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「結果を表わす動補構造」のタイプ
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参考文献

引用文献の略称リスト

現代白話と北京語の構造の違いは，しばしば大きく取り上げられる問題の一つである。筆

者は既に，北京語を材料として r結果を表おす動補構造d:の統辞法の分析を行っているが，

本稿では，現代白話 100万字のテキストを新たな材料として，同様の分析を試みてみた。そ

の結果'用剰了紗票二 4擦礎的血，に代表される二つの異質たタイプ主主見出Lたが，これらの

特異性はいずれも，現代白話と北京語の統辞法の違いに起閤する主い'5，'よ習は，個体@模議?

の語集的意味が統辞法に影響を与えていると考えられるものである。その他のタイフ。ほ北京

語の場合と全く問ーであり，結局，少くとも動補構造伝関Lては， @1t{'ミ由話ーさ北嘉穂が基本

的な構造の上で、間質性を保っていることがすっかうた。荷者の齢、が，住〆もにl必要き際跳Ii;Jこ

誇張して考えられているのではないかというのが本稿の結論である。

1. はじめ に

私は r結果を表わす動補構造の統辞法J([1中国語学』第 232号，ト 1985年11月， PP'. 24~ 

33)において， 等累了， (待ちくたびれた)，‘推倒了椅子， (椅子を押し倒した〉のように，

動詞主そのfili語とが相接して用いられ，意味め上では，動詞とその補語によって表わされる

それぞれの内容が因果関係にあると L、う特徴をもった「結果を表わす動補構造Jを取り上げ

て，その統辞法の分析を試みた。その擦の分析;ぱ料としては，現代の北京需によって創作活

動を行う代表的な作家として一般に認められている老舎の作品をえらんでみたがり，今回は

これに対し，時期も地域もより広い範囲にわたる現代自話の作品(五四運動以降の現代書き

言葉による各種の作品〉のやに言語材料を求めると，どのような結果が出るか，同様の分析

を試みてみたし、と思う。
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1. 1. 言語材料

今回取り上げる言語材料は，通産省電子技術総合研究所で、 kwic印出された，東京外国語

大学アジア・アフリカ言語文化研究所の白話高万字テキストのコンピュータ・ファイルであ

る。これは，五回運動以降今日に至るまでの白話文 100万字のテキストを機械処理したもの

で，北京語だけでなく，各種の方言のパックグランドを異にした87名の著者の代表的な作品，

著述の 167編が収録されている。また，現代白話の諸相を，できるだけ公平に，かつ全面的

にカバーするために，その作品のジャンノレは，哲学，歴史，考古学から随筆，新聞報道文，

創作にいたるまで，大別して12種という広い範囲にわたっている。 2)

1.2. 研究範函

分析の対象とする「結果を表わす動指j構造jについて，その特-徴てどここで確認しておく

と:

1) 動詞とそれに対する補語とが相接して用いられている;

2) 動詞によって表わされる内容と，それに対する補語によって表わされる内容とが，意

lJ;tcの上で因果関係にある;

3) 動詞とそれに対する補語のどちらも，本来は自由形式であり，また，それらが勤補構

造の中に置かれた際に，共に白血形式であったときの意味をそのまま保持してL倍。

ということになり，これらの特徴をすべて備えている動補構造を取り扱うこととする。

2. 動ー補構造の諸タイプ

まず，当該構造支の成分について考えてみる。動補構造文‘我推倒了椅子， (わたしは椅子

を押L倒Lた〕を例にとると:

推……動補構造の動詞〈以後Vb記号花して表わす〉

{主ト…・・動補構造の補語 (//R 11 ) 

我-…・・動補構造の主体( 11 ~ グ

椅子…動補構造の客体( /1 0 F 〉

の4つが，動補構造文に産接関与する成分である。

動補:構造 (VR)は，'1会Rの結合Lたものであるが;VもRも本来自由形式であること

は， 1. 2.で既に述べたとおりι)芝、ある。 ζの之とは， VとRがともに，文中において単独で述

語となれることを示しており， じたがって，動補構造文は， VとRょをそれぞか述語主する

ふたつの文に分解することができると考えられる己

(1) 我推倒了椅子→ 4我推椅子〉十 C椅子倒才〉

sトV・R.了十os 十V寸o 0十R・7

これは，逆に言えば，このふたつの構成文が結合むた結果，表屈の構造主 lして，ιζ こ転問

題とするような動補構造文ができあがっているのであると考えることが℃、き ~o {0J U))のよ
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たつの構成文を見ると， どちらにも‘椅子'という語が共通に見られるが，このようにふたつ

の構成文の間に共通の成分が存在することが，それらの構成文の結合を可能にしていると言

える。

構成文の共通成分になっているわけである。一般に，文中のどの成分がこのようなふたつの

構成文の共通成分になっているかを観察してみると，それは一様で、はなしそのちがいから，

当該構造の統辞関係のあり方を分類することができる。 r白話百万字テキストのコンピュー

タ・ファイノレ」に見られる当該構造を3)，その統辞構造の違し、から分類してみると，次のよ

うなタイプが見られる。

2.1. (S + V[十OJ)十(S+R) 

このタイプの特徴は，ふたつの構成文の共通成分がSであるという点にあり，次のような

例がこのタイプに分類される:

(2) 傷員f門等急了， 緊催他説， ~ (楊朔。三〉

(3) 夜子都要餓突了哩。(支蕪。 I-L!)

