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ごあいさつ
東アジア国際言語学会名誉会長 鈴木康之

このたび、何度かの会議を経て「国際連語論学会」の名称を「東アジア国際言語学会」に
変えることになった。国際連語論学会設立から現在までのいきさつを簡単に述べておこう。
国際連語論学会設立までに言語学研究会鈴木康之グループを中心として連語論大会が 3 回
行われている。2005 年（大東文化会館）
、2011 年（大東文化会館）
、2012 年（甫水会館）で
あり、各大会とも 2 月に行われた。これは 2 月が中国と韓国から来日しやすいというのが大
きな理由であった。各大会ともそれぞれ 70 名前後の専門家や大学院生が参加され、活発な
質疑応答がなされている。
各大会終了後には、毎回、多くの連語論大会参加者から連語論学会を設立して欲しいとの
強い要望が出されていたが、準備不足により実現できずにいた。しかしながら、この強い要
望の声に応え拡大理事会の協議を経て 2012 年の大会を連語論学会の設立大会とした。2012
年の大会終了後には 3 月下旬から 7 月にかけて何回か拡大理事会が開催され、学会の運営や
役員、および学会の正式な名称などが討論され、学会名は暫定的に『国際連語論学会』とし
た。8 月に高橋弥守彦さんが北京に行くことになり、北京支部の会員と話し合いが持たれ、
3 回の連語論大会とこれまでの会議の報告を話され、日本側の提案した学会名称『国際連語
論学会』が北京側にも承認された。
国際連語論学会の学会誌創刊号
（
『研究会報告第 32 号』
［国際連語論学会 連語論研究
〈Ⅰ〉
］
）
は 2012 年 12 月 17 日に発行されている。その後、
『研究会報告』は偶数号を国際連語論学会
の学会誌とし、奇数号はこれまでどおり、鈴木康之研究室が中心になって出版してきたが、
奇数号は第 37 号を持って最後となった。奇数号はどうすべきかを高橋弥守彦さんに相談す
ると、中国東北支部が独自で出版を望んでいるということであった。高橋さんに中国東北支
部の研究者と相談してもらうことにした。
2015 年には上海支部が設けられた。2016 年 3 月には大連大学、大連理工大学を中心とす
る東北支部が設けられ、3 月に大連大学で大会が開催され、開催後には会誌も出版されてい
る。中国東北支部の大会は毎年 3 月に開催され、会誌は鈴木康之グループを継承し奇数号
（
『研究会報告第 39 号』
［国際連語論学会 連語論研究〈Ⅴ〉
］
）とし、2016 年 9 月 20 日から、
毎年 1 冊発行されている。
ⅰ
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連語論については、ロシアの言語学者ヴェヴェ・ビノグラードフ（モスクワ大学教授）の
造詣が深く、奥田靖雄を中心とする言語学研究会も 1950 年代は氏の連語論研究の影響を受
けている。日本側は当初格助詞の研究から始まり、徐々に連語研究に移行して行き、2019 年
現在まですでに 60 年以上にわたる研究期間と数多の研究業績を出している。
これまで連語論研究の研究成果は多数挙げられるが、その代表として奥田靖雄を中心とす
る『日本語文法・連語論（資料編）
』
（むぎ書房 1983）と拙著『現代日本語の連語論』
（日本
語文法研究会 2011）が挙げられる。両著はともに時代を反映している研究成果と言える。前
者は日本語文法連語論が中心であるが、後者は奥田靖雄の理論を分かりやすく整理するとと
もに、個別言語研究だけではなく、対照言語研究にも道を開いている。これは奥田靖雄が活
躍した時代は、日本語文法の研究者は主として日本人であったが、その後、中国人や韓国人
を中心とする外国人留学生が多数来日し、大学や大学院で日本語文法を学習し研究するとと
もに、日本語と母国語を比較対照する対照研究が盛んになってきたからである。
連語論研究は文法研究のなかで欠くことのできない研究分野なので、今後は若い研究者に
よってますます盛んになり、言語学研究の一翼となってくれることを願う次第である。

2019 年 8 月 10 日（土）
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文の材料としての単語と連語
Words and Collocations as Sentence Materials
鈴木 康之
SUZUKI Yasuyuki
0. はじめに
「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。
1. 文と単語
「文」と「単語」との関係については、わたくしは、比喩的に、つぎのようにかんがえ て
いる。
「文」は「具体的な現実をうつしだす単位」であり、
「単語」は「ひと切れの現実を名
づける単位」である。
「単語」の規定は、
「ひと切れの現実を名づける単位」とされるものなのだが、そのばあい
の「 ひと切れの現実」とは、現実に存在するモノ(たとえば、
「山」
「つくえ」
「メガネ」)だけ
ではなく、現実の一側面(たとえば「高い」
「広い」
「崩れる」)、現実に存在するモノの一側面
(たとえば「 鳴く」
「 登る」
「かわいい」)、 さらには側面の側面(たとえば「キヤンキャン(鳴
く)」
「ゆつくり(登る)」)など、つまり、現実に存在する部分・側面など森羅万象すべてを意
味する。人間は、現実に存在する部分・側面など森羅万象すべてを「単語」というかたちで
名づけているのである。このことは、日本語にかぎらず、英語であろうと中国語・韓国語で
あろうと、言語であれば、基本的に共通している。
ついでながら、人間が「文」をくみたて現実をうつしだしているということは、比喩的に
表現するとすれば、人間は、文をくみたてることによって(さらには、その「文」をつらねて
「話」
「文章」をつくることによって )、現実を再構成しているのだということができるだろ
う 。もちろん、文によって再構成された現実は、現実を反映させているのだが、しかし、真
の現実とはちがっている。そこには、話し手(書き手)による推察や願望などももりこまれて
いる。未来の現実を予想することもできれば、ときには、うそをつくこともできる。
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このようなことが生じるのは、みな、言語としての現実の反映であって、ひと切れの現実
を名づける単位としての単語をくみあわせることによって、
「文」というかたちで、話し手
(書き手)が現実を再構成させるものだからである。
2. 連語の位置づけ
わたくしの考える連語論は、さかのぼって、奥田靖雄「連語論(特に、ヲ格の研究)」やヴィ
ノグラ ードフ「単語のくみあわせの理論」を学習し、自分なりの連語論研究をすすめていた
ころは、わたくしは「構文論 syntax」の領域に属する分野である、とおもっていた。つまり、
連語(単語と単語とのくみあわせ)の研究を文法論(構文論)のなかに位置づけていたのである。
しかしながら、そのうちに、単なる「単語と単語とのくみあわせ」の研究から、名づけ的
な単位としての「連語」を 意識化するようになった。つまり、単語と単語とのくみあわせの
研究をふまえて、
「名づけ的な単位としての連語」を抽出するようになったのである 。
この「 名づけ的な単位としての連語」とは、単語と単語とをくみあわせるという文法的
な手法を利用して、名づけをより具体化・精密化したものである 。具体的な例でいえば、 た
とえば「あさ、食堂でカレーライスをたべた。
」というばあい、かつては、
「あさ―たべる 」
「食堂で一たべる 」
「カレーライスを一たべる」など、みな連語論の対象とする単語のくみ
あわせとしていたのだが、
「名づけ的な単位としての連語」としては「カレーライスを―たべ
る 」とし、
「あさ、食堂で……」を除外した。
わたくしは、このような「名づけ的な単位としての連語」を意識し、それを研究する分野
を「連語論」とかんがえるようになったのである 。時期としては、20 世紀末期、呉大綱さ
んや彭広陸さんの学位論文を指導していたころかとおもわれる。その後、21 世紀の初頭、
2005 年以後、高橋弥守彦さん・王学群さん・白愛仙さんたちとのプライベートの研究会（わ
たくしの連語論研究の検討会）を介して、そのかんがえを確定してきた。
（なお、呉大綱さん
の博士論文については、動詞を核とする名づけ的な単位としての連語を概観するようにと指
導したつもりでいる。)
このような「名づけ的な単位としての連語」の研究は、単語をくみあわせることにより、
名づけをより具体化・精密化したものであることから、文法論(構文論)のなかには位置づけ
られないことだろう。以前のわたくしの連語論では、その研究対象を単語と単語とのくみあ
わせ全体としていたのだが、その後、わたくしは、名づけ的な単位としての連語のことを「単
語と単語をくみあわせて、より具体的な名づけを実現させているコトバの構造物」であると
かんがえるようになって、連語論を文法論のなかだけに位置づけるのではなく、独自な研究
分野であるとしてきたのである。
ついでながら、名づけ的な単位としての連語は、総体として、一定の構造的なシステムを
つくっている。日本語の連語については、その総体として、不完全ながらも 、
『現代日本語
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の連語論』で概観していただけるとおもっている。
わたくしたちがかつて「連語論」であるとしてきた研究分野については、あらためて、名
づけを具体化・精密化してみせる語彙論のなかに位置づける「名づけ的な単位としての連語」
の研究、と、文法論(特に構文論 )のなかに位置づけるべき「単語と単語とのくみあわせ 」
の研究、とに整理してみせなければならないだろう。
3. 名づけの単位としての連語
勝手な感慨をのべるようで恐縮だが、かつて、わたくしは、…「連語」という単位は、カ
スミのような存在である、水滴でもなければ雲でもないだろう、とかんがえたことがあった。
人間の言語は、高度に発達し複雑化している。そして、そのことは、語彙と文法とのあり
方にも複雑な状況を生んでいる 。たとえば、
「たべる 」という人間の動作には、
「リンゴを
たべる 」
「パンをたべる」
「ごはんをたべる」など、実に、さまざまなばあいがあるだろう 。
それら人間の動作をすべて「単語で名づけなければならないとするならば、天文学的な数字
に相当する無数の「単語」を生みださなければならない。
ところが、人類は聡明である。
「たべる」という動作での種々のちがいは、そのまま、単語
をくみあわせ、
「リンゴをたべる 」
「パンをたべる 」
「ごはんをたべる 」などのままで、名
づけを実現させている。もともと、単語をくみあわせるという手法は、名づけの基本的な単
位としての「単語」を材料として、言語活動の具体的な単位としての「文」をつくりだすた
めのものである。また、そのルールは「文法」に所属するはずである。ところが、人類は、
その文法ルールをそのまま「名づけ」に利用してきたのである。
あらためて、高度に発達した現代の「言語」をかんがえてみたい。ひと切れの現実を名づ
ける単位としての単語は、文の材料ではあるのだが、どのような文をくみたてるかにかかわ
らず、その単語の名づけ的な意味を具体化するという必然から、他の単語とくみあわせると
いうことが義務づけられている 。つまり、連語(単語と単語とのくみあわせ)に関するルール
である 。連語とは、単語と単語をくみあわせて、より具体的な名づけを実現させているコト
バの構造物である 。(名づけ的な単位としての「連語」を研究対象とする言語学の分野は、
「連語論」とよばれている。)
4. 文の材料としての連語
連語としての「リンゴをたべる 」
「パンをたべる 」
「ごはんをたべる 」などは、いずれも
名づけとしての単位なのだが、具体的な言語活動での個々の発話「(だれかが )リンゴをたべ
る。
」
「(だれかが )パンをたべる。
」
「(だれかが )ごはんをたべる。
」などは、もとより「文」
である。そのような意味では、
「名づけ的な単位としての連語」と「文を構成する単語のくみ
あわせ」とのあいだを機械的に区分することは困難である。名づけ的な単位としての連語は、
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単語と同様に文の材料である。ただ、文法のルールを内在させながら単語と単語とをくみあ
わせているので、連語における単語と単語とのくみあわせは、個々の単語に分解するかのよ
うにして、文の構造に活かされるものである。たとえば、連語「リンゴをたべる」
「パンをた
べる」などは、文の材料として、まず、
「太郎が(主 語)リンゴを(対象語)たべる(述語 )。
」
「花
子が(主語)パンを(対象語)たべた(述語 )。
」のように使用される。つまり、ごく普通の文に使
用されるばあいには、
「リンゴを」
「パンを」は対象語として、
「たべる」は述語として、文の
構造に参加するものなのである。さらには連語は下記のような文にも使用されることになる。
○太郎はリンゴまでもたべた。

○花子はパンをたべるつもりだ。

○リンゴは太郎がたべた。

○花子がたべたのはパンだった。

このように使用されることになると、連語の構造と文の構造とを同一視することができな
くなる。連語論が対象とする連語とは、文の材料として独自に参加可能な単語をくみあわせ
ての名づけ的な単位である。したがつて、具体的な「文」への参加には、さまざまな事象が
生じることだろう。連語の構造がどのように文に生かされるかについては、あらためて精査
する必要がある。今後の言語学研究者の活躍に期待したい 。
5. 語彙と文法とのハザマ(連語論の再検討 )
名づけ的な単位としての連語は、単語と同様に、文の材料である。ただ、文法のルールを
内在させながら単語と単語とをくみあわせているので、連語における単語と単語とのくみあ
わせは、そのまま、文の構造に活かされるものである。
くりかえして、言語の単位としての「連語」をかんがえておきたい。単語をくみあわせる
という手法は、もともと、名づけの基本的な単位としての「単語」を材料として、言語活動
の具体的な単位としての「文」をつくりだすためのものである 。そのルールは、文法に所属
する。その「文法」としてのルールを「名づけ 」に生かしたのである。人類の英知のみごと
さを実感させられる 。
名づけ的な単位としての連語は、語彙と文法とのハザマに生じた言語現象である。連語 論
の対象とするような「名づけ的な単位としての連語」をどこからどこまでであると限定する
ことは困難なことだろう。一般に、人類の英知の結果としての言語現象は、単純に解明する
ことのできるような次元のものではない。高度に発達してきた人類の言語は、つぎつぎに矛
盾をうみながら、さらに高度に言語の発達をかさねてきている。
そのような高度に発達してきた現代日本語について(そして、そのことは日本語だけの問
題ではないのだが )、その発達・発展の原理・原則を見きわめるべきである。さらには、実
務的・実用的な観点から、現代日本語の言語現象を常識的に整理・整頓してみるべきなので
はないだろうか。
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名詞と使役動詞（V-(サ)セル）からなる連語
A Study of the Japanese“Word Combination”of Accusative
Noun and Morphological Causative Verb
早津 恵美子
HAYATSU Emiko
要旨 動詞を核にする連語というとき、その「動詞」は基本的には接辞のつかないものであ
り、
『日本語文法・連語論（資料編）
』の論文でもそうである。ただし、ヲ格名詞と動詞のく
みあわせについての奥田靖雄氏の 2 編では、
「人に対するはたらきかけ」において、自動詞
派生の使役動詞（V-(サ)セル）を核とする連語が積極的にあげられている（
「人を－よわせる
（生理的な状態変化）／歩かせる（空間的な位置変化）／いらいらさせる（心理的な状態変
化）／とつがせる（社会的な状態変化）
」
）
。これらの連語タイプでは、かざられが V-(サ)セル
であるものが多く、他動詞と使役動詞（
「よわす：よわせる」
）は「語彙＝文法的にシノニム
として使用されている」とされる。
それでは、これら以外にも V-(サ)セルを核とする連語をみとめることはできるだろうか。
本稿では、名詞と V-(サ)セルからなる、たとえば「衣装を目立たせる」
「レールをきしませる」
「野菜を熱湯にくぐらせる」
「ポケットからハンカチをのぞかせる」
「娘に桐ダンスをもたせ
る」などを積極的に連語とみとめることを提案し、V-(サ)セルを要素とすることでこそ表せ
るむすびつきもあるのではないかということを考えてみた。このことはまた、V-(サ)セルの
うちには、独自の語彙的・文法的な性質をそなえた単語として既成性の高いものがあること
をみとめることにもつながる。
キーワード：連語論 連語の体系 使役動詞 かざられ動詞 語彙的意味の一単位性
目次
1. はじめに
2. 『日本語文法・連語論（資料編）
』所収の論文における V-(サ)セル
3. 奥田論文にあげられている V-(サ)セルの性質
4. 名詞と V-(サ)セルからなる連語をみとめる意義と可能性
5. おわりに
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1. はじめに1）
奥田（1976）において言語の単位としてみとめられる「連語」のうち、名詞と動詞からな
る連語（名詞と動詞が［かざり-かざられ］の関係となる連語）における動詞はふつう接辞の
つかないふつうの動詞である。
『日本語文法・連語論（資料編）
』
（1983）に所収の諸論文にお
いても、連語の構成要素としての動詞はほとんどすべてそうである。
(1) 枝をきる

電柱にぶつかる

電車で通う

部屋からでる

駅まで歩く

ただし、所収諸論文のうち奥田靖雄氏の「を格の名詞と動詞とのくみあわせ」
（1968-1972）
、
「を格のかたちをとる名詞と動詞とのくみあわせ」
（1960）
、
「に格の名詞と動詞とのくみあ
わせ」
（1962）ではいくつかの連語タイプにおいて、かざられ動詞としてふつうの他動詞とと
もに V-(サ)セル（
「使役のかたち」
、本稿では「使役動詞」
）があげられている（
「親を驚かせ
る」
「子供をすわらせる」など）2）。それらはどのような性質のものなのか、それら以外にも
V-(サ)セルをかざられ動詞とする連語をみとめることができるのか、もしみとめるとしたら
どのような連語があり、それらを連語とみとめることにどのような意義があるだろうか。名
詞と動詞・形容詞からなる連語における名詞（かざり名詞）については、ガ格名詞やゼロ格
名詞をかざり名詞とみとめうるかどうかが論じられている3）のに対して、動詞（かざられ動
詞）の形態論的な形についてはあまり論じられていないようである。本稿では、他動詞だけ
でなく V-(サ)セルを要素とする連語をみとめることが、連語のもつ意味的なむすびつきの体
系性をよりきわだたせるのではないかということを考えてみる。
考察に先立ってまず、
『日本語文法・連語論（資料編）
』
（1983）にあげられている V-(サ)
1)

本稿は、2018 年 7 月 29 日に大東文化会館ホールで行われた日中平和友好条約締結 40 周年記念学術
講演会（国際連語論学会主催）において、
「名詞と使役動詞（V-(サ)セル）からなる連語」として口
頭発表した内容をもとにまとめたものである。発表の場やその後にさまざまな質問やアドバイスを
くださった方々に感謝申しあげる。
2)
『日本語文法・連語論（資料編）
』
（1983）所収の諸論文のなかで、V-(サ)セル以外でかざられ動詞と
してあがっているのは、受身動詞（V-(ラ)レル）と一部のかさね動詞（V-テ V）である。V-(ラ)レル
がかざられとなる連語は「カラ格の名詞と動詞とのくみあわせ」
（渡辺義雄）にみられ、相手的な結
びつきの下位類としての《うけみ》類である。
「車夫から言われる」
「佐多から相談される」
（p.375）
の 2 例のみで、カラ格名詞は動作の相手とされる。なお、語例として「
（～カラ）失われる」
（p.409
消滅）があげられ、ニ格と動詞とのくみあわせでも「あっけにとられる」
（p.304 かかわり）
、
「
（～ニ）
めぐまれる」
（p.309 道具）
、
「
（～ニ）うまれる」
（p.310 結果規定）もある。
一方、
「V-テ V」としては、
「V-テ V（いく/くる/かえる/でる/もどる）
」
（教室にもっていく、早足
にはいってくる、向こうへ歩いていく、火鉢の後ろから出てくる、遠くからきこえてくる）
、
「V-テ V
（やる/もらう）
」
（人にくれてやる、先生から忠告してもらう）
、
「V-テ V（いる/ある/おく）
」
（朝か
ら歩きまわっている、玄関から茶の間まで置いてある）等があがっている。なお、このうち移動性の
ものについては、
「に格の名詞と動詞とのくみあわせ」
（奥田）で、
「かえっていく、あるいていく」
等のかさね動詞について「方向性をもった移動動詞のグループに入ってくる」
「
（ゆくさきのむすびつ
き）をあらわす単語のくみあわせのなかにはいってくる」
（p.292）と明示的に説明されているが、他
のものは例にうかがえるだけである。
3)
鈴木康之（1983）
、根本今朝男（1965）
、仁田義雄（1985）
、松本泰丈（2005[2006]）
、宮島達夫
（2005）
、等。なお、奥田（1963）のなかで、
「雨がふる」を「うつくしい花」
「つくえの足」
「東北
への旅」
「パンをたべる」とともに（p.299）
、また「鼻がながい」を三上章の所説を検討するなかで
（p.301）
、連語とされている。
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セルがどのようなものかを確認しておく。
2. 『日本語文法・連語論（資料編）
』所収の論文における V-(サ)セル
名詞と V-(サ)セルからなる連語タイプが示されているのは、ヲ格名詞と動詞とのくみあわ
せと、ニ格名詞と動詞とのくみあわせの、それぞれごく一部である。
2.1 ヲ格の名詞と動詞とのくみあわせ
ヲ格の名詞と動詞からなる連語は奥田（1968-1972）で次のようにまとめられている4）。
第一章 対象へのはたらきかけ
第一節 物にたいするはたらきかけ
第二節 人にたいするはたらきかけ
第三節 事にたいするはたらきかけ
第二章 所有のむすびつき
第三章 心理的なかかわり
第一節 認識のむすびつき
第二節 通達のむすびつき
第三節 態度のむすびつき
第四節 モーダルな態度のむすびつき
第五節 内容規定的なむすびつき
第四章 状況的なむすびつき

「枝を 切る」
「選手を 疲れさせる」
「騒ぎを しずめる」
「花を もらう」
「野菜を 買う」
「家を もつ」
「空を みる」
「事情を 理解する」
「学生に 集合時間を 伝える／知らせる」
「親を 尊敬する」
「仕事を いいつける」
「寒さを 感じる」
「山道を いく」
「橋を わたる」
「夜道を 急ぐ」

このうち、かざられ動詞として V-(サ)セルがあげられているのは、
「第一章 第二節 人に
たいするはたらきかけ」のかなりの部分と、
「第一章 第三節 事にたいするはたらきかけ」の
一部分である。以下にそれぞれについて、かざられ動詞の語例を中心に紹介する。
（１）
「人にたいするはたらきかけ」を表す連語タイプは 5 つの下位類に分けられており、
それぞれの連語をつくる動詞として次のような語があげられている。-(サ)セルのつかない
ふつうの他動詞とともに V-(サ)セルもある。長くなるが奥田（1968-1972）にあげれられて
いる例をすべて下に示す。下線を付したものはいわゆる自他対応をなす他動詞である。
《生理的な状態変化》
｛他動詞｝ ねかす、いかす
｛V-(サ)セル：自動詞派生の Vi-(サ)セル｝あそばせる、あばれさせる、あるかせる、うな
らせる、おどろかせる、さわがせる、しなせる、すわらせる、たたせる、だまらせる、
つかれさせる、とばせる、なかせる、ねかせる、ねむらせる、はらませる、はたらかせ
る、やすませる、よわせる、わかがえらせる、わらわせる
《空間的な位置変化》
｛他動詞｝ かえす、もどす、やる、よこす、おくる // つれる、つれだす、 つれこむ、つ
れていく、つれてくる、つれてかえる、みちびく // だす、いれる、とおす、あげる //
よびあつめる、よびいれる、よびだす、よびよせる、さそいいれる、さそいだす、まね
4)

この章立ては奥田（1960）の分け方とは異なっているが（早津 2017 参照）
、本稿における問題とし
ては両者のこの異同は問題にしなくてよいと考える。
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きいれる、まねきよせる、おいだす
｛V-(サ)セル：自動詞派生の Vi-(サ)セル｝ あるかせる、 あゆみよらせる、いかせる、お
しかけさせる、かえらせる、かよわせる、すすませる、しりぞかせる、たたせる、たち
のかせる、のぼらせる、はしらせる、ひかせる、むかわせる、はいらせる // 行進させ
る、前進させる、後退させる、移住させる、退却させる、避難させる
《心理的な状態変化》
｛他動詞｝ おどろかす、おびやかす、かなします、くらます、ごまかす、じらす、だます、
なやます、ばかす、まよわす、わずらわす（以上、末尾が-asu である動詞） // くる
しめる、なごめる、あざむく、さいなむ、やりこめる、いいくるめる、くどきおとす、
ときふせる、ちからづける // わびしくする、くるおしくする、くるしくする、いこじ
にする、みじめにする、しあわせにする、まじめにする、愉快にする、夢中にする、卑
屈にする、大胆にする
｛V-(サ)セル：自動詞派生の Vi-(サ)セル｝ あきさせる、いらだたせる、おこらせる、か
なしませる、こまらせる、くるわせる、たのしませる、たかぶらせる、ひがませる、ひ
ねくれさせる、まごつかせる、まどわせる、よろこばせる // うれしがらせる、うらや
ましがらせる、いやがらせる、おもしろがらせる、さびしがらせる、はかながらせる //
いきいきさせる、いらいらさせる、ぎょっとさせる、せかせかさせる、どぎまぎさせる、
ぞっとさせる、はっとさせる、びっくりさせる // 心配させる、心服させる、増長させ
る、安心させる、退屈させる、満足させる、混乱させる、失望させる、納得させる、興奮
させる、反発させる、動揺させる、憤激させる
《社会的な状態変化》
｛他動詞｝ やとう、めあわす、えんづける、くびきる // 雇用する、免職する、退校する、
離縁する、起用する、抜擢する、勘当する、追放する、解放する、買収する // やる、
よこす、もらう、とる、もつ // ひきずりこむ、たたきおとす、おく、おとしいれる //
軍人にする、亭主にする、よめにする、留守番にする、人質にする、犠牲にする
｛V-(サ)セル：自動詞派生の Vi-(サ)セル｝ あわせる、あらそわせる、かたせる、たたか
わせる、つとめさせる、したがわせる、そむかせる、ひきあわせる、まけさせる、めぐ
りあわせる、とつがせる // 入社させる、入学させる、退職させる、入閣させる、落第
させる、家出させる、敗北させる、降参させる、出世させる、成功させる、失脚させる、
奉仕させる
《よびかけ》
｛他動詞｝あおる、うながす、おしえる、おだてる、くどく、けしかける、せがむ、せきた
てる、せびる、たのむ、といただす、そそのかす、よぶ、まねく、さそう // よびだす、
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よびかえす、よびもどす、さそいだす、まねきよせる、まねきいれる
｛V-(サ)セル｝ ナシ
これらの例にうかがえるように、よびかけ以外の 4 つの連語タイプでは、かざられ動詞と
して V-(サ)セルが多くあげられている。そしてそれぞれの動詞の特徴として、
「かざられ動
詞は自動詞の使役のかたちであるという、一般的な結論が出せそうである」
（生理的 p. 47）
、
「頻度をべつにすれば、……自動詞の使役のかたちがおおい」
（空間的 p. 48）
、
「おおくが人
間の心理的な状態をしめす自動詞の使役のかたちなのである」
（心理的 pp. 50-51）
、
「自動詞
の使役のかたちがおおい」
（社会的 p. 54）のように、V-(サ)セルであることが積極的に述べ
られている（いずれも下線は早津）
。したがって、対象へのはたらきかけの下位類として《人
にたいするはたらきかけ》をみとめるとき、かざられ動詞として V-(サ)セル（ここでは自動
詞派生の Vi-(サ)セル）は欠かせないものである。なお、
《よびかけ》のむすびつきをつくる
かざられ動詞として V-(サ)セルがないのは、
《よびかけ》が、人にある動作をするようには
たらきかけることを表しているものの、それに応じてその人が動作を行ったことまでは表し
ていないので、V-(サ)セルの引き起こし性になじまないからだろう。
（２）
「事にたいするはたらきかけ」を表す連語タイプは、
《変化》のむすびつきと《出現》
のむすびつきの 2 つに分けられており、そのうち「うごきや状態などにはたらきかけて、そ
こに変化をひきおこす」ことを表す《変化》のほうのかざられ動詞の一部として、ふつうの
他動詞とともに自動詞派生の Vi-(サ)セルがあげられている。他動詞は形態論的な特徴から、
①接尾辞-eru で他動詞になっている動詞、②形容詞と「する」の合成、③語末が-asu である
他動詞、の 3 種に分けてあげられ、その後に「
（③の）他動詞に形態論的に近いものとして、
状態や運動における変化をしめしている自動詞の使役のかたちがあって、これがやはり事に
たいするはたらきかけをあらわす連語をこしらえている」
（p. 66 下線は早津）として Vi(サ)セルの例があげられている。そして最後に④「事にたいするはたらきかけをあらわす連
語では、かざられになる動詞に漢語がおおくなってくる」
（p.66）として漢語動詞があげられ
ている。なお、
《出現》のむすびつきをつくる動詞はすべて他動詞である5)。
《変化》
｛他動詞｝①たかめる、ふかめる、はやめる、よわめる、つよめる、ゆるめる、せばめる、
かためる、おさめる、あらためる、まとめる、やすめる、とめる、ちぢめる、しずめる、
いためる、ゆがめる、あらげる、やわらげる、さまたげる、ひろげる、ととのえる、か
える // ②ふかくする、せまくする、つよくする、かるくする、なごやかにする、ゆう
うつにする // ③みだす、ぼかす、おかす、ただす、けがす、こじらす、そらす、へら

5)

語例にうかがえるように、
《変化》には自他対応をなす他動詞（下線を付したもの）が多いのに対し
て《出現》のほうには自他対応をなす他動詞はない。
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す、ふやす、ます、うごかす // ④改革する、拡大する、排除する6）
｛V-(サ)セル：自動詞派生の Vi-(サ)セル｝ はずませる、しらませる、しずませる、いらだ
たせる、つまらせる、こじらせる、くさらせる // 発展させる、安定させる、混乱させ
る、減退させる、麻痺させる、増大させる、消滅させる、分裂させる、中止させる
《出現》
｛他動詞｝つくる、きたす、もたらす、かもす、かもしだす、もよおす、もうける、なす、
かたちづくる // おこす、よびおこす、ひきおこす、まきおこす、うむ、うみだす、き
ずく // 形成する、構成する7）
｛V-(サ)セル｝ ナシ
以上が、ヲ格の名詞と動詞とのくみあわせにおいてかざられ動詞としてあげられている他
動詞および Vi-(サ)セルの例である。
2.2 ニ格の名詞と動詞とのくみあわせ
ニ格の名詞と動詞からなる連語は、奥田（1962）で次のようにまとめられている。
第一章 対象的なむすびつき
第一節 ありかのむすびつき
「庭に（木が）ある」
第二節 ゆくさきのむすびつき
「自宅に 帰る」
第三節 くっつきのむすびつき
「ほおに 手を あてる」
第四節 ゆずり相手のむすびつき 「友達に 本を あげる」
第五節 はなし相手のむすびつき 「子供に はなしかける／知らせる」
第六節 かかわりのむすびつき
「病気に おびえる」
第七節 はたらきかけのむすびつき「子供に 着物を かえさせる」
第八節 道具のむすびつき
「ひもに しばる」
第二章 規定的なむすびつき
第一節 結果規定のむすびつき
「りっぱな教師に 成長する」
第二節 内容規定のむすびつき
「ぐちに きこえる」
第三節 様態規定のむすびつき
「熱心に 働く」
第四節 目的規定のむすびつき
「買物に 行く」
第三章 状況的なむすびつき
「玄関先に 働いている」
「大雨に やってくる」
「六時に 閉店する」
「雨に ぬれる」

このうち、
「第一章 第七節 はたらきかけのむすびつき」において、2 例のみ V-(サ)セルを
要素とする連語の例があげられている。第七節ではまず、
「動作のはたらきかけをうけて、変
化する対象は、を格の名詞でしめされるのがふつうであるが、あたえる、およぼす、かける
のような動詞がを格の名詞とくみあわさって、フレーズになり（たとえば、迷惑をかける、
累をおよぼす、損害をあたえる）
、そのフレーズがに格の名詞とくみあさわると、そのあいだ
．．．．．．
にははたらきかけのむすびつきができる」
（p.307、太字は原文）と説明される（名詞とフレ
ーズとのくみあわせの例はあげられていないが、
「親に迷惑をかける」
「会社に損害をあたえ
る」等だろう）
。そして、
「に格の名詞を支配して、はたらきかけのむすびつきをつくる能力
6)
7)

この 3 語のあとに漢語サ変動詞の例が 38 語あがっているが、ここでは省略する。
この 2 語のあとに漢語サ変動詞で例が 13 語あがっているが、ここでは省略する。
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のある動詞は、ないだろう」としたうえで、
「それにもかかわらず、このカテゴリーを対象的
なむすびつきのなかにもうけるのは、動詞の使役のかたちがに格の名詞をともなって、そこ
にはたらきかけのむすびつきをこしらえているからである」
（p.308）として、
「警官にてんや
ものをたべさせる8）」と「子どもに着物をかえさせる」という連語を含む使役文の実例があ
げられている（下線は早津）
。ただし、他の連語タイプのようにかざられ動詞の例が列挙され
ているわけではない。
以上 2.1 節、2.2 節でみてきたことをふまえ、3 節以下では、次のことを考察する。
・奥田（1968-1972）および奥田（1962）にあげられている V-(サ)セルはどのような性
質のものか、奥田はなぜこれらの V-(サ)セルを連語のかざられ動詞としてあげたの
か。それぞれの V-(サ)セルの原動詞は、奥田（1968-1972）では自動詞、奥田（1962）
では他動詞であるが、両者に共通点はあるのだろうか。
（⇒3 節）
・V-(サ)セルには語彙的意味の一単位性・独自性をもつものがあり、そのような V-(サ)
セルは連語のかざられ動詞としてみとめられるのではないか（⇒4 節）
なお、以下では、奥田（1968-1972）を「ヲ格論文」
、奥田（1962）を「ニ格論文」とよぶこ
とがある。
3. 奥田論文にあげられている V-(サ)セルの性質
奥田のヲ格論文、ニ格論文において V-(サ)セルを要素とするくみあわせは次のような類で
あった。2 節でも触れたが、これらの V-(サ)セルの原動詞は、
（ア）と（イ）では自動詞、
（ウ）
では他動詞である。
（ア）ヲ格の人名詞と Vi-(サ)セルとのくみあわせ（人にたいするはたらきかけ）
《生理的な状態変化》選手を疲れさせる、子供を眠らせる、客を酔わせる、……
《空間的な位置変化》子供を歩かせる、学生を帰らせる、兵を前進させる、……
《心理的な状態変化》客をあきさせる、教師を怒らせる、親を悲しませる、……
《社会的な状態変化》娘を嫁がせる、二人を争わせる、若手を入社させる、……
（イ）ヲ格の事名詞と Vi-(サ)セルとのくみあわせ（事にたいするはたらきかけ）
《変化》声をつまらせる、息をはずませる、労働者の生活を安定させる、……
（ウ）ニ格の人名詞と Vt-(サ)セルとのくみあわせ
《はたらきかけのむすびつき》物をたべさせる、着物をかえさせる（2 例のみ）
このうち（ア）は、人にはたらきかけてその人に何らかの変化を生じさせることを表して
いる。物に対するはたらきかけの場合には変化の引き起こしを表す他動詞が多く存在してい
るのに対して、人に対するはたらきかけの場合は前節の例示にもうかがえるように他動詞が
8)

実例は、
「たべさせる」ではなく「たべさす」であるが、奥田も「動詞の使役のかたち」としてお
り、V-(サ)セルのバリアントと考える。
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それほど多くなく（とくに生理的な状態変化）
、人の動きや変化を表す自動詞からの Vi-(サ)
セルがそれを補っている。名詞と Vi-(サ)セルのくみあわせをみとめることによって、人には
たらきかけてその変化を引き起こすことを表す連語タイプが豊かになっている。また、
（イ）
の《変化》のむすびつきにおいても、Vi-(サ)セルの原動詞は事の変化を表す自動詞であり、
事名詞と Vi-(サ)セルのくみあわせは事にはたらきかけてその変化を引き起こすことを表す
連語タイプを豊かにしている。
それでは、
（ウ）類はどうだろう。
「食べさせる」
「
（着物を）かえさせる」を含む 2 文があ
がっているだけであり、
（ア）
（イ）のように V-(サ)セルが列挙されているわけではない。な
ぜこの 2 つだけが選ばれたのか、この 2 つに共通点はあるのか、この 2 つと（ア）
（イ）と
の共通点はあるのか、あるとすればそれは何か、などについて奥田（1960、1968-1972）には
説明がないのだが、この 2 つは何らかの意図をもって選ばれたものだろうか。本稿では、次
に述べるように、
「食べる」
「
（着物を）かえる」は他動詞ではあるが動作の主体の変化を生じ
させる動きを表すものであり、そのことが関係しているのではないかと考える。
早津（2016：第 3 章）では、使役文の文法的な意味の考察に際して、意志動作を表す動詞
を、その動作が何に変化を生じさせることを志向して行われるかという観点からまず 4 種 5
類に分け、それをさらに大きく 2 類にまとめる見方が示されている。4 種 5 類は次のような
ものである（動詞例は一部のみ引用）
。
対象変化志向の他動詞： 事物に広い意味での変化を生じさせることを志向してそれに
はたらきかけることを表す動詞。例；切る、削る、洗う、修理する、閉じる、片付
ける //（杯に酒を）つぐ、塗る、つける、埋める、入れる // （箪笥から服を）出
す、はがす // 運ぶ、送る、おろす //（人を部屋に）通す、集める、帰す // （火
を）弱める、改める、ゆるめる // （穴を）掘る、作る、こしらえる、築く、建設
する、建てる // おす、ひく、たたく、もむ、等
やりとり志向の他動詞：人と人との間の物のやりとりや情報のやりとりを表す動詞。
授与・発信型：動作の主体から相手に向って物や情報を与える動きを表す動詞。例；
支払う、払う、
（金を）出す、納める、届ける、貢ぐ、売る // 伝える、話す、
連絡する、言う、しゃべる、
（噂を）流す、等
取得・受信型：動作の主体が相手から物や情報を受けとる動きを表す動詞。例；うけ
とる、もらう、ひきとる、引き受ける、借りる、稼ぐ、買う // 聞く、聞き
とる、等
主体変化志向の他動詞： 知覚、思考、理解、調査、習得、経験、などを表す動詞。対
象を表すヲ格名詞とくみあわさりはするが、結果として対象が変化するわけでは
なく、動作によって主体が何かを感じたり認識したりあるいは知識や技能が身に
12
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ついたりという主体側の変化が生じる動作である。また、摂食や着脱、姿勢変化と
いった主体の生理・身体面に変化が生じる動作を表す動詞もこの類である。例；見
る、聞く、味わう // 考える、思いとどまる、決意する // 理解する、納得する、
信じ込む // 調べる、調査する、探す // 習う、習得する、学ぶ、覚える // 経験
する、体験する // 食べる、飲む、吸う // 着る、ぬぐ、
（靴を）はく、かぶる、背
負う、かつぐ、持つ //（腰を）かがめる、
（目を）つぶる、等
主体変化志向の自動詞： 動作主体自身の位置や姿勢や社会的立場や状況等に新しい状
態が生じることを表す動詞。例；行く、来る、帰る、去る、歩く、走る、泳ぐ // す
わる、たつ、あおむく、うつむく、乗る、降りる // 結婚する、一人立ちする、独
立する、勤める、入学する、卒業する、退会する // 働く、遊ぶ、等
そしてこのうちやりもらい志向の他動詞について、授与・発信型（太郎が山田氏に｛代金
を支払う：住所を伝える｝
）はやりもらいの相手（間接対象）である「山田氏」の変化を引き
起こすという点で対象変化志向であり、取得・受信型（太郎が山田氏から｛本をもらう：住
所を聞く｝
）は主体である「太郎」の変化を引き起こすという点で主体変化志向だとされる。
このように捉えると上の 4 種 5 類は主体変化志向か対象変化志向かによって大きく 2 類に分
けられるとされており、本稿でもそのように考える。
対象変化志向の他動詞
やりとり志向の他動詞：授与・発信型

対象変化志向

やりとり志向の他動詞：取得・受信型
主体変化志向の他動詞

主体変化志向

主体変化志向の自動詞
さて、意志動作を表す動詞についての早津（同）のこの観点から先の（ア）～（ウ）類に
ついてそれぞれの原動詞をあらためてみてみる。
（ア）類の V-(サ)セルの原動詞のうち人の
意志動作を表すもの（空間的な位置変化のむすびつきをつくる「歩く、帰る」等）は主体変
化志向の自動詞である。また、
（ア）類のうち人の無意志動作を表す動詞（疲れる、あきる）
と、
（イ）類の動詞（すべて無意志動詞）は、早津（同）ではとりあげられていないが自動詞
であって主体に変化が生じることを表すのでやはり主体変化志向である。では、他動詞派生
の V-(サ)セルである（ウ）類はどうか。
ニ格論文にあげられている「食べる」と「
（着物を）かえる」はそれぞれ摂食動作と着脱動
作を表しており、他動詞であるが主体変化志向の他動詞である。つまり、ヲ格論文・ニ格論
文にあげられている V-(サ)セルはすべて主体変化志向の動詞からのものである。したがっ
て、
（ア）類の「選手を疲れさせる」等と（イ）類の「声をつまらせる」等、そして（ウ）類
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の「客においしい物を食べさせる」
「子どもに着物をかえさせる」は、いずれも、ヲ格あるい
はニ格の人や事にはたらきかけてその変化を生じさせることを表す。こういったことから、
ヲ格名詞と Vi-(サ)セルとのくみあわせはヲ格名詞と二項他動詞からなる連語（
「人をなぐさ
める」
「声をあらげる」等）とみなすことができ、ニ格名詞とヲ格名詞と Vt-(サ)セルとのく
みあわせはニ格名詞とヲ格名詞と三項他動詞からなる連語（
「子供にお菓子を与える」
「娘に
振袖を着せる」等）とみなすことができるのではないか。それに対して、他動詞のうち対象
変化志向の他動詞からの Vt-(サ)セルの場合、たとえば「後輩に荷物を運ばせる」
「子供に食
器を洗わせる」はニ格名詞である「後輩」
「子供」の変化を生じさせることを表しているわけ
ではない。したがって、これらは、ニ格名詞とヲ格名詞と三項動詞からなる連語タイプのい
ずれかに準ずるものとみなすことができないのではないか。
奥田は、
「人に物を食べさせる」
「人に服をかえさせる」を《はたらきかけ》のむすびつけ
を表す連語とするにあたって、2.2 節にも引用したように「このカテゴリーを対象的なむす
びつきのなかにもうけるのは、動詞の使役のかたちがに格の名詞をともなって、そこにはた
らきかけのむすびつきをこしらえているからである」
（p.308 下線は早津）としているが、あ
げられている 2 例が主体変化志向の他動詞であることは上のような意義をもつことだったの
ではないか。つまり、奥田としてもニ格名詞と Vt-(サ)セルのくみあわせのすべてを《はた
らきかけ》の連語とみなそうとしたのではなく、主体変化志向の他動詞からの Vt-(サ)セル
に限ってということだったのではないだろうか。
このように考えると、
「食べる」
「
（着物を）かえる」以外の主体変化志向の他動詞9）からの
Vt-(サ)セルを要素とするくみあわせ（
「子供に帽子をかぶらせる」
「生徒に公式を覚えさせ
る」
「部下にやる気を起こさせる」
「係員にお礼の品を受けとらせる」
「客によい演奏をきかせ
る」
）も連語とみなすことができるのではないか。また、物にたいするはたらきかけを表す連
語として奥田は Vi-(サ)セルを要素とする連語をあげていないが、ヲ格の名詞と自動詞派生
の Vi-(サ)セルからなるくみあわせにも連語とみとめうるものがあって（たとえば「風船を
ふくらませる」
）
、そうすることによって連語の表す意味的なむすびつきの体系を豊かにして
いるのではないか。次節ではその可能性を考えてみる。
4. 名詞と V-(サ)セルからなる連語をみとめる意義と可能性
前節までの考察をふまえ、この節では、名詞と V-(サ)セルのくみあわせのうち連語とみと
めうるものにどのようなものがあるのか、それらが名詞と他動詞からなる連語の体系の中で
どのような位置をしめるのかについて考える。V-(サ)セルをかざられとする連語は、ふつう
の他動詞ではなく V-(サ)セルがかざられ動詞であるからこその独自性が発揮された連語と

9)

取得・受信型のやりもらい志向の動詞からの Vt-(サ)セルも含む。
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なっているのだと思われる。4.2 節でそういった連語の例を具体的にあげるのに先立ち、4.1
節では V-(サ)セルの語彙的意味の単位としての性質について早津（2016：第 12 章）で述べ
たことを紹介しつつ考えておく。
4.1 語彙的意味の独自性をもつ V-(サ)セル
V-(サ)セルという形は原動詞（V）と-(サ)セルからなる形式であるのだが、それにもかか
わらず、原動詞（V）の表す語彙的意味と-(サ)セルの表す文法的意味（引き起こし）とのく
みあわせというのではなく、一単位としての独自の語彙的意味をもつことがある10）。それを
考えるにあたっていくつかの点を確認しておく。
（ア） 原動詞による表現の有無
V-(サ)セルの中には、対応する原動詞（V）が現代語で使われていないものがあり、それら
は原動詞の語彙的意味を問うことはできず、V-(サ)セルに独自の語彙的意味がある。
(2) パイプをくゆらせる〔*くゆる〕
、相手に本心をけどらせる〔*けどる〕
また、対応する原動詞（V）が現代語にあるものの当該の V-(サ)セル表現に対応するもの
としては原動詞による表現が不自然な場合があり、このような V-(サ)セルも、原動詞との関
係をはなれた V-(サ)セルとしての独自の語彙的意味をもっている。
(3) ｛行方を/姿を｝くらませる〔?｛行方を/姿が｝くらむ〕
、視線を走らせる〔?視線が
走る〕
、病院までタクシーを走らせる〔?病院までタクシーが走る〕
、嫁ぐ娘に桐箪笥
をもたせる〔?嫁ぐ娘が桐箪笥をもつ〕
、相手に札束をちらつかせる〔?相手に札束が
ちらつく〕
、業者に金を｛握らせる/つかませる｝
〔?業者が金を｛握る/つかむ｝
〕
、友
達と文学論を戦わせる〔?文学論が戦う〕
、容疑者を泳がせる〔?容疑者が泳ぐ〕
、野
菜を熱湯にくぐらせる〔?野菜が熱湯にくぐる〕
（イ）ふつうの他動詞の語彙的意味との関係
V-(サ)セルが独自の語彙的意味をもち、類義の他動詞（-(サ)セルによる派生でないふつ
うの他動詞）と意味的な張り合いをなしているものがある。たとえば次の「忍ばせる」は「入
れる」
「隠しもつ」と類義といえるが、やはりそれらとは異なる独自の語彙的意味をもつもの
として「入れる」
「隠しもつ」では表現できない意味やニュアンスを表している。
(4)「
（～ニ～ヲ）忍ばせる11）」 〔vs.入れる、隠しもつ〕
「容疑者はバッグに六本組みのドライバーセットを忍ばせ、搭乗ゲートの手荷物検査
をクリア」
「三好さんは幼い長女の写真を常に胸にしのばせている」
「におい袋をバッ
10)

同様のことは、V-(サ)セルだけでなく、V-(ラ)レル（才能に恵まれる）
、V-ナイ（つまらない映
画）
、V-ズ（思わず声をあげた）
、V-ヌ（あらぬ疑い）
、V-タ（うがった見方）
、N-ト（やまと積む）
N-カラ（頭から否定する）などにもみられる。早津（2001）で考察した。
11)
この「忍ばせる」は国立国語研究所（宮島達夫）
（1972：685）でも「形の上からは使役的なのに、
もとの動詞との対応関係が一般の規則的なものからずれていて、独立の他動詞となっている」とされて
いる。
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グにしのばせておく」
上の(2)(3)の V-(サ)セルを含め、次のような V-(サ)セルも、類義の他動詞と語彙的意味の
張り合い関係を保って存在している。
(5) パイプをくゆらせる〔vs.ふかす〕
、相手に本心をけどらせる〔vs.ほのめかす〕
、
｛行
方を/姿を｝くらませる〔vs.消す/わからなくする〕
、視線を走らせる〔vs.やる〕
、病
院までタクシーを走らせる〔vs.運転する〕
、相手に札束をちらつかせる〔vs.みせる〕
、
業者に金を握らせる/つかませる〔vs.与える/やる/わたす〕
、友達と文学論を戦わせ
る〔vs.かわす〕
、野菜を熱湯にくぐらせる〔vs.通す〕
、ポケットからハンカチをのぞ
かせている〔vs.出している〕
、本棚にさっと視線を走らせる〔vs.動かす〕
さらには、その V-(サ)セルに相当する語彙的意味を表すふつうの他動詞がなさそうなもの
もある。次の V-(サ)セルは、-(サ)セルのつかないふつうの他動詞で同じ事態を表現しよう
としても適切な他動詞がみいだしにくい。
(6) 風船をふくらませる、甘柿を自然に色づかせる、衣装を目立たせる
このように、V-(サ)セルの中には、意味的な透明性をある程度残した独自の語彙的意味を
もつ一単位の動詞といえるものがあり12）、それらは、ふつうの他動詞の表す語彙的意味の体
系を補う独自の語彙的な意味をもつものとしてレキシコンのなかに存在しているのだと思
われる。国語辞書に立項される V-(サ)セルがあることもそれをうかがわせる（
「知らせる、
聞かせる、もたせる、合わせる」はほとんどの国語辞書に、
「泳がせる、走らせる、光らせる、
しのばせる」もかなりの辞書に立項されている）
。そのような V-(サ)セルと名詞とのくみあ
わせである「N ヲ Vi-(サ)セル」や「N ニ N ヲ Vt-(サ)セル」は連語とみとめることができ、
そうすることの意義があると思われる。次節では、そのような連語の可能性を具体的な例を
あげつつ考えていく。
4.2 名詞と V-(サ)セルからなる連語の種々
ふつうの他動詞だけでなく V-(サ)セルも連語のかざられとみとめる可能性については、早
津・高（2012）において、実例（紙の書籍および電子化された公開のコーパス資料）の調査
結果を示すとともにわずかだが考察した。以下にあげる連語の例は、早津・高（同）であげ
たものを参考にしている。奥田（1960、1968-1972）において V-(サ)セルの例があがってい
ない連語タイプであっても V-(サ)セルをかざられとする連語をみとめることでその連語タイ
プを豊かにすることができると考える。奥田氏もかざられ動詞としての V-(サ)セルを積極的
12)

独自の語彙的意味を獲得した V-(サ)セルの中には、原動詞の元の意味からの V-(サ)セルとは異なる
文法的な性質をもつようになっているものがある。たとえば、
「
（容疑者を）泳がせる」は、
『日本国
語大辞典』に立項されていて語釈として「拘束せずにひそかに監視しながら、表面的には自由に行動
させる。犯罪捜査の情報を得るなどの場合にいう。
」とされている。この意味の「泳がせる」は、
「生
徒を｛30 メートル：ゆっくり：プールで｝泳がせる」のような距離や様態や場所を表す副詞的な修飾
語をとることができない。
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に否定・排除したのではなく、ある連語タイプのかざられ動詞としてふつうの他動詞が豊か
にあるときには V-(サ)セルの例をあげなかったということかもしれない。以下では、物にた
いするはたらきかけ、人にたいするはたらきかけ、事にたいするはたらきかけに分けて考え
ていく。
4.2.1 物にたいするはたらきかけを表す連語
奥田（1978-1972）における物にたいするはたらきかけの下位類のひとつである《もよう
がえ》についてまず考えてみる。奥田（同）では《もようがえ》の特徴である「具体的な動
作が物にはたらきかけて、そのあり方になんらかの変化をひきおこす」というときの「変化」
として、
「表面上の変化」
「内部の変化」
「運動の状態にひきこむという変化」
「すがたをけし
てしまうという変化」等があるとされている。奥田（同）に列挙されている動詞のうち「運
動の状態にひきこむという変化」を表す他動詞にあたるのは「そよがす、ゆさぶる、ゆする、
ゆらす、ころがす、振り回す、揺り動かす13）」等だろうが、次のような Vi-(サ)セルもこのむ
すびつきを表せそうである。
《もようがえ（運動の状態にひきこむという変化）
》
（旗を）なびかせる、
（影をスクリーンに）踊らせる/舞わせる、
（炎を）おののかせる、
（レールを）きしませる、そよめかす、震わせる、ゆらめかせる、ゆるがせる、わなな
かせる、うならせる、ざわめかせる // （水面を）波うたせる、はためかせる、ひらつ
かせる // （主軸を）回転させる、鼓動させる、震動させる // 一回りさせる // ばたば
たさせる、ひらひらさせる、ふらふらさせる、ぶらぶらさせる
また、奥田（同）には、
「植木を枯らす、雑草をはやす、卵をかえす」のような連語はあげ
られていないが、これらは植物や生物の内発的変化（上の奥田の「内部の変化」
）の助長を表
すものとして《もようがえ》の下位をなすといえそうである。そして、このむすびつきは他
動詞よりもむしろ Vi-(サ)セルを要素とする連語によって豊かに表現される。
《もようがえ（植物や生物などの内発的変化の助長）
》
（柿を）熟ませる、熟れさせる、枯れさせる、腐らせる、茂らせる、熟させる、萎え
させる、
（つるを）這わせる、ひからびさせる、
（幹を）太らせる、実らせる // （甘柿
を）色づかせる、芽吹かせる // 開花させる、生育させる、醗酵させる、繁茂させる、
孵化させる、腐敗させる、密生させる
また、
「看板を目だつようにする」といった「～ようにする」は、物というより物の見え方
の変化として「目だたせ」とでもいえそうなむすびつきである。これを表すふつうの他動詞
はなさそうなのに対して、Vi-(サ)セルにはいくつか見いだせる。
《もようがえ（目だたせ）
》
13)

これらの動詞も、2.1 節でみた《変化》の動詞類の③と同じく語末が「-asu」である。
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（看板を）目立たせる、
（衣装を）引き立たせる、
（輪郭を）くっきりさせる/際立たせる
/映えさせる〔vs.｛目立つ/引き立つ/際立つ/映える｝ようにする〕
上にみてきたもの以外で《もようがえ》のむすびつきをなす Vi-(サ)セルとして次のような
ものがあり、それぞれ、ふつうの他動詞とは異なる独自のむすびつきを表しうる。
《もようがえ（その他）
》
（風船を）ふくらませる、
（竹を）たわませる、
（牛乳を）沸騰させる、
（果汁を）固まら
せる〔vs.固める〕
、
（パイプを）くゆらせる〔vs.ふかす）
、
（足音を）忍ばせる〔vs.小さ
くする/ひそめる〕
、
（行方を）くらませる〔vs.わからなくする〕
奥田（同）における物にたいするはたらきかけは、上でみた《もようがえ》を含めて 6 種
あるが、
《ふれあい》以外のむすびつきには、それを作れそうな Vi-(サ)セルがある。
《とりつけ》
（蔓を竹に）絡ませる、
（綿に消毒液を）しみこませる、
（コットンに化粧水を）含ませ
る、
（磁石に針を）吸いつかせる、
（野菜を熱湯に）くぐらせる〔vs.通す〕
、
（バッグに刃
物を）忍ばせる〔vs.入れる/隠しもつ〕
、
（財布に写真を）ひそませる〔vs.入れる〕
、
（バ
ッグに本を）すべりこませる〔vs.入れる〕
、
（布に汗を）吸い取らせる、
（板にフィルム
を）付着させる、
（マントを風に）なびかせる
《とりはずし》
（風呂桶から水を）あふれさせる、
（布の汚れを）浮き上がらせる、
（汚れを肌から）浮
き上がらせる
《うつしかえ》
（車を家から病院まで）走らせる〔vs.運転する〕
、
（器具を水中に）沈ませる、
（ミカン
を手前へ）ころがらせる、
（ふたを逆方向に）スライドさせる
《結果的》
（花を）咲かせる、
（実を）ならせる、
（城を）完成させる、
（蛆を）わかせる、
（トンネ
ルを）開通させる、
（周りに堀を）めぐらせる
《ふれあい》の連語は「ドアをたたく、壁を蹴る、頬をなでる」等だが、ふれあいのむす
びつきは Vi-(サ)セルでは表現しにくいようである。これらがいずれも対象の変化を引き起こ
すはたらきかけを表すのではないからだろう。また、
「はさみを使う、器具を用いる、機械を
利用する」のような《使用》のむすびつきとでもいえそうな連語もヲ格論文にあげられてい
ないが、このむすびつきも Vi-(サ)セルでは表せそうにない。
《使用》も対象の変化を含意し
ていないからだろう。
4.2.2 人にたいするはたらきかけを表す連語
先に 2.1 節でみたように、奥田のヲ格論文では、人にたいするはたらきかけの下位の 5 つ
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の類のうちよびかけ以外の 4 つの類に自動詞派生の Vi-(サ)セルが多くあげられている。こ
れらにさらに多様な Vi-(サ)セルを加えることはできそうにないが、いくつかはみいだせる。
また、2.2 節および 3 節でみたように、奥田のニ格論文において「食べる」
「
（服を）かえる」
という主体変化志向の他動詞からの Vt-(サ)セルがはたらきかけのむすびつきをなすものと
してあげられていた。ここではこれらを含め主体変化志向の他動詞からの Vt-(サ)セルが要
素となる連語タイプも考えてみる。このように考えていくので、以下の V-(サ)セルには、自
動詞派生の Vi-(サ)セルも他動詞派生の Vt-(サ)セルも含まれる。
（１）生理的な状態変化を表すものとしてヲ格論文にあげられている Vi-(サ)セルは和語動
詞だけであるので（他の 3 つの類には漢語動詞もあがっている）
、漢語サ変動詞の例が追加
できる。そして、摂食や着脱を表す他動詞からの Vt-(サ)セルをかざられとする連語も、主
体の生理的な状態変化の引き起こしを表す。
《生理的な状態変化》
・起立させる、着席させる、沈黙させる、爆笑させる、妊娠させる、泥酔させる、休憩
させる、衰弱させる
・
（子供に栄養のある物を）食べさせる〔vs.与える〕
、
（客においしい酒を）飲ませる〔vs.
提供する〕
、
（こどもに薬を）のみ込ませる、
（きれいな空気を）吸わせる
・
（娘に振袖を）着させる〔vs.着せる〕
、
（園児に帽子を）かぶらせる、
（子供に長靴を）
はかせる、
（けが人にタオルを）はおらせる〔vs.かける〕
、
（子供にランドセルを）背
負わせる
（２）心理的な状態変化を表すものにも他動詞派生の Vt-(サ)セルによるくみあわせをみと
めることができる。人に生じる感情をかざり名詞として表現できるのが特徴である。
《心的な状態変化（感情おこし）
》
（生徒にやる気を）起こさせる、
（息子に苦しみを）味わわせる、
（係員に不審を）い
だかせる、
（社員に誇りを）感じさせる、
（子供に悲しみを）覚えさせる // （選手に
厳しさを）思い知らせる、思い出させる、気づかせる // 意識させる
先述のように、奥田（1968-1972）は「人に迷惑をかける」
「人に満足を与える」などを名
詞とフレーズからなるくみあわせとしている。ここで《心的な状態変化（感情おこし）
》とし
た類はそれに似ていて、
「N（感情/感覚）ヲ Vt-(サ)セル」がフレーズとなってそれがニ格名
詞とくみあわさっている14）。
（３）社会的な状態変化のむすびつきの語例を補うものとして、単純な他動詞では表現でき
ない独自の語彙的意味や、他動詞と張り合い関係をなす語彙的意味を獲得している Vi-(サ)
セルを追加することができる。
14)

こういった Vt-(サ)セルは村木（1991）等のいう機能動詞にあたるといえる。
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《社会的な状態変化》
・
（容疑者を）泳がせる、
（世間を）さわがせる、
（子供を新しい環境に）慣れさせる
・
（山田氏を議長に）つかせる〔vs.起用する/抜擢する/任命する〕
、
（新卒者を運転手と
して）働かせる〔vs.雇用する/雇う/召し抱える〕
（４）奥田（1968-1972）には連語タイプとしてたてられていないが、他動詞派生の Vt-(サ)
セルをかざられとするくみあわせには、人にはたらきかけてその認識など知的な状態を変化
させることを表すものもある。
《知的な状態変化》
（生徒に公式を）覚えさせる、
（社員に社史を）学ばせる〔vs.教える15）〕
、
（子供にピア
ノを）習わせる、
（学生に概論書を）読ませる、
（園児たちによい音楽を）聞かせる、
（新人に要領を）のみこませる、
（学生たちに曲のテーマを）理解させる、
（家族に事
情を）納得させる
（５）ヲ格論文で《通達のむすびつき》
、ニ格論文で《はなし相手のむすびつき》とされてい
るものを、三単語のくみあわせからなる連語として積極的にみとめることにする。名称は仮
に《情報発信のむすびつき》とする。Vt-(サ)セルには受信型のやりもらい動詞からのものも
ある。
《情報発信のむすびつき》
（孫に昔話を）聞かせる16)〔vs.語る/話す）
、
（社員に情報を）
｛知らせる/熟知させる｝
〔vs.伝える/説明する〕
、全員に方針をゆきわたらせる、相手に本心をけどらせる〔vs.
ほのめかす〕
、相手にもうけ話をちらつかせる〔vs.伝える/話す〕
（６）ヲ格論文で《所有のむすびつき》の一部分とされ、ニ格論文で《ゆずり相手のむすび
つき》とされている、事物を他者に与えることを表すものをここでは《事物授与のむすびつ
き》を表す連語とする。Vt-(サ)セルは取得型のやりもらい動詞からのものもある。
《事物授与のむすびつき》
（警官に金を）
｛握らせる/つかませる｝
〔vs.やる/渡す/おくる/与える〕
、
（嫁ぐ娘に桐
箪笥を）もたせる〔vs.やる/わたす/おくる/与える｝
、
（部下に褒美を）とらせる、
（相
手にお礼を）うけとらせる
4.2.3 事にたいするはたらきかけを表す連語
奥田（1968-1972）には、
《変化》のほうに自動詞からの Vi-(サ)セルがあげられている。
この類に加えるものとして次のような Vi-(サ)セルがある。

15)

「子供に英語を教える」はニ格論文において通達のむすびつきを表す連語とされているが、ニ格の
人への単なる情報発信ではなく、知的な状態変化の引きおこしととみなせるのではないか。
16)
奥田のニ格論文 p.300 に《はなし相手のむすびつき》をつくる動詞として「きかす」がある。
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《変化》
（活力を/徳目を）衰えさせる、
（病を）こうじさせる、
（商店街を）さびれさせる、
（気
持ちを）しずませる、
（雰囲気を）白ませる、
（その場を）なごませる、
（権威主義を）滅
びさせる
奥田（同）では、
《出現》には Vi-(サ)セルの例があげられていないが、ある現象を生じさ
せることはむしろ次のような Vi-(サ)セルによって豊かに表現されるのではないか。
《出現（現象おこし）
》
（混乱を）生じさせる、
（困難さを）浮き立たせる、
（波を）打たせる、
（地響きを/匂い
を）させる、
（香気を）立たせる、
（不穏な雰囲気を）漂わせる、
（爆音を）轟かせる、響
かせる、
（雨を）降らせる // 鳴り響かせる、響きわたらせる、湧き立たせる、輝きださ
せる // 共鳴させる、反響させる、発散させる、爆発させる
ところで、奥田（同）において、事にたいするはたらきかけの下位類としては《変化》と
《出現》のみである。物にたいするはたらきかけにおける下位の 6 類との関係をみると、連
語の構造の特徴から、
《変化》は《もようがえ》に相当し、
《出現》は《結果的》に相当する
と思われる。Vi-(サ)セルもかざられ動詞とみとめるとすれば、構造の面で《とりつけ》
《と
りはずし》
《うつしかえ》に相当する次のような連語タイプがみとめられそうである。
《付与・転移（とりつけ）
》
〔事ニ 事ヲ V-(サ)セル〕
（横顔に哀感を）漂わせる〔vs.浮かべる〕
、
（生活に潤いを）もたせる、
（目元に悲しみ
を）にじませる、
（横顔に不安を）のぞかせる、
（悲しみを行間に）漂わせる、
（瞳に感謝
の気持ちを）あふれさせる、
（メッセージに暗号を）含ませる〔vs.こめる〕
、浮かばせる、
（二国間にぎこちなさを）ひそませる、
（制度を日本に）なじませる、
（世間に名声を）
とどろかせる // （判断に私情を）介入させる 〔vs.まじえる〕
、浮かび上がらせる、滲
みださせる、際立たせる // 結晶させる、発現させる
《分離（とりはずし）
》
〔事カラ 事ヲ V-(サ)セル〕
（文学科を文理学部から）独立させる、
（日本社会を旧弊から）脱却させる、脱皮させる
《移行（うつしかえ）
》
〔事ヲ 範囲ニ V-(サ)セル〕
（思想を世の中に）ゆきわたらせる、
（教えをすみずみに）伝播させる
上のそれぞれの類をつくるふつうの他動詞としては、
《付与・転移》は「こめる、あたえる
// 織りこむ、盛りこむ、組みいれる、組みこむ // 加味する、付与する、付加する」
、
《分
離》は「のぞく // 差し引く、とりのぞく、ぬぐいさる // 一掃する、撤収する、排除する、
払拭する」
、
《移行》は「ひろめる、伝える」といったものが相当するだろう。
5. おわりに
以上、本稿では、名詞（ヲ格名詞とニ格名詞）と動詞からなる連語のかざられ動詞として、
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ふつうの他動詞だけでなく使役接辞-(サ)セルによって派生された V-(サ)セルをも積極的に
みとめることの可能性と意義を考えてきた。V-(サ)セルを連語の要素とすることによって連
語の体系がより豊かなものになることを示そうとした。
奥田のヲ格論文では、当該の連語タイプの語例をあげる際に、まず和語動詞があげられ、
次に必要に応じて漢語サ変動詞があげられる。そして和語動詞においては、単純動詞がまず
あげられ、必要ならば「まきつける」のような複合動詞、
「うれしがらせる」のような派生動
詞、
「かるくする」のような「する」とのくみあわせ動詞があげられる17)。ヲ格論文の「第一
章

対象へのはたらきかけ」の「第一節 物にたいするはたらきかけ」の語例はすべて和語

の他動詞である18)。このことは、奥田（1968-72[1983:66]）に「物にたいするはたらきかけ
をあらわす連語の領域では、固有日本語の動詞が大部分をしめていて、漢語動詞のはいりこ
むすきまがない。
」とあることから意識的だったことがうかがえる。たしかに語例は和語動
詞であるが、
「
（タオルを）洗濯する」
「
（会場に消火器を）設置する」
「
（溶液から不純物を）
除去する」
「
（荷物を）運搬する」
「
（全身を）殴打する」
「
（ダムを）建設する」などを、文体
的にかたいとはいえ、奥田としても物にたいするはたらきかけをあらわす連語とみなさいわ
けではないだろう。また、事に対するはたらきかけでは多くの漢語動詞が積極的にあげられ、
「事にたいするはたらきかけをあらわす連語では、かざられになる動詞に漢語がおおくなっ
てくる。このことはかざられ動詞の語彙的な意味の抽象性にかかわっている。固有日本語の
動詞の抽象化の過程、固有日本語による抽象的な動詞の生産が、これにたいする要求からた
ちおくれていて、漢語動詞がはいりこんできたのだろう。
」と、日本語の語彙体系のなかでの
漢語動詞の必要性が述べられている（奥田 1968-72[1983:66]）
。V-(サ)セルについても、人
に対するはたらきかけでは Vi-(サ)セルがふつうの他動詞とともに積極的にとりあげられて
いる（漢語動詞からの Vi-(サ)セルも含まれる）
。こういったことから考えると、名詞と動詞
からなる種々の連語タイプにおいても、ふつうの他動詞だけでなく V-(サ)セルを認めること
が奥田氏の連語論のなかで許されないわけではないように思われる。
なお、連語の重要な性質として、たとえば松本（2003[2006:150]）に「単語と連語は、と
もに現実の断片に対するなづけの単位として、文の材料となる点が共通である。
」とあるよ
うに、
「なづけの単位」であるという性質がある。本稿ではこのことについてしっかり考える
ことができなかったが、3 節で述べたことは、主体変化志向の自動詞・他動詞からの Vi-(サ)
セル・Vt-(サ)セルは名詞とくみあわさってなづけの単位となりうるのに対して（
「人を歩か
せる」
「人に御飯をたべさせる」
）
、対象変化志向の他動詞からの Vt-(サ)セルにはそのような
17)

ニ格論文でも全体としてはこの方針だと思われるが、ニ格において重要な連語類だと思われる《存
在》には、
「存在する、滞在する」のような漢語動詞、
「ほうっておく」のような和語のくみたて動
詞があげられている。
18)
そして、下位の 6 類のうち《もようがえ》のむすびつきの語例はすべて単純動詞である。
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性質がないのではないか（
「人にケーキを切らせる」
「人に荷物を運ばせる」
）ということであ
った。ただし十分な考察はできなかったので、上のこととともに今後さらに考察を続けたい。
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構造で作る派生空間詞
On the Creation of Spatially Desired Locational Elements
高橋 弥守彦
TAKAHASHI Yasuhiko
提要 一般来说，处所词无需添加表示方向或位置的方位词即可表示处所。但事物名词和植物
名词则需要借助方位词来表示其位置，比如“书上、桌子下”“树上、树林里”等。
随着词组学的深入研究，有观点认为，事物名词不借助方位词也可以表示处所。本文从
词组学的观点出发，通过框架理论进一步阐明这一语言事实和理论，即：无需方位词的入，
事物名词也可以表示处所。
キーワード：移動動詞 空間詞 連語論 意味変化 枠組み理論
目次
0．はじめに
1．場所を表す単語と連語
2．構造で作る派生空間詞
3．おわりに
0．はじめに
場所を表す単語はヒトが作れるものではなく、名付けられるだけである。
“中国、日本、北
京、池袋”などは、みなしかりである。モノ名詞などは場所性が何箇所かあるので、方位詞
をつけることにより、どの場所（位置）なのかを明らかにし、モノなどにおける場所の特定
化をはかる。たとえば、以下の文などである。
（１）他在桌子上/下放了一个书包。
（作例）
彼は机の上に／下にカバンを置いた。
（筆者訳）
（２）那年七月，我以五分之差，从通往大学的独木桥上栽落下来。(『人民』97-5-87)
その年の七月、僕は五点足りなくて、大学に通ずる丸木橋を滑り落ちてしまった。
(同上、97-5-86)
これまでは、モノ名詞や身体名詞などは方位詞をつけることにより場所性を出すという研
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究 1)が盛んに行われてきた。連語論研究が進んでくると、構造から派生空間詞が論じられな
ければならないのではないかという考えが起こってきた。たとえば以下の例文である。
（３）等我上了车，一个女孩儿正跟我那朋友大吵。(『人民』90-6-98)
オレが乗ったら、子供っぽい娘が友達にくってかかっているところだった。
（同上）
（４）突然，她下了讲台，径直朝会场外走去。
（
『講読②』ｐ.109）
すると突然、彼女は演壇をおり、そのまま会場の外に消えてしまった。
（同上、
112）
（５）那是进山烧窑的第一天，他来窑时只扭头瞟了他一眼，可就那一眼，就把窑汉的魂
勾去了。
（
『人民』93－3－111）
あれは、山に入って窯を焼きはじめた最初の日だった。女がここに来て、ふりか
えってちらっと見たその流し目に、男は魂を奪われた。
（同上、93－3－110）
（６）她轻手轻脚出了门，到了附近的张大妈家铺子前。
（
『人民』89-9-98）
ふとっちょおばさんは、こっそり家の外に出て、近くの張おばさんがやっている
店の前にやってきた。
（
『人民』89-9-99）
連語論の観点（
「連語論的な意味」と「構造的なタイプ」
）から見ると、例（3）
“上了车”
［
（バスに）乗ったら］は「空間的な進入のむすびつき」
、例（4）
“下了讲台”
［演壇をお
り］は「空間的な離れのむすびつき」
、例（5）
“进山”
［山に入って］ は「空間的な進入のむ
すびつき」
、例（6）
“出门”
［筆者訳：ドアを出て（訳文：家の外に出て）
］は「空間的な退出
のむすびつき（
「空間的な出現のむすびつき」
）
」である。
例（5）の“山”は単語レベルで場所名詞だが、例（3）
（4）
（6）の“车、讲台、门”
は単語レベルで見れば、ヒトが作るモノなので、モノ名詞である。しかし、連語レベル「動
詞＋名詞」で見れば、上掲に挙げる空間的な各むすびつきをつくることにより、これらの名
詞は場所を表している。本稿では、連語のなかで、このように場所を表すことになる単語を
派生空間詞と呼ぶ。それに対し、例（5）の“山”は単語レベルでも連語レベルでも場所を表
している。本稿ではこのような場所を表す単語を基本空間詞という。
朱徳熙（1995:148）は場所を表す客語（目的語）を広義の場所目的語（例 7）と狭義の場
所目的語（例 8）とに分けて、以下のような文を挙げて説明している。
（７）我惦记着家里。
［私は家のことを気に掛けている］
（８）我坐在家里。
［私は家にじっとしている］
朱徳熙によれば、例（7）
（8）の連語“家里”は、いずれも場所目的語である。連語論の観

1)

朱徳熙（1995:148）は狭義の場所目的語を伴うことのできる動詞は数が限られていると指摘し、方
向動詞“来、去、进、出、上、下、回”
・移動を表す動詞“上、飞”
・位置“在、到”
を表す動詞の 3 類を挙げている。
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点から見ると、これは選択連語“惦记着家里”
“坐在家里”のなかで、前者は派生コト名詞連
語、後者は派生空間詞連語に意味変化している。前者の“家里”はコト性であり、まったく
場所性がないので、広義の場所目的語と言えるかどうか若干疑問である。後者は組織名詞と
場所名詞を同一に扱っていた時代なので、やむを得ない解釈といえるだろう。
上掲の例（7）のモノ名詞“门”は、
「空間的な各むすびつき」のなかで派生空間詞として
扱われている。
“门”は単語レベルではモノ名詞なので、モノ名詞として扱う典型的な例文で
あれば、一般には以下のように使われるであろう。
（９）真怪！连着三天了，妻子六点半起床，丈夫就开门而入，一分不差。(『人民』88－1－92)
おかしい！続けて三日になる、妻が六時半に起きると、すぐ夫がドアを開けて入
って来るのだ。一分の狂いもない。
（同上、88－1－93)
この例文であれば、行為を表す“开门”
［ドアを開ける］の“门”は確かにモノ名詞とし
て扱われている。
“门”
（例 6）
、
“家里”
（例 7）を用いている上掲の例文から、名詞語句も
連語の中で意味変化する場合があるといえる。
1．場所を表す単語と連語
朱徳熙（1995:48）は、場所詞を以下のように定義付けている。
1）場所詞とは“在、到”の客語となれる体詞
2）場所詞とは“哪儿”を用いて疑問を発し、
“这儿、那儿”を用いて代替することので
きる体詞
朱徳熙（1995:48）はさらに場所詞を以下の 3 類に具体的に分けている。
1）地名：中国

亚洲［アジア］ 重庆［重慶］ 长安街［長安街］

2）
「トコロ」とみなし得る機関 2)：学校 公园［公園］ 电影院［映画館］
3）合成方位詞：上头［うえ］ 下边［した］ 背后［うしろ側、裏側］
朱徳熙が挙げる場所詞は典型的な単語レベルの例であり、以下のように用いられる。これ
らの場所詞は、すでに場所性が明らかなので、そのあとに方位詞が用いられない場合のほう
が多い。
（10）
“是嘞，我住在圣地亚哥，你学过地理吧，智利，在南美洲，太平洋的彼岸，离这里
有一万多里地呢。
”
（
『人民』93－6－111）
「そうだよ、わしはサンチャゴに住んでるんだ。君は地理で勉強しただろう、チリ、
南米の太平洋側にあって、五千キロ以上も離れてる」
（同上）
（11）那天出差，我来到北方一个陌生的小城市，投宿在一家普通的旅馆。
（
『人民』94－
6－93）

2)

高橋弥守彦（2017：93）ではこれらの名詞を組織名詞としている。
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その日私は出張で、北方の小さな見知らぬ町に着き、普通の旅館に宿をとった。
（同上、94－6－92）
（12）10 岁的儿子跟在他屁股后面。
（
『人民』94－5－93）
十歳になる息子が、そのうしろについています。
（同上、94－5－92）
朱徳熙の挙げる地名（例 10）
、合成方位詞（例 12）のあとであれば方位詞をつけることが
できない。しかし、機関（例 11）の後であれば方位詞をつけることができる。なお、次の例
文には、地名を表す固有名詞のあとであっても方位詞がつけられる。
（13）她们在长安街（上）卖冰棍儿。
（
『実用』p.54）
彼女たちは張安街でアイスキャンデーを売っています。
（同上）
（14）我们这次访华团在北京外国语大学（里）呆了三天。
（
『実用』p.54）
今回の訪中団は北京外国語大学に三日間泊まりました。
（同上）
上掲例文中の“长安街”
（例 13）は「アイスキャンデーを売る場所」
、
“北京外国语大学”
（例 14）は「泊まる場所」の意味として使われているので、方位詞を伴える。どういう場所
なのかによっても、固有名詞に方位詞を伴える場合が出てくるので、中国語は単語レベルで
例を挙げるよりも拡大選択連語（空間詞＋動詞＋名詞）や文レベルなどで例を挙げるほうが
誤解を招かない。
このほかにも、朱徳熙（1995:51）は、方位詞の基本的用法は場所を表すことであるとし、
単純方位詞と合成方位詞の 2 類を挙げている。このうちの単純方位詞はすべて付属形式であ
るとして、以下のような例を挙げている。
书上［本の上、本の中］

桌子上［机の上］ 心里［心の中］

屋里［部屋の中］

树林里［林の中］ 孩子里［子どもの中］
筆者の分類によれば、これらは｢モノ名詞＋単純方位詞｣（
“书上、桌子上、屋里”
）
、
「カ
ラダ名詞＋単純方位詞」
（
“心里”
）
、
「植物名詞＋単純方位詞」
（
“树林里”
）
、
「ヒト名詞＋単
純方位詞」(“孩子里”)に分けられる。これらに属する名詞を用いた実例を見ていこう。
（15）敏坐在沙发上，面前的茶几上摆着一杯很苦的咖啡。
（
『人民』95－4－99）
敏はソファにすわっていた。目の前の小テーブルには、濃いブラックコーヒーが
置いてある。
（同上）
（16）窑汉打得痛快淋漓，野狼不一会儿就躺在窑汉脚下。
（
『人民』93－3－111）
男は思い切りぶちのめし、狼はやがて足もとに倒れた。
（同上）
（17）可现在，树上的眼睛依然深情地凝视着，而他俩却要分道扬镳，天各一方……（
『人
民』95－8－99）
今もその目は深い思いで凝視していたが、彼ら二人は別々の道を歩き、はるか離
れ離れになろうとしている……（同上）
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これらの実例であれば、いずれも朱徳熙の挙げる「モノ名詞＋単純方位詞」
（例 15“沙发
上、茶几上”
）
、
「カラダ名詞＋単純方位詞」
（例 16“脚下”
）
、｢植物名詞＋単純方位詞｣（例 17
“树上”
）であり、朱徳熙の言うように、単純方位詞はすべて付属形式である。しかし、上掲
にあげる“屋里”は、次の例文では、そのあとに方位詞がなくても、
“屋”
“门”などは場所
を表している。
（18）这个矮墩墩的小伙子进了屋，便从大竹篮里提出一瓶通州大曲，一包用荷叶托着的
熟驴肉。
（
『講読②』p.9）
このずんぐりした若者は、部屋に入るなり、大きな竹かごから「通州大曲」の酒を
一瓶、それに蓮の葉でつつまれたロバ肉を一包み取り出した。
（同上、p.14）
（19）
“你说，我进门时怎么叫？”（『講読③』p.71）
「ねえ、あなた、家に着いたら、わたし、なんて呼ぶの？」（同上、p.78）
（20）上了大桥，我出了一身汗。
（
『講読⑥』ｐ.9）
橋の上にのぼると、私はもう汗びっしょりだった。
（同上、p.15）
例（18）の“进了屋”は“屋”を使っているが、そのあとに方位詞“里”を用いていない。
（19）の“进门”の“门”
、
（20）の“上了大桥”の“
（大）桥”は、いずれもモノ名詞または
モノ名詞で作る連語だが、そのあとに方位詞を用いていない。この 3 例から主体の移動を表
す連語は、方位詞を用いなくても場所を表せる 3)と言える。以下では、構造で作る空間詞が
あることを明らかにする。
2．構造で作る派生空間詞
中国語では、一般に名詞や代詞などの体言性の語句は主語や客語になり、動詞や形容詞な
どの用言性の語句は述語になる。しかし、体言性の語句が述語になり、用言性の語句が主語
や客語になる場合もある。筆者はこれを枠組み理論 4)により、なぜこの言語事実が可能にな
るのかを明らかにしている。以下の例文で分析してみよう。
（21）他追求过小萍。
（
『人民』93－1－111）
だって彼は、小萍にひかれていたのよ。(同上、93－1－110)
（22）中年男人嘿嘿笑了，连说，有门儿有门儿。
（
『人民』93－11－111）
中年男はへへと笑い、立て続けに言った、やれる、やれる。(同上、93－11－110)
（23）新年将至，他却没有快乐。
（
『人民』93－2－111）
3)

