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1

はじめに
　日本語と韓国語はよく似た言語だと言われている。実際、文法構造の枠組みという点で
は非常に似ており、ほとんど平行的に捉えることができる（梅田（1982））。筆者は、韓国
語母語話者との交流を通し、韓国語の教科書にはない韓国語表現に触れてきた。その過程
で、（2）のような文がしばしば許容されることに気づいた。

（1） 옆을 좀 봐봐 .（横をちょっと見てみて）
（2） ? 옆에 좀 봐봐 .（* 横にちょっと見てみて）
（3） ? 옆에를 좀 봐봐 .（* 横にをちょっと見てみて）

　韓国語の助詞「을（eul）」は日本語の助詞「を」と対応し、韓国語の助詞「에（e）」は日本
語の助詞「に」と対応する。韓国語の「에를（eleul）」は日本語に翻訳すると「にを」となる。 

（1）は韓国語の規範文法では正用文である。韓国語も日本語と同様に、「を」は他動詞に接
続するため、ここではヲ格が正しい。（2）（3）は韓国語の規範文法では誤用文である。前
述したように、他動詞にはヲ格が接続し、ニ格は接続不可能である１）。しかし、韓国語母
語話者は（2）（3）のような文を許容する。それはなぜだろうか。本論文では、（2）（3）のよ
うな文を韓国語の助詞選択のゆれが見られる文（以下、ゆれ）とする。本論文の目的は、
ゆれが見られる要因とそのメカニズムを明らかにすることである。

韓国語の助詞「e」「leul」「eleul」の
使い分けに関する一考察

梅林 佑美

　韓国語母語話者が使用する韓国語には、ときに韓国語規範文法では説明できない
言語現象が存在する。規範文法では誤用とされていても、母語話者がそれ許容する
とき、矛盾が生じる。誤用であっても母語話者が使用しそれが定着してゆけば、誤
用という位置づけが変化する可能性がある。本論文では、韓国語の規範文法と母語
話者の使用とのずれを示し、ずれが見られる要因を明らかにする。

要　旨

研究論文

『言語と文化』	第13号		2019年3月

１） 「車に乗る」を「차를（leul）타다（車を乗る）」というように，完全に対応しない例もある。本研究では，「車を乗る」のような
対応関係にない二格・ヲ格の用法は研究対象としない。
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先行研究
1　助詞の辞書的意味と先行研究
　本節では、韓国語の国語学的視点から韓国語の「e」「eul」「eleul」の意味と役割を総括し、
助詞の意味・役割とゆれの関係を示す。まず、各助詞の辞書的な定義を提示し、次に、国
語学的観点から助詞を見た先行研究の主張を提示する。표준국어대사전（標準国語大辞典）
によると、日本語の二格に対応する韓国語の格助詞「에（e）」の意味が次のように提示され
ている。

　　（パッチム２）のない体言の後ろに付いて）
（4） 前接することばが場所の副詞語（以下、副詞の意味）であることを表す格助詞。
 服にほこりがつく。／丘の上に家を建てる。／私は田舎に住む。／両親は家にいる。

（5） 前接することばが時間の副詞語であることを表す格助詞。
 私たち、午後に会おう。／その時間に何するつもりなの。

（6） 前接することばが進行方向の副詞であることを表す格助詞。
 学校に行く。／妹弟はさっき家に行った。／いま山に行く。

（7） 前接することばが原因の副詞語であることを表す格助詞。
 風に花が散る。

（8） 前接することばがある動きを起こしている対象の副詞語であることを表す格助詞。
 私は彼の意見に賛成する。／彼の嘘に騙されないでください。

（9） 前接することばが目標や目的の対象の副詞語であることを表す格助詞。
 体に良い薬。／これをどこに使おうとしているのだろうか。

（10） 前接することばが手段・方法などの大小になる副詞語であることを表す格助詞。
 私たちは日なたに服を乾かした。

（11） 前接することばが条件・環境・状態などの副詞語であることを表す格助詞。
 この猛暑にどうやって過ごしたの。／全てのことは考え方にかかっている。

（12） 前接することばが基準になる対象や単位の副詞語であることを表す格助詞。
 時代に置いていかれる考えはするな。／私は一日に二回顔を洗う。

（13） 前接することばが比較の対象になる副詞語であることを表す格助詞。
 その父にその息子。

（14） 前接することばが受けもつ場所や役割の副詞語であることを表す格助詞。
 班長に彼が選ばれた。／春香にソンヒ、この郎子にチュンスだった。

（15） 前接のことばが制限された範囲の副詞語であることを表す格助詞。
 哺乳類になにがいたっけ。

２） 표준국어대사전（標準国語大辞典）によると、ハングルを書くとき母音字の下に書く子音字。「밖」「칡」では「ㄲ」「ㄺ」のこ
とを指すとされている。（筆者翻訳）
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（16） （「関して」 「対して」 「基づいて」 「おいて」などとともに使われる場合、）前接する
ことばが指定して述べようとする対象の副詞語であることを表す格助詞。

 この問題に関する報告書を作成して来なさい。
（17） 前接することばが、何かが付く、上がる、加わる、増す、高ずるという意味の副

詞語であることを表す格助詞。
 汁にご飯を混ぜて食べる。／コーヒーに砂糖を溶かす。／３に４を足す。

 （筆者翻訳）

　（4）から（17）を見ると、ニ格は前接することばが副詞的意味を表す役割をしているこ
とがわかる。そして、ニ格に後接する品詞にどのような制限があるのかという点は言及さ
れていない。しかし、用例を見る限り、他動詞がニ格で目的語をとることはないと考えら
れる３）。
　ヲ格に対応する韓国語の格助詞「를（leul）」の意味は次のように示されている。

（パッチムのない体言の後ろに付いて）
（18） 動作が及ぶ直接的な対象を表す格助詞。
 気を植える。／彼女はバラを好む。／土地を担保に捕まった。

（19） 行動の間接的な目的物や対象を表す格助詞。
 この時計は弟妹を（に）あげろ。

（20） ある材料や手段になる物事を表す格助詞。
 廃品を利用した生活用品店／残った材料を利用してチゲを作った。

（21） 「行く」  「歩く」  「走る」などの移動を表す動詞と合わせて動作が成り立つ場所を表
す格助詞。

 店を回りながら贈り物を買った。
（22） 「行く」  「歩く」  「走る」などの動詞と合わせて移動しようとする場所を表す格助詞。

「에（e）」より強調する意味がある。
 会社を（に）通う。／学校を（に）通っていたが家の都合で辞めた。

（23） 「行く」  「来る」などとともに使われ、その動作の目的になるものを表す格助詞。
 釣りを（に）行く。／迎えを（に）行く。

（24） 行動の出発点を表す格助詞。
 このバスは大邱を出発しソウルに行く。

（25） ある行動が始まる場所。またはその事を表す格助詞。
 12時を基準に勝敗を決定する。

３） 日本語では「人に会う」という文で、韓国語では「사람을 만나다（人を会う）」のようにヲ格を使用する場合があるが、ここ
ではこのような文を対象としない。



梅林 佑美

4 Language and Culture, vol.13   March 2019

（26） 動作対象の数量や動作の順序を表す格助詞。
 昨日は 10時間を寝た。／３回を彼を探しに行ったが会うことができなかった。

（助詞에（e）、으로（eulo）、連結語尾-아（a）、-에게（ege）、지（ ji）、（go）、パッチムのない
一部の副詞の後ろに付いて）

（27） 強調する意味を表す補助詞。
 踊りを踊る。／夢を見る。

（翻訳・下線、筆者）

　ヲ格については、ヲ格成分と述語動詞に、下記に示すようなさまざまな制限がある。例
えば、（18）から（20）の用例は、ヲ格成分が「動作が及ぶ直接的な対象」・「行動の間接的な
目的物や対象」・「ある材料や手段になる物事」であるとしている。（21）では、「動作が成り 
立つ場所」を表すヲ格成分と「行く」「歩く」「走る」などの移動動詞が共起し、（23）では、ヲ 
格成分が「その動作の目的になるもの」を示し、「行く」「来る」と共起すると示されている。
　「eleul」は次のように記載されている。

앞말이 움직임이 닿는 데를 대상화한 부사어임을 나타내는 격 조사 . 격 조사 

‘에’와‘를’이 결합한 말이다 .
（前のことばが、動きが触れる（届く、接する）場所を対象化した副詞語であることを表
す格助詞。格助詞「에」と「를」が結合したことばである。）

아주머니는 시장에를 간다고 나가셨는데요 .

（おばさんは市場にを行くと出ていかれました）
집에를 갔더니 이모가 와 있었다 .

（家にを行ったら叔母が来ていた）
（筆者翻訳）

　つまり、標準国語大辞典の「e」「leul」に関する記述からは、それぞれニ格成分・ヲ格成
分の内容に制限がある場合と、ヲ格成分とさらに述語動詞に制限がある場合の二つに分類
される。「eleul」は「e」「leul」の意味が結合した格助詞であると考えられるが、動作が到達
する場所を対象化するという説明からは、「e」「leul」との違いや、どのような制限をもつ
のかという点は明記されていないため、意味・役割の範囲があいまいである。
　次に、 国語学的観点から韓国語の助詞を扱った先行研究として유현경（2007）、 홍윤표 

（1978）、정희정（1988）を示す。유현경（2007）は、助詞「에를」を単純な「助詞連続構成」と
してみるか、「合成助詞」としてみるかによって分析が異なってくるとし、「에를」の意味・
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役割を次のように分析している。

（28） a［［학교 - 에］를］［［学校に］を］（助詞連続構成）
 b［학교-［에를］］［学校［にを］］（合成助詞）

유현경（2007：114、筆者翻訳）

　（28a）は「助詞連続構成」としてみたもので、（28b）は合成助詞の場合である。では、「에 

를」はどちらに分類されるのだろうか。유현경（2007）は、「助詞「에를」が出てくる文章の
大部分は（29）と同じ助詞「에」と助詞「를」が二つとも許容される場合が多い」としている。
ここで問題になるのは（29）から（31）の例文である。（30）は助詞「에」は可能だが、「를」
は不可能な場合である。（31）は逆に、助詞「에를」が結合される名詞句に助詞「에」は結
合できず、助詞「를」のみが結合可能である。

（29） a 나는 학교에를 갔다 . （私は学校ニヲ行った。）
 b 나는 학교에 갔다 .　（私は学校ニ行った。）
 c 나는 학교를 갔다 .　（私は学校ヲ行った。）

（30） a 나는 선생님 앞에를 설 때마다 경건한 마음이 솟아나오곤 했다 .
 （私は先生の前ニヲ立つたびに敬虔な気持ちがあふれ出てきた）
 b 나는 선생님 앞에 설 때마다 경건한 마음이 솟아나오곤 했다 .

 （私は先生の前ニ立つたびに敬虔な気持ちがあふれ出てきた）
 c *나는 선생님 앞을 설 때마다 경건한 마음이 솟아나오곤 했다 .

 （*私は先生の前ヲ立つたびに敬虔な気持ちがあふれ出てきた）

（31） a 멀리 밖에를 바라보니 둘이 나와 있었다 .

 （遠く外ニヲ眺めると、二人が（外に）出ていた。）
 b *멀리 밖에 바라보니 둘이 나와 있었다 .

 （* 遠く外ニ眺めると、二人が（外に）出ていた。）
 c 멀리 밖을 바라보니 둘이 나와 있었다 .

 （遠く外ヲ眺めると、二人が（外に）出ていた。）

　유현경（2007）によると、「（31）は助詞「에를」が結合される名詞句に、助詞「에」は結合す
ることはできず、「를」のみ結合が可能である。（中略）このような助詞の結合の違いは、
助詞と結合される NPと助詞「에」「를」の意味によるためである」としている。
　ここで、助詞「에」「를」の意味を概観する。홍윤표（1978）によると、助詞「에」は［＋目



梅林 佑美

6 Language and Culture, vol.13   March 2019

標］の意味をもち、「를」は［＋通過］の意味をもつとしている。また、정희정（1988）では、
非移動用言の文において、「에」は空間の部分のみを表し、「를」は空間の全体を表す意味
をもつとされている。
　次に、유현경（2007）で提示されている（29）から（31）の文を用いて「에를」を概観する。

（29）の場合は、助詞「에를」が結合される名詞句「学校」が目標を表すこともでき、
方向や通過の意味であると解釈することもできるため、「에를」「에」「를」が全て結合
可能である。（30）は「先生の前」もまた目標点や通過の意味として解釈することがで
きるが、述語「立つ」が目標点のみを許容し、［＋通過］の意味が付合されないため、

「를」が結合することはできない。
유현경（2007：115、筆者翻訳）

　（30c）のように、名詞句の意味と述語の意味が一致しない場合、重点は述語にあり、述
語の意味よりも名詞句の意味が重要になる。よって、「通過」の意味を表す助詞「를」は、
名詞句の意味と一致しないため、名詞句に結合することができないということになる。
　では、（30a）はなぜ成立するのだろうか。（30c）は「立つ」が「通過」の意味を成さない
ため「를」は結合できない。それにもかかわらず、（30a）には「를」がある。この場合に考
えられることとしては、「를」は全く意味をもたないということと、「에를」特有の意味が
あるということである。しかし、前者の場合、「를」は「通過」の意味をもっているのだか 
ら、（30a）で全く意味をもたないと考えるのは難しく、意味をもたない助詞がなぜあるの
かを説明することができない。言いかえると、「에」に「를」が結合したとは考えられない
ということである。

（32） a 나는 선생님 앞에를 설 때마다 경건한 마음이 솟아나오곤 했다 .

 （私は先生の前ニヲ立つたびに敬虔な気持ちがあふれ出てきた）
 b 나는 선생님 앞에 설 때마다 경건한 마음이 솟아나오곤 했다 .

 （私は先生の前ニ立つたびに敬虔な気持ちがあふれ出てきた）
 c * 나는 선생님 앞을 설 때마다 경건한 마음이 솟아나오곤 했다 .

 （* 私は先生の前ヲ立つたびに敬虔な気持ちがあふれ出てきた）
 （（30）再掲）

　前者の「를」について、정희정（1988）は「에를」の「를」は補助詞であると述べている。

「市場」は「行く」行為の目標点であり、「行く」行為が成り立つ領域ではない。この 
ような場合、「를」は様態化された（補助詞の）「를」である。つまり、「市場を」は「市
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場に」に補助詞「를」が添加された後、「에」が随意的に脱落したものと解釈できる。
（정희정 1988：162、筆者翻訳）

（33） a 영희는 그 사이에 시장에 갔다 .

 （ヨンヒはそのあいだに市場ニ行った）
 b 영희는 그 사이에 시장을 갔다 .

 （ヨンヒはそのあいだに市場ヲ行った）
（정희정 1988：162、筆者翻訳）

　用言の行為が成り立つ領域を対象が示していない場合、「를」は補助詞となる。韓国語
における補助詞とは、観念詞の後についてそれらに文の成分としての一定の地位、格を与
えるのではなく、ただその成分の意味をいろいろに補助する職務、「役目」をする助詞をい 
う（松尾（1992））。つまり、「에를」の「를」は「에」の補助詞としての役目を果たしている
のみで、「通過」などの「를」としての意味をもたないということになる。これにより、（a）
から（b）になる過程には、「에」→「를が補助詞として添加され에를になる」→「에が脱落す
る」→「를」という手順を踏んでいるということである。（32）に当てはめて考えると、 

（27b）は「先生の前」が「目標」を表すので（27b）は成立するが、（27c）の「를」が成立し
ないため、（27a）の「에」に「를」が添加されたとは考えづらい。そのうえ、最終的に「를」
が残るという手順も成立しない。
　（32）の例を用いて上記の手順で「에」が脱落した可能性が否定できる。ということは、

「에를」は後者であり、単純に「에」に「를」が結合した結合助詞ではなく、「에를」としての
意味があることが示唆される。（26a）が成立するのは、やはり「에를」が特有の意味をも
つと考えるのが自然ではないだろうか。 유현경（2007）は、（34）を例に挙げ、「에를」は名 
詞が文中で目的語の機能を果たしていると主張している。

（34） a 잠시 차창 밖에를 내다보았다 .

