
第四章　日本語の複合動詞の統語と中国語

本章では、日本語の複合動詞の統語をめぐって、以下の点について中国語との対照

を織り交ぜながら考察し、第五章の中国語の結果複合動詞の分析のための予備的考察

を行う。

（1）　句構造と語構造における「主要部」（Head）とは何か、英語、日本語、中国語の

　　　句構造と語構造の統語的範疇（品詞とほぼ等しい）を決めている部分は右の部

　　　分か、左の部分かを考察し、語構造においては、三言語とも、ほぼ「右側主要

　　　部の原則」（Williams1981）に従うことを観察する。

（2）　しかし、「動詞＋動詞」型複合動詞は、当然統語範疇は動詞であるから、統語範

　　　疇のみならず、さらに、格関係、意味的選択制限を決定している部分は、前項

　　　動詞と後項動詞のどちらかを考察し、日本語においては、句構造においても、

　　　語構造においても、主要部が右側にあるという、「右側主要部の原則」が保持

　　　されることを検証する。

（3）　日本語の「動詞＋動詞」型複合動詞の組み合わせには、動詞の種類に関して、

　　どのような複合制約があるのかを考察する。形態統語論的な日本語固有の制約と

　　して、項構造レベルでの複合においては、①他動詞と非能格動詞の組み合わせか、

　　②非対格動詞の組み合わせかのどちらかの組み合わせという原則があることを

　　述べた「他動性調和の原則」（影山1993）を最初に考察する。次に、非対格動詞が

　　後項動詞に来る場合、「他動性調和の原則」の例外が存在することから、「他動性

　　調和の原則」をさらに改訂した「主語一致の原則」（Matsumoto（1996）），「主語の

　　義務的同定」（由本（1996））について考察し、こうした形態統語論的な制約は、中

　　国語には全く適用されないことを示す。また、「非対格性という格素性が必ず複

　　合動詞に受け継がれる」という「非対格性優先原則」（由本2001，2005）を考察し、

　　非対格性が日本語の語彙的複合動詞の組み合わせにおいて、形態統語論的な制約

　　よりも優先されるという、非対格性の日本語における現れについて考察する。

76



4．1　「主要部」の概念

　まず、複合動詞の語構造を分析するのに先立ち、議論の基盤となる「主要部」（Head）

という概念について説明しよう。

　言語構造は、どのような言語単位であれ、並列構造を除き、「内心構…造」（endocentric

structure）を持っている。例えば、日本語と中国語を対照させて、名詞句の構造を考え

よう。

（4）a．　　おいしい桃

　　　　　　　　NP

　　　　　　〈

　　　　　AP　　　　N

　　　　　　l　　　l

　　　　おいしい　　桃

b．彼好吃的水蜜桃

　　　　　　NP

　　　　　AP　　　　　　　N

　　　　　l　　　　l

　　　彼好吃的　　　水蜜桃

NP：Noun　Phrase，名詞句、　　　N：Noun，名詞， AP：Adjectival　Phrase，形容詞句

　名詞句の構造は、日本語においても、中国語においても、同じ構造をもち、名詞が

右側にあり、その修飾部は左側にある。（4a）（4b）いずれの構造においても、全体が名詞

句であるという統語素性を決定しているのは、右側にある名詞である。このように、

構造全体の統語素性（ここでは名詞句という「統語範疇」）を決定している部分を、意

味的に主要部か否かに関わらず、「主要部」（Head）と呼ぶ。

　では動詞句の場合はどうだろうか。日本語は、全ての句構造において、「主要部が右」

にあるのに対し、英語の動詞句では、「主要部が左」にあり、両言語の句構造は、左右
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対称の関係、即ち「鏡像関係」（mirror　image）にある。一方、中国語の句構造は、名詞

句の構造は日本語と同様主要部が右にあるが、動詞句・前置詞句の構造は、英語と同

様に、主要部が左にある。例を挙げよう。

（5）a．図書館で言語学の本を読む。

　　　　　　　　　　　　　VP

　NP

　l

図書館

Post．P V’

Postposition　　NP

　　l　　　　l

　　で　　　言語学の本を

Vlむ　読

b．　在圏弔棺里看弔。

Pre．P

VP

V’

　　Preposition　　　　　　NP　　　　V　　　　　　　　　　　　NP

　　　　l　　　　　　l　　　l　　　　　　　　l

　　　　在　　　　　圏弔棺里　　看　　　　　　　　　弔

VP：Verb　Phrase，動詞句、　V’：VPより小さく、Vより大きい中間的構造、

V：Verb，動詞、　　　　　　Postposition：後置詞、　Post．P：Postpositional　Phrase後置詞句

Preposition：前置詞、　　Pre．P：Prepositional　Phrase前置詞句

「主要部」という概念は、生成文法において、言語の普遍的原理の一つとして、
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Xバー理論として提案されたものであるが、この概念は、句構造のみならず、語構造

においても適用される。Williams（1981）は、語についても、以下のような法則を提案

している。

（6）「右側主要部の法則」（Righthand　Head　Rule）（Williams　1981）

　語の品詞を決定している主要部は、語の右側の部分である。

　例えば、以下に挙げる英語・日本語・中国語の例では、三言語とも、品詞を決定し

ている部分が最も右よりの形態素、即ち接尾辞である。

（7）　　　publ－ic－i虹＿

　　　pur－if－ic－（at）二i⊆≧旦

　　　　hand－ful

　　　　kind一込二

　　　　in－fin一虹

　　　　im－possibil一辿

　　　　ir－regular－i1ty

　　　　Un－gramma－（tiC）－al一並y＿

（8） ［甘（A）＋酸っぱい（A）］（A）＋圭（一般的な形容詞→名詞化接辞）

おもしろ（A）＋互（主に肯定的な属性形容詞につく名詞化接辞）

寒（A）＋立（生理的感覚形容詞につく名詞化接辞）

男（N）＋らしい（主に理想的属性を表す形容詞化接辞）

男（N）＋っぽい（主に感覚的属性を表す形容詞化接辞）

秋（N）＋¢LL〈＿（起動を表す動詞化接辞）

おもしろ（A）＋旦（様態を表す動詞化接辞）

（9） 月牛pang（A、太っている）

尖jian（A、尖っている）

蓋gai（N／V、蓋／蓋をする）

＋子zi（名詞化接辞）→N（太った人）

＋几er（名詞化接辞）→N（尖ったもの）

＋几er（名詞化接辞）→N（蓋）
7ii「



高宍gaoxing（A、嬉しい）　　＋地一di（副詞化接辞）→Adv．（喜んで）

液　ye（N、液体）　　　　　＋化hua（使役変化動詞化接辞）→V（液化する）

自由ziyou（N／A、自由／自由な）＋化hua（使役変化動詞化接辞）→V自由化する

　（9）の例をみると、中国語は、名詞、形容詞、動詞が同形（e．g．＜充菜chongshi＞（N充

実、A充実な、　V充実させる））であることが許されるような孤立語的特質をもってい

るにもかかわらず、少数ではあるが、＜一子zi＞＜一几er＞＜一地di＞＜一化hua＞といった接尾

辞をつけると、品詞を変える機能をもち、品詞を決める部分は、右側となっているこ

とがわかる。

　ここでいう語の主要部とは、意味の中心という意味ではなく、あくまでも、「合成語」

（complex　words；「複合」（compounding）、「派生」（derivation）、「屈折」（inflection）のい

ずれかを経た語）全体の統語的範疇の特徴を決定する部分をさす。例えば、（7）におい

て、意味の中心は「語幹」（stem）であり、／in〃im〃ir／といった異形態をもつ、否定の意

味を添える形態素｛IN｝は、いずれも合成語全体の統語的範疇を決定していない。

　以上の（7）（8）（9）は、いずれも派生の例であるが、複合の場合はどうだろうか。まず、

英語の場合は、（10）に示すように、右側主要部の法則が成り立っ。（10）の各複合語の例

では、右側の位置にくる部分が一貫して複合語全体の品詞を決めている。

（10）英語の複合語（Selkirk　1982：14－15）

Nouns

Adjectives

Verbs

㎜姻日WMU踏WW脳w

millwheel，　firetruck

high　school，　poor　house

uprising，　afterbirth

scrubwoman，　pickpocket

heartbroken，　colorblind

icy　cold，　deaf－mute

above－mentioned，　under　ripe

diehard

hand－made，　spoon－feed

double－coat，　sweet－talk

overdo，　outlive
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　　　　　　VV

Preposition　　　PP

freeze－dry，　droP－kick

lnto，　onto

　次に、日本語と中国語についてはどうだろうか。影山（1997：73）は、日英語の代表的

な複合語形式をもとに、9種の複合語形式を挙げ、日本語においても、英語において

も、一貫して右側が複合語全体の品詞を決定していると述べている。影山（1997：73）の

表に、中国語の場合も考えて表に盛り込むと、以下の表1のようになる。＊印は、当該

言語に欠如する形式を示す。例えば、英語には、「名詞＋動詞」型複合動詞（e．g．「旅

立つ」）及び「動詞＋動詞」型複合動詞（e．g．「切り倒す」）は存在しないのに対し、日

本語や中国語には、‘up’‘over’のような小辞を複合する複合動詞は存在しない。ま

た、中国語には、「他動詞＋目的語」型、即ち［V＋N］v型の複合動詞が存在するのに対し

て、日本語や英語にはそうした複合動詞は存在しない。
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表4－1　日本語・中国語・英語における複合語の主要部

