国際連語論学会第六回大会(2017 年度)研究発表者及び題目と要旨
12 月 24 日
1.孫 雲偉(大東文化大学大学院生)
題目：『官話指南総訳』と『官話指南精解』の語彙解釈
要旨：
『官話指南総訳』
（呉泰寿、1905 年、以下『総訳』と略称）と『官話指南精解』
（木全徳
太郎、1939 年、以下『精解』と略称）はともに呉啓太と鄭永邦が編纂した北京官話教科書『官
話指南』
（1881 年初版）の学習参考書である。『総訳』は『官話指南』の全文を翻訳した以外
に、各章の日本語訳の上欄に「注釈」を設け、文中の用字、単語、文節など特殊な用例を摘出
して、詳細に意義解釈を加えた。
『総訳』は『官話指南』の初版から 26 年後、初めて文中の語
彙類用例を解釈した著書として重要視される。『精解』は更に 34 年後、各章に「新出字」
「語
句」「摘要句」「例句」の四項目によって構築され、
「語句」を軸にした解説・用例を偏重した
語彙中心の解説書である。
『総訳』と『精解』は編纂目的と著書形式は異なるが、共通点は語彙項目の解釈にある。本発
表は両書の語彙解釈を研究対象とし、語彙選定、語彙義釈、義釈異同、解釈評価などの側面か
ら分析を行い、両書それぞれの独自性、学術性と時代性を探求する。
2.小路口ゆみ(大東文化大学大学院生)
題目：《老乞大》の四種の刊本における“把”構文の対照研究
要旨：本文は《老乞大》の四種の刊本（A 旧本《老乞大》、B《老乞大諺解》、C《老乞大新釋》、
D《重刊老乞大》）における“把”構文を統計・分析・考察する。
《老乞大》は 14 世紀の頃に朝鮮人が中国語を学ぶために書かれたテキストである。Ａ本は
おおよそ紀元 1346 年頃までに完成され、当時は元の至正年代であるため、元の時代の中国語
の特徴をよく反映している。Ｂ本は紀元 1480 年までに成立し、当時の明初期の言語に基づい
てＡ本を修正したものである。Ｃ本とＤ本は清の時代に修正された本であり、Ｃ本は紀元 1761
年に出版され、Ｄ本は 1795 年に出版された。この二種の刊本の出版は、わずか 34 年しか隔て
ていない。四種の刊本の内容は大体同じであり、言語も対応しているし、元、明、清の三朝に
わたり、近代北方中国語口語を研究する上で貴重な言語資料となっている。それぞれの刊本に
おいて使われた“把”構文の例の数は以下のごとくである。
Ａ本：“把”構文：3 例、“將”構文：15 例
Ｂ本：“把”構文：4 例、“將”構文：15 例
Ｃ本：“把”構文：30 例、“將”構文：3 例
Ｄ本：“把”構文：30 例、“將”構文：3 例
四種の刊本における“把”構文（“將”構文を含める）の特徴及び“把”構文の歴史変化及び
変遷を探りたいと思う。
3.蘇 秋韵(大東文化大学大学院生)
題目：非物理的空間における“V 过来”
“V 过去”と日本語の対応関係について
要旨:谢白羽・齐沪扬(2000)によれば、複合方向補語“过来”と“过去”は客観世界と主観世