(4) 毛主民窟里的人己経騒眠静了。(郁達夫。春)

(5) 翠翠突倍了也陸了。(沈従文。辺〉

(6) 地~又提到了大姉:六斗前病死了的那一個。(張天翼己夏〉

(7) 作母親的巳病倒在床， ~ (洗従文。莱〉

(8 ) 釣竿不能動，ー動，尚米深入的鈎子就従他的l持辺溜脱了。(魯彦〉

(9) 老太太天天想念児子，常常従夢中央醒。〈劉白羽〉

(10) 那一天皇滑{fUT三個人，其中両個都是大人~o C同作人〕

(ll) 不過郎寄寄今天晩上不能在外頭過夜。要凍死的。白長愛玲。事!と〉

(12) 娼婦，快洗H巴。我等餓了。(言午地山〉

(13) 連屋子側辺広才Ij橘子的1幸j葉，都焼得焦果。〈女蕪。石〉

(14) 他説在有好歌，長大了再教我11品。〈沈従文粛〉

(15) 太陽己経昇高了。(郁達夫。遅〉

(16) 雨下来的更猛了，不要抵禦的飲落下来，熱搭了的水被子I射以前向地直:上襲打着ω 〈端 ω 

木薪良〉

(17) 汽車整個ノレ倒翻在路傍小溝里。〈呉組沖11)

(18) 他的Il~l気就変壊起来。(周立波〉

例 (2)を取り上げてみると，そのふたつの構成文は次のようであると考えられる:

(2') 傷員{門等急了→(傷員{門等〉十(傷員間違L了〉

共通成分は‘傷員{門'であり，これは動補構造の主体 (S) となっているものである。

上例の勤補構造はいずれも，動詞と補語の結合体全体がひとつの自動詞のよう院はたらい

ているが，次の例は，動補構造が全体としてひとつtの他動詞の、よe うにはたらき，その客手~を

表わす語が文中に存在する。そして，動補棋2造の客体(0)洲士，同時~t..，動補梢造の動詞l(V)

現代白話に克られる「結果を表わす動補構造」のタイプ 71 

たつの構成文を見ると， どちらにも‘椅子'という語が共通に見られるが，このようにふたつ

の構成文の間に共通の成分が存在することが，それらの構成文の結合を可能にしていると言

える。

構成文の共通成分になっているわけである。一般に，文中のどの成分がこのようなふたつの

構成文の共通成分になっているかを観察してみると，それは一様で、はなしそのちがいから，

当該構造の統辞関係のあり方を分類することができる。 r白話百万字テキストのコンピュー

タ・ファイノレ」に見られる当該構造を3)，その統辞構造の違し、から分類してみると，次のよ

うなタイプが見られる。

2.1. (S + V[十OJ)十(S+R) 

このタイプの特徴は，ふたつの構成文の共通成分がSであるという点にあり，次のような

例がこのタイプに分類される:

(2) 傷員f門等急了， 緊催他説， ~ (楊朔。三〉

(3) 夜子都要餓突了哩。(支蕪。 I-L!)

(4) 毛主民窟里的人己経騒眠静了。(郁達夫。春)

(5) 翠翠突倍了也陸了。(沈従文。辺〉

(6) 地~又提到了大姉:六斗前病死了的那一個。(張天翼己夏〉

(7) 作母親的巳病倒在床， ~ (洗従文。莱〉

(8 ) 釣竿不能動，ー動，尚米深入的鈎子就従他的l持辺溜脱了。(魯彦〉

(9) 老太太天天想念児子，常常従夢中央醒。〈劉白羽〉

(10) 那一天皇滑{fUT三個人，其中両個都是大人~o C同作人〕

(ll) 不過郎寄寄今天晩上不能在外頭過夜。要凍死的。白長愛玲。事!と〉

(12) 娼婦，快洗H巴。我等餓了。(言午地山〉

(13) 連屋子側辺広才Ij橘子的1幸j葉，都焼得焦果。〈女蕪。石〉

(14) 他説在有好歌，長大了再教我11品。〈沈従文粛〉

(15) 太陽己経昇高了。(郁達夫。遅〉

(16) 雨下来的更猛了，不要抵禦的飲落下来，熱搭了的水被子I射以前向地直:上襲打着ω 〈端 ω 

木薪良〉

(17) 汽車整個ノレ倒翻在路傍小溝里。〈呉組沖11)

(18) 他的Il~l気就変壊起来。(周立波〉
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の写主体でもあるという性質を備えている。めたとえば:

(19) 寄給地銭談地吃飽，よ主管甚公泥?地是J1乞横了苦的。(徐愁崎。冷う

(20) 地可以看出金花，並没有真正聴撞地的話，叫(張愛玲。:oと〉

(21) 他f門 天吃飽飯，関得没有毒c倣。ぐ巴金。家〉

(22) 不需要従卒命根拠地的作家聴那些早巴聴厭了的老故事， ~ (毛沢東〕

(23) 妹夫喝酔了沼田来了。(張愛玲。秩〉

(19)を例にとると，その構成文は:

(19') 地吃慣了苦→(地吃苦)+ (地慣了〉

のようであると考えられる。動補構造の主体 (S)が共通成分となっており，又，動補構造

の客体'苦'が向時に動詞 (V)，吃'の客体でもあるという特徴が見られる。

2.2. (8十V十0)十(0ートR)

このタイプは，動補構造が常にその客体を表わす語 (0)を伴ない，そのOが構成文の共

通成分となっているという特徴をもっている。また， 2.1.のタイプと同様に， 0は動補構造

全体の客体であると同時に，動補構造の動詞 (V)の客体にもなっている。たとえば:

