発表と講演の題目と要旨
17 日
1．許

辰晨（大東文化大学・院）

題目：清末北京語動詞の実態―張廷彦『支那語動字用法』と『動字分類大全』に基づいて―
要旨：明治 37 年（1904）
、来日している北京出身の中国語教師張廷彦氏が編纂した『支那語動
字用法』は東京で出版され、アルファベット順で単音節動詞のみを収録し、それぞれ例文を示
した。二年後の明治 39 年（1906）
、張氏は更に多音節動詞も収録し、
「形骸部」
、「人事部」
、「物
理部」など三部に分類し、
『動字分類大全』を編纂・出版した。
「動字」は近代文法史上の旧名
称であり、現代文法でいう「動詞」を指す。
本稿は、まず「動字」という文法用語について、先行文献を参考しながら、その由来、概念、学
説及び張氏の使用関連を考察する。それから、張氏の二書に収録している全ての「動字」を整理、
分析し、当時の北京語に使用している「動字」の字音、字形、用法及ぶ分布状況を調べる。また、
現代北京語詞典を利用し、張氏二書で収録されている清末の北京語動詞はどういう特徴がある
か、現代北京語動詞にどのような差異があるか、解明したい。

2．楊

璇（大東文化大学・院）

題目：《北京官話：今古奇観》の語彙改編による清末北京語文法研究
概要：《北京官話：今古奇觀》
（上編 1904、下編 1911）は金国璞氏が中国明代末期の白話文小説
《今古奇觀》を手本として改編した北京語教科書であり、全 4 編の構成となる。金氏は北京出身
で明治 30 年（1897）に開校した高等商業学校附属東京外国語学校の講師として、日本文部省の
招聘により来日し、明治 36 年（1903）に同校の任期を終え帰国した。
《北京官話：今古奇觀》は
帰国後の作品である。
金氏は原作《今古奇觀》の内容を短縮し、明末清初の文体や言語を北京語の口語体に改編した。
改編部分は殆ど細かい修正であり、単語単位の修正が多い。本稿は原作語彙の改編と新作の語
彙・文法の分析を中心に研究を展開し、原作語彙と改編後の語彙を比較し、統計分析を行い、両
者の語彙使用の相違点と改編後の清末北京口語表現を考察し、清末北京語文法表現の分布状況
と使用特徴を解明する。

3．曹

銀閣(上海外国語大学・院)

題目：ノダ文の構造とノダの機能についての一考察
要旨：日本語には「のだ・んだ」、
「のです・んです」
、
「のである」、「のではない・んではない」
など、「のだ」を代表する文末表現が非常に頻繁に出てきている。ここで、様々な形をノダにと
し、ノダを伴う文をまとめて、ノダ文と呼ぶことにする。
ノダ文の中に、ノダを取り除いたら、文の表す意味合いが微妙な変化が起こってしまうことが
多くある。そこで、ノダがどのような働きをしているのであろうか。ノダの伴う文とノダの伴わ
ない文との間に、どのような違いがあるのであろう。

ノダの意味・機能について、これまでの研究は、ノダそのものに注目を集めて、統一な解釈を
得ようとする研究を行ってきた。よく知られているのは、山口佳也（1975）である。山口におい
て、
「ノハ…ノダ」がノダ文における基本的な形式であることが指摘されている。
実際には、説明のノダとしては、山口の考え方は適切なものとして承認できるが、この「ノハ
…ノダ」型で（ということは「事情文」としての理解で）ノダ文のすべてが「統一的に把握」で
きるとは考えない（野村剛史（2012）による）
。
「ノハ…ノダ」の形のほかに、ノダ文は様々な形
で現れている。ノダの構文を明確にさせるために、ノダ文と前後文脈による関係づけは、ここで
検討の対象にしない。主として、以下のように挙げられる。
① ハ…ノダ。➁ ノハ…ノダ。③ ガ…ノダ。④

ノガ…ノダ。⑤

φ…ノダ。

本論文は、以上のノダ文の形の具体的な表現形式を分析して、それによってノダの意味と機能を
考察しようと思う。

4．劉

爾瑟(上海建橋学院)

題目：中日両言語における自動詞の受身に関する対照研究
要旨：本稿では、まず日本語の「第三者の受身文」に現れる「自動詞の受身」について検討する。
それに、中国語の新興文型である“被 XX”式に現れる“不及物动词的被动态”に関して分析す
る。両者とも教科書に取り上げられるような典型的な受身文ではないので、中日両国における言
語学習者にとって一難問と看做してもよいであろう。ここでは、具体的な例を見てみよう。
（1）七年前、娘に死なれたら、私からことばが消えてしまった。（津島佑子：私）
七年前女儿死了之后，我就不会说话了。（筆者訳）
（2）この家庭は、お父さんが朝早い仕事なので、夜半に赤ちゃんに泣かれては困るという
実情があり、激しく揺すってあやしたということです。（榊原洋一：ベビーエイジ）
这个家庭的父亲每天要早起上班，如果半夜被婴儿的哭声吵得睡不着的话确实会很
困扰，所以才会拼命摇摇篮哄孩子睡觉的。
（筆者訳）
（3）
“请不要乱说、不要乱写。
”在一次又一次地被结婚后，这或许就是无奈的赵薇的心声吧。
（南方都市报 2009-07-31）
「でたらめな記事はもうやめてください。」何度も「結婚した」と報道されたビ
ッキー・チャオは、こういう愚痴みたいな言葉をこぼしても仕方がない。
（筆者訳）
（4）上海李天天律师，被失踪了吗？（凤凰博报 2011-06-06）
上海の李天天弁護士は何者かに失踪したふうに仕掛けられたのか。（筆者訳）
例（1）と例（2）とは両方とも自動詞を用いている受身文である。「死なれる」にせよ、「泣か
れる」にせよ、中国語に訳する際、そのまま“被死”と“被哭”に直訳できないと思われている。
そして、例（3）の“被失踪”と例（4）の“被结婚”とは、2009 年から中国の流行語となった新
興文型であり、例（1）と例（2）と比べてみれば、構造的に酷似していることが分かったが、意
味的に考えると、日本語における自動詞の受身とはかなり異なっているのである。本稿では、中
日両言語における自動詞の受身に関して詳しく検討する。