界二つの面に分けてそれぞれの役割を持っていると指摘している。そう言った主観世界、即ち
非物理的空間に用いる“V 过来”と“V 过去”の“V(動詞)”を中心に調査を行う。刘月华(1998)
を調べ、その“过来”と“过去”の前に用いる“V(動詞)”は範囲が限り、更に自由に入れ替
えることもできない。例えば、
“过来”の前に用いる動詞は“活、醒、恢复、暖和、抢救……”
であり、
“过去”の前に用いる“V(動詞)”は“死、晕、昏、昏沉、昏迷、睡……”である。本
稿は《人到中年》、
《骆驼祥子》、
『火花』などの日中対訳の言語資料を用い、その中の語例を分
析し、更に“过来”と“过去”の日中対照を行い、その非対称性を明らかにする。
4.連 路(上海外国語大学大学院生)
題目：NLB に基づく類義語のコロケーション分析
要旨：本稿では「NLB」コーパスを用いて、
「名词+を+握る/掴む」を調査対象として、名詞の頻
度の中で、上位 10 語をそれぞれ抽出し、MI スコアと LD 係数も考えて、
「握る」と「掴む」の
コロケーションの情報を抽出して異同について調査を行った。
調査の結果として、
「握る」と「掴む」はどれも後ろに「手」
「鍵」
「ハンドル」
「マイク」
「腕」
「情報」などと共起することがわかった。その中で、頻度が一番高い名詞は「手」であった。
なお、
「名词+を+握る」の共起情報 MI スコアと LD 係数からわかるように、
「権力」「実権」
「政権」
「覇権」
「拳」などが高い。これらの名詞がほとんど権力を表し、
「握る」という言葉
は、価値のあるものを獲得して以降、
「保持」することに重点が置かれている。また、
「葉山は
再び鉛筆を握ると“杉川”と書いた。」や「秀介は、思わず拳をにぎる。」のように、手の中に
入るものは「握る」と共起することが多い。
また、
「名词+を+掴む」の共起情報 MI スコアと LD 係数からわかるように、
「チャンス」
「き
っかけ」
「肩」「心」
「胸ぐら」「こつ」
「流れ」が高い。これらの名詞が獲得しにくい特徴を表
現しているので、
「掴む」において、
「獲得」する過程ということに重点が置かれていると考え
られる。そして、
「瀧川は翠の肩をつかみ」
、「それこそ雲をつかむようなものだ」のように手
の中に入らないものは「掴む」を用いるケースがよく見られる。
5. 単

艾婷（九州大学大学院生）

題目：日本語母語話者と中国人学習者に見られる結束性の差異―「YNU 書き言葉コーパス」を分析対象として―
要旨：本稿は、結束性の観点から、日本語母語話者と中国人学習者の作文に現れる指示、接続、
反復表現の使用に関する特徴を分析したものである。分析資料には「YNU 書き言葉コーパス」
に含まれる「小学生新聞で七夕の物語を紹介する」という物語紹介作文を用いて分析を行い、
次の結果が分かった。
（1）全体的に、学習者の結束性マーカー（a.指示表現、b.接続表現、c.反
復表現）のバリエーションは母語話者より少ない。しかし学習者の下位群、中位群、上位群へ
変化するにつれて、結束性マーカーの使用の数もバリエーションも増える傾向が見られる。
（2）
項目別に見ると、a.指示表現は、文脈におけるソ系の使用は不十分であり、コ系の多用が見ら
れる。b.接続表現については、物語やストーリーを語る際に母語話者のように「すると」
「それ
で」などの接続表現がうまく使えていない。母語の影響で「それで」
（然后）、
「その後」
（之后）
の多用が見られる。c.反復表現については、顕著な差異はなかった。ただ、
「織姫」
「彦星」な
どの難しい固有名詞は、そのまま中国語の呼び名が使われているか、ほかの代用の言い方がい

