
第三章　日本語の語彙的複合動詞の意味関係と中国語

　本論文の主たる研究目的は、中国語の結果複合動詞の意味と統語を明らかにするこ

とであるが、中国語の結果複合動詞について詳細な分析を始める前に、日本語の複合

動詞についての研究成果を概観し、中国語の分析の基盤となる理論的な枠組みを示し

たうえで、第七章で日本語と中国語の複合動詞の複合メカニズムの対照を行うための

基盤としたい。

3．1日本語の統語的複合動詞と語彙的複合動詞

　影山（1993）は、日本語の複合動詞が、その統語的振る舞いの相違により、語彙部門

で生成される語彙的複合動詞と、統語部門で生成される統語的複合動詞の二種類に分

類されると提案している。

　影山（1993：74－97）では、日本語の複合動詞は、その統語的振る舞いの相違により、（1）

に例示されるように、統語的複合動詞と語彙的複合動詞の二種類に区別されるとして

いる。

（1）a．語彙的複合動詞

　　　飛び上がる、押し開く、泣き叫ぶ、売り払う、受け継ぐ、解き放つ、飛び込む、

　　（隣の人に）話しかける、こびり付く、飲み歩く、歩き回る、踏み荒らす、

　　　誉め讃える、語り明かす、聞き返す、震え上がる、呆れ返る、持ち去る、

　　　沸き立っ

b．統語的複合動詞

　払い終える、話し終える、しゃべり続ける、食べすぎる、食べそこなう、

　助け合う、動き出す、食べかける、しゃべりまくる、走りぬく、数え直す、

　見なれる、登りきる、やりつける

影山（1993：74－97）の議i論を要約すると、統語的複合動詞と語彙的複合動詞の区別は、

以下のような意味的・統語的対比に基づく。
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表3－1：日本語の統語的複合動詞と語彙的複合動詞の区別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（影山（1993：74－97）を筆者が要約）

　統語的複合動詞

`終える、～続ける、～すぎる

`そこなう、～合う、～出す、

`直す、～なれる、～きる

　　語彙的複合動詞

�ﾑ上がる、押し開く、泣き叫ぶ、売り払う、

�ｯ継ぐ、解き放つ、飛び込む、飲み歩く、

･み荒らす

1．前項動詞（V1）と後

?ｮ詞（V2）の意味関

W

透明かっ合成的

u1がV2の目的語節の動

撃ﾆなるような補文関係

�ﾈす

意味の不透明化や語彙化

增X雑多な意味関係

H．生産性 語彙的な結合制限を受け

ﾈい

語彙的な結合制限がある

ｫ書に登録しておくことが必要

m．統語的操作 V1について以下の統語

??ｪ可能である

@代用　②尊敬語化

B受身化

Cサ変動詞による置換

D重複

左の①から⑤の統語的操作の

｢ずれも適用不可能である

　表3－1の1［1に挙げられている五つの統語的操作、「代用」、「尊敬語化」「受身化」「サ

変動詞による置換」「重複」について以下に例示しよう。以下の（2）～（6）の各aの語彙

的複合動詞においては、該当の統語的操作が適用されないのに対し、（2）～（6）の各bの

統語的複合動詞においては、こうした5つの統語的操作が適用される。

1．語彙的複合動詞の前項は、代用形「そうする」によって代用できない。

（2）a．遊び暮らす→　＊そうし暮らす、　　押し開ける→＊そうし開ける

　　b．走り続ける→　そうし続ける、　　調べ終える→そうし終える

ll．語彙的複合動詞には、主語尊敬語「お～になる」による挿入ができない。
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（3）a．書き込む→　＊お書きになり込む、　泣き叫ぶ→＊お泣きになり叫ぶ

　b．歌い始める→お歌いになり始める、しゃべり続ける→おしゃべりになり続ける

皿．語彙的複合動詞の前項は、受身形にできない。

（4）a．書き込む→＊書かれ込む、　　　　押し開ける→＊押され開く

　b．名前が呼ばれ始めた、愛され続ける、殺されかけた

IV．語彙的複合動詞の前項は、サ変動詞によって置換できない。

（5）a．＊接着し付ける（cf．貼り付ける）、＊ジャンプし越す（cf．飛び越す）、

　　＊吸収し取る（cf．吸い取る）

　b．見続ける／見物し続ける、調べ尽くす／調査し尽くす、出し忘れる／投函し忘れる

V．語彙的複合動詞の前項は、動詞重複を許さない。

（6）a．＊探しに探し歩いた、　＊勝ちに勝ち抜いた、＊注ぎに注ぎ込んだ

　b．走りに走り込んだ、　鍛えに鍛え抜かれた身体、運がつきにつきまくった

　以下、本章では、中国語の結果複合動詞と重なる部分が大きい日本語の語彙的複合

動詞について、その意味関係について考察し、どのような状況や意味関係が成り立っ

ている時にそれが複合動詞で表されるのかについて、中国語との対照を試みながら考

察する。

3．2日本語の語彙的複合動詞の意味関係と中国語

　日本語の語彙的複合動詞は、V1とV2がどのような意味関係の型に基づいて複合さ

れるのだろうか。二つの動詞が一つの概念を表す一語に複合化されるわけであるから、

二つの動詞の間の意味関係は、人間の認知スキーマに基づいて、限定された一定の型

があるはずである。これは、中国語の「動詞＋動詞」型の複合動詞についても同様の

ことがいえる。

　「動詞＋動詞」型の複合語の意味関係については、日本語学の分野において、長嶋

（1976）、Tagashira（1978）が先駆的な研究がある。また、寺村（1984：164－183）でも、「時間
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的相」（①開始：～ハジメル、～ダス、～カケル、②継続：～ツヅケル、～ツヅク、③