 （しばらくの間、車窓の外に見た。）
 b * 잠시 차창 밖에 내다보았다 .

 （しばらくの間、車窓の外に見た。）
 c 잠시 차창 밖을 내다보았다 .

 （しばらくの間、車窓の外を見た。）

非移動動詞区分では、（34）のように、助詞「에」が結合できない場合がある。これは、
「NP- 에를」が「NP- 에」に「를」が結合されたものではないということを示している。
（中略）（34）を見ると、「에를」が結合される名詞が文章の中で目的語の機能をしている
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ことがわかる。
유현경（2007:114-115、筆者翻訳、下線）

（35） 엄마는 시장［* 에를／ * 에／을］ 보셨다 .
 （母は  市場［* ニヲ／ * ニ／ヲ］ 見た。）

（유현경 2007:120、筆者翻訳）

　移動動詞区分では、名詞句が場所を意味するとき述語は［到達点］の役割をすることが
できる。しかし、（35）のような非移動動詞区分の分においては、「市場」は具体的な場所
を表すことができないため、［到達点］の意味をもつことができないとし、（35）での「市場
を」は［到達点］ではなく行為の目的になると指摘している。よって、「에를」は助詞連続構
成ではなく、合成助詞である。加えて、유현경（2007）は次のように示している。

「에」が到達点の意味をもつ場合にのみ「를」と結合できる。対象と関連がある「에」は、
方向性の意味をもつ場合に「를」とともに用いられる。（中略）助詞「에를」が先行名詞
や述語の意味と深く関連しているということは、「에를」が格助詞の一種であると考
えられる。しかし、助詞「에를」は、他の合成助詞（中略）に比べ、その用いられ方が
制限的で特殊な傾向がある。これは、助詞「에를」が助詞「에」と「를」の結合を通して
ひとつの合成助詞として文法化されていく過程において、文法化の程度の差があるた
めであると考えられる。

유현경（2007：121-122、筆者翻訳）

　以上の見解をまとめると、「에를」は目的語（ヲ格成分）としての役割を果たし、意味的
には「到達点」 「目標点」ではなく、行為の目的を表す助詞であると考えられる。そして、

「에를」は、接続する名詞句と述語の意味をうけることができる格助詞のひとつである。

2　韓国語の「에를」の意味・役割
　本節では、「에」「를」「에를」の意味・役割を総括しておく。홍윤표（1978）、정희정（1988）、
유현경（2007）における記述を以下の表１に示す。

表１「에」「를」「에를」の意味・役割（筆者翻訳）
홍윤표（1978） 정희정（1988） 유현경（2007）

에 方向性＋目標 空間の部分 到達点・方向性
를 方向性＋通過 空間全体

에를
①補助詞

②意味をもたない
①到達点・対象

②目的語
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　홍윤표（1978）と정희정（1988）は、助詞自体に上記の意味があるとしている。유현경（2007）
は、助詞自体が意味をもっていることに加えて、名詞句や述語がもつ意味によって助詞が
選択される可能性を示唆している。以上のことから、各助詞の意味・役割が不統一で、母
語話者がどのような基準でこれらを使い分けているのかが明らかではない。次節では、規
範文法では扱うことが難しい（2）（3）が韓国語母語話者に許容される理由を明らかにする
ため、アンケート調査とインタビュー調査を実施し、ゆれの要因とメカニズムを考察する。

調査対象と方法
1 韓国語のニ格・ヲ格・ニヲ格の助詞選択についてのアンケート調査
　本節では、韓国語のニ格・ヲ格の選択のゆれが見られる要因とメカニズムを明らかに
するためゆれに関するアンケート調査を実施し、韓国語母語話者の助詞の使い分けを考察
する。

（1）アンケート調査概要
　本調査は 14項目で構成されている。これらは全てゆれが見られるデータを筆者がイン
フォーマルに収集し、作成したものである。本調査はグーグルのアンケート機能を利用し
て実施した。調査協力者は韓国国内に居住する 10代から 40代の韓国語母語話者 58名で
ある。

（2）アンケート調査結の結果と考察
　アンケートの結果、韓国語の「e」と「leul」 「eleul」の使い分けには、以下の（36）から 

（39）の要因がゆれに関係している可能性が明らかになった。なお、本節では紙面の関係上、
アンケート調査に使用した調査項目のなかの一部のみ提示する。調査項目については付録
資料【１】を参照されたい。

（36） 「를」は、「少し」  「もっと」  「若干」などの程度副詞と共起しやすい。
（37） 「에」は、「見る」  「読む」などの身体動作が少ない動詞と共起しやすい。
（38） 「에를」は、「를」と同義である。
（39） 「位置名詞＋에」で一語化し、名詞の役割をもつ。

　（36）は「를」が程度副詞と共起しやすいという要因である。程度副詞を含む調査項目は
【1】-（9）、【1】-（11）、【1】-（12）の３つである。各調査項目の程度副詞を下線で示す。

【1】-（9）（自動車教習所で運転を習っている人と先生の会話）
 a：先生、私運転初めてなんですけど…ハンドルってこうやって握ればいいんです
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よね？
 b：［①上に／②上を／③上にを／④どれも不自然］握ると回すときに大変だから、

若干［①下に／②下を／③下にを／④どれも不自然］握ったほうがいいですよ。

【1】-（11）（料理中の二人の会話）
 a：これちゃんと焼けてるのかな ?

 b：いや、［①端っこに／②端っこを／③端っこにを／④どれも不自然］もうちょっ
と焼かないと。ちょっと火が通ってない感じする。

【1】-（12）（肉まんを蒸している二人の会話）
 a：これちゃんと蒸されてるのかな？ちょっと色が微妙だけど。

 b：［①端っこに／②端っこを／③端っこにを／④どれも不自然］もうちょっと蒸さ
ないといけないかも。

　図１を見ると、【1】-（9）、【1】-（11）、【1】-（12）では、「를」の回答数が 22で約 35％を占
めている。
　（37）は「에」が「見る」「読む」などの身体動作が少ない動詞と共起しやすいという要因で
ある。述語動詞が「見る」「読む」である文は、【1】-（1）、【1】-（2）、【1】-（6）、【1】-（8）、

【1】-（14）である。各調査項目の動詞を下線で示す。なお、【1】-（14）は【1】-（8）に「前
＿ !!」という一文を加え、位置名詞を繰り返した文である。

【1】-（1）（バンジージャンプをする人と下で待つ人の会話）
 a：あーどうしよう ! 飛べないよ！
 b：［①下に／②下を／③下にを／④どれも不自然］見ずに飛べ！

【1】-（2）（ケーブルカーに乗っている人たちの会話）
 a：うわー ! カモメ飛んでる！
 b：おー！［①下に／②下を／③下にを／④どれも不自然］見て！  海すごくきれい！

【1】-（6）（プレゼントをあげる人ともらった人の会話）
 a：このカードなに ?
 b：［①裏に／②裏を／③裏にを／④どれも不自然］読んでみて。

【1】-（8）（おつかいに行く子供とそれを見送る親の会話）
 a：お母さん、行ってくるね！
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 b：［①前に／②前を／③前にを／④どれも不自然］ちゃんと見ないと！いってらっ
しゃい！気をつけてね！

【1】-（14）（おつかいに行く子供とそれを見送る親の会話）
 a：お母さん、行ってくるね！

 b：［①前に／②前を／③前にを／④どれも不自然］ちゃんと見て！［①前に／②前
を／③前にを／④どれも不自然］いってらっしゃい！気をつけてね！

　図１を見ると、【1】-（1）は「에」の回答数が 45、全体の約 75％となっている。【1】-

（2）は 56で約 90％、【1】-（6）は 42で 70％、【1】-（8）は 22で役 35％、【1】-（14）は 26
で約40％となっている。
　（38）は、「에를」が「를」と同義であるという要因である。【1】-（9）と【1】-（13）を比較
すると、【1】-（9）では「에를」と「를」がほぼ同数でそれぞれ約30％となっており、【1】-

（13）は「를」が49、約80％となっている。

【1】-（9）（自動車教習所で運転を習っている人と先生の会話）
 a： 先生、私運転初めてなんですけど…ハンドルってこうやって握ればいいんで

すよね？
 b： ［①上に／②上を／③上にを／④どれも不自然］握ると回すときに大変だから

若干［①下に／②下を／③下にを／④どれも不自然］握ったほうがいいですよ。

【1】-（13）（自動車教習所で運転を習っている人と先生の会話）
 a： 先生、私運転初めてなんですけど…ハンドルってこうやって握ればいいんで

すよね？

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

全て不自然 1 1 1 10 4 2 0 2 8 6 4 10 7 2 2

를 12 1 43 3 17 13 29 34 22 14 22 22 49 29 32

에를 2 2 9 5 7 3 11 2 20 4 11 6 0 3 3

에 45 56 7 42 32 42 20 22 10 36 23 22 4 26 23

0%

20%

40%

60%

80%

100%

에 에를 를 全て不自然図１　アンケート結果
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 b： ［①上に／②上を／③上にを／④どれも不自然］握ると回すときに大変だよ。
こうやったほうがいいよ。

　【1】-（9）は【1】-（13）を複文にしたものである。【1】-（13）は多くの協力者が「를」を選択
したが、複文になった途端にそのうちの半数が「에를」を選択したことが確認できる。 
よって、「에를」は「를」と似た役割をもっていることが考えられる。
　（39）は、「位置名詞＋에」で一語化し、名詞の役割をもつという要因である。本調査 
では、【1】-（13）を除いた 13項目で「에를」の使用が確認され、「에를」は、「아래（下）」以外
の位置名詞「위（上）」「앞（前）」「뒤（後ろ）」「옆（横）」と接続できることが明らかになった。
このことから、「에를」に接続可能な位置名詞は、「에」に接続したかたちで一語化してい
る可能性が示唆される。一語化が行われるメカニズムを以下で示す。
　韓国語では（39）のように「位置名詞＋ニ格」という固まりで名詞の役割を果たし、ニ格
は名詞の一部と認識される。（34ć ）のように「位置名詞＋ニ格」という固まりにヲ格が接
続されるとき、この固まり自体が目的語の役割を果たし、「｛目的語（位置名詞＋ニ格）｝＋
ヲ格」という形が許容される。

（40） a  ：横           ｛を｝         見てみて。
 á ：옆（yeop）｛을（eul）｝봐봐（bwabwa）.
 b  ：横           ｛* に｝     見て。
 b́ ：옆（yeop）｛? 에（e）｝ 봐봐（bwabwa）.
 C  ：横           ｛*にを｝            見て。
 Ć ：옆（yeop）｛? 에를（eleul）｝봐봐（bwabwa）.

　では、なぜ「아래（下）」と「에를」の接続がみられなかったのか。次節では、一語化のメ
カニズムを検証するためにインタビュー調査を行い、一語化が許容される位置名詞と、

「아래（下）」のように許容されない位置名詞が存在するのかを明らかにする。

2　韓国語の「에（e）」と「를（leul）」のゆれに関するインタビュー調査
　前節の結果より、韓国語の「位置名詞＋ニ格」で一語化されている可能性が示唆された。
本節では、一語化がみられることを明らかにするため、韓国語の「e」 「leul」 「eleul」の使い
分けについてのインタビュー調査を実施し、「位置名詞＋ニ格」で一語化されていることを
検証する。

（1）インタビュー調査協力者の内訳と調査内容
　インタビュー調査の協力者は、京都外国語大学日本語学科・国際教養学科・留学生別科
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に在籍する韓国語母語話者５名である。インタビュー形式は半構造化インタビューを用い
た。調査協力者には、下線部分にどのような助詞が入るのが自然かを問うた。インタビュー
調査では下線に入る格助詞に選択肢は設けず、自由に回答するかたちを設定した。本調査
は、정희정（1988）で主張されている、「에」は空間の部分、「를」は空間全体を意味するとい
う主張をもとに調査文を作成した。前節のアンケート調査で使用した調査文は回答項目が
多く、調査協力者が調査項目の文脈や場面を正確に認識せず回答した可能性がある。その
ため、本調査は調査協力者の負担を考慮し調査項目を 10項目に減らした。そして、調査
協力者には事前に調査文の場面や語彙を説明し、調査協力者によって認識のずれがないよ
う考慮した。

【2】－（1）美容院での会話
 店員 「今日はどんな感じにしますか」
 客 「このまま伸ばしたかったんですけど、端＿ちょっと切ってください。けっ

こう傷んじゃっていて。」
 店員 「確かにちょっと傷んでますね。じゃあ２、３センチ切りましょうかね」

【2】－（2）美容院での会話
店員 「終わりました。今日はこれからお出かけですか。」
客 「そうなんです。ちょっとデートに。」
店員 「あ、そうなんですか。じゃあ先＿少し巻いておきましょうか。」

【2】－（3）美容院での会話
店員 「今日はどんな感じにしますか」
客 「先＿ピンクに染めたいんですけど」
店員 「全体的には黒のままで、先＿色を入れたいということですね」

【2】－（4）ネイルショップでの会話
店員 「どの色をメインにしましょうか」
客 「全体的には薄いピンクで、先＿白のラメでお願いします」

【2】－（5）百貨店での会話
店員 「包装紙の上からリボンをおかけしてもよろしいですか」
客 「はい、それでリボンの端＿ちょっと巻いてカールリボンみたいにしてほし

いんですけど」
店員 「かしこまりました」
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　【2】－（1）から【2】－（3）はどれも美容院での会話に設定してあるが、対象となっている
部分の範囲が異なる。【2】－（1）は、髪の傷んでいる毛先の２、３センチだけに注目して
おり、【2】－（2）は同じ髪についてだが具体的な長さを指定せず、ただ巻く程度の毛先の
部分を指定している。【2】－（3）は、対比の意味を含み、全体的には黒のままで、店員が
手を加える箇所を一部分（毛先）だけとした。【2】－（4）はネイルショップでの会話である。
ここでは、対象が爪になっているため、髪についての会話よりもさらに対象の範囲が狭く、
部分性の強い会話となっている。【2】－（5）は百貨店の店員が包装紙の上からリボンをかけ、
さらにそのリボンを結んで余った先の部分をカールさせるという場面である。ここで対象
となっているリボンは、髪よりも範囲が狭く、爪の先よりも広い。【2】－（1）から【2】－（5）
の対象範囲を狭いものから順に並べると次のようになる（図２）。

　【2】－（6）から【2】－（10）は全体性の強い文をＡとし、それを基準に部分性を考慮しＡ’
を作成した。【2】－（6）と【2】－（7）は、車を運転するＡと助手席に座っている B の会話で
ある。A は全体性の強い文、 A’は全体性のなかに部分性を含んだ文である。【2】－（6）A 

「前＿見て！」は、Ａが前を走行する車のタイヤがパンクしていることに気づき、まだパ
ンクに気づいていないＢに対して知らせている場面である。この時点でＡとＢに認識の差
があり、Ａは対象を「前」と表しパンクしていることに言及していない。これに対し、Ａ’ 
は、「前＿ 見て！」と言ったあと、右タイヤがパンクしていることに言及している。【2】－