くつかあった。指示表現や接続表現等、結束性マーカーの有効的な使用が作文のまとまりを強
くするということに関する明示的指導が必要であると示唆される。
6.臧 昉(上海外国語大学大学院生)
題目：日本語の時間表現における例示的用法について
要旨：「賢一郎は重い足音をたてて、階段をあがって行く。古い階段の板がきしむ。母は置去
りにされる。三時間以上も待たされて、その揚句に息子から置去りにされて、母は縫物をかた
づけにかかる。亡くなった良人からも、全く同じ仕打ちを、何十回されたか知れなかった。
（青
春の蹉跌）」という文は、下線で示された文の終止の位置にある完成相非過去形が、従来の研
究では、歴史的現在あるいは眼前描写であると解釈されることが多い。本発表は、この種の完
成相の用法はロシア語のアスペクト論で言う完了体の「例示的用法」に相当するとして、問題
提起をする。この種の完成相の実例を取り上げ、それの意味用法及び機能について検討し、現
代日本語において「例示的用法」と呼びうる時間表現があり、
「繰り返し」の用法の下位分類
として位置づけられるべきであると論じる。
7.尹 雪揚（上海外国語大学大学院生）
題目：「ながら」の意味構造
要旨：
「ながら」は接続助詞として、前は名詞、動詞の連用形につく。
「～ながら」には、さま
ざまな用法がある。三宅（1995）益岡隆志（2000）遠藤喜雄（2013）などの研究は、
「～なが
ら」の諸用法及び使用場合や、使用条件、階層構造について述べた。諸説には違いがあるが、
「ながら」節の付帯状況用法と逆接な用法を別に紹介してくれた。その二つの用法にどんな違
いがあるか。繋がりがあるか。
本文はまず「～ながら」を連用修飾語の一部として見直し、分析する。BCCWJ を利用し、
「～
ながら」の用例をそれぞれ収集した。
「～ながら」の用例は 74481 件の検索結果が見つかりま
した。データ透視表で分析してみると、「ながら」の使用状況が見られる。
主節と従属節の意味関係から、「ながら」の構文を分析した。統計からみると、「動詞連用形
Ⅰ＋ながら」の用例が一番多い。「ながら」節は「～ていながら」の場合は、逆接を表す。「な
がら」は同時性と不相応性を両方持っている。以上の用例の語彙分布から分かるように、動詞
の意味制限によって、出現可能な文法カテゴリーが異なってくる。本文は紙幅の関係上、「な
がら」の用法について、検証した。これから、「まま」と比較し、研究を進めたい。
8.洪 安瀾 (閩南師範大学)
題目：日中両言語における「存在」と「所有」について―「Y が｛ある/いる｝」の構文を中心に―
要旨：日中両言語における、いわゆる「存在」、「所有」を表す構文は、構造及び認知にお
いて、お互いが近い存在である。これまでの研究にでは、普通文頭に来る名詞句の意味によ
って、つまり「場所」を意味する名詞句か、それとも「有情物」を意味する名詞句かによっ
て判断している。しかし、このような分類法だけでは不十分である。例えば次のような場
合、「有情物」と「場所」を意味する名詞句が共起した場合、若しくは「有情物」に関する
情報を省略されて、「場所」名詞句が文頭に来た場合、どう判断するのか。
(1)a.私には北海道に婚約者が｛?ある/いる｝。(金水敏 2006:35)
b.私には婚約者が北海道に｛*ある/いる｝。(金水敏 2006:35)

(2)(私に)北海道に婚約者が｛*ある/いる｝。(作例)
例文を取り上げた金水敏(2006:35)では、「この種の類型は、疑似限量的存在文にならっ
て、疑似所有文と言ってもよいであろう」というふうに説明を付け加え、分類項目を一つ増
やしたのである。
本研究は菊池康人(2000)に倣って、日本語の存在・所有文の構造を「X｛に/には/は｝Y が｛あ
る/いる｝」のようにまとめ、それに対応する中国語の存在・所有文の構造を“X 有 Y”のよう
にまとめる。その中、「X」は空間詞・所有者を意味し、「Y」は存在物・所有物、関係、状態、
属性、数量などを意味する。本稿は「存在文」と「所有文」の違い、そして、所有文に見られ
る「ニ格」の脱落などの問題について分析する。
9.劉 爾瑟(上海建橋学院)
題目：日本語の受身文の仕手について
要旨：本稿では、日本語の受身表現として最もよく用いられている「文法上の受身表現」
、つ
まり助動詞「レル・ラレル」を用いて受身義を表す受身文の構文構造を 4 種類に分けている。
そして、この 4 種類の受身文における動作主、いわゆる仕手について考察する。まずは以下の
中国語の例文を見てみよう。
（1）可是日子一天天过去，贞贞对我并不完全坦白的事，竟被我发觉了。
（葉菁 2003：270）
しかし日がたつにつれて、私に対して貞貞が完全には正直でなかったことが分か
ってきた。（葉菁訳）
（2）他的花招被我识破了。（葉菁 2003：270）
彼のペテンは私に見破られた。（葉菁訳）
（3）敌人一个排被我们消灭了。（葉菁 2003：270）
敵の一連隊は我々によって殲滅させられた。（葉菁訳）
例（1）から例（3）までの文は、“我”か“我们”が仕手の位置に立つ“被字句”である。
このような“被字句”は中国人の日常生活でかなり頻繁に使われているようである。筆者がコ
ーパスを利用し調査した結果、仕手が“我”である“被字句”は 2000 例以上も収集した。そ
れに対し、日本語において「私」や「我々」など当方を表す名詞が仕手として用いられる受身
文は非常に少ないことが分かった。筆者の調べた結果、翻訳文ではなく、実際の言語資料では
「私に気付かれた」「私に見破れた」「我々に殲滅させられた」という受身文は一つも出てこ
なかった。なぜ日本語では第一人称が仕手になるのは難しいのであろうか。本稿ではその理由
についても検討する。
10.朴