日本語 中国語 英語

1．IN＋Vlv 旅立っ

?|ける

地震（地震），

ｸ痔（頭痛）

★（c£to　baby－sit｝ま、

b≠?凵|sitterからの逆形成）

2．lp＋Vlv ★ ★ uprear，overflOW，uderlie

3．IV＋Vlv 切り倒す

ｧち上がる

並列型：

@朴貼備助する）

@牧留（引き取る）

@捉章（捕らえる）

�ﾊ関係型：

@打倒（打ち倒す）

@打破（打ち破る）

@打落（打ち落とす）

　　　　　★

ic輻freeze－dry

ifmeze－dryingからの逆

`成），blow－dry

iblow－dryerからの逆形成），

р窒nP－kick）

4．IV＋Nlv ★ 他動詞＋目的語型：

@秒地（田を耕す）

@着手（手をつける）

@功員（動員する）

★

5．IN＋VNIN トランペット吹き、

ﾊ切り

★

trumpet　player

モ≠氏@opene「

6．【A＋N］N 青写真

ﾂ信号

竦

藍圏（青写真）

^灯（青信号）

竝ﾆ（冷戦）

blueprint

№高?香@light

モ盾撃п@war

7．【N＋NIN マッチ箱

�c子

J働組合

火柴盒（マッチ箱）

�ﾛ　　（肉だんご）

H会　　（労働組合）

match－box

高?≠煤@ball

撃≠b盾秩@union

8．IV＋N】N 飲み水

ｬれ星

炊用水（飲み水）

ｬ星　　（流れ星）

drinking　water

?≠撃撃奄獅〟@star
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9．IN＋AIA 腹黒い 年軽（年が若い） world－famOUS

根深い 性急（性質がせっかち carefree

気長な だ）

心煩（心がいらいらす

る）

10．IA／Av＋VNIVA】N／v 早起き 早起（早起き（する）） good－100ker

急死 暴病（急病（になる）） nice－sounding

遅生まれ 退到（遅刻（する）） wel1－written

　表4－1を検討すると、中国語においても、4．の「他動詞＋目的語」型を除き、他の9

っの複合形式では、全て右側の部分が複合語全体の品詞を決めていることがわかる。

　Starosta　et　al．（1998：353）では、古代中国語の二漢字の複合語の内部構造を詳細に調べ

ている。（11）に示すように、どのような範疇間で複合がおこり、どの範疇が複合語の

範疇を決定しているか、という点では、複合名詞、複合動詞、複合形容詞、複合副詞、

複合前置詞には、一般的規則がみられず、また、主要部が存在しないようにみえる、

と述べている。
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（11）古代中国語の二漢字複合語の内部構造

　　　　複合語の統語範疇　　　　　　　　　　　複合語の内部構造

　　　　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　NN，　AN，　VN，　nN，　MN，　NA，　AA，　VA，　HA，　nA，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NV，　AV，　VV，　HV，　nV，　nn，　NM，　MM

　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NN，　AN，　VN，　HN，　NA，　AA，　VA，　HA，　nA，　NV，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AV，　VV，　HV

　　　　　V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NN，　AN，　VN，　AA，　VA，　HA，　NV，　AV，　VV，　HV，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nV，　NH，　Vn，　LL，　KK

　　　　　H　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AN，　VN，　HN，　DN，　nN，　NA，　AA，　VA，　HA，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JA，　DA，　NV，　AV，　VV，　HV，　DV，　JV，　NH，　AH，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VH，　HH，　nH，　DH，　HD，　nn，　LL，　AJ，　HJ

　　　　n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nn

　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NL，　DL，　FPL，　LL

　　　　J　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NJ，　AJ，　VJ，　HJ，　nJ，　JJ，　DJ，　VA，　HA，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NV，　AV，　VV，　HV，　DV，JV，　JH，　DH，　HH，　ND

N：noun　名詞，　A：adjective形容詞，H：adverb　副詞，　V：verb動詞，

J：conjunction　接続詞，　L：localizer場所化辞，　M：measure類別詞（量詞），

K：preposition前置詞，　n：numeral数詞，　D：determiner　限定詞，　FPL：free　place

localizer　自由形態素による場所化辞，　　　P：particle　文末の語気助詞
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　（11）のような一見ランダムにみえる複合は、中国語の孤立語的特性、即ち品詞の形

態がなく、形態を変えずに名詞、形容詞、動詞間で「兼類」（一語が形態を変えずに、

いくつか複数の品詞にまたがって機能する）が生産的に行われるという孤立語として

の特性を表している。しかし、数量詞（n）、場所詞（L）及び類別詞（量詞M）の複合におい

ては、右側主要部の原則にあてはまる。

また、三形態素語、四形態素語及び五形態素語の複合名詞に関しては、全て、右側主

要部の原則に従う。Starosta　et　al．（1998：354－355）では、　Chao（1968：481－483）で挙げられて

いる例を挙げて、以下のように内部構造を分析している。

（12）a．三形態素複合語three－morpheme　compounds

　　［N［NAN］］　小数点xiao　shu　dian　”small　number　point，　i．e．，　decimal　point”小数点

　　［N［A］［NNN］］威鴨蛋xian　ya　dan　”salty　duck　egg，　i．e．，　salted　duck　egg”塩味あひる卵

　　［N［VN］［N］］泉音机lu　yin　ji”record－sound　machine，　i．e．，　tape　recorder”録音機

　　［N［NNN］［N］］帆布鮭fan　bu　xie　”sail　cloth　shoes，　i．e．，　canvas　shoes”帆布ぐつ

　　［N［vVV］［N］］降落傘jiang　lu・・an”d・・cending－d・・PPing・umb・ella，　i…，pa・a・hut・”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　落下傘

　　［N［AAA］［N］］酸辣湯・uan　la　tang”・・u・h・t・・up，　i…，・・up　with　vin・ga・and　p・pP・・”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酸っぱく辛いスープ（中華料理のスープの名前）

　　［N［vVA］［N］］放大鏡fang　da　jing　”let　large　optical　instrument，　i・e・，　magnifンing　glass”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拡大鏡、虫眼鏡

　　［N［V］［NNN］］妙牛肉chao　niu　rou　”stir　fried　beef”牛肉妙め

　　［N［V］［NAN］］拝黄瓜ban　huang　gua”mixed　yellow　melon，　i．e．，　cucumber　salad”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きゅうり混ぜ

b．四形態素複合語four－morpheme　compounds

i）［2＋2］タイプ：

［N［NAN］［NAN］］百貨公司bai　huo　gong　si”department　store”

［N［AAA］［NNN］］公共事ik　gong　gong　shi　ye　”public　career・

百貨店

公共の事業

85



ii）［3＋1］タイプ：

［N［N［NnN］［N］］［N］］九尤山人jiu　long　shan　ren　”Nine－dragon　Mountain　Man，　i．e．，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　penname　of　a　painter”　九龍山人

［N［N［A］［NnN】］［N］］紅十字会hong　shi　zi　hui”the　Red　Cross”赤十字

iii）［1＋3］タイプ：

　　［N［A］［N［vVV］［N］］］副研究員fu　yan　jiu　yuan　”assistant　research　fellow”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副研究員

c．　五形態素以上の複合語

　　i）五形態素複合語

　　［N［N［AAA］［NNN］］［N］］　公共汽牟砧gong　gong　qi　che　zhan　”bus　station，　bus　stop”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公共バス停留所

　　ii）六形態素複合語

　　　［N［N［NAN］［N］］［N［A］［NNN］］］中国悟新字典zhong　guo　yu　xin　zi　dian

　　　　　　　　　　　　　　’℃hinese　Language　New　Dictionary”中国語新辞典

d．Telescoped　Compounds（はめ込み式複合語）

　　［N［NAN］［N［N［NAN］［NNN］］［N［NVN］［NAN］］］］

　　中国成套没各出口公司zhong　guo　cheng　tao　she　bei　chu　kou　gong　si

　　　　”China　National　Complete　Plant　Export　Corporation”　中国完全装備輸出公社

　以上みてきたように、語における主要部は、中国語においても、複合動詞を除いて

は、おおむね右側主要部の原則に従うようである。

　では、「動詞＋動詞」型の複合動詞の場合は、主要部はどのように決められるのであ

ろうか。どちらも動詞と動詞の複合であるから、当然動詞が形成されるわけであるが、

問題の中心は、品詞を決めている部分ではなく、前項動詞と後項動詞のどちらが、複

合動詞全体の統語的性質を決めているか、具体的には、格関係、意味的選択制限、項

の受け継ぎ、という点が重要なポイントとなる。
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　ここで、日本語と中国語の複合動詞の主要部を考える際、問題になる点は、「句構造