5．鄧

亜曄(上海外国語大学・院)

題目：中日受身文の使用状況についての一考察
要旨：「日本語ではよく自動詞文や受身文が使われる」とか「受身文は迷惑や利害関係を表す
ことが多い」とかよく耳にしている。しかし、「よく」というのはどの程度、どの頻度である
か、それに中国語と比べて同じ傾向が見られるか。
本稿は日本語小説『鼻』、中国語小説『傾城の恋』、『2018 年中国政府活動報告』、『中国
経済と日本企業 2018 白書』及びそれぞれの訳文に対して中日受身文の使用状況について考察し
てみる。一方、訳文は訳者の好みなど個人要素に影響される恐れがあるので、同じ話題（「ゴ
ーン前会長の逮捕容疑」「ゲノム編集ベビー」など）を報道した新聞記事も研究対象として調
査を行った。また、今のところでは語彙的な受身文を排除して、単に形態的つまり文法的な受
身文だけを研究対象にした。
結果は中国語より日本語の方は確かに受身文が多用されていることがわかった。それに中国
語の受身文は迷惑や被害を表すことが多いのに対して、日本語では単純的な受身文の割合も結
構占めている。新聞記事においては無情物を文の主体とする受身文も多い。
6．迫田(呉)幸栄(名桜大学)
題目：再帰的な動作をあらわす動詞と名詞とのくみあわせについて～動作主が自身に働きかけ
る場合を中心に～
要旨：本発表は、身体部位名詞「顔」
「頭」
「髪（の毛）」
「目」などと、形態論的に特徴づけ

られていない再帰的な動作をあらわす動詞とのくみあわせについてとりあげる。
日本語には「再帰動詞」と共起する「再帰代名詞」
（「自分」
「自身」をのぞく）とよばれ
るような単語の種類がなく、日本語において再帰的な動作をあらわす動詞は形態論的に特
徴づけられていないといわれている。
奥田や鈴木（康）の記述をもとに、呉(2012)では「きる」や「はく」など、再帰的な動作
をあらわす動詞と名詞とのくみあわせについてしらべた。今回は、
「髪を あらう」や「髪を
きる」のような、動作主体が自分の身体の一部分に働きかけるばあいの使用について分析を
行った。
7．彭

広陸(陝西師範大学)

題目：取り立て助辞「と」への一考察―主観量の用法を中心に
要旨：文法的意味を表す「と」には、以下の用例によって示されているように、多義的である。
（１a）伴侶というならば、それにふさわしい女性と結婚すればいいのだ。（BCCWJ）
（１b）それまでの及川さんは、近所の子どもと遊ぶことはあっても、子どもの集団と直接か
かわった経験はなかった。（BCCWJ）
（２）日本と中国は、海によって隔てられているのではない。海によってつながってい
るのだ。（BCCWJ）
（３）トットは政夫を見ると、「そこへ座れ」と言った。（BCCWJ）
（４）当駅２番出口より徒歩２分と便利です。
（広告）

例（１）の≪格的用法≫、
（２）の≪並列用法≫、
（３）の≪引用用法≫については、これまで
に多くの研究者によって取り上げられており、その位置づけはまちまちであるが、（４）の用法
については、真正面から取り上げられていないようである。ここでは、（４）における用法を≪
取立用法≫と呼び、その「と」を≪取立助辞≫と認めることとする。
表１

「と」の位置づけ

従来の位置付け

格的用法

並列用法

引用用法

取立用法

格助詞

格助詞

格助詞

不明

格のくっ

格のくっ

格のくっ

つき（格助

つき（格助

つき（格助

辞）

辞）

辞）

並列助詞

引用助詞
引用詞

発表者の考え

格助辞

接続詞

引用詞

取立助辞

本発表は、取立用法の「と」が数量詞に後接してその数量を取り立てる用法を実例を通して考
察し、取立助辞「と」と主観量との関係を究明しようとするものである。

8．劉

胭脂（上海外国語大学・院)

題目：取り立て詞からみる否定極性―「さえ」と「まで」を中心に
要旨： 意外を表す取り立て詞「さえ」と「まで」には肯定文と否定文に用いられる用法がある。
本稿では、否定文に使われる「さえ」と「まで」に絞り、統語論と意味論の面から検討してみた。
両者とも否定極性を持っている。
「さえ」は常にスコープに否定辞を含む解釈になり、
「まで」は
スコープ内に否定辞を含むと含まない解釈が二通りある。
「さえ」の場合、
「も」は後接できるが、
「は」は後接できなく、完全否定を表す。それに対して、
「まで」の場合、
「は」は後接できるが、
「も」は後接できなく、不完全否定を表す。取り立て詞から日本語の否定極性表現にアプローチ
することは、否定極性表現の特徴を明らかにするのに有効な手段であると考えられる。

