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まえがき
周知のように、昨年度出版した学会誌は、本学会と学会誌名称変更以後、最初に公刊し
た研究誌(創刊号)であり、すでに執筆者各位と会員の皆様の手元に届き、目を通されてい
ると思われる。そして、多くの研究者に読んでいただくため、紙版の創刊号を電子化し、
学会のホームページからいつでもダウンロードできるようにしてある。今年度はその第 2
号になるが、同じようにする予定である。
世界を驚かせている新型コロナウイルス感染拡大により、本学会の第 8 回国際大会も余
儀なく延期された。このような状況の中で、しめきりが 5 月 31 となっている学会誌第 2 号
への会員様からのご投稿はどうなるかと大変心配していたが、蓋を開けてみると、昨年度
とほぼ同本数の貴重なご投稿をいただいた。ご投稿の多さから新型コロナに打ち勝つ皆様
の強い気持ちを強く感じさせられた次第である。
ご投稿の中に、日本語文法に対する研究、中国語文法に対する研究、日中対照言語学の
観点からの研究、また、日本語教育、中国語教育、音声学（音韻論）に関する研究、さら
に、言語とかかわりながら文化的な側面も考察の対象に入れた複眼的な研究などもある。
特に言語研究には、語彙論レベルのご投稿もあれば、単文レベル、複文レベルのご投稿
もある。また、色彩語、オノマトペなどの研究もあり多彩である。
その中で、修飾語に関する研究がいくつかある。無意識かもしれないが、連語論的な観
点での考察が見受けられる。厳密にいうと、連語論的な研究に近い論述が見られるという
ことだろうか。つまり、まだ連語論的な研究方法での研究途上にあるように感じられる。
修飾語、格助詞の研究の際、もし言語学研究会の連語論の研究成果を積極的に取り入れ
考察を加えたなら、恐らくそれぞれの研究の本質にさらに近づくことができたであろう。
たとえば、格助詞の場合、格助詞にかかわる動詞と名詞も考察の対象とする研究をしたな
ら、格助詞だけを考察するときに見落とされる部分が見えてくるだろう。また、連体修飾
語や(副詞の研究を含む)連用修飾語の研究の場合、もしかざりとかざられの関係を大事に
し、考察したなら、結論が多かれ少なかれ違ってきただろう。
兎に角、小生の気持ちとしては、若い研究者の方々に連語論という素晴らしい研究方法
を駆使して、より多くの優れた研究成果を上げていただきたい、と願う次第である。

東アジア国際言語学会会長 王 学群
2021 年 1 月 10 日
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「もの」
「こと」を含む複合辞の広がり
On the variety of functional words including “mono” and “koto”
高橋 雄一
TAKAHASHI Yuichi
要旨 本稿は、筆者のこれまでの研究に基づき、現代日本語に見られる、
〈当為〉を表す「も
のだ」「ことだ」のような複合辞と、そのもととなっている名詞「もの」
「こと」の諸用法と
の繋がりを見るものである。特に、名詞「もの」
「こと」が本来の名詞の用法から外れ、文法
的な側面を強く持つ用法を、具体的な用例と共に見ていく。
キーワード：複合辞 形式語 形式名詞 連体修飾 文法化
目次
1. はじめに
2. 形式語「もの」
「こと」と連体節の構造について
3. 「もの」
「こと」の中間的な用法についての調査
4. おわりに
1. はじめに
現代日本語には、
〈一般化〉や〈当為〉を表す「ものだ」
「ことだ」や、
〈反語〉や〈感心・
あきれ〉を表す「ものか」
「ことか」のような、
「もの」
「こと」を含む複合辞がある。一方、
名詞「もの」
「こと」についても、本来の名詞の用法から外れ、文法的な側面を強く持つ用法
もあり、複合辞に近いものとして位置づけられる。本稿では、まず、筆者が「もの」
「こと」
を含む複合辞をどのように捉えているかを示した上で、名詞「もの」
「こと」の諸用法のうち、
複合辞に近い中間的な用法を、具体的な用例と共に見ていく。
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2. 形式語「もの」
「こと」と連体節の構造について
ここではまず、筆者のこれまでの研究を概観することにより、名詞「もの」
「こと」と、そ
れらを含む複合辞との関係を示す。
2.1 形式語としての「もの」と「こと」について
筆者は高橋(2018)において、この論文が収録されている藤田・山崎(編)(2018)が下記のよう
な捉え方で「形式語」をテーマにしていることから、
「ものだ」
「ことだ」のような複合辞だ
けでなく、複合していない「もの」
「こと」の文法的な側面の強い用法にも改めて注目した。
本稿でもこれらを体系的に把握する視点から論じる。
1）近現代日本語においては、
「複合辞」すなわち複合して辞に転成した形式のみならず、
単独で辞的に働く形式に転成したものも数多く見られ、それらの研究も「複合辞」の
研究と同様に深められる必要がある。そうした問題意識から、
「複合辞」と単独で辞
的形式に転成したものとを併せて「形式語」と呼ぶこととし（以下略）
（藤田・山崎
(編)2018：ⅰ）
なお、上記のように広い範囲をカバーする「形式語」も、より狭く「もの」
「こと」が該当
する「形式名詞」も、明確な定義をすることは難しいとされている。
2.2 名詞の「もの」
「こと」の連体修飾について
まず、名詞「もの」
「こと」の連体修飾のタイプについてまとめておく。連体修飾構造の分
け方については、ここでは筆者による「関係節の構造」「内容節の構造」を示す。1)
【関係節の構造】
2)a これは昨日買ったものです。（私が昨日（その）ものを買った）
b 私が知っていることをお話しします。
（私が（その）ことを知っている）
【内容節の構造】
3)a 私が海外で日本語を教えていたことをお話しします。
b ＊私が海外で日本語を教えていたものをお話しします。
名詞「もの」は連体修飾部の述語と被修飾名詞の間に格関係がある「関係節の構造」のみが
可能であり、3)b のように連体修飾部が被修飾名詞の「内容」を表す「内容節の構造」を作
ることはできない。一方、名詞「こと」は「関係節の構造」
「内容節の構造」の両方を作るこ
とができる。
この違いは、名詞の意味的なタイプによるもので、かなり明確なものと思われるが、
「も
の」については、
「～ものだ」のように名詞述語文として使われている場合に例外的な用法が
あることが指摘されている。
4）彼の性格は、誰の意見にも耳をかさないというものであった。
（揚妻 1991：3）
5）その山腹を、高速道路（圏央道）の２本のトンネルが貫こうとしている。訴訟は、道
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路工事の差し止めを求めるものだ。（朝日新聞）
4）、5）の「もの」は名詞としての用法ではあるが、それぞれ連体修飾部が「もの」の内容を
表し、内容節の構造をとっていると言える。こういった用法は、名詞「もの」＋「だ」の用
法と、複合辞「ものだ」の用法の中間的なものと考えられる。
2.3 「もの」
「こと」を含む複合辞について
次に、筆者のこれまでの研究をもとに、
「もの」
「こと」が他の文法的要素と一体化して複
合辞となっていると認められるものを示す。ここでは、
「もの」を含む複合辞と「こと」を含
む複合辞を対比させるために、対応関係を表にして示す。なお、この表は網羅的なものでは
ないことを断っておく。
表１ 「もの」
「こと」を含む複合辞の対応関係の例
番
号

意味または形式

１

Ｎダ〈当為〉

２

・人の悪口は言わないものだ。 ・必要以上に心配しないことだ。
Ｎダ〈当為〉の
・そんなわがままを言うものでは ・行きたくなければ無理に行くこ
否定
ない。
とはない。

３

Ｎダ〈回想〉

４

Ｎダ〈願望〉

５

Ｎダ〈感心・あ
・あの人には困ったものだ。
きれ〉

６

評 価 成分を作 ・不思議なもので、忙しい時に限 ・驚いたことに、友人も偶然そこ
る用法
って友人から連絡がある。
へ来ていた。

７

Ｎカ

による対応関係

「もの」を含む複合辞
・学生は勉強するものだ。

「こと」を含む複合辞
・試験に合格したければ、勉強す
ることだ。

・子供の頃はよくこの公園で遊ん
だものだ。
・いつか私もそこへ行ってみたい
ものだ。

・絶対に負けるものか。

―――
―――
・飽きもしないでよくやること
だ。

・その話を聞いて、私はどんなに
驚いたことか。

８

Ｎガアル

―――

・ときどき一人旅をすることがあ
る。
・一人旅をしたことがある。

９

Ｎガデキル

―――

・アラビア語を話すことができ
る。

表１で番号を付けた各項目ごとに筆者の捉え方を述べる。
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１の〈当為〉の用法は、複合辞の「ものだ」
「ことだ」に共通している。同じように名詞を
含む複合辞である「ところだ」「わけだ」
「はずだ」等には〈当為〉の用法がないことから、
何らかの違いがあると考えられる。筆者は、連体修飾構造の違いに注目し、
「ところだ」
「わ
けだ」
「はずだ」は「
（連体形式の）副詞節の構造」のタイプの連体修飾構造がもとにあるこ
とが、〈当為〉の用法が生じない要因になっていると考える。
〈当為〉の「ものだ」と「ことだ」の違いについては、意味の面と形式の面がある。意味
の面の違いとしては、
「ものだ」は〈一般化〉の用法が〈当為〉の用法に結びつくのに対し、
「ことだ」は〈指定〉の用法が〈当為〉の用法に結びつくという違いがある。形式の面では、
２の〈当為〉の否定において、
「ものだ」は「ものだ‐ものではない」という肯否の対立があ
るのに対し、
「ことだ」はこの対立がなく、否定には〈不必要〉を表す「ことはない」が該当
するという違いがある。さらに、３，４のように「ものだ」には前接する形式に応じた用法
があるが、
「ことだ」にはない。
５の〈感心・あきれ〉の用法は「ものだ」
「ことだ」の両方にあるが、筆者の調査（ただし
厳密なものではない）では「ものだ」の方が用例数が多かった。一方で、意味的に〈感心・
あきれ〉に近いと考えられる６の「評価成分を作る用法」の「もので」
「ことに」では、
「こ
とに」の方が用例数が多かった。つまり、複合辞としてはそれぞれあるものの、
〈感心・あき
れ〉は「ものだ」
、
「評価成分を作る用法」は「ことに」が主に使われるということが推測で
きる。
６の「評価成分を作る用法」の「もので」と「ことに」は、
「で」と「に」の形式の違いが
あることも特徴的と言えるであろう。７の「ものか」と「ことか」は「ものか」が〈反語〉
等、
「ことか」は疑問詞を伴って〈感心・あきれ〉を表すという違いがある。また、８、９の
ように、
「こと」には「Ｎガ～」系列の複合辞がある。
以上のように見てくると、
「もの」を含む複合辞には「ものだ」の助動詞的な一連の活用を
見出すことができるのに対し、
「こと」を含む複合辞は、
「こと」の独立性が強く、そこに「だ」
「がある」等が付く関係と考えられる。
3. 「もの」
「こと」の中間的な用法についての調査
２で見た「もの」
「こと」を含む複合辞と、名詞「もの」
「こと」の間には、複合辞とは認
められないが、名詞「もの」
「こと」が元の用法から外れ、文法的な側面をより強く持ってい
る中間的な用法が見られる。ここでは特に、話し手の認識を表す文末表現に「もの」
「こと」
が前接する用法を取り上げ、コーパスからの用例によって実際の使われ方を見ることにする。
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3.1 コーパスによる用例収集について
ここで示す用例は、国立国語研究所の「現代日本語書き言葉均衡コーパス」
（BCCWJ）か
ら採集したものである。採集にはコーパス検索アプリケーション「中納言」を使用し、短単
位検索で語彙素を「もの」
「モノ」
「物」
「者」 ／「こと」
「コト」
「事」としてそれぞれ検索
した。検索対象は、13 個全てのレジスターとしたが、コア・非コアがある場合はコアのみを
対象とした。また、それぞれの語彙素について１つのレジスターからは１万例を上限とし、
それ以上用例がある場合は、全体から均等に１万例までを取る処理をした。2) 用例数やタイ
プごとの割合などの量的な情報については、十分に集計できていないため本稿では省略し、
議論に沿って適宜用例を示す。
本稿で用例を示す際は、用例の後に（コーパス名(本稿では全て BCCWJ)，レジスター名，
書名／出典（データがある場合のみ）
）を示す。
3.2 話し手の認識を表す文末表現に前接する「もの」
「こと」
「もの」
「こと」には、
「～ものと思われる」
「～ことだろう」のように、話し手の認識のし
方を表わす文末表現に前接する用法がある。このうち「もの」については、揚妻(1990)がこ
の種の「ものだろう」
「ものと思われる」を〈解説〉の「ものだ」の一種とし、先行状況を主
題にとる〈状況解説〉と、そのような関係の弛緩が進んで、主題としての先文脈がない〈状
況推定〉とに分けている。
さらに安達(1998)は、このような「もの」と「こと」の用法を対比させ、
「もの」について
は「その事態がそのように判断するだけの根拠があるものとして捉えられるとき」に「もの」
として把握されるとし、
「こと」については「話し手がその事態の真偽が不確定的であると認
識している」場合に「こと」として把握されるとしている。下に安達(1998)から用例を引用
する。
6）たとえば、集団で生活していれば、仲間の個体がエサを見つけて食べている姿を見
るだけでも、どこにエサがあるかがわかる。このことだけでも、群に加わる十分な理
由になるものと思われる。
（安達 1998:(13））
（句読点や下線の表記を本稿に合わせた。
次の例も同様）
7）安易に他の人の作った〈研究史〉に乗るとろくなことはない。研究者が同じ問題につ
いて違ったアプローチを試みるときには、新たな〈研究史〉が生まれることだろう。
（安達 1998:(19））
筆者の立場からは、この種の「もの」
「こと」はそれぞれ複合辞の「ものだ」「ことだ」等
と共通する特徴を持っていると考える。
「もの」は、関係節の構造の延長として、属性の主体
としての特徴を持っているため、事態のあり方が制限されるために、認識のし方を表わす文
末表現に〈確定性〉を付け加える要素となりうると考える。一方、
「こと」は、内容節の構造
5
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の延長として、事態をひとまとめに捉えるという特徴があるため、話し手にとってその事態
が発話の現場から切り離されたものとして表現されると考える。
以上のような議論を踏まえ、次から実際の用例を見ていく。用例については、まず、この
用法に当たると判断する条件が問題になる。これは基本的に、
「もの」
「こと」に対応する主
題がない構造であると見なされるものが該当すると考えた。また、
「もの」
「こと」が独立し
ていて、
「ものと思われる」
「ことだろう」などが複合辞とは認められないという点も重要で
ある。これについては、
「もの」
「こと」を取り除いても似た意味で文が成り立つか否かに注
目した。さらにその上で、そのような「もの」
「こと」自体にどのような意味・機能があるか
についても考えた。
3.3 「もの／こと と 思う等」
まず、「ものと思う」
「ことと思う」のように、
「もの」
「こと」が思考や認識を表す動詞と
共に使われる場合について見る。
初めに「思う」の場合を見る。なお、ここでは「思う」を代表形式として示し、用例には
「思われる」等を含むこととする。この後に挙げる他の動詞についても同様である。下の 8)、
9)が「もの」
、10)、11)が「こと」の用例である。
「思う」については、このように「もの」
「こと」の用例が両方とも見られた。それぞれ２例目の 9)と 11)には副詞「きっと」が使わ
れているが、
「きっと～ものと思う」
「きっと～ことと思う」のどちらも自然な表現と言える
であろう。
8）ＭＢＡ卒業生が対象とする外資系企業、米国を含めるグローバル企業の多くは、欧
州ビジネススクールの質の高さを認識しており、あくまで本人の実力と人間性次第
だが、欧州のＭＢＡ卒業生は高く評価されているし、今後もその傾向は高まってい
くものと思われる。
（BCCWJ，出版・雑誌，週刊東洋経済）
9）志ん朝師の本が出るのはこれ一冊のみなのできっと皆様に喜こんで頂けるものと思
う。（BCCWJ，出版・雑誌，小説現代）
10）帰らない娘を待って、六十過ぎのき志はただ一人、東京の仮住いで不安な日夜を送
ったことと思われる。
（BCCWJ，図書館・書籍，昭和史のおんな）
11）娘の書く詩を通して、また子どもたちの書く詩を通して、子どもの心をとり戻すこ
とのできた小久保さんは、きっとこれからも子どもといい関係をつくっていくこと
と思います。
（BCCWJ，出版・書籍，話を聞いてよ、お父さん！比べないでね、お
母さん！）
これらの用例は、下のように「もの」
「こと」を削除しても文は成り立つ。
「もの」
「こと」
がある場合と対比させて、「もの」
「こと」がそれぞれ何を表しているかを考えてみよう。
8´）ＭＢＡ卒業生が対象とする外資系企業、米国を含めるグローバル企業の多くは、
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欧州ビジネススクールの質の高さを認識しており、あくまで本人の実力と人間性
次第だが、欧州のＭＢＡ卒業生は高く評価されているし、今後もその傾向は高まっ
ていくと思われる。
9´）志ん朝師の本が出るのはこれ一冊のみなのできっと皆様に喜こんで頂けると思う。
10´）帰らない娘を待って、六十過ぎのき志はただ一人、東京の仮住いで不安な日夜を
送ったと思われる。
11´）娘の書く詩を通して、また子どもたちの書く詩を通して、子どもの心をとり戻す
ことのできた小久保さんは、きっとこれからも子どもといい関係をつくっていく
と思います。
それぞれの用例の内容からは、
「もの」が使われている場合は、
「思う」内容について話し
手の確信がある場合であると考えられる。一方、
「こと」が使われている場合は、
「思う」内
容が確実ではなく、それを推測している場合であると考えられる。これは、安達(1998)が、
「もの」が何らかの根拠があると話し手が捉えている場合に使用され、
「こと」が話し手がそ
の事態の真偽が不確定と捉えているとしていることとも一致する。ただし、
「もの」
「こと」
を削除しても同じような意味で文が成り立ってしまうことから、このような「もの」
「こと」
自体がはっきりとした文法的な意味・機能を持って、それを文に付け加えているというより
は、それぞれの意味をよりはっきりと表すという程度の役割を果たしているのではないかと
考えられる。

次に、
「と考える」
「と見る」について見る。これらは今回、
「もの」しか用例が見つからな
かった。安達(1998)も「ことと考える」「ことと見る」の用例は挙げていない。
12）モルディブ全土では死者・行方不明者合わせて百八名に達したことと比較すると、
マレ島においては、我が国が整備した護岸等が津波被害の軽減に大きく役立ったも
のと考えられます。
（BCCWJ，白書，我が国の政府開発援助）
13）農村部を含む全国レベルでも普及率が高まりつつある洗濯機、扇風機、冷蔵庫、カ
ラーテレビといった白物家電については、今後、日系企業のほか、地場企業でもこ
のような差別化の取組が進展するものと考えられる。
（BCCWJ，白書，ものづくり
白書）
14）最近では、全体として治安の改善が認められるが、依然地方を中心にテロ事件は断
続的に続いており、テロの完全な根絶までには時間を要するものと見られる。
（BCCWJ，白書，国土交通白書）
15）後任にはすでに何名かの名前が上がっており、センシ会長が方向性を決めるものと
見られている。
（BCCWJ，出版・雑誌，週刊サッカーダイジェスト）
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下に「もの」を「こと」に置き換えた作例を示す。確かに「こと」を使用すると、非文法的
というほどではないが、文法的に違和感を感じる。これは「と考える」
「と見る」の方が「と
思う」より話し手の確信を強く表すためではないかと考えられる。
16）a. ？マレ島においては、我が国が整備した護岸等が津波被害の軽減に大きく役立つ
ことと考えられる。
（作例）
b. ??テロの完全な根絶までには時間を要することと見られる。
（作例）
なお、レジスター「特定目的・法律」には他と比べて特殊な用例が見られた。
「もの」につ
いては、次のように「ものと解してはならない」
「ものと認める」
「ものと推定する」といっ
た表現が見られ、他のレジスターにある場合も、法律に関する文章であった。これらは法律
の条文に特有の用法と考えられる。
17）３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
してはならない。
（BCCWJ，特定目的・法律，独立行政法人住宅金融支援機構法）
18）第十六条 国土交通大臣は、前二条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次の各
号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じ
られたものと認めるまでの間、当該船舶保安証書の効力を停止するものとする。
（BCCWJ，特定目的・法律，国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関
する法律）
19）５ 委員会の決議に参加した委員であって第三項の議事録に異議をとどめないもの
は、その決議に賛成したものと推定する。
（BCCWJ，特定目的・法律，会社法）
「こと」についても同様に、
「こととみなす」の独特な用法があった。日常的な用法としては
「ものとみなす」であろうと考えられる。
20）規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二
十号）第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特
別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任
命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこと
とみなす。
（BCCWJ，特定目的・法律，独立行政法人労働政策研究・研修機構法）
3.4 「もの／こと だろう」
次に、「もの」
「こと」が「だろう」と共に使われる場合について見る。21)22)が「もの」
の例、23)24)が「こと」の例である。ここでも 3.3 と同様に、
「だろう」で「であろう」や「で
しょう」といったヴァリエーションを代表させる。
21）あなたの子どもが生まれたら，予防接種をどのように受けさせるか判断を迫られる。
予防接種の知識を，本を読むだけで身につけるのはなかなか難しい。実際にワクチ
8
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ンを手にとってみたり，接種するところを見たりしているうちに実感がわいてきて，
知識が定着していくものだろう。
（BCCWJ，出版・書籍，小児プライマリ・ケア虎
の巻）
22）角海老の大時計は、一しきり大火焰を中空にあげていたが、ごうごうの音とともに
くずれおちていく。弴の他に志賀直哉もかけつけて、そのようすを眺めていた。ラ
ジオさえない時代だが、直哉は号外を見てかけつけたものだろう。
（BCCWJ，図書
館・書籍，今は幻吉原のものがたり）
23）山田監督もすっかり乗り気。来年早々には、再び太秦で時代劇第二作に取り組まれ
ます。たくさんの要求があることでしょう。私たち京都の技術陣も、また、心して
あっと言わせるアイデアで受けてたちましょう。楽しみです。
（BCCWJ，新聞，京
都新聞）
24）古井は、青年団の団長で、台風が来るたびに、真っ先に川へと車を走らせる。上流
のダムの事務所から、いち早く増水時の放水情報を受けられるようにと無線の免許
を取ったのも古井が最初だ。今日の彼は電卓の代わりに一日中無線機を持ち歩き、
ラジオをつけ放しにしていることだろう。
（BCCWJ，出版・書籍，風変りな魚たち
への挽歌）
これらの用例の「もの」
「こと」を削除した場合、どうなるかを見てみよう。
「もの」の場
合、ル形に接続する 21)は「もの」を削除しても文が成り立つが、タ形に接続する 22）はａ
のように「もの」がないと、反実仮想のような表現になり、文脈に合わなくなってしまう。
ｂのように「の(だ)」を補えば「もの」と近い意味になると考えられる。
21´) あなたの子どもが生まれたら，予防接種をどのように受けさせるか判断を迫られ
る。予防接種の知識を，本を読むだけで身につけるのはなかなか難しい。実際に
ワクチンを手にとってみたり，接種するところを見たりしているうちに実感がわ
いてきて，知識が定着していくだろう。
22´) a.＊角海老の大時計は、一しきり大火焰を中空にあげていたが、ごうごうの音と
ともにくずれおちていく。弴の他に志賀直哉もかけつけて、そのようすを眺めて
いた。ラジオさえない時代だが、直哉は号外を見てかけつけたであろう。
b. …直哉は号外を見てかけつけたのであろう。
タ形に「ものだろう」が接続する場合に「もの」を削除すると意味が変わってしまう点につ
いては、
「だろう」の特徴と言えそうである。先に見た「と思う」なら、
「…かけつけたもの
と思われる」と「…かけつけたと思われる」で意味が変わらない。
また、
「ものだろう」と「のだろう」の類似については、揚妻(1990)が次のような例を挙げ、
「ものだろう」はあくまで先行状況がどうであるかを解説するものであるので、
「のだろう」
9

東アジア国際言語研究 第 2 号
のように先行状況を基にしてそこから自由に主体的判断を行うことはできないという違い
を述べているが、上で見た置き換えのように両者が重なる場合もあると言うことができるで
あろう。
25）ａ．どんより曇ってきた。雨でも降るのだろう。
（揚妻 1990:(27a)) （記号や下線の
表記を本稿に合わせた。次の例も同様）
ｂ．？どんより曇ってきた。雨でも降るものだろう。
（揚妻 1990:(27b))
一方、
「こと」の場合は、下のように削除をしてもあまり意味が変わらずに文が成り立つよ
うである。このことからは、このような推量を表す「だろう」と、
「ことだろう」があまり変
わらない表現であると考えられる。
23´）山田監督もすっかり乗り気。来年早々には、再び太秦で時代劇第二作に取り組ま
れます。たくさんの要求があるでしょう。私たち京都の技術陣も、また、心して
あっと言わせるアイデアで受けてたちましょう。楽しみです。
24´）古井は、青年団の団長で、台風が来るたびに、真っ先に川へと車を走らせる。上
流のダムの事務所から、いち早く増水時の放水情報を受けられるようにと無線の
免許を取ったのも古井が最初だ。今日の彼は電卓の代わりに一日中無線機を持ち
歩き、ラジオをつけ放しにしているだろう。
ここでも「こと」の存在は、必須というほどではないのであろう。
「ことだろう」という表現
を、事態の不確実さを表す表現とその事態に対する推量の表現の組み合わせと考えると、事
態の不確実さが明確に表されなくても推量は成り立つというように考えられる。
また、
「ことだろう」については、次のように程度を推測する「さぞ（や）」
「何度」という
表現と共に使われるという特徴がある。
26）モーニングを着た紳士らしき二人の若者が将棋を指しながら旅行しているという風
景は、他の乗客にはさぞや異様に映ったことでしょう。
（BCCWJ，新聞，高知新聞）
27）最近は寝てばかりだった。脳みそが死んでいくと、何度苦笑したことだろう。
（BCCWJ，出版・書籍，夏は、夜。
）
「ものだろう」の場合は、このような表現は見られない。ただし、次のように「ものだろう
か」であれば可能である。
28）怒りを感じなければ、どんなに幸せな日々を送れるものだろうか、と思う一方で、
「怒り」はエネルギーの素のような感じもする。
（BCCWJ，図書館・書籍，｢NO!｣
を言うことから始めよう）
「ものだろうか」は程度を推測する表現がない場合もあるが、
「ことだろうか」は、程度を推
測する表現を必ず取るようである。安達(1998:214)は「
「こと」の介在がおこるのは疑問詞（不
定詞）によって形成される補充疑問のタイプに限定される」としている。また、指摘のみで
10
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あるが、
「ことか」の同様の表現との類似を指摘している。筆者の用例で類似関係を見てみよ
う。
29）清一とミツは、この思いがけない出来事をどれほど嘆き悲しんだことだろうか。
（BCCWJ，図書館・書籍，音のない記憶）
30）泊瀬とは「果つ瀬」で初瀬川に山々が迫っているという意味だという。歩くしか手
段がなかった頃、ここはどれほど深い山の中だったことだろうか。
（BCCWJ，出版・
雑誌，旅の手帖）
29´）清一とミツは、この思いがけない出来事をどれほど嘆き悲しんだことか。
30´）…ここはどれほど深い山の中だったことか。
筆者は、
「ものか」
「ことか」を論じた高橋(2014)で、このような「ことか」の程度のはなは
だしさを述べる用法を〈感心・あきれ〉の用法とし、
「ことだ」の〈感心・あきれ〉の用法と
の類似について述べた。例えば次のような例である。
31) その話を聞いて、どんなにあきれたことか。
（高橋 2014:69））
32) そんな話をするなんて、あきれたことだ。
（高橋 2014:70））
29´）30´）の例ではこのような対応関係は作れないようであるが、
「ことか」
「ことだ」の
〈感心・あきれ〉の用法と、さらにここで見た「ことだろう」
「ことだろうか」の用法は共通
性があると見ることができる。
一方、
「もの」については、
〈感心・あきれ〉の用法は「ものだ」にしかなく、
「ものか」に
は〈反語〉
（例：負けるものか）
、
〈願望〉
（例：だれかに協力してもらえないものか）
、
〈適当〉
（例：私がしてもいいものか）がある。このうち、
〈願望〉には下記のように「ものだろうか」
の用法がある。グループ・ジャマシイ(1998)では、
「ものか」の項目に「２ Ｖ-ないものだろ
うか」があり、
「あるできごとの実現を望む話し手の気持ちを表す。
」とされている。
33) だれかに協力してもらえないものだろうか。
（グループ・ジャマシイ 1998:593(4)）
34) Ａ：彼と話しができないものでしょうか。
Ｂ：何とか方法を考えましょう。
（グループ・ジャマシイ 1998:593(6)）
以上のことから、ここでも「もの」と「こと」の違いが考えられる。
「ことだろう」に程度
を推測する表現が多く共起することからは、
「こと」が表す事態の不確定性が、安達(1998)の
言う真偽の不確定のみでなく、事態の程度の不確定にも及ぶものであると考えることができ
る。一方、
「もの」については、ここでも、事態の確定性を表すと考えることができる。
4. おわりに
本稿では、筆者の研究に基づいた「もの」
「こと」を含む複合辞についての捉え方を示した
後、それらと名詞「もの」
「こと」との中間的な用法として、話し手の認識を表す文末表現に
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「もの」
「こと」が前接する用法を取り上げ、先行研究を参照しながら、具体的な用例に基づ
いて「もの」
「こと」それぞれの特徴を見た。ここで見たそれぞれの特徴が、名詞としての特
徴と、複合辞としての特徴の双方と繋がるものとして把握できたと考える。
注
1) 筆者は連体修飾構造を「関係節の構造」
「内容節の構造」
「
（連体形式の）副詞節の構造」の３
タイプに分ける立場をとる。なお、連体修飾構造の分類については、全体を２分割する寺村
(1975-78)、奥津(1974)による分け方が広く知られている。ここで名詞「もの」は一方のみ、
「こ
と」は両方が可能というのは、この２分割する場合においても同様に成り立つ。
2) このコーパスからの用例収集は、本稿に示す研究助成による専修大学大学院生の作業によるも
のである。
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動詞目的語としての「ソレ」に関する一考察
―中国語との対応をめぐって―
A Study of“Sore” as a Verb Object: Concerning Chinese
Equivalents
単 艾婷
SHAN Aiting
提要 本文从学习者的误用例出发，着眼于作为动词宾语的「ソレ」，对其与汉语的对应方法进
行了分析和考察。分析结果表明：作为动词宾语的「ソレ」对应汉语的方式是省略宾语或者将
其对应的内容具体化。同时，本文通过对「ソレ」和“那个”的本质区别进行考察，得出了以
下结论：日文的「ソレ」是具有可变解释的非指示性的“实指”
，而中文的“那个”是不具有可
变解释的指示性的“虚指”。
キーワード：動詞目的語、ソレ、モノ照応、コトバ照応、行為照応
目次
1． はじめに
2． 先行研究
3． 分析資料及び方法
4． まとめと考察
5． おわりに
1. はじめに
日本人中国語学習者の作文には、次のような誤用がしばしば観察される。
（1）*三连休的第一天，我在家待了一天。我感觉夏天的疲劳消除了。第二天我整理了冰
箱里的东西。我想在夏天之前做那个，但是没能做到。
三連休最初の日、私は一日家で過ごしました。夏の疲れが取れたようです。次の日
私は冷蔵庫の整理をしました。私はそれを夏前にしたかったのですが、できません
でした 1）。
（2）*上周去了美发厅，剪了 10 厘米左右的头发。我变得喜欢洗头和吹风机了。第二天
13
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我想要新吹风机，就买了那个。
先週美容室に行って、髪の毛を 10 センチぐらいカットしました。シャンプーとド
ライヤーが楽になりました。次の日新しいドライヤーが欲しくなって、それを買い
ました。
（1）
（2）では、日本語は指示表現「ソレ」を用いて前文の先行詞と照応し、それぞれ「冷蔵
庫の整理」
「新しいドライヤー」を指し示す。しかし、この「ソレ」を中国語にするとき、
“那
个”に置き換えるのは不自然である。現場指示の場合、例えば、買い物をしている人が自分
（行為者主体）から遠い場所にあるものを指して「それをください」という場合、
“我要那个”
と言うことができる。しかし、
（1）
（2）のような文脈指示の場合、
「ソレ」＝“那个”となら
ないのはなぜだろうか。本稿では、文脈指示における「ソレ」に焦点をあて、中国語と日本
語の対応関係について検討を加える。特に、上記例のような齟齬が生じる原因を明らかにし、
得られた示唆を学習者の指導法に還元することを目指す。
2. 先行研究
日本語の指示表現、中国語の指示表現、また日中両言語の指示表現の対照研究は、これま
で数多くなされてきた。秦礼君（1995）は、日本語の指示代名詞は動詞目的語として用いら
れることが多いのに対し、中国語にはそのような用いられ方は少ないと指摘しているが、そ
の理由については言及していない。一方、木村英樹（2012）は、中国語の“这/那”は動詞文
の主語や目的語の位置に立てないという点で「コレ/ソレ/アレ」とは異なると指摘する。例え
ば（3）（4）の例である。
（3）*这倒了。
［これが倒れた。］
（木村英樹 2012：17（4）
）
（4）*我想用那。
［私はあれを使いたい。］
（木村英樹 2012：17（5）
）
この例文の“这/那”を“这个/那个”に置き換えた（5）
（6）は、自然な表現となる。
（5）这个倒了。
［これが倒れた。
］
（6）我想用那个。
［私はあれを使いたい。
］
“这/那”は動詞文の主語や目的語になれないのに対し、
“这个/那个”は可能である。であれ
ば、“这个/那个”は日本語の「コレ/ソレ/アレ」と異なるとは言い切れないのではないだろ
うか。これらの先行研究からは、冒頭に挙げた日本人学習者による“那个”の誤用は、文法
上の制約によるものではなく、意味機能の制約によるものではないかと予想される。ただし、
（5）
（6）はいずれも現場指示の例であり、問題となっている文脈指示の例ではない。そこで、
本稿では特に文脈指示に限定し、日本語の「ソレ」を中国語に訳す場合どのように対応する
のが妥当であるかを検討する。
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3. 分析資料及び方法
本稿は、主に《日本童话故事精华选》
（日本童話名作選）と《日本短篇小说精华选》
（日本
短篇小説名作選）より用例を収集した。
分析は次の 3 ステップを踏む。まず、日本語の「ソレ」のうち動詞目的語としての用例を
収集する。王亜新（2004）は文脈指示の典型が先行文に現れた対象を照応させる「文脈承前」
の用法であり、それをさらに「モノ照応」と「行為照応」に分けることができると述べてい
る。本稿は王亜新(2004)で言及された「モノ照応」
「行為照応」
、そして本分析資料から観察
された「コトバ照応」を加えた 3 つに分類し、それぞれに対応する中国語はどのような表現
であるかを観察するとともに、そのような表現となる理由についても考察する。最後に、学
習者の誤用の原因を明らかにし、得られた示唆をもとに指導法の提案を行う。
4. 分析
本節では、ⅰ「モノ照応」、ⅱ「コトバ照応」、ⅲ「行為照応」の具体例を観察する。
4.1「モノ照応」
「モノ照応」はさらに特定のモノと不特定のモノに分かれる。まず、
「ソレ」が指し示す先行
詞が特定できるモノである場合の用例を見てみよう。
（7）男の子は、山へ行ってたきぎをあつめ、それを村の酒屋へもっていっては、お酒
ととりかえてもらいました。
（酒の泉）
男孩去山里捡柴，再把柴送到村里的酒馆给爸爸换酒喝。
（8）ちょっと離れたところに、踏みつけられた戦闘帽が目についたので、拾って見る
と、僕の帽子によく似ているが僕のではない。まあ良いわいと、それを被って高橋
夫人と一緒に構外に出た。（黒い雨、王亜新 2004：85（2）
）
我看见在不远的地方，有一顶被人踩过的战斗帽，捡起来一看，很象我的，但不是我
那一顶。这也行啊，我把它戴上，和高桥夫人一起走出了车站。
（7）（8）は、
「ソレ」を用いて、それぞれ先行詞「たきぎ」と「踏みつけられた戦闘帽」を
指し示す。中国語訳では、
（7）では“柴”
（たきぎ）と先行詞そのものが繰り返され、
（8）で
は第三人称モノ代名詞“它”が使われている。この 2 例は、ともに処置文（
“把”構文）が使
われている。処置文では目的語が必須でかつ特定であるという構文制約があるため、中国語
訳では先行詞そのものを反復するか、第三人称モノ代名詞“它”を用いるという 2 つの対応
法が見られる。一方、
（9）の例はどうか。
（9）家へ走り帰るとすぐ吉は、鏡台の抽出から油紙に包んだ剃刀を取り出して人目に
つかない小屋の中でそれを研いだ。（笑われた子）
刚一跑回家，阿吉便立刻从梳妆台的抽屉里拿出了用油纸包着的剃刀，然后到一间不
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起眼的小屋里磨了起来。
処置文を使わない場合、
「ソレ」にあたる言葉は見られない。すなわち、中国語に翻訳すると
き、
「ソレ」は省略されることになる。これは、省略しても文脈上指示関係が明らかなためで
ある。動詞（研ぐ）の目的語がなくても文脈から剃刀（カミソリ）であることは特定できる。
日本語では、指示表現「ソレ」によって文間または節間のつながりが保証されるのに対し、
中国語では「先行詞の反復」
、
「第三人称モノ代名詞“它”
」
、
「省略」といった手段によってそ
の結束性を表現する。
次に、「ソレ」を指し示す先行詞が不特定である場合の用例を見てみよう。
（10）私も直ちに言葉を習いはじめ、もうかなりの単語を頭に入れ、それを書くことも
できます。
（マッテオ・リッチ伝、王亜新 2004：85（4））
我立刻开始学习汉语，已经记住了不少单词，也会写？了。
（10）の「ソレ」は、前節の「かなりの単語」と照応している。
「かなりの単語」は不特定で
あるため、中国語では翻訳されていない。
4.2「コトバ照応」
（11）じいさんは、
「そうだな、山のおおかみもおっかないが。
」というと、声をひそめ
て、「ほれ、こんな古い家じゃ。雨がふれば、すぐ雨もりがする。古屋のもりが、
いちばんおっかないわい。
」と、こたえました。ばあさんはそれをきくと、大きな
声で、
「そうじゃ、ふるやのもりが、いちばんおっかないねえ。そろそろやってく
ることだ。
」
（ふるやのもり）
老爷爷低声又说：
“我们这个破房子，一下雨就会漏雨。我觉得漏雨老宅是最令人害
怕的。”老奶奶听了老爷爷的话，大声说道：
“对哦！漏雨老宅最可怕。眼看它就要来
了呢。”
（11）は「ふるやのもり」という童話の一節で、じいさんとばあさんは世界で一番おっかな
いものは何かについて話している。ここの「ソレ」は、じいさんの「ほれ、こんな古い家じ
ゃ。雨がふれば、すぐ雨もりがする。古屋のもりが、いちばんおっかないわい。
」というセリ
フを指す。中国語では、
「ソレ」は具体的に“老爷爷的话”
（じいさんの話）と訳されている。
似たようなコトバを指す「ソレ」の用例はいくつか見られるが、いずれも“听了这话”
（この
話を聞いて）
、
“听到这里”
（ここまで聞いて）などと翻訳されている。つまり、コトバを指し
示す場合の「ソレ」は、ラベル貼り 2）の“这话”
（この話）や、そのコトバを発した人物に言
及する“～的话”
（～の話）
、聞いた時点に言及する“听到这里”
（ここまで聞いて）といった
形で対応される。ただし、翻訳されない場合もある。
（12）「お日さま、お日さま。いま、もぐらのやつが、あなたを弓矢で射おとしてやる
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といって、高い木にのぼっていきました。ご用心ください。
」お日さまは、それを
きくと、
「もぐらめ、けしからんやつだな。そんなことをするなら、ひとつ、こら
しめてやらなくてはならない。きょうから、もぐらは、土の上を歩くことはあい
ならん。
」といって、おこりました。
（お日さまを射そこなったもぐら）
“太阳殿下，太阳殿下，鼹鼠那家伙说要用弓箭把您射下来，他已经爬到大树上了。
您可要当心啊！
”太阳听了，非常气愤，
“臭鼹鼠，岂有此理！他这么做，我必须狠
狠地教训他一下。从今天开始，不允许他在地上行走。
”
これは、お日さまを射落とそうとするもぐらについて、ひきがえるがお日さまに告発する場
面である。この「ソレ」は、ひきがえるの告発のセリフを指し示している。中国語では、た
だ“太阳听了，非常气愤”（お日さまは聞いて、非常に怒った）と表現するだけで、「ソレ」
自体は翻訳されていない。
4.3「行為照応」
（13）お姫さまが、八幡さまへあがる坂にさしかかったときでした。とつぜん鬼がでて
きて、お姫さまをとって食おうと、大きな口をあけてとびかかってきました。それ
をみた一寸法師は、すばやく鬼の口の中へとびこみました。（一寸法師）
正当小姐临近八幡宫的上坡路时，一只恶鬼突然现身，张开血盆大口想要吃掉小姐。
看到这一情形，一寸法师敏捷地跳入恶鬼地嘴里…
（14）「いくらいいお酒でも、いちどにたくさんのんでは体によくない。」男の子はそ
う考えたので、ひょうたんに一杯、その晩にのむぶんだけくみました。それを、何
年も何年もつづけました。父さんは、男の子が酒の泉からくんでくるお酒をたのし
みにのんで暮らしていましたが、やがて年をとって死にました。（酒の泉）
“不论多好的酒，一下子喝多了对身体也不好。
”男孩想到这儿，就每天只打回一葫
芦当晚喝的量。一晃过了很多年，爸爸每天享用着男孩从酒泉打回地酒，慢慢老去，
直到离开人世。
（13）は一寸法師の話である。この「ソレ」は、鬼が出てきてお姫さまをとって食おうとし
たという出来事を指し示す。中国語では“这一情形”（この状況）と訳されている。（14）
は、酒の泉を発見した男の子が父さんのために毎晩お酒をくみに行く話である。この「ソレ」
は、前文の「ひょうたんに一杯、その晩にのむぶんだけくみました」という男の子の行為を
指し示している。中国語は、“一晃过了很多年”（あっという間に数年が経った）と表現さ
れ、「ソレ」は訳出されていない。ほかの行為照応の用例を見ても、ほとんどの「ソレ」は
訳出されず、“看了”（見た）
、
“看到后”
（見た後）などと対応している。
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5. まとめと考察
前節では、動詞目的語としての「ソレ」に照応する先行詞を「モノ照応」
、
「コトバ照応」
、
「行為照応」の 3 つに分けて用例を観察した。その結果は、表 1 の通りである。
表 1 動詞目的語としてのソレと中国語との対応

モノ照応

特定のモノ
不特定のモノ

コトバ照応

行為照応

・先行詞反復
・第三人称モノ代名詞“它”
・省略
・省略
・ラベル貼り：“这话”
（この話）
、
“～的话”
（～の話）
・聞いた時点での言及：
“听到这里”（ここまで聞いて）
“听了以后”
（聞いた後）
・省略：
“听了”（聞いて～）
・ラベル貼り：“这一情形”（この状況）
・見た時点での言及：“看到后”
（見た後）
・省略：“看了”（見て～）

「モノ照応」は、さらに「特定のモノ照応」と「不特定のモノ照応」に分かれる。先行詞
を表すモノが特定できる場合、中国語では、
「先行詞反復」
、
「第三人称モノ代名詞“它”」
、
「省
略」という 3 つの対応が見られた。一方、先行詞を表すモノが不特定の場合、
「ソレ」は翻訳
されないのが一般的なようである。
「コトバ照応」の「ソレ」は、中国語の対応法として、
「ラ
ベル貼り」や「聞いた時点での言及」
、
「省略」が挙げられる。
「行為照応」は、
「コトバ照応」
と似たような対応法が観察される。すなわち、
「ラベル貼り」や「見た時点での言及」
、
「省略」
などの手法である。以下では、なぜこのような対応法になっているのか、また、
「ソレ」と“那
个”の根本的な違いとは何か、について考察する。まず、
「ソレ」の「ソ」の持つ曖昧性に注
目する必要がある。
金水敏・田窪行則（1990）は次の例を挙げている。
（15）これ、ついそこの菓子屋で買ってきたんだけど、食べる？
（金水敏・田窪行則 1990：138（44）、下線は筆者）
（16）「おでかけですか」
「ええ、ちょっとそこまで」
（金水敏・田窪行則 1990：138（45）、同上）
金水敏・田窪行則によると、（15）
（16）の「ソ」は、遠くも近くもない場所を指し示すとい
うニュアンスを持っている。通常、話し手・聞き手がともに知っている要素を指し示す時に
「ソ」が用いられるが、
（15）
（16）のような聞き手との要素の共有が考えにくい場合もある
ことから、
「ソ」が曖昧な用途でも使用可能であることがわかる。そして、このような曖昧さ
の許容が、日本人中国語学習者の作文で（17）のような誤用を生む。
（17）*四月日本的到处开樱花。那儿我看到很多中国人。
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最近は、たくさんの中国人が日本に訪れます。四月は至るところに桜が咲きます。
そこでも中国人を見かけます。
（18）最近のアイドル歌手はそのへんにいる女の子と変わらない。
（金水敏・田窪行則 1990：138（46）、下線は筆者）
（17）の「そこ」とは何を指し示すのか、
「至るところ」とはどこなのか、いずれも曖昧であ
る。（18）も、
「そのへん」には具体的なイメージがない。金水敏・田窪行則はこれらの曖昧
な用法を「中称」と呼び、
「コ」や「ソ」のすきまを埋める表現として機能すると指摘する。
ただし、その背景・要因については言及していない。
こ の問題を解決するために、Neale, Stephen（1990）の示す object dependent/ object
independent という概念と、堤良一（2012）の示す「ソノ」の変項原理を援用して考察した
い。Neale, Stephen（1990）は、すべての自然言語の名詞句は「指示表現」か「量化表現」
かのいずれかであると指摘する。例えば、英語の固有名詞、指示詞、一部の代名詞は「指示
表現」で、そのほかの名詞句は「量化表現」であるとする。両者の区別は、それらの名詞が
object dependent（指示表現）であるか、object independent（量化表現）であるかというこ
とである。堤良一（2012）は、Neale, Stephen（1990）の object dependent/ object independent
の概念を用いて、日本語の指示詞を伴った名詞句について分析している。堤良一によると、
指示詞「コ/ア」を伴った名詞句は object dependent であり、
「ソ」を伴った名詞句は object
independent であるという。例として、
（19）
（20）を見てみよう。
（19）私は今日この公園で、この前の陸上記録会の優勝者に会うことになっている。そ
の/*この優勝者はここまで車で来るそうだ。
（堤良一 2012：39（22b）
、一部修正）
（20）私は今日この公園で、今年の琵琶湖マラソンの優勝者と会うことになっている。
その/この優勝者はここまで走ってくるそうだ。
（堤良一 2012：39（22d）
、一部修正）
（19）では「コノ」が使えないのに対し、
（20）では「コノ」が使える。堤良一によれば、
（19）
は文脈から「優勝者」が複数いてその中の誰か（x）が来るのに対し、
（20）は通常「マラソ
ンの優勝者」は 1 人であるため、
「優勝者」は唯一的となり、
「コノ」
「ソノ」両者とも使え
る。簡略化すれば、以下（21）
（22）のようになる。
（21）その優勝者（x）→非指示的｛x/A｝（堤良一 2012：39（22e）
、一部修正）3）
（22）その/この優勝者→直接指示（
「この優勝者」＝A）
（堤良一 2012：39（22f）、一部修正）
そして、
「コノ/ソノ」の機能を次の（23）
（24）のようにまとめている。
（23）「ソノ」の機能：ソノをともなった名詞句は、意味解釈において変項（x、y、z…）
として解釈される。
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（24）「コノ」の機能：コノをともなった名詞句は「話者にとって指示的」である。
堤良一は「コノ/ソノ」のみについて述べているが、これはコ系
統とソ系統全般に見られる特徴と言える。ソ系統は変項として
意味解釈ができるため、客観性・中立性（x=1、直示的）がある
一方、曖昧性（x、y、z…、非直示的）の特徴も見られる。その
ため、本稿で取り上げた「モノ照応」に関して、先行詞が特定か
否かにかかわらず、
「ソレ」を用いることが可能となる。
では、中国語の“那个”はどうだろうか。結論を言えば、
「ソレ」は変項解釈を持つ非指示
的であり、
「実」
（content）であるのに対し、
“那个”は変項解釈を持たず指示的であり、
「虚」
（function）である。中国語では文脈指示では通常“这”（コ系統）が用いられ、
“那个”は
少ない（王亜新 2004 など）
。そして、具体的な名詞とともに使われる。例えば、
（25）は自然
であるのに対し、
（26）は不自然となる。
（25）昨天看了新上映的电影。那个电影很不错。
（作例）
昨日公開の映画を見た。その映画はとてもよかった。
（26）昨天看了新上映的电影。*那个很不错。
（作例）
昨日公開の映画を見た。それはとてもよかった。
日本語は「ソレ」のみでも実質的な内容を指示することができるのに対し、中国語の“那个”
は実質的な内容を指示することができない。そのため、
“那个”＋名詞という形で使われる。
では、なぜ“那个”は文脈指示において実質的な内容を指示することができないのか、それ
は“那个”自身の「虚」と関係しているように思われる。木村英樹（2012）は、前述の⑷⑸
において、中国語の“这/那”は動詞文の主語や目的語の位置に立てないという点で「コレ/ソ
レ/アレ」とは異なることを指摘した。
（27）*这倒了。
［これが倒れた。］
（木村英樹 2012：17（4）再掲）
（28）*我想用那。
［私はあれを使いたい。］
（木村英樹 2012：17（5）再掲）
従来、“这/那”はそれ自身の範疇概念として＜事物＞（＝コト・モノ）の意味を担うものと
されてきたが、木村英樹は、
（27）
（28）に見られる“这/那”のような振る舞いは従来の考え
方だと理解しにくいと指摘し、むしろそれ自身何らの範疇概念も担わず専ら指示概念のみを
担う語だと主張する。つまり、方向を支持するための矢印のように、対象（事物）のありか
を知らせるべくそれを「指し示す」だけの役割を担うものであって、それ自身が指し示され
た先の対象（事物）を「表し示す」ものではないと定義する。そのため、
“这/那”の意味す
るところは実体性に乏しく、名詞に相当する文法機能を欠いており、虚詞（機能語・function
word）的に捉えるべきだとしている。一方、
“这个/那个”という形式は、
“这/那”と量詞“个”
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（個）の直結した形である。
（27）
（28）の“这/那”を“这个/那个”に置き換えると、
（29）
（30）はいずれも自然な表現となる。このことから、木村英樹は、
“这/那”とは対照的に“这
个/那个”はより実体的で名詞相当の機能を具えており、日本語の「コレ/ソレ/アレ」により
対応すると述べている。
（29）这个倒了。
［これが倒れた。
］
（⑸再掲）
（30）我想用那个。
［私はあれを使いたい。
］
（⑹再掲）
木村英樹の指摘する通り、
“这个/那个”は“这/那”より指示対象を特定できるニュアンスが
強まる。それは、
“这个/那个”の量詞“个”
（個）の後には通常名詞が来るものであり、その
名詞が省略されていても理解（特定）できるためである。現場指示の場合、目の前にそのモ
ノがあるため強いて言及する必要がない。しかし、文脈指示の場合、前述の通り、
“这个/那
个”のみで「ソレ」に対応することはできず、より具体的に指示する必要があった。すなわ
ち、文脈指示においては、
“这个/那个”もまた「虚」であると言える。そのため、
「ソレ」を
中国語に訳す際に、具体的に対応させる必要が生じる。なお、省略も可能であったが、これ
はその談話を保つ結束性のメカニズムが異なるためである。このことについては、別稿に論
を譲りたい。以上の考察から、本稿の主張を以下のようにまとめる。
・日本語の「ソレ」は変項解釈を持つ非指示的であり、「実（content）
」である。
・中国語の“那个”は変項解釈を持たず指示的であり、
「虚（function）」である。
6. おわりに
ここで、冒頭に提示した学習者の誤用例を修正する。
*三连休的第一天，我在家待了一天。我感觉夏天的疲劳消除了。第二天我整理了

（1）

冰箱里的东西。我想在夏天之前做那个，但是没能做到。
修正案 1：我本想在夏天之前整理的（私は夏前に整理したかったのですが…）
修正案 2：我本想在夏天之前整理冰箱的（私は夏前に冷蔵庫を整理したかったのですが…）
*上周去了美发厅，剪了 10 厘米左右的头发。我变得喜欢洗头和吹风机了。第二天

（2）

我想要新吹风机，就买了那个。
修正案 1：第二天我想要新的吹风机，就买了。
（次の日新しいドライヤーが欲しくなって、買った。
）
修正案 2：第二天我想要新的吹风机，就买了一个。
（次の日新しいドライヤーが欲しくなって、1 つ買った。
）
本稿は、学習者の誤用例を出発点として、動詞目的語としての「ソレ」に着目し、その中
国語の対応方法について分析・考察を行った。分析結果から、
「ソレ」を中国語に翻訳する場
21

東アジア国際言語研究 第 2 号
合、目的語を省略するか具体的に言及するかといった対応法が明らかになった。また、
「ソ
レ」と“那个”の本質について考察を行った。「ソレ」は変項解釈を持つ非指示的で「実
（content）
」であるのに対し、中国語の“那个”は変項解釈を持たず指示的で「虚（function）
」
であるという結論に至った。なお、この結論は文脈指示に限るものであることを断っておき
たい。今後は、より多くの用例を収集し、日中両言語における指示詞全般の対応例について
分析していく。
注
1） 日本語訳は日本人学習者によるものである。
2） 「ラベル貼り」は、庵功雄（2019）の用語による。先行する発話や文連続を指示しそれらに
名付けをする（ラベルを貼る）用法である。
3） 堤良一（2012：35）は、
「指示的/非指示的」の定義を次のように示している。
「ある名詞句（a）
が世界の対象物を直接指示するとき、その名詞句を指示的であると言い、意味解釈において
変項を導入するとき、その名詞句を非指示的であると言う」
。
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日本人中国語学習者の謝罪言語行動における誤用
―教員に対する発話を例として
Misuses of Apologizing Expressions by Japanese students
of the Chinese Language
温 琳
WEN Lin
提要 “抱歉”、“对不起”、“不好意思”都是现代汉语中比较常见的表示道歉的表达。
关于它们三者之间的异同已有很多的论著。然而从日本汉语学习者角度出发的研究却几乎为
零，从而导致日本汉语学习者无法正确区分和运用汉语中的这些道歉表达。本文通过进行问
卷调查的方式来调查日本汉语学习者和汉语母语者如何区别使用“抱歉”、“对不起”和
“不好意思”,并通过解析汉语母语者在向教师道歉时使用的表达及方式推导出在对方是长
辈、上司时更为恰当的道歉表达及方式。在结尾部分，笔者将提出汉语抱歉表达更为有效的
教学法以供参考。
キーワード：謝罪表現 定型表現 非定型表現 学生 教員
目次
1. はじめに
2. 先行研究
3. 調査概要
4. 謝罪言語行動における日中対照
5. 考察
6. おわりに
1. はじめに
学生が筆者に謝罪する際、よく“老师，不好意思，我今天起晚了”、
“不好意思，我忘带
（作业）了”といった表現を用いる。筆者はこれらの発話に三つの違和感を抱いた。(1)教
員に対して謝罪する表現として“不好意思”は適切か。(2)謝罪表現を発話する前に、
“老
23

東アジア国際言語研究 第 2 号
师”という呼びかけ表現が必要なのではないか。(3)謝罪の表現が単調で誠意を感じない。
このような謝罪のしかたが日本人中国語学習者の間で定着すると、実際のコミュニケー
ションに支障をきたしかねない。本稿は中国語を母語とする学生と日本人中国語学習者

1）

に対して質問紙調査を実施し、まず中国語母語話者が教員に対して謝罪する際、実際には
どのような表現をどのような割合で使用するかを明らかにする。そのうえで、日本人中国
語学習者のデータと比較することによって、日本人中国語学習者が中国語を用いて謝罪言
語行動を行う際の問題点を洗いだす。そして謝罪言語行動により有効なストラテジーを提
示する。
2. 先行研究
ここで中国語の謝罪表現に関する先行研究について触れておく。中国語の謝罪表現に関
する先行研究は、三つのタイプに分けることができる。(1)意味論、語用論の手法を用いた
謝罪表現研究（彭国躍（２００３）、彭国躍（２００５）、陶琳（２００７））、(2)日本
語の謝罪表現との対照研究（高橋優子（２０１２）、趙翻（２０１２）、趙翻（２０１４））、
(3) “对不起”、“不好意思”、“抱歉”の使用状況を調査し、
“不好意思”が“抱歉”、
“对不起”と置き換え可能か否かを検証した研究（関英明（２０１４）、石楠楠・李柏令
（２０１５））である。なお、(3)の研究は中国人研究者によるものが多い。
彭国躍（２００５）では九つの場面を設定し、中国人大学生を対象に質問紙調査を行っ
た結果、三つある中国語の謝罪明示表現 2)“对不起”、
“不好意思”、
“抱歉”のうち、
“对
不起”が圧倒的に多く使用され、謝罪明示表現の中で最も汎用性が高いことが分かった。
一方、
“不好意思”は相手への加害事実はないが、相手との間に利益不均衡が生じた場面に
おいても使用される。また、
“不好意思”が同年代の相手に対して比較的多く使用されるの
に対して、
“抱歉”は身内以外の目上(先生)に多く使用される傾向にあることも明らかに
なった。また、暗示型謝罪発話表現 3）を六つのタイプに分類し分析しており、暗示型謝罪
発話表現を明示型謝罪表現と共に使うことにより、謝罪意図を補強することができると指
摘している。
陶琳（２００７）では中国語の謝罪表現を 24 の意味類型に分類し、その意味類型の概念
を用いて中国語の台本を分析した結果、謝罪表現には様々な意味類型が用いられているこ
と、第一発話として“呼称付与”の意味類型が優先され、次には“責任認識”
、
“詫び表現”
、
“説明・弁明”といった意味類型が高い確率で使用されることが確認された。この研究結
果は‟呼称付与を使用しなければ失礼にあたるという危険性が存在する”
（輿水優（１９７
７））を裏付けた形となり、謝罪表現を用いる際の一つの指針である。
趙翻（２０１２）は過失の程度と謝罪相手により、六つの場面を設定し、日本人大学生
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と中国人大学生の対照研究を行った。ここでは本稿と関連のある中国人大学生のデータの
みに注目する。謝罪の定型表現 4）ついては、
“对不起”の使用が最も多く、特に中度や重度
の場合に多く現れることに対して、
“不好意思”は軽度の場合に多く使われる傾向がある
こと、“抱歉”は全体的に使用率が低いことが分かった。謝罪の非定型表現について、「事
実認め」が最も多く使用されたが、その次は「呼びかけ」、
「対策／提案」
、
「感動詞」の順
に使用頻度が高かった。ただ、課題もある。趙翻（２０１２）が設定した場面は軽度、中
度、重度に分ける基準が示されておらず、場面設定の基準に曖昧さが残る。
これらの先行研究を踏まえ、本稿は教員に対して謝罪する場面での日本人中国語学習者
と中国語母語話者の謝罪言語行動を考察する。
3. 調査概要
本研究は主に談話完成テスト（DCT）に基づく言語使用の意識調査法を用いる。日本人
中国語学習者と中国語母語話者を対象とした、質問紙調査によって日本人中国語学習者と
中国語母語話者が教員に対して用いる謝罪表現の使用状況を調査し、中国語の謝罪表現で
ある“对不起”、“不好意思”、“抱歉”の使用分布を明らかにする。そして、教員に対
する謝罪という特定の謝罪場面において三つの謝罪表現の適切性を検証し、インターアク
ションにおいてどの表現がより好ましいかを究明する。
調査地点は、中国北部にある山西省大同市第一中学（中高一貫校）及び大同大学、筆者
が勤務している日本の大学である。被験者は、山西省大同市の中学生（20 名）
、高校生（20
名）、大学生（20 名）計 60 名、筆者の勤務する大学の中国語学科の 1 年生（18 名）、2 年
生（13 名）、3 年生（14 名）、計 45 名である。実施時期は 2019 年 9 月～10 月である。
場面は学校生活において経験したことがあるか、あるいは実際経験していなくても想像
しやすい場面を設定した。具体的な質問内容及び場面設定は以下の通りである。
表 1 場面設定
“以下の場面であなたは何と発話しますか。あなたが言う言葉をそのまま書いてくださ
い。また、そのように発話する時に行う可能性がある態度や身振りがあれば、具体的に
記入してください”
場面 1 朝寝坊して、授業に 10 分くらい遅刻しました。先生に何と言いますか。
場面 2 先生が宿題を集めに目の前に来た時、あなたは宿題を家に忘れたことに気づきま
した。先生に何と言いますか。
場面 3 バス(電車)の遅延、又は車の渋滞で授業に 10 分くらい遅刻しました。この時、
先生に何と言いますか。
分析に際しては、謝罪表現を定型表現と非定型表現に分け、更に前者を“对不起”、“不
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好意思”、 “抱歉”の三つ、後者を「呼びかけ」、「対策／提案」、「事実認め」、「程
度副詞」、「理由／言い訳」、「再発防止の約束」、「過ちの認め」、「自責」、「許し
を乞う」、「気遣い」、「その他」の十一項目 5）に分けた。
4. 中国語謝罪言語行動における比較分析
4.1 場面 1（朝寝坊して、授業に 10 分くらい遅刻しました。先生に何と言いますか。
）
表 2 場面 1 の統計
定型表現