（21）の車中の場面だが、Ａは対象となっている「横」が「海」の意味を含意している。対
して A’は、「海！すごくきれい！」という文脈から、対象が海であることを明示している。

（22）は、暗い山道を歩いている場面で、Ａは、前に何も見えないため、物音がした方向
にあるもの全てが対象になっている。対してＡ’は、「何かいる…！」という文脈をつけ、
物音の原因となるものが対象となっており、Ａよりも多少狭い範囲を示している。【2】－（9）
は、眼科医が検査のために患者に上を見るよう指示している場面である。このとき、対象
となる上はただ天井を示しており、天井のどこか一部分を示しているわけではないため部
分性はない。【2】－（10）Ａ’は、【2】－（1）A’に近い文で、上と指示しながら、対象は木の上
にある鳥の巣であるという意味を含意している。（20）から（24）の対象範囲を狭いものか
ら順に並べると次のようになる（図３）。

【７】－（４）
爪の先

【７】－（1）

髪の毛先
２，３センチ

【７】－（２）

髪の毛先
巻く部分

【７】－（３）

髪の毛先
色を入れる部分

【７】－（５）
リボンの先

 

図２【2】－（1）から【2】－（5）の対象範囲（左端から順に範囲が広くなる）
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【2】－（6）ドライブ中のＡとＢ。助手席に座っているＡが、前の車の右タイヤがパンク
していることに気づき、運転しているＢに向かって…

 A「前＿見て！」
 A’「前＿見て！右のタイヤ、パンクしてる！」

【2】－（7）ドライブ中のＡとＢ。トンネルを抜けた瞬間、左側にきれいな海が見えた。
 A「横＿見て！」
 A’「横＿見て！海！すごいきれい！」

【2】－（8）日が暮れて暗くなったキャンプ場の山の中で、スーパーに行くために暗い山
道を歩いているＡとＢ。突然近くで物音がした。辺りは暗く、何も見えない。

 A「前＿見て！」
 A’「前＿見て！何かいる…！」

【2】－（8）眼科の検査を受けている患者と医者。
 医者「上＿見てください。」

【2】－（1）木の上に鳥の巣を見つけたＡと友達のＢ。
 A「ねえ！上＿見て！」
 A’「ねえ！上＿見て！鳥の巣あるよ！」

（2）インタビュー調査の結果と考察
　調査協力者の格助詞の使い分け状況を表２にまとめた。Ⅰは協力者自らによる使い分け
を示しており、Ⅱは協力者以外の母語話者が一般的にどのように使い分けをしているかを
問うたものを示している。インタビュー調査の結果、まず、ニ格とヲ格の使い分けについ
て、部分を表す文ではヲ格が、方向を表す文ではニ格が使用される傾向があると考えるか
と質問に対して、調査協力者５名全員が、そのような傾向は考えにくく、ただ直観的に判
断して使用しているという回答を得た。調査協力者が５名ともニ格とヲ格を混用している
ことは確認されたが、その使い分けには場面や文脈による傾向を観察することができな

 

【７】－（６）Ａʼ タイヤ

【７】－（７）Ａʼ 鳥の巣

【７】－（７）Ａʼ 海

【７】－（７）Ａʼ 物音の正体

【７】－（９）天井

【７】－（６）Ａ 前
【７】－（７）Ａ 横

【７】－（８）Ａ 前
【７】－（９）Ａ 上

図３【2】－（6）から【2】－（10）の対象範囲（左端から順に範囲が広くなる）



梅林 佑美

16 Language and Culture, vol.13   March 2019

かった。よって、仮説で示したような使い分けがされている可能性を裏付けることはでき
なかった。

表 2【2】インタビュー調査協力者による母語話者の使い分けの認識
A B C D Ｅ

Ⅰ

（1） ヲ ヲ ヲ ニ ニ
（2） ヲ ヲ ヲ ニ ヲ

（3） ヲ
ニ

ヲ
ニ ヲ ニ 両方

（4） ヲ
ニ：少し不自然

ヲ
ニ：少し不自然 ヲ ニ＞ニ

* ヲ
（5） ヲ ヲ ヲ ニ ヲ＞ニ
（6） ニ ニ ニ ニ ニ＞ヲ

（7） ニ
ヲ：不自然

ニ
ヲ：不自然 ニ ニ ニ

（8） ニ ニ ヲ ニ ニ＞ヲ
（9） ヲ ヲ ヲ ニ ニ
（10） ヲ ヲ ヲ ニ ニ

Ⅱ

（1） ヲ ヲ

親近感の違いに
よって使い分ける

ニ ニ
（2） ヲ ヲ ニ ヲ

（3） ヲ
ニ

ヲ
ニだけ ニ ニ

（4） ヲ
ニ：少し不自然

ヲ
ニ：少し不自然 ニ ニ

（5） ヲ ヲ ニ ヲ＞ニ
（6） ヲ ヲ ニ ニ＞ヲ
（7） ヲ ヲ ニ ニ
（8） ヲ ヲ ニ ニ＞ヲ
（9） ニ ニ ニ ニ

（10） ニ
ヲ：不自然 ニ ニ ニ

　次に、調査協力者の自由回答から、助詞の使い分けについて次の三点が要因である可能
性が明らかになった。
　一点目は、話し言葉の場合にニ格を使用し、書き言葉に近づくにつれて意識的にヲ格を
使用するという点である。調査協力者 C の発話中に、「ヲ格を使用すると演劇のセリフの
ような不自然さがあり、自然会話においてはヲ格の自然度が落ちる」という意見がみられ
た。一方で、不自然だと感じながらもヲ格を使用する理由を問うと、「文法を意識すると
ヲ格が適当であると思う」という回答を得た。つまり、調査協力者 C は、ヲ格は自然度が
落ちるものの、国語学的に正しいのはヲ格だと認識したうえで、意識的にヲ格を使用して
いるということになる。また、調査協力者 D は、調査協力者 C と同様に国語学的な観点
からはヲ格が正用だという認識をもっていた。しかし、意識して使い分けることはなく、
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調査項目には全てニ格が自然だと回答している。調査協力者Ｅも同様に、ヲ格が正用だと
認識しながらもニ格を使用していると回答した。また、調査協力者Ｅは、人前で公式的に
発言したり発表したりする際に、ニ格を使用していると述べ、フォーマルな場面でもヲ格
は使用せず、使い分けを行っていないということがわかった。
　二点目に、親疎関係による使い分けがみられた。調査協力者 C の発言に、「友達同士で
はニ格、社会的立場が異なる人同士ではヲ格を使用する」という回答がみられたのである。
ただ、認識の違いによって誤解が生じる危険性がない場合ニは社会的立場が異なる人同士
でもニ格を使用するという。例えば、【2】－（1）のように髪の毛の毛先を切ってくれとい
う場面で、聞き手と話し手がよく知った仲である場合、客にとってどの程度が「端」とな
るのかは店員が十分理解していると考えられるため、「端ニ切ってください」といっても不
自然ではない。つまり、行きつけの美容院では「端ニ切ってください」といっても自然だが、
店員と客が親しくない場面では、「端を切ってください」が自然になる。また、このとき、 

「端ヲ切ってください」というのは「端だけ手を入れてほしい」という意味が含まれ、毛先
以外のところには何もしないでほしいという意味にもなる。
　三点目に、発音の容易さやことばを伝達するスピードが使い分けの要因の一つとなって
いる可能性がみられた。調査協力者全員が、「位置名詞＋ヲ格」より「位置名詞＋ニ格」の
ほうが発音が容易で、かつ、発話に所要する時間が短いことから、発話者の負担を軽減す
るためにニ格を使用するのではないかと回答した。また、調査協力者 D の自由回答のな
かに、習慣的にニ格を使用するという回答がみられ、発話にスピードを求める国民性が影
響しているのではないかという説明を得た。
　最後に、ニヲ格「에를」を考察した結果を二点示す。一点目は、母語話者が韓国語文法
の規範では「에를」が誤用であるという認識をもっていることが明らかになった。調査協
力者Ａは【2】－（9）で、医者と患者の関係によっては「에를」を使用すると回答した。調査
協力者Ｃによると、医者と患者がお互いをよく知っている関係であれば「에를」を使うこ
とも可能だと述べた。また、小さな子どもが患者である場合も「에를」を使うとした。上
記の親疎関係に着目した分析と関係し、韓国語の規範文法を意識したうえで相手によって
助詞を使い分けていると考えられる。子どもや親しい関係の相手に対しては、規範意識が
薄れて「에를」を、そうでない相手に対しては規範文法である「를」を使用するのではない
だろうか。二点目は、前節で示唆された一語化の検証である。前節のアンケート調査で、
ほとんどの位置名詞が「에를」と接続可能であることが確認されたため、「位置名詞＋二格」
の一語化が起こり、これが名詞の役割をもつ可能性が示唆された（39）。本調査において
も全ての調査項目で「에를」が許容されたことから、一語化が起きている可能性は高いと
考えられる。しかし、「아래（下）」に「에를」を接続することには調査協力者の意見が分か
れた。調査協力者Ａは、「아래（下）」と「에를」を接続すると不自然になると回答し、文脈
や名詞・動詞に関わらずどのような場合でも許容できないとした。しかし、他の協力者３
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名は接続可能だと回答した。本調査では、「아래（下）」と「에를」の接続が、他の位置名詞
より自然度が落ちる要因を明らかにすることができなかった。

おわりに

4 － 1　韓国語のニ格「에（e）」ヲ格「를（leul）」ニヲ格「에를」のゆれに関する要因と
　　　　ゆれの位置づけ
　本節では、前節までの調査結果および考察内容から、ゆれに関する要因を次のようにま
とめる。

（41） 「에를」は格をもつ格助詞であり、ヲ格成分に接続しうる。
（42） 「位置名詞＋ニ格」という固まりで一語化し、これは名詞の役割をもって使用される。

　（41）と（42）の要因の検証過程を以下に示す。まず、（41）の「에를」に関する要因は、
アンケート調査およびインタビュー調査で、「에를」が「에」や「를」と置き換えが可能であ
ることを確認し、「에를」は格をもつ格助詞であると位置づけることができ、ニ格成分を表
すマーカーであることが明らかになったというものである。（42）の一語化に関する要因は、
３章で得た仮説を検証したところ、「位置名詞＋ニ格「에」」という固まりで一語化し、こ
のひとつの固まりが名詞の役割をもつことが明らかになったというものである。以上が本
論文で明らかになったゆれの要因である。

4 － 2　今後の課題
　本論文では、ゆれが見られる要因とメカニズムを考察し、それらの可能性を示唆するこ
とはできたが、ゆれが定着しているのか、いつから許容され始めたのかが明らかになって
いない。また、アンケート調査の結果から考えられる程度副詞や共起しやすい動詞など、
一部の要因について、ゆれとの関係を検証することができなかった。そのため、これらの
点を今後の課題とする。
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付録1	【１】アンケート調査
項目 ① ② ③ ④

（1）
（번지점프를 하는 A 과 밑에서 기다리는 B）
a：아 어떡해 못하겠어…

b：［①밑에／②밑에를／③밑을／④모두 어색함］보지 말고 뛰어 !!
□ □ □ □

（2）

（케이블카를 타고 있는 A 와 B）
a：우아～ 갈매기다 !
b：야［①밑에／②밑에를／③밑을／④모두 

어색함］봐봐 ! 바다 진짜 예뻐 .

□ □ □ □

（3）

（요리를 하는 A 과 지켜보는 B）
a：버섯은… 그냥 씻으면 되죠 ?
b：네 . 근데 먼저［①끝에／②끝에를／③끝을／④모두 

어색함］잘라야 돼요 .

□ □ □ □

（4）

（빵을 나눠 먹는 A 와 B）
a：이거 맛있어 ?
b：어 .［①끝에／②끝에를／③끝을／④모두 어색함］
먹어봐 . 여기．

□ □ □ □

（5）

（버스를 타고 있는 A 와 B）
a：어 ‼‼ 넘어질 뻔했어 . 

b：여기［①위에／②위에를／③위를／④모두 어색함］
잡아 .

□ □ □ □

（6）
（준비한 선물을 꺼내는 A 과 받은 B）
a：이 카드 뭐야 ? 
b： ［①뒤에／②뒤에를／③뒤를／④모두 어색함］読읽어봐 .

□ □ □ □

（7）

（바늘질을 하는 A 와 B）
a：노란 실 너무 길지 않아요 ? 조금 감을까요 ? 
b：그러네 . 여기［①끝에／②끝에를／③끝을／④모두 어색함］좀 감

아봐 .

□ □ □ □
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（8）

（심부름을 하러 가는 아이 A 와 아이를 지켜보는 엄마 B） 
a：엄마 ! 갔다올게요 ! 

b：차 조심해야 돼 .［①앞에／②앞에를／③앞을／④모두 어색함］
봐야지 !!

□ □ □ □

（9）
（자동차 교습소에서 운전을 배우는 사람 A 과 선생님 B） 
a：쌤 저 운전 처음인데… 핸들 어떻게 잡아요 ? 

b：약간［①위에／②위에를／③위를／④모두 어색함］쥐어봐봐 .

□ □ □ □

（10）

（아이스크림을 나눠 먹는 A 와 B） 
a：음～ 맛있다～ 
b：야 여기 녹았어 !!［①옆에／②옆에를／③옆을／④모두 어색함］
핥아봐 빨리 !!

□ □ □ □

（11）
（요리하고 있는 A 와 B） 
a：이거 다 익었나 ? 

b：아니 ,［①끝에／②끝에를／③끝을／④모두 어색함］더 구워야 돼 .

□ □ □ □

（12）

（만두를 찌고 있는 A 와 B） 
a：이거 다 찐 거지 ? 근데 약간 색깔이 애매한데 ? 

b：응…［①끝에／②끝에를／③끝을／④모두 어색함］も조금 더 

쪄야겠다 .

□ □ □ □

（13）

（자동차 교습소에서 운전을 배우는 사람 A 과 선생님 B） 
a：쌤 저 운전 처음인데… 핸들 어떻게 잡아요 ? 

b：［①上に／②上を／③上にを／④모두 어색함］쥐으면 돌릴 때 

불편해요 . 이렇게 해봐요

□ □ □ □

（14）

（심 부 름 을 하 러 가 는 아 이 A 와 아 이 를 지 켜 보 는 엄 마 B） 
a：엄마 ! 갔다올게요 !
b：차 조심해야 돼 .［①前に／②前を／③前にを／④모두 어색함］봐

야지 !!［①前に／②前を／③前にを／④모두 어색함］!!

