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情報伝達を表す動詞の分類について 
－“V 给”構造との関連から－ 

今井俊彦 
０．はじめに  
 現代中国語において、授与を表す動詞には、次の (1b)のように、直後に“给”

を付加することができる。  
(1a) 我送他一本书。  
(1b) 我送给他一本书。  
このとき、動詞単体の (1a)と“给”を付加した (1b)とで、基本的な意味は

変わらないこともあり、“给”を付加する理由については、まだ十分には解

明されていない。また、この“给”は授与動詞だけでなく、“告诉”のよう

に情報の伝達を意味する動詞にも付加できることがある。本稿では、この“给”

を基準として、情報伝達を表す動詞をいくつかに分類することを試みる。情

報伝達動詞の分類については、兼語文の第一動詞に用いられ、「～するよう

に言う」という意味になる場合について分析した三宅 2007 など、いくつか

の先行研究はあるものの、“给”との関連において考察されたものはない。

本稿では以後、動詞の直後に“给”が付加された構造を“V 给”と呼び、(1b)

のように“V 给”を含む文を“V 给”文と呼ぶ。また、(1)における“他”の

ように、授与動作による事物の受領者 (recipient)を“R”と表記し、情報伝達

動詞を用いた場合にも、情報の受け取り手や話の聞き手となる、ヒトを表す

語を全て“R”と表記する。 

 

１．授与動詞における“V 给” 

授与を表す動詞の場合、“给”を付加することによる大きな意味の違いは

見られないため、“给”の意味を抽出するのは難しく、未だに十分な説明が

与えられていない部分もある。廬涛 1993 は“V 给”の“给”について、授

与行為の受領者への方向性を明確にする役割を担うと指摘している。また、

沈家煊 1999 では、“V 给”文は事物の移動とその結果としての到達がひとま
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とまりの過程として捉えられているとしており、それを受けた関光世 2001

でも、事物が到達したことが保証されるとは限らないものの、“V 给”文は

動作行為の結果としての受領者に認知的な際立ちが与えられた形式だとし

ている。このように、“V 给”文では、授与行為による事物の移動の終点で

ある R に重点があるという点で、先行研究の認識は一致している。 

 

２．情報伝達動詞における“V 给” 

 これらの指摘を受けて、本稿では、“V 给”に関する従来の研究ではほと

んど扱われることのなかった、情報の伝達を意味する動詞について考えてみ

たい。次の (2b)のように、情報伝達を表す動詞にも、授与動詞と同じく二重

目的語をとることが可能なものがある。 

(2a) 我送你一本书。  （授与）  
(2b) 我告诉你一句话。  （情報伝達）  
授与動詞が事物を R へと授与するのに対し、情報伝達動詞は情報を R へ

と授与すると考えれば、両者の行為は近い関係にあると言える。そこで、ま

ずは“告诉”について、“V 给”の用例を見ていく。ただし、“告诉给”が二

重目的語をとる例は実例としては非常に少ないため、主に目的語が R のみの

例を見ていく。本稿が「北京大学中国语言学研究中心汉语语料库」（以下 CCL

と呼ぶ）にて初歩的な調査を行ったところ、“告诉给”の用例は 206 例あっ

た。これは、“告诉”の用例のうち 1%にも満たない数であり、同じく CCL
を用いた調査で、“送”の用例のうち“送给”となるものが 1 割程度あった

ことと比べて、かなり少ないと言える。このことが、これまで情報伝達動詞

を用いた“V 给”について、あまり取り上げられることがなかった原因の一

つだと思われる。また、“告诉给”となる 206 例のうち 8 割以上の 170 例が、

“把”構文 1)で用いられていた。廬涛 1993 は、授与動詞“送”が“把”構

文で R をとる場合には (3a)のように“给”を付加する必要があることを指摘

している。  
(3a) 张三把书送给李四了。  
(3b)*张三把书送李四了。  
しかし本稿の調査では、“把”構文において“给”が付加されず、“告诉 R”

となる例 2)が、2000 例近く見つかった。よって、“告诉”に関しては、“把”

構文で用いられる際に“给”の付加が要求されるということはないように見
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える。ただし、“把”構文において“告诉给”となる場合の R は、人名や“一