日本人中国語学習者 中国語母語話者
对不起

34(75%)

30(63%)

不好意思

8(17%)

8(17%)

抱歉

1(2%)

11(23%)

43(95%)

49(104%)

呼びかけ

10(22%)

40(85%)

対策／提案

0(0%)

6(12%)

程度副詞

2(4%)

8(16%)

理由／言い訳

19(42%)

40(85%)

事実認め

15(33%)

17(36%)

再発防止の約束

1(2%)

29(61%)

過ちの認め

0(0%)

1(2%)

自責

0(0%)

7(14%)

許しを乞う

0(0%)

6(12%)

気遣い

0(0%)

0(0%)

その他

0(0%)

0(0%)

47(104%)

154(327%)

合
非定型表現

合

計

計

表 2 6）は場面 1 をまとめたものである。有効回答数は、日本人中国語学習者 45、中国語
母語話者 47 である。
まず定型表現についてである。場面 1 において、日本人中国語学習者は定型表現を多用
しており、43 例（95%）の使用が確認された。一方、中国語母語話者は被験者全員が定型表
現を使用しており、49 例（104%）の使用が確認できた。使用率が 100%を超えているのは、
“对不起，……,实在抱歉,……。”（中国人大学生）と“不好意思，……, 对不起。”（中国人
中学生）のように、定型表現を複数使用すると回答した者がいたためである。
次に非定型表現の使用についてである。日本人中国語学習者の回答からは、
「理由／言い
訳 19 例（42%）
」、
「事実認め 15 例(33%)」
、
「呼びかけ 10 例（22%）
」、
「程度副詞 2 例（4%）」、
“再発防止の約束 1 例（2%）」の使用が確認できた。この結果から、日本人中国語学習者が
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使用する非定型ストラテジーの 9 割以上を「理由／言い訳」、「事実認め」、「呼びかけ」
が占めていることが分かる。「程度副詞」、「再発防止の約束」の使用率は極めて低く、
その他のストラテジーに至っては全く使用されていなかった。
一方、中国語母語話者の回答では「呼びかけ 40 例（85%）」、
「理由／言い訳 40 例（85%）」、
「再発防止の約束 29 例（61%）」、「事実認め 17 例(36%)」、「程度副詞 8 例（16%）」、
「自責 7 例（14%）」、「許しを乞う 6 例（12%）」、「対策／提案 6 例（12%）」、「過ち
の認め 1 例（2%）」の使用が確認できた。さらに、「呼びかけ」と「理由／言い訳」の使
用率が同じで、そのうちの約 8 割の回答者がこの二つのストラテジーを併用していた。
中国語母語話者が「呼びかけ」＋「理由／言い訳」を多用していることから、場面 1 に
おいては、この二つの非定型表現の併用が有効であることが分かる。「再発防止の約束」
は日本人中国語学習者では 1 例（2%）しか現れなかったが、中国語母語話者では 29 例（61%）
に達した。また、「自責」、「許しを乞う」については、日本人中国語学習者では現れな
かったが、中国語母語話者ではそれぞれ 7 例（14%）、6 例（12%）となっている。中国語母
語話者による非定型表現の使用率は非常に高く、合計が 154 例（327%）となっていること
から、平均すると一人の回答者が 3 つ以上の非定型表現を併用していることが分かる。こ
のことは注目に値する。
中国語母語話者が使用した非定型表現のうち、日本人中国語学習者では使用が確認でき
なかったものは以下の通りである。「対策／提案」“如再遇到此情况，一定会提前请假，告
知老师我的情况。”（中学生）、「過ち認め」“我深深认识到自己的错误。”（高校生）、「自
責」“给您添麻烦了。”（高校生）、“打扰您和同学们了。”（高校生）、“耽误您上课了。”
（大学生）、「許しを乞う」“请您原谅我。”（高校生）
また、「程度副詞」では、中国語母語話者は日本人中国語学習者が使用した“真”と“很”の
ほか、“非常” 、“十分”を使用していた。実際に使用された表現は“非常抱歉”（中学生、
高校生）、“十分抱歉”（大学生）である。
4.2 場面 2（先生が宿題を集めに目の前に来た時、あなたは宿題を家に忘れたことに気づ
きました。先生に何と言いますか。）
表 3 場面 2 の統計
定型表現

合

日本人中国語学習者 中国語母語話者
对不起

30(66%)

14(29%)

不好意思

8(17%)

9(19%)

抱歉

1(2%)

3(6%)

39(86%)

26(55%)

計
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非定型表現

呼びかけ

7(15%)

43(91%)

対策／提案

19(42%)

33(70%)

程度副詞

2(4%)

5(10%)

理由／言い訳

3(6%)

20(42%)

事実認め

23(51%)

42(89%)

再発防止の約束

2(4%)

6(12%)

過ちの認め

0(0%)

1(2%)

自責

0(0%)

3(6%)

許しを乞う

0(0%)

1(2%)

気遣い

0(0%)

1(2%)

その他

0(0%)

0(0%)

53(118%)

155(330%)

合

計

表 3 は場面 2 をまとめたものである。有効回答数は、日本人中国語学習者 45、中国語母
語話者 47 である。
場面 2 において使用された定型表現は、日本人中国語学習者 39 例（86%）、中国語母語話
者 26 例（55%）だった。中国語母語話者による定型表現の使用率がやや低めではあるが、
約 6 割の被験者が定型表現を使用していることが分かる。
次に非定型表現についてである。
日本人中国語学習者の回答では、
「事実認め 23 例(51%)」
、
「対策／提案 19 例（42%）」、「呼びかけ 7 例（15%）」、「理由／言い訳 3 例（6%）」、
「程度副詞 2 例(4%)」、「再発防止の約束 2 例(4%)」が確認された。一方、中国語母語話
者の回答では、「呼びかけ 43 例（91%）」、「事実認め 42 例(89%)」、「対策／提案 33 例
(70%)」、「理由／言い訳 20 例(42%)」、「再発防止の約束 6 例(12 %)」、「程度副詞 5 例
(10%)」、「自責 3 例(6%)」、「許しを乞う 1 例(2%)」、「過ちの認め 1 例(2%)」、「気遣
い 1 例(2%)」が確認された。
場面 2 においても中国語母語話者による「呼びかけ」の使用率は非常に高く、9 割以上
の回答者が「呼びかけ」である“老师”を使用した。また、約 9 割の回答者が「事実認め」
を使用し、7 割の回答者が「対策／提案」を使用した。「理由／言い訳」は、日本人中国語
学習者の使用が 6%だったのに対し、中国語母語話者の使用は 42%にのぼっていた。このこ
とから、「理由／言い訳」ストラテジーの使用は、日本人中国語学習者と中国語母語話者
の間で大きな差があることが分かる。加えて、場面 2 では中国語母語話者による非定型表
現の使用率は非常に高く、合計が 155 例（330%）となっていることから、平均すると一人
の回答者が 3 つ以上の非定型表現を併用していることが分かる。
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この場面において中国語母語話者による定型表現の使用はやや少なかった。このことか
ら、中国語母語話者が場面 2 では、「呼びかけ」＋「事実認め」、または「対策／提案」
または「理由／言い訳」等のストラテジーを用いることによって、謝罪言語行動を遂行で
きると考えていることが分かる。
中国語母語話者が使用した非定型表現のうち、日本人中国語学習者では使用が確認でき
なかったものは以下の通りである。「過ちの認め」“我错了。”（高校生）
、
「自責」“（我）
实在太粗心大意了。”（大学生）、「許しを乞う」“请老师谅解。”（大学生）、「気遣い」
“不会让您失望。”（中学生）。
「程度副詞」では、中国語母語話者が“很”以外に、“实在”、“十分”を使用してい
た。具体的な表現は“实在不好意思”（中学生）、“十分抱歉”（大学生）である。
4.3 場面 3（バス(電車)の遅延、又は車の渋滞で授業に 10 分くらい遅刻しました。この
時、先生に何と言いますか。
）
表 4 場面 3 の統計
定型表現

日本人中国語学習者 中国語母語話者
对不起

29(64%)

31(64%)

不好意思

11(24%)

10(20%)

抱歉

1(2%)

7(14%)

41(91%)

48(100%)

呼びかけ

5(11%)

41(85%)

対策／提案

1(2%)

28(62%)

程度副詞

1(2%)

8(17%)

理由／言い訳

26(57%)

42(87%)

事実認め

14(31%)

34(71%)

再発防止の約束

1(2%)

12(25%)

過ちの認め

0(0%)

1(2%)

自責

0(0%)

2(4%)

許しを乞う

0(0%)

7(14%)

気遣い

0(0%)

0(0%)

その他

4(8%)

0(0%)

52(116%)

175(365%)

合
非定型表現

合

計

計

表 4 は場面 3 をまとめたものである。有効回答数は、日本人中国語学習者 45、中国語母
語話者 48 である。
場面 3 で使用された定型表現は、日本人中国語学習者 41 例（91%）、中国語母語話者 48
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例（100%）だった。このことから、中国人回答者の全員が定型表現を使用したことが分か
る。
次に、非定型表現についてである。日本人中国語学習者の回答では、「理由／言い訳 26
例（57%）」、「事実認め 14 例(31%)」、「呼びかけ 5 例（11%）」、「その他 4 例（8%）」、
「対策／提案 1 例（2%）」、「程度副詞 1 例（2%）」、「再発防止の約束 1 例（2%）」が
確認された。他の非定型表現と比べ、「理由／言い訳」が非常に高い割合で使用されてい
るが、その原因は質問紙にあらかじめ中国語で理由が提示されていたからだとも考えられ
る。
一方、中国語母語話者の回答では、「理由／言い訳 42 例（87%）」、「呼びかけ 41 例
（85%）」、「事実認め 34 例(71%)」、「対策／提案 28 例（62%）」、「再発防止の約束 12
例（25%）」、「程度副詞 8 例（17%）」、「許しを乞う 7 例（14%）」、「自責 2 例（4%）」、
「過ちの認め 1 例（2%）」が確認された。加えて、「呼びかけ」と「理由／言い訳」を使
用すると回答した中国語母語話者が同程度いることから、この 2 つを併用すると意識して
いる学生が多いことが分かる。そして、「対策／提案」ストラテジーについては、日本人
中国語学習者の使用が 1 例（2%）にとどまったのに対して、中国語母語話者の使用は 28 例
（62%）にのぼった。
中国語母語話者が使用した非定型表現のうち、日本人中国語学習者では使用が確認でき
なかったものは以下の通りである。「過ちの認め」“我很愧疚。”（高校生）、「自責」“因
为个人的疏忽。”（大学生）、“我没有安排好时间。”（大学生）、
「許しを乞う」
“望您谅解。
”
（高校生）
、“请您原谅我。”（高校生）。
「程度副詞」では、中国語母語話者が“很”以外にも、“非常”、“十分”、“真的”、“太”を
使用していた。具体的な表現は、“十分抱歉”（中学生）、“太不好意思了”（高校生）、
“非常抱歉”、“非常不好意思”、“真的对不起”（大学生）である。また、日本人中国語
学習者の使用が確認された、非定型表現「その他」は、すべて日本公共交通機関の遅延証
明書に関するもので、中国語母語話者による使用は確認できなかった。
5. 考察
表 2、表 3、表 4 を見れば分かるように、本調査は教員に対する会話という限定された場
面を対象としたものだが、定型表現では中国語母語話者が全ての場面で“对不起”を最も
多く使用していること、僅かではあるが“抱歉”も使用していることが分かった。また、
中国語母語話者が非定型表現を多用している結果から中国人は非定型表現を定型表現と共
に使うことにより、謝罪意図を補強することができるという意識を持っていることが分か
った。今回の質問紙調査において中国語母語話者が定型表現＋非定型表現（＋非定型表現
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＋非定型表現）の形式を多用しているのもそのためだと考えられる。これは彭国躍（２０
０３、２００５）を裏付ける結果となった。また、
（日本語母話者と比べ）中国語母話者は
“謝らない”のではなく、規範とする定型表現による謝り方は少ないものの、さまざまな
非定型表現を使用して謝っているという趙翻（２０１４）の指摘とも一致している。
日本人中国語学習者と比較してみると、三つの場面において中国語母語話者による定型
表現の使用に差があったのに対して、日本人中国語学習者による使用率がほぼ同じ割合で
あることがわかった。これは中国語母語話者が場面によって使用する定型表現をアレンジ
しているのに対して、謝罪ストラテジーの欠如により日本人中国語学習者が‟对不起”を
はじめとする定型表現を多用せざるを得ない実態を物語っている。また、全ての場面にお
いて、中国語母語話者は日本人大学生に比べて非定型表現、特に「呼びかけ」を多用して
いる。このことから、本稿の目的の一つである、中国語母語話者が教員に対して謝罪表現
を発話する場合、どの表現がより適切だと認識しているかという点については、以下のよ
うにまとめることができる。つまり、定型表現では“对不起”と“抱歉”を選ぶ傾向があ
ること、非定型表現では‟呼びかけ”をはじめとする様々なストラテジーを駆使し、定型表
現＋非定型表現＋非定型表現（＋……）の形式で謝罪言語行動を遂行しているということ
である。
日本人中国語学習者の非定型表現使用については、それほど豊富ではないものの、一定
の確率でストラテジーを使用していることが分かった。しかし、日本人中国語学習者が中
国語母語話者と比べて「呼びかけ」をあまり使用していない点を看過することはできな
い。陶琳（２００７）が指摘しているように、中国語の謝罪言語行動において呼称付与を
使用しないことは、相手に対して礼儀を欠く危険性がある。このことからも中国語で謝罪
言語行動を遂行する際、「呼びかけ」のストラテジーは必要なものであり、日本人中国語
学習者に対して指導していかなければならないことが分かる。
また、日本人中国語学習者の謝罪言語行動は、中国語母語話者に比べ、単調になる傾向
がある。今回のアンケート調査では、中国語母語話者が「定型表現」＋「非定型表現 1」＋
「非定型表現 2」＋「非定型表現 3」で謝罪言語行動を遂行しているのに対して、日本人中
国語学習者の謝罪言語行動は「定型表現」のみ、あるいは、「定型表現」＋「非定型表現」
で終わるケースが殆どだった。謝罪の目的は相手に許してもらい、自分のせいで害された
相手の気持ちや人間関係を修復することにある。謝罪言語行動が単調過ぎると、謝罪が不
十分となり、それにより謝罪言語行動を遂行する目的を達成しにくい、または達成できな
いといった結果、即ち、謝罪行動の失敗につながる可能性がある。場合によっては誠意の
ない謝罪と誤解されかねないため、人間関係をさらに悪化させる危険性すらある。
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6. おわりに
ここまでの議論を踏まえ、中国語で目上に対して謝罪する際の公式を整理する。基本ス
タイルは定型表現＋非定型表現の併用である。定型表現は“对不起”または“抱歉”であ
り、非定型表現には「呼びかけ」、「事実認め」、「理由／言い訳」、「対策／提案」、
「再発防止の約束」、「程度副詞」、「過ちの認め」、「気遣い」、「自責」、「許しを
乞う」等がある。「程度副詞」は必ず定型表現の前に使用する。また、定型表現には“不
好意思”という表現もあるが、慎重に取り扱う必要がある。判断しにくい場合、極力避け
るのが無難である。非定型表現について、「呼びかけ」を最優先に使用する。式で表すと、
次の式 1 になる。
式 1 中国語での謝罪公式
中国語での謝罪＝「程度副詞」定型表現＋非定型表現 1＋非定型表現 2＋非定型表現 3……
定型表現＝「对不起」or「抱歉」
非定型表現 1＝「呼びかけ」
非定型表現 2＝「理由／言い訳」/「事実認め」
非定型表現 3＝「対策／提案」/「再発防止の約束」
非定型表現 4＝「程度副詞」
非定型表現 5＝「過ちの認め」/「気遣い」/「自責」/「許しを乞う」

謝罪表現の不当使用や謝罪ストラテジーの欠如が円滑なコミュニケーションを妨げ、場
合によっては文化摩擦を誘発する要因にもなる。そのため、教育実践の場面では、運用に
関する指導を十分に行う必要がある。
今回はアンケートという調査方法を用いて研究を進めたが、回答者の意図や心理などに
ついては、今後、フォローアップインタビューなどを用いて明らかにしていきたい。
注
1)本稿は事例分析である。本稿でいう日本人中国語学習者は麗澤大学の中国語学科の学生を指
す。
2)本稿の「定型表現」にあたる。
3)本稿の「非定型表現」にあたる。
4)定型表現について、森山卓郎（１９９２）では、
「第一に、発話の目的は対人関係の修復にあ
るので文字通りの意味から離れた応答が可能である。第二に、意味的な特殊化である。第三
に、量的頻用されるかどうかという問題なのであり、明確な境界線が引けるようなものでは
ない」と指摘している。
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5)非定型表現の分類は彭国躍（２００５）、趙翻（２０１２）を参照した。
6)表 2、表 3、表４の数値は、使用されたストラテジーの数である。
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中国における日本製「〜性」の受容
― 20 世紀初頭の中国資料を中心に―
The Acceptance of Japanese “~sei” in China:
Focusing on the Chinese Literature of the Early 20th Century
沙 広聡
SHA Guangcong
提要 根据以往的研究表明，汉语词缀“性”在其形成过程中，曾经受到过来自日语的影响。
然而在此过程中，日语具体是如何影响汉语的、当时的中国人又是怎样翻译日制词「〜性」的，
这些还有待深入研究。本文通过调查 20 世纪初前后出版的中日第一手资料，采用对照研究的
方法，从汉语的视角对日制词「〜性」的译介情况进行了考察。通过分析，本文得出了这样的
结论：在对日制词「〜性」的采纳问题上，由中国人主导的翻译和由日本人主导的翻译之间存
在若干差异；尽管如此，在 20 世纪以后兴起的大规模日书翻译活动的社会背景下，日语词汇
不断涌入，
“性”的词缀用法也因此得以发展并普及。
キーワード：接尾辞「性」 日中語彙交流 漢語 訳語 対照研究
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1. はじめに
接尾辞「性」は現在日中両語において共にあり、専門領域でも日常生活でも多用される。
また、この造語法による語彙の中で、
「可能性」
「科学性」
「流行性」など、日中同形のものが
広く存在する。
「性」は中国起源の漢字であるものの、その接尾辞的用法が日本語の中で先に
発達し後に中国語に影響を及ぼしたという流れは、先行研究を通して概観することができる。
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しかし、接尾辞「性」の歴史において、日本語が具体的にどのように中国語に流入し影響を
及ぼしたのか、不明瞭な点が多い。
本稿は、日中語彙交流の観点から、近代資料の分析に基づいて中国における日本製「〜性」
受容の初期段階における様相を明らかにする。
なお、論述に際して、漢字は引用の文脈も含めて現代日本の字体を用いる。
2. 予備的考察
2.1 対象語
接尾辞「性」を考察の中心とする以上、どのような語における「性」を接尾辞と見なし、
どのような語における「性」を接尾辞としないか――接尾辞の判断基準について考えなけれ
ばならない。
接辞の典型的な特徴として、単独で語を構成できず、常にほかの単位と結合して出現して
形式的な意味を表すこと（野村、1978）や、語全体に新たな品詞性を賦与すること（『日本語
学辞典』
、1994）
、造語力が強いこと（水野、1987）などが挙げられる。しかし、典型的な接
辞であれば以上のような特徴を揃えているかもしれないが、漢語系接尾辞の場合、とりわけ
発生段階にある接尾辞は、以上の特徴で判断することができない。なぜなら、これらの特徴
を絶対的な基準として接尾辞を判断すれば、初期段階のものはすべて除外されることになる
からである。
接辞と語基の関係について、水野（1987）は「静的にとらえる見方と動的にとらえる見方
とがある」と述べ、さらに「語基の定義が異なるだけでなく、接辞の範囲もより柔軟に考え
ることができる」と指摘した。この見解は接尾辞の歴史研究にも当てはまると考えられる。
つまり、接尾辞の形成は歴史的な観点から見れば、一種の動的過程であり、この動的過程を
捉えるために接尾辞の範囲をより広く考える必要がある。
ここで筆者は次のような基準を設けて本稿の対象語を特定する。

①古典に存在しない、新たな概念を表現するために「性」を用いて意識的に作られた新語、
または新義を与えられた旧語。
②意味用法の面において、「性」は独立的に機能する 1 語ではなく、前部要素と組み合わ
さって語全体として「〜のような性質、状態、程度、傾向」を表す。

したがって、
「漢字 1 字＋性」であれ、
「漢字 2 字＋性」であれ、
「性」で終わる語は上記
の 2 つの条件を満たせば、すべて「性」の接尾辞的用法による造語と判断し、研究対象語と
して取り扱う。
なお、上記の基準の設定はあくまでも接尾辞「性」の歴史――「性」はいかに 1 語、また
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は古典に現れた 2 字漢語の後部要素から、ほかの語の後ろに付いて生産的に新たな語を構成
する接尾辞に変化したか――という動的変化を捉えるためだけの手段である。
2.2 先行研究
中国語における接尾辞「性」の歴史及び日中両語の相互関係に関する記述として、沈国威
（1994）
、楊超時（2017）が挙げられる。
沈国威（1994）は、3 つの英漢辞典を利用して 20 世紀前半の接尾辞「性」
「化」の辞書登
録状況について考察を行った。その結果、1928 年の『総合英漢大辞典』に至っても、接尾辞
「性」
「化」による造語は少なく、
「まだ生産的に訳語を構成するパラダイムにおいてしかる
べき位置を占めていなかった」と述べた。そしてこれは、英漢辞典の依拠となった当時の英
和辞書で、接尾辞「性」
「化」による造語法がまだ十分整っていなかったためだと分析した。
一方、楊超時（2017）は 1896（光緒 22）から 1906（光緒 32）にかけての 4 つの新聞雑誌
を利用し、当時の中国語における接尾辞「性」の使用状況を考察した。
「漢字 2 字＋性」に関
して、日本語からの翻訳文と留日学生による文章に早く現れ、その中に日中同形語と見られ
るものも多いため、中国語における「漢字 2 字＋性」の出現には日本語からの影響があった
と述べた。
上述の 2 つの考察は中国語における接尾辞「性」の歴史を記述した際に、いずれも近代日
中漢語交流の観点を加えて日本語からの影響の可能性について検討を行っている。この点は
大いに参考になるが、実証的な対照研究が欠けている。
したがって、次節では実際の日中資料を比較対照し、中国における日本製「〜性」の受容
実態を論究する。
3. 漢訳和書における日本製「〜性」の受容
日清戦争後の 1896（光緒 22）年、中国政府では「日本を通じて西洋を学ぶ」取り組みが
動き始め、日本に留学生を派遣し始めた。その後、公費留学生だけではなく、私費留学生も
年々増えていった。一方、日本人も中国に渡り、教育現場で活躍するようになった。1）
「性」の接尾辞化に関して、従来の研究から日本語資料の中国語への翻訳によって加速し
たことは自明であるが、その翻訳活動はさらに日本人による翻訳と、中国人による翻訳に分
けることができる。次節では、清朝政府によって設立された江南機器製造総局（以下、江南
製造局）の漢訳和書及び学校用の教科書を用いて当時の翻訳状況を確かめてみる。
3.1 江南製造局の訳書
江南製造局が刊行した『江南製造局訳書彙刻』の刻本 117 種のうち、日本書を原本に編
まれた書物は 3 点のみである。後の大規模な和書翻訳活動と比べるとわずかであるが、中
国における日本製「〜性」の受容の初期段階における様相が窺われる。この 3 つの資料に
ついて簡単にまとめれば、次の表 1 になる。
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表 1 『江南製造局訳書彙刻』に収録された漢訳和書 2）
年

書名

著者・編者

訳者

1900（光緒 26）

物理学

飯盛挺造

藤田豊八

1901（光緒 27）

製羼金法

橋本奇策

王季点

1903（光緒 29）

造洋漆法

田原良純

藤田豊八

また、接尾辞「性」の受容状況を確認するには、原本との比較対照が必要となるため、日
本語の原本と中国語の訳本の書誌情報について次のように整理しておく。
表 2 原本と訳本の書誌情報
日本語の原本

中国語の訳本

1898『物理学』
（第 16 版）3）飯盛挺造纂訳 1900『物理学』藤田豊八訳、王季烈重
丹波敬三・柴田承桂校補、丸善書店他

編

1897『合成金製造法』橋本奇策、博文館

1901『製羼金法』王季点訳

1901『増訂化学工業全書』
（第 7 巻）高松豊 1903『造洋漆法』藤田豊八訳 汪振声
吉・丹波敬三・田原良純編纂、丸善書店

参校

表 2 で示したように、
『物理学』
（1900（光緒 26）
）と『造洋漆法』
（1903（光緒 29）
）は藤
田豊八という同じ人物による翻訳である。一方で、
『製羼金法』はその翻訳には日本人の参与
がなく、中国人王季点が独力で完成させたと思われる。日本人主導の翻訳と、中国人独自の
翻訳とは性質が違うため、次節ではまず日本人の藤田豊八による翻訳について考察し、その
後中国人の王季点の翻訳について検討を進める。
3.1.1 『物理学』
（1900）と『造洋漆法』
（1903）
資料内容の考察に入る前に、まず訳者の藤田豊八の経歴について簡単に記しておく。
藤田豊八（1869〜1929）は日本の東洋学者で、1897（光緒 23）年から 1912（民国元）年に
かけて中国に滞在した。彼が中国に渡った同じ年に中国人学者の羅振玉が上海で『農学報』
を創刊し、藤田を招いて日本の農学書を漢訳させた。これがきっかけに藤田は日本書の翻訳
を始めた。さらに、1898（光緒 23）年に彼は羅振玉らと共に東文学社を設立し、そこで日本
語教師として中国人に日本語を教えるようになった。これらのことから、藤田は日本書の翻
訳だけではなく、中国の翻訳人材を育成することに大いに貢献したとも言える。
『物理学』
（1900（光緒 26））は藤田が中国人王季烈（1873〜1952）と協力し日本書の『物
理学』を中国語に訳したもので、中国初の体系的な物理学書でもある。同書上編巻一では、
「〜性」が多く見られた。これらの「〜性」の原本との関係について、筆者は日本語版の『物
理学』と中国語版を照らし合わせたものを、表 3 にまとめる。
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表 3 『物理学』上編巻一における翻訳状況
原本

訳本

原本

訳本

通有性

通有性

鬆性

隙積性

塡充性

体積性

変容性

変積性

拒性

障阻性

被圧性

縮性

碍性

碍性

習慣性

習慣性

惰性

恒性

膨脹性

漲性

無尽性

不滅性

固性

固性

分性

分性

弾性

凹凸性

○

○

○

○

○

○：一致する。

表 3 で示したように、日本語の漢語が全てそのまま中国語に借用されたのではなく、調整
を施した上で取り入れられたものが相当数ある。
「体積性」
「障阻性」
「不滅性」などの 9 語は
その前部要素がいずれも原本のそれと異なっている。しかしながら、日本語から来た漢語の
一部に対しては使用に抵抗が見られたものの、接尾辞「性」の用法に対しては滞りなく受け
入れられたことは明らかである。
『造洋漆法』
（1903（光緒 29）
）について、同書の原文は 1901（光緒 27）年に出版された
『増訂化学工業全書』第 7 巻の最初の 2 章「假漆」
「樹脂油」に求めることができる。中国語
の「洋漆」も日本語の「假漆」も英語の varnish の訳語でワニスという塗料の名前である。一
方、
「樹脂油」は英語の Resin oil の訳語で中国語の訳本では原本の「樹脂油」がそのまま受け
継がれている。なお、varnish と Resin oil の 2 語は、いずれも日本語の原文に書いてあり、訳
者の藤田は日本語を漢訳した一方、原文にある英語とドイツ語を多く残した。
「〜性」の翻訳状況に関してまとめると、次の表 4 になる。
『物理学』と比べてこの本における日本製「〜性」の受容度はそれほど高くないように見
える。しかし、化合物名の翻訳における日本語名の中国語名の転換を除けば、
「性」の接尾辞
的用法は 70%以上の比率で受け入れられ、後述の『製羼金法』の翻訳状況と比べれば、実に
受容度が高いとも言える。
化合物名に関しては、表で示したように、日本語では「苛性曹達」
「苛性加里」
「苛性石灰」
という意訳または「意訳＋音訳」の方法を採用したのに対して、中国語では「鈉養軽養」な
ど、あらかじめ用意された元素名で各種化合物を対訳しており、この方法は今日まで及んで
いる。歴史的に見れば、中国では 19 世紀の漢訳洋書においてすでにこうした近代的な命名
法が確立された。そのため、化合物名を表現するには従来の中国語名で十分であり、日本語
名に置き換える必要がなかったと推測される。
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表 4 『造洋漆法』における翻訳状況
原本

訳本

原本

訳本

護謨性

樹膠性

乾燥性

乾性

展撓性

柔性

弾力性

弾力

脂肪性假漆

脂油漆

耐久性

能耐久、能経久

爆裂性ノ沸湧

爆裂沸騰

揮発性

揮発性、揮発之性 ○

粘靱性

粘靱性

○

脂肪性

脂性

硬性

硬性

○

依的児性

以脱性

脂肪油性

脂性

苛性加里

鉀養軽養

酸性

酸性

乾燥性

乾燥之性、乾燥性 ○

苛性曹達

鈉養軽養

苛性石灰

鈣養軽養

刺戟性

辣性

結晶性

結晶之性

植物性

植物性

○

○
○：一致する。

また表 3 と表 4 の用例を合わせて見ると、
「膨脹性→漲性」
「乾燥性→乾性」のような 3 字
漢語から 2 字漢語への短縮と、
「揮発性→揮発之性」
「耐久性→能耐久、能経久」のような語
から句・文への転換が起こっていることが分かる。これらの現象の理由については、中国語
もしくは漢語の本来的な特性に求めることができよう。つまり、漢語は元来単音節語で、1 音
節でも 1 語を表すことができ、文字の結合があるがせいぜい 2 字までである。4）したがって、
「漢字 2 字＋性」というパターンは中国語の文脈に入ると「漢字 1 字＋性」に短縮されたり、
句・文レベルの表現に変更されたりして中国語の規範に合わせるように調整する必要が生じ
る。
しかし一方で、
「弾性→凹凸性」
「鬆性→隙積性」のような 2 字漢語から 3 字漢語への調整
も観察される。これはいうまでもなく、近代西洋文明の流入と深く関わると思われる。すな
わち、西洋の新知識・新概念を導入するにあたって、従来の「漢字 1 字＋性」だけでは事足
りず、前接要素にかかった字数制限を緩めることで、語彙レベルでより多くの事物や概念を
表現することができると考えられる。
なお、表 3 と表 4 の用例を含めて、本稿で考察する訳語の中に日本からの借用ではなく、
中国語内部の造語だと見られる語も混在する。例えば、
『造洋漆法』に現れた「酸性」という
語については、原文を確かめたところ、同じく「酸性」と書かれており、訳本と原本の間に
借用関係にあるとも見えるが、実際、1875(光緒元)年に出版された、同じ江南製造局の訳書
である『化学鑑原続編』ではすでに「酸性」という語が使われていた。無論、
『化学鑑原続編』
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に現れた「酸性」は日本語とまったく関係なく、宣教師らが自ら作った語だとは言い切れな
いが、同書における「性」の使用状況と、日本語が本格的に中国語に影響を及ぼし始めたの
は 19 世紀末以降であるといったことを総合的に判断すれば、19 世紀末以前の中国資料に現
れた新たな「〜性」は中国語内部の変化と言わざるを得ない。
しかしながら、筆者の調査の限りでは、近代の日中両語において別々に作り出された語は
「酸性」以外にほとんどない。もっとも、個別の語をめぐる日中両語間の相互関係を知るに
は、1 語 1 語の歴史をたどらなければならないが、今回はそこまで深く掘り下げず、中国語
が日本語の影響を受け始めた時期の「〜性」の全体相を見ることにする。
3.1.2 『製羼金法』
（1901）
『製羼金法』は中国人王季点（1879〜1966）が日本書の『合成金製造法』
（橋本奇策、1897
（光緒 23、明治 30）年）を訳し、1901（光緒 27）年に出版した漢訳和書である。この本は
合金の製造に関する専門書で、金属の性質に関する文脈では「〜性」がいくつか確認された。
具体的な翻訳状況については、下表に示す通りである。
表 5 『製羼金法』における翻訳状況
原本

訳本

通性

通性

延引性

牽力

揮発性

此質～易化散

延性

牽力

鎔解性

鎔度

可延質

韌性

結晶性

成顆粒形

磁力

吸鉄性

強力性 任力性

原本
○

訳本

可延性 韌性、牽力、韌力

弾力性 凹凸力
○：一致する。

「〜性」について、訳本だけを見れば、同書には「通性」
「韌性」
「任力性」
「吸鉄性」の4
例しかないが、原本のほうを確かめたところ、
「延引性」や「揮発性」など、訳本にない語が
多く確認された。このことから、中国人王季点が独力で完成させたこの訳本では、日本製「〜
性」に対する受容度があまり高くないと分かる。
王の訳語を見渡してみれば、
「延引性→牽力」「結晶性→成顆粒形」のような、3 字漢語か
ら 2 字漢語、もしくは 3 字漢語から句・文への転換が半分近くを占める。これと関連して、
「粘着力→粘力、黏力」
、
「鎔融点→鎔度」、
「引伸力→牽力」など、原本では 3 字漢語である
が、訳本では 2 字漢語に書き換えられたことが目を引く。前述のように、これらの現象もお
そらく中国語の本来的な特性と密接に関係するのであろうが、以上の 3 つの訳本における 3
字漢語の存在を考えれば、この時期は中国語において新しいタイプの 3 字漢語が増え始めた
40

中国における日本製「〜性」の受容
転換期とも思われる。
その一方で、
「可延質→韌性」
、
「磁力→吸鉄性」のような、原本では「〜性」ではない表現
であるが、訳本ではそれを「〜性」と訳した現象も見られた。この点については、前述の「酸
性」に似た話であるが、
「韌性」も「吸鉄性」も実は 19 世紀後期の漢訳洋書にはすでにその
用例があり、王はこれらの既存の語を用いて「可延質」
「磁力」という馴染みのない表現を訳
したと考えられる。5）また、
「強力性→任力性」のように、
「性」の接尾辞的用法だけが保留
されたことも前節で議論した 2 書に共通している。
すなわち、日本人による翻訳と比べて中国人独自の翻訳においては、日本製「〜性」への
受容度がそれほど高くはないが、
「性」の接尾辞的用法は「〜性」の使用頻度の高い日本書を
翻訳することで中国語に多く持ち込まれた。
3.2 教科書
20 世紀以降、中国は日本を模して近代の学制を定め、全国各地で新式学堂の設立が盛んに
なった。そこで、学校用の教科書には漢訳和書が多く見られた。1904（光緒 30）年に出版さ
れた『高等小学生理衛生学教科書』はその中の 1 つである。同書は斎田功太郎の『生理衛生
学』（1897（明治 30）
）を原本にしたものである。

此動物質ト砿物質ノ両成分ハ、常ニ能ク相抱合シ以テ骨ヲ構成ス。即チ骨ノ三分ノ一ハ
動物質ニシテ、三分ノ二ハ砿物質トス。而シテ動物質ハ骨ニ弾力性ヲ附与シ、砿物質ハ
骨ニ硬固性ヲ附与ス。
（斎田功太郎『生理衛生学』
、1897（明治 30）年）

動物質与砿物質之両成分、常能相合以構成骨。其三分之一為動物質、三分之二為砿物
質。動物質与骨以弾力性、砿物質与骨以硬固性。
（有機物は骨に弾力性を与え、無機物は骨に硬さを与える。
）
（丁福保『高等小学生理衛生学教科書』
、1904（光緒 30）年）

両書を照らし合わせれば、訳本に現れた「〜性」は日本語をそのまま書き写したものとす
ぐ分かる。
『高等小学生理衛生学教科書』の著者である丁福保（1874〜1952）は上海の東文学堂で日
本語を学び、その後数多くの日本医学書を翻訳した。彼が日本書の『新纂児科学』
（伊藤亀治
郎、1901（明治 34、光緒 27）
）を漢訳し、1910（宣統元）年に同じ書名で出版した訳本には
「加答児性」
「化膿性」
「炎症性」
「痙攣性」など、数多くの「〜性」が見られる。
丁と同様に 20 世紀前半の中国には各地の学堂で日本語を学習し、日本書の翻訳に取り組
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んだ人物が多くいた。一方、日本側でも 1900（光緒 26）年に中国人留学生による翻訳団体が
出現し、日本書の中国語への翻訳がこの年から盛んに行われるようになった。これらの翻訳
書の中には、教科書として当時中国各地の新式学堂に採用されたものもある。6）
「性」の接尾辞的用法は日本人・中国人の日本書の翻訳活動によって中国語に多く流入し、
一般学生の目にも止まるようになったと考えられる。
4. 『申報』に関する考察
接尾辞「性」の受容は、近代中国の代表的な新聞紙の 1 つ『申報』7）（1872〜1949）を通
じて見ることもできる。
早期の記事における「性」は「性極高傲」
（性格が極めて高慢である）や「薬性」
「天性」など
主に従来の意味用法で使われていた。新しい意味の例として、1895（光緒 21）年 3 月 31 日
の日本の疫病に関する新聞記事に「急性虎列刺」
（急性コレラ）がある。これは『申報』におけ
る「急性」の初出例である。記事内容から見れば、
「急性」はおそらく日本語からそのまま転
用されたものだと思われる。
20 世紀に入り、
「漢字 2 字＋性」の用例が徐々に増えるようになった。比較的早期の用例
として、
「遺伝性」
「習慣性」
「流行性」などがある。次の例はいずれも『申報』での初出例で
ある。

吾聞西人頗講遺伝性，抑其遺伝之有未善乎。西人聞之，其不失声而笑者幾希。
（西洋人は遺伝性というのをよく論じると聞いているが、その親譲りの稟性に不善もあるの
だろうか。
）

（「寓言小説双霊魂（十三）
」
『申報』1907（光緒 33）年 3 月 24 日）

二拠人類之性質区別之、可分為習慣性、職業性、偶発性三類。
（第二、人の性質によって、習慣性、職業性、偶発性の 3 類に分けることができる。
）
（「沈家本調査日本監獄情形清単」
『申報』1907（光緒 33）年 4 月 19 日）

鄙人窃以霍乱為急行流行性之伝染病。
（コレラは感染速度が速い流行性の伝染病だと思っている。
）
（「霍乱説」
『申報』1907（光緒 33）年 9 月 10 日）

「遺伝性」を除き、ほかの 4 語は日本語からの借用である可能性が大きいと思われる。
「習慣性」
「職業性」
「偶発性」の 3 語について、同年 6 月 6 日の報告書「大理院正卿沈家
本奏陳調査日本裁判監獄情形摺」に「該員等将所見所聞輯訳成書」
（見学者らは見聞した物事を中
国語に訳し本にまとめた）とあり、
「流行性」については「霍乱説」という標題の下に「日本博愛
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医院長棉貫与三郎述門人陳継武訳」
（日本博愛医院長棉貫与三郎が述べ、学生陳継武が訳す）とあり、
両方とも日本語との関係が明記されている。
「遺伝性」については、1886（明治 19）年の『東
洋学芸雑誌』ではすでに使われていたため、
『申報』に現れた「遺伝性」は日本語からの借用
である可能性もある。
『申報』全体から見れば、接尾辞「性」の使用は主に 20 世紀以降に現れ、
「習慣性」
「職業
性」のような日本語からの借用語と思われる用例のほか、
「漢字 2 字＋性質」のパターンが
数多く見られた。例を挙げれば、1900 年代では「国民性質」
「社会性質」
「保守性質」が使わ
れていたが、1910（宣統 2）年に「国民性」
、1918（民国 7）年に「保守性」、1919（民国 8）
年に「社会性」が使用されており、時間とともに従来の「漢字 2 字＋性質」が「漢字 2 字＋
性」に取って代わられたことが分かる。1930（民国 19）年の新聞記事を見てみると、
「刺激
性」
「保護性」
「階級性」
「複雑性」など、接尾辞「性」の使用はかなり一般化したことが分か
る。
5. おわりに
以上、20 世紀初頭の中国資料に基づいて、中国における日本製「〜性」の受容について考
察を行った。清朝政府が主導する江南製造局の訳書には、日本人による漢訳和書と中国人に
よる漢訳和書があり、両者の間で日本製「〜性」に対する受容の相違が見られた。しかし江
南製造局の漢訳和書を含めて、20 世紀以降に盛んになった日本書の翻訳活動は、日本語で多
用された「性」の接尾辞的用法が大量に中国語に流入する契機となった。その結果、中国語
における「性」の接尾辞化は日本語の刺激を受けて加速したと考えられる。
注
1)さねとう（1970）を参照。
2) 具体的には「物理学上編四巻中編四巻下編四巻 日本飯盛挺造編纂 日本藤田豊八訳 日本
丹波敬三 柴田承桂校補 長洲王季烈重編」
、
「製羼金法二巻 日本橋本奇策著 呉県王季点訳」
、
「造洋漆法一巻続一巻 日本田原良純著 日本藤田豊八訳 六合汪振声参校」である。
3)『物理学』は明治 12 年に初版が出されてから大正初期まで改訂されてきた。各版の内容を中国
側の『物理学』のそれと見合わせれば、藤田が参照したのは恐らく第 16 版（1898（明治 31）
年）だろうと推測される。
4)朱京偉（2011）を参照。
5)19 世紀に出版された漢訳洋書における「性」の使用状況について近日中に発表する予定である。
6) さねとう（1970）を参照。
7) 『申報』は近代中国において発行期間の最も長く、そして社会影響の最も高かった新聞の一つ
であり、中国現代新聞紙の発端でもある。1872 年（同治11）にイギリス商人 Ernest Major（1841
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〜1908）に創刊され、1949 年に廃刊になるまで、計 77 年間持続した。筆者は北京愛如生数字
化技術研究中心のデータベース「申報數據庫」を利用した。
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中国人日本語学習者による日中同形語の意味習得
―非漢字圏日本語学習者との比較を通して
Acquisition of Chinese-Japanese Cognates by Chinese Learners of
Japanese：Comparison with Non-kanji-using Learners of Japanese
劉 楚心
LIU Chuxin
提要 本研究对以中文为母语的日语学习者和非汉字圈日语学习者实施了关于中日同形词的
语句自然性判断任务。结果发现，以中文为母语的日语学习者对日中同形同义词的判断正确率
最高，日中同形异义词或日中同形近义词的正确率较低。与非汉字圈日语学习者的结果进行对
比发现，以中文为母语的日语学习者在日中同形同义词的正确率大大高过非汉字圈日语学习
者，而在另两类词的正确率上两者没有差别。本研究使用了语言迁移理论对结果进行了讨论，
认为以中文为母语的日语学习者在日中同形词的处理上很可能同时发生正向和负向迁移现象。
キーワード： 中国人日本語学習者 日中同形語 言語転移
目次
1. はじめに
2. 先行研究の検討
3. 調査の概要
4. 調査の結果及び分析
5. おわりに
1. はじめに
日本と中国は歴史的に言語文化の交流が盛んであるため、「日中同形語」が数多く存在し
ている。
「日中同形語」というのは「学校」
、「緊張」
、
「文化」などのような日中両国語に存
在する漢字語彙である。大河内（1992：180）は日中同形語を「日中で字面が同じ単語で、
双方同じ漢字（簡体字は問わない）で表記されるもの」と定義している。このような「日中
同形語」を学習する際に、漢字が同じなら用法も同じであろうと考える傾向になりやすく
（張・谷村 2013）、中国語語彙から日本語語彙への意味推測が可能だと考えられる。しかし、
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後述の通り、
日中同形語とはいえ、必ずしも意味範囲または用法が同じであるとは限らない。
意味に多少ズレがあるもの、または著しく異なるものも少なくない（上野・魯 1995）。実際
中国人日本語学習者による日中同形語の誤用は多くの先行研究に取り上げられている（李
2006；張・谷村 2013 など）
。このような「日中同形語」を学習する際に、母語とする中国語
の知識をどのように生かしているのか、それは日本語の学習過程にいかなる影響を与えるの
かは大変興味深い。
また、日本語の漢字を認識する際、非漢字圏日本語学習者（中国語、韓国語など漢字を使
う言語以外の言語を母語とする日本語学習者）は中国人日本語学習者と異なる処理プロセス
を持っている可能性が高いと考えられ、実際中国人学習者が漢字処理において母語からの影
響が優位に働くという結果も見られた（玉岡 1994，実験 2）。母国語は漢字表記を使用して
いない非漢字圏学習者の場合、中国語の漢字知識を持っていないため、日中同形語を習得す
る際に容易ではない一方、漢字知識による干渉や誤用が起こりにくいと考えられる。ゆえに、
本研究は、日中同形語の習得において、中国語の母語知識による影響（言語転移）が存在す
るか否かを検証し、それに基づきどのように転移が働くかを解明することを目的とする。ま
た、非漢字圏学習者との比較を通して、中国人日本語学習者の漢字語彙の意味習得における
特徴を更に検討していく。
2. 先行研究の検討
2.1 日中同形語の分類
『中国語と対応する漢語』（文化庁 1978）（便宜上、以下は「文化庁 1978」と呼ぶ）は、
漢語を表 1 のように一つ一つの漢字語彙の意味範囲及び用法の相違によって S、O、D、N の
4 種類に分類している。
表 1『中国語と対応する漢語』
（文化庁 1978）日中同形語の分類
類別

定義

二字漢語の例

S（Same）語

日中両国語における意味が同じか、または、き 生活、学校
わめて近いもの。

O（Overlapping）語

日中両国語における意味が一部重なってはい 有数、緊張
るが、両者の間にずれのあるもの。

D（Different）語

日中両国語における意味が著しく異なるもの。 手紙、勉強

N（Nothing）語

日本語の漢語と同じ漢字語が中国語に存在し 挨拶、我慢
ないもの。

その中、中国語に対応がない N 語を抜き、S 語、O 語及び D 語が本研究の研究対象であ
る日中同形語として認められる。文化庁は S 語を「日中両国語における意味が同じか、ま
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たは極めて近いものである」と定義し、S 語グループの日中同形語は中国語でも日本語で
も同じ意味用法で通用することが分かる。次、O 語は日中両国語における意味が一部重な
ってはいるが、両者の間にずれのあるものである。日中両国語の意味分布により、O 語グ
ループをさらに三種類に分類できる：①O－1 語：共通する意味があるが、日中それぞれ独
自の意味を持っている②O－2 語：日本語の方が独自の意味を持っている③O-3 語：中国語
の方が独自の意味を持っている。この三種類からなる O 語グループは、意味が部分的に重
複することにより、中国人日本語学習者の語彙の運用に誤用を生じ、混乱を招くことが考
えられる。最後、D 語の場合、日中両国語の意味範囲は離れて、重なっている意味はない
同形語グループである。つまり、漢字が同じだが、意味用法が日中両国語において著しく
異なるということである。本研究は、この文化庁（1987）の分類及び定義に従い、中国人
日本語学習者の日中同形語（S 語、O 語、D 語）に対する習得について検討する。
2.2 言語転移
外国語を学習する際に、すでに獲得している言語の知識・習慣の影響が出ることを「言語
転移（language transfer）」という。言語転移について、オドリン（1995）は以下のように定義
している：
転移とは、目標言語と、どれにしろ以前に（そして、ともすると不完全に）
習得された他の言語との間の、類似点及び相違点から生じる影響をいう。
（オドリン 1995：32）
つまり、第二言語習得において母語の知識を運用して起こる影響を「母語転移」という。
日中同形語の習得の場合、中国人学習者が母語とする中国語の漢字知識を喚起し日本語の習
得や使用に影響を与えるのは母語転移と言える。もし中国語の漢字知識を使用して日本語習
得を促進するならば「正の転移（positive transfer）」が働いたと、逆に日本語習得の学習困難
点となって学習や使用を妨げることを「負の転移（negative transfer）」が働いたと言う。
母語と目標言語の語彙は形態上・意味上類似する場合には習得を促進する場合もあるが、
知識の転用による誤解や誤用も生じている。また、「語彙的転移の事例は一般に形態的と意
味的両者の転移」（オドリン 1995：94）があり、日中同形語の転移は形態的と意味的両者の
転移からなっていると考える。中国人学習者は母語の漢字語彙知識を持っているため、日中
同形語の習得には形態的な転移から意味的な転移まで両者の転移の可能性があると考えら
れる。
2.3 言語習得における母語転移の影響
連（2013）は台湾の日本語学習者を対象とし、日中同形語における日中同形異義語（O 語、
D 語）に関する認知度の調査を行った。文化庁（1978）の分類法に従い、O 語と D 語を調査
語とし自然性判断テストを作成して調査を実施した。問題文の構成については、
「日本語の
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意味・文脈のみに従い作成した文」
、
「中国語の意味・文脈のみに従い作成した文」と「日本
語でも中国語でも使われる意味・文脈で作成した文」の三種類になっている。その結果を見
ると、認知度が高い（正答率が高い）のは「日本語でも中国語でも使われる意味・文脈で作
成した文」
、他の二種類はそれより認知度が低い（正答率が低い）
。
そのほか、李（2006）は調査 1「翻訳の選択肢課題」及び調査 2「自然さ判断課題」によ
る調査を実施し、中国人日本語学習者は漢語（二字漢語）の習得にどの段階でどのような種
類の日中同形語が習得しやすく、どのような語彙が習得しにくいを考察した。その結果、調
査 1 の「翻訳の選択肢課題」の結果からは、中国人学習者が日本語と中国語の意味がほぼ同
じもの（S 語）
、日本語と中国語の意味が全く違うもの（D 語）が誤用されにくい、言い換
えれば習得しやすいということが分かった。一方、中国語の意味範囲の方が広いもの（O-3
語）と日本語の意味範囲の方が広いもの（O-2 語）は学習者のレベルに関わらず、誤用され
やすいことがわかった。次に、李（2006：198）の調査 2 の「自然さ判断課題」では中国人
学習者は日中同形語の習得には「日本語の意味・用法よりも自らの中国語の意味に従いなが
ら日本語を学習している」という傾向が見られた。それに加え、日本語の判断課題には母語
の影響が確かに存在していることが明らかになった。
2.4 先行研究の示唆による本研究の研究対象
上述した先行研究は単一の学習者に調査を行ったもの多かったが、その結果は母語による
影響や学習者の特性によるものだと判定できるのだろうか。例えば、単なる中国人学習者の
データから傾向が見られていても、それは果たして中国人学習者の特性によるものなのか、
または選定された調査語の特性なのかが分からない。言語転移の判定の客観性を保つために
は、2 ヵ国語以上の母語話者を対象とする調査が妥当である（奥野 2005：45）という示唆も
ある。先行研究の結果を踏まえながら、本研究は、中国語を母語とする学習者に加え、中国
語の漢字知識を持っていない非漢字圏学習者をも研究対象としながら、日中同形語における
言語転移の影響の可能性を検討したものである。
3. 調査の概要
3.1 調査対象者
本調査の参加者は、当時東北大学に在籍する学生 55 名を対象であった。内訳として、中
国語を母語とする中上級日本語学習者 20 名（以下「中国人学習者」
）、非漢字圏中上級日本
語学習者 20 名（以下「非漢字圏学習者」
）
、日本語母語話者 15 名であった。調査紙の項目が
適当であるかどうかを確認するため、日本語母語話者のデータも収集した。中国人学習者と
非漢字圏学習者は全員、日本語能力試験 N1 か N2 に合格している、または、N2 レベル以上
である 1)ことが認められた学生である。調査参加者の国籍、日本語レベル、日本滞在歴を表
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2 に示す。
表 2：調査者プロファイル
調査対象
中国人

母語
中国語

学習者

日本語レベル

日本滞在歴

日本語能力試験 N1 ま

4 ヵ月～６年

たは N2 レベル以上

（4 ヵ月～2 年が

合計
20 人

80％を占める）
非漢字圏
学習者

ロシア語、スウェー 日本語能力試験 N1 ま

4 ヵ月～７年

デン語、タイ語等 7 たは N2 レベル以上

（4 ヵ月～2 年が

ヵ国語

85％を占める）

20 人

3.2 正誤テスト調査の材料
対象語彙は、
「文化庁 1978」、日本語能力試験 N1 過去問題集、上野・魯（1995）、連（2013）
を参考に、S 語、O 語、D 語それぞれ 12 語ずつ選定した。質問紙調査の判断文はこの 36 語
の対象語彙を使って、先行研究からの借用及び作例によって計 36 問の自然性判断テストが
作成された。O 語と D 語の意味範囲の選択において、日中で重なる意味とズレがある意味
のバランスを取って「〇」と「×」の割合を考えて設定した。対象語彙のレベルに関して、
『日本語能力試験出題基準【改訂版】
』
（2002）を参考にして、最大限に中級レベルの日常語
彙から N1 レベルを超えない範囲に絞った。各グループの例を表 3 に示す。
表 3 自然性判断調査の例
S語

単語

（正解）自然性判断テストの例文

意味分布

レベル

余地

「〇」何が公正であるかについては、議論の余

日〇 中〇

中級レ

地があります
O語

深刻

「×」今回の海外旅行は私の心に深刻な印象を

ベル～
日× 中〇

ベル

残している。
D語

看病

「〇」看護婦は心をこめて患者を看病する。

N1 レ

日〇 中×

3.3 調査方法
下線が引かれた対象語彙は、その日本語の文において自然かどうかを調査者に判断しても
らった。自然だと判断する時は空欄に「〇」を、不自然だと判断する時は「×」を付けると
いう形で解答してもらった。時間の制限は特になかったが、辞書を引かずに自力で回答する
ように指示した。
3.4 仮説
3.4.1 正の転移（S 語）
S 語は日中同形同義語で、意味が日中で極めて近いため、S 語を含む文の自然性判断に正
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の転移が働くことにより、正答率が O 語グループ、D 語グループより高いと予測できる。ま
た、中国語の漢字知識の喚起がより有利になるため、中国人学習者の S 語の正答率は非漢字
圏学習者の正答率を上回ると予想される。
3.4.2 負の転移（O 語及び D 語）
S 語と異なり、O 語と D 語は意味が一部重なってはいるが、ズレがあるまたは意味が全く
異なるため、O 語と D 語を含む日本語の文の自然性判断においては、中国語意味の喚起によ
り混乱を招いて、負の転移が起こる可能性が高いと考えられる。この場合、中国人学習者は
中国語の独自義でも日本語として自然であろうと誤った判断をしてしまえば、中国語の漢字
知識を持っていない非漢字圏学習者は逆に有利になるかもしれない。
4.調査の結果及び分析
4.1 調査データの処理及び調査結果
データを統計にかける前に、日本語母語話者のデータにおいて 6 つの語彙（S 語 2 語、O 語 2
語、D 語 2 語）の正答率が 80％も満たさなかったためデータから抜いた。最終的に、調査参加
者（合計 55 名）の30 語（S 語 10 語、O 語 10 語、D 語 10 語）の自然性判断テストから得られ
たデータを分析した。各調査参加者グループの自然性判断テストの正答率を語彙タイプ（S 語
vs. O 語 vs. D 語）1 元配置 ANOVA により分析した。また、中国人学習者と非漢字圏学習者の
データを比較するため、両者の自然性判断テストの正答率を 3 (語彙タイプ：S 語 vs. O 語 vs. D
語) × 2 (言語背景：中国人学習者 vs. 非漢字圏学習者) 二元配置反復測定 ANOVA により分析
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S語
O語
D語

日本語母語話者

中国人学習者

非漢字圏学習者

図 1 調査参加者の正答率（%）

50

55

61

58.5

正答率（%）

54.5

84.5

97.33

94.67

93.33

した。調査参加者による正答率のデータを図 1 に示す。
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4.1.1 日本語母語話者の結果及び分析
日本語母語話者の正答率における語彙タイプの影響を分析するために分散分析を行った。そ
の結果、語彙タイプの効果は有意ではなかった（F(2, 44) = 1.45, p = .25）。予測通りに、日本語母
語話者の場合、日中同形語の語彙タイプによる影響がなかったことが分かった。
4.1.2 中国人学習者の結果及び分析
中国人学習者の正答率における語彙タイプの影響を分析するために分散分析を行った。その結
果、語彙タイプの効果は有意であった（F(2, 59) = 20.11, p < .001）
。そこで有意水準 5%で両側検
定の t 検定を行ったところ、
O語とD語の間で有意差が観察できなかった (t (19) = -0.82, p = .42)。
S 語は、O 語と D 語の間でいずれも有意差が見られた（both ps > .001）
。中国人学習者の場合、
日中同形語の意味が同じかまたはきわめて近いと定義される S 語は、他のグループに比べ、

正答率が有意に高かったことから、S 語の習得において比較的に容易であることが考え
られる一方、意味が著しく異なる語（D 語）や、たとえ意味が一部重なっていてもズレ
がある語
（O 語）
の場合、
何らかの影響で誤判断を多く起こしたことが明らかになった。
しかし、この結果は中国人学習者の特性（例えば、漢字の影響）によるものなのか、日
本語学習者の共通している特性によるものなのかはわからなかったため、非漢字圏学習
者のデータとの比較を通して分析してみた。
4.1.3 非漢字圏学習者の結果及び分析
非漢字圏学習者の正答率における語彙タイプの影響を分析するために分散分析を行った。そ
の結果、語彙タイプの効果は有意ではなかった（F(2, 59) = .56, p = .58）。語彙タイプによる効果
の面では、非漢字圏学習者は日本語母語話者の結果と一致し、日中同形語の意味分布によって
分類された語彙タイプが、非漢字圏学習者の自然性判断に影響がなかったことが分かった。
4.1.4 中国人学習者の結果と非漢字圏学習者の結果の比較
中国人学習者と非漢字圏学習者の正答率を分析した結果、語彙タイプの主効果(F (2, 76) =