□ □ □ □

付録２　【２】インタビュー調査

（1） 미용실에서　직원「오늘은 어떻게 해드릴까요 ?」　손님「기르고 싶었는데 너무 

상해서… 끝 좀 잘라주세요 .」　직원「네 끝＿ 한 ２, ３cm 잘라볼게요 .」

（2）
미용실에서　직원「끝나셨어요 . 오늘은 이제 어디 가세요 ?」　손님「네 오늘 

남자친구랑 영화 보러 가요 .」　직원「오 좋겠네요 그러면 끝＿ 좀 예쁘게 

말아드릴까요 ? 예쁘게 .」

（3）
미용실에서　직원「오늘은 어떻게 해드릴까요 ?」　손님「끝＿핑크색으로 염색하고 

싶은데요」　직원「네 . 전체적으로는 이대로 검정색으로 하고 끝＿ 색갈 넣고 

싶으신거죠 ?」
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（4） 네일샵에서　직원「어떤 색으로 하실래요 ?」　손님「전체적으로 핑크로 하고 끝＿ 
흰색 발라주세요 .」

（5） 백화점에서　직원「박스 위에 리본으로 묶어드릴까요 ?」　손님「네 . 그리고 리본 

끝＿조금 말아서 컬리봄처럼 묶어주실 수 있어요 ?」　직원「네 . 알겠습니다 .」

（6）
드라이브 하는 Ａ와Ｂ . 조수석에 앉아 있는 Ａ가 앞에 있는 차의 오른쪽 타이어가 

펑크 난 것을 보고 운전하고 있는 Ｂ한테…　Ａ「앞＿봐봐！오른쪽 타이어 팽크 

났어！」

（7）
드 라 이 브 하 는 Ａ 와 Ｂ. 터 널 을 나 온 순 간 왼 쪽 에 예 쁜 바 다 가 

보였다 .　Ａ「옆＿봐봐！바다다！너무 예뻐！」

（8）
해가 지고 캠핑장을 나가서 산 속에 있는 마트를 가려고 어두운 산길을 걷고 있는 
Ａ 와 Ｂ . 갑 자 기 앞 에 서 소 리 가 들 렸 다 . 주 변 은 어 둡 고 아 무 것 도 안 

보인다 .　Ａ「앞＿봐봐！뭐 있어…！」

（9） 안과에서 검사를 받는 환자와 의사 .　의사「위＿ 봐주세요」

（10）나무 위에 둥지를 본 Ａ와 친구Ｂ。　Ａ「야！위＿ 봐봐！둥지！」
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　日本語は漢語、和語、外来語などから構成されており、類義語が数多く存在することが
特徴の一つと言える。日本語ネイティブは何気なく使い分けているが、その使い分けを日
本語教育の現場でどのように指導するかは課題となっている。中国人の日本語学習者の立
場から見た場合、漢語は中国語にも同形語が存在するため、覚えやすい反面、中国語と同
じ意味や用法と思い込み、和語との使い分けや、使用場面の適否などを無視し、安易に使
用しようとする傾向にある。
　日本語の「偉大」と「偉い」、「当然」と「当たり前」、「発生する」と「起こる」などのような
類義語は中国語に訳すと同じ訳語になるため、同じ用法だと思い込む学習者が多い。日本
語ネイティブは、日本語の漢語と和語の類義語をどのように使い分けているのか、この研
究は日本人研究者にはそれほど注目されていないが、中国人の日本語学習者向けの日本語
教育において、極めて重要な研究だと認識している。
　本論文は日本語の漢語と和語の類義語の意味や用い方の相違について分析し、７つの視
点からこれらの類義語を９分類に分けることを試みる。

1.〈７つの視点〉による漢語と和語（類義語）の９分類の試み（Ⅰ）
　本節では多くの中国人の日本語学習者が困惑している漢語と和語の類義語の意味や用法
の違いについて、『類義語辞典』１）から抽出した漢語と和語がペアになっている類義語を中
心に分析する。まず、「共起するコロケーションの違い」の視点、「異なる分野」の視点、 

日本語の類義語（漢語と和語）の用い方の
特徴に関する考察

〈７つの視点〉による９分類の試み

王　賢亮

　本论文就中国日语学习者如何把握〈汉语词〉和〈和语词〉的近义词的区分问题以 
《類義語辞典》中选择的词为中心进行了考察。并尝试了 7 个视角下的 9 个分类。本论
文所选取的研究对象“日语〈汉语词〉和〈和语词〉”是指如「拒絶する」（汉语词）和

「断る」（和语词）翻译成中文都是“拒绝”的近义词。第一节主要以“呼应成分不同
的视角”“使用领域不同的视角”“使用时代不同的视角”“是否含有扩张意思的视角” 
四个视角做了 6 个分类。第二节主要以“总称表现或具体表现的视角”“绝对表现或
相对表现的视角”“客观表现或主观表现的视角”三个视角做了 3 个分类。

要　旨

研究論文

１） 『類義語辞典』　徳川宗賢、宮島達夫編　1988年 10月 5日
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「異なる時代」の視点と「拡張意味を持つか否か」の視点といった４つの視点から、考察す
ることとする。

1.1 共起するコロケーションの違いの視点
　1. 1では、「共起するコロケーションの違い」という視点から、漢語と和語の類義語の意
味的、用法的違いを分析する。1. 1. 1では共起する主体の違いの視点から考える。1. 1. 2で
は共起する対象の違いの視点から考察する。

1. 1. 1　共起する主体の違い
　「共起する主体の違い」とは、漢語と和語の類義語において、辞書義では類似する意味を
持つが、実際の使用においては、共起するコロケーションの範囲や種類が異なっているよ
うなものを指す。
　『類義語辞典』から抽出した主体が異なる類義語「呻吟する／呻く」の例を挙げて説明
する。

「呻吟する」と「呻く」

　『大辞泉』では、「呻吟する」は「苦しんでうめくこと」と解釈され、「呻く」は「痛みや苦
しみのために思わず低い声を発する。うなる」とある。どちらも痛さや苦しさのあまり、
低い声をもらす意味を持つ。ただし、「呻吟する」の主体は人間に限られているのに対して、 

「呻く」は人間とそのほかの動物など、どちらにも使える。下記の例は人間についての「呻
吟する」の例である。

〇 その痛みにも軽重の差あり、悪性は激痛堪え難く、患者は懊悩呻吟するのである２）。 
那种痛疼也有轻重之分，恶性的痛疼难以忍耐，患者发出痛苦的呻吟。

〇 水をくれという声と、呻吟する声に交じり、２～３の重傷者は、わたしの姿を見て、 
「水雷長」と呼び、水をもとめる。　给我水的声音和痛苦呻吟的声音交错，两三个重

伤者看到我后，叫着“水雷长”向我要水。

　上記の「呻吟する」の主体はそれぞれ「患者」  「人」  「重傷者」であり、いずれも人間であ
るため、「呻く」にも置き換えられる。下記の例は人間と動物が「呻く」の例である。

〇 容赦ない力で襟元を締め上げられ、長倉は窒息の苦しみに呻いた。　长仓被用不原

谅的力气提起了衣领，窒息的痛苦使他呻吟。

〇 そして、足で小猫の頭を踏む。まるで割りつぶすかのような強さに、小猫が呻く。　

２） 本論文の例文は主に現代日本語書き言葉均衡コーパスで検索したものである。
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然后仿佛要踩碎似的力气踩着小猫的头，小猫发出呻吟。

　上記の人間に関する表現は「呻吟する」にも言い換えられるが、動物を主体とした文で
は「呻吟する」を用いることができない。
　以上、「呻吟する」と「呻く」の比較を通して、「呻吟する」の主体は人間に限られている
のに対して、「呻く」は人間以外の動物にも使えることが分かった。ただし、下記のような

「呻吟する」の使い方もある。

〇列強の支配の下で、アジア、アフリカのほとんどの国は独立を奪われ、労苦と搾取の
下で、呻吟していたのです。　在列强国的支配下，亚洲和非洲的大多数国家的独立

权被剥夺，在奴役和榨取下呻吟。
〇残忍な薩摩侯は強大な権力をもってこれを圧服し、同島住民は常に虐政の下に呻吟し

ている実情である。　残忍的萨摩侯用强大的权力压制，同岛的居民平时就是在这种

暴政之下呻吟。

　以上のように、「呻吟する」の主体は人間だけではなく、「国」である場合も、不自然に
は感じられない。つまり、上記の２例での「呻吟する」は、いずれも苦痛の声を出すこと
の意味ではなく、「苦難のあまり、耐えられないぐらい苦しい状況にある」という抽象的な
状況を表しているのである。いわば、「呻吟する」の拡張的意味として用いられているので
ある。 

1. 1. 2　動作の対象の違い
　1.1.2では、共起する動作の対象が異なる漢語と和語の類義語の場合について検討する。

『類義語辞典』から抽出した動作や状態に対する対象が異なる類義語「計画する／企てる」
の例を挙げて説明する。

「計画する」と「企てる」

　『大辞泉』では、「計画する」は「ある事を行うために、あらかじめ方法や順序などを考え
ること。また、その考えの内容。もくろみ。プラン」と解釈され、「企てる」は「事を始める
前に、その手順を考えたり、整えたりする。もくろむ。たくらむ。企図する。計画する」と
ある。どちらもあることについて、考えたり、プランを立てる意味を持つ。
　「計画する」について、プラスイメージ、或いは中性名詞（プラスでもない、マイナスで
もない）と共起する場合が多く見られる。また、マイナスイメージの「暗殺を計画する」の
ようなものもある。下記の例文を見てみよう。
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〇 お正月は、息子夫婦と孫を誘ってハワイ旅行を計画しています。　新年受到儿子儿

媳的邀请计划去夏威夷旅行。

〇大志を抱いて大事業を計画し無我夢中で仕事にチャレンジする。　抱有远大志向，

计划大的事业沉迷于挑战工作。

　それ以外に「活動」 「プログラム」 「整備」 「行動」 「導入」 「開発」 「実験」 「進出」なども 
「計画する」の行為の対象として使われる。
　これに対して、「企てる」の行為の対象はマイナスイメージをもつものが多く見られる。

〇 12月、曹操が董卓暗殺を企てるが失敗し、陳留へ逃亡。　12月曹操暗杀董卓的计划

失败，逃亡到陈留。

〇謀反を企てる久兵衛にとって、刑部狸は最大の邪魔もの。　对于计划谋反的久兵卫

来说，刑部狸是他最大的阻碍。

　上記では、「企てる」は「暗殺」 「謀反」などマイナス的ものと共起する傾向が見られる。
それ以外に「陰謀」 「密航」 「逃亡」 「復讐」 「征服」 「侵略」 「破壊」などもそうである。
　「計画する」と「企てる」の共起する対象について、「計画する」はよりプラス評価的なイ
メージ、或いは中性名詞（プラスでもない、マイナスでもない）と共起する場合が多く見
られる。「企てる」の行為の対象はマイナス評価的なイメージをもつものが多く見られる。

1. 2「異なる分野」の視点、「異なる時代」の視点
　1. 2では、「異なる分野」「異なる時代」による視点から、漢語と和語の類義語の意味的、
用法的違いを分析する。1. 2. 1では「使用する分野の違い」による視点から、1. 2. 2では 

「時代の違い」による視点から考察する。

1. 2. 1　使用する分野の違い
　「使用する分野の違い」とは、類義語において、辞書では類似する意味を持つと説明して
いるが、実際に使用する分野が異なっているようなものを指す。『類義語辞典』から抽出し
た「使用する分野の違い」を持つ類義語「厨房／台所」の例を挙げて説明する。

「厨房」と「台所」

　『大辞泉』では、「厨房」は「食物の調理をする所。くりや。台所」と解釈され、「台所」は 
「家の中で食物の調理や炊事をする場所。くりや。勝手。炊事場」とある。どちらも食物を
調理する所の意味を表す。「厨房」は主に飲食業、業務などについて使われることが多く
見られる。下記の例を見てみよう。
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〇 ハムの味しかしないって、厨房の料理人はこれで味見してんのか？　只有火腿的味

道?后厨的厨师尝过了吗？

〇設計は㈱フジマックが担当し厨房の投資額は１億 5,000万円に及んだ。　设计由フジ

マック公司担任，厨房总投资达1亿 5000万日元。

　これに対して、「台所」は家庭にある調理する部屋や空間を指す。下記の例がそれである。

○自炊したいと申し入れたら、小さな台所がある教員宿舎が準備された。　想要自己

做饭的可以申请有小厨房的教师宿舍。

○下の階には広々とした玄関、その隣には台所があり、廊下を挟んで部屋が並んでいた。 
一层是宽广的大门，旁边就是厨房，和走廊下的房间挨在一起。

　「天下の台所」のように比喩としても用いられるが、「台所」は主として、自宅のキッチ
ンのことを指す。
　2018年 10月、「台所」と「厨房」の違いについてアンケート調査を行った。60人のうち、
43人が和食店、西洋レストラン、中華料理店、焼き肉屋などを問わず、店内で料理を作
る場所には、「厨房」が使えると答えており、17人が一部のレストランで「厨房」を用いる
と答えている。日本語の「調理場」も「台所」とは異なっており、主にレストランのキッチ
ンを指すことが多い。

1. 2. 2　時代の違い
　ここでは主に「時代の違いによる語の使用頻度の違い」の視点で、『類義語辞典』から抽
出した「商売／商い」の例を挙げて説明する。

「商売」と「商い」

　『大辞泉』では、「商売」は「利益をあげる目的で物を売り買いすること。あきない」と解
釈され、「商い」は「売り買いすると。商売」とある。どちらも売り買いすることの意味を
持つ。NLBコーパス３）で使用頻度を検索したところ、「商売」の使用例は 17,429例あり、 

「商い」の 1,313例より使用頻度が高いことが分かった。まず、「商売」の例文を考える。

〇 私はそれだけの儲ける商売をしてきたのです。  我做着能稍微挣点儿的生意。

〇 私の友人は牛小屋に看板を掲げて商売をしています。  我的朋友在牛棚立着牌子做 

生意。

３） NINJAL-LWP for BCCWJ 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
ン検索システムである。
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〇 最初、旅人 A は水を売る商売をはじめましたが大盛況です。  最初是旅人Ａ在通过

做买水的生意而繁盛起来的。

　上記のように、「商売」は主として個人を単位にしてその活動、或いは職業について使
われることが多く見られる。それに対して、「商い」は現在では「商い中」という立て札以
外にあまり見られない言葉であり、比較的古い言い方になっている。そのことは、下記の
例の出典が古い文献であることからも分かる。

〇 兄と妹は、傍目に見ても感心するほどによく助け合い、商いを切り盛りし、父親の面
倒を見てきたのだ。　哪怕是外人看来也会感动，兄妹两人相互扶持，打理生意和照

顾父亲。

〇 中国の田舎の店は、小さな窓で商いをしていて出入り口はない。　中国乡下的小卖

部是通过一个小窗口做生意，没有门。

〇 本日は小幅な下げにとどまるとみられ、商いが膨らみづらい状況である。　今天的

小幅度下跌算是停止了，依旧是营业额难以上涨的情况。

　以上のように、「商売」と「商い」はどちらも売り買いすることの意味を持つが、現在は 
「商い」はあまり使われず、ほぼ「商売」で表すことになった。

1.3　拡張意味を持つか否かの視点
　1. 3では、拡張的意味を持つか否かの視点から、漢語と和語の類義語の意味的、用法的
違いを分析する。「拡張意味」を持つ表現とは、概念の類似性、近接性に基づいて意味を拡
張した表現を指す。基本義以外に比喩的な用い方などはそれに属する。1. 3. 1ではどちら
も「拡張的意味」を持つ類義語について、1. 3. 2 では片方だけ「拡張的意味」を持つ類義語
について例を挙げ、説明する。

1. 3. 1　両方とも「拡張的意味」を持つ類義語
　1. 3. 1では漢語と和語の類義語のうち、両方とも「拡張的意味」を持つ例を取り上げる。 

『類義語辞典』から抽出した「戦争／戦い」の例を挙げて説明する。

「戦争」と「戦い」

　『大辞泉』では「戦争」は「軍隊と軍隊とが兵器を用いて争うこと」と解釈され、「戦い」は 
「戦争。戦闘」とある。どちらも軍隊と軍隊とが兵器を用いて争うことを表す。「戦争」の
意味に近い類義語には「いくさ」がある。NLBコーパスで検索した結果、「戦争」は 124,620
例あり、「戦い」の 46,211例より使用頻度が高い。「戦」は古代の戦争を指すことが多い。 
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「戦争」は古代のことから現代のことにいたるまで使える。下記の例を考える。

