
第七章　結果述語の類型

　第七章においては、中国語の結果複合動詞のV2をめぐり、日本語の結果複合動詞

のV2、英語の結果構文の結果述語との対照から、中国語の結果述語の類型的な特徴を

考察する。

7．1中国語と日本語の主語指向型結果複合動詞

　第六章では、使役他動詞である中国語・日本語の結果複合動詞における脱使役化の

例（e．g．打ちあがる、積み重なる、実湿ku－shi、城唖han－ya等）を考察したが、いず

れも自動詞文の主語が結果述語V2と叙述関係をもっている。これらの主語は、状態

変化の対象であるから内項であり、結果述語は内項について叙述していることになる。

この点では、中日語ともに、内項の制約が適用される。では、脱使役化が関わらない

結果複合動詞で、主語と結果述語V2が叙述関係をもつ場合はどうだろうか。結論か

らいうと、脱使役化が関わらない主語指向型結果述語は内項の制約に従わず、「経験者」

（Experiencer）という意味役割を担う外項主語と、生理的（e．g．疲れる、くたびれる）・

心理的（e．g．飽きる、慣れる）な述語とが叙述関係をもつ。

　まず、日本語の結果複合動詞の例から考察しよう。第三章・第四章で言及した由本

（2001，2005）、松本（2001）が挙げている語彙的複合動詞の例に統語的複合動詞の例を加

えて、以下（1）に挙げる。

（1）脱使役化とは無関係な主語指向型結果複合動詞

　　a．～疲れる：しゃべり疲れる、歩き疲れる、遊び疲れる、泳ぎ疲れる

　　b．～くたびれる：待ちくたびれる、泣きくたびれる、歩きくたびれる

　　c．～飽きる：食べ飽きる、飲み飽きる、遊び飽きる、聞き飽きる、見飽

　　　　　　　　きる

　　d．～慣れる：し慣れる、扱い慣れる、話し慣れる、書き慣れる、

　　　　　　　　履き慣れる、

　　e．～ほれる：聞きほれる、見ほれる
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f，～切れる：擦り切れる

g．～つぶれる：飲みつぶれる、食いつぶれる

h．着ぶくれる、泣きぬれる、泣き沈む

（1）の各例は、V1は意図的動作他動詞又は非能格動詞であるが、　V2が非対格動詞であ

り、複合動詞全体は非対格動詞として機能している。V1の意図性が背景化し、　V2の

非対格性が前景化されているという点で、脱使役化と同様現象が起こっている。（1）

の各例に共通する事象構造は、原因事象に結果事象を引き起こすという意図性がない

点である。

　次に、中国語における、脱使役化が関与しない主語指向型結果述語を観察しよう。

この場合も、原因事象に結果事象を引き起こす意図性がないという現象がみられる。

（2）脱使役化とは無関係な中国語における主語指向型結果複合動詞

　　a．～累lei（～疲れる）：

　　　走累zou－lei（歩き疲れる）、　玩累wan－lei（遊び疲れる）、

　　　併累jiang－lei（話し疲れる）、　看累kan－lei（読み疲れる）、

　　　等累deng－lei（待ちくたびれる）、果累ku－lei（泣き疲れる）

　　b．～賦ni（～飽きる）：

　　　吃賦chi－ni（食べ飽きる）、喝賦he－ni（飲み飽きる）、玩賦wan－ni

　　　（遊び飽きる）、所賦ting－ni（聞き飽きる）、　看賦kan－ni（見飽きる）

　　c．～煩fan（～飽きる、いやになる）：

　　　等煩deng－fan（待ちくたびれる）、看煩kan－fan（見飽きる）、所煩ting－fan（聞

　　　　き飽きる）

　　d．～慣guan（慣れる）：

　　　　吃慣chi－guan（食べなれる）、住慣zhu－guan（住み慣れる）、

　　　　用慣yong－guan（使い慣れる）、所慣ting－guan（聞きなれる）、

　　　　写慣xie－guan（書き慣れる）、　穿慣chuan－guan（着慣れる）、

　　　　叫慣jiao－guan（呼び慣れる）

　　e．～倒dao（～倒れる）：

　　　　跣倒die－dao（つまつく一倒れる）、病倒bing－dao（病む一倒れる）、
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　捧倒shuai－dao（転ぶ一倒れる）、酔倒zui－dao（酔う一倒れる）