13.63, p < .001) 及び、 言語背景（中国人学習者 vs. 非漢字圏学習者）による主効果が有意であ
った (F (1, 38) = 5.68, p < .05)。つまり、語彙タイプ及び言語背景は自然性判断テストの正答率
に大きな影響を与えたことがわかった。最後、語彙タイプと言語背景の交互作用も有意であっ
た (F (2, 76) = 6.50, p < .05)。それは、言語背景によって、語彙タイプへの影響が異なり、この三
つのグループの正答率のパターンは両言語背景者により異なることを意味している。そして、
単純主効果を行ったところ、S 語の 2 群の間で有意差が見られたが（t (19) = 5.24, p < .001）、O 語
の 2 群の間と D 語 2 群の間で有意差が観察できなかった（both p >.75）。この結果は、中国人学
習者の S 語の正答率は非漢字圏学習者のS 語の正答率をより上回っていた、また、O 語と D語
の正答率に関しては、中国人学習者と非漢字圏学習者の間で差がなかったことを意味している。
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5. おわりに
本研究は、日中同形語における 3 種類の語（S 語、O 語、D 語）を含む文に対する自然性
判断テストの正答率をデータとし、中国人学習者と非漢字圏学習者の正答率を比較しなが
ら、中国人学習者の母語である中国語の漢字知識が日中同形語を処理する際にどのような役
割を果たすのかを探ろうとしたものである。その結果、中国人学習者の場合、予測通りに、
意味が同じかまたはきわめて近い S 語の場合で、非漢字圏学習者の正答率を大きく上回ってい
る。この日中同形同義語である S 語を処理する優位性は中国語母語話者が持っている漢字知識
によるもの、いわゆる正の転移によるものだと考えられる。日中両国語における字形と意味が
通用しているため、中国人学習者によって、習得においても運用においても比較的に容易であ
ることが考えられる。負の転移を中心に誤用分析を通して日本語教育へ提案する先行研究が多
かったが、正の転移が生じることが中国人学習者の優位性を最大化することができるため、こ
の日中同形同義語の習得や処理における正の転移にも注目する必要があると考える。
また、正の転移が生じる一方、予想外だったのは、意味が著しく異なる D 語や、意味が一部
重なっていてもズレがある O 語の場合、非漢字圏学習者と比べて大差なかったことである。非
漢字圏学習者に比べ、中国人学習者は O 語と D 語の習得には中国語知識の干渉により、負
の転移が働く可能性が高い。本研究は、中国人学習者は日中同形語を習得や運用する際に言
語転移が働き、日中同形同義語（S 語）の習得には正の転移、日中同形異義語（O 語、D 語）
には負の転移が働く可能性を示唆している。
しかし、本研究のデザインでは、中国人学習者の特性により日中同形語の習得に転移が働
く可能性が高いことがわかったが、中国人学習者と非漢字圏学習者の誤りの理由が異なるか
どうかは判別できない。非漢字圏学習者の O 語、D 語における比較的に低かった正答率か
ら、調査協力者は N2 レベルに相当するにもかかわらず、漢字語彙は彼らにとって一難関で
あることかもしれない。O 語と D 語においては、中国人学習者と非漢字圏学習者はよく似た
状況にあるという解釈も可能だと考える。この課題を解決するには、今後、on-line 課題に
よりさらに日中同形語の処理における言語転移の可能性やメカニズムを検討する必要があ
る。
注
1）東北大学特別課程レベル 4（中級）とレベル 5（中上級）科目を受講している学生は、N2 レ
ベルの能力と相当する日本語能力を持っていると認められている
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「NP がある」属性文の形容詞的特徴
The adjectival features of "NP ga aru" construction
鄧 超群
DENG Chaoqun
提要 本文主要探讨了「NP がある」属性句的形容词性特征及其与形容词句之间的异同点，指
出「NP がある」属性句的以下三个特征与形容词一致：①在句中既可做连体修饰成分，也可做
谓语成分；②可以与程度副词搭配使用，但不能与数量副词搭配使用；③可用于比较句中。但
在以下两个方面，
「NP がある」属性句与形容词有很大的差异：①在句中充当谓语成分的频率
要高于充当连体修饰成分的频率；②由形容词转换而来的名词形「～さ」由于自身的语义不完
整性，其在句中不能单独使用，而需要与连用修饰成分或连体修饰成分连用。
キーワード：
「NP がある」属性文 程度副詞 比較表現 形容詞文
目次
1. はじめに
2．連体修飾用法と叙述用法
3．程度副詞との共起
4．比較表現との共起
5. 形容詞文との繋がり
6. 終わりに
１. はじめに
日本語の所有文は、
（1）に示したように、様々な所有関係を表すことができる。
（1）a. 私に（は）カシオの腕時計がある。
b. 私に（は）兄弟がある。
c. 車に（は）エンジンとタイヤがある。
d. 私に（は）自信がある。
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（1a）はモノの所有、
（1b）は人間関係の所有、
（1c）は部分・全体関係の所有、（1d）は
属性の所有を表している。しかし、ともに所有関係を表していながら、この 4 つの文では
文法的な違いが見られる。
（2）a. *私に（は）とても/非常に/きわめてカシオの腕時計がある。
b. *私に（は）とても/非常に/きわめて兄弟がある。
c. *車に（は）とても/非常に/きわめてエンジンとタイヤがある。
d. 私に（は）とても/非常に/きわめて自信がある。
（2）から分かるように、同じく所有関係を表すにもかかわらず、（2a～c）は「とても/非
常に/きわめて」などのような程度副詞と共起することができないのに対して、
（2d）はそれ
らの程度副詞と共起しても文法的に違和感が生じない。その理由として、鄧（2018）では
文中に使われる「が」格名詞（NP）の意味構造が挙げられると述べ、そして①状態の成
分、②段階的属性、③評価性、④抽象性、⑤譲渡不可能な所有性の 5 つの条件を満たす名
詞こそがこのタイプの構文に出現することを明らかにした。
本稿は考察の便宜から、まず（2d）のような程度副詞と共起できる所有文のことを「NP
がある」属性文と呼ぶことにする。そして鄧（2018）の結論を踏まえ、
「NP がある」属性
文の統語的特徴を考察していく。
（3）に示したように、「NP がある」属性文は、形態的に
動詞述語文の形を取っているが、意味的には形容詞性を持っており、形容詞文に置き換え
られるのである。
（3）a. とても雰囲気がある。→とてもいい雰囲気がある。→雰囲気がとてもいい。
b. とても人気がある。→とても高い人気がある。→人気がとても高い。
c. とても個性がある。→とても強い個性がある。→個性がとても強い。
d. かなり痛みがある。→かなり強烈な痛みがある。→痛みがかなり強烈だ。
e. 非常に関係がある。→非常に密接な関係がある。→関係が非常に密接だ。
f. 非常に意味がある。→非常に深い意味がある。→意味が非常に深い。
（3）に示しているように、
「NP がある」属性文に意味上、下線を引いたような形容詞的
な意味が潜在していることが分かった。この潜在的な形容詞的な意味は本稿で「NP があ
る」属性文の「＋α」の形容詞性と呼ぶ。
「NP がある」属性文はこの「＋α」の形容詞性を
通じて、形容詞文との関連性は何か、また形容詞文の統語的特徴をいかに共有することが
実現可能かといった課題を次章から考察してみたい。
2. 連体修飾用法と叙述用法
まず、現代日本語文法論において、形容詞は主に二つの用法があると考えられる。一つは、
（4a）のように体言の前に置かれ、体言を修飾する用法（連体修飾用法）であり、もう一つ
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は（4b）のように述語成分になる用法（叙述用法）である。八亀（2007）では「規定語」と
「述語」との二つの機能に分けられている。
（4）a. 青い空
b. 空が青い。
仁田（1998）は、小説資料を対象に、現代日本語において形容詞の上述の二つの用法の使
用頻度を調べ、形容詞の連体修飾用法が述語用法の 2 倍近く多いことから、日本語の形容詞
の主な働きは連体修飾用法にあると指摘した。八亀（2007）でも、書き言葉に関しては形容
詞の特徴的な機能が規定語となることであると述べられている。
前述したように、日本語の「NP がある」属性文も意味的に形容詞と類似性が高いため、文
法的にも連体修飾用法（5）と叙述用法（6）が見られた。
（5）a. この作品を見た感想は、とても緊迫感がある動画だと思いました。
（Yahoo!ブログ）
b．これは、勉強するきっかけがなかなかつかめない子どもにとっては、とても効果
がある方法です。

（『わが子を算数大好きに変える本』）

c．フィンさんはとても勇気と責任感がある人で、いつも守ってくれた。
（『蜂が戦い椰子も働く』
）
d．猫についてとても罪悪感のある思い出があります。

（Yahoo!知恵袋）

（6）a. 私は「おてかず」というのを最近知ったので、聞くととても違和感があります。
（Yahoo!知恵袋）
b．超一流の芸術家は、とても営業力があります。

（Yahoo!ブログ）

c．この葉はビタミンやミネラルが豊富でとても栄養があるので、捨てないでサラダ
にも使いたいもの。

（『女性セブン』
）

d．バナナのはえたバスルームもとても雰囲気があり、ゆったりできそうですね。
（Yahoo!ブログ）
しかし、
「現代日本語書き言葉均衡コーパス」
（BCCWJ）より抽出された「NP がある」属
性文の統語用法を統計すると、連体修飾用法より叙述用法のほうが例文数が圧倒的に多いこ
とが分かった。この点においては書き言葉における形容詞文と大きく異なっている。
表 1 「NP がある」属性文の統語的用法
統語的用法

「かなり」と共起する

例文数と比率

例文数と比率

連体修飾用法

13 例

12.15%

21 例

10.24%

叙述用法

94 例

87.85%

184 例

89.76%

107 例

100%

205 例

100%

合計
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表 1 に示されているように、程度副詞「とても」と共起する場合にしても、
「かなり」と共
起する場合にしても、
「NP がある」属性文は連体修飾節として用いられるのはただその中の
1 割強にしかならず、それに対して、叙述用法は 9 割近くあった。これは「NP がある」属性
文の用法の特徴の一つとして挙げられる。要するに、
「NP がある」属性文は「＋α」の形容詞
性を受け継ぎ、連体修飾と叙述の二つの用法を持っていながら、実際に叙述機能がメインに
使用されているのが特徴である。
なお、
「NP がある」属性文が連体修飾語として働く場合に、名詞（NP）の格形式は、
「NP
ガアル」
（
「が」格）
、
「NP ノアル」
（
「の」格）
、
「NP アル」
（裸格）とあるように、多様化して
いる（彭 2002）。
（7）a. 防衛産業色の強い企業や国民に人気がある企業の買収は、できるだけ避けたい。
b. 大そう人気のあるキャストだったらしいが、感心しなかった。
c. 人気ある英国や米国。
（8）a. 大人からみると確かに年寄り扱いされるのには抵抗がある年齢かもしれません。
b. 今の革命経験のある指導者が亡くなった後、新たな問題が出てくるでしょう。
c. どれも夕方から夜を飾る風情ある草花である。
（（7）と（8）の例文は彭（2002）より転載）
3. 程度副詞との共起
程度副詞は「状態や性質を表す述語についてそのレベルや度合い、段階、幅（即ち、程度）
を限定する働きがある」
（沖森ほか 2016:24）。その中のレベルや度合い、段階、幅は程度と量
の二つの意味合いをもっている。工藤（1983）は「とても」
「非常に」
「たいへん」
「かなり」
「ずいぶん」などの副詞をすべて「ほぼ疑いなく程度副詞とされる代表的なもの」
（工藤 1983:
126）の類に入れたが、
（9）（10）の例に示したとおり、程度副詞にしても、①程度のみを表
すものと②程度・量の両方を表すものの二つのグループに分けられる。
（9）程度のみを表すもの
a. とても/非常に/たいへん 美味しい/暑い/きれいだ。

[程度]

b. *とても/非常に/たいへん ごはんを食べた/お酒を飲んだ/歩いた。[量]
（10）程度と量の両方を表すもの
a. 少し/かなり/ずいぶん 美味しい/暑い/きれいだ。

[程度]

b. 少し/かなり/ずいぶん ごはんを食べた/お酒を飲んだ/歩いた。 [量]
程度副詞のこの特徴は「NP がある」属性文に用いられる場合にも顕著に見られた。まず、
「少し」
「かなり」
「ずいぶん」は「NP がある」属性文と共起すると、名詞 NP の意味によっ
て、程度と量の二つの意味を表すことができる。
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（11）a. 大人になった今も料理には少し自信があるのはきっと母に褒められたからなんだ
ろうと思っています。

（Yahoo!知恵袋）

b. 千歳空港から伊丹空港への途中で見える「富士山」！少し雲があり、すっきり撮
れませんでした！

（Yahoo!ブログ）

（12）a. テレビで地元の花粉情報をチェックし、飛散の少し前から、薬を服用するなどの
対策をとると予防にかなり効果がある。

（河北新報・朝刊）

b．金沢の街は、かなり積雪がありました。

（Yahoo!ブログ）

（13）a. ずいぶん勇気があるなと思われている人も、じつは震えている自分を奮起させて
発言しているということを、人は知らないのではないかと思います。
（『きみは変われる！』
）
b. 食堂のとなりには、図書室がありました。ずいぶん本がありますね。
（『海底二万里』）
上記（11～13）の例文 a は程度を表すものであり、b は量を表すものである。同じ文型に
用いられながらも、名詞 NP の意味によって「NP がある」構文の意味は程度と量の二つのタ
イプに分かれると思われる。a.の例文に現れる「自信」
「効果」
「勇気」は段階的属性を持っ
ているのに対して、b.の例文の「雲」
「積雪」
「本」は量の多寡を表すことができるが、程度
の段階性を表すことができない。要するに、a の例文のような段階的属性を持つ NP が入っ
ているからこそ、
「NP がある」構文は属性文になるが、逆に b のような例文は属性文になら
ない。という理由から、前の（11-13）の例文は、
「とても」
「非常に」
「たいへん」のような
程度のみを表す副詞に入れ替わると、次のような結果になる。
（11’）a. とても/非常に/たいへん自信がある
b. *とても/非常に/たいへん雲がある
（12’）a. とても/非常に/たいへん効果がある
b. *とても/非常に/たいへん積雪がある
（13’）a. とても/非常に/たいへん勇気がある
b. *とても/非常に/たいへん本がある
一方、
「たくさん」は量のみを表す副詞の代表的なものであり、主に動詞を修飾する働きを
持つとされている。
（14a）のように、
「NP がある」属性文は「たくさん」と共起できないこ
とは、この構造は形容詞との類似性が大きいことを裏付けることができよう。
（14） a. *たくさん自信/効果/勇気がある
b. たくさん雲/積雪/本がある
また、程度副詞と共起する「NP がある」属性文の名詞には、もう一つの特徴が見られた。
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それは、形容詞から転成される名詞が多いということである。
（15）a. にぎやかだった車内も少し静けさがありました。

（Yahoo!ブログ）

b. つまり一般人が予想するよりも外国語の学習にはかなり難しさがあるというこ
とを、知っておかなくてはならない。

（『英語の学び方』
）

c. 少し深さがあればいろんな用途がありますので、何枚あってもいいでしょう。
（Yahoo!知恵袋）
d. 弟のようにもう少し奔放さがあればいいのだが。 （『情熱の贈り物』
）
（16）a.僕も卒業生なので非常に親しみがあって毎日朝、子供と一緒に通ってたんですが。
（『同じ年に生まれて』
）
b. この提携にはとても旨みがあったことが何年も経過するうちに証明された。
（『80,000 点に学ぶ新製品開発マーケティング』）
c. 急性中耳炎は、鼓膜内に膿が溜まります。発熱を伴い、かなり痛みがあります。
（Yahoo!知恵袋）
d. 生活実感からですが、この天然素材の無垢フローリングにはとても暖かみがあり、
豊かな質感もかもし出されています。

（『エコハウスに住みたい』
）

（15）
（16）に挙げられるのは形容詞から転成された名詞の例であり、
（15）はそれぞれ形容
詞「静けし」
「難しい」
「深い」と形容動詞「奔放」の語幹に接尾辞「さ」
、
（16）は形容詞「親
しい」
「旨い」
「痛い」
「暖かい」の語幹に接尾辞「み」をつけた語である。このように、
「NP
がある」属性文は形態的にも意味的にも形容詞と親近性を持っているため、形容詞文に置き
換えることができると考えられよう。
（15’）a. 少し静けさがあった → 少し静かであった
b. かなり難しさがある → かなり難しい
c. 少し深さがあれば → 少し深ければ
d. もう少し奔放さがあれば → もう少し奔放であれば
（16’）a. 非常に親しみがあって → 非常に親しくて
b. とても旨みがあった → とても旨かった
c. かなり痛みがある → かなり痛い
d. とても暖かみがある → とても暖かい
なお、
「NP がある」属性文のこの特徴が巧みに利用され、特に翻訳の面においては、外国
語の形容詞に対応する日本語の形容詞が欠けている場合に、よく「NP がある」属性文で代
替する。この点は大塚（2004）にも指摘されている。
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表 2 英語の形容詞に対応する「NP がある」属性文
brave

勇気がある

influential

影響がある

capable

能力がある

interested

興味がある

charming

魅力がある

popular

人気がある

comprehensive

理解力がある

powerful

力がある

creative

創造力がある

randg

威厳がある

credible

信頼がある

responsible

責任がある

effective

効果がある

self-confident

自信がある

historic

歴史がある

sensible

分別がある

humorous

ユーモアがある

thoughtful

思いやりがある

imaginative

想像力がある

valuable

価値がある

日本語には形容詞の数が少ないとよく言われる（玉村 1974、森田 1980 など）
。玉村（1974）
では日本語の基本語中の形容詞の百分率を外国語の形容詞と比べた結果、日本語（雑誌 90 種
の場合）の 4.31%（形容動詞を入れて 7.88%）に対して、英語は 16%、ドイツ語は 15%、フ
ランス語は 16.7%、中国語は 14.6%を占めていることから、この 4 つの言語のいずれにして
も、日本語の形容詞より倍以上の比率を持っていることが分かった。
このように、外国語の形容詞を日本語に翻訳する場合に、日本語の形容詞の不足を補完す
る手段の一つとして、
「NP がある」属性文で表現されることが少なくない。表 2 に示してい
るように、日本語の「NP がある」属性文は形態的に動詞述語文の形を取っているが、意味的
には英語の形容詞一語と同じ意味特徴が備わっている場合が多く、基本的には形容詞文の性
質を持っていると言えよう。
4. 比較表現との共起
また、「NP がある」属性文は「A より（は/も）B～」
「A に比べて B」「A（という）より
B」などの比較表現に用いられることもでき、形容詞文との類似性を示すものがある。
（17）a. 長年の社会部記者、デスクの経験から放送は新聞に比べて判断に甘さがあるので
はないかという反省があった。

（NHK 社会部記者）

b. 今でも他の凡作よりは人気がありますが、残念ながら、かつての勢いはもうない
ですね。

（Yahoo!知恵袋）

c. 向いてないというより、責任感があるようで、やっぱりどこか責任感がないんだ
と思うんですね。

（『定本・野田秀樹と夢の遊眠社』
）

d. そもそも、四角四面に仕事をしているより、多少のユーモア感覚がある人のほう
が、デキる人に見えやすいものだ。（『仕事ができる人のちょっとしたコツ 400』）
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e. 否定証拠を与えることは、正しいインプット（肯定証拠）だけを与える指導より
も、外国語学習に効果があるのでしょうか。 （『英語習得の｢常識｣｢非常識｣』
）
（17）の例文はそれぞれ「新聞に比べて判断が甘い」
「ほかの凡作よりは人気が高い」
「向
いてないというより、責任感にあふれている/責任感に満ちている」
「四角四面に仕事をして
いるより、多少ユーモアのある人」
「…（略）指導よりも、外国語学習に効果的である」のよ
うな比較表現に置き換えることができる。
5. 形容詞文との繋がり
さらに、構文上において、
「NP がある」属性文は形容詞文に比べ、以下の文法的な相違点
を示している。
（18）a. 形容詞文
昨日は暑かった。→ 昨日はとても暑かった。
b. 「NP がある」属性文
*昨日は暑さがあった。 → 昨日はとても暑さがあった。
→ 昨日は全身が濡れるような暑さがあった。（作例）
（19）a. 形容詞文
清水オヤジの写真は美しかった。 → 清水オヤジの写真はとても美しかった。
b. 「NP がある」属性文
*清水オヤジの写真は美しさがあった。
→ 清水オヤジの写真はとても美しさがあった。
→ 清水オヤジの写真は、スーッスーッとした、まるで水彩画のような美しさが
あった。

（『小津安二郎と映画術』）

（20）a. 形容詞文
彼女はセクシーだった。 → 彼女はとてもセクシーだった。
b. 「NP がある」属性文
*彼女はセクシーさがあった。 → 彼女はとてもセクシーさがあった。
→ 彼女はニューヨークにきたばかりの女の子特有のセクシーさがあった。
（『ブッダと結婚』
）
形容詞から転成された名詞「～さ」には意味的な自足性がないため、文中に単独で用いら
れることができず、連用修飾語か連体修飾語をつけなければならない。この点は形容詞とか
なり違いをみせている。
（18）
（19）
（20）の例文から分かるように、形容詞「暑い」
「美しい」
「セクシー」は単独で文中に用いることもできれば、連用修飾語「とても」で修飾すること
もできる。それに対して、形容詞から転成された名詞「暑さ」
「美しさ」
「セクシーさ」は、
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単独で文中に用いることができない。その前に連用修飾語「とても」で修飾するなら、自然
な文になる。また、その意味を補足するような連体修飾語で限定する場合にも適性な文にな
る。
実際に、形容詞からの転成名詞「～さ」は、上述の「NP がある」属性文のみならず、単独
で性状規定文の述語になることもできない。この点は新屋（2014）にも指摘されている。新
屋（2014: 34）は「～さ」は意味的に形容詞に近いにもかかわらず、
（21）のように単独で性
状規定文の述語になることはできず、性状規定文の述語になるためには（22）のように、
「～
さ」を修飾する連体部が必須であると述べている。
（21）a. *部屋の中は暑さだった。
b. *辺りは、まばゆさだった。
c. *安田と石田部長の結びつきは、深さでした。
（22）a. 部屋の中は[熱帯のような]暑さだった。
b. 辺りは、[店に入る前とは見違えるほどの]まばゆさだった。
c. 安田と石田部長の結びつきは、[外部で想像した以上の]深さでした。
（新屋（2014:33）より転載、[ ]は筆者）
要するに、属性としての評価的な値を持つ形容詞と異なり、形容詞からの転成名詞「～さ」
はその評価的な値が空虚であるため、そのまま述語機能を持つ名詞述語文や「NP がある」
属性文に用いることができず、叙述の内容を連体修飾語か連用修飾語に任せることになると
考えられるのである。
6. 終わりに
本稿は日本語文法の伝統的な分析でよく「所有文」とされていた「NP がある」属性文の持
つ形容詞文との形態的・意味的な類似性を指摘し、さらに形容詞文との文法上の関連性をも
検討した。
「NP がある」属性文は①連体修飾と述語の二つの用法を持つこと、②量副詞と共
起できず、主に程度副詞に修飾されること、③比較表現に用いられることの 3 つの点におい
ては形容詞文と同じ性質を持っている。一方、①連体修飾用法より述語用法が多用されるこ
と、②形容詞からの転成名詞「～さ」には意味的な自足性がないため、文中に単独で用いら
れることができず、
連用修飾語か連体修飾語をつけなければならないことの 2点においては、
普通の形容詞文と大きな違いを見せていることが分かった。
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語彙的複合動詞の意味構造と意味関係
― 語彙化の角度から
LCS and Semantic Relation of Lexical Compound Verbs
―A Lexicalization Perspective
史 曼
SHI Man
提要 由具有实义的两个动词所构成的日语词汇型复合动词中，V1 与 V2 的语义关系受限，
仅有手段、原因、并列和方式四种，且其中手段关系复合动词所占比例最大。关于该现象的
语义机制，已有研究并未进行充分解释。本文在收集大量数据的基础上，利用词汇化理论，
提出词汇型复合动词的语义结构，进而考察其语义关系。分析表明，单个动词的词汇化模式
为“方式”、
“结果”
、
“方式+结果”
，而词汇型复合动词为词汇化而成的单个动词，具有单一
事件的语义结构。复合动词的语义关系受限性及数量分布差异均由复合动词整体的语义结构
决定。
キーワード：意味構造 意味関係 語彙化 様態 結果
目次
1. はじめに
2. 単純動詞の語彙化と意味構造
3. 語彙的複合動詞の意味構造と意味関係
4. おわりに
1. はじめに
影山（1993、1999）、由本（2005）等によれば、日本語における語彙的複合動詞は前項動
詞（以下 V1 と略す）と後項動詞（以下 V2 と略す）の意味関係によって次の五種類に分け
られている。
（1）a.手段：V1 することによって、V2
切り倒す、踏み潰す、押し開ける、折り曲げる、切り分ける、むしり取る
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b.様態：V1 しながら V2
尋ね歩く、遊び暮らす、忍び寄る、舞い上がる、持ち去る、探し回る
c.原因：V1 の結果、V2
歩き疲れる、抜け落ちる、溺れ死ぬ
d.並列：V1 かつ V2
泣き喚く、忌み嫌う、恋い慕う、慣れ親しむ
e.補文関係：V1 という行為／出来事を（が）V2
見逃す、死に急ぐ、聞き漏らす、晴れ渡る、使い果たす、呼び交わす
影山（1999:195）
このうち、
「補文関係複合動詞」における V2 は語彙的意味が希薄化しているので、本論
では扱わないことにする。実質的意味を持つ「手段」
「原因」
「様態」
「並列」タイプの複合
動詞は V1 と V2 から構成され、複合事象を表す動詞である。しかし、同じ複合事象を表す
「テ形」連接では意味関係がより多様で、例えば、
「手段」
「原因」
「様態」
「並列」以外に、
「継起」（朝起きて顔を洗う）
、「逆接」
（知っていて教えてくれない）なども表すことがで
きる。それでは、なぜ語彙的複合動詞は「テ形」連接と違って、意味関係が四つに限られ
ているのであろうか。
また、陳（2013）によれば、意味関係による語彙的複合動詞の分類では、手段関係動詞
が 1300 語で圧倒的に多く、次いで原因関係複合動詞 151 語、様態関係複合動詞 123 語、並
列関係複合動詞 93 語である。それでは、なぜ各分類の生産性にばらつきがあり、手段関係
複合動詞が圧倒的に多いのであろうか。
影山（2013:9）は、語彙的複合動詞の V1 と V2 の意味関係は V2 の意味構造からかなり
の程度まで予測することができると指摘しているが、それについて詳論してはいない。本
稿は語彙化の角度から、語彙意味論の枠組みにおいて、データを収集し、語彙的複合動詞
の意味構造を提示した上で、V1 と V2 の意味関係について考察する。
本論の構成は次の通りである。まず、第 2 節では、Rappaport Hovav & Levin（2010）の語
彙化理論によって単純動詞の語彙化および意味構造について考察する。第 3 節で、語彙的
複合動詞の語彙化タイプおよび意味構造について考察し、意味関係を分析する。第 4 節は
まとめと今後の課題である。
2. 単純動詞の語彙化と意味構造
語彙意味論の枠組みでは、
「語彙化」を共時的意味で用いて、事象が一語にコード化され
ることを「語彙化」として捉えている。Levin & Rappaport Hovav（2008）、Rappaport Hovav
& Levin（2010）の一連の研究では、動詞の意味は構造的意味（event schema）と、その動詞
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の個別的な意味を表す“root”によって構成されると分析している。そして、
（2）の意味構造
（語彙概念構造 Lexical Conceptual Structure, LCS）に示すように、“root”と“event schema”の
結びつき方の相違によって、動詞を大きく Manner Verbs（様態動詞）と Result Verbs（結果
動詞）に分類している。様態動詞は様態が指定されているが、結果は不問に付されている。
一方、結果動詞は結果が指定されているが、その結果を引き起こす様態は含まれていない
という。
（2）a.様態動詞：行為の様態を特定する動詞
LCS: [[x ACT <MANNER>(ON) y]
b.結果動詞：変化結果を特定する動詞
LCS: [[x ACT ON y ]CAUSE [y BECOME AT <z>]]
[y BECOME AT <z>]
例えば、
（3a）のように、“wipe”の結果としては“dirty”、“sticky”、“wet”など多くの可
能性があり、結果が指定されていない。また、
（3b）のように、“clean”は様々な手段を利用
することができ、手段が指定されていないことがわかる。したがって、“wipe”が「様態動
詞」、“clean”が「結果動詞」となる。
（3）a. I just wiped the table, but it’s still dirty/sticky/wet.
b. I cleaned the dress by soaking it in hot water/pouring bleach over it/saying “abracadabra”.
(Levin &Rappaport Hovav 2008:1)
Levin & Rappaport Hovav（2008）、Rappaport Hovav & Levin（2010）等はこのように動詞を
「様態動詞」と「結果動詞」に二分しているが、Goldberg（2010）、Beavers & Knootz-Garborden
（2012）等は殺害様態動詞（drown, hang, guillotine）、料理様態動詞（blanch, braise, broil）を
取り上げ、
「様態・結果動詞」も存在すると述べている。本稿はこれらの先行研究を参考に
し、動詞を「様態」
「結果」
「様態＋結果」の三種類に分ける。つまり、
「一語」が表す可能
な意味は「様態」
「結果」
「様態＋結果」であるとする。それぞれの LCS を次のように示す 1）。
（4）a.様態動詞 LCS: [x ACT<MANNER>(ON) y]
b.結果動詞 LCS: [[x ACT]CAUSE[y BECOME BE AT <state>]]
[y BECOME BE AT <state>]
c.様態・結果動詞 LCS:[[x ACT<MANNER>]CAUSE[y BECOME BE AT <state>]
様態動詞は[ACT]という上位事象しか持っていない。一方、結果動詞も様態・結果動詞も上
位事象と結果事象からなる複合事象を表すが、結果動詞における上位事象は指定されてい
ないのに対して、様態・結果動詞は上位事象も結果事象も指定されている。
（4）の LCS か
らもわかるように、一語が表しうる最大限の意味は「様態・結果動詞」である。
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史曼（2015）では、日本語の単純動詞をまず大きく様態動詞、結果動詞、様態・結果動
詞に分類し、そして移動事象か状態変化事象か、自動詞か他動詞かという要素を考慮に入
れ、さらに下位分類した。具体的には様態動詞をさらに行為状態、移動様態、働きかけ動
詞の三つに分類し、結果動詞を状態変化、移動経路、使役変化／移動動詞に分類した。本
稿はこの史曼（2015）の分類に基づき、『分類語彙表増補改訂版』から動的動詞を 2883 語
収集し、各タイプの数を調査した。日本語単純動詞の語彙化タイプ、意味構造および量的
分布を示すと表 1 のようになる。
表 12）

LCS

語彙化
タイプ
様態

結果

様態・
結果

語彙化タイプ、意味構造および量的分布
語例

行為様態

[x ACT<MANNER>]

移動様態

[x MOVE<MANNER>]

働きかけ

[x ACT<MANNER>ON y]

笑う、叫ぶ、遊ぶ、 227
働く
歩く、走る、駆ける 13

移動経路

[y
BECOME
AT<state>]
[y MOVE[path z]]

使役変化
／移動

[[x ACT ON y]CAUSE[y
BECOME BE AT<state>]]

状態変化

数量

BE

蹴る、叩く、殴る、 489
掃く
壊れる、潰れる、切 885
れる
落ちる、上がる
83

729

2144

壊す、切る、開け 1187
る、下げる、上げ
る、降ろす
[[x ACT<MANNER> ON 切る、刻む、塗る、 10
y]CAUSE[y BECOME AT 吊る、煮る、刈る、
<state>]]
研ぐ、縛る、盛る、
巻く

この表からわかるように、語彙化タイプからみれば、「結果」タイプが最も多く 2144 語で
あり、「様態・結果」タイプは最も少なくわずか 10 語である。また、意味構造から動詞の
量的分布をみれば、使役変化・移動動詞が最も多く 1187 語である。
3.

語彙的複合動詞の意味構造と意味関係

3.1 語彙的複合動詞の語彙化タイプ
Rappaport Hovav & Levin（2010）等の研究は複合動詞について言及していないが、日本語
の語彙的複合動詞も語彙化された一語である。これについて影山（1993）は、語彙的複合
動詞が形態的まとまりを構成し、語彙的選択制限を備えていることから、一語としての資
格を確認した。また由本（2005）は、複合動詞はもともと二つの動詞概念として存在して
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いた LCS が単一の動詞概念として機能するように合成すると述べている。つまり、複合動
詞は単純動詞と同じ「一語」であり、複合動詞の意味構造は V1 と V2 の意味構造が複合さ
れ、単一事象としての意味構造をもっている。
前節で述べたように、
「一語」が表す可能な意味は「様態」
「結果」
「様態＋結果」の三つ
である。語彙的複合動詞は語彙化された一語なので、一語としての意味構造に制限される
と考えられる。つまり、語彙的複合動詞も単純動詞と同様に、
「様態」
「結果」
「様態＋結果」
のいずれかになる。それでは、実際に語彙的複合動詞の語彙化、意味構造がどのようにな
っているのか見てみよう。史曼（2015）は、国立国語研究所の『複合動詞レキシコン』か
ら 1272 語を抽出し、複合動詞における V1 と V2 のそれぞれの語彙化タイプについて調査
した結果を表 2 のように示している。この表からわかるように、
「様態＋結果」タイプの語
彙的複合動詞が最も多く、「結果＋結果」
、
「様態＋様態」は生産性が低い。なお、「結果＋
様態」タイプの複合動詞は収集されていない。
表 2：語彙的複合動詞の語彙化タイプ（1272 語）
語彙化タイプ

様態+様態

結果+結果

様態+結果

結果+様態

語数

47

167

1058

0
（史曼 2015：56）

3.2 語彙的複合動詞の意味構造
前述したように、語彙的複合動詞は V1 と V2 の意味構造が融合したもので、単一事象
としての意味構造を持つ。それでは、二つの動詞の意味構造はどのように融合されるので
あろうか。以下では V1 と V2 の語彙化タイプが同じ場合と異なる場合に分けて考察する。
3.2.1 V1 と V２が異なる語彙化タイプの場合
本節ではまず生産性が最も高い「様態＋結果」タイプの複合動詞の意味構造を考察する。
日本語の複合動詞は意味的、統語的に基本的に「右側主要部」なので、V2 の意味構造がベ
ースになり、V1 の意味構造がそれに融合されると考えられる。
「様態＋結果」タイプにお
ける V2 が使役変化／移動動詞、状態変化動詞、移動経路動詞の三つの種類がある。
V2 が使役変化／移動動詞の場合、収集した複合動詞をみると、ほとんどの V1 は「打つ」
「押す」などといった働きかけ動詞である。例えば、（5）のような動詞である。
（5）「様態＋結果」① 「働きかけ＋使役変化／移動」例
打ち上げる、蹴り上げる、投げ上げる、押し上げる、引き上げる、
持ち上げる、叩き壊す、殴り倒す、蹴り崩す、押し開ける…
V2 が使役変化／移動動詞の場合、結果は指定されているが、上位事象における「様態」が
空白である。
（6）に示されるように、Ⅴ1 はその空白部分を補充し、V2 の LCS と融合して
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「様態」も「結果」も指定される「様態・結果」動詞になる。V2 が使役事象を表し、V1 は
V2 が表す使役事象を達成させるために行う具体的な行為であるため、V1 と V2 の意味関
係は手段関係になる。
（6）「様態＋結果」① 「働きかけ＋使役変化／移動動詞」の LCS
a. V2 の LCS: [x ACT <空白>ON y] CAUSE [y BECOME BE AT <state>]]
b. V1 の LCS: [x ACT<MANNER>ON y]
→c. [[x ACT<MANNER>ON y] CAUSE [y BECOME BE AT <state>]]
V2 が状態変化動詞の場合、収集した例は（7）のように、
「遊び疲れる、歩き疲れる、泣
き疲れる、話し疲れる、待ちくたびれる」など少数である。そして、V2 は「疲れる、くた
びれる」などに限られている。
（7）「様態＋結果」② 「行為様態＋状態変化」例
遊び疲れる、歩き疲れる、泣き疲れる、話し疲れる、待ちくたびれる
第 2 節の表 1 からわかるように、状態変化動詞の LCS は変化結果という下位事象しか持
っておらず、その LCS には“CAUSE”がないはずである。例えば、「壊れる、倒れる」など
の動詞は様態動詞と組み合わせることができない。しかし、
「疲れる」
「くたびれる」は「壊
れる」などの状態変化動詞と異なり、何らかの原因が必要であると考えられる。これにつ
いて、Hidaka（2011:60）は「*健は自ら疲れた」という例を取り上げ、「疲れる」には外的
原因が必要であることを指摘している。また、日高（2018）によれば、
「疲れる」は「疲れ
た状態になる」という意味であるが、その変化が成立するための前提や慣習的推意として
「活動」を含むイベントが指定されている。つまり、「何かをやってそれによって疲れる」
という意味であると考えられる。したがって、
「疲れる」の LCS は（8）のように示すこと
ができる。V1 は「疲れる」という状態を引き起こす主体自身の行為を表すものに限られ
る 。例えば、
「歩く、遊ぶ、泣く」などは V2「疲れる」の背景にある原因を明示化し、V1
と V2 の意味関係は原因/結果になるわけである。
（8）「様態＋結果」② 「行為様態＋状態変化」の LCS
a. V2 の LCS:[

]CAUSE [x BECOME BE AT <state>]]

b. V1 の LCS: [x ACT<MANNER>]
➝c.[x ACT<MANNER>]CAUSE[x BECOME BE AT < state >]]
V2 が移動経路の場合については、
（9）のように「駆け上がる、飛び上がる、飛び出る、
這い出る、歩き出る」などの複合動詞が収集された。V2 が移動経路であり、その LCS は
（10）のように示す。移動の様態が指定されていないため、V2 の LCS をベースとして、
V1 移動様態動詞の LCS がその空白部分に挿入され、
「様態＋結果」動詞になる。この場合、
69

東アジア国際言語研究 第 2 号
V1 は V2 の移動経路を修飾する「様態」であり、V1 と V2 の意味関係は様態関係になる。
（9）「様態＋結果」③ 「移動様態＋移動経路」例
駆け上がる、飛び上がる、飛び出る、這い出る、歩き出る、流れ出る
（10）「様態＋結果」③ 「移動様態＋移動経路」の LCS
a. V2 の LCS： [y MOVE<空白> [path down]]
b. V1 の LCS： [y MOVE<MANNER>]
➝c. [y MOVE<MANNER> [path down]]
以上、
「様態＋結果」タイプの語彙的複合動詞の LCS について考察してきた。V2 の意味
構造から、V1 と V2 の意味関係は自ずと導かれる。V2 が使役変化／移動動詞の場合、V1
が変化結果を引き起こす「手段」になる。また、V2 が状態変化の場合、移動経路を修飾す
る「様態」になる。
3.2.2

V1 と V2 が同じ語彙化タイプの場合

次に「様態＋様態」タイプの複合動詞について考察する。
『複合動詞レキシコン』から収
集された「様態＋様態」タイプの複合動詞はわずか 47 語であった。これらの例を詳しく検
討すると、次の二種類があることがわかる。一つは V1、V2 の意味が似ている場合、もう
一つは V1、V2 の意味が異なる場合である。
V1、V2 意味が似ている場合、例えば、
「飛び跳ねる、駆け走る、泣き喚く、写し描く、
褒め称える」など、これらの複合動詞は同じ語彙化タイプおよび似た LCS を有しているた
め、V1 と V2 の“root”が同じスキーマに融合される。例えば、「泣き喚く」において、「泣
く」も「喚く」も「行為様態」動詞であり、そして、似た LCS を持っているため、複合動
詞全体の LCS は（11）のようになる。この場合、V1 と V2 は並列関係になる。
（11）「様態＋様態」① V1 と V2 が意味が類似している場合
a.V1 の LCS:[x ACT<MANNER1>]
b.V2 の LCS: [x ACT<MANNER2>](Manner1≈Manner2)
➝c. [x ACT<MANNER1+2>]
V1、V2 意味が異なる場合、例えば、
「遊び暮らす、泣き暮らす、持ち歩く、連れ歩く、
飲み歩く、教え歩く、売り歩く、訪ね歩く、練り歩く」などの動詞がある。これらの複合
動詞において、ほとんどの V2 は「暮らす」「歩く」のような様態性が弱い動詞である 3）。
このため、V2 の様態をより詳しく指定する V1 と組み合わせて複合動詞となることがで
きる。例えば、
（12）のように、V1 は V2 の LCS（root）を修飾する形で二つの動詞の LCS
が融合し、複合動詞全体は ACT スキーマを有する様態動詞になる。この場合、V1 と V2
は修飾関係にあり、いわゆる様態関係になる。
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（12）「様態＋様態」② V1 と V2 が意味が異なる場合
a. V2 の LCS :[x ACT<LIVING>]
b. V1 の LCS: [x ACT<P LAYING> ]
➝c. [x ACT<LIVING WITH PLAYING >]
「結果＋結果」タイプの複合動詞も生産性が低く、
『複合動詞レキシコン』から収集され
たものはわずか 167 語であった。本来、
「一義的経路の制約」4） により、複合動詞に二つ
の変化結果を表すことはできない。それでは、実際に「結果＋結果」タイプの複合動詞は
どのように一つの語として成立しうるのであろうか。ここで「V1 と V2 意味が似ている場
合」と「V1 と V2 の意味が異なる場合」に分けて考察する。
まず、V1 と V2 意味が似ている場合、
「折れ曲がる、痩せ細る、通り抜ける、過ぎ去る」
のような複合動詞がある。これは「様態＋様態」と同様、V1 と V2 が似た LCS を持ってい
るため、同じ LCS が一つに融合され、複合動詞全体の LCS が（13）のようになる。同じ
語彙化タイプ、もしくは似た LCS を有する二つの動詞からなる複合動詞の意味関係は並列
になるわけである。V1 と V2 における「結果」が類似しているので、
「一義的経路」の制
約に違反しない。
（13）「結果＋結果」① V1 と V2 の意味が類似している場合
a. V1 の LCS:[y BECOME AT <z1>]
b. V2 の LCS: [y BECOME AT <z2>](z1≈z2)
➝c. [y BECOME AT <1+2>]
V1 と V2 の意味が異なる場合、
「焼け焦げる、焼け死ぬ、凍え死ぬ」といった複合動詞
がある。これらの複合動詞では、V1 は状態変化動詞であるが、その変化結果には段階性、
程度性を備えていると考えられる。陳（2009）が分析したように、
「焼ける」には「真っ赤
に焼ける」
、
「真っ黒に焼ける」、
「灰になる」などの段階性がある。
（14）に示すように、
「焼
け焦げる」
「焼け死ぬ」における V2 は V1 の結果をさらに指定する役割を果たしていると
考えられる。複合全体の LCS は、
（15）に示すように、V2 の結果と一致するため、これも
「一義的経路の制約」に違反しない。また、意味関係についてであるが、V1 が起き、その
結果としていくつかの変化結果が起きる可能性があり、V2 がその変化結果の一つである
ということから考えると、V1 と V2 は原因/結果関係になる。
（14）焼ける
真っ赤 真っ黒

焦げる

死ぬ

灰になる
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（15）a. V1 の LCS: V1 [y BECOME BE AT<z1>]
b. V2 の LCS : V2 [y BECOME BE AT<z2>] z2∈z1
➝c. [y BECOME BE AT<z2>]
3.3 語彙的複合動詞の意味関係
ここまで、語彙的複合動詞の語彙化タイプおよび意味構造について分析してきた。ここ
で第 1 節の二つの問題について考えたい。
まず問題 1「語彙的複合動詞の意味関係が限られているのはなぜか」については、意味
関係が限定されているのは意味構造がそのようにできているからである。具体的には、
「様
態＋結果」タイプの複合動詞では、①V2 は使役変化／移動動詞の場合、例えば、「叩き壊
す」において、V1 は V2 の空白になっている様態を補充し、使役事象を達成させる手段に
なるため、
「手段関係」複合動詞になる。②V2 が状態変化動詞の場合、例えば「歩き疲れ
る」における V1 は V2 の変化結果を引き起こす行為であるため、
「原因/結果関係」複合動
詞になる。③V2 が移動経路動詞の場合、例えば、
「駆け上がる」における V1 は移動を行
うときの様態を修飾するため、「様態関係」複合動詞になる。
「様態＋様態」タイプの複合動詞では、①V1 と V2 の意味が類似している場合、似た
“root”が同じスキーマに融合され、
「並列関係」複合動詞になる。②V1 と V2 の意味が異な
る場合、V2 は V1 の様態をさらに指定する動詞であるため、
「様態関係」複合動詞になる。
また、
「結果＋結果」タイプの複合動詞では、①V1 と V2 の意味が類似している場合、
「並
列関係」複合動詞になる。②V1 と V2 の意味が異なる場合、V2 が V1 の引き起こした変化
の一つであるため、
「原因/結果関係」複合動詞になる。
問題 2「手段関係」複合動詞が圧倒的に多いのはなぜか」については、第 2 節の表 1 か
らわかるように、日本語の単純動詞では「結果」タイプが一番多く、そのうち使役変化・
移動動詞が最も多い。これらの動詞の LCS の上位事象である様態が指定されていないた
め、様態動詞と融合し、
「手段関係」複合動詞になる。この動機付けおよび使役変化・移動
動詞の数の多さから、「手段関係」複合動詞が最も多いとわかる。
4. おわりに
本稿は二つの動詞の意味構造がどのように単一事象としての意味構造に融合されるの
かについて分析したうえで語彙的複合動詞における V1 と V2 の意味関係について研究し
た。その際、Rappaport Hovav & Levin（2010）などの語彙化理論に基づき、日本語の単純動
詞を大きく「様態」
、
「結果」
、
「様態＋結果」に分けた。これにより、一語が表す最大限の
意味構造は「様態＋結果」であることがわかる。語彙的複合動詞も語彙化された「一語」
であるため、単純動詞とパラレルな意味構造を持って、最大限の意味構造は「様態＋結果」
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になると考えられる。
語彙的複合動詞は語彙化された一語であり、単一事象としての意味構造を持っている。
語彙的複合動詞 V1 と V2 の意味関係は複合動詞全体の意味構造から導き出される。また、
意味関係が限定されているのは、複合動詞の意味構造がそのようにできているからである
と考えられる。手段関係複合動詞が最も多いのは、
「様態＋結果」タイプには十分な動機付
けがあり、そして使役変化・移動動詞が最も多いためである。
本稿は日本語における複合動詞の語彙化について分析したが、今後は他の言語の複合述
語、特に中国語の複合動詞の語彙化の問題と対照してさらなる研究を行いたい。
注
1)これに関する詳しい分析は史曼（2015）を参照。
2)この表中の数字はあくまで傾向を示すものであり、絶対的な数値ではない。
3)『明鏡国語辞典』
（第二版）によると、これらの複合動詞のおける「歩く」は「あちこちを動
き回る」という意味で、
「暮らす」は「日々を送る」という意味である。両方とも様態性が弱
いと考えられる。
4)「一義的経路の制約（The Unique Path constraint:Goldberg1995:82）
」とは：X が具体物の場合、
単文内でX を 2 つ以上の異なる経路（Path）について叙述することができない。
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「イウ」＋「テモ」复合辞及相关表达的
认知心理研究
A Cognitive Psychological Study of “IU”+“TEMO”
and Related Expressions
孙 宇雷
Sun Yulei
要旨 本研究は参照点モデルに基づいて、
「イウ」＋「テモ」シリーズの複合辞及び関連表
現について考察を行った。孫（2015）の結論の基づき、「モ」
（同類の提示）及び「テモ」
（同類条件の提示）のプロトタイプから出発し、
「イウ」＋「テモ」シリーズへの拡張を取
り上げて分析した。結論として、
「トイッテモ」
「トハイエ」
「カラトイッテ」につき、それ
ぞれ＜譲歩説明＞、＜留保説明＞及び＜一般的真理に復帰＞という特徴があるとのことが
明らかになった。
キーワード：反事実、仮説、非仮定、再注釈、例証
目录
1.问题的提出
2 理论背景及研究方法
3.考察过程
4.结论
1. 问题的提出
「イウ」＋「テモ」系列的表达形式为孙宇雷（2015）总结的“逆条件”类（
「テモ」句式
）

体系）发生的二次扩张 1 。第一次扩张为「スル」＋「テモ」形式，具体形式有「トシテモ」
「ニシテモ」
「ニシロ」
「ニセヨ」
；二次扩张过程中，
「イウ」＋「テモ」构成「トイッテ
モ」「トハイエ」「カラトイッテ」三种主要形式。参照グループ・ジャマシイ编纂的《日本
语句型辞典》
（外研社版）我们可知，关于「イウ」＋「テモ」系列的表达形式注释如下：
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表 1 「イウ」＋「テモ」系列的表达形式注释及例句
仕事場が変わりました。トイッテモ、同じ階の端か

虽说

ら端まで移っただけなんですけど。

トイッテモ
虽说……也不那么
トハイエ

カラトイッ
テ

虽然……但是
说是（因为）……
仅因……就

山登りが趣味だトイッテモ、そんなに大したものじ
ゃありませんから、一日ぐらいは大丈夫です。
国際化が進んでトハイエ、やはり日本社会には外国
人を特別視するという態度が残っている。
用事があるカラトイッテ、彼女は途中で帰った。
手紙がしばらくこないカラトイッテ、病気だとは限
らないよ。

观察表 1 我们可以发现，三种形式的表达有相通之处，同时，又互相区别。鉴于辞典上并未
给予详细解释与辨析，而往年的 N1、N2 国际测试以及日语专业四级测试中常出现以上内容的
辨析题，学生对于三种形式的表达仍然不能做到完全把握。本研究将通过参照点结构图式，
对三种形式的表达展开分析，把握连续性，发现连续性存在的理据，并加以详细阐释。
2. 理论背景及研究方法
本研究依托 Langacker（1993）提出的“参照点结构模型”对研究对象展开分析研究。
Langacker 认为，人们在认知新事物时，往往会参照已知事物，这些已知事物，即参照点
（reference point）
。对此，Langacker（1993）给出以下图式。

图 1 参照点结构图式（Langacker 1993：6）
如图 1：C 即认知主体，或称作概念主体。T 代表认知目标，R 是参照点。人们对新事物 T 的
认知过程，如图 1 所示。第一阶段，认知主体首先将意识投射到已知事物 R 上面。第二阶
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段，经由参照点 R，认知主体再去将意识投射到未知事物 T 上面。D 代表概念领域，是与 R、T
相似的事物之集合。Talmy（1978）曾在复句研究过程中指出，从句和主句的相互关系就像
“图形”和“背景”的关系一样，从句作为背景，凸显主句要描述的图形内容。尾谷昌则
（2003）在此基础上提出，在复句结构当中，为使图形更具有辨识度，从句往往会交代一种
“联想关系”
。尾谷认为，在日语复句当中，接续助词连结两个分句，使两个分句具有一定的
“联想关系”
，这也是接续助词最重要的作用。将复句研究的内容代入图 1 的参照点结构图
式，我们可知，C 仍然是认知主体，可以是说话人，也可以是听话人；R 代表从句（包含接续
助词），T 代表主句。由于在日语复句中，接续助词的位置恒定出现在前一小分句的句末，因
此当我们读到前一小分句句末的时候，就可以推断出后一小分句可能的结果与形式。而图 1
中的 D，代表的就是该接续助词所承接的“联想关系”
。以下，本研究将使用参照点结构图式
研究分析「イウ」＋「テモ」复合辞及相关表达的认知心理过程，明确把握各表达式之间的
连续性。
3. 考察过程
3.1 让步阐释的「トイッテモ」
「トイッテモ」的表达相对单纯易解，与「ニシテモ」的“再注释”用法类似。1)
（1）日本人が金持ちになったといっても、それは土地の問題などがあって、実力以
上に表に現れているに過ぎない。//日本人即便是成为富翁，因为土地等问题的存
在，也只能说是名不副实。（
『朝日新聞』1986.11.28）
（2）君、今外国旅行といってもパスポートさえ持っていれば手続きなんか一度で済む
時代ですよ。//你还不懂，现在这个时代，出国旅行只要一本护照在手就行了。
（『夕暮れまで』）
（3）一口に弁護士といっても民事事件しかやらない人、刑事事件の人など、さまざま
まで仕事も多様だ。//律师也分只能打民事官司的，打刑事官司的等等，有很多
种。（『朝日新聞』1985.2.13）
观察（1）
（2）
（3）我们发现， 例（1）
（2）可见“概念领域”的缩小，例（3）可见“概念
领域”的具体化。概念领域的具体化和前揭图 2 的认知过程一致。
3.1.1 概念领域的缩小
首先，结合下图，具体对“概念领域”的缩小展开分析。

77

東アジア国際言語研究 第 2 号

T
D

R

C
图 2 概念领域的缩小
如图 2 所示，认知主体首先接触到的是参照点 R，在例（1）
（2）中分别对应“成为富翁”和
“出国旅行”两个概念。在一般常识中，
“成为富翁”预示着十分有钱，但例（1）在后句中
又做了限定，结论是“名不副实”
，因此期初“概念领域”D 是外圈的虚线范围，经过 T 的限
定修整后，变成实线圈定的范围大小，因此概念领域被缩小。放在轴线上再次展示出来，具
体如下：

极端例示（Goal）

0(起点)

T

R

图 3「トイッテモ」认知图式
如图 3 所示，例（1）
（2）中的“成为富翁”与“出国旅行”
，接近 Goal（极端例示）
，而 T 将
这种接近“极端例示”的趋势拉回到一个相对折中的位置。因此，例（1）
（2）的意思即“成
为富翁也不意味着那么有钱”
；
“出国旅行也不像想象中的那样繁琐”
。
3.1.2 概念领域的具体化
例（3）中“概念领域”的具体化，如若使用轴线式图式，则同样适用于图 4，而使用非
轴线式图式，具体将如图 4 所示，
，R 作为一个宏观概念，具体包含 T1、T2、T3、T4 等具体概
念。认知主体首先接触到宏观概念 R，再分别接触到具体的下位概念 T1、T2、T3、T4。结合
例（3）理解，R 指“律师”
，T1、T2 则指“民事案件律师”
“刑事案件律师”等等。
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T1
T4

R

T2

T3

C

图 4“概念领域”的具体化
3.1.3 概念领域的例外
除此之外，
「トイッテモ」还有一种用法，被先行研究称作“前句断言结果的例外”
，如
例（4）所示。
（4）平等だといっても、移民の種類によって、職業の別は自然に出来上がっているみ
たいです。//即便声称平等，但由于移民身份的不同，也就自然而然出现了职业上
的分化。（
『日本語表現文型』:117）
例（4）的“平等”与“分化”按照关系讲，后者的确是前者断言结果的例外，但是与图 3 相
仿，例（4）所示结果也是一种“常理性回归”的认知过程。

极端例示（Goal）

0(起点)

T

R

C

图 5 再注释
如图 5 所示，
“平等”在心理认知过程中理解为极端例示，也就是“绝对的平等”
，而“分
化”则是一般常态的情形，因此，从极端例示的 R 回归到折中点 T，与 2.1.1、2.1.2 所述情
况具有连续性。
3.2 过犹不及·纠正式的「トハイエ」
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在「トハイエ」的句式当中，后句的叙述或者超过前句的概念领域范围，或者超过前句
的因果关系领域范围，我们可以把它理解为“过犹不及”。
3.2.1 超过概念领域范围
（5）予想通りとはいえ、その敗北はあまりにも惨めだった。//就算是和预想的结果一
样，那也输得太惨了吧。
（角田 2004:24）
例（5）当中，前句的“和预想的结果一样”
，是一种对概念领域的描述，而后句的结果是超
过了这个概念领域的，因此才会有“过犹不及”的感觉。用认知图式对之进行描述，如图 6
所示。

T

R
D

C
图 6 「トハイエ」意象图式
如图 6 所示，结合例（5）
，原先预想结果的概念范围是 D，而真正的结果“输得太惨”
，也就
是 T，落在 D 的领域外，因此，视作“过犹不及”的一种体现。
3.2.2 超过因果关系领域范围
超过因果关系领域范围的句子当中，T 超出了 R 所在的因果关系领域，此时同样适用于图
6，D 的对应范围为因果关系，例句参照（6）
（7）
（8）
。
（6）いくらコーヒーが好きとはいえ、これだけのコーヒーを一人で飲み切れるもので
はない。//不管多么爱喝咖啡，也不能一个人喝这么多咖啡。
（角田 2004:24）
（7）便利とはいえ、駅の隣に住むのも気が進まない。//就算是方便，我也没打算住在车
站附近。（角田 2004:24）
（8）面白くないとはいえ、学校へは行かなければならない。//就算没趣，也不能不去上
学。（角田 2004:24）
例（6）当中，
“爱喝咖啡”不能作为“一个人喝这么多咖啡”的原因存在；同理，
（7）
中，“方便”也不意味着要“住在车站附近”
；
（8）当中，“没趣”不能作为“不去上学”的理
由。因此，在意向图式当中，实际上被凸显的部分，应该是超出因果范围领域的 T。观察比较
我们发现，超出概念领域范围的「トハイエ」句式前接定义性质的名词，而前接谓语成分的
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「トハイエ」句式则是超出因果关系领域范围的类型。除（6）
（7）（8）外，还有如下例句：
（9）私が認められないとはいえ、お祝いを欠席するとはどういうことなの？//就算不认
可我，也不应该缺席祝宴吧？（角田 2004:24）
（10）許しがたいことです。富と権力に目がくらんだとはいえ。//无法原谅，虽说是被
财富和权利迷了心智。
（角田 2004:24）
例（9）（10）是直接接续句子的形式，同时（9）还是倒装句。例（8）中，
“不认可我”
不能成为“缺席祝宴”的理由；例（9）中，
“被财富和权利迷了心智”
，不能成为“被原谅”
的理由。通过观察例（9）
（10）我们发现，
「トハイエ」可以使用的句式比较灵活，后半句可
以接各种说话人的质问、判断，并且允许倒装使用。
「トイッテモ」
「トハイエ」分别与前述提示助词「モ」表程度的部分相承。具有连续性
分布的特征。
3.3 常理性纠正的「カラトイッテ」
「カラトイッテ」同时具有「トイッテモ」和「トハイエ」的表意特征，既具有否定因果
关系的意义，又同时回归常理性结论，因此将其命名为“常理性纠正”
。
（11）昔人間がそうであったからと言って、現在そうでは無ければなれない根拠は少し
もないのである。//就算说以前的人都这样，也不意味着现在也必须这样。
（
『日本
語表現文型』
：116）
（12）熱いからと言って、氷など冷たいものをやたらに飲んだり食べたりすることは禁
物です。//就算说热，也不应该一个劲吃冰的喝凉的。
（『日本語表現文型』
：116）
（13）日本人だからと言って、すべて日本文化について知っているわけではありません。
//即便说是日本人，也不会知晓所有的日本文化。
（
『日本語表現文型』
：116）
例（11）
（12）(13)当中，作为结论 T，分别为“不用照着古人一模一样的去做”
“不应该
一个劲吃冰的喝凉的”以及“不会知晓所有的日本文化”都具有一定的常理性，同时，作为
原因被否定的 R，分别为“以前的人都这样”
“（天气）热” “是日本人”
；按照思维定式，我
们可能会“按照古人所做的事情去做”
“天热就吃冰的喝凉的”
“日本人就懂得日本的文化”
，
但由于我们所论及的内容是有限度的，不是所有的事情都要照着古人的来，也不是天热了就
需要一个劲吃冰的喝凉的，同时，日本人也不可能尽知日本文化。因此，在限度的范围内，
「カラトイッテ」使得结论更趋于正常。
4. 结论
综上所述，本节当中的「トイッテモ」
「トハイエ」
「カラトイッテ」具有如下特征：
「トイッテモ」
：让步阐释。解释事物的发展还没有达到前句所述的限度。展现从宏观到微
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观，从极端到普通，从抽象到具体的让步阐释过程。
「トハイエ」
：对过犹不及的纠正。解释事物的发展已经超过了前句所述限度，或者是超过了
前句的定义概念领域范围，或者是超过了前句的因果关系领域范围。
「カラトイッテ」
：常理性纠正。纠正一些由于思维定势等认定的因果关系，回归客观。

0（起点）
Goal（极端例示）

T1

R1

0（起点）

Goal（极端例示）

R2

T2

图 7 「トイッテモ」和「トハイエ」的相关性图式
参照图 7，我们可知，
「トイッテモ」对应上方横轴。R1 所在之处为 Goal，意即限度所
在，而 T1 并没有达到这个限度；而「トハイエ」对应下方横轴，T2 接近极端所指，远远超过
了比较折中的 R2 的定义范围。
0（起点）
Goal（极端例示）

T4

T3

D3

D4

R3

R4

图 8「トハイエ」和「カラトイッテモ」的相关性图式
如图 8 所示，
「トハイエ」对应的因果关系领域为 D3，
「カラトイッテ」对应的因果关系领域
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为 D4。在「トハイエ」句式中，预设因果关系使得 R3 应该指向 D4，但结果却是超出因果关
系领域的 T3，并且 T3 作为结果来说，是比较极端性的，因而处在 Goal 的位置；
「カラトイッ
テ」句式中，对应的因果关系领域为 D4，预设决定 R4 出发，指向 T3，但实际上的结果经说
话人强调，应指向 T4，即从比较极端的 T3 结果回归到一个常理性的 T4 结果。
附注
1)例句的汉译文均为笔者译。
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授受表現「NP1 に NP2 をもらう」における格助詞
「に」のメカニズム
A Study on the Mechanism of Particle Ni Used in Benefactive Expressions
范寛
HAN Kan
提要 许多日语学习者对于授受表达“NP1 に NP2 をもらう”中格助词“に”的用法以及与
“から”在使用上的区别抱有疑问。像“私は母にマフラーをもらった（我从母亲那儿得到一
条围巾）”这样的句子，
“母”除了用“に”表示以外，也经常用格助词“から”来表示。类似
的语言现象还有“NP1 に NP2 を借りる”、
“NP1 に NP2 を教わる”、
“NP1 に Vれる·られる”
等。回顾前人的研究，就其中格助词“に”的用法而言，可大致分为动作者假说与终点假说两
类。本文将分别探讨两种假说的合理性，并将说话者的主观性和场景要素纳入研究视野，深入
分析授受表达“NP1 に NP2 をもらう”中格助词“に”的用法、特征以及与“から”在使用上
的区别。
山梨（1993：43）曾提出：对同一事实,格助词的差异源自认知的差异。基于此观点，本文
认为，当主格名词被认为得到 NP2 时，由于 NP1 既可以解释为动作者也可以解释为起点，不同
的解释方式将决定 NP1 后使用哪种格助词；当 NP2 不能为主格名词所有，且只能被认为移动到
主格名词所在的领域时，NP1 只能用格助词“から”表示。
キーワード：格助詞「に」、意味用法、特徴、使い分け
目次
1. はじめに
2. 格助詞「に」の意味用法の再検討
3. 格助詞「に」の特徴
4. 格助詞「に」と「から」の使い分け
5. おわりに
1. はじめに
授受表現「NP1 に NP2 をもらう」における格助詞「に」はどのような意味用法を持ってい
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るのか、なぜ格助詞「に」が使えるのか、どのように格助詞「から」と使い分けるのかとい
った疑問を持っている学習者は多いと思われる。関連した言語現象として、「NP1 に NP2 を
借りる」、
「NP1 に NP2 を教わる」、
「NP1 に Vれる·られる」などが挙げられる。格助詞「に」
を「から」に変えても、容認できるが、
「から」に比べ、
「に」の方が自然であると池上（1981：
122）が指摘した。だが、実際に NLB 検索システム（NINJAL-LWP for BCCWJ）1）で調査し
てみると、「から」の方が圧倒的に多く、ヲ格名詞によって格助詞「に」と「から」の使用
状態が異なる結果が見られた。本研究は授受表現の中の格助詞に関する先行研究を踏まえ、
「NP1 に NP2 をもらう」における格助詞「に」の意味用法と特徴及び「から」との使い分け
を解明したい。
2.

