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0．はじめに  

 

現代中国語の“给”には、授与を表す動詞の他に、多くの意味・用法があ

るが、その中でも、授与行為に関連する“给”の用法について考えてみたい。

授与行為とは、動作主（与えるヒト）の他に、受領者（受け取るヒト）と、

事物（受領者が受け取ったモノ）という二つの項が関わる行為である。その

うちの受領者を、前置詞の“给”によってマークしたのが、(1)のような前置

詞構文である。また、「動詞＋“给”」の形式を用いて、 (2)のように表現で

きる場合もある。さらに、動詞単体で受領者と事物をともに目的語としてと

る、(3)のような二重目的語構文は、授与を表すための典型的な文型ともいわ

れている。  

(1) 我给他寄一本书。  （私は彼に本を一冊送る。）  

(2) 我寄给他一本书。  （私は彼に本を一冊送る。）  

(3) 我送他一本书。   （私は彼に本を一冊贈る。）  

これらの文にはどのような違いがあり、どう使い分けるべきであるのかと

いうのが、本稿の最大の関心事である。以後、 (1)のように前置詞の“给”を

用いた、「“给”＋受領者＋動詞」という形式をⅠ型と呼ぶ。前置詞の“给”

にはいくつかの意味があるが、本稿では受領者をマークするもののみを対象

とする。また、 (2)のような「動詞＋“给”＋受領者」という形式をⅡ型と呼

ぶ。そして、 (3)のように動詞が直接、受領者を目的語としてとる「動詞＋受

領者」という形式をⅢ型と呼ぶ。Ⅰ～Ⅲ型の全てにおいて、事物を表す名詞

句については、“把”などにより動詞の前方に位置していても、或いは同一文

中に現れていなくてもよいものとする。よって二重目的語構文は、Ⅲ型の一



類ということになる。  

Ⅰ～Ⅲ型の使い分けについては、未だ十分に説明されていない点も多い。

例えばⅠ型の“给”もⅡ型の“给”も、受領者を導くという点は共通してい

るが、必ずしも相互に置き換え可能というわけではない。Ⅱ型とⅢ型につい

ても、“给”の有無による違いがほとんど認められない場合もある。本稿では、

実際の用例を比較分析しつつ、Ⅰ～Ⅲ型の意味と用法について考えていく。  

 

1．動詞による使用状況  

 

同じ動詞が、同じ意味でⅠ～Ⅲ型の全ての形式に用いられることはない。

そこでまずは、どのような動詞がどの型に用いられるのかを見ていくことに

する。以下に示す動詞の分類やⅠ～Ⅲ型への適性については、主に张伯江

2000 や杉村 2005 で示されたものをもとに、本稿での調査結果を補足しつつ

まとめたものである。  

 

1-1．“送”類動詞  

動作主が直接的に、事物を受領者に授与する意味を持つ、“送”のような動

詞は、Ⅱ型及びⅢ型に用いることができるが、Ⅰ型には適さない。张伯江 2000

は、これらの動詞は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いことから、Ⅰ型に

用いることはできないとしている。  

本稿が、“CCL 汉语语料库”や“BCC 汉语语料库”といった大規模コーパ

スを利用して調査を行ったところ、“送”が授与の意味 1 )の場合にⅠ型をとる

例はなく、この形式にはなじまないことが確認された。このような動詞は他

に“递，借，还，赏”などがある。なお、代表的な授与動詞である“给”に

ついては、Ⅱ型をとれないため、考察の対象外とする。  

 

1-2.“寄”類動詞  



“送”類とは異なり、空間や時間を隔てた授与を表す“寄”のような動詞

は、Ⅰ型及びⅡ型に用いることができるが、動詞単体で受領者を目的語とし

てとることはできず、Ⅲ型には用いられない。この点は既に多くの先行研究

において指摘されており、本稿の調査でも同様の結果となった。この類の動

詞は他に“邮，汇，传”などがある。  

 