f，～会hui（～できる）：学会xue－hui（学ぶ一できるようになる）

g．～憧dong（～を理解する）：

　　看憧kan－dong（見る一理解する）、所憧ting－dong（聴く一理解する）

（2）の各例は、いずれもVlは原因事象というよりも先行事象を、V2は結果事象を表し

ており、V1には、結果事象を引き起こす意図的使役の意味が含まれていない。中日語

において、〈～累lei（～疲れる）、～賦ni（～飽きる）、～慣guan（～慣れる）〉等生

理的・心理的に自然な状態変化を表す状態述語が、V2に結果述語として共通して表れ

るのは偶然ではなく、「先行事象一結果事象」という事象の合成が、中日語ともに結果

複合動詞として具現化するという共通性をもっているからである。（1）（2）のような「先

行事象一結果事象」の合成からなる結果複合動詞のLCSは、（3）のように形式化できる。

（3）　「先行事象一結果事象」の合成からなる主語指向型結果複合動詞

　　［x、　ACT］　RESULT　IN　［　BECOME　［yl　BE　AT－z］］

｛PHYSIOLOGICAL／PSYCHOLOGICAL｝STATE

（3）では、RESULT　INという意味述語を用いて、先行事象と結果事象を結び付けている。

この意味述語は、先行事象に結果事象を引き起こす意図性がないことを示している。

また、（3）のLCSでは、先行事象では、外項xがある行為事象に関与しているが、その

結果xは内項yとして、ある生理的・心理的状態に至るという意味を表す。このため、

X＝凾ﾆなり、同一指標iがX及びyに付与され、同一指示となる。ここでの理論的問

題点は、生理的・心理的な状態変化を表す述語の主語は、経験者という意味役割を担

い、外項xと扱われているが、（3）のLCSでは、状態変化を被る対象として内項yとし

ても扱われていることである。

　実は、生理的・心理的な状態変化を被る対象は、外項と内項の両者にまたがる性質

を持っている。例えば英語の心理述語には経験者を主語にとる述語（e．g．　admire，

appreciate，cherish，enjoy，favor，like，love，respect等）と、経験者を目的語にとる述語
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（e．g．amaze，amuse，encourage，excite，interest，pelase，satisfy，stimulate等）の両方が存在して

いる。この現象は、英語では、心理述語においては、経験者という意味役割が述語に

よって主語にも、目的語にもなりうることを示しており、経験者という意味役割は、

外項と内項の両者の性質を兼備していることを示唆する。

　しかし、中日語では、心理述語は経験者主語型であるので、経験者は外項として具

現化する。このため、＜～累lei（～疲れる）、～賦ni（～飽きる）、～慣guan（～慣れ

る）〉等の結果述語は、外項と叙述関係をもつことになり、内項制約は、生理的・心

理的述語をV2にとる場合は、働かないのである。

　以上を要約すると、中日語において、主語指向型結果述語には、二つの型がある。

第一の型は、「打ちあがる、積み重なる、組み合わさる」、＜果湿ku－shi、城唖han－ya、

穿破chuan－po＞に代表されるような複合動詞の脱使役化によるものであり、内項の制

約が適用される。第二の型は、「～疲れる、～くたびれる、～飽きる、～慣れる、～ほ

れる」、〈～累lei（～疲れる）、～賦ni（～飽きる）、～慣guan（～慣れる）〉に代表さ

れるような、生理的・心理的述語が結果述語の場合で、内項の制約が適用されない例

外的な現象となるのである。

　さて、中日語は主語指向型結果述語を許容するのに対して、英語は許容しない1のは、

どのような類型論的特徴と関わりをもつのだろうか？以下、表7－1に、関連する要因

と中日英語の類型論的特徴をまとめる。

1英語においても、They　followed　the　star　out　of　Bethlehem．のような移動構文を結果構

文として扱い、主語の結果叙述と見なす考え方（Rappaport　Hovav　and　Levin2001，

Goldberg　and　Jackendoff2004等）があるが、本稿では、中国語の結果複合動詞は位置変
化を表さないので、主語の位置変化については結果述語として扱わない立場を採用す
る。
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表7－1　主語指向型結果述語：中国語・日本語・英語の対照

中国語 日本語 英語

（A）

級ﾊ

q語

ﾌ形式

VR（Verb－Resultative：VR）

｡合動詞：

@項の受け継ぎを決定し

@ているのは後項R

A非対格性優先

B脱使役化可能

1副詞＋V：

?E9・

@くたくたに疲れる

獅uR複合動詞

@後項Rが主要部

A非対格性優先

B脱使役化可能

SVOC構文：

¥文の鋳型によ

闌級ﾊの意味が

揄�ｳれる。

ｨ鋳型が崩れるの

ﾅ主語（動作主）の

ﾈ略不可、このため

E使役化も不可。

（B）

¥現類
^：

ｮ作主vs．

ﾎ象指向

対象指向

uなる」的

対象指向

uなる」的

動作主指向

uする」的

（C）

蛹黷

uS．

蜻闡

越�

題卓越主

黶E述語間の　「一致」（

`greement）無。主

黶E主題ともに標識がない。対

ﾛが主題として文頭に置かれ

驍ｱとが多い。�

語・主題卓越主

黶E述語間の「一致」（

`greement）無。主

黷ﾍ格表示をもち、形態

Iに明確化されるが、主

閧焉uは」標識があり、卓

zしている。�

語卓越主

黶E述語間の「一致

v（Agreement）有。

まず、（A）の結果述語の形式からみると、中日語は、ともに結果複合動詞という形

をもち、かつ結果述語であるV2が主要部となり、複合動詞全体の項構造を決定し

いる（影山1993、由本2005、申2007）。このため、V1の主語を抑制し、結果述語

あるV2の主語を結果複合動詞全体の主語とする脱使役化が可能となり、主語指向

結果述語が許容されるのである。一方、英語は、SVOCという構文の鋳型に基づい

結果述語が生起し、結果の意味が生じる。Goldberg（1995）は、「動詞ではなく、構文
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が意味を決定する」例として、英語の結果構文を挙げ、構文文法的な視点の必要性を

