第 8 回大会発表者の氏名・テーマ・要旨
2 月 2 日(日)
[発表]
1. 傅梦菊(筑波大学・院)
テーマ：心理的「VNする」と「VNがする」について
要 旨：心理表現を表す「予感、意識、実感」等の漢語サ変名詞は「する」とも「がする」とも結びつける。両者はどこが違うのかに関して非常に興
味があり、考察を試みたい。本発表では BCCWJ を利用して心理的「VN する」と「VN がする」について検討する。
心理表現は従来多くの面から研究されてきて、心理動詞の特徴と位置づけ（三原 2000）、動作動詞の繋がり（吉永 2008）、人称性とモダリティ（金
水1991、柳沢1992 等）、認知言語学や文機能の立場からの研究（大槻2014、山岡1998・1999・2002）など、非常に豊かな成果が収められたといえ
るが、具体的な表現についてもまだ議論する余地があると考えられる。
本発表の研究対象となるVNは「予感、意識、実感、錯覚、印象、感覚、直感、動悸」である。コーパスで調べてみれば、「実感する」と「意識する」
は意向形で使われるが、他の語は意向形で使われない。この意志性にも関わり、「実感がする」と「意識がする」の例文数は最も少ない。また、ル
形に関して、「VNする」はほとんど未来を表しているが、「VNがする」のほうは基本的に現在を表す。この点においては、「VNする」は動作動詞に
近いが、「VNがする」は状態動詞的な傾向が見られる。しかし、アスペクト形式、継続性、瞬間性等の面において、「VNがする」は状態動詞から離
れている性質がある。山岡（1998・2002）では、「予感する」を感情描写動詞で、「予感がする」を感情表出動詞として扱われているが、時制や人称
の制限などがあるため、説明しきれないところがある。本発表は、アスペクトと表現形式、意味的制限という三つの角度から、「VNする」と「VNがす
る」の違いを明らかにしたい。
2. 叶琼（上海師範大学)
テーマ：通言語的観点から見た日本語目的節のストラテジー
要 旨：主節の意図を表す目的複文（purpose clausse）はどの言語にも存在するが、動詞の形式から見れば、限定動詞文（fully finite or balanced）、
非限定降格動詞文（deranked）と動詞連続構文(serial verb)の三種類に分けられる。日本語の目的節を表す基本的な形式は「ために」「ように」「に」
である。今までは「ために」、「ように」の意味的特徴や使い分けを中心に、数多くの研究がなされてきたが、通言語的観点から日本語の目的節全
般を視野に入れて論じるものが多くない。本稿では「移動とそのの目的」の特別な取り扱い、複文における「意志の介在の有無」に焦点を当て、通
言語的なデータを観察しながら、多様性とともに、目的節における通言語的共通点を探るものである。さらに、それを踏まえて、中国語目的表現と
の対照を行い、主節の目的を表すにあたっての両言語のストラテジーや優先序列の相違を確認する。結論としては、個々の言語は一つのまとま
った全体性のある構造を持ったもので、日本語目的節の概観から通言語的な共通点が見出されると同時に、言語内部の協調性も証明されてい
る。
3. 凌飛(専修大学・院)
テーマ：共通語における「じゃん」についての一考察
要 旨：「じゃん」は静岡県から横浜に伝わり、更に東京に入ったという。本研究においては、方言としての「じゃん」ではなく、共通語における
「じゃん」について考察する。周知のように、「じゃん」は否定疑問文の「（の）ではないか」と用法が似ており、類似表現といっても過言ではない。
例えば、用例(1)の文を用例(2)のように言い換えができる。
(1)（思いかけず山田さんに会って）山田さんではないか。
(2)（思いかけず山田さんに会って）山田さんじゃん。
しかし、「じゃん」は「(の)ではないか」と完全に重なるわけでもなく、役割も異なる。本研究においてはまず、「じゃん」の実態調査として、職場コ
ーパス、日本語話し言葉コーパス（CSJ）、日本語日常会話コーパス（CEJC）という３つの話し言葉コーパスに加え、書き言葉である現代日本語書
き言葉均衡コーパス(BCCWJ)を利用して行う。そして、「じゃん」の使用実態を把握した上で、コーパスから収集した用例を分析し、「じゃん」の用
法と担う役割を明らかにする。
4. 賈兆昆(清華大学・院)
テーマ：日本語における「Lに＋NPが＋Vている」構文と動詞の容認度に関する一考察
要 旨：従来の日本語研究において、存在文、または存在表現は「ある」、「いる」を述語とする「に−が」構文：「L（存在場所）に＋NP（存在主体）が

