
中国人学習者における複合動詞の習得に関する一考察

――｢～あう｣と｢～こむ｣の理解に基づいて――

陳　曦

１．はじめに

本研究は中国人学習者における日本語複合動詞の習得に関する調査とそれに対

する考察の研究であり、この結果に基づき中国人日本語学習者支援に役立てよう

とするものである｡1 ここで複合動詞とは｢勝ちぬく｣や｢思いつく｣のように前の動

詞(以下、前項動詞と呼ぶ)の連用形にもう一つの動詞(以下、後項動詞と呼ぶ)が

結合したものを指し、その意味は前項動詞と後項動詞の意味の相互作用によって

成立する。中国語の中にも、複合動詞は数多く存在している。｢前項＋後項｣とい

うタイプもあり、中間にアスペクト助詞｢ 着 ｣や様態補語｢ 得 ｣があるタイプもある。

｢前項＋後項｣というタイプの分類では、｢結果補語｣と｢方向補語｣を後項に持つも

のを複合動詞と考える。結果補語構造の後項として使われるものは形式上は

自動詞や形容詞であるケースがほとんどである｡ (例：｢ 他喝醉了  (彼は酔った)｣

｢ 她洗累了 (彼女は洗い疲れた )｣｡)一方、方向補語タイプについては、｢ 跳起来 (飛

び上がる)｣｢  跑过来（ 走ってやってくる)｣のように、後項が｢ 上，下，进，出， 

 过，起，来，去 ｣など、前項の表す動作に対して、より具体的な方向性を付け加

える働きを持つ。

日本語と中国語の複合動詞は意味的、統語的な共通点は観察できるにもかかわ
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1 この複合動詞の定義は松田によるものであるが、寺村は元の前項動詞と後項動詞の意味が

保持されている(自立語)か、いない(付属語)かという観点から複合動詞を４類型に分類し

ている。付属語動詞で結合した語はまったく新しい意味を成すため教育の面ではこれを別

扱いすることもまた有意義であると思われるが、本研究では二つの動詞の独立性にとらわ

れずに分析を行うためこのタイプも複合動詞として含むこととする。

らず、一対一に対応するというわけではない。中国人学習者にとって、さまざま
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な語と結合し、結合することで意味の変わる日本語の複合動詞の意味を正しく理

解することは容易ではないと考えられる。実際にも、学習者からも複合動詞の使

用に関して困難であるとの報告がされている。本研究の開始に当たり、日本語を

専攻する中国人学習者約100名に複合動詞に対するイメージをつかむためのアンケー

トを行った。その結果、７割以上の学生が学習の必要性を感じてはいるものの

(図１)、その使用場面や前項動詞の単独での使用との意味的な違いに戸惑ってい

る(図２)ということが分かった。学習面から見たその原因としてはまず、教科書

によって与えられる動詞のほとんどが単純動詞であり、学習者によって複合動詞

があまり扱われないということがある。次に複合動詞をわざわざ使わなくとも、

意味が通じてしまうことが多いため、学習者が使用を回避してしまう傾向があり、

習得が難しい。ここで、解決すべき課題となるのは日本語教育において、複合動

詞をいかに教材や授業に取り込んでいくかということや、どのように指導してい

くべきか、ということである。そのためには中国人学習者はどのように当該項目

を理解しているか、どのような点が習得困難だと感じているかを解明するといっ

た基礎的な研究が必要となると考えられる。そこで本研究では第二言語習得研究

の立場から複合動詞｢～あう｣｢～こむ｣の習得順序を提示し、学習者の習得の一助

にしたいと考えている。

図１ 図２

複合動詞は難しいか？ どうして難しいと思うか？
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２． 先行研究とその問題点

２－１． 先行研究の調査

本研究について述べる前に日本語の複合動詞研究として現在までなされてきた

研究について振り返ってみることにする。その中で、中国人学習者の複合動詞学

習の支援に関して存在する課題を明らかにする。まず複合動詞研究の前段階とし

て、多様な結合様式を有する複合動詞を整理しようとする動きが、動詞の自立語・

付属語という観点から複合動詞を分類した寺村(1969)の研究から始まった。この

流れは山本(1984)に受け継がれ、前項動詞と後項動詞の格支配のメカニズムへの

着目により、分類の指標が考察された。一方、影山(1993)は生成文法の立場から

複合動詞の｢派生過程の違い ｣に着目し、意味的結合制限により明確な分類基準を

確立した。

次に複合動詞後項の意味的な研究が姫野(1975)の詳細な研究から盛んになった。

姫野の研究では複雑な多義的意味用法を整理するとともに類義語との意味的な差

異を明らかにした。本研究で扱う｢～あう｣に関しては｢対称関係、相互性｣を成立

させるとし、他動詞｢～あわせる｣とともに働きかけの対象、時間の問題からまず

大きく3種に分け、さらに細かく分類している。(表1)もうひとつ本研究で取り扱

う｢～こむ｣に関しては内部移動、程度進行の2種に大別し、さらに移動先や意味

特徴の点から細かく分類している。(表２)

さらに松田(2001)は姫野が分類した｢～こむ｣の多様な用法を認知意味論の枠組

みである｢コア図式｣を援用して複合動詞の習得に役立てようと統一的な説明を試

みている。コア図式とはプロトタイプ理論に基づいて、語義の異なる語をひとつ

の図式(その語のプロトタイプに相当する)でイメージ図式を作成し、意味的差異

を述べようとするものである。松田(2002)では｢～こむ｣に対して応用し、その後

学習者の習得状況なども調べた｡ 中国語との対照研究の数は少ないが､ 望月(1999)

