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日本語の「を格」、「から格」の空間名詞と自動詞との
組合せに対応する台閩語1)の連語との比較2)
Comparison with a Collocation of Taiwan Southern Min Language
which Corresponds to a Combination of Spatial noun of Japanese
"wo case" and "kara case" with an Intransitive verb
施 淑惠
SHI Shuhui
提要 本研究針對與以「wo 格空間名詞」
、
「kara 格空間名詞」為《修飾語》
，以「不及物動詞」
為《被修飾語》的日語詞組相對應的台閩語詞組作考察、比較兩語言的差異及其特色。
在與「wo 格空間名詞」與「不及物動詞」之組合相對應的台閩語詞組的比較，得到了如下
的考察結果。1.在表示〈離開的場所〉
「ViNs(L)」3)的詞組，雖然，不見其《被修飾語》之差
異處，不過，在表示〈離開的場所〉
「ViViNs(L)」的詞組，可見台閩語《被修飾語》伴隨著方
向補語「開（khui1）
」的特色。2.在表示〈離開的場所〉
「ViANs(L)」4)的詞組，可見《被修飾
語》之差異處。3.在表示〈離開的場所〉
「介 Ns(L)Vi/ViVi」的詞組，可見《修飾語》的「介
Ns(L)」之差異處。
而在與「kara 格空間名詞」與「不及物動詞」之組合相對應的台閩語詞組的比較，得到了如
下的考察結果。1.在「出發點結合」的詞組，可見台閩語「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋

1)

「台閩語」とは、台湾で使用されている閩南語「台灣閩南語（台湾の閩南語）
」の略称である。それ
の略称としては、
「台語（台湾語）
」と呼ぶこともあるが、台湾という地域で使われている言語とし
ては、
「台灣閩南語（台湾の閩南語）
」のほかに、
「客家語（台湾の客家語）
」
、
「原住民語（台湾の原
住民語）
」などもあり、どれも「台湾語」と呼ぶことが可能である。その紛らわしさを避けるため
に、本稿では、
「台湾語」ではなく、
「台湾の閩南語」という名称を使った。参考文献に見られるよ
うに、許極燉(1998)が《台灣語概論》というように、
「台湾語」を使っているのを除き、楊秀芳
(1991) 《臺灣閩南語語法稿》や董忠司(2001) 《臺灣閩南語辭典》や林慶勳(2001)《臺灣閩南語概
論》や盧廣誠(2003)《台灣閩南語概要》などが「臺灣閩南語/台灣閩南語（台湾の閩南語）
」の名称
を使っている。
2)
本稿は 2019 年 2 月 17 日に国際連語論学会主催第七回大会で口頭発表した内容の修正稿である。
3)
「Ns」とは、空間名詞「Spatial noun」の略語で、
「Vi」とは、自動詞「intransitive verb」の略
語である。そして、台閩語では、
《飾り》の空間名詞は、その後に「方位詞(Location)」が付くこと
がある。
「方位詞(Location)」の略語を「L」とし、省略されることがあるのを考慮して、
「Ns(L)」
と記している。
4)
「ViANs(L)」の「A」とは、補助動詞「auxiliary verb」の略語である。
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Cd 來/去」
詞組之
《被修飾語》
的特色。2.在
「經由點結合」
的詞組，可見台閩語「介（tui3/ui3/an3）
Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」詞組之《修飾語》或《被修飾語》的差異處。3.在「起點結合」的詞組，
可見台閩語「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」詞組之《被修飾語》的特色。
キーワード：日本語の連語 台閩語 空間名詞 自動詞 白話字
目次
1. はじめに
2. 研究方法
3. 日本語の「Ns を+Vi」に対応する台閩語の連語との比較
4. 日本語の「Ns から+Vi」に対応する台閩語の連語との比較
5. おわりに--今後の課題もふくめて
1. はじめに
本研究は、
《飾り》5)を「を格の空間名詞」または「から格の空間名詞」
、
《飾られ》を「自
動詞」にする日本語の連語に対応する台閩語の連語について考察し、両言語の差異及び特色
を比較する。
1.1 「を格の空間名詞」と「自動詞」との組合せ
「を格の空間名詞」と「自動詞」との組合せでは、奥田（1968-72：連 140）によれば、
「空
間的なむすびつきをあらわす連語では、かざり名詞は移動動作のおこなわれる場所をあら
わしているが、その場所と移動動作との関係はいちようではない。かざられ動詞の語彙的な
意味の性格のちがいにしたがって、それはつぎのみっつの下位のカテゴリーにわかれる。
（イ）うつりうごくところ、
（ロ）とおりぬけるところ、
（ハ）はなれるところ」としている。
日本語の「を格の空間名詞」と「自動詞」との組合せは、奥田（1968-72）では、
〈空間的
な結び付き〉を作っているのに対して、施（1987）では、中国語との対照比較で、
〈出発点
の結び付き〉と〈うつりうごく場所の結び付き〉を作っているとしている。
また、施（2017b）、（2018a）では、まず、奥田（1968-72）と施（1987）による日本語
の「を格の空間名詞と自動詞との組合せ」が作る結び付きの分類の違いは、その 1 つ目が
〈はなれるところ〉と〈出発点の結び付き〉とのカテゴリーの分け方、その 2 つ目が〈くぐ
るところ〉というカテゴリーの分け方、というように挙げており、それを次の表のように整
理した。

5)

