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非典型的な授与を表す動詞と“给”について 

今井俊彦 
０．はじめに 

現代中国語の“给”には多くの用法がある。中でも使用例が多いのは、次の(1)のよ

うに受領者や受益者 1)を導く前置詞の用法である。また、受領者を導く場合、(2)のよ

うに、動詞の直後に“给”を付加する形式もある。 

(1) 我给他寄一本书。 （前置詞構文） 

(2) 我寄给他一本书。 （“V 给”文） 

本稿では、動詞の直後に“给”が付加された構造を“V 给”と呼び、(2)のように“V

给”を含む文を“V 给”文と呼ぶこととする。また、(1)や(2)における“他”のように、

人称代詞や人名、職業などヒトを表す名詞からなり、事物や情報等の受領者(recipient)

を意味するものを“R”と表記する。同様に、(1)や(2)における“一本书”のような、

主に授与行為の対象となる事物や情報を“N”と表記する。よって、動詞を“V”とす

れば、(1)の述部は“给 RVN”、(2)は“V 给 RN”と表すことができる。受領者“R”を

導くという点において、前置詞の“给”と“V 给”の“给”は共通しているが、これ

らは必ずしも相互に置き換え可能というわけではない。例えば“送”のような典型的

な授与動詞との組み合わせでは、前置詞の“给”は「～のために」という受益者を導

く意味となる。そこで本稿では、前置詞の“给”については「～に」という受領者を

導く意味である場合のみを考察の対象とし、前置詞構文にも“V 给”文にも使用可能

な動詞について、用例を比較分析することで、前置詞の“给”と“V 给”の“给”と

の違いを明らかにしていく 2)。 

 

１．“寄”類動詞について 

１－１．前置詞の“给”の用法 

前置詞の“给”と、“V 给”の両方に使うことのできる動詞として、(1)(2)でも挙げ

た“寄”がある。これは授与行為の一種であるが、空間や時間を隔てた授与を表す。

よって“送”のような典型的な授与動詞とは異なり、動詞単体で R を目的語としてと

ることはできない。张伯江 2000 では、このような動詞として“寄，邮，汇，传”が挙

げられている（以後これらの動詞をまとめて“寄”類と呼ぶ）。まずは“寄”に関する
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用例を中心に、前置詞の“给”と“V 给”の違いを見ていく。 

“寄”は R を目的語にとる“寄你”のような表現はできないが、“寄书”のように、

動作により移動する N をとることはできる。しかし、本稿が「北京大学中国语言学研

究中心汉语语料库」（CCL）にて調査を行ったところ、実際の用例としては、動詞単体

で N をとる(3)のようなものは少なく、ほとんどは(4)のように“来，去，出，到”と

いった、N の移動の方向を表す語（以後、方向成分と呼ぶ）が付加されていた。 

(3) 陈炳南不仅去信鼓励，还一次次寄钱。（《人民日报》1996 年）(陳炳南は手紙で励ま

すだけでなく、毎回お金を送った。) 

