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（紀要第23号）

台湾国語における受益者マーカー
　　　　　　　～普通話との比較から～

国際通訳翻訳科 専任講師　永江　貴子

　　　　（2009．9．1受）

　要　旨

　本稿は、台湾国語の受益者マーカーについて、中国大陸の普通語（標準語）と比較し

ながら論じた。台湾国語における“鷲”はもとの「助ける」という意味の漂白化がかな

り進んでいるようだ。台湾の新聞データにおいて、利益や恩恵の受け手とともにモノの

受領者という二重の役割を持つタイプの語を導く機能の例が散見される。また、台湾の

“給”は一搬に“XVP給Y”といった普通話の“給”とは異なった位置で用いられている。

そのためか、モノの受領者を導く場合は“給”を用いるが、利益や恩恵の受け手ととも

にモノの受領者という二重の役割を持つタイプを導く語としてはあまり用いられないよ

うである。

〈キーワード〉　台湾国語普通話　受益者マーカー　漂白化　文法化
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1．はじめに

　要求表現における“給我”（“給我”）と“帯我”（“鷲我”）の選択はいわゆる普

通話と台湾国語で異なっている注1。では、普通話と台湾国語では“給”（“給”）と“帯”

（‘鷲”）の選択に差が生まれるのか。この要因の一つとして、“給”（“給”）の認識

の差が考えられる。

　林・佐々木・徐（2002：44）によると、「与える」という意味の動詞である普通

話の“給”は、前置詞として受益者を導くことができるが、閲南幸に属す慶明語

の普通話の“給”にあたる“互”は受益者を導く前置詞として用いられないという。

（1）の文を参照されたい。

　　（1）我平他洗了一件村杉。（普通話）

　　（1）’我互伊洗一額杉。（慶門語）

　　　　僕は彼のためにシャツを洗ってあげた。）

　台湾語は閲南語に属し、慶門旧注2に非常に近いという。つまり、閏語に属する

台湾語の影響で、台湾国語においても“給”が受益者を導く前置詞（介詞）つま

り受益者マーカー注3として用いられず、それがゆえ普通話と台湾国語には“給”

（“給”）と“帯”（“鳶”）に選択差が生じるのではないかと推測される。

　本稿では、台湾国語における受益者マーカーを調査し、普通話と比較しながら

台湾国語の“給”と“駕”の分布について述べる。

2．台湾国語における受益者マーカー

2－1．台湾語における受益者マーカー

　台湾の西南語と比較的近いという慶門系の閏南語の受益者マーカーについて

林・佐々木・徐（2002）でまとめられている。林・佐々木・徐（2002）の言葉

を借りれば受益者を導く前置詞、普通話の“給”に相当する語は勢門語では“共”

が用いられているとする。

　受益者マーカーに使われる“共注4”であるが、この“共”について李（2000）では、

次のように述べられている。

“共［ka］園南下常用方言一締一。也用作劇戦和達洞。剛志四駅是“招惹、作弄”

的意思（汝ロ吾通共伊：休不要惹他）；作達洞用相当干“和”（勿会暁得好共　：
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不枳好　）。作詞介洞用器引遊受事和与事，受益者或受損者。”（p．129）

供［ka】は皇帝語の常用方言語の1つである。動詞や接続詞となす。動詞とし

て用いる場含は「（いざこざやもめ事）を引き起こす、からかう」の意味（あ

なたは彼を怒らせないで）で、接続詞として用いる場合は“和”（と）（良し

悪しがわからない）に相当する。介詞として用いる場合は受け手や対象、受

益者や受損者を導く）

また、耳（2002）では“共”について次のように指摘する。

　“表示5tb置xtl象的介洞有些是指出行力劫作服劣的対象或劫作的接受対象，其

　作用相当一思普通活的“カ”、“替”、“給””（p．235）

　（処置対象を表す介詞のあるものは動作の服務の対象や動作の受領の対象を

導き、その作用は普通話の“力”、“替”、“給”に相当するという。‘‘共”は

県南方言の中で使用頻度がかなり高い）

　なお、李（2000）によると、c（方言有一套独有的介洞，不少和普通活相去甚透”

（方言には特有の介詞があり、多くは普通話と甚だしく異なる）とあり、この“共”

という語はその“独有的介洞”（特有の誓詞）のグループに入れられるという。

　普通話では“給”（「与える」）が文法化して受益者マーカーになっているが、

台湾語の「与える」にあたる語は文法化して受益者マーカーにはなっておらず別

の語がその機能を担うようだ。

　他に吉川（2000）よると、普通話では“政調一本書”（私に一冊の本をくれる）

という動詞が間接目的語と直接目的語を従える二重目的語文の語順について、福

建南部の地域では“書（一本）給我”という調頂になるという。

　以上より閲語では“給”（与える）にあたる語は受益者を導く前置詞として用

いられないようで、他の語が担っており、また閲語地域の“給”は普通話と異な

る語順が用いられているようである。

2－2．台湾の新聞における“給”と“駕”の調査

　台湾における“給”と“帯”の分布について、1951年9月16日～2007年

12月31日越での【聯合報】【聯合晩報】にて“買”と共起できる受益者マー

カーと思しき台湾国語に“給”と“帯”の分布について調査した溺。すると、
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“給？ii三6買衣服”が17例、“買衣服給？”が28例、“駕？買衣服”が12例とい

う結果になった。

　次の表1、図1は年代別のそれぞれの数をまとめたものである注7。

表1

50年代 60年代 70年代 80年代 go年代 2000年代注8

給？買衣服 3 4 0 3 4 3

買衣服給？ 1 1 1 1 8 16

割？買衣服 0 0 1 0 2 9
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　この結果より、台湾国語においては“買衣服給？”という構文が“給？買衣服”

よりも優勢である。更に“駕？買衣服”と“給？買衣服”を比較した場合、12例

と17例というように“給？買衣服”の方が数的に勝っている。但し、年代別で

みた場合、“鴛？買衣服”は70年代以降に見られるようになった例で、2000年

代に関していえば9例もあり、“給？買衣服”の3例よりも圧倒的に多い。

　即ち“買衣服”（洋服を買う）という動作行為に関わる台湾国語の受益者マー

カーは“XVP給Y”の“給”が一般に用いられ、次に“X給YVP”の“給”、“X

鷲YVP”の“鷲”の順序であるが、2000年代は“琵？買衣服”の“駕”が“X
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給YVP”の“給”よりも多く用いられている。