1

＋ある／いる」構文とされている（寺村(1984)、森山(1988)、西山(1994)等）が、筆者が実際に『現代日本語書き言葉均衡コーパス中納言』で検索し
た結果、「ある」、「いる」を除き、ほかの動詞がこの構文の中に入り、事物の存在概念を表す例が見られる：
(1)チュムのそばの青白い雪の上に三匹の犬がすわっていました。
(2)入口の左のベッドに黒田さんが寝ていた。
(3)かつての築地川の川底には現在、首都高速道路が走っている。
この「L に＋NP が＋V ている」構文は最初存在表現「L に＋NP が＋ある／いる」と区別され、多くの研究がなされていなかったが、最近では両者
を関連付け、「L に＋NP が＋V ている」構文を存在構文の一種として扱う研究も見られる。野村（2003：3-5）は「テイル」の存在様態性を強調し、こ
れらの文は単純に存在を表しているわけではなく、存在しているときの様子、すなわち「存在様態」をも表していると論じ、「L に＋NP が＋V てい
る」構文を「存在様態文」と称じている。于康（2006：2）では、日本語の存在構文をある場所にある物事が存在するという物事の存在を情景描写とし
て捉える文と定義し、場所格「L に」が必須項であることを強調し、「L に＋NP が＋V ている」構文を存在構文として認めている。趙（2011：36-40）
は、「L に＋NP が＋V ている」構文の意味を「存在＋α（存在様態）」と分析し、日本語存在文の一種として位置づけ、「様態存在文」と称じている。
趙（2016）は趙（2011）を踏まえ、日本語の「に−が」構文を対象として、構文の意味、動詞項の意味、名詞項の意味の関連を論じている。
野村（2003）、于康（2006）、趙（2011、2016）は「Lに＋NPが＋Vている」構文を存在表現の一種として位置づけ、「Lに＋NPが＋Vている」構文と
動詞の「ている」型の意味に関する考察を行ったが、この構文に入れる動詞が同一視され、構文の意味と動詞の意味の容認度の違いに関して、
十分な考察が行われたとは言えない。筆者は野村（2003）、于康（2006）と趙（2011、2016）に従い、「Lに＋NPが＋Vている」構文が存在主体の存
在概念と存在様態（存在しているときの様態、情状）を同時に表す存在構文の一種として位置付け、動詞のテイル型が表す存在様態性及び構文と
動詞の容認度の違いに注目している。実際のコーパス調査を通じて、「ある」、「いる」以外の動詞の一部がこの構文に入れることが分かり、まだそ
れらの動詞が「Lに＋NPが＋Vている」構文と結びつける例文数には大きな差も観察されている。この差により、「Lに＋NPが＋Vている」構文と動
詞の容認度の違いが反映され、構文に入れる動詞のさらなる相違点を提示している。Gries & Stefanowitschが開発したcollostructional analysis
（Stefanowitsch & Gries（2003），Gries & Stefanowitsch（2004），Gries et al.（2005,2010））はコーパス調査のデータを使い、特定の構文と語彙の
collostructional strengthを計算し、その結果を具体的な数値と表示することができる。本文はコーパス調査を実施し、collostructional analysis
（Stefanowitsch & Gries（2003），Gries & Stefanowitsch（2004），Gries et al.（2005,2010））を用いて「Lに＋NPが＋Vている」構文と特定の動詞の
collostructional strengthを計算し、結果数値を判断基準として、「Lに＋NPが＋Vている」構文と動詞の容認度の違いをより詳しく考察し、「Lに＋NP
が＋Vている」構文の意味特徴と動詞項の部分生産性（partial productivity）の分析を試みる。
5. 趙 金昌 (筑波大学・院)
テーマ：対象の移動を表す他動詞の日中対照研究――アスペクトの視点から――
要 旨：上野・影山（2001）は「ある物体が「動く」あるいは「移動する」というのは、時間の推移とともにその物体が位置を変えていくことであり、そ
のような状況を表わす動詞」を「移動動詞（verbs of motion）」と呼ばれる。移動動詞に関して、これまで数多くの研究が行われてきたが、中国語に
せよ日本語にせよいずれも移動を表す自動詞に重きを置いている。実際に、他動詞も移動を表すことができる。もし主語の位置にある動作主と対
象が移動体と見なされ、「何が移動している」かを判断する基準とすれば、目的語の位置にある対象も移動体と見なしてよかろうと于康（2012）が指
摘している。松本（1997）も同じ見方を持っている。例えば、婦人は掛け軸を箱に入れ、押入れに保管していた。（松本 1997）救灾物资迅速发往灾
区。（CCL 语料库）のように、目的語の位置にある「掛け軸」と「救灾物资」は移動体であると見なされる。本発表では、中国語と日本語における対
象の移動を表す他動詞を収集し、これらの動詞にアスペクトマーカーをつけて「V＋テイル」と“V＋着”の形で動作の継続か状態の継続か、それ
とも動作と状態の継続両方とも表すかによって、集めた動詞を三つのグループに分け、それぞれの構文特徴や相違点を明らかにすることを目的
とする。
6. 刘 胭脂 (上海外国语大学)
テーマ：極限のとりたて助詞と“（連）～都/也”の対照研究
要 旨：日中両言語には極限を表す手段が多くて、似ている部分もあれば、完全に異なる部分もたくさんある。例えば、
（1）それは丑松の身に取って、最も楽しい、又最も哀しい寺住の一夜であった。（三島由紀夫『金閣寺』）
（对丑松来说，自从住进寺院以来，这是他最愉快而又是最痛苦的一夜。）
（2）秦恺那还挂着汗珠子的脸上羞得发红，摆着手说：“您可别夸了，我比你们落后了十万八千里。 （浩然《金光大道》）
（秦愷は汗びっしょりの顔を赤らめ、大きく手を振った。「いやいや、とんでもねえ、あんたらに比べりゃ、わしなんぞはるかに遅れてまさあ。」）
(1)日本語「最も」と中国語の“最”は両方とも副詞で極限の意味を表し、それぞれ形容詞「楽しい」「悲しい」と“愉快”“ 痛苦”を修飾する。(2)中国語
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の「十万八千里」は数量詞で、具体的な距離を表すことではなく、誇張法を用いて、相手との差が極めて大きいという意味を表す。それに対応す
る日本語は数量詞の「十万八千里」ではなく、「程度の差がはなはだしいさま」を表す形容動詞「はるか」が用いられている。
本稿では以上のような副詞や修辞法については触れなく、極限を表すとりたて助詞「さえ（でさえ）」「すら（ですら）」「まで」「も」「でも」と中国語
の“（連）～都/也”の対照研究をしてみたい。
徐(1993、1998)は「さえ」と「都」、「も」と「也」の対応について検討した。李（2014）は「都」と「さえ」「まで」「も」「でも」を中心に中日対照研究をした。
呉（2015）は「さえ」「まで」「も」と中国語の“連～都/也”を中心に考察した。以上の先行研究は中日極限表現の対照研究に示唆を与えたが、徐
(1993、1998)、李(2014)ではただ「都」に注目し、“連”の役割が無視されたようである。呉（2015）では統語論、意味論、焦点における「さえ」「まで」
「も」と“連～都/也”の対照研究がされたが、基本的にはとりたて助詞の特徴で中国語の“連～都/也”を分析した。日本語と中国語の類型的な特
徴が言及されていない。本稿では先行研究を踏まえ、以下のような内容について検討する。
(Ⅰ)統語論における“（連）～都/也”と極限を表すとりたて助詞の対照
(Ⅱ)意味論における“（連）～都/也”と極限を表すとりたて助詞の対照
(Ⅲ)語用論における“（連）～都/也”と極限を表すとりたて助詞の対照
7. 時衛国（山東大学）
テーマ： 始動局面の対照研究11:40-12:05
要 旨：本研究は、動作プロセスの最初段階である始動局面について対照研究の立場から考察しようとするものである。始動局面を表わす動詞につ
いての対照研究はすでに行われているが、まだ明らかにされていない言語事実もあり、さらに深く掘り下げて考察する必要があると考えている。
本研究は、始動局面を表わす“开始＋動詞”と＜動詞＋ハジメル＞という構造について、これまでの研究を踏まえながら、両言語の始動局面の
表現とその文法的制限などを考察し、両言語の共通点と相違点及びそれぞれの文法的特徴を究明することとする。
8. 彭広陸(陝西師範大学)
テーマ：ポライトネスのストラテジーとしての「くりかえし」をめぐって――中日のあいさつ表現を中心に
要 旨：「くりかえし（反復）」というのは、普通発話行為の反復を指すことが多いが、発話行為の所産としての言語形式の反復を指すこともある。そ
の本質的な意味機能が「強調」とされるのが普通である。一方、「くりかえし」は、ポライトネスのストラテジーとして機能している場合もある。
本発表は、実例を通して中日両語のあいさつ表現に見られる「くりかえし」を考察することにより、ポライトネスのストラテジーとしての「くりかえし」
の使用実態を明らかにすることを目的とするものである。
9. 呉大綱（上海外国語大学）
テーマ：『日本学研究叢書第七巻汉日语言对比研究』の序「中日比較対照言語研究のありかた」を解釈して
要 旨：この本はまだ出版されていないが、僭越ながらその巻頭にある小生の執筆した序の部分をここで解釈してお見せしたいと思います。
まず、その中で、小生は次のように述べております。
中日比較対照言語研究は、研究者の立場によって四種類に分けられると思う。中国人の立場に立つ二種類と日本人の立場に立つ二種
類、合わせて四種類があるのではないだろうか。さらに中国人の立場には日本語出身の研究者と中国語出身の研究者に分かれるし、日本
人の立場には中国語出身の研究者と日本語出身の研究者とに分かれると思われる。立場が違いえば、研究の視点も違うし、その中身も違
う。しかし、その四種類の研究者が揃うと、その研究内容がより豊かになり、ほとんどすべての領域に網羅的に行うことが出来、最も理想的
だと思ってならないのである。
また、研究者の立場の違いに相応して、研究領域に対する名づけ方も当然異なってくる。たとえば、日本語研究をメインにして中国語を
傍証的に扱う研究領域を日漢比較対照言語研究といい、逆に、中国語研究をメインにして日本語を傍証的に扱う研究領域を漢日比較対照
言語研究といった方が、その研究の立場と中身がわかりやすい。実際、並立的な立場に立つ研究がありえないのではないだろうかと思う。
その他に、国籍の立場による分類もある。たとえば、今の場合は、呉は中国人だから、「中日比較対照言語研究」といい、高橋弥守彦先生
は日本人だから、「日中比較対照言語研究」といっているが、一向構わない、と思う。
また、われわれがやっているのは「比較言語学」なのか「対照言語学」なのか、見方が必ずしも一致しているわけではない。たとえ「比較
言語学」を「主として印欧語やアルタイ語系統など同一系統の言語を通時的に研究し、その源流と体系を明らかにする学問である。」と定義
していいとしても、「対照言語学を個別言語学を基礎とするが、共通の基盤を設けることにより、２種類以上の言語間の関係を明らかにする。」
と定義していいとしても、中国語言語学の立場に立てば、“对比语言学”の一つにまとめる以外に方法がないわけである。実際、この論文集
を眺めてみれば、分けないほうは都合がいいし、分けなくてもいいと思うので、タイトルを「比較対照言語研究」にしている次第である。
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ところで、比較対照言語研究とは、以上のような立場を踏まえて考えてみれば、実に内容豊富で実り多く期待できる研究だと感じられる。この論
文集に載せる予定の論文の数々を眺めてみて、いっそうその信念が強くなる。研究分野はいろいろであり、研究視点もさまざまであるため、うまく
まとめてみれば、中日比較対照言語研究の全貌を垣間見ることができるのではないだろうかと心を躍らせてくる。
ここでは、便宜上、上述した四種類の研究者を、中国人の立場に立つ日本語出身の人をＡ類、日本人の立場に立つ中国語出身の人をＢ類、日
本人の立場に立つ日本語出身の人をＣ類、中国人の立場に立つ中国語出身の人をＤ類と称しておく。（ここでいう「立場」「出身」というのは、それ
ぞれ｢ネーティブ｣「大学時の専攻」と理解してよい。）一覧表を作っておく。
ジャンル 執筆者氏名 国籍

