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『饕餮』第 27 号 2019 年 9 月 

 

取得動詞と共起する数量詞について 

今井俊彦 
 

０．はじめに 

中国語では、取得を表す動詞を用いて、「動作主 X が所有者 Y から事物 N を奪う」

という事態を表す際、“我偷了他一本书”のような、「X＋取得動詞＋Y＋数量＋N」と

いう、いわゆる二重目的語文の形式をとることができる。また、“我偷了他的书”のよ

うに、「X＋取得動詞＋Y＋“的”＋N」という、単一目的語の形式をとることもある。

これら二つの文型は、基本的に同じ事態を表すことから、「X＋取得動詞＋Y＋数量＋

N」は Y の後の“的”が省略されたものであり、どちらも単一目的語をとる、同じ文

型であると見る立場がある一方、近年では「X＋取得動詞＋Y＋数量＋N」を二重目的

語文と見る立場の方が優勢であるようである。 

本稿では以後、二重目的語文の形式となる「X＋取得動詞＋Y＋数量＋N」をⅠ型、

単一目的語となる「X＋取得動詞＋Y＋“的”＋N」をⅡ型と呼ぶ。Ⅰ型とⅡ型は、Y

と N との間に「数量詞」が入るか“的”が入るかの違いともいえるが、従来は“的”

が省略されているのか、あるいは“的”を挿入することができるのかといった、“的”

についての考察が主であった。これは、“的”があれば目的語が一つであり、二重目的

語文ではないという、形式的な分類を目的とした議論が多かったためである。しかし、

実用的な観点から用例を観察してみると、Ⅰ型とⅡ型は全くの同義ではなく、用法に

違いが見られること、そしてそれは数量詞の有無に関係することがわかった（今井

2018）。そこで本稿では、数量詞の有無という点に着目しつつ、両文型は意味や用法に

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見ていくことにする。 
なお、本稿でいう取得動詞とは、Ⅰ型に入り取得義を表す動詞全般を指す。具体的

には、本来的に取得の意味を持つ動詞（“抢，偷，买”等）の他、本来は取得の意味を

持たず、分離を表す動詞（“剁，砍，拔”等）や、消費を表す動詞（“吃，费，花”等）

を含む。 
 
１．Ⅰ型について 

授与や取得といった行為の対象となる事物は、通常は具体的・個別的な事物である。
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このような場合、通常は数量詞が付加される。大河内(1985)は、「類名や総称である名