1-3．“扔”類動詞  

本来は授与の意味を持たないものの、事物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、そもそも受領者を必要としな

い動作であるため、動詞単体で受領者を目的語にとることはできず、Ⅲ型に

は用いられない。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ため、その目標がヒトである場合、“给”を用いたⅡ

型によって、それを文中に導入することができる。また、张伯江 2000 は“扔”

について、Ⅰ型にはなじみにくいことを指摘している。この類となる動詞は

他に“踢，抛，丢，甩”などがあり、本稿の調査でも、ごく一部の例外を除

き、Ⅰ型の例は見つからなかった。詳細は 3 章で述べるが、“扔”類はⅠ型

にはなじまない傾向にあるといえる。  

 

1-4．“告诉”類動詞  

“告诉”のような発話に関する動作は、受領者に情報を授与する行為であ

ると捉えることができ、事物の授与との共通点も多い。このため“告诉”は、

典型的な授与動詞である“送”類と同じく、Ⅱ型とⅢ型に用いられる。また、

张伯江 2000 は“告诉”について、Ⅰ型には通常用いられないとしている。本

稿の調査でも“告诉”がⅠ型となる用例はほとんど見つからなかった。この

ような動詞は他に“教，报告，提醒，通知”などがある。ただし、同じく発

話を表す“说”や“讲”など一部の動詞に関しては、Ⅰ型の用例が豊富にあ

る。この点については 5 章で詳述する。  

これまで見てきた動詞が、Ⅰ～Ⅲ型のいずれに用いられるかを簡単にまと



めると、以下の表のようになる。  

 

  Ⅰ型  Ⅱ型  Ⅲ型  

 “送”・“告诉”類  × ○  ○  

 “扔”類  × ○  × 

 “寄”類  ○  ○  × 

 

この表を見ると、“送”類や“告诉”類のように、動詞が直接、受領者を目

的語としてとれるもの、つまりⅢ型にできる動詞は、前置詞の“给”を用い

たⅠ型には適さず、逆に“寄”類のようにⅢ型にできないものはⅠ型にでき

ることがわかる。つまり、授与義を持つ動詞が文中に受領者を導入するにあ

たって、Ⅰ型とⅢ型は相補関係にあると考えられる。そして、“扔”類のよう

に、本来は授与の意味を持たない動詞は、Ⅱ型によってのみ受領者を導入し、

授与義を表すことができる。このように、動詞の意味や機能によって、どの

形式が選択されるのかを整理することができた。次章から、それぞれの動詞

について詳しく用例を見ていくことで、Ⅰ～Ⅲ型の使い分けを明らかにして

いく。  

 

2．遠隔授与を表す動詞について  

 

授与に関する従来の研究では、典型的な授与動詞である“送”類が主な考

察対象であった。しかし本稿では、遠隔授与を表す“寄”類や、本来は授与

の意味を持たない“扔”類をも対象とすることで、これまでになかった観点

から、Ⅰ～Ⅲ型の違いを考えていく。  

まず“寄”類動詞から見ていこう。“寄”類は授与の意味を持つものの、“送”

類とは異なり、受領者を目的語にとる“寄你”のような表現はできない。“寄

书”のように、事物を目的語にとることは可能であるが、本稿の調査では、

(4)のように動詞単体で事物を目的語としてとる例は少なく、ほとんどは (5)



のように“来，去，出，到”といった、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。  

(4) 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。 ) 