と語構造の平行性」という原則である。もし、この原則に従えば、動詞句構造におい

て右側が主要部であれば、複合動詞の構造においても平行する現象として、主要部が

右側になる可能性がある。とすれば、日本語は、句構造においては、主要部が全て右

側にあるため、語構造においても、主要部が右側にあることが予測される。一方、中

国語は、句構造においては、名詞句の主要部は日本語と同様に右であるが、動詞句及

び動詞が文法化されて派生した前置詞が主要部となる前置詞句は、主要部が左となる。

もし、句構造が語構造に反映されるとすれば、中国語の複合動詞の主要部は、左とな

る可能性がある。また、別の要因として、後項動詞が「結果性」を担う場合、非対格

性が複合動詞全体の統語的性質を決めている場合もあるという可能性もある。

　本章では、まず日本語の「動詞＋動詞」型複合動詞について、「右側主要部の原則」

がどのように検証されるのかを、先行研究から考察を進め、第五章で論じる中国語の

「動詞＋動詞」型複合動詞の主要部、統語素性、意味的素性の受け継ぎについての予

備的考察としたい。

4．2日本語の複合動詞における右側主要部の原則

　影山（1993：101－113）は、日本語の「動詞＋動詞」型複合動詞の項構造が、V1とV2

のどちらの項構造から項を受け継いでいるか、ということを検証し、V2が複合動詞全

体の項の受け継ぎに主要な役割を果たしていることを示している。

　まず、影山（1993：103）では、格支配のあり方に基づいて日本語の複合動詞を四分類

している山本（1984）の以下のような分析を紹介している。

（13）1類：前項、後項の格関係が一致

　　　　　雪が降り積もる＝雪が降る、雪が積もる

　　　　　犬が芝生を踏み荒らす＝犬が芝生を踏む、犬が芝生を荒らす

　　H類：前項が格関係を支配

　　　　　雨が降り出す＝雨が降る、＊雨が出す

　　　　　ご飯を食べすぎる＝ご飯を食べる、＊ご飯をすぎる

　　皿類：後項が格関係を支配

　　　　　期限が差し迫る＝＊期限が差す、期限が迫る
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IV類：前項、後項の格関係は消滅し、新しい格関係が成立

　　　味が引き立っニ＊味が引く、＊味が立っ

　　　事故を取り締まる＝＊事故を取る、＊事故を締まる

　まず、　IV類の「前項、後項の格関係が消滅し、新しい格関係が成立」している場

合は、完全に語彙化した複合語であるので、そのままの形で人間の脳のなかの「心的

辞書」に登録されているものとして処理できるので、ここでは考察の対象としない。

　次に、残りの三つの類について、右側主要部との関係から考察していこう。まず、

1類は、格関係が前項、後項動詞ともに一致しているため、格関係を決定している部

分が、前項でもあり、後項でもある、という二重主要部があることになる。しかし、

影山（1993：104）は、前項の「降る」と後項の「積もる」がどのような意味素性をもっ

た主語を選択するか、という点で後項が主語の選択制限に関与していると述べている。

例示すると、以下のようになる。

（14）　「降り積もる」　雨が降る、＊雨が積もる→＊雨が降り積もる

（14）に示されるように、「降り積もる」の主語を選択しているのは、「降る」ではなく、

「積もる」のほうであるため、「雪が降り積もる」と言えても、「雨が降り積もる」と

は言えない。よって、主語の選択制限は、後項が決めていることになる。

　さらに、影山（1993：104）は、VlとV2が異なる目的語を取る場合の例も挙げて、や

はり目的語の「意味的選択制限」（semantic　selectional　restriction），即ち、どのような

意味素性をもつ目的語を述語が選択するかという制限を後項が決めているという事実

の、さらなる根拠を挙げている。

（15）a．服を洗う、汚れを落とす→　汚れを洗い落とす、＊服を洗い落とす

　　b．ビンを振る、中身を混ぜる→中身を振り混ぜる、＊ビンを振り混ぜる

（15a）では、「汚れを洗い落とす」では、前項動詞の「洗う」の目的語は、「洗われる」

対象、例えば「服」であるが、「洗い落とす」という複合動詞全体は、前項動詞の目的

語をとることができず、「＊服を洗い落とす」ということはできない。（15b）も、「中身
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を振り混ぜる」の前項動詞の「振る」がとりうる目的語、例えば「ビン」をとること

ができず、「＊ビンを振り混ぜる」ということはできない。

　以上の議論から、単に前項動詞も後項動詞も、ガ格をとる、ヲ格をとる、二格をと

る、といったような格関係のみの基準を以って、複合動詞の主要部を決定することは

不十分で、同じ格をとるにしても、その格が付与されている名詞の意味特性を前項動

詞がきめているか、後項動詞が決めているか、即ち「選択制限」をも基準にして主要

部を決めなければならないのである。とすれば、山本（1984）が挙げている（13）の1類、

「前項、後項の格関係が一致」（降り積もる）タイプも、右側主要部の原則が適用され

ているといえる。

　次に、山本（1984）が挙げている（13）のll　X：前項が格関係を支配する場合、「雨が

降り出す＝雨が降る、＊雨が出す」「ご飯を食べすぎるニご飯を食べる、＊ご飯をすぎる」

の場合を考えると、一見、右側主要部の原則の反例にみえる。しかし、この例につい

て、影山（1993：108－113）は、このタイプの複合動詞は、意味的に前項動詞が後項動詞の

補文となるような「補文関係」の複合動詞としての分析を提案し、やはり右側主要部

の原則が適用されるとしている。影山（1993：109）による、「歌い上げる」という複合動

詞を例にした説明を以下に筆者なりの補足説明も加えて挙げる。

（16） 　　V1　　　十

　　歌い

（Agentl＜Theme＞）

　　V2

　上げる

（Agent2＜Event＞）

→ 　　　V　　　（Agent2（＝Agent1）　＜Event（Agentl＜Theme＞）〉）

Vl　　　　　V2

　　　（Agent2＜Event＞）

　　　　　　　　　1

　　　　　（Agentl＜Theme＞）

影山（1993：109）によれば、「歌い上げる」の後項動詞「～上げる」は、完了のアスペク

トを意味しているが、「（先生がアリアを）＊お歌いになり上げる」という、第三章で示
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した、語彙的複合動詞と統語的複合動詞を分類する基準のひとつである、「挿入可能性」

という基準からすると、語彙的複合動詞に属する。語彙的複合動詞は、項構造のレベ

ルでの複合として影山（1993）の「モジュール形態論」の枠組みのなかで、扱われてい

るため、（16）においても、項構造レベルでの分析となっている。彼の分析によれば、「～

上げる」は、（Agent，＜Event＞）という、内項に出来事（Event）を表す項をとる。そして、

その出来事項の中身は、この例では、「誰か（Agent1）が、何か（Theme）を歌う」という

出来事であり、それが完了する、という意味が「～上げる」によって与えられる。そ

こで、　（Agentl＜Theme＞というV1の項構造がそっくりそのままV2の「～上げる」

のEvent項に埋め込まれることになる。その結果、複合動詞全体の項構造は、

（△剛2（＝Agentl）＜Event（Agent1＜Theme＞）〉）となり、下線を引いた部分がV2の項構

造であるが、V2の項構造が複合動詞全体に受け継がれる、という分析である。　V2の

項構造が複合動詞全体に受け継がれる、ということは、即ち、「右側主要部の原則」が

やはり補文関係の複合動詞にも適用される、ということを意味する。

　山本（1984）の分析における、（13）のrl類「前項が格関係を支配する場合」は、表層

構造のみを観察すると、確かに前項動詞が格関係を決めているようにみえるが、影山

（1993：109）の提案する（16）のような項構造、特にEvent項をV2がとり、そのEvent項

にVlの項構造が埋め込まれる、という語形成プロセスを想定することによって、右

側主要部の原則が保持される、というのが影山（1993：109）の分析である。影山

（1993：110－111）では、語彙的複合動詞のなかで、項構造で補文関係を要求するV2とし

て以下のようなリストが挙がっている。

（17）a．～払う（完全にその状態にある）：落ち着き払う、酔っ払う、出払う

　　b．～渡る（すみずみまで及ぶ）：：響き渡る、晴れ渡る、澄み渡る、知れ渡る、

　　　　　　　　　　　　　　　　鳴り渡る、行き渡る、冴え渡る

　　c．～違う（動作を間違える）：聞き違う、掛け違う

　　d．～違う（動作が一致しない）：入れ違う、行き違う、すれ違う、

　　e．～逃がす（不成功）：見逃す、取り逃がす

　　f，～止す（中途放棄）：言い止す、食い止す、読み止す

　　g．～果たす（完遂）：使い果たす、討ち果たす

　　h．～漏らす（失敗）：書き漏らす、聞き漏らす
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i．～付く（着手）：寝つく、居付く、住み付く