4)

朱徳熙（1995:148）も方向動詞“来、去、进、出、上、下、回”は狭義の場所目的語を伴うことが
できる、と指摘している。しかし、これらは言語事実からの指摘であり、連語論の観点はまだ導入
されていない。
高橋弥守彦（2011：1～14）では、先行研究と例文とにより、枠組み理論に基づき、名詞や名詞連
語が述語になり、動詞や形容詞およびそれらを核とする連語が主語や客語になれるのかを明らかに
している。
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新年早々というのに、彼はたのしくなかった。(同上、93－2－110)
例（21）は代詞“他”が主語となり、固有名詞“小萍”が客語となっている。
（22）は動詞
“笑”が述語となり、
（23）は形容詞“快乐”が述語となっている。いずれも基本的な文型で
ある。しかし、以下の文はいずれもこの原則から外れている。なぜこれらの文が成立するの
かを検討してみよう。
（24）罗泽 32 岁，很有男子汉风度。
（
『人民』93－1－111）
羅は三十二歳、男らしいなかなかの風采だ。(同上、93－1－110)
（25）会后，矿长单独召见了苗秀，并告诉他，矿里将对他提出的问题进一步深入调查、
核实。
（
『人民』93－5－111）
座談会のあと、鉱山長は単独で苗秀と会い、君が言った問題について突っ込んだ
調査を行うであろう、と告げました。(同上、93－5－110)
（26）同事们也分别向他回报以微笑。微笑充满了温馨。
（
『人民』93－2－111）
みなもそれぞれに、微笑でこたえてくれて、その微笑にはあたたかさがこもって
いた。(同上、93－2－110)
（27）
“你说，我吃的三付药是不是燕先生的？”
（
『人民』94－2－93）
「君、ぼくがのんだ三服の薬は、燕先生の薬なのではないか、え？」
（同上）
（28）儿子说:“有一条路是我踩出来的。
”
（
『人民』94－5－93）
「その一本は、ぼくがつくったんだよ」と息子が言いました。
（同上）
（29）嗨，这算什么，小萍没看上他，并不意味他配不上她。
（
『人民』93－1－111）
まあ！そんなことぐらいなによ、小萍に振られたからといって、羅さんが小萍よ
り劣っていたわけじゃないのに。(同上、93－1－110)
例（24）は体言性の連語“32 岁”が述語に、
（25）は用言性の 2 つの動詞“调查、核实”
が客語に、
（26）は形容詞“温馨”が客語になっている。
（27）は名詞連語“我吃的三付药”
、
（28）は選択（VN）連語“有一条路”がそれぞれ主語となり、
（29）は説明（NVN:文形式）連
語“他配不上她”が客語になっている 5)。これらの単語や連語は、文を構成し分析する本来
の機能と異なっている。
これらの文が成立するのは、例（21）
（22）
（23）のように、名詞や代詞が主語や客語にな
り、動詞や形容詞が述語になる文の組立と分析の理論があるからである。この理論があるの
で、主語や客語の位置に動詞や形容詞が用いられても、動詞は動詞、形容詞は形容詞だが、
枠組みの作る機能により、これらに体言性の意味が加わり、文が構成される。同様に述語の
5)

名詞や代詞が述語になり、動詞や形容詞が主語や客語になるのは、張志公の｢名物化｣、朱徳熙の
｢本能説｣、沈家煊の｢包含理論｣“包含模式理论”などで説明されてきた。これは単語レベルでは、
このように言えても、
（28）
（29）
（30）のような連語レベルになると説明ができない。筆者は枠組
み理論によって、これらを説明している。
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位置に体言性の語句が用いられても、述語の位置に用いられることにより、用言性の意味が
加味される。これが枠組み理論であり、形態変化のない言語の特徴である。以下では実例に
より、連語論の観点から、この枠組み理論を運用して連語を分析してみよう。
（30）在和那女孩的一次长吻后，陶理激情地说为了女孩子可上九天揽月……（
『人民』9311-111)
彼女と初めて長い口づけをかわしたあと、激情に駆られて言った。あなたのためなら
ば、九天の高みに上って月をもとって参りましょう…………(『人民』93-11-110)
（31）我也该上路了，于是熄灭火塘，归置好东西，把门别上。
（
『講読③』ｐ.42 ）
私も出立しなければならない。そこでいろりの火を消し、ものを元の所にもどし、
門を元通りに閉めた。
（同上、ｐ.46）
（32）上楼的时候，孩子说：
“现在要是有一锅甜粥，我能一气把它吃光。
”(『人民』88-2-98)
階段を上がりながら、子供が言った。
「甘いおかゆがナベいっぱいあれば、ペロリ
とたいらげちゃうんだけどな」
（同上、88-2-99）
（33）陈小手接过来，看也不看，装进口袋里，洗洗手，喝一杯热茶，道一声“得罪”
，出
门上马。
（
『講読②』ｐ.97）
陳小手はそれを受け取り、見もしないで、ポケットにねじこみ、手を洗い、熱いお茶
を一杯飲み、
「失礼します」と一声かけて、門を出て馬上の人となる。
（同上、ｐ.104）
（34）孤独感猛然漫溢上心头，一瞬间竟那么强烈，简直无法抑制。
（
『講読④』ｐ.74）
孤独感が急に胸にこみあげたかと思うと、それはまったくおさえ切れないものと
なった。
（同上、ｐ.80）
（35）
“是呀，您不是说过，他的转变，上了报纸，增添了您工作上的信心？”
（
『講読⑥』ｐ.110)
「そうよ、お母さん言ったでしょう。あの人はなおった、新聞にものったし、お
母さんはそれで自分の仕事に自信ができた。
」と。
（同上、ｐ.115）
例(30)“上九天”
［九天の高みに上って］の“九天”
、(31)“上路”
［出立する］の“路”は
いずれも空間詞であり、これらを基本空間詞という。連語論の観点から見ると、前者は｢空間
的な到着のむすびつき｣、後者は「空間的な進入のむすびつき」である。
例（32）
“上楼”
［階段を上がる］の“楼”はモノ名詞、
（33）
“上马”
［馬上の人となる（馬
に乗る）
］の“马”はヒト（動物）名詞 6)、例（34）
“上心头”
［胸にこみあげる］の“心头”
はカラダ名詞、例（35）
“上了报纸”
［新聞にものったし］の“报纸”はモノ名詞だが、VN 連

6)

鈴木康之（2011：30）では、場所名詞について「それに対して、空間的な通過のむすびつきでは、
『税関を（とおる）
』
『ゴールラインを（こえる）
』
」のように、空間性のとぼしい場所名詞でもかま
わない』と述べている。これは「空間的な通過のむすびつき」だけではなく、他のむすびつきにも
言える。
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語の中では派生空間詞として空間 7)を表し、それぞれ「空間的な移動のむすびつき」
（例 32）
、
「空間的な到着のむすびつき」
（例 33）
、
「空間的な出現のむすびつき」
（例 34,35）を作って
いる。
以下では、
“上”以外の位置移動の動詞を用いている文も挙げて分析・検討してみよう。先
ず、位置移動の動詞“下”で作る連語を分析してみよう。
（36）我和科室小张要下乡作调查。
（
『人民』18－6－69）
私と分室の張さんは農村に実地調査に出かけた。
（同上、18－6－68）
（37）突然，她下了讲台，径直朝会场外走去。
（
『講読②』ｐ.109）
すると突然、彼女は演壇をおり、そのまま会場の外に消えてしまった。
（同上、
ｐ.112）
（38）他下了马，即刻进了产房。过了一会儿(有时时间颇长)，听到“哇”的一声，孩子
落地了 。
（
『講読②』ｐ.96）
彼が馬から下りるとすぐ産室に入り、しばらくして（ときには相当長い時間をへ
て）
、おぎゃあという産声とともに、赤ん坊が生まれる。
（同上、ｐ.104）
例（36）
“下乡”
［農村へ行く］の“乡”は単語レベルで見れば組織名詞、
（37）
“下了讲台”
［演壇をおり］の“讲台”はモノ名詞、
（38）
“下了马”
［馬から下りる］の“马”はヒト名詞
（動物も人に含まれる）である。
（36）
（37）
（38）の各名詞は連語の中で場所を表すので、派
生空間詞といえる。
（36）は「空間的な移りのむすびつき」
、
（37）
（38）はともに「空間的な
離れのむすびつき」である。次に、
“进”で作る連語を分析してみよう。
（39）那是进山烧窑的第一天，他来窑时只扭头瞟了他一眼，可就那一眼，就把窑汉的魂
勾去了。
（
『人民』93－3－111）
あれは、山に入って窯を焼きはじめた最初の日だった。女がここに来て、ふりか
えってちらっと見たその流し目に、男は魂を奪われた。
（同上、93－3－110）
（40）进检票口，才发现自己还没有买站台票。（『講読⑤』ｐ.98）
改札口に入りかかって、入場券をまだ買っていないのに気づいた。
（同上、p.108）
（41）第三局，下到得意处，小李一扫初进门时的拘谨，竟然拍起厂长的肩膀来，
“老兄，
十步之内，解决战斗。
”
（
『講読①』p.38）
小李は、第三局目も優勢にもちこむと、この部屋に入ってきた時のかしこまって
いた態度をかなぐり捨て、なんと工場長の肩をたたいて、
「兄貴、あと十手以内で
かたがつきますよ」と言ってのけた。
（同上、p.42）

7)

例（31）から（36）までの各連語は、空間的な各むすびつきとなる。たとえ「動詞＋名詞」の名詞
の位置に場所詞（例 31,32）以外のモノ名詞（例 33,36）
、動物名詞（例 34）
、カラダ名詞（例 35）
が用いられていても、連語論的な意味により、連語の中では場所を表している。
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例（39）
“进山”
［山に入る］の“山” は基本空間詞だが、
（40）
“进检票口”
［改札口に
入る］の“检票口”
、
（41）
“进门”
［部屋に入る］8)の“门”は単語レベルで見れば、ともにモ
ノ名詞だが、連語の中では場所を表しているので派生空間詞である。連語論の観点から見れ
ば、例（39）は「空間的な進入のむすびつき」
、
（40）
（41）も「空間的な進入のむすびつき」
である。三番目に、位置移動の動詞“出”で作る連語を分析してみよう。
（42）她从没出过北京。
（
《汉语常用词用法词典》p.82）
彼女はこれまで北京を出たことがない。
（筆者訳）
（43）陈小手出了天王寺，跨上马。
（
『講読②』p.100）
陳小手は天王寺を出ると、馬に飛び乗った。（同上、p.105）
（44）她心里平静多了，将钱塞进婆婆布枕下，端起盆儿出了门。
（
『人民』91-4-97）
彼女は気持ちがずっと楽になった。お金をしゅうとめの布枕の下に押し込むと、
おまるを持って外に出た。
（同上）
例（42）
“出过北京”
［北京を出たことがある］の“北京”は基本空間詞だが、
（43）
“出了
天王寺”
［天王寺を出る］の“天王寺”は単語レベルで見れば組織名詞、
（44）
“出了门”
［外
に出た］9)の“门”は単語レベルで見ればモノ名詞である。
（43）
（44）のこれらの名詞は連語
の中では場所を表するので、派生空間詞といえる。連語論の観点から見れば、例（42）は「空
間的な退出のむすびつき」
、
（43）
（44）も「空間的な退出のむすびつき」である。
4 番目に「有様移動の動詞＋空間詞＋位置移動の動詞＋趨向移動の動詞」で作る連語を見
てみよう。
（45）他走上楼来（我的房间）了。
（作例）
彼は階段を歩いてあがって（私の部屋に）きた。
（筆者訳）
（46）这孩子爬上桌子来了。
（
《用法词典》p.625）
この子は机によじ上ってきた。
（筆者訳）
（47）它要是高兴，能比谁都温柔可亲：用身子蹭你的腿，把脖儿伸出来让你给它抓痒，
或是在你写作的时候，跳上桌来，在稿纸上彩印几朵小梅花。
（
『人民』15－8－68）
機嫌がいいときには、誰よりもおとなしく人懐っこい。体をあなたの足にこすりつけ、
首を伸ばして、痒いところを掻いてもらい、あるいはあなたが書き物をしているとき
なんかは、机の上に飛び乗って来て、原稿用紙の上に桜印を残す。
（同上）
例（45）
“走上楼来（我的房间）
”
［階段を歩いてあがって（私の部屋に）くる］の“楼”
、
（46）
“爬上桌子来”
［机によじ上ってくる］の“桌子”
、
（47）
“跳上桌来”
［机の上に飛び乗
8)

9)

中国語は実質視点“进门”で表現するが、日本語は［門に入る］ではなく、場面に応じて訳す話題
表現［部屋に入る］なので、日本語への翻訳にはかなりの注意が必要である。
“出了门”は「空間的な出現のむすびつき」の訳［外に出た］ではなく、
「空間的な退出のむすび
つき」なので、
［ドアを出た］と訳すほうがいいだろう。
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って来て］の“桌”は単語レベルで見れば、いずれもモノ名詞である。これらの名詞は連語
の中で場所を表すので、すべて派生空間詞 10)といえる。これらの名詞の意味変化を枠組み理
論という。これが形態変化をもたない言語の特徴である。連語論の観点から見れば、
（45）
（46）
（47）もいずれも「空間的な移動のむすびつき」である。
3．おわりに
一般に単語レベルで場所を表せる固有名詞や方位詞などの空間詞は、単語レベルですでに
場所を表しているので、方角や位置を表す方位詞を用いることができない。しかし、モノ名
詞やコト名詞などは、組み合わせる語句により、場所を表す必要性があれば、方位詞を用い
る。それにより、モノやコトにおける位置の特定化を表し、どの場所で行う動作や行為なの
かを明らかにする。そのためにモノ名詞などに方位詞が用いられる。
移動を表す連語であれば、移動動詞の対象は一般的には空間詞である。移動動詞の対象は
基本的には空間詞なので、空間詞の位置に、たとえモノ名詞やコト名詞が用いられていても、
空間領域のくみあわせの中で、派生空間詞として、空間を表すことができる。空間領域のく
みあわせを連語論的な意味と構造的なタイプで分析しても、モノ名詞やコト名詞はやはり場
所を表している。これは枠組み理論によっても証明することができる。
言語資料
1．
『人民中国』ショートショート 人民中国雑誌社 1988～1997
2．
『中国語学講読シリーズ』①～⑥ 北京外文出版社 1991
3．
『人民中国』楽らく対訳 人民中国雑誌社 2014～2017
4.『白水社中国語辞典』伊地智善継編 白水社 2002
5．
《汉语常用词用法词典》李晓琪等编 北京大学出版社 1997
6.《现代汉语动词例释》黄传江 陈小盟 主编 背景师范大学出版社 2011
参考文献
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6．高橋弥守彦（2001）｢動補連語“走出来”について｣『外国語学研究』第 2 号

10)

筆者が収集した実例の中には、基本空間詞を使っている例文がなかったので、作例を挙げてみる。
“他走上山来了。
”
［彼は歩いて山をのぼってきた。
］の“走上山”は［空間的な移動のむすびつき］
であり、
“山”は単語レベルでも連語レベルでも空間を表すので、基本空間詞である。
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7．高橋弥守彦（2006）
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『外国語学研究第』9 号
9．高橋弥守彦(2016)「連語論から見る“动词＋上来/去”と客体との関係について」
『研究会報告』
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中国語文献
1．丁崇明（2009）
《现代汉语语法教程》北京大学出版社
2．耿二岭（2010）《汉语语法》北京语言大学出版社
3．刘月华 主编（1998）
《趋向补语通释》北京语言大学出版社
4．卢福波（2011）《对外汉语教学实用语法》北京语言大学出版社
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《实用对外汉语教学语法》北京大学出版社
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《现代汉语处所宾语研究》中社会科学出版社
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《汉语的结构和句子研究》教育科学出版社
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日本語の「を格」、「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1)の連語との比較2)
Comparison with a Collocation of Taiwan Southern Min Language
which Corresponds to a Combination of Spatial noun of Japanese
"wo case" and "kara case" with an Intransitive verb
施 淑惠
SHI Shuhui
提要 本研究針對與以「wo 格空間名詞」
、
「kara 格空間名詞」為《修飾語》
，以「不及物動詞」
為《被修飾語》的日語詞組相對應的台閩語詞組作考察、比較兩語言的差異及其特色。
在與「wo 格空間名詞」與「不及物動詞」之組合相對應的台閩語詞組的比較，得到了如下
的考察結果。1.在表示〈離開的場所〉
「ViNs(L)」3)的詞組，雖然，不見其《被修飾語》之差
異處，不過，在表示〈離開的場所〉
「ViViNs(L)」的詞組，可見台閩語《被修飾語》伴隨著方
向補語「開（khui1）
」的特色。2.在表示〈離開的場所〉
「ViANs(L)」4)的詞組，可見《被修飾
語》之差異處。3.在表示〈離開的場所〉
「介 Ns(L)Vi/ViVi」的詞組，可見《修飾語》的「介
Ns(L)」之差異處。
而在與「kara 格空間名詞」與「不及物動詞」之組合相對應的台閩語詞組的比較，得到了如
下的考察結果。1.在「出發點結合」的詞組，可見台閩語「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋

1)

「台閩語」とは、台湾で使用されている閩南語「台灣閩南語（台湾の閩南語）
」の略称である。それ
の略称としては、
「台語（台湾語）
」と呼ぶこともあるが、台湾という地域で使われている言語とし
ては、
「台灣閩南語（台湾の閩南語）
」のほかに、
「客家語（台湾の客家語）
」
、
「原住民語（台湾の原
住民語）
」などもあり、どれも「台湾語」と呼ぶことが可能である。その紛らわしさを避けるため
に、本稿では、
「台湾語」ではなく、
「台湾の閩南語」という名称を使った。参考文献に見られるよ
うに、許極燉(1998)が《台灣語概論》というように、
「台湾語」を使っているのを除き、楊秀芳
(1991) 《臺灣閩南語語法稿》や董忠司(2001) 《臺灣閩南語辭典》や林慶勳(2001)《臺灣閩南語概
論》や盧廣誠(2003)《台灣閩南語概要》などが「臺灣閩南語/台灣閩南語（台湾の閩南語）
」の名称
を使っている。
2)
本稿は 2019 年 2 月 17 日に国際連語論学会主催第七回大会で口頭発表した内容の修正稿である。
3)
「Ns」とは、空間名詞「Spatial noun」の略語で、
「Vi」とは、自動詞「intransitive verb」の略
語である。そして、台閩語では、
《飾り》の空間名詞は、その後に「方位詞(Location)」が付くこと
がある。
「方位詞(Location)」の略語を「L」とし、省略されることがあるのを考慮して、
「Ns(L)」
と記している。
4)
「ViANs(L)」の「A」とは、補助動詞「auxiliary verb」の略語である。
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Cd 來/去」
詞組之
《被修飾語》
的特色。2.在
「經由點結合」
的詞組，可見台閩語「介（tui3/ui3/an3）
Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」詞組之《修飾語》或《被修飾語》的差異處。3.在「起點結合」的詞組，
可見台閩語「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」詞組之《被修飾語》的特色。
キーワード：日本語の連語 台閩語 空間名詞 自動詞 白話字
目次
1. はじめに
2. 研究方法
3. 日本語の「Ns を+Vi」に対応する台閩語の連語との比較
4. 日本語の「Ns から+Vi」に対応する台閩語の連語との比較
5. おわりに--今後の課題もふくめて
1. はじめに
本研究は、
《飾り》5)を「を格の空間名詞」または「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、両言語の差異及び特色
を比較する。
1.1 「を格の空間名詞」と「自動詞」との組合せ
「を格の空間名詞」と「自動詞」との組合せでは、奥田（1968-72：連 140）によれば、
「空
間的なむすびつきをあらわす連語では、かざり名詞は移動動作のおこなわれる場所をあら
わしているが、その場所と移動動作との関係はいちようではない。かざられ動詞の語彙的な
意味の性格のちがいにしたがって、それはつぎのみっつの下位のカテゴリーにわかれる。
（イ）うつりうごくところ、
（ロ）とおりぬけるところ、
（ハ）はなれるところ」としている。
日本語の「を格の空間名詞」と「自動詞」との組合せは、奥田（1968-72）では、
〈空間的
な結び付き〉を作っているのに対して、施（1987）では、中国語との対照比較で、
〈出発点
の結び付き〉と〈うつりうごく場所の結び付き〉を作っているとしている。
また、施（2017b）、（2018a）では、まず、奥田（1968-72）と施（1987）による日本語
の「を格の空間名詞と自動詞との組合せ」が作る結び付きの分類の違いは、その 1 つ目が
〈はなれるところ〉と〈出発点の結び付き〉とのカテゴリーの分け方、その 2 つ目が〈くぐ
るところ〉というカテゴリーの分け方、というように挙げており、それを次の表のように整
理した。

5)

「飾り」と「飾られ」とは、連語の構成要素である。奥田靖雄（1976）によれば、
「連語は、語彙的
な意味の具体化をもとめて、ほかの単語をしたがえる《かざられ》と、そのかざられによりかかる
《かざり》との、ふたつの構成要素からなりたっている」と定義している。
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表(1) 奥田(1968-72)と施(1987)による「を格の空間名詞と自動詞との組合せ」の分類の違い
日本語の「を格の空間名詞と自動詞との組合せ」
奥田（1968-72）
施（1987）
空間的な結び付き
出発点の
うつりうごく場所の結び付き
結び付き
うつりうご
くところ

とおりぬけ
るところ

はなれる
ところ

はなれる
ところ

うつりうご
くところ

とおりぬけ
るところ

くぐる
ところ

さらに、施（1987：62-64）による日本語の「を格の空間名詞と自動詞との組合せ」に対応
する中国語の〔VN〕
、
〔VAN〕
、
〔介 NV〕6)の連語の説明を引用したのち、施（2017b）、（2018a）
では、
〈離れる所〉を表す連語について、日本語‧中国語‧台閩語の三言語の比較をした。
本研究は、日本語の「を格」
、
「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
の連語との比較を中心に取り上げるもので、中国語の部分を省くことにする。
1.2 「から格の空間名詞」と「自動詞」との組合せ
日本語の「から格の空間名詞」と「自動詞」との組合せについて、渡辺義夫（1966：連364365）では、「「でどころ」に属する名詞は、「箱」、「戸棚」、「角屋」のように、内にも
のの入る空間を持った立体的な空間を示すのに対して、
「経由」の結びつきに属するものは、
「裏口」、「窓」、「門」のように、平面的空間をあらわす名詞であることが広く認められ
る。このようなことから、「でどころ」と「経由点」とを各々別のカテゴリーとした。」と
述べている。
また、荒正子（1975：連402）では、「《起点》と《出発点》とは一致することもあるが、
かならずしも一致する必要はない。…《出発点》は、移動動作が、その状態とはかかわりな
く、そこから出発する場所をなしているが、《起点》は、移動動作の特定の状態がそこから
開始する場所をなしている」と述べている。
施（2018b：73）では、次の表のように渡辺義夫（1966）と荒正子（1975）による「から格」
の空間名詞と自動詞との組合せを表す空間的な結び付きの比較をおこなった。

6）

施(1987)では、中国語の連語は、
〔VN〕
、
〔VAN〕
、
〔介 NV〕のように表記しているが、本稿では、台閩
語の連語は、
「ViNs(L)」
、
「ViANs(L)」
、
「介 Ns(L)Vi」のように表記している。そして、同書(1987：6364)によれば、
〔VAN〕の〔A〕が補助動詞の役目を果し、……補助動詞〔A〕は、方向補語を示す「來、
去、上、下、進、出、回、過、…」のようなものであったり、あるいは、動詞の機能を果しながら、介詞
になりつつある介詞的なもの（「在、到、向、往、…」のようなもの）であったりする。このように、
〔A〕の質によって、〔VAN〕のものは前者になったり、後者になったりする。例えば、“走進教室（教

室に入る）”は前者であり、“走在路上（道を歩く）”は後者である。
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表(2) 渡辺(1966)と荒(1975)による「から格の空間名詞と自動詞との組合せ」の比較
「から格の空間名詞と自動詞との組合せ」
（空間的な結び付き）
出発点の
でどころの
経由点の
起点の
結び付き
結び付き
結び付き
結び付き
渡辺 あるところから離れる/ あるところを出る/瞬
それについては、取り
義夫 移動的動作面
間的動作面
上げていない。
(1966)
立体的な空間名詞
平面的空間名詞
「出発点」或は「でどころ」の結び付き
「経由点」と
「出発点」 《起点》と《出発点》と
との区別
の区別
荒正子 「N1 から（出発点）＋N2 に/へ（いくさき/到着点） コンテキストによる 《出発点》は、動作の状
(1975) ＋Vi」
ものもある
態とは関りなく、そこ
「N1 から（出発点）＋N2 まで（いくさき）＋Vi」
から出発する場所、
《起
点》は、動作の特定の状
態がそこから開始する
場所

日本語の「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は、「介
（由/tui3/對/ui3/an3/按）Ns(L)Vi」7)などが挙げられる。
2. 研究方法
「を格の空間名詞」と「自動詞」との組合せにおいては、まず、奥田(1968-72：連 139)に
よる「空間を示すを格の名詞」と「自動詞」と組合せて作る〈空間的な結び付き〉の日本語
の連語に対応して、施(1987)による中国語の連語の分類の違いと比較する。さらに、中国語
の〔VN〕
、
〔VAN〕
、
〔介 NV〕で表されている連語をベースにして、台閩語の〈空間的な結び付
き〉を考察する。
「から格の空間名詞」と「自動詞」との組合せにおいては、まず、渡辺義夫（1966）と荒
正子（1975）による「から格」の空間名詞と自動詞との組合せが表している空間的な結び付
きの相違について比較する。それから、それらに対応して、台閩語の「tui3、ui3、an3」の
「空間名詞」と「自動詞」との組合せの比較をおこなう。
台閩語の用例は、《台語文語詞検索》8）か《台語辭典(台日大辭典台語譯本)》9)のインタ
ーネット辞典を検索に用いた。《台語文語詞検索》の例文は多く、用例集めに使い、
《台語
辭典(台日大辭典台語譯本)》の例文は少ないが、その中に付いている日本語の原本のスキャ
ンで多義語や類義語の語彙の意味を調べるのに用いた。検索する方法は、どちらからも「白
7)

「介（由/tui3/對/ui3/an3/按）Ns(L)Vi」では、
「tui3/對」の「tui3」は「白話字」で、
「對」はそ
の「漢字」であるが、
「an3/按」の「an3」は「白話字」で、
「按」はその「漢字」である。
8)
《台語文語詞検索》は、2019 年 4 月にコンピューター処理設計者の楊允言氏が 2003 年 1 月に公表し
た《台文/華文線頂辭典》のアクセスルートを修正して、名を改めたものである。
9)
《臺日大辭典》は、上卷 1931 年、下卷 1932 年に日本の台灣總督府の小川尚義によって主編されて
出版したものである。インターネット辞典の《台語辭典(台日大辭典台語譯本)》は、林俊育(Lim
Chun-iok)によって訳されたものである。
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話字」か「漢字」10)による入力ができる。
表記法のアンダーラインの用法については、渡辺義夫（1966）の例では、「伝馬町から来
た」のように、
《飾り》にも《飾られ》にも「一本の実線」で記しており、荒正子（1975）の
例では、「森川町から寺尾が来た」のように、
《飾り》に「一本の実線」
、
《飾られ》に「線な
しの太字」で記しているほかに、「駅から大通りに出る」のように、《第 1 の飾り》11)に「一
本の実線」
、
《第 2 の飾り》に「線なしの太字」
、
《飾られ》に「波線」で記しているが、その
紛らわしさを避けるために、筆者は、日本語も台閩語も一様に、
「二単語の組合せ」の《飾り》
と「三単語の組合せ」の《第 1 の飾り》に「波線」
、
《第 2 の飾り》に「点線」
、
《飾られ》に
「二本の実線」で記している。
3. 日本語の「Ns を+Vi」に対応する台閩語の連語との比較
3.1 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「ViNs」/「ViViNs」12)に見られる《飾られ》の違い
3.1.1 〈離れる所〉の「ViNs」における《飾られ》について
日本語では、奥田(1968-72：連144-145)によれば、「はなれるところ」を表す連語の自動
詞は、「でる、たつ、さる、はなれる」のような単純動詞を挙げており、「923）六時五分ま
えに建一郎は教育会館の事務所をでた」、
「924）東京の友だちはそこで新橋をたつ」、
「925）
ぶうといって汽船がとまると、はしけが岸をはなれて、こぎよせてきた」などの例を挙げて
いる。
台閩語では、
〈離れる所〉を表す「ViNs」の連語は、
「出劇場（劇場を出る）
（出 68）
」の
「出 Ns」
、
「落車（車を下りる）
（落 519）
」13) の「落 Ns」
、
「離水面（水面を離れる）
（離 532）
」

10）

「白話字」と「漢字」の表記については、施(2016b：14-15)の注 24 では、
「張學謙（2003：70-72）
によれば、台閩語には、500 年の歴史を持っている「漢字」の文字と 100 年余りの歴史を持ってい
る「白話字」
（Peh8-Oe7-Ji7、縮約して POJ)のローマ字という二種類の文字がある。
「漢字」の文字
は、福建、広東地区から来た閩南語の文字であり、
「白話字」のローマ字は、
「chhu/chhu1」のよう
な教会ローマ字であり、1865 年に長老教会の馬雅各医師（Dr.James L.Max-well）が宣教のために
台湾に取り入れたものである」と説明している。
11)
「伝馬町から来た」のような「二単語の組合せ」の場合は、単なる《飾り》と《飾られ》との組合
せであるが、「駅から大通りに出る」のような「三単語の組合せ」の場合は、
《飾り》が 2 つあると
いうことで、
《第 1 の飾り》と《第 2 の飾り》と《飾られ》との組合せである。
12）
施（2017b：41）の注 10 によれば、《かざられ》が単純動詞の場合は、
「Vi」とし、合せ動詞の場
合は、
「ViVi」とする。
13）
「落車（車を下りる）
（落 519）
」のような連語では、
《飾り》の「車（車を）
」は、
「物名詞」であ
り、
「空間名詞」ではないが、連語の結び付きは、その交通道具のある所から離れていくことを示し
ている。
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の「離 Ns」などが挙げられる。それらの“出（chhut4）14）（出る）
、落（loh8）
（下りる）
、
離（li5）
（離れる）
”の《飾られ》は、日本語も台閩語も単純動詞が使われている。
表(3) 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「ViNs」における《飾られ》の比較
日本語の連語「Ns を+Vi」
単純 Vi
離れ 「事務所をでた」、「新橋をた
る所 つ」、「岸をはなれる」

台閩語の連語「ViNs」
単純 Vi
「出劇場（劇場を出る）
（出 68）
」
、
「落車（車を下りる）
（落 519）
」
、
「離
水面（水面を離れる）
（離 532）
」

比較
同じ

3.1.2 〈離れる所〉の「ViViNs」に見られる《飾られ》が方向補語の「開（khui1）
（離れ
る）
」を伴う台閩語の特色
台閩語では、
〈離れる所〉を表す「ViViNs」の連語は、
「行離體育館（體育館を歩き離れる）
（離 150）
」の「行離 Ns」
、
「走離教室（教室を走り離れる）
（離 154）
」の「走離 Ns」が挙げ
られる。その“行離（歩き離れる）
、走離（走り離れる）
”の《飾られ》は、台閩語では“行
離、走離”という合せ動詞が使われているのに対して、日本語では“歩き離れる、走り離れ
る”という合せ動詞が使われている。
このほかに、台閩語では、
「行離開桌邊（テーブルのそばを歩き離れる）
（離 99）
」のよう
な「行離開 Ns」
、
「飛離開暗暝之窟（暗黒の窪みを飛び離れる）
（離 339）
」のような「飛離開 Ns」
の連語も見られる。そのような連語では、
“行離開、飛離開”のような《飾られ》は、方向補
語の「開 khui（離れる）
」15)を伴う特色が見られる。

14）

台閩語の〈ViN〉の連語に属する〈出 N〉の「Vi」となる“出（chhut4）
（出る）
”は、
「出」が漢字
であり、
「chhut4」が白話字である。台閩語の「白話字」の表記は、
「chhut4」のような数字声調符
号の 4 声、または、
「chhut」のような図形声調符号の 4 声という八声の符号がある。八声の符号と
は、
「chhun1、chhun2、chhun3、chhut4、chhun5、chhun6、chhun7、chhut8」という数字声調符号で
八声を表しており、
「chhun、chhún、chhùn、chhut、chhûn、chhún、chhün、chhýt」
（1 声は、声調符
号なし、2 声は、母音の上に右上から左下へ斜めの１画、3 声は、母音の上に左上から右下へ斜めの
１画、4 声は、声調符号なしであるが、音韻の最後に「n→t、m→p、ng→k、n、m、ng 以外のもの→
h」という「入声」の変化があり、5 声は、母音の上に山型の声調符号があり、6 声は、2 声と同様
とされているか、省略されている場合があり、7 声は、母音の上に平らの横の１画があり、そし
て、8 声は、4 声と同様に、音韻の最後に「n→t、m→p、ng→k、n、m、ng 以外のもの→h」という
「入声」の変化があるほかに、母音の真上に上から下への１画がある）
」という図形声調符号で八声
を表している。本稿では、引用する例文により、数字声調符号か図形声調符号を使うが、文字化け
を防ぐため、図形声調符号より数字声調符号を多く使っている。
15)
劉月華、潘文娯、故韡(1996：315)によれば、
「使用趨向補語“開”時，説話者所要表達的只是動作
使人或物與某一處所有了距離，而不理會動作的目標、因此句中一般不出現表示目標的詞語、這一點
與趨向補語“去”不同」と説明している。本稿では、
「方向補語（direction complement）
」の略語
は、施(2016b：17)の注 29 と同じように、
「Cd」とする。そして、
「開khui」のように、
「方向補語」の
ものを小文字に記す。以下同じ。
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表(4) 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「ViViNs」における《飾られ》の比較
日本語の連語「Ns を+Vi」
合せ Vi
（體育館を歩き離れる）
、
（教室を走
離れ り離れる）
る所
合せ Vi
（テーブルのそばを歩き離れる）、
（暗黒の窪みを飛び離れる）

台閩語の連語「ViViNs」
合せ ViVi
「行離體育館（離 150）
」
、
「走離
教室（離 154）
」

比較
同じ

合せ ViVi＋Cd 開 khui
「行離開桌邊（離 99）
」
、
「飛離開暗
暝之窟（離 339）
」

相違

3.2 日本語の「Ns を+Vi」に対応する台閩語の「ViANs」に見られる《飾られ》の違い
3.2.1 〈離れる所〉を表す「ViANs」の連語において、
《飾られ》に見られる違い
日本語では、奥田(1968-72：連144-145)によれば、「はなれるところ」を表す連語の自動
詞は、「とおざかる、しりぞく、ひきあげる」のような合せ動詞を挙げており、「926）三年
まえに中津川をひきあげて、伊那の方へうつっていった……」のような例を挙げている。
台閩語では、
〈離れる所〉を表す「ViANs」の連語は、
「行出大樓（ビルを出る）
（出 932）
」
の「行出 Ns」
、
「踏出 hit-khám 店(その店を出る)（出 998）
」の「踏出 Ns」
、
「離開交流道（イ
ンターチェンジを離れる）
（離 22）
」の「離開 Ns」16）、
「走出埠頭（波止場を走り出る）
（出
632）
」の「走出 Ns」
、
「跳出伊 ê siū(彼の巣を跳び出る)（跳 433）
」の「跳出 Ns」
、
「跳落車
(車を跳び下りる)（跳 274）
」の「跳落 Ns」などが挙げられる。それらの《飾られ》は、
“行
（kiaⁿ5）
（歩く）
、踏（tah8）
（踏む）
、走（chau2）
（走る）
、跳（thiau3）
（跳ぶ）
”のような
《飾られ》が方向補語の“出（chhut4）
（出る）
”と組合さった合せ動詞の「Vi 出」のものも
あれば、
“離（li5）
（離れる）
”のような《飾られ》が方向補語の“開（khui1）
（離れる）
”
と組合さった合せ動詞の「Vi 開」のものもあれば、
“跳（thiau3）跳ぶ”のような《飾られ》
が方向補語の“落（loh8）（下りる）”と組合さった合せ動詞の「Vi 落」のものもある。
その中の“行出（出る）
、踏出(出る)、離開（離れる）
”の《飾られ》は、台閩語では“行
出、踏出、離開”という合せ動詞が使われているのに対して、日本語では“出る、離れる”
という単純動詞が使われている。
そして、
“走出（走り出る）
、跳出(跳び出る)、跳落(跳び下りる)”の《飾られ》は、日本
語も台閩語も合せ動詞が使われている。

16）

施（2017b：42）によれば、台閩語では、
「離開」の「開」を「方向補語」にするため、
〈離開 Ns〉
を〈ViANs〉の連語、
〈飛離 Ns〉を〈ViViNs〉の連語にすると説明している。
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表(5) 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「ViANs」における《飾られ》の比較
日本語の連語「Ns を+Vi」
単純 Vi
（集中治療室を出る）
、
（ビルを
離れ 出る）
、(その店を出る)、
（インタ
る所 ーチェンジを離れる）
合せ Vi
「中津川をひきあげて……」

台閩語の連語「ViANs」
合せ Vi
「行出加護病房（出 384）
」
、
「行出
大
樓（出 932）
」
、
「踏出 hit-khám 店（出
998）
」
、
「離開交流道（離 22）
」
合せ Vi
「走出埠頭（波止場を走り出る）
（出
632）
」
、
「跳出伊 ê siū(彼の巣を跳び
出る)（跳 433）
」
、
「跳落車(車を跳び
下りる)（跳 274）
」

比較
相違

同じ

台閩語の《飾られ》が合せ動詞を使うのに対して、日本語の《飾られ》が単純動詞か合せ
動詞を使うことの違いは、次のように考えられるだろう。
台閩語の《飾られ》が“行出(歩き出る)、踏出(踏み出る)”のように、
《飾られ》動詞の
移動動作は、その様態“行(歩く)、踏(踏む)”という観点をより強調しているのに対して、
日本語の《飾られ》が様態という観点をぬきにして、
「出る」という単純動詞でまとめられ
ているように思われる。
また、台閩語の《飾られ》の「離開（離れる）
」の場合には、
《飾られ》動詞の移動動作は、
方向補語の“開（khui1）
（離れる）
”を伴うことによって、日本語の《飾られ》が「離れる」
という単純動詞でまとめられているより「方向補語」の働きで「距離が生じていること」を
強調しているように思われる。
そして、
《飾られ》が“走出（走り出る）
、跳出(跳び出る)、跳落(跳び下りる)”のように、
日本語も台閩語も合せ動詞を使っているのは、それらの移動動作を様態という観点から捉
える必要があるように思われる。
3.3 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「介 Ns(L)Vi/ViVi」に見られる《飾り》の違い
3.3.1 〈離れる所〉の「介Ns(L)Vi/ViVi」において、
《飾り》の「介Ns(L)」に見られる違い
台閩語では、
〈離れる所〉を表す「介 Ns(L)Vi/ViVi」の連語は、
「gín-áùi 厝 nih 出來（子供
は家を出てくる）
（出 642）
」17）の「ùiNs(L)Vi（出來）
」
、
「tùi 後壁門出去（裏門を出ていく）
（出 664）
」の「tùiNs(L)Vi（出去）
」
、
「對台中出發（台中を出発する）
（出發 274）
」の「對 NsViVi
（出發）
」
、
「àn 小學大門出發（小学校の正門を出発する）
（出發 244）
」の「ànNsViVi（出發）
」
、
「按霧台出發（霧台を出発する）
（出發 117）
」の「按 Ns(L)ViVi（出發）
」などが挙げられる。

17）

台閩語では、
「gín-áùi 厝 nih 出來（子供は家を出てくる）
（出 642）
」の例のように、その《飾り》
の空間名詞の後に付く「方位詞」の「nih」は、陳修編(2000：1261)によれば、漢字の表記の「裡」
とし、その解釈が「語尾助詞。以表示其内或其中。
」とし、その例が「山 nih 有猴（山中有猴）
」と
説明している。
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それらの連語では、
“出來（出てくる）18）、出去（出ていく）
、出發（出発する）
”のように、
単純動詞においても、合せ動詞においても、日本語と台閩語との《飾られ》の相違は見られ
ないが、次に述べるように、
《飾り》の「介 Ns(L)」から両言語の相違が見られる。
まず、
「趕緊跳出火車，有 ê 由南旁埤頭溝奔走（急いで列車を跳び出て、ある人は南側の
埤頭溝を奔走する）
（跳 948）
」のような「由 Ns(L)奔走」の連語は、
《飾り》の「由 Ns(L)」
が挙げられる。
また、上に挙げられた「tùi 後壁門出去（出 664）
」
、
「對台中出發（出發 274）
」
、
「gín-áùi
厝 nih 出來（出 642）
」
、
「àn 小學大門出發（出發 244）
」
、
「按霧台出發（出發 117）
」のような
連語は、
《飾り》の「tùi/對/ùi/àn/按 Ns(L)」などが挙げられる。
表(6) 日本語の「Ns を+Vi」と台閩語の「介 Ns(L)Vi/ViVi」の《飾られ》
、
《飾り》の比較

離
れ
る
所

日本語の連語「Ns を＋Vi」
単純 Vi＋てくる/ていく
（子供は家を出てくる）
、
（裏門
を出ていく）

台閩語の連語「介 Ns(L)Vi/ViVi」
単純 Vi＋Cd 來/去
「gín-áùi 厝 nih 出來（出 642）
」
、
「tùi
後壁門出去（出 664）
」

比較
同じ

合せ Vi
（台中を出発する）
、
（小学校の
正門を出発する）
、
（霧台を出発
する）
、
（南側の埤頭溝を奔走す
る）

合せ Vi
「對台中出發（出發 274）
」
、
「àn 小學
大門出發（出發 244）
」
、
「按霧台出發
（出發 117）
」
、
「由南旁埤頭溝奔走（跳
948）
」

同じ

《飾り》
「Ns を」

《飾り》
「介（由/tùi/對/ùi/àn/按）Ns(L)」 相違

4. 日本語の「Ns から+Vi」と台閩語の連語との比較
4.1 「出発点の結び付き」において、台閩語の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋Cd
19)

來/去

」

の《飾られ》に見られる特色

日本語では、荒正子（1975：連397-398）によれば、出発点の結び付きを作る能力のある自
動詞は、「行く、来る、帰る、…」のような単純動詞や「上京する、帰宅する、亡命する、
…」のような合せ動詞や「ひきさがる、ひきあげる、ひきかえす、…」のような合せ動詞や
「戻ってくる、やってくる、でていく、帰っていく、…」のような「単純動詞＋～てくる/～て
いく」などのものを挙げている。
そして、挙げられている「森川町から寺尾が来た」、「玄関から茶の間のほうへ行ってみ
た」、「夫がある日、横浜から帰って、みやげに蝙蝠の日傘を買って来た」、「光一はふい

18)

鈴木重幸（1972：387）によれば、
「…あるいていく（くる）
、ちかづいていく（くる）のように、一
定の方向をもった移動動作をあらわすものであって、……」としている。
“來（～てくる）
、去（～て
來
去
いく）
”のように、方向補語を伴う“出 （出てくる）
、出 （出ていく）
”のような《飾られ》は、
日本語と台閩語との相違は見られないとしている。
19)
楊秀芳(1991：298)によれば、
「走出去、行入來、飛起來、lak4loq8khi3 落落去」の中の「出去、入
來、起來、落去」のようなものは、
「方向補語」と呼び、
「述語が示す動作の方向を説明するもので
ある」としている。
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にとびらのところから離れた」などの例の《飾られ》は、
「単純動詞」が多く見られる。この
ほかに、「捨吉は麹町の学校から下宿へ戻って来た」の例の《飾られ》は、
「単純動詞＋てく
る」も見られる。
日本語の「Ns から＋Vi」を表す連語に対して、台閩語の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)+Vi+Cd」
の連語は、「tùi 對面來（向こうから来る）
（tùi808）」、「tùi 英國去奧國（イギリスから
オーストリアへ行く）
（tùi854）」のような「単純動詞」の例が見られるほかに、「tùi 台北
轉來（台北から帰って来る）
（轉來 803）」、「ùi 米國 tńg 來（アメリカから帰って来る）
（ùi205）
」
、「對遠兜倒來20)（遠方から帰って来た）
（對 619）」、「對逸子 in 厝角頭斡來（逸
子の家の角付近回って来る）
（對 845）」のような「単純動詞（轉/倒/斡）＋Cd 來」の例が多
く見られる。
表(7) 両言語の「出発点の結び付き」における《飾られ》の比較
日本語の連語「Ns から+Vi」
単純 Vi
「森川町から寺尾が来た」、「玄関
から茶の間のほうへ行ってみた」
出
発
点
の
結
び
付
き

単純 Vi
「…横浜から帰って…」

単純 Vi＋てくる/ていく
「捨吉は麹町の学校から下宿へ戻っ
て来た」

台閩語の連語「介（tui3/ui3/
an3）Ns(L)+Vi＋Cd 來/去」
単純 Vi
「tùi 對面來（向こうから来る）
（tùi808）」、
「tùi 英國去奧國（イ
ギリスからオーストリアへ行く）
（tùi854）」
単純 Vi＋Cd 來/去
「tùi 台北轉來（台北から帰って
来る）
（轉來 803）」、「ùi 米國 tńg
來（アメリカから帰って来る）
（ùi205）
」
単純 Vi＋Cd 來/去
「對遠兜倒來（遠方から帰って来
た）
（對 619）」、「對逸子 in 厝角
頭斡來（逸子の家の角付近回って
来る）
（對 845）」

比較
同じ

相違

同じ

4.2 「経由点の結び付き」において、両言語の《飾られ》
、
《飾り》に見られる差異
4.2.1 「経由点の結び付き」において、両言語の《飾られ》に見られる差異
渡辺義夫（1966：連362）によれば、「経由点」の結び付きを表す連語は、「裏口から外へ
出る」
、
「窓から入って来る」
、
「長屋門から這入る」などの例を挙げている。それらの例の《飾
られ》は、
「単純動詞（出る）
」や「単純動詞＋～てくる（入ってくる）
」や「合せ動詞（這入
る）
」などである。
一方、荒正子（1975：連401）によれば、「経由点」の結び付きを表す連語は、「捨吉が菅

20)

「倒來」は、《台語辭典(台日大辭典台語譯本)》の[63750]では、その日本語の原本 B0462 の解釈
（3）に「返る、戻る、立ち戻る」とし、その用例に「昨昏倒來（昨晩帰って来た）
、倒去外家(里方
へ帰る)」としている。
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と一緒に窓から廊下へ出ると……」のような例を挙げている。挙げられている例の《飾られ》
は、
「単純動詞（出る）
」である。
台閩語では、「tùi 後尾門出去（裏門から出て行く）
（後尾門 4）」、「ùi in 後壁灶 kha
門出來（彼の後側の勝手口から出てきた）
（ùi106）」、「ùi 巷 á 口入來（路地口から入って
きた）
（ùi108）」のような例の《飾られ》は、
「単純動詞（出/入）＋Cd 來/去」が挙げられる
ほかに、「tùi 後尾門溜出去（裏門から抜け出て行く）
（後尾門 6）」、「風 ùi 山崙 á 縫鑽
入來（風が丘の隙間から潜り入ってくる）
（ùi90）」、「冷風 ùi 窗 á 門縫 seh 入來（冷たい
風が窓の隙間から流れ入ってくる）
（ùi96）」のような例の《飾られ》は、
「合せ動詞（溜出
/鑽入/seh 入）＋Cd 來/去」が挙げられる。
表(8) 両言語の「経由点の結び付き」における《飾られ》の比較
日本語の連語「Ns から+Vi」

経
由
点
の
結
び
付
き

比較

単純 Vi
「裏口から外へ出る」
、「捨吉が菅
と一緒に窓から廊下へ出ると」

台閩語の連語「介（tui3/ui3/an3）
Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」
単純 Vi＋Cd 來/去
「tùi 後尾門出去（裏門から出て行
く）
（後尾門 4）」

単純 Vi＋てくる/ていく

単純 Vi＋Cd 來/去

同じ

「窓から入って来る」

合せ Vi
「長屋門から這入る」

相違

「ùi in 後壁灶 kha 門出來（彼の後側
の勝手口から出てきた）
（ùi106）」、
「ùi 巷 á 口入來（路地口から入って
きた）
（ùi108）」
合せ Vi＋Cd 來/去
相違
「tùi 後尾門溜出去（裏門から抜け出
て行く）
（後尾門 6）」、「風 ùi 山崙
á 縫鑽入來（風が丘の隙間から潜り入
ってくる）
（ùi90）」、「冷風 ùi 窗 á
門縫 seh 入來（冷たい風が窓の隙間か
ら流れ入ってくる）
（ùi96）」

4.2.2「経由点の結び付き」において、両言語の《飾り》に見られる差異
渡辺義夫（1966：連363）によれば、「一定の広がりをもった空間や、抽象名詞なども、し
ばしば経由点として結びつきを作る」としており、
「無縁坂から帰る」
、
「上野公園から谷中を
通る」のような例が挙げられている。それらの例の《飾り》は、
「無縁坂から」や「上野公園
から」のようなものである。
また、荒正子（1975：連401）によれば、「しかし出発点のむすびつきをあらわす連語はコ
ンテキストによっては経由点のむすびつきを実現することもあって、かならずしもかざり名
詞の語彙的な意味の特殊性には依存しない」としており、「浅川を経て吉田から富士山に向
かいました」、「K市からいけば、いい道があるんです」のような例が挙げられている。それ
らの例の《飾り》は、
「吉田から」や「K市から」のようなものである。
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それに対して、台閩語では、「ùi 巷 á 口入來（路地口から入ってきた）
（ùi108）」、「對
後尾門出去（裏門から出て行く）
（後尾門 7）」のような例は、日本語と同じように《出入
口》の名詞の《飾り》を使っているが、「ùi 學校後壁起新教室 ê 工地入去（学校の後ろに新
しい教室を建築する工事現場から入っていく）
（ùi69）」のような例の《飾り》となるのは、
渡辺義夫（1966：連 363-365）が述べている「一定の広がりをもった空間」でもなく、
「平面
的空間名詞」でもなく、
「立体的な空間名詞（ùi 學校後壁起新教室 ê 工地）
」を使っている。
表(9) 両言語の「経由点の結び付き」における《飾り》の比較

経
由
点
の
結
び
付
き

日本語の連語
「Ns から+Vi」
《出入口》の名詞

台閩語の連語「介（tui3/ui3/
an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」
《出入口》の名詞

「窓から入って来る」
、
「長屋門
から這入る」
、
「裏口から外へ出
る」、「捨吉が菅と一緒に
窓から廊下へ出ると……」
一定の広がりをもった空間

「ùi 巷 á 口入來（路地口から入って
きた）
（ùi108）」、
「對後尾門出去（裏
門から出て行く）
（後尾門 7）」

「無縁坂から帰る」
、
「上野公園か
ら谷中を通る」

「ùi 學校後壁起新教室 ê 工地入去
（学校の後ろに新しい教室を建築す
る工事現場から入っていく）
（ùi69）」

立体的な空間名詞

比較
同じ

相違

4.3「起点の結び付き」において、台閩語の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」の《飾
られ》に見られる特色
荒正子（1975：連402）では、起点の結び付きを作る動詞は、移動動作の様態を示す「ある
く、はしる、はう、かける、およぐ、とぶ、すべる、つたう、たどる、のる」のような単純
動詞や「とびこむ、とび入る、あるきまわる、みてまわる、とびおりる」のような合せ動詞
が挙げられており、「四谷から歩くつもりで、わざと塩町行の電車に乗った」、「ボートの
中から、もう一人の若者が水に飛びこんだ」のような例が挙げられている。
それに対して、台閩語では、
「對左邊行63公尺半（左側から63メートル半を歩く）
（對780）」、
「ùi庄kha行幾nā phòu路（田舎から何十里の道を歩く）
（行299）」21)のように、単純動詞を
使う「對Ns(L)Vi」の連語の例も見られ、「ùi18樓跳落（18階から飛び下りる）
（ùi92）」の
ように、合せ動詞を使う「ui3Ns(L)Vi」の連語の例も見られる。
また、日本語においては、
「ひろ子は思わず、縁側よりに居た場所からラジオのそばまで、
にじりよっていった」のように、
「合せ動詞（にじりよる）＋～ていく」の例も見られるが、
台閩語においては、「tùi 內面 bē tàng 跳出來（中から跳び出てこられない）
（跳 944）」、
「對火車頂跳出去（汽車の上から跳び出ていく）
（跳 323）」、「tùi 大理石 ê gîm 仔直直跳
21)

「ùi 庄 kha 行幾 nā phòu 路（田舎から何十里の道を歩く）
（行 299）」の例の中の「phòu」は、陳修
編(2000：1488)によれば、漢字の表記の「舗」とし、その解釈が「千歩為里、十里為舗 phòu」とし
ている。
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起來（大理石の階段から真っ直ぐ跳び上がってくる）
（跳 588）」、「ùi 房間行出來（部屋
から歩き出てくる）
（行 364）」、「按椅仔頂躄(peh)起來（椅子の上から起き上がってくる）
（按 7）」、「tùi 誇口 ê 頂面跳落來（口が広い上から跳び下りてくる）
（跳 854）」のよう
に、「合せ動詞（跳出/跳起/行出/躄(peh)起/跳落）＋Cd 來/去」の例が見られるほかに、「按
吧檯 ê 長跤椅仔落來（バーカウンターの長足椅子から下りて来る）（按 25）」のように、
「単純動詞（落）＋Cd 來」の例も見られる。
台閩語では、「起点の結び付き」を表す連語において、
《飾られ》は「Vi（合せ動詞）＋Cd
來/去

」の形で使われている例が多く見られる。
表(10) 両言語の「起点の結び付き」における《飾られ》の比較
日本語の連語
「Ns から+Vi」
単純 Vi/合せ Vi
「四谷から歩く」、「ボート
の中から若者が水に飛びこ
んだ」
起
点
の
結
び
付
き

単純 Vi＋てくる/ていく

台閩語の連語「介（tui3/ui3/
an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」
単純 Vi/合せ Vi

比較
同じ

「對左邊行（左側から歩く）
（對 780）」、
「ùi 庄 kha 行
（田舎から歩く）
（行 299）
」
、
「ùi18 樓跳落（18 階から飛び下りる）
（ùi92）」
単純 Vi（落）＋Cd 來/去
同じ
22)
「按吧檯 ê 長跤椅仔落來（バーカウンタ ？
ーの長足椅子から下りて来る）
（按 25）」

合せ Vi＋ていく
「ひろ子は思わず、縁側よ
りに居た場所からラジオの
そばまで、にじりよってい
った」

合せ Vi（跳出/跳起/行出/躄(peh)起/
跳落）＋Cd 來/去
「tùi 內面 bē tàng 跳出來（中から跳び
出てこられない）
（跳 944）」、「對火車
頂跳出去（汽車の上から跳び出ていく）
（跳 323）」、「tùi 大理石 ê gîm 仔直
直跳起來（大理石の階段から真っ直ぐ跳
び上がってくる）
（跳 588）」、「ùi 房間
行出來（部屋から歩き出てくる）（行
364）」、「按椅仔頂躄(peh)起來（椅子
の上から起き上がってくる）（按 7）」、
「tùi 誇口 ê 頂面跳落來（口が広い上か
ら跳び下りてくる）
（跳 854）」

同じであ
るが、台
閩 語 で
は、例が
多く見ら
れる。

5.おわりに--今後の課題もふくめて
日本語の「Ns を+Vi」に対応する台閩語の連語との比較においては、次のような結果が得
られた。1.〈離れる所〉を表す「ViNs(L)」の連語では、
《飾られ》に違いは見られないが、
〈離れる所〉を表す「ViViNs(L)」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。2.〈離れる所〉を表す「ViANs(L)」の連語では、
《飾
22)

同じ？としたのは、荒正子（1975）では、日本語の例は見られないが、「下りて来る」のように、《飾
られ》が「単純 Vi＋てくる/ていく」と考えられるからである。
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られ》に見られる違い。3.〈離れる所〉を表す「介 Ns(L)Vi/Vi Vi」の連語では、
《飾り》の
「介 Ns(L)」に見られる違い。
さらに、日本語の「Ns から+Vi」に対応する台閩語の連語との比較においては、次のよう
な結果が得られた。1.「出発点の結び付き」の連語では、台閩語の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)
＋Vi＋Cd 來/去」の《飾られ》に見られる特色。2.「経由点の結び付き」の連語では、台閩語
の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」の連語の《飾り》や《飾られ》に見られる差異。
3.「起点の結び付き」の連語では、台閩語の「介（tui3/ui3/an3）Ns(L)＋Vi＋Cd 來/去」の《飾
られ》に見られる特色。
日本語の「Ns を+Vi」に対応する台閩語の連語との比較については、
〈離れる所〉を表す連
語のほかに、
〈うつりうごく場所の結び付き〉を引き続き考察していきたいと思う。
なお、日本語の「Nsから+Vi」に対応する台閩語の連語との比較については、今回では、日
本語の「Nsから＋Vi」に対応する台閩語の「介（tui3/對）Ns(L)＋Vi＋Cd來/去」や「介（ui3）
Ns(L)＋Vi＋Cd來/去」や「介（an3/按）Ns(L)＋Vi＋Cd來/去」のそれぞれの連語との比較は出来
なかった。今後は、さらに用例を集めて台閩語の連語の《飾り》の「介（由/tui3/對/ui3/an3/
按）Ns(L)」の違いについても究明していきたいと思う。
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「ノニ」文と中国語“关联词”訳の対照研究 1）
―日中対訳コーパスを用いた考察を中心に―
A contrastive study of "Noni" and Chinese Translations
Based on Data of Japanese- Chinese Translation Corpus

孫 宇雷
Sun Yulei
提要 本文使用『日中対訳コーパス』
，分析了总计 100 例「ノニ」对译句。考察结果发现，翻
译成中文最多的词是“却”“而”，其后是“但/但是” “可/可是”“然而”“还/还是”，
此外对“尽管/尽管如此”“只”“倒”“就”“又”“竟”“而且”“并”“便”“偏
巧”“怎么能”“不料”“也”等例句也进行了观察。 研究结论是，从「ノニ」的对译可以明
确，“反期待”不是「ノニ」成立的必要条件。
「ノニ」中的“期待”在日语原文中被包含在前
事内，翻译成中文包含的“期待”会被清楚的表达出来。因此，被包含的“期待”与相反结果
之间的冲突下成立的逆接，翻译成中文后没有了推论的过程，这样的情况有很多。
キーワード：反期待 逆原因 逆接 対訳 食い違い
目次
1． はじめに
2． 先行研究の再検討
3． 実例分析
4．考察結果
5．おわりに
1. はじめに
「ノニ」が表す基本的な意味は、
「話者が事実と期待の食い違いを認識している」というこ
とである。その「食い違い」には、
「前件と後件は、通常ならば結びつくことはできないと予
測あるいは期待していること」
、
「そうした予想にもかかわらず前件と後件が両者とも成立し

1）

本稿は 2019 年度廣東省社会人文科学研究プロジェクト《基于平行语料库函数检定的汉日转折复句翻
译共性研究》
（GD19CYY21）および 2019 年度中国ポストドック研究プロジェクト《日汉转折句目标语
形与源语形翻译共性研究》
（2019M653250）の研究成果の一部である。
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ていることを確認していること」
、
「その結果それに対して違和感や驚き・意外感などを感じ
ていること」
（c.f.前田 2009:210）が挙げられる。
「ノニ」の条件づけについて、従来の研究
では、
「ノニ」は主に〈逆原因〉を表すとされてきた。
「A するのに B」は「A すれば B しない」
という一般的に理解される因果関係への判断が、実際には、前件が満たされたにもかかわら
ず、後件は起こらなかった。そのような状況を描写すると考えることができる。実際、前田
(2009:205)によれば、逆接の原因・理由づけとは見られない「ノニ」文も存在している。
渡部(2001:36)は、
「ノニ」は〈推論的逆接〉を表し、推論的逆接では、話し手が前提とし
ている事態（つまり、前件から推論されうると話し手が信じている事態）が接続に関してい
るとしている。丹羽(1998:754)は、
「ノニ」を〈反推量希求型〉としている。つまり、
「P が
成立し、P から推論を経て R を話者が推量・希求する状況において、又は、P を話者が推量・
希求する状況において、それに反して、Q(＝～R)が成立する」というような場合では、
「ノニ」
が使用できる。渡部(2001)、丹羽(1998)の〈事実による推論〉説のほか、前田(2009:203)に
よれば、
「ノニ」文には、前件が希望や予測・予想あるいは意図そのものを表している場合も
ある。
「ノニ」の表出機能について、西原(1985:34)は、
〈意外性〉＋〈遺憾〉＋〈不満〉
、或
いは〈不本意〉を表すとし、田野村(1989:164)は、
「ノニ」は話者の予想または期待に反し、
期待が実現しなかったことを表すとしている。今尾(1989)は、「ノニ」が期待に反する事柄
に対する話者の気持ち（意外感、遺憾など）を表すものとし、さらに衣畑(2001:19)では、
「ノ
ニ」文は、話者個人の経験的側面からの含意と矛盾している違和感、意外感、不満などを表
す文とされている。
以上のように、
「ノニ」文を観察する研究が多く見られるが、
「ノニ」文における逆接の成
立を問う研究が少ないようである。孫（2015:199）は、
「主観性」の理論モデルを用い、
「ノ
ニ」文における逆接の成立を検討したが、本稿は対訳資料から考察し、さらに「ノニ」文の
逆接を成す「主観性」を検討する。
2. 先行研究の再検討
前田（2009）は、
「ノニ」文の機能を以下のように示している。
表１「ノニ」文の基本的な機能および例文（前田 2009:205）
種類
逆原因・理由文
非並列・対照
予想外
不本意が事態が生み出す

例文
努力したノニ、成功しなかった。
お金があるノニ、時間はない。
予め言っておいてくれたらよかったノニ、どうして言
ってくれなかったの？
スキーに来たノニ雪がない。

孫（2015）はさらに詳しく、
「ノニ」の特徴を表 2 のようにまとめている。
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表 2「ノニ」文とその特徴（孫 2015:226）
用法

R と T の関係
継起的事態 R と T

逆原因・理由
非継起的事態 R と T

事実性

文の機能（主観性）

R、T とも事実

予想された因果関係
の不実現（失望）

T が発生した
T が現状
T が発生しそう

従
属
的
用
法

不本意な事態が生み
出される状況

R の進行は T の出現によっ
て中止・邪魔される

予想外
（期待
顕在
化）

反期待

予想 R と現実結果 T が対照
関係となる

反事実仮
想

予想 R と現実結果 T が対照
関係となる
継起的対照 R と T

非並列・対照
非継起的対照 R と T

非
従
属
的
用
法

T が一種の発見

T が事実

T の不合理性を問う
（不満・阻止）
T の出現に違和感を
示す
反期待事実への不満
T の逆を期待する

R、T が継起的に
発生する
R、T とも持続相
で現れる
R、T が継起的に
発生する

前件 R のままでいた
い
後件 T の状態も R と
統一したい

否定的累加

継起的 R と T

意外感の表出

R と T が短絡的結びつきと
なる

R が事実である

T は話者の評価その
ものとなる

終助詞的用法

R と T が倒置文関係

先行文が事実で
ある

先行文発生の不合理
性を問う

接
続
語
句

ナノニ

先行する文が発話の論拠と
なる

ソレナノニ

先行する文からの分析が後
件となる

トイウノニ

名目と一致しない結果（短
絡的結びつき可

先行文は事実か
判断となる
先行文は名目、
T が事実

礼儀用法

後件の不合理性を問
う
後件の不合理性の評
価
前後不一致を示す

※R は前件、T は後件を示す。 （参照点モデルの名称を援用する）
孫（2015:212）は、
「ノニ」文の成立をさまざまな面から考察してきたが、
「ノニ」文を譲歩
文としての検討はまだ少ないようである。本稿は『日中対訳コーパス』での対訳資料を取り
上げ、中国語対訳の“关联词”の角度から、
「ノニ」文における譲歩を分析する。
3. 実例分析
本研究は、
『日中対訳コーパス』の中で、
「ノニ」をキーワードに設定し、日本語→中国語
訳のサンプル調査を行った。結果として、図 3 のデータが明らかにされた。
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「ノ二」对译关系标记使用频度调查
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

也
不料
怎么能
偏巧
便
并
而且
竟
又
就
既然
倒
只
紧缩句无对译词
尽管、尽管如此
还、还是
然而
可、可是
但、但是
却
而

2%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
6%

8%
9%
10%
12%
14%
14%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

図 3「ノニ」の対訳文に見られる“关联词”の使用回数
図 3 のように、
「ノニ」と対応する中国語訳は、“而”、“却”、“可是”、“还是”、
“尽管/尽管如此”、“紧缩句无对译词”（単文形式に近く、対訳する中国語表現がない場
合）
、“只”、“倒”、“既然”、“就”、“又”、“竟”、“并”、“不料”、“然
而”、“怎么能”、“但是”などの例が多く観察される。訳文の機能に基づき、本研究
は、それぞれ、対比対照、反期待、順接、譲歩、緊縮文と補説に分けて展開しようとす
る。
3.1 対比対照
図 3 では、対比対照の対訳が最も多く観察されている。“而”“却”“但是”“倒”“也”などによ
って前件と後件の状態が対比対照の繋がりとなっている。対比の場合はさらに、並列と非
並列に分けられる。
1a）それは丑松が帰った翌朝のこと。階下では最早疾に朝飯を済まして了っ
たのに、未だ丑松は二階から顔を洗いに下りて来なかった。
（
『破戒』
）
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1b)那是丑松回来的第二天早上。楼下的人早就吃过了早饭，而丑松却还没有
下楼洗脸。（《破戒》）
2a）僕はこの頃漸く勘づいたのに、君は中々敏捷だと大にほめた。（『坊ちゃん』）
2b)“是啊，我最近才看出来，你倒挺敏感呀。”他大大表扬我一番。
3a)川むこうの嵐山には陰鬱な緑がこもっているのに、川のその部分だけは、 いきい
きとした飛沫の白の一線が延び、水音があたり一面にひびいていた。
（『金閣寺』）
3b)河对面的岚山此时还是一片翠绿，只有河床中急湍冲冲，象一条横地流动的瀑布，不
断地卷起泡沫，一根银线似的飞泄而下，使这一带响声雷动。

（《金阁寺》）

1）－3）の前件と後件は、状態、性質などの面で対比対照の繋がりを成している。これ
は、並列的対比・対照と呼ぶ。具体的には、“而”“倒”を用いて、並列的対比・対照を表
している。《实用现代汉语语法》と《现代汉语 800 词》では、“而”と“倒”の意味機能が、
以下のように解釈されている。
表 3 “而”と“倒”の注釈
対訳表現

《实用现代汉语语法》

而

“而”可用来连接单词、短语、分句或句子， 从古代沿用下来的连词，多用于书
表示他所连接的两个成分之间的并列、转

《现代汉语 800 词》
面。1.表示转折。2.表示互相补充。

折、承接或者递进等关系。
倒

副词。1.表示跟一般情理相反。2.表
示跟事实相反。3.表示出乎意料。

表 3 から見れば、“而”は「逆接」あるいは「補説」との意味機能があり、“倒”は相反する
事態や道理を表し、反期待なども表すと記述されている。例 1）の「丑松」と例 2）の「君」
は、ある事態において「階下」の「みんな」と「僕」と相反している。“而”も“倒”も、
後件に焦点をおいているので、一般的な並列的対比・対照と比べてみると、話者の主観性が
強く伺える。3）は 1）、2）と異なり、無標記文と訳されているが、「嵐山には陰鬱な緑が
こもっている」と「川のその部分だけ」が、相反する状態となっている。中国語で訳す場合、
景色の対比・対照が、接続標記つまり“关联词”で取り立てなくても、その繋がりが自然に生
成されている。非並列の例としては、4）、5）があげられる。
4a)現実の京都とは反対の方角であるのに、私は山あいの朝陽の中から、金閣が朝空へ
聳えているのを見た。（『金閣寺』）
4b)本来和现实的京都方位相反。但是我却从山间的朝晖中，看见了高耸入云的金阁。（《金
阁寺》）
5a)元からさ程強い酒量でないのに、無闇にぐいぐいと呷ったので、一時に
酔が発したのであろう。（『布団』）
5b)他酒量本来就不是那么大，这回又咕嘟咕嘟地使劲灌多了，所以酒性发作了。（《棉
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被》）
例 4）
、5）では、
「ノニ」は “但是”と訳されている。《实用现代汉语语法》と《现代汉语 800
词》では、以下のように解釈されている。

表 4 “但是”の解釈
対訳表現

《实用现代汉语语法》

但、但是

《现代汉语 800 词》
连词，表示转折。引出同上文相
对的意思，或限制、补充上文的
意思。

表 4 から見れば、“但是”は「逆接」と「相反すること」及び「限定・補説」などを表し
ている。例 4）では、
「本来」のことと、
「私」が「見た」ことは対比・対照となっているが、
逆原因に近く、非並列的な繋がりを成している。5）は、接続助詞「ノニ」よりも、
「ノ」＋
「ニ」の機能を果たしていて、中国語訳では“又”と訳されている。並列的対比対照ではなく、
「添加」の意を表している。
3.2 反期待
反期待の場合、「ノニ」文は、不本意な事態が生み出されることから、意外感を表すとさ
れ、落胆、疑惑と不解の感情を込めているとも指摘されている。中国語の訳文では、“但是”、
“可”などと訳される場合が多い。
6a)折角準備したのに、出て来た生徒は張合の無いような顔してる。
（
『破戒』
）
6b)好不容易准备好了，可来的学生都是无精打采的。（《破戒》）
7a)喜助は心待ちに玉枝がくるのを待っていたけれど、六月が終るのに玉枝はこなかった。
（『越前竹人形』）
7b)喜助是一心等待着玉枝到来，但是六月底玉枝还没来。（《越前竹偶》）
例 6）も例 7）も、話者の期待と相反する結果が後件に現れている。
「折角準備した」結果、
「生徒は張合の無いような顔してる」
。話者の期待は「玉枝が来る」ことであるが、事実とし
て、
「玉枝は来なかった」
。例（6）と例（7）は、それぞれ中国語の“但是”、“可”に訳さ
れている。“但是”の意味機能はすでに 3.1 で述べているが、“可”の使用は以下のように解釈
されている。
表 5 “可”の解釈
対訳表現

《实用现代汉语语法》

可、可是

[连]表示转折，前面常常有“虽

《现代汉语 800 词》

然”之类表示让步的连词呼应。
[副]真是，实在是

表 5 からわかるように、“可”は「逆接」を表し、常に譲歩を表す“连词”と共起してい
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る。例 6）も例 7）も期待が含意されているが、7）の場合、“可”と言い換えても、意味的に
はほぼ同様な働きを果たしている。
7b)’喜助是一心等待着玉枝到来，可（是）六月底玉枝还没来。（《越前竹偶》）
反期待の場合、後件に詰問文がくる場合もある。
8a)当人がもとの通りでいいと云うのに延岡下りまで落ちさせるとは一体どう云う了見
だろう。（『坊ちゃん』）
8b）人家既然要保持现状，为什么非要强迫他调到延冈去呢？（《哥儿》）
9a)頼みもしないのに、どうして私を人生から隔てようとする？（『金閣寺』）
9b)我并没有求助于你，为什么决计把我和人生隔断开来？（《金阁寺》）
6）、7）と異なり、話者の期待が、後件の詰問から、推論できる。事実を叙述するよりも、
聞き手への働きも含まれている。中国語の訳文は、“既然……为什么非”“为什么”などの
表現が常に現れている。“关联词”とはいえないが、この種類のマーカーとして、疑問表現
が常に観察される傾向がある。例 10）では、
「ノニ」は“不料”と訳される。
『中日辞書』
（
「オ
ンライン中日辞書北辞郎」:www.ctrans.org）では、“不料”は「意外にも、はからずも、思
いがけなく」と解釈される。以上のように、反期待の意味ニュアンスが表されている。
10a）
「下品ですの、本当に、わたし。―昔はもっといい性格だっだのに、だんだんこんな
いやな人間になってしまいました」（『あした来る人』）
10b）“就是俗不可耐，真的。我，性格原本好着呢，不料渐渐变成讨人嫌的人了”（《情
系明天》）
3.3 順接
「ノニ」文は、順接に訳される場合もある。
11a)戦争がすんで二年しかたたないのに、青年たちは再び精力の消耗を企てていた。
（『金
閣寺』）
11b)战争结束才两年，青年人便又寻找起各种方式来消耗体力了。（《金阁寺》）
例 11）では、
「ノニ」は“便”と対応している。
『中日辞書』の注釈によれば、“便”は、
「もう、早くも」
、
「まさしく」
、
「すぐに、まもなく」
、
「まさしく」
、
「するや否や」などの意
味を有している。例 12）では“才”と“便”の共起を用いて、前件から後件への意外的な展
開を表している。しかし、例 12）のような文では、対比・対照、反期待とは認定されにくく、
むしろ中国語では順接に近い表現であるとみなされやすい。
3.4 譲歩
「ノニ」文では、
「譲歩」を表し、
「テモ」と相当する使い方も観察される。
12a)夜着の襟の天鵞絨の際立って汚れているのに顔を押附けて、心のゆくばかりなつ
かしい女の匂いを嗅いだ。（『布団』）
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12b)尽管棉被的天鹅绒被口特别脏，他还是把脸贴在那上面，尽情地闻着那令人依恋的女
人味。（《棉被》）
例 12）の「ノニ」は「テモ」と言い換えてもよいが、話者の主観が異なる。
「ノニ」を使
う場合、話者は後件の行為結果に対して、
「認められない」気持ちを表しているが、
「テモ」
を使う場合、話者は、後件成立の確実性を示している。中国語に訳すと、“尽管……还是”と
なる。日本語の場合も中国語の場合も、譲歩を表していることがわかった。
3.5 緊縮文
中国語では、緊縮文は一つの特別的な複文の形態である。
《实用现代汉语语法》によれば、
緊縮文は、単文の形式で複文を表している。この定義の下で、以下のような例が挙げられる。
例 13）は、中国語訳文が緊縮文となっているが、14）
、15）
、16）は日本語自体が緊縮文の形
となっている。
13a)彼はいま降りたばかりなのに､もう自動車の方へ戻ろうとした｡（『あした来る人』）
13b)刚刚下车，马上又要钻回。（《情系明天》）
14a)何事も無いのに出て来るような、そんな軽率な男でないと信じておりますだけに、
一層甚しく気を揉みました。（『布団』）
14b)我相信他不是那种没有事也要往外跑的轻率的人，这就使我更为担心。（《棉被》）
15a)然し自分がわるくないのにこっちから身を引くのは法螺吹きの新聞屋を益増長
させる訳だから、新聞屋を正誤させて、おれが意地にも務めるのが順当だと考えた。
（『坊ちゃん』）
15b)但转念一想，自己并没有错，这样辞职离开此地，反而更助长了报纸造谣撒谎的气焰，
倒不如让报纸更正错误，我坚持着干下去更合乎道理。
（対訳語がない）（《哥儿》）
16a)「実は先生に御縋り申して、誰も知ってるものがないのに出て参りましたのですか
ら、大層失望しましたのですけれど」（『布団』）
16b）“其实，在东京我们别无熟人，是一心想依靠老师才来的。现在是大失所望了。” （対
訳語がない）（《棉被》）
例 13）の訳文では、“关联词”がなく、同じ動作主の動作を連続であらわす形になり、訳
文自体が「連動文」に近く、つまり単文に近い複文であると思われる。例 14）は、“也”を
用い、「緊縮文」の形で、逆接を表している。例 15）の「ノニ」は、「テモ」と言い換えら
れる。一方、「テモ」文にも、緊縮文で表される複文も多く観察される。
例 15）の「ノニ」は“反而”と対応している。『中日辞書』によれば、“反而”は「かえ
って」「逆に」「反対に」の意味を持っている。例 15）では、「自分が悪くない」から、「身
を引く」必要性がないと思われるが、緊縮文でありがならも、逆接を成している。中国語の
場合は、一般複文の形で表されている。例 16）の「ノニ」文も緊縮文の形に見えるが、訳さ
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れる場合は、例 15）と同じく、一般複文の形に構成される。したがって、「ノニ」文の訳文
として、緊縮文が少ない傾向が観察される。
3.6 補説
ここで、前掲例 5）の用例を再度確認しておくと、例 5）と同様に、
「ノニ」を「ノ」＋
「ニ」の形で意味機能を果たす場合、
「補説」
「添加」と訳される場合も多く観察されている。
17a)毎月､生活費の一部を補助しているのに､まだその上いざこざの言い分を聞かされる
のはやりきれないことである｡（『あした来る人』）
17b)每月不仅要补贴一部分生活费，还要听取口角的来龙去脉，实在叫人难以忍受。（《情
系明天》）
例 5）と異なり、前件と後件は対比・対照の関係ではなく、A＋B の意味しか持っていない。
中国語では“不仅”と訳されている。
『中日辞書』によれば、“不仅”は「単に…であるだけ
でなく」
「…のみならず」と訳されるが、
「補説」
「添加」の意味機能を果たしているというこ
とがわかった。
4. 考察の結果
本稿の考察結果は、次の表のように纏められる。
表 6 「ノニ」文と対応する訳文の用法・分類
用法
対比対照
反期待

順接
譲歩
緊縮文
補説

分類
並列
非並列
叙述
詰問
非“关联词”

継起
強調

訳文表現
却，但是，只，也
而，倒，又
可，还
不料
既然，怎么能，并
然而，便，而且
尽管
无
不仅...还

例
1) 2) 3)
4）5）
6）7）
8）9）
10）
11）
12）
13）14）15）16）
17）

表 6 のように、
「ノニ」文の訳文は、用法の方から、六つの種類に分けられる。もっとも
多く対応しているのは対比・対照及び反期待である。対比・対照の中には、並列・非並列
用法が挙げられる。反期待用法はまた叙述と詰問、非“关联词”を用いる場合がある。さ
らに、順接や譲歩、また、緊縮文と補説がある。元の日本語文と異なり、中国語の訳文で
は、対比・対照＞反期待＞順接＞譲歩＞緊縮文＞補説の用例数の順に出現傾向の実態が明
らかにされた。
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5. おわりに
本研究は、
「ノニ」文と中国語“关联词”訳との対照研究を行い、
『日中対訳コーパス』を用
いて考察を展開した。結論として、
「ノニ」文と異なり、訳文は対比・対照＞反期待＞順接＞
譲歩＞緊縮文＞補説に翻訳する傾向が見られる。したがって、中国語の訳文では、
「反期待」
がもっとも多く用いられるわけではなく、
「対比・対照」が優位に来ていることがわかった。
今後は考察を拡大し、
「ナガラ」
「ツツ」などの逆接表現とその訳文との対照研究を試みたい。
言語資料
『日中対訳コーパス』ver.1.0 北京日本学研究センター：北京,2003
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「習得」に関する動詞の語彙的意味の分析
――日中の結果複合動詞を中心に――
An Analysis of Lexical Semantics for Verbs of “Acquire”:
A Comparative Study of Japanese and Chinese Resultative Verb Compounds