(5) 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。）  

特に、対比や習慣的な動作ではなく、具体的・個別的な動作を言う場合に

は、“寄”は方向成分を必要とする傾向が非常に強い。“送”類のような典型

的な授与動詞にも方向成分が付加されることはあるが、要求度はさほど高く

ない。これは、直接的な授与である“送”類の動詞は、動作の実現と事物の

受領者への到達がほぼ同時に起こるのに対し、“寄”類では受領者に到達する

までに空間的・時間的な隔たりがあり、動作の実現は事物が動作主の手元を

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”により受領

者をマークしたⅠ型の形式となる場合でも変わらない。本稿の調査では、Ⅰ

型の用例が約 900 例見つかったが、そのうち (6)のように動詞単体で事物を目

的語にとる例は 2 割ほどで、大多数は (7)(8)のように方向成分が付加されて

いた。  

(6) 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。）  

(7) 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。）  

(8) 《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。）  

“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。  

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”によって文中に導入された受領者は、事物の移動

の目標であり、それを明示してもなお、多くの場合において方向成分が必要

とされるのである。このことから、前置詞の“给”は目標としての受領者を

マークするのみであり、動詞としての“给”が本来持つ、授与に付随する事

物の移動やその方向の意味は捨象されていると考えられる。よって、Ⅰ型は

授与の意味を前面に押し出して表現するための形式ではないと考えることが

できる。上記の例 (8)にしても、“给”によりマークされた“我”は受領者で

あるものの、文のニュアンスとしては、授与というよりも、事物の移動に重

点があるように思える。  

次に、Ⅱ型となる用例を見ていこう。“寄”がⅡ型となる文は約 1800 例見

つかったが、 (9)(10)のように、方向成分は付加されていなかった。  

(9) 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。）  

(10) 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、…。）  

方向成分が置かれるのは動詞の直後である場合も多く、Ⅱ型ではここに“给”

がくるため、方向成分が共起し難いことは予想できる。しかし、見方を変え



れば、方向成分と共起する傾向の強い“寄”に対して、方向成分の代わりに

“给”を付加できるということは、この“给”が方向成分と類似した意味や

機能を担いうるということである 2 )。このことから、Ⅱ型における“给”は、

受領者をマークするだけではなく、動作主を起点として受領者を終点とする、

事物の移動の方向をも意味していると考えられる。  

 

3．授与義を持たない動詞について  

 

“扔”類動詞は、本来は授与の意味を持たないが、Ⅱ型の形式となること

で授与を表すことができ、用例も数多く見つかっている。  

(11) 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。）  

(12) 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なさい、夜の予定に遅れないでね。」）  

前章で見たように、Ⅱ型の“给”は、受領者を文中に導入し、そこに至る

までの事物の移動の方向をも表すと考えられる。よって、後は動作主の動作

によって事物の移動が開始されるだけで、授与行為が実現する環境が整って

いるのである。“扔”は本来、「放り投げる、捨てる」といった、事物が動作

主から離れる事態を表すものであるが、事物の移動のきっかけとしては十分

であり、Ⅱ型の形式をとることで、授与の意味が生じるのだと考えられる。

つまり、動詞は事物の移動の原動力を表しているに過ぎず、その動作を通じ

て授与という行為を実現するのが、Ⅱ型の表す意味なのである。  

典型的な授与動詞である“送”類はもちろん、“寄”類動詞であっても、動

詞自体に授与の意味が含まれているため、Ⅱ型における動詞と“给”の役割

を分離することはできなかった。授与の意味を持たない“扔”類の用例を分

析してはじめて、Ⅱ型の持つ授与の意味の多くは“给”が担っており、そこ



に原動力としての動詞を加えることで、「動作を通じて、受領者に対する授与

を実現する」事態を表す、ということを明らかにすることができた。  

一方、“扔”類動詞がⅠ型とはなじまない理由についても、授与の意味を持

たないこれらの動詞に、前置詞の“给”で事物の移動の目標を示しても、そ

れだけでは授与行為の成立には不十分なのではないかと考えられる。つまり、

Ⅱ型は動詞が移動の原動力となりさえすれば成立するのに対し、Ⅰ型は事物

の目標までの移動を明確に表せる動詞でなければ成立しないのである。  

ただし、“扔”については、Ⅰ型の用例もいくつか見つかっている。  

(13) 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。）  

“扔”の表す「投げる」という行為は、丁寧さには欠けるものの、事物を

やりとりする際の動作として、決して珍しいものではない。よって、事物の

移動の手段として捉えることが可能である。また、“踢”などと比べても、事

物の移動の手段として、より受け入れられやすいことが想像できる。そして、

前章で見たように、Ⅰ型は授与そのものよりも、事物の移動に表現の重点が

あると思われる。このようなことから、“扔”にⅠ型の用例が存在するのでは

ないかと考えられる。  

 

