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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―
The Actual state of Verbs in Beijing Dialect in Late Qing Dynasty
—Study on the basis of Zhang Tingyan‘s Zhinayu Dongzi Yongfa and
Dongzi Fenlei Daquan—
許 辰晨
XU Chenchen
提要 明治 37 年（1904）在東京執教的北京教師張廷彥編寫的『支那語動字用法』出版，此
書按羅馬字順序收錄單音節動詞，並附以用例。兩年後的明治 39 年（1906）
，張廷彥增收多
音節動詞，將動詞分為“形骸部”、“人事部”和“物理部”三類，出版了『動字分類大
全』
。“動字”即動詞，是近代語法研究史上早期的舊稱。
本稿首先參考先行文獻展示“動字”這一語法用語的由來、學說及其傳承軌跡，考察張廷
彥“動字”使用的歷史關聯。其次在整理兩書收錄的“動字”基礎上，對清末北京話“動字”
的字音、字形、用法以及分佈狀況進行篩查分析。論文的最後部分參照相關北京話詞典，探討
張廷彥所著兩書中所收清末北京話動詞的基本特徴，顯示北京話動詞的歷史差異。
キーワード：
『支那語動字用法』 『動字分類大全』 文法用語としての「動字」 北京語
動詞の諸相
目次
1．はじめに
2．二書の「動字」について
3．清末北京語動詞の諸相
4．おわりに
1. はじめに
1.1 『支那語動字用法』と『動字分類大全』について
『支那語動字用法』
（以下は『用法』と略称）は張廷彦氏が編纂し、明治 37 年（1904）に東
京で出版された北京語動詞の用例書である。本書はローマ字順で単音節動詞を 758 個収録し
ており、動詞後にそれぞれ用例を列挙した。用例の後ろに日本語の訳文も付され、当時にお
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ける北京語動詞の理解や学習に役立つ。
『用法・例言』は以下のように述べられ、書中の日本
語訳は田中逸平 1)氏によるものと分かる。
本書は張少培先生が北京官話動字の用法を示さむが為に著述せられたるものなるを
本局に於て更に邦語を付して刊行す。以て、斯学に補益する所あらば幸甚なり。
（中略）
邦語は主として田中逸平君の手に成る然れども繙譯の責任は一に本局に在りて存す。
また、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』
（以下は『大全』と略称）を編纂し、二年後の明治 39 年（1906）に出版し
た。本書にある 970 個の動詞の中に、単音節動詞を 713 個、二音節動詞を 235 個、三音節動
字を 22 個収録している。
二書の編纂者張廷彦（1864－1929 年）は、字少培、号雲鶴、清末順天府大興県（今北京市）
の出身である。張氏は北京同文館に入学し、英語を学んだ経験があり、イギリス人の留学生
に中国語を教えた経験がある。明治三十年（1897）に中国語教師として来日し、昭和 4 年（1929
年）に東京で亡くなった 2)。日本で 32 年にわたり、東京帝國大學、東京高等商業學校、早稲
田大學などの学校で中国語を教え 3)、20 種以上の中国語教科書を出版し、明治以来の近代日
本における中国語教育に大いに貢献した。
「動字」は近代中国語文法史上の旧名称であり、現代文法で「動詞」と称される。二書は
北京語研究史上最初の北京語動詞の専門書であり、清末北京語動詞の使用状況を知るために
重要な著述と言える上に、北京語動詞使用史の研究に対しても参考価値を有する。
本文では、二書に収録した動詞を整理し、当時の北京語における動詞の発音・意味・用法
などを研究する。さらに、現代北京語字典と比較し、清末の北京語動詞の諸相及び現代北京
語動詞との差異を分析する。
1.2 「動字」の由来
張氏の二書に使用した文法用語「動字」は西洋文法が中国・日本に影響を与え、近代中国
語文法研究の萌芽期に使用された用語である。筆者が相関文献を調べた結果として、現存す
る最初に「動字」という用語を使用した著書は 1869 年に出版された高第丕、張儒珍氏《文學
書官話》である。本書の第十章「論靠托言」に「動字」という用語が提示された。
1)

2)

3)