終了：～オワル、～オエル、～ヤム）及び「空間的相」（①上と下への動きの方向：～

アゲル、～アガル、～オロス、～クダス、～サガル、～サゲル、～オチル、②内と外、

周囲への方向：～コム、～コメル、～ダス、～マワス、③ある目標に向かっての動き：

～カケル、～カカル、～ツケル、～ツク、カエス、～アウ、④程度、密度、強さ、完

成など：～ヌク、～キル、～コム、～トオス、～ツメル、～ツクス）について、補助

動詞としてのV2の分類を行っている。寺村（1984：164－183）の分析は、アスペクト（時

間的相）と方向（空間的相）が、日本語でも中国語でも、動詞の後置成分としてある

程度文法化し、具現化していることを示唆している。

　理論言語学の分野においては、影山（1993：113－116）は、V1とV2が表す事象の時間

関係という視点から、日本語の語彙的複合動詞のV1とV2の間の意味関係を、①「同

時進行」及び②「V1の表す事象（以降E1とする）がV2の表す事象（以降E2）より

先行する場合」に二分している。

　論理的には、「V2の表す事象が、V1の表す事象に先行する」という第三の可能性も

ありうるが、これは、「～前に」「～後に」といった時間順を指定する表現をつけない

限り、「事象が起こった時間順どおりに、言語表現が並べられる」という「時間順原則」

により、日本語の語彙的複合動詞も、中国語のVIV2複合動詞にも、第三の可能性は

存在しない。これは、現実を模倣的に表象化しようとする言語の自然な傾向、つまり

「アイコン性」（iconicity）によるものである。

　影山（1993：ll3－116）は、さらに、日本語の語彙的複合動詞の意味関係を語彙概念構…

造（Lexical　Conceptual　Structure，以下LCSと略称）を用いて、「並列関係」「付帯状況」

及び「手段・様態」関係の三つをあげ、以下のように形式化している。

（7）並列関係　　（恋い慕う、忌み嫌う、泣き叫ぶ、堪え忍ぶ、恐れおののく）

　　Vl（恋い）　＋V2（慕う）　→　LCSI　AND　LCS2　　（t1＝t2）

（8）付帯状況　　（買い戻す、言い渡す、嘆き暮らす、言い寄る、降り注ぐ）

　　Vl（嘆き）　＋V2（暮らす）　→　LCS2　WHILE　LCS1（t1ニt2）

（9）手段・様態　（押し倒す、切り倒す、掃き清める、薙ぎ倒す、張り倒す、拝み倒す）

　　Vl（押し）　＋V2（倒す）　⇒　LCS2　BY　LCSI（tl≧t2）
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（tlは、　LCS1の時間、　t2はLCS2の時間を表す。“t1＝t2”はLCSIとLCS2の同時性、“t1

≧t2”はLCS1がLCS2と同時に起こるか、先行することを示す）

　影山（1993：113－116）の分析において重要な点は、三つある。第一に時間関係に基づ

き、二つの事象の同時性及び先行関係を明示している点、第二にAND，WHILE，BYと

いった意味関数を用いて、二つの事象の意味関係を形式化している点、第三に並列関

係の場合を除いて、LCS2が語彙的複合動詞の主要部であることを形式化している点

である。

　由本（1996）では、影山（1993：113－ll6）の分析をさらに精密化し、日本語の語彙的複

合動詞は、①並列関係、②付帯状況・様態、③手段、④因果関係、⑤補文関係の五種

類に分類されている。⑤の補文関係とは、前項述語が後項述語の目的語節の動詞をな

すような関係で、例えば「書き忘れる」は、「～を書くことを忘れる」という意味構造

と平行する意味をもつため、補文関係の複合動詞と分析される。由本（1996）の分析で、

重要な新しい知見は、「因果関係」という意味関係を提案している点である。「因果関

係」とは、「着膨れる、待ちくたびれる、泣きぬれる、溺れ死ぬ、流れ着く、降り積も

る、抜け落ちる、寝静まる、逃げ失せる、飲みつぶれる」のように、V2が表すLCS2

が、Vlが表すLCS1によってひきおこされているが、③の「手段」（「切り倒す、吸い

取る、追い払う、追い抜く、蹴り倒す、勝ち取る」等）と異なり、V1にV2が表す結

果事象をひきおこす意図性がない場合である。因果関係のタイプは、日本語において

は、後述する影山（1993）が提案する「他動性調和の原則」の例外とみなされるもので

あり、Matsumoto（1996）の「主語一致原則」、由本（1996）の「主語の同定原則」、由本

（2002）の「非対格性優先の原則」といった一連の原則を引き出す重要な言語現象であ

る。

　また、中国語のVIV2複合動詞においては、この因果関係の意味関係が典型例で、

デフォルトの型であり、無限に新しい複合動詞を生み出すことができる。「因果関係」

という意味関係が、両言語の複合動詞において重要な位置を占めるということは、「因

果関係」という認知スキーマが、複合動詞、結果構文等の、一定の言語形式に投射さ

れるという人間言語の普遍性を表すという点でも、非常に重要である。この点につい

ては、後に詳述する。
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3．2．1並列関係

　さて、由本（1996）の分析をさらに精密化した由本（2005：第三章）の枠組みにおける、

①並列関係、②付帯状況・様態、③手段、④因果関係、⑤補文関係の五種類の型の語

彙概念構造、具体例、意味構造が複合される動詞をどのように制限しているかについ

て、以下みていこう。まず、並列関係の意味関係は、由本（2005：108）では、（10）のよう

に形式化される。

（10）並列関係　　（泣き叫ぶ、忌み嫌う、恐れおののく、恋い慕う）

　　　V1（泣き）　＋V2（叫ぶ）　→［［LCS1］AND［LCS2］］　（t1＝t2）

由本（2005：111－112）は、並列関係の動詞の複合について以下のように述べている。

　並列関係として解釈される複合動詞だが、この例はそれほど多く存在しない。以下に示すように、

この場合LCS合成の条件が特に厳しいため、生産性が高くないのである。まず、「嘆き悲しむ、泣

き叫ぶ、慣れ親しむ、堪え忍ぶ、思い描く」のように、自動詞同士か他動詞同士いずれかの結合し

か許されないことがわかる。たとえば、「＊恋い乱れる（＝誰かを恋しく思ったり心乱れたりする）、

＊叫び称える（一　叫んだり誰かを褒め称えたりする）」のように、自動詞と他動詞の組み合わせは

順序に関わらず容認されない。さらに、アスペクト素性が異なる事象の結合もみられない。たとえ

ば、「＊思いひらめく」「＊泣き驚く」のように活動を表す動詞と達成ないしは到達を表す動詞との結

合は、この並列関係の解釈では容認されない。当然状態性が異なる動詞の組み合わせは許されない

（「＊恋い愛する／＊慣れ慕う」）。そればかりか、それぞれの例を詳しく見ていくと、「嘆き悲しむ、恋

い慕う、恐れおののく」のような心理動詞とか、「慣れ親しむ、堪え忍ぶ」のような類義語の組み合

わせといったように、意味的・統語的にかなり類似性が高く、選択素性が同じものの組み合わせし

か見つからないのである。

　要約すると、他動性、動詞の語彙的アスペクト、時空の共有に関して全く同じタイ

プの類義語でなければ、並列関係の解釈が得られないということである。また、由本

（2005：113）では、こうした並列関係の複合動詞は、「泣き叫ぶ」を例にすると、以下の

ような二っの事象から一っの事象への合成を経て形成されるとしている。
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（11）並列関係

　　泣き叫ぶ：

　　［［xi］CONTROL［［y　i］CRY］］AND［［x　i］CONTROL［［y　i］SHOUT］］⇒

　　［［xi］CONTROL［［y　i］CRY　AND　SHOUT］］

　まず一段目のLCSでは、二つの事象がANDで結ばれている。意味述語CONTROLは動

作主xiがyiの動作（ここでは定項のCRYやSHOUT）を意志をもって制御することを示し

ている。Xi及びyiは、同じ‘i’という「指標」（index）がふられているので、「同一指

示」（co－referential）であることを示している。‘→’は、二っの事象が合成された結果、

二つのLCSの主語が同定され、二段目の単一事象として合成され、結果として一つの動

詞の語彙概念構造となることを示している。

　中国語のVIV2複合動詞は、第一章で紹介したように、日本語と同様、「並列関係」型

と「因果関係」型の意味関係をもつ型がある。そのうち、「並列関係」型は、日本語の

並列型複合動詞と同様、非常に数が少なく、語彙化している。例えば、＜芙城kuhan／果

叫kujiao＞（泣き叫ぶ）、＜嫌悪xianwu／灰悪yanwu＞（忌み嫌う）、＜｛恋lian／愛ai／思si｝慕mu

＞（恋い慕う）、＜忍耐rennai＞（堪え忍ぶ）、＜希望xiwang／希求xiqiu＞（請い願う）等、日

本語と対応する並列型複合動詞が中国語にもみられるが、生産性という点では、「因果

関係」型が無限の生産性をもつのに対して、非常に閉じられた語彙体系であるといえ

る。この点では、日本語の並列関係の複合動詞と同じである。

　しかし、他動性に関しては、日本語の並列型複合動詞が、同じ他動性の動詞しか組

み合わせることができないという他動性の制約があるのに対して、中国語の並列型複

合動詞は、以下の（12）に示すように、こうした他動性の制約が想定しにくい場合もある。

というのも、中国語は孤立語的特性を備えているため、形態を変えることなく、形容

詞・自動詞・他動詞へと、品詞間や自動詞・他動詞の間で派生がおこるためである。

（12）友生（fa－sheng，発生する）・功揺（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）・

　　　遼止（ting－zhi，停まる／停める）・成立（cheng－li，成立する／成立させる）・

　　　圭亘（feng－fu，豊富である／豊富にする）・充Li（chong－shi，充実する／充実させる）
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（12）の中国語の並列型複合動詞の例では、〈友生（fasheng，発生する）〉が非対格動詞で

