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“NP1＋A＋V＋NP2”形式における数量詞の文法機能について 

 

趙 宏剛 

 

 

 

 

 

1.はじめに 

 

現代中国語の“NP1＋A＋V＋NP2”形式1とは、述語動詞（V）の前に置かれた状語（A）の

指向対象が目的語（NP2）となっている文形式である。このような形式について、吕叔湘

1986:2 は、“应该是定语的词语跑到了状语的位置上”［定語が状語の位置に移動したと見

なすべきである］と指摘しており、郑贵友 2000 は当該形式を“制作类”形式（例（1））、“感知

类”形式（例（2））および“呈现类”形式（例（3））の３タイプに分類している。 

（1） 他圆圆地画了个圈儿。（陆俭明 1993）2 

［彼は円を真ん丸く描いた］  

（2） 他热热乎儿乎儿地吃完了一碗粥。（郑贵友 2000） 

［彼は熱そうにお粥を一杯食べ終えた］ 

  （3）炕上厚厚实实地铺了一层稻草。（卢建 2003b） 

［オンドルの上にふかふかにわらが敷いてある］ 

 “NP1＋A＋V＋NP2”形式に関しては、これまでの研究において、その述語動詞の意味特

徴および構文的意味について言及するものは多く見られるが、NP2 に生起する数量詞の文

法機能について言及したものは多いとは言いがたい。 

  一般的に、“NP1＋A＋V＋NP2”形式におけるNP2は数量詞を伴い、主に「“一”＋量詞」、

「“几/两”＋量詞」といった表現形式が用いられる。当該形式における数量詞の文法機能

                                                 
1 “NP1＋A＋V＋NP2”形式におけるNP1は主語として用いられる名詞フレーズ、Aは状語として用いられる状態

形容詞（朱德熙1956でいうところの乙類複雑形式の形容詞を指す）、Vは動詞、NP2は目的語として用いられ

る名詞フレーズを指す。 
2 例文が実例の場合、その後に出典を記す。出典が記されている例文以外は、筆者による作例である。 
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について、李劲荣 2007:333 は以下の通り述べている。すなわち、定語文3における NP2 は

特定されるものを指すという指称機能を有するのに対し、「動作の過程性を顕著にする」と

いう構文的特徴を持つ“NP1＋A＋V＋NP2”形式では、数量詞の指称機能は重視されてい

ないため、「“一”＋量詞」といった不定形式が多く用いられるとしているのである。 

一方、古川 1997 によると、数量詞を伴うことが成立の必要条件であるとされる存現文とそ

の周縁的な表現形式（“NP1＋A＋V＋NP2”形式も含まれる）4における NP2 について、次の

通り述べている。すなわち、人間の認知上では動作・行為によって外界に〈出現〉したモノ

が〈目立つモノ〉と認識されるため、数量詞を強く要請するものである。 

このように、“NP1＋A＋V＋NP2”形式において、数量詞の文法機能をいかに捉えるかと

いうことについては、主に上記２つの観点から論じられている。本稿では、そういった観点

の相違を念頭に置き、郑贵友 2000 の分類を分析の基盤にし、“制作类”形式、“感知类”形

式および“呈现类”形式のそれぞれにおける数量詞の文法機能がいかなるものであるのか

という問題について考察する。 

 

2．数量詞による有標化 

 

 本節ではまず、“制作类”形式における数量詞の文法機能について考察を行う。“制作

类”形式では、V は NP1による「制作」の意味を表す動作・行為であり、NP2は V という動作・

行為により産出されたモノを表す。従って、当該形式は「誰々が何々をどのように制作する」

という構文的特徴を有する。5以下の例（4）～（10）の下線部のように、“制作类”形式は、NP2

が数量詞を伴わなければ成立しない。 

 （4）小明大大地折了一架纸飞机。 

    ［小明は紙飛行機を大きく折った］ 

（5）妈妈厚厚地织了一件毛衣。 

   ［お母さんはセーターをぶ厚く編んだ］ 

                                                 
3 「定語文」という用語は、李劲荣2007 に従う。李劲荣2007 は、“NP1＋A＋V＋NP2”形式のような状態形容詞

（A）が動詞の前に位置する構文を“指宾状语句”［目的語指向状語文］と称するのに対し、状態形容詞が目的

語の前に位置し、目的語を限定・修飾する表現形式である“NP1＋V＋A＋NP2”形式を“定语文”［定語文］と

称する。 
4 詳細は、古川1997 を参照。 
5 “制作类”形式および後述の“感知类”や“呈现类”形式の構文的特徴の定義は郑贵友2000 に従う。 
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（6）他辣辣地做了一碗汤。 