田中逸平（1882－1934）
、大正—昭和時代前期のイスラム教徒。大正 13 年イスラム教帰依し、中国
人教徒とともにメッカ巡礼。14 年大東文化学院教授となり、昭和 9 年 9 月 15 日死去。号は天鐘道
人。
（デジタル版日本人名大辞典＋Plus、講談社）
。また、イスラーム研究所が平成 25 年(2013)発行
したニューズレターにある森伸生『田中逸平のイスラーム信仰』によると、田中逸平少年時の教育
は漢学塾にて学んだ。また、明治 35 年北京へ遊に行ったということが分かる。
楊鉄錚『明治期中国語教育における伝統継承と近代化：金國璞、張廷彦と『官話指南』を中心とし
て』第 2 章第 4 節（2017：63）
明治 37 年（1904）に出版された『用法』に張氏の肩書は「東京帝國大學講師、東京高等商業學校
教師、早稲田大學教師」と記され、その時点で、張氏は以上の三つの学校で中国語を教えていると
分かる。
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靠托言一類的話分兩支，叫動字、靜字。動字就是“走、飛、想、講、寫、打、吃、來、
去、行、開、愛、恨、信”，這樣的話都是活動的。靜字就是“是、有、値、站、躺、坐、
死、住、在、爲”，這樣的話都是寂靜的。
（中略）動字是顯出他根本的行爲來，靜字是顯
出他根本的形勢來。
（中略）人能走路，“走”是靠托言、動字，靠人爲根本，顯出他的行
為來。
（中略）“我有一本書”，“有”是靠托言、靜字，靠我爲根本，顯出我的形勢來。4)
明治 10 年（1877）
、大槻文彦氏が解した『支那文典』は出版された。本書の原本は高第丕、
張儒珍氏の《文學書官話》である。
此書、原本アリ、支那ニ於イテ出板シタル者ニシテ、文學書官話ト題シ、登州府美國
高第丕中國張儒珍著ス、同治八年訂ストアリ、即支那官話ノ文法書ニシテ。
（中略）洋文
ノ法ヲ以テ、漢文ノ法ヲ説キタルガ故ニ、毎章、洋文法ノ譯語ノ名詞動詞等、其當ツベ
キ者ハコレヲ當テタ。5)
『支那文典』第十章の「論靠託言」は「動詞」と訳し、
「動字」と「静字」に二分類した。
靠ハ依附ノ義ナリ、托ハ託に同ジク、憑寄ノ義ナリ、此言ハ名頭ニ依附シテ、其行為
ト形勢トヲ言フ者ニシテ、國語ニハコレヲ用言トイヒ、洋語ニハ之ヲ動詞トイフ。
（動
字）是即チ行為ヲイフ者ニシテ其語總テ活動スルモノナリ。
（静字）是即チ其形勢ヲ言フ
者ニシテ其語皆寂静セルモノナリ。6)
以上の論述から、
《文學書官話》と『支那文典』は共に「靠託言」という部分に動詞を分類
した。
《文學書官話》は動詞を「動字」と「静字」に二分類したが、
『支那文典』はその分類
を継承しながら、
「靠託言」を「動詞」と解釈した。大槻氏が提示した「動詞」は現代文法と
の認識はほぼ一致しており、留意されるべきである。この時点で、二書に使用された「動字」
は「動詞」の一部として、
「活動」類動詞を指すことが分かる。一方、
“是、有、値、站、躺、
坐、死、住、在、爲”など「寂靜的」
、
「顯出形勢」の動詞は「静字」に帰属され、
「動字」で
はないとされている。
また、光緒 5 年（1879）に、汪芝房氏がアメリカ人 Kerl 氏の英文文法書の二十一版 7)を翻
訳した《英文舉隅》は同文館の英文文法教材とされ、第五節「論動字」に「動字」という用
語も使用された。
因言制字奚啻萬千，
綜其類可析為九，
謂之字類Parts of speech。
九類惟何？曰靜字Noun、
曰代靜字 Pronoun、曰區指字 Article、曰繫靜字 Adjective、曰動字 Verb、曰繫動字 Adverb、

4)

高第丕、張儒珍《文學書官話》
（1869:21）
。

5)

大槻文彦解『支那文典』
（1877：例言）
。

6)