詞は単体ではない。ある種の抽象のなかにある。これを具体的世界の「もの」にかえ

るのが“一个”の働きであり、その働きを経て、あれこれの指示が可能な「もの」と

なるのである。」として、数量詞の個体化機能を広く知らしめた重要な研究であるが、

そこではまた、授受の対象になるものは極めて現実的な「もの」であり、授与動詞の

直接目的語には数量詞があらわれやすいとも指摘している。授受の対象という意味で

は、取得動詞を用いたⅠ型も同様であり、Ⅰ型において数量詞は欠くことのできない

成分であるといえる。それをふまえて、用例を見てみよう。 
(1) 我们在屋顶上奔来跑去，看见贝德连院子里有个穿绿色皮礼服的老爷，他坐在墙

边逗着几只小狗玩。一个萨沙表哥建议去偷他一只狗。我们制定了一个机智的偷

窃计划。（高尔基《童年》（刘辽逸 译））（私たちは屋根の上で走り回って、ベイドレン

の庭に緑色の革の礼服を着た老人がいるのを見つけた、彼は壁際に座って数匹の子犬をあやし

て遊んでいた。いとこのアレクサンドル兄弟の一方が、彼から犬を盗もうと提案して、私たち

は機知に富んだ窃盗計画を立てた。） 

(2) “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？」） 

(3) 我们邻居有个姓齐的二流子，有一天他去赶集卖黍子，顺手偷我们家一只老母鸡。

（《中国传统相声大全》）（私たちのお隣に斉という姓のごろつきがいて、ある日キビを売

りに市に出かけて、ついでにウチから老いた雌鶏を盗んだ。） 
(4) “贼倒也简单，偷的东西不简单，他偷了我老婆一个手包。”（刘震云《我叫刘跃

进》）（「犯人はそんなに面倒ではありませんが、盗まれたものが面倒なのです、彼は私の妻か

らハンドバッグを盗みました。」） 

(1)(2)は動作が未実現である未然の事態を表しており、数量は確定したものではない。

(1)は“他”が飼っている複数の子犬の中から、任意の一匹を選択し、盗もうというこ

とを表しており、動作を行った結果、数量が「一」以外となる可能性もある。これに

対し、(3)(4)は動作が実現済みである已然の事態を表しており、数量は「一」で確定し

ている。また、N は既に選択を経た特定の事物である。このように、動作が実現済み

かどうかで、数量詞の表す意味には違いがあるように見える。そこで、次節からそれ

ぞれの場合について見てみよう。 

 

１－１．動作が実現済みの場合 
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(5) “唉！人哪可千万要学好哇，我偷我爸爸二两银子，就这么一点事情，虽说过了六

年啊，老街旧邻的见了面儿还不受理我哪！”（《中国传统相声大全》）（「おい！人

はよい行いをしないといけませんよ、私は父親から 2 両の銀票を盗みました、ただそれだけの

事で、6 年経ったけれど、長年のご近所さんと顔をあわせてもまだ拒絶されます！） 

(6) 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、彼の従兄から 5000

元借りたのも含まれている。） 

(5)(6)では、動作は実現済みである。このとき、数量が「一」以外であっても、やは

り動作行為の結果として確定した数を表している。例えば(6)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、「いくつ盗んだ」といった取得

の行為は、動作が実現してからでないと、具体的な数量はわからない。つまり、取得

の行為において、数量は動作の結果明らかになるものであり、そこに動作主の意図は

必ずしも及ばないといえる。では次に、動作が未実現の事態を表す場合を見てみよう。 

 
１－２．動作が未実現の場合 

(7) 在打电话通知保卫科的同时，皮包的主人也回来了，那女同志当即发现包里的 100

元钱没了。赶来的保卫科同志问李宝伦到底是干什么的，李宝伦急切地申辩说：“我

就是无照拉黑活的司机，楼下停着的捷达车就是我的，车我都买得起，怎么会偷

她 100 块钱呢？”（《作家文摘》1996 年）（警備課に電話するのと同時に、革鞄の持ち主

も戻ってきた、その女性はすぐ、鞄の中の 100 元がないことに気付いた。急いできた警備課の

人が李宝倫に、一体何者なのかと尋ね、李宝倫はとっさに弁明してこう言った。「私は無免許の

白タクの運転手です、階下に停めてあるジェッタは私のです、車でさえも買えるのに、どうし

て彼女から 100 元を盗むでしょうか？」） 

(8) “原告，珠宝商，你告他俩偷你一百两金子，有何为证？”（《中国传统相声大全》）

（「原告、宝石商、あなたは彼ら二人があなたから 100 両の金塊を盗んだと訴えましたが、何か

証拠がありますか？」） 

(7)は“我”を動作主とする動作行為の実現を否定するものであるが、“100 块”とい

う数量は、誰かの行為による被害額として、文脈からすでに確定しているものである。

(8)も同様に、“他们”による行為があったかどうかはともかく、数量はすでに確定し

た被害額である。このように、Ⅰ型の文中にある取得の動作が未実現であっても、そ

れ以前の、別の動作主による別の動作行為により、数量が確定している場合もある。 
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また、数が「一」の場合には、少ない量を表すこともある。 