提唱している。確かに、英語においても、主語の生理的な状態変化を叙述する以下の

ような再帰代名詞を直接目的語の位置に用いた結果構文が存在する。

（4）a．They　danced　the〃iselves　tired．

　　彼らはくたくたに踊り疲れた。

　b．The　lecturer　talked　himself　hoarse．

　　その講師は、しゃべり過ぎて声をからしてしまった。

　c．She　laughed　herself　into　a　fit　of　coughing．

　　彼女は笑いすぎて咳き込んだ。

　d．The　baby　cried　herse　lf　to　sleep．

　　赤ちゃんは泣いて眠ってしまった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（4）の四例全て影山（2001：168）による）

　（4）の各例文においては、結果述語は全て主語の生理的状態変化を表しているが、形

式的には、SVOCの鋳型を崩すことができず、直接目的語の位置に主語と同一指示と

なる再帰形をおかざるをえない。つまり、意味的には冗長的ともみえる再帰代名詞は、

英語において結果述語が成立するために必要な鋳型を形成するために必要不可欠な構

成素なのである。

　次に（B）の表現類型との関わりを考えよう。第五章において、《汲悟劫洞一結果朴悟搭

配洞典》から収集した1，866例の結果複合動詞文のうち、＜看杯kan－huai（読んで目を

いためる）、　写酸xie－suan（書いて手が痛くなる）〉のようにV1の項が具現化しない

例が73例（4％）みつかるのに対し、V2の項が複合動詞全体に具現化しない例はみつか

らないと述べた。また、第六章の6．35において、「動作主」「原因」主語の他動詞文

1，314用例中554例（42．1％）であるのに対し、「対象」「経験者」主語の自動詞文・受身

文が1，314用例中760例（57．8％）と多かったことを示したが、こうした統計からも、中

国語がTai（1984，2003）が主張する「対象指向」（Patient－Oriented）型、すなわち「なる」

型言語としての性質が強いことがわかる。

　また、日本語も池上（1981）以来、「なる」型言語としての現象が多く指摘されており、

中国語と同様、対象指向型といえる。一方、英語は「動作主指向」（Agent－Oriented）型
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の性質を強く持ち（池上1981、影山1996等）、こうした表現類型の相違が主語指向型結

果述語の許容性と深く関わっている。

　最後に、（C）の「主語卓越」（Subject－Prominent）及び「主題卓越」（Topic－Prominent）

という観点から対照しよう。Li　and　Thompson（1976）では、中国語は主題卓越型、英語

は主語卓越型、日本語は主題・主語両者卓越型という分類をしている。中国語には、

主語と述語間に「一致」（Agreement）がなく、また自動詞・他動詞の形態的区別や、形

態的主格・対格もないため、一致関係及びヴォイス上の形態統語的な制約を受けずに、

状態変化を被る対象を主題（又は主語）として文頭に置くことができる。こうした中

国語の特徴が主語指向型結果述語を許容する要因の一つと考えられる。一方、日本語

には、自動詞・他動詞の区別や形態的主格・対格があるが、主題も卓越しているため

に、対象を主題として文頭におきやすい特性をもっているのではないかと推測される。

7．2　派生的結果述語の類型

　次に、結果構文において、V1の語彙的意味に、結果述語が表す意味が含意されて

いるか否か、或いはVlの行為がV2の表す結果状態を目的としているか否かを基準に

して、英語・中国語・日本語の結果述語の類型について考察しよう。

　影山（2005，2007）では、英語の結果述語について、以下の表7－2のような下位分類を

行っている。表7－2では、まず第一の下位分類として、主動詞のLCSに「辞書的含意」

（entailment）として結果性が内包されているか否かによって「本来的結果述語」と「派

生的結果述語」に二分類されている2。第二に「派生的結果述語」は、クオリア構造の

「目的役割」（動詞が本来的に含意する動作目的）を基準に、「百科事典的含意」

（（encyclopedic）implication）から主動詞に動作目的が含まれるタイプ“（C）wipe　clean”タ

イプ及び“（D）shake　awake”タイプと、「語用論的含意」（（pragmatic）implicature）から主

動詞の動作目的がその場その場の実世界の情況で作り上げられる“（E）kiss　awake”タ

イプと“（F）water　the　tulips　flat”タイプに二分類されている。

2Washio（1997）では、本来的結果述語文を「弱い結果構文」（weak　resultative）、派生的

結果述語文を「強い結果構文」（strong　resultative）として、同様の分析が行われている。
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表7－2　結果述語の含意的階層（影山2007：137）