により、日本語と中国語の結果を表す複合動詞について比較分析研究がなされて

いる。待場(1990)は中国語の｢動詞＋結果補語｣構造の場合における日中複合動詞

の対照研究をしている。他にも日中両言語の複合動詞の｢主要部パラメータ｣に基

づく分類、共通点と相異点の比較研究、使役・方向性を表す中国語の複合動詞と

の対照研究などが挙げられる。また、複合形を許す日本語以外の言語との対照研
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究は生越(1983)や李(1998)により韓国語との対応が比較分析されている。
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２－２． 問題点

このように、日本語学や言語学の立場からは多くの研究成果が上がっているが、

日本語教育の面から見ればその複雑な様相を学習者に理解させるのに足るほどは

問題が解消されていないように見受けられる。意味構造が複雑で多義的である複

合動詞の習得には、姫野のような言語学的な詳細な分類だけでは、その需要にこ

たえることはできない。より教育、第二言語習得という目から見た困難点の解明

や対照研究が必要であるが、そういった研究は少ないのが現状である。松田の研

究は第二言語習得研究の概念から語彙の習得研究がなされているという点では評

価でき、本研究の礎ともなっているが、調査対象者の母語は中国語と韓国語の２

種類が混在しており、対照分析や背景にある文化による母語干渉を見ることはで

きていない。第二言語習得研究においてある特定の言語に焦点を当て、その母語

の特徴や文化背景を踏まえて困難点の特徴を探ることは必要とされる事項である

と考えられる。また、松田が提唱したコア図式の効果についても、一般の学習者

にとってはその概念がつかみにくく、直接それを教材に取り入れて学習支援ツー

ルとして複合動詞にどこまで汎用性があるのか疑問が残り、その裏づけ調査もさ

れていない。

３． 本研究の目的

これまでの研究でも見てきたように、様々な意味を含む複合動詞は意味上の理

解がしにくいものが多く、習得は困難である。もちろん、複合動詞には、中国人

学習者にとって習得しやすいものもあれば、複雑で理解しにくいものもあると考

えられる。たとえば｢～あう｣を伴う複合動詞は大多数が中国語の｢相｣、｢互｣、あ

るいは｢相互｣と対応できる。(｢愛しあう｣は中国語で｢相 爱 ｣、｢握りあう｣は｢相

握｣、｢助けあう｣は｢互助｣など)そのため、中国人学習者にとって｢～あう｣の用法

や意味は明快であり、母語干渉による正の転移が起こりやすく誤用する可能性も

低いと思われる。その一方で｢～こむ｣を伴う複合動詞は国立国語研究所(1987)に

よると結合する前項動詞の数が231語と最も多く、その前項動詞によって、全体の

意味が大きく異なるので、習得が極めて困難であると思われる。したがって、本
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研究では複合動詞全体の習得状況を把握するため、この、代表的な、日常生活で
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かなり使われる頻度が高い二つの複合動詞｢～あう｣｢～こむ｣をとりあげたい。対

照的な｢～あう｣｢～こむ｣の中国人学習者の習得状況を調査することで複合動詞全

体の習得の状況を推察することにつながると思われる。また中国語に対応する

｢～あう｣とそうでない｢～こむ｣で実際に習得上の違いが見られるかどうかもまた

研究目的にする。

本研究では、中国人学習者における複合動詞｢～あう｣、｢～こむ｣の語の意味理

解を｢文の受容判断テスト｣で捉え、姫野の意味分類に則して｢～あう｣｢～こむ｣の

意味知識を探る。具体的な研究課題は以下の通りである。

(１)｢～あう｣と｢～こむ｣の意味知識はそれぞれどういう状況か。また、理解困難

な点、およびその理由は何か。習得順序は存在するかどうか。

(２)｢～あう｣と｢～こむ｣の習得状況を比較し、両者のあいだに何らかの相関が見

られるかどうか。そこから複合動詞全体の習得に関して知見は得られないか。

複合動詞の習得過程や学習者が陥りやすい誤りを探るに際し、研究課題を支え

る理論的枠組みの一つとしては｢コア理論｣に関して先述したような問題はあるが、

プロトタイプ理論を用いたい｡ プロトタイプ理論は認知心理学者 Rosch(1973, 1978)

によって提唱されたものであり、今やその応用は多岐にわたる。認知言語学の分

野でも Langacker (1987)、田中(1990)、国広(1996)などによってその応用が試み

られている。プロトタイプ理論は認知論的カテゴリー化の理論の一つであり、二

項対立的な基準によってカテゴリー化しようとする古典的な集合論に対して、

｢典型性における勾配｣を重視した｢程度の理論｣である。｢典型性の勾配｣とは、あ

るカテゴリーを構成する成員(メンバー)の中に典型的なメンバーと非典型的なメ

ンバーが含まれており、典型度には程度の差があるというものである。言語習得

研究に応用する場合、対象とする語彙項目には複数の語義があり、その複数の語

義にはプロトタイプ的語義と非プロトタイプ的語義があるということが前提とな

り、多義的用法の多い複合動詞にも応用できる(松田2004)。理論に基づけばプロ

トタイプ性が高い語(もしくは多義語ではプロトタイプ性が高い語義)ほど、習得

が早く、低くなるほど習得が遅れるということがいえる。プロトタイプ理論を援

用し、実際的見地から複合動詞の習得困難な点は何であるか、いかに指導してい

くべきかを解明することを目標とし、あわせて中国人学習者を対象に一定の習得
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順序が示されるか明らかにし、複合動詞の習得モデルを構築する。
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４． 調査