(4) 父亲专门从老家寄来一本《蒙汉词典》，并在信中叮嘱儿子：“在首都当兵，不会

说汉语，就不能很好地执行任务。你一定要争气……”（《人民日报》2000 年）（父

はわざわざ実家から『蒙漢辞典』を一冊送ってきて、手紙でも「首都で兵隊になって、漢語が話

せなければ、任務をうまくこなせないだろう。絶対にがんばるんだぞ・・・」と息子に念を押し

た。） 

このことから、文法的には必須ではないが、実例を見る限り、“寄”は方向成分を

必要とする強い傾向があると考えられる。“送”のような典型的な授与動詞にも方向成

分を付加することはできるが、用例を見ても“寄”ほど要求度は高くない。これは、

直接的な授与である“送”が、動作の実現と N の R への到達がほぼ同義であるのに対

し、“寄”は R に到達するまでに空間的・時間的な隔たりがあり、動作の実現は N が

動作主の手元を離れるところまでしか意味しない、ということにも関係すると思われ

る。 

そして、“寄”が方向成分を必要とする傾向は、前置詞の“给”を用いた場合でも

変わらない。“给 R 寄”となる文は CCL で約 900 例見つかったが、そのうち(5)のよう

に動詞単体で N をとる例は 2 割ほどで、大多数は(6)(7)のように方向成分が付加され

ていた。 

(5) 嗣后，每年元旦，康佳公司都给我寄一张纪念卡，希望保持联系，及时反馈他们

产品的质量问题。（《人民日报》1993 年）（以後、毎年元旦には、康佳社から私に一枚の

記念カードが送られ、連絡を保ち、彼らの製品の品質問題をすぐにフィードバックするよう要望

されている。） 

(6) 他含着泪赶到邮局给家里寄去了 500 元钱。（《人民日报》1994 年）（彼は涙を浮かべ

ながら郵便局へ急ぎ、家に 500 元送った。） 

(7) 《江汉论坛》的荣开明同志给我寄来一封信，认为对错误的难免和可免、对再认

识中的肯定否定问题，确有阐明之必要。（《读书》1985 年）（『江漢論壇』の栄開明同
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志が私に一通の手紙を寄越し、間違いが免れがたいかどうかや、再認識の中の肯定と否定の問題

について、確かに明らかにする必要があると思うと述べた。） 

また、“寄”類の他の動詞“邮，汇，传”についても用例を調査したが、やはり方

向成分が付加されたものの方が多数を占めていた。 

(8) 老人立刻安慰她，鼓励她，为了奶奶，更要好好学习，并给她家汇去 300 元钱，

秀兰坚决要从工资中扣。（《作家文摘》1995 年）（老人はすぐに彼女を慰め、おばあさん

のためにもっとしっかり勉強するようにと励まし、さらに彼女の家に 300 元を送った。秀蘭は給

料から差し引くよう固く求めた。） 

(9) 你先回去，一个星期之内我保证如数给你邮去。（《人民日报》1993 年）（あなたは先

に帰りなさい、一週間以内に耳をそろえてちゃんとあなたに郵送します。） 

(10) “马尔廷赛前只给我们传来信息，称她在上周的中国台北公开赛上受伤，因而决

定放弃参加本周的中国公开赛。”（《新华社新闻报道》2003 年）（マーチンは試合前

に私たちに情報を伝えただけだった。彼女は先週の台北でのオープンゲームで怪我をしたので、

今週の中国でのオープンゲームには参加しないと決めたとのことだ。） 

前置詞の“给”について、沈家煊 1999 は、あらかじめ定めた目標を示すとしてい

る。つまり“给”によって導入された R は、N の移動の目標であり、それを明示して

もなお、(6)～(10)のように、多くの場合において方向成分が必要とされることから、

前置詞の“给”には、方向成分のような、N の移動の方向を表す意味は備わっていな

いのではないかと考えられる。 

 

１－２．“V 给”文の用法 

次に、“V 给”文における用例を見ていく。“寄”を用いた“V 给”文は約 1800 例あ

ったが、(11)(12)のように、方向成分は付加されていなかった。 

(11) 他还将一张身穿和服的照片寄给妻子，信中说：“衣冠虽异，肝胆不移，贻此相

对，无殊面见矣。”（刘福祥《梁启超的爱情》）（彼はまた、和服を着た写真を一枚妻に送

った。手紙には「衣装は変わっても、中身は変わりません、この写真で対面できるので、ことさ

ら会うこともないでしょう。」と書いてあった。） 

(12) 1993 年 6 月，广州电信局寄给他们一张缴款通知书，……。（《市场报》1994 年）

（1993 年 6 月、広州電信局は彼らに一枚の払込通知書を送った、……。） 

このことから、“V 给”文は、方向成分と共起する傾向の強い“寄”の要求を満たし

ていると思われる。つまり、“V 给”文における“给”は、R を導くだけではなく、動

作主を起点として R を終点とする、N の移動の方向も意味すると考えられ、この点で
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“来”などの方向成分と類似した機能を担っていると考えられるのである。 