(9) 李昭才老人回忆说，宁海当初告别农村时，还和大嫂开玩笑说：“这一辈子我也不

会借你一分钱了。”（《作家文摘》1995 年）（李昭才老人は思い出しながら言った、寧海

が昔農村から離れた時、兄嫁にふざけてこう言ったのだ。「私は生涯あなたからは一銭も借りな

いでしょう。」） 

(10) 象她那样的人，就是饿死，也不会偷别人一分钱的。（白帆《寂寞的太太们》）（彼

女のような人は、餓死したとしても、他人から一銭も盗んだりはしない。） 

(11) “我保证不摘你一朵花，不偷你一条鱼！”（谌容《梦中的河》）（「私はあなたから

花一輪も摘まないし、魚一匹も盗らないことを保証します。」） 

これらの例は、最小の数である「一」を用いて、「ごくわずかな数量であっても（～

しない）」という、動作の実現の否定を強調するものであり、数量は確定したものでは

ない。しかし、他の数量は言うに及ばず、最小の数である「一」であっても、という

ように、最も少ない例、極端な例として「一」が挙げられており、このような場合に

用いられる数は「一」でなければならない。 
ちなみに、Ⅰ型は通常、(12)のように、否定形にすることができない。動詞述語文

における否定文とは、動作の実現を否定するものであり、このとき目的語名詞の数量

をいう必要はない。このため、数量詞を含むⅠ型は、否定文になじまない。 
(12) a.*我不偷你一百块钱 1) 

 b.*我没偷你一百块钱 
取得行為において、対象となる事物の数量とは、動作行為が実現した後に確定する

ものである。よって、数量を含んだままで否定文にすることは通常できないのだと考

えられる。ただし、(9)-(11)のように、否定を強調するために数量を出す場合もあり、

これらの例はむしろ肯定文にはなじまない。 
このように、少ない量を表すためには、「一」が用いられるが、多い量の例として、

数量詞を用いる場合もある。 
(13) 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。） 

(14) 这种事叫她做，正是再合适也没有的了，她就算钻到别人裙子底下去，别人也不
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会疑心的。她接过了银子，眼睛已笑得眯成一条线：“大爷你在这里等着，一找到，

我就回来告诉你。”陆小凤道：“你若能找到，回来我再买你五斤栗子。”（古龙《陆

小凤传奇》）（こういう事は彼女にさせる、これ以上に適した人はいない、彼女が誰かのスカ

ートの下に潜り込んだとしても、その人は怪しむことさえないだろう。彼女はお金を受け取り、

一本の線になるように目を細めて笑った。「だんなはここで待っていてください、見つけたら、

すぐに戻ってきて知らせます。」陸小鳳は言った。「あなたがもし見つけられたら、戻ってきて

さらにあなたから栗を 5 斤買いましょう。」） 
(13)では、前文にある“8.25 元”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。(14)は、動作主が栗を相場より高い値

段で 2 斤買いつつ、売り手に人探しを依頼して、もし見つけてくれたら、さらにその

倍以上の量を買うという場面である。これらは、多い量の一例として提示されたもの

であり、必ずしもその数でなければならないというわけではない。 
さらに、数量が概数である場合もある。 
(15) 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！） 

(16) 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。） 

また、(16)は借用量詞が用いられており、明確に「ひとつ」と切り分けることがで

きない。 
このように、Ⅰ型における数量は、動作が実現済みであるかどうかにより、表す意

味が異なっている。動作が実現済み（または被害が確定済み）である文脈では、数量

は確定済みの数そのものを表すのに対し、動作が未実現の文脈では、少ない量や多い

量の一例として、数量が提示されている場合や、概数を表す場合など、必ずしも数そ

のものの意味を表すわけでない用法が見られる。 
Ⅰ型において、動作が未実現の文脈で用いる場合、数量が「一」ではないときには、

多い量の例であったり、概数であったりと、数そのものの意味とは異なる意味を持つ

ことが多い。このため、「一」以外の数量が現れることは少ない。また、「一」であっ

ても、やはり概数であったり、少ない量の例であったりと、数そのものの意味ではな

いことがある。 

これに対して、動作が実現済みの場合、「一」であってもそれ以外の数量であって

も、数そのものを指し示す、数量本来の意味で用いられる。この点から考えると、Ⅰ
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型は、形式としては動作が実現済みかどうかにかかわらず使うことができるものの、