４－１． 調査の概要

調査対象者：高校以前では学習歴がなく、中国西安外国語大学で初めて日本語

を専攻として学習する日本での滞在歴のない三年、四年生とし、人数は60名前後

とした。学習時間は500時間以上、すなわち、中級、あるいは上級日本語コースを

終了したレベルの学習者を選ぶこととした(日本語能力試験１級程度に相当)。理

由はそのレベルでないと複合動詞を履修していないため、その表現が理解できな

いと考えられるからである。

調査項目の作成：調査項目、すなわち文法判断正誤問題の作成に当たっては姫

野(1999)の意味分類を用いた。(表１、表２参照)

表１　「～あう」の意味分類

制約なし

相互動作・作用 共同動作 並行動作・作用

請けあう騒ぎあう植えあう運転しあう
分かち
あう助けあう招きあう争いあう例

その他
自動動作
自然現象

一方的対人動作
共同的対物動作交互的対物動作分担働きかけ

移動
力の関係

接触
遭遇

意
味

制約なし交互同時制約なし交互同時時

対
象

表２　「～こむ」の意味分類

程度進行

内部移動

泳ぎこむ老いこむ黙りこむ例

累積化濃密化固着化意味特徴

　

覗きこむしゃがみこむくるみこむ混じりこむ溶けこむ食いこむ落ちこむ例

その他自己内部動く取り囲み体間隙のある
集合体

流動体固体閉じた空間移動先

　

姫野は複合動詞｢～あう｣を働きかけの対象と時間の問題から８種類のカテゴリー

に分類しているが、本調査では意味的な観点と、実用度の高さから以下のように
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調査語彙項目を選択した。調査文の正しい文は青空文庫や母語話者がよく用いる
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表現などから採択する一方、誤りと判断される文は筆者の自作例によるものであ

るが、全ての文は10人の母語話者により正誤判断をしてもらった。

Ａ 相互動作・作用が同時に起こること(接触) 抱きあう、隣りあう

Ｂ 相互動作・作用が同時に起こること(遭遇) 立ちあう、行きあう

Ｃ  相互動作・作用が交互に起こること 招きあう、教えあう

Ｄ 相互動作・作用(時間制約なし) 話しあう、殴りあう、譲りあう、心配しあう

Ｅ 共同動作 分かちあう

Ｆ 並行動作・作用 響きあう、沈黙しあう、騒ぎあう、請けあう、とりあう2

また、誤りと判断されるはずの文には｢～あう｣と結合しない語として以下の語

を用いた。

共起性の強いもの3　 結婚しあう、住みあう、なりあう、会いあう

単独性の強いもの 疲れあう、帰りあう、待ちあう

続いて、｢～こむ｣は姫野の分類した９つのカテゴリーから語彙を選択した。た

だし、その意味上大きく内部移動を表すものと程度進行を表すものとに分けられ

る。

内部移動に関して

ａ 閉じた空間への移動 差しこむ、転がりこむ、はめこむ、流しこむ、引っこむ

ｂ 固体の中への移動 打ちこむ、書きこむ、食いこむ、塗りこむ、埋めこむ

65

2 ｢請けあう｣も｢とりあう｣も一語化しており、対象関係を成すと言い難く、独立した動詞と

しても扱えるが、｢～あう｣の複合動詞として扱うなら、一方的行為であるが時間制約もな

く、場を同じくするだけで各々が単独に動き、共起的でも交互的でも可能なこのグループ

に入る。ちなみに｢請けあう｣は話し相手、｢とりあう｣は行為を仕掛けた者に対してと限定

される。

3 共起性の強いものとは複数の言語現象が同一の発話・文・文脈などの言語的環境において

生起するものをさし、この場合、｢結婚する｣｢会う｣などの語は必ず相手を必要とするもの

であるから、｢～あう｣をつけて、ことさら｢対称関係｣を強調する必然性がないと考えられ

る。

ｃ 流動体の中への移動 溶けこむ、漬け込む、沈めこむ
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ｄ 間隙のある集合体または組織体の中への移動 しみこむ、紛れこむ、組みこむ

ｅ 動く取り囲み体への移動4　 丸めこむ、包みこむ、抱えこむ

ｆ 自己の内部への移動5 へこむ、かがみこむ、折りこむ

程度進行に関して

ｇ 固着化 思いこむ、話しこむ、決めこむ、寝こむ、考えこむ

ｈ 濃密化 老けこむ、冷えこむ

ｉ 累積化 読みこむ、鍛えこむ、走りこむ

また、誤りと判断されるはずの設問で｢～こむ｣と結合しない語彙としては以下

のものを使用した。

勉強しこむ、暮らしこむ、鳴りこむ

なお、カテゴリーごとでの語数が異なるのは使用頻度や元来そのカテゴリーに

含まれる動詞の数の差によるものである。

４－２． 調査方法

調査方法としては調査文が受容できるかどうかを学習者に判断してもらった。

また、22人の学習者には誤っていると判断した文にその理由やコメントを記して

もらった。
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4 このグループでは、対象自体の移動は問題にされず、枠組みそのものが動き、結果的に対