あるのを除き、下線をひいた箇所では、全て起動自動詞にも、使役起動他動詞にも用

いられ、自他の形態的相違がない。

3．2．2　付帯情況・様態

　次に、付帯状況・様態の意味関係は、E1がE2の表す行為・変化進行の際の様態を

表している。由本（2005：108）では、（13）のように形式化されている。

（13）付帯状況・様態（持ち寄る、遊び暮らす、すすり泣く、はい寄る）

　ち）＋V2　（：Fる）→ g＿〕（t　1　－t2）

　（13）では、Jackendoff（1990）の表記に従い、付帯状況を表すLCS1は「限定修飾句」

（restrictive　modifier）として下の段に位置づけられており、LCS2が意味の中心であるこ

とがより明確化されている。また、由本（2005：119）では、「持ち寄る」を例にして、そ

のLCSの合成は、（14）のように形式化されている。

（14）持ち寄る：［［xi］CONTROL［［y、］BE［WITH［z、］］］］＋

　　　　　　　　［［xi］CONTROL［［y　i］　GO　TOGETHER］］⇒

　　　　　　　〔国C・NTR・L［［y・］G・T・GETHER］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　　　　　　WHILE［［x　i］CONTROL［［Ylj］BE［WITH［z　i］］］］

　（14）は、「動作主x、が意図的に、ある物yjをZl（ここでは動作主x、と同一指標を

与えられているので同じ人間を指す）という場に付随していることを制御する」とい

う事象LCSIと「動作主x、が意図的に、　yl（ここでは動作主Xiと同一指標を与えられ

ているので同じ人間を指す）が移動して（GO）、集まる（TOGETHER）ようになるよう

に制御する」という事象LCS2が合成され、　LCS2が主要部となり、LCS1が付帯状況・

様態を表すWHILEによってLCS2の「限定修飾句」として機能していることを表示し

ている。
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　由本（2005：ll6）では、（14）の合成後のwHILEの後のLcslで、下線を引いたy、が意

味的主要部であるLCS2中の項とは同定を受けず、そのまま複合動詞全体の目的語と

して投射されると述べている。例えば、複合動詞の主要部とみなされる「寄る」は「＊

食べ物を寄る」と、ヲ格をとる対象という意味役割の目的語をとれないが、「食べ物を

持ち寄る」といえるのは、「持つ」の目的語が複合後も受け継がれているためである。

　さて、付帯状況・様態型の複合動詞は、「持ち寄る、這い寄る、忍び寄る、飲み歩く、

食べ歩く、売り歩く、探し回る、聞き回る、買い回る、持ち去る、飛び去る、走り去

る、滑り降りる、舞い降りる、転げ落ちる、舞い落ちる」等、移動に関わるV2の様

態を表す場合が多い。松本（1997：145）では、「移動の様態＋方向性／経路位置関係」の組

み合わせの複合動詞の網羅的なリストとして、以下のようなリストを挙げている。

（15）　「移動の様態＋方向性」

　　a．～上がる：駆け上がる、這い上がる、舞い上がる、跳ね上がる

　　b．～降りる：飛び降りる、滑り降りる、舞い降りる

　　c．～落ちる：滑り落ちる、転がり落ちる、流れ落ちる、舞い落ちる

　　d．～戻る：駆け戻る、舞い戻る

（16）　「移動の様態＋経路位置関係」

　a．～出る：這い出る、転がり出る、飛び出る、流れ出る

　b．～出す：飛び出す、逃げ出す

　c．～込む：駆け込む、飛び込む、流れ込む

　d．～回る：歩き回る、走り回る、駆け回る、這い回る、跳ね回る、転がり回る、

　　　　　　泳ぎ回る

　e．～去る：走り去る、飛び去る、流れ去る

　f，～着く：泳ぎつく、流れ着く

　g．その他：駆け抜ける、飛び越える、走り過ぎる

中国語においても、「移動の様態＋方向性／経路位置関係」の複合動詞は、日本語と同

様、非常に生産的に形成され、中国語学では、「方向性／経路位置関係」を表す後項述

語は、「方向補語」と呼ばれている。以下（15）「移動の様態＋方向性」に対応する中国
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語を（17）に、（16）「移動の様態＋経路位置関係」に対応する中国語を、本論文の付録

1「日本語の複合動詞と対応する中国語」より、（18）に挙げる。

（17）　「移動の様態＋方向性」

　　a．～上（shang，～上がる）：

　　　　砲上（paoshang，駆け上がる）、爬上（pashang，這い上がる）、

　　　　｛k／瓢｝上（｛fei／piao｝shang，舞い上がる、跳上（tiaoshang，跳ね上がる）

　　b．～下（xia，～降りる）：

　　　　跳下（tiaoxia，飛び降りる）、滑下（huaxia，滑り降りる）、

　　　　｛k／瓢｝下（｛fei／piao｝xia，舞い降りる）

　　C．　～落（IUO，～落ちる）：

　　　　滑落（hualuo，滑り落ちる）、溶落（gunluo，転がり落ちる）、

　　　　流落（liuluo，流れ落ちる）、｛－5／瓢｝落（｛fei／piao｝luo，舞い落ちる）

　　d．～回（hui，　～戻る）：

　　　　胞回（paohui，駆け戻る）、｛k／瓢｝回（｛fei／piao｝hui，舞い戻る）

（18）「移動の様態＋経路位置関係」

　a．～出（chu，～出る）：

　　　爬出（pachu，這い出る）、溶出（gunchu，転がり出る）、

　　　k出（feichu，飛び出る）、流出（liuchu，流れ出る）

　b．～出（chu，～出す）：

　　　k出（feichu，飛び出す）、逃出（taochu，逃げ出す）

　C．～遊（jin，～込む）：

　　　胞遊（paojin，駆け込む）、下遊（feijin，飛び込む）、

　　　流遊（liujin，流れ込む）

　d．到赴daochuVl／V1来laiV2去qu（～回る）：

　　　到赴daochu走zou／走zou来lai走zou去qu（歩き回る）、

　　　到赴daochu胞pao／胞pao来lai砲pao去qu（走り回る／駆け回る）、

　　　到昼daochu爬pa／爬pa来lai爬pa去qu（這い回る）、

　　　到赴daochu跳tiao／跳taio来lai跳taio去qu（跳ね回る）、
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　到赴daochu漆gun／液gun来lai液g皿去qu（転がり回る）