実現済みの動作をいう場合の方が、数量詞本来の用法により近く、親和性が高いとい

える。 

 
２．Ⅱ型について 

２－１．Ⅱ型の用法 

Ⅱ型は、「Y＋的＋N」というフレーズが動詞の目的語となる、単一目的語の文であ

る。まずは例を見てみよう。 
(17) 陆小凤道：“你若不说，我就要你这只手永远再也休想偷人家的东西。”（古龙《陆

小凤传奇》）（陸小鳳は言った。「もし言わないなら、あなたのこの手が二度と他人の物を盗

めるとは思わないでください。」） 

(18) “你不要怕鬼，鬼不伤害读书人。你倒是要当心人，坏人会来剥你的衣裳，抢你

的钱。”（《作家文摘》1994 年）（「あなたは幽霊を怖がらなくていい、幽霊は知識人を傷

つけません。むしろ人には気をつけないといけません、悪人はあなたの服をはぎ、あなたのお

金を奪います。」） 

(19) “你这个忘恩负义的小贼，”我笑骂道，“人家对你好，你还要偷人家的东西。”

（白先勇《孽子》）（「あなたは恩知らずの悪人だ」私はあざけりののしって言った、「あの

人はあなたに良くしてくれたのに、あなたはそれでもあの人のものを盗んだのですか。」） 

(20) “有人抢我的钱啦，快抓坏蛋！”（《人民日报》1993 年）（「誰かが私のお金を盗り

ました、早く悪者を捕まえてください！」） 

(17)(18)は動作が未実現、(19)(20)は実現済みの用例である。(17)は、盗む行為そのも

のを問題としている場面であり、何をいくつ盗むという具体的な動作の段階ではない。

(18)は、悪人はこんなひどい事をするという例としての動作を述べている。(19)は(17)
と同様に盗む行為そのものを問題にしており、数量をいう段階にはない。(20)はお金

を取られたこと、泥棒がいることを周囲に知らせる表現である。これらはいずれも、

数量を問題にしない、数量には関心のない表現であるといえる。このように、動作が

未実現であるか、実現済みであるかを問わず、数量をいう必要がない場合に、Ⅱ型が

選択されるのである。 
また、Ⅱ型は否定形にすることができる。 
(21) 如果顾客喜欢你的商品，却不喜欢你这个人，也可能不买你的商品。（《青年文摘》

2003 年）（もしお客があなたの商品を気に入っても、あなたの人柄が気に入らなければ、あな

たの商品を買わないかもしれない。） 
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(22) 我哭着向一位顽固的糟老头努力解释自己没有偷他的颜料，完是清白无辜的。（奥