9.施 淑恵(大葉大学)
題目：日本語の「Nsを+Vi」
、「Nsから+Vi」に対応する台閩語の動詞連語についての考察
要旨：本研究は、
《飾り》を「を格の空間名詞」か「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て、その差異及び特色を比較する。
「を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においては、次の
ような考察ができた。1.〈離れる所〉を表す〔ViNs〕の連語では、
《飾られ》から見られる違い。
2.〈離れる所〉を表す〔ViViNs〕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。3.〈離れる所〉を表す〔ViANs〕の連語では、
《飾られ》から見
られる違い。4.〈離れる所〉
を表す〔介 NsVi〕の連語では、
《飾り》の〔介 Ns〕から見られる違い。
「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においては、次のよ
うな考察ができた。1.「起点の結び付き」の連語では、《飾られ》は、単純動詞や複合動詞が多

く使われる日本語に対して、「Vi（複合動詞）＋Cd（來/去）」の形で多く使われる台閩語の特
色が見られる。2.「出発点」と「起点」の結び付きの連語では、「對圖書館行出來（図書館から
出てくる）」のように、台閩語の「介（tui3/對）Ns＋Vi＋Cd（來）」の中間的なものが見られ
る。

10．佐々木俊雄（上智大学・非）
題目：「空間的な通過のむすびつき」における言語主体の空間認知ついて
―「“过”＋Ｎ」を核とする連語を中心に―
要旨：本発表は現代中国語の位置移動動詞“过”を考察対象とし、
「空間的な通過のむすびつき」
におけるくみあわせの特徴について実例主義に基づいた分析を行う。例えば、“过”が従える名
詞成分を見ると、“过桥”や“过道”は共に全く問題なく成立するのに対し、“过过街天桥”や
“过地下通道”はかなり不自然な表現と見做され、“过前门/后门”に至っては不成立である。
「“过”＋Ｎ」を核とする連語において、“过”は直接目的語としてどのような性質の名詞（句）
を取ることができ、その選択メカニズムは何に求めることができるのか、“过 N”と“V 过 N”
の通過はどう違うのか、そして、どのような場合に“从 N 过(去)”の形式が用いられるのか、
を段階的に論じる 。考察の手順としては、 指示対象物の個別具体性 や定性、接近可能性
（accessibility）といった従来の概念を用いた検討から始め、それで説明がつかないものについ
ては新しい概念を提案して論証を進める。
「境界」
「二空間の質的対立」「言語主体の視点と視界
範囲」のインターアクションによってくみあわせが規定され、言語主体の空間認知が言語化され
ることを証明したい。
11．高橋弥守彦（大東文化大学名誉教授）
題目：｢動詞＋“下”＋空間詞｣における意味変化のメカニズム
要旨：本発表では連語論の観点から、本構造｢動詞＋“下”＋空間詞｣を作る“下”と空間詞の多
義性と意味変化について、下記に挙げる例文などを分析し言及する。
(１)当她走下火车，重新回到他们从小在一起生活的城市时，她的心里只剩下绝望。(『人民』
96-11-87)
列車を降りて、小さいころから彼といっしょに住んだこの町に再び帰ってきたとき、
彼女は絶望していた。(同上)
(２)小战士瞪了小赵一眼，转身跳下了舞台。(《通释》p.137)
小さな戦士は趙くんを険しい目つきでにらみつけると、身を翻して、舞台から跳び下
りた。(筆者訳)
(３)他顾不上脱衣服，扑通跳下水，向着船游去。(《通释》p.137)
彼は服も脱がずに、ドボーンと川に跳びこむと船に向って泳いでいった。(筆者訳)
(４)他被人推下水库，淹死了。(《白水社》p.1550)
彼はダムに突き落とされ溺れ死んだ。(筆者訳)

特別講演
(1）鈴木康之(大東文化大学名誉教授)
題目：文の材料としての単語と連語
要旨：
「文」は、具体的な言語活動の基本的な単位といえるのだが、その「文」は、ひと切

れの現実を名づける単位としての「単語」をもとにしてつくられている。また、その一方で、
単語をくみあわせてつくられる「連語」も、また、
「文」の材料であるとされている。ここ
では、
「文」の材料としての「単語」と「連語」とをとりあげて、その関係をかんがえてみ
ることとする。このことに関して、わたくしは、かなり昔から、連語論に関する論文などで
言及してきているのだが、あらためて、ここで問題提起をしておきたい。なお、ここでの論
述は、かなり『現代日本語の連語論』のものと重複している。
(2）矢澤真人(筑波大学教授)
題目：副詞的修飾の階層的把握
要旨：日本語品詞論において、副詞は取り扱いの安定しない品詞の代表であった。今回の発

表では、18 世紀後半から 20 世紀前半にかけての日本語品詞論において、副詞はどのように
扱われてきたかを追うとともに、
「連語論」が副詞研究に果たした意義について検討してい
く。さらに、従来分類が難しいとされてきた「情態副詞」を例に、「副詞と動詞とのくみあ
わせ」に見られる階層性を指摘し、アスペクトの観点からの情態副詞の分類を提示する。
キーワード： 副詞、副詞と動詞の組み合わせ、階層性、アスペクト、文法研究史
(3）田中