象を内部にとりこんだ領域を形成するというものである。｢動く取り囲み体｣とは具体的に

有情物の体の部分、平面的な布状のものや紙など自在に形態を変え、対象を押し込むもの

を指している。(姫野1999『複合動詞の構造と意味用法』 pp 66参照)

5 ｢へこむ｣に関しては｢凹む｣と一語にする説と、｢経込む｣のように複合語とする説があるが、

本研究では姫野、角川国語辞典の後者を採用する。
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４－３． 調査結果

表３、表４に調査項目とその結果を示す。項目正答率は期待される正誤を回答

した学生の数を全回答者数で割り、素点を用いて％で表したものである。また、

姫野の分類によるグループごとでも平均正答率を計算している。なお、日本人母

語話者10名にも確認のために同様のテストを行ったが学習者とは有意な差 (ｐ

<.05)が認められた。

表３｢～あう｣の調査結果

49.25

72.8

65.5

61.5
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F

D

C

B

A

彼は話し出すと止まらないため、最近では誰も
とりあわない。1771○とりあう

久しぶりに再会した昔の友達がお酒を飲んで、
騒ぎあった。

1933○騒ぎあう

夫婦はしばらく沈黙しあっていたが、夫のほう
が先に立ち上がった。938○沈黙しあう

オルガンとハープの音が教会で響きあってい
た。1052○響きあう

その会社はわれわれの提示した納期を請けあっ
た。

2174○請けあう

努力の末の優勝にチーム一同、喜びを分かち
あった。

1479○分かちあう79E

互いに食うものを分け、互いに着るものを心配

しあう。862○心配しあう

朝のラッシュ時の電車の中で席を譲り合う若者
と老人がいた。

2267○譲りあう

兄弟がひとつのケーキをめぐって殴りあってい
る。

671○殴りあう

ゆっくり落ち着いて、そういう事を話し合う暇
もない。

1593○話しあう

授業でわからなかった点を教えあうのは、いい
ことだ。1264○教えあう

仲良くなろうと、お互いの家に招きあった。567○招きあう

途中で行きあう人で驚かない人はいない。1152○行きあう

公園で日曜日に買い物に行くために友達と立ち

あった。
371×立ちあう

バスで先生と隣りあって座った。1633○隣りあう

分かれていた母と娘が再会して、しっかりと抱
きあった。195○抱きあう

例文文番号項目正答率(%)期待され
る正誤

項目
平均正

答率
(%)

分類
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71.3
存在し
ない語

美紀と健は半年の交際の後、結婚しあった。795×結婚しあう

明日は五時に駅前で友達と待ちあうことになっ

た。433×待ちあう

林さんと久しぶりに同窓会で会いあって、懐か
しいときを過した。2367×会いあう

広いマンションに友人同士で住みあうのがは

やっている。
1869×住みあう

留学生パーティーで知り合った日本人と友達に
なりあった。271×なりあう

近所の子供と偶然、家の近くまで帰りあった。2081×帰りあう

二人とも最近のあわただしい生活で疲れあっ

た。
1383×疲れあう

表４｢～こむ｣の調査結果

63.75

70

55.6

c

b

a

スイカを冷たい水に沈めこんでください。1317×沈めこむ

特性のたれの中に牛肉を一時間ほど漬け込んでお
く。671○漬けこむ

温かいコーヒーに粉ミルクがよく溶けこんだ。3579○溶けこむ

ふたりは闇の中に溶けこむように消えていった。1288○溶けこむ

括弧の中に正しい言葉を埋め込んでください。950×埋めこむ

怪我をした箇所にきれいな手でよく薬を塗りこん
でください。1052○塗りこむ

靴が砂に食い込んで歩きにくいのを我慢してい

た。2474○食いこむ

先生は有名な詩を黒板に書き込んだ。1176×書きこむ

柱に釘を打ち込んでいると、子供が近寄ってき

た。
3698○打ちこむ

犬が大きな音に驚いて犬小屋に引っこんだ。3169○引っこむ

流し台でコンタクトレンズを流し込まないように
気をつけてね。2343×流しこむ

冷えきった幼児の手に手袋をはめこんだ。2752×はめこむ

村の百姓がころがり込むようにして座敷にはいっ

て来た。
1864○転がりこむ

彼は横腹に手をやって、さし込むような痛みをこ

らえている。
188○さしこむ

例文文番号
項目

正答率

期待さ
れる
正誤

項目
平均

正答率
(%)