   ［彼はスープを辛く作った］ 

（7）他浓浓地沏了一杯咖啡。 

   ［彼はコーヒーを濃く入れた］                  

（8）小王香喷喷地炒了一盘菜。 

   ［王くんは野菜を香り高く炒めた］ 

（9）奶奶红红地绣了几朵牡丹花。 

   ［お祖母さんは赤々と幾つかの牡丹を刺繍した］ 

（10）他深深地刻了两个字。 

      ［彼は深々と二つの文字を彫った］ 

李劲荣 2007:333 は、“制作类”形式における状態形容詞は自らが量的意味を備えており、

状語の位置に立つと、その量的程度が徐々に増大することを含意すると指摘している。次

の例（11）における状態形容詞の“厚厚”によって描写されているのは“敷”［塗る］という動作

を通してファンデーションが次第に厚くなっていく状態変化である。 

（11）厚厚地敷了层粉。（李劲荣 2007） 

    ［ファンデーションを厚く塗った］  

このような分析を踏みながら、李劲荣 2007:333 は次の通り指摘している。“制作类”形式に

おける状態形容詞は「動作の過程性を顕著にする」という意味特徴を有し、当該形式にお

いて中核的な成分である。一方、不定形式で示される数量詞は指称機能を持たず、中核

的な成分ではない。従って、数量詞が不定形式であることにより、「動作の過程性を顕著に

する」という状態形容詞自体への焦点を際立たせることが可能となるのである。しかし、以下

の例（12）～（15）の状態形容詞からは「動作の過程性」という意味特徴は見出せない。 

（12）高高地树起了一座风磨。（〈“红磨坊”春秋〉《读者》） 

    ［風力で回す臼が高々と立てられた］ 

（13）他长长地打了一把宝剑。（古川 1997） 

    ［彼は立派な剣を長く造った］  

（14）大师傅辣辣地做了碗担担面。（卢建 2003a） 

    ［料理人が担々麺を辛く作った］ 

（15）他薄薄地烙了张饼。（陆俭明 1993） 

    ［彼は“饼”を薄く焼き上げた］ 
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例（11）の“厚厚”が、ファンデーションの厚さの変化を表しているのに対し、例（12）の“树