仙灵(上海外国大学大学院生)

題目：カラ格受動文についての一考察
要旨：現代日本語の受動文において動作主標識としては、ニ、カラ、ニヨッテの三つが普通よ
く取り上げれれている。本稿では、そのうち、カラにまとを絞り、意味論的な立場から、動作
主と述語動詞の意味特徴を全面的に考察することで、カラ格受動文の特徴を明らかにしよう
とする。その具体的な方法としては、BCCWJ を利用し、カラが動作主として用いられている用
例を抽出し、その先行名詞（動作主）と述語動詞の意味特徴について分析する。その結果、カ
ラと最も共起しやすい先行名詞（動作主）は「有情物」、または文脈において「有情物」と解

釈可能な名詞で、最も共起しやすい述語動詞は、「移動」を明示したり、もしくは、「移動」
を暗に含んでいる動詞であると、まとめることができる。これは、格助詞カラの「移動の起点
＋移動の継続」という本質的な意味に動機づけられているためではないだろうかと思う。なお
本稿は、受身文における動作主標識としてのニ、ニヨッテとの区別には言及しなったが、これ
らは、今後の課題とさせていただきたい。
11.孫

甜甜(大連理工大学大学院生)

題目：関数検定から見るノデハ·ンデハ条件文の中国語訳ストラテジー研究
要旨：日本語複文における従来の研究では、ノデハ（ンデハ）形式を仮定条件と発話時の現在
の反復を表す場合よく使われているとされていて、中国語では基本的に“如果 p，就 q” 、
“如
果，的话”を表す場合が多いとされているが、ノデハ（ンデハ）のその他の用法である反事実、
連続的反復などの中国語訳の傾向について研究は管見の限りあまり見当たらない。本論では
こういった問題の解決を念頭に今までの理論研究を基に言語類型の視点から、自然言語での
中国語と対応形式を対訳例を函数検定といった方法でＴ、ＭＩスコアの相違から考察した。今
回の分析で、確定条件と仮定的条件のどちらも表せるノデハ（ンデハ）形式とそれに対応する
中国語形式の特徴がある程度見えてきたが、こういった定量的分析により、従来の理論研究で
できなっかた新たな問題点を発見できて、解決すべき問題を示唆できると思う。今回の分析の
結果を次の 3 点にまとめることができる。
1、「連続的反復」は“一会儿，一会儿”、“又”と相互的関連度が高い。
2、
「発話時の反復」は“经常”と相互的関連度が高く、
“又”、
“一边，一

边”には「発話

時の反復」の意味情報が多く含まれている。
3、
「慣用形式」と「過去一回」は“p，q”に、
「X 事実の仮定」は“如果，的话”に訳される
傾向が強い。

ノテハ形式における日中対応関係図
12.家城亜裕実（上海外国語大学大学院生）
題目：ヲ格感情動詞とヲ格所有化動詞との繫がりについての試論―ヲ格感情動詞とニ格感情
動詞の比較をとおして―
要旨：ヲ格連語には、他動性の高いものから、他動性の低いものが存在する。一般に、ヲ格連
語は、他動性の高いことが、典型的であるとされる。したがって、感情動詞という他動性の低
い動詞が、なぜヲ格をとるのだろうか、ということが問題となる。本研究では、この問題に対
して、ヲ格感情動詞とニ格感情動詞の比較から、その答えを導いた。
感情表現を表す動詞には、「～を好む、慕う、憎む、…」などヲ格とだけ共起するものと、
「～にうっとりする、おびえる、うろたえる、…」などニ格とだけ共起するもの、そして、
「～
｛を／に｝驚く、喜ぶ、悩む、…」などヲ格ともニ格とも共起するものがある。
本研究では、先行研究からヲ格感情動詞の特徴「能動的感情、感情が動作として外面に出に
くい、感情が状態的、感情が客観的・物語的、対象が抽象的」とニ格感情動詞の特徴「受動的