寛（大東文化大学教授）

題目：日本語の並列表現の一考察――「はおろか」などを中心に――
要旨：現代日本語には種々の並列表現の形式がみられる。
「と」
「や」
「も」の基本形式、
「とか」
「なり」
「やら」
「だの」などの列挙形式、
「たり／つ」
「し」「ず」などの反復形式など、さらに
は「とあいまって」の属性説明形式などもあり、類義表現の豊富さとともに教育上、配慮すべき
項目も数多い。上級日本語の習得の難問のひとつでもある。発表では並列表現の概観を示し、と
くに特立と累加の関係を有する「はおろか」
「のみならず」
「はもとより」の形式をとりあげ、当
該形式が成立・出現する環境、また後文にあらわれる文の態様を観察する。さらに実質的、機能
的な意味として、これらが単なる事態並列にとどまらず、発話意図、すなわち警告、不満などの
感情を表出する特徴についても議論する。文の自然さをめぐって、日本語学習者の作例の適格性
についても分析を試みたい。

講演者プロフィール
1.鈴木康之(SUZUKI Yasuyuki)
国際連語論学会名誉会長、大東文化大学名誉教授
東京教育大学在学中から、民主主義科学者協会言語部会に、その解体後は言語学研究会で活動、
現代語と古代語、また言語研究と文学研究など多面的な活動に取り組む。教育科学研究会・国語
部会では、国民の科学としての言語学を掲げ、学校教育とくに国語教育に大きく貢献、のちには

手話通訳士への言語指導にも関わる。一方、大東文化大学の研究室では、海外からの留学生を含
め、さまざまな若手研究者たちを分け隔てなく受け入れ、言語学研究の集団主義を実践してきた。
連語論については、奥田靖雄先生の指導を受け、その成果を責任編集者のひとりとして『日本語
文法・連語論（資料編）
』にまとめ、その後、鈴木研究室からは、連語論およびそれに関わる分
野での学位「博士」取得者を多く輩出した。大学退職後も、連語論研究を続け、
『現代日本語の
連語論』を公刊、国際連語論学会の設立に加わり、現在は名誉会長として後進の指導に当たって
いる。

2.矢澤真人(YAZAWA Makoto）
筑波大学人文社会系教授、筑波大学人文社会国際比較研究機構・副機構長、総合言語科学ラボ
ラトリー長。西南大学客座教授、福建師範大学客座教授。北京日本学研究中心外国専家(2007 年)。
博士（言語学）
。
専門:日本語文法論、辞書論、国語教育論、文法教育史・文法研究史。
所属学会:筑波大学日本語日本文学会（会長）
、日本語学会（評議員）、日本語文法学会、計量国
語学会、全国国語教育学会、漢日対比語言学研討会（中国）、韓国日本言語文化学会（韓国）等。
研究内容:日本語の副詞研究や語順研究などの文法研究のほか、国語教育・日本語教育における
文法教育・作文教育に関する研究、明治以降の文法研究史・文法教育史に関する研究、日本語変
換辞書や国語辞書に関する研究など。
著書:『日本語の文法Ⅰ

文の骨格』
（共著、岩波書店）、
『現代日本語文法

現象と理論のインタ

ラクション』
（共編、ひつじ書房）
、
『ケーススタディ日本文法』
（共編著、おうふう）、
『ワークブ
ック日本語文法』
（共編著、おうふう）、
『明鏡国語辞典』
（編集委員；大修館書店）ほか。

3.田中

寛(TANAKA Hiroshi)

東京外国語大学大学院外国語学研究科修了（修士課程）
。立命館大学文学部（史学科）を卒
業後、ただちに前海外技術者研修協会関西研修センターに日本語講師として入職。海外技術
研修生の日本語教育に従事。当時開発中の『日本語の基礎』
（現在の『みんなの日本語』の
前身）の作成にも携わる。1977 年にタイ王国出向、バンコクにある泰日経済技術振興協会
語学アドバイザーとしてタイの日本語教育のプログラム開発、教科書作成に携わる。また在
タイ邦人のためのタイ語教科書の作成にも協力。1984 年に中国・湖南大学日本語専家とし
て大学院生の論文指導、日本語教科書の作成に携わる。帰国後、文教大学言語文化研究所助
教授を経て 1993 年、大東文化大学外国語学部助教授、1998 年に同教授、現在に至る。2008
年、論文博士学位取得（文学）
。この間、北京外国語大学短期研究員、英国ロンドン大学 SOAS
学術訪問員。十余名の博士学位取得者を輩出する。2016 年にもロンドン大学学術訪問員を
歴任。2013 年に日タイ言語文化研究会を設立、『日タイ言語文化研究』を創刊。また 2017
年に新世紀人文学研究会を設立、
『新世紀人文学論究』を創刊する。戦時日本語教育史研究
会代表もつとめる。研究領域は現代日本語文法（特に複文）
、対照研究（タイ語、中国語）
、
日本語教育史。主要著書に『日本語複文表現の研究

接続と叙述の構造』
（白帝社 2004）
、

『統語構造を中心とした日本語とタイ語の対照研究』
（ひつじ書房 2004）、
『複合辞からみた
日本語文法の研究』
（ひつじ書房 2010）、
『戦時期における日本語・日本語教育論の諸相』
（ひ
つじ書房 2015）
、大学刊行物として『タイ語慣用句拾遺』（大東文化大学語学教育研究所語
学教育フォーラム 2011）
、
『日タイ対照研究の諸問題』（同 2018）などがある。また文学研
究の共編著として『高橋和巳の文学と思想』
（コールサック社 2018）などがある。2008 年
より非営利特殊法人埼玉県日本中国友好協会会長。中国との友好学術交流を続ける。日本ペ
ンクラブ会員。国際連語論学会副会長。

18 日
1．張

静苑(上海外国語大学・院)

