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二重目的語形式における取得動詞について 

今井俊彦 
０．はじめに 

現代中国語において、動詞が単体で二つの目的語を従えるとき、「動詞＋ヒトを表

す名詞句＋モノを表す名詞句」の語順となる。このような形式は二重目的語構文と呼

ばれ、(1)のように、動詞には授与を表すものが多く用いられる。 

(1) 我送他一本书。  （私は彼に本を一冊贈る。） 

一方で、(2)のように取得を表す動詞も、この形式に用いることができる。 

(2) 我偷了他一本书。 （私は彼から本を一冊盗んだ。） 
授与動詞を用いた(1)では、ヒトを表す名詞“他”が、モノを表す名詞句“一本书”

の受領者であるのに対し、取得動詞を用いた(2)では、“他”は“一本书”の所有者で

あり、動作行為によってそれを奪われる、被奪者でもある。このように、授与と取得

では、ヒトを表す名詞句の意味役割が全く異なるものの、形式が同じであることから、

取得動詞を用いた文も、二重目的語構文だとする立場がある一方、そうではないとす

る立場もあり、意見が分かれている。本稿ではひとまずこの問題には中立の立場をと

りつつ、取得を表しうる動詞のうち、どのようなものが「動詞＋ヒトを表す名詞句＋

モノを表す名詞句」の形式となるのかについて見ていく。 

以後、便宜上「取得を表す動詞＋ヒトを表す名詞句＋モノを表す名詞句」の形式を

「二重目的語形式」と呼び、「ヒトを表す名詞句」を「ヒト」、「モノを表す名詞句」を

「モノ」と呼ぶ。また、「モノ」とは取得行為による直接の影響を受け、その結果とし

て移動や消失する事物を指し、「ヒト」とは取得の動作が実現する前の段階での「モノ」

の所有者で、かつ取得行為により「モノ」を失う人物 1)を指す。そして、授与の二重

目的語構文と取得の二重目的語形式は、「ヒト」が多くの場合人称代詞からなり、「モ

ノ」が「数量詞＋モノ名詞」からなるという点でも共通している。 

 

１．二重目的語形式について 

取得動詞が二重目的語形式となる文は、前述のように、二重目的語構文であるとい

う説と、二重目的語構文ではないとする説が対立している。二重目的語構文ではない

という立場では、例えば“偷了他一本书”のうち“他一本书”が「彼の本」と理解で



きるように、ヒトとモノの間に所有関係があることから、ヒトはモノの修飾語であり、

独立した目的語ではない（沈阳 1994，李宇明 1996 等）というのが主な主張である。

一方、二重目的語構文であるとする立場からは、陆俭明 1997 や张宁 2000 等が、ヒト

も独立した目的語であることを論じており、さらに张国宪 2001 では、取得においては

モノよりもむしろヒトの方が直接目的語というべきであるとしている。これを受けて、

二重目的語構文と認めない立場からは、张伯江 2006 が、モノは多くの場合、“一本书”

のように数量表現と共起するが、このとき“罚了他两百块（钱）”のようにモノを指す

名詞そのものは省略でき、数量だけでも文が成立する場合もあることなどから、モノ

は目的語として認めがたいとしている。このように、取得の二重目的語形式が二重目

的語構文であるか否かについての議論は、未だ解決には至っていない。本稿は、この

議論に積極的に関与するものではないが、取得に関する動詞の用例を具体的に見てい

くことは、今後の議論に資するものとなろう。 

授与の二重目的語文は、多くの場合、“我送给他一本书”のように、動詞の直後に

“给”を付加することができる。また、“寄，汇，扔”等のように、“给”を付加した

場合にのみ二重目的語をとることのできる動詞もある。この“给”のような成分に対

応するものは、取得にはない。そのこともあってか、取得動詞で二重目的語形式とな

る実例は、授与の二重目的語文に比べてもかなり少ない。このため、先行研究でも(2)

のような単文の作例をもとに議論が進められていることが多い。作例では文法的に適

格かどうかの判断はできても、前後の文脈がないため、どのような場面で用いられる

のかがわからない。また、作例はその文型を使うことを目的として作られた文である

ため、実例と異なり、どのような要請でその文型が選択されるのかを知る手がかりも

ない。そこで本稿では、取得動詞の二重目的語形式について、実例を観察することに

重点を置く。 

二重目的語形式をとる取得動詞は、马庆株 1983 において網羅的に示されている。

中でも、取得の意味を表す“抢，偷，夺”等（本稿では以後「取得類」と呼ぶ）や、

その一部として紹介されている“吃，喝，花”のような、消費の意味を表す動詞（以

後「消費類」と呼ぶ）、さらに张建 2007 の挙げる“剁，砍，拔”2)のような、分離を

表す動詞（以後「分離類」と呼ぶ）の三種の動詞について見ていく。 

 