感情、感情が動作として外面に出やすい、感情が一時的、対象が具体的から抽象的」を抽出し、
ヲ格もニ格もとる感情動詞「～｛を／に｝驚く、喜ぶ、悩む、…」を例に、それらの特徴を再
考し、より詳しい特徴づけを行った。
そこから得た知見により、ヲ格感情動詞が、対象を所有化する動詞群と連続的な繫がりがあ
ることを示し、感情動詞がヲ格をとることの必然性を主張した。
13.張

暁東(大東文化大学)

題目：身体語彙を含んだ[X が、Y に、Z を、V]構文について
要旨：日本語には「山田が彼女にお金を払う、正夫はお菓子に手をつける、警護室長が拳銃を
ホルスターにしまう、ローレルは両手を拳に握る」のような[X が][Y に][Z を][V]からなる
[X が、Y に、Z を、V]構文を用いて作る文がたくさん存在し、様々な意味を表している。[X
が、Y に、Z を、V]構文をめぐって、これまで動詞[V]に重きをおく格文法アプローチや連語
論アプローチの研究が主であった。本発表は、[X が、Y に、Z を、V]構文のうち、[Y]または
[Z]が身体語彙であるものに焦点をあて、認知言語学の視点から構文を考察分析し、以下４点
の究明を目的とする。
①どんな構文タイプが存在するのか。
②構文タイプ間の関連性がどうなっているのか。
③構文事例に見られる慣用的な表現と一般的な表現の関連性がどうなっているのか。
④構文タイプと[Y に]、[Z を]の語順との関連性がどうなっているのか。
14.時

衛国(愛知教育大学)

題目：局面動詞の対照研究
要旨：中国語と日本語の動作過程は、始動・継続・終結の三つの局面からなっている
という点では共通している。
①始動の局面

②継続の局面

③終結の局面

开始说

继续说

说完

言い始める

言い続ける

言い終わる

又、変化過程にも同様に三局面が存在するという点においても共通している。例えば、
①始動の局面

②継続の局面

③終結の局面

开始燃焼

继续燃焼

燃焼完

燃え始めている

燃え続けている

燃え終っている

これまでの先行研究では、動作過程についての考察はなされているが、変化過程につ
いての研究は少ないようである。動作過程は「言い始めたい」
「言い続けよう」などの
ように、制御的に捉えることも可能であるが、変化過程は描写できるものの、
「＊燃え
続けたい」
「*燃え続けよう」のように、制御的に捉えることはできない。動作過程は動
的状態を表わす時に見られる動作のプロセスであるのに対し、変化過程は静的状態を表
わす時に見られる状態が変化したプロセスである。この二種類の過程は、それぞれどの
ような特徴があるのであろうか、各局面はどのような動詞によって表わしているのか、
文法的にはどのような制限を受けているのか、などについては、考察する必要があると
考えている。
本研究は対照言語学の立場から、両言語の局面動詞について考察し、その共通点と相
違点を明らかにすることとする。

12 月 25 日
1.福本陽介(名古屋産業大学)
題目：時量詞構文の構文的意味としての継続義・状態性について
要旨：中国語の時量詞構文（「動詞＋時量詞＋（的）＋目的語」
）は時量詞を伴うことによって
或る一定期間の動作の継続を表すことができる。行為動詞では継続相を表す場合、「（正）在」
などのマーカーを用いて表現するが、時量詞構文においては「
（正）在」のようなマーカーが
生起しなくても継続義を表しうる。
(1) a.

我在看电视。

b. *我在看几个小时电视。
c.