4．典型的な授与動詞について  

 

ここで、典型的な授与動詞とされる“送”類動詞について見ていく。この

類の動詞は、二つの目的語をとり、Ⅲ型の一類である二重目的語構文を構成

できる点で、他の類とは異なる。しかし同時に、Ⅱ型の形式をとることもで

きる。その結果、 (14)のようなⅢ型と、 (15)のようなⅡ型という、意味が同

じ二つの文ができることとなる。両者の違い、つまり一見余剰的である“给”

の付加にどのような意味があるのかについては、多くの先行研究で論じられ

ている。受領者への方向性を明確にする役割を担う（廬涛 1993）や、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（関光世 2001）

などが主な指摘であるが、いずれも抽象的な説明にとどまっており、使い分

けの基準を示すには不十分である。  

(14) 我送你一本书。   （私はあなたに本を一冊プレゼントする。）  

(15) 我送给你一本书。  （私はあなたに本を一冊プレゼントする。）  

そこで実際の用例を見ていくと、“送”が動詞単体で、受領者のみを目的語

としてとることはほとんどないことがわかった。“送你”といえば、文脈によ

っては「あなたにプレゼントする」という意味を表すこともあるものの、通

常は「あなたを（ある場所まで）送っていく」といった意味に理解される。

動詞が目的語を一つだけとる場合、第一義的にはそれを対格と捉えるのが自

然である。これに対し、Ⅱ型の“送给你”であれば、“你”は受領者であるこ

とが明確である。このように、単一目的語をとる場合においては、“给”の付

加は意味の弁別に大いに役立っている。本稿の調査では、全ての“送”の用

例のうち、約一割がⅡ型の形式となっていた。これは、“送”には多くの意味

があることを考えると、かなりの用例数であり、意味を弁別する手段として、

“给”の付加が有効であることの証左と見ることができる。  

また、“借”は「貸す」と「借りる」という多義を生じる動詞であるが、“借

给你”となれば「貸す」意味に理解される。これも、“给”の直後の名詞句を

受領者に限定することで、多義性を解消するという点では全く同じである。  

Ⅱ型の“给”は、授与義の強化といったあいまいな理由で付加されるので

はなく、授与義であることを確定させるために、時として必要不可欠な成分

なのである。  

杉村 2005 には、“送你”と“送给你”では、両者の意味が同じになる文脈

においても、“给”が付加された方が丁寧に感じられるという指摘がある。杉

村氏はこの点について、“给”の付加による授与義の強化と、それに伴う受領

者の前景化に由来するとしている。この現象について、本稿の観点からは、

意味の弁別という点でも、実例の多さから見ても、本来は“给”を付加して

表現すべきところを、それを省略することで、ぞんざいな表現となるのでは



ないかと説明できる。  

また、“送”類動詞はⅠ型には適さないが、“送”が前置詞の“给”と共起

する例がないわけではない。本稿で調査したところ、決して少なくない数の

用例が見つかった。ただし、そのほとんどは (16)のように“送”が「運ぶ」

という意味で用いられているものであった。  

(16)  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…）  

このように、Ⅰ型となる場合、“送”は「プレゼントする」という授与の意

味ではなく、「届ける、運ぶ」という移動の意味になる。このとき、“给”に

よりマークされる名詞句は、事物の受領者ではあるが、サービスによる恩恵

を受ける受益者でもある。  

“送”はいくつかの意味を持つ動詞であるが、Ⅱ型や二重目的語構文の形

式では、授与を表す意味に限定される。ところが、Ⅰ型では逆に、授与の意

味が薄れ、移動の意味が前面に出ている。これは“寄”類動詞でも見られた

現象である。Ⅰ型は、授与の意味が背景化し、事物を移動させる行為が何ら

かの恩恵をもたらすような場合に用いられるのではないかと考えられる。  

 