「飾り」と「飾られ」とは、連語の構成要素である。奥田靖雄（1976）によれば、
「連語は、語彙的
な意味の具体化をもとめて、ほかの単語をしたがえる《かざられ》と、そのかざられによりかかる
《かざり》との、ふたつの構成要素からなりたっている」と定義している。

37

東アジア国際言語研究

創刊号

表(1) 奥田(1968-72)と施(1987)による「を格の空間名詞と自動詞との組合せ」の分類の違い
日本語の「を格の空間名詞と自動詞との組合せ」
奥田（1968-72）
施（1987）
空間的な結び付き
出発点の
うつりうごく場所の結び付き
結び付き
うつりうご
くところ

とおりぬけ
るところ

はなれる
ところ

はなれる
ところ

うつりうご
くところ

とおりぬけ
るところ

くぐる
ところ

さらに、施（1987：62-64）による日本語の「を格の空間名詞と自動詞との組合せ」に対応
する中国語の〔VN〕
、
〔VAN〕
、
〔介 NV〕6)の連語の説明を引用したのち、施（2017b）、（2018a）
では、
〈離れる所〉を表す連語について、日本語‧中国語‧台閩語の三言語の比較をした。
本研究は、日本語の「を格」
、
「から格」の空間名詞と自動詞との組合せに対応する台閩語
の連語との比較を中心に取り上げるもので、中国語の部分を省くことにする。
1.2 「から格の空間名詞」と「自動詞」との組合せ
日本語の「から格の空間名詞」と「自動詞」との組合せについて、渡辺義夫（1966：連364365）では、「「でどころ」に属する名詞は、「箱」、「戸棚」、「角屋」のように、内にも
のの入る空間を持った立体的な空間を示すのに対して、
「経由」の結びつきに属するものは、
「裏口」、「窓」、「門」のように、平面的空間をあらわす名詞であることが広く認められ
る。このようなことから、「でどころ」と「経由点」とを各々別のカテゴリーとした。」と
述べている。
また、荒正子（1975：連402）では、「《起点》と《出発点》とは一致することもあるが、
かならずしも一致する必要はない。…《出発点》は、移動動作が、その状態とはかかわりな
く、そこから出発する場所をなしているが、《起点》は、移動動作の特定の状態がそこから
開始する場所をなしている」と述べている。
施（2018b：73）では、次の表のように渡辺義夫（1966）と荒正子（1975）による「から格」
の空間名詞と自動詞との組合せを表す空間的な結び付きの比較をおこなった。

6）

施(1987)では、中国語の連語は、
〔VN〕
、
〔VAN〕
、
〔介 NV〕のように表記しているが、本稿では、台閩
語の連語は、
「ViNs(L)」
、
「ViANs(L)」
、
「介 Ns(L)Vi」のように表記している。そして、同書(1987：6364)によれば、
〔VAN〕の〔A〕が補助動詞の役目を果し、……補助動詞〔A〕は、方向補語を示す「來、
去、上、下、進、出、回、過、…」のようなものであったり、あるいは、動詞の機能を果しながら、介詞
になりつつある介詞的なもの（「在、到、向、往、…」のようなもの）であったりする。このように、
〔A〕の質によって、〔VAN〕のものは前者になったり、後者になったりする。例えば、“走進教室（教

室に入る）”は前者であり、“走在路上（道を歩く）”は後者である。
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表(2) 渡辺(1966)と荒(1975)による「から格の空間名詞と自動詞との組合せ」の比較
「から格の空間名詞と自動詞との組合せ」
（空間的な結び付き）
出発点の
でどころの
経由点の
起点の
結び付き
結び付き
結び付き
結び付き
渡辺 あるところから離れる/ あるところを出る/瞬
それについては、取り
義夫 移動的動作面
間的動作面
上げていない。
(1966)
立体的な空間名詞
平面的空間名詞
「出発点」或は「でどころ」の結び付き
「経由点」と
「出発点」 《起点》と《出発点》と
との区別
の区別
荒正子 「N1 から（出発点）＋N2 に/へ（いくさき/到着点） コンテキストによる 《出発点》は、動作の状
(1975) ＋Vi」
ものもある
態とは関りなく、そこ
「N1 から（出発点）＋N2 まで（いくさき）＋Vi」
から出発する場所、
《起
点》は、動作の特定の状
態がそこから開始する
場所

日本語の「から格の空間名詞」と「自動詞」との組合せに対応する台閩語の連語は、「介
（由/tui3/對/ui3/an3/按）Ns(L)Vi」7)などが挙げられる。
2. 研究方法
「を格の空間名詞」と「自動詞」との組合せにおいては、まず、奥田(1968-72：連 139)に
よる「空間を示すを格の名詞」と「自動詞」と組合せて作る〈空間的な結び付き〉の日本語
の連語に対応して、施(1987)による中国語の連語の分類の違いと比較する。さらに、中国語
の〔VN〕
、
〔VAN〕
、
〔介 NV〕で表されている連語をベースにして、台閩語の〈空間的な結び付
き〉を考察する。
「から格の空間名詞」と「自動詞」との組合せにおいては、まず、渡辺義夫（1966）と荒
正子（1975）による「から格」の空間名詞と自動詞との組合せが表している空間的な結び付
きの相違について比較する。それから、それらに対応して、台閩語の「tui3、ui3、an3」の
「空間名詞」と「自動詞」との組合せの比較をおこなう。
台閩語の用例は、《台語文語詞検索》8）か《台語辭典(台日大辭典台語譯本)》9)のインタ
ーネット辞典を検索に用いた。《台語文語詞検索》の例文は多く、用例集めに使い、
《台語
辭典(台日大辭典台語譯本)》の例文は少ないが、その中に付いている日本語の原本のスキャ
ンで多義語や類義語の語彙の意味を調べるのに用いた。検索する方法は、どちらからも「白
7)