j．～落とす（不成功）：言い落とす、書き落とす、見落とす、釣り落とす、取り

　　　　　　　　　　落とす

k．～交わす（動作のやりとり）：言い交わす、呼び交わす、見交わす、酌み交わ

　　　　　　　　　　　　　　す、取り交わす

1．～回す（動作を繰り返し行う）：掻き回す、引っ掻き回す、小突き回す、

　　　　　　　　　押し回す、撫で回す、こね回す、いじくり回す、嘗め回す

m．～習わす（習慣）：言い習わす、書き慣わす、呼び慣わす

n．～返る（完全にその状態になる）：沸き返る、しょげ返る、静まり返る、

　　　　　　　　　　　　　　　　　呆れ返る

o．～績る（事象の継続）：鳴り績る、降り頻る

p．～こなす（習熟）：使いこなす、歌いこなす、着こなす、弾きこなす、

　　　　　　　　　読みこなす、乗りこなす

　第三に、山本（1984）の分析における、（13）の皿類「後項が格関係を支配する場合」

（e．g．期限が差し迫る）について考えよう。影山（1993：102－103）の分析によれば、「差し一」

「引き一」「掻き一」「取り一」は、複合動詞において、接頭辞化しており、意味的にも希

薄化しているという。特に、「掻き一」「差し一」「取り一」は、「強調」の意味をV2に添

えるだけでしかないという。接頭辞化の根拠として挙げられているのは、「掻く」「差

す」「取る」は元来他動詞で、後述する「他動性調和の原則」により、非対格自動詞と

は組み合わさらないはずであるが、実際には「差し一」「掻き一」「取り一」は、以下に示

すように、他動詞と組み合わさるのはもちろん、非対格自動詞とも複合が可能である。

このことが、「掻き一」「差し一」「取り一」がすでに他動詞としての本来の他動性を失い、

接頭辞化していることの根拠となる。以下、筆者例をも加えながら、影山（1993：102）

で挙げられている例を示す。

（18）掻き一：

　　　掻き＋非対格：（一天にわかに）掻き曇る、（悲しみに）掻き暮れる、

　　　　　　　　　掻き消える

　　　掻き＋他動詞：掻き口説く、（資金を）掻き集める、（虚栄心を）掻き立てる、
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掻き乱す、掻き消す（筆者例）

（19）差し一：

　　差し＋非対格：（太陽が）差し昇る、差し響く、差し迫る、（筆者例：差しかかる）

　　差し＋他動詞：差し入れる、差し押さえる、差しかける、差しかざす、差し替え

　　　　　　　　　る、差し上げる、差し向ける、差し出す、差し止める、

　　　　　　　　　差し立てる、差しつかえる、差し控える、差し回す、

　　　　　　　　　差し引く、差し戻す、差し挟む、差し招く

（20）取り一：

　　取り＋非対格：取り澄ます、取り付く、取り紛れる、取り掛かる

　　取り＋他動詞：取り合わせる、取り扱う、取り集める、取り繕う、取り片付ける、

　　　　　　　　　取り交わす、取り決める、取り崩す、取り組む、取り消す、取り

　　　　　　　　　壊す、取り鎮める、取り散らす、取り揃える、取り仕切る、取り

　　　　　　　　　次ぐ、取り付ける、取り計らう、取りまとめる、取り止める、

　　　　　　　　　取り寄せる、取り乱す

　接辞化していると分析される「掻き一」「差し一」「取り一」は、他動詞との組み合わせ

の用法には、やはり以下のような元来の語彙的意味が含まれる。

（21）a．掻き一：広範囲に渡って動作が行われ、広範囲に渡る状態変化が含意される。

　　b差し一：起点から着点へという二点を結ぶ移動現象が含意される。

　　c．取り一　「掻き一」「差し一」とは異なり、空間表現上、特別な指定はなく、何かを

　　　　　　　処理するという行為が含意される。

　このほかにも、「立つ一」も、接頭辞化した前項の例として挙げられるであろう。例

えば、「立ち向かう」「立ち戻る」「立ち寄る」、他動詞の「立て一」も、「立て込む」の

ような、強調の意味を添える用法がある。しかし、いずれにしても、他動詞用法にお

いて、元来の語彙的意味は残されており、後項が移動動詞で、立っている状態という

語彙的意味が残されている。

　さて、（21）のうち、「取り一」は、中国語の結果複合動詞の前項動詞にしばしば用い

られるく打da－〉と、前項動詞の接頭辞化という点で類似点があるのは、興味深い。
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中国語のく打da－〉は、元来、〈打一〉は、基本義は「叩く、壊す」であるが、多義で、

球技関係く打da棒球bangqiu＞（野球をする）、遊戯関係く打da撲克puke＞（トランプを

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電話dianhua＞（電話をかける）

等、「軽動詞」（light　verb；形態・機能的には動詞であるが、意味が軽い、即ち語彙的意

味が希薄化している動詞で、英語のdo，日本語の「～する」にあたる）に近い機能を持

っている。元来の意味が希薄化し、単なる行為を表す軽動詞が前項動詞に来ると、〈

打敗dabai＞（敗るyabur－u）→〈打敗dabai＞（敗れるyabur－e－ru）のように、　V　lの他動性

が失われ、「破る」という他動詞から「敗れる」という自動詞化が起こる、という点で

も、「取り一」が非対格動詞と結びっいて、複合動詞全体が非対格動詞になるという現

象と共通点がある。

　ちなみに、日本語においても、中国語のく打da－〉に対応する「打ち一」も、接頭辞

化のもう一つの例になるだろう。

（22）打ち一

　　打ち＋非対格動詞：打ち続く　（日照り、災害、デフレ、不祥事）、～に打ち負ける

　　　　　　　　　　打ち死ぬ

　以上のように、「掻き一」「差し一」「取り一」「打ち一」は、接頭辞化し、非対格動詞と結

びつく場合は、後項動詞となる非対格動詞の格関係が複合動詞全体の格関係を決定し

ているため、「右側主要部の原則」を示す良い例となる。しかし、これ以外にも、「右

側主要部の原則」が日本語においてあてはまる重要な例がある。それは、第三章で挙

げた、因果関係を表す複合動詞の場合である。

（23）　「他動詞＋非対格動詞」→非対格動詞：

打ち上がる、持ち上がる、　吸い上がる、

吹き上がる、つり下がる、　折り曲がる、

吹き飛ぶ、　積み重なる、　覆いかぶさる、

突き刺さる、引きちぎれる、　張り付く、

焼き付く、　吸い付く、　　　踏み固まる、

焼き上がる、炊き上がる、　ちぎり取れる、
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擦り切れる、擦りむける、　突き出る

（23）の例は、他動詞と非対格動詞が組み合わさって、非対格の複合動詞が形成される

例である。第五章でみるように、中国語においても同様の複合がみられることや、第

六章で扱う使役起動交替現象において、（23）の各例は、前項の他動詞の動作主を統語

的に表さず、状態変化をおこす対象を主語とするという点において、影山（1996）が提

案する「脱使役化」（decausativization）と呼ばれる現象とみなすことができる。（23）の

各例は、そうした意味で、非対格性の普遍性を表す重要な例となるのだが、日本語の

複合動詞における、右側主要部の原則を如実に表す例でもある。

　以上、句における主要部、語における主要部について考察し、日本語は、句におい

ても、語においても右側が主要部となることをみた。一方で、中国語は、日本語のよ

うには単純ではない。というのも、句構造において、名詞句は右側主要部、動詞句は

左側主要部であるからである。動詞句は左側主要部であるということは、英語と同様、

動詞の後ろに、目的語のみならず、様々な後置成分をおくことができ、結果述語も、

英語の結果構文と同様に、動詞の後におくことができる、ということを意味する。中

国語の結果複合動詞の主要部の位置については、先行研究においては、主要部左説と

主要部右説の両方があるが、この点については、次の第五章で再び議論したい。

4．3　日本語の　語彙的複合動詞の項の受け継ぎ

　では、右側主要部の原則によって、複合動詞全体の項構造が、どのように後項動詞

から受け継がれていくのかを考察しよう。

　影山（1993：106－109）では、日本語の語彙的複合動詞の項の受け継ぎ現象には、四つの

パターンがあると述べている。その四つのパターンとは、以下のとおりである。

（24）a．主要部からの受け継ぎのみ　e．g．「ドアを押し開ける」

　　b．主要部からの受け継ぎと所有関係の合成　e．g．「服の汚れを洗い落とす」

　　c．主要部と非主要部からの受け継ぎ　e．g．「夜の町を飲み歩く」

　　d．主要部への非主要部の項構造の埋め込み（補文関係の複合動詞の場合）

　　　　e．g．「アリアを歌い上げる」
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　日本語の「動詞＋動詞」型複合動詞において、右側主要部の原則は、後項動詞が、

