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｢飛び+V｣と“跳／飞+V”についての一考察
The Observation on the Japanese Construct "tobi+V"
and the Chinese Construct "tiao／fei+V"
陳 雄 洪
CHEN Xionghong
提要 对于将日语作为第二语言的学习者来说， V1V2复合动词极难掌握。此外，由于汉语的词性
难以界定，所以也很难明确定义出汉语中的复合动词。为了给上述问题的解决提供参考，本文首
先着眼于表示移动、出发、到达的空间性意义复合动词，并通过梳理文献及数据调查，确定了本
文的研究对象为｢飛び+V｣及“跳／飞+V”
。接下来，通过建立｢飛ぶ｣的意象图示，明确了按照认
知关系将以｢飛ぶ｣及“跳／飞”为前项的复合动词分为5类的科学性。最后通过对「岩波国語辞
典 第七版 新版」和《现代汉语词典》中出现的｢飛び+V｣及“跳／飞+V”进行分类和使用调查，
得出了如下结论：①｢飛ぶ｣既能表示动作，也能表示状态，但汉语中“跳”侧重于表示动作，
“飞”
侧重于表示状态，因此，
“跳+V”虽能在起点前景化的情况下构成复合动词，但使用较少；②由
于“飞”比“跳”的速度感更强，所以产生了“飞”表示速度快的隐喻义，
“跳”则没有；③因
为“飞”的义项多于“跳”
，所以“飞”能构成更多的复合动词；④由于受意义范畴及使用限制
影响，每个意义领域内都有一个单词的使用频率远高于同领域内其他单词；⑤因为日语注重结果
且爱隐藏主语，汉语喜欢凸显主语及其行为，所以｢飛び+V｣在起点和终点前景化时使用频率最高，
“飞＋V”在动作过程前景化时使用频率最高。
キーワード： V1V2 型複合動詞 イメージ・スキーマ 中日対照研究 意味分類
目次
1. はじめに
2. 先行研究及び問題点
3. 研究対象の選定
4. ｢飛ぶ｣のイメージ・スキーマ
5. ｢飛び+V｣と“跳／飞+V”の分類及び使用頻度調査
6. ｢飛び+V｣と“跳／飞+V”についての考察
7. おわりに
1. はじめに
動詞は文の中心となる部分で、日本国立国語研究所の調査によると、日本語語彙の中で、
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動詞は約 11.4％を占め、
「例解国語辞典」が 4622 語収めているが、複合動詞は 1817 語で、
動詞の 39％を占めている。それに、複合動詞の中で、V1V2 型の構造と意味は最も複雑である。
調査によると、日本語を第二言語とする中国人学習者は日本語母語話者より V1V2 型複合動詞
の使用率が低いうえ、誤用も多いので、自ら V1V2 型複合動詞の使用を回避しているようであ
る。
さて、認知言語学のイメージ・スキーマを利用し、ある特定の複合動詞を分析できるよう
になり、その分析が通言語的な普遍性を導き出すことも可能である。そして、
「対照言語学
（contrastive linguistics）
」という学問分野では、言語研究者は一般的に目標言語を基本言語と
対照しながら、その特徴を捉えようとしている。つまり、認知言語学の理論に基づき、V1V2
型複合動詞の構造を分析し、その構造の異同を比較することによって、日本語を第二言語と
する習得研究や通言語の普遍性研究に役立てば幸いである。
2. 先行研究及び問題点
日本語における V1V2 型複合動詞の先行研究は、松下大三郎（1928）
、山田孝雄（1936）
、長
嶋善郎（1976）
、陳蘇新（1982）
、山本清隆（1984）
、池上（1993）
、李子云（1995）
、蘇訊江（1988）
、
劉艶萍（2003）
、李慶祥（2005）
、劉雲（2008）
、楊暁敏（2009）
、李鐘善（2009）
、李穎清（2010）
、
劉宇楠（2011）
、彭広陸（2011）
、孫乾坤（2013）などがあり、中に寺村秀夫（1969）
、姫野昌
子（1982）
、影山太郎（1993）の分類研究はよく知られている。
寺村秀夫（1969）は動詞が自立語として意味を保持しているかどうかの観点から、V1V2 型