「介（由/tui3/對/ui3/an3/按）Ns(L)Vi」では、
「tui3/對」の「tui3」は「白話字」で、
「對」はそ
の「漢字」であるが、
「an3/按」の「an3」は「白話字」で、
「按」はその「漢字」である。
8)
《台語文語詞検索》は、2019 年 4 月にコンピューター処理設計者の楊允言氏が 2003 年 1 月に公表し
た《台文/華文線頂辭典》のアクセスルートを修正して、名を改めたものである。
9)
《臺日大辭典》は、上卷 1931 年、下卷 1932 年に日本の台灣總督府の小川尚義によって主編されて
出版したものである。インターネット辞典の《台語辭典(台日大辭典台語譯本)》は、林俊育(Lim
Chun-iok)によって訳されたものである。
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話字」か「漢字」10)による入力ができる。
表記法のアンダーラインの用法については、渡辺義夫（1966）の例では、「伝馬町から来
た」のように、
《飾り》にも《飾られ》にも「一本の実線」で記しており、荒正子（1975）の
例では、「森川町から寺尾が来た」のように、
《飾り》に「一本の実線」
、
《飾られ》に「線な
しの太字」で記しているほかに、「駅から大通りに出る」のように、《第 1 の飾り》11)に「一
本の実線」
、
《第 2 の飾り》に「線なしの太字」
、
《飾られ》に「波線」で記しているが、その
紛らわしさを避けるために、筆者は、日本語も台閩語も一様に、
「二単語の組合せ」の《飾り》
と「三単語の組合せ」の《第 1 の飾り》に「波線」
、
《第 2 の飾り》に「点線」
、
《飾られ》に
「二本の実線」で記している。
3. 日本語の「Ns を+Vi」に対応する台閩語の連語との比較
3.1 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「ViNs」/「ViViNs」12)に見られる《飾られ》の違い
3.1.1 〈離れる所〉の「ViNs」における《飾られ》について
日本語では、奥田(1968-72：連144-145)によれば、「はなれるところ」を表す連語の自動
詞は、「でる、たつ、さる、はなれる」のような単純動詞を挙げており、「923）六時五分ま
えに建一郎は教育会館の事務所をでた」、
「924）東京の友だちはそこで新橋をたつ」、
「925）
ぶうといって汽船がとまると、はしけが岸をはなれて、こぎよせてきた」などの例を挙げて
いる。
台閩語では、
〈離れる所〉を表す「ViNs」の連語は、
「出劇場（劇場を出る）
（出 68）
」の
「出 Ns」
、
「落車（車を下りる）
（落 519）
」13) の「落 Ns」
、
「離水面（水面を離れる）
（離 532）
」

10）

「白話字」と「漢字」の表記については、施(2016b：14-15)の注 24 では、
「張學謙（2003：70-72）
によれば、台閩語には、500 年の歴史を持っている「漢字」の文字と 100 年余りの歴史を持ってい
る「白話字」
（Peh8-Oe7-Ji7、縮約して POJ)のローマ字という二種類の文字がある。
「漢字」の文字
は、福建、広東地区から来た閩南語の文字であり、
「白話字」のローマ字は、
「chhu/chhu1」のよう
な教会ローマ字であり、1865 年に長老教会の馬雅各医師（Dr.James L.Max-well）が宣教のために
台湾に取り入れたものである」と説明している。
11)
「伝馬町から来た」のような「二単語の組合せ」の場合は、単なる《飾り》と《飾られ》との組合
せであるが、「駅から大通りに出る」のような「三単語の組合せ」の場合は、
《飾り》が 2 つあると
いうことで、
《第 1 の飾り》と《第 2 の飾り》と《飾られ》との組合せである。
12）
施（2017b：41）の注 10 によれば、《かざられ》が単純動詞の場合は、
「Vi」とし、合せ動詞の場
合は、
「ViVi」とする。
13）
「落車（車を下りる）
（落 519）
」のような連語では、
《飾り》の「車（車を）
」は、
「物名詞」であ
り、
「空間名詞」ではないが、連語の結び付きは、その交通道具のある所から離れていくことを示し
ている。
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の「離 Ns」などが挙げられる。それらの“出（chhut4）14）（出る）
、落（loh8）
（下りる）
、
離（li5）
（離れる）
”の《飾られ》は、日本語も台閩語も単純動詞が使われている。
表(3) 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「ViNs」における《飾られ》の比較
日本語の連語「Ns を+Vi」
単純 Vi
離れ 「事務所をでた」、「新橋をた
る所 つ」、「岸をはなれる」

台閩語の連語「ViNs」
単純 Vi
「出劇場（劇場を出る）
（出 68）
」
、
「落車（車を下りる）
（落 519）
」
、
「離
水面（水面を離れる）
（離 532）
」

