
第一章　序論

1．1　「結果」の意味と形式

　本論文の目的は、「結果」という意味が、中国語において、どのような意味的・統語

的・認知的原則に基づいて複合動詞化するのかを、日本語の結果複合動詞、英語の結

果構文との対照を通して、解明することにある。まず、以下の例をみよう。

（1）a．他一脚把樟　 在地上　的　慢失　 題遍　了・

　　　　Ta　yijiao　ba　diao　　　　zai　dishang　　de　　mantou　　cai－bian　　le．

　　　　彼　一踏みBA1落ちる　～に　土の上の蒸しパン　踏む．平らになるLE

　　b．彼は足で地面に落ちていた蒸しパンを平らに踏二。

　　c．　He旦1tgppggd　the　steamed　bun　flat　with　one　stomp　of　his　foot．

　（1a）の中国語く躁扁cai－bian＞2は、「＜躁cai＞（踏む）＋　＜扁bian＞（平らになる）」と

いう二つの動詞が因果関係で結ばれている結果複合動詞である。（1a）の中国語文に対

応する日本語文として、（lb）があげられるが、（1b）においても、「踏みつぶす」という

結果複合動詞が対応している。さらに、（1a）や（lb）に対応する英語は、「結果構文」

（Resultative　Construction）と呼ばれるSVOC構文となっている。中・日・英語いずれの

場合も、「原因行為」と「結果状態」という因果関係にある二つの事象を単一節におい

て合成し、二つの述語を用いる形式を用いている。ここでいう単一節とは、従属節を

含まない構造を指す。

　中国語・日本語・英語において、いずれも「結果」を表す形式として、結果複合動

詞や結果構文といった特別な形式が存在することは、「結果」という意味概念が、人間

の認知構造において重要な普遍的概念であり、言語は「結果」を表す特定の言語形式

をもっことが示唆される。

1＜把ba＞は、無標の場合は、動詞に後続する目的語を動詞の前に前置した際につく対
格標識である。目的語の前置に関わる意味的条件として、動詞の他動性が強く、目的
語への影響度が高い場合にのみ可能で、しばしば動詞は結果複合動詞の形式をとる。
2以降、中国語は、〈〉のなかに入れて表示する。
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　しかし、結果を表す言語形式は、個別言語によっていくつかの形式をとりうる。例

えば、中国語と日本語には複合動詞が存在するが、英語では複合動詞の生産性が低く3、

「動詞＋動詞」型の複合動詞がないため、（lc）のような結果構文、即ち「構文的イディ

オム」（Jackendoff，1990）が結果を表す特定の形式となる。

　次に、どのようなタイプの「原因一結果」事象を結果複合動詞又は結果構文として一

文のなかで表しうるかについても、個別言語間で異なる。例えば、以下に挙げる（2）

は、中国語では結果複合動詞、英語では結果構文という、単一節のなかで「原因一結果」

事象を表す形式があるが、日本語では、二つの文でしか表せない例である。

（2）a．一降　涼夙　 把他吹醒
　　Yi　zhen　liangfeng　　ba　ta　　chui－xing

　　一類別詞涼風　BA彼吹く一目覚める

　b．涼しい風が吹いて、彼を目覚めさせた。

　c．　Acool　wind　blew　him　awake．

了。

le．

LE

（2）の各文が表す意味は、いずれも「涼しい風が吹く」という原因事象が、「彼が目覚

める」という結果事象を引き起こしたという意味であるが、中国語はく吹醒〉という結

果複合動詞が可能であり、また英語でも結果構文が（2c）のように可能であるのに対し、

日本語では、二つの文でしか表せない。この現象は、日本語のどのような特徴と関係

するのだろうか。

　また、以下の（3）に表すように、中国語のみが結果複合動詞という形式が可能で、日

本語・英語いずれも二つの文でしか表せない場合もある。

（3）　a．洗

　　　xi

　　　洗濯する

　　　不然

衣服前先把袖子挽起来，
yifu　　qian　xian　ba　xiuzi　wan　qilai，

衣服　前　　まず　BA　袖　　巻き上げる

　　把袖子都　洗湿　 了。

3　前置詞と動詞からなる例（‘withdraw，　upgrade’）及び複合名詞から「逆形成」
（backformation）した例（‘（babysitter＞）babysit，（spring－cleaning＞）spring－clean，

（typewriter＞）typewrite’等）を除いて、複合動詞の生産性は非常に低い。
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　buran　　　　　　　　　ba　　xiuzi　dou　　　xi＿shi　　　　　　le．