我看了两个小时电视。

その意味で、継続義は時量詞構文が持つ構文的意味であると考えられる。では、構文的に継続
義を持ちうるならば、なぜ一定不変の状態が継続していることを表す状態動詞は時量詞構文
に生起しにくいのだろうか。
(2) a. ?我怕了好几年爬虫。
b. *我怕了好几年的爬虫。
福本(2017a,b)では Kearns (2000)の述語分類に基づいて述語動詞のタイプごとに時量詞構文
での生起可能性に違いがあることを示したが、本発表では、その違いの根拠について検討した
い。具体的には、状態動詞の語彙的特徴と時量詞構文に生起する時量詞の性質の不適合がその
一因であるという観点から考察する。
2.白石裕一(中央大学・兼任講師)
題目：“V 了 O”の文終止について
要旨：
“V 了 O”
（“吃了饭”など）は文終止しないと言われながらも、実際には文終止する場合
があり、その理由についてさまざまな説明がなされてきた。今回の発表では、先ず、須田義治
（2010）の「中核的な意味」
「基本的な意味」
「周辺的な意味」といった意味の取り出し方に学
びながら、そもそも文終止とはどういうことなのかについて考察する。そして、
『“V 了 O”が
「経緯」を表す場合文終止する』や『“V 了 O”はその「時間的位置づけ」が定まれば文終止す
る』などという説明は、価値がないものとして遠ざけ、新たに“V 了 O”の文終止の「頻度」
を明らかにしていく。具体的には、
（１）“V 了 O”は“VO”がどのような意味を表す場合どの
程度文終止するか？ （２）
“V 了 O”はどのような副詞とどの程度共起するか？ （３）
“V 了
O”は“VO”が離合動詞の場合どの程度文終止するか？ （４）
“V 了 O”は“ＶO”が限界に達
したことを表す場合どの程度文終止するか？

（５）
“V 了 O”は VO が現象文的意味を表す場

合どの程度文終止するかなど、北京大学および北京語言大学のコーパスを利用し、「頻度」の
上から見ていく。
3.李 光赫(大連理工大学)
題目：日本文学作品における中国語訳多変量解析
要旨：本発表では日本の文学作品 50 部からタラ条件文 500 例とそれに対応する中国語訳
例 500 例を函数検定の方法でその翻訳傾向について考察してみた。その結果を次の三点
にまとめることができる。
始めに、相互的対応関係を持っている（Ｔ、ＭＩスコアが共に高い）と言えるものには次の
ようなものがある。
１．事実的条件文としてのタラの「発見」は“知覚動詞”、
“时(候)”と相互的関連度が高く、
「契機」は“無標形式”と相互的関連度が高い。２．仮定的条件文としてのタラの「p 事実」

は“既然”
“的话”と、
「行為成立」は“(之)后”と、
「反事実」は“如果-不”と相互的関連度
が高い。
次に、中国語訳傾向をもっている（Ｔが高く、ＭＩが低い）ものとして、仮定状況の設定を
表すタラの「仮定」は“如果(就)”
“如果-的话”
“一旦(就)”に訳される傾向が強く、また「p
事実」と「発見」は“無標形式”に訳される傾向が強い。
最後に、タラの意味情報を含む中国語形式（Ｔが低く、ＭＩが高い）には、
“要不是” “否
则(没有)”“才(能)”この三形式に訳された(訳せる)タラは「反事実」である可能性が極めて
高い。また、
“只要”は「契機」で、
“才(能)”は「発見」である可能性が極めて高い。これら
を図に表すと次のようになる。

<図２>タラ条件文の中国語訳対応関係
A:相互対応、

B:日中訳傾向、

C:中訳形式が表すタラの意味情報

4.孫 海英（北方工業大学）
題目：日本語の連体修飾節における受身形についての一考察―「ラレル形」を中心に
要旨：本稿は日本語の受身構文に関する研究成果を生かし、連体修飾節に含まれる受身構文を
研究対象とするものである。具体的には志波（2015）でなされてきた現代日本語の受身構文タ
イプの記述研究に基づき、
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）を利用し、動詞の受
身形である「ラレル形」連体修飾節から、出現回数が百以上の動詞を抽出し、それらの動詞の
受身構文タイプの体系における分布を整理する上、連体修飾節における使用傾向や、受身形
「ラレル」が使われる連体修飾節の構文的特徴について考察したいと思う。また、日本語の「ラ
レル形」連体修飾節の中国語訳と対照しながら、日本語の「ラレル形」連体修飾節が中国語に
翻訳される構文的特徴や日本語の連体修飾節と中国語の“定语从句”における受身構文の相違
を「ラレル形」動詞の意味・機能と結びつけながら考えていきたいと思う。
5.彭 広陸(東北大学秦皇島分校)
題目：禁止文に関する一考察――中日対照を中心に
要旨：本発表は、中日両語における禁止文を取り上げ、両者の異同を明らかにしようとするも
のである。
「禁止文」とは、ある動作・行為を行わないように、命令したり依頼したりする意を表す文
のことを指す。ある意味では、禁止文は、否定の意を表わす命令文あるいは依頼文の一種とも
言える。
禁止文は複文の形で使われることも少なくない。そのような禁止文は、禁止を表す節が前件
にあるのか後件にあるのかによって、まずを「直接型」と「論理型」に二分することができる。
前者の場合は、禁止を表す節が前件に現れ、目的を表す句が後項に現れる。いわば、禁止を前
面化する文である。それに対して、論理型の場合は、禁止を表す節が後件に来ている。論理的