　なお、【北京日捌【北京晩捌の1998年～2003年で受益者マーカーにあた

る“給”と“帯”について調べようと、同様に“給？契衣服”、∫‘契衣服給？”、“帯？

冥衣服”の条件で検索注9をかけたところ、“X給YVP”の“給”しか見当たらな

かった。次の例を参照されたい。

　　（2）昨天下午，王建恭到清河厚塗弥子忌衣服。【20000108北京日扱】

　　　　（昨日の午後、王慾が清河へ行き孫のために洋服を買ってあげた）

　　（3）他迩悦，明経多少年没彫塗愛人契衣服了。【20030418北京手振】

　　　　（彼はこうも言った。もう長年妻のために洋服を買ってあげていない）

3．受益者マーカーとしての“竃”の拡張

　新聞データより台湾国語では普通話と違って、“給”は“X給YVP”文

型よりも“XVP給Y”文型で多用される傾向があり、更に台湾国語におい

て“鷲”が近年受益者を導くマーカーとして拡張してきているのではない

かと推察された注1⑪。

　普通話“給”について朱（1979）や木村（2005）において、モノの受取

り手を導く場合と利益や恩恵の受け手を導く用法が記されている髄。木村

（2005）では“給”について［授与動詞→授与目標マーカー→受益者マーカ

ー1という拡張過程を設定する。授与目標マーカーの“給”について「授与」

（ex．“通姻［タバコをすすめる］”、“江［為替送金するr’）、「供与」（“隈妬

［授乳する］P’）、「投与」（“注射強心剤［強心剤を注射するr’、“輸液［点滴

するr’）、「付与」（“蓋被子1布団をかけるr’、“除鋳膏1膏薬を塗るr’）、「伝

達」（“佑［伝える］”、“梢口信［言付けをする］”）、「送信」（“極信［手紙を

郵送する］”、“打上活［電話をする］”）など、ものや情報の受け取り手を必

須の関与者として成立する行為を意味する一連の動詞（句）と共起すると

述べる。受益者マーカー“給”が共起する動詞“干活JL”（働く）“杭美炭”

（髪を硫かす）“升「］”（ドアを開ける）に関して木村（2005）は、「服務」「

奉仕」「労役」が読み込むことの容易な動詞に限られると述べる注12。

　普通話“幕”は「助ける」の意味が読み込める文脈において、木村（2005）

の挙げた授与目標マーカー及び受益者マーカーが共起し得る動詞（句）群
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との共起は可能であるが、一般には“給”を用いる。台湾国語において新

聞のデータでこれらの動詞（句）群と“給”及び“鷲”の共起を調べてみ

ると、「送信」などのモノの受取り手の場合は“XVP給Y”文型の“給”

が用いられるようだが、モノの受取り手でありそれを受け取ることによっ

て導かれる者が恩恵や利益を被る場合、“鴛’が用いられるようだ。次の（4）

～（9）を参照されたい。

　　（4）讐護人員提供周到的服務，二二車子労邊先鷲他量血厘和測量膿温

　　　　後，再論他注射疫苗。【2006－10－19／聯合報／c2版／彰化縣新聞】

　　　　（介護人は周到なサービスで車の側まで歩いて先に彼の血圧と体

　　　　温を測ってから、彼にワクチンを打つ）

　　（5）周嬬嬬読，從悉田上幼稚園開始就常幣他織毛衣，最愛織的就是動

　　　　物圖案。【2007－10－06／聯合報／D6版／貼星続報］

　　　　（周ママによれば、恋倫が幼稚園に上がってから彼のためにセー

　　　　ターを編み始め、最も好きなのは動物の絵柄だったという）

　　（6）最近終於會論「阿公」，甚至高上睡豊還會超他蓋被子，這已遠忌

　　　　心満意足。【2006－08－04／聯合報／c2版／台中品新聞】

　　　　（最近ではついに「阿公」と言うようになった。夜に寝る時は彼

　　　　のために布団を掛けたりして、これでもすでにかれは．卜分満足に

　　　　させた）

　　（7）妹妹鼓働賦払信給他，但我懐疑此塞有義意義？【2007－01－22／聯

　　　　合報／E6版／績紛】

　　　　（お姉さんは私に彼に手紙を書くように励ましてくれた。しかし

　　　　私はこのことに何の意義があるか疑問がある）

　　（8）別逼我打電話絵他。【2007－07－24／聯合報／D3版／襲焼信託園】

　　　　（私に彼に電話をするようにせまらないで）

　　（9）新竹市警察局昨天破獲一起網路詐騙案，26歳大學生三景瀬在網

　　　　路上二二「集購」（集資一起購買）鮭子，渉嫌詐騙34人匪款鐙他，

　　　　結果只牧到一堆罫紙，警方昨二二黎景瀬依詐欺、妨害二言使用品

　　　　等罪嫌移送法談。【2007－02－06／聯合報／c2版／新竹冠市新聞】

　　　　（新竹市の警察は昨日ネット詐欺事件を一斉に検挙した。26歳の

　　　　大学生三景澱はネット上で靴を「二二」（資金を集めて買う）し
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　　　　ていた。騙されたとされる34人は彼に送金した。その結果、単

　　　　に紙くずを受取ったにすぎなかった。警察は黎景瀬を詐欺、コン

　　　　ピュータ妨害容疑で検挙した〉

　朱（1979）では、動詞“給”は“給予”（授与）を表し、直直“姶”は“服各”