　さもなければ　BA　袖　　全部　洗う一濡れるLE

b．洗濯する前に袖を巻き上げなさい、そうでないと袖が濡れてしまうから。

c．Roll　up　your　sleeves　before－h血g，　or　else　you　will】旦them．

　（1）、（2）及び（3）の対照データをみると、日本語・英語に比べると、中国語の結果複

合動詞はかなり広い範囲の因果関係を表しうるということがわかる。これは、一体ど

のような中国語の特性と関わっているのだろうか。

　最後に、中国語は結果複合動詞であるのに対し、対応する日本語・英語は、一つの

動詞にすぎないような（4）のような場合もある。

（4）　a．区　秒　　新友明　的余虫剤，　能　　奈死　　根多　　秒美　的　害虫。

　　　Zhe　zhong　xinfaming　de　shachon　gi　i，　neng　sha－si　henduo　zhonglei　de　haichong．

　　　この種　　新発明の　殺虫剤　～できる殺す．死ぬ沢山の　種類の　害虫

　　b．こういう新しいタイプの殺虫剤はいろんな種類の害虫を殺すことができる。

　　c．This　new　insecticide　can　kill　many　different　kinds　of　insects．

　（4）の中日英語間の対比は、中国語の動詞が、日本語の「殺す」や英語のkillのよう

に、動作の対象の状態変化を保証するという「完結性」（telicity）をもつためには、単

独の動詞ではなく、結果複合動詞という形式をとらなければならない、という点が示

唆される。つまり、日本語や英語では一つの動詞が完結性を内包しているのに対し、

中国語では、動詞の語彙的アスペクトに関しては、行為動詞く余sha＞に、完結性を表

す後項述語く死si＞を複合させることによって初めて、事象の完結性が保証され、日本

語の「殺す」や英語のkillの一語と同じになる、という個別言語的な特性があること

が示唆される。

　こうした結果を表す言語形式をめぐる個別言語間の相違は、一体どのような個別言

語の類型的な特質に起因するものなのだろうか。本論文は、中国語の結果複合動詞を

中心に、中国語の結果を表す形式が、どのような中国語の類型的特徴と関連している

かについて論考をすすめていく。

3



1．2中国語の結果複合動詞

　では、中国語の結果複合動詞とはどのようなものなのだろうか。まず、中国語の複

合動詞全体像と、結果複合動詞の位置づけを以下に示しておきたい。

　湯（1989：154－161）は、中国語の複合動詞を、その内部構造から、以下のように五

分類している。下線をひいたものは、「使役起動交替」（Causative／Inchoative　Alternation）

をおこし、起動自動詞用法と使役他動詞用法の両方を兼ねる複合動詞である。

（5）a．「動詞＋目的語」型（Predicate－Object　Type）：

　　　秒地zhong－di（土地を耕す）

　　　睡覚shui－jiao（眠る）

　　　詰婚jie－hun（結婚する）

　　　充屯chong－dian（充電する）

　　　鞠躬ju．gong（おじぎをする）

　　　留心liu－xin（注意する）

　　　功員dong－yuan（動員する）

　　　着手zhuo－shou（着手する）

　　　登陪deng－lu（上陸する）

　b．「動詞＋（結果）補語」型（Predicate－Complement　Type）

　　　走慣zou－guan（歩き慣れる）

　　　坐宜zuo－zhi（まっすぐに座る）

　　　学会xue－hui（学んでできるようになる）

　　　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）

　　　打升da－kai（力を加えて開く／力が加わって開く）

　　　鞄Lyao－dong（揺れ動く／揺れ動かす）

　　　縮小suo－xiao（縮めて｛小さくなる／小さくする｝）

　　　捧杯shuai－huai（速い速度で落として｛壊す／壊れる｝）

　　　澄清cheng－qing（明確に｛なる／する｝
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　　笑破xiao－po（笑いすぎてお腹がはじけるような｛状態になる／状態にする｝）

　　城唖han－ya（叫びすぎて｛声をからす／声がかれる｝）

　　果湿ku－shi（泣いて｛～を濡らす／～が濡れる｝）

　　累死lei－si（疲れて死んだような状況に｛なる／する｝）

　　累杯lei－huai（疲れて｛体が壊れる／体を壊す｝）

c．「副詞＋動詞」型（Modifier－Head　Type）：

　　退到chi－dao（遅刻する）

　　熟受re－ai（熱愛する）

　　合唱he－chang（合唱する）

　　瓦解wa－jie（ばらばらに崩す／ばらばらに分裂させる）

　　改狙gai－zu（～が改組する／～を改組する）

d．「主語＋述語」型（Subject－Predicate　Type）：

　　面熟mian－shu（顔をよく知っている）

　　失痔tOU－teng（頭が痛い）

　　眼熟yan－shu（よくみかける）

　　耳背er－bei（耳が遠い）

　　胆小dan－xiao（気が小さい）

　　肉麻rou－ma（あることを見聞きして、ぞっとする）

　　性急xing－ji（性格がせっかちである）

　　年経nian－qing（年が若い）

e．並列型（Coordinative　Type）：

　　友生fa－sheng（発生する）

　　劫揺dong－yao（動揺する／動揺させる）

　　友展fa－zhan（発展する／発展させる）

　　改変gai－bian（変える／変わる）

　　停止ting・・zhi（停まる／停める）

　　成立cheng－li（成立する／成立させる）

　　尊重zun－zhong（尊重する）

　　羊富feng－fu（豊富である／豊富にする）

　　充実chong－shi（充実する／充実させる）
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　この5種類の複合動詞のうち、結果複合動詞は、（5b）の「動詞＋（結果）補語」型複

合動詞である。中国語の結果複合動詞の構造を一般化すると、以下の（6）のようになる。

（6）結果複合動詞の事象構造及び述語の組み合わせ

前項述語（Vl）

　　1

原因又は先行事象

十 後項述語（V2）

　　1

結果事象

　前項述語（以下、Vlと表す）は、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

を表す自動詞または形容詞が担うが、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。

　結果複合動詞の特徴は、①しばしば使役起動交替を起こすこと（（5b）の下線部を参照）、

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。

　さらに具体例を挙げよう。以下の（7）で、下線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、起動自動詞としても機能する例である。

（7）a．動作を表す自動詞＋状態を表す｛自動詞／形容詞｝

　　　　果湿ku－shi（泣いて｛～を濡らす／～が濡れる｝）

　　　　酬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）

　b．状態を表す自動詞＋状態を表す自動詞

　　　　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．動作を表す他動詞＋状態を表す｛自動詞／形容詞｝
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　　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．動作を表す他動詞＋状態を表す他動詞

