
　第六章　使役起動交替と中国語の結果複合動詞

6．1使役起動交替とは

　「使役起動交替」（causative／inchoative　alternation；以下「使役交替」と略称する）とは、

他動詞の目的語と対応する自動詞の主語になるような交替を指す。例えば、breakを

例にして考えよう。

（1）a．John　broke！mnY＿一工．

　b．］My1y＿991！1P1！1gt工broke．

（la）はbreakの他動詞用法で、目的語my　computerをとっている。他動詞breakの目的

語が主語になった文が（1b）で、これは、　breakの自動詞としての用法になっている。こ

うした自他交替を「使役交替」と呼ぶ。使役交替は、以下のような語彙概念構造と項

の具現化の対応関係をもっている。

（2）a．John　broke　my　computer．

　　「使役状態変化」

　　［［x　ACT　ON　y］　CAUSE　　［BECOME［yBE　AT－BROKEN］］］

　　　↓　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓

　　「動作主」　　「対象」（theme）　　　　　「対象」（theme）

　　主語John　　目的語my　computer　　　目的語my　computer

breakの他動詞用法の構文
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b．My　computer　broke．

　「起動状態変化」

　［BECOME　［y　BE　AT－BROKEN］］］

　　　　　　　↓

　　　　　　「対象」（theme）

　　　　　　主語　my　computer

breakの自動詞用法の構…文

　（2a）は、使役状態変化の意味を表す他動詞breakの語彙概念構造と意味役割、文法機i

能の関係を表している。他動詞breakの意味構造には、原因事象となる行為事象［x

AcT　oN　y］が、状態変化事象［BEcOME［y　BE　AT－BRoKEN］］を引き起こしていると

いう使役状態変化の意味が含まれ、外項xが動作主という意味役割をもっ主語として、

内項yが対象という意味役割をもつ目的語として具現化する。

　一方、（2b）は、起動状態変化の意味を表す自動詞breakの語彙概念構…造と意味役割、

文法機能の関係を表している。自動詞breakの意味構造には、状態変化を表す事象

［BEcoME［y　BE　AT－BRoKEN］］という起動状態変化の意味が含まれ、内項yが対象と

いう意味役割をもつ主語として具現化する。

　使役交替において、共通している意味は、「状態変化」という事象が起こっていると

いう点である。状態変化のみを表す構文には、自動詞が用いられ、それに使役が加わ

ると、対応する他動詞が用いられる。

6．1．1英語における使役交替

　使役交替は、英語においては、他動詞用法と自動詞用法が同じ形式をもつ動詞、即

ち「能格動詞」（ergative　verbs）においてみられる。　Levin（1993：28－29）から英語の能格動

詞の例を挙げると、以下のようになる。
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（3）英語の能格動詞

　　　a．ROLL　i類動詞：bounce，　drift，　drop，　float，　glide，　move，　roll，　slide，　swing，　coil，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　revolve，　rotate，　spin，　turn，　twirl，　twist，　whirl，　wind

　　　b．BREAK類動詞：break，　chip，　crack，　crash，　crush，　fracture，　rip，　shatter，　smash，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　snap，　splinter，　split，　tear

　　　c．BEND類動詞：bend，　crease，　crinkle，　crumple，　fold，　rumple，　wrinkle

　　　d．その他の「状態変化」（CHANGE　OF　STATE）類動詞：

　　　　1）advance，　age，　air，　alter，　awake，　balance，　blast，　burn，　burst，　change，　chill，　close，

　　　　　　collapse，　collect，　contract，　decompose，　decrease，　diminish，　dissolve，　divide，　enlarge，

　　　　　　expand，　explode，　fade，　fill，　improve，　increase，　light，　loop，　mature，　melt，　multiply，

　　　　　　overturn，　poP，　reproduce，　short，　shrink，　sink，　vary

　　　　2）形容詞からの派生動詞：clear，　clean，　cool，　crisp，　dirty，　double，　dry，　empty，　even，

　　　　　　loose，　mellow，　narrow，　open，　quiet，　round　shut，　slow，　smooth，　thin，　warm

　　　　3）色彩変化動詞：blacken，　green，　purple，　redden，　silver，　tan，　whiten，　yellow

　　　　4）－en型動詞：awaken，　brighten，　broaden，　darken，　deepen，　lighten，　loosen，　harden，

　　　　　　sharpen，　shorten，　soften，　strengthen，　sweeten，　weaken，　widen

　　　　5）－ify型動詞：acidify，　alkalify，　carbonify，　dehumidify，　humidify，　purify，　solidify

　　　　6）－ize型動詞：Americanize，　caramelize，　crystallize，　decentralize，　energize，　harmonize，

　　　　　　iOniZe，　neUtraliZe，　UniOniZe

　　　　7）－ate型動詞：accelerate，　coagulate，　decelerate，　degenerate，　operate，　vibrate

　　　　8）いくつかの心理動詞：cheer，　delight，　enthuse，　gladden，　grieve，　madden，　bosess，

　　　　　　puzzle，　sadden，　sicken，　thrill，　tire，　weary，　worry

6．1．2日本語における使役交替

　　一方、日本語の和語動詞の使役交替は、ごく僅かの能格動詞の例を除き、

主に自動詞と他動詞の形態が接辞によって異なる「自他の対応」をみせる。まず、ご

く少数の能格動詞の例を挙げよう。
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（4）日本語の能格動詞

　　ひらく
　a．開く：扉｛が／を｝開く

　b．閉じる：扉｛が／を｝閉じる

　c．増す：速度｛が／を｝増す

　d．生じる：トラブル｛が／を｝生じた。

　e．はねる：泥｛が／を｝はねた。

　f．運ぶ：うまくこと｛が／を｝運ぶ。

　（4）のうち、「開く」「閉じる」「増す」は、英語においてもopen，　close，　increaseと能

格動詞であり、中国語においても、＜升kai＞＜美guan＞＜増加zengjia＞と能格動詞とな

っている。この現象は、「開く」「閉じる」「増す」という動詞が、状態変化を内包する

基本語彙として、どの言語でも能格動詞になりやすいことを示唆する。膠着語の性格

をもつ日本語でさえ、形態を変えずに起動自動詞用法と使役他動詞用法の両方を備え

ている。

　しかし、日本語の使役交替は、一般には、自他を区別する接辞によって使役状態変

化他動詞と起動自動詞の形態が変わる。以下に主要なパターン例を挙げよう。

（5）　「他動詞を表すゼロ形態接辞‘一φ一’　対自動詞を表す接辞‘－eノ」型

　　　割る／割れる，抜く／抜ける，砕く／砕ける，折る／折れる，ほどく／ほどける，

　　　切る／切れる，取る／取れる，織る／織れる，破る／破れる，崩す／崩れる，

　　　煮る／煮える，離す／離れる

（6）　「他動詞を表す接辞‘－e－’　対自動詞を表す接辞‘－ar－’」型

　　　植える／植わる，集める／集まる，詰める／詰まる，まぜる／まざる，

　　　いためる／いたまる，掛ける／掛かる，ふさぐ／ふさがる，つなぐ／つながる，儲け

　　　る／儲かる，決める／決まる，助ける／助かる，改める／改まる

（7）　「他動詞を表す接辞‘－s－’　対自動詞を表す接辞‘－r－’」型

　　　直す／直る、返す／返る、消す／消える、成す／成る、起こす／起こる、回す／回る、

　　　浸す／浸る、残す／残る、足す／足る、通す／通る、移す／移る、渡す／渡る

（8）　「他動詞を表す接辞‘－as－’　対自動詞を表すゼロ形態接辞‘一φ一’」型

　　　増やす／増える、減らす／減る、乾かす／乾く、動かす／動く、沸かす／沸く、励ま
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　　　す／励む、窪ます／窪む、凍らす／凍る、漏らす／漏れる、滑らす／滑る、喜ばす／喜

　　　ぶ、悩ます／悩む、驚かす／驚く、騒がす／騒ぐ、煩わす／煩う

（5）及び（6）は、他動詞から自動詞を派生する型、（7）は語幹に他動詞の場合‘－s－’、自動

詞の場合‘－r－’をつけた「両極化」型（奥津1967）、（8）は自動詞から他動詞を派生する

使役化と考えられる。どの型も、自他を区別する接辞が使役交替に重要な働きをして

いる。

6．L3　中国語における使役交替

　さて、中国語は、日本語のような自他を区別する接辞が存在しないが、中国語の使

役交替はどのような形式で現れるのだろうか。結論を先に言えば、中国語の使役交替

は、以下に述べるような五種類の形式が関わっている。

　まず、使役交替に関わる第一の形式は、単音節の能格動詞である。

（9）中国語の使役交替形式1：単音節能格動詞

　a．＜升kai＞（開ける／開く）　／　＜美guan＞（閉める／閉まる）

　　i）我｛升／美｝　　　了　　 門。

　　　Wo　｛kai／guan｝　　　　　le　　　　men．

　　　私　 ｛開ける／閉める｝　　LE　　ドア

　　　私はドアを｛開けた／閉めた｝。

　li）1’1　　｛升／美｝　　　了。

　　　Men　　　｛kai／guan｝　　　　　　le．

　　　ドアが　　｛開いた／閉まった｝　　LE

　b．＜捧shuai＞（落として壊す／落ちて壊れる）

　　i）我把披璃杯　捧　了。
　　　Wo　ba　　boli　　bei　　　shuai　　　　le．

　　　私　BA　ガラス　コップ　落として壊す　LE

　　　私はガラスのコップを落として壊した。
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ij，）破璃　　杯　　　　　蓬

　Boli　　bei　　　　　　　　shuai

　ガラス　　コップ　　落ちて壊れる

　ガラスのコップが落ちて壊れた。

孔』m

（9）の例は、open／close，　breakに対応する中国語の単音節の能格動詞の例であるが、こ

うしたタイプの例は、中国語では少数派である。

　第二の形式としては、二音節の能格動詞が挙げられる。以下の表1は、中国語の二

音節の能格動詞を英語・日本語と対照させながら挙げた例である。

表6－－1中国語の使役交替形式2：中国語の二音節能格動詞と対応する英語・日本語

　　　和語動詞

中国語の能格動詞 対応する英語 対応する日本語和語動詞

1　提高tig⑪ rise　l　mise 上げる／上がる

2　改善95is楠n become　improvedl　improve 改める／改まる

3　聚集j血ji gather 集める／集まる

4　升始k5ishi begin 始める／始まる

5　打大kuOdえ spr臼d　out 広げる／広がる

6　打散kuOs5n spr臼d 広める／広まる

7　改変95ibi加 change 変える1変わる

8　決定ju6　ding become　decided／decide 決める1決まる

9　統合t6ngh6 白ke　shapel　pu杜nto　order まとめる／まとまる

10　完成w6nch6ng end 終える／終わる

表6－1の中国語・英語・日本語の対応をみると、中国語の二音節能格動詞は、日本語

には全て自他対応がある動詞に対応している。一方、英語との対応では、improve，

decideの例のように、英語では他動詞のみが対応している場合もある。このことから、

英語は他動詞から自動詞を形成する自動詞化が、日本語や中国語に比較すると、起こ

りにくいことを示唆している。この対比は、英語が「する」的言語、日本語や中国語
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が「なる」的言語であることを示唆している。三言語の類型論的な考察は、後に第八