起”［立てる］という動作は、一般には事前に造られた“风磨”［風力で回す臼］が、その場で

短い時間に立てられる様子を描写している。決して“风磨”が段々と高くなっていくといった

状態変化を示しているわけではない。つまり“高高”は“风磨”の状態変化を表すのではなく、

完成した“风磨”自身の様子を表している。また例（13）の“长长”は造り終えた“宝剑”［剣］

の長さを示している。“宝剑”を造る前に、決まった長さが十分造れる鋳造用原料を予め用

意しなければならず、作成途中で徐々に延ばしていくわけではない。従って、“长长”が鋳

造のプロセスを経て徐々に長くなっていくという状態変化を指し示すという説明は受け入れ

難い。同じく例（14）と例（15）も“宝剑”の例と同様、作成途中で“担担面”が徐々に辛くなっ

ていくのでもなければ、“饼”が徐々に薄くなっていくのでもない。つまり例（14）の“辣辣”と

例（15）の“薄薄”は、いずれも「動作の過程性を顕著にする」という意味特徴を備えていな

い。このように、例（12）～（15）のような“制作类”形式の NP2 には数量詞が必要とされるもの

の、状態形容詞からは「動作の過程性を顕著にする」という意味特徴は見出せない。すな

わち、李劲荣 2007 の主張は十分な説得力を持ち得ない。 

 大河内1985:7 は、“一”と量詞が結んだ数量詞をとることにより、本来総称や類名である名

詞が示す抽象的なものを客観的世界のものに変え、指示され得る「モノ」になると述べてお

り、この数量詞の文法機能を「個体化機能」と名付けている。このような説を踏まえながら、

古川 1997:240 は次の例（16）～（21）を挙げ、「中国語は外界認知で〈目立つモノ〉を言語化

するとき、その名詞に数量詞という標識（mark）を付け加えて〈目立つカタチ〉で表現する」と

指摘している。 

（16）老王家里生了一个胖小子。 

   ［王さんの家に一人のぽっちゃりとした男の子が生まれた］ 

（17）正在这个时候，前边来了一个老农民。东郭先生急忙把老农民拉住，请他评理。 

   ［まさにそのとき、前から年老いた農民が一人やってきた。東郭さんは慌ててその農 

    民を引きとめ、どっちか正しいかを決めるよう頼んだ］ 

（18）火光照亮了墙壁，眼前仿佛出现了一桌丰盛的晚餐。 

   ［火の光が壁を照らすと、目の前に豪華な晩餐が現れたように見えた］ 

（19）这天，我们村死了一个老太太。 

   ［この日、我々の村でお婆さんが一人死んだ］                               

（20）东隔壁店里，午后走了一帮客。 
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   ［東隣の店から、午後何人かのお客さんが出て行った］ 

（21）这间房子还是老样子，只是少了一张床，多了些别的家具。 

   ［この部屋の中は昔のままで、ただベッドが一つなくなり、家具が少し増えただけだ］ 

                    （例（16）～（21）は古川 1997 邦訳と体裁は引用者による） 

例（16）～（18）は〈出現〉を示す存現文であり、例（19）～（21）は〈消失〉を示す存現文である。

古川 1997:242 によると、眼前に現れるものと眼前から消えるものは人間の認知上では認識

しやすく、その言語面での反映として、名詞は「個体化機能」を持つ数量詞によって修飾さ

れ、輪郭のはっきりした個体としての扱いを受ける。例（16）～（21）の NP2 から数量詞を取り

去るとすべて非文となる。 

 このような言語事実を踏まえた上で、次の例（22）、例（23）を考察する。 

（22）a 小王圆圆地画了一个圈儿。［王くんは円を真ん丸く描いた］ 

b*小王圆圆地画了圈儿。6 

（23）a 他高高地垒了一堵墙。［彼は壁を高々と築いた］ 

b*他高高地垒了墙。 

例（22a）の“画了一个圈儿”［円を描いた］と例（23a）の“垒了一堵墙”［壁を築いた］のように、

“制作类”形式におけるNP2 “一个圈儿”［一個の円］、“一堵墙”［一並びの壁］は“画了”［描

いた］、“垒了”［築いた］といった行為によって〈現れるモノ〉である。そのため、数量詞“一

个”を強く要請するのである。例（16）～（21）と同様、例（22a）の“一个圈儿”と例（23a）“一堵

墙”から数量詞を削除すると、非文（もしくは容認性の極めて低い文）になってしまう。このよ

うに、“制作类”形式において NP2 に数量詞が必要とされるのは、NP2 が動作・行為を通して

外界に現れる〈目立つモノ〉であり、数量詞限定を受けて有標形式にする必要があるためで

ある。 

 また、次の例（24）～（28）を見てみよう。 

（24）他硬梆梆地吃了一块面包。（郑贵友 2000） 

    ［彼はカチカチのパンを食べた］ 

（25）他辣乎儿乎儿地吃了一盘川菜。（郑贵友 2000） 

    ［彼は辛い四川料理を一皿食べた］ 

（26）他酽酽地喝了一杯茶。 

                                                 
6 例文の先頭に付した「*」は、そのような表現が不成立であることを、また「? ?」は容認度が極めて劣ることを示

すものである。 
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    ［彼は濃いお茶を飲んだ］ 

（27）小李脆脆地吃了一碗锅巴。 

    ［李くんはカリカリのお焦げを食べた］ 

（28）客人热热地喝了一杯咖啡。 

    ［お客さんは熱々のコーヒーを飲んだ］ 

例（24）～（28）は“感知类”形式の例文である。“感知类”形式では、VはNP1が行なう“处置”