〇 過去の戦争の歴史にはいろんな背景があったと思います。　在过去战争的历史里有

各种各样的背景。

〇 このような見方に立つと、シブヤン海の戦いの結果を論じてもあまり意味はない。 
站在这个观点的立场上，讨论锡布延海战争的结果是没有意义的。

　上記の例文は、いずれも「戦争」と「戦い」を入れ替えることができる。ただし、両者と
も「拡張的意味」を持っているが、それぞれの「拡張的意味」が違っている。下記の例文を
考える。

〇 国際間の情報戦争に対する十分な準備ができていれば、ファインプレーなどせずに済
む。　对于国际间的信息战争有着充分的准备的话，就不需要多么精湛的技术了。

〇元号が昭和から平成へと変わる頃に、交通事故死者が急増し、「第２次交通戦争」と呼
ばれる深刻な社会現象となる。　在年号由昭和向平成转变的时候，交通事故死者急

速上升，称为“第2次交通战争”并成为深刻的社会问题。

〇貿易戦争にきわめて近い状況が、両国のあいだに明らかに進行している。　两国之

间明显地进行着极为接近贸易战争（的行动）。 

　上記のように、「戦争」については「情報戦争」 「貿易戦争」 「情報戦争」など比喩的な用
い方があり、競争が激しく、戦争のような状態になっていることを表す。次は「戦い」の
例文を考える。

〇論争は言葉の戦いです。言葉が武器で、それで相手に打撃を加えます。　论证就是

语言的战争。用语言做武器，给与对手打击。

〇その増殖したＴ細胞を再び体の中に戻し、がんとの戦いを活性化する治療法です。 
将增殖后的Ｔ细胞再次植入体内，用在与癌症斗争中活性化的疗法。

〇そのうえ一九六〇年の安保条約の改定を控えて、安保反対の戦いもしだいに盛り上
がっていた。　结果就是制止了 1960年安保条约的修订，反对安保法案修订的斗争

也逐渐高涨起来。

○時間との戦いだ。　与时间作斗争。

　これに対して、「戦い」は比喩的表現として、「言葉」 「がん」 「法案反対」などについて
使われることが多く見られ、何かを敵としており、対抗していることを表す。また、「戦い」
は中国語で“斗争”と訳す場合が多い。「戦争」は中国語で“战争”“～战”と訳す場合が多い。
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　以上のように、「戦争」は「交通戦争」、「情報戦争」などの表現が多く、「戦い」は「がん」 
「時間」などについての比喩的な表現が多い。

1. 3. 2　片方だけ「拡張的意味」を持つ類義語
　1. 3. 2では、片方だけ「拡張的意味」を持つ類義語について「敗北する／負ける」を取り上
げる。

「敗北する」と「負ける」

　『大辞泉』では、「敗北する」は「戦いに負けること」と解釈され、「負ける」は「相手と 
戦ったり争ったりした結果、力の劣った立場になる。敗れる」とある。どちらも敗れる意
味を表す。下記の例文を考える。

○ 1945年，第二次世界大戦で日本が敗北したあと，この半島は北緯 38度線を境に米ソ
両軍が占領したため分断された。　日本在 1945年第二次世界大战中战败后，这儿

半岛就从北纬8线划分分别由美国和苏联占领。

○ 湾岸戦争でイラクは、敗北しました。しかし、フセインを国際法廷の場に引きずり出
すことなく中途半端に戦争終結をしたものだから未だにサダムフセインは、健在です。 
伊拉克在海湾战争中战败，但并没有将萨达姆拉上国际法庭，战争也是草草收场，

萨达姆现在依然逍遥法外。

　上記のように、「敗北する」は主に戦争の場合に用いることが多く見られる。それに対
して、「負ける」はその意味も持つが、拡張的意味を持つこともある。下記の例文を考える。

○ 冬を感じながら寒さに負けず楽しくキャンプをしよう。　感受冬天并且不输给寒冷

愉快的去露营。

○ でもいまは、長いあいだの自分との戦いの中で、自分に負けなくなっただけかと思い
ます。　但是现在觉得在长时间和自己的斗争中没有落败。

　上記のように、「負ける」は意味の持つ幅が「敗北する」より広く、雨にも負けず、寒さ
にも負けず、自分にも負けず、などの使い方は「敗北する」にはない。
　以上のように、「敗北する」と「負ける」はどちらも相手に適わないことを意味するが、 

「負ける」の意味の持つ幅は「敗北する」より広く、「寒さにも負けず」、「自分にも負けず」
などの比喩的な用い方があり、更に、相手がいなくても、「自分との闘い」など拡張的意
味を持つ表現としても用いることがあるということが分かった。
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2.〈７つの視点〉による漢語と和語（類義語）の9分類の試み（Ⅱ）
　本節は前節に続き、中国人の日本語学習者が理解困難で、よく混同しやすい類義語の意
味や用法の違いをはっきりさせることを目的とする。主として「総称的／具体的」の違い、

「客観的／主観的」の違い、「絶対的／相対的」の違い、といった３つの視点から考察する。

2. 1「総称的／具体的」の視点
　まず、「総称的」と「具体的」の視点から考察する。ここで扱われた「総称的な表現」は 
ある種類・範疇に含まれるものをまとめて表す表現を指す。「具体的な表現」はその種類・
範疇の中の一つのものを指す。『類義語辞典』から、上述の類義語「賭博／賭け」を取り上
げて説明する。

「賭博」と「賭け」

　『大辞泉』では、「賭博」は「金や物などをかけて勝負事をすること。ばくち」と解釈され、 
「賭け」は「勝負事などで金品を出し合い、勝者がその金品を取ること。賭け事」とある。
いずれも金をかけて勝負事をする意味を表す。下記の「賭博」の例文を考える。

〇 ただし、窃盗や常習賭博など一部の犯罪については３年以下の懲役刑を科すことがで
きます。　但是，对于盗窃和经常赌博等犯罪行为可判处３年以下有期徒刑。

〇 我が国の刑法は以下のように明確に賭博を禁じている。　我国刑法中如下明文规定

禁止赌博。

　上記のように、「賭博」は主に、金をかけて特定の相手と勝負事をすることに用いられる。
次の「賭け」の例文を見てみよう。

〇 それが当たれば賭け金は２倍になって賭けはそこで終わり。　如果中了赌金翻两倍，

赌博就此结束。

〇 結婚や就職は、人生の大きな賭けのようなものです。　结婚和工作就像是人生的重

大赌博。

〇 社会人になってからの大学院留学は単なる進学ではありませんので、一つの賭けにな
ります。　在踏入社会后再去上研究生留学就不是单纯的上学了，也是一种赌博。

　上記のように、「賭け」は「賭博」の意味範疇をカバーすることができるし、さらに、金
や物など以外の抽象的なものに用いられる。特に相手がいない場合にも使われる。
　以上のように、「賭け」は「金や物などをかけて勝負事をすること」について、「賭博」の 
意味範疇をカバーすることができる。さらに相手がいない場合や金や物など以外の抽象的
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なものにも用いられる。「賭け」は総称的な表現であり、「賭博」は具体的な表現というこ
とが分かった。

2.2　「客観的／主観的」の視点
　2.2では、「客観的」と「主観的」の視点から考察する。ここで扱う「客観的表現」は特定の
立場にとらわれず、物事を叙述する表現を指す。「主観的表現」は自分ひとりの、或いは個
人的なものの見方・感じ方を表す表現を指す。次に客観的表現か主観的表現かの違いを持
つ類義語の例として、「重要／大切」を取り上げる。

「重要」と「大切」

　『大辞林』では、「重要」は「物事の根本・本質・成否などに大きくかかわること。きわめ
て大切であること。また、そのさま」と解釈され、「大切」は「もっとも必要であり、重ん
じられるさま。重要であるさま」とある。辞書的解釈で分かるように「重要」の説明では
類義語として「大切」が取り上げられ、「大切」の説明では類義語として「重要」が取り上
げられている。意味的に共通することが多いことが窺える。

〇 この陵墓は、考古学上非常に重要な資料として位置づけられている。　这个陵墓对

于考古学来说具有很重要的地位。

〇 そして、二年に一度、各国政府の閣僚が集まって閣僚会議が開かれ、重要な案件につ
いての決定をします。　然后就是两年一度由世界各国政府幕僚召开会议，对重要案

件进决定。

　上記のように、「重要」はより客観的な叙述をする場合に用いることが多く見られる。 
「重要な資料」 「重要な案件」などの表現から強い客観性を読み取ることができる。

〇 仲間と行った沖縄旅行。私にとって大切な思い出です。　和好朋友去冲绳的旅行对

我来说是很宝贵回忆。

〇 たとえば、父親が大切にしている万年筆を黙って持ち出し、無くしてしまった時など
である。　比如说把父亲很珍重的笔悄悄带出去给弄丢了。

　上記のように、「重要」に対して、「大切」は貴重、重宝するという意味が強く、主観的
に話し手の気持ちを表す。
　以上で分析したように、「重要なこと」 「大切なこと」は意味的に共通しているが「重 
要な資料」 「重要な案件」 「重要事項」のように強調する場合、「重要」を用いて、客観性を表 
す。「大切」のほうが貴重、重宝するという意味が強く、より主観的に話し手の気持ちを表 
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す。「大切にする」 「大切に扱う」 「大切に育てる」の「大切」は「重要」には置き換えられない。

2.3　「絶対的／相対的」の視点
　2.3では、「絶対的」と「相対的」の視点から考察する。ここで扱う「絶対的表現」とは、絶
対的な基準値で決められているものを表す表現を指す。使える範囲や場面が限られている。
それに対して、「相対的表現」とは、成り立つ基準はゆるく、数字などで限定していないも
のを表す表現を指し、使用場面や範囲が「絶対的表現」より広い。上記のような表現につ
いて、「児童／子供」を取り上げて説明する。

「児童」と「子ども」

　『大辞泉』における「児童」と「子ども」の解釈は注４を参照されたい４）。

①「児童」と「子ども」の年齢について

　児童は法律上で、学校教育法では６～12歳の学齢児童を指し、児童福祉法では 18歳未
満の者を指し、かつ乳児、幼児、少年に分ける。普段、日常会話では主に小学生までを指
す。下記の例文がそれである。

〇 さらに少子化の進行によって、幼稚園児数、小中学校の児童生徒数に著しい変化が起
きている。　随着少子化的进一步发展，幼儿园小学初中的少年儿童数量发生显著变化。

〇 第二に、学校における児童生徒の学習負担が過重にならないよう配慮しつつ、教育活
動が一層充実するよう努める。　第二，逐步考虑在校中小学生课业负担避免过重问

题，努力将教育活动进一步充实。

　上記のように、「児童」は通常、小学生のことを指し、中国語では“学生”“小学生”と訳
される場合もある。
　次に「子ども」の用い方について見てみよう。「子ども」はまず未成年者であれば全ての

４） 『大辞泉』における「子供」の解釈は以下の通りである。
 （1）年のいかない幼い者。児童。小児。わらべ。わらんべ。また、多くの子。子ら。　○幼稚園の子供。
 （2）親がもうけた子。息子や娘。○子供の教育費。
 （3）動物などの子、また、その幼いほう。○パンダの子供が生まれた。
 （4）行動などが幼く、思慮が足りない者。○考え方幼稚で子供っぽい感じである。
 （5）目下の若い人々に親しく呼びかける語。
 （6）江戸吉原で遊女が小間使いにした幼女。かぶろ。
 （7）近世、男色を売った年少の歌舞伎役者。陰間（かげま）。子供衆。
 （8）江戸深川や京坂の遊里で、抱えの遊女をいった語。
 「子供」について、今は主に１～４の意味として使われるので、本論文でこの四つの意味だけとりあげて、「児童」との対照

研究を行った。
 「児童」の解釈は以下の通りである。
 （1）心身ともにまだ十分発達していない者。子供。特に、学校教育法で、満６～12歳の学齢児童。 
 （2）児童福祉法で、満 18歳未満の者。乳児・幼児・少年に分ける。
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人に当てはまる表現である。

〇 今日では、現実に存在するこのような動物のヒーローには、子ども向けの童話の本で
しかお目にかかれない。现在，像这种现实里存在的动物英雄只有在面向孩子们的童

话书中看得到了。

〇 手作りした子ども用のかわいい杵で子どもたちも「もちつき」に挑戦しました。　孩

子们也用手工制作的小孩儿用的杵进行了“捣年糕”的挑战。

　また、年齢だけではなく、「親」になれば自分が産んだ子は何歳になっても自分の子供と
呼ぶため、一概に年齢だけではくくれない表現である。

〇うちは子供が女の子ばかりのせいか、ビーズやシールのような小さなものが多くて。
因为我们家孩子都是女孩儿，所以像小珠子和小便签这种小玩意儿很多。

〇将来、子どもが独立した後、この寝室もリビングになることを想定してプランニング。 
等将来孩子独立后，就计划想着把这间卧室改装成客厅。

　上記のように、「子ども」は場合によって年齢に関係なく、親に対する親子関係を表す意
味も持っている。普通、中国語で“孩子”と訳されている。そのため、「うちの子供」の「子
供」は「児童」に置き換えられない。

②「児童」は主に法律用語、或いはより正式な場面で客観的に事柄を表す場合に用いられる。

○ 児童福祉部会は、児童福祉のほか、児童虐待についての研修などを行っています。　
儿童福祉部委员会，除了儿童福祉问题以外也会就儿童虐待问题进行研讨。

○ 民生費には社会福祉・老人福祉児童福祉などの扶助費が含まれています。　民生费

包括社会福祉、老人福祉儿童福祉等等抚养费。

○ 長い間、真空地帯に入った彼らは、だれからも救われなかった。憲法も児童憲章も学
校教育法も、彼らには関係なく寒風が吹きすさぶだけである。　在很长一段时间里，

他们进入“真空地带”，谁也没有救助他们。无论是宪法或是儿童宪章，都跟他们撇

清关系这让他们饱受风霜。

　上記の例文のように「児童」は「児童福祉」 「児童虐待」 「児童憲章」などの形で用いられ
る。一般的、客観的な場合、或いは法律など専門的な分野である事柄を表す際、「児童」で
表現することが多い。この場合も「子供」と置き換えられない。学校教育と関連する条例、
規定などでも通常、「児童」という表現を用いる。
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　「子供」は人間以外の場合にも使われる。下記の例がそれである。

〇 イノシシの子供はなぜうり坊と呼ばれているのですか？　野猪的孩子为什么叫做“う
り坊”？

〇 ボートに乗っていたカップルが溺れた鹿の子供を発見。男性は水に飛び込み、救助に
向かいます。　一对乘船的情侣发现溺水小鹿，男的跳入水中救助小鹿。

　上記のように「子供」は人間以外の動物にも使われ、生物に限らず大きいものと小さい
ものが対になっている場合の小さいものを指して用いる場合もある。
　以上のように、「児童」と「子供」の主たる使い分けについて、「児童」は厳密な定義があり、
法律用語、或いはより正式な場面で客観的に事柄を表す場合に用いられる。「児童福祉」 

「児童虐待」 「児童憲章」などの表現はそれである。それに対して、「子供」はまず未成年者
であれば全ての人に当てはまる表現であり、また、年齢だけではなく、「親」になれば自
分が産んだ子は何歳になっても「自分の子供」と呼ぶため、一概に年齢だけではくくれな
い表現である。さらに「子供」は人間以外の動物にも使われ、生物に限らず大きいものと
小さいものが対になっている場合の小さいものを指して用いる場合もある。

まとめ
　以上、本論文は具体例を分析し、①共起するコロケーション（主体か対象）の違いの視点、
②使用する分野の違いの視点、③時代の違いの視点、④〈拡張意味〉を持つもの（片方か両
方）の違いの視点、⑤総称的な表現か具体的な表現かの違いの視点、⑥客観的表現か主観
的表現かの違いの視点、⑦絶対的表現か相対的表現かの違いの視点といった７つの視点で、
日本語における漢語と和語との類義関係を持つ言葉を、意味と用い方の相違、使い分けの
ポイントなどについて考察した。そして、本論文で提起した７つの視点からみる類義語の
９分類を、外国人、特に中国人の日本語学習者への習得上のアドバイスとして提案する。
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1.	はじめに
　英語には there 構文と呼ばれる文が存在する。虚辞の there を伴うことからそう呼ばれ
ているが、他に存在文と呼ばれることもあり、意味的にはある事物の存在に関して言及す
る構文である。

（1） a. There is a book on the desk.
 b. There appeared a ship on the horizon.