(24) 風不会吹娘、了火， ~ (銭鐘書。釈〉

(25) 女人柄想、到家里面的，面盆早就用破， ~ (茅盾。林〉

(26) 鮮血消出来，染紅7碗瞳子和地皮。〈周立披〉

(27) 筈票員使将鉄門関上，子是就乳傷了乗客的手。(貌金枝〉

(28) 我超緊拭乾了涙，~(朱自清〉

(29) 姑起来一脚錫翻了椅子， ~ (張愛1令。金〉

(30) ~用妨汁鰻大了我~ (薄儀〉

(31) 電n光閃開地刺痛他底眼靖。 く巴金。家〉

(32) 泉上使有一大碗煮熟了的羅漢豆。(魯迅。社〉

(33) 一蓋煤油灯只照亮了凡尺見方的空間， ~ (茅盾。予〉

(34) 鉄線子把妨漏水爆熱了。〈呉組湘〉 . . 
(35) 長安坐在一傍用指甲去揺手掌心，手掌心橋紅了。(張愛玲。金〉

(36) 我叫郎熔熔把錦子洗乾浄了等郎的魚"~ (;魯彦〉

(37) イ支出一校圧縮了的呑煙。~ (沙訂 〉

(38) 只勧地抽両筒鵜片，果然減軽7不少痛苦。 G長愛玲百金、〉

(39) 地不用手柏去擦限情，擦腫了~(張愛玲。金3

(4的技長了股牒着会場門ロ。《張夫、翼。華3

(41) 那警察障円7怪眼精， ~，(芽z盾。林3

(4的:凝裂的全地就如焼焦了的餅s獄事那上部宇ま端木謀長〉。
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E見代白話に見られる「結果を表わす動補構造」のタイプ 字3

(43) ~又従他那里傘了一点糠灰，用水梓湿了~ (魯彦〉

(44) 堆起来的土塊，又用手掌一挙一掌去玖平。(端木議良〉

(45) 前夜的雨却又将門口的南j町中倒二三丈之譜。〈周作人〕

(46) 他是条老虎，他一挙能打死一百個人。(曹民〉

(47) 柏市日以為知教壊了我的女児， ~ (張愛玲。金〉

(48) 地反而像問。才撞砕破璃受過傷的阿宝一様， ~ (王統照〉

(49) 妻拍醒伏了睡熟在膝前的阿満~ (夏巧毒事)

(50) 説発財踏破了一只液落在脚底板下的花怨， ~ (端木議良〉

(51) 遠時候在隔壁党民把火柴競燃，点了灯。 (控金。金〉

(52) 他連忙把別人手中的水杯奪過来，盛満了水。(端木藤良〉

(24) を例にとってみると，その構成文は次のようであると考えられる:

(24') 風吹熔了火→〈風吹火〕十〈火婚、了〉

構成文の共通成分は

造の客体であると同時に，第一の構成文からわかるよう kこ，動補構造の動詞吹?の等特マ号、も

ある。

2.3. (S+V[+O])R 

このタイプの場合は，主文 (s+vc十0))全体が構成文の共通成分とな唱ている主ζ !e.

に特徴が見られる。客体 (0)を伴なう場合とそうでない場合の二通タがあるがを苗晴:め場

合 oは同時に動補構造の動詞 (V)の客体でもあるという性質を備えている。たとえ帳 t

(53) 飽f門巳経祉起了降旗，穿好了朝服， ~ (脇イ自賛〕

(54) {!]¥把我的湯婆子瀧好了没有? (曹民〉

(55) 我伯…羅太医那方子的薬煎好了(曹同}

(56) 呉鵬，是越太爺家里唯一的女僕，洗完了碗J諜~ (魯迅。阿立

(57) ~身子往後仰一仰，像画家設完一層色那公退後看着~ (老舎)，

(58) 他歯完了限，塞完了薬， ~ (粛乾。血〉

(59) 粉験太太的ー只手却孤緊了持宝的短髪~ (王統照〉

(60) 我禁不住把灰塵蒙緊了的書従架上取了下来。(郭沫若〉

(61) 雲沢把験気的雪白，先是握緊了拳頭，一(張愛玲。金〉

(62) 割j錯了一部分人的階級成{分， ~ (安IJ少奇〉

(63) 袴子則是在旅庖中和男一客人互相穿錯了的。(呉組.1'*11占

(64) l'甚仏 ?J地更驚訪地問了一戸，地以為耳染聴錯了。(期以〉

く65) 武家;技是我在北京唱熟了的戯， '" (梅擁芳〕巳

(66) 他没往下説，因為知道我己聴熟了那ー套。(老舎〉

(67) 所有推広営業的方法都想遍了，覚得都不是路。(茅居。林〉

E見代白話に見られる「結果を表わす動補構造」のタイプ 字3

(43) ~又従他那里傘了一点糠灰，用水梓湿了~ (魯彦〉

(44) 堆起来的土塊，又用手掌一挙一掌去玖平。(端木議良〉

(45) 前夜的雨却又将門口的南j町中倒二三丈之譜。〈周作人〕

(46) 他是条老虎，他一挙能打死一百個人。(曹民〉

(47) 柏市日以為知教壊了我的女児， ~ (張愛玲。金〉

(48) 地反而像問。才撞砕破璃受過傷的阿宝一様， ~ (王統照〉

(49) 妻拍醒伏了睡熟在膝前的阿満~ (夏巧毒事)

(50) 説発財踏破了一只液落在脚底板下的花怨， ~ (端木議良〉

(51) 遠時候在隔壁党民把火柴競燃，点了灯。 (控金。金〉

(52) 他連忙把別人手中的水杯奪過来，盛満了水。(端木藤良〉

(24) を例にとってみると，その構成文は次のようであると考えられる:

(24') 風吹熔了火→〈風吹火〕十〈火婚、了〉

構成文の共通成分は

造の客体であると同時に，第一の構成文からわかるよう kこ，動補構造の動詞吹?の等特マ号、も

ある。
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(56) 呉鵬，是越太爺家里唯一的女僕，洗完了碗J諜~ (魯迅。阿立

(57) ~身子往後仰一仰，像画家設完一層色那公退後看着~ (老舎)，

(58) 他歯完了限，塞完了薬， ~ (粛乾。血〉

(59) 粉験太太的ー只手却孤緊了持宝的短髪~ (王統照〉

(60) 我禁不住把灰塵蒙緊了的書従架上取了下来。(郭沫若〉

(61) 雲沢把験気的雪白，先是握緊了拳頭，一(張愛玲。金〉

(62) 割j錯了一部分人的階級成{分， ~ (安IJ少奇〉

(63) 袴子則是在旅庖中和男一客人互相穿錯了的。(呉組.1'*11占

(64) l'甚仏 ?J地更驚訪地問了一戸，地以為耳染聴錯了。(期以〉

く65) 武家;技是我在北京唱熟了的戯， '" (梅擁芳〕巳

(66) 他没往下説，因為知道我己聴熟了那ー套。(老舎〉

(67) 所有推広営業的方法都想遍了，覚得都不是路。(茅居。林〉

E見代白話に見られる「結果を表わす動補構造」のタイプ 字3

(43) ~又従他那里傘了一点糠灰，用水梓湿了~ (魯彦〉

(44) 堆起来的土塊，又用手掌一挙一掌去玖平。(端木議良〉

(45) 前夜的雨却又将門口的南j町中倒二三丈之譜。〈周作人〕

(46) 他是条老虎，他一挙能打死一百個人。(曹民〉

(47) 柏市日以為知教壊了我的女児， ~ (張愛玲。金〉

(48) 地反而像問。才撞砕破璃受過傷的阿宝一様， ~ (王統照〉

(49) 妻拍醒伏了睡熟在膝前的阿満~ (夏巧毒事)

(50) 説発財踏破了一只液落在脚底板下的花怨， ~ (端木議良〉

(51) 遠時候在隔壁党民把火柴競燃，点了灯。 (控金。金〉

(52) 他連忙把別人手中的水杯奪過来，盛満了水。(端木藤良〉

(24) を例にとってみると，その構成文は次のようであると考えられる:

(24') 風吹熔了火→〈風吹火〕十〈火婚、了〉

構成文の共通成分は

造の客体であると同時に，第一の構成文からわかるよう kこ，動補構造の動詞吹?の等特マ号、も

ある。

2.3. (S+V[+O])R 

このタイプの場合は，主文 (s+vc十0))全体が構成文の共通成分とな唱ている主ζ !e.

に特徴が見られる。客体 (0)を伴なう場合とそうでない場合の二通タがあるがを苗晴:め場

合 oは同時に動補構造の動詞 (V)の客体でもあるという性質を備えている。たとえ帳 t

(53) 飽f門巳経祉起了降旗，穿好了朝服， ~ (脇イ自賛〕

(54) {!]¥把我的湯婆子瀧好了没有? (曹民〉

(55) 我伯…羅太医那方子的薬煎好了(曹同}

(56) 呉鵬，是越太爺家里唯一的女僕，洗完了碗J諜~ (魯迅。阿立

(57) ~身子往後仰一仰，像画家設完一層色那公退後看着~ (老舎)，

(58) 他歯完了限，塞完了薬， ~ (粛乾。血〉

(59) 粉験太太的ー只手却孤緊了持宝的短髪~ (王統照〉

(60) 我禁不住把灰塵蒙緊了的書従架上取了下来。(郭沫若〉

(61) 雲沢把験気的雪白，先是握緊了拳頭，一(張愛玲。金〉

(62) 割j錯了一部分人的階級成{分， ~ (安IJ少奇〉

(63) 袴子則是在旅庖中和男一客人互相穿錯了的。(呉組.1'*11占

(64) l'甚仏 ?J地更驚訪地問了一戸，地以為耳染聴錯了。(期以〉

く65) 武家;技是我在北京唱熟了的戯， '" (梅擁芳〕巳

(66) 他没往下説，因為知道我己聴熟了那ー套。(老舎〉

(67) 所有推広営業的方法都想遍了，覚得都不是路。(茅居。林〉



74 

(68) 他把自己的心情塗遍了外界事物，覚得一切在他底眼前変了形，ん(胡瓜〉

(69) 娘捜法話正説中了事実。(業紹鈎〉

(70) 如果地挑中他fl'9之中的一個，.~ (張愛玲。金). 

(71) 子君就大概還未脱尽!日思想的束縛色。(魯迅。傷〉

(53)を例にとると，その構成文は次のようであると考えられる:

(53') 他{門穿好了朝服→(他{門穿朝服〉好了

ここでは，主文全体('他fP9穿朝服')が構成文の共通成分となっており，また，動有Ii構華

客体‘l間服'は同時に勤補構造の動詞‘穿'の客体でもあることがわかる。

2.1.及び2.2.で、扱った動補構造のタイプの;場合，その補語となっている動詞，形容詞v;
なり多種多様であるが，それに対して， 2.3.のタイプの補語としては一好ー完

aー錯16-熟 遍'J-中 尽'などのような特定のものが見られる。ただし，これらの者

をもっ動補構造が常にこのタイプの統辞構造をもっているというわけではない。たとえv;

(72) 等打完了位，指不定要十年八年児。(張愛玲。金〉

のような文の;場合，構造上のあいまいさ (ambigui ty)があって，

(72') (ム打伎〉十(伎完了)5)