大槻文彦解『支那文典』下卷（1877：1）
。

7)

汪芝房訳《英文舉隅》
（1879：2）に「是書譯自美國喀爾氏文法第二十一次刊本。原書條分縷析，篇帙
較繁。玆特節其大綱，以歸簡約，要未敢取粕遺精，致貽買櫝還珠之誚。」とある。
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曰綰合字 Preposition、曰承轉字 Conjunction、曰發語字 Interjection。
動字者，所以記事之迹，與靜字相表裏者也。凡物由靜而至動，自無而至有，皆動字類
也。
（中略）動字有貫 Transitive、不貫 Intransitive 之分。凡一舉一動，其力徑及於物者為
貫動字，不徑及於物者為不貫動字。動字有五辨，曰勢 Voice、曰狀 Mood、曰時 Tense、
曰位 Person、曰數 Number。
（中略）時有六、一當時 Present、二曩時 Past、三異時 Future、
四今成 Present Perfect、五昔成 Past Perfect、六將成 Future Perfect。當時者，現在之事也。
（中略）曩時者，已往之事也。
（中略）異時者，未來之事也。
（中略）今成者，當時已成
之事也。
（中略）昔成者，曩時已成之事也。
（中略）將成者，異時已成之事也。8)
《英文舉隅》の「動字 Verb」と「静字 Noun」は「字類 Parts of speech」九分類の下位分類
であり、現代文法の品詞分類に類似する。
《英文舉隅》の「動字」は動詞全体を指し、
《文學
書官話》と『支那文典』の「動字」が動詞の一部（活動類動詞）を指すことと異なる。
次に、1896 年に編纂された馬建忠氏の《馬氏文通》における“實字卷之四”の中で“動字”
が“外動字、受動字、內動字、同動字、助動字、無屬動字”という六種類に分類され、それ
ぞれ以下のように解釈された。
動字者，所以言事物之行也。
（中略）一其動而仍止乎內也，曰內動字。一其動而直接乎
外也，曰外動字。而凡受其行之所施者，曰止詞，言其行之所自發者，曰起詞。
（中略）故
凡外動字概有止詞而其意始伸，以其行之必及乎外也。內動字皆無止詞，以其行之不通乎
外也。
（中略）外動之行有施有受，受者居賓次，常也。如受者居主次，則為受動字。
（中
略）凡動字所以記行也，然有不記行而惟言不動之境者，如“有、無、似、在”等字，則
謂之同動，以期同乎動字之用也。有不記行而惟言將動之勢者，如“可、足、能、得”等
字，則謂之助動，以其常助動字爲功也。
（中略）動字所以記行，行必有所自，所自者，起
詞也。然有見其行而莫識其所自者，則謂之無屬動字，言其動之無自發也。凡記變，概皆
無屬動字。9)
馬氏の「動字」は《文學書官話》と『支那文典』の「動字」
「静字」を含め、
《英文舉隅》
の「動字」と一致することが分かる。
さらに、宮島大八氏が明治 30 年（1897）に編輯した『官話輯要』の第十章「文典」で張廷
彦氏が書いた「話規」の「動字 Verb」という部分で、以下のように述べた。
漢文中動字最難用，其種有三，曰貫動字 Transitive verb，曰不貫動字 Intransitive，曰動
字形 verbial phrase，何謂貫動字，是可以由此及彼用在兩個靜字之間，如“客喝茶、人買
書”
（中略）這“喝買耕打”等字皆是貫動字，所以應如此用。不貫動字如“去來飛跑”等，
也按照貫動字使用則謬矣，如“我去街上、他來家裡”（中略）皆不成話矣（中略）動字
8)
9)

汪芝房譯《英文舉隅》
（1879：11—12）
。
馬建忠《馬氏文通》
（1896：143—190）
。
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形容是形容動字的情形，仍是作動字用，然又須用在主字之後，如“茶喝不得、事辦不了”
（中略）動字一個本字沒有現在、將來、已過之別，如將來之時 Future tense 必須將“要”
字、“還沒”二字、“快了”二字置於其前（中略）若現時未完之時，英文加 ing 於動字
之末，漢文用“着”字（中略）或用“正哪”二字（中略）若已過之時 Past tense 必須用
“了”字或“來着”二字
（中略）
繫靜字也可以作動字用，必須用“了”字，如“書舊了”。
10)