２．取得類動詞 

 取得類動詞には、取得の典型例ともいえる“抢”や“偷”をはじめ、“夺，罚，骗，

买，借，收，受，接，要”等、多くの動詞が含まれる。これらの動詞について、张国



宪 2001 は、他動性の高さに応じ、a～c の三つに分類している。a 類は“抢，偷，罚”

等、一方的な取得を表すもの、b 類は“借，租，收”等、相手との合意の上での取得

を表すもの、c 類は“要，征收，讨还”等、動作主よりもむしろ相手に主導権がある

ような取得を表すものである。そして、他動性の高い a 類では、(3)のように二重目的

語形式のみ成立し、b 類では(4)のように二重目的語形式も前置詞構文も成立し、他動

性の低い c 類では(5)のように二重目的語形式は成立しないと説明している。 

(3a) 张三抢李四 100 元钱  （張三は李四から 100 元奪った） 
(3b) *张三向李四抢 100 元钱 3) 
(4a) 张三借李四 100 元钱  （張三は李四から 100 元借りた） 

(4b) 张三向李四借 100 元钱 （張三は李四から 100 元借りた） 

(5a) *张三征收李四个人所得税 

(5b) 张三向李四征收个人所得税 （張三は李四から所得税を徴収した） 

以下、a，b，c 類それぞれについて、実際の用例を見ていく。 

 

２－１．取得 a 類動詞 

a 類は、動作主が一方的に行う取得行為を表すと考えられるが、用例を見ていくと、

(6)(7)(8)のように未然の文脈にあるものが多く見られた。已然のものとしては、(9)(10)

のような連体修飾となるものがあった。これらは既に実現した動作を「コト」化して

描写している。このような修飾構造ではなく、(11)のように取得動詞が述語の中心と

なり、動作の実現そのものをいう例は少なかった 4)。 

(6) 不，这等于是他们砸明火，路劫！他们要抢我二三小斗粮食！（梁斌《红旗谱》）

（いや、これは彼らが強盗をしているようなものだ、追いはぎだ！彼らは私から 2,3 斗の

食糧を奪おうとしている！） 

(7) 一个萨沙表哥建议去偷他一只狗。（高尔基《母亲》）（いとこのサシャ兄が、彼から犬

を盗もうと言い出した。） 

(8) “我保证不摘你一朵花，不偷你一条鱼！”（谌容《梦中的河》）（あなたからは花一

輪たりとも摘まないし、魚一匹たりとも盗まないことを保証します。） 

(9) 他一眼就看出那正是偷他钱包的人，于是他跟了上去，很快就从她身上把钱包偷

了回来。（安健《尊敬师长的故事》）（あれが彼から財布を盗んだ人だと一目でわかっ

た。そこで後をつけて、すぐにその女から財布を盗み返した。） 

(10) 她的青春活力也表现在对我抢她帽子这件事的反应上。（《读者》1995 年）（彼女の

活発な様子は、私が彼女から帽子を奪ったことへの反応にも表れていた。） 



(11) 嘿！这个法儿还真灵，偷了他两头鹅，果不然的第二天街上告白条就出来啦：（相

声《飞笔点太原》）（おお、このやり方は効き目があった、彼からガチョウを 2 匹盗んだ

ら、案の定、次の日には街頭に張り紙が出された。） 

a 類動詞は他動性が高く、動作主の一方的な行為を表すことから、(11)のように已然

で動作そのものをいう例がもっと見つかってもいいように思えるが、実際には少数で

あった。その一因として、二重目的語形式では、動作の対象となるモノだけでなく、

その所有者であるヒトが明示されることで、取得行為が必ずしも動作主の意図だけで

成立するものではないことが意識される、ということが挙げられる。 

授与行為においては、通常、モノを受け取ることは、受領者となるヒトの利益にも

なるため、受け取りを拒否するとは考えにくい。しかし取得行為では、ヒトが動作の

成立に必ずしも協力的に関与するとは限らない。動作行為が未然の段階であれば、(6)