（服務）を表すと述べ、“給予”（授与）も“服劣”も共に表す“給”につい

ては“介洞迩是劫洞不容易判定、因力在室遺句斜里，姶予画意又老是裏曲

着服各心意文一起出現”（介詞か動詞か判定しづらい。何故ならこのタイプ

の文において、授与の意味は常に服務の意味と一緒に出現するからである）

と述べる。

　普通話において、“X姶YVP”文型の“姶”がモノの受取り手と利益や

恩恵の受け手を導く二つの機能を担うことが可能である。しかし、台湾国

語においてはモノの受取り手は一般に“XVP給Y”という語1頂の“給”が

担うようである（（7）（8）（9））。“XVP給Y”の“給”があるにもかかわらず、

利益や恩恵の受け手を導くマーカーとして“琶”も見られる（（4）（5）（6））。即ち、

台湾国語の“駕”は、モノの利益や恩恵の受け手とともにモノの受領者と

いう二重の役割を持つタイプの語を導く機能の受益者マーカーにまで拡張

しているのではないかと考えられる。

4．まとめと考察

　台湾国語の“琶”は、・利益や恩恵の受け手とともにモノの受領者という二重の

役割を持つタイプの語を導く機能の例が台湾の新聞データで散見される。また、

台湾国語の“給’は一般に‘‘XVP給Y”といった普通話の“給”とは異なる位置

で用いられている。

　では、台湾国語における“鴛”は漂白化が進み文法化したような受益者マーカ

ーとしての用法までもが見られるようになったのか。そもそも、台湾語の「与える」

意味の語は受益者マーカーとして文法化していない。更にこの地域において語順

的に“X給YVP”よりも“X　VP給Y”が優勢な状況を鑑みると、普通話と同じ“X

給YVP”における受益者マーカーの“給”を用いることに対して違和感や抵抗を

感じる話者がいるのではないか。これは言語学的に見て、台湾国語話者は“X給

YVP”位置における受益者マーカー“給”の使用をブロッキング注13してしまう

と掴則される。そのため、普通話と同じ“X給YVP”における受益者マーカーの“給”
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の位置に体系にあきまが生じ、このあきまを埋めるため‘‘X幣YVP”における‘鷲”

が受益者マーカーまで拡張したのではないか。何故なら‘鷲”は「助ける」意味で、“X

駕YVP”という文型は「XがYを助けてVPする」という意味が本義の文型なので、
t（

ot”は“服劣”（服務）を示し、“駕”によってマークされる‘‘Y”は服務の対象

とも言い換えられそうである。この点で、普通話の“X給YVP”の服務を表す“給”

と重なり、それが“鴛”が拡張する要因になったと考えられる。
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注

（1）永江（2004）より。

（2）樋口（1980）では台湾で行われている閲南語にも慶門語とよく似た形成過程があったと

　　推測され、この場合、潭州系、泉州系、厘門系の閏南語が融合して、これまた別の下位方

　　言を形成していると考えられる、という。

（3）「受益者マーカー」について、本稿では木村（2005）の「授与目標マーカー」も「受益者

　　マーカー」もまとめて「受益者マーカー」と呼ぶ。

（4）なお、“共”について『東方台湾語辞典』（p．144）では、“ka共介詞”で、

　　①…のために…する。　G6a・ka　li　s6e．我共イホ洗／私が洗ってあげましょう。

　　②…に対して…する。　Mai　kai　k6ng．勿共伊講／彼に言ってはいけない。

　　③…から…する。　　kai　chioh，去自派／あの人から借りる。

　　と記述されている。

（5）tL聯合矢［職庫”http：／／udndata．com／にて。

（6）“？”は正規表現で、直前の表現が0個か1個あることを示す。例えば、”colo？r”はcoloア

　　とcolOUTにマッチする。

（7）なお、検索結果全データは【資料】に載せた。

（8）2000年代は2007年12月31日まで。

（9）【北京日扱】【北京晩捌光出版1998年～2003年にて。

（10）他方言では曹（2000）では金華湯渓（“金壷湯渓”）、文1」（2003）では上海語（“上海活”）

　　においてそれぞれ“滞”が受益者を導く介詞として用いられている例を指摘している。

（11）「モノの受取り手を導く」“給”を朱（1979）では“給予”（授与）、木村（2005）では授

　　与目標マーカーとし、「利益や恩恵の受け手を導く」“給”を朱（1979）では‘服各”假務）、

　　木村（2005）では受益者マーカーと称す。

（12）なお受益者を導く“給”の共起できる事態の限界について佐々木（1993）にて“＊我天天

　　蛤核子加班。”（子供のために毎日残業する）の論文性を例に挙げ，非直接的利益関係は中

　　国語の場合、“給”構文によって表現されることはないと指摘する。

（13）宮川（1989：210）によると、ブロッキングはAronoff（1976）以前から論じられている

　　概念で、単語だけではなくフレーズや文全体に対しても働くことが指摘されている。例え

　　ばpale　greenやpale　blueが可能であるのに’pale　redが不可能であるのは、　pinkとい

　　う意味的に’pale　redに相当する単語が既に存在するからだという。
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資料1－1　“給？買衣服”17例（1）