分
類
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52.3

49.3

77.5

71.4

58.7

73.7

79.7

そ
の
他

ｉ

ｈ

ｇ

f

e

d

ずいぶんと雷が鳴りこんできたから、早く帰りた

い。
2945×鳴りこむ

英語のテストがあさってに迫っているので今夜は
勉強しこむぞ。255×勉強しこむ

十年前に買った家に十年も暮らしこんできて、も

うだいぶ慣れました
3057×暮らしこむ

彼の肉体はよく鍛えこまれている。2638○鍛えこむ

大会に備えて毎日十キロは走りこむ。3743○走りこむ

あの本は難しいから十分に読みこまないと、理解

できませんよ。2267○読みこむ

しばらく見ないうちに、両親はすっかり老けこん

でいた。1976○老けこむ

明日の朝は東京では低気圧の影響でめっきり冷え

こむでしょう。2079○冷えこむ

どこに旅行に行くかについて、今度ゆっくり一緒
に考えこもう。1657×考えこむ

私が胃病で寝込むようになってから、彼女と会っ
ていない。3269○寝こむ

彼女は三十歳になる前に素敵な結婚相手を決めこ

みたい。1769×決めこむ

親友と進路のことについて四時間も話しこんでし

まった。
3474○話しこむ

裕子には素敵な恋人がいるとばかり思いこんでい

た。3388○思いこむ

床に落ちた鍵を拾おうとかがみこんだ瞬間、激痛

が走った。
843○かがみこむ

機械作業をするときは裾を内側に折りこまないと

危険だ。1562○折りこむ

電柱に衝突してしまい車の前面がへこんだ。2871○へこむ

日ごろの業績不振に会社の社長は頭を抱えこんで

いた。2571○抱えこむ

鈴木君は反対意見をうまく丸め込むのが得意だ。571○丸めこむ

僕は大きく葉子を包みこむように見やりながら微

笑んでやった479○包みこむ

ピンセットで部品を組みこむという細かい作業は

彼には無理だ。
367○組みこむ

泥棒は警察から逃れて駅の人ごみの中へと紛れこ
んでいった。779○紛れこむ

夜のふけるころにしみこむ寒さは病気の彼女には

つらかった。
1493○しみこむ

69



陳　曦

５． 考察

５－１． ｢～あう｣の習得状況と問題点

まずは文法正誤問題に基づいて各グループの複合動詞｢～あう｣をそれぞれ見て

考察していく。なお、姫野の分類に従った形で紹介していくが、学習上この分類

が適切かどうかは４節で述べたいと思う。分析に当たっては常時使用可(Ⅰ)、文

脈によって今回の場合は不可であり、その原因が併用できない主語や活用形によ

る表現によるもの(Ⅱ)、前後の状況などから使用できないもの(Ⅲ)、常時使用で

きないもの(Ⅳ)のタイプに分けて考察する。

Ａタイプ： ｢抱きあう｣(Ⅰ)｢隣りあう｣(Ⅰ)

｢抱きあう｣は調査項目の中でも最も正答率が高い語彙である(95%)。その理由

としては、中国語に対応できる語｢ 相拥 , 相抱 ｣が存在しているためであり、行為自

体も単純であるためと考えられる。一方で同じく Ⅰタイプである｢隣りあう｣は正

答率の低い部類に入る語である。学習者のコメントからも、｢隣り｣には｢あう｣の

意が含有されているためといった回答が目立った。しかし、実際｢並びあう｣や

｢向きあう｣など前項動詞と対等に結合するものが存在しているにもかかわらず誤っ

ているのは、相互に動作するという意味の強い前項動詞(しかも積極的な行為を

表していない)にはあえて｢あう｣をつけなくても良いと考えたためであろう。

Ｂタイプ： ｢立ちあう｣(Ⅲ)｢行きあう｣(Ⅰ)

これらのタイプは｢会う｣という遭遇の意味が濃いため他のタイプとは一線を画

す。その上、前項動詞と結合することで新しい意味を呈することが多いので単語

の意味を知っているか否かで正解できるかが決まると思われる。比較的正答率の

高かった｢立ちあう｣の判断が正答だった学習者は｢立ちあう｣と｢会う｣の意味的差

異のため、公園で会うという問題の文脈上Ⅲタイプの誤りであるが理解している

ようだった。しかし｢思いがけなくばったりと出くわす｣という意味の｢行きあう｣

は使用場面を判断できなかったようだ。

Ｃタイプ： ｢招きあう｣(Ⅰ)｢教えあう｣(Ⅰ)

このＣタイプは予測したほどはできていない。学習者のコメントによると｢あ
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う｣の意味が同時に行われる行為であると理解しているようである。そのため主
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体が｢交互｣に入れ替わるという場合は馴染みがなかったのではないかと考えられ

る。学生はこれらのグループの語をⅢタイプのように捉え、主語が複数でないか

ら誤りだと判断したようだ。

Ｄタイプ： ｢話しあう｣(Ⅰ)｢殴りあう｣(Ⅰ)｢譲りあう｣(Ⅰ)｢心配しあう｣(Ⅰ)

姫野の分類の中では最も数も多く基本的でよく使われる形で、すべてⅠタイプ

で文脈や状況から拘束を受けず馴染みやすいためか、理解もしやすいと言われて

いる通り、正答率もかなりの程度良い。ただ、｢心配しあう｣など前項動詞が共起

性の低いものは｢～あう｣と用いないと学習者が判断してしまうことも見受けられ

た。そのため、一通り学習者に結合できる前項動詞の範疇を提示しておけば学習

しやすい部類であると思われる。

Ｅタイプ： ｢分かちあう｣(Ⅰ)

このタイプは理解しやすく、｢分かちあう｣や｢分けあう｣などの分担の意味以外

は使用頻度と動詞の数も少ないため項目として｢分かちあう｣の一つのみの選択と

した。予想通り学生は出来が良かった。

Ｆタイプ： ｢請けあう｣(Ⅰ)｢響きあう｣(Ⅰ)｢沈黙しあう ｣(Ⅰ)｢騒ぎあう｣(Ⅰ)｢と

りあう｣(Ⅰ)