題目：日本語の連体修飾節における「主節現象」についてー中国語との対照を兼ねてー
要旨：
「主節現象」
（main

clause

phenomenon）とは、倒置、主題化、モダリティといった、主

節で典型的に見られる統語的、語用的現象である。従属節には主節現象が観察されるが、従属節
の従属度あるいは文の度合に応じて、出現しうる文法カテゴリーの種類が異なる。従属節はその
従属度が低く文的度合の高いほど、主節現象への制限が緩い。連体修飾節にどのような主節現象
が現れうるかは興味深い研究課題である。本稿はコーパスから抽出した実例を利用し、連体修飾
節に現れるモダリティ、主題化などの主節現象を網羅的に考察する。連体修飾節は「内の関係」
と「外の関係」に分かけているが、それぞれの中に現れうる主節現象が異なる。
「外の関係」連
体修飾節が豊かなモダリティ形式と共起できるのに対して、「内の関係」連体修飾節に現れるモ
ダリティ形式は限られている。連体修飾節の分類のほかに、主名詞の意味や文体が連体修飾節の
主節現象にもかかわっている。本稿をもって、中国語の連体修飾節に見られる主節現象を日本語
と照らし合わせ、中日両言語の共通点と相違点をも検討する。最後では、日本語と中国語の連体
修飾節に見られる主節現象の傾向に関して、その原因を論じる。

2．楊

雨・李

光赫（大連理工大学）

題目：関数検定から見るナラバ形式の中国語訳傾向について
要旨：従来の研究では、
「ナラ」そのものの意味用法による分類とその分類を基として中国語訳
パターンを研究するものが多いのである。しかし、近年言語研究の分野では、モダリティへの関
心が高まっている。
「ナラ」についての研究は数多くあるが、ナラ形式をモダリティによって分
類して研究するものはそれほど多くない。
そこで、本稿では、
『日中対訳コーパス』を利用し、ナラを用いる関連形式「ナラバ」の 396 例
をその文の中のモダリティによって分類し、函数検定（T、MI 検定）といった分析方法で、中国
語訳パターンとの対応関係を考察した。詳しい結果は以下の通りである。
（1）
「Ⅴ.モシ Nara」は“如果（就）
”と“如果的话（就）
”に翻訳することが多く、また中国
語訳の“如果的话，那么（就）”
、
“只要的话（就）”には、
「Ⅴ.モシ Nara」の意味情報が多く含ま
れている。

（2）
「Ⅵ.モシ Nara 判断」は“如果，那么（就）
”と相互的関連度が高い。
（3）
「Ⅶ.モシ Nara 評価」は“如果的话（就）
”と相互的関連度が高い。
（4）
「Ⅺ.文頭 Nara」は“因此（就）”
、“那（就）”、
“既然（就）
”と相互的関連度が高い。
そのほかには：
（5）“反正既然（就）
”には「Ⅸ.ドウセ Nara」の意味情報が多く含まれている。
（6）
“的话（就）
”には「Ⅳ.Nara 意志」の意味情報が多く含まれている。
（7）
「Ⅰ.Nara」は“無標”に翻訳される傾向が強い。また中国語訳の“就”には「Ⅹ.文末 Nara」
の意味情報が多く含まれている。

3．単 艾婷（九州大学）
題目：新聞社説における譲歩表現に関する分析―その談話機能を中心に―
要旨：新聞社説は、書き手の意見・主張を伝えることを主な目的とするジャンルである。し

かし、その意見・主張を一方的に表現するのではなく、立場の異なる読み手にも抵抗なく受
け入れてもらえることを配慮して、反対の立場の意見や状況を承認したり、書き手自身の立
場の問題点を指摘したりする「譲歩」の姿勢が重要である。このように、譲歩表現を用いる
ことによって、書き手の自説の正当性を高める効果が期待される。
本発表では、新聞社説においてどのような譲歩表現が組み込まれているのかを探ってみた
い。具体的には「譲歩」の機能を大きく［1］
「対立する立場の承認」と［2］
「自身の立場の
限定」という 2 つのカテゴリーに分ける。さらに［1］の下位区分として、
［1—1］
「自身の主
張と相反する意見・事実の提示」
、
［1—2］
「自身の主張と相反する意見・事実に同意」、
［1—3］
「自身の主張と相反する意見・事実の評価」を設けた。また、［2］の下位区分として、［2—
1］
「自身の主張の限定・弱点の指摘」と［2—2］
「自身の主張のメタ言語的な緩和」を設けた。
本発表では、譲歩表現はどのような機能を果たして社説テクストの論理展開に貢献してい
るのか、またどのような言語標識によって実現されているのか、について分析する。
4．梁

鵬飛(上海外国語大学・院)

題目：拡張意味単位からみた中日両言語の対応考察

―「精神」を例として―

要旨：鈴木（2010）によると、連語論の対象とする連語は、一定の「名付け的な意味」を実現
させている単語のくみあわせのことである。
「単語のくみあわせ」における「単語」とは実質的
な意味を持つ単語でなければならない。連語論と類似する研究として、コーパス言語学におけ
るコロケーションの研究がある。コーパス言語学において、Sinclair が提唱している「拡張意
味単位」が重要な位置を占めている。拡張意味単位とは、個別語を超え、複数語からなるコロ
ケーション(colocation)を包含するものであり、ノード（node）
・コロケーション・文法的共起
結合(colliggation)・意味的選好性(semantic perference)・意味的韻律(semantic prosody)と
いう五つの要素で共同的に確定される。
本研究は中国語の高頻度語である「精神」を例として、Sinclair が提唱している「拡張意
味単位」という分析の枠組みを使用して、中日両言語における語の形式、意味、機能面の対応