また、明治 38 年（1905）
、張廷彦氏、田中慶太郎氏が共著した『官話文法』では、
「動字」
を「有貫動字」
、
「不貫動字」に二分類した。
靜字、動字、繫靜字、繫動字、綰合字、承轉字、代靜字、區指字、發語詞，字分九種，
係照英文譯出，然此篇專講前六種字用法。
動字有貫動字、不貫動字兩種，能由此及彼者，謂之貫動字，不能及者，謂之不貫動字。
如“客喝茶、人買書、馬拉車”，“ 喝”字、“買”字、“拉”字，皆貫動字也。如“你
去街、他來學堂、鳥兒飛天上”，“去”字、“來”字、“飛”字，皆不貫動字。
（中略）
動字前，用一“要”字，係未來時，字後用一“着”字，係現時，用一“了”字，係過時。
（中略）若昔時已成，則於句尾用“來着”二字或用“是的”二字。11)
『官話輯要』と『官話文法』における「動字」に関する叙述に基づき、張氏の「動字」観
を窺うことができる。
『官話輯要』では動字を「貫動字」
、
「不貫動字」と「動字形」に三分類
したが、
『官話文法』では「有貫動字」
、
「不貫動字」という二類に分けた。また、
『官話輯要』
における「動字 Verb」という表現は《英文舉隅》と一致し、
「動字」は実質的に「動詞」と
して使用した用語である。張氏は北京同文館で英語を学んだ経験があるため、
《英文舉隅》を
英文教科書として学習した可能性が十分ある。また、
『官話文法』で「字分九種，係照英文譯
出」と述べられており、その分類が《英文舉隅》と一致している点から、
《英文舉隅》を参考
にした可能性が強いと思う。
2. 二書の「動字」について
2.1 「動字」の字音
『用法』と『大全』に収録された動詞には、声調記号が附された。声調は「◦」
（無気音）
と「・」
（有気音）のマークで示され、左下・左上・右上・右下の表記配置によりそれぞれ陰
平・陽平・上声、去声の四声を表す。また、
『大全』ではローマ字音注を附した。
二書に記載された声調に一部の誤植誤記現象が存在する。例えば無気音の“扎、張、迸、
篩、掂”に有気音が表記された。一方、有気音の“插、拆、砌、揣、咔、看、渴、貪、誇”

10)
11)