蘇 丹
SU Dan
Abstract
According to the four aspectual verb classes of Vendler (1967), Japanese verb group meaning
“acquisition” could be classified as activity verbs and achievement verbs. Although there are verb
compounds like “manabi-toru” in Japanese, most of them are the verbs like “syuutoku-suru, masutaasuru, osameru…”. On the other hand, resultative verb compounds (or RVCs) as “xué-huì, xué-dào” could
be observed in Chinese. In this article, the difference between “xué-huì, xué-dào” “manabi-toru” and
“syuutoku-suru, masutaa-suru, osameru” should be focused on. Shen (2013) has showed that, Chinese
RVCs have the potential CAUSE CHAIN in lexical level, so that <ACT> + <CAUSE <BECOME>>
should not fit Chinese RVCs as Japanese. As the result, Japanese verbs like “syuutoku-suru, masutaa suru, osameru” are similar with “manabi-toru”, but different from Chinese RVCs like “xué-huì, xué-dào”
by the state of CAUSE CHAIN.
キーワード：語彙意味論、達成動詞、結果複合動詞、日中対照研究
目次
1. はじめに
2. 中国語の結果複合動詞について
3. 日本語の結果複合動詞について
4. 「習得」に関する動詞についての日中対照
5. おわりに
1．はじめに
本稿での「習得」に関する動詞は、知識や技能を身につけるという意味を持つ類義動詞の
グループを指す。Vendler（1967）の動詞の 4 分類に従えば、
「習得」に関する動詞は活動動詞
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(activity verb) と達成動詞 (accomplishment verb) という 2 つのタイプに分けられる。具体的に
いえば、前者には「勉強する、学習する、学ぶ、習う」などがあり、後者には「習得する、
マスターする、修める」などがある。また、同じ意味の中国語に対応させると、活動動詞の
場合は“学习”
“学”となり、達成動詞の場合は“学会” “学到”となる。従って、動詞の
形態からみれば、同じ達成動詞の場合では、日本語で単純語の動詞がよく使われるのに対し
て、中国語で結果複合動詞が達成の意味を表す。本稿では、日本語と中国語の複合動詞につ
いて、V1・V2 の意味関係の観点から、先行研究に従って項構造の受け継ぎ方の違いを明ら
かにする。
なお、影山（1996）によれば、達成動詞は「状態変化使役」の意味を示し、その意味では
CAUSE（使役）という概念で動作と状態変化の結果を連結する。本稿の対象となる状態変化
使役を表す中国語の結果複合動詞の“学会” “学到”と、日本語の「学びとる、習得する、
マスターする、修める」において、CAUSE の働き方を明確にする必要がある。
2．中国語の結果複合動詞について
中国語の結果複合動詞は、前項動詞と後項動詞（以後、それぞれ V1、V2 とする）で合成
され、V1 が動作を、V2 が状態変化を表し、V2 は V1 によって引き起こされる結果である。
これはすでに、Li and Thompson（1981）
、申（2009）
、望月・申（2011）
、于（2015）などの先
行研究で述べられている。本節では Li and Thompson（1981）
、望月・申（2011）を通して、
中国語の結果複合動詞の下位分類を V1・V2 の意味関係、あるいは V1・V2 の品詞などによ
って明らかにする。また、項構造で動詞を表記するために、Li（1990）の項構造の表記法を
挙げる。
Li and Thompson（1981）によれば、V1・V2 の意味関係からみた分類は (1) で示す 4 つの
タイプである。具体的にいうと、Cause（使役）
、Achievement （到達）
、Direction （方向）
、
Phase（局面）という 4 つである。しかし、Li and Thompson（1981）で (1a) は V1・V2 の意
味関係を示すが、(1b) (1c) (1d) は V2 の意味に焦点を置き、V2 が表す意味の「到達」
「方向」
「局面」によって区別される。
また、(1a) は Cause（使役）の意味関係を示すが、(1b) (1c) (1d) でも使役の意味が見られ
る。例えば、(1b) (1c) (1d) の例で“写清楚”
“跳过去”
“跑出来”
“用完”の V1 の動作を通し
て、状態変化を本動詞の主語か目的語にさせると理解できるので、V1・V2 の意味関係にお
いて使役の意味も見られる。しかし、その例の中で、
“买到”
“关掉”のような動詞の V2 の
“-到”
“-掉”が表す状態は、本動詞の主語と目的語と関係なく、V1・V2 の使役関係を持っ
ていない。従って、Li and Thompson (1981) による結果複合動詞の分類の基準は意味関係だけ
ではなく、V2 の意味も用いられている。
(1) a. Cause
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我把茶杯打破了（私は茶碗を割った）／他把门拉开了（彼がドアを引き開けた）
b. Achievement
我把那个字写清楚了（私はあの字をはっきりと書いた）／
他买到了那本字典（彼があの辞典を買った）
c. Direction
他跳过去了（彼が飛び越した）／他们跑出来了（彼らが走って外へ出た）
d. Phase
他的钱用完了（彼のお金は使いきられた）／把电视关掉（テレビを消してください）
Li and Thompson（1981: 55-56）日本語訳：筆者
望月・申（2011）では結果複合動詞の述語の組み合わせは概略 4 種類に分類されている。
(2) が示しているように、V1 はすべての動詞が担うことが可能である。さらに、V2 が結果
状態を表すために、ほとんどの場合は状態変化を表す非対格動詞あるいは形容詞が担ってい
る。また、例外として (2d) に示されるように、 “-会”（～ができる）
、 “-懂”（～を理
解する）などの状況を表す他動詞が担う場合も見られる（望月・申: 2011）
。
(2) a. 動作を表す他動詞＋｛非対格動詞／形容詞｝
：喝醉、推开(门) 、打破（窗户）
b. 非能格動詞＋｛非対格動詞／形容詞｝
：哭湿（手帕）
、喊哑（嗓子）
、坐直（身子）
c. ｛非対格動詞／形容詞｝＋｛非対格動詞／形容詞｝
：累坏（身体）
、醉倒
d. 動作を表す他動詞＋状態を表す他動詞：学会（英语）
、听懂（俄语）
望月・申（2011: 4）
申（2009）では結果複合動詞について、項構造などによって“推开” 型、
“哭走” 型、跳
烦”型及び“跌倒”型、
“吃腻” 型、
“下输” 型、
“玩忘” 型という 6 つのタイプを挙げて
いる。その中で、複合動詞の項構造は Li（1990）の表記法に従って表記されている。
Li（1990）では 1 及び 1'は、それぞれ V1 及び V2 の主語、2 及び 2'は、それぞれ V1 及び
V2 の目的語を表す。つまり、V1 の項構造は <1, 2 > 、V2 の項構造は<1', 2' > で表す 1)。例え
ば、申（2009）で結果複合動詞の 6 つの分類は項構造を (3) のように表記する。
(3) a.“推开”型：

<1, 2>＋<1', > →

<1, 2-1'>

<1, >＋<1', >

→

<1, 1'>

c. “跳烦”型及び“跌倒”型：<1, >＋<1', >

→

<1-1', >

b.“哭走”型：
d. “吃腻”型：

<1, 2>＋<1', > →

<1-1', 2>

e. “下输”型：

<1, 2>＋<1', 2'> →

<1-1', 2-2'>

f.“玩忘”型：

<1, >＋<1', 2'> →

<1-1', 2'>

1)

Li（1990）で用いた項構造の表記方法は、ただ主語と目的語を表し、
「1 が外項、2 が内項」を表す
わけではない。
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申（2009: 140）
以上の先行研究を通じて、中国語の結果複合動詞の分類、V1・V2 の意味関係と項構造の
表記法を明らかにした。つぎに、日本語の複合動詞の分類などについて考察していく。
3. 日本語の結果複合動詞について
影山（1993）において、すべての複合動詞は、
「語彙的複合動詞」
（飛び上がる、押し開く）
と「統語的複合動詞」
（払い終える、食べすぎる）の 2 種類に分けられる。そのうち、前者は
語彙部門で、後者は統語部門で形成される。例えば、V1・V2 の意味関係からみると、
「語彙
的複合動詞」での意味関係は「並列関係」
「付帯状況」
「手段・様態」と分析される。
「統語的
複合動詞」では完全に透明かつ合成的であり、
「手紙を書き終える＝手紙を書くことを終え
る」
（影山 1993: 78）のように、補文関係として分析できる。
「語彙的複合動詞」の下位分類について、影山（1993）は V1・V2 が表す事象の時間順序
を、
「同時に進行する」と「V1 が V2 に先行する」という 2 つの状況に分けている。
「並列関
係」
「付帯状況」は前者の状況であり、
「手段・様態」は後者の状況を示している。また、由
本（2005）は影山（1993）に基づき、
「因果関係」
「補文関係」を加えて、5 種類の語彙的複
合動詞を区別した。
(4) a. 並列関係（恋い慕う）V1（恋い）＋V2（慕う）⇒[[LCS1] AND [LCS2]] (t1=t2)2)
3)

b. 付帯状況・様態(持ち寄る）V1(持ち)＋V2（寄る）⇒ [LCS2]

(t1=t2)

WHILE [LCS1]
4)

c. 手段（押し倒す）V1（押し）＋V2（倒す）⇒ LCS2

(t1≧t2)

BY LCS1
d. 因果関係（溺れ死ぬ）V1（溺れ）＋V2（死ぬ）⇒

LCS2

(t1≧t2)

FROM LCS1
e.補文構造（書き落とす） [LCS2…[LCS1]…]5)

由本（2005: 108, 109, 126）

日本語の複合動詞の分類は以上の内容だけでなく、姫野（1999）が行った動詞の意味特徴
による分類（方向性、接着性・接合性、創出・完成、単独性・共同性などの意味特徴）も可
能である。しかし、本稿では複合動詞の V1・V2 の意味関係から、本動詞との関係を分析す
2)

3)

4)

5)

t1 は、LCS1 の時間、t2 は LCS2 の時間を表す。” t1=t2” は LCS1 と LCS2 の同時性、” t1≧t2” は
LCS1 が LCS2 と同時に起こるか、先行することを示す
「付帯状況・様態」の場合では、Jackendoff (1990) の表記方法に従い、付帯状況を表す LCS1 は
限定修飾句 (restrictive modifier) として下の段に位置付けている。
由本 (2005) は影山 (1993) を基にして、V1 が V2 に先行する場合に、
「手段」
「因果関係」という
2 つの状況に分けている。また、区別する基準として、
「手段」に V1 の意図性が見られる一方、
「因果関係」には V1 の意図性が見られない。
由本 (2005) の「補文関係」は影山 (1993) の「補文関係」と同じタイプの複合動詞であり、
「項の
同定は、V2 の項として V1 の LCS をまるごと埋め込むことで自動的に起こる」
（由本 2005: 130）
。
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るので、(4) の分類に着目して、複合動詞の項構造などを考察する。
つぎに、中国語の結果複合動詞と対応できる日本語の複合動詞をまとめる。中国語の結
果複合動詞は「動詞＋補語」の構造であり、日本語の補文関係の複合動詞と対応する。しか
し、日本語の複合動詞を検討すると、中国語の結果複合動詞と対応するのは (4d) の「補文
構造」の複合動詞だけではない。望月・申（2011）によれば、(4b) の「付帯状況・様態」で
V2 が「方向性・経路位置関係」を表す場合は、中国語の結果複合動詞に対応しうる。また、
(4d) の意図性を持たない「因果関係」も対応しうる。つまり、以上の先行研究を通して、中
国語の結果複合動詞と対応しうる日本語の意味関係は「補文関係」
「因果関係」
「付帯状況」
を挙げることができる。
中国語と日本語の結果複合動詞の内部構造の違いは沈（2013）によって検討された。
Jackendoff（1990）
、影山（1996）などは、CAUSE CHAIN のモデルを提案した。CAUSE CHAIN
では構成要素としての原因と結果が CAUSE によって連結される。沈（2013）によれば、日
本語と中国語は同様に V1・V2 を複合して表示するが、日本語は語彙レベルで複合するのに
対して、中国語は統語レベルで複合する。そこで、(5) で示すように日本語では CAUSE とい
う関数が顕在的に表示されるのに対して、中国語では CAUSE は潜在的に表示される。中国
語の結果複合動詞は統語的複合動詞と見なされると沈（2013）は主張している。
(5) 日・中の共通点と相違点（
（）は潜在的であることを表す）
a.語彙レベルの複合（日本語）
：[x ACT ON y] + [x CAUSE [y BECOME…]]
b.統語レベルの複合（中国語）
：[x ACT ON y] + [(x CAUSE) [y BECOME…]]
沈（2013: 378）
従って、本節で中国語の結果複合動詞は意味関係から、日本語の語彙的複合動詞と幅広く
対応することを見た。しかし、中国語の結果複合動詞は V1・V2 が統語レベルで複合し、統
語的複合動詞に対応するという主張もある。以上の先行研究に基づいて、
「習得」に関する動
詞について、日中対照の観点から結果複合動詞の“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」の項構造と
CAUSE CHAIN を分析していく。
4．
「習得」に関する動詞についての日中対照
本節では複合動詞である“学会”
“学到”と「学びとる」の項構造から、複合動詞全体の項
と V1・V2 の項との受け継ぎ方を明らかにする。さらに、複合動詞で「他動性調和性」と「直
接目的語制約」という主語と目的語の制約が本稿の対象となる複合語に適用できるかどうか
検討する。最後に、複合動詞の“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」
、及び達成動詞の「習得する、
マスターする、修める」における CAUSE CHAIN の働き方を比べ、内部構造の違いを見つけ
る。
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4.1 日中結果複合動詞の“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」
複合動詞の“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」を対象として、まず、中国語の“－会”
、
“－到”
の結果複合動詞と日本語の「―とる」の複合動詞の意味を把握する。そのために、Li and
Thompson（1981）
、申（2009）
、沈（2013）及び由本（2005）を参照して説明する。中国語の
“－会”
、
“－到”が表す意味として、
“学会”は「学ぶ」＋「できる」であり、
“学到” は「学
ぶ」＋「成功する」の意味である。日本語の「―とる」の複合動詞の「学びとる」は「学ぶ」
＋「とる」の意味である。3 つの複合動詞はすべて、V2 が V1 の目的として意図的に行われ
るものと理解できる。
まず、中国語の場合に、
“学会”の“学”と“会”はともに他動詞であるが、
“学到”の“到”
は非対格自動詞と認められる。従って、中国語の“学会”
“学到”は、それぞれ申 (2009) の
分類での (3a)“推开”型と (3e) “下输”型の 2 分類に当てはまる。
“学会”
、
“学到”の実例
は次の例 (6) (7)となる。
(6) 他

在

彼 いる

学校

里

学会

三国

学校

中 習得する 3 つの国

彼は学校で 3 つの国の言語を習得した
(7) 我们

从

私達 –から

歌者

那里

学到

歌手

そこ 学びとる

语言，……
言語
（
《不必要的胜利》
，契诃夫）6)
了

唱歌 的 技术，……

LE

歌い の 技

私達は歌手から歌いの技を学びとった
（
《生命之书 365 日的静心冥想》
，克里希那穆提）
また、日本語の場合に、例 (8) のように「学びとる」の V1・V2 も“学会”と同じく、
「他
動詞＋他動詞」の複合構造となる。
(8) 他人や物・環境と対応していく基礎的なありかたや、価値観・規範等を学びとる。
（
『子どもと文化』
，古田足日）
以上の V1・V2 の分析によって、複合動詞の“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」の項構造を明
らかにする。本稿では Li（1990）の項構造の表記法に従う。
中国語の“学会”の V1・V2 の主語と目的語が同定 7)され、本動詞の主語と目的語はその
まま受け継がれる。
“学到”の V2 の“到”は非対格自動詞なので、主語だけを持っている。
“到”の唯一の主語は“学”の目的語と同定される。
“学到”の本動詞の主語は、
“学”の主
語と一致し、目的語が“学”の目的語と“到”の唯一の主語と一致する。日本語の「学びと

6)

7)

例 (6) – (8) で、中国語の例文は「大数据与语言教育研究所」の『BCC 语料库』というコーパス
を利用し、日本語の例文が国立国語研究所による『BCCWJ 中納言』を利用した。
影山 (1993) によれば、同定 (identification) は同一指標化 (co-indexation) とも呼ばれる。項の同
定（θ 同定と呼ぶ）は語彙的複合動詞の性質から導き出される一般的な操作である。
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る」は“学会”と同様に、V1・V2 の主語と目的語が同定される。従って、
“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」の項構造は以下のようにまとめられる。
(9) “学会”
、
“学到”
、
「学びとる」の項構造
学会： [<1, 2> + <1', 2'> ⇒ <1- 1', 2-2' >]
学到： [<1, 2> + <1', > ⇒ <1 , 2-1'>]
学びとる：[<1, 2> + <1', 2'> ⇒ <1- 1', 2-2' >]
“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」の項構造は上のように示される。しかし、同じ主語であっ
ても、意味役割を考える必要がある。
“学会”は申（2009）での (3e)“下输”型と似ている。つまり、
“学会”の主語は、V1 と
V2 にとって同一の主語である。しかし、
“学会”の V2 は状態を表す他動詞なので、主語は
「経験者」(Experiencer) と理解できる。
“学会”は V1・V2 が「主要部右側の関係」で、本動
詞が V2 の項構造を受け継いでいる。つまり、
“学会”は複合動詞として “会”と同じよう
に、主語が「経験者」であり、目的語が「対象」となる。
“学到”は (3a)“推开”型と一致し、
「他動詞＋非対格自動詞」の複合構造である。V2 の
“到”の意味は「着く」で、非対格動詞の主語が「対象」と見なされる。
“学到”の主語と目
的語は、V1 の主語と目的語を受け継いで、
「主体」(agent) と「対象」(Theme) を表す。
「学びとる」は由本 (2005) での (4c) 「手段」に対応する。つまり、V1 が V2 に先行し、
V1 は意図性を持つ原因となり、V2 は結果である。
「学び」と「とる」は各々の主語・目的語
が同定され、
「学びとる」の主語と目的語の意味役割とも一致している。
(10) “学会”
、
“学到”
、
「学びとる」の意味役割
a. “学”

＋

“会”

⇒ “学会”

（主体，対象）＋（経験者，対象） ⇒ （経験者，対象）
b. “学”

＋

“到”

（主体，対象）＋ （対象， ）
c. 「学び」

＋

⇒ “学到”
⇒ （主体，対象）

「とる」

⇒ 「学びとる」

（主体，対象）＋ （主体，対象） ⇒ （主体，対象）
“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」の項構造と意味役割の受け継ぎは (9) (10) の内容となる。
次に、日本語に適用できる「他動性調和の原理」と「直接目的語制約」という制約が、中国
語の結果複合動詞にも適用できるかどうか検討する。
4.2 結果構文の主語と目的語の制約について
「他動性調和の原則」は影山（1993）では外項を持つ動詞同士と外項を持たない動詞同士
は複合できるが、それ以外の複合は許されないという主語に関する制約である。
「他動性調
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和の原則」によって、V-V 複合動詞は最大限 5 種類の組み合わせ 8)が可能である。
前節の (9) に従い、
“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」の外項と内項で示す V1・V2 の項構造
は (11) で示している。それを通して、
“学会”
、
「学びとる」はともに「他動詞＋他動詞」の
組み合わせであり、
“学到”だけが「他動詞＋非対格」の組み合わせである。そこで、
“学会”
、
「学びとる」は「他動性調和の原則」が適用できるが、
“学到”には適用できないという結論
が出る。
(11) “学会”
：(x <y>)＋(x <y>)
“学到”
：(x <y>)＋ <y>
「学びとる」
：(x <y>)＋(x <y>)
沈（2013）で“小偷居然把警察追累了”
（泥棒は意外にも、警察官に追われた結果、警察官
を疲れさせた）の“追累（追う＋疲れる）
”は、他動性調和に従わない例として挙げられる。
“追累”は (11) の“学到”同じ状況で、
「他動詞＋非対格」の組み合わせである。従って、
沈（2013）の観点によれば、他動性調和は日本語に適用できるが、中国語の複合動詞の組み
合わせはより複雑で適用できない場合もある。その原因について結果複合動詞の CAUSE
CHAIN と関係づけている。
Levin & Rappaport Hovav（1995）などによれば、英語の結果複合構文には「直接目的語制
約」(DOR: Direct Object Restriction) が見られる。
「直接目的語制約」というのは、
「結果を表
す状態動詞は、本動詞の（疑似）直接目的語のみを叙述する」
（沈 2013: 390）という制約で
ある。例えば、(12) での flat（平らな）は pounded（砕いた）の直接目的語である metal（金
属）を叙述している。
(12) The blacksmith pounded the metal flat.
x

pound

y
v

flat

Levin & Rappaport Hovav (1995: 50)

“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」で「直接目的語制約」が適用できるかどうかについて例 (13)
を通して検討する。例 (13) は“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」を使い、主語と目的語を統一し
て設定する。
(13) a.张三
Zhangsan
b.张三
Zhangsan

学会
study-grasp
学到
study-reach

了

英语

（DOR：〇）

-PERF English
了

英语

（DOR：〇）

-PERF English

c.張三は英語を学びとった。

（DOR：〇）

前節の (9) で既に示したように、
“学会”
、
「学びとる」の目的語が V2 に受け継がれて、
“学
8)

「他動性調和の原則」による 5 つの組み合わせは、
「他動詞＋他動詞」
、
「非能格＋非能格」
、
「非対
格＋非対格」
、
「非能格＋他動詞」
、
「他動詞＋非能格」である。
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到”の目的語が V2 の主語となる。従って、
“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」には 2 つの状況が
あるが、どちらも V2 が本動詞の目的語を叙述する。(13) の例はすべて「直接目的語制約」
が適用できると考えられる。
しかし、中国語の結果複合動詞では「直接目的語制約」が適用しない場合も存在する。例
えば、沈（2013）で挙げた例として、
“张三学烦了英语”
（張三は英語を学んだ結果、張三は
嫌になった）
（沈 2013: 392）は「直接目的語制約」に違反している。沈（2013）の観点によ
れば、結果複合動詞に CAUSE があれば、
「直接目的語制約」が適用される。CAUSE がなけ
れば、
「直接目的語制約」に違反する。従って、
“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」には CAUSE が
あるという結論が出る。
また、中国語の“学会”
“学到”に CAUSE があるか否かは、処置構文（把構文）化と受動
文（被構文）化によって検証できる。沈（2013）によれば、CAUSE がある場合に処置構文化
と受動文化が成立する。なぜなら、CAUSE がある複合動詞は他動性が高いので、処置構文
と受動文に変換できるからである。例 (13a) (13b) を処置構文化と受動文化すると、(14) (15)
の例文となる。
“学会”の処置構文化と受動文化は成立するが、
“学到”の処置構文化と受動
文化の例文では多少違和感がある。
(14) a.张三

把

英语

学会

了。

Zhangsan DISP English study-grasp -PERF
b. ?张三

把

英语

学到

了。

Zhangsan DISP English study-reach -PERF
(15) a.英语

被

张三

English PASSIVE Zhangsan
b.?英语

被

张三

English PASSIVE Zhangsan

学会

了。

study-grasp -PERF
学到

了。

study-reach -PERF

本節の結果を通して、
「他動性調和の原則」の適用は“学会”
、
「学びとる」では成立する
が、
“学到”では適用できない。それに対して、
「直接目的語制約」は“学会”
、
“学到”
、
「学
びとる」においてすべて適用できる。この現象の原因は、動詞に CAUSE が含まれるか否か
と深く関係づけられる。次の節で CAUSE について分析していく。
4.3 CAUSE CHAIN についての比較
前節の (5) で述べたように、日本語は CAUSE という関数が顕在的に表示されるのに対し
て、中国語では CAUSE が潜在的に表示されるという観点が、沈（2013）によって提案され
た。さらに、中国語の結果複合動詞は統語的複合動詞とみなされる。この 2 点は (16) の統
語構造を通して、
“学会”
“学到”
「学びとる」にも適用できることがわかった。(16a) と (16b)
のように“学会” “学到”の CAUSE は統語レベルにあり、潜在的である。また、
「学びと
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る」の CAUSE は語彙レベルにあり、顕在的であるので、統語構造には見られない。つまり、
(16) の 3 つの場合はすべて CAUSE を持っている。
(16) “学会”
“学到”
「学びとる」の統語構造：
a.“学会”
（CAUSE 潜在）b.“学到”
（CAUSE 潜在）c.「学びとる」
（CAUSE 顕在）
vP
x

x
张三

v’

张三
VP
学

VP

VP

v’

v
<CAUSE>

v
<CAUSE>

V’
会
Lexicalization（語彙化）

y
英語

V’

y
V
英語を 学び-とる

v’

VP
学
VP

x
張三は

V’

VP
y

V’

英語
到
Lexicalization（語彙化）

それに対して、影山（1996）式の LCS（語彙概念構造）によれば、
「習得する、マスターす
る、修める」のような達成動詞は [x ACT (on y) CAUSE [BECOME [x BE AT z]]] で表される。
その中で、CAUSE という概念によって、原因となる活動 [x ACT (on y)] と、結果となる状
態変化 [BECOME [x BE AT z]] を連結させている。
「習得する、マスターする、修める」の
CAUSE は語彙レベルにあるので、顕在的と見なされる。
5．おわりに
本稿では「習得」に関する結果複合動詞の“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」を対象として、
V1 と V2 の意味関係及び、本動詞との関係を分析し、動詞の項構造と意味役割によって主語
と目的語への制約を考察した。その結論と深く関係する CAUSE CHAIN の問題を統語構造で
明らかにした。
“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」では、
“学会”
、
「学びとる」では V1・V2 の主語と目的語が
そのまま本動詞に受け継がれるのに対して、
“学到”の V2 は非対格動詞であるので、V2 の
主語が本動詞の目的語となる。それゆえに、
“学会”
、
「学びとる」は「他動性調和の原則」に
従うが、
“学到”は「他動性調和の原則」に従わない。また、
“学会”
、
“学到”
、
「学びとる」
には CAUSE が含まれ、複合動詞の他動性が高いので、
「直接目的語制約」が適用できる。
“学
会”
、
“学到”
、
「学びとる」の統語構造で分析した CAUSE のあり方について、中国語の結果
複合動詞の“学会”
、
“学到”での CAUSE は統語レベルにあり、潜在的 CAUSE と見なされ
る。それに対して、
「学びとる」は達成動詞の「習得する、修める、マスターする」と同じく、
CAUSE が語彙的レベルにあり、顕在的 CAUSE である。
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今後の課題として、CAUSE と結果複合動詞の関係及び、中国語の結果複合動詞と語彙的
複合動詞・統語的複合動詞の関係をさらに詳しく考察していきたい。
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「のだ」文と焦点・強調的“是”字文との対照研究1）
―対訳における意味伝達と形式選択から―
A Contrastive Study of the "noda" Sentence and the Focalizing & Emphatic “Shi”
Sentences: From Semantic Transmission and Form Selection in Parallel Translation

曹 銀閣
CAO Yin’ge
提要 本文将带有强调性意义的 “是…的”句 和“是…”句统称为聚焦式及强调性“是”字
句，分析此类“是”字句在信息、态度等传达的意义上与日语的「のだ」句的对应关系。发现
不同意义层面的传达，
“是”字句和「のだ」句的结构形式会有所不同。
本文将对译中与“是…的”句对应的「のだ」句的意义分为句子焦点信息、一般性特征、确
定性内容的的强调等三类；将与“是…”句对应的「のだ」句的意义分为特殊性、客观性、真
实性、发现性内容等四类的强调说明。并分别分析中日在表达同类意义时两种结构中各自的特
点。
キーワード: 「のだ」 “是…”文 “是…的”文 形式 意味
目次
1. はじめに
2. 先行研究
3.「のだ」文と“是…的”文
4.「のだ」文と“是…”文
5. おわりに

1. はじめに
日本語の「のだ」文末形式と中国語の“是…的”文とは、構造上に類似しているから、よ
く対照研究されていた。しかし、対訳コーパスを分析すると、
「のだ」と対応する中国語の文
“是…的”より、
“是”のほうがずっと多い。
一般的には、文の焦点を標記する構造として、中国語の“是…的”が挙げられる。しかし
1)

本研究は、
「上海外国语大学博士研究生国（境）外访学资助」プロジェクトの助成を受けて行われた
ものである。論文を投稿にあたり、貴重なご指摘ご意見を下さった査読者に感謝申し上げる。

72

「のだ」文と焦点・強調的“是”字文との対照研究

“是”字だけで、または副詞との共用によって、情報を強調する機能も持っている。例えば、
次の例のように、
“是”によって事柄の側面を強調し、物事に対する態度を伝達する。
張君が、指導者に批判されたのだ。/(是)小张被领导批评了。（木村 2017 の例）
不必再想谁是谁非了，一切都是天意，他以为。/もうこれからは二度と人を恨む
まい。なにもかも運命だったのだ。（《骆驼祥子》/立間祥介訳）
我们是在不断地解决新的矛盾中前进的。/われわれは新しい矛盾を次から次へと
解決しながら前進していくのだ。（《邓小平文选第二卷》/訳者不詳）
例（3）のように、焦点・強調の観点から、
“是…的”文はモダリティとしての「のだ」と
伝達上類似点が多いと思われるが、焦点になる制限が違っている。中国語の例の中の“前进”
の状態“在不断地解决新的矛盾中”を焦点になるのが疑いないが、日本語の訳文の「のだ」
文には前後文がないと、焦点となる部分は容易に判断できない。
本稿は、
“是…的”と“是…”文とともに考察対象として、その中の強調性を有する“是”
字文を総称して「焦点・強調的“是”字文」と呼ぶことにする。上に挙げた例のように、伝
達された意味と形式の選択との間に関係を明らかにするために、両方の意味と形式上の対応
関係とそれぞれの特徴を整理しておきたいと思う。
2. 先行研究
2.1 「のだ」形式に関する中日対照研究の概観
従来の「～のだ」についての研究は、数多くの成果が挙げられる。主として、寺村（1984）
、
奥田（1990）
、野田（1997）
、森山他（2000）などがあり、
「のだ」を「説明」のモダリティ
としてとらえ、前後文の関係付けなど話し手の主観的伝達を表すという点が研究の姿勢であ
る。これに応じて、
「のだ」文に関する日中対照研究を概観してみれば、大体 “是…的”文
を中心に行われていると言える。
しかし、
「のだ」文と“是”字文の対訳率に関しては、王（1987）はすでに指摘したよう
に、調査の範囲において、中国語原文の“是…的”文は日本語訳文の「のだ」文と対応で
きるものがわずか 8.4％という低比率が示されている。
これまで“是…的”文に絞って対照研究を行う原因というと、王（2004:290）では「
「の
だ」文と“是…的”文との間で類似性が感じられるのは、まさに名詞判断文に由来する説
明・判断というモダリティ上の類似点である」と述べ、
「事実を模写するのではなく、話し
手の説明・判断・提示するなどをあらわすのが、日本語の「のだ」と中国語の“是…的”
文の最大の接点である」と指摘した。本稿は、
「話し手の説明・判断・提示する」という観
点に立てば、
“是…”文をも検討対象に加えるべきだと考える。
筆者は、中日対訳コーパス（CJCS）を利用して、中国語テキストに対応する日本語訳
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文 2)における「のだ」形式を調べてみた。断定・肯定の「のだ」を例として検索してみれ
ば、1877 例 3) があるとわかった。その中には、
「のだ」に対応するものとして、 “是”字
文が 395 例あるが、
“是…的”文が 61 例しかない。
むろん、
“是…的”は主な対応形式ではない。また、
“是”字文と対応する「のだ」文が
“是…的”文より多く見られる。だから、二つの形式をともにとりあげて検討するほうが
よいのではないかと考えられる。
2.2 「のだ」文と焦点・強調的“是”字文
中国語における“是”とは、
《现代汉语八百词》によると、
“[动]主要起肯定和联系的作用，
4)
并可以表示多种关系。
”
と定義されているが、
“是”
の性質について見分けていない。
張
（1996）

では、
“是”の性質について、焦点マークとしての“是”があるとみとめ、それには強調の機
能をもっているとも考えられ、またアクセントをつけて読むと、
「確認」の意味を表す副詞と
なると説明している。さらに、徐（2001）では、動詞としての“是”と焦点マーカーとして
の“是”とがあると論じている。
一方、柴（1981）は“是”の使用率について調査を行った。氏の調査によると、現代中
国語における“是”字文の比率が 35％、さらに、
“是”字文における“是…的”文の比率
は 30％となっている、という結果を引き出した。
“是”字文が中国語におけるいかなる重要な存在であるかははっきり見える。また、
“是”字文の中には、
“是…的”がかなりの割合を占めているが、ほかにはより多く使われ
ているのは“是”字文であることを認めなければならない。
“是”を用いて強調の意味を表す文には、
“他是昨天下午进的城。
”
（彼は昨日の午後に町に
入ったのだ。5））
、
“(是)小张被领导批评了。
”
（張君が、指導者に批判されたのだ。6））のよう
な“是”によって焦点をマークする構文もあるが、
“他是昨天下午进了城。
”7)のような単なる
“是”によって “昨天下午进了城”という事態の事実性を提示して強調する用法もある。さ
らに、
“确是”
、
“原本是”
、
“正是”などのような「副詞＋“是”
」の用法も常に評価性あるい
は強調性を表している。
上に挙げられた例のように、
「のだ」文と対応する中国語には、焦点マークとしての“是”
字文と強調の“是”字文が同様に重要なものであると見られる。だからと言って、
“是…的”
2)

合計 39 冊の訳文を検索範囲とする。
この結果は「のだ」を含む段落の数である。実は一つの段落において、一つ以上の「のだ」文を使
う場合もあるが、便宜上、段落数をとり上げることにする。
4)
主に肯定と関連の役割を果たし、多様な関係を表すことができる。（筆者訳）
5)
木村（2017）の例
6)
同上。
7)
この文では“昨天下午”が焦点としてマークされるという理解もあるが、“昨天下午进了城”とい
う事態全体に重点を置いいて強調する理解もある。
3)
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文と強調的“是”字文と両方も考慮に入れて考察しなければならない。
本稿では、こうした強調性を有する“是”字文を総称して「焦点・強調的“是”字文」と
呼ぶことにする。態度伝達の観点から、焦点・強調的“是”字文と対応できる日本語の
「のだ」文と対照しながら、それぞれの意味・形式上の特徴の相違点を観察する。
3.「のだ」文と“是…的”文
一般的には、
“是…的”文が二種類に分けられる。一つは、過去に実現された動作の時間・
場所・方式・動作主・受け手などを説明するもので、構文には動詞が必要となる。もう一つ
は、主語に対する評価・描写の語気を表すものである（劉 2004）
。この二種類とも「のだ」
文に対応できる。事柄についてのある側面を強調して、相手の注目を寄せる点で共通だが、
意味上の傾向が違っている。
3.1 焦点的情報
“是…的”文について杉村（1982）でそれと「のだ」と平行関係をみせる構文だと考え、
“是…的”文がある事態の発生・実現を確認済として、その事態に関与した「5W1H」8を補
足説明するものであることだと解釈した。この点について、金（2005）で“是”によって焦
点となる情報をマークすると捉え、また、情報の焦点が簡単に判断できる場合は、
“是”が省
略できると考えられる。
私が彼に来てもらったのです。/我请他来的。（杉村 1982 の例）
野田（1997）に、スコープの「のだ」を考察することがある。スコープの「のだ」によっ
て文の部分が否定・疑問・断定のフォーカスになれる。この点は、文脈によるものである。
例えば、つぎの例――
来找她的并不敢希望她打扮得怎么够格局，他们是按钱数取乐的。/どうせ客のほ
うだってべつに化粧がどうこういうわけではない。値段相応の楽しみを求めてく
るだけなのだ。（《骆驼祥子》/立間祥介訳）
ここで、
「化粧」と「値段相応の楽しみを求めてくる」が文脈上に対立しているものであ
り、
「のだ」文によって後者を判断の焦点・フォーカスとして述べるのである。
対訳の述べ立てる文にはこのような文脈に関連する文の部分を焦点にする「のだ」文がそ
れほど多くないと見える。一般的に、中国語における焦点の標識としての“是…的”は、動
作の関連側面の強調である場合は、訳文の日本語には「は…のだ」という「主題‐解説」の
構造で現れる。
在西安事变中，为张、杨所捉的这一口恶气，蒋介石是用这种方式出了的。/西安

8)

すなわち、「いつ（When）、どこで（Where）、誰が（Who）、何を（What）、なぜ（Why）、どのよ
うに（How）」である。
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事変の間、張、楊の二人に捕らえられた腹いせに、蒋介石はこんなひどいことを
したのだ。（《我的父亲邓小平(2)》/長堀祐造訳）
实现四个现代化是一场深刻的伟大的革命。在这场伟大的革命中，我们是在不断地
解决新的矛盾中前进的。/四つの現代化を実現するのは、底の深い、偉大な革命で
ある。この偉大な革命の過程で、われわれは新しい矛盾を次から次へと解決しな
がら前進していくのだ。（《邓小平文选第二卷》/訳者不祥）
上の例のように、中国語では方式や状態などが明らかに焦点となるが、日本語には容易に
見分けられない。つまり、日本語の「のだ」文によって焦点的な情報を提示する場合は一定
の制限があり、前文脈がないと容易に判断できない。
この点について、野田（1997）のスコープの「の(だ)」の文についての分析にも触れた。フ
ォーカスの位置について、格成分、様態・頻度の副詞、制限的修飾成分、動詞、ボイス、アス
ベクト、否定、テンスとムード形式の一部などは基本的に否定などのフォーカスになりうると
論じたが、大体は否定の文を典型として説明したものである。断定の「のだ」文によって動作
に関連する側面をフォーカスになる際には、形式上傾向がある。
「…するのではない。…する
のだ」の形式が一般的である。例えば、次の「で」格がフォーカスになる場合の例である。
どでかい身体の力士たちがそこで全力でぶつかり合うわけだが、通常の格闘技な
り競技スポーツと違って、「始め」の号令なり、ゴングなりで始まるのではな
い。あくまでも力士同士の“あうんの呼吸”で始まるのだ。（野田 1997 の例）
ここで、
「のだ」文をみるだけでは、そのフォーカスあるいは焦点を提示するのは明らかに
ならない。
「のではない」文が先行して、対立のものとして続く「のだ」文が容易にフォーカ
スを提示することができる。
3.2 一般性特徴
物事の特徴を描写するときに、一般性あるいは普遍性のもつ特徴を、よく“是…的”の構
造に入る。この中の“是”と“的”はなくて文が成立できるから、その必要のない成分が付
け加えることによって、その一般性特徴の判断・認定の意味が生み出された。このタイプの
“是…的”文は、日本語に訳すときに、よく「のだ」文に対応している。
时间自己是不爱说话的。/時間って奴は寡黙がお好きなのだ。（《活动变人形》/
林芳訳）
一切事情都是在发展和变化的！世界上永远没有静止的事物。/すべてのこと柄
は、みな発展し、変化するのだ。この世には、永遠に静止している事物など、存
在しない。（《青春之歌》/島田政雄訳）
革命是长期的、艰苦曲折的。/革命とは、長期の、曲りくねった、困難な道なの
だ。（《青春之歌》/島田政雄訳）
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道路是死的，人心是活的，在入棺材以前总是不断的希望着。/さきには死しかな
いとわかっていても、人の心は生きているのだ。棺桶にはいるときまでは希望を
もちつづけなければいけないのだ。（《骆驼祥子》/立間祥介訳）
「時間」
「すべてのこと柄」
「革命」
「人の心」はそれぞれ一般性特徴を持っている。それら
の一般性特徴を“是…的”や「…のだ」で表すことができる。しかし、日本語に一般性特徴
を表す形式には「のだ」形式だけではない。次の例の示すように、
「ものだ」に対応すること
もできる。
苦人是容易死的，苦人死了是容易被忘掉的。/貧乏人は簡単に死んでしまうもの
だ。死ねば簡単に忘れさられてしまうものだ。（《骆驼祥子》/立間祥介訳）
ここに挙げた例に示すように、
「もの」は形式名詞として、実質な意味を持っているが、
「のだ」の「の」には実質な意味を持っていない。
「のだ」の抽象化がより高いため、話し手
の心的態度を表す程度が高いと考える。
3.3 確定性内容
「実際」
・
「実」などの副詞なものと共起するときには、
「のだ」によって内容を総括する用
法がある。そういう状況には、中国語の“是…的”に対応している。こういう“是”と“的”
は構文上には必要としないもので、主な機能は文の内容の判断と確認、そして伝達する機能
である。
实在，我是非常关心你的。/実際のところ、わたしは、きみのことが心配でなら
ないのだ。（《青春之歌》/島田政雄訳）
他成天价唬着个脸，叫人见了害怕，岂不知他心里是害怕人的。/四六時中顔をこ
わばらせている拾来を、人は怖がったが、実は彼の方こそ人が怖かったのだ。
（《小鲍庄》/佐伯慶子訳）
この場合の“是…的”は構文上要求されていない。つまり、中国語の場合は、
“是”と“的”
がなくても文が成り立てる。つまり、
“我非常关心你”
“他心里害怕人”というのは “是”の
判断と“的”の確定によって伝達され、話し手の態度が強く表示していく。同じように、日
本語の場合は、
「のだ」がなくても文が成り立てるが、
「のだ」によって二重的判断の意味を
表し、確定性としての話し手の態度が伝達される。
4.「のだ」文と“是…”文
2.1 節ですでに述べたように、文末に「のだ」で終わる文を抽出して分析してみると、
「の
だ」文と対応する文には、
“是…的”文を除いて、
“是…”文という対応例がかなり多く存在
している。 “是” の構文における機能は判断文を成り立つ判断詞であり、
「名詞+“是”+
名詞」の構造によって、
「同一」
（
“
《阿 Q 正传》的作者是鲁迅”
）や「類型」
（
“鲸鱼是哺乳动
物”
）などを表す。しかし、特殊な構文において、その判断が強調的な方向に発展していく。
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おもに、物事の特殊性、客観性、事実性、発見性などの方面を強調する。
4.1 特殊性
「のだ」文と先行する文との関係づけは、標示として、人称名詞や指示語がよく現れてく
る。指示語・人称名詞が現れなかったとしても、それを適切な位置に付け加えれば何の異常
もないと考える。指示語・人称名詞に限定されるとしたら、その名詞述語は関連のものごと
の「独特な性質や特徴」を表出することが多い。
次の例文の中の「最後の、唯一の希望」
、
「ふたつの天地、ふたつの世界」は、主語の性質
や特徴の説明づけと言える。その中に、その性質や特徴に独特性が付与されることが含まれ
ている。
这五块钱不能轻易放手一角一分，这是最后的指望！/この五円には一銭だって手
をつけられない。これは最後の、唯一の希望なのだ。（《骆驼祥子》/立間祥介
訳）
这跟他刚才在汽车里所预期的腐臭的湿地、血腥的酷刑多么不同呀！这是两种天
地、两个世界。/さっき、車で護送されてくるとき予想していた、あの腐い、し
めったブタ箱、血なまぐさい拷問とは、なんと異った世界なのだろう――これ
は、ふたつの天地、ふたつの世界なのだ。（《青春之歌》/島田政雄訳）
また、対応する中国語の“是”を観察すると、[指示語または人称語＋判断の“是”＋規定
語＋名詞]という形、つまり「那是/这是/他是＋名詞」のような形式が一般的であり、名詞が
形容詞などで修飾されるのも特殊性のあらわれである。
4.2

客観性

物事に対して話し手自身の観点からその性質を判断する場合は、つねに「N なのだ」とい
う形を使う。文の内容は客観的なものであるが、判断の姿勢は主観性・評価性傾向が強いよ
うに思われる。同様に、対応する中国語には、判断詞“是”を副詞によって限定している。
生活嘛，本来就是这个样子。/生活とは、本来こんなものなのだ。（《我的父亲

邓小平(2)》/長堀祐造訳）
汽车与牛车，彩电与竹篓，这就是当今中国的特色。/自動車と牛車、カラーテレ
ビと竹籠、これこそ現代中国の象徴なのだ。(《我的父亲邓小平(2)》/長堀祐造訳）
作为对于“骂誓”的反拨，也许这项功课不是完全不可以理解的。这是一种神经战，
一种神经对神经的抗议。/「呪い」への反撥として、この儀式は理解できなく
はない。いわば一種の心理戦、心理的抗議なのだ。(《活动变人形》/林芳訳）
「のだ」の使わない文と比較してみる。
「生活とは本来こんなものだ。
」
「これこそ現代中国
の象徴だ。
」
「いわば一種の心理戦、心理的抗議だ。
」というような形式で表すと、客観的な性
質を述べていると見える。聞き手への伝達とは言えるが、話し手の主観性が「のだ」の使う
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文よりずっと低いと考える。
この種類の「のだ」文の中国語の対応するものは“就是”という形式が多いと見られる。
この“就是”は、
「修飾・被修飾」の構造である。
“就”は話し手の伝達意図によって付け加
えられ、日本語の「のだ」の働きと同じ、文の主観性を高める働きを持っている。
他に、中国語の“即是” “便是”が対応することが多い。これらは類似した点は話し手が
主観的にものごとの性質を表すのである。
不必再想谁是谁非了，一切都是天意，他以为。/もうこれからは二度と人を恨む
まい。なにもかも運命だったのだ。（《骆驼祥子》/立間祥介訳）
此即是美国的如意打算。/これこそがアメリカの意向だったのだ。（《我的父亲

邓小平(2)》/長堀祐造訳）
我的生命，我的一生，我的原来的老家与现在的家便是惩罚的产物，惩罚的体现。
/私の生命と生涯、生まれた家と現在の家庭は天罰の所産であり、その証なのだ。
（《活动变人形》/林芳訳）
她们害怕革命，对解放的临近充满恐惧，这本身便是地主的阶级本性。/彼女らは
革命と解放の到来を恐れる、これは地主階級の本性なのだ。(《活动变人形》/林芳訳）
战胜了刘四便是战胜了一切。/劉親方に勝ったことは、すべてに勝ったことなの
だ。（《骆驼祥子》/立間祥介訳）
こういう場合の“就是”
“即是”
“便是”の性質について、張（2001）は副詞の“就”
“即”
“便”が“是”を修飾して、肯定の語気を確認・強調すると指摘した。つまり、日本語にお
ける主観的表現は文末のモダリティ形式を使うのに対して、中国語に常に副詞によって判断
の“是”を修飾する形をとる。
4.3 事実性
中国語に実現された動作の関連側面（方式や状態など）を強調するには“是…的”文がよ
く使われるが、事柄の原因・目的などを強調するときに、
“是…的”ではなく、よく“是”に
対応する。次の二例のように、
「ためなのだ」の形で、
「是叫」
（目的）
・
「是因为」
（原因）と
対応している。
参加革命并不是叫咱们去死，而是叫咱们活——叫咱们活得更有意义。/革命に参加
するのは、決してぼくらを死なせるためにではなく、むしろ生かすためになんだ
よ――ぼくらを、より有意義に生かすためなのだ。（《青春之歌》/島田政雄訳）
她黄瘦、衰弱，年纪不大已经有了深深的驼背——这是因为长期住监狱和受了严重
刑伤的缘故。/まだ三十三歳だというのに、もう腰がまがってしまっている――これも
長い監獄生活と、残酷な拷問を受けたためなのだ。（《青春之歌》/島田政雄訳）
ここで、中国語の“是…”文は、
「
“是”+動名詞文」の構造であり、述べていること柄の一
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側面、すなわちその真実性を強調する。
“不是…而是…”の構造に明らかに示すように、ある
内容を否定しながらそれと対立する本当の内容を提示する。この点で、日本語に非常によく
みられる「…のではなく、…のだ。
」の文型に対応する。両方とも、事柄の事実性を提示して
強調する。また、物事の背後の事実を強調するには、具体的に「目的」
「原因」などに分けら
れる。
4.4

発見性

日本語の「のだ」文が発見という意味を表すことができる。それに対応する中国語の“是
…”文も発見を表すことができる。
他一开说，把我吓了一跳。原来开宗明义，是讲男女的事儿。/ぼくはびっくりした。
なんと、のっけからそのものずばり男女のことだったのだ。(《棋王》/訳者不祥）
这形象映在良材眼里好一会儿，他这才憬然觉到，原来是祝姑娘和婉小姐。/しば
らくのあいだ、見るともなく眺めていて、良材ははっと気がついた。祝姑娘と婉
卿だったのだ。（《霜叶红似二月花》/立間祥介訳）
他原来是个自私的、平庸的、只注重琐碎生活的男子。/もともと、かれは、利己
的な俗物で、ただ、こまごまとした生活にのみ、気をつかっている男だったの
だ。（《青春之歌》/島田政雄訳）
上の例は、
「発見」の意味で、形式上「だったのだ」と“原来是”と対応する例である。発
見された情報を表すには、中国語の “原来是”という「副詞＋“是”
」の形式が一般的であ
る。
日本語のほうは常に
「だったのだ」
の形で過去に知らない情報を提示する。張（2001:668）
は、副詞としての“原来”は「旧情報が今から分かっている」と指摘した。
「発見」内容を強
調するときに、
“原来”が重要な役割を果たしている。
“原来”がないとしたら、
「発見性」が
消えてしまう。その反対に、例（31）に示すように「のだ」が「もともと」という陳述副詞
と共用する場合もあるが、
「だったのだ」で表すことが共通である。二重テンスの形によって
旧情報が今から発見・気付く効果をもたらし、さらに情報を強調する。
5. おわりに
中国語の “是…”文と“是…的”文と、対応する日本語訳文の「のだ」文とは、伝達意味
には類似点があるが、それぞれの構文上の特徴が異なっている。
“是…的”文によって方式や状態などが明らかに焦点となるが、
「のだ」文によって焦点的
な情報を提示する場合は一定の制限があり、前文脈がないと容易に判断できない。また、一
般性特徴を提示するには“是…的”文と「…のだ」とは共通である。確定性内容の伝達には、
“是…的”も「のだ」も構文上の強く要求されていないが、
“是…的”と「のだ」が使われ、
確定性を強く伝達していく。
“是…”文と「のだ」文と対応する場合は、特殊性・客観性・事実性・発見性などの強調
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には共通である。
「のだ」文はよく陳述副詞やとりたて詞と共用するが、中国語には「副詞+
“是”
」によって強調的意味を表すのが判明した。具体的に、客観性をあらわすには、日本語
の「のだ」文に対して、中国語に常に副詞によって判断の“是”を修飾する形をとる。発見
性内容の提示には、日本語の場合は述語を過去形をとって「だったのだ」で表すことが一般
であるが、中国語の“原来是”という「副詞＋“是”」の形式をとって、過去に知らない情報を提
示する。
総じていえば、
「のだ」文と焦点・強調的“是”字文との対照研究と通じて、両方の形式・
意味特徴の相違が明らかになった。
“是”と対応する「のだ」文に焦点を当てて分析したもの
であり、高い比率を占めている非“是”字文に触れていない。その対応の中にどのような意
味・形式特徴があるかについて、今後の課題にしたい。
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｢飛び+V｣と“跳／飞+V”についての一考察
The Observation on the Japanese Construct "tobi+V"
and the Chinese Construct "tiao／fei+V"
陳 雄 洪
CHEN Xionghong
提要 对于将日语作为第二语言的学习者来说， V1V2复合动词极难掌握。此外，由于汉语的词性
难以界定，所以也很难明确定义出汉语中的复合动词。为了给上述问题的解决提供参考，本文首
先着眼于表示移动、出发、到达的空间性意义复合动词，并通过梳理文献及数据调查，确定了本
文的研究对象为｢飛び+V｣及“跳／飞+V”
。接下来，通过建立｢飛ぶ｣的意象图示，明确了按照认
知关系将以｢飛ぶ｣及“跳／飞”为前项的复合动词分为5类的科学性。最后通过对「岩波国語辞
典 第七版 新版」和《现代汉语词典》中出现的｢飛び+V｣及“跳／飞+V”进行分类和使用调查，
得出了如下结论：①｢飛ぶ｣既能表示动作，也能表示状态，但汉语中“跳”侧重于表示动作，
“飞”
侧重于表示状态，因此，
“跳+V”虽能在起点前景化的情况下构成复合动词，但使用较少；②由
于“飞”比“跳”的速度感更强，所以产生了“飞”表示速度快的隐喻义，
“跳”则没有；③因
为“飞”的义项多于“跳”
，所以“飞”能构成更多的复合动词；④由于受意义范畴及使用限制
影响，每个意义领域内都有一个单词的使用频率远高于同领域内其他单词；⑤因为日语注重结果
且爱隐藏主语，汉语喜欢凸显主语及其行为，所以｢飛び+V｣在起点和终点前景化时使用频率最高，
“飞＋V”在动作过程前景化时使用频率最高。
キーワード： V1V2 型複合動詞 イメージ・スキーマ 中日対照研究 意味分類
目次
1. はじめに
2. 先行研究及び問題点
3. 研究対象の選定
4. ｢飛ぶ｣のイメージ・スキーマ
5. ｢飛び+V｣と“跳／飞+V”の分類及び使用頻度調査
6. ｢飛び+V｣と“跳／飞+V”についての考察
7. おわりに
1. はじめに
動詞は文の中心となる部分で、日本国立国語研究所の調査によると、日本語語彙の中で、
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動詞は約 11.4％を占め、
「例解国語辞典」が 4622 語収めているが、複合動詞は 1817 語で、
動詞の 39％を占めている。それに、複合動詞の中で、V1V2 型の構造と意味は最も複雑である。
調査によると、日本語を第二言語とする中国人学習者は日本語母語話者より V1V2 型複合動詞
の使用率が低いうえ、誤用も多いので、自ら V1V2 型複合動詞の使用を回避しているようであ
る。
さて、認知言語学のイメージ・スキーマを利用し、ある特定の複合動詞を分析できるよう
になり、その分析が通言語的な普遍性を導き出すことも可能である。そして、
「対照言語学
（contrastive linguistics）
」という学問分野では、言語研究者は一般的に目標言語を基本言語と
対照しながら、その特徴を捉えようとしている。つまり、認知言語学の理論に基づき、V1V2
型複合動詞の構造を分析し、その構造の異同を比較することによって、日本語を第二言語と
する習得研究や通言語の普遍性研究に役立てば幸いである。
2. 先行研究及び問題点
日本語における V1V2 型複合動詞の先行研究は、松下大三郎（1928）
、山田孝雄（1936）
、長
嶋善郎（1976）
、陳蘇新（1982）
、山本清隆（1984）
、池上（1993）
、李子云（1995）
、蘇訊江（1988）
、
劉艶萍（2003）
、李慶祥（2005）
、劉雲（2008）
、楊暁敏（2009）
、李鐘善（2009）
、李穎清（2010）
、
劉宇楠（2011）
、彭広陸（2011）
、孫乾坤（2013）などがあり、中に寺村秀夫（1969）
、姫野昌
子（1982）
、影山太郎（1993）の分類研究はよく知られている。
寺村秀夫（1969）は動詞が自立語として意味を保持しているかどうかの観点から、V1V2 型
複合動詞を四つに分類している。一類は「自立 V＋自立 V」で、各部分が自立語の意味を保持
するうえ、二つの動作が「～して～する」の意を表し、二類は「自立 V＋付属 V」で、V2 が自
立語の意味を喪失し、V1 のあり方を限定する。三類は「付属 V＋自立 V」で、V1 が接頭辞化に
なり、V2 にニュアンスを付加する。四類は各部分が自立語の意味を喪失し、一語として分立
不可である。
姫野昌子（1982）は V1V2 型複合動詞が補助動詞化しているものを中心に意味の面から、
「方
向性に関するもの」
、
「程度の強調に関するもの」
「ことの成否、過不足に関するもの」
「アス
ペクトに関するもの」の四つに分類した。
影山太郎（1993）は生成文法の立場から、V1V2 複合動詞の「派生過程の違い」を考え、V1V2
型複合動詞を「語彙的複合動詞」と「統語的複合動詞」に分けた。語彙的複合動詞の組み合
わせは二項に限られ（例えば：飲み明かす 飲み歩き明かす＊）
、具体的な意味から見ると、
語彙的な結合制限があり、代用形「そうする」との置換が不能である。統合的複合動詞の組
み合わせは三項も可能で（例えば：飲み始めかける）
、具体的な意味制限から見ると、意味的
な制限がなく、代用形「そうする」との置換が可能である。それに、接続順序から見ると、
語彙的複合動詞＋統語的複合動詞は可能であるが、その逆はできない（例えば：飲み歩く 飲
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み続ける 飲み歩き続ける ＊飲み続け歩く）
。
以上の分類は共通する問題がある。先ず、中国人である日本語の初心者にとって、それは
複雑で、理解しにくい物が多い。例えば、
「走り」を V1 とする V1V2 型複合動詞には「走り出
す」
「走り去る」
「走り込む」など数多くある。寺村秀夫（1969）の分類では「走り出す」は
「自立 V＋付属 V」に属するが、
「走り去る」は「自立 V＋自立 V」に属する。影山太郎（1993）
の分類では「走り出す」は「統語的複合動詞」で、
「走り去る」は「語彙的複合動詞」である。
それに、寺村と影山の分類はあまり中国語に適用しない。姫野の分類は参考になれるが、研
究の重点は V2 にあるので、V1V2 の結合条件に対する参考性が低い。故に、対照研究のため、
基準作成は必要である。
中国語では“字本位”と“词本位”の説で V1V2 型複合動詞に対する定義付けは曖昧模糊で
ある。例えば “刺绣”という言葉は“刺”と“绣”のいずれも動詞であるが、
“刺绣”は名
詞にも動詞にもなれる。
(1）我一眼就看出这些刺绣出自云南苗族姑娘的手 1）。
（名詞）
(2) 在过去，女孩子从七八岁时便得开始学习纺线，然后经过蜡染上色做成衣料的雏
形，再用绣花针一针一针地刺绣。
（動詞）
この問題について、朱德熙（1982:37）は「汉语的词的分类“只能根据词的语法功能”
」と
言った。漢字は「象形文字」からきたもので、
「表意」の面において、優れているが、単語に
固まった形がなく、
「語尾」もない。語形から品詞を判断するのは容易なことではない。
木村恵介（2003）は「現代中国語（北京語）には、動作、行為とその動作、行為をこうむ
った対象の結果状態を一単語で表すことのできる V1V2 型複合動詞がある。V1V2 型複合動詞の
前部要素を V1、後部要素を V2 と呼ぶ。複合動詞全体の構造を V1＋V2 と書く」と述べた。
日本語の品詞は固定した形があるので、木村氏はそれを参考して、以上のように中国語に
おける V1V2 型複合動詞を定義したが、中日両言語の V1V2 型複合動詞の特徴についてあまり論
述をしていない。本文は木村氏の定義に基づいて、研究を進めることにする。
3. 研究対象の選定
認知言語学の基本的な考えでは思想、知識、意味認識のすべてが感知体験に基づく物であ
る。そして、身体性と空間認知はその基盤となっている。山梨（2003：118）は言葉の身体性
と主観性について、次のことを述べた。
言葉の世界には、外界の知覚と理解にかかわるさまざまな認知のモードが反映さ
れている。そのなかでも、とくに場所・空間の認知のプロセス、五感や身体感覚に

1）
北京大学語料库により
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かかわる認知のプロセスは、言葉の意味や思考、推論、判断にかかわる重要な要因
となっている。
以上で、人が言葉の意味に対する最初の認識は身体感覚と空間から由来するとわかった。
それに、どの国の人でも身体感覚と空間認知は共通しているので、筆者は移動・発着の意味
を表す動詞に目を注いだ。国立国語研究所報告 78 は「日本語教育のための基本語彙調査」
である（以下は「調査」と略称する）。「調査」はデータで単語の出現頻度を表し、それに、
意味から単語を分類した。筆者は移動・発着の意味を有し、それに、V1V2 型複合動詞も構成
できるものを抽出し、出現頻度でランキング付け、頻度が最も高い五つの単語を選んだ。そ
れは「走り」、「飛び」、「流れ」、「追い」、「逃げ」である。辞書は常用単語を収録し
ているが、コーパスはある単語の使用頻度の調査に使いやすい。それで、筆者は色々な辞書
を調べ、最新でより多く V1V2 型複合動詞を収録した「岩波国語辞典 第七版 新版」から、そ
れを前項とした複合動詞の数を統計した。
表 1 複合動詞の生産性調査
前項語彙

走り

飛び

流れ

追い

逃げ

生産数

3

20

2

16

6

表 1 からこの五つの語彙を V1 とした V1V2 型複合動詞の数には大きな差があると分かった。
これは V1V2 型複合動詞を構成する V1 の生産性を示し、その中で、「飛び」の生産性が一番高
い。
以上で本研究では「飛び」を V1 とした V1V2 型複合動詞を研究対象とし、そこから中日対照
研究を進めることにする。
4. ｢飛ぶ｣のイメージ・スキーマ
実は、
「飛ぶ」という動作を見、或いは実行して初めてその意味を知るようになると考えて
いる。そこで、空間の中で、身体感覚を抽象し出し、
「飛ぶ」のイメージ・スキーマを図 1 の
ようにつくった。
図 1 「飛ぶ」のイメージ・スキーマ
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山梨（2003：22）は指摘したように、モノ、存在、関係は、認知のドメインにおいてプロ
ファイルされているドメインとして理解される。複数の存在がある関係を通じてプロファイ
ルされる場合、基本的に一方の存在はもう一方の存在にたいして相対的により際立った存在
として認知される。プロファイルされる存在のうち、相対的により際立って認知される対象
はトラジェクター（tr＝trajector）
、これを背景的に位置づける対象はランドマーク（lm＝land
mark）として区別される。それに、図 1 の破線はトラジェクターの経路（path）で、矢印が
その方向を示した。小さい丸は二つあるが、左は起点で右は終点である。
D は「飛ぶ」という言葉の意味で、A、B、C 三つの地域からなっている。A は起点から地面
を離れる場合で、B は空中に停滞している場合で、C は空中から終点まで落ちる場合である。
しかし、
「飛ぶ」は素早く完結できる動作であるので、力が感じられる。
ウンゲラー＆シュミット（2000：207）は経路顕在化について次のことを述べた。
経路顕在化という認知メカニズムはまず「経路」のどの部分が前景化されるか、
ついでどのようなタイプの経路が記述対象になるか、によってさまざまな表れ方を
する。
「経路」の前景化される部分については、経路上の 3 ヶ所が区別され、起点部
顕在化、中間部顕在化、終点部顕在化が得られる。
赵艳芳（2002：299）はメタファー（隠喩・metaphor）が一種の概念で他の概念を表す手段
であり、その前提はこの二つの概念に共通性にあることで、空間の位置づけを参照し、建て
られた隠喩概念は方向づけのメタファー（orientational metaphor）であると指摘した。
「飛ぶ」
という動作は一瞬で完結する動作であるから、必要とする時間が非常に短い。その故、物事
を行うときの素早さを表すのに相応しい。それに、
「飛ぶ」は起点と終点があるので、方向も
潜在している。
以上の説明から「飛ぶ」の意味を五つに分けられる。
5. ｢飛び+V｣と「跳／飞+V」の分類及び使用頻度調査
現代日本語と中国語における前項が移動・発着の意味を表す V1V2 型複合動詞を考察するた
め、筆者は語彙の使用状況から日本語の｢飛び+V｣に目を注ぎ、そして、
「飛ぶ」という動詞の
意味は中国語の“跳／飞”に相当するので、中国語の“跳／飞＋V”を考察に入れた。調査対
象は最新でより多く単語を収録した「岩波国語辞典 第七版 新版」と《现代汉语词典》で、
前者に収録した前項が「飛び」である V1V2 型複合動詞計 20 語で、後者に収録した前項が“跳
／飞”である V1V2 型複合動詞 2）は計 41 語ある。続いては 4 節で書いた認知理論を参照し、

2）

ここで考察した中国語の V1V2 型複合動詞は二つの条件を満たさなければならない。まずは V1 が

「跳」或いは「飞」で、次は V2 が動詞の意味も含まなければならない。しかし、V2 は動詞として単
独に使えるかどうかは考察に入れていない。
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｢飛ぶ｣の意味を A、B、C、D 地域の顕在化とメタファーの五つの部分に分けて、現代日本語書
き言葉均衡コーパスで日本語の使用頻度を、国家语委现代汉语平衡语料库で中国語の使用頻
度を調査した。その結果は表 2、表 3 と表 4 で表している。
表 2 ｢飛び+V｣の分類

表 3 “跳+V”の分類

表 4 “飞+V”の分類

以上の分類では、
Ⅰ（A 地域）
に属する V1V2 型複合動詞は起点から動作を始めるのを表し、
Ⅱ（B 地域）は空中の状態を描くものである。それに対し、Ⅲ（C 地域）は終点を向かうとき
の動作を表し、Ⅳ（D 地域）は V1 という動作の全体的な把握で、Ⅴは V1 のメタファーで、素
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早いという意味を表している。
そして下の図 2 で各分類における V1V2 型複合動詞の出現回数を表した。
図 2 各分類における V1V2 型複合動詞の出現回数

表 2、表 3、表 4 と図 2 から見れば、次の内容が分かる。
① “跳”は V1 として起点顕在化で二つの V1V2 型複合動詞を構成したが、使用回数はゼロ
ある。
② 「飛ぶ」のメタファーで五つの語彙もあるが、中国語において、メタファーでは“跳”
が使われないが、
“飞”だけ使われている。
③ 日本語の「飛ぶ」の意味は殆ど中国語の“跳”と“飞”の両方で担うが、
“跳”と“飞”
の使用には大差があり、つまり、
“飞”の意味が多用される。
④ 両言語においても、一つの意味分類には一つの単語だけ使用頻度がほかの単語より遥
かに高い。
⑤ ｢飛び+V｣という形の V1V2 型複合動詞は｢飛ぶ｣の意味の起点部顕在化と終点部顕在化
がよく使われているが、
“跳＋V”は“跳”の意味の全体的な把握で構成される V1V2 型
複合動詞が多く使われ、
“飞＋V”は中間部顕在化で最も多用されている。
6. ｢飛び+V｣と“跳／飞＋V”についての考察
これから 5 節に提出した問題を分析しながら説明する。
日本語の｢飛ぶ｣は中国語の“跳”にも“飞”にも対応できるが。これから“跳”と“飞”
の意味の異同を明らかにする。まず、现代汉语词典（1996:1253）により、
“跳”の意味解釈
を調べる。
ア．腿上用力，使身体突然离开所在的地方；イ．物体由于弹性作用突然向上移动；
ウ．一起一伏地动；エ．越过应该经过的一处而到另一处。
一方、现代汉语词典（1996:360）は“飞”の意味を次のように説明している。
ア．
（鸟、虫等）鼓动翅膀在空中活动；イ．利用动力机械在空中活动；ウ．在空中
飘浮游动；エ．形容极快；オ．＜方＞非常；及；カ．挥发；キ．意外的；凭空而来
的；ク．＜方＞飞轮。
“跳”と“飞”に対する意味解釈を見れば、
“跳”の意味は殆ど動きそのもので、
“飞”は動
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きを表すほか、空中の状態も表せるし、さらに形容詞として使えるということがわかった。
つまり、
“飞”は“跳”より意味が多い。それに、字義から見て、
“跳”と“飞”は同じ移動・
発着の意味を表す語彙であっても、違いがある。“跳”はある場所から離れるという意味に
重点をおき、四つの意味は全部それを示している。一方、
“飞”は状態変化に重点をおいた。
これは“跳”と“飞”の意味内容に関わると考えている。ここで一つの仮説を立てる。
“飞”
は“跳”から生み出したものだと考えられる。ある高いとことから飛び降りると、空を飛ん
でいる状態になり、即ち、
“跳”は“飞”になり、日本人はこれに対する認識が同一なので、
｢飛ぶ｣一つで二つの意味を表している。しかし、中国人はこれに対する認識を細かく分け、
二つの字で表すようになった。
以上の分析から、日本語の｢飛ぶ｣は動きの意味も状態の意味も重んじるが、中国語になる
と、動きに目を注ぐときは常に“跳”を用い、状態に重点を置くときは常に“飞”を用い、
物事を表すということがわかった。そのゆえ、
“跳”は V1 として起点顕在化で V1V2 型複合動
詞を構成できるが、あまり使われていない。
一方、
“跳”と“飞”の両方の達成も時間がかかるが、素早さは比べものにならない。つま
り、
“飞”のスピード感は“跳”より凄まじい。それで、メタファーで“飞”は素早く何をす
るという意味が出た。
“跳”はその使い方はない。同じ理由で｢飛び｣を V1 とする V1V2 型複合
動詞を中国語に訳すとき、
“跳＋V”という形になれない。これは中国語において、メタファ
ーでは“跳”が使われていないが、
“飞”だけ使われているわけだ。
さて、李慶祥（2005：7）は V1V2 型複合動詞における V1 と V2 の結合条件を考察し、次のこ
とを指摘した。
多义词素的共同特征是意义丰富，一般除基本义外，其引申义、比喻义也会被确
定为复合动词的意义。因此，与单义词素相比在构词中的能产性较强。
李氏の説から中国語においてなぜ“飞”を V1 とする V1V2 型複合動詞が“跳”を V1 とする複
合動詞より多いかということを説明できる。前にも触れたが、
“飞”の意味は八つあり、
“跳”
は四つしかない、それに、
“跳”は動きを表し、
“飞”は動きのほか、状態の意味も含まれて
いるため、構成した V1V2 型複合動詞も多い。それに、中国語において、メタファーで、
“飞”
は形容詞としても使えるので、使い方も多くなった。
中日両言語においても、特定の意味分類にはある単語だけ使用頻度がほかの単語より遥か
に高いということは李子云（1995:55）の考えで解説できると思っている。
汉语词语组合的法则没有词形变化的约束，除词语性质外，语义因素显得重要，
词语形式和语用条件对词语搭配也有一定的约束力。从总体来看，现代汉语中词语搭
配的制约因素主要有以下四个方面：词性、词义、词形、语用。
李氏はコロケーションについて上のことを述べたが、これが V1 と V2 の結合条件でもある
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と筆者は考えている。V1V2 型複合動詞を構成するには、まず V1 と V2 は意味上の関わりがなく
てはいけない。そして構成した複合動詞はその意味と使う条件に制限されているので、意味
カテゴリーが広く、使う条件の制限が少ないものは多用される。表 2、表 3 と表 4 の V1V2 型
複合動詞を見れば、使用回数の多いものはいずれもその意味領域の中でより広い意味カテゴ
チーがあり、制限も少ない。
池上（1993:285）は＜する＞的、＜なる＞的というような｢言語類型｣――つまり、＜動作
主＞を際立たせて表現しようとする言語とそれをなるべく覆い隠して表現しようとする言
語という対立――が想定できるとしたら、それと平行するような｢文化の類型｣も認めること
ができるのであろうかということを述べた。彼の考えでは日本語が＜なる＞的な言語で、英
語が＜する＞的な言語である。言語類型から言えば、中国語は英語に近いので、中国語も＜
する＞的な言語である。日本語は出来事中心的な捉え方で、＜状態変化＞の動詞が＜場所の
変化＞に転用される傾向がある。実は｢飛ぶ｣の意味の起点部顕在化と終点部顕在化がよく使
われているのもこれに原因がある。それに対し、中国語は動作主を際立たせる言語で、動作
のプロセスに注目している。そのゆえ、
“飞＋V”は中間部顕在化で最も多用されている。
“跳
＋V”は“跳”の意味の全体的な把握で構成される V1V2 型複合動詞が多く使われるが、それは
“跳”の意味が動作のプロセスを表しているのと関わりがあると筆者が考えている。
7. おわりに
中日における V1V2 型複合動詞の対照研究を行うため、拙論はまず、移動・発着の意味を表
す V1V2 型複合動詞に目をつけ、そして、「日本語教育のための基本語彙調査」から出現頻度
順で研究する V1 の範囲を縮め、V1V2 型複合動詞を構成する能力の強さで研究対象を｢飛び+V｣
に決めた。続いては認知言語学の理論を用い、｢飛ぶ｣のイメージ・スキーマを考え、それを
利用し、「岩波国語辞典 第七版 新版」と《现代汉语词典》に出た｢飛び+V｣及び“跳／飞
＋V”を抽出し分類を行った。最後は現代日本語書き言葉均衡コーパスと国家语委现代汉语
平衡语料库でそれぞれの V1V2 型複合動詞の使用頻度を調査し、分析を加えた。
分析で、拙論は五つの結果を出した。一は日本語の｢飛ぶ｣は動きの意味も状態の意味も重
んじるに対し、中国語は動きに目を注ぐとき、常に“跳”を用い、状態に重点を置くときは
常に“飞”を用い、そのゆえ、
“跳”は V1 として起点顕在化で V1V2 型複合動詞を構成できる
が、あまり使われていない。二は“飞”のスピード感は“跳”より凄まじいため、メタファ
ーで“飞”は素早く何をするという意味が出た。それでメタファーでは“跳”が使われない
が、
“飞”だけ使われているわけだ。三は“飞”の意味は“跳”より多いため、
“飞”を V1 と
する V1V2 型複合動詞が“跳”を V1 とする複合動詞より多い。四は構成した V1V2 型複合動詞の
意味カテゴリーが広く、使う条件の制限が少なければ、その複合動詞はそれが属する意味領
域の中での使用頻度もほかの単語より遥かに高い。五は中国語が＜動作主＞を際立たせる言
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語で、日本語が＜動作主＞をなるべく覆い隠す言語であるため、｢飛び+V｣という形の V1V2 型
複合動詞は｢飛ぶ｣の意味の起点部顕在化と終点部顕在化がよく使われ、
“飞＋V”は中間部顕
在化で最も多用されている。
“跳”の意味は動作のプロセスを表しているので、
“跳＋V”は
“跳”の意味の全体的な把握で構成される V1V2 型複合動詞が多く使われている。
しかし、｢飛び+V｣と「跳／飞+V」の考察からいかなる方法ですべての移動・発着の意味を
表す V1V2 型複合動詞を考察し、一般的な結論を導き出すか、そのような問題を今後の課題と
する。
参考文献
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A Chinese-Japanese Comparative Study of Homomorphic Words Based On
“extended unit of meaning” ―“spirit”as an example―

梁 鵬飛
LIANG Pengfei
提要 本研究以中日同形词为研究对象，以施建军等的一系列研究为基础，从方法论的角度
做出了新的尝试。本研究基于语料库语言学视角，以 Sinclair 提出的“扩展语义单位”为理
论模型，运用汉语、日语均衡语料库对中日同形词“精神”的异同进行了对比分析，运用中
日对译语料库对“精神”的对译情况进行了考察，并对以“扩展语义单位”为理论模型的分
析结果进行了验证。
“扩展语义单位”模型可以为中日语言对比提供一种好的研究方法。
キーワード：拡張意味単位 日中同形語 コーパス コロケーション
目次
1. はじめに
2. 先行研究
3. 研究設計
4. 結果と考察
5. 結語
1. はじめに
中国語と日本語には、数多くの同形語があり、日中同形語の研究が日中対照研究の重要な
課題の一つになっている。施・洪（2013）は数多くの先行研究をまとめて、個別の同形語あ
るいは少数の何語を対象にした研究が多くあるのに対して、体系的な方法論面の研究が少な
いという問題点を指摘した。本研究はコーパス言語学の立場から、諸先行研究で提案した研
究法を再整理して、方法論のさらなる体系化を試みる。
コーパスを使う利点として、大量の例文検索や計量分析に向いているという量的な面のほ
か、石井(2014)が指摘した「従来の研究では異なるレベルの現象として別々に扱われること
の多かった、語構成・句構成・文構成・文章構成に関わる言語項目の用法を、同時に扱うこ
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とができるということである。
」という質的な利点もある。こんな利点を生かした研究とし
て、Biber が提案した「連結パターン」(association pattern)や Sinclair が提案した「拡張意味単
位」
（extended unit of meaning、EMU と略称）などが挙げられる。
Sinclair が提唱している「拡張意味単位」モデルは、従来のコロケーション分析を拡張した
理論である。近年では、一部の学者が「拡張意味単位」の理論に基づいて、これまでの単一
言語における利用を超えて、両言語間の語彙項目のコロケーション、コリゲーション、意味
的選好性、意味的韻律の異同を調査した研究が現れてきた。
（Sardinha 2000、Togni-Bonelli 2001、
卫 2014 、濮 2014 など）
。日中同形語の対照分析には、こんな分析方法も適用できると思
う。
同形語の対照分析をするとき、それぞれ日本語の均衡コーパスと中国語の均衡コーパスを
使って、両言語における使用実態をまとめてから比較する方法がある。しかし、使った両均
衡コーパスには、対訳コーパスのような意味的なつながりを持っていないという問題点が残
る。つまり、相互的に無関係な内容の材料を使って同形語の使用実態を比較するのは、本当
に信頼できる結果が得られるかとうい問題が出てくる。そういう問題点を解決するために、
得られた結果をさらに、対訳コーパスで対訳状況を調べて補足する方法が考えられる。
中日両言語においては、抽象的な意味を表す名詞が常に高頻度語であり、文脈においては
他の語と組み合わせてから意味の概念化や文法機能が実現され、そのコロケーションも常に
複雑である。本稿では、Sinclair が提唱している「拡張意味単位」という分析の枠組みに基
づいて、両言語において共に高頻度語である「精神」を分析例として調査してみる。
2. 先行研究
日中同形語に関しては、数多くの先行研究が残っている。施・洪（2013）では、日本文化
庁（1978,1983）
、荒川（1979）
、守屋（1979）
、大塚（1990）
、大河内（1992）
、宮島（1993）
等の諸先行研究をまとめたうえで、日中同形語の意味用法を分析する“層次分析法”を提案し
た。図 1 の示した“層次分析法”とは“意义→词性→句法功能→搭配关系”の順序で層別に考察
する方案である。氏自分も指摘しているように、この方案には語の“感情色彩”の分析が含
まれていない。
氏が行った一連の日中同形語の研究には、コーパス言語学の立場から日中同形語の分類を
提案する施(2014)、同形語の意味用法の距離を測る方法を提案する(施・谯 2016)、意味の結
合関係に基づく日中同形語の意味の対照研究を行った(施・洪 2017)などもある。同形語の違
いを四つのレベルに分けて、層別的な分析法をを提案した点（施・洪 2013）
、研究者個人の
内省の限界性を指摘して、コーパスを使うことの重要性を強調した点（施 2014）
、対訳コー
パスを使って対訳率を活用した F-measure で同形語の意味用法の距離を測る方法を提案した
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点（施・谯 2016）
、同形語の意味の違いを「意味の範囲の違い」
、
「意味が具体的か抽象的か」
、
「意味が積極的か消極的な」にまとめた点（施・洪 2017）など、多くの示唆の富んだ成果を
出している。
しかし、
「体系化」という考えから見れば、これらの点が“層次分析法”とどう結びつけて体系
化すべきかという面からみれば、まだ改善の余地があると思う。また、コーパスの利用につい
て、単一言語コーパスと対訳コーパスをどう使い合わせばよいのかという問題点も残る。