状況を考察する。

5．傅

慧青(上海外国語大学)

題目：「いいえ」の意味分析とその性質
要旨：日本語の中で「いいえ」は最も典型的な否定詞だと思われるが、調査してみるとその使用
頻度が極めて低く、使用場面も非常に特殊で複雑であり、日本語母語話者は「いいえ」の使用を
回避する傾向があるようである。
データによって考察した結果、
「いいえ」は「客観的な事実に対する否定応答」と「自分自身に
対する否定表現」として使われている比例が最も高く、全体の 80％をも超えている。それに対
して、「相手の意志や行動を否定する」いわゆる主観的なものに対する否定応答率は非常に低い
ことが分かった。それに、相手との関係が疎いほど「いいえ」の使用頻度が低くなる傾向がある。
それは、ウチ意識が強くて、人を否定する言葉を禁忌に思っていることに由来するのであろう。
その場合には、日本人はより高度なストラテジーを用いて他人を否定する意向を婉曲的に表し
ているのであり、これで、更に「いいえ」の潜在化を促すことになったとも考えられる。

6. 蘇 秋韵(大東文化大学・院)
題目：移動動詞“过”のスキーマについて
要旨:《説文解字注》（1981:71）によれば、「过，度也。
」であるという。また、《现代汉语词典
（第 7 版）
》(2016:501)では、動詞“过”の意味を次の五つに分類している。
1) 从一个地点或时间移到另一个地点或时间；经过某个空间或时间。
ある場所若しくは時点からほかの場所・時点に移行すること；ある場所、時間を経過する
こと。(筆者訳)
例：过来/过去/过河/过桥/过年/过节/日子过得越来越好。
2) 从甲方转移到乙方。
甲から乙へ移す(筆者訳)
例：过户/过账
3) 使经过（某种处理）
（ある処理を）通す、経る(筆者訳)
例：过罗/过筛子/过滤/过淋/过磅/过秤/过油肉/过数儿
4) 用眼睛看或用脑子回忆
目を通すあるいは頭で思い返す(筆者訳)
例：过目/把昨天的事在脑子里过了一遍。
5) 超过（某个范围和限度）
（ある範囲や限度を）超える(筆者訳)
例：过分/过期/过犹不及/树长得过了房。
分析、考察の結果、空間移動を表す「意味１）
」が動詞“过”の基本的な意味(基本義)であるこ
とが確認された。本研究では、地点あるいは空間に関する移動を基本義と定め、時間の経過はそ

の派生義とする。さらに、地点あるいは空間に関する移動の“过”のスキーマを三種類に分けて
提示し、さらに日本語の「渡る・過ぎる」のスキーマとの比較を通じて、移動動詞“过”の基本
義は日本語の「渡る」に相当することを明らかにする。

7．福本陽介（名古屋産業大学）
題目：時量詞構文における述部のコロケーションと「的」の有無について
要旨：中国語の時量詞構文（(1a)参照）は意味論的に見ると、行為動詞・達成動詞と共起しや
すい。しかし、これらの動詞さえ用いれば、どのような文でも容認されるというわけではな
い。たとえば Sybesma 1999 が指摘しているように、目的語が指示詞などを伴って定性を持っ
ていると容認度は下がる（(1b) 参照）。しかし指示詞による定性効果だけが時量詞構文の容認
度を決定づけているといえるだろうか。
中国語では名詞に限定修飾語をつける際に「的」が修飾語と被修飾語を連結することがある。
それが形容詞的なものであれ、関係節的なものであれ、時量詞構文においては、時量詞の直後に
「的」が生起することを好まない環境があると思われる（(1c)(2b,c)参照）。
(1)a.

我看了两个小时（的）书。

b. *我看了两个小时（的）这本书。
c.

我看了两个小时（*的）最近出版的书。

(2)a. 我玩了两个小时（的）玩具。
b. 我玩了两个小时（*的）很貴的玩具。
c. 我玩了两个小时（*的）他最近買的玩具。
本発表では、述部のコロケーションに注目して、目的語名詞の構造と「的」の生起可能性と時
量詞構文の容認度の関係を、統語論的・意味論的に考察する。

8．小路口ゆみ（東洋大学人間科学総合研究所客員研究員）
題目；“把”構文における可能表現について
要旨：現代中国語の可能表現では、
「能願動詞による可能」と「補語による可能」に大きく二分
され、能願動詞による可能は数多く存在し、例えば“能、能够、会、可以、可能”等がある。本
発表では、可能能願動詞の代表とされている“能”のみについて考察する。ちなみに、“把”構
文における可能表現は、
「能願動詞による可能」でしか表せない。
（１）四元儿却吓得脸发白，实指望五元儿能把血捂回去。《插队》
（１）
’＊ 四元儿却吓得脸发白，实指望五元儿把血捂得回去。（作例）
（２）保卫科长居然能把魏石头过去没心没肺骂出来的话，举出一大堆，说得魏石头脑门子冒
凉气。《丹》
（２）’＊ 保卫科长居然把魏石头过去没心没肺骂出来的话，举得出一大堆，说得魏石头脑门
子冒凉气。
（作例）
例（１）は能願動詞“能”による可能を表す“把”構文であり、この“把”構文は例（１）’の
ような可能補語による可能を表すことができない。同様に、例（２）も能願動詞による可能表現

で作ることができるが、可能補語による表現で作ることはできない。それは“能”による可能表
現の特徴と“把”構文の条件が一致するからである。この点について、分析を試みる。

9. 洪

安瀾(閩南師範大学)