(72つ(ム打投〉完了

の二通りの解釈 (readings)の可能性が生じる。このように，複数の構成文の考えられZ

のとしては，この他にもたとえば:

(73) 到城盟把事機完了就回来~ (沈従文。辺〉

(73) 他講医生着錯病把入害To(己輩。生7
(75) 達一餐晩飯，自主尽了許多時筒ふ(郁達失。遅〉

(76) 他総覚得還没吸足，似乎胸間有 条布粂子策緊了。(張天翼。報〉

などが挙げられる。

2.4. (S了トV)ート(O+R)

このタイプは，その表面にあら、われた格二造が常化。:を伴なラ淀もかかわ:らず， Vと{)iJ 

直接の結合関係をもたず，この点だコすで史:毘た三ヴのタイア。主は異舗のものであるとヲ

られる。また， Rが常にOと直接の，結合も関係1をもうて狩弘 (O.，fR); したがゆて， 議E
には，構成文相互の間広共通成分説毘い出1h.-にもい主いラ特徴zが見られる6ζのタイプ1

の統辞構造のちがいから区沿ずZきと，数種ゆ市佐タイアに分類汚きる 0' をのゆセ最も広主
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現代自話に見られる「結采を表わす動flUflW造j のタイプ 75 

見られるものが，次のような例である:

(77) 地問誰也不愛情l孫子操子11&¥熱了還尽唱。(張天翼。夏〉

(78) 長白説溜了i此止不住要説下去， ~ (張愛玲。金〉

(79) 旬糧投有了，脚餓酸了， ~ (沙汀〉

(80) 我一望去，徳直嚇灰了験‘〈女蕪。山〉

(81) 両只酔紅的i張njlf，也構成一個兇面孔。(民組i*l1)

(82) 11乞樹葉把爺爺的吃都験麗了。(j也、樹理。李〉

(83) 地問姑直了身子， ~ (張愛玲。金〉

(84) 必着H巴。腿子要姑疫的哩。(魯彦〉

(85) 今日大熱天9;，我在遠里蹴破11侯鴫来詰~，諸君社直耳:采来聴， ~ (梁啓超。敬〉

(86) 伝仏{匁眼瞭都突腫了? (巴金。家〉

(87) 可愛的控柔姫朕壊了内臓。(呉組休日〉

(88) 那時候給教授陸続辞斡的電扱l嚇昏了頭， ~ (銭鐘書。罰〉

(77)を例にとると，その構成文は次のようであると考えられる:

(77') 地問~r康子1I品熱了→(地{門唱〉十 cn菓子熱了〉

こうした構成文からは，共通成分が存在しないように見られるが，第二構成文の‘様子Pが一

般的な 'n桑'子ではなく，動補構造の主体'Tili1P1'の‘!孫子'にほかならない ζ と降気づく ιゴ上、

の構成文は次のように書き改められることになる:

(77勺 (地{門11昌)+ (地{門様子熱了〉

このふたつの構成文は共通成分'地問‘をもっているが，第二構成文が:

地問|原子熱了

主述

主述

とし、う二重主語文によって構成されているところに，先に見た 3つのタイプとは違った特徴

が見られるわけで、ある。これは，動補構造の主体 (S) と客体 (0)が r人とその身体部

分」とL、う特定の関係によって結ぼれているからであり，上に挙げた (77)~ (88)はすべ

てそうした例である。

次のような例の場合も，上掲の諸例と同様にVとOとが直接の結合関係をもたないト e

(89) 敵人的死屍像穀個子似地在山前:f;ft満了。血也把遠山間流紅了。(説観D

~90) 見地i股上的血，己経抱地胸部IT'的白衣流紅了。(向上〉

(91) ~就把三天票都売完了。連!戯館的前門者1\九乎携破。(梅関芳〉
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(77') 地問~r康子1I品熱了→(地{門唱〉十 cn菓子熱了〉

こうした構成文からは，共通成分が存在しないように見られるが，第二構成文の‘様子Pが一

般的な 'n桑'子ではなく，動補構造の主体'Tili1P1'の‘!孫子'にほかならない ζ と降気づく ιゴ上、

の構成文は次のように書き改められることになる:

(77勺 (地{門11昌)+ (地{門様子熱了〉

このふたつの構成文は共通成分'地問‘をもっているが，第二構成文が:

地問|原子熱了

主述

主述

とし、う二重主語文によって構成されているところに，先に見た 3つのタイプとは違った特徴

が見られるわけで、ある。これは，動補構造の主体 (S) と客体 (0)が r人とその身体部

分」とL、う特定の関係によって結ぼれているからであり，上に挙げた (77)~ (88)はすべ

てそうした例である。

次のような例の場合も，上掲の諸例と同様にVとOとが直接の結合関係をもたないト e

(89) 敵人的死屍像穀個子似地在山前:f;ft満了。血也把遠山間流紅了。(説観D

~90) 見地i股上的血，己経抱地胸部IT'的白衣流紅了。(向上〉

(91) ~就把三天票都売完了。連!戯館的前門者1\九乎携破。(梅関芳〉

現代自話に見られる「結采を表わす動flUflW造j のタイプ 75 
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(89)を例にとると，まず次のような構成文が考えられる:

(89') 血~招山i謁流紅了→(血流〉十(山i謁紅了〉

このふたつの構成文からは共通成分が見い出ぜなしゅL‘山間・が‘血流'といらB現象のおこっ

ている場所を示していることに気づくと，上の構成文は次のように番き改められることにな

る:

(89") (血流在山向上)+(山両紅了〉

ここではふたつの構成文の間に共通成分 4山両'が存在するが，第一構成文の中には，本来の

動補構造文中にはない場所を示すところの介詞構造c'在一上， )が新たに組み込まれている

とし、う特徴が見られる。このように， (89)~(91)の例は， Vによって表わされる現象，行為

の遂行される場所を示す語が共通成分になっている例であると言うことができる。

動補構造のVとOとが直接の結合関係をもっていない例の中には，これらの他に次のよう

なものも見られる:

(92) 今ノレ他是来整方13大風剖歪了的業m豆角架子的。(周立波〉

(93) 西南天上起了烏雲，密雨下黒了天地， ~ (向上〉

(94) 先生，遠捜船費動，天熱黒人，還是余個薄皮舟溜溜杷。(徐志摩，我〉

(95) 也有線好狼爽快的夢，為丈夫突醒的事。(沈従文。諦〉

(96) 不息的鳴咽芦己把環寄:的耳莱央鈍了。(競乾。鱗〉

(92) を例にとると，まず次のような構成文が考えられる:

(92') 大風剖歪了~架子→(大風舌1])十(架子歪了〉

このふたつの構成文の間には共通成分を見い出すことができないが，第二構成文の中の‘架

子'が第一構成文の中の官1]'という現象の向けられる対象であって，かつ，その現象の影響

を受けるものであるという意味の上での特定の関係が両者の間に生じていることがわかる。

Lかし， こうしTたこ関係を適J確潅Iにこ表出で、きるような言語表現の囲回6定したかTたこちがあるとはLい、叫し、

がたい。あえて表現するなら

』土:

(92つ (大風剖到架子》十【架子歪ア〉

のように書き換えられよう。 ζのよ告に， (92)) cv (96)、のいず犯の場告も，去をのVJ;;Oと

の関係を一定の言語表現によって表わすζ !l;はむずかLいが弘それにもぬゆミわらず，意味の

上では「現象・行象と，それが向けられる対象であってかっその影響をラげるものj 主も、ぅ
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現代出荷に見られる「結果を表わす動補給造」のタイプ 77 

特定の関係が生じているわl子で、あり\したがって，この種の動補構造も，先:~!と見たほかのタ

イeフ。に準じた構成文が仮定されて，同じような統辞構造をもったものとして捉えることがで

きるのである。

2.5. その他のタイプ

次に挙げる例も，動補構造のVとOとが直接の結合関係をもっていない:

(97) 在爽袋里発見了用剰的紗票~ (銭鐘書。釈〉

(98) 我的注意滑関了，我聴漏了凡個重要的字b (巴金。窓〉

これらのうち， (97)を例にとると，次のような構成文が考えられる:

(97) ム用剰了鈴票→(ム用紗票1)+(紗票包剰了〉

上掲の構成文の中の‘紗票と‘錫;票2. とは同ーのものではZ品、すなわち， ‘室少、票.;f"ιt土「纏

うことを意図した‘紗票'全体」であうて，一方， ‘紗票 2' vま，その意図が完全に遂指さ¥れた

かった結果として残ったゆ票'のことである。したがって， ゆ票と 4妙薬乞'主はγ f全
体とその部分」とし、う関係にあると言える。こうしたことから，上の構成文は次のよラに警

き改められる:

97') (ム用銀〉票1)十((紗票I 的紗票語剰了〉

これらの構成文の間の共通成分は 4捗票で、あるが，こかは，本来の勤補J常識来初命令とほ灘、

われていない(動補構造文中の 4妙薬'は‘紗票と間ーのものである)0 lkたが場て野 ζの

場合は，動補構造のOがもともと，或る「全体」の-一部を示す語で、あって，そのι 「金イ4むを

示す語の方は，表面の構造では省略されているが，構成文の中には共通成分と L主現和、れる

という構造をもっていると考えられよ、う。

次に示す倒ほ，動締結造が連休修飾節のやに用いら‘れてい、る。このようた場合，その扶幣

吉!Ij部分ほ，動補構造の主体，或いは客体を表わす語であるのが通常の例であるが，換の場合

は，動補構造によって表わされる内容の結果として発生したものを示す語が被修飾語とな‘っ

ている:

(99) 他的右脚牒骨有一片擦破的血， "'" (王統照〉

(100) 手腕常常現出輩u破的血~jjib (友燕訟石〉

これらのiゃから(99)'を例にとると，次のような構成主がまず考えられよう:

(99') (他擦右脚蝶骨)+(右胸!煤骨破了〉
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‘右側線骨'は動11li構造‘擦破'の実質上の客体であり擦破右脚峡骨'のそれぞれの

聞の結合関係は上の構成文によって切らかになるが， ‘血'との結合関係に示されてかなし、0

'l(U'が‘右脚牒骨'の上に生じているという点に注目すると，上の構成文にさらに一文をつけ

加えて，次のように書き改めることができる:

(99勺 (他擦主盟盟笠〉十(主盟盤笠破了)+C査堕墜霊:上有血〉

動指i構造を含む連休修飾構文全体の各成分間の統辞関係は上のようであると考えられる。動

干Ri構造の実質上の客体であるところの‘右脚膝骨'は，連休修節構文の中の被修飾語 4血'の発

生する「場所」を表わしているという，意味の上での特定の関係がみられる。例(100)の場

合札 ‘手腕'と‘血跡'の開に， I場所とそこに発生するもの」という同様の関係がみられる

ことヵ:ォっカミる。

以上， r白話百万字テキストのコンピュ}タ・ファイルj;~;:見られる動補構造を，その統

辞構造のちがし、によって分類し，分析を試みてみた。個々のどのような動詞とどのような補

語との組み合せによって動補構造が作られているかという点については，本稿で挙げた 100

の例文以外にも多々の組み合わせの例がみられた。それらを，以下にタイプ別にして挙げて

おくこととする。

(S +V[+O])十(S+R)