比較
同じ

3.1.2 〈離れる所〉の「ViViNs」に見られる《飾られ》が方向補語の「開（khui1）
（離れ
る）
」を伴う台閩語の特色
台閩語では、
〈離れる所〉を表す「ViViNs」の連語は、
「行離體育館（體育館を歩き離れる）
（離 150）
」の「行離 Ns」
、
「走離教室（教室を走り離れる）
（離 154）
」の「走離 Ns」が挙げ
られる。その“行離（歩き離れる）
、走離（走り離れる）
”の《飾られ》は、台閩語では“行
離、走離”という合せ動詞が使われているのに対して、日本語では“歩き離れる、走り離れ
る”という合せ動詞が使われている。
このほかに、台閩語では、
「行離開桌邊（テーブルのそばを歩き離れる）
（離 99）
」のよう
な「行離開 Ns」
、
「飛離開暗暝之窟（暗黒の窪みを飛び離れる）
（離 339）
」のような「飛離開 Ns」
の連語も見られる。そのような連語では、
“行離開、飛離開”のような《飾られ》は、方向補
語の「開 khui（離れる）
」15)を伴う特色が見られる。

14）

台閩語の〈ViN〉の連語に属する〈出 N〉の「Vi」となる“出（chhut4）
（出る）
”は、
「出」が漢字
であり、
「chhut4」が白話字である。台閩語の「白話字」の表記は、
「chhut4」のような数字声調符
号の 4 声、または、
「chhut」のような図形声調符号の 4 声という八声の符号がある。八声の符号と
は、
「chhun1、chhun2、chhun3、chhut4、chhun5、chhun6、chhun7、chhut8」という数字声調符号で
八声を表しており、
「chhun、chhún、chhùn、chhut、chhûn、chhún、chhün、chhýt」
（1 声は、声調符
号なし、2 声は、母音の上に右上から左下へ斜めの１画、3 声は、母音の上に左上から右下へ斜めの
１画、4 声は、声調符号なしであるが、音韻の最後に「n→t、m→p、ng→k、n、m、ng 以外のもの→
h」という「入声」の変化があり、5 声は、母音の上に山型の声調符号があり、6 声は、2 声と同様
とされているか、省略されている場合があり、7 声は、母音の上に平らの横の１画があり、そし
て、8 声は、4 声と同様に、音韻の最後に「n→t、m→p、ng→k、n、m、ng 以外のもの→h」という
「入声」の変化があるほかに、母音の真上に上から下への１画がある）
」という図形声調符号で八声
を表している。本稿では、引用する例文により、数字声調符号か図形声調符号を使うが、文字化け
を防ぐため、図形声調符号より数字声調符号を多く使っている。
15)
劉月華、潘文娯、故韡(1996：315)によれば、
「使用趨向補語“開”時，説話者所要表達的只是動作
使人或物與某一處所有了距離，而不理會動作的目標、因此句中一般不出現表示目標的詞語、這一點
與趨向補語“去”不同」と説明している。本稿では、
「方向補語（direction complement）
」の略語
は、施(2016b：17)の注 29 と同じように、
「Cd」とする。そして、
「開khui」のように、
「方向補語」の
ものを小文字に記す。以下同じ。
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表(4) 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「ViViNs」における《飾られ》の比較
日本語の連語「Ns を+Vi」
合せ Vi
（體育館を歩き離れる）
、
（教室を走
離れ り離れる）
る所
合せ Vi
（テーブルのそばを歩き離れる）、
（暗黒の窪みを飛び離れる）

台閩語の連語「ViViNs」
合せ ViVi
「行離體育館（離 150）
」
、
「走離
教室（離 154）
」

比較
同じ

合せ ViVi＋Cd 開 khui
「行離開桌邊（離 99）
」
、
「飛離開暗
暝之窟（離 339）
」

相違

3.2 日本語の「Ns を+Vi」に対応する台閩語の「ViANs」に見られる《飾られ》の違い
3.2.1 〈離れる所〉を表す「ViANs」の連語において、
《飾られ》に見られる違い
日本語では、奥田(1968-72：連144-145)によれば、「はなれるところ」を表す連語の自動
詞は、「とおざかる、しりぞく、ひきあげる」のような合せ動詞を挙げており、「926）三年
まえに中津川をひきあげて、伊那の方へうつっていった……」のような例を挙げている。
台閩語では、
〈離れる所〉を表す「ViANs」の連語は、
「行出大樓（ビルを出る）
（出 932）
」
の「行出 Ns」
、
「踏出 hit-khám 店(その店を出る)（出 998）
」の「踏出 Ns」
、
「離開交流道（イ
ンターチェンジを離れる）
（離 22）
」の「離開 Ns」16）、
「走出埠頭（波止場を走り出る）
（出
632）
」の「走出 Ns」
、
「跳出伊 ê siū(彼の巣を跳び出る)（跳 433）
」の「跳出 Ns」
、
「跳落車
(車を跳び下りる)（跳 274）
」の「跳落 Ns」などが挙げられる。それらの《飾られ》は、
“行
（kiaⁿ5）
（歩く）
、踏（tah8）
（踏む）
、走（chau2）
（走る）
、跳（thiau3）
（跳ぶ）
”のような
《飾られ》が方向補語の“出（chhut4）
（出る）
”と組合さった合せ動詞の「Vi 出」のものも
あれば、
“離（li5）
（離れる）
”のような《飾られ》が方向補語の“開（khui1）
（離れる）
”
と組合さった合せ動詞の「Vi 開」のものもあれば、
“跳（thiau3）跳ぶ”のような《飾られ》
が方向補語の“落（loh8）（下りる）”と組合さった合せ動詞の「Vi 落」のものもある。
その中の“行出（出る）
、踏出(出る)、離開（離れる）
”の《飾られ》は、台閩語では“行
出、踏出、離開”という合せ動詞が使われているのに対して、日本語では“出る、離れる”
という単純動詞が使われている。
そして、
“走出（走り出る）
、跳出(跳び出る)、跳落(跳び下りる)”の《飾られ》は、日本
語も台閩語も合せ動詞が使われている。