複合動詞全体の「動詞の種類（他動詞、非対格動詞、非対格動詞）」と「格関係」を決

定するが、項の受け継ぎに関しては、前項動詞の情報をも取り入れていく。つまり、

左側の要素と右側の要素が同じ種類の項をもつ場合は右側の項が優先的に引き継がれ

るが、右側にない項を左側が持っている場合は、左側のその項の情報も複合語全体に

引き継がれる。これうした規則は、「相対化右側主要部の規則」として、Kageyama（1982），

Selkirk（1982）で提案されている。但し、あくまでも右側が主要部なので、左側の非主

要部の前項動詞の項のみ引き継がれて、右側の主要部の後項動詞の項が引き継がれな

い、ということはない。第五章で中国語の結果複合動詞について検証するように、中

国語の結果複合動詞についても、同様のことがいえる。

　では、実際に（24）の四つのタイプについて、例示していこう。四角で囲んである項

は、複合動詞の項構造に受け継がれていることを示す。まず最初に、「主要部からのみ

受け継ぐ」場合について考えよう。

（25）主要部からの受け継ぎのみ　e．g．「ドアを押し開ける」

　　　　押し開ける

　　　（A2　　＜Th2＞）

　押す

（Ag1　＜Th1＞）　　（A　2

開ける

＜Th2＞）

同定

同定

　（25）のパターンは、V1及びV2が完全に同じ項構造をもつ場合で、日本語の語彙的

複合動詞のうち、最も多いパターンである。影山（1993：107）によれば、先の議論から、

日本語の複合動詞の主要部は右側にあることが判明しているから、右側にあるV2の

項構造がそのまま複合動詞全体に転写される。ただ、それだけではVlとV2の他動性

が符合することが捉えられないので、V2の項構造の転写が起こる前に、　V1とV2の
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間で他動性のチェックが行われ、両者のAgent項とTheme項がそれぞれ「同定」

（identification）或いは「同一指標化」（co－indexation）を受けるものと仮定する。こうし

た「項の同定」は、「θ同定」と呼ばれ、前項動詞が表す事象と後項事象が表す事象が

一っの事象（ここでは「手段一結果」事象）として合成され、一語としての複合動詞が

生み出されるときに必要な一般的操作である。以上が、影山（1993：107）の説明である。

　次に、主要部からの受け継ぎと所有関係の合成の場合について考えよう。

（26）主要部からの受け継ぎと所有関係の合成e．g．「服の汚れを洗い落とす」

　（服の汚れを）洗い落とす

　　　　　（Ag2　＜ThlのTh2＞）

　　　洗い

（Ag1匝ヨ）　（A　2

落とす

＜Th2＞）

所有関係の合成

（26）では、右側主要部の原則により、V2の項構造はそのまま「洗い落とす」の項構造

に引き継がれるが、VlからはV2に欠けている情報、っまりTheme2と、「全体一部分」

の関係にあるThemel「服」が補充され、所有関係をもつ複合的内項として合成される。

　第三に、主要部と非主要部の両方から項が引き継がれている場合について考えよう。

（27）主要部と非主要部からの受け継ぎ　e．g．「夜の神戸亘おいしいワイン亘飲み歩く」

飲み歩く

（A　2　　＜Path，　Th＞）

　　飲み　　　　　歩く

（Agl　E亘ヨ）A2＜Path＞）

同定 Path：ヲ格で表される経路項
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　ここでも、右側の「歩く」の項構造が「飲み歩く」全体に引き継がれるが、と同時

に、Vlの「飲む」からも、　V2の項構造には欠けている情報、即ちTheme「おいしい

ワイン」が補充される。ここで興味深いのは、「夜の神戸をおいしいワインを飲み歩く」

と「ヲ格」が二っ出現してもさほど違和感がないことである。「ヲ格が同一節内に二つ

出現することはできない」という「二重ヲ格の制約」（柴谷1978）があるが、ここでは、

「飲む」が「対象項」のヲ格、「歩く」が「経路項」のヲ格と、異なる意味役割の項を

とっているため、（27）の文は適格文である。

　最後に、補文関係の場合の項の受け継ぎにっいて考えよう。先に（16）において、補

文関係の複合がどのように項構造で行われるかという影山（1993：109）の分析をみたが、

この複合を、項の受け継ぎという観点からみると、（28）のようになる。

（28）主要部への非主要部の項構造の埋め込み（補文関係の複合動詞の場合）

　　e．g．「アリアを歌い上げる」

歌い上げる

（A2　　〈Event（A　l，Th）〉）

歌う 上げる

（A1　＜Th＞）　　（A　2　＜Event＞）

同定　＿

前項動詞の項構造の

Event項への埋め込み

　補文関係の複合動詞の場合も、やはり右側主要部の原則が保たれるとすれば、V2

の項構造のEvent項にVlの項構造がそっくり埋め込まれ、埋め込まれた後にV2の項

構造が複合動詞全体に受け継がれることになる。

　以上、日本語の語彙的複合動詞の項の受け継ぎが、右側主要部の原則に従って、ど

のように説明できるかを考察した。以上の四つのパターンのなかで、もう一点注目す
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べき点は、いずれも、V1とV2の主語どうしの同定が行われている点である。これは、

Matsumoto（1996），由本（1996）が指摘している「主語一致の原則」　「主語の同定原則」

が日本語の語彙的複合動詞における形態統語論的な制約を有することの反映である。

　ここで、以上挙げた四つのパターン以外に、もう一つのパターンとして、これまで

の議論でしばしば注目してきた「‘他動詞＋非対格動詞’→非対格動詞」の場合の項の

受け継ぎを追加して表示しておきたい。このパターンの例として、（23）を以下に再録

する。

（23）　「他動詞＋非対格動詞」→非対格動詞・

打ち上がる、持ち上がる、

吹き上がる、つり下がる、

吹き飛ぶ、　積み重なる、

突き刺さる、引きちぎれる、

焼き付く、　吸い付く、

焼き上がる、炊き上がる、

擦り切れる、擦りむける、

吸い上がる、

折り曲がる、

覆いかぶさる、

張り付く、

踏み固まる、

ちぎり取れる、

突き出る

　こうした例は、西尾（1988），影山（1993）では、V2に対応する他動詞があり、「他動詞＋

他動詞」（e．g．積み重ねる）から逆形成を経て自動詞化されたという分析が示されている

が、ここで注目したいのは、何故（23）のような自動詞化がシステマティックに起こる

のか、という点である。この問題に関しては、第六章で論じる「脱使役化」（意味上の

動作主を背景化し、統語構造には表さず、状態変化の結果主体を主語においた自動詞

化）において、再びたちもどりたい。

　ここでは、由本（2001：468）で挙げられている、このタイプの複合動詞で、自動使用

法しかない「着膨れる」を例にしてその項の受け継ぎを考えよう。
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（29）

着膨れる

　　着る　　　　膨れる

（Ag　〈Th1》）［匝］

主語の同定

　この場合が、今まで見た四つのパターンとは異なる点は、二っある。第一の相違と

して、V1「着る」の内項であるTheme1が複合動詞「着膨れる」には全く受け継がれ

ない。第二の相違としては、VlのAgentとV2のTheme2という異なる意味役割間で、

同定が起こっている点である。但し、右側主要部の原則及び主語一致の原則は、この

場合にも保持される。

　（29）にみられるような項の受け継ぎは、実は、中国語の結果複合動詞の脱使役化（e．g．

穿破chuan－po　［vt履き潰す］の他動詞用法→脱使役化→［v＿c。，at、v，履き潰れる1］の自動

使用法）においても同様にみられるが、この問題に関しても、第五章の中国語の結果複

合動詞の考察において再び立ち戻ることにする。

4．4日本語の語彙的複合動詞の複合制約「他動性調和の原則」

　次に、日本語の語彙的複合動詞は、どのような動詞のタイプの組み合わせが多いの

だろうか。鈴木（2006：172－175）は、日本語の語彙的複合動詞2，751語2について、他動詞、

自動詞、能格動詞3という三っの動詞分類により、前項動詞、後項動詞、複合された複

1「安い靴だったから、あの靴はもう履き潰れた」という文を容認する母語話者もい
るが、これは、因果関係の意味関係の複合動詞のうち、V2が自他対応がある他動詞を、
脱使役化してV2を非対格用法に変換する生産的な語形成メカニズムが日本語の母語
話者の脳の中に埋め込まれているためだと思われる。
2中村（1998）のV2リストを元に『大辞林』（電子ブック版（1992）．松本明編．三省堂）

から抽出し、統計をとっている。
3日本語における、ごく少数の自他同形動詞。例えば、「吹く、巻く、指す、引く、開
く、迫る」がデータに含まれていたという。
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合動詞の三者の複合パターンの統計をとっている。鈴木（2006：172－173）の統計値を少し

わかりやすく編集を加えてここに引用すると

（30）　複合パターンの統計値

順位　　　　複合パターン　　　　　数

、以下のとおりとなる。

　パーセント　　　　　例
L2

計累

他動詞＋他動詞→他動詞

自動詞＋自動詞→自動詞

他動詞＋自動詞→自動詞

他動詞＋能格動詞→他動詞

能格動詞＋他動詞→他動詞

他動詞＋自動詞→他動詞

自動詞＋他動詞→自動詞

自動詞＋能格動詞→自動詞

他動詞＋他動詞→自動詞

能格動詞＋自動詞→自動詞

自動詞＋他動詞→他動詞

他動詞＋能格動詞→自動詞

205934L

10／00（∠－1

7874144187655433

49．15％

17．81％

7．31％

3．96％

3．16％

2．87％

2．44％

1．96％

1．85％

1．60％

1．24％

1．13％

94．44％

（以下、鈴木（2006）では、1％以下は割愛されている）

　押し開ける、塗り替える

　消え入る、走りくたびれる

　打ちあがる、組み上がる

他動詞＋｛～込む／～寄せる｝

　張り上げる、差し当てる

　　持ち歩く、買い回る

自動詞＋｛～込む／～寄せる｝

生まれ合わせる、逃げ切る

　　盛り返す、思い詰める

　　巻き上がる

　　飛び散らす

他動詞＋｛～込む／～寄せる｝

　（30）の統計から、日本語の語彙的複合動詞の複合パターンのうち、最も多いタイプ

が第一位と第二位の、「他動詞＋他動詞→他動詞」及び「自動詞＋自動詞→自動詞」で、

合わせて66．96％を占めていることがわかる。また、第三位の「他動詞＋自動詞→自動

詞」タイプには、先の議論でしばしば注目した、「因果関係」で「他動詞＋非対格自動

詞」（e．g着膨れる、打ち上がる、積み重なる）である場合も含まれおり、非対格性が

優先される場合というのも、さほど少なくない、ということがわかる。

　さて、日本語の語彙的複合動詞が、「他動詞＋他動詞→他動詞」の組み合わせが一番

多い、という言語事実は、かねてより直観的にとらえられていたが、影山（1993：116－126）

は、この直観を、語彙的複合動詞の複合制約に一般化し、語彙的複合動詞の多くが同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　100