宮島大八『官話輯要・張廷彦「話規」
』
（1897：138）
張廷彦、田中慶太郎『官話文法』
（1905：5）
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には無気音が表記された。また、声調の誤植誤記は以下のように挙げられる。陰平は“診、
情、踒、拾”
、陽平は“假（狐假虎威）
、舉、刻、射、溜、打”
、上声は“詐、抺、當、脫、握、
咒、咐、話、晒、鑚”
、去声は“浮、燻、綁、失、推、吵、撩”などである。
さらに、ローマ字誤植誤記による字音は“猜 ts‘ui1（cuī12)）
、脩 hsin1（xīn）
、硾 tu‘i2（tuí）
、
關 ku‘an1（kuān）
、射 shih2（shí）
、瞅 chin1（qīn）
、閉 pin4（bìn）
、扛 k‘an2（kán）
、署 shu4（shù）
、
卒 tsou2（zóu）
、走 tsuao3（zuǎo）
、展 chang3（zhǎng）
、讓 jong4（ròng）
、候 hau4（hào）
、壞
hsia4（xià）
、閉 pen4（bèn）
、下 psia4（psià）
”など 17 個の動字となる。
また“破 k‘o（ko）
、跳 i‘ao（iao）
、租 tsou（zou）
、運 yung（yong）
、步 hu（hu）
、遲 chih（chi）
、
觸 ch‘o（chuo）
”などの動詞には声調のマークが表記されていない。そういう現象が多く存在
し、
“打聽、圓謊、推辭、搪塞、奉承、挑唆、挖苦、掲挑、打體己、嘎典兒、闘口齒、打鄉談、
撇京腔、痛快、挑眼、屈、虧心、心疼、害怕、盼望、佩服、瞧不起、懂得、投緣、振興、練
造、起鑾、殯天、派差、考察、侵吞、起服、丁憂、省親、銷假、中計、調度、開放、講和、
欺負、討換、奉求、伺候、栽培、撞騙、灣船、找補、娶聘、成家、初婚、通信、通禮、跟前、
過去了、開弔、拼命、請安、囘拜、拜客、辭行、聚會、照應、入席、分心、對不起、候乘、
磕頭、抬愛、開焊、擱淺、破舊、長毛、起醭、下來、呌喚”などが例に挙げられる。張氏二
書の声調表記が徹底しているとは言えない。
更に、
『大全』に独特な北京語字音が収録され、
“隔斷 jié13)、煞在車尾上 shā、往後哨 shào、
暈船 yùn、言語 yuán yì、訴委屈 sù/sòng、破謎兒 mènr、當當 dàng、避宿 bèi、摳甚麼 kōu/kēi、
舀水 kuǎi/yǎo、咔着了 qiǎ、覲見 jǐn、尋東西 xín、鑽窟竉 zuǎn、減省 jián”などがある。また
以下の字音は括弧内の字の間違いであると考えられる。それは“暈（昏）過去 hūn、擲（扔）
球兒 rěng、激（將）我 jiāng、握（捂）着嘴 wǔ、理（捋）一理（捋）lǚ、叨（叼）着 diāo、唅
（含）着 hén、唾（啐）吐沫 cuì、印（洇）yīn”である。
2.2 「動字」の字形
『用法』と『大全』の二書において現代中国語の字形と異なる動詞が存在する。以下の例
に正字を括弧内に示す。
“潄（漱）口、贃 zuàn（賺）你、擦 cǎ（礤）一擦、唙咕（嘀咕）甚
麼、掇 gǔ 掇（鼓鼓）東西、用嘴嗛 qiān（鵮）
、㩄（筛）鑼、泎 zhá（扎）得慌、咋眨 zhǎbù（眨
咕）眼睛、搦 luō（捋）下來、揾（摁）下葫蘆、活（和）泥、赶（擀）麪、䞶tāng（蹚）過去、
打咯（嗝）兒、迸（蹦）
、薑（將）我、討（淘）換東西、擱 gè（硌）得慌”などがある。上記
の漢字に発音が正しく記されたため、対応すべき漢字が分かる。以上の現象は北京語動詞の
書面化に関わる問題で、清末時代の字形と現代規範字形のズレがあり、また張氏による字形

12)