のように“要”といったモーダルな要素によって、「しようと思う」ことや、(7)(8)の

ように「言う」こと自体は、動作主の意図するままに表現できる。已然の文脈でも、

(9)(10)のような連体修飾の場合、取得の動作の成立は既定の事実として述べられてお

り、表現の中心は他にある。これに対し、(11)のような取得の動作そのものをいう已

然の例が少ないのは、取得の動作が動作主の意図だけでは必ずしも成立しないことの

反映であると考えられるのである。 

一方、ヒトが動作の成立に非協力的で、動作の成立を阻害しようとした、といった

意味を表す例は見つからなかった。そもそも、文として成立している以上、そこに、

動作の成立を阻むという意味役割で参与する項があるとは考えにくい。もしそのよう

な意味役割があるとすれば、動作が成立せず、文が成り立たない可能性があるという

ことになるからである。よって、ヒトは動作の成立に協力的に関与するか、一方的に

奪われるかのどちらかということになる。 

動作そのものをいう已然の例が少ないのは、動作の成立が動作主の意図のみでは成

立しないことに起因すると考えられるが、ひとたび動作が成立してしまえば、ヒトが

動作の成立を阻もうとしたかもしれない可能性は捨象され、a 類動詞に関しては、ヒ

トは一方的に奪われる被奪者となる。また、未然の用例においては、動作主の意図す

るままに表現されるため、ヒトはやはり一方的に奪われる立場となる。 

 