このタイプの平均正答率は49%と最も低く、唯一50%を下回っていて、中国人

学習者にとって敬遠したいと考えられる。学習者は｢あう｣が結合する場合には主

体は複数となり、互いに何らかの相互作用や共通の目的を抱いて行動するものと

考えている傾向があり、このグループは主体が一人であるか、もしくは主体の相

互関係が薄いグループなので理解が困難であったと思われる。さらに、｢請けあ

う｣や相手をするという意味の｢とりあう ｣は一語化しており、相互を表す様相を

ほとんど呈していないため判別が困難であったと思われる。

非文となる複合動詞： ｢結婚しあう｣(Ⅳ)｢疲れあう｣(Ⅳ)｢なりあう｣(Ⅳ)｢住みあ

う｣(Ⅳ)｢会いあう｣(Ⅳ)｢待ちあう｣(Ⅳ)

常に用いられない複合動詞の学習者の誤りを分析したところ、｢あう｣をつける

のは相互に作用できる語でしかも｢結婚する｣や｢会う｣など共起性の強いものも除
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くという学習者の基準が見えた。｢待ちあう｣という語は存在しないが、誤った学
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生に｢待ちあわせる｣と誤解した者がいたようだ。

５－２． ｢～こむ｣の習得状況と問題点

続いて各タイプの複合動詞｢～こむ｣の習得状況をそれぞれ考察していく。なお、

｢～あう｣と同様に姫野の分類に従った形で紹介していくが、なにぶん分類が詳細

なために｢～あう｣ほど各タイプでの傾向は見られず、学習者は姫野が提示した分

類とは異なったプロトタイプを内包していると推測される。

ａタイプ： ｢さしこむ｣(Ⅰ)｢転がりこむ｣(Ⅰ)｢はめこむ｣(Ⅰ)｢流しこむ｣(Ⅲ)

｢ひっこむ｣(Ⅰ)

｢おなかに何かに押さえつけられるような｣という意味のやや比喩的な表現であ

る｢さしこむような痛み｣という例文は予想以上に高正答率であった。その他の閉

じた空間への移動を表す｢～こむ｣は、内部移動というプロトタイプから高い正答

率を期待したが、逆にそこそこの出来でしかなかった。用例を用いた学習の不足

が伺える。特に多義語の｢引っこむ｣(犬小屋に～、世間から～、お腹が～など)等

は教授の際に様々な用例を取り上げるべきであろう。｢流しこむ｣はⅢタイプであ

り、型や決められた枠内に流すといった文脈上では用いられるが今回はそのニュ

アンスがないため不可である。

ｂタイプ： ｢打ちこむ｣(Ⅰ)｢書きこむ｣(Ⅲ)｢食いこむ｣(Ⅰ)｢塗りこむ｣(Ⅰ)｢埋め

こむ｣(Ⅲ)

｢～こむ｣全般に言えることだが、学習者は｢こむ｣を付けずして意味を成すもの

は後項を不要と判断している傾向がある。ただ、｢打ちこむ｣が最も高い正答率で

あることからも分かるように、明確に内部へ入っていく感じのする文は理解しや

すいようだ。｢書きこむ｣は掲示板や記載欄には多用できるが、今回の問題文のよ

うに黒板や広い面にそれほど多くない分量の文脈である場合は使わない。｢埋め

こむ｣は｢タイムカプセルを校庭に埋めこむ｣や｢心臓にペースメーカーを埋めこ

む｣とは言うが、｢括弧に解答を埋めこむ｣のような言い方はしない。このような

境界線は曖昧で困難な点であるといえる。

ｃタイプ： ｢溶けこむ｣(Ⅰ)｢漬けこむ｣(Ⅰ)｢沈めこむ｣(Ⅲ)
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これらのタイプは｢こむ｣を外しても意味が通じる語が多いが、結合しているこ



中国人学習者における複合動詞の習得に関する一考察

とでよりしっかりとした内部への移動といったニュアンスが加味される。最も正

答率の悪かった項目である｢沈めこむ｣は文脈からの意味の読み取りがしにくいと

いうことが要因かもしれない。｢こむ｣を結合することで浮き上がろうとするもの

に対して力を加えて沈めるという文脈が必要となる。自動詞である｢沈む｣結合し

た｢沈みこむ｣は比較的よく用いられる表現である。このように、自動詞と他動詞

によって学習者の理解が困難に陥るという見解も考えられる。に馴染むという意

味もある多義語ということを教授の際に注意する必要がある。

ｄタイプ： ｢しみこむ｣(Ⅰ)｢紛れこむ｣(Ⅰ)｢組みこむ｣(Ⅰ)

｢しみこむ｣｢紛れこむ｣は｢しみこむ寒さ｣や｢人ごみに紛れこむ｣のように直接的

でない言い方にもかかわらず、平均正答率は79.7%と比較的に高く、期待通りの

高い正答率を示している。しかし、｢組みこむ｣は｢組みあわせる｣や｢組みたてる｣

との差異や使い分け(｢組みこむ｣はより内部にしっかり定着させる意味を持つ)が

理解できていない。本例文の場合ピンセットを用いての作業であることから見て

も推測できるはずである。

ｅタイプ： ｢包みこむ｣(Ⅰ)｢丸めこむ｣(Ⅰ)｢抱えこむ｣(Ⅰ)