題目：現代中国語の存在表現に用いられる数量詞について
要旨：現代中国語の存在表現“X+VP+Y”には、存在の主体“Y”を“一个”など単数の数量詞
によってその輪郭を強調するのが普通である。この問題について、
「個体化(individualization)の
機能(大河内康憲 1985)」、“‘有界’概念（李临定 1995）”、“显著性原则(古川裕 2001)”、
「輪郭化(木
村 2011)」などのように、研究をなさっている方々が多くおられる。反対に、客語“Y”の数を
数える数量詞についての研究があまりされていない。
(1) 那舞女一伙里有一个四十多岁的女人,两个年轻的姑娘,另外还有一个十五,六岁的男人,
穿着印有长冈温泉旅店商号的外衣。（《伊豆的舞女》
）
踊子の連れは四十代の女が一人、若い女が二人、ほかに長岡温泉の印半纏を着た二十
五六の男がいた。(『伊豆の踊子』)
(2) 而当阿里巴巴还升的时候，升上面粘了一枚金币。(《阿里巴巴和四十大盗》)
そして、アリババから帰ってきたマスには、糊にくっついた金貨が一枚貼り付いてい
たのです。(『アリババと四十人の盗賊』)
上の例文には、数量詞は単数の“一个”、“一枚”であれ、“两个”であれ、いずれも客語
“Y”の数を数えているのである。ものの数を数える数量詞とものの輪郭を際立たせるための数
量詞とはどう区別するのか、本稿が実例を集めてその両者の構造的及び意味的違いについて論
じる。

10. 賈

麗娜(上海外国語大学・院）

題目：「コーパスに基づく類義語の使い分けの分析
――「返す、返却する、返還する、返済する、還付する」を例に――」
要旨：日本語には、似た意味をもつさまざまな言葉がある。たとえば、
「返す」
、
「返却する」、
「返
還する」
、
「返済する」
、
「還付する」の五つの動詞では、いずれも「借りていた物や預かっていた
物を元の持ち主あるいは本来受け取るべきものに返す」という意味が持っている。しかし、その
意味的なニュアンスや用法は一律ではなく、すべて異なっていると考えられる。それらの使い分
けは、日本語学習者にとって、その学習過程において最も困難に感じるものの一つであると思わ
れる。
本稿では、日本語学習者が類義語を習得する際の困難を緩和するための日本語類義語の使い
分け研究を行いたいと思う。具体的には、類義語の一例として、共通して「借りていた物や預か
っていた物を元の持ち主あるいは本来受け取るべきものに返す」という意味をもつ類義語「返
す」、
「返却する」、
「返還する」、
「返済する」、
「還付する」五つの動詞を分析対象として扱い、NLB
（NINJAL-LWP for BCCWJ）を利用して、コーパス検索によって収集した共起関係の調査データを
分析して、各類義語の共起する名詞の文法的範疇における差異を考察して、その意味的・用法的

差異を明らかにする。また、日本語コーパスによる調査データを日本語類義語の使い分け分析に
導入することの有用性と問題点について述べる。

11．李

響(筑波大学人・院)

題目：コーパスに基づく類義語の意味論的研究
要旨：本稿は、NLB、NLT に基づき、あるもの A があるもの B から離脱する動作を表す類義語動
詞「はがれる、むける」の意味特徴を明らかにする。具体的には、1) コーパスから両語と共起
するガ格名詞を抽出し、その意味特徴を分析する。2) コーパスを用いて、両語がト格、カラ
格、形容詞連用形との共起を確認した上で、両語の意味特徴を考察する。
その結果、1)「はがれる」が取るガ格名詞は、B の表面に密着的に接触する物であり、
「むける」
の場合は、B の一部分、且つ B の表面にある物、又は B そのもの（例：木がむけた）であること
がわかる。2) カラ格、形容詞連用形との共起から、
「はがれる」は位置変化、
「むける」は状態
変化の意味が含まれると考える。また、
「はがれる」のみがト格と共起できることから、
「はがれ
る」は同質であるものの離脱動作を表すことができる。以上の特徴を動詞の意味に反映すると考
え、両語の意味特徴は以下のようにまとめられる。
「はがれる」は B の表面に密着的に接触する
物が離脱する動作を表し、
「むける」は B の表面にある物、且つ、B の一部分である物が離脱動
作により、B が表面に現れるという状態変化が起きる動作を表す。

12．黄

偉(安徽財経大学)

題目：日本語と中国語における否定接頭辞「無」
（“无”）に関する対照研究
要旨：グローバル化が進むにつれ、日中両国間の経済交流と人文交流は日増しに密接になってい
る。関連資料によると、２０１６年には中日両国の間を往復した人数は１２００万人に増え、中
国の日本語学習者は１０５万人に達し、世界各国でトップを占めている。また、中国語ブームも
日本で続き、関連資料の統計によると、中国語を勉強する人数は世界一となっている。現在、日
中両国の言語の比較研究が必要となり、益々増えてきている。
日本語における「無」は重要な否定接頭辞として、多くの先行研究がなされてきた。また、中
国語では“无”は新しく認められた類接頭辞として、近年来、研究者の注目を受け、
“无”に関
する研究がいくつか登場している。しかし、日本語における「無」と中国語における“无”を結
びつけた対照研究が今まで十分なされていない。
本発表は、日本語と中国語における否定接頭辞「無」と“无”に関する対照研究を通し、日本語
学習者と中国語学習者が「無」
（“无”）を代表とする否定接頭辞の意味用法への理解を深めるこ
とと目的とし、日本語教育と対外中国語教育の更なる発展に役立たせたいと望んでいる。