5．情報伝達を表す動詞について  

 

前章でも述べたように、“送”類動詞が動詞単体で、受領者のみを目的語と

してとることはほとんどなく、主として二重目的語をとる場合にⅢ型となる。

しかし、二重目的語構文を用いて表現される場面は、中国語において必ずし

も多くなく、Ⅲ型にしてもⅡ型にしても、二つの目的語を従える文は、実例

も非常に少ない。先行研究では、このような制約の多い環境において、Ⅱ型

とⅢ型の文を比較し、“给”の意味を抽出しようとしていた。しかし、この“给”

の意味を真に考えるためには、目的語が一つであってもⅢ型を形成できる“告

诉”類の動詞について、Ⅱ型との比較を行うべきである。  



情報の伝達を表す“告诉”のような動詞は、動詞単体で直接、受領者を目

的語にとるⅢ型を形成できる。本稿の調査では、“告诉”が単体で目的語を一

つとる場合、それが“告诉一件事”のように対格目的語である例は非常に少

なく、ほとんどの場合は“告诉你”のように受領者を目的語にとるものであ

った。つまり“告诉”は、伝達内容よりも受領者と結びついて用いられる傾

向の強い動詞であり、「何を」ではなく「誰に」に重きを置いた動作を表すも

のであるといえる。  

また、“告诉”類により伝達される内容は、その場の思いつきではなく、動

作行為を行うよりも前に準備されていることも多いと考えられる。これは、

“通知” ,“报告” ,“提醒”など“告诉”類の他の動詞ではより顕著であろ

う。このため、“把”構文に用いられることも多い。  

(17)  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。）  

これらのことを併せ考えると、“告诉”類は、事物の授与に類似した、一定

の情報を受領者へ授与するという事態を表すものであると思われる。そうで

あればこそ、物理的な事物の授与を表すわけではないものの、動作を通じて、

受領者に対する授与を実現するⅡ型に用いることができるのである。  

ただし、このような情報の授与は、情報伝達の一種であって、全てではな

い。情報伝達には、次の (18)のように、伝達の手段を問わない広い用法があ

る。  

(18)  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。）  

この例では、主語は無生物であり、動作主としてではなく、情報の発信源



として、ただ存在しているだけであり、受領者の方が能動的に情報を読み取

っている。ここで、改めてⅡ型とⅢ型の用例を詳しく見ていくと、情報伝達

は通常、Ⅲ型によって表現されるが、中でも情報の授与を意味する場合にⅡ

型が用いられていることがわかった。つまり、ここでもⅡ型は一貫して授与

を表しており、意味の弁別にも一定の役割を果たしているのである。  

一方、“告诉”類のⅠ型の例は、本稿の調査でもほとんど見つからなかった

3 )。その代わり、“告诉”と同様に「言う」意味を表す“说”では、Ⅰ型の用

例が数多く見つかった。“说”は“告诉”類と異なり、受領者を直接、目的語

としてとることができず、Ⅲ型には用いられない。例えば“说他”とした場

合、「彼に言う」ではなく、「彼のことを叱る」のように、“他”は対格として

理解される。このことから、“说”の表す事態に、受領者は必須の要素ではな

いことがわかる。実際、独り言のように、聞き手の存在なしに動作主が一人

で行うことも可能であり、誰かに情報を伝達することよりも、発話行為その

ものに重点が置かれていると考えられる。よって、“告诉”類のように情報の

授与を表すこともないため、授与を表す形式であるⅡ型にも適さない。前章

で見た“送”は、同一の動詞が、Ⅱ型では授与の意味、Ⅰ型では移動の意味

で用いられていたが、ここでは「言う」という意味は共通しつつ、Ⅱ型は授

与の意味を含む“告诉”、Ⅰ型は授与の意味を持たない“说”と、異なる動詞

が使い分けられている。  

 