（1）勉的回答縮今我十分感動，教商舖辮不得，地論：嬬只有伽一個女見，給侮買衣服忽會是

　　浪費咤？【2007－07－28／聯合報／E3版／聯合副刊】

　　（彼女の回答はいつも私を感動させ、私に断らないようにさせる。彼女が言うには、お

　　母さんはあなた一人の娘しかいないのだから、あなたに洋服を買うのがどうして無駄遣

　　いになるっていうの？（無駄遣いなんかじゃないわ）〉

（2）一名陳姪越南女子去年嫁到南投市，融合婚姻時，勉以為丈夫密雲師，豊後オ知道是馨院

　　的清潔工，且婆婆以越南的衣服不適合台溝穿為由，將勉3皮箱的新衣全被牧走送給ノ」姑，

　　又不給姻買衣服，馬上丈夫也未挺姻，昨天趣南投地方法院服務台輪問，想謡曲離昏返回

　　越南。【200＆06－27／聯合報戸（n版／中音1ヨ綜合新聞】

　　（陳という姓のベトナムの女性が去年南投企に嫁いだ。見合い結婚の時、彼女は夫が医

　　者だと思ったが、結婚後病院の清掃員だと知った。しかも姑はベトナムの洋服が台湾で

　　着るのが相応しくないということで、彼女の3つのスーツケースの中にある新しい洋服

　　を義妹に送り、また彼女には洋服を買ってあげなかった。その上夫もまた彼女を支えな

　　かったので、昨日南瓦地区の裁判所の受付に問い合わせすることは、離婚手続きをして

　　ベトナムに戻りたいということだった）

（3）一天献上，外子突然創出他的私製銭2－nt元給我，我瞳大騨青礁他，他居然害差的論：「這

　　些銭i給嫁買衣服，以後就不會拉肚子了。」【200508－26／聯合報／E6版孫賓紛】

　　（ある日の晩、主人が突然彼のへそりの一万元を私にくれた。私は眼を大きく見張って

　　彼を見た。彼は意外にも恥ずかしがりながら言った。「このお金は君に洋服を買ってあ

　　げるものだ。以後、下痢をしなくなるように」）

（4）伽先生肯大方給像買東西就不容易，信用雫没有銭，風聴給休買衣服更加難得．

　　【1999－0804／聯合報／37版／聯合冨肝TJ】

　　（旦那さんが気前よくものを買ってあげるのは簡単じゃないよ。クレジットカードには

　　お金がないし、ましてや洋服をすすんで買ってあげるなんてのは…。）

（5）被害人説，勉不敢反抗，只女口囎到大台北地囁的賓館飯店物心，毎次姦淫代慣1萬2000元，

　　相撞飯店抽頭，陳嫌掌一戸銭給姫買衣服，其食余的鏡全部別心嫌逸走。

　　【199＆10－27／聯合晩報／05版／社會新聞】

　　（被害者が言うには、彼女は抵抗しようとしなく、この大きな台北地区の各種ホテルま

　　で連れて来られて毎回1万2000元の対価で売春させられるだけで、ホテルの場代をピ

　　ンはねし、陳嫌は少しのお金で彼女に洋服を買ってやり、その他のお金は陳嫌がもって

　　いく）

（6）從前壷嬬転地尊墨服装店裡給姫里衣服，勉試都不試一下，就要老離日隠退還，毎回為了

　　這件事息女就岡得不開心。【1997－09－28／聯合報／47版／家庭生活周報】

　　（以前お母さんは露店や服装店から彼女に洋服を買ってあげ、彼女は試着もせずに母親

　　に返却させ、毎回この件で親子はケンカになり不快になる）

（7）不動，我和太太妙架，一氣之下，一口疾吐在勉瞼上，結果花一萬元鎚勉買衣服，勉オ停

　　止実喋。【1992－05－15／聯合報／24版／興言】

　　（そうじやない。私と妻がケンカして、怒りながら疾を彼女の顔に吐いたら、その結果
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資料1－2　‘‘給？買衣服”17例（2）

　　一万元を使って彼女のために洋服を買ってやって、ようやく彼女は泣き喚くのをやめた）

（8）二姑娘來我家住過，引過獺馬婿，総有四四面之晴，我給里住衣服，博戦辛過導電。

　　【1988－ol－20／聯合報／23版／聯二合副刊】

　　（二番目のお嬢さんがうちに泊まって、私のことをお母さんと呼んだため、ある種の感

　　情ができました。私は彼女に服を買ってあげたり、嫁入り道具も用意してあげました）

（9）偶爾，彰陣鐘禾膨伯伯也會帯勉出摩羅電影，給姑買衣服。

　　【1986－05－12／聯合報／08版／聯合副刊】

　　（時折、彰お母さんと彰おじさんも彼女を従えて映画を観に連れて行き、彼女に洋服を

　　買ってあげる）

（10）後朝，他從東北回來，他堅目買了船票，給我買衣服，説撮要帯我去東北。他論要語駕他

　　倣飯，他封我根球，我就眼避走了！我厨口不得家咽！爆鳴得要死！

　　【1980－08－02／聯合報／08版／聯合副刊】

　　（それから彼は東北から戻ってきて、彼は私のために船のチケットを買ってくれ、私に

　　洋服を買ってくれて、彼は私を連れて東北へ行くと言った。彼は私に彼のためにご飯を

　　作って欲しいと言った。彼は私にとてもいいので、私は彼と一緒に行きました。私も家

　　が恋しいです。私はとっても泣きました）

（11）勉來的時候，地母親那裏就是五千元，給照年衣服，買玩具，買餅rF，買糖果，買床舖被

　　褥………刃引開張巨魁是三千元。【1967－07－20／聯合報／09版／聯合副刊】

　　（彼女が来ると、彼女の母親のもとに5000元で、彼女に洋服、おもちゃ、ビスケット、

　　キャンディー、寝具を買ってあげ、それだけの取引費用で3000元かかる）

（12）他一有空便門柳勉，給姑買衣服玩具。【1963－11－11／聯合報／07版／聯合副刊】

　　（彼は暇ができると彼女に会いに行き、彼女のために洋服やおもちゃを買ってあげた）

（13）老先生看這核子長得率清目秀，聰明伶倒，而且同1青他的遭遇，有意要事助他，遂把早藤

　　回自己的住庭與他同住，給他藩衣服，給他飯吃，並親自平他英語，又再請附近的中國軍

　　人薄肉個核子讃斜文，老先生読：「中綱人不能不随中國文字」。

　　【1962－03－12／聯合報／03版／第三版】

　　（老先生はこの子供が眉目秀麗、賢く利口に育ったと感じ、さらに彼の境遇に同情し、

　　彼を助けたいと思い、彼を自分の住まいに連れて行き一緒に住み、彼のために洋服を買

　　ってあげ、彼にご飯を食べさせ、自ら彼に英語を教え、近所の中国軍人にこの子に国文

　　を教えてもらうように雇った。老先生が言うには、「中国人は中国文字を理解しなくて

　　はならない」と）

（14）要是我再生核子，那末他會給他計衣服的．【1961一（）5－13ノ聯合報ノ06版／聯合副刊】

　　（私がもしまた子供を産んでも、彼はきっと彼のために潮侵を買ってくれる）

（15＞上月的摂理是欠著給弥買衣服的，這月我慾班費増多，還有野外漿金鶏1峨也増加，除捧

　　這雨月米銭，還有菜津也除下，墨田！【1956－11－20／聯合報／06版／聯合副刊】

　　（先月の米は私は不足しながらもあなたに洋服を買ってあげ、今月は残業代が多く、更

　　には定額以外のボーナスがあってあなたと私も増えて、この二ヶ月の米銭を除外して更

　　には菜津も除ける。見てごらん1）
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資料1－3　“給？買衣服”17例（3）

