象

　　　〈下輸xia－shu（将棋を）さして、　（将棋で）負けた）〉

　　　　【x　ACTONylRESULT　IN　lBECOMEI　x　BE　AT－zll

（43）の因果関係は、最も典型的な事象の組み合わせであり、このスキーマに基づいて、

生産的に新しい結果複合動詞が生み出され、初めてきく結果複合動詞でも、このスキ

ーマに基づいて、意味解釈が可能である。

　（44）の補文関係を表す事象の組み合わせは、先行事象に対して、ある結果が生じる

という意味を表し、因果関係ではなく、事象の先行・後行関係を表すために、RESULT

INという意味述語を導入している。このタイプは、因果関係についで多いタイプであ

る。補文関係の意味構造が、複合動詞化されるという点では、日本語も中国語も同様

であり、興味深い共通点である。

　（45）も、因果関係ではなく、単純な時間関係を表すタイプであるため、同様に、

RESULT　INという意味述語を用いているが、統計的には、少数派である。

5．8．3　中国語の結果複合動詞における項構造と語彙概念構造

　第五章では、中国語の結果複合動詞が、項構造レベルではなく、語彙概念構造レベ

ルで形成されることを提示したが、語彙概念構造だけで中国語の結果複合動詞の形成
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が説明可能なのだろうか。

　影山（1996：90－92）は、以下のような語彙概念構造から項構造へのリンキング規則を提

案している。

（46）概念構造と項構造の結びつけ

　　a．［x　ACT（ON　y）］　CONTROL　［BECOME　［y　BE　AT－z］］

　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　外項　　　　　　　　　　　　　　　　　内項

　　b．外項規則：上位事象の主語が外項となる。

　　c．内項規則：下位事象がある場合は、BEの主語が、また、下位事象がない場合

　　　　　　　　はACT　ONの対象が、内項になる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ
確かに、多数派を占める（43．i）のく推升（押す＋開く）〉型は、（46）のリンキング規則

で項の具現化が予測でき、（46）は、普遍的な原則である。しかし、（43　li～iv）、（44）及

び（45）に関しては、中国語の個別言語的なリンキング規則が必要となる。

　また、Huang（2006：27－32）は、中国語の結果複合動詞には、項構造が必要ではないと

主張し、概念構造がそのまま統語構造に反映されるというモデルを提案している。

　中国語の結果複合動詞と項構造との関わりを考える際、Vlの外項が具現化しない脱

使役化現象、V1の内項が具現化しない現象、非対格＋非対格の組み合わせの複合動詞

の使役化等を通じて、さらに検証する必要がある。

　第六章では、中国語の使役起動交替について、結果複合動詞を中心に考察し、中国

語の使役化・脱使役化がどのようなメカニズムでおこるのかを考察する。
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