“给”という語の本義である「授与」は、N が動作主から離れていくという方向性

を含むものであり、また“V 给”文においては“V 给 R”の R が省略できない必須の

要素であることから、“V 给”の“给”は R への授与を明確化する（廬涛 1993）とい

った指摘のように、“给”が授与の方向性を持つという主旨の議論はこれまでにもあっ

た。しかし、従来の研究では“送”のような典型的な授与動詞を主な分析対象として

いたため、例えば“送给 R”の“送”と“给”の意味を分離して、“给”の意味のみを

抽出するといったことが困難であった。本稿では、非典型的な授与を表す“寄”類に

着目し、これらの動詞が実用上、方向成分の補助を必要とすることを発見したことで、

はじめて“V 给”文における“给”が方向を表すことを明確に指摘することができた。

“V 给”文における“给”は、動作主を起点とし、N がそこから離れて R へ向かうと

いう方向を表すものであり、そこには“给”の原義である授与の意味が反映されてい

るのである。 

沈家煊 1999 では、“V 给”の“给”は動作の結果として到達する終点を示すとし、

“V 给”文は N の移動とその結果としての R への到達がひとまとまりの過程であると

している。そして次のような例をあげ、“V 给”文である(14)は、N の R への到達が含

意されているため、後続の文でそれを否定することはできず、成立しないという 3)。 

(13) 我曾经送一件毛衣给她，她不收。 

(14) *我曾经送给她一件毛衣，她不收。 

しかし、“送”のようにその場で授受が完成する動作であっても、(15)のように“V

给 R”という形式が必ずしも N の R への到達を意味するわけではない。“寄”のよう

に時間的・空間的に隔たりのある授与であればなおさら、(16)のように N の到達は保

証されない。 

(15) “我就是要把我最珍贵的东西送给你，你为什么不要？”（古龙《圆月弯刀》）（私

は私の一番大事なものをあなたにあげようとしているのに、あなたはなぜ受け取らないのです

か？） 

(16) 在鲁迅先生逝世前不久，我在信中问他，我曾多次把北方许多刊物寄给他，不知

他收到否？他在回信中说：“原来寄来许多小刊物的就是你呀！”（《读书》1984 年）

（魯迅先生がこの世を去る少し前、私は手紙で先生にたずねた。私は以前何度も北方のたくさ

んの刊行物を先生に送りましたが、先生は受け取られたでしょうか？魯迅先生の返信はこうだっ

た。「たくさんの刊行物を送ってきたのはあなただったのですか！」） 

N の到達には受領者の意志もかかわってくるため、動作主が制御できるのは、N を
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手放すところまでである。N が R に到達したかどうかは前後の文脈も含めた総合的な

判断によるものであり、“V 给 R”に到達の意味は備わっていないと考えられる。この

ことからも、“V 给”の“给”は N の移動の結果としての位置変化を表すのではなく、

N の移動の方向を表していると考えられる。 

 

２．“扔”類動詞について 

２－１．前置詞の“给”の用法 

“寄”類とは異なり、授与の意味はないものの、N が動作主から離れていく動作を

表す動詞として、“扔”が挙げられる。これは本来、R を必要としない動作であり、動

詞単体で R を目的語にとることはできない。しかし“扔”という動作は、何らかの目

標に向かって行うことも日常的にありうることであり、その目標がヒトである場合は、

“给”によってそれを導入することができる。张伯江 2000 は、“扔”と同じ特徴を持

つ動詞として、“抛，丢，甩，吐”などを挙げている（以後これらの動詞をまとめて“扔”

類と呼ぶ）。そして、(17)のような例を挙げ、“扔”類は前置詞の“给”とはなじみに

くいことを指摘している。 

(17) ?他给我扔了一个纸团儿。 

本稿のインフォーマント 4)からは、张氏の指摘とはやや異なる、(17)は全く不自然

ではないという意見が出たが、“扔”が前置詞の“给”を伴う用例を探したところ、見

つかったのは約 30 例で、“寄”類に比べて非常に少なく、同じ“扔”からなる“V 给”

文が約 380 例あったことと比べても明らかに少数であった。よって、実例を見る限り、

“扔”は前置詞の“给”とはなじみにくい傾向にあるといえそうである。 

(18) 她们帮助干完活，每人给杨淑清扔下 100元钱，没留姓名走了。（《作家文摘》1994

年）（彼女たちは力仕事を手伝い終わると、みんな楊淑清のところに 100元を投げ渡し、名前も

告げずに去っていった。） 

(19) 一天就给你扔两个发霉的窝头，什么菜也没有，连根咸菜也不给。（张平《十面

埋伏》）（一日につき、お前に 2 つ、カビの生えたトウモロコシ饅頭をくれてやる。何のおかず

もない、漬け物一つさえもやらん。） 

 また、杉村 2005 は、“V 给”文にはできるが前置詞の“给”は使えない類の動詞と

して“踢”を挙げている。この動詞にも授与の意味はなく、N が動作主から離れてい

くことを述べるものであり、意味の上からは“扔”類に含まれると考えられる。そこ

で、“踢”について前置詞の“给”を用いた例を探したところ、唯一見つかったのが(20)