　　学会xue－hui（学んで、何かができるようになる）

　　所憧ting－dong（聴いて理解する）

　（7）からわかることは、①後項述語は常に「状態を表す｛自動詞／形容詞／他動詞｝」で

あること、②前項述語は、動作を表す自動詞・他動詞、状態を表す自動詞・他動詞と、

全てのタイプの動詞が生起することである。

　中国語の結果複合動詞は、このように前項述語の制限がほとんどなく、非常に生産

的に語形成がおこなわれるが、これに対して、日本語の結果複合動詞は、形態統語論

上の制約から、結合制限があり、中国語のような生産的な語形成がみられない。その

ことを次節でみよう。

1．3　日本語の結果複合動詞

　日本語は、中国語と同様、結果複合動詞が存在するが、両言語における複合動詞形

成のメカニズムは、かなり異なる様相を呈する。以下、その相違を、三つのパターン

に分けて例示しよう。

　相違がみられる第一のタイプとして挙げられる（8）～（12）の例は、中国語の結果複合動

詞に対し、日本語でも結果複合動詞が対応しているが、「中国語の複合動詞では、V2

が状態変化を表す自動詞であるのに対し、日本語の複合動詞では、V2が他動詞」とい

った、自他の相違がみられる例である。

（8）a．太郎　　把　　蚊子　　拍死．

　　　Tailang　ba　wenzi　　pai－si

　　　太郎　　　BA　蚊　　叩く一死ぬ

　b．太郎は、蚊を叩き殺した。

む

了㎞巳
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（9）a．太郎　　把　　大樹　　欣倒．　　了。

　　　Tailang　　ba　　dashu　　　kan－dao　　　　le

　　　太郎　　BA　大木　切る一倒れる　LE

　　b．太郎は、大木を切り倒した。

（10）a．オ　ー介月，太郎　　就　　把　　這功鮭　　　穿越一

　　　Cai　yigeyue，　Tailang　　jiu　　ba　　yundongxie　chuan－po

　　　たった一ヶ月太郎　すぐ　BA　運動靴　　　　履く一破れる

　b．太郎は、運動靴をたった1ヶ月で履きつぶした。

（11）a．太郎　把錯畑　吹檀　　了。

　　Tailang　　ba　　lazhu　　　chui－xi　　　　　　　le．

　　太郎　　　BA　蝋燭　　吹く一消える　LE

　　b．太郎は、蝋燭を吹き消した。

（12）a．我終干　把姶文　　写完　 了。

　　Wo　zhongyu　ba　lunwen　　xie・・wan　　le

　　　私やっとBA論文　書く一終わるLE

　　b．私は論文を書き終えた。

エ』巳

　（8）から（12）のく拍死一pai－si＞（叩き殺す）、＜欣倒一kan－dao＞（切り倒す）、＜穿亙Lchuan－po＞

（履きつぶす）、＜吹想chui－xi＞（吹き消す）、＜写完xie－wan＞（書き終える）は、中国

語では、V2が自動詞であるのに対し、日本語では、「～殺す」「～倒す」「～つぶす」

「～消す」「～終える」とV2が他動詞であるという顕著な対照がある。これは、日本

語において、「他動詞＋他動詞」の複合動詞が無標であるのに対し、中国語においては、

V2が原則として状態変化を表す自動詞又は形容詞であるという、結果複合動詞のV2

に関わる原則が両語間で異なることに起因する。なぜ両語間においてこのような相違

があるのかについては、本論文の第三章以下で、考察をすすめていく。

　次に、日中語の結果複合動詞の第二の相違パターンとして、日本語では複合動詞化

が可能な事象の合成が、中国語では必ずしも可能ではない、という現象が挙げられる。

次の（13）～（18）は、日本語では複合動詞として可能な表現が、中国語では複合動詞を形

成することができない例である。（13）～（15）の「～始める」「～続ける」「～忘れる」は、

中国語では、「V1することをV2する」という「V2とその目的語補文からなる動詞句
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構造」に、（16）（17）の「～直す」「～合う」は、中国語では、「再びVlする」「お互い

延＿V1する」という副詞に、（18）の「～過ぎる」は、中国語では、「V1することが多す

ぎる」という主述文に対応する。以下、具体例をみよう。

（13）a．太郎は、やっと論文を書き始めた。

　　b．太郎　　終干　　升始　　［写　　企文　］　了。

　　　Tailang　zhongyu　kaishi　　xie　　lunwen　　　le．

　　　太郎　　とうとう　始める　書く　論文　　LE

（14）a．太郎はまだ論文を書き続けている。

　　b．太郎　述　　在　　　継綾　　　［写　　絵文］。

　　　Tailang　hai　zai　　　jixu　　　　　xie　　lunwen．

　　　太郎　　まだ～ている続ける　　書く　論文

（15）a．太郎は返事を註忘れた。

　　b．太郎　　這　　了　　［写　　回信］。

　　　Tailang　wang　le　　　xie　　huixin．

　　　太郎　忘れるLE　　書く　返事

（16）a．太郎は論文を書きなおした。

　　b．太郎　　把　槍文　　重新　　　写　　了　　一遍。

　　　Tailang　ba　lunwen　chongxin　　xie　　le　　yibian．

　　　太郎　BA　論文　新たに　　書く　LE　一回

（17）a．学生たちは助け合った。

　　b．学生伯　　　　互相　　帯忙。

　　　Xueshengmen　huxiang　bangmang．

　　　学生たち　　　互いに　　助ける

（18）a．太郎はしゃべり過ぎた。

　　b．太郎　　活　　説　　太多　　了。

　　　Tailing　　hua　　shuo　　taiduo　　　le．

　　　太郎話喋る多すぎるLE

（13）～（18）からわかることは、中国語では、V2が結果事象を表さない場合、例えば「～
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始める」「～続ける」「～忘れる」「～なおす」「～合う」「～過ぎる」といった事象を表

す場合には、複合動詞化がおこらないという現象である。ここに、日本語と中国語に

おける、複合動詞が表しうる事象構造の相違がある。この相違点についても、第三章

以下、日本語の複合動詞の考察を通して、こうした相違が、日本語と中国語の語順の

相違によって引き起こされていることを示す。

　日本語と中国語の複合動詞の相違点の第三のパターンとして、前述のように、中国

語の複合動詞が、日本語では複合動詞という形式で表すことが不可能で、二つの文で

しか表すことができないタイプが挙げられる。以下に例をあげよう。

（19）a民同佳悦的
　　Minjian　chuanshuo　de

　　　民間　　伝説　　　の

　　　故事　家愉戸暁。

　　　gushi　jia　yu　hu　xiao．

　　　物語　　周知だ

孟姜女　　　実　倒　　了　　　万里長城　　　　的

men　gi　iangnU　ku－dao　　le　　Wanlichangcheng　de

孟姜女　　泣く一倒れるLE　万里の長城　　　の

（《汲悟功洞一詰果朴悟搭配洞典》：76）

b．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。

　（19）では、中国語には、＜果倒ku－dao＞（泣く一倒れる）という複合動詞は、たとえ初め

て聞いたとしても、「誰かが泣いた結果、何かが倒れた」という因果関係の意味が理解

される4。つまり、中国語では、（6）に示したような因果関係の意味を複合動詞がもっ

ていれば、どのような動詞の組み合わせでも許容される可能性が高いのである。これ

に対し、日本語の結果複合動詞は、慣習化された閉じられた語彙体系で、生産性が非

常に低いといってよいだろう。「＊泣き倒す」という複合動詞は、日本語のレキシコン

4もし、＜芙倒ku－dao＞の後にく万里長城〉という目的語がない場合は、主語く孟姜女〉が

「泣き倒れた」という意味になる。例えば、
孟姜女　　　終干　　異倒　　　　在　　長城　　　　下。
Men　gj　iangnU　zhongyu　ku－dao　　　zai　changcheng　xia．

孟姜女　　ついに　泣く一倒れる～に　長城　　　下
孟姜女は泣き果たして、ついに長城の下に倒れた。
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には存在しないのである。