（16）有一個××公司的年詩的纒理，他封票霜取簡直是太好了，他把止血成糞土，谷P庇立甘

　　妹看成珍寳，姉妹個都炉忌票甘妹的好運氣（包括阿春姐在内），藥甘妹自己也想不到會

　　遇上這種有鏡的好人，他給勉買衣服、買金飾、買手鑛、買高貴的化版品：勉也陪他看電

　　影、吃館子、遊覧風景，始不知道什屡叫倣懸愛，総之姫是離不開他了。

　　【1952－08－13／聯合報／06版／聯合副刊】

　　（ある××会社に若社長がおり、彼は藥甘妹に対してとてもよく、彼はお金を糞土のよ

　　うに扱う一方、票甘妹を宝物のようにみなし、妹たちは票甘妹の幸運に嫉妬し（阿春姐

　　も含め）、票甘妹もこのようなお金もちのいい人に巡り会うのは思ってもみないことで、

　　彼は彼女のために洋服を買ったり、アクセサリーを買ったり、高価な化粧品を買ったり

　　した。彼女はまた彼に付き添って映画を見に行ったり、ご飯を食べに行ったり、風景を

　　見物したりし、彼女は恋愛とはどういうものかは知らなかったが、どちらにしても彼女

　　は彼を離れなかった）

（17）始給我買衣服，給我鍍用，留我在那見住了將近一個月。

　　【1952－06－19／聯合報／06版／聯合副刊】

　　（彼女は私に洋服を買ってくれ、私にお金を使うようにくれ、私を引き止めてそこにひ

　　と月近く滞在させた）

注：【2006－06－27／聯合報／c4版／中部綜合新聞】は【聯合報】の2006年6月27日の記事で、

　C4版にあたる中部総合新聞（中部総合ニュース）を指す。
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資料2－1　‘‘買衣服給？”28例注（1）

（1）勉花200多萬鉄鉢阿湯取熱線物，包括一k地亜的攻塊金腕表、亜曼尼西装、GUCCI休間鮭

　　及PRADA雪衣，解題花了十幾萬買衣服給小女免蘇蕊、。

　　【2007－12－28／聯合報D6版／星品味Fasmon】

　　（彼女は200万あまりを使って朝湯兄のプレゼントを買い与えた。中にはカルチェの薔

　　薇の時計、アルマーニのスーツ、グッチのカジュアル靴、プラダの防寒着も含まれ、彼

　　女は更に10取調を使って娘の蘇蕊に洋服を買ってあげた）

（2）明道昨天為台視、三立「櫻野3加1」拍一場飛車戯，劇手描述他誌買衣服給女友陳喬恩

　　谷口没銭，於国初去澹任歌手MV中的特技演員。【2007－10－06／聯合報／D4版／星聞e把軍】

　　（明道は昨日台湾電環のために、三立の「櫻野3加1」でオートバイ劇を撮影した。ス

　　トーリーは彼は彼女の陳喬恩のために洋服を買ってあげたいがお金がなく、そこで歌手

　　のMV中のアクロバット俳優になるというものだ）

（3）難径，他事來不會送我衣服，要事衣服給他，他也都説：「衣服太多磁，不要ロ拉。」

　　【2007－07－11／聯合報E6版／績紛】

　　（道理で彼は今まで私に洋服を送ってくれるはずもなく、私が彼のために洋服を買おう

　　と言ったら、彼はまた次のようにも言った。「洋服が多すぎる、いらない」）

（4）「小師嵜」還騙一家服飾店女臥煙，読是要脚衣服給盟友，請女老關代擁壁穿，谷口利用勉

　　進入換衣間鯉濃，愉走櫃橦内的銭。【2007－02－28ノ聯合報／A8版／社會】

　　（「兄弟子」はさらに洋品店の女主人を騙して言うには、彼女のために洋服を買わなくて

　　はいけないので、女主人に代わりに試着をしてくれないかと頼み、彼女が試着室に入っ

　　た隙を利用してカウンターのお金を盗んで行った）

（5）今年一月，女繋馬終於如願穿上田的衣服，這表示始痩身成功，也無謬釜琶給的漿金，但漿

　　国有三分之二用事買衣服給我，因我衣轟轟的衣服，都是轍駝勺實験品，早已犠牲的犠牲、

　　斜里的陣亡。【2007－02－23／聯合報ノ。6版／績紛】

　　（今年一月、母親はようやく願いが叶って私の衣服が着られた。これは彼女のダイエッ

　　トが成功したことを表す。また父親からお祝い金をもらった。しかしお祝い金の三分の

　　二は私のために洋服を買ってくれた。何故なら私の洋服ダンスの洋服は、私の母の実験

　　品であり、早くも犠牲になるものは犠牲になり、戦没するものは戦没してしまった（母

　　は洋服を破ってしまった））

（6）我琶、我嬌從來鍵裂蘇我椚去遊三園坐揺揺船，琶釜恨少買衣服給我個，可是強弁帯寄養

　　弟妹去遊樂園，買衣服暴走養弟妹。【2006－04－27／聯合報fC　l版／高彫・文教】

　　（私の父親、母親は今まで私を連れて遊園地へ行きボートに乗せてくれたことはなく、

　　父親は私たちにはめつたに洋服を買ってくれない。しかし彼らは里子に出した弟や妹に

　　は遊園地へ連れて行き、里子の弟妹に洋服を買ってあげる）

（7）我椚没有銭買衣服給血子。【2006－01－10／聯合晩報／2版／離岸話題】

　　（私たちは子供たちに洋服を買ってあげるお金がない）

（8）人家是媚煽惑衣服再製婆，蟻酸嚢網用心為囚籍挑選過7件衣服，還庭庭受姫照顧。

　　【2005－09－26／聯合報E6版／撮影U

　　（他所の人は嫁が姑に洋服を買ってあげるが、私は姑のために洋服を選んだことがない
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資料2－2　“買衣服給？”28例（2）