である 5)。 
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(20) “把枪给我踢过来！踢过来！别逼我下手！”（张平《十面埋伏》）（「銃を蹴ってこ

っちによこせ！蹴ってよこせ！私に手を出させるな！」） 

このように、“踢”も含めて“扔”類は、前置詞の“给”を用いた実例が非常に少

なく、“扔”以外の動詞では、用例がほぼないという結果であった。そこで(18)(19)の

ような少数の例を見ると、授与の意味を持たない“扔”類の動詞を用いてはいるが、

文全体としては授与のニュアンスを帯びているように思える。授与とは一般的に、N

が R にとって価値のある事物である場合が多く、(18)(19)でもそうなっている。しかし、

“扔”類は動作の性質上、N が R にとって望まざる不要な事物であることも多い。そ

のような場合、授与のニュアンスを帯びることはできず、前置詞の“给”を使うこと

もできないのではないかと考えられる。このときは“给”ではなく“向”など他の前

置詞を使うことになる。本稿の調査でも、“向”を用いた(21)のような例は、絶対数と

して多いとは言い切れないものの、“向”がヒトを導く場合に限っても、“给”の用例

よりは多く見つかった。 

(21) 如果观众不喜欢某个演员的演出，他们就会向他扔啤酒瓶子，……。（西德尼·

谢尔顿《镜子里的陌生人》（孙家新／马清文 译））（もし観客が役者の演技が気に入ら

なければ、彼らはその役者にビール瓶を投げるだろう、……。） 

このことから、前置詞の“给”は、授与の意味を積極的に付与することはなく、N

が R にとって価値のある事物であるなど、文全体として授与のニュアンスを帯びるよ

うな場合にのみ使うことができると考えられる。一方で、“扔”類動詞は「捨てる」と

いった本来の意味で用いられることが多く、前置詞の“给”を使うことのできる場面

は限られているため、実例がほとんどないのではないかと思われる。 

 

２－２．“V 给”文の用法 

“扔”類の“V 给”文での用例は、“扔”で約 380 例、“抛”で約 130 例など、前置

詞の例と比べて数多く見つかった。 

(22) 一天两次，只有一个中国人扔给她一块黑饼子，和一点凉水。（老舍《四世同堂》）

（一日二回、ある中国人が彼女に黒い雑穀の饅頭と少しの生水を投げてよこすだけであった。） 

(23) 我把车钥匙扔给方方：“你可快去快回，别误了晚上的事。”（王朔《一半是火焰

一半是海水》）（私は車のカギを方方に投げやった。「できるだけ早く行って早く帰って来い、

夜の予定に遅れるな。」） 

これらの例からは授与の意味が読み取れる。つまり、本来は授与の意味を持たない

“扔”類動詞も、“V 给”文となれば授与を表すと考えられる。前節で見たように、前

6 
 



置詞の“给”は積極的に授与の意味を付与するわけではないため、この類の動詞では

用例が少なかった。これに対して“V 给”文は用例も多いことから、“V 给”の“给”

は、積極的に授与の意味を表していると思われる。そして、例えば(23)では、“扔”と

いう動作の結果として、“钥匙”が“方方”に与えられているように、“V 给”文は「動

作を通じて、R に対する授与を実現する」という事態を表すものであると考えられる。 

“寄”類動詞を用いた“V 给”文では、動詞に授与の意味があるため、“给”が授与

の意味を持っていたとしても、それが顕在化することはなかったが、授与の意味を持

たない“扔”類動詞との組み合わせを見ていくことで、“给”が授与の意味を持つこと

を明らかにすることができた。 

 