16）

施（2017b：42）によれば、台閩語では、
「離開」の「開」を「方向補語」にするため、
〈離開 Ns〉
を〈ViANs〉の連語、
〈飛離 Ns〉を〈ViViNs〉の連語にすると説明している。
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表(5) 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「ViANs」における《飾られ》の比較
日本語の連語「Ns を+Vi」
単純 Vi
（集中治療室を出る）
、
（ビルを
離れ 出る）
、(その店を出る)、
（インタ
る所 ーチェンジを離れる）
合せ Vi
「中津川をひきあげて……」

台閩語の連語「ViANs」
合せ Vi
「行出加護病房（出 384）
」
、
「行出
大
樓（出 932）
」
、
「踏出 hit-khám 店（出
998）
」
、
「離開交流道（離 22）
」
合せ Vi
「走出埠頭（波止場を走り出る）
（出
632）
」
、
「跳出伊 ê siū(彼の巣を跳び
出る)（跳 433）
」
、
「跳落車(車を跳び
下りる)（跳 274）
」

比較
相違

同じ

台閩語の《飾られ》が合せ動詞を使うのに対して、日本語の《飾られ》が単純動詞か合せ
動詞を使うことの違いは、次のように考えられるだろう。
台閩語の《飾られ》が“行出(歩き出る)、踏出(踏み出る)”のように、
《飾られ》動詞の
移動動作は、その様態“行(歩く)、踏(踏む)”という観点をより強調しているのに対して、
日本語の《飾られ》が様態という観点をぬきにして、
「出る」という単純動詞でまとめられ
ているように思われる。
また、台閩語の《飾られ》の「離開（離れる）
」の場合には、
《飾られ》動詞の移動動作は、
方向補語の“開（khui1）
（離れる）
”を伴うことによって、日本語の《飾られ》が「離れる」
という単純動詞でまとめられているより「方向補語」の働きで「距離が生じていること」を
強調しているように思われる。
そして、
《飾られ》が“走出（走り出る）
、跳出(跳び出る)、跳落(跳び下りる)”のように、
日本語も台閩語も合せ動詞を使っているのは、それらの移動動作を様態という観点から捉
える必要があるように思われる。
3.3 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「介 Ns(L)Vi/ViVi」に見られる《飾り》の違い
3.3.1 〈離れる所〉の「介Ns(L)Vi/ViVi」において、
《飾り》の「介Ns(L)」に見られる違い
台閩語では、
〈離れる所〉を表す「介 Ns(L)Vi/ViVi」の連語は、
「gín-áùi 厝 nih 出來（子供
は家を出てくる）
（出 642）
」17）の「ùiNs(L)Vi（出來）
」
、
「tùi 後壁門出去（裏門を出ていく）
（出 664）
」の「tùiNs(L)Vi（出去）
」
、
「對台中出發（台中を出発する）
（出發 274）
」の「對 NsViVi
（出發）
」
、
「àn 小學大門出發（小学校の正門を出発する）
（出發 244）
」の「ànNsViVi（出發）
」
、
「按霧台出發（霧台を出発する）
（出發 117）
」の「按 Ns(L)ViVi（出發）
」などが挙げられる。

17）

台閩語では、
「gín-áùi 厝 nih 出來（子供は家を出てくる）
（出 642）
」の例のように、その《飾り》
の空間名詞の後に付く「方位詞」の「nih」は、陳修編(2000：1261)によれば、漢字の表記の「裡」
とし、その解釈が「語尾助詞。以表示其内或其中。
」とし、その例が「山 nih 有猴（山中有猴）
」と
説明している。
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それらの連語では、
“出來（出てくる）18）、出去（出ていく）
、出發（出発する）
”のように、
単純動詞においても、合せ動詞においても、日本語と台閩語との《飾られ》の相違は見られ
ないが、次に述べるように、
《飾り》の「介 Ns(L)」から両言語の相違が見られる。
まず、
「趕緊跳出火車，有 ê 由南旁埤頭溝奔走（急いで列車を跳び出て、ある人は南側の
埤頭溝を奔走する）
（跳 948）
」のような「由 Ns(L)奔走」の連語は、
《飾り》の「由 Ns(L)」
が挙げられる。
また、上に挙げられた「tùi 後壁門出去（出 664）
」
、
「對台中出發（出發 274）
」
、
「gín-áùi
厝 nih 出來（出 642）
」
、
「àn 小學大門出發（出發 244）
」
、
「按霧台出發（出發 117）
」のような
連語は、
《飾り》の「tùi/對/ùi/àn/按 Ns(L)」などが挙げられる。
表(6) 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「介 Ns(L)Vi/ViVi」の《飾られ》
、
《飾り》の比較

離
れ
る
所

日本語の連語「Ns を＋Vi」
単純 Vi＋てくる/ていく
（子供は家を出てくる）
、
（裏門
を出ていく）

台閩語の連語「介 Ns(L)Vi/ViVi」
単純 Vi＋Cd 來/去
「gín-áùi 厝 nih 出來（出 642）
」
、
「tùi
後壁門出去（出 664）
」

比較
同じ

合せ Vi
（台中を出発する）
、
（小学校の
正門を出発する）
、
（霧台を出発
する）
、
（南側の埤頭溝を奔走す
る）

合せ Vi
「對台中出發（出發 274）
」
、
「àn 小學
大門出發（出發 244）
」
、
「按霧台出發
（出發 117）
」
、
「由南旁埤頭溝奔走（跳
948）
」