尔罕・帕慕克《我的名字叫做红》（李佳姍 译））（私は泣きながら、頑固な老人に、自

分は彼の顔料を盗んでいない、完全に潔白で無実であると懸命に説明した。） 

Ⅰ型では数量があることで、否定形にはなじみにくかったが、Ⅱ型には数量がない

ため、問題なく否定形にすることができる。 

Ⅱ型は、裸の名詞 N に所有者という限定的な修飾語を付加することで、数量詞を付

加した場合と同様に、授受の対象となる具体的・個別的な「もの」になる。よって、

数量詞と“的”が同時にあらわれる、「X＋取得動詞＋Y＋“的”＋数量＋N」という

形になることはほとんどない。 
従来の研究には、Ⅰ型が意味の上では Y と N に所有関係があることから、Ⅱ型から

“的”が省略された形だとみなすものもある（沈阳 1995）。しかし、実際にⅠ型の文

に“的”を付加しただけの“我偷了他的两块钱”のような文は、非文法的とまではい

かないまでも、必ずしも自然なものではない。実例としては、わずかに次のようなも

のがあるだけであった 2)。 

(23) 别拿大话压我们了，我们崇拜明星，有什么错？的确，你追你的星，又不花我的

一分钱，也不吃我的一顿饭，关我何事？（《人民日报》2000 年）（大げさな話で脅

さないで、私たちが芸能人のファンになって、何か問題があるのか？そう、あなたがあなたの

好きな人を追いかけても、私のお金を一銭も使わないし、私の食べ物を一度も食べない、私に

は何の関係もない。） 

この例は、私は損しないから関係ないという場面であり、“我的”に焦点が当てら

れているが、その上で最小値としての数量をとり、「少しも～ない」と文意を強調して

いる。また、同じ形の文が繰り返されていることも、この表現が成立している要因で

あると思われる。 

このように、数量詞と“的”が同時にあらわれるのは、所有者に焦点を当てつつ、

さらに数量をも要求するという、かなり特殊な場合に限られるため、実例は極めて少

ないのだと考えられる。 

Ⅱ型は本来、数量が不要であり、具体的な数がわからない場合や、数量を問題とし

ない場合に用いられる形式である。よって、数量をいう場合はⅠ型が、そうでなけれ

ばⅡ型が選択されるということになり、Ⅰ型とⅡ型は相補的な関係にあるといえる。 

 
２－２．“的”がない場合 

次に、Ⅱ型から“的”が欠け、Y に N が直接後続し、「X＋取得動詞＋Y＋N」とな
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る、“我偷了他书”のような文について見ていく。これは単独の文としては不自然な印

象もあるが、“的”が省略されたものと理解して許容する母語話者もおり、数は多くな

いものの、コーパスにも用例が見られる。 
(24) 后来有一天，我舅舅在派出所里遇上了那个偷他东西的贼：他们俩并排蹲在墙下。

（王晓波《2015》）（それからある日、私の叔父が交番で彼のものを盗んだ犯人に出くわし

た。彼らは二人共並んで壁際にかがみこんでいた。） 
(25) 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》）（彼には、あれが彼から財布を盗んだ人だと一目で

わかった。そこで彼は後をつけて、すぐにその女から財布を盗み返した。） 
(26) 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

明るく活発で、毎日楽しくまじめに過ごしている様子は、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。） 