じタイプの項構造をもつ動詞としか複合しない、という

提案している。

「他動性調和の原則」として

（31）　「他動性調和の原則」

　　語彙的複合動詞の複合は、

　　i）ともに外項をもつ他動詞・非能格動詞間の複合か、

　　あるいは、

　　li）外項をもたず、内項しかもたない非対格動詞間の複合

　　のいずれかである。

　その例として、影山（1993：118－122）で挙げられている例に筆者の例を加えて例示する

と、（32）及び（33）となる。

（32）　「他動詞と非能格動詞」の間の組み合わせ

　　a．他動詞＋他動詞（cf．V2が自他対応がある自動詞である（33a）との対比に注意）

　　　　洗い落とす、ぬぐい落とす、切り落とす、切り倒す、叩き落とす、吹き消す、

　　　　思い起こす、突き崩す、押し潰す、射止める、追い散らす

　　b．他動詞＋非能格動詞

　　　　探し回る、買いまわる、嘆き暮らす、待ち暮らす、待ち構える

　　c．非能格動詞＋他動詞

　　　　泣き落とす、競り落とす

　　d．非能格動詞＋非能格動詞

　　　　言い寄る、這い寄る、駆け寄る、飛び降りる、駆け下りる

（33）　他動詞または非能格動詞と非対格動詞との組み合わせ

　　a．他動詞＋非対格動詞（cf．　V2が自他対応がある他動詞である（32a）との対比

　　　　　　　　　　　　　に注意）

　　　　＊洗い落ちる、＊ぬぐい落ちる、＊切り落ちる、＊切り倒れる、＊叩き落ちる、

　　　　＊吹き消える、＊思い起きる、＊突き崩れる、＊押し潰れる、＊射止まる、

　　　　＊追い散る
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b．非対格動詞＋他動詞

　　＊崩れ落とす、＊揺れ落とす、＊売れ飛ばす（cf．売り飛ばす）、＊揺れ起こす（cf．

　　揺り起こす）、＊あきれ返す（cf．あきれ返る）

c．非対格動詞＋非能格動詞

　　＊（風が）吹き回る、＊落ち回る、＊流れ回る、＊つまずき回る、＊ころび降り

　　る、＊崩れ降りる、＊あふれ降りる

d．非能格動詞＋非対格動詞

　　＊目が泣きはれる、＊走りころぶ、＊走り滑る、＊泳ぎ溺れる

　複合動詞の組み合わせのうち、最も多いのは、（32a）の「他動詞＋他動詞」の組み合

わせである。（32a）の後項動詞を自他対応のある自動詞、即ち非対格動詞に代えたもの

が（33a）となっているが、（33a）　「他動詞＋非対格動詞」は非文法的である。さらに、

（33b）の「非対格動詞＋他動詞」の組み合わせも、非文法的であり、　「他動性調和の原

則」が適用される例となっている。

　ちなみに、第五章で詳述するように、中国語の複合動詞の典型は、日本語では非文

法的となる（33a）の「他動詞＋非対格動詞」の組み合わせである。こうした日本語と中

国語の対照的な言語事実は、日本語の複合動詞の複合には、形態統語論上の制限が強

く働いているのに対し、中国語の複合動詞の複合においては、そうした制限が働かな

い可能性を示唆する。つまり、日本語では、自動詞・他動詞の形態的区別及び主格・

対格の形態的標識があるため、動詞の組み合わせにヴォイスに関わる形態統語論上の

制限が強く働く。一方、中国語では、自動詞・他動詞の形態的区別も、主格・対格の

形態的標識もなく、動詞の組み合わせがヴォイス上の制限を受けず、意味構造をその

まま反映した複合動詞が形成されるのである。

　さて、影山（1993：123－126）は、語彙的複合動詞と分類されるにもかかわらず、他動性

調和の原則に従わない例外的現象として、以下の二種類の場合を挙げている。

　まず最初の例外的現象として、影山（1993：129－133）では、項構造レベルでの複合では

なく、意味構造レベルでの複合の例として、方向の意味を表す「～込む」　「～去る」

「～出る」を挙げている。影山（1993）の枠組みのなかでは、意味構造のレベルとして、

「語彙概念構造」（Lexical　Conceptual　Structure；LCS）という意味構造が設定されている。

「～込む」を例にして、語彙概念構造を用いた影1」」（1993：129－133）の分析を（34）に挙げ
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る。

（34）　「～込む」：［EvENT　BEcoME［y　BE　IN　z］］

　　a．他動詞＋「～込む」

　　　　　　「植える」：xDo［cAusE［EvENT　BEcoME［y　PLANTED　IN　z］］］

　　　　　十「込む」：［EvENT　BEcoME［y　BE　IN　z］］

　　　→xDO［CAUSE［EvENT　BECOME［y　PLANTED　IN　z］］］and

　　　　　［EvENT　BECOME［y　BE　IN　z］］

　　　→xDO［CAUSE［EvENT　BECOME［y　PLANTED　IN　z］］and

　　　　　BECOME［y　BE　IN　z］］］

　　b．非対格動詞＋「～込む」

　　　　「（大金が）転がり込む」

　　　　　「転がる」：［EvENT　y　GO　in　manner　（p］

　　　　　　十「込む」：［EvENT　BEcoME［y　BE　IN　z］］

　　　　　→［EvENT　y　GO　in　manner（p］and［EvENT　BECOME［y　BE　IN　z］］

　　　　　→［EvENT　y　GO　in　manner（p　and　BECOME［y　BE　IN　z］］

　　c．非能格動詞＋「～込む」

　　　　「駆ける」：xi　DO［EvENT　yi　GO　in　manner（p］

　　　　　　十「込む」：［EvENT　BEcoME［y　BE　IN　z］］

　　　　　→xi4　DO［EvENT　yi　GO　in　manner（p］and［EvENT　BECOME［yi　BE　IN　z］］

　　　　　→xi　DO［EvENT　yi　GO　in　mannerΦ　and　BECOME［yi　BE　IN　z］］

　　第二の例外的現象として影山（1993：129－133）が挙げている現象は、元来は、他動性

調和の原則に基づいて複合された「他動詞＋他動詞」の複合動詞のうち、後項動詞が

「使役起動交替」（Causative／lnchoative　Alternation）を起こす動詞の場合、後項動詞が対

　　4外項Xi及び内項yiにおいて右下付きに付された＜i＞は、両者が「同一指示」

（coreferential）であることを示す。同一指示の分析を採用することにより、［EvENT　y　GO　in

mannerΦ］として表される非対格事象としての移動事象が、意図的に行われることを表

している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103



応する自動詞に取り代わることによって、複合動詞全体の自動詞化が起こる（35）のよ

うな例である（影山1993：126）。

（35）a．打ち上げる　→　打ち上がる

　　b．入れ替える　→　入れ替わる

　　c．煮詰める　　→　煮詰まる

　　d．積み重ねる　→　積み重なる

　こうした自動詞化は、一見、他動性調和の原則の例外現象にみえるが、元来の複合

動詞が「他動詞＋他動詞」であり、実際には他動性調和の原則に反する例ではない。

但し、松本（1998：注16）も指摘するように、どのような場合に複合動詞の自動詞化が可

能かは興味深い問題であり、これは、第六章において中国語の複合動詞の使役起動交

替を論じる際に、あわせて考察する。

4．5　語彙的複合動詞の形態統語的複合制約「主語一致の原則」

　Matsumoto（1996），由本（1996）は、他動性調和の原則の例外事象として、前項が原因

を表す他動詞又は非能格動詞で、後項が結果を表す非対格動詞であるような、ある程

度生産性をもつ組み合わせを指摘している。松本（1998：49）より（36）にそうした例を挙

げる。

（36）a．非能格動詞＋非対格動詞

　　　　歩き疲れる、遊び疲れる、立ち疲れる、座り疲れる、しゃべり疲れる、

　　　　鳴きくたびれる、走りくたびれる、泣きぬれる、泣き沈む

　　b．他動詞＋非対格動詞

　　　　読み疲れる、待ちくたびれる、飲みつぶれる、食いつぶれる、聞きほれる、

　　　　見ほれる

（36）のような複合をふまえたうえで、由本（1996）、　松本（1998）は、日本語の語彙的複

合動詞の複合制約として、他動性調和の原則よりもより制限の緩やかな「主語一致の
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原則」を提案している。松本（1998：72）によれば、主語一致の原則は、以下のように定