　　だけでなく、至るところで彼女の世話を受けている）

（9）不過李詠聖職不喜質料力克下墨衣服給地，「最好就是他：直接給銭，我自己去買。」

　　【200502－17／聯合報A）6版／貼星報報】

　　（しかし李曲想はエイリーカースが彼女に洋服を買ってくれるのは好きではなかった。「彼

　　が直接お金をくれて、自分で買いに行くのが一番いい」とのこと）

（10）P還説他的如何如何押倒他的Lover好，買衣服給費、帯他上高観測廉。

　　【2003－12－28／聯合晩報／16版／身・性・憲】

　　（Pは彼のどうにかこうにかして彼の恋人に良くし、彼のために洋服を買ってあげ、彼

　　を連れて高級レストランへ行く）

（11）不用晦，妨似後不用買衣服平平，只兼帯我去環遊世界就好了。

　　【2003－06－03ノ聯合報但6版／績紛】

　　（必要ない。あなたは以後私に洋服を買ってくれる必要はない。私を連れて世界旅行に

　　連れて行ってくれさえずればいいんだよ）

（12）黄昏市民婚後非常痔愛妻子，毎天早上胸底早黒占後，就騎機車載妻子到各地遮市場及夜市，

　　而葉軸常買衣服給太太。【2003－05－09ノ聯合零梅版／高雄綜合新聞】

　　（別姓という市民は婚姻後妻子を溺愛し、毎朝朝食を売りさばいた後、オートバイに妻

　　子を載せて各市場及び夜市に行き、よく．奥さんに洋服を買ってあげる）

（13）吉士即行錆鰹理謝華華表示，童装市場走向雨極化，一調鐘装走大群化路線，頂級服装則

　　吸引金字塔級，這雇人以企業家第二代或者年輕総裁居多，他椚講究微工、勢裁、檬享和

　　料子，並観戦為頂著義大利原装出産標籔，理由第三田家製造，償格紺掻還算合理，此夕卜，

　　有銭的年忌阿嬢也獲得花費昂貴的償銭買衣服給孫子，魁首客人出手根大方。

　　【2003一・04－19／聯合報／E3版／？肖費】

　　（皿貝坊販売の経理・符丁政が示すには、これらの人には企業家の二代目または若年の

　　社長が多く、第三国で製造しているわけでないので価格は高くて理にかなっている。こ

　　の他にもお金のあるおじいさんお母さんも惜しみなく高い価格を遣い、孫に洋服を買っ

　　てやる。これらのお客さんは気前がいいです）

（14）頼読，廿二日下午太太告訴他，在濱欄難鷲忙幾天，陳姓偵査員給勉三千元薪水，陳太太

　　歯固衣服給始，歯固他打腰縄摂生耳垂。【2002－03－03／聯合報／8版／社會】

　　（頼が言うには、22日の午後、妻が彼に、ビンロウジにて数日手伝ったということで、

　　陳姓の調査員が彼女に三千元のお給料をあげ、陳夫人は彼女に洋服を買ってくれた。怒

　　りで彼は妻をビンタしたとのこと）

（15）日誌少年供承，他沸騰本月中旬於台中市第一猟場認識死者，封方以鯖忙介紹工作為由，

　　帯副四庭羽軸，還買衣服給他，封他相當好。【2002－02－26／聯合報／20版／中部綜合新聞】

　　（陳姓の少年は認めた。彼は今月中旬台中市第一広場死者と知り合った。相手は仕事を

　　紹介するのを手伝ってくれ、彼を至る所にショッピングに連れ出して、更には彼に洋服

　　を買ってあげ、彼に対してとても良かった）

（16）為譲梁小龍能翌旦求學，學校前庭為他藩羅馬費與生活費，老師買衣服給他，學校午餐有

　　剰下飯菜，也都要他打包帯回家，没想到屋漏偏逢連夜雨，両個月前銀行査封他個唯一的
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資料2－3　“買衣服給？”28例（3）