括弧外は書中のローマ字記号、数字は四声を表す。括弧内は転写したピンイン表記である。その基
準は張廷彦『支那音速知』
（1899）におけるローマ字表記による分析結果である。
13)
ピンイン表記は横線の字の発音。
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ミスも見られる。
また、
“打睹（賭）
、抺（抹）灰、拿眼睛釘（盯）我、幌（晃）眼睛、咭（結）巴、拿舌頭
舐（舔）
、謝思（恩）
、括（抬）槓、颭（颳）風、葉（棄）了道兒、釵（敘）談、檳（楦）起
來、豁（劃）拳”など誤字のケースもあり、編纂や出版段階の誤植が原因と考えられる。
2.3 「動字」の所収状況
『用法』と『大全』の二書に収録された動詞の下にそれぞれ用例を示した。用例を整理し
て、清末北京語動詞の分布状況を窺い知ることができる。
二書には主に“說、言語、告、訴、提、問、呌喚、打、愛、看、坐、站、走、來、去、掏、
擺、開、吃、喝、聞”といった日常会話でよく使用する動詞が多く収録された。収録された
動詞の中に一部動詞ではなく、形容詞類単語やフレーズが存在し、
“可愛、飽了、憋得慌、撐
得慌、擱（硌）得慌、高興、擠得慌、累得慌、悶的慌、嗆得慌、鬆快、舒服、爽快、慎重”
などが挙げられる。動詞は単音節動詞、二音節動詞と三音節動詞という三種類に分けられる。
内訳は単音節動詞の頻度が最も高く、1489 個あり、ほかに二音節動詞は 235 個、三音節動詞
は 22 個となる。
二書に収録された動詞の用例は、
『官話輯要』第十章「文典」における張氏“話規”と『官
話文法』に記載された動詞の用法に一致する。
“天上飛的、地下跑的、河裏浮的、草裏迸的、
他困了、太陽出來了、逛一盪、他好詼諧、難受直哼哼、請他進來、太陽落了、出去溜達、耳
鳴、上那兒去了、竿子要折、那天失迎、躺着看書、諠出來、舉白旗降了”などは“不貫動詞
（自動詞）
”であり、その動作が他に及ばず、主語自身の動きを表す。また、
“天快黑了、葉
子黃了、西瓜婁了、手麻了、花兒蔫了”の“黑、黃、婁、麻、蔫”などは形容詞だが、
『官話
輯要・話規』によると、形容詞の後ろに“了”が付くと動詞の働きとなると解釈されている。
上記の“不貫動詞（自動詞）
”と「形容詞性動詞」を除き、二書に記載された“巴結功名、擺
尾巴、盛飯、沖藕粉、催他、打官司、打車、燉猪肉、蹬自行車、訛我、喝茶、記賬、救火、
鋸木頭、結果子……”といった動詞は全て“貫動詞（他動詞）
”である。
『大全』の一部用例は張氏が詳しい解釈を附した。例えば“炒「炒菜是油少肉多乾菜鮮菜
都可以加」
、炸「炸是油多炸好了不要油」
、烹「烹是等油歡了把東西擱上就得」
、膾「膾是汁水
兒多加團粉」
、溜「溜是汁水兒少加團粉」
、灒「濽是等湯開了擱上東西就得」
、炰 bāo「炰的法
子和炒是一樣專說羊肉」
、炰 bào「炰是說猪羊肚兒不是炒是溜」
、溜 liù「蒸過的東西再蒸說溜」
”
であり、料理法以外にも張氏の解釈が散見する。
3. 清末北京語動詞の諸相
『用法』と『大全』に収録された清末北京語動詞は 1700 個に上り、当時の北京語動詞の集