章で考察することにする。さて、表1で挙げた中国語の二音節能格動詞の例は、いず

れも「動詞＋動詞」からなる複合動詞であり、一語としての語彙化の度合いが非常に

高い。

　中国語の使役交替が関わる第三の形式として、起動を表す形容詞又は非対格自動詞

をもとに、原因事象を表す行為動詞と複合して結果複合動詞を形成することによって

他動詞を形成するという、非常に生産的な使役化の語形成がある。

（10）中国語における起動自動詞から使役状態変化他動詞への語形成

　　a．状態　［yBEAT－z］

　　　　断duan（切れている状態），砕sui（粉々になっている状態），

　　　　破p△　（割れている、壊れている状態）

　　b．起動　［（y）BECOME［y　BE　AT－z］］：実現相アスペクト辞の＜一了le＞の付加

　　　　断了duan　le（切れる），梓sui　le　（砕ける），破了P△le（割れる）

　　c．活動［xACTON－y］

　　　　｛勇ji5n／切qie／割ge｝（切る）

　　d．［原因事象＋結果事象］の合成による状態変化使役他動詞の形成

　　［［　xACT　ON－y　］　CAUSE　［BECOME　［yBE　AT－　z］］］

　　　　L－Y一ノ　　　　　　　LY一

　　　　③単音節　活動動詞

｛勇／切／割／打／弄／用／捧／賜／敲．．．etc．｝

①状態｛断／砕／破／圷／倒．．．etc．｝

②［状態｛断／砕／破／圷／倒．．．etc．｝＋＜・了le＞】

　④［原因事象＋結果事象］を表す複合動詞

勇断／切断／割断／打梓／敲砕／弄破
ji5n　duan／qie　duan　　／ge　duan／d5　sui／qiao　sui／nδng　P6

はさみで切る／ナイフで切る／切り取る／叩き壊す／叩き壊す／　壊す
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まず、（10a）は、状態を表す形容詞・非対格動詞であるが、これに実現相アスペクト辞

の＜一了le＞を付加すると起動の意味が加わり、（10b）のような形式が使役交替の起動自

動詞に対応する。さらに、起動自動詞に（10c）のような原因事象を表す行為動詞が複合

されて結果複合動詞を形成すると、（10d）のように使役状態変化動詞が形成され、これ

が（10b）の起動自動詞に対応する使役他動詞となる。こうした複合により使役交替が表

される例をさらに挙げると、表6－2のようになる。

表6－2中国語の使役交替形式3：中国語における他動詞化と英語・日本語

英語の能格動詞 日本語の自他対応 中国語の他動詞化による使役

�ﾖ

awake 起きる Vi：醒来xing－lai

起こす Vt：弄醒nong－xing

break 壊れる Vi：｛破1杯｝了

@｛po／huai｝le

壊す Vt：弄｛破／杯｝

@nong｛po／huai｝

bend 窪む Vi：歪了wai－le

窪ます Vt：弄歪n・ng－wai

dirty 汚れる Vi：粧了zang－1e

汚す Vt：弄粧mong－zang

sink 沈む Vi：況了chen4e

沈める Vt：弄況nomg－chem

表6－2で共通する中国語の使役交替パターンは、以下のようにまとめられる。
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（11）中国語における他動詞化

　　a．自動詞：起動状態述語（形容詞・非対格動詞）

　　→他動詞化（活動動詞をVl、起動状態述語をV2とした：複合動詞化）

　　b．他動詞：複合動詞［活動動詞＋起動状態述語（形容詞・非対格動詞）］

表6－2では、＜弄nong＞という具体的動作を表さない活動動詞がV1として、状態変化述語

がV2として複合動詞化される例を示している。＜弄nong＞は、　doや「する」と同様の「軽

動詞」（light　verb）に相当するが、実際には、　Vlとして様々な活動動詞く勇jian（はさみで

切る）／切qie（ナイフ・カッター・刀で切る）／割ge（刈る）／打da（叩く、又は軽動詞として

の「する」）／用（用いる、又は軽動詞としての「する」／捧shuai（落とす）／賜ti（蹴る）／

敲qiao（叩く）〉等がつきうる。

　（11）で表されるような他動詞化、即ち結果複合動詞の形成による使役交替の形式は、中

国語においては、非常に生産的に起こる。また、（ll）のような他動詞化を経て形成された

結果複合動詞は、基本的に他動詞であるといえる。しかし、ここで注目すべき現象は、他

動詞化のために形成された結果複合動詞が、形態を変えずに自動詞用法をもつ、即ち結果

複合動詞が能格動詞として機能する現象がある、という点である。これを、中国語の使役

交替形式4として以下に例示する。

（12）中国語の使役交替形式4：結果複合動詞の自動詞化

　　　　　　　　　　　　　　　　ひら　　　　　　　　　　　　　　　　ひら
　i）＜打升da－kai＞：　「力を加えて開く／力が加わって開く」

a．

b．

我　虹五　　　了

Wo　da－kai　　le

私　　開ける　　LE

私はドアを開けた。

口　　虹五　　了。

Men　da－kai　　le．

ドアが開いた。

「］。

men．

ドア
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li）＜打破da－po＞：

a．我　i囮互　　　　了

　　Wo　da－po　　　　le

　　私　打つ壊れる　LE

　　私はコップを壊した。

b．杯子　　　皿

　　Beizi　　　da－po

　　コップ　　打つ一壊れる

　　コップは壊れた。

「力を加えて壊す／力が加わって壊れる」

一介

yi－ge

1一類男り言司

乙』巳

杯子。

bei．zi．

コツプ

血）＜果湿ku－shi＞：「泣いた結果何かを濡らす／泣いた結果何かが濡れる」

a．地　芙湿　了　手帖。
　　Ta　　　　　ku－shi　　　　le　　　shou　pa．

　　彼女　　泣く一濡れる　LE　ハンカチ

　　彼女は泣いて、ハンカチを濡らした。

b．手帖　 芙湿　　了。

　　Shoupa　　　　ku－shi　　　　　le．

　　ハンカチ　泣く一濡れるLE

　　ハンカチは、泣いたので濡れてしまった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひら　　　　　　　　　　　　　　　　ひら
（12）に挙げた三種類の結果複合動詞、＜打升da－kai＞　（力を加えて開く／力が加わって開

く）、＜打破da－po＞（力を加えて壊す／力が加わって壊れる）、＜実湿ku－shi＞（泣いた結

果何かを濡らす／泣いた結果何かが濡れる）は、基本は他動詞であるが、いずれも、自

動詞用法が可能である。自動詞用法では、状態変化を起こすものが主語となり、Vl

の活動動詞の動作主は、意味的には存在するが、統語構造には反映されていない。こ

れは、後述するように、影山（1996）が日本語について述べているところの「脱使役化」

（decausativization）と同様の現象であり、結果状態が卓越した構文を形成する。

　最後に、第五の中国語の使役交替形式として、Cheng　and　Huang（1994：200）、申

（2007：208－210）も指摘するように、「非対格動詞＋非対格動詞」からなる非対格動詞の

結果複合動詞が、原因項を主語にとることにより状態変化使役他動詞の機能をもつ形
　　　　　　　　　　　　　　　　　　159



式が挙げられる。

（13）中国語の使役交替形式5：非対格結果複合動詞の使役化

　　a．大家　　　都　　忙　　杯　　　了。

　　　Dajia　　dou　　mang－huai　　　　le．

　　　皆　　全部　忙しい壊れる　　LE

　　　皆は忙しすぎて、体が壊れてしまった。

　　b．区件　事忙圷　了大家。
　　　Zhe　jian　　shi　mang－huai　　　　le　　dajia．

　　　この　類別詞　事　忙しい一壊れる　LE　みんな

　　　このできごとは、皆を忙しくさせて、体を壊すに至った。

　　c．不少　人　都　酔倒　　 了。

　　　Bushao　ren　dou　　zui－dao　　　　　le．

　　　沢山の　　人　全部　酔う一倒れる　LE

　　　沢山の人が酔って倒れた。

　　d．区瓶　酒酔倒　了不少人。
　　　Zhe　　ping　　jiu　　zui－dao　　　　　　le　　bushao　ren．

　　　この　類別詞　酒　酔う一倒れる　LE沢山の　人

　　　この酒は沢山の人を酔わせ、倒れさせた。

　以上、五種類の中国語の使役交替に関わる形式について述べたが、まとめると以下

のようになる。中国語の使役交替の形式は、単音節の能格動詞く升kai＞（開ける／開く）

／＜美guan＞（閉める／閉まる）といったごく少数の例以外は、すべて複合動詞が関与

しており、特に結果複合動詞の形成が、使役状態変化他動詞を形成する使役化として

の機能を果たす。さらに、使役状態変化他動詞である結果複合動詞が、ある条件のも

とで、形態を変えずに自動詞としても機能する場合がある。また反対に、非対格動詞

同士が組み合さって、形成された非対格結果複合動詞に原因項を付け加えることによ

り、形態を変えずに使役化を起こす場合もある。

　以下、中国語の結果複合動詞の使役交替について、英語・日本語との比較対照しな

がら、論考を進めていく。
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6．2中国語における使役化

6．2．1現代中国語における二種類の語彙的使役

　本節では、現代中国語の動詞における使役化について考察する。中国語の使役化の

形式には、二種類の形式がある。

　第一の使役化形式は、6．1．3の中国語の使役交替形式3であり、起動を表す形容詞又

は非対格自動詞が、原因事象を表す行為動詞と複合して結果複合動詞を形成すること

によって他動詞化する生産的な形式、例えばく勇断jian－duanはさみで切る〉、＜切断

qie－duanナイフで切る〉〈打梓da－sui粉々に壊す〉〈敲梓qiao－sui叩いて粉々に壊す〉

〈弄破nong－po壊す／破る〉である。本論文で扱う結果複合動詞の典型例である。基本と

なる起動を表す形容詞と、使役化を経て形成された結果複合動詞の例をく汲悟功洞一詰

果朴｝吾搭配司典〉より二例挙げよう。

（14）V1の動作目的がV2の結果状態となる使役化：結果複合動詞の主語は動作主

　　a．　縄索　　　　断　　了。

　　　　Shengsuo　　　　duan　　　le．

　　　　太縄　　　　切れるLE

　　　　太縄が切れた。

　　b．他一斧子互＿」近　了那緊棚　 着　 的　　縄索。

　　　Ta　yi　fuzi　kan－duan　　　le　　na　　jinbeng　　　　zhe　　　de　　　　shengsuo．

　　　彼　斧一振り　割る一切れるLE　あのぎゅっと締めた結果相　DE　　　太縄

　　　彼は斧一振りであのぎゅっと締めた太縄を切った。

（15）V2の結果状態がV1の動作から偶発的に起こる使役化：結果複合動詞の主語は原因

　　a．鋼些也是会断　的。
　　　Gangsi　ye　　shi　　hui　　duan　　　　　de．

　　　鉄線　　も　　SHII蓋然　切れる　　断定の語気助詞

1＜是shi＞は、基本用法はbe動詞や「～だ」に相当するコピュラであるが、その拡張
機能として、後続する構成素を焦点化し、断定の語気を表す文末モダリティ助詞く的
de＞と共起して断定の語気を表す。以下、　SHIと表示する場合は、この拡張されたモ
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　鉄線も切れることがあるのだ。