説明を重視する論理型の禁止文は、さらに「理由型」と「目的型」に分けられ、それぞれ目的
を表す節と理由を表す節が前件に位置することになっている。それを以下の表にまとめるこ
とができる。
類型
直接型①

論理型

前件
禁止

後件
目的

②

目的

禁止

③

理由

禁止

文型
“ 请 勿～ 以免／ 避 免
／谨防”
“为了～”
「 ～ た め おや め く だ
さい」
「 ～ の で ／か ら ～ ご
遠 慮 く だ さい ／ お や
めください／V ないで
ください」

文
例
〇请勿抢上抢下，以免发生危险。
〇为了保持车厢内安静，您在使用或交谈时请
勿大声喧哗，避免打扰其他休息的乘客。
〇踏切が鳴り始めてからの横断は、事故防止
のためおやめください。
○駐車は周りの方のご迷惑となりますので、
ご遠慮ください。
〇あぶないですから近よらないでください

どちらかというと、中国語はタイプ①と②が多いのと違って日本語はタイプ③が多い。これ
により、中国語は目的重視の傾向が強いのに対して、日本語は理由重視の傾向が強いことが分
かる。
本発表は、禁止文と命令文との連続性についても言及する。
[特別講演]
(1)鈴木康之(大東文化大学)
題目：研究者としてあるべき姿勢
(2)田中

寛(大東文化大学)

題目：「とあって」と「にあって」の意味と用法 ―「ある」の後置詞化と状況の指示的特性 ―
要旨：存在・所有動詞「ある」が形式化、文法化した「とあって」
「にあって」はそれぞれ助
詞「に」
「と」の機能的特徴を受けて固有の意味機能を構成する。一般に情報提示、注目標示
的な機能を帯びているが、詳しく見ればさらに異なる用法も観察される。また、これらの引用
と限定の提示は情報の一定の認識が前提となっており、文末にあらわれる「とある」
「にある」
との連続性も観察される。本稿では以上の用法をさまざまな用例にもとづいて考察し、これら
のテ形後置詞がどのような状況で用いられるのか、それらの条件性、およびこれらの用法が聞
き手目当ての状況指示的な特性を有することを議論する。
(3)高橋弥守彦(大東文化大学)
題目：連語論から見る「動詞＋“上”＋客体」の“上”について
要旨：本発表では連語論の観点から位置移動の動詞“上”を用いて作る「動詞＋“上”＋客体」
の“上”が述語か補語かについて分析する。
（１）她走上讲台，不紧张，也不做作，自自然然地引我们深入课文中。(『人民』88-1-94)
先生は教壇に上がっても、緊張なんかしていないし、といってわざとらしいとこ
ろもない。ぼくらは自然とその文章に夢中になった。（88－1－94～95）
（２）“同志，买根冰棍。”我走到一个冰棍箱前，递上钱。(講読⑥-128)
｢アイスキャンデー一本ちょうだい｣僕はアイスキャンデー箱に近づいて、お金を
渡した。(講読⑥-133)
本構造「動詞＋“上”＋客体」の“上”は一般に李臨定、劉月華、荒川清秀、丸尾誠、島村
典子および一般の中国語の教科書などにより、補語とみなされている。しかし、連語論の観点
から見ると、例（1）の“上”は述語であり、例（2）の“上”は補語である。
“上”が補語で
あるという一般の学説は分析が不十分であることと、連語論の観点から“上”が述語と補語と
の場合があることとを明らかにする。

(4)続

三義(東洋大学)