テーマ

A

于 康

中国 「目的語残存受身文」における目的語残存の条件について―中国語との対照という視点から―

A

楊 凱栄

中国

日本語と中国語の使役における違い

A

続 三義

中国

日中音声対照研究

A

張 威

中国

対照言語学の有効性と「示唆指向型」対照研究の試み―結果可能表現のメカニズム の解明をめざして―

A

曹 大峰

中国

対訳コーパスによる中国語と日本語の対照研究―利用モデルと可能性―

A

林璋

中国

中日両言語における動作主主語受動文

A

王 学群

中国

日中対照比較の観点から見た否定文―肯定・否定の対称と非対称を中心に―

A

張 岩紅

中国

動態助詞“过”と対応する日本語表現について

A

王 忻

中国

学習者の誤用からの対照研究

A

修 徳健

中国

名詞成分畳語形式の文法的意味の中日対照―複数作用をめぐって―

A

王 亜新

中国

名詞述語文の研究

A

呉 大綱

中国

連語構造と文の内部構造

B

荒川清秀

日本

日本語と中国語

B

讃井唯允

日本 日本語・中国語・ロシア語アスペクトの対照研究

B

杉村博文

日本

B

山田瑠璃子 日本 日本語から見た現代中国語の二音節形容詞―状語と補語の変換を中心に―

B

高橋弥守彦 日本 中日対照関係から見る“过＋空间词”について

C

井上 優

日本 日本語と中国語の省略疑問文｢α ハ？」“α 呢？”