个诗人”のような不定表現がほとんどで、人称代名詞がくる例はごくわずか

であった 3)。まずは“把”構文における“告诉给”の用例を見てみよう。 

(4) 男人的想法：几乎每个男人都有过花花绿绿的感情生活，但在男人的心

里，“过去的女人”与“现在的女人”是两个星球的人，男人不愿意把

这一切告诉给女人，倒不是男人以此为耻，而是男人认为再有修养的女

性都爱吃醋，如果一个男人自揭其“丑”，以后还会有好日子过吗？所

以，这一切对男人而言，就成了一种极其压抑的秘密。（《男人不敢告诉

你的４个秘密》）（男性の考え方：ほとんど全ての男性は、様々な恋愛を経験した

ことがある。しかし男性の心の中では、「過去の女性」と「今の女性」はまるで違

う星の人であり、男性は過去の話の全てを女性に話すことを望まない。男性がそれ

を恥ずかしいと思うからではなく、男性は、どんなに教養のある女性でも嫉妬をす

るものだと思っているからである。もし男性が自ら自分の「醜態」を暴いたら、そ

の後も幸せな生活が送れるだろうか。だから、それら全ては男性にしてみれば、極

めて抑え込むべき秘密となるのである。） 

この例は、動作の結果として「女性に」知られることを望まないという意

味である。よって“告诉”という動作行為そのものではなく、その結果とし

て情報を受け取る R に表現の重点があるように思える。 

(5) 临出来的时候，我把住址告诉给她——深愿她求我，或是命令我，作点

事。她似乎根本没往心里听，一笑，眼看看别处，没有往外送我的意思。

（老舍《微神》）（出て行くとき、私は彼女に住所を教えた－彼女が私を頼り、あ

るいは何か命令してくれることを深く望んだ。彼女は全く関心のない様子で、少し

笑うと、目はもう違うところを見て、私を外まで見送るつもりはないようだった。）  

この例は、R が人称代名詞である数少ない例であるが、他の誰でもなく「彼

女に」伝えたことが重要であり、R に表現の重点がある点は (4)と同様である。

では、“给”が付加されない場合はどうであろうか。 

(6) 她知道二姐最近的行动蒋介石很不满意，生怕二姐的安全受到威胁，所

以她要不时询问一些情况。但宋庆龄并不愿把这些不愉快的事情告诉她。

（《宋氏家族全传》）（彼女（宋美齢）は姉（宋慶齢）の最近の行動を蒋介石が不

満に思っていることを知っていた。姉の安全が脅かされることを恐れ、彼女は度々

状況をたずねていた。しかし宋慶齢はこれらの不愉快な出来事を彼女に話したがら

なかった。） 
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この例は、彼女（宋美齢）に知られることを望まなかったというよりは、

「言う」という動作そのものを拒んだ場面である。相手が宋美齢でなくても、

言いたくないことに変わりはなく、ここでの“告诉”を“告诉给”に置き換

えると不自然になる。 

(7) 可有一个时期她发觉台德好象不爱她了。不久她发现她怀孕了。她不想

把这事告诉台德，心里却为是否要这个孩子而苦恼,夜里常作恶梦。（玛

格丽特·德拉布尔《人到中年》）（しかしあるとき彼女は、テッドがもう彼女を

愛していないようだと悟った。間もなく彼女は自分が妊娠したことに気づいた。彼

女はこのことをテッドに話したくなかった。むしろこの子を生むべきかどうかで悩

み、夜な夜な悪夢にうなされた。） 

この例も、妊娠したことを教えないという場面であり、動作そのものを拒

否することが下線部における表現の中心である。この“告诉”を“告诉给”

とすると、文法的に不適格とはならないものの、「テッド」には知られたく

ないというニュアンスが生じる。つまり、表現の中心が動作からその結果へ

と移ってしまうため、ここで“给”を付加すると不自然な表現となる。この

ように、“告诉给”は、動作行為それ自体よりも、動作の結果として R に情

報が渡ることに表現の重点があると考えられ、その点では授与動詞を用いた

“V 给”に関する先行研究とほぼ同様の結果となることがわかった。 

 