　本論文では、上述のような日中複合動詞間の相違を通して、日本語と中国語の複合

動詞の特質について、類型論的視点から、新たなる知見を提出することをその目的の

一つとすると同時に、英語との対照も視野に入れて考察を進める。そこで、次節では

英語の結果構文について述べる。

1．4　英語の結果構文

　英語では、結果を表す言語形式として、結果複合動詞のような語レベルではなく、

文レベルにおいて、「結果構文」（Resultative　Construction）という特定の言語形式が存在

する。結果構文の統語構造は以下のように表示される。

（20）　結果構文の統語構造

　　　　S（主語）＋V（動詞）＋0（目的語）＋RP（Resultative　Predicate；結果述語）

また、結果構文は、以下のような意味を表す。

（21）a．主語が目的語にある動作を行う。

　　b．目的語は、その主語からの動作を受けて、結果述語で表されるような結果状

　　　　態に変化する。

　以下に英語の結果構文の具体例をみよう。（22a）（23a）において、斜字体の部分が結果

述語で、形容詞や前置詞句で表される。参考までに、対応する中国語・日本語も付し、

下線部で示すような結果複合動詞や副詞的な結果結果補語（e．g．「～に」）が中日語で

は対応していることを示す。

（22）a．John　hammered　the　metal　f7at．

b．張三　　　把　鉄片

　Zhangsan　　ba　tiepian

　張三　　　BA　鉄

敲　平　　　　　　　　　了。

qiao－ping　　　　　　　　　　　　　　　　le

敲く一伸びる／平たくなる　LE
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c．太郎は金属を敲き延ばした。

（23）a．My　brother　broke　the　vase　into　pieces．

b．我弟弟　把　花瓶　　打｛亜

Wo　didi　bahuaping　da－｛sui

／成 砕片　　／得　鎚｝ 了。

／cheng　　　suipian　　／　　de　　　fensui｝　　　　le．

私の弟　BA　花瓶　打つ一｛破れるなる　破片

c．私の弟は、花瓶を粉々に割ってしまった。

DE　5粉々に｝　LE

本論文では、英語の結果構文における結果述語と、中国語や日本語の結果述語を、

それぞれ以下のように定義する。

（24）英語・中国語・日本語の結果述語

a．英語の結果述語

“S（主語）＋V（動詞）＋0（目的語）＋RP（Resultative　Predicate；結果述語）”とい

う結果構文のなかで、目的語の直後に後続する、結果を表す形容詞、前置詞句

e．9．John　hammered　the　metal　77αt．中の77at

My　brother　broke　the　vase　into　pieces．中のinto」pieces

b．中国語の結果述語6

結果複合動詞VIV2という構造のなかで、結果を表す後項述語であるV2

e．g．＜敲平qiao－ping＞中のく平ping＞、＜打砕da－sui＞中のく砕sui＞

5この場合のく得一de＞は、動詞の直後に後続し、補語が後続することを示す標識。ここ

では、結果補語文が後続することを示す標識で、生成文法の枠組みでは、埋め込まれ
た節を導く「補文標識」に相当する。例えば、英語の補文標識は、“Ibelieve［that　he　will
succeed　in　the　examination］．”のthat、“ldo　not　know［whether　he　wants　to　continue　his　Ph．D

course］．”のwhetherを指す。中国語の結果補語文では、＜我wo累lei墓Lde句qi都dou
喘chuan不bu辻来guo－lai＞（私は疲れて、息もつけないほどになった）のように、「私
は疲れる」と「私は息もつけない」という二つの文が因果関係で結ばれる際に、結果
補語文を導入される際にく得一de＞が用いられる。＜得一de＞の用法は、このほか、「可能補

語」を表す用法もある。可能補語を表す用法として、例えば、結果複合動詞のV1と
V2の間に挿入されて、〈看得完〉（読み終えることができる）のように、　V2の完結性
が可能であることを示す用法がある。
6注5に挙げたような、「動詞＋結果補語文」（e．g．＜我wo累lei］呈一de句qi都dou喘chuan

不bu辻来guo－lai＞（私は疲れて、息もつけないほどになった）も、結果を表す構文で
あるが、この構文は、単一句からなる構造ではないため、本論文では、英語の結果構
文と対照する際の結果述語として扱わない。
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c．日本語の結果述語

　1）結果複合動詞VIV2という構造のなかで、結果を表す後項述語であるV2

　e．g．「敲き延ばす」の「延ばす」

　2）「結果状態＋に」で表される副詞句7

　e．g．「粉々に割る」の「粉々に」

　さらに、（24）のような結果述語を含む文を、中国語・日本語においても、結果構文

と呼ぶことにする。このように英語・中国語・日本語の結果述語・結果構文を定義し

たうえで、結果構文をめぐるいくつかの特徴的な現象について、次節で考察する。

1．5直接目的語制約

　まず、英語の結果構文には、（25）に示すように、二つの「叙述関係」（Predication

Relation）が存在する。

（25）S（主語）＋V（一次述語）＋0（目的語）＋RP（結果述語：二次述語）

1 1

　主要叙述関係

（Primary　Predication）

　副次的叙述関係

（Secondary　Predication）

　英語の結果構文がもつ二つの叙述関係とは、一つ目の叙述関係としての、主語と動

詞（「一次述語」（Primary　Predicate）と呼ぶ）間の主要叙述関係と、二っ目の叙述関係

としての、目的語と結果述語（「二次述語」（Secondary　Predicate））間の副次的叙述関

係である。

　ここで重要な現象は、「英語の結果述語は直接目的語と叙述関係をもつ」という制限

である。この現象は、Simpson（1983）において初めて発見され、　Levin　and　Rapparport

Hovav（1995）において「直接目的語制約」（Direct　Object　Constraint）と名づけられている。

7本論文では、このタイプの結果補語は、副詞的で述語ではないため、扱わないこと
にする。
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例えば、

（26）　a．The　dog　barked　my　mother　awake．8

　　b．那条狗吠醒　了
　　　Na　　tiao　　gou　　fei　－xing　　　　　le

　　　その類別詞犬吠える一目が覚めるLE

　　c．犬が吠えて、お母さんを起こしてしまった。

我娼娼。

wo　mama．

私の母親

（26）において、「目が覚めた」のは、英語においても中国語においても直接目的語の位

置にある「私の母親」である。つまり、英語の結果構文において、結果述語が他動詞

文の主語と叙述関係をもつことができないことは、以下の例（Simpson　l983：143－144）か

らもわかる。

（27）a．Imelted　the　butterτoα1∫gμ’4．バタ・一・…を液状に溶かした。

　　b．＊⊥melted　the　steel　hot．　（「私は鋼鉄を溶かして、自分自身の体が暑くなった」

　　　　　　　　　　　　　　が意図された意味）

（27a）では、結果述語to　a　liquidは、目的語the　butterと叙述関係を結んでいるので結果

構文が成立するが、（27b）は、結果述語hotが主語の1を修飾することができず、結果

構文が成立しない。

　直接目的語制約は、第五章の「中国語の結果複合動詞の項構造と語彙概念構造」の

章や、第七章の「結果述語の類型的考察」の章で論じるように、日本語や中国語では

必ずしも常に働く制約ではなく、日本語や中国語では、以下のような主語と結果述語

が叙述関係をもつような「主語指向型結果述語」が存在する。

（28）a．夙姐　　　　　　　　　吃　　賦　　　了　　好　　　京西。（Lil990：187）

　　　Fengjie　　　　　　　　　　　　　　　　chi－ni　　　　　　　le　　　　hao　　　dongxi．

　　　鳳（人名）姐（年上の女性への敬称）食べる一飽きる　LE　良い　　もの

　　　鳳姐はおいしいものを食べ飽きた。

8この文における一次述語barkは自動詞でありながら、後ろに目的語my　motherを取
っている。しかし、両者が意味の上でVOの関係にないことは特徴である。
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b．我　穿　　　慣　　了