複合動詞を四つに分類している。一類は「自立 V＋自立 V」で、各部分が自立語の意味を保持
するうえ、二つの動作が「～して～する」の意を表し、二類は「自立 V＋付属 V」で、V2 が自
立語の意味を喪失し、V1 のあり方を限定する。三類は「付属 V＋自立 V」で、V1 が接頭辞化に
なり、V2 にニュアンスを付加する。四類は各部分が自立語の意味を喪失し、一語として分立
不可である。
姫野昌子（1982）は V1V2 型複合動詞が補助動詞化しているものを中心に意味の面から、
「方
向性に関するもの」
、
「程度の強調に関するもの」
「ことの成否、過不足に関するもの」
「アス
ペクトに関するもの」の四つに分類した。
影山太郎（1993）は生成文法の立場から、V1V2 複合動詞の「派生過程の違い」を考え、V1V2
型複合動詞を「語彙的複合動詞」と「統語的複合動詞」に分けた。語彙的複合動詞の組み合
わせは二項に限られ（例えば：飲み明かす 飲み歩き明かす＊）
、具体的な意味から見ると、
語彙的な結合制限があり、代用形「そうする」との置換が不能である。統合的複合動詞の組
み合わせは三項も可能で（例えば：飲み始めかける）
、具体的な意味制限から見ると、意味的
な制限がなく、代用形「そうする」との置換が可能である。それに、接続順序から見ると、
語彙的複合動詞＋統語的複合動詞は可能であるが、その逆はできない（例えば：飲み歩く 飲
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み続ける 飲み歩き続ける ＊飲み続け歩く）
。
以上の分類は共通する問題がある。先ず、中国人である日本語の初心者にとって、それは
複雑で、理解しにくい物が多い。例えば、
「走り」を V1 とする V1V2 型複合動詞には「走り出
す」
「走り去る」
「走り込む」など数多くある。寺村秀夫（1969）の分類では「走り出す」は
「自立 V＋付属 V」に属するが、
「走り去る」は「自立 V＋自立 V」に属する。影山太郎（1993）
の分類では「走り出す」は「統語的複合動詞」で、
「走り去る」は「語彙的複合動詞」である。
それに、寺村と影山の分類はあまり中国語に適用しない。姫野の分類は参考になれるが、研
究の重点は V2 にあるので、V1V2 の結合条件に対する参考性が低い。故に、対照研究のため、
基準作成は必要である。
中国語では“字本位”と“词本位”の説で V1V2 型複合動詞に対する定義付けは曖昧模糊で
ある。例えば “刺绣”という言葉は“刺”と“绣”のいずれも動詞であるが、
“刺绣”は名
詞にも動詞にもなれる。
(1）我一眼就看出这些刺绣出自云南苗族姑娘的手 1）。
（名詞）
(2) 在过去，女孩子从七八岁时便得开始学习纺线，然后经过蜡染上色做成衣料的雏
形，再用绣花针一针一针地刺绣。
（動詞）
この問題について、朱德熙（1982:37）は「汉语的词的分类“只能根据词的语法功能”
」と
言った。漢字は「象形文字」からきたもので、
「表意」の面において、優れているが、単語に
固まった形がなく、
「語尾」もない。語形から品詞を判断するのは容易なことではない。
木村恵介（2003）は「現代中国語（北京語）には、動作、行為とその動作、行為をこうむ
った対象の結果状態を一単語で表すことのできる V1V2 型複合動詞がある。V1V2 型複合動詞の
前部要素を V1、後部要素を V2 と呼ぶ。複合動詞全体の構造を V1＋V2 と書く」と述べた。
日本語の品詞は固定した形があるので、木村氏はそれを参考して、以上のように中国語に
おける V1V2 型複合動詞を定義したが、中日両言語の V1V2 型複合動詞の特徴についてあまり論
述をしていない。本文は木村氏の定義に基づいて、研究を進めることにする。
3. 研究対象の選定
認知言語学の基本的な考えでは思想、知識、意味認識のすべてが感知体験に基づく物であ
る。そして、身体性と空間認知はその基盤となっている。山梨（2003：118）は言葉の身体性
と主観性について、次のことを述べた。
言葉の世界には、外界の知覚と理解にかかわるさまざまな認知のモードが反映さ
れている。そのなかでも、とくに場所・空間の認知のプロセス、五感や身体感覚に