b．吋同長了，鋼些也是能2　磨断　 的。

　Shijian　chang　le，　gangsi　ye　shi　neng　　mo－duan　　　　　de．

　時間　　長い　　LE　　鉄線　　も　　SHI　可能　摩擦する一切れる　断定の語気助詞

　時間が長くなれば、鉄線は摩擦で切れてしまうこともあるのだ。

　これに対して、第二の使役化形式は、6．1．3の最後に挙げた中国語の使役交替形式5

であり、生起数としては少数であるが、「非対格動詞＋非対格動詞」の組み合わせによ

る結果複合動詞に、原因項を主語に付加することによる使役化がある。先に5．4．1で

挙げたCheng　and　Huang（1994：199）の例（24）（25）を以下（16）（17）として再録する。

（16）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。

（17）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。

ダリティとしての機能をもつく是shi＞を指す。

2（15b）では、原因主語が明確にされていないが、「時間がたったら」という前文から、

風雨等の自然現象が原因になっていることが予測される。＜能neng＞は能力を表す助
動詞であるが、原因主語の場合でも状態変化使役他動詞の場合は、＜能neng＞が生起
するが、（15a）のように非対格自動詞の場合は、生起できないという現象は、（15a）が

内在的変化であることを表している。
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　　b．那杯　　 酒　酔倒　　了　　張三。
　　　Na－bei　　　　jiu　　zui－dao　　　　le　　　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。

このような「非対格動詞＋非対格動詞」の結果複合動詞の使役化は、語用論的に適切

な原因事象が考えられる場合は生産的におこる。さらに用例を挙げよう。

（18）a．他太太　『胞　　　 了。

　　　Ta　taitai　　　qi－pao　　　　　　　le．

　　　彼妻　怒る一逃げる　LE

　　　彼の妻は怒って逃げてしまった。

　　b．他把太太『胞　 了。

　　　Ta　　ba　　taitai　qi－pao　　　　　le．

　　　彼BA妻怒る一逃げるLE
　　　彼は妻を怒らせて逃げられてしまった。

（19）a．所有　　的　人　　都　　　累倒　　　　　了。

　　　Suoyou　de　　ren　　dou　　　　lei－dao　　　　　　　　le．

　　　全てのDE　人　全部　疲れる一倒れる　LE

　　　皆疲れて倒れてしまった。

　　b．達鋲　　三天　的加班　　累倒　　　　　了

　　　Lianxu　santian　de　jiaban　　lei－dao　　　　　　　　le

　　　連続　三日間DE残業疲れる一倒れる　LE

（20）a．我伯　　　都　　　圷呆　　　　　了。

　　　Women　dou　　xia．dai　　　　　le．

　　　私たち　　皆　　驚く一呆然とする　LE

　　　私たちは皆驚いて呆然とした。

所有　的　人。

suoyou　　de　　ren．

全てDE　人

三日間連続の残業は、皆を疲れさせ、倒れさせた。

163



　　b．他　那　　突如其的　挙功　把　我伯　　都

　　　Ta　na　　turuqilaide　judong　ba　women　dou

　　　彼その突然の　行為BA私たちみんな
　　　私たちは皆彼の突然の行為に驚いて呆然とした。

（21）a．他　　俄圷　　　　了。

　　　Ta　　　e－huai　　　　　　　le．

　　　彼飢える壊れるLE

　　　彼は飢えて体を壊した。

　　b．三天　的　　禁食　把　他　　俄圷　　　　　　了。

　　　Santian　de　　　jinshi　　ba　　ta　　　e－huai　　　　　　　　　　le．

　　　三日間DE絶食BA彼飢える一壊れるLE
　　　三日間の絶食は、彼を飢えで体を壊させた。

圷呆　　　　了。

xia＿dai　　　　　le．

驚く一呆然とするLE

こうした例は、全て生理的現象又は心理現象に関わる事象であり、基本は起動状態変

化を表す自動詞である。そうした事象を引き起こす原因項が主語として付加されると、

形態をかえずに使役化がおこる。こうした語彙的使役化の起源は、古代中国語におい

ては頻繁にみられた使役化に遡る。現代中国語における「非対格動詞＋非対格動詞」

の結果複合動詞の使役化は、古代中国語の語彙的な使役化が現代中国語にもいまだ残

存する語形成といえよう。

　ここで、古代中国語の使役化現象がいかに現代中国語の語彙的使役化に影響を及ぼ

しているかを考察したい。まず、次の6．2．2節では、まず古代中国語における一音節

形容詞の使役化現象を考察し、形容詞が形態を変えずに、非対格動詞（起動用法）、さ

らには状態変化使役他動詞（使役用法）へと拡張される現象を考察する。さらに、古代

中国語におけるこうした一音節形容詞の使役化現象が衰退して、結果複合動詞が状態

変化使役他動詞の機能をもつ形式として登場し定式化していったという、歴史的変遷

について考察する。

6．2．2古代中国語における語彙的使役

太田（1958：204－209）によれば、古代中国語においては、語彙体系が未だ豊富ではなか
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ったため、現代中国語と異なり単音節述語が多く、形態を変えることなく使役化がし

ばしば起こった。即ち、活動動詞の使役化、起動自動詞の他動詞化、形容詞の起動自

動詞化が形態を変えることなく起こったのである。太田（1958：204－205）から例を挙げよ

う。

（22）活動を表す他動詞→　活動他動詞の使役化

　　a．「会う」　→「会わせる」

　　　儀封人請見，日：「君子之至於斯也，吾未嘗不得見也。」從者見之。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《論語・八槍》

　　　儀の封人が孔子にあうことを請い、いうには、「賢者がここに来られたとき、

　　　わたくは、お会いできなかったことはありません」と。従者は、この人を（孔

　　　子に）会わせた。

　　b．「食べる」→「食べさせる」

　　　止子路宿，殺難為黍，而食之，見其二子焉。《論語・微子》

　　　子路をとどめて泊まらせ、ご馳走をつくってかれに食ニヱL、その二人の子を

　　　（子路に）会わせた。

（23）起動自動詞→　状態変化使役他動詞

　　a．「恐れる」→「恐れさせる」

　　　李斯因説秦王，請先取韓，以塁他國。《史記・秦始皇本紀》

　　　李斯はそこで秦王に説き、まず韓を取って、ほかの国を恐れさせることを

　　　請うた。

　　b．「酔う」→「酔わせる」

　　　乃與趙衰等謀，酵重耳。　　　《史記・晋世家》

　　　そこで趙衰等と謀り、重耳を酔わせた。

　　c．「起きる」→「起こす」

　　　　登子反之抹，旦之。　　　　《左傳・宣15》

　　　　（華元は）子反の寝台にのぼって、かれを起こした。

（24）形容詞→状態変化使役他動詞

　　a．「潔い」→「潔くする」

　　　人遂己以進。　　　　　　　　　《論語・述而》

　　　人が己を潔くして以って進むならば…
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　　b．　「大きい」→「大きくする」

　　　王請大之。　　　　　　《孟子・梁恵王下》

　　　王よどうかこれを大きくしてください。

古代中国語の使役化は、単音節述語が形態を変えることなく、以下に示すような三パ

タL－・一・・一ンの使役化をおこしていることがわかる。

（25）a．基本語が動作動詞である場合の使役化

　　　　　使役　　←　　動作

　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　一音節活動動詞

　　　　　　　　　く見〉「会う」

　　　　　　　ー音節使役活動動詞

　　　　　　　　　く見〉「会わせる」

　　b．基本語が起動を表す述語である場合の使役化

　　　　　　使役　←　　起動

　　　　　　　　　　　　t

　　　　　　　　　　一音節述語

　　　　　　　　　　く恐〉「恐れる」

　　　　　　　　一音節使役動詞

　　　　　　　く恐〉「恐れさせる」

　　c．基本語が状態を表す形容詞である場合の使役化

　　　　　使役　←　起動　←　状態

　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　一音節形容詞

　　　　　　　　　　　　　く大〉「大きい」

　　　　　　　　一音節状態変化使役他動詞　く大〉「大きくする」
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　太田（1958：204－209）は、現代中国語では、こうした用法の多くが衰退し、（25a）は、

使役標識を用いた使役構文、（25b）はV2が非対格動詞である結果複合動詞、（25c）は

V2が形容詞である結果複合動詞へと変化していると述べ、以下の表6－3のような古代

中国語と現代中国語の対応関係を示している。太田（1958）では、動詞タイプの術語と

して本論文と異なる術語を用いているが、括弧内に太田（1958）で用いられている動詞

タイプの術語を記す。

表6－3古代中国語の使役化と対応する現代中国語の形式（太田1958：pp．206による）

1

2

3

古代中国語

活動動詞（中性動詞）→使役用法

　e．9．食　　　之

　　食べる　彼

　　彼に食べさせる

起動自動詞→　状態変化使役他動詞

e．9．起　　　之

　　起きる　彼

　　彼を起こす

形容詞→状態変化使役他動詞（縛換／

改饗の意をもつ動詞）

　e．9．　　潔　　　　　之

　　　　きれいにする　これ

　　　　これをきれいにする

現代中国語

使役文

e．g．叫　　　　他　　吃

　　使役標識　彼　　食べる

　　彼に食べさせる

V2が非対格動詞である結果複合動

詞（使成複合動詞）

e．9．　拉　　　起

　　ひっぱる一起きる

　　ひっぱって起こす

V2が形容詞である結果複合動詞

（結果複合動詞）

e．9．　弄　　　幹浮

　　　する　　きれいに

　　　きれいにする（清める）

表6－3で、現代中国語の結果複合動詞と関連するのは、2及び3である。2と3の相違

は、V2が非対格動詞か形容詞かの基準をもとに、太田（1958）は前者を「使成複合動詞」、

後者を「結果複合動詞」と分類しているが、いずれも使役状態変化他動詞を形成する

ことには変わりがない。太田（1958：204）は、「使成複合動詞」も「結果複合動詞」も、

古代中国語には存在せず、現代中国語の特徴であると述べている。
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　さて、（18）～（21）でみたような、現代中国語における「非対格動詞＋非対格動詞」か