（A）freeze　solidタイプ：主動詞のLCSに変化結果が記載され、しか

@も、その主動詞の事象タイプがtransitionである。

本来的結

ﾊ述語（二

蜩ｮ詞の

kCSに結果

�ﾔが含
ﾜれる）

（B）wash　cleanタイプ：主動詞のLCSに変化結果が記載されている

@が、事象タイプはprocessである。

派生的結

ﾊ述語（＝

蜩ｮ詞の

kCSには結

ﾊ状態が

ﾜまれな
｢）

（C）wipe　cleanタイプ：主動詞そのもののLCSはACT（ON）であるが、

@目的役割に対象物の特定の変化結果を含む。結果述語はその目的

@役割に示された変化結果に対応。

（D）shake　awakeタイプ：主動詞は辞書表記として目的役割を含むが、

@その中身は1つに特定されていないので、慣習化の範囲内で様々

@な結果述語が可能。

（E）kiss　awakeタイプ：主動詞は、本来は目的役割を持っていないが、

@意図的な状況において何からの目的役割がオンラインで作り上

@げられる。

（F）water　the　tulip　flatタイプ：主動詞の行為によって偶発的に生じる

@結果を表す。表現の範囲が限られ、許容度も低い。

（G）drink　someone　under　the　tableタイプ：特定の動詞・目的語・結果述語

@の組み合わせに限られたイディオム。誇張表現と解釈されることが多

@い。
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　表7－2における階層は、（A）から（F）の順に許容度が低くなっており、影山

（2007：140－144）では、日本語は本来的結果述語しか許容しないことを検証している3。

　中国語の結果複合動詞において、V1を主動詞、　V2を結果述語と考えると、中国語

は表7－2の階層のうち、どの階層まで許すのだろうか。以下、表7－2の階層のうち、

限られたイディオムである（G）を除き、（A）～（F）が中国語の結果複合動詞に対応するか

検証してみると、以下に示す（5）～（10）が示すように、全て対応可能であることがわかる。

（5）（A）freeze　solidタイプ→＜殊硬dong－ying＞

　　泳箱里的末西都涼硬　了。
　　Bingxiang　li　　de　dongxi　dou　dong－ying　　le．

　　冷蔵庫　　中　　の　もの　　皆　凍る一硬い　完了

　　冷蔵庫の中のものは、かちかちに凍ってしまった。

　まず、中国語ではく涼硬dong－ying＞は、「非対格動詞＋形容詞」の組み合わせであり、

非対格動詞にはすでに辞書的含意として結果性を内包している。

　次の二例は、中国語においても、V1の動作目的に「きれいにするために」という含

意が含まれており、本来的な結果述語といえる。

（6）（B）wash　cleanタイプ→＜洗干浄xi－ganjing＞

　　姫　　把　　衣服　　洗干浄　　　　了。

　　Ta　　　ba　　yifu　　xi－ganjing　　　　　le．

　　彼女　BA　洋服　洗う一きれいに　完了

　　彼女は、服をきれいに洗った。

（7）（C）wipe　cleanタイプ→＜擦干浄ca－ganjing＞

　　地　　把　　巣子　　擦　　干浄　　　　了。

　　Ta　　　ba　　zhuozi　　ca－ganj　ing　　　　　le．

　　彼女　BAテーブル　拭く一きれいに　完了

3日本語の結果複合動詞を含めて結果述語を考えるならば、wipe　clean「拭き清める」、

shake　awake「揺り起こす」等、派生的結果述語のなかでも、百科事典的含意までは許
す可能性が大きい。
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　　彼女はテーブルをきれいに拭いた。

　次の（8）では、V1の動作目的としてV2が特定化されていないが、実世界でしばしば

起こる体験から、V2がV1の動作目的と認知される。

（8）（D）shake　awakeタイプ→＜揺醒yao－xing＞

　　地　把几子　 揺醒　　 了。

　　Ta　　　　ba　　erzi　　　　yao－xing　　　　　　le．

　　彼女　　BA　息子　　揺らす一起きる　完了

　　彼女は息子を揺り起こした。

　次の（9）は、英語の結果構文では、童話のあらすじを知っていれば、語用論的知識か

ら許容されるとされる例であるが、中国語においては、あらすじを知っていなくても、

「V1先行事象＋V2後行事象」という中国語の結果複合動詞の鋳…型にあてはめて、解釈

可能である。

（9）（E）kiss　awakeタイプ→＜吻醒wen－xing＞

　　王子　　　終丁　　把　況睡　　　中　　的　公主　　　吻　醒

　　Wangzi　zhongyu　ba　chenshui　zhong　de　gongzhu　wen－xing

　　王子　　　ついに　BA　熟睡　　中　　の　姫　　　キスする一起きる

　　了　　辻来。

　　le　　　guolai．

　　完了～てくる

　　王子は眠っている姫にキスをしてついに目覚めさせた。

　最後に、（10）は、「水をやりすぎたら花が倒れてしまった」という偶発的な結果事象

を表しているが、中国語でも結果複合動詞として可能となる。
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（10）（F）water　the　tulip　flatタイプ→＜涜場jiao－ta＞