13．蘇

文正（大連理工大学・院）

題目：関数検定から見るヨウダの中国語訳傾向について
要旨：本稿では、日中対訳コーパスからヨウダの 1000 例とそれに対応する中国語訳を整理した
上で、函数検定（T、MI 検定）といった分析方法で、その対訳の対応関係の考察したものである。

その結果を以下のようにまとめることができる。
まずは日本語の立場から：
１．「ヨウダ」は“无标”に、ヨウダッタは“似乎”に翻訳される傾向が強い。
２．意味的に「ドウヤラ∔ヨウダ」は“看样子”と相互的関連度が強く、「ドウヤラ∔ヨウ(ダ／
ダッタ)」は“看来”に訳される傾向が強い。
３．「マルデ＋ヨウ(ダ／ダッタ)」は“好像”“像＋一样”“仿佛”に訳される傾向が強い。
次に中国語の立場から：
１．“看样子”“多半是”“应该”には「ドウ(ヤラ／モ)∔ヨウダ」の意味情報が多く含まれて
いる。
２．“看来”と“像＋一样”には「一見＋ヨウ(ダ／ダッタ)」の意味情報が多く含まれている。
３．“那样子”には「マルデ＋ヨウダ」の意味情報が多く含まれている。

ドウヤラ
+ヨウダ

ドウモ
+ヨウダ

14. 宗

ドウヤラ
+ヨウダッタ

一見+
ヨウダッタ

マルデ+
ヨウダッタ

一見+
ヨウダ

マルデ
+ヨウダ

ヨウダッタ

ヨウダ

聡（上海外国語大学・院）

題目：絶対的形容詞と相対的形容詞の分類についての再考察
要旨：本稿は日本語の形容詞（形容動詞も含む）を研究対象として、従来の研究における分類
基準が一貫しないこと、特例を十分に触れていないことなどの問題点への検討を通じて、絶対
的形容詞と相対的形容詞の分類の枠組みについて再考察することを目的としている。
絶対的形容詞は、更に詳しい知識や情報を考慮に入れなくても、指示する属性、状態などの内
容が一意的に定まり、直ちに判断することができるものであり、日本語においては色彩（赤
い）
、形状（丸い、四角い）
、専門的な学術分野（相補的、微分可能）など幾類の場合での使用
に局在する。
一方、相対的形容詞は指示対象の程度性に関する差異を前提に、一種の連続的な関数のようで
具体的な場合により定義域と値域が不定である。その程度性を判断するための比較基準につい
て｢種の基準｣｢比率基準｣｢期待基準｣｢適格基準｣｢人形の基準｣が挙げられる。
なお、同一の形容詞であっても、意味情報の付加或いは意味拡張によって程度性に影響を及ぼ
した結果、絶対的形容詞と相対的形容詞との間の変換という可能性もある。即ち、絶対的形容
詞と相対的形容詞の分類の限界はいつも安定したものではなく、新たな意味の賦与が両者の共
通部分の存在する原因となっている。

15．魯

美玲（上海外国語大学・院）

題目：日本語の目的語の定性への一考察

――類型論的アプローチから

要旨：日本語には名詞の定性を表す形式が表面上に顕在しておらず、名詞の指示特性は SVO
を基本語順とする英語やロマンス諸語とかなり異なっていることは言うまでもなく、同じく
SOV を基本語順に持つアルタイ諸国ともかなり違う特性をもっている。とはいえ、日本語とそ
れらの言語との間に、ある程度の普遍性が見られるのも言語事実である。
日本語にはちゃんと目的語を表す格表記が存在するため、表層構造で定性を表す限定詞の表記
が欠けていると思われる。しかし、話し言葉（おそらく、話し言葉に限らず、書き言葉にも浸
透しつつある）で、対格表記「を」が常に省略される現象や指示詞が文の前に来る傾向がある
といった現象の背後にはアルタイ諸語にみられる特徴を垣間見ることができる。両者の間には
相通じるところがあるに違いない。本研究は、言語類型論的アプローチから日本語と親類関係
にあると思われる諸言語の目的語の定性を表す文法手段を観察し、日本語の目的語の定性につ
いて、これまでに見過ごされていたところ、あるいは、解釈の難しかった言語現象への分析に
努め、さらなる言語事実への解明を試みたい。

16．陳

雄洪（上海外国語大学・院）

題目：言語類型論における多言語の膠着性考察
要旨：伝統的な言語類型論は言語の記述と分類を重視し、現代的な言語類型論は言語を記述す
るだけでなく、言語の普遍性と多様性を考えることも重視ている。
伝統的な言語類型論は形態から言語を孤立型、膠着型、屈折型、融合型の四類にした。エド
ワード・サピア（1921）は言語間の形態論的な相違は二つのパラメータによって規定されると
いう考えを広めた。第一のパラメータは総合の指標（index of synthesis）と呼ばれるもの
で、それぞれの言語において語中に見られる接辞の多さを表すレベルである。第二のパラメー
タは融合の指標（index of fusion）と呼ばれ、これは個々の形態素が互いにどのぐらい容易に
分離できるかを表す。
本研究は伝統的な言語分類を基にし、Sapir（1921）が提出した総合の指標と融合の指標という
二つのパラメータを理論基礎として、文法的なカテゴリー（性、数、格、テンス、アスペク
ト、人称、ボイス、級）で、選出された言語サンプルの膠着性と構造の異同を考察しようと考
えている。それに何か通言語的な普遍性を見つけようと努力している。