らなる非対格結果複合動詞の使役化は、表6－3の2及び3のような古代中国語の形容

詞又は起動自動詞から状態変化使役動詞へ形成する使役化に由来すると推測される。

　さて、古代中国語において、表6－3にみられるような柔軟な使役化が衰退していく

とともに、状態変化使役他動詞としての結果複合動詞が形成されていくようになる。

徐（2001：5－12）は、＜圷huai＞は、先秦時代（紀元前221年前）においては、起動自動詞

「壊れる」の意味にも、状態変化使役他動詞「壊す」の意味にも用いられ、自動詞用

法と他動詞用法の生起率はほぼ同数であったと述べている。しかし、両漢時代（紀元前

206年以降）徐々に結果複合動詞が形成されるようになり、＜圷huai＞は、　V2の位置に

多く生起するようになり、＜杯huai＞は起動自動詞の用法を残すのみとなり、状態変化

使役他動詞の用法を失っていったという。現代中国語では、以下のようなイディオム

的な文語表現に状態変化使役他動詞用法を残すのみで、基本的には非対格自動詞であ

り、結果複合動詞、例えばく弄圷nong－huai，打圷da－huai，捧杯shuai－huai＞等を形成す

ることにより、「壊す」という意味の使役状態変化他動詞を形成する。

（26）a．不要　　圷　　　了　人家　　的　　終身　　　　大事。

　　　Buyao　　huai　　　le　　renjia　　de　　zhongshen　　　　dashi．

　　　禁止　　壊す　　LE　他人　　DE　　終身の　　　一大事

　　　人の人生の一大事を邪魔して壊さないで。

　　b．可　　　　別　一粒　老鼠尿　　姶　　圷了　一銅　　　粥。

　　　Ke　　　　　bie　　yili　　laoshushi　gei　huaile　yiguo　　zhou．

　　　強調の副詞　禁止　一粒　　鼠の糞　　　使役　　壊れる　ひと鍋　　　粥

鼠の糞一粒でお粥ひと鍋全部だめにしてしまわないようにね。

（ほんの少しの過ちで、全体を台無しにしてしまわないようにね）

　さらに、徐（2001：5－12）によれば、結果複合動詞のV2にしばしば生起するく破po＞

（破れる、壊れる、割れる）も、＜圷huai＞と同様、起動自動詞としての用法に変化し

ていったという。徐（2001：5－12）によれば、＜破po＞は、先秦時代はく奈sha＞＜断duan＞

と同様、典型的な他動詞であった。例えば、＜破po城cheng而er入ru＞（城を破って

突入する）、＜破po竹zhu＞（竹を割るような勢い）、＜破po「］men＞（ドアを破る）の
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ような例からも典型的な他動詞であることがわかる。しかし、結果複合動詞の形成期

以降、＜破po＞は結果複合動詞のV2に用いられることが多くなり、起動自動詞として

の用法へと変遷をとげ、現代中国語では、文語的なイディオムを除いて、単独では起

動自動詞としての用法しかない。

　太田（1958：206）は、古代中国語の動詞の多くは能格動詞で、自他両用であったが、

多くの能格動詞が起動自動詞用法のみの動詞に変化し、失われた状態変化使役他動詞

用法を補完するために、V2が起動自動詞である「使成複合動詞」（状態変化使役動詞）

が、特に唐代以降発達し、Vlが活動他動詞、　V2が起動自動詞という形式が成立して

きたと述べている。

6．2．3まとめ

　中国語の現代中国語の語彙的使役には、二種類ある。

（27）a．結果複合動詞の形成による使役化：

　　　　　｛Vunac。非対格動詞／形容詞｝（状態変化）

　　　→　［Vt［Vt他動詞］＋｛V。nacc非対格動詞／形容詞｝］（状態変化使役）

　　　　　e．g．断duan（切れる）→欣断kan－duan（斧で割って切る）

　　　　　　　破po（破れる、割れる）→捧破shuai－po（落として割る）

　　　　　　　杯huai（壊れる）→拷圷kao－huai（焼いてだめにする）

　　　　　　　干gan（乾く）→製干yun－gan（アイロンをかけて乾かす）

　　b．非対格結果複合動詞の使役化：

　　　　　［Vun。cc非対格＋非対格］

　　　→　［Vt非対格＋非対格］（形態変化無）

　　　　　e．g．忙累mang－lei（忙しすぎて疲れる）→忙累（忙しくさせて疲れさせる）

　　　　　　　酔倒zui－dao（酔って倒れる）→酔倒（酔わせて倒れさせる）

　　　　　　　『砲qi－pao（怒って去る）→民胞（怒らせて去らせる）

　　　　　　　圷呆xia－dai（驚いて呆然とする）→圷呆（驚かせて呆然とさせる）

　（27a）の結果複合動詞の形成による語彙的使役は、太田（1958）及び徐（2001：5－12）によ

れば、古代中国語において自他両用だった単音節両用動詞が結果複合動詞のV2にお
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かれるようになった結果、自動詞用法のみをもつようになり、失われた他動詞用法を

補完するための語彙的使役に由来する。

　一方、（27b）の「非対格動詞＋非対格動詞」の組み合わせの非対格結果複合動詞の使

役化は、古代中国語の単音節非対格動詞が形態を変えることなく使役化されたことに

由来すると推測される。

6．3中国語における自動詞化

　では、使役化の反対に、中国語の使役交替において、他動詞から自動詞を形成する

プロセスはあるのだろうか。第一に、6．1．3でみた中国語の使役交替形式のうち、自動

詞化が起こっているのが明確なのは、使役交替形式4の結果複合動詞の自動詞化、即

　　　　　　　　　　　　　ひら　　　　　　　　　　　　　　　　ひら
ちく打升da－kai＞　（力を加えて開く／力が加わって開く）、＜打破da－po＞（力を加えて壊

す／力が加わって壊れる）、＜果湿ku－shi＞（泣いた結果何かを濡らす／泣いた結果何か

が濡れる）というような例であった。結果複合動詞は、＜忙累mang－lei＞（忙しすぎて

疲れる）、＜酔倒zui－dao＞（酔って倒れる）のような「非対格＋非対格」型結果複合動

詞を除き、その基本的用法は、状態変化使役他動詞であり、Vlには意志性が含まれる

他動詞又は非能格動詞がくる。とすれば、状態変化使役他動詞をつくるために形成さ

れた結果複合動詞が、再び形態を変えずに自動詞化されるというのは、一体どのよう

な要因が働いているのだろうか。

　第二に、6．1．3でみた中国語の使役交替形式のうち、中国語の能格動詞の場合、即ち

中国語の使役交替形式1（単音節能格動詞、e．g．＜升kai＞（開ける／開く）／＜美guan＞（閉

める／閉まる））及び使役交替形式2　（二音節能格動詞、e．g．＜決定jueding＞＜完成

wancheng＞）も、他動詞から自動詞化された能格動詞である可能性がある。しかし、英

語の能格動詞においても、自動詞が基本とする分析（Lakoff1970，　Pinker1989，丸田1998

等）、他動詞が基本とする分析（Keyser　and　Roeper1984，　Zubizarretal987，　Levin　and

Rappaport　Hovavl995等）、或いは派生の方向を考えず、自動詞と他動詞を一つの動詞

と見なす（Jackendoff　l990）という異なる分析があり、中国語において、この問題を扱う

には、さらなる詳細な能格動詞の検討が必要であり、本論文の射程には入れないこと

にする。

　但し、6．2でみたように、古代中国語において、形容詞や起動自動詞を使役化する
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メカニズムが非常に生産的であったことを考えると、中国語の単音節能格動詞く升kai＞

（開ける／開く）、＜美guan＞（閉める／閉まる）等は、自動詞から他動詞への派生の可能

性が示唆される。また、先述のように、古代中国語の単音節能格動詞が、後に自動詞

用法のみを残すようになり、他動詞用法を結果複合動詞が担うようになり、別の形式

をとるようになったという言語変化がある。もし、基本的な用法が歴史的変化のなか

で変化を受けずに残るとすれば、中国語における単音節能格動詞の基本が自動詞であ

った可能性はさらに強まる。本論文では、中国語の単音節能格動詞が自動詞から由来

している可能性を示唆するにとどめ、中国語の能格動詞の自動詞化という問題は扱わ

ずに、他動詞であることが明らかな結果複合動詞の自動詞化の問題を以下考察してい

く。

6．3．1　二種類の自動詞化

　自動詞化には、二種類ある。第一の自動詞化は、状態変化を被る対象物の内在的特

性により、自律的な状態変化が進んでいくという事象の場合におこる自動詞化である。

Levin　and　Rappaport　Hovav（1995：90－105）は、こうした自律的な状態変化が関わる使役事

象を「内在的使役」（lnternal　Causation）と呼び、次のような例を挙げている。

（28）a．Isolidified　the　mixture．　私は混合物を結晶化させた3（固めた）。

b．The　mixuture　solidified．　混合物が結晶化した（固まった）。

（Levin　and　Rappaport　Hovav　l995：104）

3Levin　and　Rappaport　Hovav（1995：104）は、－ize／一砂という接尾辞は、基本的に他動詞

を形成し、自動詞化が起こりにくいと述べているが、中国語由来の「一化」は、名詞・
形容詞・動詞について、「そのような状態・性質にする／なる」という機能をもつとい
う点では、英語の一ize／一め・と同様の機能をもつが、「～化させる」という使役形も存在

することから、「一化」の前につくものの種類によって、自律的状態変化のみを表し、
状態変化使役用法がない場合もある、という点で、英語の一・ize／一砂が基本的には状態変

化使役他動詞を派生するのと異なっているといえる。これは、英語が「する」的性質
を多く持ち、日本語が「なる」的性質を多く持つという傾向を反映するものだと思わ
れる。中国語の＜一化一hua＞との対照も通して考察すると興味深いと思われるが、これ
は今後の課題としたい。

171



私たちの日常生活では、例えば、ゼリーを作るのに、寒天やゼライスを入れれば、あ

る一定の温度で固まるという性質を備えているから、ゼリーの内在的性質により、自

律的状態変化が起こるという事象認識ができる。こうした自律的状態変化の場合は、

他動詞が自動詞用法をもつことができるのである。これに対し、状態変化事象全体に

わたって自律性がみられず、外因的使役を受け続けなければならない使役事象を、

Levin　and　Rappaport　Hovav（1995：90－105）は、「外在的使役」（External　Causation）と呼び、

原則として自動詞化されないとして、以下のような例を挙げている。

（29）a．The　farmer　homogenized／pasteurized　the　milk．

　　　酪農家は、牛乳を｛均質化／低温殺菌｝した。

　　b．＊The　milk　homogenized／pasteurized．

　　　牛乳が｛均質化／＊低温殺菌｝した。

（30）a．Carla　humidified　her　apartment．

　　　カーラは自分のアパートを加湿した。

　　b．＊Her　apartment　humidified．

　　　＊彼女のアパートは加湿した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Levin　and　Rappaport　Hovav　l995：104）