　　他イ「］　把　　花　　涜　　場　　　　　　了。

　　Tamen　ba　　hua　jiao－　ta　　　　　　　　le．

　　彼ら　BA花　　浴びす一崩れ落ちる　完了

　　彼らは、花に水をやりすぎて、ぺしゃんこにしてしまった。

　このように、中国語の結果複合動詞は、（A）～（F）の全てのタイプにおいて結果述語が

成立する。この点で、中国語は英語と同様、広い範囲の派生的結果述語を許容すると

いえよう。

　しかし、さらに精査すると、中国語の結果述語は、英語よりもさらに広い範囲の派

生的結果述語を許容することがわかる。なぜなら、影山（2007：148－149）も指摘するよう

に、英語の結果述語は、以下の（11a）のような原因から結果への連鎖が直接的につなが

る場合に限られる。これに対して、中国語では、第五章の5．8．2で要約したように、

中国語の結果複合動詞が表しうる語彙概念構造は、（11a）のような使役連鎖以外に、

（llb）（11c）（12）（13）（14）のような語彙概念構造をも許すからである。

（11）因果関係：内項の結果叙述

　　a．DORに従う結果叙述

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

　　　　【x　ACT（ON　y）1CAUSE　I　BECOME　Iy　BE　AT－z］］

b．DORに従わない結果叙述：非対格動詞＋非対格動詞→非対格結果複合動詞

　く鉄倒（転ぶ＋倒れる）〉、＜酔倒（酔う＋倒れる）型

　IBECOME（　y　BE　AT－z11）CAUSE　I　BECOME　I　y　BE　AT・・z2　］1

→使役化

c．（11b）の使役化：語用論的に適切な原因が主語として付け加わる

　く酔倒〉（酔う＋倒れる）→使役化→（ある原因が酔わせて倒れさせる）〉型

　（causer　cAusEII｛BEcoME【y　BE　AT－z，1］cAusE2（BEcoME【yBE　AT－z2川
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（12）　外項の結果叙述：生理的・心理的状態変化

　　　く吃賦（食べ飽きる）〉型、　〈玩忘（遊ぶ＋忘れる）〉型

　　　Ixi　ACT（TOOMUCH）lCAUSE　I　BECOME　【yi　BE　AT－z｝】

（13）補文関係：完結アスペクト、先行事象への評価

　　　＜一完wan＞＜一尽jin＞＜一光guang＞〈起晩qi－wan，起きるのが遅い〉、型

　　　I　x　　ACT　l　REsuLT　IN　I｛　　x　　AcT　　l　BE　AT－z　11

（14）先行事象一結果事象

　　　く下輸xia－shu（将棋を）さして、　（将棋で）負けた）＞

　　　Ixi　ACT　lRESULT　IN　｛　BECOMEl　yi　BE　AT－z11

　つまり、中国語の結果複合動詞においては、（lla）のような使役連鎖は典型的な鋳型

ではあるけれども、それ以外に、①主語指向型結果叙述（内項主語の場合（11b）、②状

態変化のみを表す非対格結果複合動詞（llb）から、語用論的な原因が考えられる場合に

おこる、原因を主語とした使役化（11c）、③外項主語の場合（12）、④先行事象への完結

性や評価を与える補文関係（13）、⑤「先行事象一結果事象」という単純な時間関係と

いった型も存在するからである。

　付録4として本論文に付した、「中国語の結果複合動詞と対応する日本語文・英語文

の対照用例」における中国語の結果複合動詞を分析してみると、342例中、筆者の分

析では、5例（涜湿jiao－shi：注ぐ一濡れる、理順li－shun：整理して同じ方向に並べる、蜥

砕si－sui：破いて小さくする、　俄瘍e－bie：おなかが減っておなかがへこむ、　湊近

cou－j　in：近くに寄る）のみが、　VlがV2の結果状態を辞書的含意としてもつ本来的結

果述語に属する。それ以外は派生的結果述語文と分析されるが、以下に付録4の用例

より、派生的結果述語文の例を挙げよう。まず、次の（15）は、中日英語とも、結果述

語が可能な派生的結果述語文である。この例は、泣いて目が腫れるという日常生活で

しばしばおこる現象を三言語とも、結果述語で表す形式をもっていることを示す。
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（15）＜果月中ku－zhong＞（目を泣き腫らす）：

　a．地悲傍　　　扱　　了，奥　了一夜，把　眼晴　　都　2g“EltL　了。

　　Ta　　beishang　　　　　ji　　　　　　le，　　ku　　　　le　　yiye，　　ba　　yanjing　　　dou　　　ku－zhong　　　le．

　　彼女　嘆き悲しむ　極まる　LE　泣く　LE一晩　　BA　　目　　全て　泣く一腫れるLE

　b．彼女は嘆き悲しみ、一晩泣き続けたあげく、目を泣き腫らしてしまった。

　c．She　was　terribly　upset　and　cried　her　eyes　swollen．

　次に、付録4から、中国語と英語では結果述語が可能であるが、日本語では不可能

な例を挙げよう。

（16）＜圷病xia－bing＞（こわがらせて病気にさせる）：

　a．別　　返祥　　　圷嘘　　弦子，　圷病　　　　　　　了　志ム　　　カ！

　Bie　　zheyang　　　xiahu　　haizi，　xia－bing　　　　　　　　le　zenme　　　　　ban！

　　禁止　このように　驚かす　子供　　驚かせる一病気になる　LE　どのように　する

　b．こんなに子供をこわがらせないで、病気になったらどうするの！

　c．Don’t　frighten　the　child　like　this，　you’ll　f』him　sick．

（17）＜拾空qi5ng－k6ng＞（奪いとる一空になる）：

a．貨架　　上　　的

　Hubjia　　shang　　　de

　棚　　　上　　　DE

，　那几神　　　　新式

　najizh6ng　　　　　　　xTnshi

　あの幾種類　新しいデザイン

村杉・

chenshan

シヤツ

　彼快就　被　願客　拾室　了。
　h6nkuai　jiOr　　　　　bei　　　　　　　gOrke　　　　qi5ng－k6ng　　　　　　le．

　すぐに　接続詞　受身標識　　お客さん　奪う一空になる　LE

b．あの棚の上にあった新デザインのシャツは、あっという間にお客さんが

　奪うように買って、棚はからっぽになった。

c．The　new　shirts　on　the　shelf　were　quickly　all　snatched凹p　by　customers．

次の（18）は、中国語・英語ともに結果述語が使われているが、英語では、「押す一
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ぺちゃんこに押しつぶされる」という中国語の結果述語を正確には反映せず、