格助詞「に」の意味用法の再検討

授受表現「NP1 に NP2 をもらう」における格助詞「に」の意味用法について、すでに多く
の研究がなされているが、概ねが動作主説（柴谷 1978、森山 2005 など）と着点説（池上 1981、
堀川 1988、菅井 2000 など）の二つに分けられる2)。
柴谷（1978：295-304）では、普通の目標を表す「に」は「から」と交替しないが、「太郎
が山田先生に本をもらった」の「に」は「から」と交換できるため、目標の「に」ではない。
さらに、「山田先生」は動作主と起点の両方の範疇に属しているので、動作主を表す格助詞
「に」と起点を表す「から」のどちらも使用可能と主張している。ただし、動作主は有生性
の制約を持っているため、無生物の場合は「起点」しか扱わないと論じている。
一方、菅井（2000）では、NP1 が格助詞「に」で表示される時、主格名詞から NP1 への働
きかけが含まれ、NP1 は前過程の着点と次過程の起点とも見なされている。すなわち、「NP1
への働きかけ」を前提にしなければ格助詞「に」が使えない。それゆえ、「先生のところに
油絵をもらった」が非文であるのは、「先生のところ」が働きかけの対象として解釈できな
いからと述べている。柴谷説によれば、「先生のところ」は無生物であり、動作主として働
くことはないため、格助詞「に」は使用不可ということである。
岸本（2012）では、物理的な移動を表す「受け取る」と比較することにより、「所有の転移」
が表されるのは、「もらう」構文で格助詞「に」が使える要因となっていると論じている。
（1a）メアリーがジョン（から/に）本をもらった。

岸本（2012：101）

（1b）メアリーがジョン（から/＊に）本を受け取った。

岸本（2012：101）

例（1a）と（1b）が示すように、「NP1 から NP2 を受け取る」の場合、NP1 の後項には「か
ら」しか付加できないのに対して、「もらう」構文の場合、「から」のほか、「に」も使え
る。以上のような相違は、「もらう」が物理的な移動ではなく、「所有の転移」を表すこと
に帰属するほかはない3)、と岸本（2012）は主張している。その上、「ジョンは銀行にお金を
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借りた」のように、「銀行」などの団体·組織は実際には動作を行わないため、格助詞「に」
が表示するのは、動作主より、むしろ所有権を譲渡する所有者の方が適切だと述べている。
上述したように、授受表現「NP1 に NP2 をもらう」における「に」の意味用法について論
争が紛糾しているため、まずコーパスから格助詞「に」の使用状態を考察した上で、その意
味用法を再検討してみたい。
NLB 検索システムを利用し、「もらう」と共起するヲ格名詞の上位 30 を取り上げ、NP1 に
付加した格助詞の使用状態を表１にまとめた。
表１から分かる通り、使用数は格助詞「に」より、「から」の方が多く用いられており、
「給料」、「年金」、「賞」、「電話」、「券」、「書」、「メール」、「保険」、「勲章」、
「状」、「仕事」、「休暇」、「証」、「名前」などの名詞を NP2 とする場合、NP1 の後項に
は格助詞「に」は一例も発見されなかった。その一方、格助詞「に」が使える例文を考察し
てみると、格助詞「に」の使用は、主格名詞がヲ格名詞を所有すると考えられているかどう
かと関わるのではないかと思われる。（下記で出典を明記しなかった例文は、現代日本語書
き言葉均衡コーパス（中納言版）4）から抜粋している。）
（2）昨日、立花則行から電話をもらって、慌てて描いた。
（3）葬儀社が代行する場合もありますが、病院で死亡したときは、家族が医師から死亡
診断書をもらい、忘れずに持ち帰りましょう。
（4）少し前、くみさんからメールをもらいまして。
（5）赤塚に金をもらった頼まれたというチンピラが見つかったからだ。
（6）知り合いの子供（女の子５歳）が、おばあちゃんに誕生日プレンゼントをもらって、
「ありがとうー！」と、喜んでいたのに、おばあちゃんがいなくなると、「シケた
ー。パパにもっといいもんもーらお。」と、言ってました。
（7）国語とは全く関係ないメーカーに内定をもらいました。
格助詞「から」しか使えない場合（以下、A 類）では、主格名詞とヲ格名詞の関係（「○○
と電話」、「家族と死亡診断書」、「○○とメール」）は所有関係とは言い難く、ヲ格名詞
が表す物が主格名詞の領域に届くというような感じを強くしている。それに対して、例（5）
～例（7）のように格助詞「に」が違和感なく用いられる（以下、B 類）場合では、主格名詞
と NP2（ヲ格名詞）の関係（「○○とお金」、「子供とプレゼント」、「○○と内定」）は
所有関係と認められる。さらに、例えばヲ格名詞の「返事」の場合では、格助詞「から」の
方が頻繁に使われるのは、
「返事が届く」の意味情報がよく想起されるからだと思われるが、
例（8）のように、格助詞「に」が使えることもある。「他人からの返事を自分の物として所
有する」というような考え方も可能であろう。
（8）部活が終わったばかりの彼にOK の返事をもらって二人で自転車ふたり乗りして帰る。
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表１ 格助詞の使用状態
順位

ヲ格名詞

「に」の例文数 「から」の例文数 「に」の比率％

1

金

9

35

20.45

2

薬

2

12

14.29

3

給料

0

5

0

4

年金

0

2

0

5

もの（物）

3

14

17.64

6

手紙

2

22

8.33

7

賞

0

2

0

8

電話

0

31

0

9

回答

1

1

50

10

元気

7

6

53.85

11

返事

1

4

20

12

プレゼント

3

8

27.27

13

サイン

5

3

62.5

14

（整理、商品など）券

0

3

0

15

（診断、証明など）書

0

7

0

16

メール

0

8

0

17

保険

0

1

0

18

連絡

1

5

16.67

19

内定

3

4

42.86

20

勲章

0

1

0

21

小遣い

1

6

14.29

22

（紹介、卒業など）状

0

9

0

23

アドバイス

2

2

50

24

エネルギー

1

7

12.5

25

仕事

0

3

0

26

言葉

1

4

20

27

休暇

0

2

0

28

（借用、免許など）証

0

2

0

29

評価

1

1

50

30

名前

0

2

0
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「もらう」文では、格助詞「に」の意味用法について、柴谷（1978：295-304）は「動作主」
であるというのに対して、岸本（2012）は「所有者」としている。岸本（2012）では、「所
有の転移」が格助詞「に」が成立できる要因を主張した上で、（9a）のように、もし NP1 が
NP2（ヲ格名詞）を所有しなければ、「から」のみ使用できるため、ニ格名詞は前所有者であ
る。さらに、例（9b）を取り上げ、起点となる前所有者が所有権を譲渡するのではなく、着
点となる所有者が前所有者の同意なしに強制的に取り去ることを意味する場合は、「に」で
表示することができないため、ニ格名詞は所有権を譲渡する前所有者と一層明確にした。柴
谷（1978：297-304）の「動作主説」に対し、「ジョンは銀行にお金を借りた」のように、実
際に動作を行わないため、動作主より、所有者の方が適切だと述べている。
（9a）山田先生は、あの人（＊に／から）不当な利益を得ていた。

岸本（2012：107）

（9b）ギャングは、市民（＊に／から）お金を奪った。

岸本（2012：107）

A 類の「もらう」文と B 類の「もらう」文と比較すると、主格名詞が NP2（ヲ格名詞）を
所有することを表す文のみ、格助詞「に」が使用可能なことから見れば、主格名詞とヲ格名
詞の所有関係を明確にしたのは有意義であると思われるが、「会社に内定・休暇をもらう」
などのように、「会社」の NP1 が「内定・休暇」を所有すると考えにくいため、格助詞「に」
が表示されるのは前所有者であることが十分に適切な言い方とは言えないだろう。主格名詞
にある物を所有させる人は、前所有者というより、その物をコントロールできる人ではない
かと思われる。（9a）と（9b）に関しては、「山田先生」と「ギャング」は相手が知らない
うちに、あるいはコントロールできないうちに「利益」や「お金」を所有することになった
ため、格助詞「に」が使えないのだろう。また、具体的な動作を行わなくても、主格名詞に
ある物を所有させることを認めた上で完了した動作は、抽象的な動作であり、広い意味での
「動作主」とも言える、と筆者は主張する。
一方、菅井（2000）では、格助詞「に」は「動作主」ではなく、主格からの働きかけの「着
点」及び次過程の起点だと主張している。吉田（2008）では、動詞「もらう」が最初に『天
草本平家物語』に出現したと提示している（下記例 10）。さらにコーパスで調べてみると、
例（11）と例（12）のような文が見つかった。例（11）の「もらう」も例（10）と同じく他
人に要求・懇願・依頼したりして、ある物を乞うという意味が読み取れる。現代語でも例（12）
のような文が存在している。
（10）このやうに日ののどかな時は、磯に出て網人、釣人に手を摺り·膝をかかめて、魚
をもらひ。

（天草 74-19）

（11）ある冬の半ばに蟻どもあまた穴より五穀を出いて日にさらし、風に吹かするを蝉
が来 てこれを貰うた。
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（12）プライベート中の有名人にサインをもらった事のある方いらっしゃいますか。
上記例(10)～(12)のように、相手に、ある物を乞う場合では、相手に対するお願いという
働きが含まれる。だが、「プレゼントをもらう」など、依頼がなくとも、相手が自発的にそ
の物を主格名詞に所有させる場合も多いため、格助詞「に」で表示される時、主格から NP1
への働きかけを含むことが前提になくても可能であることから、格助詞「に」は必ずしも「着
点（相手）」の意味ではないことがわかった。しかも、「市民（＊に／から）お金を奪った」
のように相手への働きが含まれるとしても、相手の同意を得ずに物を取り去った場合、格助詞
「に」は使えないため、「動作主」が格助詞「に」の必要条件であることが明らかになった。
（13）次男にクリスマスプレゼントをもらった感じです。（動作主）
（14）そこで、両親の入居当日に、兄に保証人のサインをもらって、私のマンションの
賃貸契約をすることにした。（相手·動作主）
（15）まだ学生時代、兄嫁が病気だというので医者に薬をもらいに行った帰り、街の入
口の橋の近くで狼に出会った。（相手·動作主）
3. 格助詞「に」の特徴
周知の通り、格助詞「に」は常に着点的なものを表示するため、働きの起点的なものも格
助詞「に」で表すのは奇妙な感じがする。しかし、柴谷（1978：295-304）と岸本（2012）は
なぜ動作主、あるいは所有権を譲渡する所有者が格助詞「に」で表示できるかの理由を明記
していなかった。本節では授受表現「NP1 に NP2 をもらう」において、なぜ格助詞「に」が
使えるかという理由を論じたい。
（16a）私はこの本を彼（に／から）もらった。

池上（1981：122）

（16b）私はこの本を彼（＊に／から）受け取った。

池上（1981：123）

池上（1981：122-123）では、例（16a）は格助詞「に」と「から」は共に容認できるが、
例（16b）は「から」しか容認できないという違いが生じる理由は、移動の抽象度の差である
と述べている。「受け取る」の移動は具体的である一方、「もらう」は所有の対象となる物
の移動で、抽象的であるため、方向性について曖昧さが生じる可能であると述べた。なお、
格助詞「に」で起点的なものを表示することを日本語の一つ傾向として、起点の着点による
代用ということが日本語でとりわけ際立ち、授受表現だけではなく、受動文にも現れている
と指摘した。しかし、もし格助詞「に」の使用が方向性の曖昧さで、起点の着点による代用
であれば、B 類の「もらう」文では、格助詞「に」の使用傾向が見られるはずである。とこ
ろが、実際に表 1 で示したように、例えば「プレゼントをもらう」の時でも、「に」の使用
が「から」より多いという傾向が見られないため、再検討する余地があると思われる。
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森山（2005）では、授受表現と受動文の格助詞「に」が表示される参与者は起点性と対峙
性を持っていると主張している。対峙性というのは「目標領域の参与者」に対し、主体性を
持って対峙する性質である。
（17a）（先生は）学生に日本語を教える。

森山（2005：1）

（17b）（学生は）先生に日本語を教わる。

森山（2005：4）

例（17a）の「学生」は動作「教える」の直接的な支配を受けず、「日本語」に比べ、主体
性を持ち、「先生」と対峙する。例（17b）の「先生」は能動的参与者なので、主体性を持っ
て「学生」と対峙する。森山（2005）の主張に従えば、相手の「に」と動作主の「に」が共
に主体性を持ち、他の領域の参与者対峙できるという立場から、なぜ動作の出発的な動作主
が格助詞「に」で表示可能であるかと解釈できると思われる。もらう文「NP1 に NP2 をもら
う」では、NP1 は必ずしも実際的な動作を行うことではなくても、NP2 をコントロールできる
ため、主体性を持っているとも言えるだろう。
本研究は森山（2005）に従うが、例（16b）の「彼」は「私に本を送る」の動作主として捉
えるが、格助詞「に」で表示できない理由について、さらに立ち入って説明する必要がある
だろう。
（18a）ではマフラーという物が実際に移動するかに関わらず、ジョンはメアリーに対し、
マフラーを所有させたという動作を行うため、ジョンは動作主である。ジョンが動作を行う
と同時に、相手が物を所有することになった。それゆえ、（18b）では、「ジョンがメアリー
にマフラーを所有させた」という事象において、メアリーの立場から生成された文であり、
（18a）との違いは異なる立場から同じ事象を語っているということにある。一方、（19a）
の「田中さん」は「彼」の動作の目標である。詳しく説明すると、目標に向かって、ある物
を移動させるという動作を行うことである。次の段階は移動のルートに従い、物が目標に届
いたことである。ただし、「彼はこのメールを田中さんに送ったが、何があったかわからな
いが、届かなかった」のように、（19a）が成立しても、（19b）が必ず成立するわけではな
いため、「動作を行う」ことと「物が主格名詞の領域に届く」ことは異なる段階に属してい
ることがわかった 5）。「彼」は前段階では動作主であるが、（19b）の「メールを受け取る」
が移動の結果であり、次の段階を語っているので、（19b）の「彼」は動作主ではなく、移動
の起点しか扱わない。例（16b）も例（19b）と類似して、動詞「受け取る」が移動の過程だ
け表しているため、「に」が使われないのだ。
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（18a）ジョンはメアリーにマフラーをあげた。

（作例）

（18b）メアリーはジョンにマフラーをもらった。

（作例）

（19a）彼はこのメールを田中さんに送った。

（作例）

（19b）田中さんは彼からメールを受け取った。

（作例）
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また、「もらう」文でも、類似点が観察できる。主格名詞がヲ格名詞を所有するのではな
く、物の移動を表す時、例（20）のように、格助詞「から」しか使えない。
（20）昨日、立花則行から電話をもらって、慌てて描いた。

（例２の再掲）

以上の分析を通して、受動文の動作主がなぜ格助詞「に」を表示できるかが明らかになる
だろう。なぜなら、能動文の（21a）と受動文の（21b）は同じことを語るし、（21b）の「ジ
ョン」は動作主として捉えられるが、動作主「ジョン」は被動作主「メアリー」に対し、主
体性を持っているからである。

4.

（21a）ジョンはメアリーを褒めた。

（作例）

（21b）メアリーはジョンに褒められた。

（作例）

格助詞「に」と「から」の使い分け

授受表現「NP1？NP2 をもらう」の後項には、格助詞「に」と「から」がともに使えると考
えられているが、第 2 節の表 1 が示したように、具体的なデータを分析してみると、その使
用条件はヲ格名詞によって異なり、また使用状態が複雑であることがわかった。さらに、格
助詞「に」と「から」の使い分けも論述の必要があリ、それによっては表１のデータを裏付
ける要因もうかがえるようになると思われる。
山梨（1993）では、例（22a）と（22b）は真理条件的にはパラフレーズの関係にある。す
なわち同じ事実を語っているが、認知の違いによって異なる格助詞が使われると述べている。
（22a）叔父は癌に倒れた。

山梨（1993：43）

（22b）叔父は癌で倒れた。

山梨（1993：43）

もらう文「NP1？NP2 をもらう」では、主格名詞が NP2 を所有すると考えられる時、NP1 の
後項の格助詞の違いが、事実に対する認知の違いを特徴づけているのだろう。
主格名詞が NP2
を所有すると考えられている時、以下の二つの認知の仕方が可能であると考えられる。
I

NP1 が主格名詞に対して、NP2 を所有させるという動作を行う

II NP1 を起点として、NP2 の所有権が主格名詞の領域に届く
よって、見方によっては、NP1 は異なる意味役割を担っている一方、格助詞の選択によっ
て、見方の違いが反映される。もし話者が見方 I をとり、あるいは NP1 の動作主性を強調し
たければ、（23a）になるが、もし見方 II をとり、あるいは NP1 の起点性を強調したければ、
（23b）になるだろう6)。
（23a）私は母にマフラーをもらった。

（作例）

（23b）私は母からマフラーをもらった。

（作例）

また「NP1？NP2 をもらう」では、NP2 を所有するのではなく、物の移動と考えられている
時、事態に対する見方を III しか持たないため、例（24）のように「から」だけ用いられる。
III NP1 を起点として、NP2 が主格名詞の領域に届く
91

東アジア国際言語研究 第 2 号
（24）また、米国発明クラブから多数の賞をもらい、米国の雑誌の特集記事のなかで讃
えられている。
以上、格助詞「に」と「から」の使い分けに基づき、表１のデータをもう一度考察してみ
たい。ヲ格名詞によって、格助詞「に」と「から」の使用状態が異なることが明らかである。
「給料」、「年金」、「賞」、「電話」、「券」、「書」、「メール」、「保険」、「勲章」、
「状」、「仕事」、「休暇」、「証」などのヲ格名詞の場合、NP1 の後項に格助詞「に」が見
られないのは、以上のヲ格名詞と、もらう行為が共起する場合、物の移動と考えられている
ためである。一方、「金」、「物」、「プレゼント」、「サイン」などは「NP2 を所有する」
と認識することが可能であるため、格助詞「に」が使えると考えられる。場合によっては、
「金、券などが届く」と「金、券などを所有する」のように両方が混在するため、NP1 が「か
ら」で表示されるときは、二つの解釈が生じるはずであろう。また、話者によって、「賞を
所有する」も可能であるため、格助詞「に」が完全に成立できないことが断言できない、と
筆者は主張したい。
5. おわりに
本研究では、授受表現「NP1 に NP2 をもらう」における格助詞「に」の意味用法と特徴を
検討した上で、関連する格助詞「に」と「から」の使い分けを論説した。結論としては、授
受表現「NP1 に NP2 をもらう」において格助詞「に」は「動作主」（時には「動作主」と「相
手」）を表すものということである。本研究では、文が表される事態において、NP1 が主体
性を持つことは、働きの起点的なものを格助詞「に」で表すことができる要因となる結論付
ける。また、主格名詞が NP2 を所有すると考えられている時、NP1 を「動作主」と「起点」
の両方で解釈できるため、いずれかの見方をとっていることによって、NP1 に異なる格助詞
が付加される。一方、NP2 を主格名詞の領域に届くと考えられている時、NP1 が起点の意味役
割しか担っていないため、格助詞「から」のみ使用可能であると主張する。
注
1） NINJAL-LWP for BCCWJ（NLB）は、国立国語研究所（以下、国語研）が構築した『現代日
本語書き言葉均衡コーパス』（Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese: BCCWJ）を検
索するために、国語研と Lago 言語研究所が共同開発したオンライン検索システムです。
NINJAL-LWP for BCCWJ（NLB）<https://nlb.ninjal.ac.jp/>
2) 岸本（2012）では、格助詞「に」が動作主より所有者の方が適切であるという論説もあるが、
所有者説を持つ研究者が少ないため、本研究では一つの説としていないが、下文で詳しく論説
してみる。
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3) 物理的な移動の場合、格助詞「に」が使えないため、格助詞「に」は物理的な移動ではない場
面で使用することがわかったが、「所有の転移」しか帰属できないという結論を出すのは理由
が不十分であると考えられる。
4) 現代日本語書き言葉均衡コーパス 中納言版 <https://chunagon.ninjal.ac.jp>
5）「〜を届ける」であれば、物が必ず届くことになる。上述したように、「動作を行う」ことと
「物が主格名詞の領域に届く」ことは異なる段階に属しているため、「届ける」は一つの動詞
で二つの段階を含む。
だが、段階が二つ存在していることそのものは否定できないと主張する。
6）ただし、一つの点を注意しておきたい。NP2 の実際的な移動を伴うか否かによって、格助詞「か
ら」の容認性の差が出てくるかということを更に調査する必要がある。
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中国の日本語教科書における「行為要求」の
「～てくださる」の扱いに関する考察
－コーパス調査の結果と照らして－
Consideration on the treatment of “Tekudasai” for "Request for action" in
Japanese textbooks used in China－In light of corpus survey results－
陳 蒙
CHEN Meng
提要 本论文把在请求时使用的「～てくださる」定义为「行為要求」的「～てくださる」，利
用语料库调查了其实际的使用状况。在此基础上考察了在中国使用的日语教科书中关于「行為
要求」的「～てくださる」的语法说明和例句，指出了其中存在的问题，并提出了解决方案。
キーワード：中国人学習者，授受補助動詞，行為要求，使用実態，日本語教科書
目次
1. はじめに
2. 「行為要求」の「～てくださる」の機能についての本稿の立場
3. コーパスによる使用実態調査
4. 教科書調査
5． 使用実態調査と教科書調査に基づいた考察
6. おわりに
1. はじめに
授受補助動詞は複雑な体系を持っており、中国人日本語学習者にとって習得が困難な文法項
目の一つである。授受補助動詞「～てくださる」の使用には、依頼などに使われる（1）
（2）の
ようなものとそれ以外の場面に使われる（3）のようなものが存在することが観察される。本
稿ではこの二つの用法をそれぞれ「行為要求」と「叙述」と呼ぶ。
(1) 山下くん、ちょっと来てください。
(2) 先生、推薦状にサインしてくださいませんか。1)

―「行為要求」

(3) 先生は推薦状にサインしてくださいました。

―「叙述」

従来の先行研究は、
「叙述」に注目して、学習者の使用状況を考察した上で指導方法の提出
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を目指すものが数多くあるのに対し、
「行為要求」に関わる研究が少ないように思われる。し
かし、筆者は日本語教師として（4）と（5）のような学習者の不適切な使用を耳にしたこと
がある。
(4) 先生、ここにサインしてください。
(5) 先生、これはおいしいから、召し上がってみてくださいませんか。
（4）と（5）のような不適切な使用は（
（4）では聞き手が先生であるため、より丁寧な依
頼表現例えば「～てくださいませんか」などが必要であると考えられる。
（5）では「依頼」
の機能しか持っていない「～てくださいませんか」が「勧め」に使われている。
）日本語教育
現場で「行為要求」に関する指導が必ずしも適切に行われていない点があることを示唆して
いるのではないだろうか。白川（2002）によると、教科書の誤った教え方、あるいは、不完
全な教え方が学習者の誤用や非用を生む要因になる。特に中国における日本語学習者にとっ
ては、教科書は大きな影響を与えるインプットとして無視することができず、重要な位置を
占めている（郭 2017，李 2019）。従って、中国の日本語教育において「行為要求」がどう扱
われているかを探る手がかりとして、中国で使われている日本語教科書における提出状況や
記述などを検討する必要があると考えられる。
一方、大規模なコーパスの利用が可能になるに伴い、コーパスにおける使用実態と教科書
の扱いを対照する研究が数多くなされるようになった。例えば、森（2012）では、
「日本語記
述文法において構築されてきた体系が日本語教育文法として妥当であると言えるか」という
問題意識から、コーパスを用いて現実の言語使用という観点から日本語教科書に見られる使
役の扱いが妥当であるか検証されている。また、郭（2017）は、
「教科書の記述が母語話者の
使用実態を十分に反映していなかったり、明白に記述されていなかったりすれば、学習者の
日本語の産出に母語話者とのギャップを生じ、さらに不適切な使用を招く」と指摘した上で、
「と」条件文の母語話者使用実態に基づいて教科書の記述を検討している。しかしながら、
授受補助動詞については、このような分析が管見の限りまだ行われていないように思われる。
筆者は日本語教師として、そのような研究の必要性が非常に高いと考える。
以上述べてきた問題意識から、本稿では（1）
（2）のような「行為要求」の「～てくださる」
2）

を取り上げ、それらの使用実態と、中国の日本語教科書における扱いを考察する。その結

果を踏まえ、中国における日本語教育現場で「行為要求」の「～てくださる」を指導する際
の留意点について提言したい。以下、2 節では「行為要求」の「～てくださる」の機能につ
いて本稿の立場を述べる。続いて、3 節ではコーパスを用いて使用実態を調査し、4 節では
教科書における扱いを考察する。次に、5 節では教科書における問題点を指摘した上で改善
案を検討する。最後に 6 節では本稿の結論をまとめ、今後の課題を述べる。
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2. 「行為要求」の「～てくださる」の機能についての本稿の立場
「行為要求」の「～てくださる」の分類にかかわる研究としては、柏崎（1991）
、姫野（1997）
、
高梨（2011）等が挙げられるが、本稿では使用実態調査を目的とするため、分類基準が明確
な高梨（2011）を参照し、調査を行う。高梨（2011）では、受益者、話し手の強制力と聞き
手の決定権の強弱に基づいて行為要求の分類を図 1 のように示している。

話し手の強制力
聞き手の決定権

行

聞き手

弱
強

話し手

命令的指示

依頼

聞き手

恩恵的指示

勧め

受益者

為
者

強
弱

聞き手＋話し手

許可

勧誘

図 1 行為要求の分類（高梨 2011:3）
また、
「～てください」に関して以下の例文（6）－（9）はいずれも「～てください」を用
いながら、行為要求としての機能はそれぞれ異なっていると述べている。
⚫

命令的指示
(6)［客がタクシーの運転手に］次の信号を右に曲がってください。

⚫

恩恵的指示
(7)［歯科医が患者に］
今日の治療は終わりです。今から 2 時間ぐらいは飲食を控えてください。

⚫

依頼
(8)［通行人が他の通行人に］すみません、ちょっと道を開けてください。

⚫

勧め
(9)［家の主人が客に］どうぞ夕食を召し上がっていってください。
（高梨 2011:3，下線は筆者）
なお、
「命令的指示」と「恩恵的指示」は同じ「指示」であり、つまり話し手の強制力が高

いという点で共通している。日本語教育現場でそれらを別々に提示すると学習者の負担にな
ると考えられるため、本稿では考察する際にその二つを合わせて「指示」として扱うことに
する。
3. コーパスによる使用実態調査
3.1 調査するコーパスと検索方法及び結果の概要
書き言葉コーパス
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』
（BCCWJ(NT2.4)）における「国会会議録」を除外
した全データを対象に、中納言を用いて短単位検索を行った。
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検索条件：
「前方共起 1：キーから 2 語、品詞の大分類が動詞、AND 活用形の大分類が連用
形，キー：語彙素が「下さる」
」
。
検索結果：合計 52,450 件。 52,450 件から 2,500 件をランダムにピックアップして、調査対
象とした。
話し言葉コーパス
現時点で話し言葉コーパスは数が非常に少ない。できるだけ様々な場面から例文を数多く
収集し、話し言葉における使用傾向を観察するために、以下①と②に示すコーパスと検索方
法で調査を行う。
①『名大会話コーパス』
（以下では『名大』
）、
『現日研・職場談話コーパス』
（以下では職場）
、
中納言を用いて短単位検索を行った。検索条件は BCCWJ と同様である。
検索結果：
『名大』287 件（除外 1 件 3））、
『職場』121 件（除外 2 件 4））
。
②『談話資料日常生活のことば』
エクセルファイル上で、それぞれ「くださ」
「下さ」で検索した。
検索結果：80 件。そのうち手作業で 17 件 5）を除外した。
合計：①と②を合わせて 468 件を調査対象とした。
このように書き言葉コーパスと話し言葉コーパスで収集した例を「行為要求」と「叙述」
に分けた上で、
「行為要求」の「～てくださる」を機能によって分類する。次では、調査結果
を述べる。
3.2 調査結果
3.2.1 書き言葉における「行為要求」の「～てくださる」の使用実態
書き言葉における「～てくださる」の用法分布は「行為要求」2,342 件、
「叙述」158 件と
なっている。さらに、全体的に「行為要求」の「～てくださる」が圧倒的に多く現れており、
全体の 95％近くを占めていることが分かった。つまり、補助動詞の「～てくださる」は主に
「行為要求」として使われていると言えるだろう。
「行為要求」の 2,342 件をさらに「依頼」
「勧め」
「指示」に分類した結果は図 2 のようになっている。
指示,11.3%

依頼, 47.9%
勧め, 40.8%

依頼

勧め

指示

図 2 書き言葉における「行為要求」の機能分布
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図 2 からわかるように、書き言葉における「行為要求」の「～てくださる」は、全体から
みれば、3 機能が「依頼」
「勧め」
「指示」の順で多く出現している。
「依頼」が全体の半分近
くを占めており、その次に「勧め」が全体の 40％以上に達している。一方、
「指示」は全体
の 10％ぐらいしか現れておらず、第二位の「勧め」を大きく下回る。次では話し言葉におけ
る用法及び機能分布を見ていく。
3.2.2 話し言葉における「行為要求」の「～てくださる」の使用実態
話し言葉における「～てくださる」の用法分布は「行為要求」395 件、
「叙述」73 件となっ
ている。さらに、全体的に「行為要求」が全体の 80％を上回り、「叙述」と比べればはるか
に多く現れていることが分かった。「行為要求」の 395 件をさらに「依頼」
「勧め」
「指示」
という機能別に分類した結果を図 3 に示す。

指示, 20.8%
依頼, 40.3%

勧め, 39.0%
依頼

勧め

指示

図 3 話し言葉における「行為要求」の機能分布
図 3 が示すように、話し言葉における「行為要求」の「～てくださる」は、全体的に 3 機
能が「依頼」
「勧め」
「指示」の順で多く出現している。
「依頼」と「勧め」はほぼ同じ程度出
現しており、それぞれ全体の 40％ぐらいを占めている。一方、
「指示」は書き言葉と比べれ
ば多く出現しているが、全体の 20％に過ぎず、
「依頼」または「勧め」の約半分にとどまる。
3.2.3 調査結果のまとめ
以上、書き言葉コーパスと話し言葉コーパスにおける「～てくださる」の使用実態を調査
した。その結果をまとめると、以下の 2 点が明らかになった。
① 母語話者によって産出された「～てくださる」においては、
「叙述」より、
「行為要求」の
ほうが圧倒的に多い。
②「行為要求」の「～てくださる」は機能別にみると、書き言葉と話し言葉のいずれにおい
ても「依頼」が最も多く現れており、
「勧め」がその次に多く現れて、いずれも全体の約
40％を占めている。それに対して、
「指示」は書き言葉においても話し言葉においても全
体の 20％前後に過ぎず、
「依頼」または「勧め」の半分程度にとどまっている。
以上、コーパス調査で明らかになった使用実態は中国で使われている日本語教科書に反映
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されているのだろうか。書き言葉においても話し言葉においても「指示」より多く出現して
いる「勧め」に関する説明はあまり取り上げられていないのではないだろうか。以下では中
国の日本語教科書における「行為要求」の「～てくださる」に関する扱いを機能と形式に注
目して考察する。
4. 教科書調査
4.1 調査する教科書と調査の内容
調査する教科書
中国の高等教育機関で日本語を主専攻として勉強している学習者に広く使用されている
『日語総合教程』
（第 1 冊－第 4 冊）
、
『新編日語（重排版）
』
（第 1 冊－第 4 冊）
、『総合日語
（改訂版）
』
（第 1 冊－第 4 冊）
、
『新総合日本語基礎日語（第 2 版）
』
（第 1 冊－第 4 冊）とい
う 4 種計 16 冊の日本語教科書 6）を考察対象とする。
調査の内容
機能と形式に焦点をあてて、以下の 2 点を調査する。
① 各教科書における「行為要求」の「～てくださる」に関する扱いがどうなってい
るのか。
② それらの扱いが使用実態を反映しているのか、反映していないことがあればどの
ような点であるのか。
4.2 調査結果
各教科書の全 4 冊の中で、
「行為要求」の「～てくださる」が文法項目として提出される課
における文法説明と例文提示を概観して整理した。その結果から、以下の 2 点が明らかにな
った。
① どの教科書も「～てください」という形式を文法項目として提出している。しかし、
「～
てください」の「勧め」の機能に触れた教科書は『総合日語』
（第 3 冊第 5 課）

のみ

である。
② どの教科書も「～てくださいませんか」という形式を提出している。
「～てください」と
同じ課で提出する教科書もあれば、異なる課で別々に提出する教科書もある。それに関
する説明を教科書別に見た結果、
「～てくださいませんか」は「～てください」の丁寧形
であると説明している教科書もあれば（『日語総合教程』と『新編日語』
）
、
「依頼」を丁寧
に表すと説明している教科書もある（
『総合日語』と『新総合日本語基礎日語』
）というこ
とである。
さらに、4 種の教科書における「～てください」を初めて導入する際の文法説明と例文提
示を機能別に整理して、その結果を表 1 にまとめる。
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表 1 各教科書における「～てください」を導入する際の状況
教科書

導入する課
（全体の課数）

「 依 頼」
の説明

日語総合
教程

第 1 冊 第 11 課
（全 16 課）

○

新編日語

第 1 冊 第 10 課
（全 16 課）
第 1 冊 第 12 課

総合日語
新総合
日本語
基礎日語

（全 15 課）
第 1 冊 第 13 課
（全 16 課）

「依頼」
の文

「指示」
の説明

「指示」
の文

「勧め」
の説明

「勧め」
の文

○

○

○

×

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

○

×

×

○

○

○

○

×

○

表 1 から「～てください」がすべて初級前半あたりで導入されることが観察される。そし
て、導入される課における扱いについては、以下の 2 点が明らかになった。
①『総合日語』では「依頼」
「勧め」
「指示」という 3 機能のうち、
「依頼」に関する説明しか
なされていない。一方、
「指示」に関する説明がなされていないにもかかわらず、
「指示」
の例文が取り上げられている。そして、
「勧め」に関しては、説明も例文も見られない。
②『総合日語』以外の教科書は「依頼」と「指示」に関する説明はなされているが、
「勧め」
に関する説明はなされていない。にもかかわらず、
「勧め」の例文が取り上げられている。
つまり、
「勧め」の例文が取り上げられているにもかかわらず、
「勧め」に関する文法説明
が見られなかった。
例えば、以下の例文（10）－（12）はそれぞれ『日語総合教程』
、
『新編日語』
、『新総合日
本語基礎日語』における「～てください」を導入する課で取り上げられている文であり、い
ずれも本稿における分類基準での「勧め」の文である。
(10) 学生 A: 王さん、電子辞書を持っていますね。
学生 B: ええ、持っています。小さくてどこでも使えますから便利です。どうぞ、
使ってください。(『日語総合教程』第一冊:142，下線は筆者)
(11)（読解文［訪問に関するアドバイス］
）うちに入る時はベルやチャイムを鳴らしてく
ださい。 (『新編日語（重排版）
』第一冊:137，下線は筆者)
(12) 中村さんも胃がよくないでしょう。一度、病院に行って検査を受けてみてくださ
い。 (『新総合日本語基礎日語（第 2 版）
』第 1 冊:216，下線は筆者)
5. 使用実態調査と教科書調査に基づいた考察
以上、コーパスにおける使用実態と教科書における扱いをみてきた。ここでは、その結
果に基づき、教科書の扱いにおける問題点及び指導する際の留意点と解決策を検討する。
5.1 教科書の扱いにおける問題点
機能に関する説明と例文提示、
「～てください」と「～てくださいませんか」の扱い方とい
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うことから、教科書における扱いの問題点を以下に指摘する。
機能に関する説明と例文提示に関わる問題点
「～てください」の機能に関する説明が不十分である、また、説明がなされている機能に
あてはまらない例文が取り上げられている点が問題だと思われる。これは、学習者の各機能
に対する認識に混乱を生じ、さらに、
「～てください」の不適切な使用につながる可能性があ
ると考えられる。
そして、今回調査した 4 種の教科書では、いずれも発話の状況に関する情報が少なく、
「～
てください」の機能が分かりにくい例文が数多くあげられていることがみられた。例えば、以
下の例文（13）
、
（14）は発話場面や話し手と聞き手との関係により、
「～てください」の機能が
「依頼」と「指示」のいずれにも解釈することができる。
(13) それを見せてください。 (『総合日語』第一冊:243，下線は筆者)
(14) ここに名前と住所を書いてください。
(『新総合日本語基礎日語』
（第 2 版）第 1 冊:211，下線は筆者)
このような発話場面や話し手と聞き手との関係が分からないため、
「～てください」の機
能がはっきりしていない例文があげられたことは、学習者が「～てください」の各機能を理
解する際に困難をもたらすのではないかと考えられる。
また、『総合日語』では、
「～てください」が導入される際に「依頼」に関する説明のみが
なされているが、
「指示」の例文が取り上げられている。そのため、学習者が「指示」の文を
「依頼」と受け止めるおそれがあるのではないかと思われる。さらに、
「勧め」に関する説明
は、導入される課ではなく、同じく「勧め」の機能を持つ複数の形式がまとめて提出される
課でなされている。このような提出のしかたは学習者の「勧め」の機能に対する理解に役立
つと思われるが、取り上げられている例文の数（1 文のみ）を増やす必要があると考えられ
る。
「～てください」と「～てくださいませんか」の扱い方に関わる問題点
新屋・姫野・守屋（1998）は「てください」
「お～ください」
「てくださいませんか」が担
う中心的な機能を表 2 のように示している。
表 2 「てください」
「お～ください」
「てくださいませんか」の機能
形式
てください
お～ください
てくださいませんか

指示

依頼

勧め

○
○
×

○
×
○

○
○
×

（新屋・姫野・守屋 1998：57）
表 2 が示す通り、
「～てください」は「指示」
「依頼」
「勧め」という 3 機能を持っているの
に対し、
「～てくださいませんか」は「依頼」専用の形式である。そのため、
『日語総合教程』
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と『新編日語』のように二つの形式のもつ機能の違いに触れず、
「～てくださいませんか」を
「～てください」の丁寧形であると説明するのは妥当性に欠けており、学習者の不適切な使
用につながる可能性があると思われる。
5.2 各教科書を用いて指導する際の留意点
以上、今回の調査対象となる 4 種の日本語教科書における「行為要求」の「～てくださる」
の扱いを考察してきた。その結果を踏まえて、各教科書を用いて「行為要求」の「～てくだ
さる」を指導する際の留意点について以下に提案する。
⚫

『日語総合教程』

① 「～てください」が導入される課（第 1 冊第 11 課）
：
「勧め」の例文が取り上げられているにもかかわらず、
「勧め」に関する文法説明が見ら
れないため、
「勧め」の機能について補充して説明する必要がある。
② 「～てくださいませんか」が導入される課（第 2 冊第 5 課）
：
「てくださいませんか」と「てください」は持つ機能が異なるため、
「～てくださいません
か」は「依頼」の「～てください」の丁寧形であると明示的に説明する。
⚫

『新編日語』
（第 1 冊第 10 課）と『新総合日本語基礎日語』（第 1 冊第 13 課）
「勧め」の例文が取り上げられているにもかかわらず、
「勧め」に関する文法説明が見られ

ない。従って、
「勧め」の機能について補充して説明する必要がある。
また、
『新編日語』を用いる場合「てくださいませんか」と「てください」は持つ機能が異
なるため、
「～てくださいませんか」は「依頼」の「～てください」の丁寧形であると明示的
に説明する。
⚫

『総合日語』

①「～てください」が導入される課（第 1 冊第 12 課）
：
文法説明では「依頼」のみが提示されているため、
「勧め」と「指示」について補充して
説明する必要がある。そのうえで、発話場面や話し手と聞き手との関係が明らかで「勧
め」の機能がわかりやすい例文を補充して提示する。
②「勧め」の機能を持つ複数の形式が提出される課（第 3 冊第 5 課）
：
例文数が少ないため、各形式の例文を、数を増やして提示する。
さらに、4 種の教科書にも発話の状況に関する情報が少なく、
「～てください」の機能が分
かりにくい例文があげられているため、発話場面や話し手と聞き手との関係が明らかで機能
が明確である例文を補充して提示する必要がある。
6. おわりに
以上、本稿では、まずコーパスを利用して「行為要求」の「～てくださる」の使用実態を
「依頼」
「勧め」
「指示」という機能の面から明らかにした。次に、この使用実態と照らし、
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中国で使用されている日本語教科書における「行為要求」の「～てくださる」の扱いを分析
した。最後にその結果を踏まえ、各教科書の扱いにおける問題点を指摘し、指導する際の留
意点を提言した。さらに、今回の調査結果は今後新しい日本語教科書を作成する際に、
「行為
要求」の「～てくださる」の扱いと、例文や練習の作成などを考えるにあたって示唆を与え
るものと考えられる。
授受補助動詞「～てくださる」に関しては、さらに「叙述」に関する使用実態と教科書に
おける扱いを考察して検討する必要があると思われるが、それは今後の課題としたい。
注
1)授受補助動詞を用いた「行為要求」の形式は、意味機能として文法化されたものが多いが、文
法形式の体系を重視する中国における日本語教育現場で形態的に授受補助動詞の体系の中に位
置づけられて扱われている。本稿は中国における日本語教育への貢献を目指すため、このよう
な形式を授受補助動詞の体系の中に位置づけて捉える立場をとる。
2)補助動詞として動詞のテ形についた「～てくださる」を考察対象とするため、
「お～くださ
い」と「～ないでください」は研究対象から外す。
3)除外した例は授受動詞（本動詞）の例 1 件である。
4)除外した例は授受動詞の例 1 件、前文脈もしくは後文脈に文字化できなかった部分がある例 1
件である。
5)除外した例の内訳は授受動詞の例 1 件，前文脈もしくは後文脈に文字化できなかった部分があ
る例 2 件，
「お～ください」の例11 件、
「～ないでください」の例3 件である。
6)中国で使用されている日本語教科書に関しては、李（2019）は『総合日語』
『新編日語』
『新総
合日本語基礎日語』
『新中日交流標準日本語』
『日語総合教程』が「発行部数が最も多く、使用
範囲が比較的に広いものである」と述べている。本稿ではその 5 種類のうち、高等教育機関で
日本語を主専攻として勉強している学習者に使われている 4 種類を調査対象とする。
資料
1－コーパス（http://chunagon.ninjal.ac.jp/）
1)『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（2018年12月19日アクセス）
『名大会話コーパス』（2018年4月29日アクセス）
『現日研・職場談話コーパス』（2019年5月25日アクセス）
2）現代日本語研究会（2016）
『談話資料日常生活のことば』ひつじ書房
2－教科書
『日語総合教程』 上海外語教育出版社
『新編日語（重排版）』 上海外語教育出版社
『新総合日本語基礎日語（第2版）』 大連理工大学出版社
『総合日語（改訂版）
』 北京大学出版社
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日本語のかな文字とローマ字表記法の変遷
—明治中期から昭和初期にかけて—
The changes of Japanese Kana notation and Romaji notation
—From the mid Meiji-era to the Early Showa- era－
福元美和子 小嶋栄子
FUKUMOTO Miwako KOJIMA Eiko
提要 本论文是福元・小嶋（2020）顺应着时代的变迁，将明治中期至昭和初期的罗马字和假
名文字表记法以年序列表的形式做了总结。目的是以此作为今后的研究基础。分类研究是至今
的主流，本论文，把两个历史年代放在一起同时研究。在今后的各个研究，以及国字问题的研
究上将成为重要的参考材料之一。
キーワード：ローマ字 かな文字 日本語学説史 国字問題 表記法
目次
1. はじめに
2. かな文字とローマ字表記法の変遷
2-1. 年表
3. おわりに
1. はじめに
本稿は、小嶋（2001）
「日本におけるローマ字の歴史」を基礎としながら、より時代範囲
を絞り、またあらたに「かな文字の歴史」についての事柄を加えて、年代順に並べなおす
作業を行い、今後の研究の資料とすることを目的としている。第一期として、福元・小嶋
(2020)では、江戸末期から明治中期を扱った。本稿はそれ以降から昭和初期を扱うことと
する。
本稿で取り上げる時代は、小嶋（2001）にもあるように「日本人が日本語を書き表す」
ことについて深く考え、教育や社会の場でどのように書き表すかを決定していく時代だと
いうことができる。同時に、
「言文一致」についての議論も盛んになる。こうした国内の動
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きに加え、世界との動きの中で、いくつかの戦争も経験することとなる。
以上、この時期をあらためて時系列的にみることは、日本語学説史研究を進めていく上
で一つの資料となると考えられる。
2.かな文字とローマ字表記法の変遷
わが国におけるかな文字とローマ字表記の歴史の概略は、福元・小嶋（2020）にまとめ
てある。本論において、筆者があらためてかな文字とローマ字表記の歴史について発見し
たという事実はない。けれども、さまざまな文献からかな文字とローマ字表記の歴史を同
時に体系的に概観できる資料はこれまでに見られなかった。こうした作業を試験的に実施
することで基礎資料となり、それらをこの分野の今後の研究資料として提供することを目
的としている。
以下、年表形式でわが国のローマ字の歴史を記述していくことにする。西暦の直前に、
わが国のローマ字の歴史に関して直接的関連事項とされるものには◎を、わが国のかな文
字の歴史に関して直接的関連事項とされるものには●を、間接的関連事項とされるものに
は※印を附した。それぞれの歴史的事項の最後に出典を明記した。
また、年表の書き方については、福元・小嶋（2020）と同様に小嶋（2001）を継承する。
2-1. 年表
●1898(M31)

・国字改良会設立（日本語学会編 2018）
。

●1899(M32)

・帝国教育会内に国字改良部を設ける（日本語学会編 2018）
。

※1899(M32)

・帝国教育会内に言文一致会を設ける（日本語学会編 2018）
。

●1900(M33)

・自治館、
『国語改良異見』を刊行（日本語学会編 2018）。

◎1900(M33)

・文部省、改正第３次小学校令に対応し、ローマ字の書き方取調委
員の調査報告を発表。
（日本語学会編 2018）
。

●1900（M33）

・文部省、小学校令施行規則制定。仮名字体を平仮名・片仮名各 1
種（現行の字体に決定（日本語学会編）
。

※1901（M33）

・言文一致会から国語調査会を設ける請願書を両院に提出（日本語
学会編 2018）

●1901（M34）

・山田美沙、
『言文一致文例』刊行（日本語学会編 2018）。
・堀江秀雄、
『国字改良論纂』刊行（日本語学会編 2018）。

※1904（M34）

・2 月：日露戦争始まる（児玉 1997）
。
・国語調査委員会、
「国語国字改良論説年表」「片仮名・平仮名読ミ
書キノ難易ニ関スル実験報告」を刊行（日本語学会編 2018）
。

※1904(M37)

・4 月：日清戦争終わる（児玉 1997）
。
107

東アジア国際言語研究 第 2 号
●1904(M37)

・「国語国字改良論説年表」
、
「片仮名読ミ書キノ難易ニ関スル実験報
告」（国語調査委員会）刊（日本語学会編 2018）

◎1905(M38)

・「ローマ字ひろめ会」成立（岡倉 1946、たかはし 1998）
。
・この会は「日本語をローマ字で書くことを広める」ことを目的と
し、機関紙 Romaji を発刊（岡倉 1946、たかはし 1998）
・「書方には拘泥しないで、綴り方は、全く自由で南部、大倉、丸山
等の色々なる書方がありまして標準式杯と云う様な名は全く無かっ
たのであります。
」
（田中館 1935）
・田丸卓郎、
「日本式ローマ字」の名を用いる（日本語学会編

●1905(M38)

2018）。

◎1906(M39)

・国語調査委員会、
「仮名遣諮問ニ対スル答申」提出。
・『明星』誌上にローマ字の詩歌あらわれる（北原白秋、与謝野寛
等）（近藤 1997）
・田丸卓郎、
『東洋学芸雑誌』に「日本式羅馬字」を発表（日本語学
会編 2018）
・田丸卓郎『羅馬字文の書き方』を刊行（日本語学会編 2018）
。
・高等教育会議、文部大臣からの諮問「仮名遣諮問二対スル答申」

●1906(M39)

提出（日本語学会編 2018）。

◎1907(M40)

・文部省「新旧仮名遣対照語彙」発表（日本語学会編 2018）
。
・ローマ字ひろめ会会頭に西園寺公望を推す（日本語学会編
2018）。

◎1906～7

・衆院本会議、ローマ字を日本に於ける一般小学校生徒に課する件

(M39～40)

（根本正・松本君平提出建議案）
（日本語学会編 2018）
。

●1907(M40)

・田中館愛橘、田丸拓郎等日本式ローマ字運動盛り上がる。金田一
京介も（近藤 1997）
・貴族院、仮名遣いを発音式から歴史的に改正すべき建議案を文部
大臣に提出（日本語学会 2018）
。

◎1908(M41)

・文部大臣国語仮名遣改定案の実施を１ヵ年延期と決定（日本語学
会 2018）
。
・ヘボン式ローマ字改正される→「標準式」または「改正ヘボン
式」となる（kwa gwa ye wo などを削除）
（たなか 1995）
。
・「ローマ字ひろめ會」がつづり方をヘボン式に準じた「壙め會式」
に統一することになった（田中館 1935）
。
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●1908(M41)

・「ローマ字ひろめ会」評議員会がつづり方を「ヘボン式ローマ字」
に統一することを決定（小泉 1978）。
・文部省に臨時仮名遣調査委員会設置。５回の会合を開く（日本語
学会編 2018）
。

◎1909（M42）

・文部省令で、
「小学校令施行規則」のうち、仮名字体・字音仮名
遣・漢字制限に関する規定を削除（日本語学会編 2018）。
・石川啄木『ローマ字日記』を著す（4 月 3 日～6 月 16 日）
。啄木の
用いたつづり方は、<ji ji tu>というように、ヘボン式を交えた日
本式主体の書き方で彼特有のもの（詳しくは小泉 1978、太田 1995、
近藤 1997 など参照のこと）
。

※1909(M42)

・相談役が田中館・芳賀、事務指図役が田丸で「日本のローマ字

●1909(M42)

社」創立（田丸 1992、日本語学会編 2018。田中館 1935 では M45 と

◎1910(M43)

なっている）
。
・文部省、
「臨時仮名遣調査委員会議事録速記録」発表（日本語学会
2018）。
・大矢透『仮名遣及仮名字体沿革資料』刊行（日本語学会編
2018）。

※1910(M43)

・田丸睦郎(卓郎の弟)、９月に小石川区明化小学校の５年生に、１

◎1911(M44)

１月に東京女子高等師範学校附属小学校二部三部の５年生にローマ
字を教える（田丸 1922）
。
・「ローマ字新聞」
（翌年「ローマ字世界」と改称）創刊（日本語学
会 2018）
。
・「日本言葉の会」起る。帝国教育会内言文一致会解散。
・田丸睦郎、５月に京橋区泰明小学校の５・６年生に、10 月に同区
京橋小学校の５・６年生にローマ字を教える（田丸 1922 によれば、
その後も合計 1000 人の小学校生徒にローマ字を教えている）
。

●1911(M44)

・ヘボン、アメリカで死去、96 歳（岡倉 1946）
。

※1912

・「日本のローマ字社」が「ローマ字ひろめ会」経営の「ろーま字新

◎1912(M45)

聞」の編集・発行を前年に引き受け、この年からそれを月刊「ロー
マ字世界」と改める（田丸 1922。田中館 1935 では経営全部を引き

◎1912(T1)

受けた M45 とされている）。

●1912(T1)

・大矢透、
『仮名源流考』刊行（日本語学会編 2018）
。

◎1913(T2)

・７月 30 日：大正と改元（日本語学会編 2018）
。
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・田中館愛橘ら日本式賛成論者が「壙め會」と分離して「日本のロ
ーマ字社」を設立、
『ローマ字世界』を発刊（田中館 1935、日本語
●1912～1915
(M45～T4)
※1913(T2)

学会 2018）
。
・田丸卓郎『sindo（振動）
』
（ローマ字による学術図書）発刊（小泉
1978）
・大矢透、
『仮名の研究』刊行（日本語学会 2018）
。

◎1913(T2)

・寺田寅彦『Umi no Buturigaku（海の物理学）
』
（ローマ字による学
術図書）発刊（小泉 1978）

●1913(T2)
・『疑問仮名遣 前・後』
（国語調査委員会）刊行（日本語学会編
2018）。
◎1914(T4)
◎1915(T4)

・第一次世界大戦起きる（児玉 1997、日本語学会編 2018 には、
1914 年と記載されている）
。
・中央気象台、部内のローマ字つづり方を日本式に統一（日本語学
会編 2018）
。
・中村春二、
『かながきのすすめ』刊行（日本語学会編 2018）
。
・朝鮮総督府、普通学校における国語教授に発音式かなづかい採用

◎1917(T6)

（日本語学会編 2018）
。
・田丸卓郎、
『ローマ字国字論』刊行（日本語学会編 2018）
。
・4 月 24 日『ローマ字引き国語辞典』
（上田万年著、冨山房）
出版される。見出しは 31,847 語で改正ヘボン式を採用、ただし撥音
は m を用いず n だけ。
（堺田 1997）
・６月 27 日『ローマ字索引国漢辞典』
（近藤久吉・栄田猛猪合著、
啓成社）出版される。見出しは 24,313 語で改正ヘボン式を採用、た

●1917(T6)

だし上田と同様撥音は m を用いず n だけ。
（境田 1997）
・６月 1 日『ABC びき日本辞典』
（井上哲次郎・服部宇之吉・新渡戸

◎1919(T8)

稲造等共編、三省堂）出版される。見出しは 93,104 語で改正ヘボン
式を採用、ただし撥音は n だけ（境田 1997）
。
・９月：陸軍省陸地測量部が地図の地名のローマ字つづりを日本式

◎1920(T9)

に改めた（このときすでに鉄道省は駅名を標準式にしていた）
（小泉
1978、日本語学会編 2018）。
・左近義粥、
『国字としてのローマ字』を刊行（日本語学会 2018）。
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・橋本進吉、
「国語仮名遣研究史上の一発見」（橋本進吉、
「帝国大
●1920(T9)

学」23-5）発表（日本語学会編 2018）
。
・11 月 29 日『ローマ字引き実用国語辞典』
（藤岡勝二著、三省堂）
出版される。見出しは 83，555 語で改正ヘボン式を採用、ただし撥