e．～升／走／去（kai／zou／qu，～去る）：

　　胞｛升／走／去｝（pao｛kai／zou／qu｝，走り去る）、　k｛升／走／去｝（fei｛kai／zou／qu｝，

　　飛び去る）、流｛升／走／去｝（liu｛kai／zou／qu｝，流れ去る）

f，～到（dao，～着く）：

　　游到（youdao，泳ぎつく）、流到（liudao，流れ着く）

g．その他：ん辻／越（guo／yue，～抜ける／越える／過ぎる）

　　砲辻（paoguo，駆け抜ける／走り過ぎる）、

　　k｛迂／越｝（fei｛guo／yue｝，飛び越える）

（17）（18）の中国語の対応例をみると、（18d）の「歩き回る」タイプを除いて、以下のよ

うな整然としたV2の日中語間の対応がみられる。

（19）a～上がる　　　　　　　　　　→＜～上shang＞

　　b．～降りる　　　　　　　　　→＜～下xia＞

　　C．～…落ちる　　　　　　　　　　→＜～落IUO＞

　　d．～戻る　　　　　　　　　→＜～回hui＞

　　e．～出る／出す　　　　　　　→＜～出chu＞

　　f，～込む　　　　　　　　　　→＜～遊jin＞

　　g．～去る　　　　　　　　　　→＜～升／走／去kai／zou／qu＞

　　h．～着く　　　　　　　　　→＜～到dao＞

　　i．～抜ける／越える／過ぎる　→＜～迂／越guo／yue＞

　ここで第一に注意すべき点は、（18d）の「～回る」に対応する中国語の複合動詞が存

在しないという現象である。これは、「～回る」が「あちこちVlする」という行為の

みを表し、「完結性」（telicity）をもたないからである。一方、（19）に挙げたV2は、確

かに方向や経路位置関係という意味を担っているが、と同時に、事象の完結性を内包

する「到達動詞」（achievement　verb）でもあり、結果性をも表している。これは、中国

語のVIV2複合動詞が、並列型を除いて、V2に結果性が認識されないと、成立しない

ことが示唆される。
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第二に注意すべき点は、様態・付帯情況を表す複合動詞は、中国語においては、特に

移動動詞が関与しない場合は存在せず、V1が表す付帯状況・様態が副詞成分として動

詞句中に表される場合も多いという点である。

（20）a．忍び寄る

　　　　倫　倫　　　地

　tou　　tou　　＿di

　こっそり　副詞化接辞

b．探し回る

　到処　　　　　我

　daochu　　　　　　　　zhao

　あちこち　　　探す

c．群れ遊ぶ

　chengqun－　　di

　群れを成す　副詞化接辞

皐近

kaojin

近づく

嬉賎

xixi

遊ぶ

　日本語は、中国語に比べると、移動が関与するしないにかかわらず、様態を前項に

とる複合動詞の生産性が高いといえる。これは一体なぜだろうか。この疑問に対し、

言語によって、事象全体のどの部分に視座をおくかが異なるという類型論的な視点か

ら考察すると、以下のような説明となる。つまり、日本語が出来事の「過程」に視座

をおきやすく、動詞にも「過程」、即ち「様態・付帯状況」を包入しやすい言語タイプ

であるのに対し、中国語が出来事の「結果」に視座をおきやすい言語タイプであると

いうことと、複合動詞に様態・付帯情況をとりこみやすいか否かと関係する可能性が

ある。影山（1996：288－290）は、日本語・英語・中国語が語彙概念構造のどこに基準を据

えて事態を見据えるかについて、以下に図示されるような言語間の相違があると述べ

ている。
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（21）言語による視点の違い

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

語英

語本日

語国中

●

＜トー一一一 怦鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈黹

●

　英語が「する」的言語、日本語が「なる」的言語であることは、池上（1981）以来、

様々な形で検証されてきたが、日本語が「なる」的であるということは、行為と結果

の間、即ち過程に視座があるということである。一方、これから本論文で検証してい

くように、中国語は、行為や過程よりも、「結果」が複合動詞や構文において果たす機

能は非常に大きい。したがって中国語は、日本語と同様「なる」的言語ではあるが、

結果に視座をおく言語形式が卓越しているという点で、日本語と異なる。中国語が様

態・付帯情況を複合動詞にとりこみにくい、という言語事実は、（21）のような言語間

の相違を支持する一つの根拠となろう。

3．2．3　手段

第三に、「手段」を表す意味関係は、由本（2005：108）では、（22）のように形式化され

る。

（22）手段　（切り倒す、吸い取る、勝ち取る、泣き落とす、言い負かす）

V’（切り）　倒す）⇒ k∴〕（t1≧の

（22）においても、手段を表すLCSIは「限定修飾句」（restrictive　modifier）として下の段

に位置づけられており、LCS2が意味の中心であることがより明確化されている。

　影山（1993：ll6）は、なぜ日本語の語彙的複合動詞において、「原因一結果」という普

遍的な認知スキ…一一マを、「手段」という型のLCSで設定し、　BYという意味関数で表す

のかについて、中国語との対照したうえで、以下のような理由を述べている。影山
　　　　　　　　　　　　　　　　　　59



（1993：116）の叙述を中国語のデータを加筆して要約すると以下のようになる。

　例えば、「男が木を切り倒した。」は、V2が自動詞（＊切り倒れる）ではなく他動詞（切り倒す）

であるから、「原因一結果」を表す

　　［xCUT　y】CAUSE【y　FALL】

というLCSは、「男が木を切り、その結果、木が倒れる」という意味を表し、この意味構造は結果

状態を表すのにV2に自動詞を用いる中国語く歓kan（大刀で）切る＋倒dao倒れる〉や、英語の結果

構文“strike　him』1”の場合にはうまく適合するが、目本語の姿を正しく反映した語彙概念構造で

はない。

確かに、中国語の結果複合動詞は、V2はごくわずかの例外1を除き、非対格自動詞か

形容詞に限られていて、日本語のように「手段」という意味を設定する必要性はない。

例えば、日本語で「手段」型複合動詞は、中国語では以下の（23）のようにV2が非対格

自動詞であり、実際には、次に述べる第四の型、「因果関係」の複合動詞に対応してい

る。

（23）欣倒一kandao（切り倒す）、賜倒jdao（蹴り倒す）、

　　喝he｛’　uan／干an／”in｝（飲み切る、飲み干す）、

　　実』史kuzhong（泣き腫らす／泣き腫れる）、

　　悦倒Lshuodao／駁倒Lbodao／悦』邑shuifu（言い負かす）

　（22）のような「手段」型LCSは、日本語の形態統語論的な制約、即ち「他動詞＋他

動詞」又は「自動詞＋自動詞」という組み合わせがデフォルトである、という形態統

語的原則を反映した日本語の個別言語的なLCSであるといえよう。

3．2．4　因果関係

　第四に、「因果関係」を表す意味関係は、由本（2005：109）では、（24）のように形式化

1〈輸shu～に負ける，硫ying～に勝つ，会hui～ができる，憧dong～がわかる〉とい
った限られた他動詞がV2にくることがあるが、いずれも状態他動詞である。
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される。