３．“写”について 

３－１．前置詞の“给”の用法 

朱德熙 1979 では、“V 给”文を構成する動詞として、“送”などの典型的な授与動詞

や、本稿でも見た“寄”などの他、“写”類（“写，留，搛”など）を挙げている。こ

れらの動詞は授与の意味を持たないが、“写信，留坐位，搛菜”といった、特定の目的

語と結びついたときに授与の意味が現れるとしている。日本語でも「今度あなたに手

紙を書きます」といえば、単に書くだけでなく、「手紙を出す」、つまり郵送などの手

段で相手に届くようにすることまでを含む。この「手紙を出す」部分は言語化されて

いないにも関わらず、前後の文脈などから「出していない」ことがわかる場合を除い

て、通常は「手紙を出す」ことまでを含むものとして理解される。そしてこの状況は、

中国語でも同様である。まずは前置詞の“给”を用いた例 6)を見てみよう。 

(24) 我答应给你写信，要是写不了，那就每隔一天打电话给你。（西奥多·德莱塞《美

国的悲剧》（许汝祉 译））（私はあなたに手紙を書くと約束します、もし書けなければ、一

日おきにあなたに電話します。） 

(25) “我一直想给你写信，但又没有动笔。”(《信》（作者不详）)（「私はずっとあなた

に手紙を書こうと思っていました、でも書くことはありませんでした。」） 

例(24)において、“写信”は「手紙を書く」という動作だけを表すわけではない。書

いた後は自分の手元に留めておくわけではなく、相手に届くように出すことまでを意

味していると考えてよい。(25)も同様の意味を含むと考えられる。ただし、どちらの

例も「書く」という動作さえ発話時には実現していない。前置詞の“给”を用いた例

は、多くの場合、実際には動作が未実現の状況を表すものであった。 

また、次の(26)では、“写信”は「今手紙を書いている」という状況を描写したもの
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であり、「書く」という動作そのものを表していると考えられる。よって、その手紙を

出すということまでは意味しない。このとき、下線部の“你”は、厳密には手紙の受

領者ではなく、動作主が想定する読み手、つまり宛先として理解される。 

(26) 现在我在飞机上给你写信，今日到上海，明日飞旧金山。（铁凝《大浴女》）（今私

は飛行機の中であなたに手紙を書いています、今日上海に着き、明日はサンフランシスコに飛び

立ちます。） 

このように、前置詞の“给”を用いた場合には、「あなたに宛てて書く」というこ

とを表しており、必ずしも「その手紙を相手に届くように出す」という事物の移動ま

でを含むわけではない。 

 

３－２．“V 给”文の用法 

“写”を用いた“V 给”文の用例については、従来の研究ではあまり取り上げられ

てこなかった。“写”は制作を表す動詞の一種で、授与の意味を持たないだけでなく、

事物を移動させるような意味もない。このような動詞は通常、“V 给”文にはなりにく

い。例えば、同様の特徴を持つ“做”で用例を探しても、(27)のように“V 给 R”の

後に別の動詞が付加されたものしか見つからない。 

(27) “还是去我那里我做给你吃？”（冯小刚《非诚勿扰》）（やっぱり私のところに行って、

私があなたにご飯を作ってあげましょうか？） 

これは、R が後続の動詞の動作主となる、いわゆる兼語文の形式であり、本稿では

考察の対象外とする。このように、制作動詞の直後に“给”がくる場合、基本的に全

て兼語文の形式となる。ところが、“写”に限っては兼語文となるものが比較的少なく、

“V 给”文が 1000 例以上も見つかった。ただし、ほとんどが(28)(29)のように、“写给

R 的 N”という形式となっていた。また、N はほとんどの場合で“信”やそれに類す

る文書であった。 

(28) 我口袋里有他写给我的信件。（阿瑟·柯南·道尔《皮肤变白的军人》（王梦梅 改

写））（私のポケットには彼が私に書いた手紙があります。） 

(29) “你还记得这个吗?”她递给我一张残旧的纸。那是我在中学时写给她的一首诗。

（麦迪《初恋的情人》）（「あなたはまだこれを覚えてますか？」彼女は私に一枚のぼろぼろ

になった紙を渡した。それは私が中学の時に彼女に書いた詩であった。） 

動詞が“的”により連体修飾語の一部となり、全体として名詞相当のフレーズにな

る場合、一般的にその動作は已然のものと理解される。例えば“写”は「（何かを）書

く」という動作そのものを表すが、“写的信”となれば、動作はすでに実現しており、
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「（誰かが）書いた手紙」を表す。これは“写给 R 的信”となっても同様である。(28)(29)