※1920(T9)

音は n だけ（境田 1997）

◎1921(T10)

・ローマ字の国際性を認めたローマ字書きの選挙投票有効の大審院
判決下る（たなか 1995）
。
・田丸卓郎『ローマ字文の研究』
（日本のローマ字社）を出版（田丸
1920、日本語学会編 2018）。
・仮名文字協会（カナモジノカイの前身）設立（日本語学会編
2018）。
・かながきひろめのかい機関紙「かなのめばえ」創刊（日本語学会
編 2018）
。
・大審院、ローマ字投票の有効判決。

◎1922(T11)

・「日本のローマ字社」は「コロナ」タイプライター社に自らが考案
したローマ字日本語に適した配列を施したものを特別注文して、希
望者に分けた（田丸 1922）。
・大阪にヘボン式ローマ字運動団体、帝国ローマ字クラブ設立（日

●1922(T11)

本語学会編 2018）
。
・2 月「日本のローマ字社」の社友の仲間が、独立した自分の団体

※1923(T12)

を作るという意味で、東京に「日本ローマ字会」設立される。
（会
長・田中館愛橘、副会長・田丸卓郎、会員約 220 人。目的は日本式
綴り方でローマ字を国字にすること）
（田丸 1922、日本語学会編

◎1924(T13)

2018）。

●1924(T13)

・8 月：海軍水路部が海図のローマ字つづりを日本式にする(小泉
1978、日本語学会編 2018)。
・10 月：ヘボン式の代表者岡倉由三郎死去（岡倉 1946）。

◎1925(T14)

・川副佳一郎『日本ローマ字史』刊行（日本語学会編 2018）
。
・仮名文字協会機関紙「カナノヒカリ」創刊（日本語学会 2018）。

●1925(T14)

・「つぼみ」
（
「かなのめばえ」から改題）創刊（日本語学会編
2018）。
・9 月 1 日：関東大震災。これにより同日から行われる予定であっ

※1925(T14)

た東京・大阪有力 14 新聞社漢字制限実行の競争宣言は事実上中止と
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なる(日本語学会編 2018)。
・内務省、衆議院議員選挙にローマ字の有効を告示。
※1926

・仮名文字協会、カナモジカイと改称（日本語学会編 2018）
。
・12 月：臨時国語調査会、
「仮名遣改定案」を発表。翌 1925 年の前

●1926(T15/S1)

半にかけて議論が盛んになる。
（日本語学会編 2018）
。
・桑木厳翼『Seiy֜Kinsei Tetugakku-si（西洋近世哲学史）
』
（ロー

◎●1927（S2）

マ字による学術図書）発刊（小泉 1978）
・加茂正一、
『国字問題十講』刊行（日本語学会編 2018）。

◎1927（S2）

・臨時国語調査会「国語字音仮名遣改定案」を発表（日本語学会編
2018）。

◎1928（S3）

・臨時国語調査会「字体整理案」を発表（日本語学会編 2018）
。
・東京有力 10 大新聞社、
「漢字制限に関する宣言」を発表（日本語
学会編 2018）
。
・12 月 25 日昭和と改元（日本語学会編 2018）。

◎1929(S4)

・臨時国語調査会「字体整理案」
「漢語整理案ソノ一」を発表（日本
語学会編 2018）

●1929(S4)

・臨時国語調査会、
「仮名遣改定案補足」
（当字廃棄ト外国語ノ写シ

◎1930（S5）

方）を発表（日本語学会 2018）
。
・鉄道省、鉄道掲示例規で、ローマ字はヘボン式、発音式仮名遣
い、左横書きの採用を通達。
（日本語学会編 2018）
。
・相尾調教『Su gaku no Dodai(数学の土台)』（ローマ字による学術
図書）発刊（小泉 1978）
。
・海軍省、部内のローマ字つづり方を日本式に統一（日本語学会編
2018）。
・７月：国際地理会議（於ロンドン）が日本政府に対し「日本地名
のローマ字書きに一つの公式のものを定められたい。
」と決議する
（小泉 1978）
。
・陸軍省、部内一般を日本式ローマ字つづり方に統一（日本語学会

◎1931（S6）

編 2018）
。
・山田義雄『仮名遣の歴史』刊行（日本語学会編 2018）。
・国際連盟知的協力委員会がローマ字使用勧告の動機を採択し、
「ロ
ーマ字つづり方の一定していない国ではなるべく速やかにそれぞれ
の国語の性質に適切なつづり方に統一すべきこと」という項目を定
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め、委員本会議で可決された（小泉 1978）
。
・文部省が国際連盟からのローマ字ｎつづり統一の要求にこたえる
ため「臨時ローマ字調査会」を設置する（小泉 1978）
。
・12 月 15 日：「臨時ローマ字調査会」第１回総会開かれる。代表専
門委員は以下の通り。
日本式 福永恭助、佐伯功介、菊沢季生
標準式 神保格、岡倉由三郎、宮崎静二
（臨時ローマ字調査會 1936）
・1 月 13 日：
「臨時ローマ字調査会」第２回総会開かれる。田中
館」が「ローマ字では、各國の音を、其國の國語音の音價に従って
それを寫すと云うことが、自然の結果であります。
」と述べる音韻論
●1931(S6)

の立場を主張する（田中館 1935、臨時ローマ字調査會 1936）
・4 月：ローマ字調査会」は専門的調査のため、臨時委員として二
荒芳徳、神保格、末広厳太郎、桜根孝之進、宮崎静二、菊沢季生の

※1931(S6)

６名を任命（臨時ローマ字調査會 1936）
。

◎1932(S7)

・5 月 15 日：
「臨時ローマ字調査会」第４回総会開かれる（臨時ロ
ーマ字調査會 1936）
。

※1932（S7）

・6 月 30 日：
「臨時ローマ字調査会」第４回総会開かれる（臨時ロ

◎1932(S7)

ーマ字調査會 1936）
。
・国際言語学会（於ジュネーブ）において、各国正書法の原則とし

◎1933(S8)

て音素主義をとるべきことが承認される。そして、トルベツコイが
日本の日本式つづり方を模範的事例としてあげる（小泉 1978）
。
・11 月 9 日：
「臨時ローマ字調査会」第５回総会開かれる（臨時ロ
ーマ字調査會 1936）
。
・臨時国語調査会、
「常用漢字表」および「仮名遣改定案」の修正を
発表（前者は 1856 字に、後者はジヂズヅの区別を部分的に採用）

●1933(S8)

（日本語学会編 2018）
。
・満州事変勃発。日中十五年戦争に突入（日本語学会編 2018）
。

※1933(S8)

・4 月 25 日：
「臨時ローマ字調査会」第 6 回総会開かれる。
（臨時ロ

◎1934（S9）

ーマ字調査會 1936）
。
・5 月：五・一五事件（児玉編 1997）
。
・11 月 28 日：「臨時ローマ字調査会」第７回総会開かれる（臨時ロ

◎1935(S10)

ーマ字調査會 1936）
。
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・5 月 16 日：
「臨時ローマ字調査会」第８回総会開かれる。神保格
が「一字一音主義」の標準式を支持する演説を行い、佐伯功介「一
字一音主義」の日本式を支持する演説を行った（佐伯 1935、臨時ロ
ーマ字調査會 1936）
。
・11 月 7 日：
「臨時ローマ字調査会」第 10 回総会開かれる（臨時ロ
ーマ字調査會 1936）
。
・春日政治、
『仮名発達史序説』を刊行（日本語学会編 2018）
。
・木枝増一『仮名遣研究史』を刊行（日本語学会編 2018）
。
・『小学国語読本（サクラ読本）使用開始（日本語学会編 2018）
。
・3 月：第 1 回主査委員会（柴田徹心、佐伯功介、神保格、宮崎静
※1936(S11)

二、菊沢李生、新村出、柴田文部次官）開かれる。以後、
「臨時ロー

◎1936(S11)

マ字調査会」第 11 回総会までに 12 回開かれる（臨時ローマ字調査
會 1936）
。
・1 月 15 日：
「臨時ローマ字調査会」第 11 回総会開かれる。第１次
主査委員会の次のように「日本式ローマ字つづり」を支持する結論
が報告される。
１．ハ行の「フ」は hu とすること。

※1937(S12)

２．拗音は子音＋y＋母音の連結である。

◎1937(S12)

３．サ行・ナ行・タ行について、日本式の表し方が理論的にいけな
いと言うことはできず、標準式の表し方は態度が一貫していない。
４．撥ねる音はすべて n を以て表す。
（臨時ローマ字調査會 1936）
。
・11 月 21 日：「臨時ローマ字調査会」第１２回総会開かれる（臨時
ローマ字調査會 1936）
。
・2 月：二・二六事件（児玉編 1997）
・6 月 13 日：
「臨時ローマ字調査会」第 14 回総会開かれる。ここに

※1939(S14)

おいて、第３次主査委員会作成の原案を承認した。おおよそ日本式

◎1939（S14）

ローマ字つづりを認めたが、
「ジヂ」
「ズヅ」の区別を認めない点の
み、ヘボン式の方針に従った（臨時ローマ字調査會 1936）
。
・6 月 30 日：
「臨時ローマ字調査会」官制廃止。
（臨時ローマ字調査
會 1936）
。
・７月：日中戦争起こる（児玉編 1937）
。

※1941(S16)
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方二関スル件」として統一されたローマ字つづり方、いわゆる訓令
式ローマ字公布される。この訓令式は「日本式」を基にしたもので
あるが、ザ行、とダ行のむだが省かれ、ワ行も wa 以外は i u e o
※1945(S20)

と、より現実音に忠実である。
（小泉 1978 に訓令式ローマ字の一覧
がある、日本語学会編 2018）
。
・しかし、
「日本式」を基にしたため、
「ヘボン式」の支持者から反
発され、統一には至らなかった（沖森編 1997）
・第 2 次世界大戦始まる（児玉編 1997、日本語学会編 2018）
。
・『口語辞典 Hanasikotoba o hiku Zibiki』(福永恭助・岩倉知実共
著、日本のローマ字社)発行される。文語から口語を引くもので、用
例のみで解釈はない（境田 1997）
。
・特別高等警察によりローマ字運動家が大量に検挙される「左翼ロ
ーマ字運動事件起こる」
・国民学校令公布（小学校を国民学校と改称）
（児玉編 1997、日本
語学会編 2018）
・12 月：日本軍、真珠湾攻撃。太平洋戦争始まる（児玉編 1997、日
本語学会編 2018）
。
・終戦。連合軍最高司令部マッカーサー来日（児玉編 1997）
。
・訓令式ローマ字の使用を禁止じる。駅や主な道路の名前を英語で
掲示することとし、ローマ字は修正ヘボン式のつづりを採用するこ
とを指令した。これによって、明治のはじめから多くの有識者によ
って続けられてきた、日本人によって、日本語にふさわしいローマ
字を作り出そうという運動は潰されてしまった（小泉 1978、たなか
1995）。
・R.A ミラー『アメリカ進駐軍の役人たちは、概してこのローマ字
には国家主義的、いや、さらには軍国主義的な含みがあるので、是
非とも抑圧するべきであると考えていたようである。彼らは「民主
主義的な日本」を建設するために、それよりも古いヘボン式ローマ
字を用いるように勧めたのである。こういうばかげた態度に到達す
るに至った不思議な理論は、今日再構成できそうもないが、当時は
占領軍の「教育情宣」政策の一環を成す重要なものであった』
（たな
か 1995）
。
・9 月：戦時教育令廃止（児玉編 1997）
。
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3. おわりに
本稿では、明治中期から昭和初期のかな文字とローマ字の歴史についてみてきた。
明治中期は、言文一致と国字問題を同時に推し進められたことがわかった。また、ローマ
字は明治から盛んに識者らの会が結成され独自にさまざまな試みがなされているが、かな文
字は国が検討を進めていることがわかる。大正に入ると、ローマ字は、中央気象台や陸軍省
といった公的な場での綴り方が統一、国会選挙でもローマ字記入が認められるなど、どんど
ん日本社会に浸透していく。一方のかな文字は、識者らによって仮名文字協会に代表される
会が結成される。昭和は今後もまとめていくことで変化がわかるかと思う。
以上、本稿でまとめられたことは、十分とは言えないかと思うが、日本のローマ字とかな
文字の大きな流れを同時にみる試みによって、国字問題を研究する上でおおまかな動きがわ
かり、今後の研究の基礎となると考える。
参考文献
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『
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沖森卓也（1978）
『日本語学史』おうふう
橘田広国（1992）
『日本のローマ字運動』日本ローマ字研究会
小泉保（1978）
『日本語の正書法』大修館
小嶋栄子(2001)「日本におけるローマ字の歴史」
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形容詞的描写性、可控性和色彩性
The description, controllability and Chromaticity of Chinese Adjectives
時 衛国
SHI Weiguo
要旨 本論文は現代中国語の形容詞の描写性・制御性・色彩性というものについて考察しよ
うとするものである。描写性とはある状態や状況などをそのまま描写する性質のものであり、
形容詞の基本的属性の一つとして様々な表現に用いられるだけの機能を持っている。制御性
とは、事象が望ましい方向へ発展するよう働きかける場合に発動される性質のものであり、
話し手側や聞き手側に対して何らかの影響を及ぼすこともできて、動的状態を表わすのに用
いられている。一方、色彩性とは語自体のプラス的意味か、マイナス的意味による意味表現
上の制限を受けたり受けなかったりするものであり、プラス的意味を持つ語はマイナス的意
味を持つ語より意味表現上多くの制限を受けている。特に修飾語を受ける場合は厳しい制限
を受けることになる。
关键词 : 形容詞 描写性 制御性 色彩性 意味制限
目次
1. 前言
2. 先行研究
3. 描写性
4. 可控性
5. 色彩性
6. 結語
1.

前言
汉语形容词有几种属性，如描写性、可控性、色彩性等。描写性是形容词本身具有的特

性之一，具有很多特点，也有某些限制。描写性与状态性 1）、程度性或状态量均有密切关
系，是形容词的重要特性。可控性是说话人对听话人发出指令、劝说、要求或提醒等信息时
所呈现出来的语法特性，也用来表示说话人自己的意志、愿望或主张等。形容词可以分为两
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大类：具有可控性的形容词和没有可控性的形容词。色彩性则是汉语形容词在语义方面的显
著特性，这种特性影响到某些形容词的语法功能，语义影响功能发挥，也是汉语的一种特
色，这些属性在以往的研究中有所涉猎，但未得到深究。本研究将围绕描写性、可控性和色
彩性展开，旨在挖掘形容词的语法特点和语义特征，并以此究明汉语形容词语法特性的相互
关系和语义机制。
2.

先行研究
关于形容词的研究已经取得了许多成果，如朱德熙(1982)、石毓智(2001)、张国宪

(2006)等。
朱德熙(1982)指出形容词可以分为性质形容词和状态形容词，从语法意义上看，性质形
容词单纯表示属性，状态形容词带有明显的描写性(详见 P73)。
石毓智(2001)从形容词的肯定与否定的角度出发，依据能否加“有点、很、最”这一系
列副词，把形容词分为非定量形容词和定量形容词。能够用该程度词序列分别加以修饰的叫
非定量形容词，可以加“不”或“没”否定，如“红、大、远、宽、长、亮、干净、困难、
漂亮、勇敢”等。不能用该程度词序列分别加以修饰的叫定量形容词，都不能加“不”或
“没”否定，譬如“粉、中、紫、褐、橙、疑难、雪亮、刷白、美丽、崭新”等。形容词有
连续性和离散性之分，非定量形容词又可分为只有连续量性质的非定量形容词(如“干脆、利
索、笼统、普通”等，不能加“了”)和兼有连续量和离散量性质的非定量形容词(如“好、
坏、大、小”等，可以加“了”)(详见 P121)。
张国宪(2006)根据能否用表客观量程度词修饰的标准，把形容词分为定量形容词和非定
量形容词。定量形容词(如“优异”“瑰丽”“雪白”等)不能受“稍微、比较、更、最”等
表客观量程度词的修饰。非定量形容词(如“肥”“新”“干净”等)能够用“稍微、比较、
更、最”等表客观量的程度词修饰(详见 P143、P144)。
上述研究对形容词的描写性、连续性、离散性进行了叙述，较好地揭示了形容词的语法
特性，对于认识形容词的性质和特点具有参考价值，然而还有一些特性未曾被叙述，为了全
面了解形容词的语法功能和语义特征，需要对形容词进一步地探索和考察。
本研究依据形容词的特点，从描写性、可控性和色彩性等方面入手，进行说明和分析，
并考察其相互关系。
3. 描写性
描写性是形容词的一种特性。形容词作为表示状态、性质或说明的词，具有描写性。
朱德熙(1982）把形容词分为性质形容词和状态形容词两类，并指出从语法意义上看，性
质形容词单纯表示属性，状态形容词带有明显的描写性。其实性质形容词也带有描写性，只
是相比而言，略弱于状态形容词。
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如：
(1)这个人能量大 2）。
(2)高铁速度快。
(3)秋天的一个早晨，潮气很重，杂草上，瓦片上都凝结着一层透明的露水。(莫言
著《欢乐》P1 浙江联合出版集团/浙江文艺出版社 2017）
(4)初夏老春，残冬和初春的记忆淡漠。荒地上杂草丛生，草黑绿、结实、枯瘦。
(莫言著《食草家族》P3 上海文艺出版社）
从中可以看出，“大”、“快”、“重”、“黑绿”、“结合”、“枯瘦”等性质形容
词都可以用于描写状态，说明性质，具有鲜明的描写性。例(1)表示能力和作用大，例(2)则
表示速度快，例(3)表示重的样子，例(4)则表示草的色彩、情形和状态。可以说，描写性是
这些形容词所具有的共同特性，一般用于描述状态、说明事物性质等。
描写性与状态性、程度性密切相关。状态性就是用来表示事物具有某种状态、性质或属
性、或用于说明事物情况的基本属性，也是其显著的语义特性，用于描写或叙述静态。程度
性则是形容词接受程度副词修饰的语法属性，是状态性的延伸，因此其特点是寓于状态性，
具备接受程度副词修饰而凸显程度规模的语法特性 3）。描写性是与状态性密切相连的属性，
状态性的外延则是描写性，另外，状态性和描写性与程度性也紧密相连，不可分割。可以
说，状态性是形容词的固有特性，程度性和描写性则是其关联特性，呈多维交叉分布。
当形容词后置量性成分或程度成分与时态助词“了”共现时，其描写性就更加鲜明。
如：
(5)能量大了一些。
(6)速度快了一阵子。
(7)房间干净多了。
(8)我眯着眼走到院子里，雪花降落到我的脸上，使我清醒了不少。(莫言著《四十
一炮》P106 作家出版社 2012）
量性成分和程度成分以及时态助词“了”将形容词的状态性凸显出来，强化了其描写
性。而所谓的状态形容词(朱德熙 1982)即形容词重叠式，由于其形式乃重叠构成，该词的语
气得到加强，要比性质形容词更具描写性。
(9)“这见面礼，也太重了点，”母亲看着父亲说，“这叫我们如何担当得起？”（莫言
著《四十一炮》P153 作家出版社 2012)
(10)君子报仇，十年不晚。十年，太长了一点，现在就去，太匆忙了一点。我们不
用等十年，但我们也不能现在就去。(莫言著《四十一炮》P342 作家出版社
2012)
形容词的重叠式一般分为 AA 式、ABB 式和 AABB 式等 4）。AA 式、ABB 式和 AABB 式的共同
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点是都具有鲜明的描写性。如“态度冷冷的”、“会场冷清清”、“会场冷冷清清”等状态
形容词，都比性质形容词具有更强的描写性。其中，“冷冷”是 AA 式，“冷清清”是 ABB
式，“冷冷清清”是 AABB 式。
首先看看 AA 式。
(11)操场边上长着软茸茸的青草，夜路已经潮起，她的脸面上有凉凉的感觉。(陈
忠实著《蓝袍先生》P49 江苏文艺出版社 2013)
(12)在水边上蹲下，姑娘抓住孩子的手浸到河水里。一股小小的黄浊流在孩子的手
指前形成了。(莫言著《欢乐》P10 浙江联合出版集团/浙江文艺出版社 2017)
(13)后来她想起了站在渠畔上的我，便用力扭转脖子，歪着那张长长的脸，呼叫着
我的乳名，让我赶快回村里找人来搭救她。(莫言著《食草家族》P9-10 上海文
艺出版社)
(14)小石匠长得很潇洒，眉毛黑黑的，牙齿是白的，一白一黑，衬托得满面英姿。
(莫言著《欢乐》P1 浙江联合出版集团/浙江文艺出版社 2017)
其中，(11)的“凉凉”、(12) 的“长长”和(13) 的“小小”用于定语，与其原型
“凉”、“长”、“小”相比，描写性更加强化，用来描写感觉和形状。(14)的“黑黑”则
用作谓语强调黑的状态，描写性显著。
再来看看 ABB 式。
(15)黄麻太密了，下半部似乎还有间隙，上半部的树叶挤在一起，湿漉漉，油亮
亮。(莫言著《欢乐》P5 浙江联合出版集团/浙江文艺出版社 2017)
(16)我感觉它(蜻蜓)的嘴很柔软，啃得我的手指痒酥酥的，不但不痛苦，反而很舒
服。(莫言著《食草家族》P7 上海文艺出版社)
(17)起初，我听说迎春花开了也是准备去看花的，但我刚一出门，就看到一个我认
识的教授扶着一个我认识的女学生细长的腰在黑森森的冬青树丛中漫步。(莫
言著《食草家族》P4 上海文艺出版社)
(18)母亲脱去了上衣，穿一件白衬衣，衬衣的下摆扎在黑裙子的腰里，脸膛红彤彤
的，很是精干，很是热烈。(莫言著《四十一炮》P324 作家出版社 2012)
“湿漉漉”、“油亮亮”、“痒酥酥”、“黑森森”、“红彤彤”都是用来描写性质、
状态或感觉的重叠式，具有很强的描写性，通常用作谓语(如(15)、(16))或定语(如
(17)(18))。
下面是 AABB 式：
(19)我喊人救她的功绩，将被她忘得干干净净，我打死她的鸭子的罪过她一点也不
会宽恕。(莫言著《食草家族》P10 上海文艺出版社 2012)
(20)老师讲话了，和和气气，嘴角和眼梢总带着微笑，讲着新社会妇女翻身平等的
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道理，没有文化是万万不行的，讲着就点起名字来了。（陈忠实著《蓝袍先
生》P23 江苏文艺出版社 2013)
(21)落日在西天辉映出一大片绚丽的云霞，头上的天混混沌沌，呈现着一种类似炼
钢炉前的渣滓的颜色，马路上的成千上万辆自行车和成千上万辆汽车都被霞光
照亮，街上，垂在尚未完全放开的白杨树叶下的路灯尚未通电。(莫言著《食
草家族》P7-8 上海文艺出版社)
(22)污水已经淹到他的乳下，她的脸涨得青紫，头发上全是淅淅沥沥的脏水。(莫
言著《食草家族》P11 上海文艺出版社 2012)
AABB 式是一种突出描写性的表达形式，“干干净净”、“和和气气”、“混混沌沌”、
“淅淅沥沥”作为“干净”、“和气”、“混沌”、“淅沥”的重叠形式，描写性得到加
强。所以多用来描述性质、状态或态度。可以说，重叠式是强化形容词描写性的一种形式，
也是扩展形容词描述功能的语法手段。
形容词本体和其重叠式描写事物的强弱程度不同，但是在具有描写性这一方面具有同样
的性质，都能描写具体状态，因此可以说，描写性是汉语形容词的重要特性之一，也是形容
词其存在价值之所在。
描写性的特点是客观地描写状态，属于静态范畴，它是说话人用来描写或说明状态的一
种手段，表示人们对客观事物的认识和理解，是对静态事物的描绘，与下述的可控性形成鲜
明的对比。因为世界上的事物有的具有静态性，有的则具有动态性，形容词多用于描写静
态，具有描写功能。对于动态事物，则需要控制或支配，并对其产生影响。
4. 可控性
可控性是指人们对某种状态进行主观控制，希望该状态变得如己所愿。这种控制某种状
态、且能施以影响的功能就是可控性。可控性是形容词的重要特性之一，往往通过一定的语
法形式表示。
然而，形容词并非全部都有可控性，有没有可控性往往取决于语法条件或形容词自身的
褒贬义。褒义形容词具有可控性，贬义形容词则要根据情况而定。贬义形容词可分为强贬义
词和弱贬义词。强贬义词有“恶劣”、“凶狠”、“龌龊”、“丑陋”等，这类词语义重，
贬义色彩浓厚；弱贬义词则有“坏”、“委屈”、“辛苦”、“矜持”等，这类词语义轻
微，贬义色彩相对淡薄。
单音节形容词发挥可控性时，有以下形式：
一、形容词有的其自身就具有可控性，可以对某种状态产生影响，并予以控制。
二、形容词可以通过后置量性成分(数量词等)增强可控性。
如：
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(23)快！
(24)我父亲对饭店的小头目说：我还能吃一根（油条）。饭店的小头目兴奋地命令
身后的服务员说：快点，这个小伙子还能吃，再给他拿一根来。(莫言著《四
十一炮》P266 作家出版社 2012)
(25)慢！
(26)你们的步子慢一点。柴干事说，随便说点什么。好，对了，就这样，往前走。
(莫言著《四十一炮》P222 作家出版社 2012)
(27)“你们两个，离火堆远一点。”母亲说。(莫言著《四十一炮》P228 作家出版
社 2012)
(28)干妈，亲妈，你轻点，小兰再也不敢了，小兰请干妈去宵夜赔罪好不好？(莫
言著《四十一炮》P83 作家出版社 2012)
“快”、“慢”、“远”、“轻”等中性形容词可以发挥其自身的可控性，可以单独使
用。(23)表示催促或命令，(25)则表示制止。“快”、“慢”的状态都反应说话人的意志，
说话人可以控制这种状态。(24)(26)都是通过“(一)点儿”控制“快”和“慢”的程度，
(24)表示催促和命令，但比(23)语气柔和。(26)表示制止，语气委婉，强调相对性。
一般中性形容词都采用这种语法形式，发挥其可控性。如可以说“长点儿！”、“短点
儿！”、“粗点儿！”、“细点儿！”、“多点儿！”、“少点儿！”、“大点儿！”、
“小点儿！”、“高点儿！”、“低点儿！”、“早点儿！”、“晚点儿！”等 5）。
单音节形容词的重叠式(AA 式)一般没有可控性，如“快快”、“慢慢”、“好好”、
“坏坏”、“高高”、“低低”、“大大”、“小小”、“多多”、“少少”、“远远”、
“近近”、“轻轻”、“重重”、“长长”、“短短”、“早早”、“晚晚”等用作谓语时
没有可控性，原因在于其单音节，即使重叠也只是加强其描写性，而不具备可控性。
然而，“快快”、“慢慢”、“好好”、“多多”、“高高”、“早早”等重叠式作为
状语修饰动词时，具有可控性。如可以说“快快行动！”、“慢慢走！”、“好好学
习！”、“多多原谅！”、“事不关己，高高挂起！”、“早早出门！”等。这是因为 AA 式
处于状语位置，整体作为一个修饰语修饰动词谓语，具有对动作、行为产生影响的语法功
能，因此不同于其作为谓语单独使用时的情况 6)。
双音节形容词一般褒义词具有可控性，贬义词没有可控性。因为褒义词所表达的含义，
往往是说话人或听话人希望达到的目标或期待实现的情况，具有积极的意义或特定的意义，
因此具有可控性。贬义词表示消极的意义，不是说话人或听话人所希望达到的目标或期待实
现的情况，与人们的期望不符，因而没有可控性。词义的褒贬色彩与有无可控性相关７)。
双音节形容词 8)一般通过以下几种形式强调可控性：
一、通过双音节形容词本体加强语气。
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二、双音节形容词 ABAB 重叠式。
三、双音节形容词＋量性成分(一下/一点)。
如：
(29)安静！(双音节形容词本体)
(30)安静安静！(ABAB 重叠式)
(31)安静点儿！(一点)
(32)安静一下！(一会儿)
(33)那个跳舞的家伙骂道：这个鸡巴肉神，还真有点沉重呢！另一个说：你嘴巴干
净点，当心肉神显灵验。(莫言著《四十一炮》P161 作家出版社 2012)
(34)柴干事说：那就这样吧。到时候你们自然一点，大方一点，既要对领导表现出
足够的尊重，也不要点头哈腰的像个狗腿子。(莫言著《四十一炮》P223 作家
出版社 2012)
(35)我们的胆子应该再大一点，想象力应该再丰富一点，我看没什么是不可以做
的。(莫言著《四十一炮》P218 作家出版社 2012)
双音节褒义形容词可以单独用来表示指示、命令、劝诱或提醒，如(29）所示，当周围吵
闹时，说话人往往就会加重语气说“安静！”，让周围静下来，不再喧闹。这种双音节形容
本身含有褒义，表示积极的意义或受人欢迎的事情，具有可控性，可以用来表示指示、命
令、劝诱或提醒等。这种类型的双音节形容词还有“老实”“谨慎”“镇静”等。
双音节褒义形容词可以通过重叠整个词，加强可控性。如可以说“安静安静！”、“老
实老实！”、“谨慎谨慎！”、“镇静镇静”等。双音节褒义形容词有两种重叠式，一种是
AABB 式，如“安安静静”、“老老实实”、“高高兴兴”、“舒舒服服”等，另一种是 ABAB
式，即“安静安静”、“老实老实”、“高兴高兴”、“舒服舒服”等。AABB 式具有描写
性，用于静态描写。ABAB 式具有可控性，用于动态描写。
另外，双音节褒义词还可以加量性成分“一点儿”“一下”等，如(31)(32)所示。“安
静安静”表示说话人的提示，含有尝试的意味。“安静点儿”表示说话人的警告，带有命令
的语气。“安静一下”则表示说话人的期盼，带有委婉的语气。以上这三种表达形式都具有
可控性，只是在语气方面存在一些差异。
然而，有些贬义形容词没有可控性，不能用于提醒、命令、劝诱等表达形式。如：
(36)*肮脏！
(37)*肮脏肮脏！
(38)*肮脏点儿！
(39)*肮脏一下！
“肮脏”是双音节贬义形容词，没有可控性，不能用来表示提醒、命令或劝诱等。也不
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能构成 ABAB 式，不能后接“一点儿”“一下”表示命令。“肮脏”作为贬义词，用于表示消
极的意义或不受欢迎的事物，而一般提醒或劝诱时，都希望某种事物朝着积极的有利的方向
发展，一般没有希望朝着消极的不利的方向发展，不能用于表示提醒、命令或劝诱等表达形
式，这一点与褒义形容词恰好相反。褒义形容词具有可控性，可以用于积极的受欢迎的事
物，贬义形容词没有可控性，不能用于积极的受欢迎的事物。可以说，有没有可控性与形容
词本身的意义有密切关系。
然而“委屈”也是贬义形容词，却可以与量性成分共现。
(40)团长说：同志，委屈一点吧，我做梦都想让你们到长安大剧院里去唱戏，让你
们到巴黎歌剧院去登台，那里什么都有，可我们去得了吗？(莫言著《四十一
炮》P337 作家出版社 2012)
除了“委屈”之外，“凶”、“狠”、“猛”、“辛苦”、“矜持”等贬义词也都可以
与量性成分共现，只是这些贬义词不同于“肮脏”类形容词。“肮脏”类形容词是强贬义
词，语义重，贬义色彩浓厚，含有绝对的意味，不能产生可控性。“委屈”类形容词则属于
弱贬义词，语义较轻，贬义色彩相对淡薄，根据情况，可以用于表示要求、希冀、期待等表
达形式。因为这些词可以暗示通过采取这种态度会带来积极的结果，而“肮脏”类则不能暗
示该状态会带来积极的结果。
总之，可控性是说话人表达希望或诉求时所发挥作用的特性，有多种表达形式，而各种
表达形式之间存在一些差异。
5. 色彩性
色彩性是通过形容词自身褒贬义所产生的一种特性，它会产生一定的语义制约和语法限
制。在现代汉语中，形容词的褒贬义往往给程度修饰、量性修饰、命令句式使用带来影响。
褒义词本身具有很高的程度性，接受程度副词修饰时，只接受高程度副词修饰，难以接
受低程度副词修饰。
(41)这个学生｛非常/十分/很/特别｝优秀。
(42)??这个学生｛有点儿/有些｝优秀。
(43)这个人｛非常/十分/很/特别｝邋遢。
(44)这个人｛有点儿/有些｝邋遢。
(45)马驹叫着，走进沼泽，成熟的沼气从泥潭里，冒出噗嗤噗嗤地响着，死亡的气
息十分严重。(莫言著《食草家族》P18 上海文艺出版社)
“优秀”、“高尚”、“喜悦”、“壮观”、“伟大”、“热烈”等褒义形容词本身含
有很高的程度性，需要接受与其程度性相匹配的高程度修饰，含有高程度的程度副词和含有
高程度的褒义形容词，分别作为修饰语和被修饰语构成修饰与被修饰关系。而“有点儿”、
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“有些”这样的程度副词表示低程度，与接受高程度修饰的褒义形容词在程度配置上不匹
配，难以共现，因而不能形成修饰与被修饰关系。由此可见，褒义形容词对程度修饰具有选
择性，只接受高程度修饰，不接受低程度修饰。
另外，程度副词“太”表示过度，不能直接修饰褒义词，需要与语气助词“了”共现后
才能修饰褒义词。如不能说“太伟大”、“太高尚”、“太喜悦”、“太壮观”等，而要说
“太伟大了”、“太高尚了”、“太喜悦了”、“太壮观了”等。这是因为“太”表示过
度，“伟大”、“高尚”、“喜悦”、“壮观”则表示积极的意义或受欢迎的状态，不存在
过分之意，这样，修饰语“太”和被修饰语“伟大”、“高尚”、“喜悦”、“壮观”就会
在语义上受到制约，一言以蔽之，就是色彩性不同。“太”通过与语气助词“了”共现，语
义上调和后，可以修饰这些双音节褒义词，这时修饰语和被修饰语感情色彩一致，“太”表
示程度高，用于赞美，不再表示过度之意 9）。由此可见，色彩性对词汇的影响很大，褒义词
会因此而受到诸多限制。
“肮脏”“猥琐”“呆板”“邋遢”“啰唆”“麻烦”“繁琐”等贬义形容词，既接受
高程度修饰，又接受低程度修饰，没有语义上的限制。“十分”“非常”这样的高程度副词
和“有点儿”、“有些”这样的低程度副词都能修饰贬义形容词，这一点与上述的褒义形容
词形成对比。贬义形容词对程度副词没有选择性，既接受高程度修饰，又接受低程度修饰。
在与量性成分共现时，褒贬义也有一定制约。“好”“漂亮”“安全”“干净”等褒义
形容词可以和“一点儿”共现。
(46)这样｛好/干净｝点儿。
(47)??这样｛优秀/高尚/喜悦/壮观/伟大｝点儿。
(48)这样差点儿。
(49)这样邋遢点儿。
“好”、“漂亮”、“安全”、“干净”等褒义形容词可以与“一点儿”共现，“优
秀”、“高尚”、“喜悦”、“壮观”、“伟大”、“热烈”等褒义形容词则难以与“一点
儿”共现。二者都是褒义形容词，但是语义有所不同，前者语义轻，具有相对性，后者语义
重，缺少相对性，因而与“一点儿”共现时很不自然。
“差”、“孬”、“脏”、“糟”等单音节贬义形容词和“肮脏”、“猥琐”、“呆
板”、“邋遢”、“啰唆”、“麻烦”、“繁琐”等双音节贬义形容词，可以与表示少量的
“一点儿”、“一些”共现，没有语义限制。弱贬义形容词可以接受高程度修饰和低程度修
饰，在与少量成分共现时，也没有语义限制。
如前所述，形容词的褒贬义在祈使句中也有相当的影响，褒义词可以用于祈使句，发挥
可控性。强贬义词不能用于祈使句。褒贬义在评价事物时，分别发挥不同的作用，但用于祈
使句，表示积极的意义或受欢迎的事物时，贬义词就会受到限制，这说明褒贬义在语义表
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达、用于祈使句等方面存在很多差异，而产生这一差异的根本原因就在于形容词的色彩性。
色彩性是汉语的一种特性，也是汉语在感情表达方面的显著特色。
6. 结语
形容词是用于描写状态、说明性质或叙述某种内容的谓词，它具有状态性、程度性、描
写性、可控性、色彩性和状态量。
状态性是形容词最基本的特性，它与程度性、描写性密切相连，程度性是状态性的固有
属性，是体现状态水平或规模的特性。描写性也是形容词的基本特性，它与可控性相对立，
用于静态描写。描写性是基于状态性和程度性的重要属性，三者互相支撑，互为表里，形成
形容词基本的语法特性，而这种语法特性遍及形容词整体，涵盖面较广 10）。
可控性是形容词的一大特性，但是其特性多寓于褒义或中性义，也寓于弱贬义，但与强
贬义毫无关联。因此，多与褒义词或中性词共现，而不能与强贬义词共现。可控性是褒义形
容词衍生出的语法特性，它扩大了形容词的应用范围，为形容词增添了新的语法功能。
色彩性是汉语形容词显著的特性，体现在褒贬义所带来的语法功能上的差异，褒义词用
于积极评价，贬义词用于消极评价，中性词则根据条件用于积极评价或消极评价。褒贬义所
呈现出来的色彩性是汉语形容词的重要特征，它区分着褒义词和贬义词的使用范围和语法功
能。
状态量是与状态性密切相关的特性，也是形容词用于多元评价和拥有多种语法功能的重
要基础。状态量给形容词带来可控性，可以表达说话人的各种诉求和期望。而且还可与程度
性相融合，不受色彩性限制。状态量与程度性既对立又统一，具备描写性、可控性，而超越
色彩性，是汉语形容词不能忽略的重要性质。
注
1)时卫国(2020)a 考察了形容词的状态性、程度性和状态量的情况，详见拙文。
2)没有出典的例句是作例。下同。
3)时卫国(1998)和(2011)对形容词重叠式与“有点儿”的关系进行了考察，详见拙文。
4)“点儿”或“一点儿”作为数量词用于形容词之后，表示说话人的态度，既可以用于催
促、制止，又可以用于要求或希望等，用法广泛。
5)中性形容词正因为其表示中性，使用范围极广。
6)无论词义褒贬，单独使用时，只是加强其描写性，没有产生可控性，不同于双音节形容
词。
7)关于词义的色彩性将在下节论述。
8)双音节形容词与单音节形容词不同，重叠形式也多种多样。
9)“太”有两种意义：一，表示过度，直接修饰贬义词和中性词；二，表示赞美，需与
“了”共现，可修饰褒义词。
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10)只是有些形容词，如 BABA 式因其本身所含有的特定的程度性，不再接受其他成分的程度
修饰或量性修饰。
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中国語虚指二重目的語文の意味分析
On the Semantics of Chinese Dummy Direct Object Constructions
福田 翔
FUKUDA Sho
提要 在现代汉语中有一类“虚词双宾语句”
：即间接宾语位置上为虚化的“ta”（汉字常常标
记为“他”或“它”）,直接宾语位置上为包括数量词在内的名词（短语）
。一般认为，这种虚
词双宾语句有一定的特点，如只在“非现实”(irrealis) 的情况下使用，且与表示“给予”等典
型的双宾语句有一定的关联性等。本研究着眼说话者和听话者参与的“行为要求”或语境含义
等，将虚词双宾语句的意义方面进行考察。
キーワード：虚指二重目的語構文 行為要求 意志 発話場面的意味
目次
1. はじめに
2. 研究資料、虚指二重目的語文の特徴、研究方法
3. 意味分析：行為要求と動作主体の意志
4. 虚指二重目的語文の発話場面的意味
5. おわりに
1. はじめに
現代中国語の二重目的語文は、典型的な用法である「授与」や「言明」を表すものに加え
て、
「取得」を表す用法（“我吃了他一个苹果”
）が発達していたり、仮性目的語を取るタイプ
（“我骂了张三一顿”
）があったりと、英語や日本語等に比べると、二重目的語文で多様な意
味を表すことができる。その中で、本研究が扱うのは、実質的意味を失い（虚化）
、軽声で読
まれる“ta” （漢字表記は“他”、
“它”
）を間接目的語に取り、数量詞を含む名詞（句）を直接
目的語に取る二重目的語文である。本研究では、これを「虚指二重目的語文」と呼び、以下
にその代表的な例をあげる。
(1a) 睡他一会儿（朱德熙 1982:121）「ひと眠りしてやろう」
(1b) 玩儿他个痛快（朱德熙 1982:122）「思いっきり遊んでやろう」
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これまでの研究では、虚指二重目的語文は、授与を表す典型的な二重目的語文からの拡張用
法であるという観点で分析が進められてきた（中川 (1973)、朱德熙 (1982) 、马庆株 (1983) 、
小嶋 (2009) 等参照）
。また、虚指二重目的語文は、
「非現実」1) (irrealis) を表す事態でのみ用
いられるというムード特性についても指摘されており（伊藤 1999、小嶋 2009a、西 2019 等）
、
これは完了の動態接辞“了”と共起できないことから実証される。
(2) ??昨天我玩儿了它个痛快。
（小嶋 2009:123 (4)(=1’)）
また、虚指二重目的語文の意味は、
「話し手の意図あるいは命令を表す」
（表示说话人的打
算或表示祈使）
（马庆株 1992:126）あるいは「話し手の強い意志を表す」
（吕叔湘 1992、小嶋
2009b:122）等と規定されてきた。しかし、これらの意味記述については、まだ厳密に規定す
る余地が残されている。そこで、本研究の第一の目的は、虚指二重目的語文の意味について、
詳細に記述、分析を行うこととする。さらに、虚指二重目的語文は「仮性目的語文」2)（
“睡
一会儿”）や「程度目的語文」
（
“玩儿个痛快”
）の動詞と目的語の間に虚指の “ta” を挿入した
形式であり、仮性/程度目的語文と客観的には同じ意味を表す。
しかし、
虚指二重目的語文は、
仮性目的語文と程度目的語文に比べて、何らかの文脈的な含意が感じられるという点で両者
は異なる。この点に着目して、本研究の第二の目的は、虚指二重目的語文の文脈的含意であ
る発話場面的意味について明らかにすることである。つまり、本研究は虚指二重目的語文の
意味記述をさらに進めることを目指すものである。
2. 研究資料、虚指二重目的語文の特徴、分析方法
本研究で扱う例文は、実例と作例からなり、実例に関しては《BCC 语料库》
（以下、BCC）、
および《中日对译语料库》（以下、CJCS）の中国語原文の資料を用いて収集し、作例につい
ての文法性判断の確認は、中国語母語話者３名 3)の判断による。
虚指二重目的語文は、主語の人称に応じて、
「命令」
、
「勧誘」
、
「意志」を表す 4)。
(3a) 你去睡它一觉！／ 你去玩它个痛快！ （命令）
(3b) 咱们睡它一觉！／ 咱们玩它个痛快！ （勧誘）
(3c) 我来睡它一觉。／ 我来玩它个痛快。 （意志）
(3a) のように主語が二人称単数・複数（你／你们）になると命令を表し、(3b) のように一人
称複数の包括形（咱们／我们）5)になると勧誘の意味となる。勧誘の意味は命令文の一種と
して扱われることもある（朱德熙 1982:204、张斌主编 2010:894 等参照）
。さらに、(3c) のよ
うに主語が一人称単数（我）あるいは一人称複数の排除形（我们）となった場合、意志を表
す。また、虚指二重目的語文は、基本的に仮性目的語文と程度目的語文における動詞と目的
語の間に虚指の “ta” が挿入された形で構成される（仮性/程度目的語は朱德熙 (1982) 参照）。
（4a）仮性目的語文：吃一碗・睡一觉・干一杯・看它一看・猜它一猜 等
（4b）程度目的語文：说个明白・玩儿个痛快・笑个不停 等
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仮性/程度目的語文（
〈V-仮性/程度 O〉）とそれに対応する虚指二重目的語文（
〈V-ta-仮性/程度
O〉）は、表現される出来事、つまり客観的な事実としては同じ意味を表す。しかし、仮性/程
度目的語文はそれ以上特別な意味を持たない、普通の、自然な意味として受け止められるの
に対して、虚指二重目的語文は何らかの文脈的な含意があるように感じられるという違いが
ある。つまり、これらは有標・無標の対立を成している表現であると言える。
(5a) 我去睡一觉。
（ひと眠りする）
［仮性/程度目的語文］
［無標］
(5b) 我去睡它一觉。
（ひと眠りしてやろう）
［虚指二重目的語文］
［有標］
本研究の分析方法は、第一の目的である虚指二重目的語文の意味記述については、行為要
求の表現と動作主体の意志の表現に分けて、その文法的諸特徴に着目して考察を行い、第二
の目的である虚指二重目的語の文脈的含意については、適合する場面の設定および実例の分
析を通じて明らかにする。
3. 意味分析：行為要求と動作主体の意志
これまで虚指二重目的語文の意味記述においては、
「話し手の意図あるいは命令を表す」
（马庆株 1992:126）、
「話し手の強い意志を表す」
（吕叔湘 1992、小嶋 2009b:122）等と記述さ
れてきた。そこで、この意味記述について、本節ではさらに踏み込んで考察を行う。まずは
3.1-3.2 節では「行為要求」の表現、3.3 節では「意志」の表現について分析を行う。
3.1 行為要求：「話し手の強制力」、
「聞き手の決定権」、
「恩恵」
行為要求とは、
「聞き手が行為を実現すること（または実現しないこと）を求めたり容認し
たりする機能」
（高梨 2011:1）である。虚指二重目的語文の行為要求としての表現は、動作主
体の人称の違いによって「命令」と「勧誘」に分けることができる。
(6) 你去睡它一觉！／ 你去玩它个痛快！

（命令）

(7) 咱们睡它一觉！／ 咱们玩它个痛快！

（勧誘）

意味的な類似性から、
「勧誘」は命令文の一種として扱われることもあるが（朱德熙 1982:204、
张斌主编 2010:894 等参照）
、虚指二重目的語文は「命令」か「勧誘」かで、構成要素の付加
の必要性が異なるため、ここでは「命令」と「勧誘」を区別することとする。
中国語母語話者の判断によると、虚指二重目的語文が〈V-ta-仮性/程度 O〉という構造のみ
で表す意味は、
「勧誘」の場合、自然であるが、聞き手に対してその行為を命じて、その実行
を要求する「命令」の意味では若干座りが悪いという。
(8)「勧誘」
：咱们睡它一觉！／ 咱们玩它个痛快！
(9a)「命令」
：??你睡它一觉！／ ??你玩它个痛快！
(9b)「命令」
：你去睡它一觉！／你去玩它个痛快！
つまり、(8) のように主語を一人称複数包括とする「勧誘」の意味の場合は、
“睡它一觉”の
みで文が安定するが、(9ab) から分かるように、主語を二人称とし、
「命令」を表わそうとす
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ると、
“去・来”のような動作の趨勢を表す補助動詞的成分等を付加してはじめて、独立した
文として自然であると感じられる。この現象から、虚指二重目的語文の構造それ自体が表す
意味として最も適合するのが「勧誘」であると考えることができる。
では、
「勧誘」の意味とはいったい何なのか、その内実について、先行研究を参考にみてい
く。これまでの研究では、行為要求表現である命令、許可、勧誘等の意味範疇の違いについ
て、「話し手の強制力」と「聞き手の決定権」の強弱、ならびに話し手と聞き手のどちらが
受益者となるかという観点で区別し得ることが指摘されてきた（仁田 1991、姫野 1997、高
梨 2001 等参照）。
（図 1） 高梨 (2001) による行為要求を表す意味の関係性

行
為
者

聞き手

話し手の強制力

強

弱

聞き手の決定権

弱

強

話し手

命令的指示

依頼

聞き手

恩恵的指示

勧め

許可

受益者

聞き手+話し手

勧誘

高梨 (2001:3) (5)
（図１）から、「命令」（高梨 (2001) では「指示」）とは、行為を行うように要求する話し
手の強制力が強く、その行為に対する聞き手の決定権が弱い状態であると言える。また、行
為を行うことで恩恵を受ける対象が話し手なのか、それとも聞き手なのかで、
「命令的指示」
と「恩恵的指示」に分けられる。そして「勧誘」は、行為者が話し手と聞き手の両者となり、
「命令」に比べて話し手の強制力が弱まり、聞き手の決定権が強まっている状態である。つ
まり、話し手の強制力と聞き手の決定権のどちらかが一方的に強いというわけではなく、両
者が拮抗している状態である。
このように考えると、
「勧誘」の意味を典型とする虚指二重目的語文は、
「命令」に比べて、
話し手の強制力が弱まり、聞き手の決定権が強まっている状態であると言える。また、行為
者が聞き手のみとなっても、話し手の強制力と聞き手の決定権において「勧誘」と同等の意
味範疇である「勧め」と「依頼」がある。後の例で確認するが、聞き手が行為者となる虚指
二重目的語文では、恩恵を受ける受益者は必ず行為者となるため、その意味は「依頼」では
なく「勧め」となる。次の例からも分かるように、
「勧め」の意味を表す虚指二重目的語文は、
「勧誘」と同様に、動作の趨勢を表す補助動詞的成分や要求・願望の助動詞等の付加がなく
ても、それだけで文として安定する。
(10a) 啊，驾驶员同志，你是够劳累的了，快洗脸、吃饭，美美地睡它一觉吧。
（BCC）「運
転手さん、とても疲れているでしょう。早く顔を洗って、ご飯を食べて、思う存分
眠ってやれ。」
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(10b) “不，我精神不好，想休息。” “好吧！回家睡它一觉。…”（BCC）「
『いや、私は元
気がなく、休憩したい。
』
『いいよ！家に帰ってひと眠りしてやれ。
』
」
(10c) “你可以走，出去，走它个三天三夜！
”
“为什么出去，这是我的家，我喜欢在哪儿走
就在哪儿走…”
。
（BCC）
「『あなたは行ってもいいよ。行きなさい。三日三晩出て
行ってやりなさい』
『どうして出て行かなきゃいけないの？ここは私の家です。
好きな時に好きな場所に行きます…。
』
」
これらの例では、恩恵を受ける受益者は、必ず行為者となるという特徴がある。たとえば、
(10a) を例にとると、聞き手であり、行為主体である運転手に対して、
「思う存分眠ってやれ」
と勧めている状況であり、その行為は聞き手の利益のために発せられたものであると言える。
このように、他の要素が付加されなくても成立する虚指二重目的語文の意味である「勧誘」
（動作主体が一人称複数）と「勧め」
（動作主体が二人称）の意味について、恩恵を受ける受
益者が行為者となるという共通性から、本研究では両者をあわせて「提案」6)と名付けるこ
ととする。
3.2 命令文のタイプから見た虚指二重目的語文
3.1 節の議論をまとめると、典型的な虚指二重目的語文は、
「提案」
（先行研究では、主語が
一人称複数の包括形では「勧誘」
、主語が二人称では「勧め」
）という意味範疇を表す。その
特徴は「命令」に比べて話し手の強制力が弱まり聞き手の決定権が強まる、つまり、話し手
の強制力と聞き手の決定権のどちらかが一方的に強いという状態ではない。
本節では、このような虚指二重目的語文の特徴について、中国語の命令文のタイプとその
文法的特徴を照らし合わせて考察を行う。また、虚指二重目的語文と客観的に同じ意味を表
す仮性/程度目的語文も加えて分析することで、虚指二重目的語文の意味特徴を明らかにする。
まず、命令文は、基本的に動作・行為を表す動詞（または動詞句）が用いられ、その動詞
（句）はコントロール可能な出来事であると言える（朱德熙 1982、袁毓林 1999、刘月华他
2001、Li & Thompson 1981 等参照）
。つまり、動作主体にコントロール性が認められれば、
“冷静”(11c) のような形容詞や (11d) のような非意志動詞の否定も命令文として成立し得
る。また、(11e) のように、名詞であっても、その裏に動詞が省略されているというニュアン
スがあれば、命令文として成立する。つまり、命令文を形成するということは、
「動作性」が
高い状態であると言える。
(11a) 吃！（Li & Thompson 1981:451） 「食べろ！」
(11b)（你）把窗户关上！（朱德熙 1982:205） 「窓を閉めろ！」
(11c) 冷静点儿!（刘月华他 2001:810） 「ちょっと静かに！」
(11d) 别落(东西) !（袁毓林 1999:89） 「（物を）落とすな！」
(11e) 票！（张斌 2010:252） 「チケット！」
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また、中国語の命令文の研究では、肯定命令と否定命令の分布によって、３つの意味が規定
されている（袁毓林 1999:77-80）。これは、否定命令を表す“别”と共起できるか否かという
観点で分類される。
“别”と共起できず肯定命令のみを持つタイプは「肯定的な感情」を表す
のに対して、反対に肯定形式を持たず“别”と共起し否定命令のみを持つタイプは「否定的
な感情」を表すとされる。そして、肯定命令にも否定命令にもなるタイプを「中立的」とし
て規定している（袁毓林 1999:77-80）7)。
（表１）命令文のタイプ：肯定命令と否定命令の成立より
「肯定命令形式」

「否定命令形式」

(12a) 要尊重别人! 8)
（他人を敬え！）
(12b) *打扰他们！
（*彼らの邪魔をしろ！）
(12c) 找他去！
（彼を探しに行け！）

*别尊重别人！
（*他人を敬うな！）
别打扰他们！
（彼らの邪魔をするな！）
别找他去！
（彼を探しに行くな！）

意味記述
（袁毓林1999）
肯定的
否定的
中立的

（中国語の例文および意味記述は袁毓林 1999:79 による）
この肯定命令、否定命令という観点で、虚指二重目的語文の用例を観察すると、虚指二重
目的語文は肯定命令では成立するが（
“你去睡它一觉！”
）
、(13ab) のように否定命令では成
立しない。つまり、虚指二重目的語文は、
「肯定的」な意味を表すと言える。
(13) a. *别睡它一觉!

b. *别玩它个痛快!

また、仮性/程度目的語文でも肯定命令では成立するが（“你去睡一觉！”）、(14ab) のように
“别”とは共起しないことから、虚指二重目的語文と同様、
「肯定的」な意味を表すと言える。
(14) a. *别睡一觉！

b. *别玩个痛快!