C

定延利之

日本 数の一致をめぐる言語差をどうみるか？

C

森山卓郎

日本 過去表現における想起・発見と状態継続性―状態＋タと「来着」―

中国語と日本語における叙述基点切り替えの対照研究―全体と部分の関係を例に―

以上、中国人12名、日本人8名という構成なのだが、いささか残念なのは、D類の人はいない。
[特別講演]
(1) 鈴木康之(大東文化大学名誉教授)
テーマ：語りコトバの重要性
(2) 王亜新(東洋大学)
テーマ：命題とモダリティの視点から見る“怎么”の意味分化とその周辺
要 旨：疑問詞“怎么”は「方法」と「原因」という異なった意味を表しているが、その意味分化は話し手が命題に関する主観的立場
（モダリティ）の違いに関わっている。一般的に「方法」を表す“怎么”は命題を真とする立場から命題となる事象の実現・経過に関心
を持つのに対して、「原因」を表す“怎么”は命題の真偽を問う立場から事象判断の形成と根拠に関心を向けている。そのため、同じ事
象でも話し手の主観的立場の変化により「事象命題」と「判断命題」といった性質の異なった命題に分かれて、“怎么”の意味分化をも
たらしたのである。その点において“怎么”に伴う文末形態“的・了・呢”の使い分けにも深く関わっていると考えられる。
プロフィール
东洋大学社会学部教授、文学博士
研究分野は中国語学、日本語学、日中対照言語学、特に名詞述語文を中心とした構文形態と意味機能に関する日中対照研究に興味を持つ。
(3) 続三義(東洋大学)
テーマ：日中翻訳に寄せて
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要 旨：日本語学習を生涯の課題とする者として、日本語をいかに理解し、いかに中国語に直していくべきかを、近年特に求め続けてきた。
ここで、日中翻訳に際して、日本語の意味の理解、中国語訳の表現、日本語に関する中国語での説明、その中における問題点などについて、
川柳をはじめ、俳句、短歌（和歌）
、そして文学作品、最後に『天声人語』などの中から１例ずつ挙げ、自分なりアプローチを示す。
例えば、文学作品として、中国で出版されている数冊の翻訳の教科書に載っている有島武郎の『生まれいずる悩み』の中の次の一節、そ
の中の「頭巾のついた黒っぽい外套を着て」の中国語訳“他披着一件黑斗篷，蒙着头巾”について、日本語の意味理解と中国語表現の問題
点を解明する。
頭からすっぽりと頭巾のついた黒っぽい外套を着て、雪まみれになって、口から白い気息をむらむらと吐き出すその姿は、実際人
間という感じを起こさせないほどだった。/他披着一件黑斗篷，蒙着头巾，满身积雪，嘴里呼哧呼哧的吐着白气。这副模样几乎使人觉
得他不像个人。
プロフィール
北京外国語学院（大学）アジア・アフリカ語学部日本語学科卒業。
東京外国語大学外国語学研究科日本語学専攻終了、同文学修士。
北京外国語大学卒業と同時に同学で教師となり、講師、副教授、教授を務める。
20 世紀 70 年代後半から 90 年代半ばまでは、中国人に対する日本語教育に努め、その後日本人に対する中国語教育に携わる。日本語動詞
のアスペクト研究をはじめ、日本語教育における日本語の音声（発音）
、語彙、文法の研究、そして日本人に対する中国語教育の視点から、
日中対照言語学的な音声、語彙、文法研究、特に日中翻訳研究、中日辞典の『実用漢日詞典』などの編纂に力を注いできた。
(4) 高橋雄一(専修大学)
テーマ：形式語「もの」「こと」の文法と意味――日本語教育の観点から
要 旨：現代日本語において、「もの」と「こと」という語は、基本的な語彙として広く使われるだけでなく、いわゆる複合辞として、「（一
般的な傾向として）学生は勉強するものだ」「（個別の事態に対する助言として）試験に合格したければ勉強することだ」のように独自
の意味・機能を持つ文法的単位を形成する元にもなっている。このような語彙的な側面と文法的な側面は連続的であり、その間には
「学生達が奨学金を希望する理由は、研究で忙しく、アルバイトができないというものだった」のように、抽象的な「理由」という語を「も
の」を被修飾名詞とする連体節で言い換える用法や、「私は家族のことをよく思い出す」のように、「こと」に様々な意味を含ませる用
法がある。本発表では、筆者のこれまでの研究に基づき、上記のような記述的研究の観点に加え、第二言語としての日本語の文法
習得研究の観点から、中国語及び韓国語を母語とする日本語学習者の使用データを母語話者の使用データと対比させることによ
り、学習者にとって習得のしやすい表現と習得のしにくい表現があることを観察する。このような一連の研究をもとに、「もの」「こと」に
よる表現について総合的に考察する。
プロフィール
所属等：専修大学文学部日本語学科 教授
専門分野：現代日本語の文法、日本語教育
経歴：東京外国語大学大学院博士課程 単位取得満期退学。博士（学術）
。2008 年より現職。1990 年代後半から国内外での日本語教育機関
での日本語教育の経験がある。
主な論文：
・(2018)「複合辞の「ものだ」と「ことだ」について ―形式語としての「もの」
「こと」の観点から―」
，藤田保幸・山崎誠(編)2018『形式
語研究の現在』和泉書院
・(2019)「形式語「こと」の日本語学習者による習得について」
『専修人文論集』104 号

［発表］
10. 小路口ゆみ(跡見学園女子大学・非)
テーマ：中国語における“把个”構文の意味及び変遷について
要 旨：
“把个”構文は一つ特別な“把”構文であり、例えば、
“怎么忽然把个晴雯姐姐也没了。
”のような文である。この種類の“把”構文
の構造は「名詞１＋把＋个＋名詞２＋動詞＋その他」である。本発表ではこの種類の“把”構文を“把个”構文と名付けて、その構文構造
は「名詞１＋把个＋名詞２＋動詞＋その他」である（
「名詞１＋把＋“一个”＋名詞２＋動詞＋その他」構文を除く）
。先行研究では、前例
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である“怎么忽然把个晴雯姐姐也没了。
”の意味は決して“晴雯”を“没”させたではないが、
“晴雯姐姐也没了”によって、話者は被害さ
れたという表現である。本発表では《儿女英雄传》
（111 例）
、
《红楼梦》
（27 例）
、
《儒林外史》
（12 例）
、
《老残游记》
（1 例）
、
《骆驼祥子》
（2
例）
、
《人到老年》
（1 例）等の言語資料の“把个”構文（合計153 例）を調査・分析し、これらの“把个”構文の意味を分類し、被害のみで
はなくて、順接でもあり、逆接でもある。さらに“把个”構文の1700 年から1991 年の間の変遷についても、述べたい。
11. 畢 文涛 王天予 (北京語言大学東京校)
テーマ：実例で説明する中国語文法指導テクニックの応用―「才」と「就」を例にして―
要 旨：日本の大学では、英語の次は中国語の受講生が一番多いと言われ、中国語学習がブームと言えるこの十数年、学習側の状況は以前より
大きく変化してきた。第二外国語として選択する履修者が増えるほか、専攻として中国語学科を設ける大学も増えてきたと見られる。その背景には、
中国語教育の先鋒と言われた北京語言大学は 2015 年に東京校を設立した。中国語教育を専念とし、中国の大学教育を海外に導入した有数の成
功例と見られた。
本稿では、2015年から現在に渡って北京語言大学東京校で実施した初級中国語学習者を対象とした文法授業における直接法任務型授業の
試みについて報告する。中国語教育における教育重点、従う教授法及び現場指導テクニックの応用を実例で紹介する。
中国語文法の教え方としては、「対比法」「挙例法」「等式法」「置換法」「情景法」「演出法」「翻訳法」「イラスト法」「発見法」「類推法」などのテク
ニックが応用できる。本稿は多くの初級日本人学習者が戸惑う時間副詞「才」と「就」を例にして、日本人学習者の誤用した要因をまとめた上、語意、
構文規則と使用場面の三つの教学プレートで、誤解を避け、正解に導く有効的且つ効率的な教え方を検討する。また、北京語言大学本校のモデ
ル授業と東京校における実践との対照を通して、日本人学習者の特徴を明らかにし、それに応じる有効的な指導法を提案する。そして、受講者
の学習状況と効果を基に本実践の結果と課題について考察する。
本稿の最終目標は日本における最適な大学中国語教授法を定めるということを目指して、教育者の養成とスキルアップのほか、重要な参考
資料として教材への反省、指導効果の量り方を検討することにも貢献したいと思う。
12. 高橋弥守彦（大東文化大学名誉教授）
テーマ：中国語の補語について
要 旨：中国語の補語は一般に3 類から6 類に分類されている。さらに細かく分類する研究者もいる。筆者は補語の定義を明らかにするこ
とにより、先行研究と実例を分析し、補語を［表 1］のように分類する。筆者の分析によれば、補語は運動のある動詞や形容詞の後に用い
て、それらの意味的な一側面を表す。この定義に従えば、補語は［表1］のように大別できる。
［表1］補語の体系
結果補語“长高、吃剩了半碗饭”
機能義補語
補語