　Wo　chuan－guan　　le

　私履く一慣れるLE

　私はこの靴を履き慣れた。

区　　双　　　鮭。

zhe　　shuang　　　　xie．

この　類別詞　　くつ

　（28）のく吃賦chi－ni＞（食べ飽きる）及びく穿慣chuan－guang＞（履き慣れる）のV2「～

飽きる」及び「～慣れる」は、いずれも、主語の結果状態を表す。

　第五章で示すように、《汲1吾功司一詰果朴1吾搭配司典》より抽出した1，866例中、結

果述語が結果構文全体の目的語を修飾する「目的語指向型」結果複合動詞は44％であ

るのに対し、結果述語が結果構文全体の主語の結果状態を表す「主語指向型」結果複

合動詞は、17％と統計的には生起数が少ないが、許容される。

　ここで問題となるのは、なぜ、英語は主語指向型の結果述語を許さず、中国語と日

本語は、主語指向型の結果述語を許すのか、という疑問である。この疑問に答えるた

めには、各言語において、①動作主卓越VS被動者卓越、②行為重視VS結果重視、③

主語卓越VS主題卓越、④語レベルの結果述語VS文レベルの結果述語といった要因を

考えなければならない。これらの要因については、第七章及び第八章で論じることに

する。

1．6非対格性の仮説

　結果述語を考察する際に重要な現象として、「非対格性」（Unaccusativity）と呼ばれる

現象がある。「非対格性」は以下のように説明される。自動詞は、その統語的振る舞い

の相違から、意志性をもつ行為を表す自動詞、「非能格動詞」（Unergative　Verbs）と、存

在・出現・発生・状態変化を表し、意志性を意味特性として内包しない自動詞、「非対

格動詞」（Unaccusative　Verbs）とに二分類される。一般的に、これは普遍的な言語現象

であるとされ、「非対格性」と呼ばれる。

　ここで、この二種類の自動詞の「項構造」（Argument　Structure）の相違について述べ

ておきたい。項構造は、述語が義務的にとらなければならない「項」（Argument；主語

や目的語になる名詞）の数と種類を表示した構造である。主語の位置にあるものを「外
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項」（External　Argument）として変項（Variables）xで表し、目的語の位置にあるものを「内

項」（lnternal　Argument）として変項yで表すと、他動詞、非能格動詞、非対格動詞はそ

れぞれ以下のような項構造で表される。

外項　内項

（29）a．　　他動詞：［x，

　b．非能格動詞：［x

　　c．非対格動詞：［

］

］

y

y］

　外項は、一般に、「動作主」（Agent）、または心理や生理的状態を経験する「経験者」

（Experiencer）という「意味役割」（Thematic　Roles）を担う。また、内項は、存在・発生・

位置変化・状態変化をおこす「対象」（Theme）または「被動者」（Patient）という意味役

割を担う。

　（29）で示されているように、二種類の自動詞、非能格動詞と非対格動詞の相違は、

非対格動詞が外項のみをとり、非対格動詞が内項のみをとる、という点にある。こう

した二つの項構造の相違により、非能格動詞と非対格動詞の統語的振る舞いがどのよ

うに異なるかについて、以下に二例を挙げよう。

　まず、語順における相違である。英語・中国語においては9、存在・出現・発生を表

す非対格動詞文は、SV構文ではなく、VS構文をとることが挙げられる。英語の例を

みよう。

（30）a．There　is　a　drugstore　around　here．（存在）

　　b．Here　comes　a　policeman！　（出現）

　　c．There　resulted　a　depression　of　the　market．（発生）

9日本語の場合は、その相違は語順に現れない。存在・出現・発生を表す非対格構文
であっても、SVの語順を守らなくてはならない。それは、「右側主要部（head－final）の

原則」を守るために、日本語では主要部である述語が常に文の最後に置かれなければ
ならないという類型的な特徴によるのであろう。むしろ、日本語の場合は助詞の使用
制限によって、その相違を表すのである。語用論のレベルでは、存在・出現・発生を
表す非対格動詞文の主語は一般的に「新情報」を担うから、「旧情報」を表す主題標識
「は」と共起しにくい。例えば、

家の近くに薬局が一軒ある。（単純な「存在」を意味する）
家の近くに薬局は一軒ある。（語用論的ニュアンス、例えば「対比」が入っている）
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（30）の各文は、いずれも、（31）のような文型をとっている。

（31）There／Hereの「虚辞」（Expletives）10　十　V　十　S

　（31）のような文型をとる動詞として、exist，　live，　remain，　arise，　emerge，　happen，　occur，

start，　begin，　burst，　develop，　rise，　stand，　sit，　hang，　lie，　come，　appear，　arrive等が挙げられる。

　同様に、中国語においても、存在・出現・発生は「存現文」（Presentative　Sentence）11

と呼ばれるVS構文を取る。

（32）a．我家　　附近　　有　　一家　菊局。

　　　Wo　jia　fujin　you　yijia　yaoju．

　　　私の家　近くある　一軒　薬局

　　　家の近くに薬局が一軒ある。

　　b．前面　　　来　　了　　　一ノト　　警察。

　　　Qianmian　lai　　le　　　yige　jingcha．

　　　前来るLE一人の警察
　　　前から警察官が一人やってきた。

　　c．　四川　　　友生　　了　　　大地震。

　　　Sichua　　　　fasheng　　le　　　　　dadizhen．

　　　四川　　　起こる　LE　　大地震

　　　四川に大地震が起こった。

（32）のような中国語の存現文は、以下のような構文となる。

（33）　場所詞　＋　V　＋　　S

　　　　　　　　　　　　新情報

（30）の英語のVS構文と（32）の中国語のVS構文は、いずれも動詞が、存在・出現・発

10
p語の時制文の主語の位置を埋めるための、元来の語彙的意味を失ったit，　there，　here

を指す。
11
秩i1989：186）は、「引介句」と言う術語を用いている。
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生を表す非対格動詞であり、意志的行為を表す非能格動詞は、VS構文をとることがで