squash－flatという、主動詞がタバコの箱に直接的に働きかけるという動詞になって

いる。

（18）＜排嬉ji－bie＞（込み合って、ぺちゃんこになる）

a．午上人多，他手提包里的姻盒　都　給搭瘍　　　　 了。

　Che　　shang　ren　duo，　ta　　shouti　　bao　　　li　　de　　yanhe　　　　dou　　　　gei　　ji・・bie　　　　　　　　　　　　　　　　　le．

　車内　上　　人　多い　彼　手提げ鞄　中　　DE煙草の箱　みな　受身　押す一ぺちゃんこになる　LE

b．車内は混みあい、彼のタバコの箱はつぶされてしまった。

c．There　were　a　lot　of　people　on　the　train，　his　pack　of　cigarettes　in　the　bag　were　all

　sguas1h1eqd　fis■t．

　次に、（19）（20）（21）（22）は、日本語も英語も結果述語が使えず、中国語のみが結果述

語で表しうる例である。

（19）＜咲睡hong－shui＞（あやして、寝かしつける）

　a．好不容易把弦子喚睡了，休　 可　千万　別砂醒　他。

　　Haoburongyi　ba　haizi　　hong－shui　le，　　ni　　　　ke　　　qian　wan　　bie　　chao－xing　　　ta．

　　やっと　　　BA　子供　あやす一眠る　LE　あなた　強調　絶対に　　禁止　騒ぐ一起きる彼

　b．やっとのことで子供をあやして寝かしつけたから、絶対に騒いで子供を起こした

　　りしないでね。

　c．It　wasn’t　easy　p典g　the　child　to　SNI　gp，　so　don’t　wake　him　up．

（20）＜晒軟shai－ruan＞（太陽にさらす一柔らかくなる）

　a．柏油　 弓路都被　 太阻晒」欠　了。

　　Baiyou　　　　　malu　　dou　　bei　　　　　taiyang　　shai－ruan　　　　　le．

　　アスファルト　道　　みな　受身標識　　太陽　　さらす一柔らかい　LE

　b．アスファルトの道路は太陽に晒されて、やわらかくなった。

　c．The　road　is　melted　by　the　SggPtt1ipg　sun．
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（21）＜坐粧zuo－zang＞（座って（ズボンが）汚れる）

　a．休別坐　在地上，把褥子坐丑［　了又得洗了。
　　Ni　　bie　　zuo　　　　　　　　zai　　dishang，　　ba　　kuzi　　　　zuo－zang　　　　　le　　　　you　　　dei　　　xi　　　le．

　　あなた　禁止　座る　～に　地面　　BA　ズボン　座る一汚れる　LE　また　必要　洗う　LE

　b．地面に座らないで、座ってズボンを汚したら、また洗わないといけないから。

　c．Don’t旦並on　the　ground，1’ll　need　to　wash　your　pants　again　if　you迦it．

（22）＜吹裂chui－lie＞（風に吹かれて唇が（乾燥して）ひび割れる）

a．他　的　　噛唇　　是　　被　　　夙　　堅裂　　　　　　的．

　Ta　de　　　zuichUn　　shi　　　bei　　　　feng　　chuilie　　　　　　　　　de．

　彼　　DE　　唇　　　SHI　受身標識　　風　　　吹く一裂ける　　断定の文末語気助詞

b．彼の唇は風に吹かれて（乾燥して）、割れてしまったのだ。

c．His　lips　were旦1－．

　（19）は、＜咲hong＞という動作には、「寝かしつける」という目的がコンテキストか

ら指定される（E）kiss　awakeタイプであるが、動作が直接的な働きかけ性が低いため、

英語では結果構文になりにくいと推測される。

　（20）～（22）の各例は、V1にV2の状態をひきおこす目的性は全くなく、結果事象が偶

発的に起こっている（F）water　the　tulip　flatタイプであるが、　V1が原因行為のみを表し

ており、働きかけ他動詞ではないため、英語では結果構文にすることが困難であると

思われる。しかし、中国語では、（14）で示したような、Vlが「原因または先行事象」、

V2が「結果事象」（特に直接目的語の状態変化の結果）という鋳型が、非常に強力な

鋳型として存在する。このため、この鋳型にはまっていれば、初めて聞いた結果複合

動詞でも、例えばく吻醒wen－xing＞（キスをして起こす）の例でも、母語話者に容認され

る。英語の結果構文を翻訳して、いままできいたことのない、新たな派生的結果複合

動詞を生み出すことも中国語では可能なのである。

　さらに、英日語と比べると、中国語には、動詞の語彙的アスペクトについて以下の

ような特徴がある。中国語において、Vlの動詞に結果性が語彙的に含まれているよう

な本来的結果述語に属するタイプは、＜涼dong＞（凍る）に代表されるようなVlが非対
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格動詞或いは能格動詞く升kai（開く）〉、〈美guan（閉じる）〉のような場合のみである。