趨向補語“拿出一封信、捞上来一条鱼”
程度補語“贵得很、疼得厉害”
状態補語
様態補語“乱得难以下脚、说得大家都笑了起来”

補語は大別すると二類（機能義補語、状態補語）に分かれるが、それらを下位分類すれば4 類（結果補語、趨向補語、程度補語、様態補
語）に分かれる。

2 月3 日
［発表］
1.

孫 宇雷（中山大学）

テーマ：「スル」＋「テモ」形式及び関連表現の連続性についての研究―参照点モデルの視点から―
要 旨：本研究は、「スル」＋「テモ」関連表現を取り上げて検討した。具体的には「トシテモ」「ニシテモ」から、「ニシロ」「ニセヨ」などにかけて研究
考察を行った。参照点モデルを利用し、参照点モデルの三つの要素、認知主体（C）、参照点（R）と認知目標（T）から、それぞれの表現の認知過
程を分析し、イメージスキーマも検討してみた。を結論として、以下の三点が明らかにされた：「トシテモ」は指向性が強い。いわゆる心理的走査
が認知過程において不可欠な一環と思われる。認知主体は起点から終点まで、正から逆まで、横の軸の任意な点から出発しても、同じ目標（結
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果）に導かれる。「ニシテモ」は回帰性が強い。どちらの方向へ指して走っても、最後は戻っている、という性格が分かった。「ニシテモ」の回帰性
は、真理的回帰性と定義していく。「ニシロ」「ニセヨ」は、総括的な表現と思われる。「トシテモ」のイメージスキーマに類似しているが、「トシテモ」
の単一的な指向性と異なり、起点から終点まで、正から逆にかけて、総括的に例示しているこおが明らかにされた。
2. 孟 慧（専修大学・院）
テーマ：事実条件文の述語動詞に関する調査と考察
要 旨：現代日本語の条件文には、過去に1回の事態が成立したことを意味する場合がある。このような条件文を事実条件文という。事実条件文
は「たら」「と」によって表されるという。日本語記述文法研究会（2008）では、事実条件文は「連続」「きっかけ」「発見」「発現」という4種の用法に分け
られている。また、豊田（1978）では、接続助詞「と」について機能によって用法を分類している。事実条件文にあたる用法は、前件と後件の述語動
詞について考察が行われている。豊田氏は「と」形式の事実条件文の用法や特徴を詳しく述べているが、「たら」形式の考察が行われていない。
筆者は最近の研究で、豊田氏の論を踏まえ、『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）コーパス検索アプリケーションの『中納言』を利用し
て「連続」と「きっかけ」用法の「と」と「たら」形式の事実条件文における前件と後件の述語に対して考察を行った。本研究は、これに引き続き、「発
見」と「発現」用法の事実条件文について調査し、４種全てについて考察を行う。特に述語に現れた動詞に注目し、前件と後件に現れる述語の数
量的分布と意味的な性質の傾向を分析して「と」と「たら」文の違いを検討する。
3. 曹 銀閣 (上海外国語大学・院)
テーマ：推量表現「のだろう」の確信度に関する考察
要 旨：従来、「のだろう」という形式の性質は、「だろう」と区別なく推量をあらわすととらえてきた。両方とも文レベルの表現意味において、「想像・
思考といった間接的な認識を通してその事柄の真偽を判断すること」であるが、 「ダロウ」= 「観念上の推量」、「ノダロウ」=「実体に即した推量」と
考えられている（中畠1997）。
主体が事柄の真偽・可能性に対する推量は、判定の過程のなかにおかなければならない。ここで、主体が判定の内容にどの程度の確信を込
めて表すかによって、確信の度合いが違ってくる。つまり、判定の過程は主体の主観的なものであって、判定の根拠の確実性によって推量内容
の確信度が違う。これは、テキストにおいては著しくあらわれることになる。
本稿は、「のだろう」を「のだ」の推量形式としてとりあげ、「のだ」の「説明」と「だろう」の「推量」との両方の性格をもっていると考える。具体的なテキ
ストにおいて、「のだろう」の表現形式があらわす内容が、前後文と関係づけて、意味の度合いを考察し、推量内容の確信度を明らかにしようとここ
ろみる。
4. 魯 美玲 (上海外国語大学・院)
テーマ：日本語の無主語文の本質―中国語との比較を兼ねて―
要 旨：日本語の主語は必ずしも文の表面上に顕在しない。これは、日本語の特徴とされることの一つとして今まで様々な議論が行われてき
た。その前に、そもそも日本語に「主語」という概念を認めるべきではないと主張する三上章の「主語廃止論」なども取り上げなければならない。一
方、中国語言語学界においても“台上作者主席团”文を中心に主語の特定は意味中心に行うか位置中心に行うかのいわゆる意味主義と位置主義
とのあいだに論争が交わされてきた。この問題を取り扱う本稿ですが、日本語の文の表面上に主語が現れないものにどんなものがあるか、それ
に日本語話者のもののとらえ方や主観性などがどのように関与しているか、また日本語のどうなような特徴を裏付けているのか、そしてそれらが
中国語においてはどうなっているのかといったことを先行研究を踏まえたうえで、改めて考えてみたい。日本語の無主語文の背後にはやりもらい
表現や、敬語表現などのほかに端折り文、名詞述語文、知覚構文などの存在が挙げられる。日本語と中国語の同じ現況を比較してみると、その根
本には両言語のもののとらえ方などの違いがあり、そしてそれがほかのさまざま言語現象とも連続性を見せているのは非常に興味深い。
5. 王 棟 (東京外国語大学・院)
テーマ：なぜ中国語を母語とする日本語学習者は日本語の文章を読めないのか ー母語の読解経験に注目する場合ー
要 旨：読解は外国語学習において不可欠な言語活動であり、そして外国語の読解能力はその言語で書かれた情報の収集力・理解力・編集力
に影響を与えている。しかし、中国語母語話者の日本語学習者の読解について日本語教育現場に携わる教師から「一文一文の意味は理解でき
ているが、文章の全体的な内容が十分に捉えられていない」、「読解力不足で進学や研究に支障をきたしてる」といった声がしばしば聞こえる。
このような読解力不足という問題については、今まで様々な視点から議論されてきた。しかし、母語での読解経験からくる影響についての議論
は少ない。
そこで、本研究は中国語母語話者の母語での読解経験からの影響という視点から、中国における国語読解教育を調査し、中国語母語話者を対