きない。この現象は、自動詞を非能格動詞と非対格動詞に分類する必要性を表す一つ

の統語的根拠となる。

　次に挙げられる非能格動詞と非対格動詞の相違は、複合化における相違である。影

山（1996：24－26）は、「名詞＋動詞」型の複合語における、以下のような非能格動詞と非

対格動詞の振る舞いの相違を挙げている。まず、「名詞＋動詞」型の複合語においては、

日本語・英語・中国語ともに、「目的語＋他動詞」（日本語、英語）または「他動詞＋

目的語」（中国語）の組み合わせの場合が最も多い12。

（34）　目的語＋他動詞

　　a．人探し、腕くらべ、金もうけ、あら探し、魚釣り、人殺し、値上げ、ドル買い、

　　　新築祝い、魔法つかい、歌うたい、町づくり

　　b．sightseeing，　bike　riding，　strikebreaking，　leave－taking，　fault－finding，　coal－mining

　　c．旗弔（du－shu読書）、干杯（gan－bei乾杯）、出席（chu－xi出席）、訣席（que－xi欠席）、

　　　充屯（chong－dian充電）、枢歌（ou－ge謳歌）、着手（zhuo－shou着手）、詰婚（jie－hun

　　　結婚）、出版（chu－ban出版）、注意（zhu－yi注意）、提汲（ti－yi提議）、劫員（dong－yuan

　　　動員）

（34c）は、中国語の動詞としても、日本語の漢語動詞から「する」を除いた「動名詞」

（Verbal　Noun）としても成立する例であるが、やはり、他動詞と目的語の組み合わせで

ある。

　一方、他動詞とその主語が複合名詞になることは非常に稀で、「神隠し」、「虫食い」、

flea－bite等の例があるのみである。中国語にも、＜佛fo跳tiao培qiang＞13（僧が（食べ

たくて）壁を飛び越えるほどのおいしい煮込み料理）という例があるが、他動詞の主語

が複合化されることは原則としてない。「他動詞の目的語が複合化され、他動詞の主語

が複合化されない」という原則は、「内項のみが複合化される」という原則を示唆して

いる。

12
i34）～（36）にある日英語の例は主に影山（1996：24－26）によるもので、中国語の例は

作者によるものである。
13

ｵ密にいうと、＜佛fo跳tiao塙qiang＞は他動詞文（SVO）からなる複合名詞である。
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　内項のみが複合化されるという原則に従えば、非対格動詞は、内項のみをもつから、

非対格動詞とその主語の複合化が可能ということになる。以下、日英中国語の例をみ

よう。

（35）主語＋非対格動詞

　　a．雨降り、地揺れ、地すべり、電池切れ、夜明け、夕暮れ、値上がり、幕開け、

　　　心がわり、胸やけ、気乗り、目まい、肩こり

　　b．rainfall，　landslide，　earthquake，　daybreak，　sunrise，　sunset，　toothache

　　c．下雨（xia－yu降雨）、打雷（da－lei落雷），地震（di－zhen地震）、失疾（tou－teng頭痛）

　　　牙痔（ya－teng歯痛）、落石（luo－shi落石）、升花（kai－hua開花）、出水（chu－shui出水）、

　　　便秘（bian－mi便秘）、面熟（mian－shu顔なじみ）、日出（ri－chu日の出）、

　　　日落（ri－IU・日没）

（35c）は、中国語の例であるが、日本語、英語同様、いずれも非対格動詞と主語の複合

である。

　内項のみが複合化されるという原則は、一方では、外項のみしかもたない非能格動

詞とその主語は複合化できないということを意味する。しかし、実際には、非能格動

詞と主語からなる複合動詞は、いくつか存在する。以下の（36a，b）は、影山（1996：25）か

らの例である。

（36）　主語＋非能格動詞

　　a．カエル泳ぎ、イヌかき、ウサギ跳び、塚原跳び、章駄天走り、イヌ食い、

　　　タヌキ寝入り、男泣き

　　b．duckwalk（アヒルのように外またで歩く），horselaugh（高笑い），catwalk（建

　　　物内の作業通路），jaywalk（信号無視で渡る），　catcall（ネコの鳴き声のような

　　　ヤジ），dogtrot（小走り）

　　c．蛙泳（wayongカエル泳ぎ）、狗爬式（goupa－shiイヌかき）、青蛙跳（qingwa－tiao

　　　　カエル跳び（＝ウサギ跳び））

　日本語・英語・中国語とも、主語と非能格動詞の組み合わせの複合語は、実際に主

語が意志をもってある動作を行うということを表すのではなく、いずれも元来の意味
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からは離れた、「主語がある動作を行うときの様態で、人間がある動作を行う」という、

特別な意味をもつ例外といえよう。

　以上の考察から、名詞と動詞の複合においても、非対格動詞と非能格動詞が異なる

振る舞いをし、非対格動詞の主語が、他動詞の目的語と同じ振る舞いをする、即ち内

項として機能している、ということがわかる。

　以上、非対格性という概念が日中英語いずれにおいても存在することを示した。同

様の言語現象が諸言語にも普遍的にみられるため、生成文法においては、非対格動詞

の主語が、基底構造において他動詞の目的語の位置にあるという仮説、即ち「非対格

性の仮説」（Unaccusative　Hypothesis）が提案されている。では、非対格性の仮説は、ど

のように英語の結果構文における制約、すなわち結果述語は直接目的語としか叙述関

係をもたない、という直接目的語制約と関わるのだろうか。

1．7　内項の制約

結果述語は、直接目的語と叙述関係をもつ以外に、非対格動詞の主語と叙述関係を

もつ場合がある。

（37）a．The　antique　pot　broke　into　pieces．

　　b．骨董品の壷はこなごなに割れた。

　　c．花瓶　　　　打　　砕

　　　Huaping　　　　da－　　　　sui

　　　花瓶　　軽動詞「する」一粉々に

（38）a．The　river　froze　solid．

　　b．川がかちかちに凍った。

　　c．今天　　真　　　冷，　河水　　都

　　　Jintian　zhen　　　leng，　　heshui　　　dou

　　　今日　とても　寒い　川の水　全部

了。

le．

LE

涼　硬

dong－ying

凍る一硬い

。・E

了』L

今日はとても寒い、川の水が全部かちかちに凍ってしまった。

非対格動詞の主語は、非対格性の仮説によれば、深層構造において目的語の位置に
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生じる。もし、深層構造において直接目的語の制約が働くとすれば、非対格動詞の主