義される。

（37）主語（卓立項）一致の原則：

　　二つの動詞の複合においては、二つの動詞の意味構造の中で最も卓立性の高い参

与者（通例、主語として実現する意味的項）同士が同一物を指さなければならない。

　影山（1993），影山（1996），影山・由本（1997），松本（1998）も指摘するように、この主語

一致の原則は、中国語の複合動詞は、意味構造で合成され、形態統語論上の制約も日

本語に比べて非常に緩やかであるため、適用されない場合がほとんどである。第五章

で示すように、中国語の結果複合動詞の典型例は、

（38）他動詞＋非対格自動詞→他動詞

　　e．g．推升tuikai（押す＋開（あ）く；日本語では「押し開ける」）

であり、筆者が《汲1吾功洞一鈷果朴活搭配洞典》より抽出した1，866例の結果複合動

詞の組み合わせのうち、生起数が40％と最も多い。つまり、中国語の結果複合動詞の

複合制約には、他動性調和の原則も、主語一致の原則も、いずれも無関係なのである。

前述のように、この日中両語間の顕著な対比は、動詞の自他及び主格・対格の形態的

標識の有無によるものである。つまり、日本語には動詞の自他及び主格・対格の形態

的標識があるので、少なくともこうしたヴォイス上の形態的一致が必要不可欠である。

一方、中国語には、こうした形態的標識がないので、意味構造をそのまま反映した述

語の複合が形態統語論的には自由に起こる、といえるだろう。

4．6　語彙的複合動詞の意味的原則「非対格性優先の原則」

　日本語の語彙的複合動詞の原則として、形態統語的な複合制約である「主語一致の

原則」以外に、もう一つ、意味的原則として「非対格優先の原則」（由本2001）が挙げ

られる。由本（2001）は、日本語のVIV2型複合動詞において、どのような動詞と動詞

が複合されるかについて、他動詞、非能格動詞、非対格動詞の組み合わせの全ての例
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について検証した結果、　「他動性調和の法則」の例外が、全て非対格動詞が関わって

いることに注目し、以下のような「非対格優先の原則」を提案している。

（39）　「非対格優先の原則」由本（2005：144）

「動詞＋動詞」の語彙的複合動詞において、［－acc］の格素性は、主要部・非主要部

に関わらず、複合動詞に受け継がれなければならない。

この原則は、　「動詞＋動詞」の語彙的複合動詞において、もし非対格性が前項動詞か

後項動詞かのどちらかに存在する場合、その非対格性は、必ず複合動詞全体に受け継

がれ、複合動詞全体は非対格動詞となり、対格を与えることができなくなる、という

一般化である。

　先に注目した他動性調和の法則（36）を再録して、この非対格性優先の原則を考察す

ると、（36）のいずれの例も、非対格動詞と組み合わさると、複合動詞全体が非対格動

詞になっており、非対格性優先の原則は、正しく言語事実を予測できる。

（36）a．非能格動詞＋非対格動詞→非対格動詞

　　　　歩き疲れる、遊び疲れる、立ち疲れる、座り疲れる、しゃべり疲れる、

　　　　鳴きくたびれる、走りくたびれる、泣きぬれる、泣き沈む

　　b．他動詞＋非対格動詞→非対格動詞

　　　　読み疲れる、待ちくたびれる、飲みつぶれる、食いつぶれる、聞きほれる、

　　　　見ほれる

　由本（2005：138－147）は、日本語の複合動詞において、複合動詞全体が、前項動詞、後

項動詞のどちらから、「下位範疇化素性」を受け継いでいるかについて検証している。

「下位範疇化素性」（subcategorization　feature）とは、ここでは、動詞がどのような「補

部」（complement）をいくつとるかについての情報である。動詞の「下位範疇化素性」

の例をいくつか挙げよう。
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　　　あ（40）a．開く

　　b．開ける

　　c．歩く

　d．慣れる

　e．思う　：

　f，あげる：

’［φ＿　］

：［NP一ヲ　　　］

：　［（NP（Locative，　Path）一ヲ

：　［NP一二＿　］

　［NP一ヲ／CP一ト　　　　　］

　［NP一二　　NP一ヲ　＿　］

］

φ：補部がゼロである、即ち目的語を取らないことを表す。

CP：Complementizer　Phraseの略で、補文（従属節）がとる統語範疇をCPと表す。

　次に、由本（2005：138－147）は、①複合動詞がVlから下位範疇化素性を受け継ぐ場合、

②複合動詞がV2から下位範疇化素性を受け継ぐ場合、に大きく分け、各複合パター

ンにっいて、語彙的複合動詞の場合と、統語的複合動詞の場合に両方について、検証

している。以下、由本（2005：138－147）の分類に用例や解説を加えながら、考察していく。

　まず、語彙的複合動詞について考察しよう。

（41）Vlの下位範疇化素性を受け継いでいる語彙的複合動詞

　a．非対格自動詞＋他動詞→非対格自動詞　　（V2の文法化）

　　～上げる（方向）：（谷から風が）吹き上げる、しゃくり上げる、むせび上げる

　　～つける（方向＋接触）：（太陽が浜辺に）照りつける、吹きつける

　　～合わせる（接触、同時空性）：居合わせる、生まれ合わせる

b．非能格自動詞＋他動詞→非能格自動詞

　　～合わせる（接触、同時空性）：乗り合わせる、泊まり合わせる

　　～詰める（到達：過程＋到達）：登り詰める

　　～きる（到達）：あきらめきる、なりきる

　　～かける（方向）：働きかける、笑いかける、ほほえみかける

　　～交わす（共同の動作）：鳴き交わす
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c．他動詞＋非対格自動詞→他動詞

　　　（日本語では、該当する例なし）

　　　（中国語では、もっとも典型的な他動詞用法の結果複合動詞となる。

　　　e．g．奈sha　（殺す）＋死si（死ぬ）　→　奈sha死si殺す）

d．他動詞＋非能格自動詞→他動詞

　～暮らす（様態＋動作）：（恋人を）待ち暮らす、嘆き暮らす、眺め暮らす

　～歩く　（様態＋動作）：連れ歩く、食べ歩く、飲み歩く

　～つく（到達）：思いつく、考えつく

　～寄る（方向、集合）：持ち寄る

　～帰る（方向、帰着）：持ち帰る、連れ帰る

　～去る（方向、離脱）：運び去る

e．自動詞＋自動詞→V1の下位範疇化素性を受け継ぐ自動詞

　～渡る（結果、普及）：知れ渡る、

　　～慣れる（結果、主語の結果叙述、補文型）：

　　　（砂漠｛を／＊に｝歩き慣れる（砂漠を歩くことに慣れる）

f．他動詞＋他動詞→V1の下位範疇化素性を受け継ぐ他動詞

　～払う（方向、結果、対象の消滅）：（本を（＊倉庫から））売り払う

　～たてる（動作性）：（年貢を小作から）取りたてる（cf．＊小作からたてる）

（42）　V2の下位範疇化素性を受け継いでいる語彙的複合動詞

a．非対格自動詞＋他動詞→他動詞

　　　　（該当する例なし）

b．非能格自動詞＋他動詞→他動詞

　　～とばす：笑い飛ばす

　～とる（獲得）：勝ち取る、乗っ取る

　～回す（経路）：乗り回す
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～はらす：泣きはらす

～落とす（方向）：泣き落とす

伏し拝む

乗り換える

c．他動詞＋非対格自動詞→非対格自動詞

（V2が自他対応の他動詞がある場合が多い）

　飲みつぶれる、着膨れる、食い倒れる、聞き惚れる

～くたびれる：待ちくたびれる

～付く　（粘着）：はり付く、結びつく

～切れる：擦り切れる（自然現象）

～上がる（方向）：打ちあがる（「打ち上げる」の使役交替）

～下がる（方向）：吊り下がる（「吊り下げる」の使役交替）

～重なる：積み重なる（「積み重ねる」の使役交替）

d．他動詞＋非能格動詞→非能格動詞

　～つく（到達、接触）：追いつく、噛み付く、食いつく、かじりつく、だきつく

　～かかる（方向）：襲い掛かる、切りかかる、けりかかる、攻めかかる、

　　　　　　　　　つかみかかる、殴りかかる

e．自動詞＋自動詞→V2の下位範疇化素性を受け継ぐ自動詞

　～くたびれる：走りくたびれる

　～つく　（到達）：寝付く

f，他動詞＋他動詞→V2の下位範疇化素性を受け継ぐ他動詞

言い負かす

掬い入れる

言い逃れる

言い争う
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（43）V1，V2どちらからも下位範疇化素性を受け継いでいる語彙的複合動詞