施・洪（2013）からの引用。
前述した問題点を解決するため、本研究はコーパス言語学の立場から、これらの一連の研
究で提案した方法を再整理して、さらなる体系化を試みる。
3. 研究設計
ここでは、まず、日本語研究とのかかわりを交えながら、Sinclair が提唱している「拡張意
味単位」について紹介する。それから、本研究で使うコーパスと検索ツールについて紹介す
る。
3.1 理論的な枠組み
これから紹介する「拡張意味単位」という概念が日本の研究にはあまり使われていないが、
関係のある用語として、
「コロケーション」がある。日本語の研究においては、コロケーショ
ンという用語がまだ定着していないのが今の現状である。研究者それぞれによっては、その
理解や解釈が異なっている。
「連語」との違いをも含めて、日本語のコロケーション研究をめ
ぐる諸問題を総括的にまとめている研究には田野村(2012)がある。氏がコロケーション研究
を慣用性研究の一部と位置づけている。慣用性研究の対象を a)言語事象に関する慣用性。b)
非言語事象に関する慣用性。c)言語事象と非言語事象の関わりに関する慣用性という三種類
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に分けている。氏がさらに a)を単一要素の慣用性と複数要素の慣用性に分けて、コロケーシ
ョンは後者に含まれると指摘している。コロケーションの定義については、
「広い視野で多
様な現象に目を向けることこそ重要である」という考えから出発して、コロケーションを「慣
用語的な複数語の共起現象」と規定している。(田野村 2012：212)。
拡張意味単位について詳しく紹介されている日本語の文献には石川慎一郎先生が訳したト
ニー・マケナリー, アンドリュー・ハーディー（2014）がある、本稿で使う専門用語もこれ
に従っている。その紹介によると、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(colligation)・意味的選好性(semantic preference)・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。文法的共起結合・意味的選好性・意味的韻律はすべてコロケ
ーションの抽象形態である。次では、トニー・マケナリー, アンドリュー・ハーディー（2014）
に従って、この五つの要素についてそれぞれ紹介する。
3.1.1 ノード
コーパスを検索するツールはよくコンコーダンサーと言われる。ノードとはコンコーダン
サーを使って検索するときに入力したキーワードのことであり、よく KWIC(Key Word in
Context)の形式でコンコーダンス・ラインの中間位置に出現する中心語のことである。同形語
の研究においては、ノードとは我々の関心のある同形語のことである。
3.1.2 コロケーション
この用語は研究者や言語学の領域ごとにその定義がそれぞれ異なるが、中心語と共起語
(collocate)の共起であるという点でほぼ共通している。意見の分岐点は、共起語の位置をど
う限定するか、コンコーダンス検索に基づく特定法を使うのかそれとも統計的指標に基づく
特定を使うかなどがある。Sinclair(2004:10)は中心語と共起語の関係を次のように定義し
ている。中心語(node)とは、その語と他の語の全体的な共起パターンが調査対象になってい
る語彙項目のことである。共起語(collocate)とは、一定の範囲(span)内で中心語と共に出現
するあらゆる語彙項目のことである。前述した田野村の定義も語と語の共起という点で共通
しているが、
「慣用性」をどう判断するかはやはり研究者の内省によるものであり、明示的な
基準がないと操作的には判断しにくい。
本研究では、中心語と共起語は必ずしも隣接している必要はなく、共起頻度と共起強度と
いう両指標で特徴的なコロケーションを特定する立場をとることにする。つまり、中心語の
左とその右の一定の距離（スパン）に出現する語のなか、統計的な意味を持つ一部の項目だ
けを共起語とする。
3.1.3 文法的共起結合
文法的共起結合とは個別語と文法範疇・文法的コンテキストとの共起である。つまり、ひ
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とつのコリゲーションが一種のコロケーションを代表している。研究者によっては、コリゲ
ーションとも訳される。ここで言っている文法範疇・文法的コンテキストとして、品詞、文
法標識などがよく使われる。
文法的共起結合の抽出方法として、ノードの付近のテキスト要素を文法的類似性という基
準でまとめる。
日本語研究において、滝沢・千葉(2016)がコリゲーションを「当該表現が用いられる文法的
なパターンという性格の強いもの」
、当該表現を使用する際の『文法的な癖』
」と指摘したう
えで、
「学習者にとって語彙的なコロケーションと同様に重要な情報と言える」とも指摘し
ている。
3.1.4 意味的選好性
意味的選好性とは、個別語と同一意味範疇に属する語群との共起パターンである。コロケ
ーションとは違って、当該範疇に属する個々の語との共起例はそれほど高頻度ではないが、
意味範疇全体として考えると、当該語と高頻度に共起しているようなものである。意味的選
好性の抽出方法として、ノード付近の語や句の意味的類似性という基準でまとめる。
3.1.5 意味的韻律
意味的韻律とは何らかの語・句が常に肯定的あるいは否定的意味で使用される傾向性のこ
とである。Stubbs（2001）が提案する用語法を使う研究者には、談話的韻律（discourse prosody）
とも呼ばれる。つまり、意味的韻律が談話レベルの概念であることをも示している。
意味的韻律の抽出方法としては、内省ではかならずしも見つからなく、Louw(1993：159)が
指摘しているように、むしろコンコーダンス分析によってのみ発見が可能であある。
意味的選好性と意味的韻律はともに複数の異なるコロケーションを抽象したであるという
点で類似している。意味的選好性が定義可能ならあらゆる意味領域を扱うのに対して、意味
的韻律は肯定的評価・否定的評価・中性的評価のいずれかしか扱わない。
3.2 分析のプロセス
拡張意味単位の分析でよく使われる方法では、主に以下の手順に従って行う。
Step1：コンコーダンサーーでスパンを決めて、中心語を入れて検索する。
Step2：コーパスから中心語を含んだコンコーダンス・ラインを抽出して観察し、構成され
ている主な文法的共起結合をまとめる。
Step3：Step2 でまとめた文法的共起結合を参照しながら、決められたスパンに出現する共
起語を観察して、共起語の示した意味的選好性と共起コンテキストの示した意味的韻律をま
とめる。
3.3 使用コーパスと分析ツール
ここで、本研究で使うコーパスと検索ツール、共起語の判定基準などについて紹介する。
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コロケーションの使用状況は言語使用域（register）ごとに異なる可能性があるという先行
諸研究の指摘を受けて、本研究では代表性のある均衡コーパスを使うことにした。日本語の
場合は『現代日本語均衡コーパス(BCCWJ)』を、中国語の場合は『国家语委现代汉语语料库』
を使うことにする。コーパス検索ツールとして、日本語の場合は NINJAL-LWP for BCCWJ
（NLB）を、中国語の場合は AntConc3.5.7 をそれぞれ使った。
両コーパスから得られたデータの相互比較可能性という点から考えれば、コロケーション
を判定とき、共起強度を測る指標として両検索ツールで共に使える MI-score という指標を
使うことにした。MI スコアは統計指標の一つで、特徴的なコロケーションほど数値が高くな
る傾向がある。ただし、低頻度のコロケーションの数値が過剰に高くなるため、低頻度のも
のを排除する必要がある。ここで、頻度が 5 以上と MI-score が 3 以上という両条件で特徴
的なコロケーションを特定する。
NLB を使えば、共起のパターンと頻度、共起語の頻度と共起強度など簡単にまとめることが
できるが、AntConc3.5.7 を使って検索する前に、共起語の範囲(span)をあらかじめ設定する
必要がある。英語や中国語の研究で、スパンを左右 4 語や 5 語にするのが多いという現状を
踏まえて、ここでスパンを左右 5 語にした。
“精神”と「精神」の翻訳状況を調べるときに、中日対訳コーパスを使った。
4. 結果と考察
調査した結果は以下のとおりである。
4.1 中国語の“精神”の分析
拡張意味単位モデルを使って、
“精神”を分析した結果を以下の表１に示す。
表１ 中国語の“精神”の分析1
コリゲーション 共起語(代表例)
N＋精神(N)

精神(N)+N

V+精神(N)
V得+精神(A)

民族(261) 科学(152) 时代(160) 传统(97) 艺术(93) 创新
(93) 献身(86)
革命(248) 中央(83) 指示(73) 爱国主义(67) 会议(61)
生活(382) 文化(198) 面貌(134) 力量(129) 工作(105) 方
面(85)境界(85) 享受(42) 财富(23) 价值(35)
障碍(65) 疾病(52) 病患者(48)
贯彻(164) 发扬(160) 学习(124) 表现(100) 具有(86) 体现
(85) 开拓(81)培养(72) 落实(65) 实践(58) 发挥(32)
振奋(174) 打起(28) 振作(23) 强打(14)
显得(24)

意味的選好
性

意味的韻律

社会

肯定的

政治

肯定的

社会

肯定的

医学

消極的

集団

肯定的

個人
個人

肯定的
肯定的

《国家语委现代汉语语料库》を使って“精神”のコンコーダンス・ラインを分析した結果、
“精神”が名詞と形容詞と二種類に使われるということが分かる。

1)

表１、表 2 の共起例の後ろにくる括弧にある数字は本共起語の検出頻度である。
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形容詞としての“精神”がよく“V 得+精神（Adj）
”という文法的共起結合を構成している。
その前に程度を表す副詞がよく来る。共起する動詞には“显得”
、
“长得”などが来る。
名詞としての“精神”とよく共起する品詞には動詞、名詞などがある。
4.2 日本語の「精神」の分析
拡張意味単位モデルを使って、
“精神”を分析した結果を以下の表 2 に示す。
表 2 日本語の「精神」の分析
コリゲーション 共起語(代表例)
障害(826) 保健(373) 状態(256) 力(184) 疾患(129) 症状(83)
異常(61) 神経症(24) 錯乱(23)
精神+N
分析(308) 病院(182) 医学(180) 医療(87) 健康(8)
文化(39) 風土(20) 文明(14)
憲法(28) 奉仕(23) 時代(22) 国民(21) 法(18) 不屈(15)
N+の＋精神
人間(81) 自分(40) 人々(22) 患者(21) 子供(12)

意味的選好性 意味的韻律
医学(個人)

消極的

医学
社会
政治や社会
個人

中性的
肯定的
中性的
中性的

N＋精神

サービス(68) チャレンジ(41) 批判(34) ハングリー(32)愛社
(26) 時代(14) 尊法(21) 反骨(20) 民族(19) ボランティア(16) 政治や社会
キリスト教(10) 批評(9) 互助(7)

肯定的

精神＋V

持つ(103) のっとる(24) 基づく(24) 発揮する(20) 富む(16) 受
け継ぐ(13) 活かす(11) 高める(11) 失う(10) 鍛える(10) 反す 集団
る(20) 従う(7)
病む(24)
医学(個人)
集中する(31) 養う(17) 安定する(10)
個人

肯定的
否定的
肯定的

NINJAL-LWP for BCCWJ を使って「精神」のコンコーダンス・ラインを分析した結果、
「精神」が名詞として使われ、頻度データからみれば、よく共起する品詞には動詞、名詞な
どがある。
4.3 “精神”と「精神」の共通点と相違点
共通点：
中国語の“N＋精神（N）”と日本語の「N+の＋精神」と「N＋精神」とが大体対応してい
る。中国語の“精神（N）+N”と日本語の「精神+N」とが大体対応している。中国語の“V+
精神（N）”と日本語の「精神＋Ｖ」とが大体対応している。
相違点：
1)中国語の“V 得+精神（Adj）”という文法的共起結合が特徴的な存在である。日本語の「精
神」はこんなパタ―ンとして使われていない。
2)名詞との共起について
頻度分布からみれば、中国語のほうは“N＋精神（N）が“精神（N）+N”より“N＋精神（N）”
を多く使っているのに対して、日本語のほうは「精神+N」を多く使用している。
意味的選好性からみれば、中国語のほうは主に「政治的」
、
「社会的」という意味特徴を示
しているのにたいして、日本語のほうは「医学的」のほうが多い。
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中国語のほうは主に肯定的な意味的韻律を示しているのに対して、日本語のほうが否定的
なのも、肯定的なのも多く使用している。
3)動詞との共起
“振奋、打起”と共起する“V+精神(N)”が特徴的である。日本語の「精神」はこんなパタ
―ンとして使われていない。
4.4 対訳からみた対応状況
ここで、中日対訳コーパスを使って、“精神”と「精神」がどのように訳されているのか
について調査した。その結果を以下のようにまとめる。
4.4.1 “精神”の日本語訳
a.精神
例(1）原文：“不过你的精神状态真好。”（插队的故事）
訳文：「でも精神状態はよさそうじゃない」
例(2）原文：当时还不懂神经科与精神科的区别（活动变人形）
訳文：当時はまだ神経科と精神科の区別不明
例(3）原文：他们有着一种精神上的优势（钟鼓楼）
訳文：彼らは精神的な面で優位にあった。
例(4）原文：欧洲人完全缺少这样一些精神。（关于女人）
訳文：ヨーロッパ人にはこうした精神が完全に欠落している。
b.元気（気、気分、気力、英気、気持ち、など）
例(5）原文：高大泉把手里的黄土攥热了，忽然朝空中一扬，望着那金黄色的烟雾，精神
抖擞地说…（金光大道）
）訳文：高大泉は熱くなるほど握りしめていた上をパッと空に
放りあげ、黄色い土煙の中で元気一杯に言った。
例(6）原文：但她的精神集中在肉饼上，她并不注意妹妹的评论。
（活动变人形）
訳文：だがどちらかというと、肉シァピンに気を取られて、妹の文句は聞きながすほ
うだ。
例(7）原文：知道自己的琴声能给方丹带来精神上的解脱和安慰，她心中感到了莫大的
快乐，同时也唤起了一种强烈的责任感。（轮椅上的梦）
訳文：自分の演奏が方丹の気持ちをほぐし､なぐさめるのを知って､とてもうれしく､
また新しい責任も感じた｡
4.4.2 「精神」の中国語訳
a.“精神”
例(8）原文：｢応援の仕方はいくらでもある｡精神的に応援してくれたらいい｡何をしな
くても－｣（あした来る人）
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訳文：“支持的方式有的是。精神上的支持也可以，即使什么也不做……”
例(9）原文：僕は瀬川君を精神病患者だと言う訳では無いよ。（破戒）
訳文：我可不是说濑川兄是精神病患者。
例(10 原文：玄関の正面に《愛郷精神》と、大きな横書きの額がかかっている。
（砂女）
訳文：大门正面挂着个大横匾，上书“爱乡精神”
。
b.“思想・毅力・心思”など
例(11）原文：故郷の親達は、学生の身で、ひそかに男と嵯峨に遊んだのは、既にその
精神の堕落であると云ったが、決してそんな汚れた行為はない。
（布団）
訳文：尽管老家的亲人说，作为一个学生偷偷地和男人到嵯峨去游山玩水，说明思想已
经堕落，但她自己认为绝对没有那种肮脏的行为。
例(12）原文：継続して稽古をつづけるにはかなりの精神力が要求されますが…（ひと
りっ子の上手な育て方）訳文：要想坚持下去，必须要有相当的毅力。
例(13）原文：丑松はその精神を酌取って、父の用意の深いことを感ずると同時に、又、
一旦こうと思い立ったことは飽くまで貫かずには置かないという父の気魄の烈しさ
を感じた。
（破戒）訳文：丑松懂得父亲的心思，领会到父亲深切的用意，同时也十分
钦佩父亲那种不实现自己的愿望誓不罢休的壮烈情怀。
筆者が行ったサンプル調査では、日本語の「精神」が、85.85％という高い比率で“精神”
に訳されている。中国語の“精神”の訳語には「精神」が一番多いが、訳者の個人的なスタ
イルがあることも示唆している。典型的な例としては、立間詳介が訳した『駱駝祥子』には
“精神”の訳語として日本語の「精神」を一例も使っていないということである。これが“精
神”と「精神」との対訳の非必然性を示しているのではないかと思う。
“精神”が「元気（気、気分、気力、英気、気持ち、など）
」に訳される場合の特徴をまと
めると、以下のような文法的結合をなしてということが分かる。
1)V 得+精神（a）
2)“振奋、打起”と共起する“V+精神（N）
”
3)共起する主語が集団ではなく個人の場合。
つまり、“精神”と「精神」の文法的共起結合が似ている場合、互いの訳語になりやすい傾向
にある。“精神”が特徴的な文法的共起結合をなしているとき、
「精神」ではなく、
「元気（気、
気分、気力、英気、気持ち、など）
」などに訳される。
4.5 本モデルの有用性とその限界
拡張意味モデルの発想では、一つの単語の意味は常に不定であり、その意味を確かめるに
はまず語と語の結合、つまりコロケーションから始める必要がある。これは明かに施・洪
（2013）が提案した“層次分析法”とは異なる。
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施・谯（2016）が中日同形語の分析における対訳コーパスの有用性を唱えて、F-measure で
同形語の意味用法の距離を測る方法も提案していたが、本研究では対訳コーパスの有用性を
「検証」に止めて、相互対訳率などの指標に対しても控えめに見ている。Mona Baker などの
コーパス翻訳研究（Corpus Translation Study）学者が翻訳言語を目的言語（Target Language）
とは異なる一種の「中間的な言語」と見なしている。訳語が源泉言語（Source Language）か
ら影響を受けている例として、日本語や中国語の「欧化」現象がある。中日同形語は表記上
の類似性のうえに、本研究で分析した「精神」のように、共起語の一部が共通しているほか、
文法的共起結合、意味的選好性、意味的韻律の面にも類似性を示している。
「精神」が互いの
訳語になりやすいのは、同形語の類似性に基づいた「類推」という訳者の認知能力が働いて
いるのではないかと思う。
「精神」の前後に来る語の頻度から見れば、表 1 と表 2 からも分かるように、日本語の「精
神」が「障害」
、
「保障」と、中国語の“精神”が“民族”
、
“生活” 、
“革命”ともっともよ
く共起する。言い換えれば、日本語で「精神」というと「障害」がもっとも来やすいのに対
して、中国語の“精神”というと“民族”がもっとも来やすい。同形語を分析するときに、
このような頻度面の差も同形語の異同の記述に取り入れる必要があると思う。
語の意味を文脈に求めて、コロケーションから分析するという点において、拡張意味単位
モデルは中日同形語の分析に適用できるいい方法論にはなるが、いくつかの問題点もあると
思う。“層次分析法”が操作の面において実施しやすいのに対して、拡張意味モデルについ
ては、特に意味的韻律は抽出しにくいと思われている。また、意味的韻律はマクロの面から
肯定的、否定的、中性的というふうに三分類しているほか、また何種類かのミクロ的な分類
法も提案されている。このほか、意味的韻律の抽出は完全に研究者の内省によっているので、
同じ三分類法を使ったにしても、研究者によって抽出したものが異なる可能性がある。実は、
意味的選好性の抽出についてもこんな問題点を持っている。拡張意味単位モデルを使う研究
をいかに規範化するのかについてはさらなる探索する余地があると思う。
5. 結語
本稿では、日中同形語に関して一連の研究を実施してきた施建軍らの研究を踏まえて、
Sinclair が提案した「拡張意味単位」モデルに基づいて、均衡コーパスと対訳コーパスを併
用することで日中同形語を分析する分析方法を示した。分析例としては、日中同形語である
「精神」を選んで、両均衡コーパスを使って“精神”と「精神」の異同を分析した。また、
対訳コーパスで“精神”と「精神」がどんな訳語に対応しているのかを調査して、
「拡張意味
単位」という枠組みで分析した結果の有用性を検証した。
今回の文法的共起結合の分析では、文法範疇として一部の品詞しか分析しなかった。今後、
ほかの品詞や文構造との共起、もっと複雑なコリゲーションの構成などの面からも詳しく分
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析してみたい。また、拡張的意味単位という枠組みを使って、形式・意味・機能から語や句
を考察する方法は、単一言語の類義語の研究だけでなく、言語間の対応単位の対照研究にも
役立つよい方法と思う。今後、分析対象を、拡張的意味単位という枠組みを連語などのよう
な同形語以外の中日対応単位に適用する可能性をさらに探りたいと思う。
言語資料
現代日本語均衡コーパス(BCCWJ)

NINJAL-LWP for BCCWJ

国家语委现代汉语语料库
中日対訳コーパス
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不可能形式による禁止表現
A Case Study of Prohibition Expression：Focusing on Potential Forms

李 楠
Li Nan
提要 本文基于语料库中实际语言的使用情况，从语用学的视角分析了日语中不可能形式所表
达的禁止表现，并阐述了其使用情况和使用条件。研究结果表明，不可能形式的禁止表现与“期
望度”有着密切的联系。在大部分的禁止表现中，行为被禁止的原因在于“外部条件不允许”
，
而这一类禁止的甄别标准来自于自然规律和广义上的社会规范（包括各种法律、法规、社会习
俗、道德规范）
。此外，这些形式是礼貌策略的一种非直接体现，当禁止表现为高度损害面子的
言语行为，而不得不对其进行禁止的情形下，说话人更倾向于采用不可能形式对其进行禁止。
其旨在表达：对该行为的禁止并非出于主观意愿，而是该行为不符合自然或社会的“期望”
。
キーワード：語用論 不可能形式 禁止表現 ポライトネス 含意
目次
1．はじめに
2．不可能形式の意味分類
3．禁止表現における望ましさ
4．二種の不可能形式による禁止表現
5．おわりに
1．はじめに
現代日本語では、不可能形式による禁止表現がしばしば見られる。例えば、以下のような
例文がある。
(1)食べられません。
（食品の乾燥剤）
(2)道路に長時間、反復継続して駐車することはできません。
（北海道警察ホームページ）
(3)旅客車内に立ち入ることはできません。
（入場券切符）
これらの例文では、動作や行為の実行が実現不可能という意味ではない。つまり、食べる
ことや、駐車すること、車内に立ち入ることは実際には可能だが、それらの実現があたかも
最初から不可能であるかのように言うことによって、動作や行為を禁じているのである。本
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論文では、これらの禁止表現の使用実態や使用条件を分析する。
2. 不可能形式の意味分類
不可能形式は、不可能であることの条件によって、いくつかに分類できる。渋谷（1993）
は、主体の持つ能力によってある動作を実現することが不可能であることを表す「能力不可」
と、主体の外的状況に主体がある動作を行うことを妨げるような条件があるためその動作を
実現することが不可能であることを表す「外的条件不可」の二つに分けている。これによっ
て、本稿では不可能表現の意味を能力不可能、外的条件不可能、そしてそれぞれによる禁止
表現に分類することができる。
(4) a.免許がないから駐車できません。
b.ここは狭いから駐車できません。
c.君は生まれつき体が弱いから、泳げないよ。
（医者が患者に）
d.ここは車庫につき、駐車できません。
この四つの例では、
（4a）は能力が欠如しているために不可能であることを表し、
（4b）は
条件を満たしていないため一時的に実現が不可能であることを表している。
（4a）
（4b）は不
可能形式の基本的な意味であるのに対して（4c）は能力不可による婉曲的な禁止であり、
（4d）
は聞き手の能力とは関係なく、また恒常的なものである点が(4)ab の二例と異なる。ここは駐
車を許さないという相手に対しての働きかけであり、禁止を表している。
3． 禁止表現における望ましさ
仁田（1991）は、命令文全般について考察し、
「典型的で適切な」命令文が成立するための
「運用論的な条件」を次のように整理している。
(5)命令文の運用的な条件
i) 話し手は、聞き手が事態を実現することを望んでおり、聞き手が実現する事態は
話し手にとって都合のよい、望ましい、好ましいものである。
ii) 聞き手は自分の意志でその事態を遂行する能力を持っている。
iii) 命令されている事態は、いまだ実現されていない事態である。
（仁田 1991：239）
本稿は条件 i）の望ましさに焦点を当てながら、コーパスデータを用いて語用論的立場か
ら、これらの形式による禁止表現を詳しく分析していく。
4． 二種の不可能形式による禁止表現
不可能形式による禁止は、
「するな」形式などと比べると丁寧な形式である。なぜそのよう
に解釈されるのであろうか。ここでは Brown & Levinson（1987）によるポライトネス理論に
よって考察する。Brown & Levinson（1987）によるポライトネス理論は、人類学や社会学に
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おけるフェイス（face、社会的に認められた自己イメージ）という概念を用いて、ポライト
ネスを定義している。フェイスにはポジティブ・フェイスとネガティブ・フェイスの二種類
がある。ポジティブ・フェイスとは自分のありかた、行為を積極的に他人に認められたいと
いう欲求であり、ネガティブ・フェイスとは、自分のありかた、行為を他人に拘束されたく
ないという欲求である。日常生活において、これらの欲求を脅かす行為（face threatening act,
FTA）は避けがたい。例えば不満を述べたり、叱ったりすることは聞き手のポジティブ・フ
ェイスを傷つける。あるいはまた、依頼や誘いも相手の行動を縛ることになるので、ネガテ
ィブ・フェイスを脅かす行為となる。そのため、何らかの形でその FTA の力を緩和する努力
がなされる。FTA に際して、話し手が相手のフェイスを守るために行う修復行為をポライト
ネス・ストラテジーと呼ぶ。
禁止は典型的な FTA であり、何らかのストラテジーによって、FTA を緩和する必要があ
る。たとえば、
「おまえは才能があるんだから、練習を怠けるなよ」のように、禁止の働きか
けをする前に、褒めることによって相手のポジティブ・フェイスに配慮を示せば、FTA は緩
和される。あるいは相手のネガティブ・フェイスに配慮して、
「しないで」のような定型依頼
表現を使うことによって聞き手に選択権を与え、FTA を弱めることができる。では、不可能
表現はどのようなストラテジーと言えるだろうか。ここでは「能力不可」と「外的条件不可」
に分けて論じていく。
4．1 能力不可による禁止
まず、能力不可による禁止の例を一つ見てみよう。
(6)君は生れつき体が弱いんだから、泳げないよ。
（医者が患者に）
（渋谷 1993：51）
この例が禁止を表すかどうかは文脈に依存する。例えば、医者が患者に、教師が生徒にい
うのであれば、禁止と解釈しやすい。つまり、ここでの禁止は語用論的な含意である。した
がって、Brown & Levinson（1987）のストラテジーで言えば、
「ほのめかし（off-record）
」
に相当する。しかし、それだけではない。上の文は、能力が欠けていることによって、当該
行為の実行がもたらす結果が聞き手にとって不利益となることも含意している。相手の（不）
利益を考慮していると伝えることは Brown & Levinson（1987）ではポジティブ・ポライトネ
ス・ストラテジーとされる。さらにまた、このような状況では、
「君は生れつき体が弱いんだ
から」のような、理由付けを伴うことが多い。これもまたポジティブ・ポライトネス・スト
ラテジーである。以上のことから、
「するな」のような直接的な禁止文に比べて、不可能形式
ははるかに相手のフェイスに配慮したポライトな表現であると言うとことができる。
不可能形式は単に能力が欠けているというだけではなく、無理してその行為を実行するこ
とによって、聞き手に不利益が生じる、つまり聞き手にとって望ましくない事態が生じると
いう意味が含まれるとき、禁止と解釈される。したがって、
（7）のように不利益が想定でき
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ない状況では、不可能表現で禁止の発話行為を表すのは難しい。
(7)芋を洗うようで、立っているのがやっとではとても泳げないよ。
不可能形式が聞き手のためを思っての禁止であるということは、禁止される事態に対する
望ましさの規範から説明することができる。この禁止における当該行為の実行に対して、行
為の実行に対する望ましさの規範の持ち主は、話し手側にあるが、話し手が直接禁止をして
いるのではなく、あくまで聞き手に対する望ましさが聞き手の行動を妨げている、つまり、
行為の実行は望ましくないとして禁止するのである。これを図式にすると、以下のようにな
る。なお、聞き手にはそもそも当該行為を行う能力が欠けているため、聞き手と行動は点線
で結ぶ。
聞き手

話し手

×

望ましさ

行動

図１ 能力不可による禁止
このような能力不可による禁止は、稀にしか見られない。この場合話し手は聞き手の能力
に踏み込んでその行為の実行をやめるようにするため、話し手と聞き手の関係は、話し手が
親や、先生、コーチである場合など、限られた関係にしか見られない。その一方、不可能形
式による禁止は、外的条件不可によるものがほとんどである。
4．2 外的条件不可による禁止
4．2．1 外的条件不可
外的条件不可の禁止では、できない原因が聞き手側ではなく、外的条件にあり、禁止され
る事態に対する望ましさは話し手と聞き手を含む社会的ルール、あるいは自然界の法則であ
る。例えば、以下の例文は話し手が「子供にたばこの煙を吸わせるべきではない」
「場所の管
理者の指示には従わなければならない」という規範や、
「毒キノコを食べてはならない」とい
う法則に従う限り、聞き手に不利益をもたらさないという場面で使われている。
(8)a.ここは子供が来るから、タバコ吸えないよ。
b.ここは禁煙って書いてあるから、タバコ吸えないよ。
(9)このキノコは食べられないよ。
つまり、禁止される事態に対する望ましさの規範を背後にある力として聞き手に持ち出せ
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ば、相手に対して禁止することが可能になる。これを Brown & Levinson（1987）のポライト
ネス理論から見れば、
「できない原因」が聞き手にない、ということは「聞き手に瑕疵はない」
ことを伝えることになる。つまり、相手のポジティブ・フェイスに配慮したということにな
る。さらに言えば、話し手も自分個人にとって望ましいのではなく、一般的にできないのだ
ということによって、話し手自身の責任も免れることができる。なお、直接発話行為ではな
いので、ポライトネス・ストラテジーとしてはフェイスを脅かす危険が非常に高いと判断さ
れる場合に用いられる「ほのめかし（Off-Record）
」に分類される。いずれにしろ、
「するな」
や「してはいけない」に比べて、非常に丁寧な禁止表現であると言える。
禁止される事態に対する望ましさの規範が話し手と聞き手を含むもの（ルールや法則など）
であること、話し手ではなく、禁止される事態に対する望ましさが聞き手の行動を妨げると
いうことを図示すると次のようになる。
望ましさ
話し手

聞き手

×
行動
図２ 外的条件不可による禁止
4．2．2 「ほのめかし」としての禁止
不可能形式による禁止表現は、禁止である以上、聞き手に選択を与えない。同時に間接発
話行為であり、禁止の意味は語用論的推論から生じる。
「ほのめかし（Off-Record）
」という非
常にポライトネスの程度の高い表現であるため、公共施設、サービスの場面などで、客や利
用者に対してなんらかの行為を行わないようにするための働きかけとして用いられること
が多い。
不可能形式が、丁寧で遠回しな働きかけであることは、モダリティ副詞「絶対に」と共起
しにくいことからも分かる。
禁止と共起できるモダリティ副詞は、
「ぜひ」
「くれぐれも」
「必ず」
「絶対に」のうち、
「絶
対に」だけである。しかし、不可能形式による禁止表現は「するな」や「してはいけない」
のような形式とは違って、
（10c）のように、
「絶対に」と共起しない。
(10) a.絶対に入るな。
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b.絶対に入ってはいけない。
c. ?絶対に入れない。
その原因は、
「絶対に」の話し手の強い意志にある。
「絶対」は、話し言葉でも書き言葉で
も、その物事がどのような条件下でも必ず成立するという、話し手の強い気持ちを表す（
『明
鏡国語辞典 第二版』
『日本語語感の辞典』
）
。また、前坊（2014）によれば、
「絶対」と共起す
るモダリティで最も多いのは「意志」である。用例をみても「～してやる」
、
「～させない」
のような強い表現や否定形、そして、
「いや」
「だめ」のようなネガティブな語との共起がみ
られ、また、
「!」が文末につけられることもあったと前坊は指摘している。これらのことか
ら、
「絶対」が強い直接的な主張と共起しやすいことがわかる。
(11)「絶対」の使用条件
書き手の考え、主張が強く表れる文章に多い。
相互作用のある場で出現しやすい。
客観的事実性が強く求められる文章には適さない。

（前坊 2014：101）

例えば、
（12）のような話し手の希望や要求を表すコンテクストでは、
「絶対に」が使える
が、逆に、話し手の強い望みなど強い意志を表すコンテクストがなければ、
（13）のように、
「絶対に」が使えない。
(12) a.絶対にアメリカに行きたくない。
b.絶対に行って欲しくない。
(13) *私が代わりに絶対に行きましょうか？
「絶対に」は、この例文のように、話し手の強い望みを表す表現と共起するとすれば、不
可能表現による「ほのめかし」の禁止と共起できないのは明らかである。以下の例文の、
「絶
対にできない」は単に不可能であることを強調しているだけで、禁止とは解釈できない。
(14) a.手術してすぐに、絶対に外出できないよ。
（能力不可能）
b.ここは子供が来るから、タバコ絶対に吸えない。
（外的条件不可能）
4．2．3 話し手の知識
以上で見てきたように、不可能形式による禁止の「望ましさ」の基準は、話し手または話
し手と聞き手を含む社会が持っているものである。これを話し手と聞き手の知識という観点
から見てみたい。
渋谷（1993）は不可能形式について、ある動作を行うことが可能であるかどうかというこ
とは、一般に動作主体自身がよく知っているが、主語が二人称になると、例えば平叙文（15）
のように、話し手（この場合はコーチ）のほうがより多くの情報を持っていてその情報を聞
き手に伝えるために用いられるとしている。
(15)君はこの調子でいけば、100 メートル 10 秒で走れるよ。
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このように、可能形式の場合、二人称主語の平叙文の場合、話し手の方がより多く情報を
持っていて、その情報を聞き手に伝えるために用いられる。
次に、命令文における話し手の知識に関して、井上（1993：334）は、日本語の命令文の第
一の機能は「話し手の意向が聞き手の知識に導入されるように働きかけることにある」とし
ている。不可能形式が禁止として使われる場合も、禁止される行為がもたらす結果に対する
望ましさに関して、話し手の方が聞き手よりも多くの情報を持っている。この点については、
能力不可においても、外的条件不可においても言えることである。例えば、
（16）は能力不可
で、話し手（この場合はコーチ）が相手の能力についてより多くの情報をもっていて、その
情報を聞き手に提示し、禁止をしている。
（17）は外的条件不可で、話し手に条件が欠けてい
ることを聞き手よりも知っていて、その情報を聞き手に提示し、禁止をしている。
(16)君は体が弱いから、泳げないよ。
(17)a.君はまだ宿題が残ってるから、遊べないよ。
b.このレストランではタバコを吸うことはできないよ。
なお、可能形式は、肯否が非対称性になっており、否定の方が使用される割合が高いこと
が多くの先行研究において指摘されている。Narrog（2009：249）によれば、日本語は可能と
否定のコロケーションがいちばん多く見られるという。しかし、だからといって肯定可能文
は命令には使用されないというわけではない。行為の実行による結果の望ましさについて、
話し手のほうがより多くの情報を持っているのであれば、肯定可能文は命令文として解釈し
うる。例えば、
（18）のような文は、聞き手が駐車のスペースを探しているところに「ここは
できる」という新たな情報を提示する場面で、
「ここに停めるように」という命令文となる。
(18)そこはだめです。ここなら駐車できます。
（18）のような例文には、話し言葉では談話効力のマーカー（ナロック 2002:230）
「よ」が
しばしば付加され、新しい情報の提供として使われ、話し手と聞き手の間に情報の共有があ
ることを示す「ね」とは共起しにくいことからも、情報の非対称性は明らかである。
(19)そこはだめです。ここなら駐車できます｛よ／?ね｝
。
このように、不可能形式は、話し手が行為の実行が望ましくないものであるということを、
聞き手より多くの情報を持っていることが、不可能形式による禁止表現の特異性であること
が本稿の分析で明らかになった。
5 おわりに
本稿では不可能形式における禁止表現の使用実態、使用条件を語用論的な観点から分析し
た。不可能形式は含意によって禁止の機能を持つ。直接的な禁止ではないので、フェイスを
侵害する危険性が非常に高いと判断される場合に用いられる、ポライトネスの程度の非常に
高い表現である。
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「能力不可」の場合には、望ましさの規範は話し手によるものであるが、あくまで間接的
な発話行為であり、話し手が直接禁止すると言うよりも、
「望ましさ」が聞き手の行動を禁止
すると捉えるべきである。
「外的条件不可」においては、望ましさの規範は話し手と聞き手の
双方を含む社会や世界のありようである。これらの会話においても、話し手が直接禁止して
いるのではなく、
「望ましさ」が聞き手の行動を禁じている。
「能力不可」
「外的条件不可」の
いずれの場合も、聞き手が行為の実行に対する望ましさの規範やルールを知らず、話し手が
それを提示し、行為の実行をやめるように発話するものである。
これらの分析のように、不可能形式による禁止表現には文脈や使用条件が限られている。
つまり、語用論的な制限が大きいと言える。これらは主に、ポライトネスの需要が高い場合
においての禁止表現として使われる。
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―「はがれる、むける」などを中心に―
A corpus-based analysis of synonyms espressions:
Focusing on hagareru, mukeru, etc.
李 響
LI Xiang
提要 本文运用语料库实例对离脱动词「おちる、とれる、はずれる、はがれる、はげる、む
ける」进行分析。从与离脱元的附着度这一角度分析各个离脱动词主语，提出离脱动词间的关
系，并说明此关系与カラ格，形容词连体形共起的程度有关联的倾向。另外，针对以往研究中
提出的「はがれる、むける」应属于位置变化还是状态变化这一问题，通过分析实例，从主语，
カラ格，并列的ト以及形容词连体形 4 项进行讨论。
キーワード：離脱動詞 意味分析 コーパス 位置変化 状態変化
目次
1. はじめに
2. 先行研究
3. コーパスに基づく離脱動詞に関する考察
4. 「はがれる、むける」に関する考察
5. まとめ
1. はじめに
「はがれる、むける、おちる、とれる」は、
（1）に示すように、あるもの A があるもの B
から離脱することを表す離脱動詞である（李 2016,2019）
。以下ではもの A を離脱物、もの B
を離脱元と呼ぶ。
（1）a.木の皮がはがれた。 b.木の皮がむけた。 c.汚れがおちた。 d.汚れがとれた。
本稿は、コーパスを参考にし、離脱を表す動詞類が各成分と共起する振る舞いを整理す
る。さらに、実例に基づき、李（2019）では「中間的な存在」とされる「はがれる、むけ
る」意味特徴を記述した上、
「はがれる、むける」は位置変化類か状態変化類かを考察す
る。具体的には、2 節では、先行研究を紹介した上、その問題点を指摘する。3 節では、コ
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ーパスを用いて、
「おちる、とれる、はずれる、はがれる、はげる、むける」と共起するガ
格名詞並びにカラ格、結果を表す形容詞連用形と共起する頻度を確認する。4 節では、
「は
がれる、むける」はカラ格、並列のト、形容詞連用形との共起現象を確認した上、位置変
化類か状態変化類かを考察する。
2. 先行研究
2.1 離脱動詞に関する研究
李（2019）は、
「とれる、おちる、ぬける、はずれる、もげる、むける、はがれる、はげる」
といった離脱動詞を分析対象とし各離脱動詞を位置変化類と状態変化類に分けている。さら
に、
「はがれる、むける」については、その中間的な存在であるとし、
「はがれる」は、
（2）
のようにカラ格を取るが、場合により結果補語を取れる。
「むける」は、
（3）のように結果補
語を取る一方、カラ格を取る例も存在すると述べた。また、李（2019）は「はがれる、むけ
る」は位置変化類と状態変化類の特徴を兼ねるが、
（2b）
（3a）のような例がわずかであるた
め、
「はがれる」を位置変化類、
「むける」を状態変化類に分類するとした。
(2) a.細胞壁が細胞からはがれた。

b.気道の内側の皮が薄くはがれた。

(3) a.かさぶたが背中からむけた。

b.みかんの皮が汚くむけた。

しかし、李（2019）は例が僅少であるという理由だけで、分類を決めるという議論は妥当
ではないと考える。本稿は、コーパスの実例に基づき、両語が位置変化として記述すべきか、
状態変化として記述すべきかを考察する。
2.2 意味記述に関する研究
まとまった形で離脱動詞の意味を記述した研究は管見の限り見当たらないが、個別に各
語を記述した研究としては宮島（1972）
、柴田（1976）などが挙げられる。そのうち、共起
するガ格名詞の特徴に関する指摘を表 1、表 2 にまとめる。1)2)
表 1 各動詞と共起するガ格名詞に関する先行研究のまとめ（自動詞）
おちる

歯、色、ペンキ、汚れ、匂い、香り、憑きものなど

森田（1977:133）

とれる

あるものに付属している固体、あるものに付着してい

森田（1977:334）

る事物
はずれる

あるものに固定されるもの

杉本（1983:26）

あるものに locking しているもの

Benom（2012:124）

表 2 各動詞と共起するヲ格名詞に関する先行研究のまとめ（他動詞）
1)

「おちる、はずれる」は以下のように移動動詞の用法を持ち、このような用法を離脱動詞の用法と
見なさない。詳細は李（2016, 2019）を参照されたい。
2)
自動詞「はがれる、はげる、むける」に関する意味記述は管見の限りでは見当たらないが、他動詞
「はがす、はぐ、むく」が取る対象物の特徴を挙げる。
「はぐ」と「はげる」は形態的には対応して
いるが、意味的には対応していないため、自他対応していないという指摘（影山 1996）もあるが、
本稿は、
「はげる」の関連語であると考え、参考としては「はぐ」のガ格名詞の特徴を挙げる。
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はがす

はぐ

本来でなく本体に密着している、わずかの面積を覆うもの

宮島（1972:79）

本体にくっついてある状態である薄手のもの

柴田（1976:144）

密着してくっついている状態のもの

坂東（1979:38）

面的に付着したもの

杉本（2005:43）

本体の一部ではあるが密着してはいないもの、対象物の部

鈴木（1981:26）

分だけ離れやすい状態になっているもの
むく

あるものの表面に近いところに、薄くあるもの。かなりの

宮島（1972:78-79）

面積をおおうもの。
本体の一部分としての表面、薄手のもの

柴田（1976:144）

本体を覆っているもの

坂東（1979:38）

面的であるもの、かつ本体と一体化であるもの

杉本（2005:43）

また、
「はがす、むく」を対象とした研究は坂東（1981）と杉本（2005）が挙げられる。坂
東（1981）は「
『はがす』は『密着してくっついている状態のものを本体から引き離す行為』
、
『むく』は『力をあまり入れずに本体をおおっている対象物を除去し、中身を取り出す行為』
（坂東 1979:38）
」であると記述し、更に「はがす」はカラ格と共起することが可能である一
方、
「むく」は共起しないことを指摘している。杉本（2005）は先行研究の問題点を指摘し、
対象物、主体、手段、様態から「はがす、むく」を以下のように記述している。また、構文
的な特徴に関する議論は随時言及する。
「はがす」
：人間や動物が、面的に付着したものの一方を移動し、分離した状態にする。
「むく」
：人間や動物が、本体から面的な付着物を分離し、本体をあらわな状態にする。
ただし、本体と付着物は一体のものと捉えられるようなものでなければならない。
（杉本 2005: 43）
以上は離脱動詞を個別に考察した指摘であるため、お互いの関係が明確に見えない。本
稿では、まずコーパスに基づき、以上の離脱動詞と共起するガ格名詞を確認し、離脱物と
離脱元の関係から整理する。次に、
「はがれる、むける」は位置変化か、状態変化かという
問題を探求する。
3. コーパスに基づく離脱動詞に関する考察
本節は、ガ格名詞の特徴、カラ格並びに結果を表す形容詞連用形と共起する頻度から、離
脱動詞である「おちる、とれる、はずれる、はがれる、はげる、むける」を整理する。
3.1 ガ格名詞について
（4）では、NLB から各動詞が取るガ格名詞（離脱物）3)を上位順で挙げる。
「はげる、むけ
3)

ただし、
（ⅰ）のように、
「むける、はげる」は離脱物ではなく、離脱元をガ格名詞に取る場合がある。
この場合では、場面もしくは常識から離脱物を想定し、離脱元との関係を考える。例えば（ⅰ）は、
離脱物である「木の皮」が離脱元である「木」から離脱することを表す。
（ⅰ）木が剥けたように表面がぼろぼろになります。
（再掲）
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る」は例が少ないため、NLT から抽出した。
(4)おちる：葉、汚れ、瓦、葉っぱ、木の葉、髪の毛、枝、髪、油、毛…
とれる：疲れ、痛み、汚れ、かさぶた、染み、角質、脂肪、ボタン、毛、底…
はずれる：チェーン、ボタン、蓋、板、カバー、ひも、タイヤ、前輪、瓦、車輪…
はがれる：爪、皮、塗装、膜、鱗、網膜、シール、クロス、部、表面…
はげる：塗装、メッキ、皮、化けの皮、表面、塗料、色、絵具、ペンキ、皮膚…
むける：皮、皮膚、角質、かさぶた、包皮、体、こと、頭、部分、薄皮…
これらのガ格名詞を離脱元との密着度の度合いという点から整理すると表 3 になる。各離
脱動詞が取ることができるものに〇を付け、取らないものを空白のままにする。
表 3 各離脱動詞が取る離脱物の特徴
密着度

代表例

とれる

低

疲れ、痛み

〇

汚れ

〇

〇

毛、ボタン

〇

？4)

高

おちる

はずれる

はがれる

はげる

むける

〇

シール

〇

塗装、ペンキ

〇

〇

皮

〇

〇

〇

1 番密着度が低いのは、
「疲れ」のような本来的ではない精神的なものである。2 番目は「汚
れ」のような離脱元の表面に付着しているものである。3 番目は「毛、ボタン」など離脱元
に固定されているもの、またはその付属品である。離脱元との接触は点的であるものである
ため、離脱元の本来的なものであっても密着度が低いと思われる。4 番目は「シール」のよ
うな後から付けたものであるが、離脱元と面的に接触しているため 3 番目よりは密着度が高
い。5 番目は「塗装、ペンキ」など離脱元の表面に付けられたものである。4 番目と同様に離
脱元と面的に接触しているため、密着度が高いと考える。また、
「塗装、ペンキ」などは後か
ら付けたものと捉えても良い一方で、すでに離脱元と一体化しているとも考えられる点で、
4 番よりは密着度が高い。6 番目は「皮」など離脱元の表皮のようなものである。ここでは、
角田（2009）が指摘する所有傾斜の観点で離脱物を考えたい。
(5)所有傾斜：身体部分＞属性＞衣類＞（親族）＞愛玩動物＞作品＞その他の所有物
(角田 2009: 127)
角田（2009）は所有物の種類と所有者敬語の関係を考察し、所有物が身体部分である場合
は最も自然であり、属性である場合は全体的に所有者敬語の自然さは身体部分の場合よりや

4)

「落ちる」は固体を離脱物として取る場合は、移動動詞の解釈が強くことがあるため、
「〇」ではなく、
「？」で表示する。詳細は李（2016）を参照されたい。
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や低く、衣類である場合は属性の場合よりやや落ち、愛玩動物、その他の所有物の場合は自
然さが非常に低いと指摘している。つまり、所有傾斜が高い程、所有者敬語の自然さの度合
いが高くなると言える。離脱動詞において、離脱物の離脱動作に伴い、所有傾斜が高くなる
程、全体、つまり離脱元が変化すると見なす度合いが高くなる。言い換えれば、所有傾斜が
高い離脱物では、離脱元と密着し、両者を一体と見なす度合いが高いため、離脱物が離脱す
ると、離脱元も変化すると考える。このため、密着度がより高い離脱物を取る場合は、離脱
元が変化するというように捉えやすいと考える。
3.2 形容詞連用形、カラ格との共起について
離脱物と離脱元との密着度から見ると、
「むける＞はげる＞はがれる＞はずれる＞とれる
＞おちる」に並べられる。密着度がより高い離脱物を取る場合は、離脱元の状態変化が捉え
やすいと考えると、その動詞が結果を表す形容詞連用形も自然に取ることができるという傾
向があると考えられる。一方、状態変化を表しにくい場合は、位置変化を表しやすくなるか
を見る。そこで、NLB から各離脱動詞が結果を表す形容詞連用形、カラ格と共起する件数、
頻度を表 4 にまとめる。
「形容詞連用形・カラ格を取る総数／動詞総数 比率」で列挙する。
表 4 各離脱動詞が形容詞連用形、カラ格との共起
むける

はげる

はがれる

はずれる

とれる

おちる

形容詞連

1／73

2／68

0／441

0／1994

0／3922

0／9138

用形

1.3%

2.9%

0%

0%

0%

0%

カラ格

0／73

0／68

21／441

17／1994

37／3922

113／9138

0%

0%

4.7%

0.8%

0.9%

1.2%

結果を表す形容詞連用形の件数が少なく、差があるとは判定できないが、
「むける、はげ
る」はそれと共起することが確認できる。このことから、密着度が高い離脱動詞は結果を表
す形容詞連用形と共起しやすい傾向がある程度予想できると思われる。また、カラ格との共
起を見ると、
「はがれる」以外には、密着度が高い離脱動詞がカラ格と共起しにくいという傾
向が見られる。
「はがれる」は離脱動詞の用法しか持たない一方、
「はずれる、とれる、おち
る」は（6）のように用法が多様であるため、母数が大きくなるという理由から、比率が低く
なると考えられる。
(6)a.でもアテがはずれて…。(『みのもんた十八番勝負』, 2002, 770)
b.陽が落ちた。

(司馬遼太郎著 『大盗禅師』, 2003, 913)

c.家庭と連絡が取れない。(長島猛人著 『チャイムが鳴ったら』, 2002, 370)
以上から、各離脱動詞が取る離脱物は、離脱元との密着度から整理すると傾斜が見られ、
結果を表す形容詞連用形、カラ格との共起しやすさと関連がある傾向が見られる。用例が少
ないため、形容詞連用形と共起する振る舞いを十分に考察できず、今後は結果を表す副詞を
入れてその共起を確認することを課題としておきたい。
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4. 「はがれる、むける」に関する考察
本節は、NLB5)を用い、実例をもとに両語と共起する成分を確認した上、位置変化を表すか、
状態変化を表すかという観点から両語の意味特徴を考察する。
「はがれる、むける」は NLB にお
ける総数がそれぞれ 441 例、73 例で、件数は少ないため、NLT6)を参考する場合もある。
4.1 ガ格名詞の特徴
以下では、
「はがれる、むける」が取るガ格名詞を上位順で挙げる。
はがれる：化けの皮7)、爪 、皮、塗装、膜、鱗、網膜、シール、クロス、部、表面、仮面、
メッキ、ペンキ、コーティング、キューティクル、皮膚、紙、絵の具、胎盤、など
むける：皮、皮膚、ほとんど、包皮、層、息子、踵（NLB より）
：皮、皮膚、角質、かさぶた、包皮、体、こと、頭、部分、薄皮、樹皮、尻、ところ、
粕、粕膜、膝、表皮、表面、被膜、野菜、など（NLT より8)）
上記のガ格名詞から、
「はがれる、むける」のガ格名詞は離脱元の表面に付着する面的9)な
ものであるという共通点を持つ。一方、
「はがれる」は、
「塗装、シール」など後から離脱元
に付けたものも取れるし、
「皮、皮膚」など、離脱元の本来の一部分も取れるのに対し、
「む
ける」は離脱元の本来の一部分のみを取る。
(7)a. 塗装がはがれていれば、トランクパネルを一度、脱着または交換している証拠で
す。 (佐藤秀樹著 『中古車選び完全マニュアル』, 2001, 537)
b.さばは、皮がはがれやすいので、注意します。(文京区立保育園栄養士会著 『組
み合わせが生きる！保育園の献立 300』, 2001, 369)
(8)皮が剥けたり、肌がかゆくなってきます。(教えて!Zidd ちゃん-乾燥対策を教えてください!)
また、両語は「皮」のような離脱元の本来の一部分を取れるが、着目するものに差が多少
ある。以下の（9a）は、皮が炎症で白くなって離脱するという場面を描写すると考えられる。
そして、
「手」と「皮」のどちらかと言うと「皮」に着目する。それに対し、
（9b）は、薬品
で皮を離脱させ、手がきれいになるという場面であると考えられ、
「手」に着目する。
(9)a.手の皮がはがれた。

b.手の皮がむけた。

このことは（10）
（11）の例文からもうかがえる。
（10a）の場合は、
「皮膚がはがれるよう
に」に続くのは「切断されることがあります」という文であり、この文は「皮膚」の様子を

5)
6)

検索システムとしては、NINJAL-LWP for BCCWJ (NLB) を用いた。→http://nlb.ninjal.ac.jp/。
検索システムとしては、NINJAL-LWP for TWC (NLT) を用いた。→http://nlt.tsukuba.lagoinst.info/

7)

「化けの皮がはがれる」は、ことわざ辞典に掲載され、慣用的な表現である。このため、本稿の分
析対象から除外する。
8)
NLB では、
「むける」がガ格名詞と共起する例は 25 しかないため、NLT も参考にした。
9)
「面」は「点」の対立概念と捉える。本稿は杉本（2005）が指摘している「はがれる、むける」の
ガ格名詞が面的なものであることに同意する。
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描写すると思われる。一方、
（11a）は、
「皮膚の皮が剥け」に続くのは、
「潰瘍になり」とい
う文であり、この文は離脱元である「皮膚」について描写している。
（10a）
（11a）を（10b）
（11b）に言い換えると許容度が下がる。このように、離脱物に着目する場合は「はがれる」が
優先的である一方、離脱元に着目する場合は「むける」が優先的であると考える。
(10)a.たまに指輪が何かに引っかかって指の皮膚がはがれるように切断されること
があります。

(溝口外科整形外科病院-診療内容-手の外科-)

b.??たまに指輪が何かに引っかかって指の皮膚がむけるように切断されることが
あります。
(11)a.毒性がさらに強い場合、皮膚の皮が剥け潰瘍になり、治療にも時間がかかりま
す。

(全身にできる皮膚疾患｜じんましん（蕁麻疹）事典)

b.?毒性がさらに強い場合、皮膚の皮が剥け潰瘍になり、治療にも時間がかかります。
また、以下のように果物の「皮」をガ格に取る場合は、NLB、NLT で検索した結果、
「むけ
る」のみを用いることが可能である。これは、果物の場合は、皮を離脱させる目的が中身を
食べられるようにするためであるため、離脱元に着目すると考える。例えば、
（12）は、
「皮」
が離脱することで、
「果物」の中身が表面に出てくるという変化を起こり、離脱元に着目する
ことが一般的である。
(12)a.みるみるうちにオレンジは皮が剥けた状態になり、中身が出て来て、最後は
食べられてしまったのか一房残るだけ。 (描きながらオレンジの状態が変化し
ていく静物画、制作過程の動画公開。 | Narinari.com)
b.＊みるみるうちにオレンジは皮がはがれた状態になり、中身が出て来て、最後
は食べられてしまったのか一房残るだけ。
さらに、
「むける」は以下のように、離脱物ではなく、離脱元をガ格名詞に取ることができ
る10)。
（13）
（14）のガ格名詞は「木、踵」であり、しかも「木、踵」が皮で覆われている状
態から覆われていない状態へと変化するという意味を表すため、離脱元に着目する。
(13)木が剥けたように表面がぼろぼろになります。

(修行中)

(14)あの蹴り返しのせいで踵が剥けてきちゃいました。
（Yahoo!ブログ,2008、ペット）
以上はガ格名詞から「はがれる、むける」を考察し、
「はがれる」は、後から離脱元に付け
たものも取れるし、離脱元の本来の一部分も取れるのに対し、
「むける」は離脱元の本来の一
部分のみを取ることが可能である。両語がガ格名詞において重なりが見られるが、
「はがれ
る」を用いる文は、離脱物に着目する一方、
「むける」は離脱元に着目する。離脱動詞は、Ⅰ）
離脱物が離脱元から位置変化する、Ⅱ）離脱物がなくなることで離脱元が状態変化するとい
10)

杉本（2005）では、
「むく」は「本体」を対象物にとることができ、
「本体をあらわな状態にする」
という意味を表すとされている。本稿は同意する。
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う 2 つの事象を表す11)ため、離脱物に着目する場合は離脱物の位置変化、離脱元に着目する
場合は離脱元の状態変化を表すと考えられる。このように、
「はがれる」は離脱物の位置変
化、
「むける」は離脱元の状態変化を表すと考える。
4.2 カラ格との共起
NLB、NLT で「…からはがれる」を検索すると、カラ格と共起する例はそれぞれ 21 件、303
件である。数多くではあるまいが、以下のようにカラ格と共起し、離脱物の位置変化を表す
ということを確認できる。
（15）はカラ格を取ることで、
「胎盤」が「子宮の壁」から移動す
ることに重点を置いて描写する。
（16）も同様で、
「壁面」から移動することを表す。一方、
NLB、NLT で検索した結果、
「むける」がカラ格と共起する例は以下の 1 件のみがある12)。
(15)赤ちゃんが産まれた後、胎盤が子宮の壁から剥がれて外に出てしまいます。
(お産の進行と入院のタイミング)
(16)水槽壁面に吸盤を使ってとりつけるのですが、壁面から吸盤がはがれやすく実際に
は役に立ちません。

(熱帯魚 / ディスカス よくある質問のお答え)

(17)は起点を示すカラ格を取り、
「皮」が「肩」からの位置変化を表すことが可能である。
しかし、文脈を合わせて考えると、
「皮」の位置変化より、むしろ「肩」から「指先」まで皮
で覆われていないという「人」の状態を表すと考えられる。そして、カラ格を取る節は「人」
の連体節であるため、
「人」に重点を置く文であると考えられる。
(17)中には熱さから逃れて来て川の中で息絶えた人、水面で肩から皮が剥けて爪の先で
繋がった皮が水面を浮遊して手が倍の長さに見える状態で息絶えている人、様々な
状態の死人だかまだ息が有るのか判らないような人々の様子にまるで生き地獄を
見た気がしました。 (広島・長崎の記憶被爆者からのメッセージ-朝日新聞社)
以上から、
「はがれる」はカラ格と共起することが可能であり、離脱物の位置変化を表すの
に対し、
「むける」は一般的には離脱物の位置変化を表しにくいと考える。ただし、離脱元の
状態を描写する場面において、カラ格を取り、もの A の位置変化を表すことが可能になる。
この場合でも、もの A の位置変化より、むしろもの B の状態に重点を置くと考える。
4.3 並列のトとの共起
NLB、NLT で「…とはがれる」
「…とむける」を検索した結果、
「副詞＋と」を除外すると、
「はがれる」は以下の 3 件があり、
「むける」は 0 件である。
(18)これら複数の素材を組み合わせた包丁を急速に乾燥すると、それぞれの素材の乾

11)
12)

詳細は李（2019）を参照されたい。
NLB、NLT ではそれぞれ 4 件、14 件であり、そのうち以下のように順序を示すものがほとんどである。
ⅰ.完熟状態になったら、アボカドの真ん中から縦方向にぐるりと包丁を入れ、両手で軽くひね
ると簡単に両側から綺麗に剥けます。
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燥時の伸縮率や伸縮速度が異なるため、包丁の中に「くっついている物とはがれ
ようとする力」や「まがろうとする力」などが生まれ、結果、金属疲労などがた
まって壊れやすくなったり、ハンドル部分等に早くガタがきたりします。
(包丁の疑問にズバリ答えます！＿包丁辞典【使い方技術編】利光)
トで結びつく成分が同質であると思われるため、
「はがれる」の場合はもの A と B を区別
して扱う必要がないと考えられる。この現象について杉本（2005）の指摘が挙げられる。
(19)a.くっついてしまった紙をはがした。
b.＊くっついてしまった紙をむいた。

（杉本 2005: 36）

これらの例では、2 枚の「紙」や二つの「組織」は、どちらが主で、どちらが従とい
うことはなく、先の本体と付着物という関係にはないと考えられる。つまり、本体と
付着物の区別のない、単に付着した二つの物体を分離した状態にするという動作の場
合には、
「はがす」は使えるが、
「むく」は使えないことがわかる。
（杉本 2005: 37）
上記の文はもの同質である A と B が元のところから位置変化することにより、離脱動作が
行われる場面である。そして、前述したが、
「はがれる」は離脱物の位置変化、即ち実際に離
脱するものの位置変化を表す。このため、A と B は同質であっても、一方が主であっても、
位置変化するものが「はがれる」のガ格名詞に取ることが可能であると考える。一方、
「むけ
る」は前述したように、離脱元の状態を表す。例えば、果物である場合は、皮が離脱するこ
とで中身が出てくるということを表す。手の皮である場合は、手が皮で覆われていなくなる
状態を表す。つまり、
「むける」の場合は、二つのもののうち、必ずしも一方が主でなければ
ならない。しかも、主であるものの状態変化を表すと考える。
4.4 形容詞連用形との共起
本節は、状態変化の結果を表す成分が両語と共起可能かどうかを検討する。そこで、NLB、
NLT の「形容詞連用形⇦剥ける」
「形容詞連用形⇦はがれる」という項目から該当の例を抽出す
る。いずれも用例が少なく、しかも結果の変化を表すと確定できるものは、
「むける」は 1 件
であり、
「はがれる」は 1 件である。
(20)やたら長い嘴と赤く剥けた顔に、初対面だとビビるかもしれませんが、魔術師系の
ヤグードさんがこの姿である事から、おそらくこれは素顔でなく術者が着用するマ
スクの類でしょう。

(食肉系統)

連体修飾の形であるが、
「顔が赤く剥けた」とも言えるため、離脱元である「顔」の状態変
化を表す文であると考える。また、
「はがれる」は（21）の例が存在する。
（21）の「汚く」
は「テープ」が離脱した後に「汚く」になったという解釈が可能である。
(21)外した後に両面テープ部分が汚くはがれますし、エアロ用の両面テープなど売って
いません。(両面テープで取り付けって普通ですか？-国産車-教えて！goo)
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用例が少ないため、十分に考察できたとは言えないが、実例があるため、
「むける」は離脱
元の状態変化の結果を表す形容詞連用形、
「はがれる」は離脱物の状態変化の結果を表す形
容詞連用形と共起することが可能であると考えられる。
5. まとめ
本稿は、コーパスを用い類義語である「おちる、とれる、はずれる、はがれる、はげる、
むける」を考察した。離脱元との密着度という点から各離脱動詞が取る離脱物を分析し、各
動詞を整理した。さらに、密着度による見られる傾斜が形容詞連用形、カラ格との共起とも
関連することを述べた。また、ガ格、カラ格、並列のト並びに形容詞連用形との共起から、
「はがれる」は主に離脱物の位置変化を表し、
「むける」は主に離脱元の状態変化を表すこと
を明らかにした。
参考文献
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Linguistic Society』
、関西言語学会：61-72
Benom, Carey. 2012. The Semantics of some Verbs of Separation in Japanese. 『九州大学言語学論集』
33、九州大学大学院人文科学研究院言語学研究室：107-132

120

日本語の存在文と所在文の置き換えに関する一考察

A Study on the Substitution between Existential Construction and Locative
Construction in Japanese
鄧 超群
DENG Chaoqun
提要 本文首先通过从 BCCWJ 语料库中采集的实例，对丹羽（2015a、2015b）所论及的存在
句、所在句之间的对应关系进行了分析考察。在此基础上，重点分析考察了日语存在句、所在
句之间能否互相替换的问题。当句中明示了存在物、存在场所，且「に」格名词、
「が」格名词
均为实体名词时，两者之间可以互相替换。但如果句中的「に」格名词（B）和「が」格名词
（A）之间属于“B∈A”（B 包含于 A）的包含关系、或“A 的 B”（B 是 A 的一个属性）的修饰
关系时，则两者不能互相替换。
キーワード：存在文 所在文 置き換え 「に」格名詞
目次
1．はじめに
2．先行研究と本稿の立場
3.「存在文」と「所在文」の置き換え可能なタイプ
4．
「存在文」と「所在文」の置き換えが条件付きなタイプ
5．
「存在文」と「所在文」の置き換え不可能なタイプ
6. おわりに
１．はじめに
言語類型論的な視点から見れば、多くの言語では、存在と所在という二つの関係を表すの
に、あまり意味のないコピュラ動詞（copular verb）が用いられるのが普通である。例えば英
語の Be、ドイツ語の Sein、フィンランド語の olla、カンナダ語の iru、ヒンディー語の hona、
エストニア語の olema などが挙げられる（Clark 1978:103-104）
。これと同じような言語現象
は日本語にも見られる。日本語でも、存在と所在を表すのに、コピュラ動詞ではないが、
「あ
る」という一つの存在動詞 1)がもっとも典型的に使用されている。
1)

日本語の場合は、有生物か無生物かによって、存在動詞「ある」と「いる」が交替して使用されて
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（1）a. 机の上に本がある。
（存在）
b. 本は机の上にある。
（所在）
今までの多くの研究は、
（1a）
（1b）のような二つの「ある」文のことを、一概に「存在文」
と呼ぶのが普通である（三上 1969、寺村 1982、森山 1988、白 2006 など）
。それは「～に～
がある」文型にしても、
「～は～にある」文型にしても、どちらも〈モノの存在〉を表してお
り、動詞「ある」の語彙的な意味を考える上では、両者は同一の語義として統一的に扱うべ
きであると考えられよう。また、
「所在文」を「存在文」の一部として扱った研究もある（西
山 2003,2013、金水 2006 など）
。しかし、構文レベルの意味を考える上では、異なる文型が用
いられる以上、当然文の意味機能も違ってくるはずであろう。よって、この二つの文型を明
確的に「存在文」と「所在文」に区分している研究もある（張 1990, 1992、丹羽 2015a, 2015b、
曹 2016 など）
。本稿は構文の視点から、
（1a）を「存在文」
、
（1b）を「所在文」と称し、そし
て丹羽（2015a、2015b）の分類基準を検討しながら、日本国立国語研究所によって開発され
た『日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）
』よりの実例に合わせ、
「存在文」と「所在文」
の置き換えの可能性及びそれぞれの制約条件を考察する。
2．先行研究と本稿の立場
2.1 丹羽（2015a、2015b）の研究
丹羽（2015a、2015b）は主に日本語の存在文と所在文の分類及び両者の相互関係を扱った
ものである。その中で、特に所在文の分類については、先行研究（高橋・屋久 1984、西山
2003,2013、金水 2006）などで、
（2a）のような空間的な所在しか扱わなかったという点が不
十分であると指摘し、日本語の所在文の類型を下記（2）で示す 8 種類に増やし、さらにそれ
ぞれ存在文との対応関係を表 1 にまとめた。
（2）所在文の分類（丹羽 2015a）
a. 場所型：時計は机の上にある。
b. 時間型：戴冠式は八月一日にある。
c. 周辺要素型：食糧はたくさんある。
d. 抽象場所型：それは彼女の想像力の中にある。
e. 上位型：遠足は春の行事としてある。
f. 内容型：事故の原因は過積載にある。
g. 状況型：生産は拡大の方向にある。
h. 関係基体型：独自性はその文化にある。

いるが、本稿は存在動詞「ある」のみをあつかい、有生と無生の問題を検討しない。
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表 1 存在文と所在文の対応関係（丹羽 2015b:267）
存在文

所在文

場所型

B には A がある

A は B にある

時間型

B には A がある

A は B にある

周辺要素型

×

A は B ある

無表示型

A はある

×

抽象場所型

B には A がある

A は B にある

上位型

B{には/としては}A がある

A は B としてある

内容型

×

B は A にある

状況型

×

B は A にある

関係基体型

B には A がある

A は B にある

＊ 実線で結んだものは焦点位置の入れ替え、点線で結んだものはニ格とガ格の入れ替え。
＊「Ｂに」の格は、
「で」など他の格を含むこともある。

2.2 本稿の立場
上述（2）の所在文の分類では、不適切なところがあると思われる。例えば、
（2b）の時間
型の所在文に使用される A（
「戴冠式」
）はふつうデキゴト名詞（event noun）2)であり、ある
出来事がある時間（B）に行なわれる/発生するという意味を表すため、ほかの所在文とは意
味的に大幅に異なるものである。また、
（2h）の関係基体型の所在文においては、A（
「独自
性」
）がふつう属性を表す名詞であり、
「に」格名詞（B）を補充、説明するという関係を表
すものなので、これもその他の所在文とは意味上大きく異なっている。よって、本稿では（2b）
のような時間型の所在文を「出来事文」
、
（2h）のような関係基体型の所在文を「属性文」と
して扱い、別稿に譲ることにする。
なお、丹羽（2015a、2015b）は存在文と所在文の対応関係を表 1 に示したものの、互いに
なぜ対応できるか、或いは対応できないかの理由については触れていない。本稿は上記の理
由に基づき、表 1 の対応関係を批判的に検討しながら、所在文を【Ⅰ】置き換え可能なタイ
プ、
【Ⅱ】置き換えが条件付きなタイプと【Ⅲ】置き換え不可能なタイプの 3 つのグループに
分け、存在文との置き換えの可能性及びその制約条件を考察することにする。
ここで少し断っておきたいことがある。存在文の「周辺要素型」と所在文の「無表示型」
は文中に存在場所の項が欠けており、置き換えの必須条件が備わっていないため、本稿の検
討対象から除外される。なお、
（2f）の内容型所在文について、丹羽（2015a、2015b）では、

2)

本稿で扱う「デキゴト名詞」とは出来事や状態を表す名詞であり、
「モノ名詞」とは物理的・抽象的
な実体を持つと認識される物体を表す名詞である。具体的な定義と分類は、影山（2011: 37-38）を
参照されたい。
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存在文に置き換えられないグループに入れられたが、コーパスより抽出された例文からみる
と、置き換えられる場合と置き換えられない場合の両方が存在するため、本稿は【Ⅱ】置き
換えが条件付きなタイプに入れて議論することにした。
3. 「存在文」と「所在文」の置き換え可能なタイプ
まず【Ⅰ】の置き換え可能なタイプについてだが、その中に含まれている場所型と抽象場
所型の 2 種類はともに空間関係を表しているものである。
（2a）の場所型は具体的な空間・位
置関係、
（2d）の抽象場所型は抽象的な空間・位置関係を表しており、その二つは基本的に同
じ場所型空間・位置関係を表示することになる。
場所型／抽象場所型の存在文と所在文において、存在場所と存在主体の二つの基本要素が
備わっており、またこの二つの要素の間に、ある種の位置関係（具体的か抽象的か）がある
場合は、互いに置き換えることができる。なお、このタイプの存在文と所在文は典型的なも
のとされており、文中にある「に」格名詞は具体的な場所を表すもの（3a、3b）か抽象的な
場所を表すもの（3c、3d）であり、
「が」格名詞も具体的なモノか抽象的な概念を表すモノ名
詞であるほうが普通である。
（3）a. 書院造の建物は、柱は角柱で壁と天井があり、一棟の建物の中にいくつもの部屋
がある。

（
『時代劇と風俗考証』
）

→ 書院造の建物は、柱は角柱で壁と天井があり、いくつもの部屋は一棟の建物の
中にある。
b. この段階でも冷蔵庫の中に、なお消費しきれなかった食品があったので、保冷が
必要なものは階下の冷蔵庫へ移しました。

（
『Yahoo!ブログ』
）

→ この段階でもなお消費しきれなかった食品は、冷蔵庫の中にあったので、保冷
が必要なものは階下の冷蔵庫へ移しました。
c. 仙道の考え方の中には『外丹』という概念がある。
（
『まじしゃんず・あかでみい』
）
→『外丹』という概念は仙道の考え方の中にある。
d. 私たちの心の中には、自分では認めたくない部分があります。
（
『カウンセリングマインドの探究』
）
→ 自分では認めたくない部分は、私たちの心の中にあります。
4．
「存在文」と「所在文」の置き換えが条件付きなタイプ
【Ⅱ】の置き換えが条件付きなタイプ（即ち、置き換え可能な場合と置き換え不可能な場
合があるタイプ）として挙げられるのは、
（2e）の上位型と（2f）の内容型である。
まず、上位型というのは、
「B{には/としては/の一つに}A がある」などの文型で表現され、
B が A の上位概念・全体であり、A が B の下位要素、または部分集合である関係を持つもの
である。このタイプは寺村（1982）と金水（2006）では「部分集合文」
、西山（2003）では「リ
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スト存在文」と名づけられたものに当る。その中の動詞「ある」は、
「挙げられる」という意
味を表し、B に対して例を挙げて説明したり、B に属する範囲内のものを挙げたりするよう
な存在である。次の（4）に挙げられたもの（
「B としては A がある」
）はいずれも「B（上位
概念）には A（下位概念）が含まれる」という文型で言い換えることができよう。
（4a）の例
を挙げてみると、
「公益法人に関する税には、国税（法人税、所得税、消費税等）と地方税（住
民税、事業税、地方消費税、不動産取得税等）が含まれている」という意味になる。このよ
うに、
（4）の 4 つの例文ともに、
「B{には/としては}A がある」の文型を使う上位型存在文の
場合は所在文に置き換えることができる。
（4）a. 公益法人に関する税としては、法人税、所得税、消費税等の国税、住民税、事業
税、地方消費税、不動産取得税等の地方税がある。

（
『公益法人白書』
）

→ 法人税、所得税、消費税等の国税、住民税、事業税、地方消費税、不動産取得
税等の地方税は、公益法人に関する税としてある。
b. 実用化されたプロセスとしては、電線被覆材の耐熱性、絶縁性等の向上、発泡ポ
リエチレンの加工、塗装塗膜の硬化等がある。

（
『原子力白書』
）

→ 電線被覆材の耐熱性、絶縁性等の向上、発泡ポリエチレンの加工、塗装塗膜の
硬化等は、実用化されたプロセスとしてある。
c. 動詞には原形・過去形・過去分詞形の 3 つの語形変化がある。
（
『国際コミュニケーションと国際関係』
）
→ 原形・過去形・過去分詞形の３つの語形変化は、動詞にはある。
d. 導体にはカーボンや塩酸・硫酸・食塩などの水溶液（電解液という）などがあり
ます。

（
『イラストで学ぶでんき電気でんき』
）

→ カーボンや塩酸・硫酸・食塩などの水溶液（電解液という）などは、導体には
あります。
しかし、
（5）の例文が示しているように、B のところに下位概念や集合の一部が指定され
る場合、即ち「B の一つに A がある」のような上位型存在文の場合になると、その語順を逆
にして「A は B の一つにある」という所在文に置き換えることができない。この場合は「A
は B の一つである」のように、コピュラ文に置き換えなければならない。その理由として、
格助詞「に」と連語「として」は上位概念に使われることができるのに対して、
「一つ」は B
の下位概念か、全体の一部かとしか考えられないことが挙げられよう。
（5）a. 旅の楽しさのひとつに、この解放感がある。
（
『モンダイは君のその喋り方と態度だ！』
）
→ この解放感は、旅の楽しさのひとつである。
b. 日本人の普遍的価値観のひとつに「もののあわれ」があった。
（
『日本人はなぜ｢科学｣ではなく｢理科｣を選んだのか』
）
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→ 「もののあわれ」は、日本人の普遍的価値観のひとつであった。
c. ふぐの名前の由来のひとつに朝鮮語起源説があります。

（
『ふぐの文化』
）

→ 朝鮮語起源説は、ふぐの名前の由来のひとつであります。
d. ハワイに長期滞在する目的のひとつに留学があります。
（
『夢のハワイ暮らしが実現できる本』
）
→ 留学は、ハワイに長期滞在する目的のひとつであります。
要するに、
（5a）は「解放感＝旅の楽しさの一つ」
、
（5b）は「
「もののあわれ」＝日本人の
普遍的価値観の一つ」
、
（5c）は「朝鮮語起源説＝ふぐの名前の由来のひとつ」
、
（5d）は「留
学＝ハワイに長期滞在する目的のひとつ」であるように、この場合の A と B はともに下位
概念か部分集合として指定されているため、互いに同値関係（A＝B）の立場に立ち、コピュ
ラ文で表現されることになる。
このように、上位型存在文の場合は、存在文に置き換えるかどうかは条件付きであり、そ
のポイントは「ある」構文の補語 B の性質にあると考えられる。B は A の上位概念か全体を
表し、格助詞「に」や連語「として」で提起する場合には、所在文に置き換えることができ
る。それに対して、B のところに下位概念や集合の一部が指定される場合は、所在文に置き
換えることができない。このときは「A は B にある」という所在文より、
「A は B である」
のようなコピュラ文に変換することができると考えられる。
次に、
（2f）の内容型所在文について検討しよう。このタイプの所在文は主にことがらの原
因、理由や問題の所在などを表すものである。以下で主格名詞が「原因」である例を挙げて
説明する。
（6）a. なぜなら、自殺の原因は心の行き詰まりにあるからである。
（
『人生汗と涙と情』
）
→ *なぜなら、心の行き詰まりに自殺の原因があるからである。
→ なぜなら、心の行き詰まりは自殺の原因であるからである。
b. アメリカの繁栄の主たる原因は女性の優秀さにある。
（
『女性の理系能力を生かす』
）
→ *女性の優秀さにアメリカの繁栄の主たる原因がある。
→ 女性の優秀さはアメリカの繁栄の主たる原因である。
c. モスクワ事故の原因は日本航空にある。

（
『日本航空事故処理担当』
）

→ 日本航空にモスクワ事故の原因がある。
→ *日本航空はモスクワ事故の原因である。
d. 根本的な原因は別のところにある。

（
『仕事ができる人になる黄金情報』
）

→ 別のところに根本的な原因がある。
→ *別のところは根本的な原因である。
（6）の例文から分かるように、ともに原因の所在を表す 4 つの例文の中で、
（6a）と（6b）
は存在文に置き換えられないのに対して、
（6c）と（6d）は存在文に置き換えることができる。
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それはなぜであろうか。
まず、
「に」格名詞の意味種類が肝心な要素の一つであると考えられる。
（6c）と（6d）の
「に」格名詞はともにモノ名詞であるが、
（6a）の「に」格名詞はデキゴト名詞であり、
（6b）
の「に」格名詞は属性を表す名詞である。モノ名詞は具体的か抽象的な形を持つことが多い
ため、それ自身は存在物だけでなく、存在場所や所有者にもなりやすいのが特徴である。特
に（6c）の「日本航空」は組織名詞であるため、原因の所有者であると解釈され、
（6d）の「別
のところ」は場所名詞であるため、原因の存在場所であるというふうに解釈されることにな
る。一方、デキゴト名詞や属性を表す名詞は存在物になる場合は考えられるが、存在場所や
所有者として用いられることは基本的にありえないので、
（6a）と（6b）は原因の所有者か存
在場所に解釈されることができない。
それから、文の意味から考えると、
（6a）と（6b）は「B に A がある」のような存在文に置
き換えられないが、
「A は B である」のようなコピュラ文に変換することができる。それは
この二つの文における「に」格名詞と「は/が」格名詞は「A=B」という同値関係になると考
えられるからである。一方、
（6c）と（6d）はちょうど逆の状況になっており、
「A=B」とい
う同値関係にならないため、
「A は B である」のようなコピュラ文に変換することができな
い。それに対して、
「A に B がある」のような存在文に置き換えることができ、即ち、文中
における「に」格名詞と「は/が」格名詞は「B∈A」
、つまり「B は A に含まれる」という包
摂関係になる。
また、次のような所在文も、
「A=B」の同値関係であると解釈することができる。
（7）a. しかし日本における高齢化の特徴はまずそのスピードの速さにある。
（
『日本経済の経済学』
）
→ まずそのスピードの速さは、日本における高齢化の特徴である。
b. 加藤博士の分類が忘れ去られてしまったもうひとつの理由は、その分類の基準の
複雑さにある。

（
『DNA が語る稲作文明』
）

→ その分類の基準の複雑さは、
（…略）もうひとつの理由である。
c. 逆に偶然に出くわした見ず知らず人とコミュニケーションを形成することのむず
かしさは、信頼関係の希薄さにある。

（
『土壌汚染対策技術』
）

→ （…略）コミュニケーションを形成することのむずかしさは、信頼関係の希薄
さである。
d. 観光産業の最大の悩みは、この地元経済への波及度や貢献度の高い「土産費」の
激減にあるのかもしれない。

（
『検証｢沖縄問題｣』
）

→ この地元経済への波及度や貢献度の高い「土産費」の激減は、観光産業の最大
の悩みであるかもしれない。
（7）の例文は「A=B」の同値関係を表す内容型所在文である。A と B は同値関係にある
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ということは、その二つの位置を逆にしてもよいということになる。言い換えると、
（7a）は
「日本における高齢化の特徴＝スピードの速さ」
、
（7b）は「もうひとつの理由＝分類の基準
の複雑さ」
、
（7c）は「信頼関係の希薄さ=コミュニケーションを形成することのむずかしさ」
、
（7d）は「観光産業の最大の悩み＝地元経済への波及度や貢献度の高い「土産費」の激減」
というふうに置き換えても差し支えない。このタイプの所在文において、
「に」格名詞はモノ
名詞以外の名詞で担当されることが特徴である。
「に」格名詞がモノ名詞でなければ、存在文
に必要な場所表現が欠けているということになる。それはこのタイプの所在文は存在文に置
き換えられない理由になると考えられよう。
5．
「存在文」と「所在文」の置き換え不可能なタイプ
【Ⅲ】の置き換えが不可能なタイプとしては、
（2g）の状況型が挙げられる。このタイプは、
存在主体（
「は」格名詞）と存在場所（
「に」格名詞）の両方の要素が備わっているように見
えるが、それでも置き換え不可能な状況になっている。それはなぜであろうか。以下でこの
タイプに焦点を当て、詳しく考察することにする。
（2g）の状況型所在文は主にものごとの状況や発展の傾向などを表すものである。
「に」格
名詞の意味から考えれば、ものごとの状況・状態を表すもの「状況/局面/水準/状態」もあれ
ば、ものごとの発展の方向性・趨勢を表すもの「傾向/方向/途上/運命/宿命」もある。
（8）a. 最近の我が国経済は、個人消費や設備投資が依然低迷しており、急激な円高や冷
夏の影響も加わり、まことに厳しい状況にある。