３．“V 给”と“V 在”  
 ここで、“V 在”について少し見ておきたい。“在”は“给”と同じく、動

詞や前置詞としての用法を持つ上、他の動詞の直後に付加して“V 在”とす

ることができ、さらにその直後には場所を表す語句（以下“L”と記す）が

必須であるなど、“V 给”と類似した用法を持つ。张国宪・卢建 2010 では、

「前置詞句＋動詞」である“在 LV”と、動詞の直後に“在”が付加された

“V 在 L”とを比較し、“在 LV”は動態的な動作行為の局面に焦点を当て、

“V 在 L”は事物が静態的に位置する空間に焦点を当てるものであるとして

いる。“跳”のように、動作を表す動詞の場合は、従来から、(8a)のように“在

LV”の形式を用いた場合は、「馬の背中で跳びはねる」という、動作そのも

のの意味を表し、(8b)のように、“V 在 L”を用いた場合は「馬の背中に跳び

乗る」という、動作が実現した結果としての状態や位置を表すことが指摘さ

れてきた。  
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(8a) 小猴子在马背上跳。  
(8b) 小猴子跳在马背上。  
しかし、“睡”のように状態を表す動詞を用いた場合は、両者を区別する

ことが困難であった。  
(9a) 他在地上睡着。  
(9b) 他睡在地上。  
张氏らは、状態動詞を用いた場合、(9b)のように、“V 在 L”の形式で、動

作の結果としての状態や位置を表すのが典型的であり、 (9a)のように動態的

な表現を担う“在 LV”の形式を用いる場合には、“着”を付加することが必

須であるとしている。そして、 (9a)は動作そのものに焦点があり、動作の状

態に関心を寄せるものであるとし、(9b)は事物の位置する空間に焦点があり、

事物の状態に関心を寄せるものであるとしている。また、次のような例も挙

げられている。  
(10a) 别在床上躺着抽烟，要抽烟坐起来。  
(10b) 别躺在床上抽烟，要抽烟躺沙发上去。  
“在 LV”を用いた (10a)は、動作の状態である“躺着”を否定する意味に

なり、“V 在 L”を用いた (10b)は、位置する空間である“床上”を否定する

意味になる。 

“V 在 L”は動作の結果としての事物の状態や位置を表すとする张氏らの

指摘は、これまで見てきた“V 给”の性質と類似していると思われる。そこ

で、前置詞を用いた“给 RV”についても、動態的な動作行為の叙述に用い

る“在 LV”の性質と通底すると仮定して、いくつかの動詞について考えて

みたい。  
 

４．“V 给 R”と“给 RV” 

４－１．授与動詞について 

张伯江 2000 は、“送”の他、“借，还，赏，退”など、事物を R に直接的

に授与する意味を持つ動詞について、動詞自体が意味の上で授与行為の明確

な目標を必要とするため、わざわざ事前にその目標を定めておく必要はなく、

前置詞を用いた“给 RV”という形式に用いることはできないとしている。

本稿で用例を調査したところ、“给 R 送”となる用例は“V 给 R”に比べれ

ばかなり少ないものの、少数とは言えない数であった。しかし、そのほとん
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どは (11)のように“送”が「運ぶ」という意味で用いられており、授与とは

言いがたい。 

(11) 他们是那些清洁你们小区的，他们是那些给你送水送煤气的，…（《杨

恒均微博的博客》）（彼らは家の周りを清掃してくれる人であったり、水やガス

を運んでくれる人であったり…） 

次の (12)のように、「プレゼントする」の意味だと思われる例でも、授与と

言うよりは「届ける」と解釈すべきだという意見のネイティブもおり、 (12)