（24）因果関係（遊びくたびれる、泣きぬれる、溺れ死ぬ、焼け死ぬ、流れ着く）

V1（溺れ） ＋　）⇒
k　LCS2FROM　LCS1〕（t1≧の

　このパターンは、影山（1993）の分類には含まれていなかった新たなパターンとして、

由本（1996）で提案された関係である。このタイプに属する「遊びくたびれる、泣きぬれ

る、溺れ死ぬ、焼け死ぬ、流れ着く」のV2がいずれも、非対格自動詞であることにも

留意しておきたい。

　さて、同じ「原因一結果」という意味関係をもつと考えられる（22）の「手段」の意味

関係と異なる点は、V1にLCS2という結果をもたらす意図性がない、という点である。

こうした場合に、「手段」の意味関係のLCSのように、　BYという意味関数を使うのは適

切ではないため、新たに意図性をもたないFROMという関数を用いて、「原因」事象で

あるLCS1をLCS2に連結している。

　中国語においては、VIV2複合動詞の典型例で最も生産性が高いタイプが、この「因

果関係」のタイプとなる。先に挙げた（23）も中国語における「因果関係」の例であるが、

LCS1がLCS2の結果を意図していない中国語の複合動詞の例を日本語の対応する「因果

関係」タイプの複合動詞と対応させながら挙げると以下のようになる。

（25）a．遊び疲れる

　　b．飲み潰れる

　　c．溺れ死ぬ

　　d．抜け落ちる

　　e．焼け死ぬ

玩累wanlei（遊んだ結果、疲れる）

酔倒　zuidao（酔って倒れる）

滝死　yansi（水に浸かって死ぬ）

脱落　tuoluo（抜けて落ちる）

焼死　shaosi（焼いて死ぬ）

　さて、由本（2005：109）は、このFROMを原因事象に用いる妥当性について、次のよう

に説明している。即ち、FROMは、　Jackendoff（1990：96）で（26）のような文に対応するLC

Sを記述する際に導入されたもので、複合動詞の意味記述に限らず、独立に必要な関数
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でもあるという。例えば（26）のLCSは、（27）のように表されている。

（26）John　turned　yellow　from　eating　carrots．

（27）

（Jackendoff　1990：96）

〔GOident（［JOHN］，［TO［YELLOW］］）［FROM［EAT（［JOHN］，［CARROTS］）］］〕

この原因を表す事象は、（26）ではそのままノアomを伴う付加詞として表されていることか

らも、FROM関数で表記するのは妥当であるという見解を示している。

　確かに、因果関係を、FROM関数を用いて（27）のように表示することは、意味的な主

要部が結果事象LCS2にあることを示すには、適している。しかし、「時間順原則」とい

う視点からみると、日本語の結果複合動詞にせよ、中国語の結果複合動詞にせよ、「L

CSI（原因事象）を表す述語＋LCS2（結果事象）を表す述語」という語順をとるので、

LCS2を先におく（24）は必ずしも適切ではない可能性がある。これは、　BYを用いた手段

型の（22）も同様である。こうした理由で、本論文では第五章以降の中国語の結果複合動

詞のLCSには、（22）や（24）を採用せずに、

（28）　　LCSI　CAUSE　LCS2

というLCSを採用する。

3．2．5補文関係

　第五に、日本語の語彙的複合動詞の最後の型として、「補文関係」を表す意味関係と

は、由本（2005：125）では、以下のように説明されている。

　V2が日本語学でしばしば補助動詞としてみなされているもので、ある事柄の失敗（「逃す、落とす」）

や中断（「さす」）、あるいは徹底（「返る、渡る、切る」）や習慣化（「習わす、こなす」）など、V1が

表す事象全体にかかる意味を加えているような場合で、例を挙げれば、「見逃す、読みさす、書き落

とす、取りこぼす、使いこなす、寝っく、呼び習わす」などである。このタイプをLCSで表すなら、
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V2がEventを項としてとる動詞で、その項としてV1のLCSが埋め込まれている、いわば補文関係とし

て捉えることができる。

　由本（2005：126）では、補文関係の意味構造は、「書き落とす」を例にすると、（29）のよ

うに表されるとしている。

（29）補文構造　　［LCS2＿［LCS1］＿］

　　　書き落とす：

　　　［［xi］CONTROL［［y　i］WRITE［zj］］］＋［［x　i］FAIL［IN［Event（y）］］］

　　　⇒［xi］FAIL［IN［Event［x　i］CONTROL［［y　i］WRITE［zj］］］］

　（29）の語彙概念構造の合成を読み解くと、以下のようになる。「書き落とす」とは、

‘「ある動作主X’　i」が意志をもって「y’iがZ’jを書く」という出来事を制御

（CONTROL）する。’という事象と、‘xiがyという出来事（Event）の完結に失敗する（F

AIL）’という事象が、「合成」（＋）されて、合成された後（→）は、　FAIL　INの項として、

出来事項（Event）がINの後に埋め込まれた補文構造となる。

　中国語においては、補文構造は複合動詞として具現化するだろうか？結論をいうと、

LCS2が結果事象として認識されうる場合は、［LCS2＿［LCSI］＿］というような補文構造

が中国語の複合動詞にも想定しうる。由本（2005）が挙げている日本語の補文関係の語

彙的複合動詞を例にして考えると、（30）に示すように、中国語においても結果複合動

詞が対応する場合が多い。

（30）a．鳴り渡る：ロ向遍xiang　bian／日向初xiang　che

　　b．知れ渡る：侍遍chuan　bian

　　c．見逃す：看漏kan　lou

　　d．書き落とす：写漏xie　lou

　　e．見落とす：看漏kan　lou

　　f．使い果たす：用尽yong　jin／用光yong　guang

　　g．呼び慣わす：叫慣jiao　guan
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（30）のV2部分は、中国語においてはかなり生産力の強い結果複合動詞のV2となる。

（31）a．～遍bian：～ということがあまねく行き渡る

　　b．～漏lou：～ということが抜け落ちている

　　C．～尽jin：～ということをし尽くす

　　d．～光　guang：（あるものを使った）結果、あるものが少しも残っていない

　　e．～慣　guan：（ある行為の結果、その行為に）慣れる。

　しかし、「読みさす」など、アスペクトに関わるV2で、事態全体が完結性をもたな

いのは、中国語では複合動詞になることはできず、（32）のように、「途中まで読んでや

める」というような文としてしか表せない。

（32）　読みさす

　　　瑛　到　　中途

　　　du　　　dao　　zhongtu

　　　読むまで　途中

停下

tingxia

停まる

　ここにも、中国語の複合動詞の典型が、V2が完結性を与えるような述語でなければ

ならないという原則が反映されている。この現象については、第五章において再び詳

しく論じる。

3．3．6　先行事象一結果事象

　以上、由本（2005）が提案する日本語の語彙的複合動詞の5つのタイプについて、そ

の語彙概念構造の合成と、中国語の対応例について考察した。

　さて、もう一つの先行研究として、松本（1998）による違った視点からの語彙的複合

動詞の意味的分類とデータを以下に挙げ、中国語との対応を考察した上で、両語の複

合動詞の異同について論じ、筆者の提案として、日本語の語彙的複合動詞の第六のタ

イプとして「先行事象一結果事象」を提案し、その必要性を論じる。

　松本（1998：51－67）では、日本語の語彙的複合動詞は、以下のような意味構造に基づ
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き六分類されると提案している。松本（1998：51－67）の提案を、筆者なりの一般化も加