象にする日本語教育への示唆を考える。調査にあたっては、中国の大学入学共通テストである「全国普通高等学校招生入学考試」の読解問題を
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標本として、11年間分の試験問題（約11万字）を調査した。文章内容・文章構造・問題文類型を考察した結果、「論説文の主張・根拠を見極める情報
理解力」、「論説文を理解した上で、論理的に整理する情報編集力」、「文章内容を批判的に読む批判的思考力」が要求されていないことがわかっ
た。これらのことは、中国語母語話者を対象とする日本語読解を指導する際には、学習者の既有読解スキルを考慮し、場合によって読解スキルの
リメディアル教育を行う重要性を示唆しているのではないかと思われる。
6. 孫逸（筑波大学・院）
テーマ：日中「笑い」オノマトペの使用実態について
要 旨：本稿では、
「笑い」を表現するオノマトペについて、日本語側と中国語側の使用実態をコーパスでそれぞれ調査し、両言語における
オノマトペの各用法をまとめる。
日本語におけるオノマトペの語数は中国語や欧米語におけるそれに比べて 3 倍から 5 倍ほど多いと指摘されているが、意味範囲を限定
すれば、特に多用される感情表現を研究対象にすれば、日本語オノマトペと中国語オノマトペの語数と使用上の差異がどれほどになるかに
ついて、実際にオノマトペを辞書から抽出し、それらがコーパスでの使用実態を把握する。加えて、
「笑い」に関するオノマトペがコーパス
で現れた用例を利用し、日中オノマトペの用法のバリエーションを検討し、その割合も考察する。さらに、用例で現れたオノマトペの意味
変化・意味拡張の用法について、日中オノマトペの相違を対照する。
本稿は、日中「笑い」オノマトペの使用実態を調査した上、語構成・文法的用法・意味変化などの観点から、日本語と中国語における「笑
い」オノマトペの特徴を捉え、日中オノマトペの相違点を全体的に把握することを目指すものである。
7. 段 啓雲（上海外国語大学・院）
テーマ：場所格「に」と「で」について
要 旨：日本語学習者が場所格の「に」と「で」をしばしば誤用した原因を究明するために、場所格の「に」と「で」の構文を検討した
い。本稿は「～に～がある／いる」というような存在構文を除き、「ある·いる」以外の動詞を含んだ「～に～が～」と「～で～が～」
の二つの構文パターンを考察の対象とする。「に」と「で」がガ格主語や動詞とどのように関わっているかを明らかにしてみたい。特
に、ガ格主語の意志、コントロール、有生性などが「に」と「で」の選択に関わっているどうかを考察してみたい。「に」の構文におい
て、ガ格主語や動詞がどのような特徴があるか、「で」の構文において、ガ格主語や動詞がどのような特徴があるかについても究明して
みたい。そして、場所格の「に」「で」と相応する中国語の“在”にも少し触れて考察してみたい。
8. 朴 仙灵（鄭州大学）
テーマ：空間の起点を表す格助詞ヲとカラの違いについて
要 旨：
『YUK タグ付き中国語母語話者日本語学習者作文コーパスver.7』のデータをみると、学習者が格助詞カラとヲを誤用するのは、以
下のよう場合である。
(1)大学（×から→○を）出てから、俺はもう男になった。
(2)残りはただ一学期、いや、実はたった三か月、今から三ヶ月後、私はこの大学（×から→○を）卒業することになる。
（YUK タグ付
き中国語母語話者日本語学習者作文コーパスver.7）
つまり、学習者は空間名詞と移動を表す動詞（抽象的移動も含む）が結合する場合、カラ格とヲ格が表す言語意識やニュアンスなどは
配慮せず、カラを用いてその出どころを標識する傾向があるが、これは学習者が両者それぞれの特徴をはっきりしていないため、起こる
誤用だと思われる。よって、本稿では、先行研究を踏まえたうえで、コーパスに基づき、両者の違いについて考察したが、その結果は次
のようである。空間の起点を表すヲは、対象への働きかけという本質的意味がそこに貫かれており、この意味用法に作用しており、ま
た、経路においての移動の継続も含んでいるが、そのイメージはカラより強くない。これに対し、カラは単なる空間の起点を示す一方、
起点から終点までのベクトルにおける移動の継続、というイメージも強い。同じ空間の起点を表しているとしても、ヲ格とカラ格が違う
言語意識やニュアンスを伝えている根本的な理由は、両者の異なっている本質的意味に由来したものであると考えられる。日本語学習者
が格助詞ヲとカラの本質的意味を理解した上で、この両者の違いをよりよく把握できればと思う。
9. 范 寛(清華大学・院）、趙蓉(清華大学）
テーマ：授受表現「NP1にNP2をもらう」における格助詞「に」のメカニズム
要 旨：授受表現「NP1 にNP2をもらう」における格助詞「に」の意味用法、及び「から」との使い分けに関して、疑問を持っている人がい
ると思われる。
「私は母にマフラーをもらった」のように、
「マフラー」移動の起点とした「母」は「から」のほか、よく格助詞「に」で表
されている。関連した言語現象として、
「NP1にNP2を借りる」
、
「NP1にNP2を教わる」
、
「NP にV れる・られる」などが挙げられる。先行研究
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は、格助詞「に」の意味用法について、動作主説（柴谷1978、森山2005 など）と着点説（池上1981、堀川1988、菅井2000 など）の二つ
に分けられる。本稿では、2 説の有効性を検討した上、話者の主観性を重視して場面の違いも考えに入れ、格助詞「に」のメカニズムを解
明してみたい。
山梨（1993：43）では、同じ事象に対して、認知の違いによって異なる格助詞が使われると述べている。この観点に基づき、同じ事象
から「私は母にマフラーをもらった」と「私は母からマフラーをもらった」が成立可能であるのは、「母」を「動作主体」と「起点」の
両方で解釈できるからであり、どちらか一方の側面を前景化することによって格助詞が決まると考えられる。また、話者の主観性や具体
的な場面を要因として、一つしか認識できない場合もある。本稿では、「動作主体」がより際立っている場合、あるいる「動作主体」し
か認識できない場合、格助詞「に」が使われると主張している。
10. 郭 帥 (上海外国語大学・院）
テーマ：中国語結果複合動詞と日本語の自他動詞との対照研究
要 旨：中国語において、三種類の使役のタイプがある。語彙的使役（例えば、開けるなど。