のような例を含めてもなお、“给 R 送”で授与を表す例は非常に少ない 4)。 

(12) 下午 6 点多钟，小张请了 1 个小时假，给女儿送生日蛋糕。他放下蛋糕

就要离开时，女儿“哇”地一声哭起来：“爸爸，你还没有给我点蜡烛、

唱歌呢！”（《1994 年报刊精选》）（午後 6 時過ぎ、張さんは 1 時間休みを取り、

娘に誕生日ケーキをプレゼントした。彼がケーキを置いて戻ろうとした時、娘がワ

ーっと泣き出した。「お父さん、まだろうそくもつけてくれてないし、歌も歌って

くれてないよ！」） 

一方、“V 给 R”となる用例は、多くが (13)のように、授与の意味が明確で

ある。 

(13) 当时我送给你一幅画，祝你一帆风顺，现在该祝你乘风破浪了。（《人民

日报 2000 年》）（あのとき私はあなたに一枚の絵をプレゼントして、順調にいく

ように願った、今は勢いに乗ってもっと発展するように願うべきだ。） 

このように、“送”は、授与の意味では“给 RV”の形式になじみにくい傾

向が強いことは確かである。前置詞の“给”は、「～に」と訳されることも

あり、授与動詞と組み合わせて、事物の移動の終点としての受領者を導くこ

とができるように思えるが、実際には授与行為の受領者は多くの場合、“V

给 R”という形式によって表出されるのである。 

 

４－２．“告诉”などの動詞について 

次に、情報伝達動詞について見てみたい。张伯江 2000 では、“告诉”の他

“教，报告，提醒，通知”などの動詞（以下“告诉”類と呼ぶ）は、前置詞

の“给”と通常は共起できないとしている。また、“问，求”などの動詞を

別類として立て、それらは“V 给”にできないことも指摘している。まず“告

诉”について見ていくと、これが“V 给”にできることは 2 章で見たとおり

である。一方、本稿の調査では“给 RV”となる用例はほとんどなく、「R に
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情報を伝える」という意味で“给 R 告诉”となる例は発見されなかった 5)。

しかし、“告诉”と同様の意味を表す“说”や“讲” 6)は、“给 RV”の用例

が豊富にある。よって、“告诉”類と、“说”,“讲”（以下“说”類と呼ぶ）

とは分けて考える必要がある。まず意味の違いから見てみよう。 

(14) 自然发展史告诉我们，一个物种一旦灭绝再难复生。（《人民日报 1994

年》）（自然の変化の歴史は我々に、種がひとたび絶滅すると、再び蘇るのは困難

であることを教えてくれる。） 

この例のように、“告诉”の主語には無生物がくることも少なくない。情

報の発信を意図しない無生物が主語であるこの場合、「言う」という意味に

はなり得ない。(14)は事実や現象を見て「教えられた」といった意味であり、

“告诉”は、何らかの情報が受領者に伝われば、その手段に関わらず、幅広

く使えることがわかる。一方、“说”も“书上说”のような言い方が可能で

あるが、これは日本語で「彼はこの本ではこのように言っている」と言える

ことと同じく、音声ではなく文字であっても、情報発信としての「言う」に

含まれると理解される。つまり、“说”類は動作主の発信する情報のみを表

すのに対し、“告诉”類は受領者がどのように受け取ったかを表すこともで

きると考えられる。このことに関連すると思われるのが、“告诉”類は“告

诉你”のように、動詞単体で直接、R を目的語にできる機能を持つ点である。

“说”類にはこのような用法はない。本稿の調査では、“告诉”が単体で目

的語をとる場合、それが伝達内容を表す例は非常に少なく、ほとんどの場合

は R であった。これらのことから、“告诉”類には情報の受領者が必要であ

り、発話そのものよりも、主に受領者に情報を伝達するという事態を表して

いると考えられる。そして、既に例 (2)でも見たように、情報伝達は R に情

報を授与する行為であると捉えることができる。形式の上でも、“V 给 R”

に用いられ、“给 RV”にはなじまない 7)点で授与動詞と共通している。次の

例 (15)は、“给 RV”となる数少ない例であるが、話者が自分に代わって“你

们”に報告させようとする場面であり、“报告”という動作を行うこと自体

に焦点がある。これにより、情報伝達としての意味合いが薄れるため、“给

RV”が成立していると考えられる。“V 给 R”となる (16)が、報告の受領者

として“康熙”を導き、そこが焦点となることで、後続の文の主語にもなっ

ていることと比較されたい。 

(15) “我们的经过确实简单，不像你们年青人，小钟和小管恋爱的时间很长，
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内容一定丰富，你们给大家报告一下，比我们的有兴趣的多了！”（周