使役事象に内在的使役と外在的使役の二種類があるという考えは、Talmy（1985）の「オ

ンセット使役」（Onset　Causation）と「同延使役」（Extended　Causation）の区別とほぼ等し

い。オンセット使役とは、ある不活性の運動体が、使役主からある力を受け、状態変

化を起こしていくが、力を受けるのは最初の起動時、すなわちオンセットだけであっ

て、その後は自律的（self－sustaining，　autonomous）な状態変化を進めていく、という使役

事象である。一方、同延使役とは、使役主は状態変化の起動から完了にいたるまでの

全ての段階で力を与え続け、状態変化全体に責任を負っているような使役事象である。

　さて、Levin　and　Rappaport　Hovav（1995）では、他動詞から自動詞を派生するプロセス

を「脱他動詞化」（detransitivization）と呼び、　breakを例にして、以下のような語彙規則

を提案している。
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（31）「脱他動詞化」（detransitivization）

　　［［x　DO－SOMETHING］　CAUSE

　　　↓

　　　φ（項構造では具現化しない）

　（Levin　and　Rappaport　Hovav

［．y　BECOME　BRO」KEIV］］

1995：108）

（31）が表しているのは、動作主xは、意味構造では存在するが、意味構造から項構造

へのリンキングの際に具現化しない（φで表されている）、ということを表している。

Breakの自動詞用法においても、意味構造には動作主が存在するが、項構造において

具現化しなければ自動詞となるというプロセスである。

　次に、第二の自動詞化タイプは、自律的状態変化が関与しない状態変化使役事象に

おいて、意味的には存在する動作主を統語構造に表さず、状態変化を被る対象物が主

語となる自動詞化である。影山（1996：184）では、こうした自動詞化が、日本語におい

ては、－ar一という接辞による自動詞に多いとして、「脱使役化」（decausativization）とい

う考えを提示し、以下のような例を挙げている。

（32）a．公園には様々な種類の木が植わっていた。

　　b．壁にはピカソの絵が掛かっていた。

　　c．（募金活動をして）目標額が集まった。

　　d．（海底トンネルによって）イギリスとフランスがつながった。

　　e．値段はもうこれ以上まからない。

　　f，段ボール箱に雑誌がいっぱい詰まっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影山（1996：184）

（32）の各例が表す状態変化事象は、状態変化を被る対象が、自律的に状態変化を起こ

すとは考えられず、「外在的使役」または「同延使役」事象である。それにもかかわら

ず、動作主を統語的に具現化しない自動詞化が脱使役化と呼ばれる。影山（1996，2001）

では、脱使役化は、日本語の「なる」的な性質を反映するもので、「する」的な性質を

もち、動作主を表す英語では、こうした現象がおこらないと述べ、以下のような例を

挙げている。
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（33）a．He　planted　a　pine　tree　in　the　garden．（植える）

　　b．＊Apine　tree　planted　in　the　garden．（植わる）

（34）a．He　earned　a　lot　ofmoney．（儲ける）

　　b．＊Alot　of　money　earned．（儲かる）

（35）a．They　found　the　money．（見つける）

　　b．＊The　money　found．（見つかる）

（影山2001：32）

　影山（1996：183－194）では、さらに、日本語の自動詞に現われる二種の接辞‘－e－’と‘－ar－’

の意味機能の相違に着目し、両者は原則として（36）に一般化されるような異なる用法

をもつと述べている。

（36）a．‘－e－’：対象の変化は、対象自身の内在的な性質によるもので、使役主を変化

　　　　対象と「同定」（identification）する（「反使役化」（anti－causativization））こと

　　　　で自動詞化を行う。

　　　　e．g．割る／割れる、抜く／抜ける、砕く／砕ける、折る／折れる、

　　　　　ほどく／ほどける、切る／切れる、取る／取れる、織る／織れる、

　　　　　破る／破れる、崩す／崩れる、煮る／煮える、離す／離れる

　　b．‘－ar－’：対象の変化は、外在的な要因によるものであるが、自動詞化接辞‘－ar－’

　　　　は、使役主を意味構造で「抑制」（suppress）し、統語構造に投射しない（「脱使

　　　役化」（decausativization））ことで自動詞化を行う。

　　　　e．g植える／植わる、集める／集まる、詰める／詰まる、まぜる／まざる、

　　　　　いためる／いたまる、掛ける／掛かる、ふさぐ／ふさがる、っなぐ／っながる、

　　　　　儲ける／儲かる、決める／決まる、助ける／助かる、（値段を）まける／まかる

影山（1996：183－194）は、日本語の自動詞化には、主として‘－e－’という自動詞化接辞を付

加することによる「反使役化」（anti－causativization）と、主として‘－ar－’による自動詞化

接辞を付加することによる「脱使役化」（decausativization）の二種類あると述べている。

反使役化と脱使役化の相違を、語彙概念構造を用いて表すと、（37）及び（38）のようにな

る。
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（37）反使役化：典型的形態変化［VtV］一〉　［ViV－g－］

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

　　　　↓

　　　X＝y（同定；yの内在的性質により、自発的に状態変化を引き起こす）

　→反使役化

　　b．［x＝y　CAUSE　［BECOME　［y　BE　AT　z］］］

（38）脱使役化：典型的形態変化［VtV］　→　［v、V一旦一］

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

　　　　↓脱使役化

　　e　（使役主が「抑制」され、統語構造において投射されない）

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

（37）の反使役化は内在的な状態変化を、（38）の脱使役化は外在的な要因による状態変化

をそれぞれ示している。行為事象と結果事象を結び付けるCONTROLという意味述語

は、「行為事象が結果事象の成立を直接的に左右するが、必ずしも結果事象の成立を含

意するわけではない」（影山1996：86）ことを表し、結果事象の成立を含意するCAUSE

と区別して用いられている。

　（37a）において、　xとyが異なれば他動詞（e．g．割る）となり、xニyであれば、　x自身

の内的要因による内在的状態変化を表す自動詞（e．g．割れる）となり、これを影山（1996：

第四章）では、反使役化と呼んでいる。一方、脱使役化の場合は、明らかに外在的原因

を作っている動作主の存在があるにもかかわらず、（38b）の影をつけた部分、即ち原因

事象を構成する動作主x及び行為［ACTONy］が背景化され、動作主が統語的に具現化

しない。脱使役化は、その一方で結果事象の対象y及び状態変化の結果としての状態

［AT－z］が前景化される。

　では、中国語においては、反使役化や脱使役化が存在するのだろうか。結論を先に

述べるならば、中国語には反使役化という語彙規則は存在しないが、脱使役化に該当

する現象が多く見られる。次に、中国語の反使役化に対応する形式、中国語の脱使役

化について考察する。
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6．3．2　中国語と反使役化

　まず、反使役化に相当する中国語を考えよう。本章の（10）において、中国語におけ

る起動自動詞から状態変化使役他動詞への語形成のプロセスを示したが、これを（38）

として再録しよう。

（38）中国語における起動自動詞から状態変化使役他動詞への語形成

　　a．状態　［yBEAT－z］

　　　　断duan（切れている状態），梓sui（粉々になっている状態），

　　　　破pδ　（割れている、壊れている状態）

　　b．起動　［（y）BECOME［y　BE　AT－z］］：実現相アスペクト辞の＜一了le＞の付加

　　　　断了duan　le（切れる），梓sui　le　（砕ける），破了Pδ　le（割れる）

　　c．活動［xACTON－y］

　　　　勇／切／割（切る）

　　　　ji首n／qie／　　ge

　　d．［原因事象＋結果事象］の合成による状態変化使役他動詞の形成

　　［［　xACT　ON－y　］　CAUSE　　［BECOME　［yBE　AT－　z］］］

　　　③単音節　活動動詞

｛勇／切／割／打／弄／用／捧／賜／敲．．．etc．｝

①状態｛断僻／破／杯／倒．．．etc．｝

②［状態｛断／砕／破／杯／倒．．．etc．｝＋＜・了le＞1

　④［原因事象＋結果事象］を表す複合動詞

　勇断／切断／割断／打梓／敲砕／弄破
　jian　duan／qie　duan／ge　duan　　／da　sui　　／qiao　sui／nbng　Pδ

はさみで切る／ナイフで切る／切り取る／叩き壊す／叩き壊す／　壊す
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例えば、日本語の「切る／切れる」に対応する中国語は、（39）のようになる。

（39）a．状態：断duan（切れている状態）

　　　b．起動：断了duan　le（切れる）

　　　c．状態変化使役：勇断jitin　duan（（はさみで）切る）

　（39a）の状態を表す形容詞く断duan＞に、実現相アスペクト辞の＜一了le＞を付加すると

起動の意味が加わり、＜断了duan　le＞となり、これが起動自動詞「切れる」に対応する。

さらに、状態を表す形容詞く断duan＞に、＜勇jian＞のような原因事象を表す行為動詞が

複合されて結果複合動詞を形成すると、＜勇断jitin　duan＞のように状態変化使役動詞が

形成され、これが「切る」に相当する。

　ここで着目すべき点は、語形成の方向が「状態→状態変化→状態変化使役」という

方向である点である。中国語における使役交替における語形成が、基本の「状態述語」

から使役化を経て、「状態変化使役他動詞」へと拡張していく現象は、状態や状態変化

に基本的視座をおきやすい「なる」的な性質を示唆している。

　以上をまとめると、中国語には、内在的状態変化を表す使役の場合、他動詞から自

動詞への派生が起こるのではなく、形容詞から起動自動詞、起動自動詞から複合動詞

化による使役化を経て状態変化使役他動詞へと語形成がおこるのである。

6．3．3　中国語の脱使役化とその要因

　次に、中国語の脱使役化について考えよう。6．1．3で前述したように、使役交替形式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひら　　　　　　　　　　　　　　　　ひら
4の結果複合動詞の自動詞化、即ちく打升da－kai＞　（力を加えて開く／力が加わって開

く）、＜打破da－po＞（力を加えて壊す／力が加わって壊れる）、＜契湿ku－shi＞（泣いた結

果何かを濡らす／泣いた結果何かが濡れる）というような場合が、脱使役化に相当する。

なぜなら、こうした自動詞化では、Vlの動作主が複合動詞の主語としては具現化せず、

状態変化を被る対象物が主語になっているからである。

　本論文に、付録3として「結果複合動詞の自他」の用例集を付しているが、付録3

から脱使役化が可能な用例を以下に挙げよう。以下（40）の各文のa文は基本となる状

態変化使役他動詞用法の構文、b文は対応する自動詞用法の構文である。
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（40）a．我抽的姻　太多了，把失都抽量　了。
　　　Wo　chou　de　yan　　tai　　duo　le，　ba　tou　dou　chou　yun　　　　le．