）
、分析的使役（
“使”
、
“令”
、
“让”
、
“叫” と
いった使役の意味を示す介詞によって表現される。
）
、また、
“打破窗户”のようなＶ１Ｖ２ 複合動詞構造の結果構文も数多く存在する。これ
を一応形態論的使役と見なす。
“推开”
（押し開けた）
、
“哭湿”
（ 泣き濡らした）の共通点は後項要素の「能格性」である。その前項述語と後項述語が組み合わされる
ことにより、複合動詞全体が「能格性」を持つようになることである。
しかし、
“小说看哭了妈妈。
”
（
「お母さんが小説を読んで泣いた。
」 ）のような後項要素が能格性を持たない「倒置原因型結果構文」とい
われるのもある。
また、
“教会”
、
“看懂”のような典型的な結果構文もある。
では、中国語の結果複合動詞Ｖ１Ｖ２のすべては能格動詞なのか。そして、
使役起動交替だけで判断すればよいのか。
中国語結果複合動詞の能格性をめぐり、中国語結果構文Ｖ１Ｖ２の意味と統語、そして、日本語の結果複合動詞や自他動詞との対照から、
中国語・日本語の類型論的な共通点と相違点を考察する。
11. 許瑶瑶(上海外国語大学・院)
テーマ：中両言語における結果目的語に関する一考察
要 旨：日本語は「O ヲ V」構文、中国語は「VO」構文を使って動詞と目的語の意味関係を表す。しかし、異なった動詞と名詞の組み合
わせはさまざまな意味関係を表せる。例えば動作と対象「ご飯を食べる」
“吃饭”
、動作と結果「家を建てる」
“盖房子”
、動作と道具「鉄砲
を撃つ」
“打枪”などが挙げられる。さらに同一動詞が異なった名詞と共起し、あるいは同一名詞が異なった動詞と共起した場合も異なった
意味関係を表している。例えば、
（1a）
「芋を掘る」
（1b）
「穴を掘る」
（2a）
「ご飯を食べる」
（2b）
「ご飯を炊く」
、
（1a）
（2a）は動作と対象、
（2b）
（2b）は動作と結果を表している。
本発表は動作と結果の意味関係を表す日本語「O ヲ V」構文、中国語「VO」構文を考察対象とする。結果目的語は主体の動作・作用が
直接的に及ぶものではなく、その動作・作用によって結果的に作り出されるものである。論理的には「O 原材料·旧事物をO 结果物にV」
（お米をご飯
に炊く）
「
（把O 原材料·旧事物）V 成/出O 结果物」
（把米烧成饭）という構文であるが、人々の認知によって動作・作用の影響を受ける本当の対象物
が省略され、動作·作用完成時点に初めて作り出された結果産物が目的語の位置に入った。本発表はまず結果目的語の意味特徴について考
察する。そして、中国語先行研究における結果目的語の分類を紹介し、日本語の対応関係を考察する。さらに、日本語では結果目的語の類
に入れたが、中国語では結果目的語と並列した類に位置した同族目的語（例えば：
「歌を歌う」など）について考察したい。
12. 蘇秋韵（大東文化大学・院）
テーマ：動詞“过”の語義分析について―「到達義」を中心に―
要 旨：動詞“过”の語義を説明する際、“过桥”
、
“过河”
、
“过年”
、
“过节”（橋を渡る、川を渡る、年が明ける、祝日を過ごす）などが典型的な
例として挙げられる。このような動賓構造の例をもとに、動詞“过”の語義を「通過」とする研究が多数を占める。例えば、吕叔湘（1999：245）では、
動詞“过”の意味を「（場所）を通り過ぎる」「時間が過ぎる、時間を過ごす」「（ある範囲や限度を）超過する」「（ある処理を）経過させる」の四つに分
けている。丸尾誠(2014:105)は、動詞“过”の基本義を「通過」とする。高橋弥守彦(2005)は位置移動の動詞“过”の基本義を「過ぎる」としている。ま
た、《现代汉语词典（第7 版）》(2016:501)では、動詞“过”の意味を五つに分類し、その中に、
（1）从甲方转移到乙方。（甲から乙へ移す：筆者訳）
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例：过户／过账［名義を書き換える／転記する］
の解釈項目が見られる。“过户”、“过账”の例から見ると「通過義」とするより「到達義」としての解釈がより合理的ではなかろうか。本研究は「到達
義」を表す“过”の用法をについて検討を行い、方言データを参照しながら、“过”の「到達義」を明らかにする。
13. 洪 安瀾（閩南師範大学）
テーマ：中国語の数量名構造について―意味範疇及び発話者視点から―
要 旨：中国語の数量詞について、比較言語学では“一个”などの数量詞を「冠詞」とみなす研究が多く見られる。中国語の名詞句に数量詞を好
んで使うことの説明には、個体化(individualizer)、例示化(instantiation)、顕著化(saliency principle)、輪郭化(profiling)などの示唆に富む観点が出され
ている。概して、抽象・総称的意味を表す中国語の名詞は数量詞などの手段によって、例示化(instantiation)を果たし、事物を指すことがはじめて
できるようになると多くの研究が指摘している。しかし、“明有王法、暗有神明。”(《水浒传》)“来了个王树理。”(ドラゴノフ 1985)“喝了个痛快。”(高橋
2006)などの例では、それらの観点によって分析するには限界がある。本稿では先行研究に基づき、実例を踏まえて、数量名の連語構造を分析
した。連語レベルでは、数詞は量的情報を報告し、量詞は事物の有様を表している。それに対して、文レベルでは“数+量+名”“数+名”“量+名”は
いずれも指示的(referential)な名詞句であり、ゼロ格名詞の場合では指示的な意味のほか、非指示(nonreferential)てきな意味を表すことも可能であ
る。結果、中国語の名詞はゼロ格の形で用いられることが可能であり、その性格が日本語の名詞に近いとは言えよう。日本語の名詞句は「量的」
情報を報告しない限り、数量詞を用いないが、中国語の名詞句が往々にして数量詞をつけるその理由は、両国の話者の発話視点の違いにある
ではないかと思われる。
14. 蔡嘉昱(筑波大学・院)
テーマ：古典中国語から意味も副詞的用法も受け容れた畳語形漢語副詞の変化について―「少々」を中心に―
要 旨：日本語で独自に変化し副詞的用法を獲得した漢語副詞が多いことは、多くの先行研究から指摘された（前田（1983）など）。一方、副詞的
意味・用法が日本語独自の変化ではなく、古典中国語にすでに存在した語もある。例えば、「数量や程度がわずかなこと」の意味で使用される
「少々」は、中国語文献において、副詞としての用例が見られる。
（1)