而复《上海的早晨》）（「私たちのいきさつは実に簡単です、あなたたち若い人

と違って。鐘さんと管さんはもうつきあって長いから、きっといろんなことがあ

ったでしょう。それをみんなに報告して下さいよ。私たちの話よりもずっと面白

いでしょうから！」）  

(16) 这个事情就报告给康熙了，康熙一看，他答的卷子答得不错，很好，

而且觉得这个人是用心良苦，非常执著，点了他做了状元。（阎崇年《清

十二帝疑案之总说》）（この件は康煕帝に報告された。康煕帝が見ると、彼の答

案は素晴らしかった。その上心配りが並大抵でなく、とても粘り強いと思い、彼

を状元とすることにした。） 

また、“通知”,“报告”,“提醒”などの動作によって伝達される情報の

量、つまり通知や報告される内容は、一般的に考えて有限である 8)。そのた

め、“说”類とは異なり、動作自体にも限界的であることが含意されている

と考えられる。例えば、「報告し続ける」ことは、同じ内容の報告を繰り返

す場合はもちろん、報告事項が多数ある場合でも、「報告する」という動作

の反復を表しており、その意味で動作の継続を表す「話し続ける」とは異な

る。「～し続ける」が動作の反復を表すという点でも、“告诉”類は授与動詞

と共通しているのである。 

 

４－３．“说”類について 

情報の伝達を表す“告诉”類に対し、“说”類は発話行為そのものを表す、

非限界的な動作である。“说”類にとっては、R は発話内容の聞き手でしか

なく、発話内容の R への到達が、直ちに動作の終わりを意味するわけではな

いという点で、授与動詞や“告诉”類とは異なっている。本稿で用例を調査

したところ、“说”が“V 给 R”の形式で用いられる場合は、そのほとんど

全てにおいて、“说给你听”のように、“V 给 R”の後に動詞“听”が付加さ

れていた。動作の結果状態を表す“V 给 R”の形式で導かれる R は、事物や

情報の移動の終点を表すものであるため、発話行為のみを表す“说”類とは

なじみにくいと考えられるが、“说给 R 听”のような兼語文の形式であれば、

例は少なくないのである。张国宪・卢建 2010 は、“V 在 L”について、事態

を静物画のように描写する形式であるため背景化しやすく、連動文の前半部

分に用いられやすいことを指摘している。連動文は、“去商店买东西”のよ
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うに、前の動作の目的として後の動作があるなど、前半の動作が背景化する

傾向があることが知られている。兼語文も、基本的に前の動詞には“了”な

どのアスペクト助詞を付加することができないという制約がある。また兼語

文の一類である使役文では、“她叫我喝酒。”のように前半の“叫”が実質的

な動きを表さないなど、前半部は後の動詞に比べ背景化しやすいと言える。

よって、“V 给 R”の後に動詞が続く場合も、“V 在 L”と同様に、“V 给 R”

が背景化していると考えられ、“说给 R 听”は「R に“听”させるために“说”

する」と理解される。つまり、R が“说”という動作の目標となることでは

じめて、“V 给 R”の形式をとることが可能となったと考えられるのである。

次の例を見られたい。 

(17) “他是跟老大娘说的！”阿菊低沉着脸，轻声地说。“是说给老大娘听

的，也是说给你听的！”（吴强《红日》）（「彼はおばあさんに言ったんです！」

阿菊は顔を伏せて小声で言った。「おばあさんに言ったことは、おまえに言ったこ

とと同じだ！」）  

この例は、“阿菊”自身に対して言われたことを、“老大娘”が言われたの

だと言い訳し、下線部のような指摘をされる場面であり、「誰に」という部

分に焦点がある。“告诉”類であれば、このような場合も“听”など他の動

詞を伴わずに“V 给 R”が成立するが、“说”類の場合は、“听”を付加す

る必要があり、その意味で“说”類は“V 给 R”の形式に対して有標である

と言える。 

一方、前置詞を用いた“给 RV”の形式では、“说”類は“V 给 R 听”とな

る例と比べても数多くの用例が見られる。そもそも“说”類は、聞き手が存

在せずに一人で行うことも可能な動作であり、聞き手を動詞が直接、目的語

としてとることもできない。よって例えば“说他”とした場合、「彼に言う」

ではなく、「彼を叱る」という意味になってしまう。このため、聞き手を文

中に導入する場合、“给”などの語を用いる必要がある。ただし、ここでの

聞き手は情報の受領者という終点ではなく、あくまでも動作行為の参与者に

すぎないため、先に見たように“V 给 R”の形式で表すことはできない。前

置詞を用いた“给 RV”の用例が多いのはこのためだと考えられる。 

このように、同じく「言う」と日本語訳できる語でも、“告诉”類と“说”