比較的よくできているグループである。内部に対象物を枠組みの内部に取り込

むという感じが｢～こむ｣のプロトタイプのイメージに沿っているため理解しやす

かったのではないかと考えられる。ところで｢丸めこむ｣には本来の内部移動に付

け加えて、前項動詞と後項動詞の意味から外れて意見などを巧妙に言いくるめる

という比喩的な意味が存在する。

ｆタイプ： ｢へこむ｣(Ⅰ)｢折りこむ｣(Ⅰ)｢かがみこむ｣(Ⅰ)

｢かがみこむ｣を除いてよく出来ている。コメントによれば、文脈は読み取れて

いないものの、｢かがみこんだ瞬間｣の｢瞬間｣と｢こむ｣は同時に扱われないという

指摘があったが、このことから学習者は｢～こむ｣には｢じっくり｣や｢しっかり｣と

いう程度を表すと理解していると考えられる。

ｇタイプ： ｢思いこむ｣(Ⅰ)｢話しこむ｣(Ⅰ)｢決めこむ｣(Ⅱ)｢寝こむ｣(Ⅰ)｢考えこ

む｣(Ⅱ)
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結合することで｢うっかり｣や｢ついつい｣、ある行為に固着化するという意味を
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含ませることができ、意志性が欠けているか、もしくは思い込みなどにより論理

的思考が薄くなったタイプである。そのため意志を表す表現に影響を受け｢考え

こもう｣や｢決めこみたい｣といった文末表現は不可となる。学習者のコメントに

よるとこれらを誤りとした基準について自分ひとりのときは｢考えこむ｣と使うが、

共同では使わない、｢決める｣は主観的であるため｢こむ｣の意が含まれているといっ

た観点が含まれており、正答率から一概に学習者がこれらのタイプの意味を理解

しているとは言えない。

ｈタイプ： ｢冷えこむ｣(Ⅰ)｢老けこむ｣(Ⅰ)

このグループは状態の変化を表すもので、｢突然｣や｢急激に｣というように強い

程度を表す。学習上、一度覚えてしまえばさほど問題となる項目ではない。

ⅰタイプ ｢読みこむ｣(Ⅰ)｢走りこむ｣(Ⅰ)｢鍛えこむ｣(Ⅰ)

正答率、コメントなどから察するに学習者はこの用法を知らないと判断できる。

学習者は繰り返して十分に状態が熟すようにするという意味知識を捉えておらず、

前項動詞のみで意味が通じるため、｢こむ｣を結合させる必要もないと考えている

ようだ。ただ、このタイプの何度もある行為を繰り返してそれにより十分に状態

が習熟するというプロトタイプも容易なのでこの用法に繰り返し学習さえすれば

習得できると考えられる。このグループはついついある行動を長時間、もしくは

繰り返し、固着する ｇ タイプとは違って、主体者は自らの意思により行動を規定

している。

非文となる複合動詞：｢暮らしこむ｣(Ⅳ)｢勉強しこむ｣(Ⅳ)｢鳴りこむ｣(Ⅳ)

常に非文となる語の誤りを見つけるという正しい判断は揺れている。この結果

からも｢～こむ｣の結合条件や意味体系に関しての学習者の理解は曖昧であると言

える。

５－３． 中国語の干渉と教材の問題点

今回の調査の対象である中国人学習者は日本語の複合動詞を学習する際に母語

や教材からいかなる影響を受けているかを考察して学習者周辺の状況について理
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解を深めたい。まずは西安外国語大学で採用されている『中級日本語』という教
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材を例として複合動詞がどのように扱われているか調査した。テキストの本文中

に出てくる複合動詞は新出単語として扱われるが、そのほとんどは対応する中国

語の紹介のみである。また、言葉の表現法の学習項目として複合動詞は４語のみ

複数の用例を掲載しており、この項目の学習時に多義的な意味を指導されるもの

と思われる。文法項目として複合動詞は導入されておらず、テキスト中に現れな

い語については関連語の補習の機会が与えられないため、複合動詞の体系的な学

習は期待できないと思われる。次に、中国で出版されている辞書での扱いについ

て｢～あう｣と｢～こむ｣を例にとって述べる。時間に制限のない相互動作を表す

｢～あう｣は｢信じあう｣( 相信 )、｢愛しあう｣( 互爱 )のように中国語では主に｢ 相 ｣ 、 

｢ 互 ｣に相当する。また、共同動作を表す場合は｢ 一块 (一緒に)｣を伴って用いるこ

とができる。しかし、｢教えあう｣や｢招きあう｣のような主体が交互に入れ替わる

ような単語は辞書に掲載されておらず、また｢行きあう｣や｢請けあう｣などのよう

な特別な意味を表す語は全く違った表現で表している。同様なことが｢～こむ｣に

対しても言える。｢引っこむ｣(  缩进 )や｢紛れこむ｣( 混进 )のように内部移動を表す

ような場合に限っては｢ 进 ｣、｢ 入 ｣に対応させることができるが、状態の継続や繰

り返しを表す場合には｢思い込む｣( 紧信，完全相信  )や使い込む( 花过头了，用惯  )