えて、特にV2に視点をおいて要約し、中国語との対応例も入れ込んで例示していく。

　まず、第一のタイプとして、「手段」の関係で、「他動詞＋他動詞」の組み合わせの

場合をみよう。

（34）前項が後項の手段を表す「他動詞＋他動詞」型：

　　　押し倒す　　　推倒tui　dao

　　　たたき落とす　打悼da　diao／打落da　luo／打下da　xia（来lai）

打ち上げる

押し出す

投げ飛ばす

切り抜く

だまし取る

ちぎり取る

取り除く

焼き付ける

折り曲げる

たたき壊す

踏み固める

蹴り崩す

殴り殺す

洗い清める

打上da　shang（去qu）

推出tui　chu（去qu／来lai）

｛th　reng／用shuai｝出chu（去qu／来1ai）

｛勇jian／切qie｝下xia

編取pian　qu

摘取zhai　qu（並列式）／摘下zhai　xia

除悼chu　diao／除去chu　qu／去fi　qu　diao

｛焼shao／烙luo｝上shang

折弩zhe　wan／弄弩nong　wan

‡丁圷da　huai／‡丁石卒da　sui／石匝石卒zha　sui

踏ta（詰jie）実shi／躁硬cai　ying

賜ti｛崩beng／跨kua｝

打死dasi

洗xi｛清qing／干浄gan　jing｝

　このタイプは、「手段一結果」の意味関係で、（34）の例では、中国語は全て結果複

合動「他動詞＋非対格自動詞／形容詞」に対応している。また、移動が関与する場合に

は、〈一上〉〈一下〉〈一出〉等の方向を表すV2のあとに、直示的方向を表す＜一来lai＞＜一去qu＞

がつくことが多いが、これは省略も可能で、複合動詞には含まれない。

　第二のタイプとして、前項が「原因」を表し後項が「結果」を表すものの、第一の

タイプと異なり、後項が非対格自動詞であるタイプが挙げられる。
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（35）　前項が後項の原因を表し、後項が非対格自動詞：

　　①非動作主的＋非動作主的：

　　　　降り積もる2　　　下xia（雨yu／雪xue）后hou枳ji起qi来lai

　　　　おぼれ死ぬ　　　　　滝死yan　si／溺発nibi

　　　　焼け死ぬ　　　　　　焼死shao　si

　　　　抜け落ちる　　　　　脱落tuo　luo

　　　　あふれ落ちる　　　　満man得de樟diao出chu来lai

　　　　焼け付く　　　　　　焼焦shao　jiao／拷糊kao　hu

②動作主的＋非動作主的：

　　泣きぬれる

　　泣き沈む

　　飲みつぶれる

働きくたびれる

走りくたびれる

走り疲れる

立ち疲れる

読み疲れる

聞き知る

寝違える

突ku得de満man胎lian是shi泪lei

Se　ku得de神志沮喪shen　zhi　ju　sang

喝he得de（酔zui）倒dao

倣累zuo　lei

B包累pao　lei

昆包累pao　lei

立占累zhan　lei

懐累du　lei

l司知wen　zhi、所憧ting　dong

睡shui紐niu（了le筋jin）

　このタイプのうち、「他動詞／非能格動詞」と「非対格動詞」の組み合わせである②

の場合は、後述するところの、影山（1993）が提案する「他動性調和の原則」の反例と

なり、由本（2005）が提案する「非対格性優先の原則」の根拠となる重要な言語現象で

ある。

　さらに、中国語との対応から考察すると、（35）において、対応する中国語では、「～

死ぬ」に対応する＜～死si＞と「～くたびれる／疲れる」に対応する＜～累lei＞は、中国

語の結果複合動詞のV2として高い生産性をもち、結果複合動詞に対応している。下

2下線をひいた日本語の複合動詞は、中国語では複合動詞として表せず、＜V＋得de
＋文〉という結果補語文の形式でしか対応しない例を表す。
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線を引いた「降り積もる」「あふれ落ちる」「泣きぬれる」「泣き沈む」「飲みつぶれる」

は、中国語では結果複合動詞で表すことはできず、「V1＋得de（節を導入する“that”