　　（V2が移動事象を表す）

　　　部屋に　おかずを　持ち寄る

　　　家に　　残飯を　　持ち帰る

　　　鞄を　　荷台から　持ち去る

　　　その町を　毎日　魚を　売り歩いている

　さて、以上の（41）（42）（43）からわかることは、二点ある。まず、第一・に、該当する例

がない場合、即ち（41c）の「他動詞＋非対格自動詞→他動詞」及び（42a）の「非対格自動

詞＋他動詞→他動詞」は、日本語の語彙的複合動詞にはみつからない例であるが、い

ずれも、非対格動詞が関わっている。（41c）は、先にみたように、中国語の結果複合動

詞の典型例であるが、日本語では形態統語的制約により存在しない形で、「他動性調和

の原則」はこの形式の欠如を正しく捉えた原則である。

　（42a）の「非対格自動詞＋他動詞→他動詞」は、語彙的複合動詞の意味関係は、「並

列」「手段一結果」「原因一結果」「様態・付帯情況」「補文関係」そして筆者が主張する

ところの第六の意味関係「時間的先行関係」を認めるとすれば、この六種あることを

先の議論でみたが、このいずれにも（42a）の「非対格自動詞＋他動詞→他動詞」型が当

てはまらないのではないかと思われる。即ち、意味的にこの型は欠如していると思わ

れる。

　第二に、「他動性調和の原則」の例外（下線を引いた部分）が、由本（2001，2005）が正

しく捉えているように、いずれも非対格動詞が関与している点である。（41a）の「非対

格自動詞＋他動詞→非対格自動詞」（e．g．～上げる（方向）、～っける（方向＋接触）、

～合わせる（接触、同時空性））の例は、いずれもV2が「方向」や「接触」といった、

時空性に関わる概念で、影山（1993：129－133）で、方向の意味を表す「～込む」「～去る」

「～出る」を項構造レベルでの複合ではなく、意味構造レベルでの複合の例として扱

ったのと同様に、意味レベルでの複合が行われていると考えられる。次に、（42c）「他

動詞＋非対格自動詞→非対格自動詞」（e．g．待ちくたびれる、擦り切れる、吊り下がる、

積み重なる、着膨れる）は、因果関係を表し、まさに英語の結果構文や中国語の結果複

合動詞と同様、使役交替と深く関わる「非対格性」の現れとみなすことができる。

　さて、統語的複合動詞の下位範疇化素性の受け継ぎについては、由本（2005：141）で
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は、統語的複合動詞においては、V2の下位範疇化素性を受け継ぐものはほとんど見つ

からず、特定のものを除くと、すべてにおいてV1が複合動詞全体の統語的素性を決

定していると言って良いと述べている。以下に、例を挙げる。

（44）Vlの下位範疇化素性を受け継いでいる統語的複合動詞

　a．非対格動詞＋他動詞→非対格自動詞（V2は全てアスペクトを表す）

　　～始める：（氷が）溶け始める（開始）

　　～続ける：（花が）咲き続ける　（c£木が花を咲き続ける）　（継続）

　　～出す　：散り出す（起動）

　　～きる　：渇ききる（到達）

　　～ぬく　：苦しみぬく（到達）

　　～かける：腐りかける（起動）（cf．腐り出す）

b．非能格自動詞＋他動詞→非能格自動詞

　～終える：（車｛に／＊を｝給油し終える

　　～そこなう：（本庁｛に／＊を｝）出頭しそこなう、報告しそこなう、（電車に）乗

　　　　　　　　りこそなう

　　～始める：泳ぎ始める

　　～ぬく　：頑張りぬく

　　～かける：出発しかける、（論文を）書きかける

c．他動詞＋非対格自動詞→他動詞

　～慣れる：（その風景｛を／？に｝）見慣れる

　～遅れる：（手紙を（＊期限に）出し遅れる）

　～飽きる：（魚｛を／＊に｝）食べ飽きた

　　～過ぎる：食べ過ぎる

　　～し得る：達成し得る

d．他動詞＋非能格自動詞→他動詞

　　（該当するものなし）
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e．自動詞＋自動詞→V2から格素性を受け継がない自動詞

　　　～遅れる：（大阪から）出港し遅れる

　　　～（外国を）旅行し飽きる

f，他動詞＋他動詞→V2から格素性を受け継がない他動詞

　　　～残す：（問題を（＊来年に））解決し残した

（45）V2の下位範疇化素性を受け継ぎ得る統語的複合動詞

　　町屋亘喫茶店L建て直す。（c£＊町屋を喫茶店に建てる）

（46）Vl，V2両方の下位範疇化素性を受け継いでいる統語的複合動詞

　　健は花子とお互いの論文を読み合った。（cf．ジョンと気が合った）

（45）（46）のように、V2「～直す」「～合う」の下位範疇化素性としての格素性が受け継

がれる可能性もあるのだが、それはごく僅かな例で、殆どがV1の格素性が複合動詞

に受け継がれるという。これは、日本語の統語的複合動詞が、補文関係の構造をもつ

ため、先に（28）でみた、補文関係の語彙的複合動詞の項の受け継ぎと同様に、V2の

Event項にVlの項構造が埋め込まれる、というプロセスが働いていると思われる。

（47）主要部への非主要部の項構造の埋め込み（補文関係の複合動詞の場合）

　e．g．「魚を食べ飽きた」

Experiencerが〈Event（Agが，Thを）〉）

（魚を）食べる

（Agが　＜Th＞を）

（Vlの出来事に飽きる）

Experiencerが　　＜Event＞に）

　　　　　　　　　前項動詞の項構造の

　　　　　　　　　Event項への埋め込み

同定

Experiencer：「経験者」知覚、心理を経験する人を表す意味役割

ll2



（47）では、格素性という点では、確かにVlの格素性が複合動詞全体に「浸透」してい

るが、項構造そのものは、V2から受け継がれている、という点に注意しなければなら

ない。　「食べ飽きる」の主語は、動作主Agentではなく、　「経験者」（Experiencer）で

ある。

　ここで、再び「右側主要部の原則」について考えると、日本語の統語的複合動詞の

場合、格素性に関しては、Vlから、即ち左から、項構造に関しては、　V2から、即ち

右から、ということになる。主要部と認定する基準を、格素性に置くか、項構造に置

くかで、主要部の位置が変わってくる、という点をここで確認しておきたい。という

のも、これは、中国語の結果複合動詞の主要部を認定する際の情況と全く同じである

からである。第五章では、中国語の結果複合動詞の項の受け継ぎについて考察するが、

格素性や他動性に主要部認定の基準を置くならば、主要部は左、語彙的アスペクト素

性や使役起動交替の有無に認定の基準を置くならば、主要部は右、ということで基準

によって変わってくる、という点では、日本語の統語的複合動詞の主要部の認定の場

合と同じなのである。

4．7まとめ

　第四章では、日本語の語彙的複合動詞を中心に、その統語的性質について考察し、

第五章で中国語の結果複合動詞の意味と統語を考察する際の理論的枠組みや、予備的

考察を示した。第四章での議論をまとめると、次のようになる。

（48）　日本語の語彙的複合動詞は、格関係、意味的選択制限を決めている主要部の位

　　　置が、並列型を除いて、句構造の主要部と同様、V2、即ち右側にあることが検

　　　証される。

（49）　日本語の語彙的複合動詞の複合制約として、項構造レベルでの複合においては、

　　①他動詞と非能格動詞の組み合わせか、②非対格動詞の組み合わせかのどちらか

　　の組み合わせであるとする「他動性調和の原則」（影山1993）、「他動性調和の原則」

　　を改訂した「VlとV2の主語は一致していなければならない」という「主語一致

　　の原則」（Matsumoto（1996））、　「主語の義務的同定」（由本（1996））は、いずれも、
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動詞の自他、主格・対格に形態的な区別がある日本語の膠着語的な個別言語性に

基づく形態統語的な制約であり、動詞の自他、主格・対格に形態的な区別がない

中国語には全く適用されない。

（50）日本語には、「他動性調和の原則」という形態統語的な複合制約があるにもかか

　　わらず、別の意味的原則、即ち「非対格性」が形態統語的な複合制約よりも優先

　　される場合がある。例えば、　「着膨れる」　「積み重なる」　「書き疲れる」といっ

　　た例は、　「他動詞＋非対格動詞」という、形態統語的な複合制約では許されない

　　複合であるにもかかわらず、　「非対格性」が優先されて複合が許され、さらに形

　　成された複合動詞は、非対格動詞となる。こうした複合は、意味的には因果関係

　　にあり、V1の他動詞の動作主性はすでに背景化し、　V2が表す結果性が前景化す

　　ることによって、複合動詞全体は、非対格動詞となる。このプロセスは、　「植え

　　る→植わる」という「脱使役化」（影山1996，第六章で詳述）と呼ばれる、原因事象

　　の動作主（植えた人）を統語的に具現化せずに、結果として「植わっている」状

　　態のみを述べる非対格自動詞を派生するメカニズムと同じである。また、第五章、

　　第六章で詳述するように、中国語にも、同じプロセスが存在する。こうした言語

　　現象は、全て「非対格性」という意味が基盤となっているという点で、言語の普

　　遍性に通じるものである。さらに、類型的な視点からみると、日本語及び中国語

　　が、動作主を動詞という語彙レベルにおいて具現化しない方策を持っているとい

　　う点は、両言語が「なる」的言語型に属することの一つの根拠となるであろう。
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