1）
北京大学語料库により
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かかわる認知のプロセスは、言葉の意味や思考、推論、判断にかかわる重要な要因
となっている。
以上で、人が言葉の意味に対する最初の認識は身体感覚と空間から由来するとわかった。
それに、どの国の人でも身体感覚と空間認知は共通しているので、筆者は移動・発着の意味
を表す動詞に目を注いだ。国立国語研究所報告 78 は「日本語教育のための基本語彙調査」
である（以下は「調査」と略称する）。「調査」はデータで単語の出現頻度を表し、それに、
意味から単語を分類した。筆者は移動・発着の意味を有し、それに、V1V2 型複合動詞も構成
できるものを抽出し、出現頻度でランキング付け、頻度が最も高い五つの単語を選んだ。そ
れは「走り」、「飛び」、「流れ」、「追い」、「逃げ」である。辞書は常用単語を収録し
ているが、コーパスはある単語の使用頻度の調査に使いやすい。それで、筆者は色々な辞書
を調べ、最新でより多く V1V2 型複合動詞を収録した「岩波国語辞典 第七版 新版」から、そ
れを前項とした複合動詞の数を統計した。
表 1 複合動詞の生産性調査
前項語彙

走り

飛び

流れ

追い

逃げ

生産数

3

20

2

16

6

表 1 からこの五つの語彙を V1 とした V1V2 型複合動詞の数には大きな差があると分かった。
これは V1V2 型複合動詞を構成する V1 の生産性を示し、その中で、「飛び」の生産性が一番高
い。
以上で本研究では「飛び」を V1 とした V1V2 型複合動詞を研究対象とし、そこから中日対照
研究を進めることにする。
4. ｢飛ぶ｣のイメージ・スキーマ
実は、
「飛ぶ」という動作を見、或いは実行して初めてその意味を知るようになると考えて
いる。そこで、空間の中で、身体感覚を抽象し出し、
「飛ぶ」のイメージ・スキーマを図 1 の
ようにつくった。
図 1 「飛ぶ」のイメージ・スキーマ
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山梨（2003：22）は指摘したように、モノ、存在、関係は、認知のドメインにおいてプロ
ファイルされているドメインとして理解される。複数の存在がある関係を通じてプロファイ
ルされる場合、基本的に一方の存在はもう一方の存在にたいして相対的により際立った存在
として認知される。プロファイルされる存在のうち、相対的により際立って認知される対象
はトラジェクター（tr＝trajector）
、これを背景的に位置づける対象はランドマーク（lm＝land
mark）として区別される。それに、図 1 の破線はトラジェクターの経路（path）で、矢印が
その方向を示した。小さい丸は二つあるが、左は起点で右は終点である。
D は「飛ぶ」という言葉の意味で、A、B、C 三つの地域からなっている。A は起点から地面
を離れる場合で、B は空中に停滞している場合で、C は空中から終点まで落ちる場合である。
しかし、
「飛ぶ」は素早く完結できる動作であるので、力が感じられる。
ウンゲラー＆シュミット（2000：207）は経路顕在化について次のことを述べた。
経路顕在化という認知メカニズムはまず「経路」のどの部分が前景化されるか、
ついでどのようなタイプの経路が記述対象になるか、によってさまざまな表れ方を
する。
「経路」の前景化される部分については、経路上の 3 ヶ所が区別され、起点部
顕在化、中間部顕在化、終点部顕在化が得られる。
赵艳芳（2002：299）はメタファー（隠喩・metaphor）が一種の概念で他の概念を表す手段
であり、その前提はこの二つの概念に共通性にあることで、空間の位置づけを参照し、建て
られた隠喩概念は方向づけのメタファー（orientational metaphor）であると指摘した。
「飛ぶ」
という動作は一瞬で完結する動作であるから、必要とする時間が非常に短い。その故、物事
を行うときの素早さを表すのに相応しい。それに、
「飛ぶ」は起点と終点があるので、方向も
潜在している。
以上の説明から「飛ぶ」の意味を五つに分けられる。
5. ｢飛び+V｣と「跳／飞+V」の分類及び使用頻度調査
現代日本語と中国語における前項が移動・発着の意味を表す V1V2 型複合動詞を考察するた
め、筆者は語彙の使用状況から日本語の｢飛び+V｣に目を注ぎ、そして、
「飛ぶ」という動詞の
意味は中国語の“跳／飞”に相当するので、中国語の“跳／飞＋V”を考察に入れた。調査対
象は最新でより多く単語を収録した「岩波国語辞典 第七版 新版」と《现代汉语词典》で、
前者に収録した前項が「飛び」である V1V2 型複合動詞計 20 語で、後者に収録した前項が“跳
／飞”である V1V2 型複合動詞 2）は計 41 語ある。続いては 4 節で書いた認知理論を参照し、