を見ると、“写”という動作はすでに終わっており、さらに N が動作主から離れ、R

に到達していることまでを意味している。 

また、“写”は制作動詞の一種であるため、動作が実現してはじめて、N は授受可能

な事物となる。例えば、「書く」という動作が実現することではじめて「手紙」が現実

の事物として存在できるのであり、N の存在は“写”という動作の実現を前提として

いる。これは、(29)のような「紙に書かれた詩」でも同じである。 

“寄”類や“扔”類の“V 给”文や、“写”で前置詞の“给”を用いた場合にはあま

り見られなかった連体修飾構造が、“写”で“V 给”文となる例では圧倒的多数となる

原因は、ここにあると考えられる。つまり、連体修飾によって動作の実現を表し、N

の実存を保証することではじめて、N の移動、つまり授与行為を行うことができるの

である。 

このことは、視点を変えれば、“写给 R”が「R に宛てて書く」というだけでなく、

「手紙が動作主から離れ、R に向かう」ことまでを意味しており、N の移動をいうた

めには、“写”の実現が前提となるために、連体修飾の形式を強く要求する、と考える

こともできる。もしそうであれば、“写”には授与の意味も、N を移動させる意味もな

いことから、移動の意味は“给”が表していることになる。ここでの“给”は、これ

まで見てきた中で最も動詞的なふるまいを見せている 7)。 

前置詞の“给”により導かれる R は宛先であり、授与の意味は言外に含まれている

ものであったが、“V 给”文ではより積極的に、授与の意味を表していることが明らか

になった 8)。 

また、次のような例も見つかった。これは、手紙を書いて出すのと類似した動作と

して、住所を書いた紙を渡すという動作を表すが、実質的な意味としては“写”とい

う動作を通じて、住所という情報を授与すると考えることができ、“告诉”のような情

報伝達動詞に通じるものがある。 

(30) 他说∶“好吧，金秀，你把陈玉英家的地址写给我。我想我孙子了，我得去看看。”

（陈建功《皇城根》）（彼は「わかりました、金秀、あなたは玉英の家の住所を私に書いてく

ださい。私は孫が恋しくなりました、会いに行かなくては。」といった。） 

形式の上でも、“写给”の用例のほとんどを占める“写给 R 的 N”ではなく、“告诉

给”の用例で多く見られる“把”構文が用いられていることにも着目したい。この例

のように、書くという行為を通じて、その内容となる情報を伝達することに表現の重

点がある場合を契機として、本来は授与の意味を持たない“写”が情報伝達の意味を

9 
 



帯び、(30)のような、より典型的な“V 给”文となるのだと考えられる。 

 

４．おわりに 

本稿では、非典型的な授与を表す動詞として、時間的・空間的な隔たりのある授与

を表す“寄”類、N が動作主から離れる意味を持ち、授与の手段となりうる“扔”類、

授与の意味を言外に含みうる“写”を対象として、前置詞の“给”との比較から、“V

给”文の“给”の意味を調査した。前置詞の“给”は、どの動詞と組み合わせても、

動作の目標としての R を導く機能を持つのみで、比較的文法化の進んだものであるこ

とが確認できた。一方、“V 给”文の“给”は、授与の意味を持つ“寄”類動詞との組

み合わせでは、N の移動の方向のみを表すように見えるが、授与の意味を持たない“扔”

類動詞との組み合わせでは、授与の意味を付与することがわかった。そして、事物を

移動させる意味さえ持たない“写”との組み合わせでは、“给”が事物の移動の意味を

担いうることも明らかになった。このように、非典型的な授与を表す動詞を観察する

ことで、従来の研究では典型的な授与動詞の意味に埋もれて見えてこなかった、“V 给”

文の“给”の意味を明らかにすることができた。 

最後に、これまで見てきた動詞の、前置詞の“给”や“V 给”文での成立の可否を、

今井 2015 の結果も含めて表にまとめると、次のようになる。 

 

 “给 RV” “V 给 R” “VR” 

“问” × × ○ 

“送”／“告诉” × ○ ○ 

“扔” × ○ × 

“寄”／“写” ○ ○ × 

“说” ○ × × 

 

この表において、“○”は当該の形式が問題なく成立することを表し、“×”は当該

の形式が成立しない、または成立しがたいことを表す。“给 RV”については、形の上

では成立しても、「授与（～に）」の意味にならない場合には“×”としている。左端

の縦軸にはその類を代表する動詞を示してあり、同じ分布状況となる動詞は、類の違

いを“／”で表しつつ、まとめて表示している。また、“VR”は動詞が直接、受領者

を意味する目的語をとる形式を指す。この形式が可能な動詞は、そもそも前置詞の“给”
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を用いて R を導入する必要がなく、“VR”と“给 RV”は相補関係にある。そのため、