２－２．取得 b 類動詞 

次に、b 類動詞を用いた例を見てみよう。 

(12) “你若能找到，回来我再买你五斤栗子。”（古龙《陆小凤传奇》）（あなたがもし見



つけられたら、後でまたあなたから栗を 5 斤買いましょう。） 

(13) “别舍不得，我给你十块钱，算是买你一双鞋，可以了吧？”（刘震云《故乡天

下黄花》）（惜しむことはありません、あなたに 10 元あげます、これであなたから靴を買

ったことにすればいいでしょう？） 

(14) 我每年要买他一盏蛤蟆灯，接连买了好几年。（汪曾祺《故里三陈》）（私は毎年彼

からランタンを買うことにしている、もう何年も続けて買っている。） 

(15) “是的！你的画！现在，你该明白了，是谁一口气买了你二十幅画？”（琼瑶《水

云间》）（そう、あなたの絵です！もうわかったでしょう、あなたの絵を一度に 20 枚も買

ったのが誰なのか。） 

“买”の例を見ると、a 類と同様、未然の文脈で用いられる例が多く、(15)のように

已然で動作そのものをいう例は少なかった。「買う」という行為は本来、売る側と買う

側双方の合意の上で成り立つものであるが、通常は店から買うのであり、売ってもら

えるかどうかで交渉することはほとんどないため、一般的には売る側の意図がどうで

あるかを考慮することなく、動作主の一方的な行為により動作が成立する。その意味

では、他動性の高さは a 類に近いと見ることができるため、a 類と同様の結果になっ

たのだと考えられる。 

では、「借りる」場合はどうであろうか。“借”や“租”は「貸す」という授与の意

味と、「借りる」という取得の意味の両方を兼ね備えた動詞である。これらの動詞を用

いた二重目的語形式について、卢建 2003 は、過去を表す時間詞や“了”と共起するな

ど、已然の事態と見られる場合は取得の意味に理解される傾向が強く、逆に未然では

授与の意味に理解されやすいことを指摘している。実例を見ても、特に“借”につい

ては、授与の意味で用いられる例が大多数を占める中で、取得の意味になる例は、已

然の事態を表す(16)(17)(18)のようなものが、(19)(20)のような未然の文脈のものよりも

若干多く見つかった。ただし、未然では授与義に理解されやすいという特殊な要因を

考慮すれば、未然の用例が少ないとは言い切れない。 

(16) ‘康德’九年，我乍来这屯，租你五垧地，一家三口，租你间半房，又漏又破，

一下雨，屋里就是水洼子，你还催我：‘我房子不够，你快搬。’（周立波《暴风骤

雨》）（康徳九年、私がこの村に来たばかりの頃、あなたから五垧の土地を借り、一家三人、

あなたから部屋の半分を借りた、水漏れするし隙間はあるし、雨が降ると、部屋中が水溜

まりになった。あなたはさらに、「私の部屋が足りないから、早く出て行け。」と急き立て

た。） 

(17) 昨天借你一支子棉纱，一两天不得还你，你跟我婆婆要吧。（严歌苓《扶桑》） 



（昨日あなたから綿生地を借りましたが、数日のうちには返せません、義母に返してもら

ってください。） 

(18) 结婚时，为了满足一时的虚荣心，我抹下脸皮子，求神告庙，债台高筑，其中借

了他表哥五千元。（陆步轩《屠夫看世界》）（結婚するとき、一時の虚栄心を満たすた

め、面の皮を厚くして、いたるところに頼んで、負債の山を築いた。その中には、従兄か

ら五千元借りたのも含まれている。） 

(19) 我和婆婆出去逛街，她替我付了一卷胶片的冲洗费，回来便对我说：“一共是 8.25

元，现在可否还我？”如果是中国婆婆，就是借她 82 元，她也绝不好意思开口要

你还钱的。（《作家文摘》1994 年）（私が義母と街に遊びに出かけた時、義母は写真の

現像料を私の代わりに払ってくれたが、帰ってから私にこう言った。「全部で 8.25 元、今

返してもらえますか？」もし中国人の義母なら、彼女から 82 元借りたとしても、絶対にお

金を返せとは言い出せないだろう。） 

(20) 如今既然他们来了，就不妨借他们一臂之力。（姚雪垠《李自成》）（今彼らが来た

からには、彼らから少しばかり力を借りるのは差し支えない。） 

「借りる」という行為は、友人・知人の間で行われることも多く、動作の成立には

交渉や合意が必要となる。その意味では、「買う」ことに比べて、動作主の意図のみで

成立する場合は少ないと考えられる。よって、已然で動作そのものをいう例は a 類よ

りもさらに少なくなるように思えるが、実際には a 類動詞や“买”とほとんど差はな

かった。これは、強引な手段をとる a 類に比べ、平和的でヒト側にも利益がある、交

渉という手段を通じた取得を表す b 類の方が、動作行為の成立はむしろ容易であるこ

とも関連していると思われる。また、b 類を用いた二重目的語形式におけるヒトは、

モノを提供することで動作行為の成立に協力するような立場であり、a 類動詞の場合

の被奪者とは異なる意味役割を与えられている。以後、このような意味役割を「協力

者」と呼ぶ。 

 

２－３．取得 c 類動詞 

最後に c 類動詞を見てみよう。この類の動詞は、张国宪 2001 では二重目的語形式に

なれないとされている。しかし、次のように、c 類動詞と思われる二重目的語形式の

実例をいくつか見つけることができた。 

(21) 不会因为他是作家，买菜而少要他一分钱；不会因为他是作家，天下随心所欲的

事就都让给他。（《报刊精选》1994 年）（作家だからといって、買い物するとき少しま

けたりしないし、作家だからといって、世の中何でも思い通りにさせたりしない。） 



(22) 这也要收费，那也要交钱，这地方要你一角，那地方收你 2 角，时不时再来个缺

斤短两，消费者负担不轻。(《人民日报》1994 年)（これもお金をとられる、あれも

お金を払わされる、ここではあなたに 1 角請求し、あそこではあなたから 2 角とる、時に

は量をごまかされ、消費者の負担は軽くない。） 

c 類動詞の表す動作では、動作主は要求を行うだけで、ヒト側の協力なしには取得

が成立しない。よって b 類と同様、ヒトはモノを提供することで取得行為の実現に協

力する、協力者と見ることができる。ただし、要求すること自体は、動作主のみで行

うことが可能であるし、そのときヒトは、一方的に要求を受ける対象であり、要求と

いう行為に協力的に関与するわけではない。また、要求しようと思うことは自由にで

きるため、未然の文脈になじみやすい。 

これまで見てきたように、取得類動詞を用いた二重目的語形式は、動詞の他動性に

関わらず、多くの場合、未然の文脈で用いられることが、本稿の調査により明らかに

なった。これは授与の二重目的語文には見られない特徴である。また、動詞によって

ヒトの意味役割も変化することがわかった。 

ところで、前述の“借”のような、授与と取得両方の意味を持つ動詞が、已然の文

脈では取得に理解される傾向が強い（卢建 2003）ことや、先行研究の作例には多くの

場合“了”が付加されていることなど、従来、取得の二重目的語形式は已然との相性

がよいものとして考えられてきた。これは、授与の二重目的語文の作例が“了”を伴

うことはほとんどないのと対照的である。先行研究の作例も、中国語母語話者による

検討を経たものであることを考えると、取得の二重目的語形式は、“了”を付加するこ

とで「すわりのいい」文になるのだと思われる。これは、本稿の調査結果と矛盾して

いるようにも見える。 

授与行為は、あげようと思うことは簡単であるが、実際にあげることもそう難しく

はない。しかし取得行為は、奪おうと思うことは簡単であるが、実行するのは難しい。

このことが、小説や新聞記事を主としたコーパスにおける実例に、未然の用例が多い

ことの原因であると思われる。 

一方、先行研究における作例は全て“他偷了我一支笔。”のような単文であり、前

後の文脈がなく、登場人物も具体的な誰かを想定しない人称代名詞や、架空の“张三”