特に(24)(25)では、下線部の後に“的”があるため、もし Y の後にも“的”があると、

複数の“的”が連続して生起することになるという、修辞的な理由もあり、“的”が省

略されていると考えられる。このように「取得動詞＋Y＋N＋“的”」となる場合をは

じめ、Y に N が直接後続するこの形式の用例は、(26)のような場合も含め、多くの場

合、修飾構造として、文に埋め込まれる形で用いられていた。 

また、この形式となる文は、眼前の情景を描写したものではなく、実現済みの動作

を「コト」化して述べている。このように、動態的な描写ではなく、静態的な叙述を

表し、かつ「～するコト」や「～するヒト」のように、一種の分類として用いられる

ことが多いのが、この形式の特徴である。 

さらに、この形式となる用例は、N の位置に来る名詞のバリエーションが比較的少

ない。例えば動詞が“偷”である場合、N は“东西”か“钱”が多く、新情報を表す

ようなものは少ない。大河内(1985)は、“吃饭”のように日常的な動作の目的語には数

量詞が付きにくいことを指摘し、「目的語は動詞のつき合いをして、もっとも情報価値

の乏しいものがついたにすぎず、動詞と一体となって類型的行為をあらわすにすぎな

い」としている。つまり、例えば“偷东西”の“东西”にほとんど具体的な意味はな

いことと、このような場合に数量詞が付きにくいことは表裏一体である。そして、こ

の「X＋取得動詞＋Y＋N」という形式は、Ⅰ型から数量詞を欠いたものと見ることも

できる。数量詞がないことで、眼前の動作の描写ではなく、静態的で分類的な表現に

適したものになっており、分類に用いることで、よりシンプルで典型的な、類型的行

為を表すような語が N となることが多い、というのがこの形式の特徴である。 



9 
 

 
３．動量詞について 

ここでは、Ⅰ型の量詞が動量詞となる場合について見てみたい。张伯江(2000)は次

の例のように、授与の二重目的語文では、(27)のように名量詞を動量詞に置き換える

ことはできないが、取得動詞を用いた場合には、(28)のように動量詞に置き換えるこ

とができるとしている。 
(27) *他送了东家一回牛 
(28) 他偷了东家一回牛（彼は雇い主から牛を一度盗んだ） 
また、動量詞は一般に、“准宾语”として扱われ、马庆株(1983)では、(29)のような

文も、二重目的語文に分類している。さらに、张伯江(2006)では、Ⅰ型の文は N を省

略できることもあるとして、(30)のような例を挙げている。 
(29) 抢了小王两次（王さんに二回ひったくりをした） 
(30) 罚了他两百块[钱]（彼に 200 元の罰金を科した） 

(29)と(30)は、動量詞であるか名量詞であるかの違いしかなく、両者はかなり近い形

式である。では、実際の用例はどのようなものがあるのか見てみよう。 
(31) 凶手砍了我 20 多刀，没有一刀伤在致命处。（《人民日报》1994 年）（犯人は私に

20 回以上切りつけたが、一つも致命傷にはならなかった。） 

(32) 1980 年 10 月 18 日，在北京的一条大街上，他砍了妻子一刀——她脸上裂开了一

条十二厘米的伤口，地上顿时殷红一片。（《读者》）（1980 年 10 月 18 日、北京のある

大通りで、彼は妻に 1 回切りつけた―彼女の顔には 12 センチの傷が開き、地面はたちどころに

一面赤黒く染まった。） 

“偷”“抢”等の典型的な取得を表す動詞で、Ⅰ型の名量詞部分が動量詞となって

いる用例は見つからなかった。これらの動詞をⅠ型で用いた場合、通常は「何を」取

得したのかに焦点が当たるのであり、「何回」という動作の回数に着目した表現は考え

にくい。また、動作そのものが、短時間で何度も反復できるようなものではないこと

も関係していると思われる。 

一方、(31)(32)に用いられている“砍”のような、分離を表す動詞は、Ⅰ型に用いた

場合、広義の取得の意味を表すが、短時間での反復が可能なため、動量詞があらわれ

ることも多い。ただしこのとき、Y の位置にあるヒトは、動作行為による攻撃を受け

る対象となる。(31)でいえば、“20 多刀”は本来“我”のものではなく、動作主である

“凶手”の行為によって“我”の身にもたらされたものである。名量詞を用いた場合

は“砍了他一只手”のように Y が事物 N の所有者であるが、動量詞を用いた場合の Y
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は所有者ではない。このときの Y の意味役割は、“我送你一本书”のような授与を表