日本の英語教育では、there 構文は主に（1a）のように be 動詞と共起するものが教えられる。
しかし、（1b）のように一般動詞が出現することも決して珍しくはない。there 構文に出現

there構文と同族目的語構文

菊池 絢乃

　本論文の主な目的は以下の２つである。まず、Keyser	and	Roeper	（1984）の分析
に基づき、英語に存在する動詞を詳細に分類し、there 構文に出現可能な動詞が何
をもって出現可能となるのかについて考察する。そして、there 構文に出現できる
動詞が同族目的語構文に出現不可能であるという事実を踏まえた上で、その両者に
出現できる動詞があることを指摘し、同族目的語構文は少なくとも 2種類あると主
張する。英語には虚辞の there を伴う there 構文と呼ばれる構文が存在し、それに
出現可能な動詞は、自動詞とりわけ能格動詞であるとされている。これは能格動詞
の持つ統語構造及び there 構文の生成方法に起因しており、意味上の主語が動詞の
後方に基底生成される能格動詞は、主語の位置に there の挿入を受けることができ
る。一方、動詞の後ろに同族目的語の挿入を受ける必要のある同族目的語構文には、
動詞に後続して意味上の主語が生成される能格動詞は出現できない。したがって、
there 構文に出現可能な動詞と同族目的語構文に出現可能な動詞は相補分布的な関
係にあると言える。しかし、動詞 live のように there 構文と同族目的語構文の両方
に出現できる動詞があることもまた事実である。だが、久野・高見（2002）が指摘
しているように、同族目的語構文は本来目的語を it に置き換えることができないは
ずだが、liveの場合にはそれが許容される。例えば、danceや singなどは同族目的
語構文に出現可能であるが、同族目的語ではない名詞句も目的語として伴えるため、
一般的な他動詞文に限りなく近いと言える。このことから、同族目的語構文には
smile や laughを伴う純粋な同族目的語構文と、liveや danceを伴う他動詞的な同族
目的語構文が存在すると考える。そして動詞 live に関しては there 構文に出現する
ものは自動詞、同族目的語構文に出現するものは他動詞であると仮定する。

要　旨

研究論文
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できる一般動詞はかなり限られており、自動詞、中でも能格動詞のみが共起可能である。
これは英語だけでなくフランス語の場合でも同じことが言える。しかし、人間言語の中に
は虚辞と他動詞が一緒に現れることのできる言語があり、アイスランド語やドイツ語、オ
ランダ語がその例である。これは前者と後者の持つ文構造の違いが要因となっており、言
語間のパラメトリックな差であると言える。
　加えて、there 構文に出現可能な動詞は、同族目的語構文には出現できないという言語
事実がある。このこともやはり自動詞と他動詞が持つ統語構造の違いによるのだが、中に
は there 構文と同族目的語構文の両方に出現可能な動詞も存在する。しかし、there 構文
に出現可能な動詞が同族目的語構文に出現する場合、一般的な同族目的語構文とは明らか
に異なる言語現象を見せている。
　以上の内容について、本論文では次のように議論する。セクション２では、Keyser and 

Roeper（1984）の分析に基づき、英語に存在する自動詞と他動詞をより詳細に分類する。
セクション３では、there 構文に出現可能な動詞とそうでないものを明らかにし、任意の
動詞を there 構文に出現可能とする条件について考察する。併せて、なぜ英語やフランス
語の虚辞を伴う文では他動詞が出現不可能で、アイスランド語やドイツ語などでは可能な
のかについて議論する。セクション４では、セクション３の内容を踏まえた上で there 構
文と同族目的語構文との関係性、及び同族目的語の代名詞化現象を見直し、同族目的語構
文には少なくとも２種類が存在することを主張する。

2.	英語に見られる動詞の分類
　任意の構文に出現可能な動詞について議論するためには、まず該当言語に存在する動詞
の分類から始める必要がある。本論文で扱うのは主に英語であるが、英語の動詞は一般的
に自動詞か他動詞かで分類される。

（2） a. John slept.
 b. John laughed.

 c. John cried.

（3） a. John hit the dog.
 b. John ate the apple.

 c. John loves Mary.

（2）にあるような自動詞は、示されているように目的語が無くても文として成立する。他方、
（3）にあるような他動詞は、後に続く目的語を必要とし、例えば（3c）は目的語の Mary を
無くして John loves. としてしまうと非文になってしまう。このような目的語の有無とい
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う特徴のみを捉えるのであれば、英語の動詞は自動詞と他動詞の２種類に分類可能であ
ろう。
　しかし、このことについて Keyser and Roeper（1984）は、英語の動詞には更に詳細な
分類が必要であると述べている。

（4） a. The sun melted the ice.
 b. The ice melted.

（5） a. Someone bribed bureaucrats.
 b. Bureaucrats bribe easily.　　　　　　　　   　 （Keyser and Roeper, 1984: 381）

（4）及び（5）はそれぞれ能格動詞、中間動詞の例である。meltやbribeといった動詞は、（4a）
と（5a）のように目的語を伴い他動詞のような振る舞いを見せる。だがその一方で、（4b）
と（5b）に示す通り目的語が無くても文として成立することができる。つまり一つの動詞
が、自動詞と他動詞という２つの用法を併せ持っていることになる。
　とはいえ、これらが（2）と（3）で見たような自動詞や他動詞と全く同じものであるとは
言い難い。能格動詞が自動詞用法を見せるとき、以下のような派生を経ている。

（6） a. 　　　　 melted [NP the ice].
 b. [NP the ice] melted t.

能格動詞は、本来（6a）のように他動詞のような形をしているが、自動詞用法に変化する際、
目的語に対格を付与する能力を失う。それにより、目的語は格を求め主語の位置へ上昇し、

（6b）となる。これは Burzio（1981）にて提案されたブルチオの一般化に基づく。（2）の自
動詞文と（4b）の自動詞文を見比べた時、主語の意味役割が前者は行為者である一方、後
者は移動物であるのはこのためである。
　ここまで能格動詞の例を示したが、中間動詞の場合も同じだと言える。

（7） a. This book sells well.

 b. 　　　　　 sells [NP this book] well.

（7）は中間動詞の派生を記したものであるが、一見すると能格動詞と何ら変わりはない。
しかし、能格動詞と中間動詞の決定的な違いはその意味にあり、前者は一回限りの事実を
述べていることが多く、動詞の時制も主に過去形であるが、後者では主語の特性について
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述べており、時制も主に現在形を取る（小野, 2015）。この意味的特徴を（4b）と（5b）の文
に当てはめると、（4b）は氷が溶けたという過去に起きた一度限りの出来事を、（5b）では
官僚が容易に贈賄を受けるという特性について述べていることになる。
　以上のことを踏まえ、英語の動詞は以下の通り４つに分類できると考える。

（8）

（Keyser and Roeper, 1984: 382）

以降、Regular Transitive を一般的な他動詞、Pure Intransitive を純粋な自動詞と表記する。
他の理論的枠組みでは go などの能格動詞を非対格動詞（unaccusative verbs）もしくは絶
対格動詞（absolutive verbs）などに分類することで、英語には４種類以上の動詞が存在す
るという主張もある。しかし、ここでは非対格動詞も絶対格動詞も全て能格動詞に含有さ
れるとして議論を進めていく。

3.	there 構文に出現可能な自動詞
　上でも述べたように、there 構文に出現できる動詞には制約がある。以下の例文を参照
せよ。

（9） a. There appeared a settlement.
 b. There emerged a solution.

 c. There arose a problem.　　　　　　              （Keyser and Roeper, 1984: 398）

（10） a. *There sang a man.
 d. *There rose a problem.

 e. *There merged a company.                        （Keyser and Roeper, 1984: 399）

（9）は自動詞の文、（10）は他動詞の文であるが、それぞれ there 構文に当てはめた場合、
前者は適格文、後者は非文と判断されている。ここだけを見てみると、まるで自動詞のみ
が there 構文に出現可能なのだと結論付けられるようにも思えるが、実際そうとは言い切

 Verbs 

Transitive                         Intransitive 

    Regular Ergative 

 

N strike N  N bribe t Adv N sleep                                              

 N kill (N) 

 

Pure

V

 Middle             

 V  V  V

N melt 
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れない。

（11） a.    There goes a man.
 b.    There erupted three volcanoes.

（12） a. ?There sank a ship.
 b.  ? There bounced a ball.

（13） a. **There hit a man.
 b.**There reads a man.

同じ自動詞文であっても、（11）から（13）にあるように there と共起した場合の容認度に
は差１）が見られる。能格動詞が there 構文に生じた場合は容認、もしくはある程度容認さ
れる一方で、非能格動詞（unergative verbs）の場合は強い違和感が残る非文であると判断
されている。このような差が生じる原因には、自動詞文と他動詞文の統語構造の違い、そ
して、there 構文がどのように生成されるのかが関わっている。
　1970年ごろまで、there 構文は there 挿入という統語操作によって生成されると考えら
れていた。

（14） a. A man was in the room.
 b. There was a man in the room.

（15）              was a man in the room.

（14b）の文はもともと（14a）の文から派生してできたものであり、主語の people が be 動
詞の後ろへ下降し、まるで動詞の後ろに主語が存在しているかのような構造を作り出す。
するともともと主語があった位置は（15）のように空範疇となるため、ここへ虚辞の there

が挿入されることで（14b）の there 構文が生成される。
　しかし、この there 挿入を用いる派生には一つ大きな問題がある。Emonds（1976）にて
提唱された構造保持制約によれば、be 動詞の後ろに主語が下降して来られるような空所
は存在しておらず、したがって thereを挿入することも不可能となる。また、もし主語が
下降できたとしても、主語の位置には people の痕跡が残っているため、いずれにせよ
thereを挿入することができない。このことから、there 構文のD 構造は以下のようなも
のであると仮定できる。

（16） [ e ] was a man in the room.

１） （11）の能格動詞の場合に関して、クエスチョンマークがついているということは能格動詞が there 構文に出現可能である
とは言えないという批判的意見が出るかもしれない。しかし、ここで着目すべきはあくまで同じ他動詞でも容認度に差が
生じているということであることを留意されたい。
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（16）にあるように、意味上の主語は動詞よりも後ろに生成される。主語の位置（ここでは

便宜上 e と示す）に people が上昇移動すれば（14a）となり、there が挿入されれば（14b）
となる。
　当時の議論では主語位置に空所が基底生成されると言われていたが、もちろん現在のミ
ニマリスト・プログラムにおいては基底生成という概念そのものが存在せず、there 構文
の派生について別の説明が必要であることは明らかである。藤田・松本（2005）及び本田

（2017）、（2018）では、there は連結詞の定性素性が具現化し、TP-Spec へ内部併合した
ものであるとされている。しかし、もし there が定性素性の具現化であったとしても、主
語の位置に移動する理由が定かではなく、本田（2018）においても最終手段（last resort）
として there が TP-Spec へと併合すると述べていた。
　以上のことから、there 構文に能格動詞のみが出現可能でそれ以外は不可能である理由
を捉えることができる。以下の（17）と（18）は、それぞれ自動詞と他動詞の D 構造を示
したものである。

（17） John slept.

（18） [e ] arrived a man.

純粋な自動詞の場合、（17）にあるように主語はもともと主語の位置にある。一方能格動
詞の場合は、上で見たように主語は動詞よりも後方に生成される。（18）において arrive

が NP に格を与えなければ、NP は格の要請のため主語の位置へと移動し、 A man arrived.

という文が生成される。しかし、arrive が NP へと格を与えれば、移動の必要性はなくな
り a man は動詞の後ろに留まる。すると、ブルチオの一般化により主語の位置はθ́ 位置
となるため、虚辞の there が挿入される（小野 , 1991: 293）。このように、能格動詞の持
つ D 構造だけが there を主語の位置に受け入れることができるのである２）。
　ここまで英語に焦点を当てて議論してきたが、Alexiadou and Anagnostopoulou（2001）
によれば、アイスランド語のような言語においては、英語とは異なって虚辞の there にあ
たる語彙が他動詞文に出現可能である。

（19） a.*There finished a student the assignment.
 b.  Það   klaruðu margar mýs  ostinn. 

    （there finished many   mice the cheese）
（Alexiadou and Anagnostopoulou, 2001: 198）

２） セクション２にあるように、能格動詞と中間動詞の構造が酷似しているのであれば中間動詞も there 構文に出現可能であっ
ても良いように考えられる。このことは統語的理由というよりも中間動詞そのものが表す意味的特徴から there 構文に現
れるのは不自然であるため非文になると結論付ける。
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虚辞の there が挿入され there 構文ができあがるとき、一見するとまるで主語と動詞が倒
置を起こしているかのように見える。このような構造における制約として Alexiadou and 

Anagnostopoulou（2001）は Subject-in-Situ Generalization（SSG）を定めていた。

（20） a. Je me demande quand partira Marie.

   （I wonder when will-leave Mary）
 b.*Je me demande quand achèteront les consommateurs les pommes.

   （I wonder will-buy the consumers-NOM the apples-ACC）
 c. ?Quand écrira ton frère à sa petite amie?

   （when will-write your brother to his little friend?）
（21） a. “What is the exchange rate?” Mary asked John.

 b.*“What is the exchange rate?” asked Mary John.
 c. “What is the exchange rate?” asked Mary of John.

（20）はフランス語の文体倒置（Stylistic Inversion）、（21）は英語の引用倒置（Quotative 

Inversion）の例であるが、それぞれの文を比較してみると、文が適格だと認められる際に
何らかの条件があることが分かる。適格であると判断されている（20a）や（21a）を見ると、
目的語が VP の外側にある、もしくは目的語そのものを伴っていない。他方、非文である
と判断されている（20b）と（21b）では、目的語が主語と一緒に VP 内に存在している。し
かし、主語と目的語が VP 内に共起している場合であっても、（20c）と（21c）のように目
的語が前置詞句であれば容認度が上がる。この言語事実から、主語と動詞が倒置している
ような構造を作る際、Alexiadou and Anagnostopoulou（2001）は以下のような制約がある
と述べている。

（22） When the subject is VP-internal and there is also a VP-internal object. 
 Subject inversion is not possible unless the subject is PP.