　　　私吸う　DEたばこ～過ぎる多いLE　BA頭全部　吸う一くらくらするLE

　　　私は、たばこを吸いすぎて、頭をくらくらさせてしまった。

　　b．我抽的畑　 太　 多　了，美都　抽曇　　　了。

　　　Wo　chou　de　yan　　tai　　duo　le，　tou　dou　chou　yun　　　　le．

　　　私吸うDEたばこ～過ぎる多いLE頭全部吸う一くらくらするLE

　　　私は、たばこを吸いすぎて、頭がくらくらしてしまった。

（41）a．他伯　把区　　本　　　教材　　編浅　　　了。

　　　Tamen　ba　zhe　ben　　jiaocai　bian　qian　　le．

　　　彼ら　BA　この　類別詞　教材　　編集し一浅い　LE

　　　彼らはこの教材を編集したが、内容が浅すぎた。

　　b．区本　　教材　編　浅　了，不　　遣用　　干　　大学　学生。

　　Zhe　ben　　jiaocai　bian　qian　le，　bu　　shiyong　yu　　daxue　xuesheng．

　　　この類別詞教材　編集し一浅いLE否定辞適用する～に　大学　　学生

　　　この教材は編集内容が浅すぎて、大学生に合わない。

（42）a．雨水　淋湿　　　了衣服。

　　　Yushui　linshi　　　　le　yifu．

　　　雨水　　浴びる一濡れる　LE　服

　　　雨が降って服を濡らしてしまった。

　　b．我忘　了帯傘，衣服都淋湿　　 了。

　　　　Wo　wang　le　dai　san，　yifu　dou　linshi　　　　le．

　　　　私　忘れるLE持つ傘　　服　　全部　浴びる一濡れるLE

　　　　私は傘を持ってくるのを忘れたので、服は全部雨に降られてびしょ濡れにな

　　　　った。

（43）a．他不小心　把　区　　幅　　画　　桂　斜　　　了。

　　Ta　buxiaoxin　ba　zhe　　fu　　　hua　gua　xie　　　　le．

　　彼うっかりBAこの　類別詞絵　かける一斜め　LE

　　彼はうっかりこの絵を斜めにかけてしまった。
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　　b．休　　看看，　区幅　　画　桂斜　　了　喝？

　　　Ni　kankan，　zhe　fu　hua　gua　xie　　le　ma．

　　　あなた見て　　この類別詞絵かける一斜めLE　疑問終助詞

　　　見て、この絵斜めにかかっている？

（44）a．地震　把　口宙　　　破璃　都　震砕　　　　　　了。

　　　Dizhen　ba　menchuang　boli　dou　zhen　sui　　　　　　le．

　　　　地震　　BA扉と窓　　　ガラス全部震える一こなこなになるLE

　　　地震がドアと窓のガラスを全部割ってしまった。

　　b．友生　　那久　　大的　地震，口宙　　　破璃　都　震砕

　　　　Fashegn　name　　da　de　dizhen，　menchuang　boli　dou　zhen　sui

　　　　起こる　あんなに大きい地震　　扉と窓

　　　　あんなに大きな地震がおこったので、

　　　になった。

（45）a．他把区　条　褥子穿駐　了．

　　　Ta　ba　zhe　tiao　kuzi　chuan　zang　le．

　　　彼BAこの類別詞ズボンはく一汚れるLE

　　　彼はこのズボンをはいて汚してしまった。

　　b．遠　条　　褥子顔色太　　浅，穿　　不　上　　半天　就

　　　Zhe　tiao　kuzi　yanse　tai　　　qian，　chuan　bu

　　　この類別詞ズボン色～過ぎる薄いはく　否定辞経つ　半日

了。

le．

　ガラス全部震える一こなこなになるLE

ドアと窓のガラスは皆揺れてこなごな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穿駐　　　了。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　shang　bantian　jiu　chuan　zang　　le．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すぐはく一汚れるLE

　　　このズボンは、色がうすいので、半日も履かないうちに汚れてしまう。

（46）a．地上　枳　　了　水，我把布鮭　都採湿　　　了。

　　　Dishang　ji　le　shui，　wo　ba　buxie　dou　cai　shi　　　le．

　　　地面　　溜まるLE　水　　私　BA布靴全部踏む一濡れるLE

　　　地面に水がたまっていたので、私は布靴を（踏んで）濡らしてしまった。

　　b．地上　　枳　了　水，我的布軽　都　採湿　　　了。

　　　Dishang　ji　　le　shui，　wode　buxie　dou　cai　shi　　　　le．

　　　地面　　溜まるLE水　　私の　　布靴　全部踏む一濡れるLE

　　　　地面に水がたまって、私の布靴は（踏んで）濡れてしまった。
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（40）から（46）の対応例は、各a文が状態変化使役用法の他動詞構文、各b文が対応する

状態変化起動用法の自動詞構文、即ち脱使役化がおこっている構文である。こうした

自動詞構文に共通するのは、いずれの例も、V1がV2の結果状態を目的として活動を

行ったのではなく、むしろ偶発的な結果を招いた、という事象構造となっている点で

ある。　「Vlの行為がV2結果状態を目的としているか否か」という要因は、動作主を

背景化し、具現化させず、結果状態を前景化して状態変化を被る対象物を主語におい

た脱使役化された自動詞構文の成立を決定する第一の要因であると思われる。

　とすれば、V1がV2の結果状態を目的として活動するという場合は、脱使役化が許

されないと予測されるが、その予測は以下の（47）から（52）の例において、正しいことが

わかる。（47）から（52）の例においては、VlがV2の結果状態を意図しており、他動性

が高いため、脱使役化が起こらず、＜被bei＞という受身標識がなければ文法的ではな

い。

（47）a．快把虫子　採死，官　要　 咬人　的．

　　　Kuai　ba　chongzi　cai　si，　　ta　　yao　　yao　ren　　de．

　　　早くBA　虫　　　踏む一死ぬ　代名詞～だろう噛む人　断定を表す終助詞

　　　その虫を早くlagZt，illU，．⊆、人を噛むから。

　　b．幸好　　虫子＊（被　　）採死　　了，不然　　　会　　　咬　人　　的。

　　　Xinghao　chongzi　bei　　　cai　si　　le，　buran　　　hui　　　yao　ren　de．

　　　幸いに　　虫　　　受身標識踏む一死ぬLEでなければ　～だろう噛む人断定終助詞

　　　幸いにも虫は踏み殺された。でなければ、人を噛んだだろう。

（48）a．弓友脾『　　　差点　把弓夫賜死。

　　　Ma　fa　piqi　　　　　　chadian　ba　mafu　ti　si．

　　　馬　かんしゃくを起こす　殆ど　　BA馬夫　蹴る一死ぬ

　　　馬がかんしゃくを起こして、馬夫をすんでのところで蹴り殺すところだった。

　　b．巧夫差点　就＊（被　　弓）賜死　　了。

　　　Mafu　chadian　jiu　bei　　ma　ti　si　　le．

　　　馬夫　殆ど　すぐに受身標識馬蹴る一死ぬLE

　　　馬夫は、すんでのところで、馬に蹴り殺されるところだった。
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（49）a．他拉　住　　　　了　我。

　　Ta　la　zhu　　　　　　le　wo．

　　彼引っ張る一止まるLE私

　　彼は私を引っ張ってひきとめた。

　　b．我＊（被　　他）　拉住　　　　了。

　　　Wo　bei　　ta　la　zhu　　　　le．

　　　私受身標識彼引っ張る一止まるLE

　　　私は彼に腕をとられてひきとめられた。

（50）a．他　用力　　敲　ln，敲　醒　　　了我。

　　　　Ta　yongli　qiao　men，　qiao　xing　　le　wo．

　　　　彼力いっぱい叩くドア叩く一目覚めるLE私

　　　　彼は力いっぱいドアを叩き、私を叩き起こした。

　　b．我＊（被　　　他）敲醒　　　　了。

　　　Wo　bei　ta　qiao　xing　　le．

　　　　私受身標識彼叩く一目覚めるLE

　　　　私は彼にドアを叩かれて起こされた。

（51）a．他看完　 信以后，就把信撒砕
　　　Ta　kan　wan　　xin　yihou，　jiu　ba　xin　si　sui

　　　彼読む一終わる手紙～後すぐにBA手紙破る一粉粉になる

了。

le．

LE

　　　　彼は手紙を読んだ後、すぐに手紙をびりびりに破ってしまった。

　　b．他看完　信以后，信就＊（被　 他）斯砕　　　 了．

　　　Ta　kan　wan　　xin　yihou，　xin　jiu　　bei　　　ta　si　sui　　　　　　　le．

　　　彼読む一終わる手紙～後手紙すぐに受身標識彼破る一粉粉になる　　LE

　　　彼は手紙を読んだ後、手紙は彼にびりびりに破られてしまった。

（52）a．他『　得　把培上　　的画都祉掠　　 了。

　　　Ta　qi　　de　　　　ba　qiangshang　de　hua　dou　che　diao　　　　　　le．

　　　彼怒る補文標識BA壁の上　 の絵全部引っ張る一落ちるLE

　　　彼は怒りのあまりに、壁にかけてあった絵を引っ張り落としてしまった。
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b．培上　　　的画不小心＊（被　　他）i趾L9皇　　　　了。

　Qiangshang　de　hua　buxiaoxin　bei　　　ta　che　diao　　　　　le．

　壁の上　 の絵うっかり　受身標識彼引っ張る一落ちるLE

　壁の絵はうっかり彼に引っ張り落とされてしまった。

　次に、中国語の結果複合動詞の脱使役化の第二の要因として、起因事象の動作が特

定化されていない場合が挙げられる。申（2005：245－247）でも指摘したように、中国語の

結果複合動詞では、V1にく打一da＞が用いられたときに、脱使役化が起こりやすい。

＜打一da＞は、基本義は「叩く、壊す」であるが、動作の具体的内容が指定されない軽動

詞doや「する」と同様の性質をもっている4。このため、球技関係く打da棒球bangqiu＞

（野球をする）、生理的現象く打da噴嘘penti＞（くしゃみをする）、掲げる動作く打da

傘san＞（傘をさす）、放出の意く打da雷lei＞（雷が鳴る）及びく打da屯活dianhua＞（電

話をかける）等、様々な動作内容に用いられる。＜打一da＞が用いられた結果複合動詞

の脱使役化の例く打升da－kai（力を加えて開く／力が加わって開く）〉を前掲したが、こ

のほかにも脱使役化がおこるく打破da－po（力を加えて壊す／力が加わって壊れる）〉が

ある。＜打一da＞は、具体的な様態・手段指定がなく、「何らかの力を加える」という抽

象的動作だけを表すため、原因事象における動作主性が背景化され、脱使役化が起こ

ると考えられる。しかし、Vlに具体的様態・手段を表す他動詞がくる場合、例えば

く推升tui－kai＞（押し開ける）では、脱使役化はおこらない。

（53） a．他　　｛推／打｝　升　　了　　　那　　扇　　　口・

　Ta　　　tui／da　　－kai　　le　　　na　　shan　　men．

　彼押す一開く完了あの類別詞ドア
　彼はあのドアを｛押し開けた／開けた｝。

b．那扇　　「］　｛＊推住エ｝　升　　了・

　Na　shan　　men　　｛tui／da｝－　kai　　　le．

　あの　類別詞　ドア　　押す一　開く　完了

ドアは｛＊押し開いた／開いた｝。

4＜弄一nong＞も中国語の他動詞化において生産的に前項動詞に用いられる軽動詞であ
るが、他動性が非常に強く、脱使役化を許さない。
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　Levin　and　Rappaport　Hovav（1995：106－107）では、　break類動詞のように、「脱他動化」