考えられる○×の組み合わせはこれで全てとなる。 

“扔”類の動詞については、“给 RV”の例が非常に少ないため“×”としている。

これと同じく“V 给 R”のみ成立する動詞としては、他に“嫁”が考えられる。これ

は動作主が動作の対象でもある再帰的な動詞である。今後はこのような動詞も含め、

“V 给”文の持つ意味をさらに整理し、“送”など典型的な授与動詞が、さらに授与を

表す“给”を付加して“V 给”となる場合についても、その原因を考えてみたい。 

 

 

1) 例(1)が「彼に本を送る」意味であれば、“他”は“一本书”を受け取る「受領者」である。しかし、

(1)は「彼の代わりに本を（他の誰かに）送る」という意味にもなりうる。このとき“他”は“一本

书”という具体的事物の受領者ではなく、“我”の行為によって何らかの利益を得る「受益者」と考

えることができる。本稿では、前置詞の“给”が「受領者」を導く場合のみを考察の対象とする。 
2) 筆者は今井 2015 において、“告诉”や“说”などの発話を表す動詞が、前置詞の“给”や“V 给”の

“给”とともに用いられる例を観察した。その結果、“告诉”は“V 给”文には用いられるが前置詞

構文には適さず、受領者を必要とする「情報伝達」という授与に似た行為を表すのに対し、“说”は

前置詞構文には用いられるが“V 给”文には適さず、一人でもできる発話行為そのものを表す、とい

った違いを明らかにした。本稿では、授与行為と関連しうる動詞で、かつ前置詞の“给”とも“V 给”

の“给”とも共起できる動詞を考察の対象とすることで、今井 2015 とは異なる視点から、前置詞の

“给”と“V 给”の“给”の違いについて論じる。 
3) 用例の文頭につく「*」は、その文が成立しないことを表す。 
4) 本稿のインフォーマントは北京を含む北方出身者、および上海を含む南方出身者からなる 20～50 代

の男女 10 名である。 
5) 例(20)における“给我”は、「私に」という受領者を表しているようには感じられず、“你给我去死（死

んでしまえ）”における“给我”のように、あまり明確な意味を表してはいないとするインフォーマ

ントの指摘があった。これに従えば、“踢”が前置詞の“给”と共起する例はゼロとなり、杉村氏の

指摘通りの結果が出たことになる。また、この類の動詞が前置詞の“给”となじまないという本稿の

論旨とも合致する。 
6) “写”は通常、授与の意味を表さないため、“画”などと同じく、前置詞の“给”を用いた場合には

「～のために（受益）」という意味になる。しかし“写信”の場合には「～に（授与）」と解釈するこ

ともできる。両者には必ずしも明確な境界があるわけではないが、本稿ではひとまず“写信”での用

例に限って分析を行う。 
7) このことから、“写给”は複合動詞であり、他の“V 给”とは分けて考えるべきという見方もあるか

もしれない。しかし、例えば方向補語の“来”は、“回来”となれば“回”に動作主の移動の意味が

あるため、“来”は近づいてくるという方向のみを表すのか、それとも移動の動作を含むのか判断で

きない。一方、“拿来”であれば“拿”には動作主の移動の意味がないため、“来”が移動の意味を担

うことがわかる。本稿では、“寄给”と“写给”もこれに類するものであると考える。 
8) “写给”の例のうち、N が後続せず、“是写给 R 的”のような“是～的”構文となるものも 1 割ほど

あった。“是～的”構文は動作の実現を前提とし、それに付随する時間や場所などを取り立てて述べ

るものである。次の例(a)も、手紙は書かれており、それが妻に宛てたものであることを述べている。

また、文脈から、この手紙は出されておらず、“给”は授与の動作を表してはいない。 
(a) 这封信是写给他老婆桂英的。（冯骥才《说不清楚》）（この手紙は彼の妻の桂英に書いたものだ。） 
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本稿の結論からは、このような場合、宛先を導く前置詞の“给”が用いられるように思われるが、

実際の用例としては、“是～的”構文で前置詞の“给”が使われることはほとんどない。この点につ

いて、授与動詞に関しては、“是～的”構文では“V 给”になりやすい旨の指摘が廬涛 1993 にある。

“写”については、本稿で見たように、前置詞の“给”を用いた場合、動作が未実現であることが

多いため、“是～的”構文にそぐわないといったことも関係するかもしれないが、さらなる検証が必

要である。 
 
 

〈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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