これを踏まえると、（19）に示したアイスランド語に見られる他動詞虚辞構文というのは
SSGの反例であるように考えられる。しかし、Alexiadouや Anagnostopoulou らはアイス
ランド語の他動詞虚辞構文はむしろSSGの例であると述べている。
　他動詞虚辞構文は、しばしば VP 内に主語や目的語が存在していると考えられてきた。
しかし、Bobaljik and Jonas（1996）によれば他動詞虚辞構文は VP の外に主語や目的語が
存在している。以下の文を考察せよ。
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（23） a. Það     klaruðu margar mýs [VP alveg ostinn]

  （There finished many   mice     completely the cheese）
 b. Það     klaruðu margar mýs  ostinn [VP alveg]

  （There finished many   mice the cheese completely）
 c.*Það    klaruðu [VP alveg          margar mýs  ostinn]

  （There finished      completely many   mice the cheese）

英語の completely にあたる副詞 alveg がある場所は動詞句の左端となる。（23a）では主語
が、（23b）では主語と目的語の両方が alveg の左側にあるため、SSG違反にはならない。
しかし、（23c）のように主語と目的語が alveg の右側、つまり VP 内に存在している場合、
SSGに違反するため非文となる。
　他方、英語は他動詞虚辞構文を許容しない言語であるが、このことはアイスランド語
と英語の文構造の違いに起因する。アイスランド語の文は AgrsP から始まっており

（Alexiadou and Anagnostopoulou, 2001: 199）、thereはAgrsP-Spec の位置に生成される。
動詞は時制との一致のため AgrsP の主要部に移動し、主語は格を得るために TP-Spec へ
と移動するから、他動詞であっても主語と動詞の倒置のように見える構造が可能となり、
SSGに抵触することなく there 構文になることができる。しかし、英語にはAgrsP そのも
のが無く、there は TP- Spec に生成される。これまで何度も見てきたように、意味上の主
語は動詞句内に存在しているから、SSG違反となりthere 構文は不適格となる。

4.	there 構文と同族目的語構文
　ここまでの議論は、任意の動詞が there 構文に出現できるか否かはその動詞が持つ統語
構造によって決定されるという内容であった。この動詞の統語構造についての分析は
there 構文だけでなく別の構文とも興味深い関連性を有している。

（24） Ace smiled a crooked smile.

（24）は同族目的語構文の例である。smileなどの純粋な自動詞は本来目的語をとらない。
しかし、smileと関連する目的語、例えば形を変えず品詞だけ名詞となった smileなどは、

（24）にあるように例外的に同族目的語として共起できる。

（25） a. He smiled a strange smile.
 b. He danced a strange dance.

 c. He sang a strange song.

 d. He ran a good run.
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（26） a. *The ship sank a strange sinking.
 b.*We approached a strange approach.

 c. *It emerged a strange emergence.

 d.*He came a strange coming.　　      　　　　（Keyser and Roeper: 1984: 404）

　（25）と（26）を比較すると、（25）に示したものが全て適格文であると判断されている
一方で、（26）のものは全てが不適格だとされている。同じ自動詞であるのにこのような
対照性が生じる理由は、Keyser and Roeper （1984）の分析によれば、まさにこれまで行っ
た there 構文に出現可能な動詞についての議論と逆のことが当てはまる。
　同族目的語構文は、任意の自動詞に後続してそれに対応する同族目的語が挿入されるこ
とによって派生される。純粋な自動詞は本来目的語を必要としないから、目的語位置は空
所になっているので同族目的語の挿入が行えるとされている。

（27） He danced [ e ].
   a strange dance

しかし、（26）のような能格動詞は、主語が補部の位置に基底生成されたのち、主語の位
置まで上昇していると考えられている。

（28） The shipi sank [ ti ].
     a strange sinking

（28）の文でも、（27）と同様に動詞の後方が空所になっているように見えるが、そこには
移動した主語の痕跡がある。無理に同族目的語を挿入してしまうと痕跡が消えてしまい、
主語である the ship にθ役割が与えられないことになる。そうなるとθ基準に違反してし
まうため、非文となる。このため、自動詞でも能格動詞の場合は同族目的語を伴うことが
できないと考えられている。
　だが、もしこのような分析が正しいとするのであれば、（27）のような純粋な自動詞の

場合であっても同族目的語は伴えないはずである。（27）にて都合上空所 e として示した
場所は、実際には空所ではない。本来目的語を伴えない自動詞の後方に語彙が挿入される
ような場所が生成されるはずもなく、したがって同族目的語でも NP が入れる場所など無
いと考えるのが適切であろう。例えば、大庭（2013）では同族目的語が AspP-Spec に存在
していると述べている。この点に関しては同族目的語構文の統語構造に関する更なる研究
が必要である。
　ここまで、任意の動詞における同族目的語構文に出現できる可能性は、there 構文への

×
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出現可能性と対照的になると述べたが、中には there 構文と同族目的語構文の両者に出現
できる動詞が存在する。以下の例文を参照せよ。

（29） A long time ago, there lived a man called Noah.

　同族目的語の解釈については、大きく分けて３つの立場がある。同族目的語を項として
解釈する立場（Massam（1990）、Hale and Keyser（1997）、Pham（1998））、付加語として
解釈する立場（Mittwoch（1998））、そしてその両方を認める立場（Nakajima（2006）、
Kitahara et al.（2005））である。林（2012）でも述べられている通り、ここでは３つ目の立
場をとることが適切であると考える。また、同族目的語は項である場合とそうでない場合
があるという前提をもとに、同族目的語構文には少なくとも２種類が存在すると主張する。
　本来、同族目的語構文とされるものは（30）に示すように同族目的語を it で置き換える
ことはできない。

（30） a.  He laughed a hearty laugh. *He laughed it because he was truly amused by her 
Joke.

b. He was horrified, but he smiled a happy smile. *He smiled it in order to the 

intruder.

c. He died a terrible, lingering death. *There was no reason for him to die it with all 

the powerful painkillers we have nowadays.

（久野・高見, 2002: 148）

　この事実に対して、動詞 live を用いた同族目的語構文の場合は、同族目的語を it で代用
しても適確であるという判断がなされている。また、自身の同族目的語を it で代用できる
同族目的語構文は live の場合以外にも存在する。以下の例文を参照せよ。

（31） a. He lived a happy trouble-free life. He could live it because his wife took care of all 
the difficulties.

b. John sang a beautiful song. He sand it to cheer her up.

c. Mary danced an exotic dance. She danced it to show us her experience in Asian 

countries.

（久野・高見,  2002: 148 -149）

このような文は、一見同族目的語構文であるように思われるが、自動詞に見られる同族目
的語構文というよりも、むしろ一般的な他動詞文としての振る舞いに酷似している。また、
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動詞のdanceやsingというのは、それに関連した同族目的語以外にも She danced a piece 

of Swan Lake.や He sang Billy Joel’s Honesty. のように、同族目的語ではない名詞句も目
的語として伴うことができる事実から、他動詞的性質も有していると言えるだろう。この
ことを踏まえると、liveには完全な自動詞として働く場合と、他動詞に類似した動詞とし
て働く場合との２種類があると言うことができる。
　以上のことにより、同族目的語構文には、（30）に挙げられる純粋な同族目的語構文と、

（31）に代表される限りなく他動詞文に近い同族目的語構文の２種類があると考えられる。
すなわち、there 構文に出現している liveは自動詞としての働きをし、同族目的語構文に
出現しているliveは他動詞としての働きをしている。

5.	結語
　以上、本論文では英語の動詞を分類することにより、there 構文に出現可能な動詞とそ
うでないものがある理由について統語的側面から考察した。there 構文内に他動詞の出現
を許容しない英語に対して、アイスランド語のような TPとAgrP が完全に分かれている言
語においては、虚辞 there にあたる語が主語に出現し主語と動詞の倒置が可能であるため
に、他動詞が虚辞構文に出現できる。また、任意の動詞の there 構文における出現可能性
と同族目的語構文の出現可能性が相対的である一方、中には動詞 live のように両方に出現
できる動詞があるという事実から、同族目的語構文には少なくとも２種類があり、例えば
liveを伴う同族目的語構文は、限りなく一般的な他動詞文に近いものであるということを
主張した。
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第１節　「スペシャル」と「特別」の使い分け
　「スペシャル」の元となった英語“special”には「特別」、「特殊」などの意味がある。「スペ
シャル番組」 「スペシャルメニュー」 「スペシャル企画」のように、現在テレビ番組、雑誌、
飲食店などの場合によく見られる。「他と特に区別されている」 「一般と特に異なっている」
という意味から見ると、「スペシャル」と在来語の「特別」とは、ほぼ同様の意味だと思わ
れる。本節では、「意味の強調」という視点から「スペシャル」と「特別」の使い分けや使用
上の特徴を考察する。

1.1　「スペシャル」と「特別」の辞書的解釈
　『日中辞典』を調べた結果、「スペシャル」と「特別」はいずれも中国語の“特别”と翻訳さ
れている。日本の『日中辞典』と中国の『日汉大辞典』における「スペシャル」と「特別」の
解釈は以下の表（a）の通りである。

表（a）
日中辞典 日汉大辞典

スペシャル 特别
①特别的，特殊的，特制的

②专门

特別 特别，格外 特殊。格外。特别。

　表（a）で分かるように、「スペシャル」と「特別」は“特别”という意味で共通している。

「意味の強調・和らげ」の視点からみる
類義語としての外来語と漢語・和語の使い分け

「スペシャル」と「特別」、「リベンジ」と「復讐」、「チャンス」と「機会」を中心に

黄　楊

　「意味の強調・和らげ」とは、外来語の使用により、鮮烈なイメージや大きなイ
ンパクトを与えること、或いは硬い表現を和らげ、より軽いタッチにすることを
指す。本論文では、「意味の強調・和らげ」の視点から「スペシャル」と「特別」、「リ
ベンジ」と「復讐」、「チャンス」と「機会」のそれぞれの意味や用い方の特徴を検討し、
類義語としての外来語と漢語・和語の意味的相違や使い分けを明らかにすること
を目的とする。

要　旨

研究論文
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両語の日本語訳について、日本語辞書の『大辞林』と『広辞苑』の解釈を見てみよう。

表（b）
大辞林 広辞苑

スペシャル 特別。特殊。 格別。特別。特殊。

特別 他と特に区別されているさま。
一般と特に異なっているさま。 普通一般とちがうこと。格別。

　表（b）の通り、「特別」という言葉で「スペシャル」を解釈するのが一般的だと考えられる。
すなわち、「スペシャル」と言えば、「特別」を指すと言える。では、「スペシャル」と「特別」
は完全に同義語なのか、両語を置き換える場合には完全に相違がないのか、下記の使用例
を検討し、考察してみよう。

1. 2　「スペシャル」と「特別」の使用例

（1）テレビ、ラジオ番組の場合
　テレビやラジオ番組で、通常放送とは異なり、特別な内容である事を示す場合、「スペシャ
ル」を使用することが圧倒的に多い。「スペシャル番組」 「スペシャルドラマ」 「スペシャル
企画」など、「特別番組」 「特別ドラマ」 「特別企画」とも言えるが、「スペシャル」を使用す
る方が「普通とは違う」 「凄い」 「素晴らしい」を強調し、人の目を引き、インパクトを与え、
視聴率を上げることができると考えられる。
　なお、テレビやラジオ番組のタイトルに付き、名詞として単独で使用される「スペシャ 
ル」は一般的には「特別」には置き換えられない。

表（c）
日本テレビ（テレビ） フジテレビ（テレビ） 文化放送（ラジオ）

秘密のケンミン SHOW&
ダウンタウン DX 春の合体
２時間スペシャル ! 

驚き！謎マネー 100連発・
世間を騒がすアノ値段一挙
公開スペシャル 

戦力外捜査官スペシャル

土曜スペシャル

嵐ツボ～まだ決まっていな
いランキングお正月スペ
シャル

爆笑そっくりものまね紅白
歌合戦スペシャル

文化放送こどもの日スペ
シャル

センパツ ! 　スペシャル

A＆Gメディアステーショ
ン こむちゃっとカウント
ダウン 放送 800回突破記
念スペシャル

　表（c）はテレビ放送とラジオ放送の通常放送とは異なる番組のタイトルの例である。「２
時間スペシャル」 「正月スペシャル」 「記念スペシャル」のように、「○○スペシャル」とい
う形で「スペシャル」がタイトルの最後に使用される場合、置き換えて「２時間特別」 「記
念特別」など「○○特別」とは言わない。このようなタイトルに使用される「スペシャル」
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は既に「番組」という言葉を含んで、「特別番組」を意味しているため、単純に「特別」と置
き換えられないと考えられる。

（2）日常会話とSNSの場合の使用頻度
　外来語は格好良く、現代感、新鮮感があるため、特に若年層の間では、「日本語の在来
語より格好いい」 「日本語の在来語より響きが良い」という理由で外来語を使用する人が多
い。若者たちの日常生活では「特別」に比べて「スペシャル」の使用頻度がより高いのか、
二十代の若者 30人を対象に話し言葉と SNS での「スペシャル」と「特別」の使用頻度のア
ンケート調査を行った。アンケート調査の結果は表（d）の通りである。

表（d）
日常会話 SNS

「スペシャル」をよく使用する ５人（16.6％） 24人（80％）
「特別」をよく使用する 25人（83.3％） ６人（20％）

　表（d）の通り、日常会話で「スペシャル」をよく使用している若者もいるが、普通の日常
会話の場合はテレビ番組やイベントのように「普通とは違う」 「凄い」を強調する必要がな
いので、「今日は特別なお知らせがあります」 「彼と特別な関係ではないですよ」のように、

「特別」を使用することが多い。ところが、インスタグラムやツイッターなどの SNS を使
用する場合、「いいね」をもらえるように、人の目を引き、素晴らしさを強調するため、イ
ンパクトを与える言葉を選ぶことが大事だと思われる。在来語の「特別」に比べ、外来語
の「スペシャル」は「普段に比べて豪華」 「他と比べて凄い」という意味を強調できる格好
良い表現だと考えられる。

（3）「スペシャル」と「特別」の例文調査
①「スペシャルな○○」  「特別な○○」の形で用いる場合

○ 挑戦者の中から抽選で 20名に、エスコートキッズやフラッグベアラーなどのスペシャ
ルな体験がプレゼントされる。（从挑战者当中抽选出 20名，可享受球童以及掌旗手的特

别体验。）
○ 松下さんは、2010年放送の朝ドラ「ゲゲゲの女房」以来、８年ぶりの朝ドラ出演で「今

回また“朝ドラ”のスペシャルな経験をさせていただけるんだなと思いまして、非常に
うれしかったです。」（松下女士对于自 2010年播放的晨间剧《怪怪的妻子》以来时隔八年

出演晨间剧表示“这次又能够有出演晨间剧这样特别的经历，感到非常高兴”。）
○ 今回、スペシャルな企画として横浜ウォーカーの特別展示が実現した。（此次，“横滨步

行者”的特别展示作为特别的企划得以实现。）
○ 季節の食材を使って、特別な作りおきを用意しませんか？ 今回は「シラスの常備菜」を
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ご紹介しましょう。（不尝试使用季节性食材，做一些特别的菜品吗？这一次将介绍一些“小

沙丁鱼的家常菜”。）

　以上の例文のように、形容動詞として「な」と接続し、「○○な○○」という形で用いる
場合、「スペシャル」と「特別」はともに使用されており、置き換え可能である。「スペシャ
ルな経験」 「特別な経験」 「スペシャルなプレゼント」 「特別なプレゼント」など、使用範囲
が広いと思われる。ただし、人の目を引き、強調する場合は「スペシャル」を使用したほ
うがインパクトが強いと考えられる。

②他の外来語と複合して用いる場合

○ ５月 13日に千葉・幕張メッセイベントホールにて開催されるアニュータ主催のライブ
イベントに、スペシャルゲストの参戦が決定した。（5月13日在千叶县幕张会场的活动