虚指二重目的語文と仮性/程度目的語文において、
「肯定的」であるというのは、両構文に共
通する意味であり、単独の述語動詞の意味に帰すべきものではない。なぜなら、
“睡（觉）
”
や“玩儿”という動詞は肯定命令と否定命令の両方で成立するからである。
(15a) 马民懒懒地说，“你睡觉。”（BCC）
「馬民はもの憂げに言った。
『眠りなさい。
』
」
(15b) 你闲也就算了，你别睡觉啊；
（BCC）「暇でもやめておけ、眠っちゃだめだよ。」
(16a) 我走了，你玩儿吧。
（BCC）「私は行くけど、あなたは遊んでいなさい。
」
(16b) “别玩儿啦，好好学习吧。”（BCC）
「
『遊んでちゃだめ、しっかり勉強しなさい。
』
」
次に、丁寧命令形 (polite imperative form)“请”
（どうぞ～してください）との共起関係とい
う観点から命令文を観察する。丁寧な命令の意味を表す“请”は、真に直接的な命令 (true
direct command) とは共起するが、非直接的、つまり間接的な命令 (indirect command) とは共
起しないという制限がある（Li & Thompson 1989:457）。
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(17a) 请你别生气。

（Li & Thompson 1989:457 (32)）

(17b) *请你不用告他。 （Li & Thompson 1989:457 (33)）
(17c) *请你不必着急。 （Li & Thompson 1989:457 (34)）
“别”は本来の命令的意味 (inherent imperative meaning) があり、直接的な命令 (true direct
commands) を表すため、
“请”と共起することができるが、
“不必/不用”は非直接的な命令（間
接的命令）であり、動作性が高くないため、
“请”とは共起することができない。
そこで“请”との共起について、
「肯定的」な事態を表す命令文で観察すると、次の例のよ
うに、共起可能である。
(18) 请你尊重别人！／ 请你树立信心！
この現象より、事態の「肯定的」という意味特徴が、
“请”との共起を妨げるものではないこ
とが分かる。それに対して、虚指二重目的語文は「肯定的」な事態を表すが、次の例から分
かるように、
“请”を付加することができない。よって、間接的な命令を表すと言える。
(19) *请你睡它一觉！ ／ *请你玩儿它个痛快！／ *请你干它一杯！／ *请你看它一看！
では、仮性/程度目的語文と“请”との共起についてはどうか。仮性/程度目的語文の場合は、
(20ab) のように動詞の意志性が低い例では許容度が落ちるが、(21ab) のように動詞の意志性
が高い場合には成立する。
(20a) ?请你睡一觉！

(20b) ?请你玩儿个痛快！

(21a) 朋友啊！请你干一杯！（BCC） (21b) 请你看一看。
（BCC）
つまり、仮性/程度目的語文に関しては、動詞によって“请”との共起の有無が変わることか
ら、構文的意味としての制限がないということが分かる。本節の議論をまとめると、次の表
のようになる。
（表 2）
「命令」のタイプから見た仮性/程度目的語文と虚指二重目的語文
“别”の共起
“请”の共起

仮性/程度目的語文

虚指二重目的語文

共起しない：
［肯定的］
共起制限なし：直接的命令

共起しない：
［肯定的］
共起しない：間接的命令

ここから虚指二重目的語文の特徴について分析すると、
「肯定的」な事態を表すのは、
「行為
者が恩恵を受ける受益者になる」ということと関連していると思われる。また、間接的な命
令については、「命令」に比べて話し手の強制力が弱まり、聞き手の決定権が強まる、「提
案」の意味と密接に関連しており、虚指二重目的語文が表す意味の特徴が裏付けられる。
3.3 意志の表現
虚指二重目的語文は、平叙文では主語に一人称を取り、
「意志」の表現となる。この「意志」
の表現は、非現実事態を希求するという点では、行為要求の意味と共通している。先行研究
では、この虚指二重目的語文の「意志」の表現について、
「強い意志を表す」と分析されてき
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た。しかし、この場合も、行為要求における「提案」と同様に、補助動詞である“来・去”
や助動詞“要”等を付加して文が安定するのであって、本質的には先行研究にある「強い」
という記述は、補助動詞的成分や助動詞からもたらされると考える方が自然である。
(22a) 我来睡它一觉。／我来玩它个痛快。
「ひと眠りしてやろう（ひと眠りしなければ）
。
／思いっきり遊んでやろう（思いっきり遊んでやらなければ）
。
」
(22b) “我累得好像被炸弹炸过，叫水手往回驶，我要好好睡它一觉。”（BBC）「私は爆弾
が破裂したように疲れたので、船員に帰航してもらって、ひと眠りしてやろう。
」
ここから、虚指二重目的語文自体が表す本来的な意味は、
「～してやろう」
、
「～しなければ」
という「実現への期待」という程度の意味として捉えられよう。
もう一点、先行研究では、虚指二重目的語文は願望の助動詞“想”とは共起しにくいのに
対して、強い意志を表す“（一定）要”とは非常に結びつきやすいことが指摘されてきた。
(23a) 今天我一定要好好儿玩儿它个痛快！
（小嶋 2009:122）(1)（二重下線は筆者による）
(23b) ?今天我想好好儿玩儿它个痛快！
（小嶋 2009:124）(6) （同上）
確かに、虚指二重目的語文は助動詞“要”と共起する例が多く見られ、意味的には強い意志
を表す表現との相性が良いと考えられる。しかし、実例を見ると、虚指二重目的語文が“想”
と共起する例も見られる。これは、動作主体の意志が強いということが文脈によって読み込
まれる際に、成立すると考えられる。
(24a) 最近这两天累的像狗一样,真想好好的睡它一觉,…。 (BBC)「最近ここ二日、まる
で犬のように疲れていて、本当にひと眠りしてやりたい。…。
」
(24b) 开心地想好好玩它个三天三夜，庆祝自己终于解脱了！(BBC)「楽しく思いっきり三
日三晩遊んでやりたい、やっと抜け出せたんだから！」
4. 虚指二重目的語文の発話場面的意味
最後に、仮性/程度目的語文（
“睡一觉”、
“玩个痛快”）と比べて意味的に有標と感じられる
虚指二重目的語文の発話場面的な意味の含意について考察する。
(25) 我得好好儿睡它一觉！「思いっきり眠ってやろう！」
(26) 你去玩它个痛快！「思いっきり遊んでやれ！」
(25)、(26) の例文は、何らかの文脈的な含意が感じられる。たとえば「論文を書いていて数
日間徹夜で寝ていないが、それがやっと終わった」あるいは「大切な試験が終わった」等で
ある。つまり、
「動作主体はその事態を実施できる状況ではなかったが、やっとあることを乗
り越えてその事態を実施することができる状態になった」ということを表していると言えよ
う。以下、実例を用いてさらに考察する。
(27) 窝囊废见到他们，眼泪汪汪。他以为他们都给炸死了。他的脸色黄中带灰，满布皱纹，
眼睛里全是血丝。“您好象一宿没睡，”宝庆说，“好大哥，怎么不歇歇？”“担着
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这么大的心，我怎么睡？”窝囊废没好气。他扶着秀莲的肩头，孩子般热诚地说：“去
睡一会儿，孩子，好好睡它一觉。等明儿醒了，上温泉去洗个澡。那才够意思呢！”
（BBC）「意気地なし（人のあだ名）は、彼らを見つけて、涙があふれた。意気地
なしは彼らが皆爆死したと思っていた。意気地なしの顔は黄色く灰色がかってお
り、しわだらけで、目が充血している。
『お前さん、一晩寝てないようだね。
』と宝
慶は言った。そして、
『どうして休まないんだ？』と聞かれると、
『こんなにも心配
事があって、どうして寝ていられようか？』と意気地なしはぶすっとした。彼（意
気地なし）は秀蓮の肩を抱いて、子供っぽく熱心に言った：
『少し眠ろう。ぐっす
り寝てやろう。明日目が覚めたら、温泉に行って風呂に入れば、いいんだよ！』
」
(28) 孟樵笑道：“真的，我还没为你伴奏过，记得吗？是你让我又想弹吉他了，”“好，好！”
夏启东兴奋不已。“什么时候？”想起他大后天一早就要走了，孟樵一阵心酸，却不露
声色 地浅笑道：“后天晚上。我们今天玩它个痛快，晚上去找阿得，明天准备，后天
晚上开唱，…。”（BBC）
「孟樵は笑って言った：
『本当だよ！君のためにまだ伴奏し
たことないけど、覚えてる？君が私にもう一度ギターを弾きたいと思わせてくれた
んだよ。
』
『いいねいいね！』と夏啓東は興奮してやまない。そして、
『いつ？』と尋
ねると、
（孟樵は）彼（夏啓東）がしあさっての朝早くに出発しなければならないこ
とを思い出して、ちょっとの間悲しみがこみ上げ、声と表情には出さず微笑んで言
った：
『明後日の夜にしよう！今日は思いっきり遊んで、夜に阿得を訪ねて、明日準
備して、明後日の夜に演奏して、…。
』
」
(27) の例では、「意気地なし」（人のあだ名）は彼らが皆爆死したのではないかと心配して、
一睡もできていない。しかし、彼らと無事再会できたことで、
「ぐっすり寝てやろう」という
ことを提案している場面である。また、(28) は、やるべきことを明日か明後日に伸ばすこと
にして、
「今日（だけ）は思いっきり遊んでやろう」という意味を表している。つまり、これ
らの例から、虚指二重目的語文が表す発話場面的意味とは、
「動作主体がその事態を実施で
きる状況ではない（なかった）が、あることを乗り越えて、その事態を実施することができ
る（実施することを促す）
」という発話場面的な意味があると言える。さらに、以下の“闹它
个天翻地覆”
、
“哭它一个够”の例も同様に考えられる。
(29) 卢宝桑见路喜纯消失了，忽然又蛮横起来。他想我反正左右不是人儿了，干脆闹它个
天翻地覆，…。
「盧宝桑は路喜純が姿を消したので、急にまた横暴になった。どうせ
俺はもうかたなしだ。いっそのこと思い切り暴れてやろうか、…。
」(CJCS)
(30) 我突然想哭！抱着环环躲到一个没有人的地方去哭它一个够！但是我一点力气也没
有，…。
「おれは､不意に泣きたくなった｡環環を抱いて､だれもいないところへ逃げ
ていって､思いきり泣きたい!だが､おれにはまるで力がなかった｡」(CJCS)
136

中国語虚指二重目的語文の意味分析
(29) では、通常「暴れる」という行為は、倫理的にも道徳的にも行うべきではないが、自分
自身が本来のあるべき自分ではなくなっている（
「かたなし」である）ことから、自暴自棄に
なり、「思いっきり暴れてやろうか」という気持ちになっている。(30) では、普通は人前で
は泣かないが、我慢できなくなり「思いっきり泣いてやろうか」という気持ちを表している。
5. おわりに
本研究では、これまで記述が不十分であった虚指二重目的語文の意味ならびに発話場面的
意味を明らかにした。結論を以下に簡潔にまとめる。
虚指二重目的語文の典型的な意味（〈V-ta-仮性/程度 O〉の構成要素のみで表す意味）は「提
案」
（先行研究では、主語が一人称複数の包括形では「勧誘」
、主語が二人称では「勧め」
）と
して規定でき、その特徴は「命令」に比べて、話し手の強制力が弱まり聞き手の決定権が強
まっている状態にある。これは、虚指二重目的語文が丁寧命令形“请”と共起しない間接的
な命令を表すということからも裏付けられる。また、恩恵を受ける受益者は必ず行為者とな
り、これは否定命令では成立しない「肯定的」な事態を表すという虚指二重目的語文の特徴
に関連している。また、虚指二重目的語文は仮性/程度目的語文と比較すると何らかの文脈的
な含意が感じられるという点から、
「動作主体がその事態を実施できる状況ではない（なか
った）が、あることを乗り越えて、その事態を実施することができる（実施することを促す）
」
という発話場面的な意味が虚指二重目的語にはあることについて、実例を交えて指摘した。
注
1)本研究でいうところの「非現実」とは、Whaley (1997) の指摘による、
「起こらなかった事態、
或いはまだ現実になっていない事態」のことを指すムード特性であると定義する。また、詳細
は２節で論じるが、非現実的事態を表す虚指二重目的語文は、主語の人称領域に応じて「命令、
願望、意志」と意味が変化する。
2)仮性目的語（“准宾语”）には、動量目的語（“动量宾语”）
、時量目的語（“时量宾语”）
、数量目的
語（“数量宾语”）という三種類の目的語が含まれる（朱德熙 1982:116）
。
3)３名の母語話者とは、泉州出身 30 代女性、蘇州出身 30 代女性、延辺出身30 代男性である。
4)非現実の事態が、
主語の人称領域に応じて意味が変わる例として、
日本語の古代語
「未然形+ム」
の用法がある（尾上2001:426）
。また、Whaley (1997) でも、叙想法、祈願法、命令法は概念上
異なったカテゴリーではあるが、非現実のムードという点では共通しており、形態的に同じ形
で表す言語があることが指摘されている。つまり、非現実的事態を表す虚指二重目的語文で、
命令、願望、意志の意味が現れるのは、通言語的に見ると特異な例ではないと言える。
5)“我们”は本来聞き手を含まない“排除式”
（排除形）であるが、現在では聞き手を含む“包括
式”（包括形）でも用いられるため、命令文の主語となる可能性もある（朱德熙 1982:204）
。
137

東アジア国際言語研究 第 2 号
6)「提案」という意味範疇の規定については、匿名の査読者の指摘によるものである。しかし、
内容についての一切の責任は著者にある。
7)袁毓林 (1999:79 ) では、命令文の意味記述において、肯定命令のみで成立するタイプを［+褒
义］
（ほめたたえる）
、否定命令のみで成立するタイプを［+贬义］
（見くびる）とした。しかし、
“表扬”
（ほめる）のように、意味的には［+褒义］となりそうである動詞でも、実際には肯定命
令（
“要表扬他!”
「彼をほめなさい！」
）と否定命令（
“别表扬他!”
「彼をほめるな！」
）の両方で
成立する（この言語現象の指摘は、匿名の査読者によるものである）
。そこで、本研究では、
［+
褒义］および［+贬义］という意味素性は採用しないこととした。
8)肯定命令を表す“要尊重别人!”も助動詞“要”が付加されており、これがないと文として落ち
着かないという点で、虚指二重目的語文と共通している。
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－相手が親友の場合－
Analysis of Positive and Negative Comments in Chinese Expression
-In the Case of Close Relationship趙 海城
ZHAO Haicheng
提要 本文分析了肯定评价场景与否定评价场景下中国人对好友的评价语言的表达特征。通
过分析对“发型，iPad／旧手机，打扫卫生，成绩，家庭关系”这5种现象的问卷调查可以发
现：中国大学生肯定评价场景下的言及率顺序是发型＞成绩＞打扫卫生＞iPad＞家庭关系。否
定评价场景下，对好友不打扫活动室言及率最高。中国大学生肯定、否定评价场景下的言及
率差异小，表达方式中感情表达较少。否定评价场景下，中国大学生多通过阐述道理，明示
某种基准来给好友提出建议，纠正其做法。另外，中国大学生多通过向好友进一步咨询信
息，寻求帮助，以及提醒，阐述利害关系等方式来拉近彼此关系。我们称这种语言表达方式
为“评价干涉型”
。
キーワード：中国人 評価場面 親友 言語表現
目次
1. はじめに
2. 先行研究
3. 調査概要と分析方法
4. 分析と考察
5. おわりに
1. はじめに
肯定的・否定的評価行動としての「ほめ」と「けなし」は、相手の価値をどのように認め、
それをどのように伝えるかという対人評価にまつわる言語行動である。このような言語行動
は、対人関係に直接的に影響しており、また言語によって異なる傾向が表れる。
本稿では、中国語母語話者による肯定的・否定的評価場面での言語表現を取り上げる。
「親
友の髪型、iPad／古い携帯、掃除、成績、家族仲」という5つの事柄に対して、親友間で評価
するか否か、評価する場合に選択される言語表現を分析し、その特徴を明らかにすることを
目的とする。これらの評価対象は、ほめやけなしの研究で肯定的・否定的評価を受けやすい
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とされる事柄、及び言及に偏りが予想される事柄を研究グループで合議して、それぞれ「外
見、所持物、行動、遂行、親族」に属するものとして選定した。各評価対象に肯定的／否定
的評価場面をそれぞれ設定した。
関崎博紀・金庚芬・趙海城（2017）で、肯定的評価は、誰もが持っているわけではない突
出した技能や才能、特性、余人にはない継続性や努力によって実現する事柄には行われやす
いのに対し、私的な事柄には行われにくいことを明らかにしている。また、関崎博紀・金庚
芬・趙海城（2013）では、否定的評価は、自律性のなさや他者との関わりへの無関心さに対
して行われやすいことを明らかにしている。評価を行うかどうかの傾向だけでなく、評価時
に使用される言語表現にも対人的な配慮が色濃く反映される。そこで、本稿では、中国語母
語話者の評価行動を取り上げ、肯定的・否定的評価場面で選択される具体的な言語表現を分
析し、考察する。
2. 先行研究
2.1 肯定的評価に関する研究
「ほめ」や「けなし」は、相手を高くまたは低く価値づけ、その価値づけを伝える対人評
価の言語行動である。対人関係に直接的に影響するため、盛んに研究されてきた。とりわけ、
肯定的評価を伝える「ほめ」は、Holmes，J.（1986）、熊取谷哲夫（1989）などで示されるよ
うに、英語圏から研究が始まり、中国語、日本語や韓国語など様々な言語において、主に
Politeness 理論との関連で議論されてきた。
中国語母語話者のほめ評価行動に関しては、日本語や英語との対照研究が多い。彭国躍
（1990）、蒋冰清（2006）などの研究で、中国では目上も含めてストレートに人をほめること、
また、ほめに対する返答は、感謝よりも否定や謙遜・婉曲的な受け入れが多いこと、及びそ
こに男女差があることが指摘されている。李悦娥・冯江鸿（2000）は、ほめ表現には英語と
類似して形容詞、特に形容詞句や形容詞＋名詞が多く、より直接的、簡潔明瞭であること、
また二人称代名詞によりほめる相手を明示することを指摘している。李冬娜（2015）はロー
ルプレイで収集したデータから、中国語には「ほめ」言語表現として、感情表明、羨望表明、
事実指摘、比喩、感謝表現が確認できるとしている。
2.2 否定的評価に関する研究
肯定的評価に比べ、否定的評価に関する研究は少ない。中国語での否定的評価の表現に関
する研究では、罵語を概観した胡士云（1997）、罵語の歴史的変遷を考察した刘福根（2008）
のように、従来主に語彙レベルで行われている。张韶岩（2012）は中日両言語のけなし言葉
を対照分析し、両言語にはいずれにも多くのけなし言葉が存在するが、日本では日常生活で
はあまり聞かないが、中国では日常会話でさえきわめて豊富なけなし言葉が用いられている
と指摘している。これらの研究では、語彙レベルでの否定的評価表現の特徴を明らかにしつ
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つあるが、文献から抽出した語彙が対象で、実際に評価場面でどのような言語表現が用いら
れるかは考察されていない。
本稿では、中国語母語話者を対象に、肯定的・否定的評価が行われうる場面を同一条件と
して提示し、そこでの言及有無の傾向、及び用いられる言語表現を分析する。
3. 調査概要と分析方法
3.1 調査概要
調査は、2012 年 10 月に中国の大連にある二つの大学に通う学生 209 名（男性：104 名、
女性：104 名、不明：1 名、平均年齢 19.8 歳）を対象として行った。評価の対象は「髪型、
iPad／古い携帯、掃除、成績、家族仲」の 5 つを選定し、各対象に肯定的／否定的評価場面
をそれぞれ設定した。調査票では各場面で言及するか否かを 7 件法（
「6：一定会聊（必ず話
しかける）〜3：不一定（よく分からない）〜0：一定不会聊（絶対話しかけない）
）で回答し、
言及する（6、5、4）場合にはその内容を普段使う表現で書いてもらった。
各対象に言及するか否か、及びどのように言及するかは、相手との親しさに影響を受ける。
そこで、回答者が思い浮かべる人物像と親しさの程度を統制するため、調査では相手が親友
1)

／知り合い 2)をそれぞれ操作的に定義し、回答を開始する前の部分に示した。このうち、本

稿では、何らかの言及が行われる割合が高い相手である「親友」に限定して分析する。調査
では中国語の調査票を配布し、中国語で回答してもらった。なお、回収した調査票の記入部
分（評価表現）は、中日韓で比較するために、筆者らが日本語に翻訳した。
3.2 分析方法
回答の傾向を把握しやすくするため、各回答を分類した。分類は、まず、髪型、iPad／古
い携帯、掃除、成績、家族仲に関する回答を見て探索的に行った。そして、表現自体の意味
的な観点から、
「評価述べ」
、
「事態言及」、
「感情の表示」
、
「情報要求」
、
「行為要求」の 5 つを
設けた。さらに、評価対象・評価場面ごとに、下位分類をした。そのため、評価対象によっ
て下位項目は異なる。各分類は、全て操作的に定義、コード化し、全ての回答をいずれかの
分類にコーディングした。
コーディングでは、結果の信頼性を確認するために、第二コーダーによるコーディング結
果との一致率を算出した3)。第二コーダーは、言語学あるいは言語教育学を専門とする本研
究に属さない2名である。2名の第二コーダーには本研究の定義設定までの作業内容を知らせ
ず、事前に記述された定義とデータのみを見てコーディング作業を行ってもらった。
4. 分析と考察
4.1 肯定的・否定的評価の場面で言及するか否か
ここでは肯定的・否定的評価場面での評価言及状況を分析する。表1に、各場面で言及する
（6、5、4を選択し、かつ表現欄に回答記入のあるもの）頻度と割合を示す4)。
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表 1 肯定的・否定的評価場面における言及率
場

評価項目

言及/総数

面

言及率

場

（％）

面

良い髪型

169/207

81.6

肯

iPad 所有

124/207

59.9

定

掃除する

141/204

的

良い成績

150/204

場
面

家族仲いい
平均

103/207
137/206

評価項目

言及/総数

言及率
（％）

ださい髪型

139/207

67.1

否

古い携帯

74/206

35.9

69.1

定

汚く散らかす

165/205

80.5

73.5

的

悪い成績

139/204

68.1

49.8

場

家族仲悪い

126/205

61.5

66.8

面

平均

129/205

62.6

表1から分かるように、肯定的評価場面における言及率は概ね高く、髪型＞成績＞掃除＞
iPad＞家族仲の順になっている。
肯定的評価場面での言及傾向は、良い髪型への言及率が高く、iPad を所有していることや
親友の家族仲がいいことには、言及率が相対的に低い。一方、否定的評価場面における言及
傾向は、親友がサークルルームを汚く散らかしていることが最も高く、悪い成績やださい髪
形への言及率も高い。それに対し、古い携帯への言及率が最も低い。
肯定的評価場面と否定的評価場面を比較すると、親友がサークルルームを汚く散らかして
いることへの言及率は、きれいに掃除することへの言及率より高い。また、家族仲が悪い場
面での言及率は家族仲がいい場面より高いことが見て取れる。
携帯電話など物質的な豊かさに関わるものに対して評価言及しない傾向である。一方、い
つもサークルルームを汚く散らかすという周りに迷惑をかける行為、またプライバシーにか
かわることにも関わらず、家族と仲が悪いということに評価言及する割合が高いのは、これ
らのことは中国社会で良しとされる価値観に悖るからであろう。
4.2 肯定的・否定的評価場面に用いられる表現
次に、言及に使用される言語表現とその頻度を見ていく。紙幅の都合上、本稿では5％以上
表れた分類まで示し、それ以下の分類および各表現分類の定義は割愛する。以下、評価場面、
評価対象ごとに、表現の分類、分類別頻度と割合、具体例を示す。それを踏まえて各下位分
類の集計結果から、言語表現の使用傾向を分析する。4.2.1では肯定的評価場面における表現、
4.2.2では否定的評価場面における表現を分析する。各節の表中で具体的な表現例に付した波
線は、当該の下位分類に該当する表現を表す。
4.2.1 肯定的評価場面における表現
本節では、肯定的な評価場面として、
「良い髪型、iPad 所有、きれいに掃除すること、良い
成績、家族仲がいいこと」の5つの場面を取り上げ、それらへの言及に用いる言語表現の分
類、具体例を示して、各表現分類の頻度及び割合を分析し、考察する。
4.2.1.1 良い髪型への言及に用いる表現
良い髪型への言及に用いる表現の分類、頻度と割合、具体例を表2に示す。表2も含め、各
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表での割合の母数は、
「言及する」と回答した者から、使用する具体的な表現を記入していな
い者を除いた数である。よって、各割合は、
「言及するとし、かつ具体的な表現を記入した」
全回答にその分類に該当する表現がどの程度含まれていたかを表している。具体的な表現を
記入した人数（n）は以下の各表のタイトルに示す。なお、
“换发型了？真好看”
（髪型変え
た？きれいだね）
（分類：変化言及＋評価）のように、一つの回答に二つ以上の表現分類が含
まれることもあるため、割合の合計は100％を超えうる。
表2 良い髪型への言及に用いる表現の分類、頻度と割合（n=169）、具体例
表現の分類

頻度

％

評価

135

79.9

哎、你这发型真不错！（あれ、この髪形がいいね！）

変化言及

36

21.3

换发型了？真好看（髪型変えた？きれいだね）

比較評価

34

20.1

你这个发型比以前好看多了（今の髪型は前よりずいぶんきれいになった）

30

17.8

哇赛、新发型、在哪里剪的哇、真好看．
（わぁー、新しい髪型、どこで切っ

情報要求

具体例

たの、いいね）

表2から分かるように、
「評価」が80％近くと最も多用されており、
「変化言及」
「比較評価」
が20％用いられている。
「変化言及」の使用率は相対的に低い。以上のことから、中国語は評
価が中心となっていることが分かる。
4.2.1.2 iPad 所有への言及に用いる表現
iPad を所有していることへの言及に用いる表現の分類、頻度と割合、具体例を表3に示す。
表3 iPad 所有への言及に用いる表現の分類、頻度と割合（n=124）、具体例
表現の分類

頻度

％

具体例

肯定的評価

64

51.6

好有钱！（お金持ちだね！）

行為要求

51

41.1

真好、借我玩玩吧（いいなあ、ちょっと貸して）

情報要求

31

25.0

你的 ipad、用得怎么样？好玩吗？（あなたの ipad、使ってみた感じは
どう？面白い？）

事態

18

14.5

新买的啊？挺好看的啊！（新しく買ったの？きれいだね！）

対人肯定的評価

13

10.5

真潮啊、哥们．
．
．
（おしゃれだなぁ、きみ．
．
．
）

表3から、中国語は「肯定的評価」の割合が最も高く、親友が iPad を所有していることを
評価的に述べる傾向が伺える。
「行為要求」が2番目に多用されており、実際に手に取って見
せるよう求めることも興味や関心を示す重要な方法になっている。一方、表3では割愛した
が、中国語は「感情の表示」
（例：我也喜欢）が2.2％と非常に低いことから、回答者自身の
羨望や購買意欲などを示すことなく、親友を評価的に述べることが伺われる。
4.2.1.3 掃除することへの言及に用いる表現
サークルルームをいつもきれいに掃除していることへの言及に用いる表現の分類、頻度と
割合、具体例を表4に示す。回答での評価的な表現には、掃除をした人に向けられるものと、
掃除された結果の部屋に向けられるものがあった。そのため、両者を区別して「対人評価」
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「対部屋評価」とする。
表4 掃除することへの言及に用いる表現の分類、頻度と割合（n=141）、具体例
表現の分類

頻度

％

具体例

対人評価

102

72.3

勤快、能干、好孩子（勤勉で、よく働く、いい子だね）

行動言及

42

29.8

你好能干（なかなかよくやるね）

対部屋評価

41

29.1

哇！真干净～（わあ！きれい～）

感謝・恩恵

12

8.5

你做的太棒了、谢谢你（すごく良くやった．ありがとう）

表4から分かるように、
「対人評価」を多用している。また、
「行動言及」
「対部屋評価」を
約30％用いている。中国語では対人・対部屋に評価的に述べる割合が高く、サークルルーム
を清潔に保つこと及び清潔に保つ相手を評価するが、自分が加わって行動するよりもあくま
で相手の行動を相対化して評価的に見ており、それは共同行為提案が1％以下でほとんど見
られないことにもつながる。これは中国の大学生の大半は寮生活を送っており、各部屋はそ
れぞれ当直を決めていることに関係していると思われる。
4.2.1.4 良い成績への言及に用いる表現
良い成績への言及に用いる表現の分類、頻度と割合、具体例を表5に示す。
表5 良い成績への言及に用いる表現の分類、頻度と割合（n=150）、具体例
表現の分類

頻度

％

具体例

肯定的評価

95

63.3

你学的太好了（あなたは成績が非常にいいね）

情報要求

34

22.7

你是怎么学的呀、教教我（どうやって勉強したの、ちょっと教えて）

恩恵要求

34

22.7

继续保持啊、以后靠你了（維持してね、今後は君を頼りにする）

羨望・願望・決

23

15.3

我以后要向你看齐（これから見習わなくちゃ）

行為促進

22

14.7

希望你再接再厉更创辉煌（一層励んで、素晴らしい成績を上げてね）

行動・過程への

18

12.0

你太爱学习了吧（勉強好きだね）

心

言及

表5に示すように、
「肯定的評価」が多い。
「行動・過程への言及」は12％に止まっている。
中国語は勉強法を教えてもらう等の「情報要求」や、奢ってほしい、勉強を教えてもらうな
どの「恩恵要求」が比較的高い割合で見られる。
このように、中国語で「情報要求」
「恩恵要求」表現を多用するのは、相手に積極的に関わ
ろうとする姿勢、親しさを示す方法の表れであろう。この特徴は調査対象者の中国人大学生
がほとんど寮生活で、親友を想定するとルームメートか同級生を思い浮かべることが多く、
授業時間外でも自習などで密に接していることの影響もあろう。
4.2.1.5 家族仲がいいことへの言及に用いる表現
家族仲がいいことへの言及に用いる表現の分類、頻度と割合、具体例を表6に示す。
表6 家族仲がいいことへの言及に用いる表現の分類、頻度と割合（n=106）、具体例
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表現の分類

頻度

％

家族仲への評価

45

43.7

你家真和谐（家族は仲睦まじいね）

事態言及

29

28.2

你和家人处得不错啊！（家族と仲がいいね！）

羨望

16

15.5

好羡慕这么和谐的家庭（こんな仲睦まじい家族が羨ましい）

相手への評価

13

12.6

有人情味、情商高．
（人情味があり、EQ が高い）

11

10.7

啥时候一块出去吃个饭啊、把我妈也叫上（いつか一緒に食事しよう、

好意・希望・提案

具体例

うちのかあちゃんも呼んでさ）
11

原因・理由・コツ

10.7

你是怎么做到的（どうやってそううまくできたの）

表6から、
「家族仲への評価」を多用していること、
「羨望」が少なく、多様な表現が比較的
偏らずに用いられている。このように、中国語は、家族仲を評価的に述べるだけでなく、
「羨
望」にとどまらず、
「親孝行、良い子」のように相手への評価を行ったり、コツを尋ねたり家
族同士の交流の場を設ける提案をしたりして、相手の家族仲がいいことへの肯定的な評価を
示すと同時に、交流を深める要望も出している。
4.2.1節では、肯定的な評価場面としての髪型、iPad、掃除、成績、家族仲への言及に用い
る表現の分類、具体例を示し、各分類の頻度と割合をもとにその要因を考察した。
4.2.2 否定的評価場面における表現
本節では、否定的な評価場面として、「ださい髪型、古い携帯、汚く散らかすこと、悪い
成績、家族仲の悪さ」の 5 つの場面を取り上げ、それらへの言及に用いる表現の分類、具体
例を示した上、各分類の頻度及び割合を分析し、考察する。
4.2.2.1 ださい髪型への言及に用いる表現
ださい髪型への言及に用いる表現の分類、頻度と割合、具体例を表7に示す。
表7 ださい髪型への言及に用いる表現の分類、頻度と割合（n=139）、具体例
表現の分類

頻度

％

具体例

否定的評価

76

54.7

这头发剪的太失败了！（この髪型大失敗だね！）

指示・提案

41

29.5

你的发型太难看了、换换吧（髪型超ダサい．変えたほうがいい）

比較評価

33

23.7

感觉你这发型不如上一个好呢！（今の髪型は前ほどではないようだ）

原因・目的言及

32

23.0

你是得罪了发型师了吧（美容師の恨みでも買ったんでしょ）

気づき

12

8.6

你头发怎么了（髪どうしたの）

非否定的評価

12

8.6

你的发型、额、えど、比较奇葩（君の髪型、えーと、ユニークだね）

変化の過程

12

8.6

在哪儿弄的、这么难看、换了吧（どこでやった、ダサいよ、変えて）

表7では、
「否定的評価」が54.7％と割合が高く、
「比較評価」が全回答の23％を占める。そ
の一因は、
「指示・提案」とともに述べられ、改善を促す根拠にもなっていることにある。ま
た、「原因・目的言及」
「指示・提案」の割合が高い点も特徴的である。親友のために踏み込
んで原因の特定を試み、率直にアドバイスする姿が読み取れる。このように、
「否定的評価」
「比較評価」
、
「指示・提案」を中心に、各種表現を組み合わせて否定的評価を伝え、改善を
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促している。
4.2.2.2 古い携帯への言及に用いる表現
親友が古い携帯を持っていることへの言及に用いる表現の分類、頻度と割合、具体例を表
8に示す。
表8 古い携帯への言及に用いる表現の分類、頻度と割合（n=74）、具体例
頻度

％

行為要求

51

68.9

换个好的呗？（良いものに変えたら？）

否定的評価

16

21.6

你这电话太旧了、换一个新的吧（この携帯古いね、新しいのに変えたら）

所持言及

10

12.8

哇、准备什么时候换个手机呢（わー、いつ携帯を変えるつもりなの）

原因・理由

9

12.2

干吗不换手机（どうして携帯を変えないの）

6

8.1

赶紧换一个吧！我们以后就可以聊 QQ 了（はやく変えようよ！変えたら私

表現の分類

変える利点
時代・周囲

具体例

たち QQ でチャットできるようになる）
6

8.1

姐们、什么年代了、换换吧（姉さん、今の時代、変えようよ）

表8を見ると、
「行為要求」が最も多用されている。
「否定的評価」がやや多く、16例中10例
は「行為要求」と組み合わせて携帯電話の変更を促す手段となっている。また、
「どうして変
えないの」のような｢原因・理由｣を尋ねる表現も多い。
4.2.2.3 汚く散らかすことへの言及に用いる表現
親友がいつもサークルルームを汚く散らかしていることへの言及に用いる表現の分類、頻
度と割合、具体例を表9に示す。
表9 汚く散らかすことへの言及に用いる表現の分類、頻度と割合（n=165）、具体例
表現の分類
指示・提案

否定的評価

頻度

％

具体例

83

50.3

这么脏、也不知道收拾收拾（こんなに汚いのに、掃除って事は知らな
いの）

59

35.8

你不能干净利索点儿吗？看让你弄的！都成猪窝了（ちょっときれいに
できない？見なさいよ！豚小屋みたいになっている）

行動・状況言及

41

24.8

你看你、把这里弄的太乱了（見なさい、こんなにも散らかして）

注意・脅し

28

17.0

下次自己注意点啊、干净点（次は気を付けて、きれいにしてね。
）

禁止

21

12.7

不能这样（こうしちゃだめ）

14

8.5

营造一个干净卫生的活动室比什么都重要（きれいな部活室を維持する

社会規範

のが何よりだ）

否定的評価場面で最も言及率の高かった「汚く散らかす」場面では、表9に示すように、
「指
示・提案」が最も多く、
「否定的評価」
、
「注意・脅し」や掃除しない、散らかしている「行動・
状況言及」は比較的多用されている。
中国語では、サークルルームが散らかる原因となった相手の行動に言及したり、散らかさ
ないように注意したりする傾向が強い。4.2.1.3で見たように、相手を中心に据えた表現をす
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ることは、サークルルームをきれいに掃除している親友に対して、感謝よりも、対人評価や、
掃除した結果の部屋の状態を肯定的に評価したりすることからも示唆される。
4.2.2.4 悪い成績への言及に用いる表現
悪い成績への言及に用いる表現の分類、頻度と割合、具体例を表10に示す。
表10 悪い成績への言及に用いる表現の分類、頻度と割合（n=139）、具体例
表現の分類

頻度

％

指示・助言

108

77.7

应该努力些（もう少し頑張るんだよ）

悲観的未来言及

21

15.1

再不学你可找不到工作了（勉強しないと仕事が見つかんないよ）

21

15.1

小子、你是想干嘛、赶紧好好学习！（君、何考えてるの？さっさと勉

詰問・気づき

否定的評価
行動・結果言及

具体例

強しなさいよ！）
13

9.4

你得好好学啊！不能这么马虎了！（しっかり勉強すべきだよ！こんな
にいい加減にしちゃだめ！）

10

7.2

你就不能好好学学啊（君ったらしっかり勉強できないの）

表10に示すように、勉強するように「指示・助言」が最も多いが、「悲観的未来言及」
「詰
問・気づき」が15％以上見られる。
「指示・助言」とともに、親身になってアドバイスをした
りして、努力しないと将来が困ることに気づかせようとしている。これも4.2.1.4で触れたよ
うな相手に積極的にかかわろうとする姿勢と類似する。
4.2.2.5 家族仲が悪いことへの言及に用いる表現
家族仲が悪いことへの言及に用いる表現の分類、頻度と割合、例を表11に示す。
表11 家族仲が悪いことへの言及に用いる表現の分類、頻度と割合（n=126）、具体例
表現の分類

頻度

％

具体例

助言・提案・命令

100

79.4

你应该改善一下自己和家里人的关系（家族との関係を改善すべき）

35

27.8

家人是我们爱的源泉、不可以这样的．（家族は私たちの愛の源だか

価値観言及
気づき・状況確認
状況の原因尋ね

ら、こういうのはよくないよ）
17

13.5

家里有什么事吗？（家族との間に何かあったの？）

8

6.3

你和家人的关系为什么会这样的（家族との仲がどうしてこうなっち
ゃったの）

表11を見ると、
「助言・提案・命令」を8割と最も多用しているが、
「価値観言及」が27.8％
用いられている。これらのことから、
「助言・提案・命令」という、状況の改善を促している
ことが分かる。中国語では、
「家族が大事だよ」
「肉親の情より重要なものがあるのか」とい
った価値観に言及する傾向が強い。
「助言・提案・命令」を行う根拠も示すことで、相手に改
善行動をより強く促していることが示唆される。
5. おわりに
本稿では、肯定的評価行動である「ほめ」と否定的評価行動である「けなし」を同軸に置
き、相手が親友の場合に用いられる評価言語表現を分析した。肯定的・否定的評価場面とし
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て、髪型、iPad／古い携帯、掃除、成績、家族仲を取り上げた。
金庚芬・関崎博紀・趙海城（2013）で取り上げた日本語、韓国語の同条件の調査結果と比
べれば、中国語では肯定的・否定的評価場面での言及率の差が少ない。掃除、家族仲の場面
を除くと、肯定的評価場面での言及率が否定的評価場面より高く、評価の表現も肯定的評価
場面に多い。否定的評価場面では評価の表現は減り、他の表現の使用率が高くなる。また、
評価の対象によって言及率に差があり、肯定的評価場面では言及率の高さが髪型＞成績＞掃
除＞iPad＞家族仲の順になっている。否定的評価場面では親友がいつもサークルルームを汚
く散らかしていることが最も多く言及されていた。
表現面では、評価的で、肯定的評価場面では感情表現が少ない。一方、否定的評価場面で
は、何らかの基準や理屈を述べたり、突き放して注意したり率直にアドバイスしたりするこ
とで、その行動を正そうとしている。また、情報、行為、恩恵などを要求する表現や、詰問・
気づき、悲観的な未来への言及が多いことから、相手の親友に積極的関わろうとする姿勢が
読み取れる。これは悪い成績、家族仲が悪い場面での言及率の高さの一因となっている。中
国語のこの特徴を「評価干渉型」と名付ける。
本稿は肯定的・否定的双方向からアプローチしたことにより、中国人はなぜ「ほめ／けな
し」行動を行う、行わないか、またその表現方法はどうであるかを見ることができ、相手と
の対人関係をどのように調整し維持しているのか、そこに反映されている規範、ルールのよ
うなものの一端が浮き彫りになった。
本稿では、親友を統一的に定義して提示したが、談話完成型アンケートのため、実際の会
話での談話展開や相互行為と違う面も見られると予測される。実際の談話をデータとした分
析も必要であり、今後の課題とする。
注
1) 好朋友：经常一起吃饭或喝茶、什么都可以聊的关系。你的烦恼或喜悦、彼此的长处或短处等深
入的话题到家庭关系等隐私话题都可以跟他／她聊。
（親友：いつもよく食事をしたり、お茶を飲
みに行ったりして、何でも話せる間柄。悩みや嬉しかったこと、互いの長所や短所などのかな
り立ち入った話から、家族関係などプライベートな話も出来る間柄。)
)

2 熟人：认识对方并知道对方的名字。在学校遇到时会打招呼或简单聊几句、但没有私人交往。
（知
り合い：顔や名前は知っている。学校の中で会ったら挨拶や簡単な立ち話はするが、プライベ
ートでの付き合いはない程度の間柄。)
)

3 第二コーディングに利用したデータは、各場面の全データの 1/7 で、ランダムに抽出した。結
果の一致率が充分ではない場合、当該の定義の精緻化と、コーディング、第二コーディングを
繰り返した。その結果、いずれの場面、分類においてもκ=0.66 以上と、
「偶然を超えたかなり
の、ないし良い一致率」とされる値を上回る数値が得られた。
)

4 各場面で回答者総数に少し変動があるのは、未回答項目が僅かながら見られるためである。
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依頼場面における中国語の「断り」ストラテジー
に関する研究ノート
A note of “refusal strategies in request situations” in Chinese
宮本 大輔
MIYAMOTO Daisuke
提要 笔者就“拒绝”会话策略问题对汉语母语者做了问卷调查。通过分析问卷调查的结果，
对汉语中的“拒绝”会话策略提出以下假设：汉语中的“拒绝”会话策略大部分是由两个或
者两个以上的策略组成的，这些策略能够分为结果明示型策略和结果暗示型策略两种。结果
明示型策略指对请求者明言没有这个能力或者无法做到。明示型策略又可以分为间接性表达
和直接性表达。结果暗示型策略指通过对请求者说明自己的情况、提出其他建议等策略以使
对方明白无法答应其请求。
キーワード：中国語、依頼場面、
「断り」のストラテジー、質問紙調査
目次
1. はじめに
2. 先行研究
3. 調査概要
4. 結果と分析
5. おわりに
1. はじめに
本稿の目的は、依頼場面における「断り」ストラテジーにはどういったものがあり、そ
の使用が依頼者との親疎、上下関係によりどのように変化するかについて、仮説を導き出
すことである。
我々は日常生活の中で他者から何らかの依頼をされた際、それを承諾するか、あるいは
断るかという選択肢に迫られる。承諾する場合は一言で済む。だが、断る場合には、FTA
（Face Threatening Act）を最小限にとどめ、相手との関係を維持するために言葉を慎重に選
ぶ必要がある。したがって、依頼を承諾することが優先選好形式（preference structure）1)で
150

依頼場面における中国語の「断り」ストラテジーに関する研究ノート
あり、依頼を断ることは非優先選好形式となる。そして、依頼を断る場合には、FTA を補
償するため、理由の説明や代案の提示、断ることへの躊躇といった対人配慮を含んだ“断
りのシークエンス”が形成される（滝浦真人（２００８：１０８）
）。
FTA の補償行為は、ポジティブ・ポライトネスとネガティブ・ポライトネスに分けられ
る。前者は接近を基にしており、
聞き手が求める肯定的自己イメージに向けられるもので、
聞き手の欲求の幾分かを話し手も望んでいると請け合うことによって、その行為によるフ
ェイスへの潜在的脅威を弱める働きを持つ（ブラウン＆レヴィンソン（２０１１：９１）
）
。
一方、後者は忌避を基にしており、聞き手の自分の縄張りや自己決定権を守ろうという基
本的欲求に向けられるもので、聞き手がフェイスを保って回避できる、何らかの緩和策を
講じたりすることにより、FTA を補償する（ブラウン＆レヴィンソン（２０１１：９１）
）
。
日本語における
「断り」
ストラテジーに関する研究はこれまでにも多く行われているが、
現代中国語の「断り」ストラテジーに関する研究は数に限りがあり、体系化されていると
は言えない。本稿では、筆者が実施した予備調査の結果に基づいて、依頼場面における現
代中国語の「断り」ストラテジーについて、初歩的な議論を行う。
2. 先行研究
現代中国語における依頼を断る際の言語行動に関する先行研究は、加納睦人・梅暁蓮（２
００２）、施信余（２００５）
、蒙韞（２０１０）等がある。
まず、加納睦人・梅暁蓮（２００２）は、談話完成テスト（Discourse Completion Test）の
結果から、日本語及び中国語における「断り」の表現の差異について分析したものである。
そして、従来の研究では、中国人は直接的な表現を用いるとされていたが、中国でもコミ
ュニケーション教育が重視されるようになり、日本人と同様、比較的礼儀を保ち、婉曲な
表現を用いるようになったと結論付けた。
次に、施信余（２００５）は、自然会話データを用いて「断り」の言語行動を分析し、
自然会話データと談話完成テストによる言語使用意識データの結果には違いが見られるこ
とを示した。
そして、蒙韞（２０１０）は、会社の依頼場面における「断り」ストラテジーの日中対
照研究を行った。意味公式に基づいた緻密な分析を通して、
「断り」の言語行動全体では、
詫び、理由、代案、呼称の意味公式が最も多く用いられ、各言語表現における日中間の差
異を明らかにした。
これらの研究は、個々のケーススタディとして学術的価値が認められるが、被験者の属
性が均等ではないこと、あるいは会話の相手が友人のみであることから、結果を普遍化す
るまでには至っていない。
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3. 調査概要
3.1 調査期間及び調査対象の属性
本調査は、2019 年 10 月～2020 年 1 月、長野大学及び神奈川大学に所属する中国語ネイ
ティブ 30 名、東京で勤務する 40 代の中国語ネイティブ 30 名を対象として実施した。調
査対象を学生及び社会人としたのは、年齢による使用意識の差を探るためである。だが、
回収することのできた有効回答数は、16 部（社会人 2 名、学生 14 名）だった。また、有
効回答の男女比は均等（男性 8 名、女性 8 名）だったが、サンプル数が少ない。したがっ
て、本稿では、年齢差及び性差については扱わないこととする。
3.2 調査方法
調査方法は縁故法による談話完成テストを採用した。具体的な質問紙の内容は表 1 の通
りである。場面は借金の依頼、依頼者（即ち、
「断り」の対象）は上司、友人、親戚の三者
とした。したがって、三つの状況における「断り」のストラテジーを観察することが可能
である。
表 1 質問項目
Q1 请问，有一个上司说急着用钱要借您钱，您怎么拒绝？
Q2 请问，有一个朋友说急着用钱要借您钱，您怎么拒绝？
Q3 请问，有一个亲戚说急着用钱要借您钱，您怎么拒绝？
質問紙の回答に現れた表現を分析した結果、以下の七つのストラテジーを抽出すること
ができた。ストラテジー①「謝罪」、ストラテジー②「事情説明 1（具体的説明なし）
」
（以
後、本文中では事情説明 1、表中では説明 1 と表記する）
、ストラテジー③「事情説明 2（具
体的説明あり）
」
（以後、本文中では事情説明 2、表中では説明 2 と表記する）
、ストラテジ
ー④「提案」
、ストラテジー⑤「同情」、ストラテジー⑥「事実確認」
（以後、表中では確認
と表記する）、ストラテジー⑦「結論」である。
4 結果と分析
4.1 相手が上司の場合
本場面では、婉曲・間接的な表現を使うという回答が 14 例（87.5%）
、直接的な表現を使
うという回答が 2 例（12.5％）確認された。これらの表現を分析した結果、この場面で現
れたストラテジーは、①謝罪（婉曲・間接：6 例、直接：2 例）
、②事情説明 1（婉曲・間
接：10 例、直接：1 例）、③事情説明 2（婉曲・間接：6 例）
、④提案（婉曲・間接：2 例）
、
⑤同情（婉曲・間接：2 例）
、⑦結論（婉曲・間接：3 例、直接：2 例）だった（表 2）。ま
た、複数のストラテジーを用いている回答数は表 3 のようになった。
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表 2 各ストラテジーの使用状況①2)
②説明 1

③説明 2

婉曲・間接

①謝罪
6

10

6

④提案
2

⑤同情
2

⑥確認
0

⑦結論
3

直接

2

1

0

0

0

0

2

表 3 複数使用されたストラテジーの使用状況①
①②③

①②

②③

②④

①⑤⑦

③⑤⑦

③⑦

①②⑦

婉曲・間接

3

3

1

1

1

1

1

0

直接

0

0

0

0

0

0

0

1

ここからは具体的な表現を確認していく。
まず、婉曲・間接的な表現についてである。多く見られたのは、順に「ストラテジー②
事情説明 1」、
「ストラテジー①謝罪」
、
「ストラテジー③事情説明 2」、
「ストラテジー⑦結
論」だった。
「ストラテジー②事情説明 1」の回答としてあげられたのは、
「自身が手元不如意である
→お金を貸すことができない」と結論をほのめかすものだった。具体的な表現は以下の通
りである。“最近手头有点儿紧”では個人の経済状況という意味を表す“手头”と経済状
況に余裕がないという意味を表す“紧”を組み合わせ、自身が手元不如意であることを示
している。なお、類似する表現として、“我最近生活也有点紧张”や“我现在手头儿也不
怎么富裕”が見られた。“没闲钱”、“我这边可能暂时挪不出多余的钱”では、
「生活に困
窮するまではいかないが、余分なお金はない」と述べることにより、お金を貸すことがで
きないことを相手に伝えるものだった。
「ストラテジー①謝罪」の回答としてあげられたのは、“不好意思”という謝罪表現だ
った。当該表現は本来、
「恥ずかしい」
、
「後ろめたい」という意味を表すものだが、近年直
接謝罪表現としても用いられるようになっている。直接謝罪表現として用いられる場合に
は、謝罪場面が軽度の場合に多用され、心情的に気まずい状況に配慮される傾向がある 3)。
ここでは、借金を依頼してきた相手が上司であり、依頼を断った後も関係を維持していか
なければならないことが考慮され、謝罪表現が使用されたと考えられる。なお、“不好意
思”の前に程度を強調する副詞“实在(是)”や“真(是)”が置かれる回答も確認された。
「ストラテジー③事情説明 2」の回答としてあげられたのは、自身に金銭的な余裕がな
いことを示す具体的な事情を説明するものだった。“最近付了房子首付”、“我妈妈身体
不太好，最近老区医院，又是挂专家号，又是开药的”、“孩子刚上幼儿园，每个月的开销
一下子增加很多”、“最近家里急着用钱”のように私生活に関連するもの、“最近公司在
办融资，资金比较紧张”のようにビジネスに関連するものと内容は多岐にわたるが、どれ
も自身が比較的多くの金銭を必要とすることを表すものだった。
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「ストラテジー⑦結論」の回答としてあげられたのは、“很难帮到你”や“实在拿不出
来”のような表現だった。前の 3 つのストラテジーと比較すると、かなり直接的な表現だ
が、
「お金を貸すことはできない」と明言することは回避している。そのため、相手との関
係性に配慮した表現ということができる。
だが、上記 4 つのストラテジーが単独で用いられた例は各 1 例程度で、他のストラテジ
ーと組み合わせて使用されるものが大勢を占めた（表 3 参照）
。「ストラテジー①②謝罪＋
事実説明 1」が 3 例、
「ストラテジー①②③謝罪＋事情説明 1＋事情説明 2」が 3 例、
「スト
ラテジー②③事情説明 1＋事情説明 2」が 1 例、
「ストラテジー②④事情説明 1＋提案」が
1 例確認された。また、
「ストラテジー①⑤⑦謝罪＋同情＋結論」が 1 例、
「ストラテジー
③⑤⑦事情説明 2＋同情＋結論」が 1 例、
「ストラテジー③⑦事情説明 2＋結論」が 1 例確
認された。具体的には以下の通りである。
(1)实在是不好意思，最近付了房子首付，已经没有钱了。(①③②、下線は筆者による、
以下同様)
(2)不好意思，我最近手头也很紧。(①②)
(3)家里最近用钱，没闲钱。(③②）
(4)我现在手头也有点儿紧……要不我帮您问问？(②④)
(5)不好意思，钱的方面我可能帮不了你多少，但是有其他事的话可以尽管找我。(①⑦⑤)
(6)孩子刚上幼儿园，每个月的开销一下子增加很多，很想帮您，但实在拿不出来。(③⑤⑦)
(7)最近公司在办融资，资金比较紧张，所以很难帮到你。(③⑦)
相手が上司であることから、FTA を補償するために、
「ストラテジー①謝罪」を用いた
り、
「ストラテジー②事情説明 1」を用いて相手の依頼に応えられないことをほのめかす例
が確認された。また、
「ストラテジー⑦結論」を用いる場合でも、蓋然性のモダリティであ
る“可能”を用いることで曖昧な表現とすることで拒絶の語気をやわらげ、直接的な表現
を回避し、
“很想帮您”のような表現を付加することにより相手との関係維持に努めている。
次に、直接的な表現についてである。ここでは、
「ストラテジー⑦結論」にあたる“没办
法把钱借给您”、“没法借给你”が用いられた。だが、同時に「ストラテジー①謝罪」に
当たる表現“不好意思”や“对不起”及び「ストラテジー②事情説明 1」にあたる表現“我
现在没什么存款”が用いられている。このことから、直接的な表現ではあるものの、相手
が上司であることに配慮していることが分かる。具体的には以下の通りである。
(8)不好意思，我现在没什么存款，所以没办法把钱借给您。(①②⑦)
4.2 相手が友人の場合
本場面では、婉曲・間接的な表現を使うという回答が 9 例（56.3%）、直接的な表現を使
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うという回答が 6 例（31.5％）、粗野な表現を使うという回答が 1 例（6.3%）確認された。
これらの表現を分析した結果、この場面で現れたストラテジーは、①謝罪（婉曲・間接：
2 例、直接：3 例）
、②事情説明 1（婉曲・間接：3 例、直接：3 例、粗野：1 例）、③事情説
明 2（婉曲・間接：5 例、直接：1 例）
、④提案（婉曲・間接：1 例）
、⑤同情（婉曲・間接：
2 例）、⑦結論（婉曲・間接：2 例、直接：2 例）だった（表 4）。また、複数のストラテジ
ーを用いている回答数は表 5 のようになった。
表 4 各ストラテジーの使用状況②
②説明 1

③説明 2

婉曲・間接

①謝罪
2

3

5

④提案
1

⑤同情
2

⑥確認
0

⑦結論
2

直接

3

3

1

0

0

0

2

粗野

0

1

0

0

0

0

0

表 5 複数使用されたストラテジーの使用状況②
①②③⑦

②⑤

③⑦

①③

①②

①⑦

②③

婉曲・間接

1

1

1

1

0

0

0

直接

0

0

0

0

2

1

1

ここからは具体的な表現を確認していく。
まず、婉曲・間接的な表現についてである。多く見られたのは、順に「ストラテジー③
事情説明 2」、
「ストラテジー②事情説明 1」、
「ストラテジー①謝罪」
、
「ストラテジー⑤同
情」、「ストラテジー⑦結論」だった。
「ストラテジー③事情説明 2」の回答としてあげられたのは、相手の依頼を断らざるを
得ないことを示す具体的な事情を説明するものだった。具体的には、“啊！我刚剁手了
×××，用的还是花呗……”、“借钱给别人了，他还没还我”、“最近公司在办融资，资
金比较紧张”、
“还得交学费啥的”、
“我们家家训不借钱”のように内容は多岐にわたる。
「ストラテジー②事情説明 1」の回答としてあげられたのは、
「自身にお金がない→お金
を貸すことができない」とほのめかすものだった。具体的には、“我也没钱了”、“我也
没多少钱”、“我可能也没有那么多”と述べることにより、自身がお金を持っておらず、
相手の期待に応えられないことを相手に伝えようと試みている。
「ストラテジー①謝罪」の回答としてあげられたのは、“对不起”及び“不好意思”だ
った。“对不起”は自身に過失がない場合は全く使用されない（彭国躍（２００５：２０
５））とする先行研究もあるが、本調査では相手の依頼に応えられないという意味で用いら
れているため、本人の過失があるとは考えづらく、“不好意思”と同様、心情的な気まず
さに配慮していると考えるのが自然である。“不好意思”は 4.1 で記述したように、直接
謝罪表現として用いられる場合には、謝罪場面が軽度の場合に多用され、心情的に気まず
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い状況に配慮される傾向がある。ここでは、借金を依頼してきた相手が友人であることが
考慮され、謝罪表現が使用されたと考えられる。
他のストラテジーと組み合わせたものは 4 例確認された（表 5 参照）
。
「ストラテジー①
②③⑦謝罪＋事情説明 1＋事情説明 2＋結論」が 1 例、
「ストラテジー②⑤事情説明 1＋同
情」が 1 例、
「ストラテジー③⑦事情説明 2＋結論」が 1 例、
「ストラテジー①③謝罪＋事
情説明 2」が 1 例である。具体的な表現は以下の通りである。
(9)对不起，我也没多少钱，还得交学费啥的，真帮不了你了。(①②③⑦)
(10)我可能也没有那么多，你别急，我再帮你想想办法。(②⑤)
(11)最近公司在办融资，资金比较紧张，所以很难帮到你。(③⑦)
(12)我们家家训不借钱，不好意思啊。(③①)
次に直接な表現についてである。多く見られたのは、順に「ストラテジー②事情説明 1」
、
「ストラテジー①謝罪」
、
「ストラテジー⑦結論」だった。
最も多く見られたストラテジー②の回答例としてあげられたのは、お金がないという意
味の“没钱”を含む表現 3 例――“我最近也没钱了”、“最近我也没钱花了”、“手头儿
也没什么钱”だった。
ストラテジー①の回答例としてあげられたのは、“对不起”と“抱歉”である。
前者は、
直接謝罪表現としてプロトタイプ的な位置づけにある表現であり、後者は、身内以外の目
上に用いられる（彭国躍（２００５：２０６）
）とされる表現である。
ストラテジー⑦の回答例として挙げられたのは、“我现在没有钱借给你”と“没法借给
你”である。それぞれ自身にお金がなく、相手の期待に応えられないという結論を表すも
のである。特に前者は、
「今あなたに貸すお金はない」という直接的な表現である。
だが、上記四つのストラテジーが単独で用いられたのは“我最近也没钱了”のみで、他
のストラテジーと組み合わせて使用されるものが大勢を占めた（表 5 参照）
。「ストラテジ
ー①②謝罪＋事情説明 1」が 2 例、
「ストラテジー①⑦謝罪＋結論」が 1 例、「ストラテジ
ー②③事情説明 1＋事情説明 2」が 1 例である。具体的な表現は以下の通りである。
(13)最近我也没钱花了，抱歉。(②①)
(14)对不起。我现在没有钱借给你。(①⑦)
(15)我最近手头儿也没什么钱，穷得天天吃泡面。(②③)
なお、本場面では粗野な表現“妈的，我也穷啊”も確認された。1 例のみではあるが、他
の場面では確認されなかった表現であるため、言及に値する。
“妈的”は“他妈的”と類似す
る罵言である。これに自分も貧しいことを示す“我也穷啊”を加えることで、相手の借金依
頼を暗に拒絶している。
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4.3 相手が親戚の場合
本場面では、婉曲・間接的な表現を使うという回答が 11 例（68.7%）
、直接的な表現を使
うという回答が 5 例（31.3％）確認された。これらの表現を分析した結果、この場面で現
れたストラテジーは、①謝罪（婉曲・間接：3 例、直接：3 例）
、②事例説明 1（婉曲・間
接：6 例、直接：3 例）、③事例説明 2（婉曲・間接：8 例）
、④提案（婉曲・間接：1 例、直
接：1 例）、⑤同情（婉曲・間接：2 例）
、⑥事実確認（婉曲・間接：1 例、直接：1 例）
、⑦
結論（婉曲・間接：1 例、直接：2 例）だった（表 6）
。また、複数のストラテジーを用いて
いる回答数は表 7 のようになった。
表 6 各ストラテジーの使用状況③
①謝罪

②説明 1

③説明 2

④提案

⑤同情

⑥確認

⑦結論

婉曲・間接

3

6

8

1

2

1

1

直接

3

3

0

1

0

1

2

表 7 複数使用されたストラテジーの使用状況③
②③

①②③

①②

①③

②④⑥

③④

③⑤⑦

①②⑦

②⑥

①②④

婉曲・間接

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

直接

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

ここからは具体的な表現を確認していく。
まず、婉曲・間接的な表現についてである。多く見られたのは、順に「ストラテジー③
事情説明 2」、
「ストラテジー②事情説明 1」、
「ストラテジー①謝罪」
、
「ストラテジー⑤同
情」だった。
「ストラテジー③事情説明 2」の回答としてあげられたのは、相手の依頼を断らざるを
得ない、具体的な事情を説明するものだった。内容は多岐にわたり、具体的には、“花钱
有点狠”のように最近金遣いが荒いことを述べたもの、“最近生意不好”のように最近ビ
ジネスが上手くいっていないことを述べたもの、“我听我父母的”のように自分は両親の
言うことに従うと述べたもの、“这两天全败光了”のように無駄遣いをしたことを述べた
もの、“现金都套在股市里了”のように現金は全て株につぎ込んだことを述べたもの、“最
近儿子生病了，也急用钱”のように子供が病気になり、お金が必要であることを述べたも
の、“孩子刚上幼儿园，每个月的开销一下子增加很多”のように、子供が幼稚園に上がり、
毎月の支出が急に増えたことを述べたもの、“我刚报名完日语和英语的考试，这俩考试报
名费都特贵，一个就四、五百呢…”のように受験料が 400～500 元する、日本語と英語の検
定試験に申し込んだばかりであることを述べたものが見られた。本調査の被験者は学生が
多かった。“我听我父母的”のような表現はまだ学生であり大きな自己決定権がない学生
だからこそ使うことのできる「断り」のストラテジーである。
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「ストラテジー②事情説明 1」の回答としてあげられたのは、これまでに現れたのと同
様、“没剩钱”、“手上没有闲钱”、“手头也没有钱”、“最近手头有点儿紧”のように
手元にお金がないことを示す表現、“真没有那么多富裕的钱”、“我们现在手头也不是那
么宽裕”のように経済的な余裕がないことを示す表現だった。
「ストラテジー①謝罪」の回答としてあげられたのは、“不好意思”、“抱歉”である。
用いられたのは、謝罪場面が軽度の場合に用いられるとされる“不好意思”と身内以外の
目上に用いられるとされる“抱歉”であり、謝罪場面が中度、重度の際に用いられるとさ
る“对不起”の使用例はなかった。なお、対上司、対友人の場合と同様、単独ではなく、
他のストラテジーと組み合わせて使用される。
「ストラテジー⑤同情」の回答としてあげられたのは、“我也挺想帮您的”及び“很想
帮您”で、依頼者を助けたい気持ちはあることを述べる表現だった。どちらも単独ではな
く、他のストラテジーと組み合わせて用いられる。具体的には、同情を表す表現の後に、
“但”という逆接の接続詞が用いられ、事情や結論が述べられる。
だが、上記四つのストラテジーが単独で用いられたのは 2 例のみで、他のストラテジー
と組み合わせて使用されるものが大勢を占めた（表 7 参照）
。組み合わせは多岐にわたっ
た。「ストラテジー②③事情説明 1＋事情説明 2」が 2 例で、これにストラテジー①謝罪が
加えられる例も見られた。その他、「ストラテジー①②謝罪＋事情説明 1」が 1 例、
「スト
ラテジー①③謝罪＋事情説明 2」が 1 例、
「ストラテジー②④⑥事情説明 1＋提案＋事実確
認」が 1 例、
「ストラテジー③④事情説明 2＋提案」が 1 例、
「ストラテジー③⑤⑦事情説
明 2＋同情＋結論」が 1 例見られた。具体的な表現は以下の通りである。
(16)现金都套在股市里了，手上没有闲钱。(②③)
(17)不好意思，最近手头有点儿紧。(①②)
(18)不好意思啊，最近生意不好。(①③)
(19)我家的情况您也是知道，真没有那么多富裕的钱，您还是问问其他人吧。(⑥②④)
(20)我听我父母的，找他们。(③④)
(21)孩子刚上幼儿园，每个月的开销一下子增加很多，很想帮您，但实在拿不出来。(③⑤⑦)
次に直接的な表現についてである。多く見られたのは、順に「ストラテジー②事情説明
1」、「ストラテジー①謝罪」
、
「ストラテジー⑦結論」だった。
最も多く見られた「ストラテジー②事情説明 1」の回答例としてあげられたのは、“我
哪有钱”、“我也没什么钱”のように自分もお金を持っていないというもの、“最近手头
有点紧”のように手元不如意であるというものだった。具体的には以下の通りである。
「ストラテジー①謝罪」の回答例としてあげられたのは“对不起”である。親戚に対す
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る直接的な表現として用いられた謝罪表現は、直接謝罪表現としてプロトタイプ的な位置
づけにあるこの表現だけだった。
「ストラテジー⑦結論」の回答例として挙げられたのは、“没法借给你”と“没有钱借
给你”である。それぞれ自身にお金がなく、相手の期待に応えられないという結論を表す
ものである。特に後者は、「今あなたに貸すお金はない」という直接的な表現である。
だが、上記四つのストラテジーが単独で用いられた例はなく、全て他のストラテジーと
組み合わせて使用された（表 7 参照）
。
「ストラテジー①②⑦謝罪＋事情説明 1＋結論」が
1 例、
「ストラテジー②⑥事情説明 1＋事実確認」が 1 例、
「ストラテジー①②④謝罪＋事情
説明 1＋提案」が見られた。具体的な表現は以下の通りである。
(22)对不起，最近手头有点紧，没有钱借给你。(①②⑦)
(23)我的条件你又不是不知道，我哪有钱。(⑥②)
(24)对不起，我也没什么钱，你找我妈看看吧。(①②④)
婉曲・間接的な表現で断る場合はもちろん、直接的な表現で断る場合であっても、相手
が親戚であり、今後の付き合いを考慮し、謝罪表現を加えることが多いと考えられる。ま
た、親戚とは「親」の関係にあるということから、
「疎」の関係にある上司の頼みを断る場
合に比べ、直接的な表現が多くなったと考えられる。そのほか、親戚なのだから自分／自
分の家にお金がないことを知っているはずだという内容の表現が現れたのも対親戚にのみ
見られる特徴である。
5. おわりに
ここまで、依頼場面における中国語の「断り」ストラテジーについて、限られたサンプ
ルを対象として実施した予備調査に基づき、初歩的な考察を行ってきた。その結果から得
られた仮説として、以下の点を示す。
本予備調査の結果からは、依頼場面における「断り」ストラテジーは、単独ではなく複
数のストラテジーを組み合わせたものが多いことが示された。その組み合わせは、結論明
示型と結論暗示型の二つに大別できる。結論明示型は、相手の依頼を承諾することができ
ないことを言語化したものである。その中には(5)や(9)、(21)のように、お金を貸すこと
はできないと明言することを避けた婉曲・間接的な表現と、(8)や(14)、(22)のように、相
手に貸すことのできるお金はないという直接的な表現が見られた。一方、結論暗示型は、
相手の依頼を承諾することができないことを言語化せず、結論を暗示するタイプのもので
ある。その中には(1)や(12)、
(17)のように謝罪＋事情説明によって結論を暗示する表現と、
(4)や(19)のように事情説明＋代案提示により結論を暗示する表現が見られた。
また、
「断り」の対象が誰かに関わらず、結論暗示型の内、謝罪＋事情説明により結論を
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暗示する表現が最も多く用いられること、結論明示型の表現を用いる場合は、お金を貸す
というフレーズを含まない婉曲・間接的な表現が用いられること、粗野な表現は、対友人
場面の様に、発話者と受話者の距離が「親」の場合に用いられることが示唆された。
今後、大規模な調査を実施する際には、被験者数を増やし、結論の普遍性を高めるだけ
ではなく、被験者の年齢、性別の比率を均等にすることにより、本稿で示した依頼場面に
おける中国語の「断り」のストラテジーに関する仮説を、多角的に検証する。
注
1)隣接ペアのシークエンス（発話連鎖）において、あるタイプの応答形式が他のタイプの応答
形式よりも典型的に現れることを優先選好（形式）という。
（滝浦真人（２００８：１０８）
）
。
2)被験者の数と各ストラテジーの合計数が異なるのは、一つの回答に複数のストラテジーを使
用している例が見られるためである（以下、同様）
。
3)「不好意思」は「对不起」に比べて心情的に気まずい状況が生じたことに対する配慮的意味
が強い。自分の過失責任を認めるという謝罪の適切性条件における事前条件が満たされないコ
ンテクストにおいても使われることから、同じ謝罪の明示表現でも「不好意思」は「对不起」
に比べて謝罪表現としてのプロトタイプ性がやや弱いと言うことができる（彭国躍２００５：
２０５－２０６）
。
「不好意思」は対母親でも対親友でも、軽度の場合が最も多く使われ、中度
から重度 にかけてその使用率が大きく減っている（趙翻２０１２：１０５）
。
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中国語における“把个”構文の意味について
A Study of the Meanings in Ba ge Construction in Chinese
小路口 ゆみ
KOJIGUCHI Yumi

提要 “把”字句中有一种特殊的句型“把个”句型，就是句子结构为：
“名词＋把＋个＋名词
＋动词＋其他”的句型。本文通过对清末和现代的一些文献中的“把”字句的“个”在这个句
型中所起的作用进行考察和分析，发现这个“个”并不只是表示“任意”的名量词，还有一部
分是表示回数的动量词。从而进一步探讨“把个”句型的意义，对学习汉语的外国人来说，不
仅可以更好的理解这个“把”字句的意义，还能更好地使用“把”字句。
キーワード：
“把个”構文 量詞 “个” 意味 動態
目次
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先行研究

3.