のように説明的な表現や別の新しい表現となってしまい、学習者はよりプロトタ

イプ的な意味である段階で学習をとめてしまうか、後項動詞の意味の煩雑さに混

乱してしまう可能性が高い。中国語には結合することで補足的な意味を付加させ

る程度の複合動詞しか存在せず、そのことからも日本語の複合動詞を理解するに

あたり、過剰に前項動詞の意味に依存する傾向も伺える。

５－４． ｢～あう｣と｢～こむ｣の関連付けと複合動詞の習得モデル

前節で見てきたように複合動詞｢～あう｣と｢～こむ｣の困難点が明らかになった

ところで両者の関連性と習得モデルについて考察していく。図３はそれぞれの複

合動詞の習得順序を提示したものである。なお、姫野の分類はやはり習得研究に

は詳細すぎて、学習者に整理されたデータを提供できないと思われるので､6 筆者
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6 この分類は意味的なものではなく、習得上で困難なものと習得しやすいものを今回の調査

から推察したものである。

の独自の分類で示してある。｢～あう｣は学習者のプロトタイプとなっていると考
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えられる相互の時間的な制約の含まれない作用・動作を表す用法が最もよく習得

されている。しかし、そこから先はプロトタイプ的意義にとどまり拡張には困難

があるようである。特に、動作の主体が場のみ同じで単独に動作する並行動作が

習得されていない。また、個別に項目を観察していくと、前項動詞の意味とかけ

離れているような慣用的な意味を表す語の意味の理解や、その語自身に｢～あう｣

の意味が含まれるような語について結合できるか否かという判断が出来ていない。

これらの語は学習者の混乱を避けるためにもプロトタイプ的語義を習得した後に

補足説明されるのが望ましい。｢～こむ｣に関して学習者は漠然と内部へ入る感じ

や強調といったように捉えているようである。学習の際には、内部移動でもその

領域にしっかり入るというニュアンスや強調というよりも無意識による固着、程

度や状態の変化、繰り返し行為といった明確なイメージを与える必要がある。固

着に関しては意思や命令を表す活用とは用いないなど、Ⅱ、Ⅲタイプのようにあ

る文脈の中に即した用い方やある特定の活用形では用いない。このような微妙な

意味的違いは、相当困難であると思われるため、｢～こむ｣のプロトタイプ語義、

慣用的な意味表現でなれた後に教授するのが適当であると考える。

図３｢～あう｣と｢～こむ｣の習得順序
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図４.複合動詞の習得順序

では最後に｢～あう｣と｢～こむ｣を関連付けて本調査で得られた結果を元に複合

動詞全般についての習得モデルを提示する。ところで｢～あう｣と｢～こむ｣の学習

者の習得に関する正答率の相関を見てみたところ、かなり強い正の相関が観察さ

れた(相関係数ｒ=0.87)。すなわち ｢～あう｣が習得できている学生は同時に｢～こ

む｣のほうも高得点であるということを意味する。さらに学生の｢～あう｣と｢～こ

む｣の平均値としては予想に反して差が認められない(ｐ＜0.05で有意差なし)とい

うことからも、複合動詞の習得に対して好成績を呈している学生とそうでない学

生には学習方略の点で差があると考えられる。そこで、自然な形でスムーズに学

習できるように複合動詞の習得階層を図４に示した。階層Ⅰにはプロトタイプ性

の高い語義を持つ代表的な語が選ばれる。｢～あう｣では ｢抱きあう｣や｢話しあ

う｣、｢～こむ｣では｢打ちこむ｣｢さしこむ｣のような明確に後項動詞のニュアンス

を含意する語がプロトタイプ的な意味を持つ語として適当であろう。次に階層Ⅱ

ではプロトタイプから派生するような多義的意味構造の理解が求められる。｢～

あう｣での遭遇のカテゴリーや｢～こむ｣の累積化や固着化がこれに相当する。教

師からの明確な説明のない状態でプロトタイプ的な語義だけでは学習者が文脈な

どからの推測などで、階層Ⅱの多義的な意味への発展を望むことは難しいと考え

られる。複合動詞の学習では多様な意味タイプを学習者が習得できるようにしな
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ければならない。階層Ⅲ、Ⅳには分析的知識の獲得が出来るように後項動詞がつ
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くことで前項動詞を単独で用いたときとの意味の差異が属する。学習者にとって

もっとも困難な点は｢いかなる状況で複合動詞を使えばよいか｣ということである。

その微妙なニュアンスは生の実例に大量に触れることが重要ともいえる。また、

本調査では学習者は前項動詞から複合動詞の意味を推測しているようだったが、

前項動詞の意味をほとんど持たないような慣用的な表現も数が多く、理解が困難

といえる。これらの学習を踏まえ、個々の複合動詞がどの文脈で使用できるか、

付加できない活用はあるのかなどを習得できれば、母語話者のように自然に複合

動詞を使い分けられると考えられる。

６． まとめとこれからの課題

本研究では中国人学習者が実施した複合動詞の文法受容判断テストを元に、複

合動詞｢～あう｣と｢～こむ｣の習得上、理解困難な点を探った。その結果、学習者

が後項動詞に対して持っているプロトタイプは非常に曖昧なもので、第一義的な

ものにとどまり、残りは一つの単語として覚えていっていると推察できた。また、

結合しない場合とのニュアンスの差や結合できる語と出来ない語との境界線は理

解が困難であることが分かった。本研究では中国語との干渉については、筆者自

身の感覚や辞書、中国で用いられる教材から研究したものであるため、実験的な

確証はない。そのため今後は学生の作文産出問題の誤答分析を通じて困難点や母

語による干渉をより明確にしていき、理解と産出の関係はどのような構造になっ

ているのかも合わせて考察したいと考えている。それにより、包括的な複合動詞

の教授法を提案することが課題である。
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