や節の終わりにつく“～こと／の／と”等と同様の補文標識に相当）＋結果補語文」とい

う形式で結果性を表す。この統語形式は、結果複合動詞の源になる統語形式である。

この統語形式が、結果複合動詞化できるか否かの必要条件の一つとして、結果事象を

一音節か二音節のV2で表すことが可能か否かという音韻条件があげられる。

　次に注目するべき例として、（36）に挙げるように、前項が「原因」又は「手段」を

表し、後項が非対格自動詞であるタイプではあるが、後項動詞に自他対応があるタイ

プに注目したい。

（36）　前項は原因を表す他動詞で、後項は結果を表す自他対応動詞であるもの：

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

吹き上がる／吹き上げる

つり下がる／つり下げる

折り曲がる／折り曲げる

吹き飛ぶ／吹き飛ばす

積み重なる／積み重ねる

覆いかぶさる／覆いかぶせる

突き刺さる／突き刺す

引きちぎれる／引きちぎる

張り付く／張り付ける

焼き付く／焼き付ける

吸い付く／吸い付ける

巻き付く／巻き付ける

踏み固まる／踏み固める

焼き上がる／焼き上げる

炊き上がる／炊き上げる

ちぎり取れる／ちぎり取る

打上da　shang（去qu）

｛拾tai／掌na｝起qi（来lai）

吸上xi　shang（来lai）

刮gua｛起qi／上shang｝来lai

｛桂gua／吊diao｝下来xia　lai

折弩zhe　wan／弄弩nong　wan

｛吹chui／刮gua｝｛走zou／胞pao｝

｛堆dui／枳ji｝起来qi　lai

｛蒙meng／蓋gai｝上shang

｛刺ci／孔za／括cha｝｛遊jin／入ru｝

｛韮斯si／tliE　che｝｛石卒sui／i悼diao｝

｛貼tie／粘nian｝上shang

｛焼shao／烙luo｝上shang

吸住xi　zhu

｛纏chan／巷juan／套tao｝｛住zhu／上shang｝

踏ta（ZE　jie）実shi／躁硬cai　ying

焼shao｛光guang／完wan／好hao｝

煮好zhu　hao

摘下zhai　xia
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擦り切れる／擦り切る

擦りむける／擦りむく

突き出る／突き出す

磨mo｛破po／損sun／断duan／禿tu｝

｛擦cha／贈ceng｝破po

推出tui　chu（去qu／来lai）

　（36）の各例は、　「他動詞＋他動詞→他動詞」の複合動詞から、後項部分を対応する

自動詞に変えることによって、自動詞化3が起こり、「他動詞＋自動詞→自動詞」とい

う逆形成が起こっている例である。これは、第六章で扱う「脱使役化」という意味上

の動作主を統語構造上に具現化しないことによる自動詞化（e．g．「植える」→「植わる」

という自動詞化）が、日本語及び中国語の複合動詞にも起こる例でもあり、注目すべき

現象である。

　さらに、（36）で挙げられている日本語の語彙的複合動詞は、全て中国語の結果複合

動詞に対応している。まず、第一に注目すべき点は、中国語では、他動詞用法と自動

詞用法が同じ形態であるため、日本語のように自他の形態的対応はみられない。

　第二に注目すべき点は、（36）の日本語のV2で多用される「～上げる／上がる」は、

元来、V2として用いられる場合、方向を表わすが、それが文法化されて、アスペクト

的機能をもち、完結性を表す機能（「焼き上がる／焼き上げる」「炊き上がる／炊き上げ

る」等）がある。興味深いことに、中国語の＜～上shang＞にも同様の現象がみられ、

V2として用いられると、元来の方向の意味から、「動作の結果としての存在・付着、

動作の結果としての目標・理想への到達」といった意味へ拡張される。

（37）a．　｛蒙meng／蓋gai｝（覆うという行為）＋上shang（行為の目標達成・覆いのあ

　　　　るべき位置での存在）

　　b．　｛貼tie／粘nian｝（貼るという行為）＋上shang（行為の結果、あるものがあ

　　　　る場所に付着し存在するようになる）

　　c．　｛纏chan／巷juan／套tao｝（巻くという行為）＋上shang（行為の結果、あるも

　　　　のがある場所に付着し存在するようになる）

（36）では、＜～上shang＞のほかにも、　V2としての生産性の高い、文法化した結果述語

3西尾（1988），

れている。

影山（1993：126）において、他動詞から自動詞への「逆形成」として扱わ
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〈～fi　diao落ちる、なくなる〉、〈～住zhu行為の結果ある状態に静止する〉、＜～光guang

行為の結果対象物が消滅する〉、〈～完wanある行為を完結する〉、〈～好hao行為の結

果理想的な状態になる〉がみられる。

　次に、第三のタイプとして、前項が後項の「様態・付帯状況」を表す場合について

みよう。

（38）前項が後項の様態・付帯状況を表すもの：

　①意志的＋意志的：

　　駆け登る　　胞上pao　shang

　　駆け降りる　胞下pao　xia

　　舞い降りる　　｛－kfei／瓢piao｝下xia

　　滑り降りる　　滑下hua　xia

②意志的＋中立的：

駆け上がる

飛び上がる

飛び出る

這い出る

歩き回る

胞上pao　shang

㊦上fei　shang

k出fei　chu

爬出pa　chu

到処走dao　chu　zou／走来走去zou　lai　zou　qu

③非意志的＋非意志的：

　　流れ落ちる流liu｛落IUO／下xia｝

　　舞い落ちる　｛瓢piao〔fei｝｛落luo／下xia｝

　　滑り落ちる　滑hua｛落luo／下xia｝

④非意志的＋中立的：

　　流れ出る　　流出liu　chu

　　浮き上がる　｛浮fu／漂piao｝上shang

　　舞い上がる　｛kfei／SU　piao｝上shang

　　（38）で挙がっている例は、「歩き回る」以外は、全て「移動の様態・付帯情況＋結

果としての方向」の意味関係を持ち、V2が結果と見なされるため、中国語においても、

対応する複合動詞がみられる。但し、（18）でもみたように、「～回る」だけは、着点を
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もたない移動であるため、中国語では、「あちこち～する」という「副詞＋移動動詞」

構造となり、複合動詞化できない。移動に関わらない様態・付帯情況、「遊び暮らす」

「群れ遊ぶ」「笑いころげる」等は中国語では複合動詞にならないのは、先に（20）でみ

たとおりである。

　第四のタイプとして、「前項動詞を意味的主要部とし、後項動詞は比喩的様態として

機能するタイプ」についてみよう。このタイプでは、後項動詞が前項動詞で表された

事象の様態を示し、「あたかもV2するようにV1する」という意味をもつ。

（39）　咲き誇る

　　咲き溢れる

　　踊り狂う

　　泣き狂う

　　荒れ狂う

　　咲き狂う

　　咲きこぼれる

　　思い乱れる

　　咲き乱れる

　　書き殴る

盛升sheng　kai／畑だ地can　lan　di升kai／升kai得de恨hen畑燈can　lan

盛升sheng　kai／畑だ地can　lan　di井kai／升kai得de彼hen畑だcan　lan

｛尽情地jin　qing　di／病狂地feng　kuang　di｝跳舞tiao　wu

｛尽情地jin　qing　di／rn狂地feng　kuang　di｝実ku

狂暴kuang　bao／凶暴xiong　bao

｛尽情地jin　qing　di／病狂地feng　kuang　di｝升kai

盛升sheng　kai／升kai得de畑だcan　lan

胡思乱想hu　si　luan　xiang

盛升sheng　kai／升得kai　de燈漫lan　man

漂草地liao　cao　di写xie／写xie得de根hen奈乱za　luan

　先述のように、中国語では、様態は、移動事象を除いて、複合動詞化されることが

むずかしく、（39）における中国語の対応例でも、「副詞＋V1」或いは、程度補語と呼ば

れる「V1＋得de＋形容詞」の形式が対応している。

　第五のタイプとして、日本語の語彙的複合動詞では、前項動詞を意味的主要部とす

るもので、後項動詞の文法化が進んでいるタイプを以下に挙げる。

（40）V2がアスペクトを表すもの：

　　　　言い差す

　　　　鳴りやむ

（41）　「～渡る」（拡散）：

　　　　晴れ渡る

悦至日一一孚shuo　dao　yi　ban

停止ロ向ting　zhi　xiang

（天空tian　kong）完全wan　quan井晴kai　qing
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　　　（鐘が）鳴り渡る

　　　　知れ渡る

（42）　「～つける」（強意）：

　　　　照りつける

　　　　吹きつける

　　　　にらみつける

　　　　脅しつける

　　　　叱りつける

　　　　怒鳴りつける

（43）　「～回す」：

　　　なめ回す

　　　見回す

（44）「～合わせる」：

　　　　乗り合わせる

　　　　行き合わせる

　　　　巡り合わせる

　　　　居合わせる

　　　　生まれ合わせる

（仲声zhong　sheng）ロ向初xiangce四周si　zhou

侍遍chuan　bian

毒晒du　shai／暴晒bao　shai

狂吹kuang　chui

怒祝nu　shi／狼狼地hen　hen　di　Wa眼deng　yan

狼狼地hen　hen　di威肋wei　xie／圷嘘xia　hu

狼狼地hen　hen　di｛胃ma／斥責chi　ze｝

大声da　sheng斥責chi　ze

遍添bian　tian／到処dao　chu　aS　tian

圷視huan　shi／到処dao　chu看kan

偶然ou　ran同乗tong　cheng（一輌牟yi　liang　che）

｛磁巧peng　qiao／偶然ou　ran｝路泣lu　guo

｛磁巧peng　qiao／偶然ou　ran｝相遇xiang　yu

正好zheng　hao在場zai　chang

生得巧sheng　de　qiao

　（40）から（44）のタイプは、日本語ではV2の文法化が進んだ、ある程度の生産性をも

つタイプである。V2が結果事象を表さないため、中国語では「動詞＋動詞」型複合動

詞にならない。　〈毒晒／暴晒（照りつける）〉，〈狂吹（吹きつける）〉は、一見「動詞

＋動詞」型複合動詞のようにみえるが、〈偏正式夏合劫詞〉と中国語学では呼ばれる「副

詞＋動詞」型の複合動詞であり、本研究の射程の範囲ではない。

　最後の第六のタイプとして松本（1998）が挙げているのは、「前項動詞が後項動詞の背

景的情報を示し後項動詞が意味的主要部になる」タイプである。筆者は、このタイプ

を、事象の合成という観点から、単純な時間順関係を表す「先行事象一結果事象」と

いう、より一般化した捉え方をしたい。対応する中国語を併記しながら具体例をみよ

う。

　第一に挙げられているのは、「～残す」「～残る」である。
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（45）　V2が「残存」の意を表す場合：