“把个”構文における“个”について

4.

“把个”構文の意味について

5.

おわりに

1. はじめに
“把个”構文は一種の特別な“把”構文であり、例えば、例（１）の“小张把个孩子生在
火车上了。
”のような文である。この種類の“把”構文の構造は「名詞１＋“把”＋“个”＋
名詞２＋動詞＋その他」である。本稿ではこの種類の“把”構文を“把个”構文と名付けた。
その構文構造は、
「名詞１＋“把”＋“个”＋名詞２＋動詞＋その他」である（
「名詞１＋“把”
＋“一个”＋名詞２＋動詞＋その他」構文を除く）
。
(1) 小张把个孩子生在火车上了。
（王还 1985）
(1)′小张把孩子生在火车上了。
（作例）
(2) 杨杰看他缸里水干了，挑起水桶，不大一会儿，给老汉挑了两担水，把个老汉感动得
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简直不知说什么好了。 （杉村博文 1999：350）
(2)′杨杰看他缸里水干了，挑起水桶，不大一会儿，给老汉挑了两担水，把老汉感动得简
直不知说什么好了。
（作例）
例（１）の“小张把个孩子生在火车上了。
”の意味は決してわざわざ“孩子”を“生在火车
上”ということをしたわけではない。この中の“个”は“一个” の“个”ではなく、その“孩
子”も任意の“孩子”ではなく、張さんが産んだ子供である。例（１）
“小张把个孩子生在火
车上了。
”によって、話者は“小张”を責めて、その事実に対して意外な反応を表している。
“个”がないと、ただ単に“小张把孩子生在火车上了。
”という事実だけを表している文とな
る。例（２）も同様である。本稿では《儿女英雄传》
（111 例）
、
《红楼梦》
（27 例）
、
《儒林外
史》（12 例）
、
《老残游记》
（1 例）、
《骆驼祥子》
（2 例）
、
《人到老年》
（1 例）等の言語資料の
“把个”構文（合計 153 例）を調査・分析する。
2. 先行研究
“把个”構文について、各文法学者がそれぞれの説を唱えているが、代表的文法学者は朱
徳熙（1982）
、杉村博文（1999：347～362、2002：18～27、2006：17～23）、土井和代（2000：
27～45）、陶红印・张伯江（2000：433～450）、張誼生（2005：14～19）がある。
2.1 朱徳熙（1982）
朱徳熙（1982）では、“偏偏把个老王病倒了”の文の中の“老王”が定的な対象にも関わら
ず、その前に不定数量詞の“一个[ひとつ]”が用いられているのは明らかに矛盾である。この
現象については、次のような解釈が可能であろう。即ち、
“老王”は確かに特定された人物で
ある；しかし、話し手はもとより、病気になる人が“老王”であるとは思いもよらない；にも
関わらず、それはほかの誰でもなく“老王”その人であった（
“偏偏”[よりによって]という語
が何よりもこの間の意味合いを伝えている）
；その意味において“老王”は話し手にとっては
既知の対象ではない；そこで“一个”が添えられることになる」
（杉村、木村訳による）
しかし、筆者の考えでは、どの状況の“老王”でも“老王”であり、同一の人物である。
既知の情報であり、特定である。
2.2 杉村博文（1999：347～362）
杉村博文（1999：347～362）は、
“把个 N”を“把一个 N”と区別し、また“把个 N”の
量詞を“个”に限ったうえに、この“个”を社会通念的属性や現況の活性化を意図した「不
定化」の“个”だと位置づけ、
「N に対する思い入れ」
「事態の展開に対する驚き」という意
味を表すと主張している。
また、同氏（2002：18～27）1）によると、
“把”構文における“把”の目的語が固有名詞
や定名詞句の時“个”を伴う現象が見られる（把个 NV）が、この場合には“出乎意料”の
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気持ちを含意する。話し手が N に対して本来持っていたイメージや社会的な常識から外れ
た行動を取ったときに生まれる N と V の間のねじれ現象（“扭曲关系”）から生じる含意で
あり、N に対するこのようなイメージや社会通念を“情理值”と呼んでいる。
2.3 土井和代（2000：27～45）
土井和代（2000：27～45）2）は杉村（1999：347～362）の説に対して、異を唱えている。
土井和代（2000：27～45）は、
“把个”構文の“个”は「N の属性からその存在を具体的に
表示する機能」という機能であり、いわゆる、
「属性表示機能」であると主張しているが、N
の種類別に用例を通じて検証している。
2.4 陶红印・张伯江（2000：433～450）
陶红印・张伯江（2000：433～450）3）によれば、
“把个＋不及物动词”構文の“个”は特
定か類化かになる。
“把个”構文の意味は外来のことにより、人物の心理情緒の変化を表すと
主張している。
(3) 既然已经把个孤儿抱回了金府，那无论如何也不能再扔出去。
（陶张：448）
この“个”は“这个孤儿”
（
“专化”
）も指すし、
“这样的孤儿”
（
“类化”
）も指すと主張して
いる。
2.5 張誼生（2005：14～19）
張誼生（2005：14～19）4）によれば、意味を表す特徴から見ると、
“个”の役割は把字の賓
語を不定化、実体化、類別化、確定化であり、
“把个”構文は“超常性”、
“兼容性”
、
“倾向性”
、
“承接性”という特徴がある。
以上の先行研究では、
“把个”構文の“个”は名量詞として研究されているが、動量詞とし
て使われる“个”も多数存在している。しかも、
“把个”構文の意味についても「ねじれ現象」
だという解釈が主流となっているが、筆者は“把个”構文の意味には多義性があると考えて
いる。本稿では、
“把个”構文の“个”の役割及び“把个”構文の意味について考察・分析す
る。
3. “把个”構文における“个”について
3.1 量詞“个”について
“把个”構文の意味を研究するために、
“把个”構文と“把”構文を区別する必要がある。
その区別には、文の中の“个”の役割が重要な要素である。本節では、量詞“个”及び“把
个”構文の“个”について、考察を行う。
3.1.1 “个”の先行研究
3.1.1.1 輿水優（1985：130）
輿水優 （1985：130）は、以下のように述べている。
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「名量詞の中で、形態単位としてもっと広範囲に使われるのは“个”である。その他
に、動賓連語の賓語の前において動作量をもあわせてあらわすはたらきをすることがあ
る。
(4) 我打个电话告诉他吧。
ひとつ電話をしてかれにお知らせよう。
（輿水 1985：P130）
（中略）
この用法は動賓連語の熟語として固定しているものに多く見られ、それを二つならべ
て、「
（ちょっと）～したり、～したり」といった表現をつくることが少なくない。また
時には“跟他见了个面”
（彼と一度顔を合わせた）と、明確に数量（回数）を示すことが
あるものの、殆どは「ちょっと；すこし」と不定の、軽いひびきをもった動作量表現と
なる。
3.1.1.2 杉村博文（2006：18）
杉村博文（2006：18）5）は、個体量詞の意味機能はすべての個体量詞が不定を表す。たと
えば、
（5）到了饭店，一看，门前修得不错，张灯结彩，蛮是气派，这是一座二层小楼，包间雅
间齐全。（杉村博文 2006：18）
“个”はもう一つの意味機能がある。ある事物百科事典のように知識の属性に属しないことを
活性化する—--文化属性と名づけられている。この機能は他の量詞がない機能である。
3.1.1.3 《现代汉语八百词》增订本（2010:222）
《现代汉语八百词》增订本（2010）によれば、
“个”の一つの用法は以下の通りである。
“动
＋个＋宾。常常连用两个，有时还在后面‘的’或‘什么的’
。整个句子显得轻松，随便。例：
他就爱画个画儿，写个字什么的。/有个差错怎么办？”
（
「動＋个＋賓」という形で、
“个”は
よく二つを連用し、時には後ろに‘的’か‘什么的’が使われて、その文は軽く感じる。筆
者訳）。
3.1.1.4 《现代汉语词典》第 7 版（2007：442）
《现代汉语词典》第 7 版（2007）は、
“用于带宾语的动词后面，有表示动量的作用（原来不
能用“个”的地方也用“个”）
：
“见个面儿”
，
“说个话儿”
。
（賓語がある動詞の前に置き、動量
を表す役割を持つ。もともと“个”を置けない場所でも“个”が使える。筆者訳）と書いて
ある。
3.1.2 “说个话儿”と“说话儿”の異同について
以上の先行研究によると、
“个”には二つ機能があり、一つは、名量詞である。
“个”は“个”
の後の名詞の数を表している。そのほかに、動量詞である。この“个”は動詞の回数を表し
ている。
3.1.2.1 名量詞の“个”
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“个”はヒトとモノを数えるときの助数詞であるが、その文法的な意味は数量のみではな
く、例えば、
(6) “好，不要丢石头了。我们还是到对面去找个地方坐坐，”《家》第 14 章
(7) “我承认自己是个懦夫。我不敢面对生活，我没有勇气。我只好让自己变得糊涂
点，可以在遗忘中过日子。” 《家》第 14 章
例（６）の“找个地方坐坐”の“个”は“一个”とも言えるが、この“个”は名量詞の“个”
である。この例（７）の“我承认自己是个懦夫。
”は“我承认自己是一个懦夫。
”に言い換え
られない。前者は“我”が“懦夫”のような人で、後者は“我”が本当に“懦夫”であると
いう意味を表している。この“个”によって、本当の“懦夫”から“懦夫”のような人にな
っている。
3.1.2.2 動量詞の“个”
“个”は動量詞の場合、動作の時間や回数が少量であることを表す。
(8) 今天跟人说个话，居然脸红了，毕竟我脸薄，好久没有跟不认识的人说话了。
（weibo.cn）
(8)′今天跟人说话，居然脸红了,…(作例)
例（８）の“今天跟人说个话”は“今天跟人说一个话”に言い換えられないので、この“个”
決して“话”の名量詞ではなく、
“说”の動量詞である。「人とちょっと話す」というような
意味である。行う動作が少量であるという気持ちである。ちょっと話しただけで、顔が赤く
なったという描写であり、ちょっとした会話というとるに足らない行動と対照させるために、
顔が赤くなったという反応に文の意味の重点を置いている。例（８）
’は例（８）を持つ少量
の意味がなく、ただ事実を述べただけである。よって、
“个”は動量詞の場合、動作の時間や
回数が少量であることを表す。この時間や回数が少量であるということから、
「ちょっと～
する」というように、語気を和らげるために用いられる。行う動作が少量であるということ
は、主語がその動作に対して気軽に取り組めるという意図が働き、動作主の動作に対する気
軽な・気楽な態度を表すために用いられる。
3.2 “把个”構文における“个”について
筆者は“把个”構文の“个”は名量詞でもあるし、動量詞でもあると考える。
“把个”構文
は、「名詞１＋“把”＋“个”＋名詞２＋動詞＋その他」であるが、名量詞の場合、
“个”は
“把”の目的語である「名詞２」の「不定」の“一个”を表していたり、特定の“这个”“那
个”を表していたりする。動量詞の場合、この“个”は“把”の回数を表している。
「ちょっ
と」、
「少し」という意味である。
(9) 宝玉道：
“不相干，是明瓦的，不怕雨。
”黛玉听说，回手向书架上把个玻璃绣球灯
拿了下来，命点一支小蜡来，递与宝玉，道：
“这个又比那个亮，正是雨里点的。
”
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（《红》45 回）

例（9）にある“回手向书架上把个玻璃绣球灯拿了下来，”の中の“个”は“一个”で
あり、この“玻璃绣球灯”は任意ではなく、
“黛玉”がとってきた“玻璃绣球灯”である。
この“个”は たったひとつの“玻璃绣球灯”の数量を表していて、
“一个”あるいは“那
个”である。よって、名量詞である。
[図１] 名量詞の“个”
回手向书架上把个玻璃绣球灯拿了下来…
「名詞１＋“把”＋“个”＋名詞２＋動詞＋その他」

名量詞
しかし、
(10) 公子答应着站起来，又回舅太太道：“我父亲、母亲吩咐我，叫给舅母行礼，请舅
母到厢房里头坐下受头。”把个舅太太乐得笑逐颜开，说道：“还给我磕头呢，很
好！你就这里给我磕罢，我没这些讲究。”公子转过身来，便在舅太太跟前磕下头
去。（《红》45 回）
例（10）の“把个舅太太乐得笑逐颜开”の“个”は“一个”ではなく、“这个”でもな
く、前例の“说个话儿”と同じく、動量詞である。
「ちょっと“舅太太”に喜んでもらっ
て」というような気楽な気持ちを表している。
[図２] 動量詞“个”
把个舅太太乐得笑逐颜开
「名詞１＋“把”＋“个”＋名詞２＋動詞＋その他」

動量詞
“把”構文の中の“把”は動詞から変遷してきて、前置詞になったものである。よって、
清末のとき、動詞の属性はまだ存在している。よって、この中の“个”は動量詞である。
4. “把个”構文の意味について
以上先行研究をまとめると、
“把个”構文の意味は「意外性」であり、
「ねじれ関係」であ
るが、本節では《儒林外史》
、
《红楼梦》
、
《儿女英雄传》
、
《老残游记》
、
《骆驼祥子》
、
《人到老
年》の 153 例の実例をみて、分析する。
4.1 “把个”構文の意味
4.1.1 意外性について
“把个”構文によって、「意外性」を表す。
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(11) 了半日，渐渐喘息过来，眼睛明亮，不疯了。众人扶起，借庙门口一个外科郎中姚
驼子的板凳上坐著，胡屠户站在一边，不觉那只手隐隐的疼了起来。自己看时，把
个巴掌仰著，再也弯不过来；自己心里懊恼道：“果然天上文曲星是打不得的，而
今菩萨计较起来了！”想一想，更疼得狠了，连忙问郎中讨了个膏药贴著。（儒林
外史第三回）
(12) 宝玉道：
“你还不知道我的心和他的心么？都为的是林姑娘。你说我并不是负心，我
如今叫你们弄成了一个负心的人了！"说着这话，他瞧瞧里间屋子，用手指着说：
“他
是我本不愿意的，都是老太太他们捉弄的。好端端把个林姑娘弄死了。
例（11）の“把个巴掌仰著，
”の中の“个”は“一个”であり、この“巴掌”も“胡屠户

“の“巴掌”である。この“一个”は数量のみを表している。胡屠户は、自分の手が
怪我していたことが分からなくて、確認すると怪我していたことがわかり、その
ことにびっくりしたという表現である。例（11）の“个”は名量詞であるが、意外性
を表している。例（12）の中の“个”は動量を表す動量詞である。
“把”の後に“个”により、
“林姑娘”がなくなる可能性がないのに、亡くなったということにびっくりした表現である。
“林姑娘”が“死了”という事にたいして、とても残念な気持ちを表している。
4.1.2 「ねじれ関係」について
“把个”構文により、
「ねじれ関係」を表す。
(13) 有时候欣喜，有时候着急，有时候烦闷，有时候为欣喜而又要惭愧，有时候为着急而
又要自慰，有时候为烦闷而又要欣喜，感情在他心中绕着圆圈，把个最简单的人闹得
不知道了东西南北。(《骆驼祥子》19)
(14) 药里用了犀角、黄连，几日不能灌浆；把赵氏急得到处求神许愿，都是无益。到七日
上，把个白白胖胖的孩子跑掉了。赵氏此番的哭泣，不但比不得哭大娘，并且比不得
哭二爷，直哭得眼泪都哭不出来。整整的哭了三日三夜。
（《儒林外史》第６回）
例（13）の“把”の目的語は“最简单的人”であるが、その動詞及び結果は“不知道了东
西南北”となっている。その“最简单的人”が“不知道了东西南北”という状態になってい
る。これはいわば「ねじれ関係」であるといえる。同様に、例（14）の“把”の目的語は“白

白胖胖的孩子”であるが、その動詞及び結果は“跑掉”となっている。この“白
白胖胖的孩子”はかわいい子供という意味で、この“跑掉”はなくなったという意
味である。可愛い子供は普通健康に成長していくことになるが、ここではなくなったという
ことになっていて、これも「ねじれ関係」になっている。
4.1.3 一般的な因果関係について
“把个”構文により、一般的な因果関係を表す。
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(15) 得到妻子的鼓励，司马志清更是小心翼翼，力求功德圆满。从妻子嘴里打探到两位
老同学的嗜好，下午他又跑了一趟王府井，为曾惠心买了今年的新茶，为沈兰妮买
了最贵的瓜子儿。回到家来，他又脱掉外衣，亲自拖地板、擦桌椅，把个小过厅收
拾得干干净净。（《人到中年》）
(16) 贾母道：
“他外头好，里头弱。又搭着他老子逼着他念书，生生的把个孩子逼出
病来了。
” （《红》29回）
例（15）の“司马志清”は“力求功德圆满”のため、“小过厅”を掃除した。掃除を
すれば、一般的には綺麗になるわけなので、これは一般的な因果関係であるといえる。こ
の“个”は“这个”か“那个”の意味であるが、それを加えることによって、叙述文にあ
る種の生き生きとしたニュアンスを附加している。例（16）の“把”の目的語である“孩子”
は“他外头好，里头弱”という特徴があって、“他老子逼着他念书”の条件があって、そ
の因果関係で“逼出病来了”という蓋然的な結果になった。この文は、文中“个”によっ
て、“贾母”のとても残念な気持ちが表れている。
以上の分析によると、
“把个”構文の“个”は、
「意外性」
、
「ねじれ関係」を表すだけでは
なく、一般的因果関係も表すこともできる。ただ、
“把个”構文が一般的な“把”構文と違う
のは、ちょっとした、気軽なニュアンスおよび生き生きとしたニュアンスを帯びている。
4.2 “把个”構文における動詞
上記の文献の 153 例の“把个”構文における動詞について、分析・考察する。
4.2.1 及物動詞
4.2.1.1 処置義動詞
收拾、闹、拖、撮、脱、逼、烘染、问、拿、裹、拈、摆、送、揉搓、落、打、要、弄、
嫁、仰、晃荡、放、宠、丢、养活、铺、塑、扔、钓、按、作成、抹、寄放、倒、揭、低、
伸、贴、革、穿插、联、绷、拉、搦、说、掳、救护、擎、望、腆、拴、拐、踹、断送、
递、撅、看、搁、扎、应酬、堵、接、登、养、脱落。65 個ある。
4.2.1.2 心理活動動詞
气、心疼、唬、臊、急、欢喜、慌、怄、吓、羞、喜欢、乐、伤。13 個ある
4.2.2 不及物動詞
没、哭、跑、走、死、疼。６個ある
4.2.3 形容詞
坏、忙。 2 個ある。
以上動詞の調査により、
“把个”構文における動詞は心理活動動詞・不及物動詞のみではな
く、処置義がある及物動詞も多く存在しているということが明らかになった。一般的な“把”
構文と同じく動詞を用いることも明かになった。よって、
“把个”構文は“把”構文と同じ意
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味を持っているが、ただ“把”構文よりも気楽なニュアンスを帯びているのに過ぎない。
5. おわりに
本稿では“把个”構文について、考察・分析した。
“把个”構文の中の“个”は名詞にかか
っている名量詞だけではなく、
“把”にかかっている動量詞も多数存在している。名量詞の場
合、
“个”の前に“一”も置くことができるが、動量詞の場合はできない。その“个”は数量、
指定を表す名量詞でもあり、少しの意味と気楽な気持ちを表す動量詞でもある。また“把个”
構文の意味・動詞からみても、
“把个”構文は「意外性」
（例 11，12）、
「ねじれ関係」
（例 13、
14）を表すことができるが、一般的な“把”構文と同じく結果を表すこともできる（例 15、
16）。ただ一般的な“把”構文と違うのは、ちょっとした、気軽なニュアンスおよび生き生き
としたニュアンスがあることである。
注
1) 杉村博文（2002：18～27）は、
「
“把个NV”这个格式表达事态的发展出乎说话人的意料之
外，而意料得自说话人对 N 的认识。
“出乎意料”这一语义特征在形式上表现为无定成分出现在
“把”宾语的位置，在意义上表现为 N 和 V 之间的扭曲关系。说话人对 N 的量词特征
的外观特征

最重要

和数量都不感兴趣，只对 N 的情理值感兴趣，在这样一种语义表达过程中，量词

“个”所起的作用就在于通过“类化”激活N 的情理值。量词的泛化（亦即“个”化）以及数词
“个”的消失都是这种心理活动所带来的句法后果。
」と述べている。
2)土井和代（2000：32）は、
「この両者（
“一个 N”と“个 N”
）をはっきり区別したうえで、
“个 N”の“个”を、N を属性から具体的な存在であることを表示するもの――「N の属性表
示機能」を有するものと捉える。
“个”をそのように捉えれば、
“把”構文の目的語は話しても
聞き手も特定指示できるものという文法規則に反しないばかりでなく、すでに特定できる目的
語に“个”を附加して、属性からその存在を示すという特殊な用法であるために、この“把个
N…”がそう多用されることのない説明にもなるからである。
」と述べている。
3)陶红印・张伯江（2000：433～450）によれば、
“总起来看，我们认为个的主要作用是专化和类化，
不在于指示名词信息的性质。
（中略）
“把个＋不及物动词”在近代汉语晚期为一常见格式，其功
用是描写外在事物导致人物心理情绪的变化，现代汉语中“把个＋不及物动词”的格式基本不存
在。”と述べている。
4)張誼生（2005：14～19）によれば、
“从表义特点看，
“个”的功用是使得把字宾语无定化、实体
化、类别化、专指化；而把个句式在表达上的特点则是效果超常性、施受兼容性。主观倾向性和
语篇承接性。
”
5)杉村博文（2006：18）は、
“个”について、以下のように述べている。
「
“个”的语义功能在于表
示其后名词的无定性，可以加数词“一”说成“一个”
。
（中略）而“个”的另一个语义功能---169
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用来激活一个事物不属于百科全书式知识的属性（本文姑且称之为文化属性）----则是其他量词
所不具备的。
」
言語資料：
《儒林外史》
、
《红楼梦》
、
《儿女英雄传》
、
《老残游记》
、
《骆驼祥子》
、
《人到老年》
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金国璞北京語会話教科書における文末語気助詞の使用
−−≪兒女英雄傳≫との比較
The usage of sentence-final particles of Jin Guopu’s Beijing dialect textbooks
−−Comparing with Ernvyingxiongzhuan
楊 璇
Yang Xuan
提要

本論文考察明治時代來日執教漢語教師金國璞所編 10 種北京話會話教科書的文末語氣

助詞使用狀況和語法特徵，並與出版時代更早的北京話武俠小説≪兒女英雄傳≫進行比較，分
析異同，梳理兩者間歷史發展脈絡。文中充分結合太田辰夫≪北京語歷史文法≫、周一民≪北
京口語語法・詞法卷≫、孫錫進≪近代漢語語氣詞－−漢語語氣詞的歷史考察≫等先賢學說和
≪兒女英雄傳≫的相關研究成果，基於使用頻率和使用傾向作出分析，為清末北京話口語語氣
助詞的時代變遷研究提供了新的視角。
キーワード：金氏の会話教科書、≪兒女英雄傳≫、文末語気助詞、比較対照、歷時分析
目次
1．金氏の会話教科書と≪兒女英雄傳≫の文末語気助詞の使用状況
2．文末語気助詞の比較分析
3．余論
1. 金氏の会話教科書と≪兒女英雄傳≫の文末語気助詞の使用状況
金国璞，字卓菴，北京出身，生没年不詳。明治 30 年（1897）に開校した高等商業学校附属
東京外国語学校の講師として日本文部省に招聘され，日本で 6 年間勤務した後，明治 36 年
（1903）に帰国した。金氏は生涯数多くの北京語教科書を出版し，教科書の形式は応用文教
科書と会話教科書に 2 分類され、1898 年に出版された≪談論新編：北京官話≫から 1911 年
に出版された≪北京官話：今古奇観第 2 編≫まで、13 年の間に 10 冊の会話教科書を執筆し
た。≪兒女英雄傳≫は中国清末期の文康が著した白話文武侠小説，全 40 回の構成で、作者
の晩年期，同治帝時代（1862－1874）に成書した。初期は写本で流通していたが，光緒 4 年
（1878）に北京聚珍堂から木活字本で出版された。刊行年から見ると，金氏が最初に編纂し
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た会話教科書≪北京官話：談論新編≫（1900）と≪兒女英雄傳≫の差は約 33 年となる。
本稿は金氏の会話教科書を中心に，中で用いた文末語気助詞を取り上げ，先行研究を踏ま
え使用状況と特徴を分析し、その用法と《兒女英雄傳》の文末語気助詞を比較し，それぞれ
の相違点を解明したいと考える。
鄧岩（2017：9-11）により、≪兒女英雄傳≫の文末語気助詞は 2 類に分けられる。一種類
は文言文の語気助詞「也、矣、耳、焉、乎、哉、欤、者」、全部で 8 個、中では「也」と「矣」
が使われた頻度が一番高い。もう一種類は現代中国語の語気助詞であり、更に一音節、二音
節、三音節に分類できる。一音節の文末語気助詞は「啊、阿、呵、呀、哇、哪、呢、哩、罷、
吧、啵、了、咧、羅/囉、嗎、麽、的、呦、来、拉、价、喂、㖿、㖸、

、 」
、合計 26 個。

二音節の文末語気助詞は「而已、罷咧、罷了、也罷、不成、就是、啦阿、着呢」
、合計 8 個、
三音節の文末語気助詞は「就是了」のみとなる。
金氏の会話教科書に用いられた文末語気助詞は「了、的、罷、呀、哪、啦、麼、嗎、啊、
呢、納、來着、就是了、就得了」
、合計 14 個あり、
「就得了」を除いて、残りの 13 個は全て
≪兒女英雄傳≫の現代中国語の語気助詞に含まれている。文末語気助詞の使用状況により、
≪兒女英雄傳≫では文言文語気助詞を 8 個使用することに対して、金氏の会話教科書ではこ
の 8 個の文言文語気助詞を一切使用されていないため、≪兒女英雄傳≫では白話文の色彩が
色濃く残っていると分かる。
金氏の会話教科書と≪兒女英雄傳≫での使用状況比較データを図１に示す。
図１：≪兒女英雄傳≫と金氏の会話教科書に用いた現代中国語文末語気助詞の使用状況１）
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金氏、文氏は共に北京出身で，金氏の会話教科書と文氏の≪兒女英雄傳≫は両書ともに北
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京語で書かれている、表１から両方で用いられた文末語気助詞の使用状況の相違点が見えて
くる。
先ず、≪兒女英雄傳≫と金氏の会話教科書で用いた 14 類の文末語気助詞の中で最も使用
頻度が高いのは「了」であり、両方で使用された「了」が文末語気助詞の半分以上を占めて
いることから、
「了」が主要な文末語気助詞と言うことができる。
次に疑問を表す「麼」と「嗎」の使用について、≪兒女英雄傳≫に使用された用例はそれ
ぞれ 113 例と 213 例あり、使用割合から見ると、
「麼」より「嗎」の使用頻度が高いことが分
かる。逆に、金氏の会話教科書では殆ど「麼」を使い、
「嗎」の用例が２つしか見当たらない。
更に、金氏の会話教科書に使用した日本明治時代の北京官話教科書にもよく使われる文
末語気助詞「納」が≪兒女英雄傳≫では使用されていないことが分かる。又、金氏の会話教
科書では「就是了、就得了」を 83 例使用したことに対し、≪兒女英雄傳≫では「就是了」が
2 例、「就得了」の使用は見当たらない。
他にも、≪兒女英雄傳≫では「哪」の使用率は 1％未満だが、金氏の会話教科書では使用
率が 6%に上がり、
「呢」の使用率を見ると、≪兒女英雄傳≫より金氏の会話教科書で下がっ
たことが分かる。
2. 文末語気助詞の使用分析
金氏の会話教科書に用いた文末語気助詞の用法によって、一機能、二機能と三機能以上の
3 類に分け、ぞれぞれの使用方法と≪兒女英雄傳≫での使用方法を比較する。
2.1 一機能文末語気助詞
1）「啦」
≪兒女英雄傳≫では「啦」を「拉」とも書きそれぞれ１例ずつしかない。
「拉」は：只聽得
後面一個人嚷道：“走着逛拉，走着逛拉。”（第三十八回）２）。
「啦」は「阿」との組合せ：
“姑娘，你道如何啦阿？”（第十回）
。孫錫進（1999:178）は“‘啦’是‘了’與‘啊’的合
音，≪兒女英雄傳≫中有‘啦阿’連用的一例，顯然是‘了’與‘啊’合音成‘啦’後，作者
為強調該音節的拖音，特意再重複綴以‘a’（阿）
。”と解釈している。
金氏の会話教科書では「啦」の用例が 7 つ、全て“了”と“啦”の組合せとなり、感嘆を
表す。例えば：那兩個局差也兼顧不了啦。
（≪士商叢談便覧≫上巻 第二十八章）
；過了五天，
恐怕就拿這項錢買了木頭了，可就辦不了啦。
（≪華言問答≫ 第十六章）
；若是在城外頭一吃晚
飯，就得進夜門了，稿可就畫不了啦。
（≪北京官話：談論新編≫ 第二十五章）
。がある。この
「啦」（la）は「了」
（le）の後ろに「a」が加わって出来た物と考えられる。
2）「就是了、就得了」
楊杏紅（2014：150）は“‘就是了’出現在句子的末尾，表達的是‘就這樣了’的意思。前
面通常是說話人的某種選擇或者某種結果。”と指摘している。太田辰夫（1965：55）による
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と、「就得了」は北方語特有の物で、南京官話では用いないという。
≪兒女英雄傳≫ には「就得了」の用例が無く、
「就是了」の用例が 3 例だけある。例えば：
“不嫁就是了，可無端的去告訴天去做甚麼？”（第二十六回）
；“你父親既這麼吩咐，心裡自
然有個道理，你就遵着你父親的話就是了。”（第四十回）
；“既是老爺這麼說，等閒了我告訴
他們就是了。”
（第四十回）
。がある。金氏の会話教科書に「就是了、就得了」の用例がそれ
ぞれ 76 例、7 例ある。例えば：我終身不忘就是了。
（≪北京官話：今古奇觀第 1 編≫ 李汧
公）などがある。
「就得了」の用例はたとえば：您把行李交給我們就得了。
（≪北京官話：談
論新編≫ 第四十五章）
。などがある。
3）「納」
太田辰夫（1965）は「您納」を北京語の文法特徴を持つ語として指摘している。楊杏紅（2014：
146-147）によると、
「納」は日本明治時代北京官話教科書に現れた特殊語気助詞であり、二
人称と三人称の後ろに添え、
「你納」
、
「您納」、
「他納」になるという。
張衛東譯≪語言自邇集：19 世紀中期的北京話》
（2002:129）は“您 nin2，更普遍的是说：
你納 ni－na，這又是你老人家 ni lao jên chia 的縮略形式。”と指摘した。この解釈につい
て、楊杏紅氏（2014：147）は“這一句話的後半句指出了‘你納’的來源，‘你老人家’的縮
略形式是‘你老’，最後發展成為‘你納’很可能是受語音的同化和脫落的雙重影響，‘nilao’後面的雙原音在口語中‘o’脫落，成為‘ni-la’，而後面一個音節的輔音‘l’受到前
面的一個音節韻尾‘n’的同化，而最終在口語中變化成為‘ni-na’。‘你納’由‘你老’而
來，‘您納’、‘他納’的出現我們認為很可能是‘你納’的類推。”と指摘した。
≪兒女英雄傳≫には「納」の用例が見当たらない。金氏の会話教科書では 15 例ある、何も
「您納」の構成で、文末に置く。例えば：我黑下白日總惦記着您納。
（≪北京官話：今古奇觀
第 1 編≫ 李汧公）
。不到一百兩銀子，我就賣給您納。
（≪華言問答≫ 第十一章）
。がある。
2.2 二機能文末語気助詞
1）「的」
周一民（1998：271）は“語氣詞‘的’用在敘述已然事實的句子末尾，表示肯定、確認、強
調等語氣。普通話允許‘的’用在表示未然事實的句子裡，如‘他要走的’‘我會好的’，北
京口語沒有此中用法，一概用於過去時。”と指摘した。
≪兒女英雄傳≫と金氏の会話教科書で用いた「的」は、過去を表す用法に限らず、近未来
を表す用法も見られる。過去を表す用例は例えば：我全仗着人家大師傅一個月貼補個三吊五
吊的。
（≪兒女英雄傳≫ 第七回）
；他任甚麼事也沒有，不過滿處打牙涮嘴兒的。
（≪虎頭蛇尾
≫）。がある。近未来を表す用例は例えば：左右到了船上他爺兒兩個也要來的，在那裡的有多
少話說不了呢！（≪兒女英雄傳≫ 第二十二回）
；儞同他去，萬無一失的。
（≪北京官話：今古
奇観第 2 編≫ 沈曉霞）
。がある。
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2）「麼」と「嗎」
「麼」は「嗎」の前身であり、太田辰夫（1958：362）は「≪麼≫が用いられるようになっ
たのは宋代とすべきである。…≪嗎≫という文字が用いられるようになったのは清代であ
る。」と指摘している。
≪兒女英雄傳≫に「嗎」の用例が 213 例、
「麼」の用例が 113 例ということから、≪兒女英
雄傳≫では「嗎」の使用傾向が強いと考えられる。しかし、金氏の会話教科書には「嗎」の
用例が２例しか見当たらない、殆ど「麼」を用いる。
≪兒女英雄傳≫と金氏の会話教科書に用いられた「麼」の用法は 2 類あり、感嘆を表す用
法と疑問を表す用法となる。両書とも、感嘆を表す用例が少ない、例えば：那莊客道：“我
看着只怕也是咱們同行的爺們，我見他也背着象老爺子使的那麼個彈弓子麼。
（≪兒女英雄傳
≫ 第十七回）
。可不是麼，您聽一聽這個情理有多麼可惡。
（≪虎頭蛇尾≫）
。がある。疑問を
表す用法は現代中国語の疑問詞「嗎」と同じく、反詰にも使える。例えば：他道：“問我麼？
我在家裡做夢！”（≪兒女英雄傳≫ 第二十三回）
；公子道：“你們店裡不是都有打更的更夫
麼？煩你叫他們給我拿進來，我給他幾個酒錢。”（≪兒女英雄傳≫ 第四回）
；您用過飯了麼。
（華言問答 第十二章）
；若打算發那麼大的財，那不是做夢麼。
（≪士商叢談便覧≫上巻）
。が
ある。
≪兒女英雄傳≫には「嗎」の用法が疑問と反詰の 2 類あり、何も「麼」の用法に含まれて
いる。疑問の用例は例えば：内中一個年輕的轉問他道：“你是問道兒的嗎？”（第十四回）
；
反詰の用例：“要不給他老磕個頭，咱心裡過得去嗎？”（第三十五回）。がある。金氏の会話
教科書に使用した「嗎」は疑問を表すのみとなる。例えば：下短他多少，你再給他現銀子就
得了嗎。
（≪華言問答≫ 第五章）
；丟這三百兩銀子，應當是你賠出來，還有什麼說的嗎。
（≪
華言問答≫ 第十五章）
。がある。
3）「哪」
楊杏紅（2014:144）は“‘哪’在日本明治時期的北京管教科書中是一個常見的語氣詞，主
要表示感嘆。…‘哪’在清代一起，寫作‘那’，可以表示疑問和非疑問兩種語氣，清代以後
雖然主要用於感嘆語氣，但是在日本明治時期的北京官話教材中，‘哪’還可以用來表示疑問
語氣。”と指摘している。≪兒女英雄傳≫と金氏の会話教科書に使用した「哪」は感嘆を表
す用例と疑問文に添て、疑問の語気を強める用例の両方が見られる。感嘆の用例は例えば：
這才是我鄧老九的好朋友哪！（≪兒女英雄傳≫ 第二十一回）
；提起老伯大人，那還是我們衙
門的老前輩哪。
（≪搢紳談論新集≫ 第一章）
。がある。疑問の語気を強める用例は例えば：這
雙好，穿着又合式又舒服，怎麼還換哪？（≪兒女英雄傳≫ 第二十七回）
；你們倆人瞞着這個，
背着那個，又商量什麼發財的事情哪。
（≪士商叢談便覧≫上巻 第七十一章）。がある。
4）「來着」
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太田辰夫（1958：391）は「≪來着≫は北方語で、過去あるいは回憶をあらわす。現在通用
の範囲はあまり広くなく、共通語では單に≪來≫という。≪來≫は唐五代からあり、≪來着
≫はおそらくそれから出たもので清代になってはじめてみえる。
」と指摘している。
また「來着」の由来について、常瀛生（1993：194）は“‘來着表示動作和狀態，過去如此，
現在仍如此，來自滿語動詞過去完成進行時態。現北京話仍用‘來着’。其他漢語方言不見得
有這樣細緻的時態表現法。”と指摘している。
≪兒女英雄傳≫と金氏の会話教科書に使用された「來着」は過去を表す用例と疑問文に添
え、疑問の語気を強める。過去を表す用例は例えば：“昨日他也在這裡來着。”（≪兒女英
雄傳≫ 第二十九回）
；在雲華寺裏避雨來着（≪北京官話：今古奇觀第 1 編・李汧公≫）。があ
る。疑問の語気を強める用例は例えば：他說：“你何曾支着兒來着？”（≪兒女英雄傳≫ 第
三十三回）
；老弟這兩天幹什麼來着。
（≪華言問答≫ 第二十六章）
。がある。
2.3 三機能以上の文末語気助詞
1）「了」
周一民（1998：268）は“語氣詞‘了’與時體助詞‘了’即有瓜葛又有區別。時體助詞‘了’
附着在動詞之後，表示動作變化的完成或實現。語氣詞‘了’ 附着在句子末尾，表示事態發生
了變化，並表示不同的語氣。在一定條件下，二者可以重合。”と指摘している。
金氏の会話教科書と≪兒女英雄傳≫で用いた「了」はアスペクト助詞「了」と文末語気助
詞「了」両方で使用する。本節では文末語気助詞「了」のみ分析する。
≪兒女英雄傳≫と金氏の会話教科書に用いた文末語気助詞「了」の用法は 3 種あり、新状
況の発生や変化を表す、感嘆を表す、疑問文に添え、疑問の語気を強めるとなる。 新状況の
発生や変化を表す用例は例えば：
“我洗手的那個功夫兒他都等不得，就忙着先跑了來了，這會
子又那兒去了？”（≪兒女英雄傳≫ 第三十五回）；因為去年我辦去的貨，在海面上遭了風
了。
（≪華言問答≫ 第九章）
。がある。感嘆を表す用例は例えば：“姑老爺，你這麼着，你這
會子再把你那位程大哥叫進來，你就當着我們大家伙兒，拿起他那根煙袋來，親自給他裝袋煙，
我就服了你了！”（≪兒女英雄傳≫ 第三十七回）
；實在不敢當，這就感情的很了。
（≪華言
問答≫ 第十四章）
。がある。疑問の語気を強める用例は例えば：“你這孩子，怎麼又跑出來
了？”（≪兒女英雄傳≫ 第三十五回）
；這是第幾個戲了。
（≪搢紳談論新集≫ 第十九章）
。が
ある。
2）「罷」
太田辰夫は「≪吧≫という文字が用いられるようになったのは民國以後で、清代以前は≪
罷≫とかいた。
」と指摘している。金氏の会話教科書では「罷」のみを使用し、≪兒女英雄傳
≫では「罷」を使用したが、
「吧」の用例が 1 例確認できた。
≪兒女英雄傳≫と金氏の会話教科書で「罷」の用法は命令、勧誘、推測と仮定、4 類ある。
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命令の用例は例えば：你說說罷，你可千萬別象你們老人家那麼慪人。
（≪兒女英雄傳≫ 第四
十回）；那個掌櫃的說正辦，你吃完了飯幹你的去罷。
（≪華言問答第≫ 二十四章）
。がある。
勧誘の用例は例えば：“姐姐，舅母既這麼吩咐，不咱們就走罷，家裡坐坐兒再來。”（≪兒
女英雄傳≫ 第二十九回）
；偺們也不必謙讓了，就此坐下罷。
（≪搢紳談論新集≫ 第十八章）
。
がある。推測の用例は例えば：“那侉車子只怕老爺坐不來罷？”（≪兒女英雄傳≫ 第十四
回）；我想他或者要在這兒打凍罷。
（≪士商叢談便覧≫上巻 第四十八章）
。がある。仮定の用
例は例えば：“這個長生牌兒不提一句罷，算漏一筆；提一句罷，沒處交代。” （≪兒女英雄
傳≫ 第二十九回）
；他瞧這光景不妥，一想半路途中的止了工罷，真頷磣，往下蓋罷，眼看着
錢是接不上了。（≪北京官話：談論新編≫ 第十一章）
。がある。
「吧」の由来について、太田辰夫（1958：367）は「≪吧≫という文字が用いられるように
なったのは民國以後で、清代以前は≪罷≫とかいた。
」と指摘している。又、
「吧」の用法に
ついて、孫錫進（1999：164）は“‘吧’代替‘罷’之初，幾乎都是用於商量、酌定的語氣，
隨着‘吧’運用的增加，用途也逐漸擴大，以至囊括了‘罷’的所有用法。”と指摘した。金
氏の会話教科書に使用されていない「吧」は≪兒女英雄傳≫に用例が 1 例のみ、勧誘の意味
を表す。例えば：“況這程世兄的令政又是個女史，倒是教他們小孩子們畫着頑兒去吧。”（第
二十九回）
。がある。
3）「啊」
孫錫進（1999：172-173）は“‘呵’是‘啊’的前身，‘阿’是‘呵’的異體。…明代開始，
又出現了‘啊’。‘啊’和‘呵’是同一個語氣詞，僅字形不同。”と指摘している。≪兒女
英雄傳≫に「呵」
、「阿」
、
「啊」の用例がそれぞれ 5 例、39 例、115 例ある。一方、金氏の会
話教科書では「啊」を使用し、98 例ある。金氏の会話教科書では、
「啊」が主に感嘆を表す
用法と疑問文に添え、疑問の語気を強める用法となる。感嘆を表す用例は例えば：雖然死的
可憐哪，這也是他默默中的報應啊。
（≪華言問答≫ 第十七章）がある。疑問の語気を強める
用例は例えば： 掌櫃的貴姓啊？（≪華言問答≫ 第一章）
。がある。
≪兒女英雄傳≫に「啊（呵、阿）
」の用法は上述した 2 つの用法以外にも、命令と列挙の用
法がある。感嘆を表す用例は例えば：“這是‘独釣寒江’啊。”（第三十四回）がある。疑
問の語気を強める用例は例えば：便開口問道：“那裡是東莊啊？”（第十四回）がある。命
令を表す用例は例えば：他正不解，便聽何小姐在屋裡咳嗽，叫了聲：“來個人兒啊。”（第
三十八回）がある。列挙を表す用例は例えば：“只聽說金子是件寶貝，鍍個冠簪兒啊，丁香
兒啊，還得好些錢呢，敢是真有這麼大包的。”（第九回）
。がある。
4）「呀」
孫錫進（1999：166）
は“早在宋代就已出現與‘也’想通的紀錄 ia 音的語氣詞‘啞’‘耶’，
金元時這個語氣詞又用‘呀’來記錄。它所表示的語氣主要是①反問；②呼喚；③感嘆。‘呀’
177

東アジア国際言語研究 第 2 号
是個新興的語氣詞書寫形式，在長時期中不能得到普遍運用。”と指摘している。
≪兒女英雄傳≫では「呀」の用例が 299 個あり、用法はかなり豊富である。感嘆を表す用
例は例えば：“這個官兒來得古怪呀！”（第二回）がある。疑問の語気を強める用例は例え
ば：那跟的店伙問說：“行李卸不卸呀？” （第四回）がある。命令を表す用例は例えば：
“你告訴當家的一聲兒，出來招呼客呀！” （第五回）がある。列挙を表す用例は例えば：
“米呀、茶葉呀、蠟呀，以至再帶上點兒香啊、藥啊，臨近了，都到上屋裡來取。” （第三十
四回）がある。呼び掛け語の用例は例えば：“列位呀！照這話聽起來，你我都錯了，錯大發
了！” （第二十一回）
。がある。
金氏の会話教科書には「呀」の用例が 93 例で、感嘆を表す用法と疑問文に添え、疑問の語
気を強める用法 2 類になる。感嘆を表す用例は例えば：然而衙門公事甚多呀。
（≪搢紳談論
新集≫ 第四章）がある。疑問の語気を強める用例は例えば：您打算多咱拜客呀。
（≪搢紳談
論新集≫ 第十一章）
。がある。
5）「呢」
周一民（1998：267）は“‘呢’表示疑問可以用在特指問、選擇問和正反問幾種問句中，一
般不能用在是非問句中。”と指摘している。
金氏の会話教科書では「呢」は主に疑問文に添え、疑問文の語気を強める用法となる。特
指疑問文の用例が最も多い、例えば：各衙門學堂公司，都是看甚麼新聞紙呢。
（≪士商叢談便
覧≫上巻 第七章）
；大家聽這話就都問他說，這是怎麼個緣故呢。
（≪北京官話：今古奇観第 2
編≫ 李汧公）
。がある。選択疑問文の用例は例えば：可是打算是在飯莊子還是飯館子呢。
（≪
搢紳談論新集≫ 第十七章）
。がある。反復疑問文の用例は例えば：那麼商量商量，咱們交買
賣可以不可以呢。
（≪華言問答≫ 第七章）
。がある。反問文の用例は例えば：何必那麼廢事
呢。
（≪虎頭蛇尾≫）
。がある。又、感嘆を表す用例も見られる。例えば：雖說這不是頭生兒，
然而得子可是頭一次呢。
（≪搢紳談論新集≫ 第一章）
。などがある。
≪兒女英雄傳≫では疑問の語気を強める用法と感嘆を表す用法以外、承前疑問の用法も見
られる。承前疑問について、太田辰夫（1958：363）は「承前疑問はかならず文脈に支えられ
ているもので、問うこと全體は句二あらわれておらず、具體的な内容は文脈によって定める。
まえになにかのべられており、それにもとづいて更にまた發問するものである。句の形とし
てはふつう主要成分が省略されている。
」と解釈している。承前疑問の用例は例えば：公子更
不問別的長短，便問：“銀子呢？”（第三回）がある。感嘆を表す用例は例えば： “卑職到
此不久，人地生疏，正要合大老爺討人呢。”（第二回）がある。選択疑問文の用例は例えば：
“便是幸而不參，我那個知縣作到今日，說句老實話，是還想我能去鑽營升官呢，是還想我能
去謀幹發財呢？”（第三十九回）がある。反復疑問文の用例は例えば：“然則進場在那萬餘
人面前作不作呢？”（第三十四回）がある。反問文の用例は例えば：然則那煙袋桿兒又怎的
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會“顫巍巍”呢？（第三十七回）
。がある。
3.余論
以上、先行研究を参考にした上で，金氏の会話教科書と≪兒女英雄傳≫での文末語気助詞
の使用を考察し，使用方法と使用頻度を分析した。その結果，成書年代がかなり近く、同じ
北京語で書かれた金氏の会話教科書と≪兒女英雄傳≫では文末語気助詞の使用に互いに大
きな差異があることが分かる。
1）金氏の会話教科書では「嗎」の使用が極めて少ないこと
孫錫進（1999：159-162）の主張により、明代の小説≪石點頭≫３）で「嗎」の使用が初めて
確認できた、その後「嗎」の使用が徐々に広がり、≪兒女英雄傳≫に「嗎」の使用頻度が「麼」
を超え、20 世紀の初期、
「嗎」の使用が主流になったと言える。≪兒女英雄傳≫では「嗎」
と「麼」の使用方法が同樣となり、
「麼」より「嗎」の方の使用頻度が高い。しかし、金氏の
会話教科書に「嗎」の用例が 2 例だけで、主に「麼」を用い、疑問を表す。日本明治時代の
北京官話教科書に「麼」と「嗎」の使用状況について、楊杏紅（2014：141）は“但是在日本
明治時期的北京官話教材中，情況並非如此，通過考察，我們發現這些北京官話教科書中基本
上都寫作‘麼’，只偶爾見‘嗎’的用例。…這樣看來，在日本明治時期的北京官話課本中，
基本上都在使用‘麼’，‘嗎’並沒有取得主體的地位。”と指摘している。金氏の会話教科
書では、
「麼」と「嗎」の使用状況は楊氏説の証拠になり、日本明治時代の北京官話教科書で
は「嗎」より「麼」が主流的に使用される特殊性を表した。
2）金氏の会話教科書で「納」を使用すること
「納」について、楊杏紅（2014：148）は“從詞的構造來看，認為‘你吶’‘您納’是尊稱
代詞並不合適，把‘吶’看作是一個新興的語氣詞更為合適，特別是到了明治後期‘納’的字
形逐漸固定為‘哪’和‘吶’，以及今天北京話中的‘吶’都應該看作表尊敬義的語氣詞。只
是和其他的語氣詞相比，‘吶’的使用範圍很窄，而且正在逐漸萎縮，很可能不久就消失在北
京話中。”と指摘している。
≪兒女英雄傳≫では「納」の使用例が見当たらないことに対して、金氏の会話教科書では
「納」を 15 例使用することから、
「納」は日本明治時代の北京官話教科書に現れた新たな文
末語気助詞であることが判断できる。しかし、金氏の会話教科書では、
「納」が他の文末語気
助詞と比べると使用例が比較的に少ない、単機能であることが一つの原因と考えられる。必
ずしも当時の北京語では「納」の使用がまだ普及していなかったことが推測できる。
3）金氏の会話教科書で異体字を使用しないこと
≪兒女英雄傳≫には文末語気助詞「啊、罷、啦」の異体字の使用例があり、
「啊」を「呵、
阿」と書き、
「罷」を「吧」と書き、
「啦」を「拉」と書き、特に「啊、阿、呵」の混用が多
く 使 用 方法の 区別が ない。孫 錫進（1999 ：173 ） は“‘ 啊’在 使用初期 ，往往是
179