類では、その内容が異なっていることがわかる。英語の“ tell”と“say”に

も似た区別であるが、こうした意味上・用法上の対立に加え、“说”類は主
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に一音節の語からなり、“告诉”類の多くは二音節語である点も興味深い。 

 

４－４．“问”類について 

 最後に、张伯江 2000 が“告诉”類とは別類としている“问，求，考，请

教”（以下“问”類と称す）などの動詞について考えてみる。“问”類は“V

给”の形式には用いられないことが张氏によって指摘されている。本稿の調

査でも、用例は見つからなかった。この理由について张氏は、“老师问学生

一个问题”という例を用い、ここでは“学生”に対し、抽象度の高い「（質

問に答えるようにという）先生からの要求」が授与されており、このような

メトニミーによる授与を表す場合には“V 给”にできないと説明している。

本稿の用例調査の結果でも“问给”となる例は見つからなかった。また、“给

RV”の形式についても調査を行ったが、「R に質問する」という意味で“给

R 问”となる例は見つからなかった 9)。つまり“问”類は、“V 给 R”にも

“给 RV”にも適さない動詞だと言える。そこで“问”という行為について

考えてみると、実際問題として、質問するということは、张氏も言うように、

質問に答えること、つまり相手の主体的な返答を要求する意味を含んでいる。

この特徴は“求”ではより顕著であり、これまで見てきた“告诉”類とも“说”

類とも異なる、ある種の使役的な意味を含んでいるとも言える。よって、こ

の動作に関わる R は、受領者や聞き手にとどまらず、答えを要求される立場

であるため、終点としての R を導く“V 给 R”はもちろん、R を関与者とし

て導入することのできる“给 RV”でも、表すことができないのだと考えら

れる。このような特殊な意味役割を持つ R を導入するためには、動詞が直接、

目的語として従えるしかない。“问你”は「あなたに質問する」という意味

であって、「あなたのことを（他の誰かに）質問する」といった意味にはな

らない。動詞が直接 R を目的語としてとる場合を“VR”と表記し、これま

で見てきたことを表にまとめると、次のようになる。 

 

 “给 RV” “VR” “V 给 R” 

授与動詞 × ○ ○ 

“告诉”類 × ○ ○ 

“说”類 ○ × × 

“问”類 × ○ × 
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授与動詞（送，递，还など）と類似した特徴を持つ“告诉”類（通知，报