義を有する動作・行為（例えば、“吃”［食べる］、“喝”［飲む］、“尝”［味わう］、摸［触る］）であ

り、NP2は受け手としての事物である。郑贵友 2000 は、“感知类”形式を“味觉感知”、“视觉

感知”、“触觉感知”の３類に分類しており、例（24）～（28）は “味觉感知”類にあたる。この

タイプの NP2 は「食べる、飲む」といった飲食行為の対象であり、飲食行為によって〈消える

モノ〉である。“一块面包、一盘川菜、一杯茶”などから数量詞を取り去ってしまうとすべて非

文（もしくは容認性の極めて低い文）となる。表層的に見れば主語“他、小李、客人”は場所

名詞ではなく、例（24）～（28）は典型的な存現文とは一線を画している。しかし、NP2 の〈消

失〉事態を表しているという構文的特徴上の共通性において、“NP1＋A＋V 了＋NP2”形式

で表される“味觉感知”類は周縁的な存現文として捉えることが可能である。このように、

“NP1＋A＋V 了＋NP2”形式で表される“味觉感知”類における数量詞の必要性にも、“制作

类”形式と同様の説明を与えることができる。 

 

3．数量詞の計数機能 

 

先に見た“味觉感知”類においては特殊な現象も見られる。次の例（29）～（32）を見てみ

よう。 

（29）他热热地喝了几杯茶。 

    ［彼は熱々のお茶を何杯か飲んだ］ 

（30）他硬梆梆地吃了几块面包。 

    ［彼はカチカチのパンを幾つか食べた］ 

（31）小李脆脆地吃了两碗锅巴。 

    ［李くんはカリカリのおこげを二杯食べた］ 

（32）孩子甜甜地吃了两块儿巧克力。 

    ［子どもはチョコレートを甘そうに二個食べた］ 
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“味觉感知”類に属する例（29）～（32）では、「“几/两”＋量詞」が用いられるのに対し、同じ

く“味觉感知”類に属する例（33）～（36）では用いられない。 

（33）??他热热地喝着几杯茶。 

（34）??他硬梆梆地吃着几块面包。 

（35）??小李脆脆地吃着两碗锅巴。 

（36）??孩子甜甜地吃着两块儿巧克力。 

例（33）～（36）はいずれも極めて容認度の低い構文である。例えば、例（33）の“??他热热地

喝着几杯茶”［彼は熱いお茶を何杯か飲んでいる］という文が表す場面を想像してみること

にしょう。日常生活においてこの文から考えられるのは、その人が品種の異なるお茶の味を

楽しんでいるか、味を鑑定しているといった場面である。しかし、このような特定の場面を除

いて、日常生活の中では“喝着几杯茶”［お茶を何杯か飲んでいる］という場面はまず見ら

れない。一方、例（33）～（36）における数詞を“一”という表現形式に置き換えると、次の例

（37）～（40）のように、自然な文として成り立つ。 

（37）他热热地喝着一杯茶。 

   ［彼は熱々のお茶を一杯飲んだ］ 

（38）他硬梆梆地吃着一块面包。 

   ［彼はカチカチのパンを一個食べた］ 

（39）小李脆脆地吃着一碗锅巴。 

   ［李くんはカリカリのおこげを一杯食べた］ 

（40）孩子甜甜地吃着一块儿巧克力。 

   ［子どもはチョコレートを甘そうに一個食べた］ 

このように、一般に“味觉感知”類において「“几/两”＋量詞」という数量表現は、“NP1＋A

＋V 了＋NP2”形式では用いられるのに対し、“NP1＋A＋V 着＋NP2” 形式では用いること

ができない。例（37）～（40）における NP2 は“制作类”形式における NP2 のような〈現れるモ

ノ〉ではなく、“NP1＋A＋V了＋NP2”形式で表される“味觉感知”類におけるNP2のような〈消

えるモノ〉でもない。“一杯茶、一块面包、一碗锅巴、一块巧克力”における「“一”＋量詞」

はNP2を個体化するために付加されるものではなく、二個、三個…ではない、「モノ一個」と

いう意味を表し、計数機能の働きをしている。 

 また、次の例（41）～（47）のように、数詞が具体的な数字を示す表現形式も多く存在して

いる。 
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  (41)在我打道回府路过立交桥时，有人向我招手，模模糊糊地看出她们一行三人―― 