2）

ここで考察した中国語の V1V2 型複合動詞は二つの条件を満たさなければならない。まずは V1 が

「跳」或いは「飞」で、次は V2 が動詞の意味も含まなければならない。しかし、V2 は動詞として単
独に使えるかどうかは考察に入れていない。
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｢飛ぶ｣の意味を A、B、C、D 地域の顕在化とメタファーの五つの部分に分けて、現代日本語書
き言葉均衡コーパスで日本語の使用頻度を、国家语委现代汉语平衡语料库で中国語の使用頻
度を調査した。その結果は表 2、表 3 と表 4 で表している。
表 2 ｢飛び+V｣の分類

表 3 “跳+V”の分類

表 4 “飞+V”の分類

以上の分類では、
Ⅰ（A 地域）
に属する V1V2 型複合動詞は起点から動作を始めるのを表し、
Ⅱ（B 地域）は空中の状態を描くものである。それに対し、Ⅲ（C 地域）は終点を向かうとき
の動作を表し、Ⅳ（D 地域）は V1 という動作の全体的な把握で、Ⅴは V1 のメタファーで、素
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早いという意味を表している。
そして下の図 2 で各分類における V1V2 型複合動詞の出現回数を表した。
図 2 各分類における V1V2 型複合動詞の出現回数