　　房子，父子零屋好搬到山上一虞難癖工寮生活，原本就自尊因家庭因素常鋏課的梁小龍，

　　為書陪伴照顧父親，天天膿課，譲較方十分憂心。

　　【2000－06－23／聯合報／ユ9版／高野東綜合新聞】

　　（梁小一を引き続き勉強させるため、学校は彼のために学費と生活費を準備し、先生は

　　彼に洋服を買ってあげ、学校の昼食に残飯があれば、全て彼に包んで持って帰らせた。

　　思いもがけず連夜の雨の雨漏りに遭い（泣きっ面に蜂状態）、二ヶ月前の銀行は彼らの

　　唯一の家を差し押さえ、父子二人は山の上の粗末な労働者の寮に引越した。もともと既

　　に家庭的な理由により授業を休みがちだった梁小龍は父親に付き添って面倒を見るため

　　に、毎日授業をさぼり、学校側にとっては心配で気が気でなかった）

（17）喫！像可能聴錯了，零雨説百『衣』百順，不買衣服給勉，就不1頂。

　　【1999－06－24／聯合報／34版／健康】

　　（ああっ。あなたは聞き間違えたんだよ。私が言ったのは百「衣』百順で、彼女に洋服

　　を買ってあげなければ、言うことを聞かないってこと）

（18）許嬬申出國常買衣服給嘉真，嘉真的父母都恨痺姫，視如掌上明珠。

　　【1998－03－15／聯再再／03版／焦瓢】

　　（許お母さんはよく海外に行って嘉真のために洋服を買ってあげる。嘉真のお父さんお

　　母さんは彼女を溺愛していて、掌上の珠（父母がたいへんかわいがっている娘のたとえ）

　　のようだ）

（19）不管是父母、押脚、脚夫及弟弟、明媚，甚至其他親戚都恨關心我，也犀鳥衣服鐙我。

　　【1998－02－15／聯合報／40版／績紛】

　　（お父さんお母さん、お姉さんにお姉さんの夫、弟に弟の奥さんにかかわらず他の親戚

　　もみな私のことを気にかけてくれ、私に洋服を買ってくれたりもする）

（20）i挽他恨壁厚陳柏尭，閃耀按時供餐，還帯陳柏尭到飲食店吃東西，又買衣服鐙陳柏尭

　　【1995－10－07／聯合報／07版／社章】

　　（彼は陳柏尭を溺愛していると言い、時間通りに食事を提供する以外にも、陳柏尭を連

　　れて飲食店で外食したり、隣饒に洋服を買ってあげたりもする）

（21）出身誉堕罪張振簑還有一個特長，就是喜歓買寳石、買衣服給女友，他動不動就桟理由買

　　禮物，前不興，他買了一件1萬多元的T憧給鞄TF芳當「陸離」，擦説，是他慶1接了戯，

　　四身世人共群馬轡雪笹，イホ論當他的情人，是不郵書幸ネ副尼？

　　【1994－o＆13／聯合詳報／09版／星河】

　　（春村出身の張遊吟には長所があって、宝石を彼女に買ったり洋服を買ったりすること

　　が好きで、ややもすれば贈り物を買う理由を探していて、ちょっと前、彼は一万元あま

　　りのTシャツを鞄正芳に「寝巻き」として買ってあげ、聞くところによれば、芝居が続

　　いたことを祝ったとのことで、周囲の人に栄誉を享受する礼を尽くしたとのことである。

　　彼の恋人になることは、果たして幸せなことなのだろうか？）

（22）耳翼女童告訴勉父親，毎次和「賂叔叔」倣那種事後，都會得到不少的

　　銭，有尊志會単衣増給始，所以當没有零用銭時，就會去技「雲集叔」。

　　【1994－0404／聯合虚報／07版／義歯新聞】
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資料2－4　“買衣服給？”28例（4）

　　（被害を受けた女子児童が彼女の父親に訴え出るには、毎回「儲おじさん」とその事を

　　した後、いつも多くのお金をもらい、時には彼女のために洋服を買ってくれたとのこと。

　　だから小遣いがない時は「騎おじさん」に会いに行ったとのこと）

（23）他早上オ交代我買衣服給伽尼！【1992－09－22／聯合報／39版／聯合副刊】

　　（彼は朝になってようやく私と交代してあなたに洋服を買ってあげた）

（24）五月三日晩上我椚都出去吃晩飯時f醤U的，一到廣州便提此行男一要務是買衣服給「愛人」，

　　他門：「山西那憎憎掌裡什麿町内。」【1991－05－15／聯合報／25版／聯合副帯】

　　（5月3日の夜、私たちが外出して夕食を食べる時になって彼が到着した。広州に着く

　　とすぐ、今回ほかにも任務は「奥さん」に洋服を買ってあげることで、彼が言うには「山

　　西は辺鄙で何もない」とのこと）

（25）他告訴家人論六日中午他在営強綜合市場今日一個年約廿三、四歳的女子，他叫姫「阿嬢」，

　　這個「阿嬢」當時表示要脚衣服給他，雨簡便一起坐計三唱離開市場，但「阿嬢」谷口下等

　　帯到一棟公等三櫻裡，十幾天骨，他一：直覧關在四四。【1982－08－24／聯合報／07版／】

　　（彼が家族の者に言うには、6日の昼彼は自強総合市場で23、4歳ぐらいの女性に会い、

　　彼は彼女を「おばさん」と呼んだ。この「おばさん」はその時洋服を彼に買ってあげる

　　とほのめかし、二人は一緒にタクシーに乗って市場を離れた。しかし「おばさん」は彼

　　をマンションの三階に連れて行き、10数日間、彼は部屋の中に閉じ込められた）

（26）要不要平門衣服給侮？【197802－12／聯合報／09版／影視綜藝萬象】

　　（私はあなたに洋服を買ってあげようか）

（27）他曽否買衣服給伽？【1963－07－25／聯給報／03版／】

　　（彼はかつてあなたに洋服を買ってくれましたか？）

（28）王卸読：半張偽砂川’南部町人過去買衣服給他的，他曽響町給那人偽稲美丼物費揮，冷戦

　　北來掌銭，但那人回信給他，諭是最近根忙，請將費得之款寄去。

　　【1958－07－03／聯含報／03版／】

　　（王さんが言うには、その偽札は南部のある人が以前洋服を彼に買ってくれ、彼はかつ

　　て手紙を書いてその人に偽のアメリカドルを売り払い、速北を雇ってお金を手にしたが

　　その人は彼に返信して言うには、最近忙しく売ったお金を送るようにとのことだった）

注：“買衣服給？”で検索すると39例あるが、この中には“給”の後ろに二二フレー

　　ズを伴い“給”が受益なのか使役なのかはっきりしない例以下のような例が数例

　　あった。この検索の目的は受益のtt給”なので、こういつた主述フレーズを伴う

　　例は、用例から外した。

　　尤其呉下動是呉潅水（前大甲出潮會紹幹事）的子孫，甚受租父痺愛，他也愛祖父，

　　糊．懸繊雲鐡，呉准水身上的衣服都是呉下動買的．

　【2006－03－24／聯合報／（n版／中音区綜合新聞】

　　（（網掛け部分の訳）いつも洋服を祖父に買って着させた）
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資料3－1　“貿？買衣服”12例（1）