（
『国会会議録』
）

b. ここに一例をみるように、先端技術は激しい開発競争の局面にある。
（
『トヨタ成長のカギ』
）
c. 我が国国内における外国人への情報提供の状況は、一定の水準にあることがうかが
える。

（
『運輸白書』
）

d. 新品タイヤの表面には、製造工程において型から抜き出しやすくするための剥離剤
が皮膜として残っており、タイヤ本来のグリップ性能が発揮できない状態にある。
（
『ＦＥＮＥＫ』
）
（9）a. 次に、核家族世帯比率が全体としてまだ上昇傾向にあるものの、大都市では横ば
いになり、そのかわりに、三世代世帯比率に上昇のきざしがみられることである。
（
『国民生活白書』
）
b. この制度はいわばまだ形成過程の途上にあり、まだ安定していない。
（
『文明化の過程』
）
c. 民話収集の礎たりえる仕事でありながら、クローカーの書物はテイラーのグリム翻
訳の流れのなかで捉えられてしまう宿命にあった。
（
『妖精のアイルランド』
）
d. 近年の国際的な動向は、なお一層の規制強化の方向にあり、今日、我が国が対応
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を迫られているものとして、次の２条約がある。

（
『環境白書』
）

（8）の例文はものごとが目下の状態や直面している状況を示し、
（9）の例文はものごと
の発展や変化の方向や趨勢を示している。両方とも A の一時的な状況・傾向を B で示すと
いう意味関係を表し、言い換えれば、
「に」格名詞で「は/が」格名詞の状況を説明すること
になっている。この場合は、
「は」格名詞は主題になっており、
「に」格名詞はあくまで「は」
格名詞を補足・説明する述題になる立場である。よって、この場合は「に」格名詞を「は」
格名詞の前に持っていき、語順を逆にすることができず、状態を表す形容詞文か動詞文、コ
ピュラ文に変換しなければならない。
（8’
）
（9’
）を参照されたい。
（8’）a. 最近の我が国経済は、まことに状況が厳しい。
b. 先端技術は開発競争の局面が激しい。
c. 外国人への情報提供の状況は、一定の水準に達している。
d. タイヤ本来のグリップ性能は、発揮できない状態になっている。
（9’
）a. 核家族世帯比率は、全体としてまだ上昇している。
b. この制度は、まだ形成過程の途上である。
c. クローカーの書物は、テイラーのグリム翻訳の流れのなかで捉えられてしまう宿
命であった。
d. 近年の国際的な動向は、なお一層の規制強化の方向である。
要するに、状況型所在文は主にものごとの状況や発展の傾向などをあらわすものであり、
「A は B にある」文型における「は」格名詞（A）は文の主題になり、動詞「ある」は「に」
格名詞（B）との組み合わせで A を補足、説明する機能を持っている。このタイプの所在文
における A と B の関係は「A の B」
、つまり「B は A の属性の一部」という修飾関係になっ
ている。この場合は普通、修飾と非修飾の格配列の順番が決まっており、それを逆にして、
「B に A がある」というような存在文に置き換えることができないのである。
6. おわりに
本稿では、主に丹羽（2015a、2015b）で取り扱った存在文と所在文の対応関係を批判的に
検討しながら、コーパスより抽出した実例に合わせて、存在文と所在文の間の置き換え可否
のタイプと原因を考察した。本稿の内容をまとめると、次の結論を得ることができる。
① 置き換え可能なタイプは主に（2a）場所型と（2d）抽象場所型を指す。文中に存在物と
存在場所の二つの要素が明記され、且つ「に」格名詞（B）と「が」格名詞（A）ともに
モノ名詞が用いられた場合は、存在文と所在文の間で相互に置き換えることができる。
② 置き換えが条件付きなタイプは主に（2e）上位型と（2f）内容型を指す。上位型にしても
内容型にしても、
「に」格名詞（B）の性質は置き換えの重要なポイントになると考えら
れる。上位型においては、
「に」格名詞（B）は「が」格名詞（A）の上位概念か全体を
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表し、格助詞「に」や連語「として」で提起する場合には、所在文に置き換えることが
できる。また、内容型においては、
「に」格名詞（B）がモノ名詞であり、且つ「に」格
名詞と「が」格名詞の間に「B∈A」
、つまり「B は A に含まれる」という包摂関係にな
る場合は、所在文に置き換えることができる。
③ 置き換え不可能なタイプは主に（2g）状況型を指す。状況型の場合は、文中の「に」格
名詞（B）と「が」格名詞（A）は「B∈A」
、つまり「B は A に含まれる」という包摂関
係か、
「A の B」
、つまり「B は A の属性の一部」という修飾関係になるため、置き換え
ることができないと考えられる。
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―その談話機能を中心に―
An Analysis of Concession Expressions in Newspaper Editorials:
Focusing on the Discourse Function
単 艾婷
SHAN Aiting
提要

本文使用报纸社论作为分析数据来分析了“让步表现”的功能和语言标记。结果表明：

社论作者通过[1]“对立场相反意见的认同”以及[2]“自我立场的限制”两个功能来表达让步，
从而阐明自己的意见。其中“让步表现”的主要功能为[1]“对立场相反意见的认同”
，而[2]“自
我立场的限制”功能并不常见。另外，表示“让步”的语言标记主要有“副词”
、
“助词”和“句
末表达”
，除此之外也有间接表示让步含义的语言表达。
キーワード：新聞社説 譲歩表現 談話機能 言語指標
目次
1. はじめに
2. 先行研究
3. 分析資料及び方法
4. 分析
5. おわりに

1．はじめに
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。意見・
主張を表現する際、立場の異なる読み手にも抵抗なく受け入れてもらえるような配慮が必要
で、書き手自身の立場の問題点を指摘したり、反対の立場の優れた点を認めたりする「譲歩」
という姿勢が重要である（石黒圭 2014）
。新聞社説においても、書き手が譲歩表現によって
自説の正当性を高めるストラテジーが用いられていることが予想される。
本稿は、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検討する。具体
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的には、譲歩表現が（1）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、
（2）どのような言語標識によって実現されているのか、の 2 点を分析する。
なお、本稿でいう「譲歩」は、工藤嘉名子・伊集院郁子（2013a：1）に従い、
「筆者が文章
中で、自説と対立する立場に理解を示したり対立する立場に有利な情報を提示したりする箇
所、および、自説の問題点や限界を指摘したり自説に不利な情報を提示したりする箇所」と
定義する。また、譲歩を述べたあとに事実が続くパターンも見られるが、本稿は「譲歩＋主
張」のパターンに限定して分析を進める。
2．先行研究
「譲歩」に関する先行研究は、
「～のに」
「～ても」などの譲歩節や譲歩文を中心に文法的
観点から分析したものが数多く行われてきたが、テクスト・談話の観点からの分析は少ない。
ここでは、伊集院郁子と工藤嘉名子の一連の研究（伊集院郁子 2010、工藤嘉名子・伊集院郁
子 2013a・2013b、伊集院郁子・工藤嘉名子 2014）
、半沢千絵美・横山千聖（2017）を中心に
概観する。
伊集院郁子（2010）は、
「確かに」という表現を手がかりに、日本語母語話者による意見文
における譲歩構造（
「譲歩」＋「反論」
）の機能と位置について分析し、
「反論」の典型的な形
式が「確かに～。しかし、～」と「確かに～が、～。
」であることを確認している。
工藤嘉名子・伊集院郁子（2013a）は、超級学習者 1）の意見文における「譲歩」の機能及び
文章構成における出現位置を分析し、意見文の「序論」
「本論」
「結論」の各部に相応しい「譲
歩」を組み込んだ論理展開パターンを提案した。また、工藤嘉名子・伊集院郁子（2013b）は、
学習者の意見文に出現する「譲歩」には、型を逸脱したものもある一方で、型自体には問題
はないが説得力に欠けるというものも多いと指摘し、効果的な「譲歩」とそうでない「譲歩」
の典型例を、
（1）自然な「譲歩」と唐突な「譲歩」
、
（2）反論材料が適切な「譲歩」と不適切
な「譲歩」
、
（3）簡潔な「譲歩」と長すぎる「譲歩」の 3 つの対で提示し、学習者に比較を通
して両者の質的な違いを理解させることが有効と提案している。
伊集院郁子・工藤嘉名子（2014）は「譲歩」の機能を、
（1）
「相反する主張の提示」
、
（2）
「相反する主張に有利な根拠材料の提示」
、
（3）
「自身の主張と相反する状況の提示」
、
（4）
「自身の根拠の弱点の指摘」
、
（5）
「自説への注釈」
、
（6）
「その他」に 6 分類したうえで、日
本語母語話者の意見文における「譲歩」の出現位置、言語形式、論理展開上の機能を分析し、
学習者の分析のみでは見出せなかった「譲歩」の実態を網羅的に記述ができた。
半沢千絵美・横山千聖（2017）は、日本語母語話者と学習者の意見陳述における「譲歩」
を表す発話を分析対象として、その機能、論理展開、表現形式の 3 点について分析し、その

1）

日本語能力試験 1 級・N1 合格またはそれと同等の日本語力を有する日本語学習者である。
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うち「譲歩」を表す発話の機能を、
（1）
「相反する主張の提示」
、
（2-1）
「相反する主張に同意」
、
（2-2）
「相反する主張に条件付けで同意」
、
（2-3）
「相反する主張に有利な根拠の提示」
、
（31）
「自身の主張の限定」
、
（3-2）
「自身の主張の緩和」に 6 分類している。その結果として、
次の 3 点を挙げている。
（1）母語話者には相反する主張に同意して譲歩を表す機能が、学習
者には自身の主張を限定したり弱めたりすることで譲歩を表す機能が多く見られた。
（2）
、
母語話者は意見陳述の最後に自身の主張を述べる傾向があるのに対し、学習者の中には譲歩
を表す発話で意見陳述が終了しているパターンも見られる。
（3）表現形式について、反論を
示す際の「でも」の使用が学習者に特徴的であると結論付けている。
上記の先行研究において、伊集院郁子・工藤嘉名子の一連の研究は学習者の作文を、半沢
千絵美・横山千聖（2017）は話し言葉をそれぞれ研究対象として分析を行っている。本稿は
これらの先行研究を踏まえ、書き手の意見・主張を伝えることを主な目的とする新聞社説を
分析資料として、譲歩表現はどのように用いられているのかを分析する。
3．分析資料及び方法
3.1 分析資料
本稿では、分析資料として新聞社説（
『朝日新聞』
、
『読売新聞』
、
『西日本新聞』2015 年 4 月
1 日～4 月 30 日）を用いる。論説文の代表とされる社説は、文章の長さがほぼ一定で、取り
上げられる素材が広い。また、社説は複数の執筆者によって書かれているため、個人の文体
の特徴といった弊害も避けることができる。
3.2 分析方法
本稿では、以下の手順で分析を進める。まず、
「譲歩」の定義に照らし合わせ、譲歩表現を
抽出する。次に、伊集院郁子・工藤嘉名子（2014）と半沢千絵美・横山千聖（2017）におけ
る「譲歩」機能の分類を参考にした上で、実際の新聞社説で観察された論理展開のパターン
も合わせて次の表 1 のような分類を行う。
表 1 本稿における「譲歩」機能の分類
カテゴリー

下位カテゴリー
［1—1］自身の主張と相反する意見・事実の提示2）

［1］対立する立場の承認

［1—2］自身の主張と相反する意見・事実に「同意」を示す
［1—3］自身の主張と相反する意見・事実の評価

［2］自身の立場の限定

［2—1］自身の主張における内容の限定・弱点の指摘
［2—2］自身の主張に対するメタ言語的な緩和

表 1 に示しているように、本稿では「譲歩」の機能を大きく［1］
「対立する立場の承認」

2）

本稿での「自身の主張と相反する事実」というのは、自身の主張には不都合な事実を指す。
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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。
［1］
「対立する立場の承認」
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」を設ける。
［2］
「自身の立場の限定」の下位区分として、
［2—1］
「自身の主張における内容の限定・弱点
の指摘」と［2—2］
「自身の主張に対するメタ言語的な緩和」を設ける。なお、カテゴリー別
の「譲歩」の機能に関する定義及び説明は、第 4 節で具体例を通して行う。
4．分析
4.1 譲歩表現の談話機能
［1］対立する立場の承認
［1—1］自身の主張と相反する意見・事実の提示
このカテゴリーの「譲歩」は、書き手自身の主張と対立する意見や事実・状況を紹介する
ものである。下線部分は譲歩表現を示している。
（以下同様）
(1)株価上昇で個人や企業の資産価値は増す。これが消費や設備投資を刺激する効果で、
景気回復に弾みがつくとの見方もある。ただし、気がかりな点も少なくない。世界的
な金融緩和であふれたマネーがこの先、どう動くか流動的だ。中国経済減速やギリシ
ャ債務問題の再燃などへの懸念もくすぶっている。
（読売新聞 2015/04/24-1）3）
(2)戦後の国際金融は米欧を中心に動いてきた。日本は長年、米国とともに歩むことで一
定の地位を保ってきてはいる。しかし、中国の台頭で、その秩序は大きく変わろうと
している。今後、日本はどういう立ち位置をとるのか。ＡＩＩＢはそんな問題を日本
に投げかけている。
（朝日新聞 2015/04/01-2）
例（1）は、東京株式市場の平均株価が 15 年ぶりに 2 万円台を回復した話である。
これについて、書き手はまず、自身の主張と対立する意見「株価上昇で個人や企業の
資産価値は増す。これが消費や設備投資を刺激する効果で、景気回復に弾みがつくと
の見方もある」を紹介している。その後、株価上昇の良い面がある一方で気がかりな
点も少なくないと述べ、この後に書き手自身の主張が述べられることがわかる。ここ
では、相反する立場の意見を提示する言語指標として、
「～との見方もある」が用い
られている。例（1）は「自身の主張と相反する意見の提示」の例であったが、次の
例（2）は「自身の主張と相反する事実の提示」の例である。例（2）は、中国が主導
する国際金融機関「アジアインフラ投資銀行（AIIB）」の設立協議に日本はどのよう
に関与するかについての内容である。
「中国の台頭で、その秩序は大きく変わろうと
している。今後、日本はどういう立ち位置をとるのか。AIIB はそんな問題を日本に

3）

『読売新聞』2015 年 4 月 24 日付、一つ目の社説を指す。
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投げかけている」という書き手の主張が述べられるまえに、
「戦後の国際金融は米欧
を中心に動いてきた。日本は長年、米国とともに歩むことで一定の地位を保ってきて
はいる」という、書き手の主張と相反する事実が提示されている。ここでは、「保っ
てきてはいる」の「は」という係助詞が譲歩の機能を果たしている。

［1—2］自身の主張と相反する意見・事実に「同意」を示す
このカテゴリーは、社説で最も多く見られたパターンであり、
「譲歩」の典型的な型といえ
る。書き手自身の主張と相反する意見や事実に同意・賛成の姿勢を示すことによって譲歩を
示すものである。言い換えれば、相反する意見・事実をいったん承認したうえで、自身の主
張を提示するパターンである。ただし、相反する意見や事実を承認するといっても、承認の
度合いには程度さがある。この程度差に応じて、
「強い同意」
、
「弱い同意」
、また「条件付け
で同意」に下位区分ができる。以下、具体例を見てみよう。

（a）自身の主張と相反する意見・事実に「強い同意」を示す
(3)賃上げを中小や非正規の社員に広げることは、確かに日本経済の喫緊の課題である。
大企業が立場に物を言わせてコスト増を取引先に押しつけることがあってはならな
いのも当然だ。ただ、そうした問題には、独占禁止法や下請代金法に基づき、公正取
引委員会などが目を光らせることが原則だ。
（朝日新聞 2015/04/05-1）
(4)確かに歴史的な転換であることは間違いない。しかし、それは日本にとって望ましい
方向への転換なのか。疑念は消えない。
（西日本新聞 2015/04/29-2）
(5)もちろん、採算を度外視した安値攻勢で大手業者が周辺の酒店を廃業に追い込むと
いった、不当な販売は看過できない。ただ、こうした不当廉売については、独占禁止
法に基づいて公正取引委員会が摘発する仕組みがある。
（読売新聞 2015/04/26-2）
(6)番組に確かに問題はあった。だからといって、権力が安易に「介入」と受け取られる
行為に踏み込むことは許されない。
（朝日新聞 2015/04/17-2）
(7)確かに放送法第４条は「報道は事実をまげないですること」と定めている。テレビ局
が誤った報道をしたり、伝え方に問題があったりした場合、自らの責任で訂正するの
は当然だ。ただし、そうした営みは、あくまで放送局の自律した判断に委ねられるべ
きである。
（朝日新聞 2015/04/21-1）
例（3）から例（7）までは、書き手自身の主張と相反する意見・事実に「強い同意」を示
す例である。
「強い同意」とは、相反する意見や事実を、強い譲歩を示す副詞的表現「確かに」
「もちろん」や、断定的表現「当然だ」
「間違いない」などを用いた「完全同意」
（断定度合
いが高い）を指す。
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例（3）では「確かに日本経済の喫緊の課題である。大企業が立場に物を言わせてコスト増
を取引先に押しつけることがあってはならないのも当然だ」
、例（4）では「確かに歴史的な
転換であることは間違いない」
、また例（5）では「もちろん、採算を度外視した安値攻勢で
大手業者が周辺の酒店を廃業に追い込むといった、不当な販売は看過できない」
、それぞれ
「確かに～。～当然だ」
、
「確かに～間違いない」
、
「もちろん」という表現が使われ、相反す
る意見に対して強い承認を行っている。それに対し、例（6）では「番組に確かに問題はあっ
た」
、例（7）では「確かに放送法第４条は「報道は事実をまげないですること」と定めてい
る。テレビ局が誤った報道をしたり、伝え方に問題があったりした場合、自らの責任で訂正
するのは当然だ」
、それぞれ「確かに」
、
「確かに。～当然だ」という譲歩を構成し、相反する
事実に対して強い同意を示している。次に、書き手自身の主張と相反する意見・事実に対し
て「弱い同意」を示す例を見てみよう。

（b）自身の主張と相反する意見・事実に「弱い同意」を示す
(8)ぎりぎりの時間と要員で進めるので、予想外の事態への即応が難しいのはわかる。し
かし、鉄道の現場がいかなるときも最優先すべきは安全の確保だ。運行開始を遅らせ
てでもしっかり点検する発想があれば、今回の事態は防げたのではないか。
（朝日新
聞 2015/04/16-1）
(9)総裁がデフレ脱却への断固たる姿勢を示し続けることで、消費者や企業の期待感を
薄れさせないようにする狙いは理解できる。ただ、目標達成の時期は「１５年度を中
心とする期間」とし、２年前より幅を持たせている。当初のシナリオに大きな狂いが
生じた苦しさもにじむ。
（読売新聞 2015/04/09-1）
(10)従来、欧州諸国や有力新興国の多くも、ＡＩＩＢへの参加に慎重だったが、ここにきて
参加を表明する国が相次いだ。中国との関係を密にすることの経済的メリットを重視し
た国があるのは確かだろう。だが、気になるのは、ＡＩＩＢの運営方法などについての
中国の考え方が改善してきたことを指摘する国がある点だ。
（朝日新聞 2015/04/1-2）
(11)大企業が利益をためこむばかりでなかなか動こうとしなかったのは事実だろう。し
かし、政権が税財政や規制改革を通じた誘導策にとどまらず、性急に成果を出そうと
すれば、経済成長に最も大切な民間の自発性を損なって「指示待ち経済」を作ってし
まわないか。
（朝日新聞 2015/04/05-1）
例（8）～例（11）は、書き手自身の主張と相反する意見・事実に対して「弱い同意」を示
す例である。
「弱い同意」とは、
（a）
「強い同意」
、つまり「完全同意」
（断定度合いが高い）
に対して、
「わかる」
「理解できる」といった譲歩の意味を間接的に表す述語や、
「だろう」
「か
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もしれない」など控えめな判断を用いた「部分同意」
（断定度合いが低い）を指す4）。
例（8）では「ぎりぎりの時間と要員で進めるので、予想外の事態への即応が難しいのはわ
かる」
、例（9）では「総裁がデフレ脱却への断固たる姿勢を示し続けることで、消費者や企
業の期待感を薄れさせないようにする狙いは理解できる」
、それぞれ「～わかる」
、
「～理解で
きる」といった述語を用いて相反する意見や事実を認めている。例（10）では、
「中国との関
係を密にすることの経済的メリットを重視した国があるのは確かだろう」
、例（11）では、
「大
企業が利益をためこむばかりでなかなか動こうとしなかったのは事実だろう」
、それぞれ「～
確かだろう」
、
「～事実だろう」といった控えめな表現が使われ、相反する意見に対して弱い
同意を示している。
ここまで見てきた「強い同意」
、
「弱い同意」とは異なり、相反する意見に対してある条件
下での同意を示す用例も観察された。例（12）
（13）を参照されたい。

（c）

自身の主張と相反する意見・事実に「条件付けで同意」を示す

(12)最終合意になれば、これまで孤立してきたイランが国際社会に復帰する足がかりと
なろう。イランの影響力が強いイラクやシリア、イエメンの紛争収拾の模索にも追い
風となり得る。しかし、米国では野党共和党が、そしてイランでは保守派がそれぞれ
妥協に反対している。強硬姿勢を崩さないイスラエルのネタニヤフ政権や、イランへ
の不信感を募らすサウジの抵抗も重大な不安材料だ。
（朝日新聞 2015/04/04-2）
(13)北朝鮮指導部はいま、イランが核開発問題の解決に向けて米英独仏中ロと結んだ枠
組み合意の行方を注視していることだろう。もしイラン核問題が最終合意すれば、北
朝鮮が非核化に取り組むポーズをみせながら対話の場に出てくる可能性がある。だ
が、核不拡散条約（ＮＰＴ）に加盟するイランと、ＮＰＴ脱退を宣言して核実験を繰
り返した北朝鮮を同列には扱えない。約束を守らない北朝鮮への信用は地に落ちて
いる。
（朝日新聞 2015/04/12-2）
例（12）
（13）はそれぞれ「イラン核問題 中東安定へ希望つなげ」
、
「金正恩政権 核放棄
しか道はない」というタイトルの社説で、いずれもイランの核問題に関する話である。それ
ぞれ「最終合意になれば」
、
「もしイラン核問題が最終合意すれば」という条件を付けたうえ
で、
「これまで孤立してきたイランが国際社会に復帰する足がかりとなろう。イランの影響

4）

石黒圭（2014：250）は、譲歩を直接的に示す指標として、
「筆者と反対の立場を、
『わかる』
『理解
できる』
『認める』といった述語を用いて承認する」方法があると述べている。しかし、
「わかる」な
ど自体はただの「わかる」であり、譲歩の意味を表さない。文脈の中でほかの要素と共に使われるこ
とによって、文全体が譲歩として解釈される。つまり、
「わかる」などの述語を用いた承認は、譲歩を間
接的に示す指標であると考える。また、本分析資料より、ほかに「うなずける」などの述語も観察され
た。
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力が強いイラクやシリア、イエメンの紛争収拾の模索にも追い風となり得る」
、
「北朝鮮が非
核化に取り組むポーズをみせながら対話の場に出てくる可能性がある」と述べ、相反する意
見に同意を示しながら譲歩を表している。その後、逆接表現「しかし」
「だが」を用いて書き
手自身の主張を提示している。

［1—3］自身の主張と相反する意見・事実の評価
このカテゴリーは、相反する意見や事実を評価することによって承認を行うものである。
例（14）は、安倍首相がインドネシアで開かれたアジア・アフリカ会議（バンドン会議）の
60 周年記念首脳会議での演説に関する話である。書き手はまず、
「安倍首相が「大戦の反省」
に基づく戦後日本の歩みを語ったこと」について、
「国際社会に向けたメッセージとして適
切だ」と評価をくだしている。つまり、いったんこの事実を評価し、肯定的な態度を見せて
いる。その後、
「しかし」を用いて「首相は「先の大戦」の何を反省しているのだろうか」と
いう書き手自身の反論が続く。例（15）では、書き手の主張である「広く日本経済全体を見
渡せば、効果が行き渡っているとはいいにくい」が提示されるまえに、
「株高や輸出産業の復
活のような「成果」も一部にはみられる」という肯定評価を行うことによって譲歩の姿勢を
示している。
(14)安倍首相が「大戦の反省」に基づく戦後日本の歩みを語ったことは、国際社会に向
けたメッセージとして適切だ。しかし、首相は「先の大戦」の何を反省しているのだ
ろうか。
「侵略」や「植民地支配」に触れない演説では、それが分からない。何が悪
かったのかを明確にせず「反省している」と言っても、説得力に欠ける。
（西日本新
聞 2015/04/23-1）
(15)株高や輸出産業の復活のような「成果」も一部にはみられる。だが、広く日本経済
全体を見渡せば、効果が行き渡っているとはいいにくい。
（朝日新聞 2015/04/04-1）
ここまで見てきたのは、
［1］
「対立する立場の承認」
、いわば相手の優れたところを認める
ことによって譲歩を示すものであり、譲歩を示す主な手段として用いられている。つまり、
社説において書き手は、自身の立場と相反する事実や状況を提示したり、対立する立場の意
見や事実に同意を示したり、肯定的な評価をくだしたりすることによって承認・譲歩の姿勢
を見せる。そして、そのような譲歩を踏まえたうえで、議論を重ねていく。
一方、書き手自身の立場から、自らの主張を限定したり弱点を指摘したり、またメタ言語
的な緩和を行ったりすることで譲歩を示すパターンもある。以下、
［2—1］
「自身の主張におけ
る内容の限定・弱点の指摘」と［2—2］
「自身の主張に対するメタ言語的な緩和」に分けて見
ていく。
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［2］自身の立場の限定
［2—1］自身の主張における内容の限定・弱点の指摘
このカテゴリーは、自身の主張の弱点を指摘することによって譲歩を示すものである。例
（16）は「再生可能エネルギー」に関する話である。まず書き手の主張「原発に頼らずにエ
ネルギーの自給率を高め、温暖化も防ぐには、再エネをできるだけ早く育てることが不可欠
だ」が述べられ、
「もちろん」や「だろう」の言語指標を用いて、①「再エネには課題も少な
くない」
、②「一定の価格で再エネを買い取る制度（FIT）や、再エネ発電の適地から需要地
へと電気を送るのに必要な送電網の整備にかかる費用などで、電気料金が極端に上がること
については、十分に配慮すべき」という自身の主張に対して 2 点の限定を行っている。その
後、逆接表現「それでも」を用いて「再エネを増やすためにやるべき事柄はまだ多くある」
と自身の主張を再度呼びかけている。
(16)原発に頼らずにエネルギーの自給率を高め、温暖化も防ぐには、再エネをできるだ
け早く育てることが不可欠だ。もちろん、再エネには課題も少なくない。一定の価格
で再エネを買い取る制度（ＦＩＴ）や、再エネ発電の適地から需要地へと電気を送る
のに必要な送電網の整備にかかる費用などで、電気料金が極端に上がることについ
ては、十分に配慮すべきだろう。それでも、再エネを増やすためにやるべき事柄はま
だ多くある。自然条件に出力が左右される再エネの変動を調整するための運用技術、
太陽光パネルの新素材の開発、熱利用を促す制度、分散型・地産地消型のエネルギー
活用の推進――。
（朝日新聞 2015/04/10-2）

［2—2］自身の主張に対するメタ言語的緩和
このカテゴリーの譲歩は、テクストの内容自体とは関係なく、前置きのような表現を述べ
ることによって譲歩を示し、書き手自身の主張を緩和させている。例（17）
「これらの見方が
すべて妥当とは限らない」
、例（18）
「原因を軽々に特定することは控えるべきだが」
、例（19）
「政府の見解を知っておくことは悪いことではない」
、例（20）
「～かどうかは見方が分かれ
ようが」などを用いて、書き手自身の主張を緩和させている。
(17)米国の非営利団体「フリーダムハウス」も同様の理由から、日本の報道の自由度が下
がったと判断している。これらの見方がすべて妥当とは限らない。ただ欧米でそんな
見方が広がっていることは、意識しておく必要があろう。
（朝日新聞 2015/04/29-2）
(18)原因を軽々に特定することは控えるべきだが、副操縦士が病を抱えていたこと、操
縦室で１人になった際に意図的に機体を降下させたことは、どうやら事実のようだ。
（朝日新聞 2015/04/08-1）
(19)社会科の教科書は、国が自分の言い分を正解として教え込む道具ではない。子ども
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が今の社会や過去の歴史、国内外の動きを理解するのを助けるためにある。政府の見
解を知っておくことは悪いことではない。ただ、それは一つの素材に過ぎない。
（朝
日新聞 2015/04/07-2）
(20)「粛々」が「上から目線」かどうかは見方が分かれようが、相手に対する配慮は建
設的な協議に不可欠である。
（読売新聞 2015/04/07-2）

4.2 譲歩表現の言語指標
新聞社説における譲歩表現の言語指標をまとめると、以下の表 2 に示す通りである。
表 2 新聞社説における譲歩表現の言語指標
（A）譲歩を直接的に表す言語指標
文中
副詞的表現

文末

確かに、もちろん、 断定的表現

当然だ、確かだ

むろん
係助詞

は

控えめな判

だろう、かもしれない、可能性はある

副助詞

も

断

/大きい、一部にはみられる、ようだ

否定表現

～わけではない、～とは限らない、二
重否定

（B）譲歩を間接的に表す言語指標：わかる、理解できる、うなずける

表 2 に示されるように、社説における譲歩は、主に「副詞」
、
「助詞」
、
「文末表現」という
言語指標によって実現されている。具体的には、文中では同意を示す副詞的表現「確かに」
、
「もちろん」
、
「むろん」
、係助詞「は」
、副助詞「も」
、文末では「断定的表現」
（当然だ、確
かだ）
、
「控えめな判断」
（だろう、かもしれない、可能性はある/大きい、一部にはみられる、
ようだ）
、否定表現（わけではない、とは限らない、二重否定など）が挙げられる。さらに、
譲歩を直接的に表す言語指標ではなく、譲歩を間接的に表す言語指標「わかる」
、
「理解でき
る」
、
「うなずける」なども用いられている。譲歩を表す指標について、石黒圭（2014）は、
書き手にとっては自身の立場と対立する立場を整理しつつ議論を展開していくことになり、
読み手にとっては書き手の主張を抵抗なく読み進めるようになると論じている。言い換えれ
ば、譲歩表現は書き手にとっても読み手にとっても重要な指標であり、書き手が自身の主張
を整理し、読み手が書き手の主張を特定するのに役立っている。一方、譲歩を示したあとに
主張（反論）を導く逆接表現として、
「だが」
、
「しかし」
、
「ただし」
、
「ただ」
、
「だからといっ
て」
、
「一方で」
、
「が」などが用いられている。
5．おわりに
本稿は、新聞社説を分析資料として、譲歩表現の機能及び言語標識について分析を行った。
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その結果、自説と対立する立場に承認を示したり自身の立場の限定を行う手続きを通して、
社説のテクストに譲歩を組み込みながら論を進めていくことが確認された。譲歩を示す主な
機能として［1］
「対立する立場の承認」が用いられているのに対し、
［2］
「自身の立場の限定」
に関しては、それほど多く見られなかった。
工藤嘉名子・伊集院郁子（2013）及び伊集院郁子・工藤嘉名子（2014）は、
「自身の立場の
限定」について次のように述べる。これは、書き手が自分の根拠について想定される弱点や
限界などを読み手より先回りするような形式で自ら指摘し、それに対する反論として根拠の
弱点を補強することで、結果的に根拠の盤石化を図りディフェンスを重ねていく論証法であ
る。つまり、自分の弱点や主張の限定を先に提示し、それを認識したうえで自身の主張を提
出する形式である。しかし、見方を変えると、自分の弱点や限定を述べること自体が自身の
主張を弱める可能性を否定できないため、社説では積極的には用いられない方策だと考えら
れる。
譲歩を示す言語指標については、主に「副詞」
、
「助詞」
、
「文末表現」によって実現されて
おり、それ以外に譲歩を間接的に表す言語表現を用いる場合もある。譲歩表現の出現頻度や
論理展開パターンなどに関する分析は今後の課題としたい。
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日本語の「内の関係」連体修飾節の
モダリティについての考察
A study on modality in Japanese relative clauses
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ZHANG Jingyuan
提要 有关日语的情态研究已经积累了丰硕的成果，但是从句中的情态尚没有引起足够的重
视。本文基于日本语记叙文法研究会对情态的分类，考察了内部关系的连体修饰节中的情态
分布情况，并从类型、意义以及形式等方面与主句情态做了对比。发现内部关系的连体节中
虽然可以出现多种情态，但是情态的分布远不及主句广泛，只能允许部分类型和形式出现，
而且一些表现形式只能实现一部分意义，也不允许多个情态共现。
キーワード：
「内の関係」連体修飾節 モダリティ
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内の関係の連体節におけるモダリティの分布

5.

連体節のモダリティと主節との対照研究
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おわりに

1. はじめに
日本語のモダリティについての研究は豊かな成果を挙げている。奥田（1985a、1985b）
、中
右（1979）
、宮崎他（2004）
、寺村（1992）
、益岡（1991）
、仁田(1991、1999)の諸研究でモダリ
ティの体系を記述し、モダリティの分類と形式を詳しく考察した。
モダリティの研究は、主節を中心に進んできたため、連体修飾節1）のモダリティはそれほ
ど注目を浴びていない。寺村(1992：265)は内の関係の連体修飾の成立の契機として、
「修飾
部の陳述度が一定限度内である」と述べている。連体修飾節においてはモダリティを許容し
にくいとされているが、実は例(1)～(3)のように、多様なモダリティ形式が現れうる。
1)

「連体修飾節」のほかに「連体節」
「名詞修飾節」の名称もあるが、以下では「連体節」と称する。
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（1）「物の怪を退治するにあたって、用意してほしい物があるんだが」
「武器です
か？」 （
『夜叉姫恋変化』
）
（2）この世に存在する一切は罪だ、と思わないではいられない男がいる。
（
『毎日新聞』2003）
（3）バーナリーのことも、新しい依頼人からかかってくるはずの電話も、ほとんど
気にしなかった。

（
『いつか時が汝を』
）

モダリティは文を文としてならしめる要素である。主節と連体節の相違は現れうるモダ
リティによって示すことができる。本稿では連体節のモダリティを全面的に考察し、更に
主節との対照研究を通して、連体節の特徴を明らかにする。
2. 連体節のモダリティについての先行研究
奥津(1974：44-54)は連体修飾節に入りうる要素と入りえない要素を考察し、終助詞や助動
詞のような文末詞および感動詞である文頭詞が連体修飾節には入り得ないと主張している。
仁田 (1999：53-57)はモダリティを真性モダリティと疑似モダリティに分けている。
「真性
モダリティ」は典型的なモダリティで、言表事態や発話・伝達のあり方をめぐっての発話時
における話し手の心的態度の言語的表現である。それ以外の心的態度の表現は「疑似モダリ
ティ」とされる。
「来るかもしれない人が来なかった」における「かもしれない」のような、
連体修飾に使われたモダリティは、最初から対象外とされている。
日本語記述文法研究会2）(2011:60-66) は作例を使い、連体節に現れうるモダリティを考察
した。表現類型、説明、伝達のモダリティは容認しにくく、認識のモダリティには形式によ
っては使えると述べている。
神沢（2012）と陳 (2018)はモダリティ要素を取る連体節をケーススタディとして分析して
いる。前者は作例を利用し、
「らしい」
「しろ」
「
（よ）う」
「ます」が連体修飾節に使用される
場合、それぞれの容認度の差を検討した。後者は推量を表す助動詞「だろう」
「であろう」
「ま
い」と用言の推量形が連体節における分布および特徴を考察し、コーパスでの使用量は「で
あろう＞だろう＞用言推量形＞まい」という順になっていると指摘している。
モダリティには多種多様な形式が含まれている。上述の先行研究は主に作例を利用し、連
体節に用いられるモダリティ助動詞を中心に検討したが、コーパスの実例を踏まえ、連体節
におけるモダリティの分布を全面的且つ詳細に分析した研究は見当たらない。また、連体節
のモダリティと主節のモダリティとの比較研究も興味深い課題である。連体節には「内の関
係」と「外の関係」3)という下位分類がある。両者は文らしさの度合いに差があるので、内包
し得るモダリティの振る舞いが異なると考えられる。本稿はコーパスから収集してきた「内

2)

3)

下記の内容で「日本語記述文法研究会」に言及するとき、
「記述」と略する。
寺村(1998)を参照されたい。
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の関係」連体節の実例を対象とし、主に下記の 2 点を明らかにしようとする。
（ⅰ）連体節におけるモダリティ形式の分布
（ⅱ）連体節のモダリティと主節のモダリティとの対照から見る連体節のモダリティの特徴
3. 研究方法
研究によっては、取り扱うモダリティの種類と形式が異なる。本稿はモダリティの分類と
表現形式を網羅的に取り扱った記述 (2014)の分類に従い、
「表現類型」
「評価」
「認識」
「説明」
「伝達」を表すモダリティを考察する。それぞれの類型のモダリティには、複数な表現形式
があるが、本稿は記述(2014)の目次に出る形式を研究対象とする。現代日本語書き言葉均衡
コーパス（BCCWJ）で各々のモダリティ形式を検索し、連体節に用いるモダリティの用例を
抽出して考察する。ただし、
「佐藤さんに電話した？」のように、無標で疑問や叙述などのモ
ダリティを表す文は、議論の対象外とする。
4. 「内の関係」連体節におけるモダリティの分布
「内の関係」連体節におけるモダリティの分布は均一ではない。
「表現類型」
「評価」
「認識」
「伝達」のモダリティは現れうるが、
「説明」のモダリティは出現しない。
4.1 表現類型のモダリティ
表現類型のモダリティは伝達的な機能の表しわけという文の基本的な性質を決めるもの
で、情報系のモダリティと行為系のモダリティに分かれている（記述、2014：15）
。表現類型
のモダリティの分布状況を表 1 にまとめている。
表 1：表現類型のモダリティの分布状況
下位分類

形式（用例数）

叙述

情報系

のか（0）4)

意志

しよう（0）
、つもりだ（38）
、気だ（0）
、まい（0）

勧誘

しよう（0）
、しようか（0）
、しないか(0）

命令
表現類型の
モダリティ

行為系

行
為
求

依頼

（0）
、てくれるか（0）
、てもらえないか（0）
、て
もらえるか（0）
、して（0）
、てほしい(124)、ても
らいたい（56）

許可・勧

お～ください(0)、たら？(0)、といい(0)、方がいい

め・助言

(0)、ことだ(0)

禁止
感嘆

括弧内の数字は該当する用例の数である。
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しろ（0）
、しなさい（0）
てくれ（0）
、てください（0）
、てくれないか

要

4)

無標形式（対象外）

疑問

するな(0)
さ(0)、こと(0)、なんと(0)

日本語の「内の関係」連体修飾節のモダリティについての考察

4.1.1 情報系のモダリティ
情報系のモダリティは話し手と聞き手との情報のやりとりに関わるモダリティで、叙述の
モダリティと疑問のモダリティに分かれている（記述、2014：15）
。
（4）間もなく、女が、水を入れた洗面器をもって、体を拭いに来てくれるだろう。
(『砂の女』)
文は命題とモダリティからなっている。宮崎他（2004:2）は「昨日は雨が降った」のよう
な文にある「断定」や「述べ立て」のモダリティを無標的(unmarked)なモダリティとしてい
る。日本語の連体節では、例（4）のように、モダリティ形式を介在せずに、平叙文で叙述の
モダリティを表す例が多い。北京日本語学研究センターの開発した『中日対訳コーパス』か
ら、7 つの日本語作品から内の関係の連体節を計 758 例収集したが、無標のモダリティ形式
は最も多く、95.7％を占めている。
疑問のモダリティの典型的な表現形式として、
「か」
、
「のか」が挙げられる。疑問のモダリ
ティが例(5)の「内の関係」には現れないと指摘されている。コーパスから集めてきた連体節
には、疑問のモダリティが観察されなかった。
（5）その映画はおもしろいか。→*おもしろいか映画（記述、2011:60）
4.1.2 行為系のモダリティ
行為系のモダリティは話し手や聞き手が実行する行為の発動に関わるモダリティである。
その中に、意志のモダリティ、勧誘のモダリティ、行為要求のモダリティがある（記述、2014：
16）
。聞き手に対して、ある行為の実行を命じたり、頼んだりするのは言語の重要な機能の１
つである。行為実行を表現するのに使いうる形式は多様である。
行為系モダリティで、働きかけ性のもっとも高いのは命令のモダリティであろう。仁田
（2009:6）は命令のモダリティが、連体節の述語として出現しがたいと指摘している。大島
(2010:32)は意志を表す「ウ・ヨウ・マイ」と命令・禁止が連体修飾をすることができないと
指摘している。コーパスの実例調査は先行研究の主張を裏付ける。勧誘（
「しよう」など）
、
命令（
「しろ」など）や禁止（
「するな」
）を用いた実例は一つもない。また、感嘆を表す「さ」
「こと」
「なんと」も連体節に使えない。一方、例（6）と(7)のように、
「つもり」が「の」を
介し、主名詞を修飾する例が多く観察できる。
（6）いずれ警察にも話すことになるだろうから、矢島としては警察に話すつもりのスト
ーリーを、前もって蔵田にも話しておく必要がある。

（
『三浦和義事件』
）

（7）第一は「きゅうすに入れるつもりのお茶の葉を湯吞に入れてしまう」のようなこ
とである。

（
『ダーウィン的方法』
）

行為要求のモダリティに、依頼を表す「てくれ」
「てください」などの形式はほとんど使え
ないが、そのかわりに、
「てほしい」
、
「てもらいたい」
（例 8、9）が使える。表１で示すよう
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に、
「てほしい」の使用が際立つ。
（8）「物の怪を退治するにあたって、用意してほしい物があるんだが」
（前掲）
（9）その場から、そのおにいさまになってもらいたい人物のところへ注進にいったが、
……

（
『トラブルさんこんにちは』
）

4.2 評価のモダリティ
評価のモダリティは「ある事態に対する評価的なとらえ方を表すものである」
（記述、2014：
91）
。
表 2：評価のモダリティの分布状況
下位分類

形式（用例数）
といい(0)、ばいい（12）
、たらいい(3)、方がいい（16）
、

必要
評価のモダリティ

べきだ5)（10604）
、なくてはいけない(20)、ものだ(0）
、
ことだ（0）
、 ざるを得ない(65)、ないわけにはいか
ない(1)、しかない(18)

許可・許容
不必要
不許可・非許容

てもいい(94)
なくてもいい(26)、ことはない(0)
てはいけない(115)

記述（2011：61）は評価のモダリティは、形式によって、連体節に現れうるものもあれば、
現れないものもあると指摘している。例えば、
「ことだ」は連体節には現れない。
「ものだ」
「ことだ」が「内の関係」で用いる用例は 1 例もないが、例（10）～例（13）で示すように、
同じように必要を表す「方がいい」
「ばいい」
「なくてはいけない」など、必要を表す諸形式
が「内の関係」での使用が許容される。
（10）玄関に置いておくほうがいいものはたくさんあります。
『部屋と押入れの整理術』
(
)
（11）一奈はもう、私に甘えていればいい子供ではない。(『殺意のアバランシュ』)
（12）天才は解決しなくてはいけない問題に直面しているのであり、…(『ビートルズ』)
（13）理論的水準においてはその低さを自認せざるを得ないわれわれは、参加を見送ら
ざるをえなかった。

(『戦後日本共産党私記』)

また、許可・許容を表す「てもいい」や不必要を表す「なくてもいい」も連体節において
用いられる(例 14、15)。
（14）一身上の事情が本科を修めてもいい人なら皆本科にお変りなさいと云ふことをお
云ひになりました。

(『私の生ひ立ち』)

（15）……年金そのものがパンクをすれば、年金に頼らなくてもいい金持ちはいいです
5)

「べきだ」は内の関係の連体節で、主に「べき＋N」の形で現れるが、
「べき＋の＋Ｎ」の例もあ
る。
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（
『国会会議録』第 102 回国会）

よ、けれども……
4.3 認識のモダリティ

認識のモダリティは「情報伝達文の構成にあたって、その文によって示される事柄や情報
に対する話し手のさまざまな認識態度を表し分けるものである」
（記述、2014：134）
。
表 3：認識のモダリティの分布状況
下位分類
断定と推量
認識のモ
ダリティ

形式（用例数）
だろう(90)

蓋然性

かもしれない(279)、にちがいない(47)、はずだ6) (2069)

証拠性

ようだ（0）
、らしい(172)、
（し）そうだ7)（2513）
、
（す
る）そうだ（0）

そのほかの認識の
モダリティ

のではないか（0）
、ではないか（0）
、か（0）

記述(2014)は認識モダリティの形式には、蓋然性を表す「かもしれない」
「にちがいない」
「はずだ」と証拠性を表す「そうだ」8）を除いて、一般に名詞修飾節では用いにくいと指摘
している。
だが、
コーパスで例(16)～(19)のように、
上記の形式を用いる例が多く観察された。
特に「はずだ」と「
（し）そうだ」の使用が際立ち、どちらも 2000 例以上を超えている。
（16）家を乗っ取られてしまうかもしれない相手を、玄関のドアを開けて迎え入れてや
るのは……

（
『山田太郎十番勝負』
）

（17）近藤がいるにちがいない八階のあたりを見ていた。
（
『月曜日のカーネーション』
）
（18）布団の中で温まっているはずの肌が、びっくりするほど冷たかった。
（
『本の旅人』
）
（19）彼は非難がでるたびにスタジオに集められた程度の低そうなガキどもから吊し
上げを食った。

（
『小説伝・純愛伝』
）

一方、推量を表す「だろう」は「内の関係」に現れにくく、そして「だろう」のかわりに
「であろう」が現れやすいと記述（2011：62）が指摘しているが、陳(2018)と本稿がコーパス
から集めてきた実例では、例(20)、(21)のように、断定と推量を表す「だろう」が連体節に用
いられることが多い。
（20）ひとえに、残り少ないだろう貴重な時間はすべてオリジナルな思想を発するこ
とに捧げられるべきであると考えたから……

（
『エンゲルス論』
）

（21）胡四王山からかつて宮澤賢治が眺めただろう風景を、見るために…
(『萬鐵五郎を辿って』)
記述（2011：62）は観察や推定を表す形式として、
「らしい」は現れやすいが、
「ようだ」
6)
7)
8)

「はずだ」は内の関係の連体節で、
「はずの＋N」の形で現れる。
「そうだ」は内の関係の連体節で、
「そうな＋N」の形で現れる。
表３における「
（し）そうだ」を指す。
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は現れにくいと指摘している。今回の調査でも例(22)のように、推定を表現する「らしい」
は連体節に多く観察できるが、推定を表す「ようだ」が内の関係の連体節に用いられる用例
は観察できなかった。
（22）また土、日曜日は、京都方面に遊びに行くらしい若者たちが、乗ってくる。
（
『大垣行 345M 列車の殺意』
）
4.4 説明のモダリティ
記述（2014：189）は説明のモダリティを文と先行文脈との関係づけを表すものであると指
摘している。主な形式として「のだ」と「わけだ」が挙げられるが、いずれも、先行文脈で
示された内容の背後の事情や論理的帰結などを表す。
「のだ」を例としてみよう。
「のだ」には事情の提示、把握などの複数の用法がある。例
（23）における「のだ」は「花子が泣いている」という事情を提示し、先行文脈と関係する
ことを提示する。
「のだ」は文末に使えるが、連体修飾節の中には現れない（記述 2011：63）
。
例(24)からわかるように、連体節には「のだ」の使用が許容できない。
（23）花子が泣いている。大事にしていたカードがなくなったのだ。
（益岡 1991：139）
（24）金が不足していたのだ。→*不足していたのである金（記述、2011：63）
表 4：説明のモダリティの分布状況
説明のモダリティ

形式（用例数）
のだ（0）
、わけだ(0)、ものだ（0）
、ことだ（0）

説明のモダリティの諸形式が「内の関係」連体節における振る舞いを調査した結果を表 4
にまとめている。本稿で考察する「のだ」
「わけだ」
「ものだ」
「ことだ」が「内の関係」に用
いられる実例は一例も観察されなかった。
説明のモダリティが「内の関係」連体節に入れない理由は連体節の性質によるものである
と思われる。
「内の関係」連体節はそれによって修飾される主名詞に対して、意味的に何らか
の格にたっている。つまり連体節と主名詞が一つの文を構成するような関係にある（寺村
1998:155）
。説明のモダリティは 2 つの事情の論理的関係を表すので、
「内の関係」に入りに
くいわけである。
4.5 伝達のモダリティ
伝達のモダリティは「文が伝達的な存在であることを反映し、話し手がその文の聞き手に
どのように伝えようとするかを表すモダリティである」
（記述、2014：229）
。
伝達のモダリティには、丁寧さのモダリティと伝達のモダリティは 2 種類がある。

148

日本語の「内の関係」連体修飾節のモダリティについての考察

表 5：伝達のモダリティの分布状況
下位分類

形式（用例数）
9)

丁寧さ
伝達の
モダリ
ティ

丁寧形 （1251）
伝達

伝達態度

確認・詠嘆
終助詞相当の形式

よ（0）
、ぞ（0）
、ぜ（0）
、さ（0）
、わ（0）
ね・ねえ（0）
、な（0）
、なあ（0）
、よね・よね
え（0）
とも（0）
、もの・もん（0）
、の（0）
、っけ（0）
、
ってば（0）

丁寧なモダリティは、記述（2011）の指摘したように、連体節に出現しうる。コーパスで
例(25)のように、丁寧形のモダリティが「内の関係」連体修飾節に用いられる用例がかなり
観察された。
（25）同封させていただいております委任状のご提出をいただき、債権者集会における
多数の同意を得ることが不可欠でございます。

（
『裁かれる「バブル経営｣』
）

終助詞は主節で積極的に伝達のモダリティを表すが、
「内の関係」の連体節に現れない。例
（26）と（27）は非文である。コーパスの実例でも終助詞が現れる「内の関係」連体節が見
当たらなかった。
（26）*おもしろいね映画（記述、2011：63）
（27）*すごくおいしいよ料理（記述、2011：63）
5.

「内の関係」連体節のモダリティと主節との対照研究
奥津（1974:71-75）は連体修飾節が詞・辞弁別の基準であると主張している。主節とは性

質の異なる連体節であるので、その中に出現するモダリティは文末と相違が出ると考えられ
る。阪田雪子(1989:145)は連体節が主名詞に限定を加えるものであるから、そこにモダリティ
を表す助動詞が含まれても、それを概念化して、そのような性質・状態・条件を備えたもの
としてとらえていると指摘している。本章はモダリティの種類、意味、形式などの面から、
主節との対照研究を試みる。
5.1 モダリティの種類
主節ではモダリティの種類や形式を問わずに許容されるが、連体節に入りうるモダリティ
はそれほど自由ではない。本稿の考察は、4.3 で示したように、五つのモダリティ類型で、用
例数が最も多い認識のモダリティが内の関係に最も入りにくいということを示唆する。連体
節のモダリティに関する先行研究でも、認識のモダリティを中心として行われてきた（神澤
2012、陳 2018）
。
モダリティは多様な分類法があるが、大きく分類すると二種類に分けられる。それが寺村
9)

丁寧形には品詞や肯定、否定によって、複数の形があるが、本稿は「ます」のみを考察した。
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(1992)モダリティを「対事的」と「対人的」10)に分けている。認識のモダリティは「対事的」
に属する。大島 (2010:42)は日本語の連体節の基本的な機能を「事物のもつさまざまな属性の
中からあるものを取り上げる」属性限定と捉えている。
「内の関係」連体節は属性、性質を表
すので、伝達や行為要求などの「対人的」なモダリティが許容されにくいのである。
5.2 モダリティの意味
仁田（2009：6）はモダリティがタイプの異なる節で違った意味を実現すると述べている。
一つのモダリティ形式で複数のモダリティ意味を表せるが、
「内の関係」連体節では、一部の
モダリティ意味しか表せない。それに、主観的な意味より、客観的な意味のほうが実現され
やすいという傾向がある。
「てはいけない」は基本的に事態の実現が許容できないという意味を表す。多くの場合制
御可能な事態に用いられ、その事態が聞き手の行為であると、禁止の意味になる。また、規
範上許容されない、あるいは不可能であるという客観的非許容を表すこともある（記述、
2014：128-129）
。連体節に現れると、例(28)のように、客観的非許容の意味に偏り、聞き手に
働きかけるという意味合いを含まない。
（28）いつでも兄や姉として年少者の面倒を見なくてはいけない施設という大家族で
は、孤独に浸る時間はない。

（
『最相葉月のさいとび』
）

5.3 モダリティの形式
仁田 (2009：7)はモダリティが形態的カテゴリとして拡散的で、複数の表示形式があり、
それらがよく似たモダリティ的意味を表すと指摘している。工藤（2005）はモダリティの形
式として、語尾変化（屈折）
、助動詞の膠着による述語の合成体、
「派生」
「複合」の語形成手
順による文法的派生体、形式的な独立性を保持する「補助動詞」
「形式語」などの組み合わせ
による「分析的な形式」を挙げている。諸形式で、前のものほど文法化・形態化されており、
後のものほど語彙性が高く、文法性が低い。
日本語では表現類型、評価のモダリティに特に「分析的形式」が多い11)。4.2 で示すように、
評価のモダリティ形式には、
「ものだ」
「ことだ」のような助動詞の使用はかなり制限されて
いるが、
「といい」
「方がいい」
「ざるを得ない」などの分析的形式は使いやすい。つまり、典
型的なモダリティ形式である助動詞は、
「内の関係」連体節に用いにくいことがある。それに
対して、分析的形式であるモダリティは文法化の度合いが低く、語彙的特徴が残っているも
ので、連体節に入りやすい。
5.4 多重モダリティ
10)

同じくモダリティを二分類したのは、仁田(1991)の「言表事態めあてのモダリティ」と「発話・伝
達のモダリティ」
、益岡(1991)の「対命題態度のモダリティ」と「表現・伝達態度のモダリティ」が
ある。
11)
表 1 と表 2 を参照されたい。
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主節末において多重のモダリティ形式の使用をよく見かける。王(2014:204－206)コーパス
の実例分析を通して、日本語の複数のモダリティが共起する現象を分析した。二重、三重、
四重のモダリティ形式の連続が普通で、多重連続の場合、
「動的＞義務＞認識＞説明」か「動
的＞義務＞説明＞認識」の順に配置すると指摘している。例(29)では「動的」と「認識」のモ
ダリティ形式が共起している。
（29）お前だって、甲子園へ行き たい だろう。
動的

認識

（王、2014：207）

文に近い性格を持つ「外の関係」にも例（30）のように、二重モダリティの連続が可能で
あるが、本稿で考察した「内の関係」連体節には、多重モダリティが現れなかった。これは
「内の関係」連体節に複雑なモダリティ構造が内包されにくいということを示唆する。
（30）こうすれば恐らく黒字も拡大しないだろうねという絵があそこで描かれている。
（
『国会会議録』第 140 回国会 1997）
6. おわりに
モダリティを表す言語形式が助動詞、副詞、終助詞や複合形式など多岐にわたっているの
で、全面的に考察しにくい。本稿は主要なモダリティの類型と形式だけを対象に、
「内の関
係」連体節におけるモダリティの分布とその傾向を考察した。
主節ほど自由ではないが、実例調査を通して、連体節でも多様なモダリティ形式が現れる
ことが明らかになった。
「内の関係」連体節におけるモダリティの分布は均一的ではない。表
現類型、評価と認識のモダリティは一部の形式は許容しやすいが、モダリティの種類や形式
によっては、厳しい制限を受ける。説明のモダリティは許容されない。また、伝達のモダリ
ティは丁寧形しか出現できない。全体からみれば、
「対事的」モダリティは内の関係の連体節
に入りやすく、
「対人的」モダリティは入りにくい。
モダリティ形式に複数の意味用法を有することが多い。主観的な意味より、客観的な意味
のほうが「内の関係」連体節に現れやすいという傾向がある。
助動詞などの形式は使えないことがある。そのかわりに、分析的形式が積極的にモダリテ
ィを表す役割を果たす。
なお、複数のモダリティの形式の連続も観察できなかった。
モダリティを内包できるかどうかを決める要因や、通言語的に見る日本語の連体節のモダ
リティの特徴を今後の研究課題とする。
参考文献
大島資生(2010)『日本語連体修飾節構造の研究』ひつじ書房
神澤克徳(2012)「モダリティ要素を含む連体修飾節の分析 : 認知文法におけるグラウンドの観点
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Analysis of the Definiteness of Japanese Object Nouns

—from the Perspective of Typology

魯 美玲
LU Meiling
提要 日语名词不仅有别于英语、罗曼语族各语言，缺乏明显的表示有定无定的形态标记，还
不同于以 SOV 为基本语序的阿尔泰语系的各语言。其名词的有定无定特征犹如雾里看花，始终
让人捉摸不透。但如果细究日语的指示词前置现象以及日语口语中（恐怕不仅局限于口语）经
常被省略的宾格标记“を”的背后原因，我们不难发现日语与 SOV 为基本语序的其他语言之间
有相通之处可寻。分析阿尔泰语系各语言的宾语有定无定标记可以为日语相关领域的研究提供
全新的视角，对诸多日语语言现象提供有力的佐证。本文从语言类型学的角度出发，分析日语
及其亲属语言的宾语名词的有定无定标记手段，以期发现更多的语言实事。
キーワード：定性 目的語 対格表記 有標
目次
1. はじめに
2. 先行研究と問題点
3. 日本語と親族関係にあると思われる諸言語の目的語の定性
4. 日本語の目的語の定性
5．定性を表す手段の類型論における位置づけ
6．まとめ
7．問題点と今後の展望
1．はじめに
言語学において定性（定・不定）というと、たいていの方が真っ先に思い浮かべられるの
は英語の定冠詞（the）
・不定冠詞（a／an）であろう。しかし、R. J.Di Pietro に指摘があ
るように限定詞は言語によって特定的に存在するものであるが、物事を限定する能力は普遍
的であるに違いない（小池訳 1974：123）
。すなわち、英語やロマンス諸語においては定性の
文法範疇が文の表面上に顕在しており、認識されやすいのに対して、日本語、朝鮮語及びア
ルタイ諸語においては定性を表す形式が表面上に顕在していないからといって、その言語に
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定性の文法範疇が存在しないということは決してないということになる。このような観点を
受け、本文では今まであまり問題にされてこなかった日本語の名詞、主に目的語名詞の定性
について類型論的アプローチから考察を行なっていきたい。論の進め方として、まず、先行
研究の問題点を学習者の立場から指摘し、本文の言語類型論の観点から日本語の目的語の定
性を表す手段を検討し、さらなる言語事実への解明を試みるという意図を明記する。そして、
日本語と親族関係にあると思われるアルタイ語系に属するモンゴル語およびそのほかの言
語の目的語の定性について述べ、これらの言語の目的語の定性を表す文法手段を観察する。
また、それを手掛かりに日本語の目的語の定性を紐解くことに努める。最後に、さらに広い
視野において、日本語の定性を表す手段の言語類型論的位置づけを考えたい。
2．先行研究と問題点
日本語の定性を論じるにあたって主題を表す係助詞「は」は避けて通れない一環である。
日本語学界では従来「は」と主格「が」との関わりについての議論、あるいは「は」の主題
性についての検討は盛んに行われてきた（三上 1963、1969；寺村：1982，1984；野田 1996；
堀川 2012；坂野 2014 など）
。しかし、これに比べて、
「は」と対格助詞「を」との関係性に
ついての研究、あるいは定性の観点から「は」と「を」をとらえようとする試みはあまり見
られない。それから、日本語の指示語が前に来る現象と対格助詞「を」が省略される現象に
おいては、認知言語学の観点からのアプローチが数多く見られる（筒井 1984；丸山 1996；藤
原 1992；野田 2000 など）ものの、これらの研究もやはり認知言語学と語用論的枠組で日本
語を内部から分析することにとどまっている。本研究は言語類型論的アプローチから日本語
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を試みたい。
3．日本語と親族関係にあると思われる諸言語の目的語の定性
この節では、日本語と親族関係にあると思われるアルタイ語系に属するモンゴル語1）
およびそのほかの言語の目的語の定性について述べたい。これらの言語の目的語の定性を
表す文法手段を観察することが、後節 4 で取り扱う日本語の目的語の定性を紐解く大きな
切り口になると思う。
3.1 モンゴル語の目的語の定性
モンゴル語はアルタイ語族に属し、SOV を基本語順とし、膠着語としての特徴がかなり発
達している。モンゴル語にも「を」に対応する「 ᠶᠢ (gi)᠂ ᠢ (i)」という対格の表記がある
ものの、以下の二つの条件に分けて、その対格の表記である助詞が現れたり、現れなかっ

1）

内モンゴルで話されているモンゴル語。
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たりする。これは言語類型論で問題にされる形態論的な「有標性」に当たるもので、前者
は「有標（marked）
」で、後者は「無標（unmarked）
」ということになる。
一、目的語が不定の名詞の場合に必ず省略され、定の名詞の場合にのみ「 ᠶᠢ (gi)᠂ ᠢ
(i)」が現れる。例えば
ⅰ．ᠪᠢ

ᠨᠣᠮ

ⅱ． ᠪᠢ

ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ᠃

私 本 読んだ

ᠡᠨᠡ

ᠨᠣᠮ

ᠢ

私 この 本

（私は本を読んだ。
）

ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ᠃

を

読んだ

（私はこの本を読んだ）

ⅰの文では目的語―ᠨᠣᠮ（本）―が不定の名詞（ある本）で、特にどの本を指すわけではな
い。この場合、目的語には格助詞がつかない、いわゆる無標である。一方、ⅱのように目
的語―ᠨᠣᠮ（本）―の前に ᠡᠨᠡ（この）がつき、本は他ではない「この本」を指すとき、目的語
の後ろに格助詞「 ᠢ（を）
」が強いられ、有標になる。
二、モンゴルの基本語順は SOV で、目的語は普通、述語動詞と隣り合わせて、その前に
現れる。こうした目的語が動詞の直前に来る通常の場合、目的語の格表記が省略される2。
形態論的要素が加わらない普通のケースということで無標と言えよう。しかし、目的語と
述語動詞の間にほかの成分が挟まれた場合、目的語が格表記で明記されなければならなく
なり、有標になる。以下、目的語と述語動詞の間に現れる成分の種類ごとに例を見ていき
たい。
（一）主語が間に来る場合
ⅲ． ᠪᠢᠳᠡ

ᠰᠢᠨᠡ

ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ

ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

私たち 新しい 家

建てた

（私たちが新しい家を建てた）

ⅳ．ᠰᠢᠨᠡ

ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ

ᠢ

ᠪᠢᠳᠡ

ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

新しい 家 を 私たち 建てた
（新しい家は私たちが建てた。
）

（二）補語成分が挟まれる場合
ⅴ． ᠲᠣᠣᠷ

ᠢᠡᠷ

ᠵᠢᠭᠠᠰᠥ

ᠠᠩᠨᠠᠨᠠ᠃

ⅵ． ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ

ᠶᠢ

網

で

魚

捕る

魚

を

（網で魚を捕る。
）

ᠲᠣᠣᠷ

ᠢᠡᠷ

網 で

ᠠᠩᠨᠠᠨᠠ᠃
捕る

（魚を網で捕る。
）

（三）副詞的成分が間に来る場合
ⅶ． ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠᠢ

ᠪᠠᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨᠠ᠃

ⅷ． ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨᠠ᠃

楽しい→く 歌 歌う

歌 を 楽しく 歌う

（楽しく歌を歌う。
）

（歌を楽しく歌う。
）

ⅲ～ⅷを観察すると、目的語が動詞の直前に来る文と間にほかの成分（
「他」で示す）が
入る文とでは図Ⅰのようにニュアンスの違いが生じる。

2)

もちろん前述一のような定名詞目的語の場合は除外される。
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図Ⅰ「目的語＋動詞」と「目的語＋他＋動詞」の定性の違い
網で

魚を捕る
O ＋ V

他

分
魚を

網で捕る

O

他 ＋ V

下の文のほうは上の文のより目的語（О）の存在が強調され、焦点化されており、その
「定」の意味合いが強くなっている。これは識別度の高い成分ほど文の前の方に来る「識
別度領前原理（identifiability hierarchy）
」からも裏付けられる。このように、目的語
と述語動詞の間にほかの成分が挟まれ、目的語の文での位置がより前に来る場合は対格助
詞「 ᠶᠢ (gi)᠂ ᠢ (i)」が義務的につけられることは、実は一の「目的語が不定の名詞の場合
に対格助詞が必ず省略され、定の名詞の場合は義務的に現れる」とは性質上、同じような
ことになる。要するに、モンゴル語で対格助詞「 ᠶᠢ (gi)᠂ ᠢ (i)」が文中に現れるかどうか
は目的語の「定性の度合い」によって決まるということになる。
さらに、モンゴル語の目的語名詞には「自分の」に当たる意味合いの格表記（ᠪᠠᠨ ・
ᠢᠡᠨ）が存在することはかなり特徴的であり、他の言語にあまり見られない。格の後にこ
ういった再帰助詞をつける場合は、対格助詞が省かれる。

ⅸ ᠴᠠᠢ
お茶

ᠤᠤᠭᠤᠪᠠ᠃

ⅹ ᠨᠣᠮ

助詞（自分の）飲んだ

本

ᠪᠠᠨ

（自分の）お茶を飲んだ。

ᠢᠡᠨ

ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ᠃

助詞（自分の）読んだ

（自分の）本を読んだ。

ᠴᠠᠢ

ᠤᠤᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠨᠣᠮ

ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ ᠃

お茶

飲んだ

本

読んだ

(お茶を飲んだ。)

(本を飲んだ。)

ⅸ、ⅹの目的語 ᠴᠠᠢ（お茶）と ᠨᠣᠮ（本）が格表記（ᠪᠠᠨ ・ᠢᠡᠨ）で表記され、
「自分の」とい
う意味合いが追加されることで、不定名詞から定名詞に変わっている。これもやはり、前
に検討した「不定の目的語が形態論的に無標で、定の目的語が形態論的に有標である」と
こと一貫しているわけである。
3.2 そのほかの言語の目的語の定性
では、SOV を基本語順とし、日本語と親族関係にあると思われるほかの言語の目的語の定
性の有標性がどうなっているか、その中からいくつかについて検討したいと思う。R. J.Di
Pietro には次のような指摘がある。
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定冠詞がない言語では名詞の限定化はいろいろな方法で行われる。例えば、トルコ
語では、目的語が限定された（definitized）名詞には格表記が具現化される必要が
ある。
（小池訳 1974：125）
。
同じような指摘がコムリー（2009）3)、L.J.Whaley(1997)4)らにも見られる。
ⅺ．Kassa

borsa-w-in

カッサ

wässädä-w

財布‐その‐目的格

奪った‐それ

「カッサがその財布を奪った」
ⅻ．Kassa borsa wässädä
カッサ

財布

奪った

「カッサが（不特定の）財布を奪った」
アブハズ語5)の一致の体系は、ⅺとⅻで表されているように、直接目的語の定性に影響を
受ける、もし定であれば、一致の語尾辞が使われる（ⅺ）
。それ以外の場合、接尾辞が現れ
ない（ⅻ）
。これと似たようなはたらきはいくつかの言語の格表記においても観察される。
ちなみに、ヒンディー語では、直接目的語が人間であるときは、定か不定かに関わらずほ
とんど必ず KO という後置詞で標示される。人間が指示対象なのに KO なしで現れることは
非常に稀なのだが、それは指示対象が不定である場合に限られる。定である非人間名詞句
も、典型的には KO をとる。これに対して、不定の非人間名詞句は KO を絶対に取らない。
ヘブライ語（セム：イスラエル）でも、定目的語のみが接語 et₋の表記を受けるそうであ
る。6)
続いて、ウイグル語にも表層構造上、名詞の定性を表す限定詞（
「冠詞」相当のもの）と
いう文法カテゴリーが存在しないが、定性を表す手段がいくつかあって、その中でより一
般的なのは目的語の対格語尾変化の表記の有無の問題であるようである（Aykiz Kadir
2015：610）
。さらに、カザフ語、ウズベキ語、トルコ語も同じ手段で名詞の定性を表すと
の指摘が同氏の研究に見られる。馬（2015：125）によると、サラ語も主に目的語に対格を
表す後置詞がつくと定名詞であることを表し、対格を表す後置詞が省略された場合に不定
名詞であることを表すとのことである。
この節で検討してきた内容を要約すると、モンゴル語、トルコ語、ウイグル語、カザフ
語、ウズベキ語、サラ語など SOV を基本語順とし、日本語と親族関係にあると思われる諸
言語にはもっぱら名詞全般の定性を表す統語論的、かつ形態論的に体系化された文法カテ

3)

沈家煊、羅天華訳（2010：154）による。

4)

大堀壽夫、古賀裕章、山泉実訳（2006：167）による。
北西カフカース、トルコあたりで使われる言語。
6)
大堀他訳 2006 ：167－181 による。本源は L.J.Whaley1997。
5)
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ゴリーが存在しないというものの、目的語名詞の定性を表す一定の手段が存在する。しか
も、その手段はこれらの言語においてかなりの類似性を見せている。これを言語類型論で
いう含意的普遍性と見ていいのでないないだろうか。しかしその前に、4 において日本語の
目的語の定性の表し方を考察し、これらの言語との間に見られる相違点とそこに潜められ
ている共通点を見出し、その背景にある原因を探ってみたい。
4．日本語の目的語の定性
福田嘉一郎（2016：167‐184）は日本語の名詞には数、定／不定などの文法範疇を成す
形態的あるいは統語的な特徴が見られず、名詞の指示特性は文脈に委ねられている場合が
多いと指摘し、日本語の主題に現れうる名詞の指示特性を観察し、さらに、そこに認めら
れる制約が名詞述語文の解釈とどのような関係にあるかについての考察を行われている。
本研究の目的は言語類型論的な観点から日本語の目的語名詞の定性を捉えることにあるた
め、名詞、特に目的語名詞の指示特性7)はどういった文脈に委ねられてるかを検討し、さら
に、それの言語類型論的観点から見た世界の言語の定性のパターンにおける位置づけを考
えたい。
4.1 指示語が前に来る現象
野田（2000：24‐25）には以下の例を挙げながら、文脈指示の「それ」や「その」
、現場
指示の「これ」や「その～」は、文の前のほうに置かれやすい傾向が認められることを指
摘している。
(1)後藤が片思いの詩に明るいメロディーをつけた。
(2)飯田が片思いの詩を書いた。それに後藤が明るいメロデイーをつけた。
(3)石田さんにプログラムを渡してください。
(4)これを石田さんに渡してください。
例（1）の「片思いの詩」を（2）のように文脈指示の「それ」にすると、
「それ」が文頭
に出やすくなる。これについて氏は「文脈指示の「それ」や「その～」は、それより前に
出てきた語句を指示するのが普通である。そのため、文脈指示語は、その指示対象に近
い、文の前のほうに置かれる傾向がある。
」と述べている。
（3）のプログラムを「これ」に
した（4）では、
「これを」が文頭に出やすい現象については「これは文の前に置かれるの
はこれらを聞き手に早く示したほうが、聞き手の認知的な負担が少ないからだろう」と指
摘している。こういうように、野田氏は文脈指示の例（1）
、
（2）と現場指示の例（3）と
（4）に対して、認知的な方面からケースバイケースの解釈を与えている。
しかし、前の文脈指示の「それ」や「その」も、現場指示の「これ」や「その～」も言

7)

本文でいう「定性」に当たる。
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語類型論における「識別度領前原理（identifiability hierarchy）
」で説明すると簡単に
理解されうる。実はこれは、3 で見たアルタイ諸語の「定の目的語が形態論的に有標であ
る」と性質上、同じことを示している。日本においては対格助詞「を」は常に目的語に後
続しなければならいから、語順を変える手段でその定の目的語の有標性を表しているわけ
である。
4.2 対格助詞「を」が省略される現象
3 では日本語と親族関係にある言語の目的語の定性を考察し、それらの言語は「不定の目
的語が形態論的に無標で、定の目的語が形態論的に有標である」という結論に達している
が、日本語では目的語の定性に関係なく常に「を」で目的語の格を表記しなければならな
い。例えば「彼はケーキを食べた。
」ではこの「ケーキ」は話し手と聞き手がともに知って
いる特定のケーキでもよければ、両者ともに知らない不特定のケーキでもいい。こうなる
と、一見、目的語の定性において日本語とそれらの言語とは全く次元の違う体系になるの
ではないかと思うかもしれないが。実は、話し言葉（おそらく書き言葉にも）格助詞
「を」の省略（随意的）あるいは脱落（義務的）が非常に目立ち、しばしば問題にされて
きたあの現象とは密接な関係があるように思われる。その省略と脱落の背後にはさまざま
な動因が考えられるが8)、ここで定性の観点から注目したい点だけ述べたい。
丸山（1996：75）は「そもそも、古語においては格助詞「が」
「を」が現れないのが一般
的である。そのことを引き継いで、現代語の書き言葉にも、無形の現象は多く存在する」
と述べている。世界の言語を見ると、
「主格」と「対格」が形態的に表記される言語はそん
なに多くないことは言語類型論でしばしば問題にされてきた。格表示が無形式している格
成分は、動詞から強く要求される格成分である（丸山 1996：75）
。それがゆえに、格関係を
明示しなくてもわかるわけである。そういった意味で、数多くの言語において「主格」と
「対格」が形態的に表記されない言語事実に頷ける。日本語の話し言葉（実は書き言葉に
も見られる）での対格助詞の省略9)現象も実は 3 で見たアルタイ諸語の「定の目的語が形態
論的に有標である」と類似性を見せている。
盛（2000）では語用論的な観点から現代日本語の助詞が省略される現象についての論考
が行われている。氏によると「XØY → X は Y →X が Y」では左から右への順に X の強調さ
れる度合いが次第に増していき、一方、Y の強調される度合いが弱まる。さらに、
「Ø の機
能は X を無色化あるいは非焦点化することにある」との指摘がある（筆者訳）
。
加藤（2003）も脱焦点化理論を用いて、ゼロ助詞について検討している。脱焦点化すると
いうことはその「定」の意味合いが弱まるということになろう。定の意味合いが弱まっ
8)
9)

詳しくは筒井 1984、藤原 1992 などを参照されたい。
あるいは脱落ともいう。
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て、格表示が無形式（Ø）になるということはやはり 3 で見たアルタイ諸語における「不定
の目的語が形態論的に無標で、定の目的語が形態論的に有標である」と相通じているとみ
てよかろう。
(5)ケーキ食べようか。

(6)？小野さんにもらったケーキ食べようか。

(7)小野さんにもらったケーキを食べようか。
ポーズを置いて言うならば別として、普通は（7）の「を」を省略することがあまりない
こともその定の意味合いが増したから「を」を省略しにくくなったと思われる。
これまでの内容をまとめると、日本語には目的語の定性に関係なく常に「を」で目的語の
格を表記しなければならない点で 3 で見たアルタイ諸語と異なっている。しかしながら日本
語とそれらの言語の間にはやはり、類似性を見出すことができることについて分析を行って
きた。5 ではさらに広い視野において、日本語の定性を表す手段の言語類型論的位置づけを
考えたい。
5．定性を表す手段の類型論における位置づけ
レーマン（1973、1978a）は動詞と目的語の順序はどんな言語においても、構成要素の順
序全般を決める基礎なのではないかという結論に達した（大堀壽男など訳 2006）
。
レーマンは「動詞と目的語の関係は言語の基軸となる構成原理を代表している」との見
方から図Ⅱのように 11 の構成要素順序の相関を立てている。
図Ⅱレーマンによる構成要素順序の相関
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VO

OV

前置詞＋名詞

名詞＋後置詞

名詞＋属格

属格＋名詞

名詞＋形容詞

形容詞＋名詞

名詞＋関係節

関係節＋名詞

文頭の疑問詞

文頭以外の疑問詞

接頭辞

接尾辞

助動詞＋主動詞

主動詞＋助動詞

比較の形容詞＋基

基準＋比較の形容

準

詞

動詞＋副詞

副詞＋動詞

否定語＋動詞

動詞＋否定語

従位接続詞＋主節

主節＋従位接続詞
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レーマンが主張する相関のいくつか10に対して疑問の声が挙げられ、さらなる検討が必要
というものの、なかの前置詞・後置詞はかなり高い支持を得ている。それは、VO の語順を
取る言語は常に「前置詞＋名詞」の形式を、OV の言語は「名詞＋後置詞」の形式を持つと
いう言語事実である。
これに基づき、SVO を基本語順とする英語やロマンス諸語の冠詞も前置詞に含まれるもの
と見なすことができよう。日本語の対格表示である「を」はもちろんのことで、3 で扱った
SOV を基本語順とするアルタイ諸語の定の目的語の場合に強いられる表示や語尾変化も後置
詞に入るものと見なすことができる。つまり、諸言語の定性の表示手段にも言語類型論で
いう含意的普遍性―VO の語順を取る言語は常に「前置詞＋名詞」の形式を、OV の言語は
「名詞＋後置詞」の形式を持つ―を見出すことができる。そうすると、日本語の「を」
も、SOV を基本語順とするアルタイ諸語の定の目的語の場合に強いられる表示や語尾変化
も、
「格」以上の意味を持つことになる。この事実を把握したうえで、通言語的に見て、対
格助詞を持つ言語はごくまれであるという見地を考えるとそれはそうであろうとも思えて
くる。
6．まとめ
本文では今まであまり問題にされてこなかった日本語の名詞、主に目的語の定性について
類型論的アプローチから考察を行なってきた。まず、1 と 2 で先行研究の問題点を学習者の
立場から指摘し、本文の言語類型論の観点から日本語の目的語の定性を表す手段を検討し、
さらなる言語事実への解明を試みるという研究の目的を明記した。それからの 3 では日本語
と親族関係にあると思われるアルタイ語系に属するモンゴル語およびそのほかの言語の目
的語の定性について述べ、これらの言語の目的語の定性を表す文法手段について考察を行っ
た。
また、
それを手掛かりに4 では日本語の目的語の定性を表す手段を紐解くことに努めた。
最後の 5 でさらに広い視野において、日本語の定性を表す手段の言語類型論的位置づけを検
討した。筆者がこれまでに行ってきた考察の主なる観点や発見を次の三点にまとめる。
一、 SOV を基本語順とするアルタイ諸語にはもっぱら名詞全般の定性を表す統語論的、
かつ形態論的に体系化された文法カテゴリーが存在しないというものの、目的語名
詞の定性を表す一定の手段が存在する。しかも、その手段はこれらの言語において
普遍性を見せている。それはつまり、不定の目的語が形態論的に無標で、定の目的
語が形態論的に有標になるという言語事実である。
二、 日本語には目的語を表す格表記が顕在するため、表層構造で定性を表す限定詞の表
示が欠けていると思われる。とはいうものの、指示語が前に来る現象や話し言葉

10)

特に名詞と形容詞の相関関係について異議を唱えるものが多い。
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（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、常に対格助詞
「を」が省略される現象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、
両者の間には相通じるところがある。
三、 定性を表す手段も VO の語順を取る言語は前置詞、OV の語順を取る言語は後置詞を
持つという普遍性との間に一致性が見られる。
7．問題点と今後の展望
これまでの観点に不備や未熟な観点があり、より厳密な調査と、深い掘り下げ作業が必
要だということは百も承知である。そういった点についてご指摘とご指導のほう願いた
い。今後の研究の中で、日本語の名詞の定性の概念を切り口に日本語のさらなる諸問題へ
の理解を深めること、定性と目的語の格表示との関係性を明らかにすること、
「を」が省略
される現象を話し言葉と書き言葉に分けて分析すること、及び定性と有生性との関係性も
含めて今後の研究の中で充実させていきたいところは多々ある。さらに定性と受け身や使
役などとの関わりなど、論じることができなかった点やより興味深い言語現象と言語事実
を解明することもすべて今後の研究に期するものとしたい。
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『萬葉集』にみられるオノマトペ
―AB 型を中心に（その弐）―
On Onomatopoeia of The Ten Thousand Leaves
―Focusing on The Type of AB (Part Two)―