語と結果述語の間に叙述関係があることは、やはり、直接目的語の制約が守られてい

ることを意味する。そして、この現象が、非対格性の仮説を支持する根拠の一つとし

て、Levin　and　Rapparport　Hovav（1995）では提示されている。他動詞の目的語と非対格

動詞の主語はいずれも内項であるから、「直接目的語の制約」は、厳密にいうと、「内

項のみが結果述語と叙述関係をもつ」という制約といえる。このため、「直接目的語の

制約」は「内項の制約」と改称されている（影山2001：162）。

1．8　「する」的な言語と「なる」的な言語

　池上（1981）は、英語が「する」的な性質をもつ言語であるのに対し、日本語が「な

る」的な性質をもつ言語であることを提示している。池上（1981）のこの指摘以来、英

語と日本語の「する」的対「なる」的な対立は、両言語の様々な言語現象において検

証されてきた。本論文では、「する」的対「なる」的という類型的対比からみると、中

国語がどのような性質を持っているのかを、結果複合動詞とその使役交替をめぐって

考察する。

　英語と日本語において指摘されてきた、「する」的対「なる」的という現象を整理す

ると、以下のようにまとめられる。

　第一に、英語では、原因や道具を主語とする他動詞文、使役構文が自然な文である

のに対し、それに対応する日本語は、原因や道具を主語ではなく、副詞句として表し、

状態変化を被る対象を主語にする自動詞文が自然であるという対比がある。この対比

を中国語の例も加えて、以下に例示しよう。

　まず、道具が主語になる場合の、英語・日本語・中国語の例を（39）に挙げよう。

（39）a．This　key　opens　the　door．

　b．そのドアはこの鍵で開きます。

　　c．？？この鍵はそのドアを開けます。

　　d．区扇1’］用区
　　　Zhe　　shan　　men　　yong　　zhe

　　この　類別詞　　ドア

把㎞

道具格この類別詞
　　　　　　21

胡匙　　打升。

yaoshi　　da－kai．

鍵　　　開く



e．？？区　　把　　　　胡匙

　Zhe　　ba　　　　　　yaoshi

　この類別詞鍵

才丁升　　　　　区　　　　　扇　　　　　　『］。

da－kai　zhe　　shan　　men．

開ける　この　類別詞　ドア

　英語では、（39a）のように、道具this　keyを主語にして、他動詞openを用いた他動詞

文は自然な文である。一方、日本語では、（39c）のように、道具「この鍵」を主語にし、

他動詞「開ける」を用いた他動詞文は、非常に不自然である。これに対し、日本語で

は、（39b）のように、「そのドア」を主語として、道具「この鍵」をデ格で表し、自動

詞「開く」を用いた自動詞文が最も自然である。英語は道具主語の他動詞文、即ち「す

る」的な表現であるのに対し、日本語は結果に焦点をあてた、即ち認知言語学の用語

を用いると、「前景化」（foregrounding）した「なる」的な表現が自然である。

　さて、中国語の例に目を転じてみると、（39d）は、ドアを主語とし、鍵を使った結果

ドアが開く、という自動詞文であり、「なる」的な表現となっている。一方、（39e）の

ように、鍵を道具主語とした他動詞文は日本語と同じように不自然である。しかしな

がら、中国語が常に日本語と同様、「なる」的な表現をとるかというと、そうではない。

中国語には、原因主語をとる使役構文が一つの典型的な構文として存在する。例えば、

（40）のような心理述語文においては、英語と中国語では、原因を主語とする使役構文、

即ち「する」的な構文が自然な構文として存在する。

（40）a．This　news　surprised　me．

　b．私はこの知らせに驚いた。

　c．？この知らせが私を驚かせた。

　d．区介消息圷了
　　Zhege　xiaoxi　xia　　　　　le

　　この　知らせ　驚かす　LE

我

wo　yi

私　一つ

　この知らせが私をどきっとさせた。

e．区介　　消息　　　圷　　　｛圷　　／死｝

　Zhege　xiaoxi　　　xia　　　　huai　　　　si

　この　知らせ　驚かす　壊れる　死ぬ

　この知らせが私をひどく驚かせた。
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tlao

跳び

我　　了。

wo　　le．

私　　LE



　英語の例（40a）及び中国語の例（40d）（40e）では、いずれもThis　news又はく区ノ↑’消息（こ

の知らせ）〉という原因を主語とする他動詞構文であるのに対し、日本語では、（40c）

のような原因を主語とする使役構文よりも、（40b）のような「驚く」という自動詞文が

基本である。（40）のような心理述語文においては、英語・中国語が「する」的な表現、

日本語が「なる」的な表現となっている。この対比は、中国語において、「原因一結果」

という典型的スキーマが構文上においても、複合動詞においても、重要な機能を果た

しているのに対し、日本語には、そうしたスキーマが典型ではない、ということが示

唆される。

　第二に、動詞の自他に関わる現象においても、英語と日本語は、「する」的対「なる」

的という対比がみられる。

（41）a．The　culprit　has　been　arrested．

　b．犯人が捕まった。

　　c．？？犯人が捕まえられた。

　　d．犯人　（被）　　　捉到

　　Fanren　　（bei）　　　　　zhuo－dao

　　犯人　　（受身標識）

了。

le．

捕まえる至るLE

（41a）は、英語においては、　arrestという他動詞と使役交替を起こす対応する自動詞が

存在しないため、受動文となっている例である。一方、（41b）に示すように、日本語に

おいては、他動詞「捕まえる」に対し、対応する自動詞「捕まる」が存在するため、

（41c）のような受動文よりも、自動詞「捕まる」を使うほうが自然である。一方、中国

語では、結果複合動詞く捉到zhuo－dao＞は元来、他動詞であるが、＜被bei＞という受身

標識をつけることも可能であるが、（41d）のように、形態を変えずに自動詞的にも用い

られる。他動詞構文、自動詞構文という視点からみると、日本語も中国語も、「なる」

的な表現、即ち状態変化自動詞構文が自然である。

　同様の現象が、「決める一決まる」に対応する英語・中国語の例においてもみられる。

（42）　a．When　was　it　decided？
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b．それは、いつ決まったのですか？