“李四”であることなどから、実行が難しいという現実的なことを考えずに文を作る

ことができるのではないかと考えられる。 

また、取得の二重目的語形式は、多くの場合数量表現を伴っているが、已然の文脈

において、この数量は、動作の結果としての数を表している（今井 2003）。例えば(18)



において、五千元というのは動作の結果として確定した数量であるように、「いくら盗

んだ」、「何個奪った」というのも、動作が実現し被害が確定してからでないと、具体

的な数量はわからない。授与行為においては、已然でも未然でも、数量は動作主の意

図で決めることが可能であるが、取得では、已然の状況においては、数量は動作の結

果明らかになるものであり、必ずしも動作主の意図は及ばない。 

今までの例を振り返って見てみると、未然の文脈における例では、(12)のように動

作主自身の発話であれば、具体的な数量をいうことができるものの、ほとんどの場合、

数は“一”である。そして、この“一”は省略可能であることも多く、(8)(20)のよう

に最小量を表すこともあるなど、他の数ではなく“一”であるということを積極的に

主張するものではない。また、(6)のように概数であったり、(19)のように前の文の 10

倍の数量を例示することで、たとえどんなに高額であってもといった意味を表してい

る例からも、その数でなければならないという積極的な主張があるわけではないこと

がわかる。これに対して、已然の文脈における例は、動作の結果として判明し確定し

た数量であり、他の数で代替するというわけにはいかない。 

このように、取得の二重目的語形式は、已然であるか未然であるかによって、数量

の表す意味が変わってくる。よって、文脈のない作例では、何らかの標識を付加して、

已然か未然かを明確にする必要がある。“了”の付加は最も簡潔な手段であり、多くの

作例に“了”が付加されているのは、このためではないかと考えられる。 

 

３．消費類動詞 

消費類動詞とは、“吃，喝，花，费，拆，烧，砸”等、動作行為によりその対象と

なるモノが消費され、その結果として消失するような事態を表すものを指す。このよ

うな動詞が二重目的語形式に用いられることは、马庆株 1983 等、以前から指摘されて

おり、その後いくつかの先行研究において言及されてきたが、作例をもとにした分析

が多く、実例を対象とした研究はほとんどない。そこで、まずは消費類動詞の実例を

見ていきたい。 

(23) “现在这好心人多难碰见，你好意思花人家钱么？可惜我们这些坏人没钱给你。”

（王朔《许爷》）（今時こんなにいい人には滅多に出会えません、あなたは平気でこの人

のお金を使えますか？残念ですが私たちのような悪人にはあなたにあげるお金がありませ

ん。） 

(24) 再耽误，就成老头子了，真的没人要喽！希望我还能赶得上喝你一杯喜酒！” 