搾死，流死，餓死，携死，枯死，碓死，彊死，間死，明死，鉄倒，撲倒，病倒，飛{在，走{在，

il長紅，学{草，流没， ~系黄，崩壊，滑落，喝足，鉄傷，餓擾，乾雛，枯寅，変短，化淡，姑慣，

説f員，睡慣，諜J慣，関t産，聴憤，看恨、，打慣(遊撃)，吃慣， 鋭i慣，寵'慎，府慣(宅門)，過

慎，住慣，揺晃慣，叫ト慣，見慣，緋3慣乞賦，聴賦，洗痛快，着明白，聴明白，聴不信，住

不許頒，旋回不動

(S+V+O)+('O+R) 

塗黒(字)，塗不平(搬紋)，吹走〈霧)， 1史散〈霞)，吹動〈枝葉)，次i京〈鼻子尖)，持熟〈雲

雀弘蒸熟(拙虫)，減低(威望)，焼然(餅う，腫大、(限靖)，碍犬〈眠晴)，養式〈孫女)，吹

響(筒子)，染黒(銅赫)，接紅(娘靖)ì，漉酔1我)，、説翻(話)，照自，(天角;)，桂敵~ (入管

頭)，焼没 f柴火)，庄'JIlI~ C小張)，打荷 f手)，焼勲(翻井寺子，綴鐘〈再柚う，嚇胞(貯);衝走

(我{門)，流没(全県)，磁壊(眼角)，関亮〈電灯)，張大 (1境巴)，神淡(政治性)，打乾(子

関心，措乾(涙水)，擦涙(限錦)，淘涙(江水)， 1)西乾(薄衣)，抹乾(眼目青)，喝乾(酒杯)，

j察破(皮)， i率破〈頭)，概破〈制服)，吹破， C~樹氏)，碕破(度管)，街被【壁塁う; j率壊(西

爪)，踏壊(豆)，撹壊(夢)，用壊(車馬)，焼接〔鋤頭h点i燃〈燭，)'，;吸燃、と呑醍)， 抱倒

(大家)，批評倒(馬克思主義)，碓倒(鍋)，報倒(他{門)，捺倒(敵人)，衝倒(板壁)，駁

倒(話)，賜倒(他)，街倒(荷檎)，圧死 (1m)，打死(敵人}，昨死《人予， 拍死。!正!時1)，
抜砕(~、身)，碓砕(攻士局面)，探砕〈野花).，日爵砕(話)，誠容'1" (肢体)，溌滅〔心火〉、吹滅

(火光)，掃滅(敵人)，呑滅(J.JJj色人種う，溌醒 υ~)~~ 喚醒、〈人、)， II.\~醒、仁人h 賦醒(;A)\

洗不淡〈紅色)，洗不仲(煤灰)，寓満〈煙)，載満(珠lffi}，持t満(1;1'，物)， :1;提満， (~t~'1t入塗満
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(細泥)，択満(書)，1乃満(報紙)，割満(酒)，装満 (71'C)，披満(報葉)，訴開(1，言)，担開

〈蓋)，断開(袋)，掲F7~ (帳子)，張関 (1指)， I皮開〈鮫子〉

(S十VC十0))R 

間十完，教完，写完，撞完(腿)，走完(廼廊)，洗完(操)，聴完(臭罵)，濯完(沼)， 11名完

(飯)，吸完(煙)， 1喝完(豆柴)， (残夢〉続完，説完(話)，機完(妨)，管完(心事)， 11¥& 

完(東西)，焼完(紅紙)，用完(銭)，看完(信)，数斉 f票子)，看斉(雪)，化尽〈熱気)，

散尽(煩器)，消尽(勢力)，失尽(火)，熔尽， j皆1字(砦垢)， 1喝浮(酒)，統尽(精力)，説

尽 o意見)， (葉子〉落尽，控尽(連根)，使尽(力)，収尽(水)，弧緊(手)，謹緊(手)，n述
緊(眼目青)，収緊(盤子)，暁緊(牙関)， %i披緊()冒頭)，拍緊(筋骨)，i皇緊(拳頭)，走錯(路)，

惹錯(人)，脱光(衣服)，剃光(頭髪)，聴錯(話)，杭j脊(頭髪)，分清 (1壬i様東西)，記清

(話)，君i脊(武器)，劃清(界限)，聴清(狗芦)，認、清(方向)，数不清(地方)，嘗遍(苦

味)，刺穿(手)，説穿，着穿(人)，看透(心境)，聴準(字限)，看定(験)，着中〈白頭髪〉

打中(要書)，務中

(S十V)(O+R) 