c．それは、いつ決められたのですか？

d．区　　件　　事　　是　　　什久吋候

　Zhe　　jian　　shi　shi　　shenme　shihou

この　類別詞ことである　いつ

（被）

（bei）

受身標識

決定　　　　的？

jueding　　　　　de？

決める　断定の語気助詞

英語においては、decideは他動詞用法しかないが、日本語では「決める一決まる」とい

う自他の対応がある。中国語ではく決定jueding＞は、能格動詞であり、他動詞用法及び

自動詞用法の両方がある。

　このように、英語、日本語、中国語の三つの言語を比べると、中国語は、日本語と

同様に「なる」的であると言える。しかし実際には、「なる」的のあり方において、中

国語は原因主語を広く許すという点で、日本語と異なっている。

1．9　第二章以降の論文の構成

　以上、この章では本論文のテーマを提示した。本論文のテーマは、「結果」という意

味が、中国語において、どのような意味的・統語的・認知的原則に基づいて複合動詞

化するのかを解明することであり、論証の過程で、日本語の結果複合動詞及び英語の

結果構文との対照を行なうことにも主眼を置く。そのため第一章ではこれら三つの言

語が対照するに値する類似性と相違を有することを、例文に即して概観した。以下、

次のような構成で論じていく。

　この章に続く第二章では、本論文の分析の基盤とする理論的枠組みについて述べる。

本論文では、「項構造」（Argument　Structure）、「語彙概念構造」（Lexical　Conceptual

Structure）、語彙的アスペクトによる動詞分類、語彙概念構造から項構造へのリンキン

グを分析の方法論として用いる。また、本論文の論考と深く関わる「語彙意味論」

（Lexical　Semantics）及びその考え方についても論じる。

　　第三章では、中国語の結果複合動詞を論じる予備段階として、日本語の「動詞＋

動詞」型複合動詞の意味構造について、先行研究から、本論文と深く関わる視点を整

理して考察する。まず、日本語の「動詞＋動詞」型複合動詞は、語彙的複合動詞と統

語的複合動詞に二分類されることを紹介し、このうち日本語の語彙的複合動詞は、①
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並列関係、②付帯情況・様態、③手段、④因果関係、⑤補文関係、⑥先行事象一結果

事象の六種類の意味関係からなることを提示する。次に、これを中国語の「動詞＋動

詞」型複合動詞の意味構造と対比して、中国語においては、因果関係が最も卓越して

いることを示す。

　また、日本語の統語的複合動詞を対応する中国語の表現と比較して、日本語の統語

的複合動詞は、SOV語順という統語構造がそのまま語構造に反映されて形成されたも

のがあるのに対して、SVO語順をとる中国語においては、統語構造が語構造に反映さ

れるのではなく、時間順の原則で複合動詞の語順が決定されることを示す。

　第四章では、中国語の結果複合動詞を論じる予備段階として、日本語の「動詞＋動

詞」型複合動詞の語構造について、中国語との対照を試みながら、「項の受け継ぎ」と

いう観点から考察する。さらに、日本語の複合動詞において指摘されている「形態統

語論的原則」、「右側主要部の原則」、「他動性調和の原則」、「主語一致の原則」につい

て考察する。さらに「非対格性」という普遍的意味原則が、日本語の形態統語論的な

制約「他動性調和の法則」よりも優先されるという「非対格性優先の原則」を、中国

語との対照から考察する。

　第五章では、中国語の結果複合動詞の項構造と語彙概念構造について論じる。まず、

中国語の結果複合動詞の前項動詞と後項動詞の組み合わせと複合動詞全体の項構造と

の関わり、すなわち項の受け継ぎ現象を詳細に分類し、《汲悟功司一詰果朴悟搭配伺典》

より抽出した1，866例の結果複合動詞の統計を示し、最も多いタイプが、目的語指向型

結果複合動詞（44％）であることを示す。また、前項動詞の項が複合動詞全体に受け継

がれない例は多くみられるのに、後項動詞の項が複合動詞全体に受け継がれない例は

1，866例中みられなかったことを示し、中国語においても、「非対格性」が優先されるこ

と、結果に着目した「なる」的表現がみられることを示す。さらに、中国語の結果複

合動詞の主要部の位置、合成可能な語彙概念構造について考察する。

　第六章では、中国語の結果複合動詞について使役起動交替の視点から論じる。まず、

英語の使役起動交替、日本語の使役起動交替についての先行研究を紹介し、英語では、

使役起動交替における自動詞化には、「内在的要因による状態変化」を示す「反使役化」

のみが存在するが、日本語では、「反使役化」のみならず、「外在的要因による使役状

態変化」の結果状態のみを前景化する「脱使役化」という自動詞化が存在し、二種類

の自動詞化があることを示す。さらに、中国語の動詞においては、「反使役化」という
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語形成プロセスは存在しないが、「脱使役化」という現象が日本語と同様にみられるこ

と、さらに語レベルのみならず、構文全体から脱使役化が成立している現象を示す。

また、中国語の結果複合動詞における脱使役化がどのような認知的・意味的条件のも

とに起こりうるのかについても論じる。

　第七章では、英語と中国語の結果述語にっいて、次の二っの視点から、類型的考察

を行う。第一に、中国語は目的語指向型結果述語に加え、主語指向型結果述語も許す

が、この現象と主題卓越型言語としての中国語の特質との関わりについて考える。第

二に、結果述語が主動詞又は前項動詞が含意する結果状態を表す「本来的結果述語」

と、結果述語が、主動詞又は前項動詞によって含意されない結果状態を表す「派生的

結果述語」という観点から英語と中国語を考察して、中国語の結果複合動詞は、ほと

んどが派生的結果述語であることを示す。さらに、中国語の結果複合動詞のほとんど

が派生的結果述語であるのは、その前項動詞が完結性を動詞の語彙的意味として内包

せず14、後項動詞に結果述語がついて初めて完結性をもちうるという中国語の動詞の

特性によるものであることを示す。

　第八章では、第七章までの論考を総括して、結果述語・複合動詞という観点から、

中国語・日本語・英語の類型論的特質を探る。

　本論文で分析の対象となった用例は、全て巻末に以下のような付録として収録した。

付録1

付録2

付録3

付録4

日本語の語彙的複合動詞と対応する中国語用例集

中国語の結果複合動詞の項構造による分類用例集

中国語の結果複合動詞の構文別用例集

中国語・日本語・英語結果述語対照用例集

14
O項動詞が非対格動詞である一部分の結果複合動詞を除く。例えば、〈涼優dong

jiang／殊硬dong　ying／累倒lei　dao／酔1到zui　dao＞など。
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