大成と言え、清末時代北京語動詞を知る上に恰好の資料である。現代北京語動詞と違う時代
の視角から分析する。
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（1）旧時代動詞
二書に収録された動詞は一部が清末時によく使用されたが、現代北京語には消えた。例え
ば“親行[皇上自己去祭天祭祖]、巡幸[皇上上甚麼地方兒去]、叩閽[見皇上去告狀]、殯天[皇
上去世]、照會閣下[和外國來往的文書說照會等]、扎飭再案[上司給屬員的文書說扎（箚）]、
稟請前來[小官給上司的文書說稟]、賜帛[是呌大員自己弔死非有大才幹的還彀不上這一步哪]”
といった動詞は清王朝の行政用語で、張氏は教科書編纂の時に自身がその解釈（括弧内）ま
で添えた。
また、関連北京語字典 14）にも所収する“謝恩[感謝別人給自己的恩惠（多指臣子對君主）]、
關錢粮[领取薪俸。清代旧词]、丁憂[遭到父母的喪事]、起服[明清兩代專指服父母喪期滿後重
新出來做官]、覲見[朝見（君主）]”という動詞もある。関連字典に収録されていない“罰俸
[古代官員因過錯而停發薪俸]、下的上諭[下達的詔書]、奉旨[詔書を頂く]、得了保舉[得到了
大臣向朝廷舉薦的機會]”など官界用語もある上に、
“吃烟[即吸煙。限于吸一般葉煙，不包含
鴉片煙]、鋦碗兒[修补]、衲襪底兒[補綴]、套車[把車上的套套在拉車的牲口身上]、挑 tiǎo 幌
子[店铺开始营业]、開弔[辦喪事的人家在出殯以前接待親友等來吊唁]、窖冰[將冬季的冰放
在冰窖裏儲存]、箚街[巡邏]”などの旧時代専用動詞もあり、筆者が語義解釈をしてみた。
（2）方言性の強い動詞
関連北京語字典に収録されている北京の方言性が強い動詞として以下に挙げられる。
“呌
小綹吃了去[窃、骗财物]、氣一催機器就動了[受某种动力促使和推动]、打落[并不想真买，只
是问问价]、打哈哈[开玩笑]、賭個東兒[打赌]、話白我[譏諷，奚落]、夾磨我[折磨；受气]、
駕弄人[撮弄]、激 jiāng（将）我[用语言激发、使之因不肯示弱而做出他本不愿意做的事]、
偏您飯了[客气话。比您占先吃饭]、圈弄人[设下骗局圈套，使人上当受骗]、約會他晒了我[讓
客人久等，不予理睬]、水出實話來了[诱骗、诓哄使人说出实话]、他愛撒村[用粗野下流的话
骂人]、把酒潄（漱）在一個瓶子[灌]、掏壞你[出壞主意，使壞手段]、東西不好找給您灣轉[多
方周折，設法尋求]、贃 zuàn（賺）你[騙（人）] 、怵見生人[怯懦；害怕；无勇气]、麪得揣
一揣[用力压挤]、拿擦床兒擦（礤）一擦[刮成细丝，从孔中落下]、有三處應酬赶羅得慌[匆
促]、打躉兒[一總合計或一次購買]、行李歸着好了[收拾，整理]、把牆胡拉乾淨了[拂拭]、
（指
甲）鉸了去[用剪刀剪]、解手兒[入厕所大、小便]、借光[禮貌用語，對人有所詢問或請求時]、
破謎兒 mèir[mí變讀。猜謎語]、拉老婆舌頭[好傳閒話，挑撥是非]、懶怠上那兒去[懶得，不願
意]、攞皂[打擾；添麻煩]、西瓜婁了[瓜類內瓤腐爛]、磨 mò 不過車[使車調轉方向]、和他磨
對磨對[買賣交易時再三商議減價，轉義為轉嫁]、他竟會嗙 pǎng[說大話，自吹自擂]、刨根兒