      两个妇女，一个小女孩。（《作家文摘》） 

      ［帰り道で立橋を通り抜ける時、誰かが私に向かって手を振っており、婦人二人と女 

     の子一人の三人がぼんやりと見えた］ 

（42）他清清楚楚地看到一幅画。（郑贵友 2000） 

    ［彼ははっきりと一幅の絵が見えた］ 

（43）他感觉肘部硬邦邦地触到一个物件。（郑贵友 2000） 

    ［彼は肘に何か固いものに当たっているのを感じた］ 

  （44）……他感到中指冷冰冰地摸到一个和橱壁的触觉完全不同的，光滑的块状的东西 

      上……（《故事会》） 

      ［彼は自分の中指が、箪笥の感触とはまったく違った、冷たくてつるつるした塊状の 

ものに触れていると感じた］ 

(45)水泥地上只是薄薄地铺了一层稻草。那年冬天特别冷，有时达到零下6度。（《作 

   家文摘》） 

   ［コンクリートの地面にわらが薄く敷いてあるだけだった。その年の冬はとても寒く、時 

   にはマイナス６度になることもあった］ 

（46）……上面密密麻麻地记着付家街2265户居民的名字……（《人民日报》） 

    ［上にはぎっしりと 2265 世帯の住民の名前が書かれている］ 

（47）石碑上端端正正地刻着十二个大字……（《人民日报》） 

    ［石碑には大きな字が十二個、端正に彫られている］ 

例（41）と例（42）は“视觉感知”類である。例（43）と例（44）は“触觉感知”類であり、例（45）

～（47）は“呈现类”形式7である。それぞれの NP2“三人、一个物件、一层稻草、2265户居

民的名字･･･”などはいずれも動詞が示す動作・行為によって〈現れるモノ〉でもなく、〈消え

るモノ〉でもない。そのため数量詞を付加し、NP2 を個別化する必要は必ずしもない。これら

の NP2 は、話者がリアルな世界の情景（存在するモノの数）を具象的に描写しているもので

ある。“视觉感知”類、“触觉感知”類および“呈现类”形式における数量詞は“制作类”形式

や“NP1＋A＋V 了＋NP2”形式で表される“味觉感知”類とは異なる。つまり、〈目立つモノ〉

                                                 
7 郑贵友2000 によると、“呈现类”形式におけるNP1はNP2の存在する場所であり、Vは「付着義」という意味特

徴を有し、NP2の存在方式を表すため、当該形式には「あるところにあるモノがある状態で存在する」という構

文的特徴が備わっている。 
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を有標形式にするために要請されているのではなく、客観世界に存在しているモノの数を

カウントする機能、すなわち計数機能として働いている。 

 

4．おわりに 

 

本稿では、“NP1＋A＋V＋NP2”形式における数量詞の必要性について、数量詞の文法

機能の観点から考察した。その結果、“制作类”形式と“NP1＋A＋V了NP2＋”形式で表され

る“味觉感知”類における NP2は動作・行為によって〈現れるモノ〉、あるいは〈消えるモノ〉で

あり、それらが人間の認知上において〈目立つモノ〉と認識されることから、一般に有標形式

として数量詞限定を受けることを明らかにした。 

一方、“NP1＋A＋V 着＋NP2”形式で表される“味觉感知”類、“视觉感知”類、“触觉感

知”類および“呈现类”形式における数量詞が示すのはリアルな世界におけるモノの数であ

る。ここでの数量詞は具体的な数を表す計数機能を担うことを指摘した。 
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