（1）其實我的・d裡是恨想酒間，因為以前上野常常篁野臥衣服，放旧時門門幣著肝和妹妹到附

　　近的公園玩，現在野師搬出下平，没有人會青年置去玩了，我旧懐念以前那段充漏幸福笑

　　聲的日子。【2007－11－30／聯合報／E5版／家庭與婦女】

　　（実は私の心の中では彼女を凄く思っていた。何故なら以前母はいつも私のために洋服

　　を買ってくれ、休みの時は私と妹を連れて付近の公園へ遊びに連れて行ってくれ、今は

　　母は引越ししてしまい、誰も私を遊びに連れ出してはくれない。私は以前の幸せに満ち

　　溢れた日々を懐かしんだ）

（2）只有50歩距離，再走50歩回去緻費，前後已走了900歩，也不太累，只是有貼口渇，

　　買了磧泉水暢飲，接著二去童装店SS　Baby買衣服，東挑西捻的…魑毛個性，使得我又多走了

　　1100歩，雪隠買到便宜好看的海軍造型棉質衣服，オ花了100元，野守檬不知不畳走了

　　2000歩。【2007－06－11／聯合報IE4版／健康】

　　（50歩の距離のみで、更に50歩行くだけでお金を払う。前後900歩も歩いたが疲れて

　　おらず、ただちょっとのどが渇いただけである。ミネラルウォーターを買って、引き

　　続き子供服に行って、Babyのために洋服を買い、あれこれと個性的なものを探し、ま

　　た更に1100歩進み、最終的に安くて見栄えの良い海軍の形をした綿製洋服を買ったが、

　　100元しか遣わなかった。知らぬ間に2000歩も歩いていた）

（3）二二二二鴻海工事長上二二頻頻被拍到與女星出遊、買亜曼尼高級服飾，町鳶天論，多年

　　來都是太太鷲他筆衣服，三年前太太三世後，七回一宜野老衣服．

　　【2007－02－17／聯合報IA5版／話題】

　　（近頃、鴻海取締役会長立台銘はひっきりなしに女性有名人と外遊し、アルマーニなど

　　のブランド品を買うところを開門されている。彼が昨日語ったところによると、長年来

　　奥さんが彼のために洋服を買っていたが、三年前に奥さんが亡くなってから、彼はずつ

　　と古い洋服を着ている）

（4）琶二二野洲衣服，一直買到我讃高中。【2005－01－11／聯合報／Alo版／相封論】

　　（お父さんは私のために洋服を買ってくれた。高校生になるまでずっと買ってくれた）

（5）能有七十二歳的野姐覇腎管く買衣服、倣同月匿，真幸福。

　　【20040422／聯合報／E6版／績紛】

　　（70歳すぎのお母さんがあなたのために洋服を買ってくれ、洋服を作ってくれるなんて、

　　本当に幸せよ）

（6）從小養成生活勤倹習慣的陳李小型，穿的衣服和適合勉小脚的小鮭，都是姫自己縫製的，

　　丈夫及子女下階鷲姫買衣服，但懲慰畳得穿不慣，還是習慣穿自己縫製的衣服，勉説，以

　　前縫製一町衣服，大概只需両、干天，但近年思死眼力比較差，必須要四、五天雪行．

　　【2003－09－23／聯合報悩版／高雄綜合新聞】

　　（小さい頃から勤勉節約の習慣が身についている陳李小鳳は、着る洋服は彼女の小さな

　　足の小さな靴に適しており、いずれも彼女が自分で縫ったもので、夫も子供もかつては

　　彼女のために洋服を買い与えたが、彼女は着慣れないといい、結局は自分で縫った洋服

　　が着慣れている。彼女が言うには、以前洋服を縫って完成するまでだいたい2、3馴し

　　かかからなかった。しかし、近年では視力が落ちてきて、4、5日はかかる）
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資料3－2　“輩？買衣服”12例（2）

（7）而在了解他已経離家敷天後，立刻駕他洗操，長明派出所主管王春生也鷲他買衣服，然後

　　詳加胸問，最後終於査出男核家住旗山，就聯絡他的家人前來領回。

　　【2002－08－20／聯合報／20版／高市膨綜合新聞】

　　（彼が家を離れて数日経っていることが判明した後、すぐさま彼とお風呂に入って身体

　　を洗ってあげたり、長明派出所の主管王春生までもが彼のために洋服を買ってあげ、詳

　　しく尋ね、最終的に男の子の家が旗山に住むことをつきとめ、彼の家の者がやって来て

　　連れて帰るようにと連絡した）

（8）我想始一定粗暴我創価聲嚇壊了，所以雲集我交換蘭牛一一姑駕我買衣月侵，我不契。

　　【2000－09－02／聯合報／36版／表彰】

　　（私は彼女が私の泣き声に驚かされた。そこで私との交換条件として彼女は私に洋服を

　　買ってくれ、私は泣かないことだった）

（9）我的婆婆非常傳統，我知勇敢的用封自己母親町方式來封上筆。明念勉要乖乖吃藥、章章

　　不要吃、衣服不好看……也像女見一様，朝雲頼床，不煮晩餐，忘了吃水果，本玉謂我買

　　衣服。【2000－0411／聯合報／33版】

　　（私の姑は非常に伝統的だったが、私は勇敢にも自分の母親に対する方法で彼女と応対

　　していた。いい短いい子と薬を飲むように求め、残した料理は食べるな、洋服がかっこ

　　悪いなどといい、娘と同じように朝起きたがらなくもあり、夕飯を炊かなかったり、果

　　物を食べるのを忘れたり、彼女に私のかわりに洋服を買いに行かせたりした）

（10）没辮法噺，我在美園椿事，一旦空就遊里駕他買衣服，オ會買得這麿多。

　　【1996－12－08／聯合報／22版／影視現場】

　　（仕方がないよ。私はアメリカにいてもすることがなくて、暇ができるとショッピング

　　に出かけ彼のために洋服を買ってあげたので、こんなにも多く買ってしまったんだよ）

（11）：交媚姐的情夫原本是墨西寄執政黛高級蕪工，他把：交激動安置在高級公真中，還謂始画料

　　服、付信用k的帳、帯舞働假。【1995－09－19／聯合晩報／06版／國1察新聞】

　　（焚妃姐の情夫はもともとメキシコ与党の高級党員で、かれは友媚姐を高級マンション

　　に住まわせ、彼女のために洋服を買ってあげ、クレジットカードでお金を払い、彼女を

　　連れてバカンスへ行った）

（12）在日本訪問時，他託一個日本人去戯評買衣服和鮭子，因為，他穿長杉、布鮭，所以略章

　　日本人糊裡糊塗地為他買回來女人衣服、女人鮭子。

　　【1972－10－09／聯合報／09版／聯合副刊婦女兎童】

　　（日本訪問時に、彼は一人の日本人に彼のために洋服と靴を買ってくるように託した。

　　何故なら、彼は長袖を着、布靴を履くため、この日本人は愚かにも彼のために女性の服

　　と女性の靴を買って帰った）
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