表 2、表 3、表 4 と図 2 から見れば、次の内容が分かる。
① “跳”は V1 として起点顕在化で二つの V1V2 型複合動詞を構成したが、使用回数はゼロ
ある。
② 「飛ぶ」のメタファーで五つの語彙もあるが、中国語において、メタファーでは“跳”
が使われないが、
“飞”だけ使われている。
③ 日本語の「飛ぶ」の意味は殆ど中国語の“跳”と“飞”の両方で担うが、
“跳”と“飞”
の使用には大差があり、つまり、
“飞”の意味が多用される。
④ 両言語においても、一つの意味分類には一つの単語だけ使用頻度がほかの単語より遥
かに高い。
⑤ ｢飛び+V｣という形の V1V2 型複合動詞は｢飛ぶ｣の意味の起点部顕在化と終点部顕在化
がよく使われているが、
“跳＋V”は“跳”の意味の全体的な把握で構成される V1V2 型
複合動詞が多く使われ、
“飞＋V”は中間部顕在化で最も多用されている。
6. ｢飛び+V｣と“跳／飞＋V”についての考察
これから 5 節に提出した問題を分析しながら説明する。
日本語の｢飛ぶ｣は中国語の“跳”にも“飞”にも対応できるが。これから“跳”と“飞”
の意味の異同を明らかにする。まず、现代汉语词典（1996:1253）により、
“跳”の意味解釈
を調べる。
ア．腿上用力，使身体突然离开所在的地方；イ．物体由于弹性作用突然向上移动；
ウ．一起一伏地动；エ．越过应该经过的一处而到另一处。
一方、现代汉语词典（1996:360）は“飞”の意味を次のように説明している。
ア．
（鸟、虫等）鼓动翅膀在空中活动；イ．利用动力机械在空中活动；ウ．在空中
飘浮游动；エ．形容极快；オ．＜方＞非常；及；カ．挥发；キ．意外的；凭空而来
的；ク．＜方＞飞轮。
“跳”と“飞”に対する意味解釈を見れば、
“跳”の意味は殆ど動きそのもので、
“飞”は動
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きを表すほか、空中の状態も表せるし、さらに形容詞として使えるということがわかった。
つまり、
“飞”は“跳”より意味が多い。それに、字義から見て、
“跳”と“飞”は同じ移動・
発着の意味を表す語彙であっても、違いがある。“跳”はある場所から離れるという意味に
重点をおき、四つの意味は全部それを示している。一方、
“飞”は状態変化に重点をおいた。
これは“跳”と“飞”の意味内容に関わると考えている。ここで一つの仮説を立てる。
“飞”
は“跳”から生み出したものだと考えられる。ある高いとことから飛び降りると、空を飛ん
でいる状態になり、即ち、
“跳”は“飞”になり、日本人はこれに対する認識が同一なので、
｢飛ぶ｣一つで二つの意味を表している。しかし、中国人はこれに対する認識を細かく分け、
二つの字で表すようになった。
以上の分析から、日本語の｢飛ぶ｣は動きの意味も状態の意味も重んじるが、中国語になる
と、動きに目を注ぐときは常に“跳”を用い、状態に重点を置くときは常に“飞”を用い、
物事を表すということがわかった。そのゆえ、
“跳”は V1 として起点顕在化で V1V2 型複合動
詞を構成できるが、あまり使われていない。
一方、
“跳”と“飞”の両方の達成も時間がかかるが、素早さは比べものにならない。つま
り、
“飞”のスピード感は“跳”より凄まじい。それで、メタファーで“飞”は素早く何をす
るという意味が出た。
“跳”はその使い方はない。同じ理由で｢飛び｣を V1 とする V1V2 型複合
動詞を中国語に訳すとき、
“跳＋V”という形になれない。これは中国語において、メタファ
ーでは“跳”が使われていないが、
“飞”だけ使われているわけだ。
さて、李慶祥（2005：7）は V1V2 型複合動詞における V1 と V2 の結合条件を考察し、次のこ
とを指摘した。
多义词素的共同特征是意义丰富，一般除基本义外，其引申义、比喻义也会被确
定为复合动词的意义。因此，与单义词素相比在构词中的能产性较强。
李氏の説から中国語においてなぜ“飞”を V1 とする V1V2 型複合動詞が“跳”を V1 とする複
合動詞より多いかということを説明できる。前にも触れたが、
“飞”の意味は八つあり、
“跳”
は四つしかない、それに、
“跳”は動きを表し、
“飞”は動きのほか、状態の意味も含まれて
いるため、構成した V1V2 型複合動詞も多い。それに、中国語において、メタファーで、
“飞”
は形容詞としても使えるので、使い方も多くなった。
中日両言語においても、特定の意味分類にはある単語だけ使用頻度がほかの単語より遥か
に高いということは李子云（1995:55）の考えで解説できると思っている。