東アジア国際言語研究 第 2 号
‘啊’‘呵’‘阿’錯雜混用。”と指摘している。それに対して、金氏の会話教科書に異体
字の混用が見当たらない。≪兒女英雄傳≫は小説であり、異体字の混用は閲読に影響がない。
中国語教科書は中国語を習得する際に使用する語学教材であり、字の使用上には統一性が必
要である。異体字の混用がないことから金氏の教科書の慎密性が高いとも言え、また当時は
「啊、罷、啦」が正字と見做されたことも窺がえる。
4）金氏の会話教科書に使用した文末語気助詞の用法の明確性が強い
三機能以上の文末語気助詞の中、≪兒女英雄傳≫と金氏の会話教科書に「了」の使用が最
も多い。用法として、金氏の会話教科書に用いた「了」は疑問を表すと疑問文に添え、疑問
の語気を強めるという 2 類の用法がない、代わりに「呢」と「麼」を用い、使用推移は文末
語気助詞の間で行った。又、≪兒女英雄傳≫に使用した三機能以上の文末語気助詞「呀」と
「啊」の用法がかなり豊富で、各用法が 5 類と 4 類があることに対して、金氏の会話教科書
に「呀」と「啊」の用法がそれぞれ 3 類、2 類に限定され、使用範囲が狭まっている。
一つの文末語気助詞に関し、用法が少なければ少ないほど、用法の明確性或は単一性が強
いと言える。又、このような明確性が高い分配によって、学習者が習得しやすいことも考え
られる。
5）清末北京語語気助詞の使用差異
≪兒女英雄傳≫に使用した文言文語気助詞は金氏の会話教科書では一切使用されていな
いことから、金氏の会話教科書に当時日常使用中の新しい口語文末語気助詞を限定して取り
入れたことが分かる。両方とも使用した文末語気助詞の中では「了」の使用頻度が一番高い、
用法も豊富で、
「了」は当時北京語の主流の文末語気助詞と言える。
「的、呀、啊、啦、來着」
の使用頻度がほぼ同じで、両方共に「啦」の使用が極めて少ない。楊杏紅（2014：144）は“從
≪歧路燈≫到≪兒女英雄傳≫的100 多年的時間裡，
‘啦’並沒有得到廣泛的使用，隨着‘了’
讀音從‘liao’變為‘la’，因為予以和發音相似，‘啦’也被大量地使用，這大概跟 19 世紀
後期口字旁語氣詞的迅速發展有關。我們在明治時的北京官話教科書中很少發現‘啦’的用
例，…而同時期的清末小說，如≪小額≫和≪老殘遊記≫中已經大量使用語氣詞‘啦’。這種
情況和我們上面談到的字型規範的情況一樣。”と解釈している。「罷、哪、就是了/就得了」
の使用率は≪兒女英雄傳≫より金氏の会話教科書の方が高い。楊杏紅（2014：139−150）によ
りこの三つの文末語気助詞はいずれも日本明治時代の北京官話教科書で大量に使用された
という。
又、「啊、呀、哪」について、いずれも感嘆を表すもので、
「啊」を基幹として前音節の音
声特徴によって変化する文末語気助詞である。関連分析は今後の研究課題に譲る。
注
1）本表に掲示した≪兒女英雄傳≫文末語気助詞の使用データは鄧岩（2017）を参考にした。
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2）本論文に引用した≪兒女英雄傳≫の用例は、≪古本小說集成≫に収録された北京聚珍堂木活字
本（1878 年）を底本にし、くぎり符号は齊魯書社出版≪兒女英雄傳≫上下（1989）を参考した。
3）≪石點頭≫は明代の擬話本小説集、別名「醒世第二奇書」
、作者「天然痴叟」
、全 14 巻で独立
した短編14 編を収める。
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宋版《玉篇》入聲部韻類混切現象
The Confusion Phenomenon of Vowels of
Checked Tone in the Song Version Yupian
周歴
ZHOU Li
要旨 筆者は宋版を有する韻書《廣韻》と宋版の字書《玉篇》の音韻体系の比較を行うこと
を目的とし、
《廣韻》第 5 巻「入声」巻の所収字をデータ化した上で、
《玉篇》所収の入声字
を整理し、両書の反切を比較する作業を行った。本論文は《廣韻》と《玉篇》両書の反切を
比較することで得られた結果を分析し、中古音の入声韻類の発展変遷にかかわる用例を取り
上げ、介音・主母音・韻尾の順で論述を展開しながら、特に中古音における重要な課題とし
て、重韻同士・一等二等・三等四等・重紐と三四等韻などの相互混切（反切音の混用）を中
心とする考察を行うことで、音韻史における新たな事実の発見を企図する。
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1. 緒論
《玉篇》是中國古代按漢字字形分部首編排之字書，作者顧野王，成書於南朝梁大同九年
（543）
。原本《玉篇》已失傳，現僅存約八分之一殘卷保存於日本。唐上元元年（760）孫強增
字本《玉篇》現亦失傳。北宋大中祥符六年（1013）陳彭年、吳銳、邱雍等奉敕重修《玉篇》
稱《大廣益會玉篇》
（以下簡稱《玉篇》
）
，計 30 卷按 542 部首排列，收字 22000 餘。日本宮內
廳書陵部圖書寮文庫藏宋本爲現存最早完整版本，嚴紹盪（2007：267）考證系南宋寧宗年間
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（1195-1224）刊本。
《切韻》是中國古代按漢字字音分韻編排之韻書，作者陸法言，成書於隋仁壽元年（601）
。
原本《切韻》已失傳，唐開元二十年（732）孫愐《唐韻》亦僅存殘卷。北宋大中祥符元年（1008）
陳彭年、邱雍等奉敕編修《大宋重修廣韻》
（以下簡稱《廣韻》
）
，5 卷 206 韻，計收 26000 餘字。
日本宮內廳書陵部圖書寮文庫藏宋本爲現存較早完整版本，嚴氏（2007：290）考證亦爲南宋寧
宗年間刊本。
本文通過比較宋版《玉篇》與宋版《廣韻》入聲字音韻情況，歸納《玉篇》入聲部韻類混
切情況，試分析其韻類歸併語音演變特點。筆者統計《廣韻》第五卷入聲部共收 5410 字，其中
異體 271 字,《玉篇》作非入聲 472 字，
《玉篇》未收 422 字，所剩兩書同收入聲 4245 字。其中
兩書注音切語相同 788 字，
《玉篇》切語與《廣韻》不同但音韻地位相同 1889 字，兩書入聲韻
同音字共 2677 字，佔總數 4245 字之 63%，可見《玉篇》與《廣韻》入聲部具有六成以上同音
率，兩書音韻性質有高度近似性。然而《玉篇》另有 1568 個佔總字數 37%與《廣韻》音韻地
位不同所收字，其中一部分音韻差距甚大，一部分則具有語音演變或語音對應關係。後者在音
韻史上具有一定認識價值，本文特作類別考察，以饗識者。
2. 介音混切
2.1 洪音與細音混切
屋韻一等與三等混切有：磟 盧谷切（來屋合一）力竹切（來屋合三）1)/䪁 博木切（幫屋
合一）補目切（幫屋合三）/𠋩 方六切（幫屋合三）風木切（幫屋合一）/菐 方六切（幫屋合三）
方屋切（幫屋合一）/𦿁 方六切（幫屋合三）甫禄切（幫屋合一）/澓 房六切（並屋合三）防斛
切（並屋合一）/棴 房六切（並屋合三）扶木切（並屋合一）/𦱒 莫六切（明屋合三）莫卜切（明
屋合一）/㣎 莫六切（明屋合三）莫禄切（明屋合一）
，計 9 例。
陌韻二等與三等混切有：䞽 山戟切（生陌開三）山格切（生陌開二）/溹 山戟切（生陌開
三）所格切（生陌開二）/柵 測戟切（初陌開三）楚格切（初陌開二）/䜺 測戟切（初陌開三）
叉白切（初陌開二）/簎 測戟切（初陌開三）初格切（初陌開二），計 5 例。
2.2 開口與合口混切
一等混切有鐸韻：㘀 則落切（精鐸開一）祖郭切（精鐸合一）/椁 古博切（見鐸合一）古
莫切（見鐸開一）/槨 古博切（見鐸合一）古莫切（見鐸開一）/廓 苦郭切（溪鐸合一）苦莫切
（溪鐸開一）
，計 4 例。
二等混切有黠韻：劀 古滑切（見黠合二）公八切（見黠開二）/鱊 古滑切（見黠合二）古
八切（見黠開二）
，計 2 例。
三等混切有職韻：琙 雨逼切（云職開三）于洫切（云職合三）/洫 況逼切（曉職開三）呼
域切（曉職合三）/侐 況逼切（曉職開三）許域切（曉職合三）/𥄎 況逼切（曉職開三）火域切
（曉職合三）/𧹭 況逼切（曉職開三）呼域切（曉職合三）
，計 5 例。陌韻：銆 莫白切（明陌
183

東アジア国際言語研究 第 2 号
開二）莫伯切（明陌合二）/窄 側伯切（莊陌合二）側格切（莊陌開二）/笮 側伯切（莊陌合二）
側格切（莊陌開二）/蚱 側伯切（莊陌合二）莊額切（莊陌開二）/拍 普伯切（滂陌合二）普挌
切（滂陌開二）/魄 普伯切（滂陌合二）普格切（滂陌開二）/珀 普伯切（滂陌合二）普百切（滂
陌開二）/格 古伯切（見陌合二）柯頟切（見陌開二）/𢓜 古伯切（見陌合二）柯額切（見陌開
二）/茖 2)古伯切（見陌合二）柯頟切（見陌開二）/骼 古伯切（見陌合二）柯頟切（見陌開二）
/觡 古伯切（見陌合二）居額切（見陌開二）/鵅 古伯切（見陌合二）柯額切（見陌開二）/挌
古伯切（見陌合二）柯額切（見陌開二）/㦴 古伯切（見陌合二）古額切（見陌開二）/蛒 古伯
切（見陌合二）古額切（見陌開二）/𪌣 古伯切（見陌合二）古頟切（見陌開二）/𩹿 古伯切（見
陌合二）更白切（見陌開二）/鉻 古伯切（見陌合二）古額切（見陌開二）/宅 瑒伯切（澄陌合
二）除格切（澄陌開二）/擇 瑒伯切（澄陌合二）儲格切（澄陌開二）/澤 瑒伯切（澄陌合二）
直格切（澄陌開二）/䕪 瑒伯切（澄陌合二）除格切（澄陌開二）/鸅 3)瑒伯切（澄陌合二）儲
格切（澄陌開二）/𩏪 瑒伯切（澄陌合二）直白切（澄陌開二）/䪝 一虢切（影陌合二）於白切
（影陌開二）
，計 26 例。
四等混切有錫韻：闃 苦鶪切（溪錫合四）苦壁切（溪錫開四）/鶪 古闃切（見錫合四）公
覓切（見錫開四）/湨 古闃切（見錫合四）古壁切（見錫開四）/犑 古闃切（見錫合四）公覓切
（見錫開四）/砉 呼狊切（曉錫合四）呼覓切（曉錫開四）/殈 呼狊切（曉錫合四）況壁切（曉
錫開四），計 6 例。
以上 57 例可見《玉篇》入聲部韻類介音混切主要表現爲屋韻、陌韻三等字介音脫落以及
鐸韻、職韻、錫韻、黠韻等合口韻字介音脫落。即洪音與細音、開口與合口混切，有歸併簡化
趨勢。
2.3 重紐混切
重紐指支、脂、祭、真、仙、宵、侵、鹽 8 個韻系韻母在與唇、牙、喉音聲母拼合時反切
存在三等與四等對立音韻分佈現象。
《玉篇》入聲部韻類有重紐三等、四等韻與普通三等、四等
韻交相混切情況 45 例。
重紐三等與普通三等混切有質韻：圪 魚乙切（疑質 B 開三）語訖切（疑迄開三）/肸 羲乙
切（曉質 B 開三）許乞切（曉迄開三）/訖 居乙切（見質 B 開三）居迄切（見迄開三）/䰴 居
乙切（見質 B 開三）居乞切（見迄開三）/迄 許訖切（曉迄開三）呼乙切（曉質 B 開三）/釳 許
訖切（曉迄開三）許乙切（曉質 B 開三）/屹 魚迄切（疑迄開三）魚乙切（疑質 B 開三）/𧆫 魚
迄切（疑迄開三）牛乙切（疑質 B 開三）/𢇓 其迄切（群迄開三）巨乙切（群質 B 開三）
，計 9
例。薛韻：𢷒 其謁切（群月開三）渠列切（群薛 B 開三）/竭 其謁切（群月開三）巨列切（群
薛 B 開三）/碣 其謁切（群月開三）其列切（群薛 B 開三）/楬 其謁切（群月開三）渠列切（群
薛 B 開三）/钀 語訐切（疑月開三）魚傑切（疑薛 B 開三）/朅 丘謁切（溪月開三）丘列切（溪
薛 B 開三）/藒 丘謁切（溪月開三）去竭切（溪薛 B 開三）/𡐤 丘謁切（溪月開三）去竭切（溪
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薛 B 開三）/蠍 許竭切（曉薛 B 開三）許謁切（曉月開三）/𤢔 許竭切（曉薛 B 開三）許謁切
（曉月開三）/訐 居竭切（見薛 B 開三）居謁切（見月開三）/羯 居竭切（見薛 B 開三）居謁
切（見月開三）
，計 12 例。葉韻：𦀖 居輒切（見葉 B 開三）居業切（見業開三）/㢵 虛業切
（曉業開三）虛葉切（曉葉 A 開三）/裛 於業切（影業開三）於曄切（影緝 B 開三）/浥 於業
切（影業開三）於立切（影緝 B 開三）/极 巨業切（群業開三）其輙切（群葉 B 開三）
，計 5
例。
重紐三等與普通四等混切有薛韻：𡶫 魚列切（疑薛 B 開三）魚結切（疑屑開四）/焆 於列
切（影薛 B 開三）於決切（影屑合四）
，計 2 例。葉韻：𤷾 去涉切（溪葉 B 開三）祛叶切（溪
怗開四），計 1 例。
重紐四等與普通三等混切有質韻：謐 彌畢切（明質 A 開四）莫橘切（明術合三）/熚 卑吉
切（幫質 A 開四）卑出切（幫術合三）
，計 2 例。薛韻：赽 古穴切（見屑合四）居劣切（見薛
B 合三）/闑 五結切（疑屑開四）魚列切（疑薛 B 開三）/訐 居列切（見薛 A 開四）居謁切（見
月開三），計 3 例。葉韻有：𣄉 於葉切（影葉 A 開四）於業切（影業開三）
，計 1 例。
重紐四等與普通四等混切有薛韻：撆 普蔑切（滂屑開四）普滅切（滂薛 A 開四）/丿 普蔑
切（滂屑開四）普折切（滂薛 A 開四）/瞥 普蔑切（滂屑開四）匹烈切（滂薛 A 開四）/瞥 普
蔑切（滂屑開四）匹烈切（滂薛 A 開四）/缺 傾雪切（溪薛 A 合四）祛決切（溪屑合四）/蒛
傾雪切（溪薛 A 合四）苦決切（溪屑合四）/妜 於恱切（影薛 A 合四）於決切（影屑合四）
，
計 7 例。葉韻有：擪 於葉切（影葉 A 開四）烏協切（影怗開四）/靨 於葉切（影葉 A 開四）
於協切（影怗開四）/嬮 於葉切（影葉 A 開四）於協切（影怗開四）
，計 3 例。
可見《玉篇》入聲韻重紐混切主要表現爲質韻重紐與迄韻、術韻，薛韻重紐與月韻、屑韻，
葉韻重紐與業韻、怗韻之間混切。三等與四等混切一個顯著特點爲重紐三混普通三等與重紐四
混普通四等，用例分別有 26 例與 6 例，佔總數百分之七十以上，說明此混切形式爲重紐歸併
主要演變模式，證實其他唐宋音韻材料所反映類似現象。
3. 主元音混切
3.1 重韻混切
《玉篇》入聲部韻類重韻混切情況 72 例。其中一等 22 例，二等 45 例，三等 5 例。
重韻一等混切有屋韻一等與沃韻：䑁 烏谷切（影屋合一）烏酷切（影沃合一）/碡 徒谷切
（定屋合一）徒篤切（定沃合一）/䧊 空谷切（溪屋合一）苦篤切（溪沃合一）/竺 丁木切（端
屋合一）丁沃切（端沃合一）/熇 呼木切（曉屋合一）許酷切（曉沃合一）/嚛 呼木切（曉屋合
一）火沃切（曉沃合一）/督 冬毒切（端沃合一）都谷切（端屋合一）/𡰪 冬毒切（端沃合一）
都谷切（端屋合一）/䗱 蒲沃切（並沃合一）步木切（並屋合一）/傶 將毒切（精沃合一）宗禄
切（精屋合一）/𪇰 博沃切（幫沃合一）布族切（幫屋合一）/濼 盧毒切（來沃合一）力谷切（來
屋合一）
，計 12 例。合韻與盍韻：褡 都合切（端合開一）都盍切（端盍開一）/靸 蘇合切（心
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合開一）先盍切（心盍開一）/搚 盧合切（來合開一）吕闔切（來盍開一）/𪇹 盧合切（來合開
一）力盍切（來盍開一）/魶 奴荅切（泥合開一）奴臘切（泥盍開一）/𤸱 烏合切（影合開一）
於盍切（影盍開一）/𣣹 呼合切（曉合開一）火盍切（曉盍開一）/鞳 吐盍切（透盍開一）他合
切（透合開一）/㽺 呼盍切（曉盍開一）呼合切（曉合開一）/榼 苦盍切（溪盍開一）苦閤切（溪
合開一），計 10 例。
重韻二等混切有黠韻與鎋韻：㱜 側八切（莊黠開二）壯殺切（莊鎋開二）/蚻 側八切（莊
黠開二）側轄切（莊鎋開二）/𩡩 博拔切（幫黠開二）布戛切（幫鎋開二）/扒 博拔切（幫黠開
二）鄙殺切（幫鎋開二）/㺴 博拔切（幫黠開二）補戛切（幫鎋開二）/哵 博拔切（幫黠開二）
補戛切（幫鎋開二）/玐 博拔切（幫黠開二）班戛切（幫鎋開二）/釟 博拔切（幫黠開二）補戛
切（幫鎋開二）/䕓 初八切（初黠開二）初戛切（初鎋開二）/戛 古黠切（見黠開二）古札切（見
鎋開二）/楔 古黠切（見黠開二）革鎋切（見鎋開二）/殺 所八切（生黠開二）所札切（生鎋開
二）/蔱 所八切（生黠開二）所戞切（生鎋開二）/礣 莫八切（明黠開二）莫轄切（明鎋開二）
/𧷎 胡瞎切（匣鎋開二）胡八切（匣黠開二）/聐 五鎋切（疑鎋開二）儀黠切（疑黠開二）/𩮝
五鎋切（疑鎋開二）五縖切（疑黠開二）/刹 初鎋切（初鎋開二）初八切（初黠開二）/擖 古鎋
切（見鎋開二）公八切（見黠開二）/猰 古鎋切（見鎋開二）公八切（見黠開二）/趏 古䫄切（見
鎋合二）古滑切（見黠合二）/䫄 丑刮切（徹鎋合二）丑滑切（徹黠合二）
，計 22 例。陌韻與
麥韻：𪄱 陟格切（知陌開二）知革切（知麥開二）/𪐏 陟格切（知陌開二）竹革切（知麥開二）
/𥧮 陟格切（知陌開二）陟厄切（知麥開二）/齚 鋤陌切（崇陌開二）仕革切（崇麥開二）/齰
鋤陌切（崇陌開二）仕革切（崇麥開二）/礊 苦格切（溪陌開二）口革切（溪麥開二）/𩚬 烏格
切（影陌開二）於革切（影麥開二）/㿭 丑格切（徹陌開二）丑革切（徹麥開二）/𥋿 呼格切（曉
陌開二）呼革切（曉麥開二）/矠 楚革切（初麥開二）叉白切（初陌開二）/𣑭 楚革切（初麥開
二）楚格切（初陌開二）/㮝 下革切（匣麥開二）何格切（匣陌開二）/膈 古核切（見麥開二）
古額切（見陌開二）/厇 陟革切（知麥開二）竹格切（知陌開二）/矺 陟革切（知麥開二）竹格
切（知陌開二）/溹 山責切（生麥開二）所格切（生陌開二）/䩹 五革切（疑麥開二）牛格切（疑
陌開二）
，計 17 例。洽韻與狎韻：狹 侯夾切（匣洽開二）下甲切（匣狎開二）/𤲍 侯夾切（匣
洽開二）下甲切（匣狎開二）/珨 侯夾切（匣洽開二）胡甲切（匣狎開二）/䀫 古洽切（見洽開
二）古狎切（見狎開二）/霅 丈甲切（澄狎開二）丈洽切（澄洽開二）/梜 古狎切（見狎開二）
公洽切（見洽開二）
，計 6 例。
重韻三等混切有屋韻三等與燭韻：𦥑 居玉切（見燭合三）居六切（見屋合三）/䪁 封曲切
（幫燭合三）補目切（幫屋合三）
。物韻與術韻：𡲬 衢物切（群物合三）巨律切（群術合三）
。
昔韻開口韻與陌韻開口三等韻：擲 直炙切（澄昔開三）雉戟切（澄陌開三）/擿 直炙切（澄昔
開三）雉戟切（澄陌開三）。合計 5 例。
《廣韻》韻部系統中重韻配置亦反映主元音近似性特點，以上《玉篇》混切顯示一等屋韻
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與沃韻、合韻與盍韻，二等黠韻與鎋韻、陌韻與麥韻、洽韻與狎韻，三等屋韻與燭韻、物韻與
術韻、昔韻與陌韻已有歸併合流跡象。
3.2 一等與二等混切
一等與二等混切有山攝一等曷韻與二等鎋韻：齾 五割切（疑曷開一）魚轄切（疑鎋開二）
/菝 蒲八切（並黠開二）蒲達切（並曷開一）/鶷 胡瞎切（匣鎋開二）胡達切（匣曷開一）/獺
他鎋切（透鎋開二）他達切（透曷開一）/鴰 古䫄切（見鎋合二）公活切（見末合一）/姡 下刮
切（匣鎋合二）胡括切（匣末合一）
，計 6 例。咸攝一等合韻與二等洽韻：鞈 古沓切（見合開
一）公洽切（見洽開二）/𢂷 古沓切（見合開一）古洽切（見洽開二）/韐 古洽切（見洽開二）
古荅切（見合開一）/𨂁 烏洽切（影洽開二）於合切（影合開一）/凹 烏洽切（影洽開二）烏合
切（影合開一）/圔 烏洽切（影洽開二）烏合切（影合開一）/韐 古洽切（見洽開二）古荅切（見
合開一）/𨂁 烏洽切（影洽開二）於合切（影合開一）/凹 烏洽切（影洽開二）烏合切（影合開
一）/圔 烏洽切（影洽開二）烏合切（影合開一）
，計 6 例。咸攝盍韻一等與二等狎韻：鑞 盧
盍切（來盍開一）盧甲切（來狎開二）/鉀 古盍切（見盍開一）古狎切（見狎開二）
，計 2 例。
《廣韻》中一等與二等元音相近，中古以來均呈現相繼歸併局面，語音合一。
《玉篇》中混
切現象已見其先機。
3.3 三等與四等混切
梗攝三等昔韻與四等錫韻：㴒 羊益切（以昔開三）盈歷切（以錫開四）/磧 七迹切（清昔
開三）千的切（清錫開四）/汐 祥易切（邪昔開三）辭歷切（邪錫開四）/塉 秦昔切（從昔開三）
情迪切（從錫開四）/㱸 房益切（並昔開三）蒲狄切（並錫開四）/疫 營隻切（以昔開三）俞壁
切（以錫開四）/坄 營隻切（以昔開三）唯壁切（以錫開四）/垼 營隻切（以昔開三）唯壁切（以
錫開四）/鈠 營隻切（以昔開三）營歷切（以錫開四）/鐴 必益切（幫昔開三）補狄切（幫錫開
四）/劈 普擊切（滂錫開四）普辟切（滂昔開三）/癖 普擊切（滂錫開四）匹辟切（滂昔開三）
/僻 普擊切（滂錫開四）匹亦切（滂昔開三）/㔏 郞擊切（來錫開四）郎石切（來昔開三）/䵂
徒歷切（定錫開四）徒赤切（定昔開三）/勣 則歷切（精錫開四）子亦切（精昔開三）/𪄸4)則歷
切（精錫開四）子亦反（精昔開三）/䈿 莫狄切（明錫開四）莫辟切（明昔開三）/䠐 苦鶪切（溪
錫合四）丘役切（溪昔合三）/鼳 古闃切（見錫合四）吉役切（見昔合三）/𥍟 呼狊切（曉錫合
四）呼役切（曉昔合三）
，計 21 例。
《廣韻》三等與四等在中古前語音相差甚遠，進入隋唐時代已漸行漸近，以致不分。
《玉篇》
入聲三等與四等對立韻組中有山攝三等薛韻、月韻與四等屑韻，咸攝三等葉韻、業韻與四等帖
韻，梗攝三等昔韻與錫韻等分佈，以上所見用例僅限於梗攝，不見山攝、咸攝用例，難以索解。
但梗攝用例足見三等與四等合流在《玉篇》中已成不爭事實。
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4. 介音與主元音均相混
4.1 洪音與細音混切
一等與三等混切有通攝屋韻一等與三等燭韻：趢 盧谷切（來屋合一）力足切（來燭合三）
/趗 千木切（清屋合一）且足切（清燭合三）/渌 力玉切（來燭合三）力木切（來屋合一）/䚄
力玉切（來燭合三）來卜切（來屋合一）/娽 力玉切（來燭合三）力谷切（來屋合一）/逯 力玉
切（來燭合三）力谷切（來屋合一）/碌 力玉切（來燭合三）力木切（來屋合一）/䟿 力玉切（來
燭合三）力谷切（來屋合一）/㪖 力玉切（來燭合三）力谷切（來屋合一）
，計 9 例。臻攝三等
術韻與一等沒韻：捽 慈䘏切（從術合三）存兀切（從沒合一）/卒 子聿切（精術合三）作沒切
（精沒合一）/䬍 許勿切（曉物合三）呼沒切（曉沒合一）
，計 3 例。山攝三等月韻與一等曷韻：
閼 於歇切（影月開三）於達切（影曷開一）/𢉥 於歇切（影月開三）烏達切（影曷開一）
，計 2
例。宕攝三等藥韻與一等鐸韻：䀩 離灼切（來藥開三）來各切（來鐸開一）/雘 烏郭切（影鐸
合一）於縛切（影藥合三）/蠖 烏郭切（影鐸合一）於縛切（影藥合三）/嬳 烏郭切（影鐸合一）
乙縛切（影藥合三）
，計 4 例。曾攝三等職韻與一等德韻：朸 林直切（來職開三）旅得切（來
德開一）/𣮊 丁力切（端職開三）多則切（端德開一）/仂 盧則切（來德開一）六翼切（來職開
三）/䁇 莫北切（明德開一）眉力切（明職開三）
，計 4 例。咸攝一等合韻、一等盍韻與三等業
韻：㭘 古沓切（見合開一）居業切（見業開三）/砝 5)居盍切（見盍開一）居業切（見業開三）
/罨 於業切（影業開三）烏荅切（影合開一）/𩋊 於業切（影業開三）於合切（影合開一）
，計
4 例。
一等與四等混切有山攝一等曷韻與四等屑韻：巀 才割切（從曷開一）才結切（從屑開四）
/嶭 五割切（疑曷開一）五結切（疑屑開四）/粖 莫結切（明屑開四）亡達切（明曷開一）/𩱷
莫結切（明屑開四）亡達切（明曷開一）
。咸攝四等怗韻與一等合韻、一等盍韻：䕹 在協切（從
怗開四）才帀切（從合開一）/䑜 他恊切（透怗開四）湯蠟切（透盍開一）
。合計 6 例。
二等與三等混切有山攝三等月韻與二等鎋韻：跀 魚厥切（疑月合三）五刮切（疑鎋合二）
/𧿁 魚厥切（疑月合三）五刮切（疑鎋合二）/刖 五刮切（疑鎋合二）五厥切（疑月合三）
。梗
攝二等麥韻與三等昔韻：焃 呼麥切（曉麥開二）許赤切（曉昔開三）/𪕶 伊昔切（影昔開三）
於革切（影麥開二）/𪐏 竹益切（知昔開三）竹革切（知麥開二）
。咸攝三等業韻與二等洽韻：
袷 居怯切（見業開三）古洽切（見洽開二）
。合計 7 例。
二等與四等混切有山攝二等黠韻、二等鎋韻與四等屑韻：䦖 胡八切（匣黠開二）胡結切
（匣屑開四）/𪃈 古黠切（見黠開二）古屑切（見屑開四）/𡿖 五鎋切（疑鎋開二）魚結切（疑
屑開四）/㩢 莫鎋切（明鎋開二）亡結切（明屑開四）
。梗攝二等麥韻與四等錫韻：覛 莫獲切
（明麥開二）莫狄切（明錫開四）/𧵬 莫獲切（明麥開二）莫狄切（明錫開四）/虉 五革切（疑
麥開二）魚激切（疑錫開四）
。咸攝四等怗韻與二等洽韻、二等狎韻：梜 古協切（見怗開四）
公洽切（見洽開二）/𠗉 胡甲切（匣狎開二）胡頰切（匣怗開四）。合計 9 例。
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4.2 開口與合口混切
一等有山攝合韻與末韻：𢃴 盧達切（來曷開一）力末切（來末合一）/末 莫撥切（明末合
一）莫曷切（明曷開一）/昩 莫撥切（明末合一）莫割切（明曷開一）/䴲 莫撥切（明末合一）
莫達切（明曷開一）/𨣱 莫撥切（明末合一）莫割切（明曷開一）/䬴 莫撥切（明末合一）莫達
切（明曷開一）/秣 莫撥切（明末合一）莫葛切（明曷開一）/靺 莫撥切（明末合一）亡達切（明
曷開一）/粖 莫撥切（明末合一）亡達切（明曷開一）/𩱷 莫撥切（明末合一）亡達切（明曷開
一）/𥽘 莫撥切（明末合一）亡達切（明曷開一）/抹 莫撥切（明末合一）莫葛切（明曷開一）
/妺 莫撥切（明末合一）莫葛切（明曷開一）/𠇱 莫撥切（明末合一）摩葛切（明曷開一）/𢗿
莫撥切（明末合一）莫達切（明曷開一）/癶 北末切（幫末合一）補葛切（幫曷開一）/帗 北末
切（幫末合一）布達切（幫曷開一）/筏 北末切（幫末合一）布達切（幫曷開一）/拶 姉末切（精
末合一）子葛切（精曷開一）/眓 呼括切（曉末合一）呼達切（曉曷開一）/𢇷 蒲撥切（並末合
一）步達切（並曷開一）/菝 蒲撥切（並末合一）蒲達切（並曷開一）/茇 蒲撥切（並末合一）
蒲達切（並曷開一）/䯋 蒲撥切（並末合一）蒲葛切（並曷開一），計 24 例。
二等有山攝黠韻、鎋韻、黠韻：㑻 莫八切（明黠開二）莫刮切（明鎋合二）/䀨 呼八切（曉
黠開二）火刮切（曉鎋合二）/劀 古䫄切（見鎋合二）公八切（見黠開二）
。梗攝陌韻與麥韻：
嘖 側伯切（莊陌合二）壯革切（莊麥開二）/𤖼 普伯切（滂陌合二）普麥切（滂麥開二）/湱 虎
伯切（曉陌合二）火麥切（曉麥開二）/捇 呼麥切（曉麥開二）呼虢切（曉陌合二）
，合計 7 例。
4.3 洪細音與開合口綜合混切
山攝有：拔 蒲撥切（並末合一）蒲八切（並黠開二）/帓 莫鎋切（明鎋開二）亡撥切（明
末合一）/袺 古屑切（見屑開四）公曰切（見月合三）/㸅 子結切（精屑開四）子曰切（精月合
三）/瀎 莫撥切（明末合一）莫結切（明屑開四）/炦 蒲撥切（並末合一）步結切（並屑開四）
/袺 古黠切（見黠開二）公曰切（見月合三）/鱴 莫結切（明屑開四）莫括切（明末合一）
。梗
攝有：𤂥 瑒伯切（澄陌合二）直赤切（澄昔開三）/砉 虎伯切（曉陌合二）呼覓切（曉錫開四）
。
合計 10 例。
以上 79 例可見《玉篇》入聲部韻類介音與主元音均相混主要爲同攝內主元音混切，加上
介音在不同開合與四等之間混切特點。即介音與主元音均相混不拘洪音與細音、開口與合口，
有歸併簡化趨勢。
5. 韻尾混切
《玉篇》入聲部韻類韻尾混切 15 例。其中[p]與[t]混切 1 例，[p]與[k]混切 4 例，[t]與[k]混
切 10 例。[p]混切爲[t]有：苶 奴協切（泥怗開四）奴結切（泥屑開四）
。[k]混切爲[t]有：肭 女
六切（娘屋合三）女滑切（娘黠合二）/𩣡 蒲角切（並覺開二）步忽切（並沒合一）/唧 子力切
（精職開三）子栗切（精質開三）
。[t]混切爲[k]有：轢 盧達切（來曷開一）力的切（來錫開四）
/𤁢 姉末切（精末合一）子昔切（精昔開三）/耫 查鎋切（崇鎋開二）仕革切（崇麥開二）/蝍
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子結切（精屑開四）子力切（精職開三）/𤁢 子結切（精屑開四）子昔切（精昔開三）/𪕯 胡結
切（匣屑開四）胡的切（匣錫開四）/覈 胡結切（匣屑開四）胡革切（匣麥開二）
。[k]混切爲[p]
有：噈 子六切（精屋合三）子合切（精合開一）/𣤶 子六切（精屋合三）子合切（精合開一）
/䱜 七雀切（清藥開三）倉合切（清合開一）/䱜 倉各切（清鐸開一）倉合切（清合開一）
。
《玉篇》所見三種入聲塞音韻尾混切字分佈，字數少且較分散，加上各相關韻之間音韻特
色參差不齊，難以解釋爲蘊含入聲韻尾歸併趨向之音韻現象。
6. 結論
本文以入聲韻爲研究對象初步探討《玉篇》反切與《廣韻》音韻之相關性，在數據支撐前
提下，我們一方面認識到《玉篇》反切系統很大一個部分與《廣韻》其實殊途同歸，表裡相依。
這具有說服力地印證了《大廣益會玉篇》是一部典型中古字書，包括它以單個字音爲載體之音
韻部分。但從本文入聲部反切比較探究結果審視，可以窺見《玉篇》中具有一個比《切韻》
、
《廣
韻》更具有音韻發展前瞻性之層次，饒有學術意義，亦是新學術發現。其中一些現象尚待全面
整理深入挖掘做出更合乎學術理念之解釋，筆者需要繼續努力。
注
1）各字條先列字頭，次列該字《廣韻》反切與音韻地位，其後爲《玉篇》反切與音韻地位。下同。
2）“茖”字《玉篇》音格。“格”字《玉篇》柯頟切。
3）“鸅”字《玉篇》音擇。“擇”字《玉篇》儲格切。
4）“𪄸”字《玉篇》音積。“積”字《玉篇》未收，
《篆隸萬象名義》子亦反。
5）“砝”字《玉篇》音劫。“劫”字《玉篇》居業切。
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―“就”と“才”を例にして―
Application of Chinese grammar teaching technique explained with
examples:Using “jiu” and “cai”
畢文涛

王天予

Bi Wentao Wang Tianyu
提要 本论文以初级汉语学习者为教学对象，对北京语言大学东京校自 2015 年至今采用的直
接法任务型授课法进行报告。以很多日本初级学习者困惑的时间副词“就”和“才”为例，在
总结日本学习者偏误的基础上，从语意、语法规则和使用场合三个教学板块，探讨避免出现偏
误、引导学习者正确理解的有效教学方法。此外，通过北京语言大学本校的示范课和东京校的
实践对比，总结日本学生的特点，并针对他们提出有效的教学方法。
キーワード：
“就”
、
“才”
、中国語、文法指導、実例
目次
1. はじめに
2. 研究目的と意義
3.「北京語言大学」モデル授業についての紹介
4. 日本人学習者を対象にした実践
5. まとめと今後の課題
1. はじめに
日本の大学における外国語学習者を見ると、英語の次は中国語の学習者が一番多いと言わ
れ、中国語学習がブームと言えるこの十数年、学習側の状況は以前より大きく変化してきた。
第二外国語として選択する履修者が増えるほか、専攻として中国語学科を設ける大学も増え
てきたと見られる。それを背景に、中国語教育の先鋒と言われた北京語言大学は 2015 年に
東京校を設立した。本校から継承してきた直接教授法に従い、日本人学習者向けの指導法に
重点を置いている教育機関でもあり、研究機関でもある。数多くの教育者から、多様な教授
テクニックはどこにどうやって使うかなどについて、具体的な応用手法を研究すべきだとい
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う声が聞こえてきた。そこで、我々は教育現場に立っている指導者として、ノウハウの共有
と検討がとても有意義なことだと考えている。
2. 研究目的と意義
張（2007）は、日本の三大学に在籍している計 372 名の初級中国語学習者に実施したアン
ケートによって、
「中国語の授業で学生を一番悩ませるのは文法である。
」と「学生の中国語
の授業に対する一番大きな不満は教師の説明が分かりにくいということである。
」と述べて
いる。また、日本の「大学教養中国語教育におけるさまざまな問題のもとで、初級段階での
課題は、何を教えるかよりも、どのように教えるかということである。
」とも指摘されてい
る。本稿は教育現場の立場において、多くの初級日本人学習者が戸惑う時間副詞“就”と“才”
を具体例にして、
「どのように教えるか」の検討を目的とする。
中国語の“就”と“才”は、複雑なルールを持ち、初級段階で習得されにくい言語項目の
一つであると言える。
刘爱群（2015）は、初级レベルの 296 名日本人大学生を対象に、
“就”と“才”が導入され
た直後に、習得状況の調査を行った結果について、
“就”と“才”の誤用、脱落、語順の間違
いなどに多くの問題が存在していると述べている。
劉驫（2016）は、日本の大学における中国語専攻の学生に“就”と“才”の習得状況につ
いて調査した結果、
「
“就”と“才”の誤用の原因として、主に各用法の理解が不十分である」
と述べている。また、日本語からの影響が著しいと示したうえ、文法指導において「インプ
ット仮設」を軽く言及したが、実践と検証が必要とも指摘している。
本稿では、北京語言大学東京校で実施した初級中国語学習者を対象とした“就”と“才”
の文法授業における、直接法任務型授業の試みについて報告する。また、学習者の誤用した
要因をまとめた上、語意、構文規則と使用場面の三つの教学プレートで、誤解を避け、正解
に導く有効的且つ効率的な教え方を検討する。さらに北京語言大学本校のモデル授業と東京
校における実践との対照を通して、日本人学習者の特徴を明らかにし、それに応じる有効な
文法指導法を提案する。
3.「北京語言大学」モデル授業についての紹介
本稿のモデルとなる北京語言大学は、50 年間に渡って、世界 170 余りの国と地域から来た
外国人約 15 万人に対して中国語教育を施すことができた。母語背景のまったく異なる学習
者に対して、媒介語を使用しない「直接法」を総轄的な方法論として用いる。更に、成人学
習者の論理上の強みを生かした認知法などのアプローチを参考にし、同じく言語習慣の養成
と実用性を重視した聴説法、視聴法、交際法、功能法などの長所を吸収した「発展した直接
法」と言えよう。
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北京語言大学本校における中国語教育は「漢語総合」という授業を中心に展開する。名の
通りに、
「聞く」
「話す「読む」
「書く」の四つの技能はすべて鍛える総合的な指導時間となっ
ている。1 コマ 50 分、3～4 コマで“一课”を完成させる。
一コマの流れとしては、宿題チェック――書き取り（単語）――重点となる単語の説明―
―練習――文法説明――練習――本文（発音チェック）――内容理解――話題展開（実演）
――交際任務――宿題（復習、文化理解、補足単語など）となっている。どこでもある一般
的なパターンだと思われるが、仲介言語は一切使わないため、指導効果は指導方法とテクニ
ック次第であると言えるだろう。
教材としては、初級には《尔雅中文》シリーズの《初级汉语综合教程》上冊 1、上冊 2、下
冊 1、下冊 2 がある。教育対象は単語量 300～500 に達している中国語専攻本科一年生であ
る。本科の授業時間数は 300 時間となり、一年生達成するレベルは新 HSK４級～５級である。
詳細については、教科書の“编写说明”をご参考にしていただき、ここでは割愛する。
4. 日本人学習者を対象にした実践
東京校は北京本校の教育対象と最も大きな違いは、学習者が共通語を持つことである。異
なる母語背景を持つ学習者に教えるのと最も違うと感じるのは、母語影響の傾向が著しく見
られることである。
東京校のカリキュラムの編成は基本的に北京本校と一致しているが、学期と時間割だけは
日本の大学に合わせるため、東京校独自の制度となり、１コマ 90 分、週 5 コマ（祝祭日を
除く）。指導時間年間 300 時間である。
本稿の実例となった学習者は、2019 年 4 月に入門レベルで中国語専攻に入学し、男子学
生 8 人と女子学生 14 人、計 22 人のうち、20 人が 18 歳～19 歳であるが、2 人（女子）が
20 代である。本研究の文法項目となった“就”と“才”を導入した期間は 2019 年 6 月 18
日～19 日である。
4.1 実施した授業の工夫
使用する教科書と授業の流れは北京本校と統一されているが、学生の特徴に合わせ、適合
性のある工夫と注意点を取り上げる。指導者は知識を教えるだけではなく、学習者に良い勉
強法を導くことも任務の一つである。
（1）予習について、予習は必ず実施するように要求している。
日本人学生は漢字に比較的に慣れているので、予習することで、授業の効率を大幅に高
めることができる。
（2）語彙について、重点における単語は母語の影響があることを意識して選出、共起す
る言葉を強調する。
（3）文法について、取り上げる例文は、学習者の日常を意識して編集する。
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教科書の例文や会話文は北京における留学生の生活場面を素材にして作られているが、
母国における学習者はイメージするしかなく、理解が難しくなる。習得した表現と現実の
環境につながる機会が少なくなると、目標言語に反応する意欲が落ちていくので、学習者
の日常に近い情景を取り上げるのはとても重要だと考える。
（4）本文について、本文理解には聞く練習を優先する。
語彙と文法の説明が済んだ後に、本文を初めて聞かせるのが筆者の方法である。いくつ
かの設問で理解状況が把握できる。内容をまとめることを通して会話練習にもなる。多様
な練習形式により、四技能の練習を成し遂げる。
（5）宿題について、通常練習のほか、予習作文を自己チェックし、修正跡をつけた原文
を提出することを要求する。
自分の間違えを自分で直せることで初めて「習得できた」と言えるだろう。こういった
フォロー作業を通して、授業の効果が反映される。
4.2 文法指導の技法――“就”と“才”を例にして
外国語教授法としての直接法に対して、
「帰納的な文法指導が必ずしも効果的だとは言え
ないこと、読むこと・書くことの領域がおろそかになりがちであること等が問題点として取
り上げられた。
」
「また、教え方が難しいということもある。……抽象的なものについては学
習者がその意味内容を想起できるような誘導が必要となる。このことは、微妙な点について
学習者が本当に理解しているかどうかの確認が難しいことも意味する」
（國弘 2015）
、のよう
な評価と疑問はよく見られている。実際は、指導技法により、指導効果は大きく影響される
と考える。本稿では、初級中国語文法の“就”と“才”を教える実例を通して、効果のある
指導方法を検証する。
4.2.1 “就”と“才”の意味
《现代汉语词典》（第七版）では、
“就”と“才”はそれぞれ多くの意味を持っているが、
初級中国語学習者にとっては、対としての意味を習得するのが一般的である。その要点を以
下のようにまとめる。
品詞性：二つとも副詞である
意味と使い方：
（1）時間詞又は数量詞+“就” +V．
（動作の発生が早い、時間が短い、容易に実現できることを表す。
）
例：我今天早上 5 点就起床了。
（2）時間詞又は数量詞+ “才”+V．
（動作の発生が遅い、時間が長い、容易に実現できないことを表す。
）
例：我昨天晚上 12 点才睡觉。
195

東アジア国際言語研究 第 2 号
（3）“才”+数量詞又は数量詞を含む短文
（数量が少ない、回数が少ない、時間が早いことを強調する。
）
例：现在才 7 点，离上课还早呢。 / 每次都来十多个人，这次才来了 3 个人。
便宜のため、以下は意味 1、意味 2、意味 3 と呼ぶ。
4.2.2 予習作文の分析
授業前日に、宿題として、提示する動詞と時間を使い、教科書の説明を見てから作文をさ
せた。以下は現れた誤用例を取り上げる。
a． 昨天晚上 12 点半我才睡觉了。
b． 我就今天早上 5 点起床了。
c． 才昨天晚上 12 点半我睡觉了。
d． 昨天晚上才 12 点半我睡觉了。
誤用 a は、
“才”の後ろに来る動詞に“了”をつけた。日本語では、過去に完了した動作に
は「た」を付けるからである。“睡觉”は昨日の動作だから、
“了”をつけたと考えられる。
しかし、意味２を表す“才”は、直後に来る動詞に“了”を付けないことが誤りである。
誤用ｂは、完全に言わない文ではない。
「ただ…だけ」の意味として、いつものことではな
く、
「今日だけ」を強調するには、正しい文となるが、意味 1 の“就”の使い方として、誤用
となる。
“就”の位置が間違っている。
“就”は時間副詞であり、動詞の前に入れるべきであ
る。
誤用ｃと誤用ｄは、a と同じく“了”の位置付けのほか、
“才”の位置付けでもある。
“才”
と“就”とともに、主語の後ろ、動詞の前に入れるべきである。誤用ｂと同じく、時間を強
調しようとする考えで、時間名詞の前に入れたと推測できる。又、意味 3 の“才”として、
時間名詞の前に入れることができるが、すべての時間名詞の一番前ではなく、強調する時刻
の前ではなければならない。そのうえ、その時刻に発生する動作の前に“就”を入れるのも
要求される。つまり、文法的に正しい文に直すと、
“昨天晚上才 12 点半我就睡觉了。
”或い
は、“昨天晚上 12 点半我才睡觉”となる。
以上、指導する際に注意点は、①“了”の付けかたと、②“就”と“才”の位置、③“才”
の意味 2 と意味 3 の使い分け、の三つに置く必要があると分かった。便宜のため、以下は注
意点 1、注意点 2、注意点 3 と呼ぶ。
4.2.3 指導例
直接法で中国語文法を指導するときに使える技法において、対比法、挙例法、等式法、置
換法、情景法、演出法、イラスト法、発見法、類推法などがよく使われている。
“就”と“才”
の場合、正反対の意味を持つため、「情景法」と「対比法」から導入するのを薦める。
以下は意味の導入を意図して、五つの「情景」と一つの「比較」をデザインする。
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情景 1：授業が始まる時間と学生同士の来た時間を比べる。
導入例：我们 9 点上课。
8 点，田中来了。
（早？晚？）→田中 8 点 就 来 了 。
9 点，山本来了。（早？晚？）→山本 9 点 才 来。

情景 2：普段列車のチケットを買うことと春節に列車チケットを買う時間を比べる。
導入例：平时，在火车站买票，排 10 分钟。
（快？慢？）→平时等 10 分钟就买到了。
春节前，在火车站买票，排 2 个小时。
（快？慢？）→春节前等 2 个小时才买到。

情景 3：単語の覚える時間を比べる。
導入例：记住 5 个生词用多长时间？30 个呢？
记住 5 个生词，只要一会儿。
（容易？困难？）→5 个生词一会儿就能记住。
记住 30 个生词，要很长时间。
（容易？困难？）→30 个生词要很长时间才能记住。

情景 4：免許を取ることを比べる
導入例：谁有驾照？考了几次？
A 考了一次，合格了。
（顺利？不顺利？）→A 考了一次就合格了。
B 考了三次，合格了。
（顺利？不顺利？）→B 考了三次才合格。
帰納する：
・時間詞又は数量詞+ “就” +V．
表示动作的发生或目的的实现比较早，快，容易或顺利等。
（意味 1）
・時間詞又は数量詞+ “才”+ V．
表示动作的发生或目的的实现比较晚，慢，不容易，不顺利等。
（意味２）
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・一般来说，已经发生的动作和经常反复发生或有规律性的动作用“就+V+了”
“才+V”
；未来
将要发生的动作“就+V”
“才+V”
；表示需要或可能实现的动作“就+能愿动词+V”
“才+能愿动词
+V”。 （注意点 1 と注意点 2 の提示）
例：山本今天 8 点就来了。田中今天 9 点才来。
山本每天 8 点就来了。田中常常 9 点才来。
明天的会议下午才开始。我们明天 8 点就出发，上午就能到。
5 个生词一会就记住了，30 个生词要两个小时才能记住。

情景 5:现在才 8 点，田中就来了。

（来的时间早？来的时间晚？）

才 5 个生词，一会儿就记住了。
（记的生词多？记的生词少？）
这个孩子才三岁就认识这么多字了。
（年龄大？年龄小？）

帰納する：才+时间名词/时量词/数量词/动量词，强调时间早、短，数量少、小等，后面如果
有动词句常常是“就+V+了”句式。
（意味 3 と注意点 3 の提示）

比較：我们 9 点上课。现在已经 8 点 55 了，才来了 1 个人。
（应该来得更多）
今天才学了 5 个生词。
（平时学的更多）
我才学了三个月的汉语。
（不会达到很高的水平）
帰納する：主语+才+含有时量词/数量词/动量词的动词小句，表示动作的发生比预想的时间短、
动作量少、作用力小等。这个用法也可以用“就”替换。
（意味３と注意点３の提示）
注： 時量詞/数量詞/動量詞を含む動詞文の「了」の位置について、習得済みである。

以上、“就”と“才”についての説明である。
続いて、応用の練習に進める。劉と古川（2013）では、文法の練習方法としては、以上の
導入方法は勿論、ほかにも多様な方法を紹介している。例えば「文型の変換」
「書き換え」
「絵
を見て話す」
「質問と答えの練習」
「誤った文の訂正」
「文を完成させる」などあるが、筆者は
練習目的と時間によって、適切な方法を使えばよいであろうと考える。
“就”と“才”の練習
は、機械的に「時間詞/数量詞/動量詞と動詞の間」という位置の把握を要求されるだけでは
なく、文全体のニュアンスの理解も要求されると望ましい。本稿では、学生の予習作文を参
考して、以下のような練習を提案する。
（1）適切な位置に入れる練習
例：A 今天早上 B 我 C 九点 D 到 E 教室。 （才）

正解：D

A 老师的话 B 我 C 听 D 一遍 E 懂了。 （就）

正解：E
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（2）語順を並べる
例：今天的生词，我，就，写了一遍，了，记住
正解：今天的生词我写了一遍就记住了。/我写了一遍就记住了今天的生词。
今天的生词，我，才，写了十遍，记住
正解：今天的生词我写了十遍才记住。/我写了十遍才记住今天的生词。

（3）穴埋め練習
这孩子

三岁

会说成语。

正解：这孩子才三岁就会说成语。
这孩子三岁

会说话。

正解：这孩子三岁才会说话。
4.3

効果と反省

授業後、学生の自己修正文を確認した結果、全員正解になった。指導の必要性と有効性を
検証できたと言えるであろう。また、誤用に導きやすい説明例を以下のように取り上げる。
（1）「時間詞」を用いて説明する。
「時間詞」には「時間名詞」
「時間量詞」
「時間副詞」に分けられる。
“就”と“才”の場合、
単なる「時間詞」を用いて導入するのは不十分であり、時間詞と共起するときに、位置付け
により意味が変わることを無視すると、誤用になる要因となる。
（2）「時間詞」との共起を強調する一方、
「数量詞」
「動量詞」を無視する。
「時間詞」との共起は、最も“就”と“才”の対立した意味を表すが、
「数量詞」
「動量詞」
との共起は“就”と“才”の意味分けを系統的に説明するには必要である。
（3）“就”と“才”は同時に現れる例文を示さない。
勿論、最初に意味を明確するには、
“就”と“才”を同時に入れる例文を避けるのは確実に
良いが、日常会話では、セットとして現れ、重なる強調の使い方としても普通であるため、
単独でしか現れないイメージを学習者に与えないよう、同時に使う例文を提示するのは必要
である。また、片方のみ現れる例文のみ挙げると、意味の判断はすぐできる一方、語順と共
起語についての注目は薄くなりがちと考えられる。
（4）すべての意味を説明しようとする。
前文で述べたように、
“就”と“才”はそれぞれ多くの意味を持つ多義語であるが、それぞ
れの意味を教える授業ではなく、対になる場合を教える授業となるため、主題に関連のある
用法に絞ったほうがよいであろう。ほかの多義語についても、沢山の意味を同じ段階で進め
るのがいいとは思わない。本文に出る意味と用法のみ指導すれば十分であろう。
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5. まとめと今後の課題
本稿では、北京語言大学東京校で実施した日本人学習者を対象とした文法指導における直
接法授業の実践について報告した。そして、指導効果と受講者の習得状況を基に本実践の課
題について考察した。
多くの初級日本人学習者が戸惑う時間副詞“就”と“才”を具体例にして、本稿は日本人
学習者の誤用の特徴を分析した上、それに応じる有効的な指導技法を検討した。また、意味、
構文規則と使用場面の三つの教学プレートで、誤解を避け、正解に導く教え方を提案した。
本稿の最終目標は日本における最適な大学中国語教授法を定めるということを目指して、
教育者の養成とスキルアップのほか、重要な参考資料として教材への反省、指導効果の量り
方を検討することにも貢献したい。
参考文献
日本語
王志英（2005）
「大学における初級中国語の教授法について」沖縄大学人文学部紀要 6：53-64.
勝川裕子（2017）
「初級中国語授業におけるTPR の実践」
『ことばの科学』 (31)、 名古屋大学言
語文化研究会： 93-110.
國弘保明（2015）
「語学教育に於ける文法翻訳法と直接法」
『日本橋学館大学紀要』14(0)：37-45.
杉田欣二・その他（2013）
「北京語言大学における対外国人中国語教授法のノウハウ 」
『言語と言
語教育―アジア太平洋の声 ポリグロシア』
（24）
、立命館アジア太平洋研究センター：178189.
周建中（2015）
「達成感と、自信・興味・意欲の向上を重視した中国語授業の試み : 私の拼音ス
リーステップ教授法と中日双方向通訳・会話式指導法」
『東京成徳大学研究紀要』
（22）
：159164.
劉愛群（2015）
「
“才”和“就”的习得情况考察」
（
「才」と「就」の習得に関する考察―誤用分析
の観点から）
『メディア・コミュニケーション研究』第68 号：79-93.
劉驫（2016）
「日语母语使用者汉语副词“就”和“才”的习得研究」
『人文学研究所報』
（神奈川大
学人文学研究所）No.56：25-34.
趙菁（2015）
「アクティブ・ラーニングの実践における反転的授業の試み : 初級中国語会話授業
の授業デザイン・授業報告」金沢大学外国語教育論集 (9)、外国語教育フォーラム : 33-39.
張軼欧（2007）
「第二外国語としての中国語の初級教育に於ける問題と対策」
『関西大学外国語教
育フォーラム』(6)： 69-82.
張立波（2008）
「大学の第二外国語教育課程としての初習中国語教授法に関する試み--相原茂等著
『一年生のころ』第六課を中心に」
『東北大学高等教育開発推進センター紀要』(3)： 301306.
200

実例で説明する中国語文法指導テクニックの応用
張璐（2012）
「初級中国語における教授法の探索 (東アジアの歴史・文化・言語(3))」
『福岡大学
研究部論集』A、人文科学編 12(3)：11-20.
松田春奈（2015）
「日本人中国語学習者の誤用とその教授法・中国語の教科書の問題点について :
可能・可能性を表す助動詞"能"と"会"を中心に」
『名桜大学紀要』 (20)：15-28.
中国語
吕文华（1994）
《对外汉语教学与法探索》语文出版社
陈立民(2005) <也说“就”和“才”> 《当代语言学》第 7 卷第 1 期 高等教育出版社:16-34.
杨德峰（2008）
《日本人学汉语常见语法错误释疑》商务印书馆.
刘富华/古川裕（2013）
《对日汉语语法教学法:怎样教日本人汉语语法》北京语言大学出版社.
徐子亮 /吴仁甫（2013）
《实用对外汉语教学法》
（第 3 版） 北京大学出版社.
中国社会科学院语言研究所词典编辑室（编）
（2016）
《现代汉语词典》第 7 版 商务印书馆.

201

2019 年月例会発表記録

1 月例会
発表者：蘇 秋韵（大東文化大学・院）
テーマ：動詞“过”の「到達義」について―方言データを中心に
日 時：2020 年 0１月 18 日（土）午後 6 時～午後 8 時
場 所：大東文化会館 401・402 教室
9 月例会
発表者：呉 雨（國學院大學・院）
テーマ：中国語のビジネス文書における副詞―日本語ビジネス文書における副詞との対照
をめぐって―
日 時：2020 年 9 月 13 日（日）午後 6 時～午後 8 時
形 式：オンライン（Zoom）
10 月例会
発表者：趙 丹楠（大東文化大学・院）
テーマ：接触場面における依頼発話行為について―中国語母語話者、日本人中国語学習者
と日本語母語話者の依頼表現を中心に―
日 時： 2020 年 10 月 18 日（日）午後 6 時～午後 8 時
形 式：オンライン（Zoom）
11 月例会
発表者：胡 春艶（大東文化大学・院）
テーマ：『紅楼夢』における AA 型形容詞重畳式について
日 時：2020 年 11 月 14 日（土）午後 6 時～午後 8 時
形 式：オンライン（Zoom）
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2019 年月例会発表記録
12 月例会
発表者：范 寛（清華大学・院）
テーマ：空間的場所を表す「に」と「で」のメカニズム―「池に金魚が泳いでいる」を出発
点に―
日 時：2020 年 12 月 19 日（土）午後 6 時～午後 8 時
形 式：オンライン（Zoom）
付記
新型コロナウィルスの感染拡大防止・予防の観点から、昨年の 3 月から 7 月までに開催を予定
していた月例会は中止となった。
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編集後記

本学会誌第 2 号に収録された研究論文は、主に月例会か、または新型コロナウイルス感染
拡大を予防するため、延期された昨年度(2020 年 2 月 2・3 日) の第 8 回大会で発表予定をし
ていた原稿を各発表者が書き直し、査読委員の査読を経て採択されたものです。
第 2 号にも特別寄稿のほかに、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 27 本の投稿があり、厳しい査読を経て 18 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第 2 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。
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
いておりますので、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。

第 2 号編集責任者 王 学群
2021 年 01 月 12 日

204

執筆者一覧(掲載順 敬称略)
氏名

所属

メールアドレス

高橋雄一

専修大学教授

yuitaka@isc.senshu-u.ac.jp

単 艾婷

西南学院大学助教・博士(学術)

shan-aiting@seinan-gu.ac.jp

温 琳

麗澤大学准教授・博士(文学)

wenlin901@hotmail.co.jp

沙 広聡

大阪大学・院生

area_412081008@yahoo.co.jp

劉 楚心

東北大学・院生

liu.chuxin.q5@dc.tohoku.ac.jp

鄧 超群

湖南大学准教授・博士(文学)

koeru101@hotmail.com

史 曼

陝西師範大学准教授・博士(国際文化)

shiguozhuwa@snnu.edu.cn

孙 宇雷

中山大学副研究員・博士(日本言語文化学)

asteriatz@foxmail.com

范 寛

清華大学・院生

fankuan1992@163.com

陳 蒙

関西大学・院生

vanillachan20@hotmail.com

福元美和子

長崎短期大学非常勤講師

miwakof0567@gmail.com

小嶋栄子

長崎短期大学特任教授・博士(日本文学)

kojima_eiko@njc.ac.jp

時 衛国

山東大学特別招聘教授・博士(文学・言語文化学)

swg@sdu.edu.cn

福田 翔

富山大学准教授・博士(学術)

fukuda@las.u-toyama.ac.jp

趙 海城

明星大学准教授・博士(比較社会文化)

zhcjp@ge.meisei-u.ac.jp

宮本大輔

長野大学准教授・博士(文学)

miyamoto@nagano.ac.jp

小路口ゆみ

跡見学園女子大学非常勤講師・博士(中国言語文化学)

kennyhe490@yahoo.co.jp

楊 璇

大東文化大学・院生

xuanzi890210@yahoo.co.jp

周 歴

大東文化大学・院生

zl881128@hotmail.com

畢 文涛

北京語言大学東京校専任講師・博士(言語教育学)

rbxiaobi1026@yahoo.co.jp

王 天予

北京語言大学東京校専任講師・博士(言語教育学)

malu927@yahoo.co.jp

205

CONTENTS
Special Contribution
TAKAHASHI Yuichi :On the variety of functional words including “mono” and “koto” …(1)
Contrastive Studies
SHAN Aiting :A Study of “Sore” as a Verb Object: Concerning Chinese Equivalents … (13)
WEN Lin :Misuses of Apologizing Expressions by Japanese students of the Chinese Language … (23)
SHA Guangcong :The Acceptance of Japanese “~sei” in China:Focusing on the Chinese Literature
of the Early 20th Century … (34)

LIU Chuxin : Acquisition of Chinese-Japanese Cognates by Chinese Learners of Japanese：
Comparison with Non-kanji-using Learners of Japanese … (45)
Studies in Japanese
DENG Chaoqun :The adjectival features of “NP ga aru” construction …(54)
SHI Man:LCS and Semantic Relation of Lexical Compound Verbs ―A Lexicalization Perspective …(64)
SUN Yulei :A Cognitive Psychological Study of “IU”+“TEMO” and Related Expressions：
Theoretical Analysis Based on Reference Point Model … (75)
HAN Kan :A Study on the Mechanism of Particle Ni Used in Benefactive Expressions … (84)
CHEN Meng :Consideration on the treatment of “Tekudasai”for “Request for action” in Japanese
textbooks used in China－In light of corpus survey results－ … (95)
FUKUMOTO Miwako,KOJIMA Eiko :The changes of Japanese Kana notation and Romaji
notation—From the mid Meiji-era to the Early Showa- era－ … (106)
Studies in Chinese
SHI Weiguo :The description, controllability and Chromaticity of Chinese Adjectives … (117)
FUKUDA Sho :On the Semantics of Chinese Dummy Direct Object Constructions … (128)
ZHAO Haicheng : Analysis of Positive and Negative Comments in Chinese Expression-In the Case
of Close Relationship- … (139)
MIYAMOTO Daisuke :A note of “refusal strategies in request situations” in Chinese … (150)

KOJIGUCHI Yumi :A Study of the Meanings in Ba ge Construction in Chinese … (161)
YANG Xuan: The usage of sentence-final particles of Jin Guopu’s Beijing dialect textbooks−−Comparing
with Ernvyingxiongzhuan … (171)
ZHOU Li :The Confusion Phenomenon of Vowels of Checked Tone in the Song Version Yupian … (182)
Bi Wentao,WANG Tianyu :Application of Chinese grammar teaching technique explained with
examples:Using “jiu” and “cai” … (192)

206

東アジア国際言語研究 第 2 号
発行日 2021 年 01 月 18 日
発行人 王 学群
発行所 東アジア国際言語学会
〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20
東洋大学白山キャンパス・2 号館第 24 研究室
TEL 03-3945-7467
印刷所 株式会社東京技術協会
〒108-0073 東京都港区三田 4-8-41
TEL 03-3444-2716

International East Asian
Language Research
No,2, Jan,2021

題名 今川鷗洞(書家)

Printed in Japan 定価(本体 2000 円+税)