というのも、2．3において前述したように、中国語には「達成動詞」（Accomplishments）

に相当する単音節動詞が基本的には存在せず、V1が活動動詞である場合には、＜奈sha＞

のような他動詞であっても、動詞そのものの語彙的意味として結果性を保証すること

ができず、＜死si＞という結果述語と複合動詞化されてく奈死sha－si＞として初めて結果

性を内包するようになるからである。

　このため、中国語の結果複合動詞は達成動詞として機能し、動詞体系において重要

な位置を占めている。例えば、（5）～（10）の英語の結果構文に対応する中国語結果複

合動詞文において、V2を削除すると、非常に不自然か、場合によって非文法的となり、

英語の結果構文から結果述語を削除しても文法的であることと対照的である。

以上の考察をまとめると、中国語の結果複合動詞における結果述語の類型は、以下の

表7－3のようにまとめられる。表7－2であらわされた英語の結果述語は、階層性をも

ち、LCSに状態変化ももたず、行為に結果状態をひきおこす目的性もないものほど、

許容度が低くなるが、表7－3で表される中国語の結果複合動詞における結果述語の類

型は、英語のような階層性をみせないので、階層性という術語を使わず、結果述語の

類型とする。
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表7－3　中国語の結果複合動詞における結果述語の類型

本来的結 1 （A）＜涼硬dong－ying＞freeze　solid型：主動詞のLCSに変化結果が記

果述語（ニ 辞 載され、しかも、その主動詞の事象タイプがtransitionである。

主動詞の 書 （B）　欠如：

LCSに結果 的 主動詞のLCSに変化結果が記載されているが、事象タイプは

状態が含 含 processである。

まれる） 意

派生的結 H （C）＜奈死sha－si＞（殺す行為をする一死ぬ）

果述語（＝ 百 wipe　clean型：主動詞そのもののLCSはACT（ON）であるが、目

主動詞の 科 的役割に対象物の特定の変化結果を含む。結果述語はその目的役

LCSには結 事 割に示された変化結果に対応し、「達成動詞」としての機能をも

果状態が 典 つ。他には、＜妥到mai－dao＞　（買うという行為をして目的達成）

含まれな 的 ＜我到zhao－dao＞（探して、みつける）等

い） 含 （D）＜揺醒yao－xing＞shake　awake型：主動詞は辞書表記として目的

意 役割を含むが、その中身は1つに特定されていないので、慣習化

の範囲内で様々な結果述語が可能。例えば、

揺yao｛醒xing／累lei／痔teng／断duan／功dong＿．．｝

皿 （E）＜咲睡hong－shui＞（あやして、寝かしつける）型

語 kiss　awakeタイプ：主動詞は、本来は目的役割を持っていないが、

用 意図的な状況において何からの目的役割がオンラインで作り上

論 げられる。

的 （F）＜坐肚zuo－zang＞（座って（ズボンが）汚れる）型

含 water　the　tulip　flatタイプ：主動詞の行為によって偶発的に生じる

意 結果を表す。「Vl前行事象一V2結果事象」の鋳型に基づき、生産

性がある。

　次の疑問として、なぜ、中国語の結果述語は表7－3で表されるように、かなり広い

範囲の結果述語を許容するのであろうか。その要因として、第一に、結果複合動詞が、
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動詞の並列構造、すなわちく達功式〉（「連動文」、動詞が二っ並列される構文）から形

成された、という歴史的事実が挙げられるだろう。梁（2007：73－103）によれば、春秋戦

国時代から、独立する二つの事象をおこった時間順に並べるか、同義の二つの動詞を

並べる［他動詞Vl＋他動詞V2＋目的語］のような形式がみられる。

（23）a．卦灰（撲滅する《尚弔・盈庚上》）

　　b．哉敗（ユ1卿）（戦って～を負かす《左佳・庄公二十八年》）

　　c．禁止（事上帝鬼神）（禁止する《墨子・市葬下》）

　　d．刺余（之）（刺殺する《哉国策・燕策三》）

　　e．哉肚（楚）（戦って～に勝つ《哉国策・魏策以》）

　　f．缶殼（其器）（攻撃してその器を壊す《韓非子・外儲説右上》）

　　g．（天下莫不）振功（振って動かす《哉国策・燕策二》）

　太田（1958：206－208）によれば、こうした例は、V2がまだ他動詞であり、惰代以前に

は、＜殺sha＞とく死si＞と同義の他動詞・自動詞のペアでは、必ず、＜殺sha＞が用いら

れて、現代中国語のく殺死sha－si＞のように、　V2にく死si＞自動詞が用いられることはな

かった。例えば、

（24）a．見互魚，射殺一魚　（巨大な魚をみ、その一尾を射殺した《史記、秦始皇本紀》）

　　b．抜刀雌解妨子（刀をぬき解の姉の子を刺殺した《史記、遊侠列博》）

　　c．項梁已壁之（項梁はすでにこれを撃ち殺した《史記、李斯列專》）

　　d．岸崩，蓋塵殺臥者（岸がくずれ、蓋く＜その下で〉ねている者を圧殺した《史記、

　　　外戚世家》）

　　e．鑓長鳴難（長く暁をっえる鶏を打ころす《讃曲歌，樂府詩集》）

　（23）（24）のような動詞の時間順の並列構造であったが、六朝時代に入って、自他両用

の能格動詞から、使役他動詞用法が脱落し始め、VIV2という結果複合動詞へ発展し

ていくにともない、並列構造のV2が非対格動詞へと固定化されるようになったとい

う。例えば、梁（2007：73－103）によれば、中世中国語を代表する文献《世悦新活》では、
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（25）a．〈激怒〉の後項動詞く怒〉：使役他動詞用法→0　非対格自動詞用法→15