王 則堯
Wang ZEYAO

提要 笔者搜集了万叶集 4516 首和歌中所见的拟声词和拟态词。在形态上，AB 型的种类居多。
在撰写本稿以前，笔者曾对 AB 型的拟态词做了基础研究。在本稿中，主要以 AB 型的拟声词为
主，确认其意义、所派生的一系列词语。并尝试找出每种 AB 型拟声词的特点，以及单一形式
（AB 型）和其所派生的叠语形式（ABAB 型/ABB 型等）在意义上的异同点。
キーワード：
『萬葉集』 オノマトペ 擬音語 AB 型
目次
1．はじめに
2．AB 型の擬音語「そよ」
3．AB 型の擬音語「とど」
4．AB 型の擬音語「ひし」
5．AB 型の擬音語「ゆら」
6．おわりに
1. はじめに
筆者は、拙稿「
『萬葉集』にみられるオノマトペ―AB 型を中心に―（その壱）
」
（以下、
「そ
の壱」1）と略称する）では、擬態語である「こご」
、
「ほろ」
、
「ゆた」
、
「しの」
、
「さや」の五
語を中心に分析を行ったが、本稿では、AB 型の擬音語について検討する。奈良時代のオノマ
トペを考察する為、
『萬葉集』全四巻・4516 首の和歌から、オノマトペやオノマトペを語源
1）

「その壱」は、「水門（みなと）―言葉と歴史」（29 号）に投稿済み。
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とした形容詞、形容動詞などを収集し、その形態、意味から見た分類を行う。取り扱う資料
は、
『新編日本古典文学全集 6〜9』小島憲之・木下正俊・東野治之校注・訳の『萬葉集』で
ある2）。形態上、
『萬葉集』におけるオノマトペは AB 型以外に、AB 型を土台とした畳語型で
ある ABB 型、ABAB 型なども存在する。異なり語数はさほど多くはないが、そのうち、AB 型
がもっとも多いので、それを糸口として検討することにした。小野（2009）では、
『古事記』
にみられるオノマトペである「もゆらに」の「に」というのは、オノマトペを載せる台のよ
うなものであり、そのほか、
「と」もあると書かれている3）。古語辞典では、
「もゆら」ではな
く、
「もゆらに」という項目で掲載されているが、
『日本国語大辞典』では、
「に」を取り除い
て立項されている。そして、
「その壱」で指摘したように、
「に」や「と」が付くことによっ
て、AB 型の擬態語である「ほろ」の持つ意味が異なってくることから、筆者も「に」や「と」
を、オノマトペを構成する一部と見なさない。そのため、本稿で取り上げたすべての擬音語
は、それを除いたものとなっている。
『萬葉集』にみられる AB 型の擬音語は、
「かか」
、
「こ
む」
、
「そよ」
、
「とど」
、
「ひし」
、
「ゆら」の６種であるが、
「かか」
（鷲の鳴き声）と「こむ」
（狐の鳴き声）については省略することにする。
以下、万葉仮名、読み下し、口語訳という順で和歌を並べ、
『全訳古語辞典』
『角川国語大
辞典』
『日本国語大辞典』に載っている意味を確認する。
2. AB 型の擬音語「そよ」
2.1 「そよ」の意味
『萬葉集』にみられる「そよ」を含む和歌は３例である。１例目は、巻十・2089 にある4）。
ピックアップすると、以下のようになる。


万葉仮名
はたすすき

…旗 芒


あきかぜの

ふきくるよひに

あまのがは

しらなみしのぎ

おちたぎつ

本葉裳具世丹 秋 風 乃

もとはも そ よ に

吹来夕丹

天 河

白 浪 凌

落 沸

読み下し
もとは

…はたすすき 本葉もそよに

あきかぜ

ふき く

よひ

秋 風 の 吹き来る 夕 に

あま

がわ

天の川

しらなみしの

おち

白 波 凌 ぎ 落ち

たぎ

激つ


口語訳
…はたすすきの 本葉までそよがして 秋風が 吹き来る夜に 天の川の 白波を押し分
け たぎり落ちる

2）

小島憲之・木下正俊・東野治之（1994）『萬葉集』「新編日本古典文学全集 6〜9」小学館
小野正弘(2009)『オノマトペがあるから日本語は楽しい擬音語・擬態語の豊かな世界』平凡社 p161
4）
小島憲之・木下正俊・東野治之（1994）『萬葉集』「新編日本古典文学全集 6〜9」小学館
3）
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１例目の「そよ」は、風が本葉をゆるがす時に発する音である。
次に、２例目は『萬葉集』巻十・2885 にある5）。


万葉仮名
さよふけて

いもをおもひいで

しきたへの

まくらも そ よ に なげきつるかも

左夜深而

妹乎念出

布妙之

枕 毛 衣世二 嘆 鶴 鴨



読み下し
さ夜更けて 妹を思ひ出で しきたへの 枕もそよに 嘆きつるかも



口語訳
夜が更けて あの娘を思い出し （しきたへの） 枕も響くほどに ため息をついた
『日本古典文学全集』の注釈では、２例目の「そよ」は、嘆きの息の激しさを誇張して言
ったと書かれている6）。
そして、３例目は『萬葉集』巻二十・4398 にある7）。



万葉仮名

たづ がねの

かなしくなけば

はろ ばろ に

いへ をお もひで

おひ そやの

そ よ とな るまで

多頭我袮乃

悲 鳴 婆

波呂婆呂尓

伊弊乎於毛比埿

於比曾箭乃

曾与等奈流麻埿

なげ きつ るかも

奈気吉都流香母


読み下し

たづ

かなしく な け ば

鶴 がねの

いへ

悲しく鳴けば はろばろに

おも

で

お

そや

なる

家 を 思 ひ出 負ひ征箭の そよと鳴るまで

なげ

嘆 きつるかも


口語訳

鶴が鳴く声が 悲しく聞えると 遥かに 家を思い出し 背負った矢がひゅうと共鳴する
ほどに 激しくため息をついてしまった
３例目の「そよ」は、矢が風に当たって鳴る音を形容している。各辞書による「そよ」の
意味は、表１で示す。
表１ 「そよ」の意味
『全訳古語辞典』
副 風の音や物の触
れ合う音など、かす
かな物事の形容。

『角川古語大辞典』8）
副 擬声語。物が軽く触れ合って生じ
るかすかな音や、風が物に当る音など
のさま。畳語で「そよそよ（と）
」とも。
「Soyoto 吹く＜風がやわらかに、気持
ちのよい音を立てて吹く＞」
〔日ポ〕

『日本国語大辞典』
副（多く「と」を伴って用
いる）しずかに風の吹く
音、また、物が触れあって
たてるかすかな音などを
表す語。

つまり、
「そよ」は、風の音や、物が触れ合って生じるかすかな音を表す。
5）

小島憲之・木下正俊・東野治之（1994）『萬葉集』「新編日本古典文学全集 6〜9」小学館
小島憲之・木下正俊・東野治之（1994）『萬葉集』「新編日本古典文学全集 6〜9」小学館
7）
小島憲之・木下正俊・東野治之（1994）『萬葉集』「新編日本古典文学全集 6〜9」小学館
8）
中村幸彦・岡見正雄・阪倉篤彦（1994）『角川古語大辞典』第四巻 角川書店 p713
6）
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１例目は風が葉に当たる音であり、３例目は矢に当たる音である。いずれも大自然の風で
ある。ただし、２例目の「そよ」は、大自然の風ではなく、溜め息をついた風が枕に当たる
音である。
また、１例目と２例目の「そよ」とも、
「そよに」の形で用いられているのに対し、３例目
の「そよ」は、
「そよと」の形となっている。そして、
「そよに」の場合は、１例目の「本葉
もそよに」や２例目の「枕もそよに」のように、
「そよ」がかかっていく動詞が続いていない。
一方、
「そよと」の場合は、３例目の「そよと鳴る」のように、
「そよ」がかかる動詞は続く。
すなわち、
「そよ」に「に」が付けば、後ろに来る動詞が省略されるという傾向があるのであ
る。或いは、
「そよに」だけで、
「そよと鳴る」と同じ意味を表しているのではないかと思わ
れる。
次に、
「そよ」に由来する語彙を取り上げる。
2.2 「そよ」を含む単語
現代語から見れば、AB 型の「そよ」より、畳語である「そよそよ」という ABAB 型の方は
自然なオノマトペの形と思われる。AB 型は、奈良時代のオノマトペの特徴の一つだと思われ
るが、
『萬葉集』には、ABAB 型のオノマトペがないというわけではない。ABAB 型のオノマト
ペについては、触れないことにする。
『日本国語大辞典』にしても、
『角川古語大辞典』にしても、挙げてある最初の例文は、い
ずれも前掲した『萬葉集』の和歌である。つまり、
「そよ」は、
『萬葉集』においてはじめて
使われたことが分かる。
「そよ」から派生した語彙を調べるため、以下、
『日本国語大辞典』
にある「そよ」にかかわる単語を、品詞名、初出の時代、初出の文献とともに表にすると、
表２のようになる。
「そよぐ」
「そよめく」という動詞や、
「そよかぜ」
「そよめき」という名詞の他、掛詞とし
て用いられる「そよさらに」も挙げている。また、オノマトペである「そよそよ」
「そよりそ
より」などは、
『日本国語大辞典』通りに副詞にする。
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表 2 「そよ」を含む単語
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

「そよ」を含む単語
そよ
そよぐ
そよめく
そよそよ
そよがす
そよろ
うちそよめく
うちそよぐ
そよさらに
そよめき
そよりそより
そよさぞ
そよふく
そよくる
そよぎ
そより
そよかぜ
そよつく
そよめきたつ
そよだつ
そよのかぜ

品詞
副詞
動詞
動詞
副詞
動詞
副詞
動詞
動詞
掛詞
名詞
副詞
掛詞
動詞
動詞
名詞
副詞
名詞
動詞
動詞
動詞
名詞

初出年
8C 後
905〜914
945 頃
974 頃
983 頃
10C 終
1001〜1014 頃
1005〜1007 頃か
1069〜1077 頃か
1105〜1106 頃
1120 頃か
1265
1310 頃
1312
1692
1698
1769
1848
1868
1889
1896

初出の文献
『萬葉集』
『古今和歌集』
『貫之集』
『蜻蛉日記』
『順集』
『枕草子』
『源氏物語』
『拾遺和歌集』
『狭衣物語』
『堀河百首』
『今昔物語集』
『続古今和歌集』
『夫木和歌抄』
『玉葉和歌集』
『俳諧・雑談集』
『俳諧・続猿蓑』
『俳諧・平安二十歌仙』
『雑俳・続太はし集-三』
『志濃夫廼舎歌集』
『婦女の鑑』
『多情多恨』

3. AB 型の擬音語「とど」
3.1 「とど」の意味
「とど」は、
『萬葉集』巻十一・2653 と巻十四・3467 にある9）。万葉仮名で書くと、
「跡杼」
、
「等杼」になる。
『萬葉集』巻十一・2653


万葉仮名
うまのおとの

とど

と もすれば

馬 音之 跡杼登 毛 為者


まつかげに

いでてそみつる

松 陰尓

出

けだしきみかと

曾見鶴

若

君香跡

読み下し
うま

おと

馬 の 音 の とどともすれば


まつかげ

い

けん

きみ

松 陰 に 出でてそ 見 つる けだし 君 かと

口語訳

馬の足音が どんどんと響くので 松陰に そっと出て見ました もしやあなたかと思って
『萬葉集』巻十四・3467


万葉仮名

9）

小島憲之・木下正俊・東野治之（1994）『萬葉集』「新編日本古典文学全集 6〜9」小学館
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おく やまの

まきの いた どを

と ど として

わが ひら かむに

いり きて なさね

於久夜麻能 真木乃伊多度乎 等杼登之弖 和我比良可武尓 伊利伎弖奈左袮


読み下し

おくやま

まき

いたど

わ

ひら

い

き

な

奥 山 の 真木の板戸を とどとして 我が 開 かむに 入り来て寝さね


口語訳
まきづく

いたど

おして

ひらけたら

はいって き て ね て

（奥山の） 真木造りの板戸を どんどんと押して わたしが開けたら 入って来て寝てよ
『萬葉集』巻十一・2653 では、
「とど」は馬の足音として使われ、
『萬葉集』巻十四・3467 で
は、板戸を叩く音とされているが、いずれも擬音語である。次に、辞書による解釈を調べる。
表 3 「とど」の意味
『全訳古語辞典』
『角川古語大辞典』10)
なし
副 擬声語。板戸をたたく
音、馬の足音、橋を踏み鳴ら
す音などの形容。どんどん。
とことこ。

『日本国語大辞典』
副（多く「と」を伴って用いる）①戸
をたたく音や馬の足音など、とどろ
き響く音を表す語。②よろめくさま
を表す語。よたよたと。とぼとぼと。

『角川古語大辞典』では「とど」は擬音語とされているが、
『日本国語大辞典』では、擬音語
のほか、擬態語の意味（よろめくさま）があるとされている。その例文は、次のようなもの
である。
「右の足を揚げて長尾をむずと蹈む。ふまれて下りに弓長（ゆんだけ）三杖ばかりとど
走りて倒れにけり」
（
『源平盛衰記』
〔14C 前〕二〇・石橋合戦事）
「とど」は、擬音語として用いられていたが、14C に擬態語の用法が生じてきたことが分
かる。また、
『萬葉集』では、
「とど」を含む和歌は、挙げている二例のみである。擬態語が
擬音語から生じてくるという一般的な傾向がここにも確認できるように思われる。
3.2 「とど」から派生した単語
ここでは、
「とど」から派生した単語を考察したいと思うが、調べた結果、
「とどろ」
「とど
ろとどろ」のみであり、いずれもオノマトペである。
『萬葉集』における ABC 型のオノマトペ
は、本稿では触れないことにする。また、
「とどろとどろ」という単語については、
『日本国
語大辞典』で、次のような例が挙げられている。
「朝津の橋の 止止呂止止呂止（トトロトトロト） 降りし雨の 古（ふ）りにし我を」
（
『催馬楽』
〔７Ｃ後〜８Ｃ〕朝津）
この例文の出典を見ると、時代的には、
『催馬楽』は平安時代の歌謡であり、
『萬葉集』が
出る前後であることが分かる。つまり、
「とどろとどろ」という単語は、
「とど」に先駆けて
用いられていた可能性もある。
10）

中村幸彦・岡見正雄・阪倉篤彦（1994）『角川古語大辞典』第五巻 角川書店 p44
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4. AB 型の擬音語「ひし」
4.1 「ひし」の意味
「ひし」は、
『萬葉集』巻十三・3270 にある11）。万葉仮名で書くと、
「比師」になる。


万葉仮名：（ピックアップ）
ひる は しみら に

ぬ ば たまの

よる は す がら に

この とこ の

ひ し と なるまで

…昼者 終 尓 野干 玉 之 夜者須柄尓 此床乃 比師跡 鳴 左 右


なげき つるがも

・・・

嘆 鶴 鴨 …

読み下し：
よる

とこ

…昼はしみらに ぬばたまの 夜はすがらに この床の ひしと鳴るまで 嘆きつるかも…


口語訳：

…昼はひねもす（ぬばたまの） 夜は夜もすがら この床が ぴしっと鳴るほどに ため息
をついたことだ…
表４ 「ひし」の意味
『角川古語大辞典』12）

『全訳古語辞

『日本国語大辞典』

典』
①物の、押されて

副 畳語で「ひしひし（と）
」とも
①物がおされて鳴る
イ物がきしんで発する音を表す。び 音、みしみしと鳴る音
①擬声語。○
と。みしみしと。 しっと。ロ
○手を打つときに発する音を表す。ばし を表す語。②ゆるみな
ハ手心を加えずに激しくたたく音を表す。 くぴったりと密着する
②すき間のない っと。○
鳴る音。ぎしぎし

さま。びっしり

びしっと。
「Fixito うつ ＜激しく殴りつける、 さま。しっかりと。③

と。ぴったりと。 または、くぎなどを打ち込む＞」
〔日ポ〕
数多くのものがぎっし
イ対象物に密着し、力を入れて放さ りとすきまなく並んだ
③しっかりと。強 ②擬態語。○
ロ対 りするさまを表す語。
く。④急に中断す ぬようにするさま。しっかりと。ぎゅっと。○
るさま。ぴたり

ハ
象に密着してすきまなく押えるさま。
○同種のも ④深く食いこむように

と。ぱったりと。 のが一面にすきまもないほど多くあるさま。
ぎっ 内部まで侵食するさま
しりと。びっしりと。ニ
○行為にすきがなく、正確 を表す語。⑤しっかり
かつ厳密に行うさま。きっちりと。びしっと。ホ
○ と厳格にことをなすさ
完全に事がなるさま。また、完全に当たるさま。 ま、また、まさしくそ
へ自分の心に深く付いて離れないさ の状態になるさまを表
ぴたっと。○
ま。多く、面影が寄り添うことや、何かの事が心

す語。⑥激しくひどく

にかかることやまた、心にかけることにいう。ぴ 行なうさまを表す語。
たっと。

11）

小島憲之・木下正俊・東野治之（1994）『萬葉集』「新編日本古典文学全集 6〜9」小学館
中村幸彦・岡見正雄・阪倉篤彦（1994）『角川古語大辞典』第五巻 角川書店 p44
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4.2 「ひし」を含む単語群
表 5 「ひし」を含む単語
「ひし」を含む単語
1 ひし

品詞
副詞

初出年
8C 後

初出の文献
『萬葉集』

2 ひしめく

動詞

10C 終

『能因本枕草子』

3 ひしひし
4 ひしぐ
5 ひしり

副詞
動詞
副詞

1001~1014 頃
1220 頃か
室町中か

『源氏物語』
『金刀比羅本保元物語』
『義経記』

6 ひしゃぐ
7 ひしゃり
8 ひしにぎる

動詞
副詞
動詞

1672
1712 頃
1890

『咄本・一休関東咄』
『浄瑠璃・嫗山姥』
『落語・宮戸川』

5. AB 型の擬音語「ゆら」
5.1 「ゆら」の意味
「ゆら」は、
『萬葉集』巻十・2065、巻十三・3223、巻十九・4154 の３例である13）。万葉仮
名で書くと、
「由良」になる。ここでは、巻十・2065 を例に挙げる。


万葉仮名

あしだまも

ただまも

足 玉母


ゆ ら に

おるはたを

手 珠毛由良尓

織

まみが

旗乎

みけし

に

ぬひもあ

公 之 御 衣尓

れ

むかも

縫 将レ 堪 可聞

読み下し

あしだま

ただま

お

はた

きみ

足 玉 も 手玉もゆらに 織る 服 を


みけし

ほう

君 が御衣に

縫 ひもあへむかも

口語訳

あしたま

ただま

なる

おって

ぬの

足 玉 も 手玉も鳴るほどせっせと 織っている 布 を

きみ

きもの

ぬい

君 の着物に 縫いおおせるだろ

うか
表 6 「ゆら」の意味
『角川国語大辞典』14）

『日本国語大辞典』

副 「に」と「と」を下接して用い

副（
「に」
「と」を伴って用いる）

る。擬声語。玉や鈴などが触れ合っ

玉や鈴などの触れあって鳴る

て立てる音。
「ゆらく/ぐ」
「ゆらか

音、硬い物がぶつかりあって鳴

『全訳古語辞典』
なし

す」
「ゆらら」などの語を派生する。 る音などを表す語。

5.2 「ゆら」と「ゆらら」
「ゆら」に似ているオノマトペ「ゆらら」は、
『萬葉集』巻十三・3243 にある。


万葉仮名（ピックアップ）
て に まける

…手二巻流

たま も ゆ ら ら に

しろたへ の

そでふる み れ え つ

玉 毛湯良羅尓

白 栲乃

袖 振 所レ見津

あひおもふらしも

相 思 羅霜

13）

小島憲之・木下正俊・東野治之（1994）『萬葉集』「新編日本古典文学全集 6〜9」小学館
中村幸彦・岡見正雄・阪倉篤彦（1994）『角川古語大辞典』第五巻 角川書店 p813

14）

171

東アジア国際言語研究



創刊号

読み下し
て

まける

たま

しろ

そで ふ る み え

あひおも

玉 もゆららに

白 たへの

袖 振る見えつ

相 思 ふらしも…

…手に巻ける


口語訳
そで

…手に巻いている 玉も揺れて鳴るほどに （白たへの）袖を振るのが見えた 気があるら
しい…
『角川国語大辞典』の「ゆら」についての説明では、
「ゆら」は「ゆらく/ぐ」
「ゆらかす」
「ゆらら」などの語を派生すると書かれている（表６参照）
。
「ゆら」も上記の「ゆらら」も
「玉の触れ合って立てる音」を表す。つまり、両者とも擬音語である。
『萬葉集』にみられる
「ゆら」と「ゆらら」は擬音語であるが、
「ゆらら」は擬音語だけではなく、擬態語でもある。
これは、
「ゆらら」と「ゆら」と異なる点だと言えるのだろう。
表 7 「ゆらら」の意味
『全訳古語辞典』
なし

『角川古語大辞典』

『日本国語大辞典』

副「ゆら」の畳語の転か。

副（多く「に」や「と」を伴って用いる）

①擬声語。玉などが触れ合っ

①鈴や玉が触れ合って鳴る音を表わす語。

て立てる音を表す。

②ゆとりがあってゆったりしているさまを表わ

②擬態語。動作がゆっくりして

す語。

いるさま。ゆるりと。

③ゆっくりゆれうごくさまを表わす語。

表 7 のように、
「ゆらら」は、
「ゆら」と同じく玉が触れ合って立てる音を表す擬音語であ
るとともに、動作がゆっくりしているさまを表す擬態語でもある。しかし、
『萬葉集』にみら
れる「ゆらら」は擬音語の例のみである。形態上、
「ゆらら」は「ゆら」の畳語と見なすこと
になるが、語尾の「ら」を繰り返すことによって、擬音語から擬態語に変わるのではないか
と考えられる。
「ゆら」と「ゆらら」との関係によく似ている例は、拙稿「その壱」で挙げた「さや」と
「さやさや」である。
擬音語の場合、
「さや」と「さやさや」両者とも「硬いものどうしが触れ合って鳴る音」を
表す。対象は玉や鈴とは限らないが、澄んだ音を表す。そして、
「ゆら」と「ゆらら」の方は、
同じく「硬いものがぶつかりあって鳴る音」を表す。ただし、必ずしも澄んだ音ではない。
また、畳語型である「さやさや」と「ゆらら」は擬音語だけではなく、擬態語でもある。擬
態語の場合、両者とも物が揺れ動くさまを表すが、
「ゆらら」の方は「ゆっくり揺れ動く」と
いうニュアンスが見られる。
「さや―さやさや」と「ゆら―ゆらら」は、どこが似ているかというと、
「さや」の畳語で
ある「さやさや」は、
「さや」と同じく物が触れ合って鳴る擬音語を表すほかに、物が揺れ動
くさまを表し、擬態語でもある。そして、
「ゆら」の畳語である「ゆらら」は、
「ゆら」と同
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じく玉や鈴が触れ合って立てる音を表すほか、物がゆっくり揺れ動くさまを表し、擬態語で
もある。つまり、畳語となった場合、擬音語が擬態語に変わる傾向が見られるのではないか
と考えられるのである。
6. おわりに
本稿では、
『萬葉集』における AB 型の擬音語について基礎的な研究を行った。主に「そよ」
「とど」
「ひし」
「ゆら」の４種の擬音語を中心に、意味とその派生語を確認した。
「そよ」の
３例とも「風がものに当たる時の音」を表すが、
「に」が付くと、
「そよ」がかかっていく動
詞が後続しない傾向があることが分かった。そして、
「そよ」から「そよそよ」に派生すると
いう単純型から畳語型への流れは、
「とど」にはみられない。畳語型である「とどろとどろ」
の例は、
「とど」より先に使用されていたことも分かった。また、擬態語が擬音語から生じて
くるという一般的な傾向が「とど」にも確認できた。さらに、
「ゆら」とその畳語型である「ゆ
らら」と比べた結果、形態上、単純型は畳語型に変わるとともに、意味も異なってくる。そ
して、その畳語型は音を表すだけでなく、状態をも表す。
『萬葉集』にみられる ABAB、ABB などの畳語型のオノマトペは、今後の課題とする。
言語資料
小島憲之・木下正俊・東野治之（1994）
『萬葉集』
「新編日本古典文学全集 6〜9」 小学館
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中国語の仮定条件文における前後節の関係標識について
―“如果”と主節の構文要素のコロケーションを中心に―
The Research on Relational Markers of the Proceeding and Following
Clauses in Chinese Hypothetical Complex Sentences
：Focusing on the Collocation of ruguo with Other Relational Markers

新田小雨子
Nitta Sayoko
提要 本文以《中日対訳コーパス》的中文作品和《北京大学中国语言学研究中心 CCL 现代汉
语语料库》的例句为主要分析资料，通过大量的例句针对汉语“假设复句”里最有代表性的关
联词语“如果”与主句的一些词语如何搭配使用做了详细的分析和考察。本文从 4 个方面对“如
果句”进行了考察，主要着眼于主句的一些词语对分句和主句所起的关联作用。通过分析，发
现“如果句”主句除了“就・也・那么”等关联副词与“如果”搭配以外，表示可能、许可的
助动词“会・可以”
，表示愿望、意志的助动词“要”等也常常与“如果”搭配使用。除此之外，
当主句对从句假定的条件做出推断和判定时，主句则不使用“就”
，而是使用“也许・一定＋会・
恐怕＋会・也许＋会”等与“如果”搭配。
キーワード：仮定条件文 関連詞語 コロケーション “如果”構文 主節構文要素
目次
1. はじめに
2．言語データについて
3．
“如果”と主節の構文要素とのコロケーション
4. まとめ
5. おわりに
1. はじめに
筆者は長年中国語教育に携わってきて、日本語母語話者中国語学習者に「仮定条件文」1)を
教える際に、
「なぜこの文には“如果”と“就”をセットで使うのに、この文にはない

1)

刘月华（2001：874）では「仮定条件文」について次のように定義している。
“偏句提出一种假设，
正句说出在这种情况下会出现的结果”
「従属節ではある仮定を提起し、主節でそのような状況によっ
てある結果が生じるだろうと述べる」
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のですか」といったような質問をよく受けた。中国語の「関連詞語」2)の使用はルールにあま
り拘束されることがなく、従属節と主節の意味関係は「関連詞語」に頼らずに文の内容から読
み取る場合が多々ある。しかし、学習者に「関連詞語」をセットで使用してもいいし、単独で
使用してもよい。さらに使わなくてもよいと説明したら、無責任な回答になると思う。
（1）如果他打我，我就打他。

（2）他打我，我就打他。

（3）？如果他打我，我打他。

（4）？他打我，我打他。

例(1)は“如果Ｐ，就Ｑ”3)型であり、前後節にそれぞれ「関連詞語」が用いられており、
「仮定条件文」と判断できる。例(2)は“Ｐ，就Ｑ”型であり、主節に接続機能を持つ「副詞」
を使用することによって前後節の関係は一目瞭然である。しかし、主節に「関連詞語」が使
用されていない例(3)は仮定段階の行為が行われる「Ｑ」とその行為の理由となる「Ｐ」との
つながりが悪くなり、自然さに欠けている。例(4)は「関連詞語」が使用されていないため、
前後節の意味関係が曖昧になってしまった。前述のように、中国語の「仮定条件文」の「関
連詞語」のコロケーションはより複雑な様相を呈する。従って、本稿では“如果”が含まれ
る用例を収集し、
“如果”は主節の「関連詞語」
、他の構文要素とどのように関わっているか
について分析し検証を行う。さらに、分析結果を踏まえて、
“如果”構文の「関連詞語」など
のコロケーションをパターン化し、言語教育に応用できることを目指したい。
2．言語データについて
本稿において《中日対訳コーパス》
《北京大学中国语言学研究中心现代汉语语料库》
（CCL）
を用い、
“如果”が含まれる用例を収集し、
“如果”と主節の「関連詞語」や他の構文要素と
のかかわり方を観察する。用例を挙げる際、対訳コーパスと CCL の他、筆者による作例の場
合もある。CCL からの用例は《CCL》と表記する。
《中日対訳コーパス》からの用例はそれぞ
れの作品名によって表記する。筆者による作例には特に表記しない。
3．
“如果”と主節の構文要素とのコロケーション
“如果”は主節の構文要素とのコロケーションがバラエティーに富んでおり、中でも“如
2)「関連詞語」については、鈴木（1992：61）では「関連作用を行う語句のことを指す。
「関連詞語」

3)

は主として接続詞の「但是」
，
「如果」
，
「然而」など、副詞「又」
「才」
「就」等および一部の短語が
当てられる。その働きは主に複文の前件・後件を接続し、その構造的関係を表すことである」と定
義している。
邢福义(2002：83)では、
“如果 p，就 q”について以下のように述べている。
“如果…就…”表示假设与结果的关系，是假设句的代表句式。
（中略）所谓假设，实际是一
种待实现的原因，因此，假设句也属于因果类复句。比较：
因为赶不上火车，我们改乘轮船。
如果赶不上火车，我们改乘轮船。
这两句，p q 之间都有因果关系，只不过前一例的因果关系是已实现的，而后一例的因果关系
则是待实现的。
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果Ｐ，就Ｑ”構文は代表的なもので、また“如果Ｐ，那么Ｑ”構文の使用も目立っている。
本稿では、
「関連詞語」がセットで用いられるものについても言及するが、主節に“如果”に
呼応する「関連詞語」を用いないものに重点をおき、構文的特徴について検証していきたい。
3.1 “如果”と関連詞語のコロケーション
“如果Ｐ，就Ｑ”構文は中国語の仮定条件文における代表的な構文形式であり、 “如果”
と“就”のコロケーションは、緊密であるため、すべての仮定条件文においてそれらのコロ
ケーションが使用できると思われる傾向がある。実際には文脈の表現内容によって、
“如果
…就”のコロケーション以外のものを用いる場合もしばしばある。
(5) 如果我们盲从，就只能以讹传讹，错把黄铜当真金，或错把真金当黄铜。
《人到中年》
私たちがそれに盲従していたら､誤りを次々に伝えて､真鍮を金､金を真鍮と見なす
ことになるだけだったわ｡
(6) 如果办不到这点，只好以南房为正房，或将挨着院门的一溜北房作为正房，而改变进
门以后的院落格局。

《钟鼓楼》

もしそのようにできなければ、その北向きの部屋をそのまま正房とするか、あるい
は表門と同じ並びの北側の建物を正房とし、門を入ってからの配置を変えるよりほ
かない。
(7) 我觉得，如果他们开始只是想找件事寻开心，那么，现在他们已经在为这件事花费的
时间感到恼火了，……

《金光大道》

なにか憂さ晴らしの種を探しに来たなら､長引かせても彼らの気持ちはいよいよ硬
くなるばかりだ｡
(8) 如果我们真该牺牲，我们也不能为一个人牺牲，…

《家》

もしあたしたちがほんとうに犠牲になるべきなら､一個人のために犠牲になること
はできないわ｡
(9) 如果我一定去，你也没办法。

《青春之歌》

ああ、もし、ぼくがどうしてもいくといったら、おっかさんだって、どうしようも
ないんだぜ。
(10) 如果你不来，我就害怕。

《轮椅上的梦》

あなたが来てくれなかったらって思うと､ほんとにこわい｡
(11) 告诉你，卢嘉川如果今夜被捕了，我就认为是你出卖了他！”

《青春之歌》

「いっとくけどね、芦さんが、もし今夜つかまったら、あなたが売ったと思うわよ」
(12) 第二个五万年开始了，瓶子里的魔鬼想，如果有人救了我，我就把全世界的宝石送
给他。

《活动变人形》

次の五万年が始まった時悪魔は、救ってくれた者には世界中の宝石をやろうと思う。
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(13) 如果她逃了出来，他就扑上去接应她。

《青春の歌》

もしかの女が逃げてきたら、かけよっていって迎えるつもりだった。
(5)(6)の用例は、それぞれ“如果”と“就只能”
、
“如果”と“只好”のコロケーションに
なっている。従属節には“如果”を用いて「現在・未来」を仮定し、主節で仮定された事態
によって“只能”
（そうするしかできない）
、
“只好”
（そうせざるを得ない）といったような
心理的色彩を帯びる表現を用いて、心理的に抵抗のある行動を行うしかないという結果を予
測している。(7)は“如果”と“那么”4）のコロケーションになっており、
“那么”に関して、
姚(2008)では、前件の仮定に即して、ある結論が導き出されると述べている。
“如果…那么”
の組み合わせは“如果”構文によく見られる。(8)(9)は“如果”と“也” 5)のコロケーション
になっており、
“也”にも前後節を接続する機能があり、関連副詞（接続機能をもつ副詞）の
ひとつである。(8)は従属節の主語は主節の主語と同様であり、前後節の関係をはっきりさ
せるため、 “如果…也”のコロケーションが用いられている。(9)は前後節の主語も述語成
分も異なっており、主節で“也”を用いることによって、前後節の関係が結びつけられてい
る。(8)(9)については、従属節と主節の間に時間的継起関係がないため、
“也”を“就”に置
き換えられない。(10)(11)(12)(13)は典型的な仮定条件文の構文形式“如果…就”のコロケ
ーションが用いられている。これらの文の前後節を観察すると、(10)(11)は従属節で仮定さ
れたことに基づき、主節である心理的変化が予測されている。
（12）
（13）は従属節で仮定さ
れることに基づき、主節である行為が行われることが予測されている。これらの文は従属節
が主節の仮定段階の変化の原因または行動の理由になっており、前後節の論理関係を強める
機能を持ちつつ、時間的継起関係も表す“就”の使用が最も適切であると言える。
3.2 “如果”と推量系副詞のコロケーション
“如果”構文の主節は推測、判断、意志、願望などの心的態度を表す場合、
“如果Ｐ、就Ｑ”
構文になりにくい。主節に“也许・准”などの推測判断を表す語気副詞または“一定＋会・
4）

姚双云(2008：99)では“那么”について次のように述べている
“那么”表示顺着前面的假设推导出相应的结论，用来联结假设句的结果部分。前面常常需要有“如
果”
“假如”之类的标记与之搭配使用，主要搭配格式有“如果/假如/假设…那么”等。
王起澜等(1989:84-85) では“那・那么”について以下のように述べている。
那 nà [连词]相当于“那么”(中略)。表示假设的结果时，
“那”常与上文的“如果・要是”等搭配使
用。
“那”还可以与“既然”搭配表示推论因果关系。
那末 nàme[连词]是“那么”的另一种写法。例如：①如果只是口头上讲联系，行动上又不实行联系，
那末讲一百年也还是无益的。(毛泽东《整顿党的作风》)
5)
王起澜等(1989：150)では“也”について次のように述べている。
“也”的用法广泛多样。作为一个关联词，它可以连接分句、句子、以至段落，还可以连接紧缩句中
的前后两部分。它可以同其他关联词配对使用，详见有关条目，也可以单用，如本条各例，还可以叠
用，但它不能用在主语前面。
“也”所表示的关系是多种多样的：它同前面分句(句子、段落)的“既、
不但、宁愿、虽然、如果、即使、因为、无论”等类关联词配对时，可以表示并列、递进、选择、转
折、假设、让步转折的假设、因果、排除条件等各种关系，这是很明显的。
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恐怕＋会・一定＋要・也许＋会”のような語気副詞と蓋然性や必要性を表す助動詞を併用さ
せたものが多く用いられている。
(14)“如果她勇敢些，也许她会把校长胸前的牌子摘下来摔个粉碎，… ”
《轮椅上的梦》
もう少し彼女に勇気があったら､校長の首から看板をおろして地面に叩きつけ､
踏みにじったかも知れない｡
(15) “如果乐二叔今天上阵，准能露一手……”

《金光大道》

楽二叔が頭役なら、いいとこみせられるのに
(16)“如果我现在站在你面前，你一定会惊讶地瞪大了眼睛，…” 《轮椅上的梦》
「もし今のぼくが君の前に立ったら､きっと君は､びっくりするぜ｡」
(17) “ 如果我像大哥那样服从，恐怕会永远关在家里，…”

《家》

｢もしも大哥みたいに服従してたら､永遠に家に閉じ籠められるところだった｡｣
(18) 我知道如果剩下大半碗来，一定要使她很失望，而且很抱歉。

《彷徨》

もし僕が半分以上も残したら､彼女はきっとがっかりもするし､すまながりもする
にちがいない｡
(19) 如果是一个上级这样对我说话，我也许会认真地考虑考虑。

《人啊，人》

もし上級のだれかがそう言ったのなら､わしも真面目に受け止めたかもしれない｡
(20) 如果他死了，我的心里也许会好受一点。

《人到中年》

これであの人が死んだら､気がすむかもしれない｡
(21) 如果及时治疗，也许还能使我的双腿恢复功能，

《轮椅上的梦》

すぐに治療すれば､あるいは両足の機能を回復できるかもしれない｡
(22) 如果你们一定要用武力，同学们也绝不会屈服！

《青春之歌》

そっちがどうしても武力を行使するというなら、こっちだって、断じて屈服しない！
(14)(15)(16)(17)（19）は反事実仮定条件文である。
（14）は“如果Ｐ，也许Ｓ会Ｑ”
（
「Ｓ」
は主語を表す）になっており、主節に推測を表す“也许”と蓋然性を表す助動詞“会”が使用
されている。従属節は現在の事実に反する仮定であり、つまり、事実は「彼女には勇気がな
かった」ということになる。
（15）の“如果Ｐ，准Ｑ”は従属節が現在の事実に反する仮定に
なっており、
「楽二叔が頭役ではなかった」が事実である。
（16）も従属節は現在の事実に反
する仮定であり、主節でそれによって推測判断がされている。
（17）は過去の事実に反する仮
定であり、
「大哥みたいに服従しなかったから、永遠に家に閉じ込められなかった」というの
が事実である。(18)の従属節は未来の仮定であり、それに基づいてある状態の発生が推測判
断されている。この文の従属節には副詞の“一定”と助動詞“要”が用いられており、文脈
を見れば“要”はこの文においては本来の意志と願望を表す機能を失い、蓋然性を表す助動
詞“会”と置き換えても文の自然さを損なわず、
“会”と同様な役割を担っていると考えられ
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る。(19)の従属節は過去の事実に反する仮定であり、それに基づいて主節で現在の推断がさ
れている。
（20）は従属節で現在・未来の状態を仮定し、主節でそれに基づき、ある状態の発
生を推測判断している。
（21）は従属節で現在・未来を仮定し、主節でそれに基づいてある状
態の発生が推断されている。
（22）は従属節で現在・未来を仮定し、主節で副詞の“绝”を用
いて、強い意志表明がされている。
3.3 “如果”と助動詞のコロケーション
“如果”構文において、主節にある助動詞の“该・会・可以・可・要”などは“如果”と
併用するケースも少なくない。これらの文も“如果…就”構文になりにくい傾向がある。
(23)“爸爸，如果你知道我把你从照片上剪掉，该会多么伤心啊！
” 《轮椅上的梦》
「パパ､あたしがパパの写真を切り落としたって知ったら､きっととても悲しむよね!」
(24) 如果救不出黎江，那些人会把他怎么样呢？

《轮椅上的梦》

救い出せなければ､その人たちは黎江をどんな目に合わすだろう？
(25) 你如果钱不够，我们可以负担。

《钟鼓楼》

もし金が足りなければ、こっちで立てかえてあげてもよい。
(26)“ ……如果我现在是二十几岁的青年，我要立刻投笔从戎，雪此国耻！
”
《青春之歌》
「……もしも、このわたしが二十数歳の青年だったなら、わたしはすぐにペンを棄
てて銃をとり、この国辱をそそいだであろうに！」
(27) 如果没有实际事物，可利用代替物。

《CCL》

実物がなかったら、代替物を利用してもいい。
(28)“那很好，小林同志，如果我能够多活几天，我要尽力帮助你。

《青春之歌》

「それは、とてもいいことよ、林同志、わたしが、もうしばらくでも、生きてい
られるようだったら、できるだけ、あなたに手を貸すわ。
」
(29) 如果能够破镜重圆，我会多么珍惜这一面镜子啊！

《人到中年》

もし､よりを戻せるものなら､おれはそれをなによりも大事にするだろう…
(30) 如果不及时给以帮助，他不知道要滑到什么地方去呢？

《人到中年》

もし時を移さず救いの手を延べなければ､どこまで行ってしまうかもしれません｡
(31) 如果出版社也因此不敢出书了，我要向上级党委进行申诉。

《人到中年》

出版社がこのために本を出せない事態になったら､その時は上級の党組織に訴え
ることになるだろう。
(32) 县校如果愿意长期租借，公司可以订十年的合同。

《上海的早晨》

そのうえ、学校が長期の借用を認めてくれるなら、十年期限の契約を結んでもよい
と、くどいほどいったのですよ。
(23)(24)(29)(30)はそれぞれ助動詞の“该会・会・要”が用いられるのに加えて、文末に
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語気助詞の“啊・呢”も用いられており、文末に「？」と「！」が使用されている。また(23)(29)
主節には感嘆を表す副詞“多么”も使用されており、
（24）の主節は疑問文になっている。
（23）は事実になったことを仮定とし、それによって第三者の心情を推測している。
（24）は
従属節で状態を予測し、主節で結果状態を聞き手に問うという構文になっている。(29)は従
属節である結果を予測し、それによって主節で話者自身の心情を推測している。(30)は主節
に助動詞の“要”と語気助詞の“呢”が併用され、結果の如何について推測している。この
ような文においては、
“如果…就”構文の使用は不可能である。つまり、主節で“就”の使用
が許容されないということである。(25)(27)(32)は許可を表す助動詞の“可以・可”が使用
されており、
“如果Ｐ，可/可以Ｑ”になっている。従属節のある状態を仮定し、主節である
許可を与える。(26)(28)(31)はそれぞれ主節で助動詞“要”が使用され、第一人称の主語“我”
自身の強い意志と願望が呈されている。この三つの例の主節に注目すれば、三例とも従属節
である状況を仮定し、主節でそれによってある意志行動を起こそうとしている。このような
文においては、主節の“要”を“就”に置き換えるのも可能だが、ニュアンスが変わってし
まう。例えば、
(26’)“ ……如果我现在是二十几岁的青年，我就立刻投笔从戎，雪此国耻！”
主節に“要”を使用する場合、表現意図は意志と願望に重点が置かれているが、
“就”を使
用する場合、その行動に重点が置かれている。
“如果…可/可以”構文も従属節のある仮定段階の条件によって、主節である行動を起こ
そうとする場合、
“可/可以”は“就”に置き換えられるが、
“就”に置き換えると、表現意図
は許可に重点が置かれるのではなく、ある行動が行われることに重点が置かれることになる。
(32’) 县校如果愿意长期租借，公司就订十年的合同。
従って、表現意図によって“如果”と“就”をセットで用いることを避け、従属節の“如
果”と主節の意志願望を表す助動詞“要”や許可を表す助動詞の“可/可以”の併用が求めら
れる。
3.4 “如果”と指示詞のコロケーション
“如果”構文においては、
“如果”と主節にある指示詞のコロケーションも見られる。この
種類の文において、特に指示表現の“那”を用いる文は、関連詞語の“那，那么”の使用と
区別しにくい。関連詞語の“那，那么”はよく従属節の“如果”と併用されるが、指示表現
の“那”は今回のデータでは数例しか見当たらなかった。
(33) 如果这一步也值得骄傲，那是比较渺小的，更值得骄傲的还在后头。 《金光大道》
たとえこの一歩が誇るべきものだとしても、それはむしろとるにたりないもので、
もっと誇るべきものはこれからさきにある。
(34) 如果能够见到长征的勇士和英勇无敌的红军，那，那该是多么幸福啊！
《青春之歌》
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もしも長征の勇士たちや、勇敢で無敵の赤軍に会えたなら、ど、どんなに幸福だろう！
(35) 如果他们不给我们民主，那正是他们自己打了自己的嘴巴子。

《青春之歌》

もしも奴らが、ぼくたちに民主をあたえないのなら、それこそ、じぶんでじぶんの
頬をなぐるようなもんだ。
(36) 如果我们连荀磊也不要，那可真是没有天理良心了！”

《钟鼓楼》

「かりに荀磊まではじきだしたとしたら、それこそ良心のかけらさえ失ったことに
なるだろう」
(33)(34)(35)(36)は主節でそれぞれ指示表現の“那”が用いられている。指示表現“那”
はこれらの文においては、前後節を結びつける役割を果たしていることを否めない。ここで
挙げられた主節にある“那”は指示表現であることを証明するため、まず“那”の後ろに来
る文成分に注目する。
“那”の後ろに“是”が現れると、間違いなく指示表現の“那”になる。
“如果…那”構文の主節を観察すれば、主節の表現内容は主観的な評価と判断を表す表現が
多く使用されていることが判る。また、
“那”は感嘆を表す副詞の“多么”語気助詞の“啊”
と併用して、話者の未来の心情を推測している。これらの文では、主節に主観的な評価表現
または話者の未来の心理変化を推測する表現が使用され、
“如果”と“就”の併用が不可能で
ある。
4．まとめ
3.1～3.4 で“如果”構文を「
“如果”と関連詞語のコロケーション」
「
“如果”と推量系副
詞のコロケーション」
「
“如果”と助動詞のコロケーション」
「
“如果”と指示詞のコロケーシ
ョン」の四種類に分類すると同時に、主節に着眼し、実例を通してそれぞれのコロケーショ
ンの特徴について検討を行った。結果的には、
“如果…就”は仮定条件文の代表的な構文形式
であるが、あらゆる文において、主節で“就”を使用できるわけではなく、主節の表現内容
によって、
“就”の使用が許容されないケースが多く見られる。そのような現象は主に主節が
推測、判断、意志、願望などの心的態度を表す場合、または主節に助動詞や指示詞が使用さ
れつつ、さらに感嘆を表す副詞、語気助詞も併用される場合に多く見られることが分かった。
また、従属節で仮定されたある条件によって、主節である行動を起こそうとする場合、
“如果
Ｐ，就Ｑ”構文の使用環境が整っていても、表現意図によって“如果Ｐ，就Ｑ”構文を回避
し、従属節の“如果”は主節の意志、願望を表す助動詞の“要”を併用することも、主節の
許可を表す表現の“可/可以”を併用することも求められる。
場合によっては、
“如果Ｐ，就Ｑ”構文形式ではなく、
“如果”と他の関連詞語のコロケー
ションが求められることもある。例えば、
“如果Ｐ，那么Ｑ”
、
“如果Ｐ，只好Ｑ”
、
“如
果Ｐ，也Ｑ”などである。
“如果Ｐ，就Ｑ”構文の使用に最も適する環境は、3.1 で述べたよ
うに、従属節で仮定されたことに基づき、主節である心理的変化が予測される場合、主節で
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ある行為が行われることが予測される場合だと考えられる。これらの文は従属節が主節の仮
定段階の変化の原因または行動の理由になっており、前後節の論理関係を強める機能を持ち
つつ、時間的継起関係も表す“就”の使用が最も適切だと言える。
“如果”と主節の構文要素とのコロケーション及び文の特徴
文の種類

コロケーション
・如果…就

・従属節が主節の仮定段階の変化の原因または行動の理
由になっている。

・如果…那么

・前件の仮定に即して、ある結論が導き出されるよう
に述べている。

・如果…只好/只能

・主節で仮定された事態によって心理的に抵抗のある
行動を行うしかないという結果を予測する。

・如果…也

. 従属節と主節の間に時間的継起関係がない場合、
“也”を“就”に置き換えられない。

・
・
・
・
・
・
・

・主節は推測、判断、意志、願望などの心的態度を表
す場合、“如果Ｐ, 就Ｑ”構文になりにくい。
・従属節は未来の仮定であり、それに基づいて、ある
状態の発生が推測判断される。
・従属節は過去の事実に反する仮定であり、それに基
づいて主節で現在の推断がされる。
・従属節で現在・未来の状態を仮定し、主節でそれに
基づくある状態の発生を推断する。
・従属節で現在・未来を仮定し、主節で強い意志表明
がされる。

“如果”と関連詞語のコロケーション

“如果”と推量系の副詞のコロケーション

“如果”と助動詞のコロケーション

“如果”と指示詞のコロケーション

特 徴

・
・
・
・

如果…也许
如果…一定＋会
如果…恐怕＋会
如果…一定＋要
如果…也许＋会
如果…准
如果…绝

如果…该会
如果…会
如果…可/可以
如果…要

・ 如果・・・那

・事実になったことを仮定とし、それによって第三者
の心情を推測する。
・従属節で状態を予測し、主節で結果状態を聞き手に
問う。
・従属節である結果を予測し、それによって主節で話
者自身の心情を推測する。
・主節に助動詞の“要”と語気助詞の“呢”が併用さ
れ、結果がどうなるかについて推測する。
・従属節のある状態を仮定し、主節である許可を与え
る。
・主節で助動詞“要”が使用され、第一人称の主語
“我”自身の強い意志と願望が呈される。
・従属節のある仮定段階の条件によって、主節である行
動を起こそうとする場合、助動詞の“要”“可/可
以”は“就”に置き換えられるが、ニュアンスが変
わってしまう。強い意志・願望、許可を表したい場
合、“就”の使用を回避することが必要。
・“那”の後ろに“是”が現れると、間違いなく指示表
現の“那”になる。
・主節の表現内容は主観的な評価と判断を表す表現が多
く使用される。
・主節に主観的な評価表現または話者の未来の心理変化
を推測する表現が使用され、“如果”と“就”の併用
が不可能である。

5．おわりに
本稿では、
“如果”構文の“如果”と主節の構文要素のコロケーションについて見てきたが、
対訳を重視したため、取り上げた用例はほとんど《日中対訳コーパス》の用例であった。デ
ータ上は偏りがあることが否めないが、仮定条件文における“就”の使用範囲や主節の諸構
文要素と“如果”の関わりについてその一端を明らかにしたと言えよう。この研究を通して、
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仮定を表す“如果”と“就”との組み合わせはいかなる言語環境でも成立するわけではない
ということが証明できた。教材の作成においても、教育現場においても、仮定条件文を導入
する際に、
“如果…就”構文形式が強くインプットされないように、それらのコロケーション
について補足的な説明が必要だと思う。
“如果”と“就”がセットで使えるか否かに関しては、
主節の構文要素と大きな関わりがあり、例えば主節に心的態度を表す表現や助動詞または指
示詞が現れる場合、
“如果…就”構文形式が成立しにくいということを学習者に認識させる
ことも肝要であると考える。更に“如果Ｐ，就Ｑ”構文形式の使用環境が整っていても、強
い意志、願望や許可を表す意図が強い場合、
“如果Ｐ，就Ｑ”構文の使用を回避する必要があ
ることも学習者に伝えておくことも大事だと思う。今後更にデータを収集し、より詳しく分
類して検討を重ねていく所存である。
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On the Focus Structure in the Durative Construction in Chinese
福本 陽介
FUKUMOTO Yosuke
Abstract
This paper will consider which constituent in the Durative Construction in Chinese would be prominent
(in other words, focused), observing the focus structure of the sentences under discussion, putting them
into certain contexts. At first we will observe that a couple of foci may appear in one sentence at the same
time in an appropriate context. Then, adapting the theory of information structure and assuming several
subtypes of foci (informational focus, contrastive focus, and corrective focus among others), I will
propose a scheme of the focus structure in the Durative Construction and claim that it is the durative
constituent that is focused in the Durative Construction through an experiment utilizing the Shi
Construction, a focal construction in Chinese.
キーワード：時量詞構文 情報的焦点 対比的焦点 訂正の焦点 「是」構文
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3. 「是」構文と時量詞構文
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本稿の作成にあたり、林敬三氏、許容瑜氏、単艾婷氏、顏君蒨氏、陈璐氏、夏思洋氏、賈伊明氏、隗
婉氏、施勗程氏、王彤羽氏、高苗青氏、蔡閔紋氏から貴重なアドバイスやコメントをいただいた。ま
た、本研究では北京語話者及び台湾華語話者へのヒアリングを主たる考察方法とした。多様な言語事
実を引き出すため、インフォーマントとの対話を通じて多数の作例を使用している。さらに、匿名の
査読者から、例文の妥当性や、中国における「是」構文と時量詞の関係にかかわる先行研究などにつ
いてご教示いただいた。本稿はもっぱら西洋言語学のアプローチを採用しており、すべてのご指摘を
反映できているわけではない。紙幅の関係で検討できない事項については今後の研究課題としたい。
以上の方々にこの場を借りて謝意を表する。
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1. はじめに
中国語の時量詞構文は(1)のように「時量詞＋（的）＋目的語」構造をもつ。
(1) 我学了两个小时（的）中文。
（私は 2 時間中国語を勉強した。
）
この構文では、目的語は(1)のように単純な名詞句が好まれ、(2)の属性規定的連語、(3)の特徴
規定的連語や(4)の関係的連語などの複合名詞句は好まれない。
(2) ?*我看了两个小时（的）很厚的书。
（私は厚い本を 2 時間読んだ。
）
(3) *我煮了三十分钟（的）皮很硬的茄子。
（私は皮の硬い茄子を 30 分煮た。
）
(4) ?*我看了两个小时（的）最近出版的书。
（私は最近出版された本を 2 時間読んだ。
）
本稿は、なぜ同構文において(2)-(4)のような複合名詞句が容認されないのかを、構文の焦
点構造に注目して議論する。
「的」は名詞修飾構造においてカザリとカザラレを結合するは
たらきがあるが、一般的にカザリがヨリ高い情報的価値を担うと考えられる。たとえば「很
厚的书」
「皮很硬的茄子」
「最近出版的书」において情報的焦点となるのはカザリであり、カ
ザラレにあたる「本」や「茄子」が情報的焦点になるとは考えにくい。
（適切な文脈があれば
対比的焦点となる可能性はある。
）
文の情報構造の観点から見ると、文中における焦点は 1 つだと考えられる(Rizzi 1997, Bocci
et al. 2019)。本稿では、時量詞構文における焦点位置について「是」構文を利用した実験を用
いて考察し、目的語に複合名詞句が生起できないのは、目的語の連体修飾語以外の部分が焦
点となっているからであり、その焦点は時量詞であると主張する。
2. 焦点について
2.1 焦点・断定・前提
議論に先立ち、
まずは焦点とは何かを概観しておく。Li 2008 は焦点(focus)、断定(assertion)、
前提(presupposition)という概念を、Lambrecht 1994 に倣って定義している。焦点とは、語用論
的に構造化された命題の意味部門であり、それによって断定と前提とを区別しうるものを指
す。断定とは、聴者が知っている、またはある文が発話されたときにそれを当然のことと判
断すると期待されるような、文によって表現された命題のことである。また、前提とは、聴
者がすでに知っている、またはその文が発話されたときに当然のこととして受け入れうると
話者が想定する、文の中に語彙的・文法的に呼び起こされる命題の集合である。この定義に
もとづき、Li はこれら 3 概念を以下のように形式化している。
(5) 焦点=断定−前提
つまり、話者によって発話された命題（＝断定）から、聴者が知っている知識（＝前提）を
差し引けば、残った部分が焦点となるわけである。機能文法的にいうならば、焦点とは或る
発話内で新情報を担う要素であり、前提は旧情報に相当するといってよいだろう。
音韻論的な観点から見ると、焦点は或る発話内でもっとも卓立した（ストレスを置かれた）
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要素である。よって、焦点化要素はストレス付与される可能性があるが、必ずしも義務的で
はないことには注意を要する。英語や中国語のような SVO 言語の場合、O がもっとも焦点
になりやすい統語的位置だとはいえるが、必ず目的語にストレスが置かれるわけではない。
文脈によってストレス付与される位置は変わりうるため、どの要素が焦点になるかは文脈に
大きく依存している。
2.2 情報的焦点と対比的焦点
焦点の解釈に目を向けると、或る情報を初めて提示する場合の情報的（提示的）焦点
(informational focus)と、何らかの対立項目との対比を示す対比的焦点(contrastive focus)とに区
分される。文形式上、前者は単純な平叙文で示すことができる。(6)においては、文主語（＝
発話者）が聴者にとって前提ならば、述部「吃面包了」全体が情報的焦点となりうるし、発
話者が何かを食べたことが前提ならば、
「面包」が情報的焦点となる。
(6) 我吃面包了。
（私はパンを食べた。
）
一方、後者は、英語の It is … that 分裂文のような特別な形式を用いるか、当該要素にスト
レス付与することで表現されうる。中国語では「是…的」構文(7)や「是」構文(8)などがあて
はまるだろう。(7)では「在大学里」が、(8)では「明年」が焦点である。
(7) 我是在大学里认识他的。
（私が彼と知り合ったのは大学でだ。
）(Li 2008:763)
(8) 我是明年去法国。(私がフランスへ行くのは来年だ。
）(ibid.: 766)
Li 2008 も言及しているが、英語研究においては、焦点化要素を調べる統語テストとして、
Wh 疑問文が古くから利用されている。中国語でも同じ事実が観察される。(9)では A の問い
に対する B の回答の述部全体が情報的焦点であり、(10)では目的語が焦点である。
(9) A: 你今天做了什么？（君は今日何をしましたか。
）
B: 我看小说了。
（小説を読みました。
）
(10) A: 你看什么了？（君は何を見ましたか。
）
B: 我看了日本电影。
（日本映画を見ました。
）
一方、(11)のような文脈では、B は A の目的語を訂正しており、目的語が対比的焦点である。
(11) A: 你是看了阿诺德施瓦辛格的电影吗？
（君はアーノルド・シュワルツェネッガーの映画を見たの。
）
B: 不是。我是看了迪士尼的电影。
（いいえ。ディズニー映画を見ました。
）2)
最後に、情報的焦点と対比的焦点の相違について見ておく。(9)(10)では、情報的焦点（B の

2)

このような訂正を目的とした焦点は、訂正の焦点(corrective focus)と呼んでもよいかもしれないが
(Bocci et al. (2019:36))、(11)については対比的焦点として扱っておく。ただし、3.3 では、対比される
ものが名詞句か時間表現かという類の違いと対比させる選択肢の多さを考慮し、対比的焦点と訂正
の焦点を区別する。
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下線部）は自動的に対比的焦点としても解釈されるわけでない。これらは Wh 疑問文に対す
る回答であり、A の発言内容の一部を訂正しているわけではない。つまり、単に新情報を提
示しているにすぎない。一方(7)(8)は、(9)(10)のように新情報を提示しているのではなく、文
脈上想起されるなんらかの要素との対比を示している。
情報的焦点と対比的焦点の違いは、後者のみ総記性(exhaustiveness)と排他性(exclusiveness)
を満たすことである。たとえば、(9)(10)の B の発話においては、それぞれ小説や日本映画以
外に、雑誌を読んだりアメリカ映画を見たりしていても、その発話の真理値は真であり、総
記性や排他性を満たす必要はない。一方(7)では彼と知り合った場所は大学以外の場所であっ
てはならず、(8)ではフランスに行くのは再来年であってはならない。それぞれ「在大学里」
「明年」が唯一の場所・時間でなければ、(7)(8)の真理値は偽となる。
以上、2 節では、焦点とそれにかかわる概念を整理し、焦点には大きく 2 種類の解釈（情
報的焦点と対比的焦点）が存在することと、対比的焦点となるためには総記性・排他性とい
う解釈上の条件が満たされる必要があることを見た。
3. 「是」構文と時量詞構文
3.1 問題提起
本節では、複合名詞句がなぜ時量詞構文に生起できないのかを考察する。まず、そもそも
何が問題点であるのかを確認しておこう。
(1)

我学了两个小时（的）中文。

(2) ?*我看了两个小时（的）很厚的书。
(3) *我煮了三十分钟（的）皮很硬的茄子。
(4) ?*我看了两个小时（的）最近出版的书。
これらの文の統語構造を見てみると、(1)-(4)の下線部は、カザリのタイプが異なってはいる
が、内心構造としてはいずれも名詞句であり、文中で目的語という構成素となりうる。した
がって、形式統語論的には(2)-(4)の文の容認度が低い理由を説明することは不可能だと思わ
れる。
たとえば、生成文法理論における文派生のプロセスを考えてみよう。
（説明の都合上、理論
的背景等には触れず、簡略な解説にとどめる。
）Chomsky 1995 以降のミニマリスト・プログ
ラムにおいては、文を構築するプロセスとして重視されている操作(operation)は併合(Merge)
である。大局的に述べると、語と語をつないでヨリ大きな構成素を作り、それをさらに他の
語や構成素とつないで、最終的に文が完成する。(2)を例にとると、概略(12)のような段階を
踏んで文派生が進む。
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(12) a.[NP [AP 很厚的][NP 书]]（目的語の形成）
b.[Adv 两个小时（的）[NP 很厚的书]]（時量詞（付加詞）と目的語の結合）3)
c.[VP 看了[Adv 两个小时（的）[NP 很厚的书]]]（動詞と目的語の結合）
d.[TP 我[VP 看了[Adv 两个小时（的）[NP 很厚的书]]]]（主語と述部の結合）
この派生において、理論的に許されない併合はないと思われる。つまり、統語論的には(2)-(4)
の文は生成可能であると予測されるのである。しかし、実際には(2)-(4)は容認度はきわめて
低く、観察的には、時量詞構文に複合名詞句は生起しないといってよいであろう。したがっ
て、これらの文の容認度の低さは構文の存在を仮定しない Chomsky 流の派生的理論では分
析が困難であり、それ以外の観点から説明がなされるべきであろう。
3.2 作業仮説
本稿では時量詞構文における目的語名詞句にかかる制約について、文の情報構造の観点か
ら解決を試みる。具体的には、時量詞構文における焦点が時量詞部分であることをつきとめ
る。1 節で述べたように、名詞句のカザリは情報的価値が高く、情報的焦点となりうる。
（
「很
大的鱼」と「鱼」を比較されたい。
）一文中に生起可能な焦点は一つのみであるとすると、も
し時量詞構文における焦点が時量詞であれば、目的語はそもそも焦点にはならず、目的語名
詞句内にも焦点を担いうる表現は生起しえないと説明することができる。これをモデル化し
たものが(13)である。
(13) 時量詞構文における二重焦点化制約
主語＋述語動詞＋[Focus 時量詞（的）]＋*[Focus [Focus カザリ]＋目的語名詞]
まず、一文中に二つ以上の焦点が生起しない論理的根拠を見ておく。左周辺領域(Left
Periphery)のアプローチを採用する Rizzi (1997:297), Bocci et al. (2019:36)は、二重焦点化が論理
的に実現しないことを構造的に論証している。4) 生成文法理論では X バー理論のスキーマ
を用いて句構造が表現される。焦点句 FocP (Focus Phrase)では、Foc(us)を主要部として、焦点
を FocP の指定部(specifier)に、前提を補部(complement)に配置する。二重焦点化は概略
FocP1+FocP2 の連続と考えてよい。
(14) [FocP 指定部 焦点 [主要部 Foc [補部 前提]]]
二重焦点化した場合の構造をモデル化すると以下のようになる。
3)

時量詞の統語論的位置づけについては本稿では議論しない。
（
「的」を伴うこともある）時量詞を名詞
句の一部とみなすか、副詞的な要素とみなすか意見が分かれるが、ここでは便宜的に副詞（付加詞）
として表記しておく。

4)

Rizzi らの理論も生成文法の枠組みではあるが、表示的アプローチを採用している点で Chomsky のア
プローチと異なる。両者には概念上の相違はあっても理論的には矛盾しないが（Luigi Rizzi 氏 個人
談話）
、
本稿では時量詞構文における情報的焦点が一つに限られることを明示的に示すために Rizzi ら
の表示方法を採用する。
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(15) [FocP1 指定部 焦点 1 [主要部 Foc1 [補部 前提（＝FocP2）]]]
[FocP2 指定部 焦点 2 [主要部 Foc2 [補部 前提]]]
破線部は FocP1 の補部に位置する前提とその内部構造を示している。2.1 節で確認したよう
に、焦点は発話の断定から前提を差し引いた部分であり、焦点と前提は対立する概念である。
(15)では FocP1 指定部を占める要素が焦点だとすると、その補部には必ず前提が位置しなけ
ればならない。その前提の中に別な焦点が生起することはありえないのである。なぜなら焦
点は聴者が新たに知るはずの新情報であり、前提の一部として理解されるものではないから
である。イタリア語の例(16)の太字部分が焦点、下線部が前提である。
(16) [A GIANNI ] Foc [ dovresti
‘TO GIANNI

dare il

libro t ], non a Piero

you should give the book

not to Piero’ (Bocci et al. 2019:36)

（君はピエーロにではなくジャンニにその本をあげるべきだ。
）
(16)の前提内部の il libro（本）を第二の焦点としたのが(17)である。
「ジャンニに」と「その
本を」が焦点化されているが、これは容認不可能である。
(17) *[[A GIANNI ] Foc1 [[ IL LIBRO ] Foc2 [ dovresti
‘TO GIANNI

THE BOOK

dare t ]]], non a Piero

you should give

not to Piero’ (ibid.)

中国語の時量詞構文においても、同様の効果が見られるようである。太字部分の両方にス
トレスを置いて二重焦点化すると容認されない。
(18) *我学了两个小时的数学。
（私は 2 時間も数学を勉強した。
）
この例では目的語は裸名詞であるが、そもそも時量詞構文では二重焦点化は不可能だと考え
てよい。しかし、この観察だけでは時量詞と目的語名詞のどちらが焦点をヨリ担いうる要素
なのかは判断できない。特に対比的焦点の場合は文脈によって焦点化要素が変わる可能性が
あるからである。そこで、以下では、焦点を一つしか持ちえない「是」構文を利用して、時
量詞構文において焦点になりやすいのがどの構成素であるか調査してみる。5)
3.3 考察
本調査では会話文を用いて、北京語話者（女性 2 名）と台湾華語話者（女性 3 名）のイン
フォーマントに、もっとも強意（ストレス）を置きうる箇所の有無、もっとも伝達したいと
感じる箇所の有無、および、同一文中で二重焦点化が可能かどうかヒアリングした。もっと
も伝達したいと感じられる構成素があれば、そこが時量詞構文におけるデフォルトの（情報
的）焦点であると考えられる。また、A の質問に対する B の回答において、ストレスを置い
て答えたくなる箇所があるとすれば、
（対比的）焦点となっている可能性がある。
用意した会話は 4 パターンである。すべての会話に一定の前提を与えた。
5)

対比的焦点は新情報ではないという見解もある。しかし、B が A の発話の一部を訂正して正しい情
報を提供するとき、B は A の知りえなかった新情報を提示していると考えられる。
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会话的前提：约定不能玩两个小时以上的游戏。
（2 時間以上ゲームをしてはならないと約束している。
）

【会話 1】
A

你是玩了两个小时（的）游戏吗？

B

【没有。／不是。
】我是玩了一个小时（的）游戏。6)
（lit. A：2 時間ゲームをしたの？ B：いいや。1 時間ゲームをしたよ。
）

【会話 2】
A

你是玩了两个小时（的）游戏吗？

B

【没有。／不是。
】我是玩了三个小时（的）游戏。
（lit. A：2 時間ゲームをしたの？ B：いいや。3 時間ゲームをしたよ。
）

【会話 3】
A

你是玩了两个小时（的）游戏吗？

B

【没有。／不是。
】我是学了一个小时（的）数学。
（lit. A：2 時間ゲームをしたの？ B：いいや。1 時間数学を勉強したよ。
）

【会話 4】
A

你是玩了两个小时（的）游戏吗？

B

【没有。／不是。
】我是学了三个小时（的）日文。
（lit. A：2 時間ゲームをしたの？ B：いいや。3 時間日本語を勉強したよ。
）
これら 4 パターンの関係についてまず解説しておく。会話 1・2 では目的語名詞は共通し

ており時量詞のみが異なる。会話の前提に照らして B の回答を見たとき、インフォーマント
は時量詞に注目する可能性が高い。しかしこれら 2 例だけでは初めから時量詞が焦点である
ことを前提とした意図的な調査になりかねない。そこで会話 3・4 を用意した。これらは A/B
の会話において時量詞も目的語も異なる。A にはゲームを 2 時間したのか尋ねたい意図があ
るのに対し、B はその期待に反する回答をしている。この場合は述部全体または少なくとも

6)

B の回答の冒頭の否定表現についてはインフォーマントによって判断に差がある。
「不」と「没有」

の相違については先行研究は多い。Li and Thompson (1981:421)は「不」を中立的否定、
「没有」は出来事
の完了の否定と述べている。Lin (2003:428)は「不」は非限界的な(unbounded)状態を否定するのに対し、
「没有」は限界的な(bounded)出来事を否定すると述べている。網羅的なまとめとしては Xiao and
McEnery (2010:128)を参照されたい。そこでは「没」は状態の実現を否定するのに対し、
「不」はもっと
広範囲の文脈を否定すると指摘している（可能性、必要性、特性、位置付け、意志、判断の真偽など）
。
彼らによると、先行研究は「不」と「没（有）
」の違いを、状態(stative)・動体(dynamic)、未完了(noncompletion/atelic)・完了(completion/telic)、非限界的(unbounded)・限界的(bounded)という対立軸で捉えてい
るようである。本稿では紙幅の関係でこれらの問題ついてはこれ以上の言及は避け、議論は別項に委ね
る。
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目的語名詞句のほうを訂正し焦点化したいのではないかと予測できる。この環境で目的語名
詞句のほかに時量詞も焦点化しようとすれば、(13)の二重焦点化制約に違反することになり、
文は容認されない。
これらの会話文において「是」構文を用いたのは、この構文は焦点化要素を一つしか持ちえ
ないため、原理的に二重焦点化は不可能なはずだからである。また、
「是」構文は「是…的」
構文とは異なり、動詞の前後の位置にかかわらず、動詞以外のあらゆる要素を焦点化しうる
構文でもある。談話論的には、同一文中に情報的焦点と対比的焦点が共起することはある。
この場合通常ストレスが置かれるのは対比的焦点ではあるが(Erteschik-Shir 1997:11f.)、これに
より、時量詞と目的語のどちらがデフォルトの（情報的）焦点となる可能性があるかを調べ
ることができる。
結果から述べると、一定の文脈（会話の前提）を与えても、インフォーマントの判断は個々
の主観にもとづき多様であったが、インフォーマントは B の回答の中の或る構成素に対して
心理的に反応していることは明らかとなった。インフォーマントの判断をまとめると以下の
ようになる。
表 1 インフォーマントが心理的反応を示した構成素
インフォーマント

会話 1

会話 2

会話 3

会話 4

A

時量詞

時量詞

時量詞

時量詞

B

時量詞

時量詞

時量詞/目的語

時量詞/目的語

C

なし

なし

なし

なし

時量詞

時量詞

時量詞/目的語

時量詞/目的語

なし

なし

時量詞/目的語

時量詞/目的語

D

なし
E

時量詞

なし

なし

なし

※「なし」
：特にストレスを置く必要性を感じない。
この表からわかるように、いずれの会話でもインフォーマントが時量詞になんらかの心理
的反応を示していることがわかる。
（C,D のインフォーマントは 2 通りの判断を示している
が。
）つまり、時量詞部分がもっとも際立った文の焦点化要素であることを示唆している。イ
ンフォーマントごとの差異については以下でその可能性を分析する。
会話 1・2 では目的語は一致しており、情報価値があるのは時量詞部分である。会話 1 で
は約束を守って 2 時間以内でゲームを終えている。だから特に強調する必要はないという判
断と、約束を守ったというよい報告をしているからこそ時量詞を強調すべきだという判断が
あった。いずれにせよこの会話においてゲームをすることは前提であるので、目的語にスト
レスは置かれない。そうすると、
「是」構文において焦点化されているのは時量詞だというこ
とになる。

191

東アジア国際言語研究

創刊号

一方、会話 2 では約束を破って長時間ゲームをしてしまったという好ましくない行いをし
たため、わざわざ時量詞にストレスは置かないという意見はあったが、時量詞に情報的価値
があることは会話 1 と変わらない。なぜなら目的語名詞句は A の発話と変わらないが、ゲー
ムをした時間が長すぎたという負い目を一部のインフォーマントが吐露しているからであ
る。
ここで注意すべきことがある。ストレスが置かれる要素は対比的焦点と考えられるが、時
量詞は名詞句などのように選択的焦点(selective focus)にはなりにくいと思われる。名詞句で
あれば、文脈上想定される何らかの候補の集合は比較的小さく、対立候補を絞り込める。(19)
では対立候補が二つしかなく、かつ両者とも明示されている。
(19) A: Who wants to marry John, Janet or Ann?
B: JANET wants to marry John.

(Erteschik-Shir 1997:12)

一方、時間の長さは段階的(gradable/scalar)であり、１秒単位まで考慮すると対立候補とな
る選択肢は極めて多い。会話 1・2 では時量詞以外の部分は前提である。時量詞部分は選択
的焦点というよりは、訂正の焦点（あるいは情報的焦点）であると考えるのが妥当であろう。
会話 3・4 では時量詞も目的語も A の疑問文とは異なっており、述部全体が訂正されてい
る。会話 3 では、遊びではなく勉強をするという好ましいことを行なったのだから、時量詞
と目的語の両方にストレスを置きたいという判断が出てくるのは予測しやすい。ただし目的
語にのみストレスを置きたいという判断もある。これは、A と B の目的語が異なるため、述
部の中心的要素である目的語のほうが焦点化された結果であると考えられる。時量詞は付加
詞であり、他動詞によって常に選択されなければならない義務的要素とはいえないからであ
る。
この判断は、時量詞・目的語のいずれにもストレスを置かないというインフォーマントの
解釈に通ずるところがある。なぜなら、A の質問に対し、B はまったく異なる出来事を提示
し回答していることから、B の発話の述部全体が新情報としての情報的焦点であると理解す
ることができるからである。
（新情報は必然的にストレスを伴うとは限らない。
）
同様に、会話 4 でも好ましい活動を行ったことから、時量詞と目的語の両方にストレスを
置きたいという判断が見られた。ストレスの置き方に違いはあれど、会話 3・4 は動詞を含
む述部全体が訂正の焦点となっていると考えられる。このとき勉強した時間の長さではなく、
勉強したことを伝達することに重きが置かれるため、目的語にストレスが置かれやすいとい
えるだろう。逆に、会話 3 と同様に、いずれの要素にもストレスは置かないという解釈も見ら
れた。この場合は B の発話の述部全体が新情報として理解されていると考えられる。
今述べたように、会話 3・4 に共通することは、ストレスの置かれうる位置はともかく、訂
正されている箇所が述部全体である可能性があるということである。そうすると、情報的焦
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点（または訂正の焦点）の内部に複数の訂正の焦点が存在することになるが、上述のように
情報的焦点以外の焦点は談話論的に複数生起する可能性がある(Erteschik-Shir 1997)。3.2 節で
議論した FocP は焦点の構造的認可条件ではあるが、訂正の焦点は FocP の指定部・補部の関
係には入らないと仮定すると、以下の情報構造が考えられるだろう。
(20) 主語＋[Informational Focus 述語動詞＋[Corrective Focus 時量詞（的）]＋[Corrective Focus 目的語名詞]]
会話 1・2 の場合と同様に、時量詞部分を対比的焦点と考えるには対立候補の範囲が広すぎ
る。また、会話 3・4 では述語動詞自体も訂正されているため、いくら文脈が設定されていた
としても、
「ゲームをする」以外の述語動詞と目的語を、文外の何かと対比して選択すること
は困難であろう。このように、一定の文脈の中に時量詞構文を入れてみると、情報的価値が
見出されるのは目的語名詞句ではなく時量詞のほうであると考えてよさそうである。
3.4 複合名詞句の問題に戻って
さて、3.1 節で指摘した(2)-(4)の複合名詞句の容認度の問題に戻ろう。
(1) 我学了两个小时（的）中文。
(2) ?*我看了两个小时（的）很厚的书。
(3) *我煮了三十分钟（的）皮很硬的茄子。
(4) ?*我看了两个小时（的）最近出版的书。
これまでの議論では、時量詞構文における焦点化要素は時量詞である可能性が高いことを見
てきた。また、名詞のカザリは情報的焦点になりうることと、種類の異なる焦点は共起可能
であるが、FocP によって認可される同種の焦点とは共起しないことを指摘してきた。そこ
で、3.2 節で提案した(13)のモデルを以下のように修正しよう。
(21) 時量詞構文における二重焦点化制約（修正案）
主語＋述語動詞＋[Informational Focus 時量詞（的）]＋*[ Informational Focus [Informational Focus カザリ]
＋目的語名詞]
カザリのついた目的語名詞句全体はその内心構造から、全体が情報的焦点となる。なぜなら、
カザリは名詞に何らかの情報を付け加える情報的価値を担っているからである。本稿の実験
から明らかなように、時量詞構文では時量詞が情報的焦点を担うとすれば、同種の焦点が共
起することから(2)-(4)は容認されないことになる。
(2)-(4)の目的語名詞句部分だけを抜き出してみると、それらは名詞句としては成立する。し
かし、(2)の属性規定的連語、(3)の特徴規定的連語や(4)の関係的連語は名詞のなんらかの性質
を詳細に記述する名詞連語であって、対比焦点解釈を導き出すための連語ではない。これら
の連語が構成されるとき、必ずカザリにストレスが置かれるわけではない。その意味で上述
のとおり、これらのカザリは名詞に追加情報を付加する情報的焦点と考えたほうがよいであ
ろう。これらの名詞連語が時量詞構文に生起するといずれも確実に容認度が下がることから、
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時量詞構文は時量詞を焦点化し、時量詞以外の部分を前提とする構文であると仮定すると、
本稿の考察した言語事実をうまく説明できる。
一方、(1)のような裸名詞の場合は以下のような構造が考えられるだろう。
(22) 裸名詞の時量詞構文の情報構造
主語＋述語動詞＋[Informational Focus [Informational Focus 時量詞（的）]＋[目的語名詞]]
この場合は情報的焦点が一つしか存在せず、容認可能となる。
4. まとめ
本稿では、時量詞構文を特定の文脈（会話）の中に入れ、どの構成素が情報的焦点になり
うるかを検証した。その結果、時量詞が他の要素よりも焦点になりうる可能性が高いことを
見出した。そうすると、その他の要素は前提となり、原理的に前提の内部に別の焦点は生起
しえないことから、時量詞構文では二重焦点化は起きえないことを見た。このことは、時量
詞以外の部分に情報的に卓立した要素が現れにくいことを示唆する。これが、(2)-(4)のよう
な属性規定的連語、特徴規定的連語、関係的連語などの複合名詞句が時量詞構文に生起しえ
ない理由であると考えられる。
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歴史的に見た離合詞―“请客”
“生气”
“见面”
Historical analysis of separable word―qingke shengqi jianmian
石井 宏明
Ishii Hiroaki

提要 汉语离合词中，动词性语素（Vg）＋宾语（O）在涉及动作对象的时候，一种形式是与
介词组合带出动作对象，另一种形式是把表示对象的名词（n）插入 Vg 与 O 之间，形成 Vg＋
n＋的＋O 形式，而这种形式，则可分为 n 与 O 之间有领属关系的夹对象离合词，和 n 与 O 之
间没有领属关系的“扭曲性”夹对象离合词。 为探索这两种离合词两种形式的历史变迁，本文
以“请客”
、
“生气”
、
“见面”三词为中心，在 CCL 语料库中进行了检索、统计和分析。
キーワード：離合詞 介詞 ｛Vg +n+的+O｝ 対象 歴史
目次
1. はじめに
2. 検討する離合詞について
3. 本稿における《CCL》の検索条件
4. “请客”について
5. “生气”について
6． “见面”について
7． 介詞を使った用法、
「挟対象離合詞」用法、動作の対象を後ろに置く用法
8． まとめ

1.