（detrasirivization）が起こる条件として、起因事象が「未指定」（unspecified）であること

を挙げている。起因事象が未指定とは、起因事象の動作主、動作の手段、様態等が未

指定ということである。中国語の結果複合動詞において動作の様態・手段が未指定で

あるく打一da＞がVlに用いられると脱使役化が起こりやすいという現象は、　Levin　and

Rappaport　Hovavが提案する、「起因事象が未指定であることが自動詞化を引き起こす」

という考えに合致している。

6．3．4　日本語の結果複合動詞における脱使役化

　日本語の結果複合動詞においても、脱使役化と同じ現象が起こる。第三章及び第四

章において前掲した例に、さらに用例を加え（54）として提示する。

（54）他動詞＋非対格自動詞→非対格自動詞

　　　V2の使役交替により自動詞化した例

　　　～上がる：打ち上がる（＜打ち上げる）

　　　　　　　　持ち上がる（＜持ち上げる）

　　　　　　　　吸い上がる（＜吸い上げる）

　　　～下がる：吊り下がる（＜吊り下げる）

　　　～付く：はり付く（＜はり付ける）、

　　　　　　　結び付く　（＜結び付ける）

　　　～刺さる：突き刺さる（＜突き刺す）

　　　～取れる：ちぎり取れる（＜ちぎり取る）

　　　～ちぎれる：引きちぎれる（＜引きちぎる）

　　　～固まる：踏み固まる（＜踏み固める）

　　　～曲がる：折り曲がる　（＜折り曲げる）

　　　～むける：擦りむける（＜擦りむく）

　　　～重なる：積み重なる（＜積み重ねる）

　　　～替わる：入れ替わる（＜入れ替える）
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～詰まる：煮詰まる（＜煮詰める）

～合わさる：組み合わさる（＜組み合わせる）

～はまる：当てはまる（＜当てはめる）

（54）の結果複合動詞は、いずれもV1がはたらきかけ他動詞、　V2が非対格動詞で、他

動性調和の原則の反例となる。影山（1993：126）では、こうした一見反例にみえる例は、

他動性調和の原則に基づく　「他動詞＋他動詞」から、逆形成を経た自動詞（e．g．「打ち

上一げる」→「打ち上一がる」）と述べているが、興味深いのは、この逆形成が脱使役化

と全く同様の現象である点である。

（55）日本語結果複合動詞の脱使役化：

　　［vtVtV，］（組み合わせる）今［vlVtV＿c］（組み合わさる）

a．「組み合わせる」

［［xACT　ON　y］　CAUSE　［　BECOME　［y　BE　AT－z］］］

　　　組む　　　　　　　　　合わせる

→脱使役化→

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

　　↓　組む　　　　　　　　　　　合わさる

　　φ（意味的には存在するが統語的に現れない）

　「組み合わせる」は、「組み合わさる」と自動詞化されることにより、V1の主語は

統語的には具現化せず、V2の結果状態が前景化した表現となっていて、脱使役化と全

く同様である。

　では、日本語の結果複合動詞の脱使役化においても、中国語の結果複合動詞の脱使

役化と同じ要因が働いているのだろうか。まず、中国語の結果複合動詞の脱使役化の

第一の要因として、VlがV2の結果状態を意図していない、という要因が挙げられる

が、（54）の例が表している現象には、動作主の意図性が希薄か、全くない現象のよう
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にみえる。結果事象を現象として描写しているように思われる。例えば、　「引きちぎ

れる」　「ちぎり取れる」は、誰かが引きちぎったり、ちぎり取ったりすることも想定

できるが、そうした事象よりもむしろ、不注意で何かに引っ掛けた結果として、　「ち

ぎれる」　「とれる」という状態に陥ったという事象がまず浮かんでくる。また、　「踏

み固まる」も、意図的に地面を固めたという事象よりも、多くの人がある場所を歩い

たので、その場所が固くなった、という意図性のない因果関係を表している。　「折り

曲がる」も、意図的に折り曲げた場合も考えられるが、自然に曲がってしまった、と

いう事象も考えられる。　「擦りむく」　「擦りむける」という事象には、意図性は感じ

られない。このように観察すると、日本語の結果複合動詞の脱使役化にも、意図性が

ない事象が関わっているといえよう。

　第二に、起因事象が特定化されていないことが中国語の脱使役化を許す要因でもあ

ったが、唯一「打ち上がる」がこの要因が反映された脱使役化の例である可能性があ

る。

　いずれにしても、日本語の結果複合動詞においても、脱使役化がおこる、というこ

とは、V2の非対格性が、形態統語的な制約「他動性調和の原則」よりも優先される現

象であり、そこに「なる」的な特徴、即ち動作主を表現せずに、全体を一つの現象と

して表現する日本語の特質が反映されているといえよう。

6．3．5　結果重視型言語としての中国語

　中国語の結果複合動詞は、状態変化使役他動詞として機能するために形成されたも

のが典型であるが、なぜ、他動詞化のために形成された結果複合動詞が脱使役化され

て自動詞用法をもつようになるのだろうか。つまり、自動詞から他動詞を形成したの

に、なぜその他動詞を再び自動詞化するという、一見言語の経済性に反する現象がお

こるのだろうか。

　この疑問は、中国語が、「結果重視」及び「被動者卓越（Patient－Prominent）」型

（Tai（1984，2003））、「結果の視点から行為を見る」型（影山（1996：289－290））の特徴を

もつ言語であることと関連する。つまり、中国語が使役動作や動作主よりも、状態変

化を被る対象に視座をおきやすい性質をもっていることと深く関連する。

　例えば、＜出版chuban＞（出版する）という動詞を例にとろう。「出版する」は、「人
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為的行為の結果、書籍が社会に出現する」という事象を表すが、日本語においては、

他動詞用法しかない。しかし、中国語のく出版chuban＞は、基本は（56a）のように他動詞

であるが、動作をうける対象に視座をおいて、主語とした（56b）のような自動詞構文も

許される。

（56）a．大学　　終干　　　出版　　　了　　那本　　　　企文集。

　　　Daxue　　zhongyu　　chuban　　　le　　　na－ben　　　　　lunwenji．

　　　大学　　　やっと　　出版する　LE　　あの類別詞　　論文集

　　　大学は、やっとあの論文集を出版した。

　　b．那　本　　　絵文集　　　終　干　　　　出版　　　了。

　　　Naben　　　lunwenji　　　zhongyu　　　chuban　　　le．

　　　あの類別詞　論文集　　やっと　　出版する　　LE

　　　あの論文集は、やっと｛＊出版した／出版された｝。

　Li　and　Thompson（1976：467，479－480）は、（56b）のような他動詞を用いた自動詞構文が、

「主語」が表層構造において体系的に記号化されず、「受動文が全くないか、或いは稀

にしか生起しない」という「主題卓越」（Topic－Prominent）的な特徴をもつことを反映

した文であると述べ、同様の例として、（57）（58）のような例を挙げている。

（57）a．区件　 新同　　播　 了。

　　　　Zhei－jian　　　xinwen　　　guangbo　　　le．

　　　この一類別詞ニュース　放送する　　LE

　　　b．This　news（topic），　it　has　been　broadcasted．

　　　c．このニュースは、もう放送｛？した／された｝。

（58）　a．那本　　　　弔　　己経　　出版　　　了。

　　　　Na－ben　　　　shu　yijing　　chuban　　le．

　　　あの類別詞　　本　すでに　出版する　LE

　　　b．That　book（topic），　it　has　already　been　published．

　　　c．あの本は、すでに出版｛？した／された｝。
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　（57）（58）において、中国語の各文に対応する英語（57b）（58b）はいずれも受身文である。

Li　and　Thompson（1976：480）によれば、これは、英語が、受身文がよく使われる「主語

卓越」（Subj　ect－Prominent）型特徴をもつことを反映している。一方、中国語では、

（57a）（58a）を受身文にすると、「被害」の意味を強く内包するようになる。

（59）a．遠件新同被　播了．
　　　Zhei－jian　　　xinwen　　　　　bei　　　　guangbo　　　le．

　　　この一類別詞　　ニュース　受身標識　　放送する　　LE

　　　このニュースは、（放送してほしくないのに）放送されてしまった。

　　b．那本　弔己経被　出版　了。
　　　Na－ben　　　　　shu　　yijing　　bei　　　　chuban　　　　le．

　　　あの一類別詞本すでに受身標識出版するLE

　　　あの本は、（出版してほしくないのに）出版されてしまった。

　ここで起こる疑問は、（58a）（59a）が、「他動詞の目的語が主題化された主題文で、自

動詞文ではないのではないか」という疑問である。中国語においては、主格・対格も、

主題標識も形態的に存在しないため、（56b）〈那本企文集〉、（57a）〈区｛件／条｝新同〉及び

（58a）〈那本弔〉は、他動詞の目的語が主題化されたもの、という分析も可能である。し

かし、次の（60）に示すように、文頭の名詞句を、主題になりえない不定名詞句

く有一条新同〉（あるニュース）やく有一本冶文集〉（ある一冊の論文集）に代えても、

文法的であることから、主題ではなく、正真正銘の主語と認定される。

（60）a．有　一条　新同昨天己2E　 　播　 了。

　　　　You　yi－tiao　　xinwen　　zuotian　yijing　　　　guangbo　　　le．

　　　ある　1類別詞ニュース　昨日　すでに　　放送する　　LE

　　　あるニュースが、昨日放送された。

　　b．有一本　　　　絵文集　在　　那家　　　　　出版社　　　出版

　　　　You　yi－ben　　lunwenji　zai　na－jia　　　　chubanshe　　chuban

　　　ある1一類別詞　論文集　～で　あの類別詞　出版社　　出版する
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ある論文集が、あの出版社から出版された。