題目：日中翻訳――「天声人語」（1997.7.18）
要旨：「天声人語」（1997.7.18）「世襲について思う」では、世襲の良い点に関して次のよ
うに挙げている。
（１）若いときから経営の中枢にいられる。経営者経験を十分に積むことができる。若
くして社長になれば、経営若返りにも役立つ（２）前項の補足になるけれど、帝王学を学
んでいれば、ほとんどの場面で物おじせぬ。国際的な取引にも対応できる（３）先代を除
いて、社内に怖いものなし。それは、ビジネスチャンスを逃さない素早い決断にも結びつ
く▼（４）だれが次期社長かが鮮明で、周囲も納得している。人心は安定し、社内派閥も
出来にくい（５）経営のリスクは、一族だけが負えばいい。責任の範囲がきわめて明確だ
（６）社長が求心力を持っている。社内が一丸となって社長をもり立てる
これを、
《天声人语集萃》では次のように訳している。
①年轻时进入经营管理中枢，可以积累丰富的经验。年纪轻轻任总经理，有益于推动管
理层之年轻化。②现补充一下前一项：如果学点“帝王学”， 他（指世袭的年轻总经理）在
几乎所有场合都不会怯场，还可以（从容地）从事国际贸易。③在公司里除了他的前任以外，
没有他怕的人。这样他可以不失商机地从速作出决定。④下一任总经理由谁来担任一目了然，
公司上下的人心服口服。这样，人心稳定，公司内的派系也难以形成。⑤出现经营危机的话，
由这一家族的人来承担（责任）就可以了，而且责任范围很明确。⑥总经理有向心力，可使
公司内部团结一致支持他。
上の引用は、「天声人語」（1997.7.18）の一部でしかないが、ここに挙げられている部分だ
けにこだわらず、網掛けの部分を取り上げて、その中国語訳をめぐって、連語論に関連させな
がら、訳文の問題点を探っていく予定である。
6.王 学群(東洋大学)
題目：“有点儿”の副詞的な性格について
要旨：中国語の“有点儿”について副詞と考えるのが一般的である。しかし、“有点儿”は名
詞との組み合わせもあれば、動詞や形容詞との組み合わせもある。さらに、フレーズとの組み
合わせもある。このような言事実から考えると、果たして“有点儿”を副詞と認めるべきかと
いう素朴な疑問がある。本稿では、データベースから採集した用例を分析して、“有点儿”を
連語論の観点から再考してみたいと考えている。
7.松浦恵津子（松蔭大学）
題目：ト格の名詞がくわわる連語（再考）と、トノ格の名詞がくわわる連語とのかかわり（
要旨：「太郎と話す」「他の星とぶつかる」「弟とそっくりだ」のようなト格の名詞は、動
詞や形容詞とくみあわさって、相互的な動きや関係などの連語をつくる。また、「太郎との
面談」「他の星との衝突」「従来品との類似」のようなトノ格の名詞も、相互的な動きや関
係などを示す名詞とくみあわさる。基軸語となる動詞／形容詞／名詞が、ト格・トノ格の名
詞とどのような連語をつくり、どう関連しあっているのかをみていく。
ト格・トノ格の名詞が関係する連語については、名詞を基軸語とする連語の広がりが最も
大きく、次に動詞を基軸語とする連語の広がりが大きい。そして、形容詞を基軸語とする連
語の範囲は、それほど広くない。これは、名詞は動き、属性や関係、ものごとなど多くのこ
とを表すことができ、単語の数が多いということによるものである。
また、松浦（2017）「ト格の名詞がくわわる動詞との連語」『鈴木泰先生古希記念論
文集』の「ト格の名詞が規定的なはたらきをする場合」で、「名詞＋ト」の「ト」
がト格であるのか、引用の「ト」であるのか、という点について、先行研究を参考
にしながら考え直してみたい。

8.鈴木康之・浜野豊美(数学教育研究会)
題目：子どもの認識・思考を育てることばの教育
要旨：数学教育研究会は、算数・数学教育と言語教育を研究・実践して５０年になる教育団
体です。とくに言語教育については、鈴木康之先生に顧問になっていただき、教材開発と実
践をしてきました。今回は、ことばのしくみの教育（文法教育）が、子どもの認識・思考の
発達にどのように関わっているのかを具体的な例を示しながら報告します。たとえば、主語
の学習は、子どもたちの視点をどのように広げていくのか、述語の３タイプ（名詞述語文・
形容詞述語文・動詞述語文）の学習が、子どもたちの現状認識をどのように広げていくのか
－などについて。現在の日本の国語教育は、文学教育や道徳教育のようになっています。母
語教育のあり方とその重要性について、また私たちが求める言語研究者のあり方、視点につ
いて、教育実践者の立場からお話したいと思います。