はじめに

動詞性語素（Vg）1)+賓語（O）の離合詞には、その動作の対象に言及する際、下の（1）の
1)本稿は動詞性語素を Vg、名詞を n とした。北京大学计算语言学研究所（1999）に拠った。
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ように Vg と O の間に動作の対象を示す名詞（n）を挿入し｛Vg +n+的+O｝の形をとるもの
がある。以降の例文の番号と下線は筆者がつけたものである。
(1)我都不好意思见他的面了。
（
『離合詞 500』:85～86）
私は彼と顔を合わすのが、とても恥ずかしいです。
（同上）
石井宏明(2015:61～62)では、この種の離合詞を「挟対象離合詞」とし、その中（1）のよう
に“面”と“他”との間に領属関係が認められる離合詞を「挟対象離合詞（一）
」とした。
(2)他正生你的气呢。
（
『離合詞 500』:128）
彼はちょうどあなたのことでおこっていますよ。
（同上）
“气”は（
《现汉》
：1025）に“
（动）生气；发怒”
、
“
（动）使人生气”とあるが、
“的”の後
ろにあるので、(2) の“气”
「怒り」は名詞であろう。しかし“你”は怒られている立場であ
るので、
“你的气”を「あなたの怒り」とすることはできない 2)。
“生你的气”の“你”と“气”
の間には領属関係が存在せず、
“气”はむしろ、
“他”に領属され、
“他” 、
“你” 、
“气”の
三者の関係は「ねじれ」ている。石井宏明（2013）では（2）のような離合詞を「ねじれ」の
離合詞 3)とし、石井宏明（2015:62～63）では「挟対象離合詞（二）
」とした。石井宏明（2013）
は、この「ねじれ」の離合詞は、
「ねじれのない」離合詞の「挟対象離合詞 （一）
」の枠組み
をなぞっているとした。本稿は語の用法の変遷の歴史から、このことが読み取れるか否かを
検討する。離合詞を歴史的に検討した先行研究として伊原大策(1998abc)がある。
2. 検討する離合詞について
離合詞の定義と分類については複数の見方が存在する4)。これらに関しては紙幅の関係上
言及しない。しかし、本稿は多くの人々が離合詞と考える典型的な例を検討の対象とするた
め『離合詞 500』
、
《现代离合》
、
《常用离合》
、
《学习词典》
、
《离合槽》の五冊全てが収録し、
そのうち「挟対象離合詞（二）
」の特徴が際立っている“请客”と“生气”と「挟対象離合詞

2)

相原茂(1997:169)が“生他的气”を例にとり、
“他的气”を「彼に関する怒り、彼への怒り」と解釈す

るように、
“你的气”を“关于你的气”
（あなたに関する怒り）若しくは“对你的气”
（あなたに対する
怒り）とする考え方もあろう。しかし、例えば、
“造谣”の“谣”が意味する“谣言”だが、この語に
は“他的谣言”を「彼に関する噂」又は「彼が言っている（流している）噂」と理解することができ、
文によって“他的谣”
（彼のデマ）を“关于他的谣”
（彼に関するデマ）と理解することはできよう。
だが、
“生气”の“气”には、このような性質がなく、
“你的气”は別の文で使うと「あなたの怒り」
となり、
「あなたに対しての怒り」となることはないであろう。故に“生你的气”を「あなたに対する
怒り」とすることはできないであろう。 詳しくは石井宏明（2013:2）をご参照下さい。
3)

｛Vg + n +的+ O｝の“O”を赵元任（1980:170，220～221）は“领属宾语”とし、朱德熙（1982:145

～148）は“n”を“准定语”としている（朱徳煕（1995:195）は「仮性連体修飾語」と訳している）
。
4)

南部まき（2000）
、
《离合槽》
（3～10）
、王海峰・姚敏（2010）
、王海峰（2011:2～10）を参照。
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（一）
」の特徴が際立っている“见面” 5)を検討対象に選んだ。
3. 本稿における《CCL》の検索条件
本稿が使用した《CCL》の検索条件には“古代汉语”と“现代汉语”がある。
“生气” 、
“请客” 、
“见面”の過去の使用状況を見るため、
“古代汉语”を選択し、
“选择范围”を“清
代”または“民国”とした。
“清代”には文言文もあり、検討範囲を現代語と直接の繋がりが
ある白話に絞るために“小说”のみを検索対象とした。
“民国”の資料は全て“小说”である
ため、その全てを検索対象とした。
《CCL》の“现代汉语”は“当代”と“现代”とに分かれ、1949 年以前を“现代”とし、
1949 年以降を“当代”としているようである6)。ならば“民国”と“现代”は時代的に重な
るが、本稿は《CCL》の区分に従い、それぞれを別個に検討した。
“当代”には“中文学术文
献语料库（CWAC）
”等、
“清代” 、
“民国”とは性質が異なる資料を含んでいる。検討する
資料の性質を可能な限り統一するため、
“当代”での検索対象を“文学\大陆作家”
、
“现代”
については“文学”とした。
離合詞の二字間の漢字数は 10 字以下と設定し、ヒットした例文から「挟対象離合詞」の
“n”が動作の対象であるものを抽出した。また、介詞用法の状況を見るため、介詞と離合詞の
間の漢字数は 10 字以下として検索し7)、その間の“n”が動作の対象であるものを抽出した8)。

5)

『離合詞 500』(196)、
《常用离合》(112)、
《离合槽》(195)、
《学习词典》(102)は｛Ｖg+ n +的+ O｝
の用法を認めるが、相原茂（1997:170）
、李桂梅（2009:64）は｛Ｖg+ n +的+ O｝の用法はできないと
している。これに関して、伊原大策（1998a:1）は一方のみが正しくもう一方が誤りと言うものでは
なく、インフォーマントによって多少の差が生じるのは当然であろうとしている。この“见面”の問
題に関しては、石井宏明(2015:66)では“见面”が“n”と“O”の間に領属関係が成立する「挟対象
離合詞（一）
」であると同時に、
“结婚”
、
“离婚”
、
“聊天儿”
「非挟対象離合詞(一)」のようなパート
ナーとの共同作業で元から動作の対象となる存在がいないという両方の性質を持っていることに起
因すると考えた。

6)

《CCL》の“简介”にある詹卫东（2014）には、
“表 5 CCL 现代汉语语料库：当代（1949—）语料规
模”とあり、
“表 6 CCL 现代汉语语料库：现代（—1949）语料规模”とある。

7)

“我要见我父亲一面。
”
《三侠剑（下）
》
《CCL》
「私は私の父に一目会いたい」
（筆者訳）のように、
“见”
と“面”の間に入る文字が“见面”の対象である“父亲”のみではなく、
“我”や“一”といった別
の要素を伴って使われる場合もあるため、間にある文字数を多めに見積もり 10 字以下とした。介詞
と離合詞との間についても、介詞と離合詞の間に、その離合詞が対象とする語が別の要素を伴うこと
があるため、介詞と離合詞の間も文字数を多めに見積もり 10 字以下で検索した。

8)

“我跟你生什么气？”
《纪念》钱钟书《CCL》
「私があなたに何を怒るって。
」
（筆者訳）のように、介
詞を使う用法で離合詞の二字の間に対象以外の別の要素を挿入する例も検討すべきだが、
《CCL》の
検索作業の煩雑化を避けるため検討対象から外した。
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検索する介詞は“与”
、
“和9)”
、
“跟”
、
“给”
、
“对”
、
“同”
、
“向”とした。なお、文献の年代つ
いては、特に時代の代わり目前後の文献については、特定が困難であろう。本来ならば検討
すべき問題であるが、紙幅の都合、本稿では CCL に拠った。
4. “请客”について
4.1 “请客”の「挟対象離合詞」の用法
(3)有人请您的客，把饭帐给付了。
《雍正剑侠图（下）
》
《CCL》
ある人があなたにご馳走して、食事代を払ってくれました。
（筆者訳）
(4)我心想请他一次客，又不便说出口。《一个多情水手与一个多情妇人》沈从文《CCL》
私は彼を一度ごちそうしたいと心で思いましたが、言いだし難かった。
（筆者訳）
(5)大嫂子，你可要请我的客啦！
《苦菜花》冯德英《CCL》
姉さん、私にごちそうしないといけないでしょう！（筆者訳）
“清代”では「挟対象離合詞」の例は確認できないが“民国”では(3)が 1 例、
“现代”で
は(4)を含め 2 例が確認できた。
“当代”では(5)を含め 19 例が確認できた。
「挟対象離合詞」
の用法は文献上では“民国”から“当代”で確認でき10)、さらには『離合詞 500』
（119、211）
、
《现代离合》(571)、
《常用离合》(165)、
《学习词典》(158～159)、
《离合槽》(189)の五冊全
てが「挟対象離合詞」の用法を紹介しており、現在では一般的な用法と言えよう。
4.2 “请客”の介詞を使った用法
“清代” 、
“民国” 、
“现代” 、
“当代”で“请客”の介詞を使った用法は確認できない
。そこで検索条件を広げて検索すると“给”が使われる例が 2 つ見つかった。

11)

(6)并将截留的 4.2 万元用于给其他干部请客送礼。(人民日报 2000 年)《CCL》12)
同時に横領した 4．2 万元を他の幹部にご馳走し、贈り物に使用した。
（筆者訳）
(7)林先生，哪一天来给我请客吃羊肉呀！《林清玄散文》《CCL》13)
林さん、いつ私に羊肉をご馳走してくださるの。
（筆者訳）
(6)には“给”の後に“其他干部”という“请客”の動作の対象がある。(7)でも“给”の

9)
10)

“合”を含める。
文献上確認できるであり、実際には“民国”以前にすでに“请客”の「挟対象離合詞」の用法が口頭
で話す言葉では存在したが、文献では民国時代になってから見られるようになったとも考えられよ
う。

11)

“清代”に次のような例があった。
“这一块钱是给你的车钱，快些去给我请客。”《九尾龟（四）
》
《CCL》
「この金はお前にやる車賃だ、急いで私のためにお客さんを呼んできてくれ。
」
（筆者訳）この場合の
“给”は「～のために」という意味で使われている。

12)

新华社杭州 5 月 30 日电。

13)

《CCL》の“文件名”は“/当代/文学/台湾作家/林清玄散文”である。
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後に“我”という“请客”の動作の対象がある。しかし“＊给其他干部请客。
”や“＊给我请
客。
”では非文となろう。(8)(9)は“给其他干部送礼。
” や“给我吃羊肉呀。
”に取り込まれ
て成立すると考えられ、これらは一般的な例ではなかろう。現在においても“请客”が介詞
を使う用法は一般的ではないと考えられよう。それでいながらも、これらの例は“请客”に
も介詞を使う用法が成立し得る可能性があることを示唆するものではないか。しかし、現実
には“请客”には、介詞を使った用法がなく、動作の対象を示す用法は「挟対象離合詞」の
みであり、
“清代”にはそれすらなかったことになる。
5. “生气”について
5.1 “生气”の「挟対象離合詞」用法
(8)不要在家里再生我的气。
《济公全传（二）
》
《CCL》
家でこれ以上私を怒り続けないで。
（筆者訳）
(9)詹大人，你在生谁的气呀。
《大清三杰（下）
》
《CCL》
詹大人、あなたは誰に腹を立てているのですか。
（筆者訳）
(10)季泽笑道：
“她干吗生你的气？”
《金锁记》张爱玲《CCL》
季澤は笑いながら「彼女はなぜ、あなたに腹を立てているの」と言った。
（筆者訳）(11)
“你说什么她也不会生你气……”
《一个女人的史诗》严歌苓《CCL》
「あなたが何を言っても、彼女はあなたに腹を立てないでしょう…」（筆者訳）
“清代”では「挟対象離合詞」の用法は(8)の１例しか確認できず、この用法は清代では
一般的ではなかったと言えよう14)。“民国”では(9)を含め 3 例、“现代”では(10)を含め
16 例が確認できた。“当代”では(11)の例を含め 155 例が確認できた。
5.2 “生气”の介詞を使った用法
(12)我也没有功夫与你生气。《彭公案（二）》《CCL》
私もお前に腹を立てる暇がない。（筆者訳）
(13)方才是我不好了。绝不该和他生气。《七侠五义（下）》《CCL》
さっきは私が悪かった。絶対彼を怒るべきではなかった。(筆者訳)
(14)黄三太说道：“侯爷你别跟他生气。《三侠剑（上）》《CCL》
黄三太は「侯様、彼に腹を立てないでください。」と言った。（筆者訳）
(15)赵文会说：“师父同谁生气？”《济公全传（一）》《CCL》
趙文会は「お師匠様、誰に腹を立てているのですか。」と言った。（筆者訳）

14)

紙幅の関係で例文(8)の前後の文を引用できないが、文脈から読み取ると例文(8)は、「家で二度と
私を怒らせないで」(筆者訳)とも理解でき、そうなると例文(8)は「挟対象離合詞」の例ではなく
なり、“清代”での「挟対象離合詞」は 0 例となる。
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“清代”では“与”は(12)含めて 12 例、“和”は(13)を含めて 6 例、“跟”は(14)を含
めて 4 例、“同”は(15)を含めて 3 例、介詞用法は合計 25 例が確認できた。
(16)与他的妻子因事生气，他想吓他的妻子。
《上古秘史》
《CCL》
彼の妻に何らかのことに腹が立ち、彼は自分の妻を怖がらそうとした。
（筆者訳）
(17)你真和我生气吗？你想骂，骂我几句。
《留东外史续集》
《CCL》
あなたは本当に私のことを怒っているの。罵りたければ、罵ればいい。
（筆者訳）
(18)“怪我跟你生气？《留东外史续集》
《CCL》
私があなたに腹を立てていることを悪く思っているの。（筆者訳）
(19)老哥你看看，我不对他们生气。《留东外史续集》《CCL》
兄さん、見て、私は彼らのことを怒っていないよ。（筆者訳）
(20)并不是他敢向张全生气。《留东外史》《CCL》
決して彼に張全に怒る勇気があるわけではない。（筆者訳）
“民国”では“与”は(16)の 1 例のみ、
“和”は(17)を含めて 3 例、
“跟”は(18)を含めて
2 例、
“对”は(19)を含め 3 例、
“向”は(20)を含め 2 例、合計 11 例が確認できた。
(21)你爹又和谁生气？《三里湾》赵树理《CCL》
あなたのお父さんはまた誰に腹を立てているの」
（筆者訳）
(22)是不是为了我批评那首诗，你表姐跟我生气？《围城》钱钟书《CCL》
あの詩を批評したから、あなたのいとこのお姉さんは私を怒っているの。
（筆者訳）
(23)你只是对你自己生气。《自剖》徐志摩《CCL》
あなたは自分自身に腹立てるだけだ。
（筆者訳）
“现代”では“和”は(21)を含め６例、
“跟”は(22)を含め 12 例、
“对”は(23)を含め 4 例、
合計 22 例が確認できた。最後に“当代”を見てみる。
(24)老婆又找茬与他生气。《故乡天下黄花》刘震云《CCL》
妻はまたあら捜しをして、彼に腹を立てた。
（筆者訳）
(25)觉得自己和这样一个孩子生气，也不值得。《静静的产院》《CCL》
こんな子供に怒ったって、意味がないと思った。（筆者訳）
(26)我劝他不要生气，他跟我生气。《突出重围》柳建伟《CCL》
私は彼に怒らないように言ったが、彼は私を怒りだした。（筆者訳）
(27)“不瞒你说，我前一阵儿对你很生气。《我是你爸爸》王朔《CCL》
正直に言うと、一時期、私は君に腹を立てていた。（筆者訳）
(28)白力也正在同鱼生气。《小鲁宾逊的一天》曾卓《CCL》
白力も魚を怒っている。
（筆者訳）
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“当代”では“与”は(24)を含め 2 例、
“和”は(25)を含め 6 例15)、
“跟”は(26)を含め 24
例、
“对”も(27)を含め 25 例、
“同”は(28)の 1 例のみ、合計 58 例が確認できた。
5.3 “生气”の「挟対象離合詞」用法と介詞用法
上で見たように、
“清代”における“生气” の「挟対象離合詞」の用法は、1 例のみ16)、
“民国”では 3 例、
“现代”では 16 例、
“当代”では 155 例が確認できた。だが、それぞれ
“当代”
、
“现代”
、
“民国”
、
“清代”が収録する文献の量に違いがあるため、単純に数量を比
較しても意味をなさない17)。そこで、
“生气”の「挟対象離合詞」用法の例文数と介詞を使っ
た用法の例文数を合計したものを 100 とし、それぞれのパーセンテージを算出し、
「誰を怒
る」という場面で「挟対象離合詞」用法と、介詞を用法のどちらが、より多く使われている
かを見てみる。その結果が下の表１である。
表1
「挟対象離合詞」 介詞

合計

“清代”

1 例（4％ ）

25 例(96％)

26 例

“民国”

3 例(21％)

11 例(79％)

14 例

“现代”

16 例(42％)

22 例(58％）

38 例

“民国”＋“现代” 19 例(37％)

33 例(63％)

52 例

“当代”

58 例(27％)

213 例

18)

155 例(73％)

“清代”では 4％であった「挟対象離合詞」の用法が使われる割合が増加し最終的には、
“当代”では介詞を使った用法の割合を上回り、逆転した様子が見て取れよう。
“请客”には介詞を使った用法がないため、表１のような比較ができないが、上で見たよ
うに、
“请客”の「挟対象離合詞」用法は“民国”から“当代”で確認でき、現在では一般的
な用法となっていることから、
“请客”と“生气”の「挟対象離合詞」用法の使用頻度の増加
の傾向は、大体においては軌を一にしていると言えよう。次で「ねじれのない」離合詞「挟
対象離合詞(二)」
“见面”について見てみる。
6． “见面”について
紙幅の都合、
“见面”に関しては“清代”ついてのみ見ることにする。
(29)刘虎与他见面，…《彭公案（一）
《CCL》

15)

“宫本和渡边正在生气。
”
《战斗的青春》雪克《CCL》
「宮本と渡辺は腹を立てていた。
」のように“A
和 B 生气。
”
「A と B 二人が（別の対象）に怒っている。
」
（筆者訳）といった例は除外してある。

16)

あるいは 0 例。脚注 14)参照。

17)

詹卫东（2014） の表 3、表 4 によると、
“清代”は 48,109,077 バイト、
“民国”は 35,371,339 バイ
ト、
“现代”は 15,250,163 バイト、
“当代”は 1,154,949,310 バイトとある。

18)

小数点以下は四捨五入した。以降も同様である。
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劉虎は彼と出会い、…（筆者訳）
(30)弟子和仙师初次见面。
《八仙刘得道（上）
》
《CCL》
私は仙人様と初めてお会いしました。
（筆者訳）
(31)纪有德跟众人见面。《彭公案（四）》《CCL》
紀有德は多くの人と会った。
（筆者訳）
(32)劳航芥初同金道台一干人见面…，《文明小史》《CCL》
労航芥は初めて金道台とその仲間たちに会って…(筆者訳)
(33)合周翰林拱手为礼，又向伯集见面。《文明小史》《CCL》
周翰林と拱手で挨拶し、また伯集に会った。（筆者訳）
“与”は(29)を含め 53 例、
“和”は(30)を含め 25 例、
“跟”は(31)1 例、
“同”は(32)を含
め 9 例、
“向”は(33)1 例のみ確認できた。介詞を使った用法は合計 89 例となる。
(34)他到山中见了我一面。《隋唐演义（下）》《CCL》
彼は山中で私に会った。
（筆者訳）
「挟対象離合詞」用法は（34）のような例が 265 例確認できた。表 1 の方法で計算すると
介詞を使った用法は 25％、
「挟対象離合詞」用法は 75％となる。
“见面”は“请客”と“生
气”より早い段階の“清代”で「挟対象離合詞」用法を一般化させていたと言えよう。
7． 介詞を使った用法、
「挟対象離合詞」用法、動作の対象を後ろに置く用法
ここで改めて離合詞の対象を示す方法を見るため、別の離合詞も見てみることにする。
例えば“操心”には下の（35）や（36）のように、介詞を使った用法や「挟対象離合詞」用
法がある
(35)才能让儿女不为我们操心。《给老爸老妈的 100 个长寿秘诀》《CCL》
ようやく子供たちに私たちの心配をさせなくすることができる。（筆者訳）
(36)李连成又开始操老人的心。《2000 年人民日报》《CCL》
李連成また老人の心配を始めた。（筆者訳）
さらにはどこまで一般的な表現かはともかく、下の（37）にように“操心”の後ろに動
作の対象を置くことができる19)。
(37)不要操心她。《1995 年人民日报》《CCL》
彼女を心配するな。（筆者訳）

19)

“操心”の後ろにその対象を目的語として置く例として、
（
《现代离合》:70）には“用不着你来操心
这事！”
「あなたがこの事を心配する必要はない。
」
（筆者訳）という例が挙げられている。伊原大策
（1998c）は“帮忙＋O”について歴史的に論じている。
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歴史的に見た離合詞―“请客”
“生气”
“见面”

“请客”や“生气”にも、この方法を選択する可能性、下の（38）(39)のような例もあ
り得たのではないか。
(38)＊他生气你了，你还不知道。（《现代离合》：635）
彼はあなたを怒ってしまったよ。あなたはまだ気付かないの。(筆者訳)
(39)＊这回我请客你吧。(《现代离合》:571)
今回は、私があなたにごちそうするよ。
（筆者訳）
無論（38）と(39)は《现代离合》
（ 63、571）が誤用例としてあげているように非文である。
しかし、“生气”には介詞を使った用法があるが、さらに別の方法をも選択するなら
ば、“生气”の後ろに目的語を伴う用法を選択することもできたはずである。また、対象
を示す用法が元々はなかった“请客”には、その対象を示す方法として、（35）～（37）の
“操心”のように、「挟対象離合詞」の用法、介詞を使った用法、“请客”には（6）、
（7）のように、介詞を使った用法が存在し得る可能性を示唆すると考えられる例もあった。
そして、動作の対象を自らの後ろに置く用法の三つの選択肢があったはずである。
しかし、現実には「ねじれ」の離合詞になるにも関わらず“请客”や“生气”に中国語母語
話者は「挟対象離合詞」用法を選択した。その理由は、见面”と“请客”
、“生气”の両者の
間に「挟対象離合詞」の一般化に時間差があることから、
“见面”や恐らくは石井宏明（2015:61
～62）で述べた｛Vg+n+的+O｝の“n”と“O”の間に領属関係が成立する「挟対象離合詞（一）
」
の離合詞が “请客”や“生气”に先駆けて、
「挟対象離合詞」の用法を一般化させていたこ
とにあると考えられよう。また、この現象はつまりは、
「挟対象離合詞」用法が中国語母語話
者に強く支持されている事を示すものであるとも言えよう。
8． まとめ
“n”と“O”の間に領属関係が成立する “见面”は“清代”において既に「挟対象離合詞」の
用法が介詞を使った用法より使用頻度が上回っていることから、
“清代”において“请客”や
“生气”に「挟対象離合詞」の用法がほとんど、或いは全くなかった原因は、やはり「挟対
象離合詞」
｛Vg+n+的+O｝
の“n”と“O”の間に偏正関係や両属関係が成立しないことにあろう。
“见面”と“请客”
、
“生气”の間の「挟対象離合詞」の用法が一般化した時間差から、
“清
代”においては、
“请客”や“生气”等の「ねじれ」の離合詞に「挟対象離合詞」の用法を使
用することを「躊躇」していた中国語母語話者たちは、
｛Vg+n+的+O｝の“n”と“O”の間領属関
係が成立する“见面”などの「挟対象離合詞（一）
」
｛Vg+n+的+O｝の用法の枠組みをなぞるよ
うに、
“请客”や“生气”にも「挟対象離合詞」の用法を使用し始めたと考えられよう。その
結果として、
「ねじれ」の離合詞「挟対象離合詞（二）
」が生まれたのであろう。
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小説の地の文における“ＳＶ了О”文の成立条件
The conditions to become a “S+V+le+O” sentence
in narrative parts of novel
白石 裕一
SHIRAISHI Yuichi
提要

本文以单句“ＳＶ了Ｏ”为研究对象，考察了其成句问题。单句“ＳＶ了Ｏ”成句时，

必须满足以下五个条件的某一个：
① 对继起性的动作一边一一进行确认一边描述时。
② 对前面情况所导致的结果加以描述时。
③ 对前句加以换言性地描述时。
④ 描述主语、视点、时态意义的全面交替时。
⑤ 把焦点放在主语之上描述时。
キーワード：文成立 単文 小説の地の文 談話機能 語用論
目次
1．はじめに
2．問題点
3．意味の取り出し方と文成立
4．直観的判断の妥当性
5．談話機能的・語用論的説明
6．おわりに
1．はじめに
陆俭明（1980）などによれば、
“ＳＶ了О”は文として成立しないとされている1)。
“ＳＶ了
Ｏ”とは、
「従属節」
、
「連用修飾語」
、
「目的語の前の連体修飾語」
、
「語気詞」がない、単文と

1)

陆俭明（1980）は、文の成立についての専論ではないが、多くの論著で語られていることとして、
“
（我）买了菜 /（我）看了电影 /（他）写了信”などは、文として成立できないとしている。ま
た、日本で出版されている学習者向けの文法書でも、
“ＳＶ了Ｏ”が単独では基本的に文として成立
できないと、のきなみ語られている。輿水優『中国語の語法の話』p.180、杉村博文『中国語文法教
室』p.45、中川正之『はじめての人の文法書』p.103、相原茂・石田知子・戸沼市子『Why?にこたえ
る はじめての文法書』p.217、荒川清秀『一歩すすんだ中国語文法』p.133 など。
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しての“ＳＶ了Ｏ”のことである。
（１）は文成立しない例、
（２）
（３）
（４）
（５）は文成立
する例である。
（１）他吃了饭 （彼はご飯を食べ……／彼はご飯を食べて……／彼はご飯を食べると
……／彼はご飯を食べたら……）
（２）不一会儿到站了，他下了车。
（しばらくして駅に着くと、彼は車を降りた。
）
（张
洁《无字》
）
（
「従属節」あり）
（３）我跟山本一起照了相。
（私は山本さんと一緒に写真を撮った。
）
（
『简明汉语三十课』
p.83）
（
「連用修飾語」あり）
（４）我看了很多中文书。
（私はとても多くの中国語の本を読んだ。
）(『简明汉语三十课』
p.82)（
「連体修飾語」あり」
）
（５）我们吃了早饭了。
（私たちは朝食を食べた。
）
（
『简明汉语三十课』p.83）
（
「語気詞」
あり）
しかし、実際には（１）のようなタイプの形式が文として成立する場合がある。どのよう
な場合、文として成立するのだろうか？ 本論では、その成立条件を談話機能的・語用論的
に明らかにすることを目指す。
なお、考察の対象を小説の地の文に限定し、会話文などは考察の対象から除外する。
例文は、
“北京语言大学语料库中心（BLCU Corpus Center，简称 BCC）
”からのものと、筆
者が自ら収集したものである。いずれにせよ例文の後に出典を記す。
2．問題点
“ＳＶ了Ｏ”の文成立の問題は、
「従属節」
、
「連用修飾語」
、
「目的語の前の連体修飾語」
「語
気詞」がない“ＳＶ了Ｏ”を対象にすべきである。なぜなら、これらの付加形式を有する“Ｓ
Ｖ了Ｏ”は文成立を説明する必要がないからである2)。

2)

ただし、連用修飾語があっても、必ず文成立できるとは限らない。文成立するためには、
『简明汉
语三十课』p.83 によれば、
「比較的複雑な状況語」がなければならないという。
（例．
“我跟山本一
起照了相。
”/“我们在学校的食堂吃了早饭。
”
）孔令达（1994）によれば、
「動作がとても早く発生し
たことを強調する語句（
“强调动作在很早以前就已经发生的词语”
）
」がなければならないという。
（例．
“他天还没亮的时候就吃了饭。
”/“他一大早就喝了茶。
”
）张斌《汉语语法学》p.92 によれ
ば、
「時間的要素（
“时间因素”
）
」がなければならないという。しかし、このことは裏を返せば、こ
れら以外の連用修飾語があっても文成立できないということである。連用修飾語による文成立につ
いては、検討が必要だが、本論では暫定的に文成立するものとし、考察の対象としない。
また、目的語の前に連体修飾語があっても、必ず文成立できるとは限らない。文成立するために
は、孔令达（1994）によれば、目的語の前に「モノの量を表す語句（
“表示物量的词语”
）
」
（例．
“他吃了三碗饭。
”
）
、或いは、
「時間の長さを表すダミー連体修飾語（
“表示时量的伪定语”
）
」
（例．
“他吃了两个小时的饭”
）がなければならないという。しかし、このことは裏を返せば、これら以
外の連体修飾語があっても文成立できないということである。目的語の前の連体修飾語による文成
立についても、検討が必要だが、本論では暫定的に文成立するものとし、考察の対象としない。
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例えば、
「従属節」があれば、それは複文として、そのまま文成立できるわけで、そもそも
文成立を問う必要がない。
（６）他作了体操，吃了早饭。
（彼は体操をし、朝食を食べた。
）
（
《人民日报》1962/08/13）
（７）我们迈进附近一家饭店，吃了鲑鱼佐味的细面条、鲈鱼和色拉，喝了汤。
（僕らは近
くのレストランに入って、スープとスパゲッティのサーモン・ソースとすずきと
サラダというランチを食べた。
）
（村上春树《舞！舞！舞！》
）
その他の付加形式についても同様である。
本論は、
「従属節」
、
「連用修飾語」
、
「目的語の前の連体修飾語」
、
「語気詞」がない“ＳＶ了
Ｏ”に限定して議論を進めていく。さらに、主語は一単語に限定しないが、述語動詞も目的
語も一単語の場合に限定する（
“ＶＯ”が離合動詞であるものも含める）
。
また、
“了”の文法的意味については、
「実現（
“实现”
）
」説を採用することにする3)。そし
て、
“ＳＶ了Ｏ”が「動きの持続」や「変化結果の持続」を表す場合は、語用論的にそのよう
な意味が表されていると考える。
問題点は、以下の三点である。
Ｑ１：そもそも“ＳＶ了Ｏ”の文成立の問題とはどういう問題なのであろうか？ 文成立
しないとしながら文成立する場合があるというのは矛盾しているのではなかろう
か？ （→第 3 節）
Ｑ２：
“ＳＶ了Ｏ”がある特定の意味特徴を有する場合、直観的に文成立すると判断する
ものがあるが、このような判断は妥当なのだろうか？ （→第 4 節）
Ｑ３：実際に文成立している“ＳＶ了Ｏ”については、なぜ文成立するかが問われるが、
これまでの説明は妥当なのだろうか？ （→第 5 節）
3．意味の取り出し方と文成立
“ＳＶ了Ｏ”の文成立の問題に入る前に、文成立の判断方法について考えておきたい。ア
スペクトやパーフェクトに関する著書ではあるが、文成立の判断方法を考えるうえでたいへ
ん参考になる須田論文から見ていこう。
3．1 意味の取り出し方
須田義治（2010a）は完成相（
「～スル」の形）と継続相（
「～シテイル」の形）について、
両者の意味を対立するものとして体系的に記述している。その対立は、意味によっていくつ
かのものがあるという。
（以下の波線は筆者）
① 基本的な意味：
「基本的な意味とは、その意味の実現において言語的な環境への依存
度がもっとも低いような個別的な意味である。これは、もっとも使用頻度が高い個別
3)

刘勋宁（1988）参照。
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的な意味であり、そのため、その言語の話者が、その形を見て、まず思いうかべる意
味であると言える。基本的な意味は、中核的な意味と一致しているのが、ふつうであ
るが、この二つが異なっている場合もある。
② 中核的な意味：
「個別的な意味を代表し、その形態論的なカテゴリーの性格をもっと
もきわだたせるような意味を中核的な意味と呼ぶとすれば、アスペクトという形態論
的なカテゴリーにとって、動作の時間的な展開のし方がもっともあからさまに現れる
ような具体的な動作を表す場合の完成相と継続相の意味が、中核的な意味であると言
えるだろう。これは、典型的には、話し手によって観察あるいは知覚される、場面の
なかで起こる具体的な動作の、眼前描写的な記述である。
」
③ 周辺的な意味：
「反復的な動作などが表す周辺的な意味は、過去、現在、未来の、すべ
てのテンスの、完成相と継続相において、過程継続の非明示と過程継続の明示という
対立をなしている。体系の周辺においては、動作の展開過程の異なる段階を表すので
はなく、同じ一つの段階をはっきり表すかどうかという表し方の違いとなっており、
対立がもっとも弱くなっているのである。
」
（例えば、
「毎日行く」は「過程継続の非明
示」であり、
「毎日行っている」は「過程継続の明示」である。引用者注）
④ 一般的な意味：
「一般的な意味は、インバリアントとも呼ばれるが、それは、さまざま
な言語的な環境の作用を受けて実現する、形態論的な形のさまざまな個別的な意味
（バリアント）を通して変わらない、不変的な意味である。
」
以上の①②③④の「～的な意味」は、それぞれ「～的な意味の取り出し方」と読みかえる
ことができる。①②③④の意味の違いは、
「意味の取り出し方」の違いに起因しているからで
ある。この「意味の取り出し方」は、
“ＳＶ了Ｏ”が「文成立するかしないかの判断方法」と
関連づけることができそうである。
3．2 文成立の判断方法
アスペクト論的な「意味の取り出し方」の違いは、文成立論的には「文成立の判断方法」
の違いであろう。以下では、上掲の①②③④の違いに基づきながら、
「文成立の判断方法」に
ついて考えていくことにしよう。
（①は①´に対応している。以下同様）
①´「直観的」な文成立判断：これは、言語的な環境への依存度が最も低い判断である。
話者が、
“ＳＶ了Ｏ”を見て、まず思いうかべる判断であると言える。
「直観的な判断」
と言い換えることができそうである。
“ＳＶ了Ｏ”は「直観的」には文成立しない。
②´「談話の冒頭」での文成立判断：
“ＳＶ了Ｏ”が文成立するかしないかをもっともあか
らさまに具体的にイメージできるのは、
「談話の冒頭」であると言えるだろう。
“ＳＶ
了Ｏ”は「談話の冒頭」では文成立しない。
③´「周辺的な場合」における文成立判断：
“ＳＶ了Ｏ”が文成立するのは、周辺的な場合
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である。どのような場合かは、まだあまり明らかになっていない。
④´「一般的な意味」における文成立判断：
“ＳＶ了Ｏ”は、文成立する場合と文成立しな
い場合があるので、一般化はできない。
以上の内容をまとめると次のようになる。
表 1 文成立の判断方法
文成立の判
断方法

「直観的」な
文成立判断

「談話の冒頭」に
おける文成立判断

「周辺的な場合」に
おける文成立判断

判断の結果

文成立しない

文成立しない

文成立する

「一般的な意
味」における文
成立判断
一般化できない

3．3 小結
“ＳＶ了Ｏ”は、
「直観的」にも「談話の冒頭」においても文成立しないが、
「周辺的な
場合」においては文成立することができる。したがって、文成立しないとしながら文成立す
る場合があっても矛盾しない。この「周辺的な場合」についてはなぜ文成立するかを説明す
ることができそうである。
4．直観的判断の妥当性
先行研究のなかには、
“ＳＶ了Ｏ”がある意味特徴を有する場合、直観的に文成立できると
判断するものがある。
4．1 判断の相違
木村英樹（2017）は“他过了桥。
”のように、動きが到達点に達する場合、文成立できると
いう。
また、孔令达（1994）は、非日常的、或いは、抽象的な動きを表す場合、
（８）
（９）のよ
うに文成立できるが、
（８）他吃了毒药。

（９）他们取得了胜利。

日常的で比較的具体的な動きを表す場合、
（10）
（11）のように文成立できないという。
（10）他吃了饭，……

（11）他写了信，……

しかしながら、この両者の判断には矛盾がある。木村（2017）が文成立できるという“他
过了桥。
”は、孔（1994）の判断に従えば、文成立できないからである。孔（1994）は、日常
的で比較的具体的な動きは文成立できないとしているが、
“他过了桥。
”は明らかに日常的で
比較的具体的な動きである。
4．2 小結
木村（2017）と孔（1994）の判断の相違からも分かるように、
“ＳＶ了Ｏ”の文成立を、
その意味特徴によって説得的に説明することは難しい。
“ＳＶ了Ｏ”は直観的には文成立し
ないものとして認めたうえで、語用論的に説明する方が得策であるように思われる。
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5．談話機能的・語用論的説明
意味論的な説明には限界があるとして、語用論的な説明の必要性を主張したのは大石敏之
（1982）であるが、その後、讃井唯允（1996）
（1998）
、高橋弥守彦（1999）
（2002）
、呼美蘭
（1999）
、王学群（2017）らが談話機能的・語用論的観点から“ＳＶ了Ｏ”の文成立について
論じている4)。ただし、これらの論文はいずれも、文成立の説明対象を、複文にまで広げてい
て、単文に限定する本論とは、いささか論点が異なる。本論は、複文はそれ自体で文成立す
るのがふつうであるから、
“……，ＳＶ了Ｏ。
”のような複文の文成立を説明する必要はない
と考える。
しかしながら、讃井（1996）の「結果」を表す場合、文成立するという主張は、本論の議
論と密接な関係を持っている。
“ＳＶ了Ｏ”が「結果」を表す場合、単文においても句点で終
わるのがふつうだからである。
（12）于是，我就在新宿下了车。
（そこで、私は新宿で下車した。
）
（讃井（1996）
）
（13）我们停在了路边。我扶他下了车。
（私たちは路肩に車を停めた。私は彼を支えなが
ら車を降りた。
）
（海明威《永别了，武器》
）
讃井（1996）は、
「結果」の概念について詳しくは述べていないが、
「原因－結果」の「結
果」
（例文（12）
）のことのようである。本論では、これに加えて「時間的に継起する動きの
終結」
（例文（13）
）を加えておきたい。例文（13）の“……。ＳＶ了Ｏ。
”の目的語の後の句
点は、
「時間的に継起する動きの終結」によって説明することができる。本節以下の“……。
ＳＶ了Ｏ。
”の目的語の後の句点も、すべて「結果」或いは「時間的に継起する動きの終結」
によって説明することができる。
そこで、問題となるのは“……。ＳＶ了Ｏ。
”の主語の前の句点である。以下では、どのよ
うな場合主語の前に句点が打てるのかを中心に考えていくことにする。
5．1 継起的な動きの確認
継起的な動きを一つ一つ確認しながら描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。日本
語で、
「～シ(テ)、～シタ。
」と描写するよりも、
「～シタ。～シタ。
」と描写する方が、

4)

高橋（1999）
（2002）は、
“ⅤＯ了/Ｖ了Ｏ/Ｖ了Ｏ了”の使い分けについて論じている。高橋論文は
“ＶＯ了”と“Ｖ了Ｏ”の使い分けに関して、典型的には次の対話文のように、最初にⅤＯ了”が
現れ、その後“Ｖ了Ｏ”が現れると主張している。
（例．
“Ａ1：你昨天晚上干什么了？ Ｂ1：我看书
了。 Ａ2：你看了什么书？ Ｂ2：我看了汉语书。
”
）このような現象は情報構造、結束性の問題とか
らんでいてたいへん興味深い。今後の課題としたい。
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一つ一つの動きを確認しているように感じられるのと同じことである5)。以下の例文では、
①の文と②の文が、継起的な動きを確認しながら描写している。日本語に訳す際、
「そして」
を“ＳＶ了Ｏ。
”の前に入れて描写できる場合が多い6)。
（14）小时候，我听多了关于警察的事，总是梦想着长大后能当一名警察。可惜，这个梦
想却因我的高度近视而破灭。①也许正是这个原因，8 年前的一天，我与薇邂逅时，
就被身着警服神采奕奕的她征服了。②我们结了婚。 （
《厦门日报

妻是警察》

1999/4/18）
（子供の頃、私は警察官が活躍する話をたくさん聞いていたので、いつも大きくな
ったら警察官になりたいと夢見ていた。しかし、残念なことに、警察官になりた
いという夢は、極度の近視のためかなわなくなってしまった。①もしかしたら、
この挫折のためかもしれないが、8 年前のある日、私は制服を着て颯爽とふるま
ウェイ

う 薇 に出会い、すぐにとりこになってしまった。②（そして）私たちは結婚し
た。
）
（15）他累得慌，他的铁的手指已经有些发颤。不知爬了多久，他才爬到庙门内，滚到一
丛迎春底下。他慢慢的，提着气，坐起来；迎春的枝掩盖着他的头。①他抡臂，扔
出他的手榴弹。②他成了功。 （老舍《火葬》
）
（……。彼は疲れがひどく、鉄のような指はもうすでに少し震えがきていた。どの
くらい這い回ったか知らないが、彼はようやく廟の門の内側に辿り着き、黄梅の
下に潜り込んだ。彼はゆっくりと息を吸い込みながら、身を起こした。黄梅の枝
が彼の頭に覆いかぶさっている。①彼は腕を振って、手榴弾を放り投げた。②（そ
して）彼は成功した。
）
5．2 前の状況から導かれた結果
前の状況から導かれた結果を描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。①が前の状況
5)

奥田靖雄（1986）は「確認」について次のように述べている。
「はなし手によって文のなかに確認
される出来事は，いま目のまえにおこっている出来事ばかりではない。はなし手自身が過去に経験
した出来事ばかりではない。人間はとおい昔にレアルに存在していた出来事をも，これからの，と
おいさきの未来におこる出来事をも確認する。つまり，人間は，直接的な経験によってはとらえる
ことのできない出来事をも，直接的な経験を媒介にしながら，確認して，つたえあう。したがっ
て，文の対象的な内容としての出来事は，はなし手が《確認する》という積極的な行為によってう
みだされた，はなし手の創作物なのである。
《ものがたり文》とよんでおこう。たいせつなことは，
はなし手が《確認する》という，はなし手の積極的な行為がなければ，ものがたり文の対象的な内
容は現実には存在しない，ということである。そして，この《確認》は対象的な内容につきまとい
ながら，文の意味的な内容のなかにはいりこんでいる。ものがたり文は，その陳述性という側面に
おいて，
《確認》という文法的な意味をそなえている。
」例文（14）
、
（15）の①の文は、文末を句点
にすることによって、
「確認」の意味を表している。
6)
「そして」について、
『現代日本語文法 7』p.87 は、次のように説明している。
『
「そして」には継続
用法もある』
（例．
「今日は午前中法学部の授業に出た。そして、昼から映画を見に行った。
」
）
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であり、②がその結果である。日本語に訳す際、
「このようにして」
、
「こうして」を“ＳＶ了
Ｏ。
”の前に入れて描写できる場合が多い7)。
（16）①今年以来，拉萨市在变“垃圾新村”为“文明新村”的探索中，首次把近年来在
内地新兴的管理机制——物业管理引进这个小区，成立了西藏第一个物业管理公司。
公司现拥有 7 名正式工作人员，面向社会招聘了 70 多名待业青年，独立核算，自
负盈亏。物业管理公司下设清洁大队、运输队，将清扫清运垃圾工作承包到组、到
人。公司还组建治安联防队，实行 24 小时值班。②小区的面貌发生了变化。据介
绍，拉萨还有 13 个象“团结新村”这样的居民小区，今后都将逐步推行物业管理。
（
《厦门晚报 物业管理走进西藏高原》1997/10/19）
（①今年から、ラサ市は「ゴミ住宅団地」を「文明住宅団地」に変えようと模索し
ていたが、内陸で近年導入されつつある新しい管理システム「不動産管理」を、
はじめて「ゴミ住宅団地」に導入し、西蔵第一資産管理公司を起業した。会社は
現在七名の正社員に、外部から七十名の未就業青年を迎え、独立採算制の自主経
営を行っている。会社は資産管理公司の下に、清掃部門、運送部門を設置し、清
掃やゴミの運び出しをグループや個人に全面委託している。会社はさらに警備チー
ムを組織し、二十四時間警備を行っている。②（こうして）団地の様相は一変した。
ある紹介によれば、ラサには十三の「団結住宅団地」のような住宅団地があるが、
今後徐々に不動産管理を行っていくとのことである。
）
呼美蘭（1999）は、段落の冒頭の従属節などがあるものも含めた“ＳＶ了Ｏ。
”について、
『物語の語り手は読者に「Ｖ了Ｏ。
」の表現形式により、物語の導入部分で先行文脈とは関連
性のない、先取りした情報を提供出来る。
』とし、それがあたかもふつうのことであるように
述べている。しかしながら、談落の冒頭の“ＳＶ了Ｏ。
”は、従属節などがあろうがなかろう
が、先行文脈と関連性を有するのがふつうである。
（17）呆了一会儿，张世群随口说：
“给我讲个故事吧。
”
蔷云瞥了他一眼：
“哼，讲故事？你又不是三岁的孩子。而且我看你呀，根本没
有诚意要听。
”
张世群竟认真地恳求起来，像小娃娃恳求自己的祖母似的。
于是蔷云开始讲。
①……（省略几个段落）……。
②张世群陷入了沉思。音乐已经不放，传来的女广播员的广播：
“……今天散场
7)

「こうして」
、
「このようにして」について、
『現代日本語文法 7』p.132 は、次のように説明してい
る。
『
「こうして」は事態が行き着いた結果だけではなく，それまでの過程を経てこうした事態に行
き着いたという過程にも力点が置かれている。
』
『
「このようにして」は，
「こうして」以上に，最終
的な結果に行き着くまでの過程に力点がある。
』
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的时间是九点三十分，现在还有十五分钟了……”开始有一批一批的人走进席
棚…… （王蒙《青春万岁》
）
（しばらくして、張世群は「何か物語を聞かせてくれないか。
」と言い出した。
薔雲は彼をちらりと見た。
「へぇー、お話を聞きたいの。三歳の子供じゃあ
るまいし。というか、あなたには全く誠意というものが感じられないわ。
」
張世群は意外にも、小さい子供が祖母に求めるように、真剣に懇願した。
薔雲は語り始めた。
①……（数段落省略）……。
②張世群はもの思いにふけっていた。音楽はもう流れていないが、女性のアナ
ウンスが聞こえて来る。
「……本日の終了時間は 9 時 30 分です。残り時間は 15 分
です。……」人々は三々五々テントの中に入って行く……）
例文（17）の“ＳＶ了Ｏ。
”の前の数段落では、
「楊薔雲」がある物語を語り聞かせている
場面（内容）が描かれている（二重線より下の①の数段落）
。そして、
「楊薔雲」が「張世群」
に物語を語り聞かせている間に、
「張世群」がもの思いにふけってしまうというのが、段落冒
頭（②の文）である。
“张世群陷入了沉思。
”
（張世群はもの思いにふけっていた。
）は、読者
に対するいきなりの情報提供ではなく、
「楊薔雲」による語り聞かせの結果なのである。
段落冒頭の“ＳＶ了Ｏ。
”は、
「前の状況から導かれた結果」でなければ、前段落から続く
継起的な動きの一つを確認している。
5．3 直前の文の換言的描写
直前の文の内容を換言的に描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。日本語に訳す際、
「すなわち」
、
「つまり」を“ＳＶ了Ｏ。
”の前に入れて描写できる場合が多い8）。
“ＳＶ了Ｏ。
”
による換言的な描写は、具体的な内容を抽象的な内容に言い換えるのがふつうである。
（18）在这个新厂里再没有资本家剥削工人的事实，也没有人压迫人的不平的事实，工人
们都翻了身，做了自己的主人。这真使我兴奋极了，因为这个厂是我们工人自己的
厂了。我们有权利与义务来管理、发展自己的工厂。①我觉悟过来了，改变了过去
腐化堕落的生活，对工作也不再敷衍了事，认真的干了。②我开始了新生。
（
《人民
日报》1949/10/13）
（この新しい工場は、資本家が労働者を搾取するようなことは二度とない。また、
人が人を権力で服従させるような不平等なこともない。労働者たちは解放され、

8）

「換言」について、
『現代日本語文法 7』p.93-95 は、次のように説明している。
「換言の接続表現は、後
接部が先行部の内容のいいかえであることを示す。先行部の内容について，後続部で別の表現を用いて表
すことにより，内容をより具体的に示したり，要約したりして示すことができる。
」
『
「すなわち」は，後
続部が先行部と意味的に等価であることを示す。
』
『
「つまり」は聞き手に理解しやすくなるように先行部
を解釈すると後続部のようになることを示す。
』
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自らの主人となった。私はすごく興奮している。なぜならこの工場は我々労働者
のものだからだ。我々は自分たちの工場を管理、発展させる権利と義務を有する
ことになったのだ。①私は目覚めた。これまでの自堕落な生活を改め、もう二度
と仕事をなおざりにするようなことはせず、まじめにやることに決めた。②（す
なわち）私の新しい人生が始まった。
）
（19）一年一度的杰西・欧文斯奖被授予美国女子短跑明星盖尔・德弗斯。人们也许不会
忘记这位巴塞罗那百米冠军。她一度头发脱落，视线模糊，双腿肿胀，皮肤溃烂出
血，差一点发生癌变被截去双腿，1988 年后，德弗斯就被这样一种罕见的甲状腺病
所折磨，几乎走进坟墓。但她凭着惊人的毅力和现代的医学手段重新回到赛场。①
奥运会百米夺冠后，要不是在离终点只两米处摔倒，她还会摘取 100 米栏的金牌。
②她创造了奇迹。德弗斯不想躺在功劳簿上告别赛场。 （
《人民日报》1993/12/24）
（一年に一度のジェシー・オーエンス賞がアメリカ女子短距離界スター、ゲイ
ル・ディバースに授与された。このバルセロナオリンピック女子 100 メートル金
メダリストのことをよもや忘れてはいまい。彼女は一度髪が抜け落ち、視線は定
まらなくなり、両足は膨れ上がり、皮膚は爛れて出血し、悪性腫瘍の一歩手前で、
両足切断を免れた。1988 年以降、ディバースはこのようなまれな甲状腺の病気に
苦しめられ、ずっといつ命を落としてもおかしくない状況だった。しかし、彼女
はおどろくべき気力と現代医学の力によって、再び競技場に帰って来た。①オリ
ンピック女子 100 メートルで金メダルを獲得し、もしゴール手前 2 メートルで転
ばなければ、
女子 100 メートルハードルでも金メダルを獲得するところであった。
②（つまり）彼女は奇跡を起こしたのだ。ディバースは、過去の栄光を誇ること
なく、競技場を後にした。
）
5．4 主語・視点・アスペクト的な意味の全交替
主語・視点・アスペクト的な意味のすべてを交替させる場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる9）。
（20）那次，乌巴克西发高烧，她一个星期没有吃东西，但她却没离开过讲台。①就在那
讲台上，同学们看到她苍白的脸上冒着虚汗，衣服溻在身上，同学们心疼，不让她
讲了，陪她去医院。②她患了结核病。 （
《人民日报》1990/08/31）
（その時、烏巴克は高熱を発し、彼女は一週間何も食べられなかったが、教壇を離
9）

須田義治（2010a）は視点に関して次のように述べている。
「物語のなかの出来事が登場人物によっ
て観察されていることを示すコンテクスト的な手段には、さまざまなものがあるが、アスペクト的
な形によるものには、次のようなものがある。たとえば、主人公の知覚動作をさししめす動詞を持
つ文のあとに続く文の継続相の表す動作は、その知覚動詞の主体である登場人物が知覚し、観察し
ているということが示される。
」
（例．
「広介は取り上げて明子を見た。眼鏡をはずした明子の目は吊
って広介を睨んでいた。
」
）
「次のようなコンテクストも、主人公の視点を作りだしている。
」
（例．
「たまえは呆れて、縁側を開けた。空が晴れ渡っていた。
」
）
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れなかった。①その教壇で、生徒達は、彼女の蒼白な顔に浮かぶ汗や濡れた服が
体に張り付いている様子を見て、心配のあまり、彼女に講義をやめさせ、病院に
連れて行った。②彼女は結核を患っていた。
）
例文（20）の①の複文は主として継起的な動きを描写していて、それらは動きの実現を描
写している。ところが、②においては、主語がクラスメートから彼女に変わり、視点も作者
のみの視点から、作者と医者の視点に変わっている。その上さらにアスペクト的な意味も、
「実現」から「変化結果の持続」に変わっている。
例文（21）も同様で、①の文は、動きの実現を描写しているが、②の文では、主語が彼女
から父親に、視点が作者のみから、作者と彼女の視点に、アスペクト的意味が、
「実現」から
「変化結果の持続」に変わっている。
（21）她站在那里，看着天上。一只小鸟在什么地方叫着，树，绿得真可爱。清凉的空气，
抚弄着她的脸。一切都很美，而她却要开始一场可怕的恶梦，卖给个糟老头子。①
她看了看爸爸发白的脸。②他变了模样。 她觉出来他十分紧张，也注意到他那两道
浓眉已经高高地竖起。这就是说，爸要跟人干仗了。 （老舎《鼓书艺人》
）
（彼女はそこに立ち、空を見上げた。どこかで小鳥が泣いている。木々の緑が実に
美しい。清々しい風が彼女の顔をなでる。すべてが美しい。が、しかし、彼女に
はひどい悪夢が待ち構えている。下種な男に売られてしまうのだ。①彼女は青白
い父の顔をちらりと見た。②いつもと様子が違う（＝彼は様子が変わっている）
。
すごく緊張しているようだ。よく見ると、二本の黒い眉が高く吊り上がっている。
どうやら、男と渡り合うつもりなのだ。
）
5．5 主語に焦点を置く場合
主語に焦点を置いて描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。例文（22）では、研究
発表会の開催はすでに明らかになっていて、どのような人がその研究発表会に参加したのか
が焦点（①の波線部分）になっている。
（22）由中国作家协会主办的第三次汉学家文学翻译国际研讨会 18 日至 19 日在北京举行
本次研讨会的主题是“解读中国故事”。①中国作家协会主席铁凝、诺贝尔文学奖
获得者莫言，以及贾平凹、刘震云、阿来、麦家等多位中国著名作家与来自俄罗斯、
法国、美国等 16 个国家的 30 位知名汉学家和翻译家②参加了研讨会。
（
《人民日报》2014/08/20）
（中国作家協会主催の第三回中国文学者文学翻訳国際研究会が 18 日から 19 日
まで北京で開催された。今回の研究会のテーマは「中国の物語を読解く」であっ
た。①中国作家協会主席鉄凝、ノーベル文学賞受賞者莫言、および賈平凹、劉震
雲、阿来、麦家など、多くの中国人著名作家と、ロシア、フランス、アメリカなど
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16 の国の 30 名の有名中国文学者と翻訳家が②研究会に参加した。
）
5．6

小結

“ＳＶ了Ｏ”を単文に限定した説明はこれまでなかったと言っていい。単文としての“Ｓ
Ｖ了Ｏ”は目的語の後の句点と共に、主語の前の句点をいかに説明するかが重要である。目
的語の後の句点については、
「結果」或いは「時間的に継起する動きの終結」によって説明す
ることができる。本論では、主語の前の句点を中心に考察した。その内容をまとめると以下
のようになる。
① 継起的な動きを一つ一つ確認しながら描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。
② 前の状況から導かれた結果を描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。
③ 直前の文の内容を換言的に描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。
④ 主語・視点・アスペクト的な意味の全交替を描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用
いる。
⑤ 主語に焦点を置いて描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”用いる。
6．おわりに
本論は、
“ＳＶ了Ｏ”の文成立の問題を、単文としての“ＳＶ了Ｏ”に限定して論じた。従来
の研究では、この問題を複文にまで広げてしまっていたため、説明が説得力を失っていた。
今後、文成立の問題は、
“ＳＶ了Ｏ”のみならず、次のような手法で解決を図っていくべき
であろう。――先ず、直観的に文成立しない形式を探し出す。次に、その形式が周辺的な文
として成立している場合を探し出す。さらに、その形式がなぜ文として成立しているのかを
談話機能的・語用論的に説明する。――
本論は、このような手法の有効性を部分的にではあるが示せたと思う。
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A study of the quantifier in modern chinese
洪 安瀾
Hong Anlan
提要 本文主要针对现代汉语中的“数词+名量词+名词”这一短语结构进行研究。在对比语
言学的研究中，汉语的“数量名”结构与英语的“冠词+名词”
、日语的“零格名词”形成对
比，引起了广泛的关注与热烈的讨论，其间也产生了很多有影响力的论述。但是目前主流的
几种论述都在尝试寻找汉语与外语，特别是与英语之间的共性，只能用于解释现代汉语中的
典型句式。经考察发现，汉语的量词是由汉语的“回指结构”衍生出来的，而后才出现了个
体标记、类别标记等功能。本文拟从以下两个角度进行分析：其一是“数量名”短语的相关
功能；其二是“数量名”在句法层面的语义功能。
キーワード：数詞 量詞 指示的・非指示的 存在表現
1. はじめに
右側の図 1 の絵を見せ、日本語、英語、中国語でそれぞ
れ文を書かせると、例(1)のような表現になると思われる。
(1) テーブルにはリンゴがある。(作例)
There is an apple on the table.(作例)
桌上有{(一)个}苹果。(作例)
文中下線部の名詞句はいずれも「リンゴ」のことを表して
いる。日本語はガ格の名詞とともに表現するが、英語には冠
詞“an”が必要である。中国語は“一个苹果”
、
“个苹果”
、
“苹果”などによって表現でき、
話し言葉では、例（2）のように“一苹果”のような表現も見受けられる。
(2) ……脚不沾尘，迈马鞍子，上头有一苹果。(《中国传统相声大全》)
……(絨毯が敷かれている)足は土に触れず、馬の鞍をまたげた。鞍の上にはリン
ゴが一個ある。(筆者訳)
“数量词+量词+名词”の構造(“数量名”と略称)について、中国の研究者の研究では概
して数量詞の“有界·无界”をめぐって検討しているが、一方、比較言語学では“一个”
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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。しかし、それらの観点
から数量詞が共起しない実例を分析するには限界がある。例えば、最古の白話小説の《水
浒传》には、数量詞を用いる例文とそうでない例文とがある。
(3) 如今前面景阳冈上有只吊睛白额大虫,天晚了出来伤人……(《水浒传》)
近頃この先の景陽岡には目の吊りあがった額の白い大きな虎が出没して、日が暮
れると現れ人を殺めるのだ…(筆者訳)
(4) 好呀！明有王法，暗有神明，你如何商量这等的勾当？(《水浒传》)
おいこら！表には法令があり、裏には神仏があるんだ。それを語るのは卑怯者の
やり口だぞ！(筆者訳)
(5) 在清溪县帮源洞中，亦自有去处。(《水浒传》)
清渓県の幇源洞にも、そもそも逃げる場所がある。(筆者訳)
例(4)(5)は数量詞が共起しない例文である。数量詞が共起しないのは、文中の“王法”
、
“神明”が非個体的で、あるいは“去处”が抽象的、連続的、顕著でないとみなしてよい
ものだろうか。本稿では連語レベルから“数量名”構造を分析し、更にそれが文中に発揮
する意味機能を調べる。
2. 先行研究及び問題点
中国の研究者の研究では、存在表現や二重目的文などに用いられる“数量名”を専ら
“有界·无界”
“同时量·达成量”などの問題として議論している。対照言語学の研究で
は、中国語の数量詞における構造上、機能上の特徴について盛んに議論がなされている。
それらの研究はいずれも有益な観点を提起しているものの、中国語をヨーロッパ諸言語と
照らし合わせ、共通の意味的、文法的特徴をまとめようとするきらいがある。
2.1 “数量名”の意味機能
欧米やロシアの研究の多くは中国語に冠詞がないので、意味機能が極めて近いところ1)か
ら、数量詞(特に通用個体量詞“(一)个”)を冠詞とみなしている。例えばドラゴノフ（1958:180）
では、
“一个”は不定冠詞、
“这个”
“那个”は有定冠詞と指摘している。
大河内康憲(1985:1-13)では、数量詞は類名や総称的なものを特定の個体にまとめあげる働
きをしていると考えている。
“一”が量詞と結んだものは広く名詞について、個別の概念を与

1)

第一に英語にせよ、フランス語にせよ、不定冠詞はすべて「ひとつ」を意味する数量表現を起源と
している。第二に中国語には実数の表示の必要以上に“一个”などが生じたことからも、
“一个”が
ヨーロッパ語の不定冠詞に極めて近いことが明らかであると大河内康憲（1985:3）が指摘してい
る。
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え、抽象的なものを具体化するために働いていて、名詞をその形で範疇化する側面が強調さ
れると指摘し、
「個体化(individualizer)」の観点で中国語の量詞を分析している。
近年の研究は Langacker（1995:51）の唱える「グランディング(grounding)」機能をよく取り
上げ、“数量名”を分析している。中でも中国語量詞の文法化を考察した橋本永貢子（2014）
が印象的で、その観点では中国語の量詞(名量詞と動量詞)が「空間的・時間的」な量を表し、
それぞれの領域から抽象的な出来事を現実世界に位置付けると指摘していている（橋本永貢
子 2014:195）
。もっとも、
「グランディング」機能は、名詞がものの「インスタンス(instance)」
ではなく、
「タイプ(type)」を表しているという観点から、名詞句は例えば英語の複数を示す
“s”などの文法的手段によって、
「例示化(instantiation)」する意味機能を有すると考えている。
即ち、中国語の名詞を英語の名詞と同一視して、その抽象的な、総称的な意味にばかり目を
向けているのである。
贅言を繰り返すまでもないが、形態的類型論において孤立語に分けられる中国語は、その
時間的感覚(テンス・アスペクトの特徴)が日本語(膠着語)、英語(屈折語)とおのずから異なる。
中国語のゼロ格名詞句(裸名詞句)は必ずしも抽象的、総称的な概念を表しておらず、文構造
を無視して名詞句の意味機能を議論しては、前節の例(2、4、5)の状況に適用できない。大河
内康憲(1985:4)では「文言的修辞が人々の意識に根強く、白話表現と文言では全く異なる言語
といってよい」と指摘しているが、拙論では両者を切り離して議論しては果たして妥当であ
ろうかと、その観点に疑念が抱かれる。
2.2 “数量名”の文法機能
文レベルで“数量名”構造を議論する研究として、最もよく取り上げられているのは“显
著性原则”
（古川裕 2001）であろう。古川裕（2001:265）では、中国語の数詞は計数、量詞は
分類の機能を担っていて、
“数量名”構造が個体化機能を有していると唱える大河内康憲
(1985)の観点に賛同し、存在表現や二重目的語文2)は数量詞によって修飾される名詞句が認
知上最も目立った“有界”の個体であると指摘している。言い換えれば、存在文や二重目的
語文においては、前景化された「図(Figura)」は“有标”であると主張している。とすると、
ゼロ格の名詞句は意味上「顕著」でないとなるであろう。
木村英樹（2012:112）では語用論の観点から存在文を分析している。時空間存在文3)におい
て、数量詞による個体化機能が限界的、もしくは離散的な非連続体としての事物の「輪郭化
(profiling)」に大きく貢献しているが、非限界的、非離散的な連続体の事物（例えば「水」な
2)

古川裕（2001）では“隐现句”“结果宾语”“消失宾语”“双宾语句”“存在句”などの文構造に用いられる数
量詞を対象に研究を行っている。大河内と古川の対象とする文は異なるものの、古川は大河内の観
点を継承しているといえるであろう。
3)
木村英樹（2011）は“有”構文を「時空間存在文＝知覚タイプの存在文」と「知識タイプの存在
文」とに 2 分している。
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ど）はその限りではないと指摘している。また、叙景的用法と新規主題設定の用法のどちら
でもなく時空間存在文を用いられた場合(例 6)は、所謂報告文であり、単に非既知の状況を聞
き手に伝える目的とするものであると指摘している。つまり、例えば例(6)の“有电脑”は単
に一種の状況に過ぎないのである。
(6) 在候车室里有电脑。你可以过去上网查查看。(木村英樹 2011:115)
駅の待合室にパソコンがあるから、ネットで調べて来るといい。
（同上）
これらの観点が成立するとすれば、例(2)(5)の“有一苹果”、“明有王法，暗有神明”は顕著で
ないものをわざわざ報告するという効率の低い文になる。従来の観点では一部の典型的な
状況(例 1、3)は分析できるが、例(2、4、5)のような状況を説明するには無理がある。
3. “数量名”に関するその他の研究
3.1 “数量名”構造の特例
前節では“数量名”構造の典型例を扱う研究を集めて、整理した。ここでは「特例」と
されやすい具体例に関する研究をいくつかまとめ、中にある共通点を探る。
固有名詞に数量詞“一个”がつくケース(例 7、8)について、ドラゴノフ（1958:44）で
は、その名詞句が述語の中で最も重要な部分であり、
「話し手が既に知悉しているのだが、
それが新しい状況のもとで出現したとのことを示す」と指摘している。大河内康憲
（1985:6）では「固有名詞は知らない人にとっては何の属性も内容も喚起しないが、親しい
人にとっては普通名詞と比較にならない内包豊かな語である」と指摘している。
(7) 突然来了个王树理。(ドラゴノフ 1958:44)
突然王樹理さん(という人)が来ました。(筆者訳)
(8) 孟姜女走上前去说：
“你们这儿有个范喜良吗？” (大河内康憲 1985:6)
大伙说：
“有这么个人，是新来的吧？”
孟姜女は前に出て「ここには範喜良(という人)がいませんか」と聞きました。
皆は「確かにそういう人がいました、新入りでしょうか」と尋ねました。(筆者訳)
杉村博文（2002、2006）は王还（1985）
、王慧（1997）
、张伯江（2000）の研究成果を踏ま
え、
“个”の認知的機能を分析した。ここでは 3 つにまとめる。第一に、
“把个 NV 了”4)と
“把一个 NV 了”は異なる意味合いを持っているので、例(9)を“*小张把一个孩子生在火车
上了。
”のように数量詞“一”を付けると非文となる。第二に、
“把个 NV 了”には「予定外・
異常」の事情に対する主観的な評価5)を含め、その意味合いは量詞“个”によって喚起され

4)

5)

张伯江（2000:38）では例(9)の“个孩子”は非特定の人物ではなく、“说话人心中的概念实体
(conceptual entity)”で、“‘孩子’这种事物”であると指摘している。
王惠（1997:232-233）では“把个 NV 了”には名詞句が[-有定]で、結果状態が“处于意外”
、
“超出
常情、常理”なので、その文全体は“不满”
、
“责备”
、
“善意的调侃”など主観的な評価を婉曲的に
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る。例(10)の“这个纸”を“这张纸”に書き換えると、
「予定外・異常」の意味合いがなくな
る。第三に、前述のような現象が生起したのは、通用個体量詞“个”によって名詞句の本来
持つ「社会的・語彙的属性」
、及び言語環境による「一時的な属性」6)が喚起されたからであ
る。
(9) 小张把个孩子生在火车上了。(杉村博文 2002:23)
張さんは列車内で赤ちゃんを出産しました。(筆者訳)
(10) 这个纸，质量真差！(杉村博文 2006:20)
この紙は品質が悪いな！(筆者訳)
これまで分かったことを３点にまとめる。まず、
“个”と“一个”は必ずしも同じ意味合い
を持っているわけではなく、数詞と量詞とは別々の意味機能を有している。次に、量詞の後
につく名詞は何にせよ、それで表している事物は既に話者にとって知悉の情報である。最後
に、名詞が有する「社会的・語意的・一時的な属性」は通用個体量詞“个”によって喚起さ
れる。
高橋弥守彦(2006:124-127)では、通用個体量詞“个”は普通名詞、固有名詞、抽象名詞、
場所・時間名詞のほか、動詞(連語)、形容詞、副詞、擬声詞、成語などの前に用いること
もでき、
“个”はこれらを普通名詞として扱う機能があると指摘している。
(11) 他好奇地爬上去，想看个究竟。
〈副詞〉(高橋弥守彦 2006:125)
彼は物珍しそうによじ登っていくと、とことん見てみたいと思った。(同上)
(12) 昨天晚上她们喝了个痛快。
〈形容詞〉(同上)
昨晩、彼らは思いっきり楽しく飲んだ。(同上)
(13) 他们把刚插下的早稻秧，连踩带拔，搞了个稀里哗啦。
〈擬声語〉(同上)
彼らは植えたばかりの、早稲の苗をめちゃくちゃに踏みつけたり抜いたりして、
全部駄目にしてしまった。(同上)
例(11)から(13)では、先行研究で述べられた個体化、グランディング、顕著化、輪郭化な
どの観点でもって解釈できないのである。上記の 3 例では、
“个究竟”
“个痛快”
“个稀里哗
啦”は動詞の補語として用いられる。量詞“个”によってなんらかの属性を喚起しようと
し、話者にとって“究竟”
“痛快”
“稀里哗啦”は知悉の情報であろう。
3.2 “数量名”の構造の発生及び文法化

6)

表現していると指摘している。
杉村博文（2002:24-25）では“把个 NV 了”の文は、定名詞に“个”をつけ、[‐有定]の類名詞のよ
うに表現したのは、改めて新情報として紹介したいからだと指摘し、その類名詞でもって“激活社
会常识或语言环境赋予的情理之中的属性”と考えられている。また、杉村博文（2006:20）では“这
个雨,看来是停不了了……”という例をあげて、目の前に降る雨の「切りなく降り続いて、鬱陶し
い」という一時的属性は“个”によって喚起されているとしている。
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吴雅云（2014）では“数量名”の歴史的構造変化を調べて、各時代に新たに出現した構
造を表 1 にまとめた。
表１：吴雅云（2014:85-89）による先秦時代の“数量名”構造の考察(抜粋)
時代
西周
时期

新たな構造

例文

名 1+数+名 2

武王戎车三百两，虎贲三百人，与受战于牧野，作《牧誓》
。
彤弓一，彤矢百；卢弓一，卢矢百；马四匹。
《今文尚书》

春秋
战国
时期

名 1+数+名 2
名 1+者+数+名 2
数+名 2+名 1
数+名 2+省略

宋人以兵车百乘，文马百驷以赎华元与郑。
孟士选圉人之壮者三百人，以为公期筑室于门外。
君有楚命，亦不使一介行李告于寡君，而即安于楚。
齐侯伐莱，莱人使正舆子赂夙沙卫以索马牛，皆百匹。
国君七个遣车七乘，大夫五个遣车五乘。

两汉
时期

名 1+数+量
数+量+名 1

7)

常以岁八赐羊一头，酒二斗。
又买李又一头牛，本券在书箧中。

《左传》
《仪礼》
《前汉纪·荀悦》
《风俗通义》

吴雅云（2014）の調査結果を整理して、次のようなことが分かった。春秋戦国時代までは
“数+名 1”(例えば“二女同居，其志不同。
”
《周易》)“名 1+数”(例えば“彤弓一，彤矢百”)
の表現が優位に立っていた；当時は例えば“匹”
“两”
“乘”
“人”
“介”がまだ名詞で、前方
の“名 1”と同じ事物を表していて、その重要性8)を強調しているに過ぎない。前漢・後漢以
前に徐々に“名 2”が“名 1”の前方に来る表現と“名 1”を省く表現が現れ、
“个”の文法化
用法も現れた。その後、漢の時代に“名 2”の位置に来る語が更に多様になって、形状を表す
ようになって、
“名 2”が「量詞」に変化した。
ここで、現代語と関わる 2 点に気づく。一つめは、通用個体量詞“个”は知悉している“名
”を意識しながら、その重要さを強調するのに用いられている。この点においては現代中国

1

語の“个”と何ら変わらないのである。二つ目は、後から現れた量詞(個体量詞)は事物の形
状を意識しているので、個体化に貢献していると言えよう。
（南北朝以前の量詞に関する研
究には、集合量詞、計量量詞、借用量詞などに関する内容が見当たらないので、それ以降に

7)

8)

秦の時代の文献は、年代判断や文献保存上に問題があるため、精密に調査することは難しいが、言
語事実上、秦の時代に“名 1+数+名 2/量”が一部既に出現したと吴雅云（2014:87）が指摘してい
る。この言語事実と学説によれば、秦の時代には数詞と量詞が使われていたと言える。
金福芬、陈国华（2002:13）は量詞の文法化を次の図のように整理している。語用的機能上では最初
の量詞(“名 2”)は前方の事物を新情報のように表現して、その重要さを強調している。文法上では
量詞には物質を名つける中国語の名詞の“个体标记”との機能を担っていると考えられている。ま
た、南北朝の時代具体名詞を修飾する量詞が大量に現れて、抽象的な名詞を修飾する量詞は唐の時
代に現れたとの指摘も見られる。
図2
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現れた用法と思われる。
）
3.3 “数量名”構造と名詞の意味範疇
前述のように、現代中国語の量詞は名詞の前に用いられ、知悉している物の重要さ、或
いは個体化、類別などの側面(範疇)を強調している。さて、この節では徐烈炯、刘丹青
（2010）9)に倣って、名詞の意味範疇を次の表 2 のようにまとめる。
表 2：指示的と非指示的
類別
指示的
(referential)

総称的(generic)
非総称的
(nongeneric)

(類名)
既定(definite)
不確定
(indefinite)

語例

未特定(specific)
任意(nonspecific)

非指示的(nonreferential)

例(14)老师、(15)一个人、
例(16)老王、(17)你、(18)她
例(16)一个老朋友
例(17)一个女朋友
例(18)教师

(14) 教师应该为人师表。(徐烈炯、刘丹青 2010:160)
教師(全員)は人の手本とならなければならない。(筆者訳)
(15) 一个人啊，可要讲良心(徐烈炯、刘丹青 2010:143)
(一人の)人間としては、良心を重要視しなければならない。(筆者訳)
(16) 老王碰到一个老朋友。(徐烈炯、刘丹青 2010:154)
王さんが古い友人に出会いました。(筆者訳)
(17) 你可以找一个女朋友啦。(徐烈炯、刘丹青 2010:154)
あなたはもう彼女をもってもいい年ごろです。(筆者訳)
(18) 他是教师。(徐烈炯、刘丹青 2010:160)
彼(の職業)は教師です。(筆者訳)
上記の例文に下線を施した名詞(句)の具体的な意味は異なるが、単語レベルで見れば、い
ずれも「人間」を意味している。ところが、例(14)から(17)の下線部の語(句)は具体できな「人
間」を表しているのに対して、例(18)は「職種」を表していて、
「何」
“什么”によって質問
することができる。同じく「教師」
“教师”を意味する名詞でも、例(14)は“教师”という「内
包的」的な意味範疇もあれば、
「職業」(例 18)という「外延的」な意味範疇もあると考えられ
る。即ち、指示的(referential)な名詞句は「内包的」な意味を表すのに対して、非指示的
(nonreferential)な名詞句は「外延的」な意味を表しているのである。
9)

徐烈炯、刘丹青(2010:139-155)の基本的な構造は次図 3 のようになる。名詞の意味の範疇については
まだ統一的な見解がないゆえ、表 2 にある固有名詞の日本語訳は筆者によるものである。
図3
类指(generic)
有定(definite)
非类指(nongeneric)

有指(specific)
无定(indefinite)
无指(nonspecific)
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上述のような意味範疇の分析に基づいて、
“数量名”構造と名詞(句)との組み合わせも見て
みると、次のようになる。
「総称的」な名詞句は一般的には旧情報で、基本的にゼロ格名詞のままで用いられるが、
場合によっては、
“一个”によって修飾されるケースもある、この場合数詞“一”は「いずれ
か」の意味を表している。
「既定」の名詞(句)は基本的にはゼロ格のままで用いられる。但し、
“个”を用いて知悉している物のように伝える(例 10)用例も少なからず実在する。
(10)’这个纸，质量真差！(杉村博文 2006:20)
この紙は品質が悪いな！(筆者訳)
「不確定」の名詞句はしばしば数量詞によって修飾される。数量詞は“一个”に限らず、
適した数量詞によって修飾することができる。例えば例(16)(17)はいずれも“一位”に書き換
えることができる。二例には若干の違いがある。例(16)の“一个老朋友”は未だ特定してい
ない人物で、例(17)の“一个女朋友”は世の中に実在する任意の女性のことを指している。
無論、例(6)のように、ゼロ格で用いられるケースもある。(例 2、4、5 も「不確定」の例で
ある。)
(6)’在候车室里有电脑。你可以过去上网查查看。(木村英樹 2011:115)
駅の待合室にパソコンがあるから、ネットで調べて来るといい。
（同上）
「非指示的」な名詞句は名詞の外延的意味を表していて、種類を表しているのであり、個
体を表しているのではないので、基本的に数量詞の修飾を必要としないのであろう10)。
総じて言うと、
「指示的」な名詞句には基本的に量詞が用いられるが、そうでないケースも
ある。それと反対に、
「非指示的」な名詞句には量詞を付け加える必要はない。
4. 文中に用いられる“数量名”構造の役割
4.1 連語及び文レベルにおける数量詞の働き
従来の研究で分かるように、連語レベルでは数詞は具体的な数量を表して、量詞は事物
の形状(限界・非限界、離散・非離散など)の違いを表している。(例 19)
(19) 一朵/枝/束/丛花（高橋弥守彦 2006:119）
一輪/枝/束/群れの花（同上）
文レベルにおける数量詞にはさらに多様な意味が生起している。例(20)の“一”は「基
準、割合」を表していて、例(21)の“一”は「すべて」を意味している。熟語の例(22)が
「数が多い」という意味を表している。(高橋弥守彦 2006:112～116)

10)

徐烈炯、刘丹青(2010:139)では、
“你想当一个英雄，我也想当一个英雄。(p.158)”
“他是一个老师。
(p.161)”などの“一个英雄”
“一个老师”も「非指示的」な名詞句としている。けれども“一个英雄
/老师”は「職柄」ではなく、
“什么样的人”
「どのような人間」によって質問することができるの
で、やはり「指示的」な名詞句ではないかと考えられている。
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(20) 我一星期上十五节课。
（高橋弥守彦 2006:112）
私は一週間に授業を十五コマうけている。
（同上）
(21) 我已经一头白发了。
（同上）
もう髪の毛が真っ白になってしまいました。
（同上）
(22) 别三心二意了，就那样办吧。
（高橋弥守彦 2006:116）
あれこれ迷わずに、そうしましょう。
（同上）
さらに、通用個体量詞の“个”は「知悉している」事物のように、修飾される名詞に有す
なんらかの属性を喚起する、或いは話し手自身の評価を込めて聞き手に紹介する場面にも用
いられている。例(23)の“二三十个上海”は“上海”の「大都市」との属性を強調して伝えて
いる。そういう意味機能は通用個体量詞にのみ見受けられているようである。
(23) 中国只有一个上海，要是有二三十个上海就好了。
（高橋弥守彦 2006:126）
中国には大都市上海は一つしかありません、もし上海のような大都市が二、三十
あればよいのですが。
（同上）
4.2 “数量名”とゼロ格名詞
中国語の主語は普通旧情報(背景)なので、特に限定する必要がない。計量の状況を除いて、
一般的にゼロ格名詞のままで用いられる。他の文成分の前に用いられる数量詞は「焦点」の
記号ではないが、文の焦点はしばしば「数量詞」によって限定されている。
杨唐峰、张秋杭(2019:78-79)による“领属主宾句”
“双宾语句”に関する研究では、数量詞
を名詞の範囲を限定する方法の一つとしている。例えば例(24a)の“几句”は動詞“骂”の補
語であり、(24b)の“几句难听的话”は客語のように見えながらも、機能上補語と同じ機能を
発揮している。よって、もし出来事にかかわる「量的」情報を補う数量詞を省いたら、例(24c)
は非文となる。
(24) a.张三骂了李四几句。(杨唐峰、张秋杭 2019:78)
b.张三骂了李四几句难听的话。(同上)
c.*张三骂了李四难听的话。(同上)
張さんは李さんをちょっとののしりました。(筆者訳)
ところが、範囲を制限するには、数量詞の他に言語環境という手段がある。例(25b)では
“小班”と特定の人物“莉莉和腾腾”は唯一性のある「社会的関係」になり、(26)では“张
大爷”と“头发”は唯一且つ分割できない「全体―部分」の関係となった。
(25) a.小班的两个孩子哭了。(杨唐峰、张秋杭 2019:79)
年少組の子供は二人が泣いています。(筆者訳)
b.小班的莉莉和腾腾哭了。(杨唐峰、张秋杭 2019:79)
年少組の莉々ちゃんトウトウちゃんが泣いています。(筆者訳)
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(26) 张大爷白了头发。(杨唐峰、张秋杭 2019:79)
張さんの髪の毛が真白になりました。(筆者訳)
上記の研究で見るように、言語環境においては、主語と客語とが唯一性のある領属関係(社
会関係・全体-部分)を意味している場合、客語には「量的」情報が既に限定され、
「数」を表
す数量詞は不要になると言えよう。(例 21“一头”は「すべて」の意味である。)
また、存在表現(隠現文も含め)の“NP 場所+VP+NP 物”構文では、
“NP 場所”と“NP 物”とは唯
一性の持つ領属関係にあるケースは極めて少ないが、数量詞を用いない例文は少なからずあ
る。例えば例(30)“大字报”の特定ができれば、特に数量詞は必要としないのである。
(27) 在淮海中路“大批判专栏”上张贴着批判我的罪行的大字报…（
《怀念萧珊》
）
准海中路の「大批判専欄」には、私の罪状を批判した大字報〔壁新聞〕が貼り出
され…（
『蕭』
）
尤も「限量的存在文11)」のような事物の有無にのみ関心を払う発話場面も実在するので、
そのような場合では「量的」情報もあまり必要としないのである。(例 31、32)
(28) 我上班的路上，有户人家，在屋旁长了扁豆。(《仲夏小令》)
私の通勤路には､家屋の傍らでインゲンマメを育てている家がある。(『中』)
(29) 那长方形的盘内有剪子、缝针、有牙镊、无牙镊、固定镊、持针器、蚊式止血钳、
球后针头、晶体勺等等小巧玲珑的手术器械。(《人到中年》)
長方形のプレートの上にはメス、縫合針、有鈎鑷子、無鈎鑷子、固定鑷子、持針
器、止血鑷子、球後針、ダヴィール氏匙などの精巧な手術器具が並んでいる。(『人』)
数量詞は焦点となる名詞(句)の範囲を「量的」側面から限定する方法として用いられる。
以下の例に見られるように、数量詞を用いるか否かは、根本的には言語環境によって決めら
れることである。談話言語学の連関性問答法により、両者の違いを見てみよう。
(30) 桌子上有什么东西？
桌子上有几个苹果？