告，提醒など）は、本来的に情報伝達の終点となる R を必要とする。そのた

め動詞が直接、R を目的語にとることができる上、“V 给 R”とすることもで

きる。一方、R がなくても動作行為が実現できる発話動詞“说”類（讲，道

など）は、R を導入する場合は前置詞を用いる必要がある。“问”類（求，

考，请教など）は動作の成立に R を必要とする点では“告诉”類と同じで、

“VR”とすることができるが、この R は事物や情報の受領者とは異なるた

め、“V 给 R”とすることはできない。この表において、“○”は縦軸にある

動詞の類において、横軸にある当該の形式が問題なく成立することを表す。

“×”は当該の形式が成立しない、または用例が非常に少ないことを表す。

“给 RV”については、「受益（～のために）」の意味でなら成立する場合に

も“×”としている。 

この表を見ると、動詞が単体で R を目的語としてとることができる場合に

は“给 RV”の形式には適さず、R を目的語にとれない動詞は、それを補う

ように、“给 RV”の形で R を導入することができるという、いわば相補分布

をなしていることがわかる。前置詞の“给”は事物の受領者や話の聞き手を

導くことができるものの、実際には共起可能な動詞が限られており、情報伝

達動詞に関しても、授与動詞と同様に、VR となることのできる動詞には使

えないということが明らかになった。 

一方、“V 给 R”における“给”については、R が受領者を表す場合にしか

成立せず、表現の重点が R にあるといった先行研究の指摘が、情報伝達動詞

にも適用されることが確認された。また、本稿の調査では、“告诉”類にお

いて、“V 给 R”の R に人称代名詞がくる例が少ないことが明らかになった。

これに似た現象として、中川 1973 では、授与動詞を用いた二重目的語文に

ついて、間接目的語は人称代名詞以外のものが来ることはないとしている。

さらに杉村 2005 でも、“送”のような代表的な授与動詞であっても“给”を

伴わずに固有名詞が間接目的語になることは少ないとしている。本稿の調査

結果は、授与動詞を用いた場合や二重目的語文に限らず、“V 给 R”となる

場合の R は何らかの選択を経たものである可能性を示唆している。その選択

がどのようなものであるのか、または R がどのような性質を持つ場合に、“VR”

ではなく“V 给 R”が用いられるのかについても、今後より多くの用例を調

査し、明らかにしていきたい。 
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５．おわりに 

本稿では、情報伝達を表す動詞が、伝達を表し、授与にも近い性質を持つ

“告诉”類、発話そのものを表す“说”類、聞き手に何らかのリアクション

を要求する“问”類の三つに分類できることを明らかにした。その際、情報

伝達動詞に対してはあまり用いられてこなかった、“V 给 R”や“给 RV”の

形式への適用度を基準とすることで、従来なかった分類を合理的な理由とと

もに提示することができた。 

最後に、距離を隔てた授与を表す“寄”のような動詞と、ものを投げる動

作を表す“扔”のような動詞について少しだけ見てみたい。“寄”は受領者

を表す目的語を、動詞単体でとることはできないが、“给 RV”や“V 给 R”

の形式には用いられることが知られている。“扔”は本来受領者を必要とし

ない動作であるため、動詞単体で R を目的語にとることはできないが、“V

给”となることで、R をとることができるようになる。これらを表にすると、

これまで見てきた情報伝達動詞とは、また異なる分布となっている。 

 

 “给 RV” “VR” “V 给 R” 

“寄”類 ○ × ○ 

“扔”類 × × ○ 

 

これら“寄”類や“扔”類の動詞については、稿を改めて論じたい。 

 

〈注〉  
1)  “把”の代わりに“将”を用いたものも含む。  
2) “告诉了 R”となる例も含む。  
3) 本稿の調査では、“把”構文以外でも、“告诉给 R”となる場合の R に人称代名詞がく

る例は少なかった。ただし、“给”のつかない“告诉 R”では、人名などの固有名詞も、

人称代名詞もどちらも多くの例があった。この点についてはさらなる検討が必要である。 
4) これとは別に、授与動詞を用いた“给 RV”は「R に授与する」（受給）という意味であ

るのか、「R の代わりに（他の誰かに）授与する」（受益）なのか区別しがたいという問

題があるが、本稿での関心は、“给”がどちらの意味であるかに関わらず、“送”が授与

を表す場合の“给 R 送”の例が非常に少ないという点にあるため、この問題には立ち

入らない。  
5) 次の例のような用法のものは、わずかではあるが見つかった。  

学校里竟自发生一件奇怪的事，——永不招惹人的小铃儿会有人给他告诉：“先生！小
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铃儿打我一拳！”“胡说！小铃儿哪会打人？不要欺侮他老实！”先生很决断的说，“叫小

铃儿来！”（老舍《小铃儿》）  
6) これらの動詞は、张伯江 2000 では挙げられていない。  
7) “告诉”類の動詞が“给 RV”の形式で全く用いられないということではないが、本稿

の調査では、“告诉”では例なし、“通知”で 1 例のみと、用例が非常に少なく、“V 给

R”となる場合に比べても圧倒的に少数であった。よって、“给 RV”にはなじまないと

いう強い傾向があると言える。  
8) “告诉”も話者の心中には伝えたい一定量の情報があらかじめあり、それを「伝える」

という意味ではないかと考える。  
9) 次の例のように、「R のために（他の誰かに）質問する」という受益の意味での用例は、

少数ながら発見された。 

四婶说：“你倒比我还火？你给我问去！”夏天智说：“要问你去问么。”（贾平凹《秦腔》）  
 

〈用例出典〉  
CCL（北京大学中国语言学研究中心）汉语语料库  (http://ccl.pku.edu.cn) 
（引用例における下線は全て筆者による。）  
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