鉄傷(右手)，鉄破〈頭戸耳)，央脹〈限i清)，央断 ([IJ侯nffIT)，癌j青〈胃亘)，立酸 CI躍)，走不動

CJ腿)， n乞壊(!J土子)，走脱(衣服)，説乾 (1拘〉

3. おわりに

木稿で取り上げた動補構造のタイプの中で2.1~2. 4.におしミて扱vョた4つのタイプは，老

舎の作品の中にも見られた構造であるのということは「白話百万字テキヌトのコ γピュータ

・ファイル」に現われた構造と，老舎の作品中に見られる構造とがほぼ同一であるごとを示

している。時期も方言上のパックグラウンドも異なる εとろの，ぽい意味で、の現代!当話と，

一方，多少の体系化は免れまいがとにかく北京方言にイ衣拠;しているとみなされている老香の

作品に見られる言語との違いは，時として実際以上に誇張して考えられる傾向があるのでは

ないだろうか。少くとも r結果を表わす動補構造」に関するかぎり，老舎の北京語も，広

い意味での現代白話も，基本的な同質性を保っており，統辞法上のインテグリティを達成し

ていると言えよう。ただ， 2.5.で取り上げたタイプだけは，老舎の作品に見られなかった。

その中の 4 剰¥ ‘_i局'とし、う構成は，老舎の作品にも充分見られる可能性があり，或いは

見落しているのかもしれないが，今までのところ見い出せなかったものであるが，これらは

その独自性が北京語と現代白話との統辞構造の相違によるものであるというよりは，補語と

なっている‘剰¥ ‘漏'の語金的な意味が動補構造の統辞法に大きく影響して，特殊な構造と

なっていると思われる。また 'j察破的血'に代表されるタイフ。については，動補構造のわく

を越えて，一般の連休修飾構文における修飾部分と被修飾部分との統辞関係のあり方という

観点からの検討が必要となってくるであろう。こうした検討はすべて今後の課題とし，今聞

は，勤祁}構造のあり方を通して，北京語と広い意味での現代白話の構造特性の検討を行って

みるにとどめた。
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(細泥)，択満(書)，1乃満(報紙)，割満(酒)，装満 (71'C)，披満(報葉)，訴開(1，言)，担開

〈蓋)，断開(袋)，掲F7~ (帳子)，張関 (1指)， I皮開〈鮫子〉

(S十VC十0))R 

間十完，教完，写完，撞完(腿)，走完(廼廊)，洗完(操)，聴完(臭罵)，濯完(沼)， 11名完

(飯)，吸完(煙)， 1喝完(豆柴)， (残夢〉続完，説完(話)，機完(妨)，管完(心事)， 11¥& 

完(東西)，焼完(紅紙)，用完(銭)，看完(信)，数斉 f票子)，看斉(雪)，化尽〈熱気)，
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惹錯(人)，脱光(衣服)，剃光(頭髪)，聴錯(話)，杭j脊(頭髪)，分清 (1壬i様東西)，記清

(話)，君i脊(武器)，劃清(界限)，聴清(狗芦)，認、清(方向)，数不清(地方)，嘗遍(苦

味)，刺穿(手)，説穿，着穿(人)，看透(心境)，聴準(字限)，看定(験)，着中〈白頭髪〉

打中(要書)，務中

(S十V)(O+R) 
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CJ腿)， n乞壊(!J土子)，走脱(衣服)，説乾 (1拘〉

3. おわりに

木稿で取り上げた動補構造のタイプの中で2.1~2. 4.におしミて扱vョた4つのタイプは，老

舎の作品の中にも見られた構造であるのということは「白話百万字テキヌトのコ γピュータ

・ファイル」に現われた構造と，老舎の作品中に見られる構造とがほぼ同一であるごとを示
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い意味での現代白話も，基本的な同質性を保っており，統辞法上のインテグリティを達成し
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その中の 4 剰¥ ‘_i局'とし、う構成は，老舎の作品にも充分見られる可能性があり，或いは

見落しているのかもしれないが，今までのところ見い出せなかったものであるが，これらは

その独自性が北京語と現代白話との統辞構造の相違によるものであるというよりは，補語と

なっている‘剰¥ ‘漏'の語金的な意味が動補構造の統辞法に大きく影響して，特殊な構造と
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を越えて，一般の連休修飾構文における修飾部分と被修飾部分との統辞関係のあり方という

観点からの検討が必要となってくるであろう。こうした検討はすべて今後の課題とし，今聞

は，勤祁}構造のあり方を通して，北京語と広い意味での現代白話の構造特性の検討を行って
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註

1) lf二馬~，問、放的生 13~ ， 11離婚~， 11路舵祥子~， 11龍若宣告管』を材料とした。

2) このファイノしについては，橋本潟太郎・他rAA研白話文語法資料の機械処理J(W中国語学』第222

号， 1975年9月， pp. 1 ~16) に詳しく解説されている。

3) コンピュータ・ヲァイノレには老舎の1m告書E祥子』も収録されているが，この作品に見られる動干mwl'
造については，本稿の冒頭に述べたとおり既に扱っているので，今回はとりあげないこととした。

の このタイグの勤務i構造の客体が果たして実質的な客体といえるかどうかl土議論の余地を残してい

る。中でも，制吃飽jW'，帥'1開酒'の 4飯'や 6酒'の場合はう特に問題点が多いと考えられる。この

点についτ本橋では詳説しないが， :till論「現代中間誌の主主動有Iiと後主動全nu(Wアジア・アフリカ言

語文化研究』第30号)を参照されたい。

5) 記号ムは，文中の主体が未詳であることを示す。以下向様の意味で用いる。
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Types of the ResuIta tive Verb Construction 

in Modern Literary Chinese 

Keiko IMAI 

Lniguistic di妊erencesbetween Modern Literary Chinese and Pekinese are 

often discussed. In this study， five major types of Chinese resultative verb con伺

struction are examin巴dwith respect to the computer.file of modern bai-hu.a 

one million character text. Very few structural variants of resultative verb 

constructions were discovered in the said computer-file. These heterogeneous 

types are limited to those sharing no obvious identity COl1stituents between 

the matrix and embedded sentences， such as yonR(to spend)十sheng(toremain)， ca 

(to rub)十ρo(tobreak)， etc. However， the heterogeneity consists not so much 

in出 estructural differences between Modern Literary Chinese and Pekinese as 

in the semantic-syntactic features of individual constituent verbs. In this res-

pect， we have to conclude that the linguistic difference between Modern Lite-

rary Chinese and Pekinese has b巴enexaggerated among contemporary Chinese 

graロlmanans.
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