（克劳塞维茨《汉风》）（さらに遅くなると、おじいさんになってしまい、本当に誰から



も求められなくなりますよ！私はまだあなたの祝い酒を飲む（あなたが結婚する）のが間

に合うように願っています！） 

(25) 但老家仍是源源不断来人,来了起码吃你一顿饭。（刘震云《一地鸡毛》）（でも故

郷には依然として絶えず人が来て、来たら少なくとも一回は食事をとる。） 

(26) “一个信箱花费我们 100 多元钱，我们无偿提供给用户这套设备，使用权当然归

我们。”（《人民日报》2000 年）（「郵便受け一つで私たちには 100 元以上の費用がかか

っています、私たちは無償でユーザーにこの設備を提供しています、使用権は当然私たち

にあります。」） 

(27) “烧了那么多东西，烧了我一座屋啊！……”（张炜《海边的雪》）（「あんなにたく

さんのものが燃えました、私の家中全てが燃えました！…」） 

用例数そのものがあまり多くはないが、中でも(23)(24)のように未然の文脈で用いら

れるものが比較的多かった。また(25)(26)のように、個別の動作についての已然・未然

ではなく、反復して行われる動作のうちのある一回について述べたようなものもあり、

已然で動作そのものをいう(27)のようなものは少数であった。この傾向は、取得類動

詞と同様である。 

消費類は、基本的にはモノのみを目的語にとる動詞である。そこに加えてヒトを導

入した“吃了他三个苹果”（陆俭明 2002）のような文では、ヒトは取得 a 類動詞の場

合と同様、モノを奪われる被奪者を表すように見える。しかし、a 類動詞の場合のよ

うな、動作主の一方的な行為による純然たる被害とは少し異なる点もある。上記の実

例でも、ヒトはモノを奪われる立場であり、被害や嫌悪といったニュアンスがある一

方、積極的にではないものの、ヒトの側からモノを提供している面があるように思え

る。例えば(23)は“人家”が“你”にあげたお金を、別の目的に使うという場面であ

る。(24)は比喩表現ではあるが、動作主は“你”が用意する“喜酒”を飲ませてもら

うという立場である。(25)も、嫌々ながらも“你”が食事を提供することで成立して

いる。さらに、(26)はヒトと実際の動作主が同一で、“我们”（郵便局）の方針でステ

ンレス製の郵便受けを提供しているのであり、その費用も出している。(27)は“我”

自身が起こした火によって、燃えてしまったという状況である。 

取得 a 類動詞と異なり、通常は動作による被奪者が存在しない消費類動詞に、わざ

わざヒトを導入するからには、それをただ受身の被奪者と理解するよりは、何らかの

形で動作の成立に関与する要素だと考える方が、より自然であろう。消費類動詞を用

いた二重目的語形式では、望むか望まざるかは別として、ヒトがモノを提供すること

で、結果として動作の成立に協力しているといえる。これは、取得類動詞の b 類にお



けるヒトのような主体的な協力ではないものの、協力者の一類と見ることができる。 

また、佐々木 2000 では、動作が実現する前の段階において「ヒト＋モノ」の間に

ある所有関係が、動作行為により消滅すること、つまりモノがヒトのもとから失われ

ることが、取得の二重目的語形式が成立するための重要な条件であるとし、取得類動

詞も消費類動詞もこの条件を満たすとしている 5)。 

この、所有関係の消滅という観点から、もう一度、取得の動作について考えてみる

と、典型的な取得とは、ヒトから動作主へのモノの移動であると同時に、ヒトにとっ

てのモノの消失でもある。このような、モノを消失させる取得行為の延長線上に、消

費行為もあると考えられる。取得がヒトのもとからのモノの消失を表すとすれば、消

費はヒトのもとのみならず、世界からの消失をも表す。モノの消失という事態を共通

点としつつ、取得の二重目的語形式が、その用法を拡張していく過程で、通常は取り

立てて「ヒト」をいう必要のない消費類動詞が、二重目的語形式に用いられるように

なったのだと考えられる。 

ところで、消費類の二重目的語形式は、モノの取得を前提として、それを消費する

事態を表すが、これとは反対の事態、つまり“画”のような作製を意味する動詞を用

いて、事物を作製し、それを授与するような意味を表す二重目的語文は、中国語にお

いては“*老李画了我一张画。”のように成立しないことが张宁 2000 により指摘されて

いる。取得と消費が「消失」という点で共通しているように、授与と作製も「出現」

という点で共通するように見えるが、実際には、授与の二重目的語文は、作製動詞に

まで用法を拡張できてはいない。この一因として、取得の成功は消費の成功を保証す

るが、作製の成功は授与の成功を必ずしも保証しない、ということが考えられる。例

えば、「盗んで、食べる」といった場合、盗む行為が成功すれば、食べる行為の成功は

保証されているといえるが、「作って、あげる」といった場合、作製が成功裏に終わっ

たからといって、受け取ってもらえるとは限らない。消費では、その前提となる取得

という、不確定要素を含む動作を、成功したものとして背景化しているのに対し、作

製では、動作の順番として、作製そのものは成功したとしても、後半に授与という不

確定要素を含む行為が来るため、それらをひとまとまりの出来事として、一つの動詞

で、一文で表すことができず、二重目的語構文が成立しないのではないかと考えられ

る。逆説的であるが、消費類動詞が二重目的語形式に用いられるという事実は、取得

と消費という事態が、ひとまとまりの出来事として一文で表すことができることを示

しており、取得と消費の親和性の高さを示しているともいえよう。 

 