同じ

《飾り》
「Ns を」

《飾り》
「介（由/tùi/對/ùi/àn/按）Ns(L)」 相違

4. 日本語の「Ns から+Vi」と台閩語の連語との比較
4.1 「出発点の結び付き」において、台閩語の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋Cd
19)

來/去

」

の《飾られ》に見られる特色

日本語では、荒正子（1975：連397-398）によれば、出発点の結び付きを作る能力のある自
動詞は、「行く、来る、帰る、…」のような単純動詞や「上京する、帰宅する、亡命する、
…」のような合せ動詞や「ひきさがる、ひきあげる、ひきかえす、…」のような合せ動詞や
「戻ってくる、やってくる、でていく、帰っていく、…」のような「単純動詞＋～てくる/～て
いく」などのものを挙げている。
そして、挙げられている「森川町から寺尾が来た」、「玄関から茶の間のほうへ行ってみ
た」、「夫がある日、横浜から帰って、みやげに蝙蝠の日傘を買って来た」、「光一はふい

18)

鈴木重幸（1972：387）によれば、
「…あるいていく（くる）
、ちかづいていく（くる）のように、一
定の方向をもった移動動作をあらわすものであって、……」としている。
“來（～てくる）
、去（～て
來
去
いく）
”のように、方向補語を伴う“出 （出てくる）
、出 （出ていく）
”のような《飾られ》は、
日本語と台閩語との相違は見られないとしている。
19)
楊秀芳(1991：298)によれば、
「走出去、行入來、飛起來、lak4loq8khi3 落落去」の中の「出去、入
來、起來、落去」のようなものは、
「方向補語」と呼び、
「述語が示す動作の方向を説明するもので
ある」としている。
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にとびらのところから離れた」などの例の《飾られ》は、
「単純動詞」が多く見られる。この
ほかに、「捨吉は麹町の学校から下宿へ戻って来た」の例の《飾られ》は、
「単純動詞＋てく
る」も見られる。
日本語の「Ns から＋Vi」を表す連語に対して、台閩語の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)+Vi+Cd」
の連語は、「tùi 對面來（向こうから来る）
（tùi808）」、「tùi 英國去奧國（イギリスから
オーストリアへ行く）
（tùi854）」のような「単純動詞」の例が見られるほかに、「tùi 台北
轉來（台北から帰って来る）
（轉來 803）」、「ùi 米國 tńg 來（アメリカから帰って来る）
（ùi205）
」
、「對遠兜倒來20)（遠方から帰って来た）
（對 619）」、「對逸子 in 厝角頭斡來（逸
子の家の角付近回って来る）
（對 845）」のような「単純動詞（轉/倒/斡）＋Cd 來」の例が多
く見られる。
表(7) 両言語の「出発点の結び付き」における《飾られ》の比較
日本語の連語「Ns から+Vi」
単純 Vi
「森川町から寺尾が来た」、「玄関
から茶の間のほうへ行ってみた」
出
発
点
の
結
び
付
き

単純 Vi
「…横浜から帰って…」

単純 Vi＋てくる/ていく
「捨吉は麹町の学校から下宿へ戻っ
て来た」

台閩語の連語「介（tui3/ui3/
an3）Ns(L)+Vi＋Cd 來/去」
単純 Vi
「tùi 對面來（向こうから来る）
（tùi808）」、
「tùi 英國去奧國（イ
ギリスからオーストリアへ行く）
（tùi854）」
単純 Vi＋Cd 來/去
「tùi 台北轉來（台北から帰って
来る）
（轉來 803）」、「ùi 米國 tńg
來（アメリカから帰って来る）
（ùi205）
」
単純 Vi＋Cd 來/去
「對遠兜倒來（遠方から帰って来
た）
（對 619）」、「對逸子 in 厝角
頭斡來（逸子の家の角付近回って
来る）
（對 845）」

比較
同じ

相違

同じ

4.2 「経由点の結び付き」において、両言語の《飾られ》
、
《飾り》に見られる差異
4.2.1 「経由点の結び付き」において、両言語の《飾られ》に見られる差異
渡辺義夫（1966：連362）によれば、「経由点」の結び付きを表す連語は、「裏口から外へ
出る」
、
「窓から入って来る」
、
「長屋門から這入る」などの例を挙げている。それらの例の《飾
られ》は、
「単純動詞（出る）
」や「単純動詞＋～てくる（入ってくる）
」や「合せ動詞（這入
る）
」などである。
一方、荒正子（1975：連401）によれば、「経由点」の結び付きを表す連語は、「捨吉が菅

20)

「倒來」は、《台語辭典(台日大辭典台語譯本)》の[63750]では、その日本語の原本 B0462 の解釈
（3）に「返る、戻る、立ち戻る」とし、その用例に「昨昏倒來（昨晩帰って来た）
、倒去外家(里方
へ帰る)」としている。
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と一緒に窓から廊下へ出ると……」のような例を挙げている。挙げられている例の《飾られ》
は、
「単純動詞（出る）
」である。
台閩語では、「tùi 後尾門出去（裏門から出て行く）
（後尾門 4）」、「ùi in 後壁灶 kha
門出來（彼の後側の勝手口から出てきた）
（ùi106）」、「ùi 巷 á 口入來（路地口から入って
きた）
（ùi108）」のような例の《飾られ》は、
「単純動詞（出/入）＋Cd 來/去」が挙げられる
ほかに、「tùi 後尾門溜出去（裏門から抜け出て行く）
（後尾門 6）」、「風 ùi 山崙 á 縫鑽
入來（風が丘の隙間から潜り入ってくる）
（ùi90）」、「冷風 ùi 窗 á 門縫 seh 入來（冷たい
風が窓の隙間から流れ入ってくる）
（ùi96）」のような例の《飾られ》は、
「合せ動詞（溜出
/鑽入/seh 入）＋Cd 來/去」が挙げられる。
表(8) 両言語の「経由点の結び付き」における《飾られ》の比較
日本語の連語「Ns から+Vi」