6．作製を表す動詞について  

 

“说”についてⅡ型の用例を探そうとすると、“说给你听”のように、後に

もう一つ動詞を加えたものばかりが見つかる。この形式に関しては、朱德熙

1983 において、“说给你／听”ではなく“说／给你听”という構造であり、

後ろの動詞“听”を落とすと成立できないといった指摘があり、本稿のⅡ型

とは異なるものである。この形式は、作製動詞を用いた文にも多く見られる。

作製動詞とは、“做（菜）”のように、目的語となる事物が、動作の前には存



在せず、動作の結果として完成するような動詞をいう。この類の動詞は、“说”

と同様に、Ⅱ型の用例を探そうとしても、 (19)のようなものしか見つからな

い。  

(19) “还是去我那里我做给你吃？”（冯小刚《非诚勿扰》）（「やはりウチに

行って、私があなたに（食事を）作ってあげようか？」）  

また、作製動詞は、受領者が動作の成立に必須の要素ではない点や、前置

詞の“给”によって受領者を導入し、Ⅰ型を形成できるという点でも、“说”

と共通している。  

作製動詞はⅠ型の形式でしばしば用いられる動詞であるが、その際、 (20)

のように、作製した上で、それを授与する意味になるため、作製という行為

そのもの、つまりサービスの供与も同時に行われている。  

(20) “快去换衣服洗洗脸，我给你做晚饭。”（龙志毅《政界》）（「早く着替

えて顔を洗ってきなさい、私があなたに夕飯を作ってあげる。」）  

このとき、前置詞の“给”でマークされる名詞句は、事物の受領者である

と同時に、行為による恩恵を受ける受益者でもある。“说”に関しても、次の

例では、“你”は受領者ではあるものの、“说故事”というサービスを受ける

受益者でもあるように感じられる。  

(21) “给你说个故事，想听吗？”周大龙说。“好!”晴儿点点头。（余少镭

《现代聊斋》）（「あなたにあるお話しをしてあげよう、聞きたいかい？」

と周大龍は言った。「うん！」と晴児は頷いた。）  

Ⅰ型の“给”は、単なる受領者ではなく、受益者を兼ねたヒトをマークす

る傾向が強いことが、ここでも確認された。  

最後にもう一つ、別の動詞について考えてみる。朱德熙 1979 は、Ⅱ型を

構成しうる動詞として、“写（信）”などを挙げ、“写”自体は授与の意味を持

たないが、“信”など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。これは、日本語で「あなたに手紙を書きます」といえば、単に

「書く」だけでなく、それを「出す」ことまで含むのと同様の理解が、中国

語でも可能だということである。  



“写”は意味的には作製を表す動詞の一種と考えられるが、Ⅱ型になじま

ない作製動詞と異なり、用例を探してみると、Ⅱ型の形式になる文が 1000

例以上も見つかった。ただし、ほとんどが (22)や (23)のように、“写给你的”

のような形となっており、“的”の直後に続く名詞句はほぼ全て“信”やそれ

に類するものであった。  

(22) 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る。）  

(23) “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る？」

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。）  

Ⅱ型を用いたフレーズが連体修飾語の一部として用いられることは、これ

まで見てきた動詞ではほとんどなかった用法である 4 )が、少数ながら、通常

のⅡ型となる例も見つかった。  

(24) 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「わかった、金秀、陳玉英の

家の住所を私に書いてくれ。私は孫が恋しくなった、会いに行かなく

ては。」と言った。）  

住所を紙に書いて教えるということは、“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”の表す情報の授与にも通じ

るものがある。また、“写”がⅡ型を形成しうることは、Ⅱ型の形式が表しう

る授与が幅広いものであることを示している。意味の上では“告诉”に近い

“说”が、文法的には作製動詞と同様のふるまいをするのに対し、作製動詞

である“写”が、“告诉”に近い用法を獲得しているのは興味深い現象である。  

 