桌子上有苹果。
（種類を尋ねる文）
桌子上有一个苹果。
（数量を尋ねる文）

5. おわりに
本稿はこれまで影響力のある幾つかの観点を再検討し、その中の不足や、無理のあると
ころを再検証して、現代中国語の数量詞を連語レベル及び文レベルからその働きを再整理
し、そして数量詞の有無に関するいくつかのパターンをまとめた。とりわけ、これまでの
研究では余り追究されていないようだが、通用個体量詞“个”が語彙(名詞ではなくても)の
なんらかの属性を喚起する機能を有していると言う言語事実、及びその背後の歴史的原因

11)

金水敏(2006:13-38)では日本語の存在文を「空間的存在文」と「限量的存在文」に分けており、本
稿はそれに基づいて、中国語の発話場面を二分した。
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を明らかにした。
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“把”構文における可能表現について
Concerning about the Possible Expression in the Ba-construction
小路口 ゆみ
KOJIGUCHI Yumi
提要 现代汉语中可能表达有两种方式:➀用助动词来表达；➁用可能补语来表达。本文只对助
动词“能”与可能补语进行比较，如下列的例(1)和例（2）的两种表达方式虽然表达的意思有
所不同，但在一定的语境中是可以使用的。
(1)他能吃完。

(2)他吃得完。

可是“把字句”的可能表达却只有一种：用助动词表达（下面的例（3）
）
。无论在哪一种语
境，都不能使用例(4)的句子。
(3)他能把书拿来。

(4)*他把书拿得来。

本文通过对“把字句”的实例进行考察分析，来阐明“把字句”里不能使用可能补语的理由。
キーワード： “把”構文 出来事 可能表現 助動詞 可能補語
目次
１． はじめに
２． 可能表現についての先行研究
３． 「助動詞“能”による可能」と「補語による可能」の異同について
４． “把”構文の可能表現
５． おわりに
１． はじめに
現代中国語の可能表現では、
「助動詞による可能」と「補語による可能1)」に大きく二分さ
れ、助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
稿では、可能を表す助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、
「助動詞による可能」でしか表せない。
（5）四元儿却吓得脸发白，实指望五元儿能把血捂回去。

（
《插队》
）

四元児は驚いてまっ青になり、五元児がなんとか血を止められるようにひたすら
願うばかりだ。
（筆者訳）
1)

刘月华（1980:246~257）によれば、可能補語を以下の 3 類に分類している。Ａ類：
“得/不＋结果
补语/趋向补语”例：我到他门口看看，门关了，什么也看不见。Ｂ類：
“得/不＋了（liǎo）
”例：这
个西瓜太大，咱们俩吃不了。Ｃ類：
“得/不得”例：这个人你可小看不得。
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（5）
’＊ 四元儿却吓得脸发白，实指望五元儿把血捂得回去。

（作例）

（6）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》

保衛課長は､魏石頭が以前それほど深い考えもなく吐いた言葉を、つぎつぎと並
べたてることができたので、彼をひやっとさせた｡

（筆者訳）

（6）
’＊ 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（5）は助動詞“能”による可能を表す“把”構文であり、この“把”構文は例（5）
’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（6）も助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。同時に補語による可能表現の特徴
と“把”構文の条件が一致しないからである。この点について、連語論の観点から分析を試
みる。
2. 可能表現についての先行研究
2.1 杉村博文（1979：16-37）
杉村博文（1979：16～37）は「Ｖ得/不 C」が意味的にも機能的にも形容詞に接近している
ので、
“把”構文の述語として「Ｖ得/不 C」が使えないことが原因であると主張している。
しかし、
“看把你冷得！”の“冷”は形容詞であるが、この“把”構文は成り立つ場合もある。
2.2 小野秀樹（1990：93-100、1991：11～19）
小野（1990）によれば、ＶＲの「他動性2)」が強いときに「能ＶＲ」が使われ、弱いとき
に一般に「Ｖ得Ｒ」が使われる。
（7）这种新发明的杀虫剂，能杀死（*杀得死）很多种害虫。

(小野 1990：95)

この新しく発明された殺虫剤は、たくさんの種類の害虫を殺すことができる。
（同上）
（8）黎明之前，满院子还是昏黑的，只隐约的看得见各家门窗的影子。(小野 1990：96)
夜明け前、庭はまだ真っ暗で、ただぼんやりと家々のドアや窓の影が見える。
（同上）
小野氏によれば、例（7）の“杀死”は意図性や、対象が受ける影響（とそれに伴う変化）
から考えて、非常に他動性の高い文と見做すことができる。また、例（8）の“看得见”は他
動性のかなり低いＶＲであると主張している。
2.3 李锦姬（1996：132-138）

2）

小野秀樹（1990：93～100）によれば、
「ＶＲ」の「他動性」は以下の点により判断するものとして
いる。
（イ）動作行為が対象（ウケテ）そのものに変化を与えるかどうか。
（ロ）対象が変化すると
して、それはどのような変化か。
（ハ）その動作行為が、故意的なものか非故意的なものか。

230

“把”構文における可能表現について

李锦姬（1996：132-138）3)によれば、一つの文の語用的基本構造は“主题—述题”であり、
可能補語の可能式（Ｓ＋Ｖ得/不Ｃ）
“主题”Ｓに対して、
“述题”は必ず二つであるが、助動
詞による可能式という構造は、
“主题”Ｓに対して、
“能/不能ＶＣ”の一つだけの“述题”を
持つことができると主張している。
2.4 張威（1998）
張威（1998）は日中対照研究の立場から、日本語の有対自動詞表現を中国語の可能補語に相
当すると位置付け、結果可能表現という分類を立てた。同氏は結果可能表現を以下のように定
義づける。
「結果可能表現とは、動作主がある出来事またはある種の状態変化を実現しようと
して動作を行う場合、動作が行われた後、主体的または客体的条件によって、動作主の意図が
思い通りに実現することができるかできないかを表す表現である。また、同氏（1998：51）は、
中国語の可能補語が表す意味：①「Ｖ得Ｃ」はＶを実現しようとすれば、またはＶが実現すれ
ば、Ｃの実現も可能である。②「Ｖ不Ｃ」はたとえＶが実現しようとしても、またはＶが実現
するにしても、Ｃの実現は不可能であるという意味を主張している。
2.5 高橋弥守彦（2008：133－169）
高橋（2008：133－169）によれば、出来事に対する主体の「現在の能力」を表すのが“能”
のプロトタイプの意味であり、出来事と条件（言語環境）との関係により、バリエーション
的にいくつかの用法が派生する。その体系は以下のように図表化できる。
[表 1] 能力を表す助動詞“能”
“能”――― 現在能力4)

評価能力
回復後能力

能力の顕在化

分量能力
到達能力
用途能力
可能性

能力の潜在化
（条件との関係）

環境
情理

李锦姬（1996：132～138）によれば、
“可能补语句的 S 是主题，
“Ｖ得/不Ｃ”是述题，这述题可分
成两个小述题，一个是“V”，一个是“得/不Ｃ”
。(中略)在用能愿动词来构成的可能句式里，S 是主
题，
“能/不能 VC 是述题，这述题不能分成两个小述题。”と主張している。
4)
高橋弥守彦（2008：138～150）によれば、現在能力：他汉语说得很好，他能翻译这本小说。彼は中
国語がよくできるので、この小説を翻訳できる。評価能力：我们三个人里，数他最能写。私たち三人
の中で、彼は一番筆が立つ。回復後能力：他病好了，能上课了。彼は病気が良くなったので、授業が
できるようになった。分量能力：你能游八百米吗？八百メートル泳げますか？到達能力：这些汉字他
都能写对了。これらの漢字を彼は全部正しく書けるようになった。用途能力：橘子皮还能做药。ミカ
ンの皮から薬を作ることもできる。可能性：这件事他能不知道吗？この件を彼が知らないことがあろ
うか。環境：那儿能游泳吗？あそこは泳げますか？情理：我们能看着他们有困难不帮助吗？彼らが困
っているのを見て手助けせずにいてよいだろうか。以上のような例文を挙げている。
3）
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2.6 安本真弓（2009）
安本真弓（2009）によれば、助動詞“能”と可能補語の構文意味は以下のように定義でき
る。
“能Ｖ”
：話し手が一定の状況下で、ある動作の実現が可能であることに対する判
断を行う。
“能ＶＣ/Ｄ”
：話し手が一定の状況下で、ある動作の実現が可能であることに対
する判断を行う（Ｃ/Ｄは結果を表す）
。
“能Ｖ得Ｃ/Ｄ”
：話し手が一定の状況下で、ある動作の実現が可能なら、一定の
状況下で、ある結果の出現が可能であることに対する判断を行う。
“Ｖ得Ｃ/Ｄ”
：話し手がある動作を実現後、一定の状況下で、ある結果の出現が
可能であることに対する判断を行う。
上述の各文法学者は助動詞“能”と可能補語について、深く、詳しく研究しているが、
“把”構文における可能表現になぜ“能”しか使えないかについては、刘月华(1980:253)
は“Ｖ得/不Ｃ”不能用在“把”字句”と指摘している。しかし、その理由については言及
していない。別の観点から、小野（1990：99）は「すべて他動性によって、説明が可能だ
と思われる」と主張している。また李锦姬（1996：132～138）は可能補語を“把”構文で
は用いることができない理由が“把”構文は処置義であるからであると主張している。本
稿では、いままでの研究成果に基づき、
“把”構文の可能表現について、連語論の観点から
考察・分析を行う。
3.「
“能ＶＲ5) ”による可能」と「
“Ｖ得Ｒ”による可能」の異同について
3.1「
“能ＶＲ”による可能」についての可能表現
“能”は《现代汉语词典（第 7 版）
》
（2016：946～947）によれば、
“能力，才干”を表す
とあり、助動詞として、
“表示具备某种能力或达到某种效率”を表すとある。また、
《现代汉
语八百词（增订本）
》
（2010：414～416）
（略称：
《八百词》
）では、助動詞“能”の用法を並
列的に 6 類 6) に分けている。高橋弥守彦（2008：133～169）はこれらの用法に基づき、出来
事に対する主体の「現在の能力」を表すのが“能”のプロトタイプの意味であり、出来事と
条件（言語環境）との関係により、バリエーション的にいくつかの用法が派生するとした。
例えば、
5)

ＶＲは「動詞＋結果補語」と「動詞＋趨向補語」であるという意味である。
《现代汉语八百词》
（2010：414～416）によれば、能願動詞“能”は以下の 6 類用法がある。➀表
示有能力或有条件做某事。例:因为缺教员，暂时还不能开课。➁表示善于做某事，前面可以加“很”
。
例：我们三个人里，数他最能写。➂表示有某种用途。例：芹菜叶子也能吃。➃表示有可能。满天星
星，哪能下雨？➄表示情理上的许可。不能只考虑个人，要多想集体。➅表示环境上的许可。你能不
能快点儿？

6)
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（9）自然，他也晓得这样的机遇不完全出于偶然，而必须人与车都得漂亮精神，有货可
卖才能遇到识货的人。

（
《骆驼》
：1）

むろん、そんなチャンスが偶然にやってくることはまずなく、人も車もしゃきっと
して掛値なしの商品をそろえていてこそ、見る目のある客にも出あえるのである
ことを、彼ははっきり心得ていた。

（
『駱駝』
：10）

（10）当他走到个小屋门或街门而必须大低头才能进去的时候，他虽不说什么，可是心中
暗自喜欢，因为他已经是这么高大，而觉得还正在发长，他似乎既是个成人，又是
个孩子，非常有趣。

（《骆驼》：2）

部屋の入口や門に身をかがめてはいらねばならぬ時など、口にはださないなが
ら、うれしくてたまらなかった。おれはもうこんなに大きくなったのだ。でも、
まだまだ大きくなるぞ。一人前みたいに見えて、まだ子供だなんて、こりゃおも
しろいじゃないか、と。

（『駱駝』：21）

例（9）の出来事は“遇到识货的人”であり、この“～到”は結果補語であり。杉村（1979：
16～37）によれば、この結果補語は完結的動作・行為を表す。従って、これは「一つの出来
事」と言えるだろう。この“能”はこの「一つの出来事」である“遇到识货的人”という結
果に至る可能性があることを表し、つまり、変化の結果である“遇到”にいたる可能性があ
るという判断がこの“能”という語の根底にある。従って、この“能”は変化を起こりうる
かどうかを判断するものである。文中の“人与车”は“漂亮精神”という前提条件で、
“他”
には“识货的人”に“遇到”という能力が備わっていることである。よって、この“能”は
「一つの出来事」である“遇到识货的人”の前に置くのが適切である。同様に、例（10）の
“进去”は趨向補語であるが、これも一つの出来事である。この文は彼の“大低头”という
条件の前提で、
“进去”という変化ができるという能力も表している。
よって、
「
“能ＶＲ”による可能」の構文意味とは、話し手がある出来事の実現が可能であ
るか否かに対する判断を行うというような表現である。
「
“能ＶＲ”による可能」は以下のような[図１]で表すことができる。
[図１] 「
“能ＶＲ”による可能」の構造：“能”＋（一つの）出来事
構文意味：➀“能” ＋（一つの）出来事

判断を行う
➁結果できるかどうかを判断。
3.2 「
“Ｖ得Ｒ”による可能」についての可能表現
「
“Ｖ得Ｒ”による可能」に属する可能表現とは“得”と“不”を用いる「Ｖ得Ｒ」と「Ｖ
不Ｒ」である。
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張威（1998：50）によれば、中国語の可能補語（Ｖ得/不Ｃ）の意味的特徴：➀Ｃの実現
が特に取り上げられて、それが可能であるか不可能であるかというところに表現の焦点が絞
られている。➁動作の結果が強調され、それが表現の中心である。
（11）拉到了地点，祥子的衣裤都拧得出汗来，哗哗的，象刚从水盆里捞出来的。
（
《骆驼》
：11）
目的地まで行きついたとき、祥子の身につけたものは汗でぐしょ濡れになってい
た。たらいからあげたばかりの洗濯物のようだった。

（
『駱駝』
：22）

（12）捏捏厚厚的铺盖，“咳呀－！”摸摸照得出人影的箱子：“咳呀－！” （
《插队》
）
厚い布団をつまんでは「おお」
、人の姿を写せる箱を撫てては「おお」
。
『大地』
例（11）の可能補語は“拧得出汗来”であり、動詞“拧”によって、対象“汗”は“祥子
的衣裤”から“出来”することができるという結果に焦点を当てている表現である。杉村
（1979：16～37）によれば、可能補語は形容詞に接近していて、非完結的状態であると述べ
ている。よって、この“拧得出汗来”は“祥子”ができるかどうかということについて、つ
まり“祥子”の能力については言及していない。
“衣裤”の状況を見て、
“出汗”という結果
になることを表している。その出来事は“拧”という出来事と“
（拧）出汗来”ができるとい
う出来事の二つである。同様に、例（12）の可能補語は“照得出”であり、動詞“照”によ
って、
“照出”という結果に焦点を当てている表現である。この“箱子”の状況を見て、
“照
出人影”という結果になれることを表している。その出来事は“照”という出来事と“
（照）
出人影”ができるという出来事の二つである。誰かの能力がそれらの出来事に影響を与えて
いるかどうかについては、言及していない。例（11）
、
（12）から見ると、可能補語とは、動
作主がある動作をした後、ある結果の出現が可能かどうかの判断を行うための表現である。
以上ことから、可能補語は以下のような[図 2]で表すことができる。
[図 2] 「
“Ｖ得Ｒ”による可能」表現の構文的意味
判断を行う

➀Ｖ得（不）Ｒ＝Ｖ＋得（不）Ｒ＝Ｖ

（Ｖ）得（不）Ｒ

（一つの出来事） （一つの出来事）
➁状態を表す。
この結論は基本的に安本真弓（2009）の“Ｖ得Ｃ/Ｄ”の構文意味と一致している。
要するに、
「
“能ＶＲ”による可能」と「
“Ｖ得Ｒ”による可能」の異同は以下の[表２]で表
すことができる。
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[表 2] 「
“能ＶＲ”による可能」と「
“Ｖ得Ｒ”による可能」の異同
「
“能ＶＲ”による可能」

「
“Ｖ得Ｒ”による可能」

話し手がある出来事の実現が可

動作主がある動作をした後、ある結果

能であるか否かに対する判断を

の出現が可能であることに対する判断

行う。

を行う。

意味

変化できるかどうか判断

状態を表す

出来事

一つである

二つである

文法的な意味

4. “把”構文の可能表現
“把”構文の文構造は「名詞１＋“把”＋名詞 2＋動詞＋その他」である。
“把”構文の核
「
“把”＋名詞 2＋動詞＋その他」を「変化のむすびつき」であり、
「変化のむすびつき」はひ
とまとまり性のある連語であるため、一つの出来事として扱うことができる。
（13）四元儿却吓得脸发白，实指望五元儿能把血捂回去。

（
《插队》
）

四元児は驚いてまっ青になり、五元児がなんとか血を止めてくれればいいとひた
すら願うばかりだ。

（
『大地』
）

（14）她只须伸出个小指，就能把他支使的头晕眼花，不认识了东西南北。(《骆驼》
：10)
あの女は、小指一本でおれをてんてこ舞いさせることができる。（
『駱駝』
：149）
例（13）の “把血捂回去”は「変化のむすびつき」であり、例（14）の“把他支使的头晕
眼花”も「変化のむすびつき」である。二つの文とも“把”構文の基本義であり、動作によ
って、
“把”の客体を処置するという表現である。また、薛凤生7）（1997：4～22）は“把”
構文（Ａ把Ｂ＋ＶＰ）の中のＶＰは動詞を中心としているのではなくて、動詞の後ろの補語
こそが本当の動詞であると主張する。よって、
“把血捂回去”は“捂”の動作により、
“回去”
という結果に焦点を当てている。
“把血捂回去”は一つの出来事として扱うことができるだ
ろう。つまり、助動詞“能”を“把”構文の“把”の前に用いると、可能の意味を表す。
“五
元儿”が“把血捂回去”の能力を持っている可能性があるという表現である。同様に、例（14）
の“把他支使的头晕眼花”も一つの出来事であろう。よって、それらの前には助動詞”能”
を用いて、可能の意味を表している。
（15）他自己反倒变成了有威严与力气的，似乎能把她当作个猫似的，拿到手中。
(《骆驼》
：6)
それどころか、自分のほうが威厳と力をそなえた存在となり、彼女など猫でもつ
かまえるように、手中にできる気がした。

（
『駱駝』
：89）

7）

薛凤生（1997：9～10）によれば、
“把”構文の動補構造について、以下のように述べている“既然
所谓补语才是真正的动词，而所谓动词只不过是表示手段或途径的动作状语而已。
”
。また、
“老李把老
张骂得抬不起头来。
”のような“把”構文については、
“得字之前的动词不可能是 VP 的核心，它的核
心只能是后面的描述语”と主張している。
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例（15）の“把她当作个猫似的”は「変化のむすびつき」であり、これは“把”の客体で
ある“她”の位置を変化させたり、状態を変化させたりしておらず、主体の認識のみが変化
することを意味する。これは“把”構文の派生用法の一つであり、小野（1990：93～100）
が主張している「他動性」と異なる。
“把她当作个猫似的”は（一つの）出来事として扱われ
ている。主体である“他”が彼女のことを“把她当作个猫似的”のように見なしているので
ある。よって、その前に助動詞“能”を用いて、可能の意味を表している。
（16）一句话能把小姑娘噎出眼泪……这还不算什么。

（
《丹》
）

その小娘にべソをかかせる……これなどまだいい方だ｡

（
『眼』
）

（17）墙倒众人推。一人一口唾沫，能把人淹死。你信不信？

（
《盖》
）

塀が倒れるのはたくさんの人が押すからだ｡一人が一口の唾を吐いても人を溺れ
させることができるというが､ほんとにそうなんだね｡

（
『棺』
）

例（16）の主体である“一句话”はコトであり、
“把小姑娘噎出眼泪”は「変化のむすびつ
き」である。
“一句话”は“把”の客体である“小姑娘”を処置することができないため、こ
れは“把”構文の派生用法の一つの使役表現である。小路口ゆみ（2016）によれば、この使
役表現は「作用使役」8)と命名した。この“一句话”は意志をもっていないが、メタファー
（隠喩）とメトニミー（換喩）9)の用法により、
“一句话”が“小姑娘”に“噎”というよう
に作用し、
“小姑娘”が“出眼泪”というような結果に至った。この“把小姑娘噎出眼泪”は
一つの出来事として扱われている。
「変化のむすびつき」である“把小姑娘噎出眼泪”の可能
表現は、この「変化のむすびつき」の前に助動詞“能”を用いることによって表されている。
同様に、例（17）も「変化のむすびつき」である“把人淹死”の可能表現はこの前に助動詞

“能”を用いて、表されている。
「変化のむすびつき」である「
“把”＋名詞 2＋動詞＋その他」は一つの出来事として扱わ
れている。この焦点は“その他”であり、この動詞は一つの手段に過ぎない。よって、その
可能表現は「
“把”＋名詞 2＋動詞＋その他」の前に助動詞“能”を用いる。また、基本用法
の“把”構文は話者が意思をもって、
「動詞」により、結果に焦点を当てているという表現で
ある。
“把”構文の使役表現用法は主体である「コト・モノ」がメタファー（隠喩）とメトニ
ミー（換喩）の用法により、
“把”の客体に作用し、
「その他」の結果に至るという表現であ
8)

小路口ゆみ（2016）によれば、構文構造：「コト・モノ＋“把”＋名詞２（ヒトを除く）＋動詞＋
その他」の“把”構文は「作用使役」と名付けた。
9)
西村、野矢（2013：130）によれば、➀Cancer kills thousands of people every year.（西村、野矢：
130）がんは、毎年何千人もの人の命を奪う。
（筆者訳）➁The key opens the door.（西村、野矢：134）
この鍵でこのドアが開けられる。
（筆者訳）以上の例➀、➁のような文の主語は“Cancer”
、
“The key”
であり、
“Cancer”
、は“kills thousands of people”の原因である。
“The key”は“opens the door”
の道具である。二つの文とも無生物主語の使役構文であり、それはメタファー（隠喩）的ということ、
道具主語の場合はメトニミー（換喩）的だと主張している。
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る。しかし、
“把”構文の派生用法である“他把钱包丢了。
”と“我把那件事忘了。
”というよ
うな“把”構文は、その中の動詞“丢”と“忘”は処置義を持っていない。これらの“把”
構文の可能表現を表す文は一例も見つからなかった。従って、
「変化のむすびつき」の特徴は
以下の[表 3]のように表すことができる。
[表 3]「変化のむすびつき」の特徴
「変化のむすびつき」

出来事

意味

特徴

一つの出来事

変化を表す。

5. おわりに
中国語の可能表現は「助動詞による可能」と「可能補語による可能」に分けられ、
「助動詞
“能”
」による可能表現は（一つの）出来事と条件との関係である。
「可能補語」による可能
表現は動作を実現して、その結果になれるかどうか客観的に判断を行う表現である。中国語
の“把”構文の中では、
「変化のむすびつき」である「
“把”＋名詞 2＋動詞＋その他」はひと
まとまり性があるため、一つの出来事として扱われている。この「変化のむすびつき」の特
徴は「助動詞“能”による」の可能表現の制限する内容と一致する。よって、
“把”構文の可
能表現は「助動詞“能”による」可能表現でしか表すことができず、しかも“能”は「変化
のむすびつき」の前にしか置くことができない。また、
“把”構文における可能表現の“否定”
については、今後の課題としたい。
言語資料と略称
『中日対訳コーパス（第一版）
』北京日本研究センター2003 「コーパス」
・
《丹凤眼》

略《丹》

『鳳凰の眼』

略『眼』

・
《插队的故事》 略《插队》

『遥かなる大地』

・
《人到中年》

略《中年》

『人、中年に到るや』 略『人』

・
《金光大道》

略《大道》

『輝ける道』

略『道』

・
《盖棺》

略《盖》

『棺を蓋いて』

略『棺』

《骆驼祥子》老舍

略『大地』

略《骆驼》 人民文学出版社 1978 年 11 月湖北第 6 次印刷

『駱駝祥子』立間祥介訳 略『駱駝』 岩波文庫
《家》巴金 略 《家》人民文学出版社 1953 年第一版
参考文献
日本語
王学群（2008）
「
『見える』と“看得见”について」
『日本語と中国語の可能表現』
、白帝社 27－52
小路口ゆみ（2015）
「中国語の“把”構文における副詞の位置について――副詞“都”を中心に」

237

東アジア国際言語研究

創刊号

『研究会報告』第 38 号 91－102
―――――（2016） 「
“把”構文における使役表現について――「作用使役」を中心に」
日中対照言語学会 2016 年度春季大会発表
小野秀樹（1990）
「中国語の可能表現―「他動性」を通じての「能 VR」及び「V 得 R」の考察
―」
『中国語学』第 237 号 93－100
――――（1991）
「中国語における可能表現の“否定”－“他動性”を通じての「不能 VR」及
び「Ｖ不Ｒ」の考察―」 『中国語学』第 238 号 11－19
杉村博文（1979）
「能学好・学得好・能学得好」
『日本語と中国語の対照研究』第 4 号 16－37
杉村博文（1992）
「可能補語の考え方」 『日本語と中国語の対照研究論文集』
、くろしお出版
213－231 頁
鈴木康之（1977）
『日本語文法の基礎』
、三省堂
――――（2000）
『日本語学の常識』
、海山文化研究所
――――（2011）
『現代日本語の連語論』
、日本語文法研究会
高橋弥守彦（2008）
「可能表現に用いる能願動詞“能”
」 『日本語と中国語の可能表現』 白帝
社 133－169
―――――（2011）
「中国語の受身表現“被字句”と対応する日本語」
『日中対照言語学概論』 日
本語文法研究会
張 威（1998）
『結果可能表現の研究』
、くろしお出版
西村義樹 野矢茂樹（2013）
『言語学の教室』
、中央公論新社
劉志偉（2012）
「中国語の“把”構文の習得について」
『歴史文化社会論講座紀要』京都大学大
学院 23－33
安本真弓（2009）
『現代中国語における可能表現の意味分析－可能補語を中心に』
、白帝社
中国語
李锦姬（1996） <两种可能式的语用分析> 《南京师范大学报(社会科学版)》 第 3 期
刘月华（1980） <可能补语用法研究> 《中国语文》第 4 期 246－257
吕叔湘 主编（2010）
《现代汉语八百词(增订本) 》 、商务印书馆
沈家煊 2009 <如何处置“处置式”？-----论把字句的主观性>《认知与汉语语法研究》商务印书
馆 132－157
薛凤生（1987） <试论“把”字句的语义特性> 《语言教学与研究》4－22
中国社会科学院语言研究所词典编辑室编（2012）
《现代汉语词典(第 6 版)》 、商务印书馆

238

位置移動の動詞“过”のスキーマについて
The Schema of the Position Movement Verb "Guo"
蘇 秋韵
SU Qiuyun
提要 “过”在现代汉语中用法繁多，可以作动词，表示“移动”
，如“过桥”
；可以作动态
助词，表示“曾然”
，如“他去年来过北京”
；也可以作副词，表示“过于”
，如“过热”
，
“用
力过猛”等。初看“过”的各项语义，它们之间并不存在明显的关联，但随着研究的深入，
我们发现“过”的语义衍生路径正是“过”这一词虚化（语法化）的过程。本文以表示“位
置移动”的动词“过”为切入点，明确“过”的基本义，并运用图示加以说明。通过图示对
例句进行分析，探明在不同的句子结构中说话者强调或关注的焦点。
キーワード:“过” 位置移動 基本義 スキーマ 述部の連語構造
目次
0.はじめに
1.先行研究
2.述部の連語構造とそのスキーマ
3.おわりに
0. はじめに
現代中国語における“过”にはいくつかの意味、用法が認められる。基本義に関する研究
も数多くあるが、それらの観点は一致しておらず、
「移行」を基本義とする研究、また「経過」
を基本義とする研究も見られる。本稿では多くの実例に基づき、
「移動動詞」の“过”の実例
を分析することによって、
“过”のスキーマを「図 1」のようにまとめ、
“过”が用いられる
連語構造は「経路」
「有様」
「視点」などの情報を伝え、
「起点・着点」の情報は介詞連語、補
語などの言語環境によって示されることを述べる。
図１“过”のスキーマ 1）
経路
起点

有様

着点

1）

「視点」は、後述するように「起点」
（図 6 参照）
、もしくは「着点」
（図 5 参照）に置かれ、それが
同時に顕在化することは無い。
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1. 先行研究
これまでの動詞“过”に関する基本義・プロトタイプについての記述は研究者によって相
違が見られ、大きく二つに分けることができる。それぞれ、
「ⅰ.ある場所から別の場所への
移行」
、
「ⅱ.ある場所からの経過」である。
朴鐘漢(2000:25)は“过”のプロトタイプの意味は「ある地点から何らかの空間を経由して
別の地点への移動」であると指摘する。即ち“过”の基本義を「移行」としている。
一方、多くの研究では動詞“过”の基本義を次のように「経過」とする。
吕叔湘（1999:245）2）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。
杉村博文(2000:58)では、動詞“过”には、
「甲:ある地点を通過する」

「乙:ある地点から別の地点へ移動する」

の意味があると主張し、さらにその甲義を「図 2」のように説明する。
図 2 甲義:ある地点を通過する

Ⅰ例:天鹅能飞过世界上最高的珠穆朗玛峰。
Ⅱ例:大袋鼠能跳过三米高的栅栏。
Ⅲ例:月光从高高的天上射下来，穿过窗户，斜照在郑波的床头。(杉村博文 2000:58 より)
さらに、杉村博文(2000:58)では、前述の甲、乙両義を一つにまとめれば丙になると指
摘する。丙を「X－Y→Z」のようにまとめ、X、Y、Z はそれぞれ起点、通過点、終
点を意味し、
「X から Y を経て Z へ移動する」と考えられるとする。もし「X－Y
→Z」という空間移動において、起点と終点がかすみ、通過点が際立つと甲義とな
り、逆に移動の両端が際立ち、通過点がかすむと乙義となると考えれば、甲乙両義
は同一事象「X－Y→Z」の異なる分節と考えることが可能だと指摘する。これと同
時に、杉村博文(2000:58)には「
“过”
の二つの意味において乙義は劣勢であり、甲乙両義を一義(「ある地点を通過する」)に収
2）

吕叔湘（1999:245）では、動詞“过”の意味について、次のように記述している。1.经过（处所）
。
可带‘了、着、过’
。可带处所宾语或施事宾语。2.经过或度过（某段时间）
。可带‘了、着、过’
。可
带名词宾语。3.超过（某种范围或限度）
。可带‘了’
。可带名词宾语。4.使经过（某种处理）
。可带
‘了、着、过’
，可重叠。可带名词宾语。
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斂させることができる」との指摘も行われる。
高橋弥守彦(2005:92)は位置移動の動詞“过”の基本義を「過ぎる」としている。
丸尾誠(2014:105)は、動詞“过”の基本義を「通過」とする。さらに、移動を表す“过”
を三つのケースに分けて、そのイメージスキーマを「図 3」のように示している。
図 3“过”のイメージスキーマ
(i)

(ii)
(iii)
(ⅰ)例：向小李走过来

(ⅱ)例：从桥上走过来

(ⅲ)例：接过奖状

(丸尾誠 2014:105 より)

これらの記述から分かるように、先行研究における“过”の基本義・プロトタイプについ
ての説明は一致してはいないものの、“过”の基本義を「経過」と主張するものが多い。位
置移動を考察するには「起点」
、
「経路」
、
「着点」三つの参照点（参照物）を設定する必要が
ある。しかし、“过”の基本義を「経過」とする場合は、位置移動の「経路」という参照点
について言及するのみであり、この点はさらに検討する余地が残されていると思われる。本
稿は、位置移動の“过”の基本義及びスキーマを研究する場合、
「経路」に注目するだけでな
く、
「起点」と「着点」も参照しながら研究を行う必要があることを主張し、従来の考え方を
統合的に記述することを目指す。
2. 述部の連語構造とそのスキーマ
本稿は実例調査の結果に基づき、位置移動を表す“过”の用法を述部の連語構造によって次の
七種類(表 1)に分ける。“N”は空間性を持つ名詞(句)、“V”は有様移動を表す動詞を指す。
表 1“过”に関する構造
1
2
3
4
5
6
7

“过+N”
“过+来/去”
3）
“过+N+来/去”
“V+过”
“V+过+N”
“V+过+来/去”
“V+过+N+来/去”

2.1 “过+N”の構造
3）
“过+N+来/去”は文法構造の原則上、現代中国語に存在するはずであるが、実際には旧白話、あるいは詩

文にのみ見られる構造である。
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空間性を持つ名詞（句）を賓語とする“过+N”構造のスキーマは、図 4 のように示される。
図 4“过+N”のスキーマ
経路
起点

有様

着点

(1) 将要过大桥时，杜小康还看到了似乎早已等候在桥上的桑桑。
（
《草房子》
）
大橋を過ぎるとき、シャオカンは、早くから橋の上で待っていたらしいサンサンを
見つけた。
（
『サンサン』
）
(2) 过了这条街就到了。
（
《现代汉语八百词（增订本）
》
）
この通りを抜ければすぐに着くよ。(筆者訳)
(3) 冷支队长的队伍络绎过桥，
（
《红高粱》
）
冷支隊長の隊伍がつぎつぎに橋を渡る（
『赤い高粱』
）
(4) 冷支队长的队伍全部过了桥，……（
《红高粱》
）
冷支隊長の隊伍はそろって橋を渡り､…（
『赤い高粱』
）
例(1)の“过大桥”のように、述語動詞“过”と場所を意味する名詞(句)で構成する連語で
は、具体的な空間を通過することを表している。
「図 4」のように名詞句“N”は具体的な場
所を表しているが、空間移動に関わる「起点・着点」
「有様」
「視点」も言語環境によって伝
え、連語構造によって明示されるのは“大桥”という「経路」の情報である。よって、
「図 4」
には「起点」
「有様」
「着点」の部分を点線で表す。例(1)から(4)では“过”の後ろには“大
桥”
“这条街”
“桥”の空間性を持つ名詞句が来ることで、
「経路」の領域が明確に示され、
“过
+N”の構造は移動の「経路」にのみ注目していることが分かる。
2.2 “过+来/去”の構造
述語動詞“过”と趨向補語“来”あるいは“去”で構成する述部は、話者の「視点」から
移動の出来事を叙述している。
“过来”は、話者自身が「着点」の方(あるいは方角)に位置づ
けられ、何かが話者に近づくことを伝えている(図 5)。
図 5“过+来”のスキーマ
経路
起点

有様

着点

(5) 我心里正想着事呢，它悄悄地、悄悄地就过来了，刷地一大口，就咬在了我的后腿肚
上……（
《草房子》
）
おれがちょうど考え事してたんだ。すると、やつは、こっそり、こっそり寄ってき
てよ、がぶっと一口、おれのふくらはぎにかみつきやがって……（
『サンサン』
）
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(6) 有几个人过来看了看，转身就走了。
（
《草房子》
）
何人か寄ってきたが、ちちっと、見ると背を向けていってしまった。
（
『サンサン』
）
(7) 出了车站，我们信步行来，进入中原公司小吃部，脱帽坐下，茶房过来，笑问：……
（
《关于女人》
）
私と三弟は、駅を出てからぶらぶらし、中原公司の小吃部に入り、帽子をとって腰
を下ろした。ホーイがきて、にっこりと（
『女の人について』
）
“过来”と違って、
“过去”は話者が自分を「起点」の方(方角)に位置付けて、何かが話者
から遠ざかることを伝えている(図 6)。
図 6“过+去”のスキーマ
経路
着点

有様

起点

(8) “不要紧了，飞机已经过去了。”（
《关于女人》
）
「だいじようぶですよ。飛行機は行ってしまいましたよ」
（
『女の人について』
）
(9) 她默默地站在他背后，歇了一会儿才说∶“三少爷，让我过去。”（
《家》
）
彼女はだまって彼の背後に立ったが､しばらくして｢三少爺､通して下さい｣（
『家』
）
よって、
“过来/去”は空間移動の「起点」
「経路」
「有様」
「着点」などの情報を重点とせず
(図では点線で表す)、話者自身は出来事が起こる同一空間内に存在し、自分の目で見ている
ように出来事を伝えている。
2.3 “过+N+来/去”の構造
“过+N+来/去”の構造は、現代中国語では生産性を失っているものの、中古漢語、近世漢
語には“过桥来”
、
“过桥去”などのような例が見られる。このタイプは「経路」と話者の「視
点」を示している。
図 7“过+N+来/去”のスキーマ
経路
起点

着点

有様

）

(10) 主人过桥来，双童扶一叟。
（
《泛春池》4 ）
）

(11) 看梅开，过桥来，青旗正在疏篱外，醉和古人安在哉。
（
《山坡羊_酒友刘伶不》5 ）

4）

“诗词名句网”http://www.shicimingju.com/chaxun/list/598831.html による。
“知享诗词网”http://www.rewenju.com/sg/yuandai/2287.html による。

5）
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(12) 欲送星鸾过桥去，夜深河汉未分明。
（
《七夕对雨》6 ）
2.4 “V+过”の構造
高橋弥守彦(2008:113)では、移動動詞の特徴に基づいて“V”を 3 つに分類している。そ
れぞれ、①有様移動の動詞(“走、跑、飞”など)、②位置移動の動詞(“上、下、过”など)、③
趨向移動の動詞(“来、去”など)である。本稿では“V”は「有様移動の動詞」を指す。
図 8“V+过”のスキーマ
経路
起点

有様

着点

(13) 大路上，偶尔有人走过，都是匆匆的样子，仿佛在这种阳光下一旦呆久了，就会被烧
着似的。
（
《草房子》
）
大通りを、たまに通っていく人があるけれど、みなあわただしい。この日の光の下
に少しでも長くいたら、焼かれてしまうみたいに。
（
『サンサン』
）
(14) 白鸽在天上盘旋着，当时正是一番最好的秋天的阳光，鸽群从天空滑过时，满空中泛
着迷人的白光。
（
《草房子》
）
ハトは、空でぐるぐる旋回している。ちょうど、秋の素晴らしい日の光があたって
いて、
ハトの群れが滑降するとき、
空にはうっとりするような白い光がきらめいた。
（
『サンサン』
）
例(13)と(14)には、
“走、滑”が移動の「有様」を表しており、
「起点、経路、着点、視点」
に関する情報は“V+过”の構造には含まれない。
2.5 “V+过+N”の構造
例(15)の“走过这座桥”のように、有様移動を表す“走”と経路を表す名詞句“这座桥”
によって構成される述部は、移動の「有様」と「経路」を重点として伝えている。図 9 のよ
うに「起点」と「着点」の部分を点線で表す。
図 9“V+过+N”のスキーマ
経路
起点

有様

着点

(15) “不!老子今天一定要走过这座桥!”
（
《草房子》
）
「いらん、わしは、今日は絶対この橋を渡るんじゃ。
」
（
『サンサン』
）
6）

“中华诗词网”http://www.haoshici.com/3be2435.html による。
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(16) 从医院到家里，要穿过繁华的商业大街。(《人到中年》)
病院から家までは繁華な商店街を通る。(『人、中年に到るや』)
(17) 外曾祖父双手接了大洋，跪在地上千恩万谢，直到小黑马跑过铁道，他才爬起来。
（
《红
高粱》
）
曾祖父は両手で銀貨をおしいただき､跪いて幾度も礼をのべ､黒馬が鉄道線路を越
えてからやっと立ちあがった｡（
『赤い高粱』
）
(18) 大概三点钟光景，好像有一颗炮子飞过你们屋顶，打中了你们的屋脊，接着瓦打破了
一大堆。
（
《家》
）
たしか三時ごろだったかね｡砲弾があんたがだの部屋の屋根へ飛んで､瓦がずいぶ
ん壊れたようだったよ｡（
『家』
）
例（16）～（18）には“穿”
、
“跑”
、
“飞”などの動詞が用いられ、それらは「有様」を表
し、
“繁华的商业大街”
、
“铁道”
、
“你们屋顶”などの名詞句が「経路」を示す。
“V+过+N”の
述部構造は移動の「有様」と「経路」に注目することが明らかとなる。
2.6 “V+过+来/去”の構造
“V+过+来/去”の構造に現れ、
「移動」に関わる動詞として、
1) 主体の移動を表す“走”類
2) 主体の移動の方式を表す“推”類
3) 主体の移動の原因を表す“叫/吸引”類
4) 主体の移動の結果を表す“坐”類
など、主体の空間的移動、引き渡しによる事物の空間的な移動、呼びかけによる主体の空間
的移動、並びに人間の立ち居動作による移動の結果を伝えるという四つのタイプが見られる。
いずれも「図 10」によって説明することができる。
図 10“V+过+来”のスキーマ
経路
起点

有様

着点

例(19)“走过来”の例から明らかなように、述部の連語構造は移動動作の「有様」と話者
の「視点」を重点として伝えている。
2.6.1 “走”類
空間的移動の「有様」と話者の視点を伝える動詞には、“走”以外に“滚动”、“追”、
“跑”などが挙げられる。例えば、
(19) 那时，秃鹤正沿着正对校门的那条路，很有派头地走过来。
（
《草房子》
）
そのときハゲツルは、ちょうどう正面から校門に向かう道を、堂々とやってきて
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いた。
（
『サンサン』
）
(20) 太阳才一露脸，天地间便弥漫开无形的热气，而当太阳如金色的轮子，轰隆隆滚动过
来，直滚到人的头顶上时，天地间就仿佛变得火光闪闪了。
（
《草房子》
）
太陽が顔をだすやいなや、あたりに形のない熱気が立ちこめる。そして、太陽が金
色の車のように、ゴロゴロところがって、人の頭の上まで来たら、あたりはまるで
日の光がきらめくようになる。
（
『サンサン』
）
(21) 秃鹤虽然已没有什么力气了，但还是追了过去。
（
《草房子》
）
ハゲツルは、もう大して元気はなかったが、やっぱり追いかけた。
（
『サンサン』
）
(22) “请你稍等一下。
”陆文婷向病人打了招呼，跑过去拿起听筒。(《人到中年》)
「ちょっとお待ちになって下さいね」陸文婷は患者に断わって、小走りに電話口へ
急ぎ、受話器を取り上げた。(『人、中年に到るや』)
2.6.2 “推”類
“推”類は引き渡しの動作“推”と話者の「視点」に重点を置いて伝える形式である。例
(23)は“护士”が“托盘架”を医師に渡すために移動して来ていることを表す。
(23) 护士把手术床旁的托盘架推过来。(《人到中年》)
看護婦が手術台の傍の消毒盤台を押してきた。(『人、中年に到るや』)
2.6.3 “叫/吸引”類
“叫/吸引”類は呼びかけの動作が移動の原因となる形式である。
(24) 张老汉似乎才把心放下，又叫过孙子来，摸着他胳膊上的布书包，对孙逸民说：
“给，
几个鸡蛋，您能进去，您给她带进去!”(《人到中年》)
張じいさんはようやく安心した様子で、息子

7）

を傍に呼ぶと彼の腕にかけていた

布の手提げ袋を探った。
「卵をほんの二つ三つじゃが、孫先生は中へ入れるで、わ
しに代わって差し上げて下され」(『人、中年に到るや』)
(25) 这一嗓子把病人和大夫的目光都吸引了过去。(《人到中年》)
その気勢に吸い寄せられたように、患者も医師も一斉に声の方を見上げた。(『人、
中年に到るや』)
例(24)は、主体の原因や要求などに応じて、客体が自ら移動することを表す。例(25)の“吸
引”は“这一嗓子”が原因となって患者と医師の視線が声のする方向に向けられたことを
表しており、ある何らかのはたらきかけを「呼びかけ」と比喩的に示すことにする。
2.6.4 “坐”類
“坐”類の動詞に他に“站”、“跪”、“躺”などを上げることができる 8）。ここでは、
7）

訳文は「息子」とするが、
“孙子”は「孫」である。
杉村博文（2012）は他に“蹲、趴、靠、睡”などの動詞を挙げる。

8）
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例(26)“坐过来”の例を見てみることにする。空間的移動の結果を、
“坐”など立ち居の有
様を表す動詞によって表現しており、述語構造は主体の「有様」と話者の「視点」を伝え
ている。
(26) 觉慧笑了笑，便把花枝拿开，放在右边的石凳上，又指着左边的石凳说∶“来，坐
过来，你为什么不敢挨近我？”（
《家》
）
覚慧は笑って梅の花を右手の石の腰かけに移し､左手の石の腰かけをさして｢こ
こへ来てお坐りよ､なぜそばへ来ないの｣（
『家』
）
(27) 辛小亮乖乖儿地举着伞站过去了，“你今儿成心给我摆什么谱啊。瞎折腾！”（
《丹
凤眼》
）
辛小亮はおとなしく傘をさしたまま彼女の方に寄って行った｡…（
『鳳凰の眼』
）
(28) 曹氏也不理会，又道：“景泰，你跪过来，把你爹临终前留给二叔的话，说给二叔
听！”（CCL《乔家大院》
）9）
(29) 忽然她冷冰冰他说：“喂！你知道自己在干什么吗？”我说当然知道。能不能劳你
大驾躺过来一点？我要就着亮儿研究一下你的结构。
（CCL《黄金时代》
）
例(26)は、話者である“觉慧”が聞き手に対して、左手の石の腰かけに移動するよう命令し
ており、移動した後の姿勢が“坐”であることを求めている。例(27)～(29)も同じように空間
的移動の結果を“站”、“跪”、“躺”など立ち居の有様を表す動詞によって表現する。
2.7 “V+过+N+来/去”の構造
図 11 のように、
“V+过+N+来/去”の場合、移動という動きの「有様・経路・視点」の情報
を客観的に伝えている。
図 11“V+过+N+来”のスキーマ
経路

起点

有様

着点

(30) 一有空，一家三口总要走过桥来，到桑桑家来玩。
（
《草房子》
）
暇があると、三人はどうしたって橋を渡って、サンサンのうちへ遊びに行く。
（
『サ
ンサン』
）
(31) 桑乔看着细马走过桥去，然后很有感慨地对桑桑的母亲说:“这孩子大了。
”
（
《草房子》
）
サン・チャオは、細馬が橋を渡っていくのを見ていた。そして感慨ふかそうにサン
サンの母さんに言った。
「あの子は大人になったなあ」
（
『サンサン』
）

9）

CCL に掲載されている例文には対訳の日本語がないゆえ、ここでは中国語の原文のみ取り上げるこ
ととする。
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(32) “麻烦了，请把船弄过来，把这些孩子渡过河去，天已晚啦。
”
（
《草房子》
）
「お手数ですが、こっちらへ来て、子供たちを向こう岸へ渡してもらえませんか。
もう遅いんで」
（
『サンサン』
）
(33) “是桑桑。他说，他游过河去，跟毛鸭好好说一说，让他把船弄过来。
”
（
《草房子》
）
「サンサンだよ。泳いでって、マオヤによおく頼んでみるって。船をこっちへ寄せ
てもらうように。
」
（
『サンサン』
）
例(30)では“走过桥来”は「歩行」という「有様」によって、
「橋」という「経路」を渡る
ことを「着点」の「サンサンのうち」から見ているのである。もし“到桑桑家”を“去桑桑
家”に書き換えると、話し手の「視点」は「経路」と「着点」の間に置かれることになるで
あろう。これとは対称的に、例(31)～(33)では、動作者が歩行したり泳いだりして「橋」や
「川」を渡ることを「起点」
、若しくは「起点」と「経路」の間から見ているのである。
3． おわりに
本稿では実際の用例に基づき、
“过”を用いる連語構造について７つのタイプに分類し、
初歩的な考察を行うことで、それぞれの構造は、伝える重点は異なるものの、そのスキー
マには共通性が見られることを示した。
これまでの“过”の基本義についての研究では、
「ある地点から何らかの空間を経由して
別の地点への移動」とする「移行」及び「経過」という結論が示されている。本稿では、
“过”の連語構造は「起点」
「着点」に関する情報を直接的に表示するものではないが、実
際には「起点」と「着点」を前提として含んでいることをスキーマによって明らかにし
た。基本義は「ある領域（起点）から何らかの空間を経由して異なる領域（着点）への移
動」すなわち「渡る」とすることで、これまでの「通過」
、
「移行」を総合的に示すことが
可能ではないかとの考えを提案する。
施事賓語を伴い事物の存在・出現を表す“N 处所+V+过+N 事物（他脑子里闪过一个念头）
”の
ような構造において、
“过”がどのような意味を担っているかについては今後の課題とする
ことにしたい。
言語資料
1)《草房子》曹文轩著 1997 江苏少年儿童出版社
『サンサン』中由美子 2002 加藤文明社
2)《人到中年》谌容著 1981 《1977—1980 全国获奖中篇小说集（上）
》 上海文艺出版社
『人、中年に到るや』林芳訳 1984 年 12 月 中公文庫:7—167
3)『中日対訳コーパス（第一版）
』北京日本研究センター2003
中国語原文

日本語訳文

《红高粱》

『赤い高粱』
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『女の人について』

《家》

『家』

《丹凤眼》

『鳳凰の眼』
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二空間の質的対立から見た“过”の通過義について
－「境界プロファイル」と「場所プロファイル」に着目して－
The Sense of Passing in “GUO(过)” from the Viewpoint of Qualitative Conflict between
Two Spaces
－Focusing on “Boundary Profile” and “Place Profile”－

佐々木 俊雄
SASAKI Toshio
Abstract: This paper primarily analyzes the phrasal expressions of pass, such as
“GUO(过)+N,”“V+GUO(过)+N,” and “CONG(从)+N+V+GUO(过)” and argues that the syntactical
characteristics of “GUO(过)” should be discussed in relation to place as well as boundary profiles.
Phrasal expressions of pass will be grammatical if a moving entity passes something or moves from one
boundary to another by passing a dividing line. However, the degree of naturalness of a phrase or a
sentence differs from that of a noun or a noun phrase placed after “GUO(过)” or in front of it. Therefore,
in this research, the author examines not only nouns or phrases which designate a specified or identified
person or entity, but also the perspective of speakers that is reflected when verbalized.
Keywords: moving verb “GUO(过),” spatial recognition, qualitative conflict, boundary profile, place
profile
目次
1．はじめに
2．Ｎの個別具体性と定性
3．“过”の「境界プロファイル」と「場所プロファイル」
4．“从”の「場所プロファイル」
5．おわりに
1．はじめに
本稿は現代中国語の位置移動動詞“过”を考察対象とし、通過を表す「“过”＋Ｎ」
、
「Ｖ
＋“过”＋Ｎ」
、
「
“从”＋Ｎ＋Ｖ＋“过”
」の各表現形式における統語的特徴をまとめること
が目的である。
「“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、その選択の動機は何に求めることができるのか、と
いうことから考察を始め、続いて形式別に空間移動の特徴とその言語化について論じる。な
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お、本稿の分析対象は主に有情物主体の有意思による空間移動とし、
『现代汉语八百词』で
“超过”として分類されている超過義の用法については考察対象外とする。
2．Ｎの個別具体性と定性1）
2.1 Ｎがモノとしての性質を有する場合
議論の出発点として“门”を取り上げる。“过”が従える名詞性成分（以下Ｎと略）がト
コロ性を有するかどうかについては、意味に基づいて判定するのではなく、主観的移動動詞
“来/去”の直接目的語になる、場所の前置詞類の直接目的語になる、など特定の言語環境
に生起可能か否かの客観的証拠によって判定されるべきである。2）“门”はそのいずれのテ
ストにもパスしないので、トコロ性を有する名詞であるとは言い難い。
(1) a. 进门/出门［門を入る/門を出る］
b. 走前门/后门［正門から入る/裏口へ回る］
c. *过前门/后门［
「正門から入る/裏口へ回る」のつもり］3）
“门”は内と外を隔て、出入りする場所として機能するもので、例(1a)、(1b)に見られる
ように、空間的な進入あるいは退出において“过”は用いることができない。一方で“门”
は場所を通過する際のランドマークとしての役割も担うことが観察される。
(2) a. ?过门［門を過ぎる］
b. 过北大西门［北京大学の西門を過ぎる］
例(2a)の“门”も(2b)の“北大西门”も個別具体性において大きな差はないが、フレーズ・
1)

2)

3)

荒川（1992[2015]）は、日本語と中国語の名詞の「モノ性」と「トコロ性」に着目し、主に存在表
現における“有”
、
“在”及び空間移動表現における“上”
、
“下”
、
“进”
、
“出”
、
“回”と組み合わさ
る名詞成分について考察を行っている。“过”に直接関係したものは見られないが、
「トコロ性を検
証する枠組み」を用いて詳細に記述する手法は本稿が考察対象とする言語事実の分析にも応用する
ことが期待できるものである。
高橋（2002）は空間詞を基本空間詞と派生空間詞の二類に分類し、固有名詞、場所名詞、方位詞、
指示代詞のように各単語自体で場所を表せるものを「場所を示す基本空間詞」
、もの名詞の、特定の
連語の中で場所を表すものを「場所を示せる派生空間詞」と名付けている。“过”に関する高橋
（2002）以降の主な研究成果としては、高橋（2009、2010）が挙げられるであろう。連語論の観点
から筆者は「“过”＋空間詞」について、高橋（2009）
『格つき空間詞と〈ひと〉の動作を表す動詞
との関係―日中対照研究を視野に入れて―』の中で、｢空間的な通過のむすびつき｣と｢方向的な移り
のむすびつき｣の二類に分類している。また、高橋（2010）
「
“过＋空間詞”再考」では、新しい言語
資料を加え、連語論の観点から「“过”＋空間詞」を再検討した結果、上記の二類のむすびつきの
ほか、例文は決して多くないものの、｢空間的な移りの結びつき｣、｢空間的な着点のむすびつき｣、
｢社会的な移りのむすびつき｣が新たに加えられた。
「“过”＋空間詞」に関する五類のむすびつき
は、用法が圧倒的に多い｢空間的な通過のむすびつき｣がプロトタイプであり、他の四類のむすびつ
きはそれを基本として派生した用法、つまりバリエーションであることが結論として挙げられてい
る。
査読委員の先生からは、過去や完了を表す“了”と組み合わせて“过了前门”や“过了第一道门”
とすると自然なフレーズになるとの御指摘を頂いた。本稿の例(7)でも類似の例文を挙げてあり、
“了”の支えがあると成立するのは確かである。しかし、これは二義的な問題であろう。
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レヴェルにおいて“过”はハダカの名詞を従えることはできず、例(2b)のようにＮの定性が
高く指示対象物としての色合いが濃いと自然な表現となる。
2.2 Ｎがトコロとしての性質を有する場合
我々は経験則に基づき、
“马路”について以下の二点の知識を有する。4）
ⅰ．道路は移動する「場所」である。
ⅱ．道路を横断する際には「区切り」が存在する。
このような性質を持つＮは“马路”の他にも“桥”や“河”などが挙げられ、いずれも「
“过”
＋Ｎ」の連語を形成する。しかしながら、Ｎが同様の性質を持つ場合でも実際の使用状況に
おいて同程度ではなく、以下の例においては矢印の先の組み合わせを用いる傾向が見られる。
5）

(3) a. 过马路［道路を渡る］
b. 过地下通道［地下道を越える］ → 走地下通道［地下道を越える］
c. 过过街天桥［歩道橋を渡る］

→ 走过街天桥［歩道橋を渡る］

例(3b)、(3c)における“走”は「歩く」ではなく、共に通過義として用いられている。
（
『现
代汉语词典』
、
『现代汉语八百词』等参照）筆者は実体験に基づいた言語事実も有しており、
〔写真１〕の左二枚の場所で母語話者が例(4)の発話を行った記憶がある。
(4) 我们过马路吧。
［道路を渡りましょうか。
］

写真 1 道路を横切ることが推奨されていない状況6）

なぜ例(3b)、(3c)の表現は使用上の優先度が低いのか。筆者は中国と日本で〔写真１〕の
四枚を複数の母語話者に提示し、“过”と組み合わさる名詞を答えてもらったところ、全て
例(4)と同じ“马路”が返って来た。その次に、敢えて“地下通道”や“过街天桥”を使用す

4)

個別言語にかかわらずこの「知識」を有するのか、という問いに答えておかなければならない。道
路が整備されており、その道路を車などが走るために歩行者が道路を横断することが求められる環
境では、道路は「①場所で」、「②横断する時に区切りが存在する」ことを移動主体は体験的に学
習している。しかし、未開な土地では、そもそも道路を渡るという概念がないと思われるので、上
記の①と②の認識はユニバーサルなものではないということになる。よって、「経験則に基づき」
という箇所は、より正確には「道路を渡ることを体験的に学習している言語主体であれば」という
ことになる。
5)
中国語の場所目的語についての考察は、孟庆海（1986）
、徐丹（1995）
、史有为（1997）
、张黎
（1997）
、朴貞姫・崔健（2004）などを参照。
6)
本文中の写真は全て筆者が北京で撮影したものである。
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るようお願いしたところ、例(3b)、(3c)に挙げたように、動詞には“走”を用いた。移動主
体が実際に通過する空間“地下通道”
、
“过街天桥”は上掲（ⅰ）
、
（ⅱ）と共通する要素を有
するにもかかわらず、“过”と共起するＮに“马路”を選択したことは興味深い。これは「接
近可能性（accessibility）
」という概念を用いて解釈できるであろう。すなわち、
〔写真１〕の
状況では、通過する場所として“马路”がプロファイルされ、
“地下通道”や“过街天桥”は
背景化されるのである。
では、
“马路”がプロファイルされない状況でも“过街天桥”と“地下通道”は“过”に後
置されないのだろうか。筆者は以下の絵と質問文を用い、別の母語話者三名に調査を実施し
た。質問と回答は以下の通りである。
表 1 道路を異なった方式で渡る人の絵7）
（Ａ）

（Ｂ）

他/她在干什么？
他/她 (

（Ｃ）

他/她在干什么？
)。

他/她 (

他/她在干什么？
)。

他/她 (

)。

表 2 母語話者三名の回答 8）
（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

回答者１

在上楼梯

在过天桥

在过地下通道

回答者２

在散步

正上天桥呢

看不清楚

回答者３

上台阶

过天桥

钻(穿)地道

〔表２〕が示す通り、
“天桥”も“地下通道”も“马路”がプロファイルされる状況では“过”
とは組み合わさらないものの、進行相においては“过”に後置されることが判明した。Ｎは
移動主体による通過が現在行われている「場所」で、かつ、動作主体は範囲性空間の「区切
り」に向かって移動しているのである。「“过”＋Ｎ」の組み合わせを分析するにあたっては
統語的側面及び語用的側面を十分に考慮に入れることが必要であると言える。

7)

三枚の絵は 2018 年度に上智大学で筆者の授業を履修していた和泉力君が描いてくれたものであ
る。ここに記して篤く御礼申し上げる。
8)
（Ａ）の絵についての質問に対して母語話者が“马路”や“人行横道”ではなく“楼梯”と“台
阶”を選んだことは些か意外であった。本調査は“马路”などの単語を与えずに目的語に何を選択
するかを知るために行ったもので、結果として“楼梯”等に見えたのなら仕方がない。回答者が全
員年輩だったこととも関係しているかもしれない。
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3．“过”の「境界プロファイル」と「場所プロファイル」
方美麗（2004:73-74）によると、本動詞“过”はもともと動作の進行する場所に用いられ
るもので、
“过电线杆”や“过我的身旁”など「
“过”＋Ｎ」の組み合わせが成立しないのは
空間性の欠如、すなわち、物理的な通過ができないからであり、この「
“过”＋Ｎ」を成立さ
せるには様態性動詞Ｖが通過の結果を表す補助動詞“过”を伴うか、あるいは通過する場所
を表す介詞“从”を伴わなければならないという。容認度において筆者の見解と異なるもの
もあるが、そのまま載せることとする。
(5) *过电线杆［
「電柱を過ぎる」のつもり］
→走过电线杆 / 从电线杆走过［電柱を過ぎる］
(6) *过我的身旁［
「私の傍を通る」のつもり］
→走过我的身旁 / 从我的身旁走过［私の傍を通り過ぎる］
（(5)、(6)共に方美麗 2004:73-74、体裁と日本語訳は引用者）
これに対し、丸尾（2014:108）は例(7)を挙げ、空間性に乏しいＮ成分が本動詞の“过”と
共起できる理由について、
「
“银行／公园／火车站”などは場所性に加えてモノとしての側面
を有しており、こうしたことから中国語では対象的な結び付きとしての性格が強く読み取れ
る」と述べている。
（2014:109）
(7) 过了｛银行／公园／火车站｝就是书店。
［
｛銀行／公園／駅｝を過ぎれば郵便局だ。
］
これらの主張について若干の補足を行いたい。以下の例(8)、(9)を比較してみると分かる
ように、ハダカの一般名詞はその大きさにかかわらずフレーズ・レヴェルで「
“过”＋Ｎ」に
おけるＮ成分になることはできない。しかし、修飾語句を付与した名詞や固有名詞の場合は
問題なく成立する。9）
(8) ?过铜像 / 过小姑娘的铜像 / 走过小姑娘的铜像
［「銅像を過ぎる」のつもり / 女の子の銅像を過ぎる / 同左］
(9) ?过水塔 / 过博雅塔 / 走过博雅塔
［「給水塔を過ぎる」のつもり / 「博雅塔」を過ぎる / 同左］
また、道案内のようにＮが空間移動における目印の役割を担う状況下では、Ｎの定性が

9)

杉村（2011:21）は“过”の結果性に着目し、
“跑，跳，爬，飞”といった動作主体の移動を表す動
詞の結果から空間の境界性が強化されるという観点を提示している。
杉村(1992)は“过”の動きを「境界を過ぎる」と規定した。そこから“过广场”の不自然さを
割り出せば，
“广场”の境界としての非典型性を理由とすることができる。
（
“过河”
，
“过马路”
と比較されたい。
）そこで，(34)のように「…して～した」と作れば“广场”に境界性を読み込
みやすくなり，その結果，全体として成立に転じたと考えてみたい。
“跑过广场”の成立事情は
どうかと言えば，
“过广场”は意味的にも構文的にも“跑”の結果として機能している。そのこ
とが“过广场”の有界性，裏返せば“广场”の境界性を強化して“跑过广场”を成立に導いてい
ると考えられよう。
（波線は引用者）

254

二空間の質的対立から見た“过”の通過義について

高まり、フレーズ・レヴェルでも“过”と共起することが可能となる。
(10)a. 北京大学旅游路线推荐由北大西门进入，过校友桥，…；由此右转往南沿湖东岸，
过博雅塔；…；再穿过宿舍区，沿五四大道出北大南门。
［北京大学の観光ルートと
しては、西門から入り、「校友橋」を渡り、…（すること）をお勧めします；こ
こから右折して湖の東岸を南に進み、「博雅塔」を過ぎ；…；再び宿舎区域を通
り、五四のメインストリートに沿って南門を出てください。］（途家网『北京大
学旅游路线推荐 2014 北京大学旅游攻略』）
b. 北京大学旅游路线推荐由北大西门进入，过桥，…；由此右转往南沿湖东岸，过水
塔；…
このように、Ｎがトコロの場合はもちろんのこと、モノとしての性質を有する場合におい
ても「
“过”＋Ｎ」は成立する。二空間の質的対立に着目するならば、言語主体は対象物とし
てのＮをプロファイルして境界を設定し、移動主体がその二空間を隔てる境界を通過するこ
とを言語化しているのである。
ところで先に筆者は例(5)、(6)の容認度において一部異なる立場をとると述べた。具体的
には以下の例(11b)の前者のフレーズである。
(11) a. *过我的身旁［
「私の傍を通り過ぎる」のつもり］
b. ?走过我的身旁 / 从我的身旁走过［私の傍を通り過ぎる］
例(11b)に示した通り、たとえ移動動詞“走”を用いて空間性を強化したとしても自然なフ
レーズとは見做されないのである。その理由として、
“我的身旁”は明確な範囲がなく、境界
となる「区切り」も不明確である為ではないかと考える。一方、同じように方位詞を伴った
例(12)は問題なく成立する。
(12) 他们慢慢地走着，一边走一边说话，正走过花台旁边，忽然听见一声不寻常的哀叫，…。
［彼らはゆっくりと歩いていた。歩きながら話をして、ちょうどフラワースタンド
の傍を通り掛った時、突然ただならぬ悲痛な声を耳にした。
］
（巴金『家』
）
「
“过”＋Ｎ」においてＮがトコロとしての性質を持つ場合、自然な組み合わせと見做され
るには、Ｎ自身が「区切り」を有する必要があることを 2.2 で見た。その「区切り」がある
ことが「
“过”＋Ｎ」の通過義を成立させていると仮定し、別の用例を見てみたい。
(13) 穿过县界长长的隧道，便是雪国。
［国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。
］
（叶渭渠译『雪国·伊豆舞女』
）
(14) 回到房间，她又换了一件印度莎丽。灯光穿过薄薄的衣料，勾勒出了她身体上所有的
起伏与我心中所有的跌宕。
［部屋に戻ると、彼女はまたインドのサリーを身に纏っ
た。照明が薄い生地を通り抜け、彼女の身体のあらゆる起伏と私の心の全ての抑揚

255

東アジア国際言語研究

創刊号

を描き出した。
］
（阿来『宝刀』
）10）
(15) 铃声只响一声就被我接听的理由，没有你想的那么复杂，只是我凑巧走过电话机旁。
［呼び出し音が一度鳴っただけで私が出ることが出来たのは、君が考えるほど複雑
ではなく、それはただ私がちょうど電話機の傍を通りかかったからだ。
］
（毕淑敏『拯
救乳房』
）
(16) 公路上正过着队伍呢。
［道路を隊列が通っているところだ。
］
（
『现代汉语八百词（增
订本）
』
）
例(13)の“隧道”は明確な範囲を持った名詞だが、例(14)の“衣料”それ自身には範囲と
呼べる空間がほとんど認められない。しかしながら、
「区切り」を有するという点では共通し
ている。また、例(12)、(15)のように、Ｎが方位詞を伴った組み合わせは「区切り」こそ存
在しないものの、先に 2.2 の〔表２〕で見たように、進行を表す副詞と共起することで「区
切りに向かって一方の領域をちょうど過ぎている」というニュアンスを帯びた通過義が成立
する。このように、
「
“过”＋Ｎ」は、明確・非明確な区切りを境とした「二空間の質的対立」
が存在し、その区切りを通過することが言語化されたものと言えるであろう。
「
“过”＋Ｎ」
および「Ｖ＋“过”＋Ｎ」において境界通過を表すものを「境界プロファイル」
、通過場所に
焦点が当てられる通過を「場所プロファイル」と名付けることとする。この「場所プロファ
イル」形式では例(16)のように場所が前置されることもある。
ここまでの議論を踏まえると、Ｎが“过”の後に言語化されない表現に対する解釈も可能
となる。
(17) 过一下。
［ちょっと通ります。
］
例(17)は食堂などで列を作って並んでいる場面でよく耳にする表現である。発話者である
言語主体は、自らの前に空間を作ることを聞き手にお願いし、列の間を通り抜けるのである
が、その発話機能メカニズムを分析すると、発話者は“过”の使用によって場所をプロファ
イルし、その場所を越えるという動作の申し立てをしていると解釈できるであろう。敢えて
Ｎが言語化されないのも、このような表現が発話者にも聞き手にも通過義ではなく専ら単純
移動義として認識されているからであると言える。
4．
“从”の「場所プロファイル」
本章ではＮが“过”に後置される形式と“从”を用いて前置される形式の統語的特徴につ

10

本用例については、これまでの論述の流れから見てもかなり異質なものであることを理由に、他の例文
と一緒にして比較すべきでないのではないかという御意見を査読委員の先生から頂いた。しかし、本稿の
第一章で「本稿の分析対象は主に有情物主体の有意思による空間移動とし」としたように、全ての移動主
体を有情物主体に限定はしておらず、また、照明の光は移動主体であることには疑いがないことから、例
文として扱うことに問題はないと判断した。
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いて、両プロファイルの角度から見ていく。
(18) a. 走过桥［橋を渡る］＜Ｎ：トコロ；境界プロファイル＞
b. 从大桥上走过［同上］＜場所プロファイル＞
c. 从大桥上走过去［橋を渡って行く］＜場所プロファイル＞
「
“过”＋Ｎ」においてＮは目的語であるが、
「
“从”＋Ｎ＋Ｖ＋“过”
」形式においてはそ
うではない。その証拠に、例(18a)を“从”を用いた介詞前置型構造に変換しようとすると、
たとえＮがトコロとしての性質を有していたとしても、方位詞を付与して例(18b)、(18c)の
ように表現しなければならない。森（1998:125）によると、
「
“从”は、ある距離・空間に渡
っての直線的な道筋が前提となっていて、運動が必ず連続的に一方向へ向かって行われるも
のでなければならない」という。例(18a)が「一括走査（summary scanning）
」
、例(18b)、(18c)
が「連続走査（sequential scanning）
」ということになろう。例(18b)を図解すると〔図１〕の
ようになる。

図 1 Ｎが明確な境界を有する場合の連続走査形式

では、Ｎに明確な範囲がない場合はどのように解釈したらよいだろうか。
(19) ?走过我的身旁 / 从我的身旁走过 =(11b)
(20) 从站台上迎面扑来一阵寒气，他立即对自己在火车上那种非礼行为感到羞愧，就头也
不回地从火车头前面走了过去。
（プラット・フォウムの寒さに触れると、急に汽車の
中の非礼が恥しくなって、後も見ずに機関車の前を渡った。
）
（叶渭渠译『雪国·伊
豆舞女』
）
(21) 公交车从大街上驶过去了。
［バスが大通りを疾走して行った。
］
例(19)の“我的身旁”は“我”をランドマークとして設定された空間で、
〔図１〕に示した
ように、動作主体は連続的に一方向へ向かって空間を移動し、ランドマーク近くの非明確な
境界を越えるので通過義である。例(20)も同様の解釈が成り立つ。例(21)は場所“大街上”
がプロファイルされており、移動先の到着点が明確に示されていないので、こちらは単純移
動義である。なお、本稿では空間移動表現における通過義と単純移動義を別のものとして取

り扱うこととし、その区別に際しては「二空間の境界を越えるか否か」という判断基準を導
入し、移動主体が境界を越えていない場合は単純移動義として分類する。
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図 2 Ｎが非明確な境界を有する場合の連続走査形式

例(20)、(21)は視点が趨向移動動詞“去”を用いて言語化されたものであるが、
〔図２〕に
は移動主体とランドマークしかなく、視点は表現されていない。その理由として、
「
“从”＋
Ｎ＋Ｖ＋“过”
」形式は複合的な視点が言語化されたもので、図の中に反映することが難しい
ことが挙げられる。空間移動の言語化の過程で言語主体は対象物Ｎを一つの空間としてプロ
ファイルし、その空間を起点として移り動く先にあるもう一つの空間を認知する。二空間の
移動はランドマークと視点とのインターアクションを経ることにより、ようやく通過が言語
化される為、視点がどこをどのように見ているかを図に含めることは困難である。よってＮ
が非明確な境界を有する「場所プロファイル」形式の連続走査を描くにあたっては、例(19)の
ように視点が言語化されていない用例までに止めた。彭広陸（2008:5）は言語類型論の観点か
ら中国語を視点移動型の言語として分類し、
「視点」についての定義の中で「どの部分を見て
いるのか、どのように見えているのか、という言語主体の心理的操作」と述べており、この観
点から見ても、図の中に視点を含めるべきではないと判断した。11）
5．おわりに
本稿は位置移動動詞“过”が表す通過義を中心に、単純移動義も含めた二つの空間移動方
式における言語主体の空間認知とその言語化について分析を行った。“过”が目的語として
従える名詞成分の個別具体性や定性、接近可能性からの検討から始め、
「“过”＋Ｎ」
、
「Ｖ＋
“过”＋Ｎ」
、
「
“从”＋Ｎ＋Ｖ＋“过”
」の各表現形式が表す空間移動の特徴について、
「境
界」
、
「二空間の質的対立」
、
「言語主体の視点」といった観点からの考察を加えることで、そ
れぞれの空間移動における言語化について多角的な視点からの見解を示すことができた。そ
れらをまとめたのが〔表３〕である。

11)

「視点」について彭広陸（2008:5）は以下のように定義付けている。
「視点」とは、単語・連語・文・テクストそれぞれの言語的単位のレベルにおける言語主体（命
名者・話者・語り手を含む）の事象へのとらえ方である。具体的に言うと、事象を、誰が見ている
のか、どの部分を見ているのか、どのように見えているのか、という言語主体の心理的操作であ
り、そして何らかの形で言語化されるものである。
（波線は引用者）
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表 3 各移動形式とそれに対応するフレーズの統語的特徴
移動類型

表現形式

プロファイル

“过”＋Ｎ【Ｎ：トコロ、境界あり】
通過

単純移動

“过”＋Ｎ【Ｎ：モノ、定性あり】

境界
対象物を介した境界

Ｖ＋“过”＋Ｎ（＋“去”
）
【Ｎ：トコロ、境界あり】

境界

“从”＋Ｎ＋Ｖ＋“过”＋“去”
【Ｎ：トコロ、境界あり】

場所

“过”【“过一下。”など】

場所

“从”＋Ｎ＋Ｖ＋“过”＋“去”
【Ｎ：トコロ、境界なし】

場所

言語主体は対象物としてのモノ名詞を介して通過を表現し、また、境界や質的に対立す
る二空間をプロファイルすることによって通過や単純移動の各空間移動を言語化する。こ
れらのプロセスは、言語主体が「どの部分を見ているのか」
、そして「どのように見えてい
るのか」
、という心理的操作の表れでもある。
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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。
参考文献
高第丕、張儒珍著（1869）
《文學書官話》
大槻文彦解（1877）
『支那文典』 大槻氏藏版
喀爾著、汪芝房氏譯（1879）
《英文舉隅》 同文館集珎板
馬建忠氏《馬氏文通》
（1896） 商務印書館
宮島大八（1897）
『官話輯要 第十章「話規」張廷彦「動字 Verb」
』 哲學書院
張廷彦（1904）
『支那語動字用法』 文求堂書店
張廷彦、田中慶太郎（1905）
『官話文法』 東京築地活版製造所
張廷彦（1906）
『動字分類大全』文求堂書店
王璞（1913）
《京音字彙》 周建設主編（2015）
《明清民國時期珍稀老北京話歷史文獻整理與研究》
15）

一部動詞ではないが、北京語の特徴を反映している。例えば、
“沖雞子兒「鸡蛋」
、取燈兒劃不着
「火柴」
、孝順老家兒「父母长辈」
、下哀的美敦書「戰書」
”という名詞である。
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清末北京語動詞の実態
所収 首都師範大學出版社
教育部國語統一籌備委員會（1932）
《國音常用字彙》 商務印書館
徐世榮（1990）
《北京土語辭典》 北京出版社
高艾軍、傅民（2001）
《北京話詞語（增訂本）
》北京大學出版社
周一民（2009）
《北京俏皮話詞典》 商務印書館
董樹人（2010）
《新編北京方言詞典》 商務印書館
中國社會科學院語言研究所詞典編輯室（2016）
《現代漢語詞典》第 7 版 商務印書館
楊鉄錚（2017）
「明治期中国語教育における伝統継承と近代化：金国璞、張廷彦と『官話指南』を
中心として」東京学芸大学博士論文
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2019 年月例会発表記録
1 月例会
発表者：小路口ゆみ(YM 語学教室・講師)
テーマ：『老残遊記』における“把”構文再考
日 時：2019 年 1 月 26 日（土）午後 6 時～午後 8 時
場 所：大東文化会館 404 教室

4 月例会
発表者：高橋弥守彦（大東文化大学名誉教授）
テーマ：構造で作る派生空間詞
日 時：4 月 6 日 18:00～20:00
会 場：大東文化会館 301 教室

6 月例会
発表者：石井宏明（東海大学非常勤講師）
テーマ：歴史的に見た離合詞―“请客” “生气” “见面”
日 時：6 月 1 日 18:00～20:00
会 場：大東文化会館 401 教室

7 月例会
発表者：蘇秋韵（大東文化大学・院）
テーマ：動詞“過”の基本義の再考察
日 時：7 月 6 日（土）18 時～20 時
会 場：大東文化会館 302 教室

9 月例会
発表者：高橋弥守彦（大東文化大学名誉教授）
テーマ：中日両言語の分析表現と統合表現
日 時：9 月 14 日（土）18 時～20 時
会 場：大東文化会館 401・402 教室
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10 月例会
発表者：張 婷（東京外国語大学・院）
テーマ：中国語における未来テンスのマーカーをめぐって
日 時：10 月 20 日（日）18～20
場 所：大東文化会館 301 教室

11 月例会
発表者：孫雲偉（大東文化大学・院）
テーマ：九江版『官話指南』の言語研究―『官話指南』（初版）との比較―
日 時：11 月 10 日（日）14:30～15：30
場 所：大東文化会館

302 教室

12 月例会
発表者：高橋弥守彦(大東文化大学名誉教授)
テーマ：三類の移動動詞は何を表しているのか
日 時：12 月 15 日（日）18:00～20:00
会 場：大東文化会館 302 教室
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編集後記

本学会誌に収録された研究論文は、主に昨年度(2019 年 2 月 17 日（日）と 18 日（月）)開
催された国際連語論学会第 7 回大会で発表された原稿を発表者が書き直し、査読委員の査読
を経て採択されたものです。
ご存じのように、これまでの学会名「国際連語論学会」を 2019 年 4 月 1 日より「東アジ
ア国際言語学会」と改称し、より広範な研究者の発表の場として提供していくこととなりま
した。これは学会名称変更後の『東アジア国際言語研究』の創刊号となります。
創刊号には著名な方の特別寄稿だけでなく、日本と中国からの若い研究者の投稿も多く掲
載されております。全部で 33 本の投稿があり、厳しい査読を経て 23 本を採択し、さらに各
執筆者からの数回の修正加筆を経て創刊号に収録しました。
本学会誌を出版できたのは、ひとえに本学会会員と関係各位の皆様のご支援のたまもので
す。特に、査読委員長をはじめとする各査読委員の丁寧で熱心な査読によって各論文のレベ
ルを一層高めることができました。
創刊号に収録された論文をより読みやすくするため、学会誌は特別寄稿のほか、対照研究、
日本語研究、中国語研究の順に分けています。
本学会誌の投稿締め切りは，毎年 5 月 31 日までとし、投稿原稿の最初のページには、必
ず「名前(日本語とローマ字の読み方も含む)・住所・メールアドレス・電話番号・所属・肩
書・学位」などを明示するようお願い申し上げます。
なお、投稿は、研究論文、研究ノート、実践報告、書評などとし、非会員でも自由に投稿
できますが、掲載に当たっては会員を優先とします。ぜひ会員になってご投稿ください。
投稿規定は今後改定の予定です。改定後のものは、本学会のホームページに掲載します。
そして、次回からテンプレートを導入する予定です。ご理解のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
最後に、本学会誌の査読・編集・出版にあたり、多くのかたがたに多大なご協力をいただ
いております。ここに学会を代表し、あらためて衷心よりお礼を申しあげます。

東アジア国際言語学会会長・創刊号編集責任者 王 学群
2019 年 12 月 30 日
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