14）

徐世榮《北京土語辭典》
（1990）
、高艾軍、傅民《北京話詞語增訂本》
（2001）
、周一民《北京俏皮話
詞典》增訂本（2009）
、董樹人《新編北京方言詞典》
（2010）などであり、括弧内はその語義解釈、
所引書名を省略した。
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問底兒[認真追問，想知道真情]、用嘴嗛 qiān（鵮）[（尖嘴的鳥）啄]、繞對我[說冠冕堂皇
的話，使人上圈套]、㩄（筛）鑼[敲锣敲鑼]、把窗戶潲濕了[雨滴或雨線斜射淋濕東西]、往後
哨一哨[往後站；退避]、耍錢[賭博]、撒歡兒[放開了手腳活動，高興快樂的表現]、抬摃[吵
嘴]、套拉攏[接近而形成親密關係]、衣裳溻了[汗或水浸泡衣物或浸泡身體]、窩心氣[因不如
意，受委屈儿氣忿]、把鞋用楦頭楦起來[用楦頭填緊或撐大鞋帽的中空部分]、邀一邀分量[約。
稱重量]、吆喝甚麼[同“吆喚”小販叫賣]、他一聲兒沒言語[說話，告訴]、紙薄一寫就印（洇）
[墨色因有水分而向筆畫之外擴張滲出]、沒吃飽再找補點兒[添加，補充]、遮 zhě 羞兒[送禮時
的客氣話。禮物太輕，僅僅遮蓋羞脸]、拿話支吾我[用含混的話搪塞]、一澆水就支凌起來了
[豎立起來]、栽觔斗[跌跤。比喻失敗或丟醜]、他愛轉文[說話喜歡夾帶文言詞語]、他瞎謅胡
咧[胡說八道]、涼水洗臉泎（扎）得慌[冷水或冰刺激身體，使產生不舒服的感覺]”などがあ
る。
また、関連北京語字典に収録していない“打體己[說貼心話]、打起鄉談[說家鄉話]、嘎典
兒[立誓，發誓]、您少出去看着了涼[小心，當心]、到碼頭該灣船了[泊船]、捏好了局子[組
織]、㓲片兒[切薄片]、拿話把他綳回去了[反駁]、撇京腔[說北京話]、掏家雀兒[抓麻雀]、央
哥央哥他[懇求]”といった動詞があり、筆者は語義解釈をしてみた。その他に“維持人[人を
取持つ]、打上圖書[印を捺する]、煞在車尾兒上[括りつける]”は『用法』に記載された田中
逸平の訳文である。
（3）諺・掛詞
張氏の二書に多くの諺・掛詞が収録された。
《北京俏皮話詞典》によると、
“揾（摁）下葫
蘆瓢起來[一事未平，又生一事；解決了一個矛盾，新的矛盾又出現了]、牛兒不喝水强揾（摁）
頭[謂強迫，多指不能強迫]、煑熟了的鴨子會飛了[謂得而復失，在接近成功時失敗]、他是裱
糊匠上天 胡云[信口开河地乱说]、砍的總沒有鏇的圓[“砍”諧“侃”
，謂“說”
。指不會說話，
說的不圓滿]、貓兒哭耗子假慈悲[比喻偽裝好人，假仁假義]、一個巴掌拍不響[謂發生糾紛，
雙方都有責任]、會說的不如會聽的[謂說得再巧妙，別人也能聽出用意]、狗嘴吐不出象牙來
[比喻說不出好話來]、墻倒眾人推[比喻人一旦失勢倒霉，大家就都來欺負、攻擊他]、有錢使
得鬼推磨[形容錢的作用極大。有時表示崇拜金錢，多用來詛咒金錢起壞作用]、狗掀簾竟仗着
嘴挑着[謂光會用嘴說]”などが検索できる。
また、関連字典に収録されていない諺・掛詞以下にあり、筆者は語義解釈をしてみた。例
えば“人走時運馬走臕[指人生成就往往靠運氣和機遇]、有屁股不愁挨打[形容人有能耐，藝多
不壓身]、打着騾子馬也驚[形容懲罰一個人時，週圍的人也會受到驚嚇]、雞也飛了蛋也打了
[比喻兩頭落空，一無所得]、癩狗扶不上牆[同“爛泥扶不上墻”
，比喻能力差水平低的人，沒
辦法扶助他長進]、魚見食兒不見鉤[比喻人只能看見眼前的利益，而看不見潛在的危險]、水流
千遭歸大海[比喻事物發展無論如何曲折，最終只有一個歸宿；或比喻人無論走多遠，終將回歸
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故土]、買金的遇見了賣金的[表示恰巧，正合適的意思]、一步邁不了三寸[形容人幹活兒慢，
故意拖延時間]、窮在世上無人問[當一個人貧窮的時候，世上無人關心。體現了社會的世態炎
涼]、窮漢赶上閏月年[生活本不富裕，又偏巧趕上閏月。指生活窘迫，難上加難。]、一竅兒通
百竅兒通[表示一事通萬事通]、要學驚人藝須下苦功夫[指一個人要得到過人才能，必須付出
十分的努力]、整瓶不動半瓶搖[比喻真正有才能的人是謙虛的，沒有才能的人反而自吹自擂]”
などである。
以上、張氏二書に収録された動詞について考察した 15）が、解明していない動詞が一部存在
する。歴史動詞として“遞了遺摺、經吏部題選咨留、打打辮子、描花兒樣子、描紅模子、派
上局差了、請您治公、走過兩盪洋差”など、方言性が強い動詞として“刼脫人、當面揭挑他、
聞訉聞訉、招點醋、身上發縐憋”など、口語性が強い動詞として“竟走不顚”
、見慣れない動
詞“戧上木頭”と諺“見了是六月不見是腊月、巧嘴的八哥兒說不潼關去”などがある。
4. おわりに
張氏の「動字」二書は北京語史上貴重な清末動詞の研究書・用例書として、当時の北京語
の動詞分布、動詞使用の実例を豊富に反映している。二書の用例を通して、清末時代北京語
動詞の口語使用の実態を把握できる点は北京語の口語史の研究に意義あるものと認識でき
る。北京語も一都市の方言であるという角度からみると、二書に反映した動詞使用状況はそ
の地域にまたそこの庶民階層に限定されている面を呈しており、北京という一国の都に存在
する北京官話より、下町の方言の特徴が強い。こうした点は、二書の言語層をどう見るかに
ついて大切なことである。また、二書の音声面・字形面・用例面での特殊性は清末時代の使
用実態に基づいたものであり、歴時研究に有する価値は無視できない。
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