経
由
点
の
結
び
付
き

比較

単純 Vi
「裏口から外へ出る」
、「捨吉が菅
と一緒に窓から廊下へ出ると」

台閩語の連語「介（tui3/ui3/an3）
Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」
単純 Vi＋Cd 來/去
「tùi 後尾門出去（裏門から出て行
く）
（後尾門 4）」

単純 Vi＋てくる/ていく

単純 Vi＋Cd 來/去

同じ

「窓から入って来る」

合せ Vi
「長屋門から這入る」

相違

「ùi in 後壁灶 kha 門出來（彼の後側
の勝手口から出てきた）
（ùi106）」、
「ùi 巷 á 口入來（路地口から入って
きた）
（ùi108）」
合せ Vi＋Cd 來/去
相違
「tùi 後尾門溜出去（裏門から抜け出
て行く）
（後尾門 6）」、「風 ùi 山崙
á 縫鑽入來（風が丘の隙間から潜り入
ってくる）
（ùi90）」、「冷風 ùi 窗 á
門縫 seh 入來（冷たい風が窓の隙間か
ら流れ入ってくる）
（ùi96）」

4.2.2「経由点の結び付き」において、両言語の《飾り》に見られる差異
渡辺義夫（1966：連363）によれば、「一定の広がりをもった空間や、抽象名詞なども、し
ばしば経由点として結びつきを作る」としており、
「無縁坂から帰る」
、
「上野公園から谷中を
通る」のような例が挙げられている。それらの例の《飾り》は、
「無縁坂から」や「上野公園
から」のようなものである。
また、荒正子（1975：連401）によれば、「しかし出発点のむすびつきをあらわす連語はコ
ンテキストによっては経由点のむすびつきを実現することもあって、かならずしもかざり名
詞の語彙的な意味の特殊性には依存しない」としており、「浅川を経て吉田から富士山に向
かいました」、「K市からいけば、いい道があるんです」のような例が挙げられている。それ
らの例の《飾り》は、
「吉田から」や「K市から」のようなものである。
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それに対して、台閩語では、「ùi 巷 á 口入來（路地口から入ってきた）
（ùi108）」、「對
後尾門出去（裏門から出て行く）
（後尾門 7）」のような例は、日本語と同じように《出入
口》の名詞の《飾り》を使っているが、「ùi 學校後壁起新教室 ê 工地入去（学校の後ろに新
しい教室を建築する工事現場から入っていく）
（ùi69）」のような例の《飾り》となるのは、
渡辺義夫（1966：連 363-365）が述べている「一定の広がりをもった空間」でもなく、
「平面
的空間名詞」でもなく、
「立体的な空間名詞（ùi 學校後壁起新教室 ê 工地）
」を使っている。
表(9) 両言語の「経由点の結び付き」における《飾り》の比較

経
由
点
の
結
び
付
き

日本語の連語
「Ns から+Vi」
《出入口》の名詞

台閩語の連語「介（tui3/ui3/
an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」
《出入口》の名詞

「窓から入って来る」
、
「長屋門
から這入る」
、
「裏口から外へ出
る」、「捨吉が菅と一緒に
窓から廊下へ出ると……」
一定の広がりをもった空間

「ùi 巷 á 口入來（路地口から入って
きた）
（ùi108）」、
「對後尾門出去（裏
門から出て行く）
（後尾門 7）」

「無縁坂から帰る」
、
「上野公園か
ら谷中を通る」

「ùi 學校後壁起新教室 ê 工地入去
（学校の後ろに新しい教室を建築す
る工事現場から入っていく）
（ùi69）」

立体的な空間名詞

比較
同じ

相違

4.3「起点の結び付き」において、台閩語の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」の《飾
られ》に見られる特色
荒正子（1975：連402）では、起点の結び付きを作る動詞は、移動動作の様態を示す「ある
く、はしる、はう、かける、およぐ、とぶ、すべる、つたう、たどる、のる」のような単純
動詞や「とびこむ、とび入る、あるきまわる、みてまわる、とびおりる」のような合せ動詞
が挙げられており、「四谷から歩くつもりで、わざと塩町行の電車に乗った」、「ボートの
中から、もう一人の若者が水に飛びこんだ」のような例が挙げられている。
それに対して、台閩語では、
「對左邊行63公尺半（左側から63メートル半を歩く）
（對780）」、
「ùi庄kha行幾nā phòu路（田舎から何十里の道を歩く）
（行299）」21)のように、単純動詞を
使う「對Ns(L)Vi」の連語の例も見られ、「ùi18樓跳落（18階から飛び下りる）
（ùi92）」の
ように、合せ動詞を使う「ui3Ns(L)Vi」の連語の例も見られる。
また、日本語においては、
「ひろ子は思わず、縁側よりに居た場所からラジオのそばまで、
にじりよっていった」のように、
「合せ動詞（にじりよる）＋～ていく」の例も見られるが、
台閩語においては、「tùi 內面 bē tàng 跳出來（中から跳び出てこられない）
（跳 944）」、
「對火車頂跳出去（汽車の上から跳び出ていく）
（跳 323）」、「tùi 大理石 ê gîm 仔直直跳
21)