7．おわりに  

 

“告诉”類が音声などによる直接的な情報の授与を表すのに比べ、“写”は



メモや手紙に記しておくことで、時間的・空間的な隔たりを経た授与が可能

である。また、Ⅰ型にもⅡ型にもできるという点からも、“寄”類との類似が

考えられる。  

これまで見てきたことを総合し、動詞がどの形式に対応するのかを一覧に

したのが、次の表である。  

 

 事物  情報  Ⅰ型  Ⅱ型  Ⅲ型  

 “送”類  “告诉”類  × ○  ○  

 “扔”類   × ○  × 

 “寄”類  写  ○  ○  × 

 作製動詞  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、“×”

は当該の形式に用いることができない、または用例が非常に少ないことを表

す 5 )。作製動詞と“说”については、意味的には授与とは乖離しているが、

比較対象として表に含めてある。  

Ⅰ型の“给”の用法は、本稿で見た「受領者＋受益者」からさらに広がり、

“给他开门”のように、事物や情報の授受を伴わず、サービスの恩恵のみを

受ける、厳密な意味での「受益者」を導く用法へと発展し、さらには「状況

誘発者」のマーカーとなり、ある種の受動文を構成する機能を獲得するに至

っている 6 )。このように、Ⅰ型の“给”は、原形となる動詞の“给”がもつ

授与の意味を起点としつつも、“给”自身の主張を極力排除し、機能語化する

ことで、幅広い用法を獲得している。  

一方でⅡ型の“给”は、“送”のような授与動詞が多義を生じる場合には、

“给”の付加によって授与の意味に限定する機能を持ち、“寄”類では遠隔授

与、“告诉”類では情報の授与といった、非典型的な授与をも表す。さらには

“扔”類のような、授与義を持たない動詞であっても、移動の原動力になり

さえすれば、授与を表せることから、Ⅱ型は一貫して「動作を通じて、受領



者に対する授与を実現する」事態を表し、授与の意味を保持しながら、周辺

的事例を拡張している様子が明らかになった。  

存現文において、“教室里有一个人”のように、存在そのものをいう場合に

は、動詞“有”が用いられるが、そこから一歩踏み込んで、どういう状態で

存在しているのかをいう場合には、“教室里站着一个人”のように「動詞＋“着”」

の形式が用いられる。これと類似する現象として、授与そのものをいうとき

には“给”という動詞が用いられるが、より具体的に、どのような動作を通

じて授与を行うのかをいうときには、Ⅱ型の「動詞＋“给”」という複合形式

が用いられるのではないかと本稿は考える。“送”類など一部の動詞は、二重

目的語構文となることで、Ⅱ型の形式をとらずに授与を表すことが可能であ

るが、それらの動詞も、動詞の“给”を唯一の例外として、全てⅡ型となる

ことができ、さらには「動詞＋“给”」の複合形式が二重目的語を従えること

もできる。これらのことから、“给”以外の動詞を用いて授与を表す場合には、

原則として「動詞＋“给”」の形式をとるといえるのではないだろうか。  

 

 

‹注› 

 
1 )  動詞“送”にはいくつかの意味があるが、本稿では基本的に、「プレゼント  

する」という授与の意味となる場合のみを対象とする。  
2 )  方向成分とⅡ型の“给”が、必ずしも相互に置き換え可能というわけでは  

ない。  
3 )  “告诉”の直後に引用がくる、次の例のようなものは、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》）  
4 )  この件についての議論は今井 2016 を参照。  
5 )  同じ類の中でも、Ⅰ～Ⅲ型への適応度は動詞によって多少の違いが生じる  

場合もある。  
6 )  この過程については木村 2005 に詳細な議論がある。  

 

 

 



 

〈用例出典〉  

CCL 汉语语料库  (http:/ /cc l.pku.edu.cn)  

BCC 汉语语料库  (http:/ /bcc.blcu.edu.cn)  

（引用例における下線は全て筆者による。）  
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