４．分離類動詞 

分離類動詞とは、“剁，砍，拔，咬”のように、動作行為によりモノやその一部が

ヒトから分離する事態を表すものを指す。これらの動詞が二重目的語形式に用いられ

ることは、陆俭明 2002 でも挙げられており、それを引用して张建 2007 が分離類とし

ている。この類の動詞も、「ヒト＋モノ」の間にある所有関係を消滅させる意味を持つ

とされるが、先行研究に挙げられているのは作例のみであるため、本稿で実際の用例

を探したところ、少数であるが、次のようなものが見つかった。 

(28) 你亲自给我把家伙送过来，少一个零件我剁你一根脚趾头。（徐贵祥《历史的天

空》） 

（あなた自身が武器を運んで来ること、部品が一つ欠けたらあなたの足の指を一本切り落

とす。） 

(29) 如果他还要继续数落我，我就要砍他脑袋了。（王小波《黄金时代》）（もし彼がま

だ私を責め続けていたら、すぐにも彼の頭をたたき切っただろう。） 

(30) “你敢！拔我一根鸽子毛，叫你赔一个手指头。”（李英儒《野火春风斗古城》） 

（「あなたにその度胸はありますか？私の鳩の羽一本でも抜いたら、あなたの指で償っても

らいます。」） 

分離類動詞は、(28)(29)(30)のように、未然の文脈で用いられる例ばかりであった。

この傾向は、これまで見てきた他の類の動詞よりも顕著である。分離類動詞は、ヒト

の身体の一部のように、主に不可分のものを動作の対象とするため、已然の事態をい

う場面はかなり限られることも一因だと思われる 6)。また、ヒトは動作により直接的

な影響を受ける被奪者である。 

(30)は“我”の飼っている大事な鳩が食べられそうになる場面であり、“我”と“鸽

子毛”は物理的には不可分ではないが、心情的に不可分であることで成立していると

考えられる。このような「ヒト＋モノ」の関係は、基本的に分離可能な、取得類動詞

の二重目的語形式におけるそれに、一歩近づいているように見える。 

一方、分離類動詞はモノを分離させる動作そのものを表す。つまり、分離させるこ

とが目的の動作であり、分離したモノを入手することにはこだわらない。よって、モ

ノの動作主への移動は必ずしも含意されていない。この点では、モノの入手を主眼と

する取得類動詞とは異なっている。 

しかし、用例を見てもわかるように、分離されたモノは多くの場合、価値がなくな

り、所有する意味もなくなる。本来不可分のモノを分離することは、ヒトにとっての

大きな喪失であるが、これは消失の一種と捉えることができるし、それによって所有



関係が消滅すると考えることもできる。また、分離行為によって多少なりとも位置の

変化が生じることは、広義の移動と見ることもできる。これらの点において、分離類

動詞は取得類動詞と類似している。 

 

５．おわりに 

ヒトからモノを奪うという一般的な取得の動作は、広義の分離と、ヒトから動作主

へのモノの移動がほぼ同時に起きたものだと考えることができる。そこで取得類動詞

の表す意味を「分離＋移動」と表記すると、必ずしも移動の過程を含まない分離類動

詞の意味は「分離（＋移動）」と表記でき、モノの取得を前提とする消費類動詞の意味

は「（分離＋移動＋）消費」と表記できる。ここで、これまで見てきたことをまとめる

と、分離類動詞にとって、モノと不可分のヒトは必須であり、むしろヒトが主たる目

的語であるともいえる 7)が、取得類動詞では、ヒトは必要な項ではあるものの、必須

ではない。消費類動詞では、ヒトは本来的には必要ない。このように、動詞の類によ

ってヒトへの要求度には差がある。また、分離類動詞ではヒトは被奪者を表していた

が、取得類動詞は a 類では被奪者、b 類では協力者を表し、c 類はその両方を表しうる。

そして消費類動詞では、消極的にではあるが、モノを提供するという点において協力

者といえる。これらを総合すると、次のように表すことができる。 

 

動詞の類 分離類動詞 取得類動詞 消費類動詞 

動詞の意味 分離（＋移動） 分離＋移動 （分離＋移動＋）消費 

ヒトの要求度     高                 低 

ヒトの意味役割    被奪者                協力者 

 