　望月（2003：246－248）は、〈有you＋数詞＋類別詞＋名詞〉は、必ず「不定」（indefinite）

を表し、「定」（definite）の主題とはなりえないから、〈有you＋数量詞＋類別詞＋名詞〉

の形式が、中国語の主語を認定する有力な手段であると述べている。よって、（57）（58）

は、〈　播guanbo＞及び〈出版chuban＞の自動詞文とみなせる。

　では、なぜ、日本語の「出版する」は自動詞用法をもたないのに対して、中国語の

く出版〉は自動詞用法が可能となるのだろうか。「出版する」も、〈出版〉も、ともに、（61）

のような語彙概念構造をもつと考えられる。つまり、「出版社の行為の結果、産出され

た書籍が、社会に出現する」という語彙概念構造である。

（61）［　x　ACT　］CAUSE　［BECOME　［　y　APPEAR　IN－z　］］］

　出版社　　　　　　　　　　　　　　あの本　　　　　　社会

L－Y一K－一一一一一一一v－一一ノ
　　　　背景化　　　　　　　　　　　　　前景化

中国語では、〈出版〉の語構造が、「版を出す」という［他動詞＋目的語］構造にも、「版が

出る」という、出現を表す［非対格動詞＋主語］というVS構造、即ち「存現文構造」に

も、両方に分析可能であるが、後者の非対格構造の解釈のほうが、無標である。つま

り、動作主の行為は、背景化されて、「産出されたものが社会に出現した」という出来

事が前景化されるのが、無標なのである。この現象は、中国語が、結果状態に視座を

おく表現をとりやすい類型であることを示唆している。結果状態に視座を置く類型と、

主題卓越という類型との関わりは、さらに検討が必要である。

　一方、日本語の「出版する」は、動作主の行為に視座が置かれ、自動詞化がおこら

ない。これは、日本語の漢語動名詞「出版」という語が一語としてひとかたまりに認

識され、語の内部構造に分析が及ばず、出現を表す［非対格動詞＋主語］構造という分析

がなされないことに起因すると予測される。中国語から多くの漢語を借用した日本語

では、語彙レベルでは中国語の統語構造を反映した語構造を受け入れても、統語レベ

ルでは、中国語のVS構文「存現文構造」が日本語には存在しないため、語の内部構
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造が不透明になっているのである。

　同様のことが、〈　播guanbo＞「放送する」とにもいえる。中国語の〈　播guanbo＞

も、「放送局の行為の結果、あるニュースが社会に広まる」という出現の出来事を表す

が、中国語では、「産出されたものが社会に出現した」という結果状態が前景化され、

行為という出来事は、背景化されるのが普通である。

（62）　［x　ACT　］CAUSE［　BECOME　［y　APPEAR　IN－z　］］］

放送局　　　　　　　　　　　　　あのニュース　　　社会

　　　背景化　　　　　　　　　　　　前景化

　さて、〈汲悟功同一結果朴悟搭配洞典〉より収集分析した結果複合動詞の1，314の用例

を付録3に分類整理しているが、このうち、①主語に「動作主」「原因」という外項が

くるか、②状態変化を被る「対象」という内項又は生理現象や心理現象を表す述語の

主語「経験者」という外項がくるかという基準で生起率を調べてみると、以下のよう

な結果を得た。

（63）　「動作主」「原因」主語の他動詞文　　1，314用例中　554例、　42．1％

　　a．「動作主」主語の他動詞文の例

　　　他看完信以后・就把信i斯砕　 了・

　　　Ta　　kan－wan　xin　yihδu　　　jiU　　b5　xin　　si－sui　　　　　le．

　　　彼　読む一終わる　手紙　以降　　すぐに　BA手紙　破る一こなごなに　LE

　　　彼は手紙を読んだ後、すぐにその手紙を破って粉々にしてしまった。

　　b．「原因」主語の他動詞文の例

　　　一場　　　大雨　　及吋地　　　　把　　山　火　　涜灰　　　　　了。

　　　Yichang　dayu　　jishidi　　　　　ba　　shanhuo　　jiaomie　　　　　le．

　　　一一類別詞　　大雨　ちょうど良い時に　BA　　山火事　　　水を注ぐ一消える　LE

　　　ちょうど良い時に雨が降って山火事を消してくれた。
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（64）　「対象」「経験者」主語の自動詞文　　1，314用例中　572例、　　43，5％

　　a．「対象」主語の自動詞文の例

　　　　丈夫　死后、地非常　悲痛，　眼泪都快　果干　　了。

　　　　ZhangfU　　si　hδu　　ta　feichang　beit△ng　y首nlei　d6u　kuai　　　kUgan　　　　le．

　　　　夫　　　死ぬ後　彼　　とても　　悲しい　　涙　　皆　近接未来　泣く一乾く　LE

　　　夫を亡くした後、彼女は悲しみにうちひしがれ、涙も、泣きすぎて枯れてしま

　　　うほどだ。

　　b．「経験者」主語の自動詞文の例

　　　晩上　我没吃晩坂，睡到　半夜　 餓醒　　了。
　　　Wanshang　wo　mei　chi　wanfan，　shuidao　　banye　　　　e－xing　　　　　le．

　　　夜　　　　私　ない　食べる　晩御飯　～まで眠る　夜中　　お腹がすく一起きる　LE

　　　夜は晩御飯を食なかったので、夜中まで寝たら、お腹がすいて起きてしまっ

　　　た。

　このほか、「対象」「経験者」が主語となる受身文も1，314例中188例（14．3％）みられ

る。例を二例あげると（65）のようになる。

（65）　「対象」「経験者」の受身文　　　　　　　　　　　1，314例中188例、14，3％

　　a．「対象」主語の受身文の例

　　　那栖貨牟是被　一輌k牟　撞翻　 的。

　　　Na－liang　huoche　shi　bei　　　yi－liang　kache　　zhuang－fan　　　　de．

　　　あの一類別詞　トレーナーSHI受身標識　一一類別詞　トラックぶつかる一ひっくりかえる　語気助詞

　　　あのトレーナーは、トラックに衝突されて横転したのだ。

　　b．「経験者」主語の受身文の例

　　　太阻　彼　毒、　　　祢　　　不　　戴　　草帽

　　　Taiyang　hen　du，　　　　　　　ni　　　　　bu　　　　dai　　caomao

　　　太陽　とても毒である　あなた　　否定辞　かぶる　麦藁帽

　　　根容易被　晒　曇。
　　　henrongyi　　　bei　　　　　　　　　shai　　　　　　　　　－yun．
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容易に　　　受身標識　　太陽にさらす一めまいがする

太陽の光がとても強烈だから、君は麦藁帽をかぶらないと、すぐに太陽にあた

ってめまいがしてしまうよ。

　以上の統計結果をまとめると、以下の（66）のようになり、状態変化を被る対象物や

経験者が主語となる用例数は、1，314例のうち57．8％を占める760例で、中国語が使役

動作や動作主よりも、状態変化を被る対象物に視座をおいて、主語とする傾向を持っ

ていることが裏付けられる。

（66）a．「動作主」「原因」主語の他動詞文

　　b．「対象」「経験者」主語の自動詞文・受身文

　　i）「対象」「経験者」主語の自動詞文

　　　　①「対象」主語の自動詞文

　　　　②「経験者」主語の自動詞文

　　i）「対象」「経験者」主語の受身文

1，314用例中554例（42．1％）

1，314用例中760例（57．8％）

1，314用例中572例（43．5％）

　1，314用例中427例（32．5％）

　1，314用例中145例（11．0％）

1，314用例中188例（14．3％）

ここで注目すべき現象は、結果複合動詞がその大半が状態変化使役他動詞であるのに、

実際には、他動詞構文として用いられる比率42．1％よりも、形態を変えずに自動詞化

された自動詞構文か、受動文として用いられる比率57．8％のほうが高い、という現象

である。従来、中国語は、「結果重視」及び「被動者卓越（Patient－Prominent）」型

（Tai（1984，2003））言語であること、「結果の視点から行為を見る」型（影山

（1996：289－290））の特徴をもつ言語であること等の指摘が直観的になされてきたが、本

論文の付録3に収録された用例の分析からも、こうした指摘を裏付けることになる。

6．4まとめ

本章では、中国語の使役交替について考察したが、以下のような結論が得られる。

1）中国語の使役交替の形式には、以下のような5つの型がある。

　a．単音節能格動詞：
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　　＜升kai＞（開ける／開く）、＜美guan＞（閉める／閉まる）

　　＜捧shuai＞（落ちる／落とす）、＜洒sa＞（こぼれる／こぼす）

b．二音節能格動詞：

　　＜提高tigao＞（高める／高まる）、　＜打大kuoda＞（広げる／広がる）、

　　＜増加zengjia＞（増える／増やす）、＜縮小suoxiao＞（縮む／縮める／縮まる）

c．結果複合動詞形成による他動詞化：

　　　　　　　　　　　　　　ひら　　　　　　　　　　　　　　　　ひら
　　く打升da－kai＞　（力を加えて開く／力が加わって開く）、

　　＜打破da－po＞（力を加えて壊す／力が加わって壊れる）

　　＜推升tui－kai＞（押し開ける）

　　＜弄倒nong－dao＞（力を加えて倒す）

d．状態を表す結果複合動詞の使役化：

　　＜酔倒zui－lei＞（酔って倒れる／酔わせて倒れさせる）

　　＜忙圷mang－huai＞（忙しすぎて体が壊れる／忙しくさせて体を壊させる）

　　＜累倒lei－dao＞（疲れて倒れる／疲れさせて倒れさせる）

　　＜圷呆xia－dai＞（驚いて呆然とする／驚かせて呆然とさせる）

e．状態変化使役他動詞の自動詞化（脱使役化）：

　　＜果湿ku－shi＞（泣いて何かを濡らす／何かが濡れる）

　　＜穿破chuan－po＞（履いて何かを破く／何かが破ける）

　　＜城唖han－ya＞（声を優らす／叫びすぎて声が榎れる）

　　＜採湿cai－shi＞（靴を濡らす／踏んで靴が濡れる）

2）結果複合動詞形成による他動詞化は、非常に生産的におこり、状態起動から使役

　へという語形成の方向がみられる。

3）例としては多くはないが、非対格結果複合動詞は、形態を変えずに使役化され、

　ここにも、状態起動から使役へという語形成の方向がみられる。

4）中国語における状態変化使役他動詞の脱使役化は、Vlの活動がV2の結果状態を

　意図せず、偶発的な結果状態を示しているという意味条件、Vlの活動が特定化さ

　れないという意味条件が関連して、形態をかえることなくおこる。

5）日本語における結果複合動詞も、脱使役化がおこり、中国語の脱使役化の意味要

　因と同様、V1の活動がV2の結果状態を意図せず、偶発的な結果状態を示してい

　るという意味条件、Vlの活動が特定化されないという意味条件が関連していると
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　思われる。

6）中国語では、統計的に、状態変化を被る対象や経験者が主語となる構文が多く、

本論文の調査では、1，314例中760例（57．8％）を占めていることが明らかになり、中

国語が「結果重視」及び「被動者卓越（Patient－Prominent）」型（Tai（1984，2003））言

語であること、「結果の視点から行為を見る」型（影山（1996：289－290））の特徴をも

つ言語であることを裏付ける結果を得た。
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