譬如有人誤飲毒藥，致成大疾，苟知其毒，斯勿飲而已矣，岂可云姑少少减之，俟積以歳月，然后尽舍之哉？（司馬光 請更張新法札子）

しかし、現代中国語において、「少々」の副詞的用法が衰退している。なぜ日中両言語で「少々」は異なる方向で変化していくのか、「少々」のよ
うな、中国語に衰退した副詞的用法が日本語に保持される語はどのような特徴があるのか、などの問題についてまだ明らかになっていない。
本発表は、日中両言語での「少々」の使用状況の変化過程を調査し、古典中国語から意味も副詞的用法も受け容れた畳語形漢語副詞の変化の1
パータンを明らかにすることを目的とする。また、日本語において、「一所・一緒」のような、意味変化が漢語の表記に影響を与える事例が見られ
る。このため、本発表では、このような表記の変化が「少々」のような漢語副詞に見られるか否かを考察する。
15. 楊璇（大東文化大学・院）
テーマ：金国璞北京語教科書における介詞使用−−−−≪児女英雄伝≫との比較
要 旨：金国璞、字卓菴、北京出身、生没年不詳。明治30 年（1897）に開校した高等商業学校附属東京外国語学校（現東京外国語大学の前身）
の講師として、日本文部省により招聘され、明治36 年（1903）に六年間の任期を終え帰国した。金国璞は生涯を亘り、十数点に上る北京語教科書
を出版し、口語教科書、公牘教科書、改編教科書などに分類できる。
《児女英雄伝》は清代末期の文康が著した白話文武侠小説であり、全40 回から構成され、同治帝（1862－1874）時代に完成し、光緒四年（1878）
に初めて出版された。今日まで、《児女英雄伝》の言語表現に関する先行研究は多く現われ、該書は純粋な北京口語で書かれた作品として定評
されている。
本論文は金氏が編纂された北京語の口語教科書を言語資料とし、中で用いた介詞を調査・整理・統計した上で、《児女英雄伝》の介詞用法、介
詞分類、使用頻度と比較し、相違点を解明し、清末時代における北京語介詞の歴史を探究する。研究に当たって、太田辰夫氏『北京語歴史文法』
や周一民氏《北京口語語法・詞法巻》など文法書を参照しデータとして運用する。
16. 劉 爾瑟 (上海建橋学院)
テーマ：日本語の第三者の受身文に関する再考
要 旨：日本語の受身文には、下記のような「第三者の受身文」が存在している。
(1) あー、お父さんに先にトイレに入られちゃったよ。（高見健一2011：48）
啊啊，被爸爸抢在我前面去上了厕所。（筆者訳）
(2) ここに洗濯物を干されると、嫌なんだよなー。（同上）
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在这里晾衣服真讨厌。（筆者訳）
(3) 沖縄の子供たちは、毎日毎日飛行機に飛ばれて、先生の声がよく聞こえない状態で勉強しているんですよ。（高見健一2011：53）
冲绳的小孩每天每天都听到飞机的噪音，（上课时）听不清老师的声音。（筆者訳）
（4）*うどんを食べようとしたら、メガネに曇られて、辺りが見えなかった。（高見健一2011：51）
准备吃乌冬面的时候，眼镜起了雾看不清眼前了。(筆者訳)
本稿では第三者の受身文の適格性と不適格性について検討する。例文（1）に用いられる「入る」は自動詞であり、例文（2）に用いられる「干す」
は他動詞である。どちらでも適格な受身文なので、自他動詞の区別は第三者の受身文の適格性とは無関係と言えるであろう。しかし、例文（3）と
（4）において受け手主語は両方とも無情物であるが、（3）は適格な文であるのに対し、（4）は不適格な文と看做される。その理由はなんであろうか。
17. 畢 暁燕（首都師範大学）
テーマ：很肉”と「肉肉しい」から見る日中両言語の違い———名詞の形容詞化を中心に
要 旨：中国語には「很肉、很东北、很阿 Q」などのような表現がある。これらの表現にある「肉、东北、阿 Q」はもともと名詞であるが、程度副詞「很」
などの後ろにおかれ、モノ・ヒトの何らかの性質を表すようになり、形容詞化する例と考えられる。
一方、日本語には「神戸な話」「肉肉しい、ナウい」などのような例も見られる。これらの例も同様に、もともと名詞であるが、形容詞化する例であ
る。
小論は日中両言語における名詞の形容詞化するデータを収集し、両言語において、名詞が形容詞化するメカニズムを明確にさせようと試みる。
孤立語である中国語においては、品詞には語形の変化がない。名詞が形容詞化する場合、「副詞＋名詞」（“很东北”など）、「名詞＋名詞」（“牛
人”など）、「名詞＋動詞」（“葛优躺”など）のように、他の品詞との共起という文法的手段によって形容詞化する。他に、「牛！」のように、単独で感
嘆文を形成することもある。
一方、膠着語の性質を持つ日本語においては、名詞に新たな機能がそなわる場合、形態的な手段をとり、名詞の後ろに形容詞のマーカーであ
る「イ」「シイ」「ナ」がついて形容詞化するような傾向が見られる。また、「その部屋はまるでお姫様のお部屋だ」「彼は狸だ」のように、副詞との共
起、名詞述語になるといった手段をとり、形容詞化することもある。
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