「ùi 庄 kha 行幾 nā phòu 路（田舎から何十里の道を歩く）
（行 299）」の例の中の「phòu」は、陳修
編(2000：1488)によれば、漢字の表記の「舗」とし、その解釈が「千歩為里、十里為舗 phòu」とし
ている。
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起來（大理石の階段から真っ直ぐ跳び上がってくる）
（跳 588）」、「ùi 房間行出來（部屋
から歩き出てくる）
（行 364）」、「按椅仔頂躄(peh)起來（椅子の上から起き上がってくる）
（按 7）」、「tùi 誇口 ê 頂面跳落來（口が広い上から跳び下りてくる）
（跳 854）」のよう
に、「合せ動詞（跳出/跳起/行出/躄(peh)起/跳落）＋Cd 來/去」の例が見られるほかに、「按
吧檯 ê 長跤椅仔落來（バーカウンターの長足椅子から下りて来る）（按 25）」のように、
「単純動詞（落）＋Cd 來」の例も見られる。
台閩語では、「起点の結び付き」を表す連語において、
《飾られ》は「Vi（合せ動詞）＋Cd
來/去

」の形で使われている例が多く見られる。
表(10) 両言語の「起点の結び付き」における《飾られ》の比較
日本語の連語
「Ns から+Vi」
単純 Vi/合せ Vi
「四谷から歩く」、「ボート
の中から若者が水に飛びこ
んだ」
起
点
の
結
び
付
き

単純 Vi＋てくる/ていく

台閩語の連語「介（tui3/ui3/
an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」
単純 Vi/合せ Vi

比較
同じ

「對左邊行（左側から歩く）
（對 780）」、
「ùi 庄 kha 行
（田舎から歩く）
（行 299）
」
、
「ùi18 樓跳落（18 階から飛び下りる）
（ùi92）」
単純 Vi（落）＋Cd 來/去
同じ
22)
「按吧檯 ê 長跤椅仔落來（バーカウンタ ？
ーの長足椅子から下りて来る）
（按 25）」

合せ Vi＋ていく
「ひろ子は思わず、縁側よ
りに居た場所からラジオの
そばまで、にじりよってい
った」

合せ Vi（跳出/跳起/行出/躄(peh)起/
跳落）＋Cd 來/去
「tùi 內面 bē tàng 跳出來（中から跳び
出てこられない）
（跳 944）」、「對火車
頂跳出去（汽車の上から跳び出ていく）
（跳 323）」、「tùi 大理石 ê gîm 仔直
直跳起來（大理石の階段から真っ直ぐ跳
び上がってくる）
（跳 588）」、「ùi 房間
行出來（部屋から歩き出てくる）（行
364）」、「按椅仔頂躄(peh)起來（椅子
の上から起き上がってくる）（按 7）」、
「tùi 誇口 ê 頂面跳落來（口が広い上か
ら跳び下りてくる）
（跳 854）」

同じであ
るが、台
閩 語 で
は、例が
多く見ら
れる。

5.おわりに--今後の課題もふくめて
日本語の「Ns を+Vi」に対応する台閩語の連語との比較においては、次のような結果が得
られた。1.〈離れる所〉を表す「ViNs(L)」の連語では、
《飾られ》に違いは見られないが、
〈離れる所〉を表す「ViViNs(L)」の連語では、
《飾られ》が方向補語の「開（khui1）
（離れ
る）
」を伴う台閩語の特色が見られる。2.〈離れる所〉を表す「ViANs(L)」の連語では、
《飾
22)

同じ？としたのは、荒正子（1975）では、日本語の例は見られないが、「下りて来る」のように、《飾
られ》が「単純 Vi＋てくる/ていく」と考えられるからである。
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られ》に見られる違い。3.〈離れる所〉を表す「介 Ns(L)Vi/Vi Vi」の連語では、
《飾り》の
「介 Ns(L)」に見られる違い。
さらに、日本語の「Ns から+Vi」に対応する台閩語の連語との比較においては、次のよう
な結果が得られた。1.「出発点の結び付き」の連語では、台閩語の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)
＋Vi＋Cd 來/去」の《飾られ》に見られる特色。2.「経由点の結び付き」の連語では、台閩語
の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」の連語の《飾り》や《飾られ》に見られる差異。
3.「起点の結び付き」の連語では、台閩語の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」の《飾
られ》に見られる特色。
日本語の「Ns を+Vi」に対応する台閩語の連語との比較については、
〈離れる所〉を表す連
語のほかに、
〈うつりうごく場所の結び付き〉を引き続き考察していきたいと思う。
なお、日本語の「Nsから+Vi」に対応する台閩語の連語との比較については、今回では、日
本語の「Nsから＋Vi」に対応する台閩語の「介（tui3/對）Ns(L)＋Vi＋Cd來/去」や「介（ui3）
Ns(L)＋Vi＋Cd來/去」や「介（an3/按）Ns(L)＋Vi＋Cd來/去」のそれぞれの連語との比較は出来
なかった。今後は、さらに用例を集めて台閩語の連語の《飾り》の「介（由/tui3/對/ui3/an3/
按）Ns(L)」の違いについても究明していきたいと思う。
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