a．「～残す」：

b．「～残る」：

食べ残す

取り残す

積み残す

拾い残す

剃り残す

やり残す

売れ残る

焼け残る

消え残る

溶け残る

崩れ残る

枯れ残る

散り残る

吃剰下chi　sheng　xia

摘剰下zai　sheng　xia

装剰下zhuang　sheng　xia

捻剰下jian　sheng　xia

剃剰下ti　sheng　xia

倣剰下zuo　sheng　xia

実剰下mai　sheng　xia

焼剰下shao　sheng　xia

迂没完全消失、hai　mei　wan　quan　xiao　shi

迂没完全｛融化rong　hua／溶化rong　hua｝

迂没完全崩場hai　mei　wan　quan　beng　ta

迂没完全枯萎hai　mei　wan　quan　ku　wei

迂没完全凋謝hai　mei　wan　quan　diao　xie

「～残す」及び「～残る」は、V1で表される行為又は非対格現象が起こった結果、対

象が残って存在する、という意味を表す。こうした意味は、確かに、「様態」型、「手

段」型、「原因」型、「補文」型のいずれにも分類されることができない。影山（1993）

及び由本（2005）では、「～残す」「～残る」を詳しくは扱っていないが、補文関係タイ

プと扱っているようである。しかし、筆者の考えでは、（45）の各例をみると、「‘V1す

る’ということをやり残す」という補文構造の解釈は、非常に不自然である。例えば、

（46）を考えよう。

（46）子供はご飯を食べ残した。

（46）は、「子供がご飯を食べる」という出来事を「残した」（未遂に終わった）という

意味ではなく、「子供がご飯を食べ」た結果として、「ご飯が残っている」という意味

で、筆者の考えでは、以下の（47）のようなLCSが想定される。

（47）［［xi］CONTROL［［x　i］EAT ［yj］］］RESULT　IN［［yj］BE　AT－LEFT］］
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もう一例、「～残る」を例にして考えると、

（48）砂糖がカップの底に溶け残っている。

では、「砂糖が液体に溶ける」は非対格事象であり、筆者の考えでは、以下のようなL

CSが想定される。

（49）［［yj］BECOME［BE　AT－MELT］］　RESULT　IN　［［yj］BE　AT－LEFT］］

　筆者が提案する（47）（49）における意味述語RESULT　INは、　LCS1が先行事象で、偶発

的な結果としてLCS2が連結されていることを示す。（47）も（49）も、　LCS1とLCS2に

はどちらも残存する対象yjが存在し、二つの事象は、一つの事象に合成され、一つの

複合動詞になるのである。筆者の考えでは、このタイプのLCSの合成を一般化して書

くと、以下のようになる。

（50）　　LCSl　　RESULT　IN　LCS2 （tl≧t2）

　（50）が示している概念構造は、先行する事象とその結果事象という、時間順に起こっ

た二つの事象を単純に連結することを表示している。

　ここで、中国語との対比の上でもう一点、注目すべき点を挙げておきたい。中国語

においても、結果複合動詞のV2として生産性が高い対応する動詞として、＜～剰下

shengxia＞（「残る」という自動詞に相当）がある。しかし、（45）の日本語の複合動詞と

対応するのは、全て、V1が他動詞のときのみである。日本語では、「売れ（自動詞）＋

残る（自動詞）」の組み合わせに対応するのは、＜実mai（他動詞）剰下shengxia（自動

詞）〉、「焼け（自動詞）＋残る（自動詞）」に対応するのは、＜焼shao（他動詞）＋剰下shengxia

（自動詞）〉であり、V1は他動詞である。　Vlに非対格動詞が来る場合、例えば＜＊消xiao

（自動詞）＋i剰下shengxia（自動詞）〉（消え残る）というような複合動詞はできない。

これは一体何故であろうか。それは、中国語で複合動詞を形成する事象の合成として、

（49）のような非対格事象をLCS1にとり、RESULT　INで単純な時間的先行関係を以って

連結するような合成が有り得ない、ということを示唆する。これは、中国語の結果複
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合動詞の典型的な概念鋳型が、以下のような使役・状態変化型であることと深く関連

する。

（51）　［xACT　ON　y］　CAUSE　［y　BECOME［BE　AT－z］］

　第五章で、中国語のLCSの合成の種類について、この典型例以外のパターンも詳細

に考察するが、「結果述語V2が叙述するのは、　V1の目的語（内項）である」という、

「内項制約」が、（49）のような、V1自体が非対格自動詞である場合を複合動詞として

成立させない要因と思われる。

3．3　まとめ

　以上、第三章では、日本語の語彙的複合動詞の意味関係について、影山（1993）、由本

（2005）、松本（1998）をもとに、中国語と対比しながら論考した。本章では、これらの先

行研究を検討した結果、以下のような見解に達した。

①　日本語の語彙的複合動詞の意味関係として、すでに先行研究で提案されてきた「並

列」「様態・付帯情況」「手段一結果」「原因一結果」「補文関係」の五タイプ以外に、「～

残る／残す」に代表されるような、単純な時間順関係「先行事象一結果事象」の第六の

タイプが必要であることを提案した。このタイプは、中国語においても、少数ではあ

るが、時間順に事象を並べた結果複合動詞が存在することからも支持される。

②　中国語の「動詞＋動詞」の複合動詞は、並列型と結果型複合動詞であり、並列型

は、語彙化しており、生産性が非常に低いのに対して、結果型複合動詞は、「Vlがその

目的語に対してある行為を行い、その結果、Vlの目的語が、　V2の表す結果状態になっ

た」というスキーマに合致してさえすれば、無限の生産性をもつ。

③　②で挙げた中国語の結果複合動詞の使役起動のスキーマのため、日本語の語彙的

複合動詞のうち、このスキーマに合致するものは、中国語でも対応する複合動詞が存

在する。日本語の語彙的複合動詞の意味関係のうち、「手段一結果」、「原因一結果」タ
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イブは、ほぼこのスキV－・・一一マに合致するため、中国語においても複合動詞に対応する。

しかし、「付帯情況・様態」及び「補文関係」の日本語の語彙的複合動詞に関しては、

このスキーマに合致する場合には中国語においても複合動詞が可能であるが、合致し

ない場合は、複合動詞化できず、動詞句として表現される。

④　移動事象に関わる複合動詞において、中国語では、日本語と同様、V1に移動の「様

態」を取り込むことは非常に生産的に行われるが、移動事象が関与しない場合は、様

態を複合動詞に取り込むことは困難である。

⑤　日本語が様態を複合動詞に取り込むことが生産的に行われるのに対し、中国語で

は移動事象以外では、困難であるという対照は、以下のような視座の類型論的な相違

に基づく可能性がある。即ち、日本語が、事象構造のうち「様態」に着目しやすい、

即ち、「過程」に視座をおくタイプの言語であるのに対して、中国語が、事象構造の最

後に存在する「結果」に視座をおくタイプの言語であるという相違である。

　以下の第四章においては、日本語の語彙的複合動詞の統語をめぐって、中国語との

類型的異同という視点から考察する。
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