　　b．〈撃敗〉の後項動詞．〈敗〉：使役他動詞用法→2　非対格自動詞用法→21

のように、単音節の能格動詞の使役他動詞用法が消滅していく過程がみられ、V2には

非対格自動詞がおかれるようになり、現代中国語では、

＜射殺she－sha＞ではなく、＜射死sha－si＞という形に変遷をとげ、結果複合動詞の鋳型か

ら使役他動の意味が生じるようになったのである。ここでは、Heine＆Hunnemeyer

（1991）が指摘するように、「事象の時間順並列」が「因果関係」を表す使役起動へと拡

張していくという“TIME　TO　CAUSE　metaphor”がみられる。

　中国語の結果複合動詞の語彙化の起源が、（23）及び（24）のような「先行事象一結果事

象」の動詞の並列構造であったということは、現代中国語において、なぜ時間順に事

象が並べられるような派生的結果述語文を許すのかを説明するものである。

　中国語が英語よりも広い範囲の派生的結果述語を許す第二の要因として、中国語の

結果述語が複合動詞という語レベルでの形式であるのに対し、英語がSVOCという鋳

型をもつ結果構文という構文レベルの形式であることが挙げられるであろう。第五章

及び第六章で詳述したように、中国語の結果複合動詞は、使役化、脱使役化という二

種類の語形成プロセスが作用している。語のレベルでこうした語形成が柔軟に起こる

中国語は、様々なVIV2の組み合わせを可能にしている。構文レベルで使役化、脱使

役化がおこるとすれば、それは、使役文、受動文を形成することになり、SVOCとい

う鋳型を変形しなければならず、結果構文が依拠している構造を変えることになる。

中国語のような、語彙レベルでの結果述語形成は、構文レベルでの結果述語よりも、

柔軟性をもちうるという要因が、中国語の結果述語が英語よりもより広い範囲の派生

的結果述語を許していると推測される。

　では、中英語では派生的結果述語を許容するのに対して、日本語はなぜ派生的結果

述語を許容しないのだろうか？まず、第一の要因として、中英語は共にSVO語順で、

動詞の後に結果述語が後置可能な統語構造をもつが、こうした統語的特徴により「動

詞＋結果述語」（VR）という鋳型が強化され、派生的結果述語を許すようになると予測

される。一方、日本語はSOV語順で、動詞の後に結果述語を後置できないため、　VR

鋳型は中英語ほど強くないと予測される。

　第二の要因として、日本語は、自動詞・他動詞の形態的区別、主格・対格という形
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態をもつために、結果複合動詞に「他動性調和の原則」及び「主語一致原則」といっ

た形態統語的な制約が働き、こうした制約が派生的結果述語を許容しない要因になっ

ている。

　第三の要因として、中国語動詞においては、状態変化使役他動詞が原則として完結

性を内包しないという特性が挙げられる。達成動詞という動詞類が、言語の動詞体系

において重要な位置を占めるとするならば、中国語では、達成動詞を形成するために

結果複合動詞を形成しなければならない。とすれば、中国語が非常に柔軟に派生的結

果述語を許容することは、中国語の動詞体系を補完するためにも必要な文法手段であ

ると考えられる。

　以上の議論を以下の表7－4にまとめて、第七章の締めくくりとする。
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表7－4　派生的結果述語：中国語・日本語・英語の対照

中国語 日本語 英語

語順 SVO SOV SVO

派 動詞の後に結果述語を置 動詞の後に結果述語を後 動詞の後に結果述語を置

くことが可能。 置不可。 くことが可能。

生 →VR鋳型が強い。 →VR鋳型が弱い。 →VR鋳型が強い。

自他・格 自他動詞及び主格・対格 自他動詞及び主格・対格の 自他動詞の区別無。

的 の形態区 の形態的標識無。 形態的標識有。 主格・対格の形態的標識

別 →複合動詞形成に形態統 は、代名詞を除き無。

結 語論的な制約有。

状態変 卜telic］ ①［＋telic］ ［＋telic］

果 化使役 e．g．丞了三次，但是迩没 e．g．池上（1981：267） e・9・

他動詞 系死。 ＊殺したけど、死ななか 池上（1981：266－267）

述 の →結果複合動詞を形成し った。 ①＊They　killed　him，

完結性 て初めて ②［－telic］ but　he　didn’t　die．

語 の含意 「　達　成　動　詞　」 e．g．池上（1981：266） ②＊lburned　it，

（Accomplishments） 燃やしたけど、燃えなか but　it　didn’t　burn．

となる。 った。
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