この表から、ヒトを必要とする動詞ほど、ヒトは一方的に被害を受ける被奪者とし

ての意味役割を与えられ、ヒトを必要としない動詞に、あえて導入する場合には、協

力者として、動作の成立に関与するような意味役割が与えられる傾向があることがわ

かる。このように取得の二重目的語形式は、典型とされる取得類動詞の用法を中心に、

分離をきっかけとした、ヒトのもとからのモノの消失という事態を内包しながら、分

離類動詞と消費類動詞へと、それぞれ異なる方向に、用法を拡張しているのである。 

そして、これらの動詞を用いた二重目的語形式の全てが、実例においては未然の用

例に偏っていた。これに対し、「動詞＋ヒト＋“的”＋モノ」の形となる単一目的語の

文は、本稿の初歩的な調査では、已然か未然のどちらかに用例が大きく偏っていると



いうことはなかった。また、二重目的語形式ではほとんどの例が数量詞を伴っていた

のに対し、「動詞＋ヒト＋“的”＋モノ」の形式では数量詞を伴わない“偷我的钱”の

ような例がほとんどであった。これらの相違点は、従来指摘されてこなかった両形式

の違いであり、意味や用法にどのような差異があり、どのように使い分けるべきであ

るのかを考える上で、有用であると思われる。この点については、稿を改めて考察し

たい。 

取得の二重目的語文を認める立場の先行研究は、授与と取得が、モノの移動の方向

が反対なだけで、同一の構文であるという考えが根底にある。古川 2007 はこの考えを

一歩進め、授与はヒトの手元にモノを出現させる事態であり、取得はヒトの手元から

消失させる事態であるといったように、同一の構文における出現と消失という双方向

性が、中国語では矛盾なく併存していることを認知言語学的観点から説明している。

本稿の考察によれば、取得動詞に共通するのは分離である。しかし、授与の二重目的

語文は本来的には事物の移動をいうものであり、授与を表すには動詞の直後に“给”

を付加する（今井 2018）。よって、両者は必ずしも対称的なものではないと考えるこ

とができる 8)。 

これまでの考察を通じて、取得の二重目的語形式は、分離という事態を軸として、

その用法を分離類動詞や消費類動詞へと広げていることが明らかになった。そして、

それは授与と取得が必ずしも同一の構文ではない可能性を示すものであるともいえる。 

 

 

 
 
1) この位置には“我家”のように必ずしも人物を表すわけではない語が置かれることもあるが、

動作が実現する前の段階でのモノの所属先であり、取得行為によりモノを失うという点で共通

することから、本稿では取り立てて区別しない。 
2) これらの動詞のいくつかは、马庆株 1983 にも挙げられているが、马氏の論述は二重目的語構文

における目的語の性質に基づいた分類に主眼を置いたものであるため、分離義の動詞として紹

介されているわけではない。 
3) 例文文頭の“*”は、その文が成立しない、または極めて不自然であることを表す。 
4) ヒトとモノの間に“的”が入る、“偷了他的钱包”のような文は多数見られたが、本稿の二重目

的語形式とは異なるため、考察の対象外とする。取得の二重目的語形式は多くの場合、“偷了他

一本书”のように、モノを表す名詞が数量詞を伴う。これは授与の二重目的語文にも見られる

特徴である。そして、“的”が入る場合には数量詞は共起しないことが多い。これらの形式によ

る意味や用法の違いについては、稿を改めて検討したい。 
5) 佐々木氏はさらに、一部の状態変化動詞もこの条件を満たし、二重目的語形式が成立するとし

て“他杀了我一头牛。”（彼は私の牛を殺した。）のような例を挙げている。この場合、殺しても

 



 
牛の肉体は残るが、例えそれが肉牛であっても、正規の手順とタイミングでなければ本来の価

値はなくなる。このように、モノを変化させ、その価値を消失させることは、広義の消費を表

すとも考えられる。 
6) 已然の動作をいう例は、(a)のように、「動詞＋ヒト＋動量表現」となるものがいくつか見つかっ

た。 
(a) 凶手砍了我 20 多刀，没有一刀伤在致命处。（《人民日报》1994 年）（犯人は私を 20 回以上

切りつけたが、一つも致命傷にはならなかった。） 

何回切りつけられたのかは、動作が終わってからでないとわからないように、動量表現は已然

の行為との親和性が高い。この場合、不可分なモノを切り落としたのではなく、厳密には分離

していないことから、現実的に成立しやすいということが考えられる。このような動量表現の

形式についても、今後改めて考察したい。 
7) 例えば“我砍你手”からモノを落とし“我砍你”としても基本的な意味は変わらないが、ヒト

を落とし“我砍手”とすると、動作主自身の手を切ったことになり、意味が大きく変化する。 
8) 授与と取得の非対称性を示すものとして、例えば授与では動詞の直後に“给”を付加すること

ができるが、取得にはそのような成分がないことや、目的語が単一で、ヒトを表す名詞性の成

分である時、授与では“送你”が、文脈によっては「あなたに贈る」のように与格として理解

することが可能なのに対し、取得では“抢你”「あなたを奪う」のように、対格としての理解し

かできないことなどが挙げられる。 
 
 
 

〈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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