汉语词语组合的法则没有词形变化的约束，除词语性质外，语义因素显得重要，
词语形式和语用条件对词语搭配也有一定的约束力。从总体来看，现代汉语中词语搭
配的制约因素主要有以下四个方面：词性、词义、词形、语用。
李氏はコロケーションについて上のことを述べたが、これが V1 と V2 の結合条件でもある
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と筆者は考えている。V1V2 型複合動詞を構成するには、まず V1 と V2 は意味上の関わりがなく
てはいけない。そして構成した複合動詞はその意味と使う条件に制限されているので、意味
カテゴリーが広く、使う条件の制限が少ないものは多用される。表 2、表 3 と表 4 の V1V2 型
複合動詞を見れば、使用回数の多いものはいずれもその意味領域の中でより広い意味カテゴ
チーがあり、制限も少ない。
池上（1993:285）は＜する＞的、＜なる＞的というような｢言語類型｣――つまり、＜動作
主＞を際立たせて表現しようとする言語とそれをなるべく覆い隠して表現しようとする言
語という対立――が想定できるとしたら、それと平行するような｢文化の類型｣も認めること
ができるのであろうかということを述べた。彼の考えでは日本語が＜なる＞的な言語で、英
語が＜する＞的な言語である。言語類型から言えば、中国語は英語に近いので、中国語も＜
する＞的な言語である。日本語は出来事中心的な捉え方で、＜状態変化＞の動詞が＜場所の
変化＞に転用される傾向がある。実は｢飛ぶ｣の意味の起点部顕在化と終点部顕在化がよく使
われているのもこれに原因がある。それに対し、中国語は動作主を際立たせる言語で、動作
のプロセスに注目している。そのゆえ、
“飞＋V”は中間部顕在化で最も多用されている。
“跳
＋V”は“跳”の意味の全体的な把握で構成される V1V2 型複合動詞が多く使われるが、それは
“跳”の意味が動作のプロセスを表しているのと関わりがあると筆者が考えている。
7. おわりに
中日における V1V2 型複合動詞の対照研究を行うため、拙論はまず、移動・発着の意味を表
す V1V2 型複合動詞に目をつけ、そして、「日本語教育のための基本語彙調査」から出現頻度
順で研究する V1 の範囲を縮め、V1V2 型複合動詞を構成する能力の強さで研究対象を｢飛び+V｣
に決めた。続いては認知言語学の理論を用い、｢飛ぶ｣のイメージ・スキーマを考え、それを
利用し、「岩波国語辞典 第七版 新版」と《现代汉语词典》に出た｢飛び+V｣及び“跳／飞
＋V”を抽出し分類を行った。最後は現代日本語書き言葉均衡コーパスと国家语委现代汉语
平衡语料库でそれぞれの V1V2 型複合動詞の使用頻度を調査し、分析を加えた。
分析で、拙論は五つの結果を出した。一は日本語の｢飛ぶ｣は動きの意味も状態の意味も重
んじるに対し、中国語は動きに目を注ぐとき、常に“跳”を用い、状態に重点を置くときは
常に“飞”を用い、そのゆえ、
“跳”は V1 として起点顕在化で V1V2 型複合動詞を構成できる
が、あまり使われていない。二は“飞”のスピード感は“跳”より凄まじいため、メタファ
ーで“飞”は素早く何をするという意味が出た。それでメタファーでは“跳”が使われない
が、
“飞”だけ使われているわけだ。三は“飞”の意味は“跳”より多いため、
“飞”を V1 と
する V1V2 型複合動詞が“跳”を V1 とする複合動詞より多い。四は構成した V1V2 型複合動詞の
意味カテゴリーが広く、使う条件の制限が少なければ、その複合動詞はそれが属する意味領
域の中での使用頻度もほかの単語より遥かに高い。五は中国語が＜動作主＞を際立たせる言
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語で、日本語が＜動作主＞をなるべく覆い隠す言語であるため、｢飛び+V｣という形の V1V2 型
複合動詞は｢飛ぶ｣の意味の起点部顕在化と終点部顕在化がよく使われ、
“飞＋V”は中間部顕
在化で最も多用されている。
“跳”の意味は動作のプロセスを表しているので、
“跳＋V”は
“跳”の意味の全体的な把握で構成される V1V2 型複合動詞が多く使われている。
しかし、｢飛び+V｣と「跳／飞+V」の考察からいかなる方法ですべての移動・発着の意味を
表す V1V2 型複合動詞を考察し、一般的な結論を導き出すか、そのような問題を今後の課題と
する。
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