す文での受領者に近い。 

これに対して、次のように消費を表す動詞を用いた場合は、名量詞であっても、動

量詞であっても、Y の意味役割は変化しない。 

(33) “要不然你怎么样？要不然你出来吃我一枪？我已经瞄准等着你呢！”（罗恩·

哈伯德《地球杀场》（胡建华 译））（「だったらどうします？だったら出て来て私の一発を

喰らいますか？私はもう狙いをつけてあなたを待っていますよ！」） 

(34) 风波恶一个“鲤鱼打挺”呼的一声跃起，单刀向段延庆头顶猛劈下来，叫道：“吃

我一刀！”（金庸《天龙八部》）（風波悪は「ネックスプリング」をしてヒュッと跳ね起き、

刀を段延慶の頭上に激しく振り下ろし、叫んだ。「私の一太刀を喰らいなさい！」） 

(35) 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

からは依然として絶えず人が来て、来たら少なくとも一度はあなたから食事をとる。） 

“吃”を用いた動量詞の例(33)(34)では、全体として攻撃を加えるような意味を表す。

これらは(31)(32)の例と同じく借用量詞を用いており、後に N が続かない点も同様で

あるが、動量詞が表す攻撃的な行為が Y の発するものであるという点で、大きく異な

っている。さらにいえば、名量詞を用いた(35)では、Y は事物 N の所有者であり、被

奪者という被害者的な面もあるのに対し、動量詞を用いた場合は、Y はむしろ加害者

の側となる。ただし、“吃”という動作はあくまでも X の行為である。しかし、次の

例では Y が事実上の動作の主体となる。 

(36) 这也为的是保密吧，很费了我一阵思索。（《读书》vol.048）（これも秘密を守るため

だ、私は大変苦心した。） 

(37) “现在，白白浪费我一番心思。”（亦舒《紫薇愿》）（「今、むなしく私の大変な苦労を

無駄にしました。」） 

“费”を用いた(36)(37)では、動量詞の後に名詞 N がつくこともある。これらは動

作の回数というよりは、動作を行う時間を一定量切り取ることで、明確に 1 回 2 回と

数えることの難しい動作を計量的にいう表現である。これは時間量の表現でもあり、

物理的に移動させたり、切り分けたりはできない。消費類の動詞だからこそ可能な表

現であるといえる。 

また、(33)(34)とは異なり、動作主となるべき X が存在せず、その位置には理由や

自然現象など、動作を誘発する原因となる表現がある。そして、動作を行うのは実質

的には Y である。ただし、Y は動作行為の結果として、一定量の役務を奪われるとい

う影響を受ける主体でもある。 
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このように、Ⅰ型に動量詞を用いた場合、ヴォイス転換ともいえるほど、Y の意味

役割が大きく変わることがある。特に“费”“花”等、消費そのものを表す動詞の場合、

名量詞であっても、Y が事実上の動作主となることがある。最後にこの点について、

もう少し考えてみたい。 

 

４．おわりに 
これまで見てきたように、Ⅰ型は数量をいう必要があるときに選択される形式であ

り、数量詞には、単に数をいう他にも多くの意味があった。一方でⅡ型は数量をいう

必要がない場合に選択される構文であり、これが両者の基本的な使い分けであること

がわかった。 
また、Ⅱ型は“的”により Y と事物 N との所有関係が明示され、Y の意味役割が明

確に規定されるのに対し、Ⅰ型はそのようなマーカーがないことで、Y の意味役割を

拡張できる余地がある。Ⅰ型は、典型的には X が主体的に動作を行った結果、Y から

N が取得されるという事態を表し、Y は所有者や被奪者といった意味役割を表す。こ

れは、“吃”のような「消費」を表す動詞を用いた場合も変わらない。しかし、“费”

“花”等、消費そのものを表す動詞では、X に無生物が来ることが多い。このとき、

Xが原因となり、動作を誘発した結果としてYが時間やお金を消費させられたという、

一種の使役的事態を表している。 

(38) “坦率地说，我爱你，这封信花了我整整一个星期，…”（《读者》合订本）（「包

み隠さずに言うと、私はあなたを愛しています、この手紙を書くのに私は丸々1 週間かかりま

した、…」） 

(39) 打扫卫生确实花了我一个小时。（《读者》合订本）（掃除をするのに確かに私は 1 時間

かかった。） 

これに似た現象が、“把”構文にも見られる。“把”構文「X＋“把”＋Y＋VR3)」は、

X が V という動作を行うことにより、Y が R という状況に変化することを表す。Y に

状態変化を生じさせる事態とは使役的事態であることから、木村(2000)は“把”構文

を「執行使役文」と名付け、使役文の一種としている。また、“把”構文の主語 X は、

典型的には主体的な意志を持った人物であるが、無生物が来ることもある。 
(40) “再定的病，把我们全家都害苦了。我有五个孩子，一男四女，再定是老大。…”

（《报刊精选》1994 年）（「再定の病気が、私たち家族全員を苦しめました。私には 5 人の

子供がいて、一男四女、再定は第一子です。…」） 

(41) “一次打仗中，一颗子弹把我打倒了，我以为死了，结果没死。…”（《人民日报》
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1993 年）（「ある戦いで、一発の弾丸が私を打ち倒しました、私は死んだと思いましたが、死

んでいませんでした。…」） 

これらの例では、X によって生じた動作が、Y に R という変化を生じさせるという

事態を表す。ここでの Y は、変化の主体ではあるが、動作主ではない。しかし、自動

詞を用いた次の例の場合、Y は変化の主体であるだけでなく、動作の実行者でもある。 
(42) 当即就想去报名，可一看，培训费却要 1000 块钱。这个数目，把我吓住了。(卞

庆奎《中国北漂艺人生存实录》）（すぐさま申し込みに行きたかったが、よく見ると、授

業料が 1000 元もする。この額に、私は驚かされた。） 

(43) 半夜，一阵闹铃声把我惊醒，睁眼一看，小闹钟在床头“铃铃”直叫，正是看球

的时间。（《故事会》2005 年）（真夜中、しきりに目覚ましが鳴る音に私はびっくりして目

が覚めた、目を開けてみると、小さい目覚まし時計が枕元で「リンリン」と鳴っていた、ちょ

うどサッカーを見る時間だった。） 

Ⅰ型は、(38)(39)のように、Y は被使役者的な動作主であり、それにより生じる、時

間などを失うという変化の主体でもある。これに対して“把”構文も、(42)(43)のよう

に、Y は被使役的な動作主であり、それにより生じる変化の主体でもある。このよう

に、Y の意味役割を接点として、取得の二重目的語文と“把”構文に類似性を見て取

ることができる。 
Ⅰ型の動詞を、授与を表すものに置き換えれば、“我送你一本书”のような二重目

的語文となる。このとき Y の意味役割は事物の受領者であり、取得動詞を用いた場合

とは正反対になる。このようなことから、授与と取得は対比的に扱われることが多い。

しかし、現在手元にある事物について、それをどうやって手に入れたのかをいう場合、

誰かがくれた（授与）、あるいは自分で入手した（取得）というのは、作った（製作）

などと共に、現実的にありふれた手段の一つである。つまり、授与と取得は、どちら

も事物の入手方法をいうものであり、その意味では必ずしも対立するものではない。

このように、同じ文型でありながら対比的な意味を表し、しかしよく見ると共通する

部分も多いという特徴は、使役や受身を表すヴォイス構文にも見られるものである。

また、授与の二重目的語文については、“给”が使役や受身のマーカーとしても用いら

れることなど、ヴォイス構文との関連が既に指摘されている。そう考えれば、取得を

表すⅠ型も、ヴォイス構文との関連や類似性があっても不思議ではないが、本稿では

ひとまず、その可能性を指摘するにとどめ、さらなる発展的な議論は今後の課題とし

たい。 
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1) 用例の文頭につく「*」は、その文が成立しないことを表す。 
2) 次の(a)のように、N の後に他の動詞句が続くような文は、数例見つかった。このような形式となるも

のは、本稿の考察の対象外とする。 
(a) 我拿钥匙开了门，请他们随便检查。造反派到处乱翻，夏构丕拿了我的一个剧本仔仔细细地看。

（《作家文摘》1997 年）（私はカギを出してドアを開け、彼らに好きなように調べてもらった。

造反派は隅々までひっかき回し、夏構丕は私の台本を 1 冊取り出して注意深く読んだ。） 
3) 「R」は結果補語等の結果を表す成分を指す。 
 
 
 
 
 

〈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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