大厅举办的由ANiUTa主办的现场直播活动中，确定将有特别来宾参加。）
○ 応募者の中から抽選でスペシャルステージの観覧に招待されます。（从参加抽奖者当中

进行抽选，可免费观看特别演出。）
○ 気温の高い日でも食べやすい冷製パスタや冷やし麺、上品な辛さのサーロインステーキ

など暑い夏におすすめのスペシャルメニューをご用意いたします。（准备了在气温很高

的日子里也能吃得很舒服的冷制意面以及冷面，上等的辣味牛脊肉等等炎热的夏天中推荐

的特别菜单。）
○ 日頃ロレンスを愛読していただいているみなさまのために、本日よりスペシャルキャン

ペーンを開催します！（从今日开始，为了平日喜爱看《Lawrence》的各位而举行特别优

惠活动！）
○ ここでは大きなミッキーのパンがスペシャルセットとして期間限定で登場。（在这里超

大米老鼠面包将以特别套装的形式期间限定登场。）

　他の外来語と複合して用いる場合、同様に外来語としての「スペシャル」を使用するこ
とが多い。漢語の「特別」と組み合わせ、「特別ゲスト」 「特別メニュー」 「特別キャンペー 
ン」なども使われるが、「スペシャル」を用いたほうがより自然な表現になり、外来語によっ
て人目を引き、響きが良いという長所を効果的に伝えられると思われる。

③正式な場合、重い話をする場合など

○ ４月 14日という特別な日。熊本の県民の皆さんも残念だったと思う。僕らもずっと支
援活動を続けてきた中で、県民の皆さんの姿を見ていますし、まだ大変な思いをされて
いる方も多い。（4月 14日是个特殊的日子。对于熊本县的县民们来说也觉得非常痛苦。

我们在继续着支援活动的过程中，看见各位县民们的身影，还是有很多人抱有很难过的回
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忆。）
○ 特別な支援が必要な障害者や高齢者らが避難生活を送る福祉避難所を充実させるため、

身近な学校の教室や公民館の一室を「福祉避難室」と位置づけて利用することを明記し
た。（也明确记载了为了让需要特别援助的残疾人以及老年人们在福利避难所更好地度过

避难生活，要把身边的教室或者公民馆的一室作为“福利避难室”来使用。）
○ 英国では、「特別な関係」にある米国に恩を返す必要性があるとの見方も広がっていた。 
（在英国，对有“特殊关系”的美国有报恩的必要性，持这种看法的人越来越多。）

○ 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が日本人拉致問題について「取り上げず、対話せず、
交渉もするな」という「特別な指示」を関連部署に出したという情報を明らかにした。（北

朝鲜的金正恩朝鲜劳动党委员长，就日本人绑架问题对相关部门做出了“不接纳，不对话，

不交涉”这样的“特别指示”。）

　以上のように、重い話題を取り上げる場合や国に関する正式な場合などでは漢語の「特 
別」を使用し、「スペシャル」には置き換えられない。このような場合、主観を入れずにそ
のまま「普通と違うことを伝える」ことを重要視し、バラエティー番組や広告などのよう
に人目を惹く必要もないため、響きが良くて明るい外来語の「スペシャル」は使用すべき
ではないと考えられる。したがって、「地震の記憶を呼び起こすスペシャルな日」 「障害が
ある方にスペシャル支援を行う法律」とは言わない。
　「スペシャル」と「特別」に対して中国語では“特别，特殊”のような語が用いられ、両語
は同様に「普通とはちがう」という意味があるが、「特別」に比べると、「スペシャル」のほ
うがより人の目を惹き、「豪華さ」 「凄い」 「すばらしい」を強調するため、テレビ番組や広告、
販売促進、SNSなどの場合に使用されることが多いと考えられる。

第２節　「リベンジ」と「復讐」の使い分け
　「リベンジ」の語源は英語の“revenge”であり、1999年の新語・流行語大賞（年間大賞）
にも選ばれた１）。当時、日本語の在来語に「復讐」という語彙があるにもかかわらず英語を
使う事に批判論が出たが、現在、「リベンジ」はスポーツ試合だけではなく、ゲームや雑誌、
テレビ番組など広い範囲で使用されている。中国語に翻訳すると、「復讐」と「リベンジ」
は共に“报仇”“复仇”になるが、「リベンジ」と在来語の「復讐」は置き換えられるか否か、
どのような相違があるのか、本節では、「意味の和らげ」という視点から考察する。

１） 西武ライオンズの松坂大輔は 1999年 4月 21日の対ロッテ戦では黒木知宏と投げ合い、0－ 2で敗北したが、その後に「リ
ベンジします」と宣言した松坂は 4月 27日の対ロッテ戦で再び黒木と投げ合い、1－ 0でプロ初完封を記録し見事にリベン
ジを果たした。松坂が「リベンジ」を使った時期は、まだリベンジの意味を知らない日本人が多かったと思われるが、松坂
が用語としての「リベンジ」を広く一般に認識させたことから、1999年の新語・流行語大賞（年間大賞）の受賞者に選ばれた。
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2. 1　「リベンジ」と「復讐」の辞書的解釈
　日本の『日中辞典』と中国の『日汉大辞典』を調べた結果は以下の表（e）の通りである。

表（e）
日中辞典 日汉大辞典

リベンジ 报复，报仇，雪耻。 复仇，报复。

復讐 报仇，复仇，报复。 复仇，报仇，亦指进行报复。

　表（e）を見ると、「リベンジ」と「復讐」は同様に“报仇”“复仇”という意味として使われ
ていることが分かる。日本語訳について、日本語辞典の『大辞林』と『新明解国語辞典』を
調べてみると、両語とも「仕返し」という意味を持っている。調べた結果は以下の表（f）の
通りである。

表（f）
大辞林 新明解国語辞典

リベンジ 仕返しをすること。 負けたり失敗したりした物事にもう一
度挑戦し、雪辱を果たそうとすること。

復讐 かたきを討つこと。
仕返しをすること。

負かされたり親などを殺されたりした
人が相手を同じように、ひどい目にあ
わせること。仕返し。

　表（f）を見ると、「リベンジ」と「復讐」は同様に「仕返しをすること」と解釈できる。両
語はどんな場合でも共通するか否か、どんなニュアンスの違いがあるのか、具体的な使用
例から考察してみよう。

2. 2　「リベンジ」と「復讐」の使用例

（1）暗い話題、重い話題の場合
○ “復讐屋”と名乗る２人組は、凶悪犯罪の被害者や遺族から復讐代行を請け負う仕事で社

会の闇を渡り歩く。（名为“复仇者”的二人组，承包代替凶恶犯罪的受害者以及遗属复仇

的工作，行走于社会的黑暗之处。）
○ 独身で既婚男性とつきあい、突然裏切られて復讐を誓った女性もいれば、夫の不倫相手

にとことん憎悪の炎を燃やす女性もいる。（有单身和已结婚男性交往突然被背叛后发誓

要报仇的女性，也有对丈夫的外遇对象燃起熊熊憎恶之火的女性。）
○ ニューヨークの中心部で起きた爆弾テロ事件で、容疑者の男は動機について「過激派組

織『イスラム国』に対する空爆への復讐だ」などと供述しているということです。（在纽

约市中心地区发生的炸弹恐怖袭击事件，嫌疑男子就作案动机作出了“这是对过激派组织

伊斯兰国发动空中轰炸的报复”的供述。）
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　以上の通り、「復讐」は辱められたり親などを殺されたりして大きなダメージを受けた人
が相手に憎しみや恨みを抱くという重い話題を叙述する場合、あるいはこのような人間の
暗い感情を表現する場合に用いられる。武力行使や犯罪行為になる行動も含まれている。
そのため、「復讐」を用いる場合、「重い」 「暗い」 「深刻」というイメージを持つと考えられる。

（2）スポーツに関連する場合
　野球、サッカー、相撲などスポーツの試合で、失敗したり負けたりした時にもう一度やっ
て勝利を奪い取ることを「リベンジ」で表現することが多い。スポーツの試合で使用され
る「リベンジ」は、中国語の翻訳文では辞書どおりに“复仇”、或いは“报仇”と翻訳される
ことが多く見られるが、場合によって“报仇”だけではなく、“雪耻”“再战”“东山再起”
など多様な表現を用いると、より自然な翻訳文になる。
○ 主催者推薦で出場した横峯選手は 123位からスタート。この日は 75と予選通過ライン

には遠く「また機会があったら、リベンジしたい」と再挑戦に意欲を示した。（作为主办

方推荐选手出场的横峰选手从排名 123位开始进行比赛。本日获得第 75名，距离预选合

格线还很远，“如果有机会，自己还想要再战”这样表达了再次挑战的意向。）
○ 昨年のヤンググランプリで３着に敗れた鈴木竜士が見事にリベンジを果たした。（去年

的青年大奖赛中以第 3名败退的铃木龙士本次完美地实现了雪耻。）
○ その涙には、８年越しに果たしたリベンジの喜びと、支えてくれた人々への感謝、プレッ

シャーからの解放。そして金メダルを逃した悔しさ。あらゆる感情が入り乱れていた。（眼

泪之中有用 8年才实现的雪耻的喜悦，有对于支持者的感谢，有压力的释放，还有和金牌

失之交臂的不甘。所有的感情都混杂在一起。）

　スポーツの場合に用いられる「リベンジ」は負けた人が勝利を奪い取るために努力する
ことを指し、「復讐」のような暗いイメージを持たず、どのような試合にも使用できる言葉
である。中国語では“报仇”“复仇”だけではなく、“再战”“卷土重来”などでも対応できる。

（3）ゲームやバラエティー番組などの場合
　スポーツ界のほか、バラエティー番組やゲームなどにもよく「リベンジ」を用いる。Ｐ
Ｃゲームでミッションやチャレンジに失敗した場合、「次は必ずリベンジしよう！」（下次
一定要雪耻啊！）のようなゲームセリフが流れることが多い。また、バラエティー番組に、
任務失敗となった芸能人やゲームに失敗したチームはよく「リベンジする！」（我要报

仇！）と言い、「リベンジバトル」 「リベンジ対決」などの「リベンジ」を付けるコーナーも
よく見られている。恨みの意味の強い「復讐」とは違い、外来語の「リベンジ」は番組、ゲー
ムのような気楽な場面でも用いられる。
　以上の考察をまとめると、「復讐」は硬い表現で、屈辱を受けたり親を殺されたり激甚な
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ダメージを与えられた場合、心に抱えた憎しみや恨みを晴らすための行動を指すことが多
い。犯罪行為にかかわることもある。「復讐」が人に暗く深刻なイメージを与えるのに対し、
外来語の「リベンジ」は「復讐」の暗さ、重さを和らげ、失敗したことに再挑戦するという
意味で試合やゲームなどで広く、軽く使用できると考えられる。

第3節　「チャンス」と「機会」の使い分け
　「チャンス」の語源は英語の“chance”であり、英語本来の意味である“possibility of 

something happening, especially something you want”と同様に、「あることをするのに絶
好の時機」という意味である。中国語に翻訳すれば、漢語の「機会」とともに“机会”“良机”
となる。日本語においても、「海外に行く機会が多い」と「海外に行くチャンスが多い」、「新
しい業界に触れる機会は少ない」と「新しい業界に触れるチャンスは少ない」のように、

「チャンス」と「機会」は共通していると思われる。本節では、「意味の強調」の視点から両
語の使い分けや特徴を考察してみよう。

3. 1　「チャンス」と「機会」の辞書的意味
　辞書で外来語の「チャンス」と在来語の「機会」を調べた結果は下記の表（g）の通りである。

表（g）
日中辞典 日汉大辞典

チャンス 机会，良机，时机。 （好）机会。
機会 机会。 机会。机遇。良机。

　日本の『日中辞典』と中国の『日汉双解大辞典』における「チャンス」と「機会」の解釈を
見ると、両語の意味は共通しているのが分かる。「いい機会だ」と「いいチャンスだ」は共
に“这是个好机会”と訳され、「機会をつかんだ」と「チャンスをつかんだ」は共に“抓住了
机会”と訳すように、中国語に翻訳する際、意味上の大きな相違はないと思われる。日本
語辞典の辞書的解釈を調べた結果も大きな相違がないと見られている。

表（h）
大辞林 広辞苑

チャンス 機会。特に、あることをするの
に絶好の時期。

機会。好機。

機会 ある行動をするのに最もよいと
き。おり。チャンス。

何かをするのに好都合な時機。

　表（h）の通り、日本語に「チャンス」を訳する際、「機会」を用いる。「チャンス」と「機会」
は共に「あることをするのにいい時」という意味となっている。実際に両語を使用する際、
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場面によってどちらが自然な表現になるのか、どんなニュアンスの相違があるのか、次に
使用例を通して検討してみよう。

3. 2　「チャンス」と「機会」の具体的な使用例

（1）「なかなか無いこと」「絶好の時」という意味を強調する場合
○ 東京では午前 0時半ごろに「上弦」の月が沈みますので、月明かりに邪魔されず、流星

群を観測するチャンスが訪れますよ。（在东京午夜零点左右上弦月也沉下去了，没有月

光的影响，所以观测流星群的好机会要来了哟。）
○ 現在、バルセロナ戦が最も重要な試合なので、ベストメンバーで挑む。明日は、偉業を

見せるチャンスだ。（目前是巴萨罗那之战中最重要的比赛，所以将用最好的队员。明天

是实现伟业的好机会。）
○ 今日、対話による平和的解決の歴史的チャンスが生まれているもとで、日本政府に求め

られているのは、北東アジアの平和と安定を実現する積極的な外交努力に踏み出すこと
である。（今天，通过对话和平解决问题的历史性的好机会出现了，日本政府所寻求的是

在实现东北亚地区的和平安定的外交努力上迈出积极的一步。）

　以上の場合、「機会」を用いてもおかしくはないが、「チャンス」を用いた方がインパク
トが強いと考えられる。「大きな機会」 「歴史的機会」に比べ、「大きなチャンス」 「歴史的 
チャンス」という表現の方が「なかなか無い」 「絶好の時」を強調し、響きが良いと思われる。
中国語翻訳の場合、本来の意味の“机会”より、“好机会”で翻訳したほうが適訳となる。
　また、競馬や野球などのナレーションも「機会」より「チャンス」を用いることが圧倒的
に多い。これも「絶好の時」 「良いタイミング」を強調するためである。「チャンスだ！チャ
ンスだ！」という定番のセリフは試合中継にふさわしい臨場感があり、視聴者に強いイン
パクトを与えられる。

（2）感嘆符「！」がつく宣伝の場合
○ 誰にでも、プロ野球観戦チケットなどが当たるチャンス！（无论是谁都有获得职业棒球

赛门票的机会！）
○ チャンスはここに！ ダイレクトマーケティング・フェア 2018まもなく開催！（机会就

在这里！直销会 2018即将举行！）
○ ゴールデンウィークは「自動車購入」最大のチャンス！（黄金周是买车的最大机会！）
○ 今がチャンス！早い者勝ち！４月 20日（金）から５月 31日（木）まで「決算フェア」を開

催する。（现在正是机会！先下手为强！ 4月 20日（星期五）至5月 31日（星期四）举办“清

仓展销会”。）
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　感嘆符は相手の注意を集める目的で使用され、人目を惹く効果があるため、広告やコマー
シャルなどによく見られる。感嘆符に呼応するには、日常生活で見慣れた漢字ではなく、
カッコ良くて響きの良い外来語の「チャンス」を使用した方がインパクトを与え、印象に
残り、より理想的な宣伝効果を得られると考えられる。

（3）強調する必要がない普通の日常会話の場合
○ 家を建ててから、家族や友人と集まる機会が増えた。（自从盖了房子之后，和家人朋友

相聚的机会变多了。）
○ 購入したものの使う機会がないのでお譲りしたいと思います。（买来的东西没有机会去

用所以想转卖了。）
○ とても忙しくてその映画を見る機会がありません。（实在太忙了没有机会去看那个电影。）

　このような日常生活でよく話したり聞いたりする会話の場合、「機会」は通常「とき」  
「おり」 「ついでの機会」という意味を表現し、「なかなか無いこと」 「絶好の時機」を強調す
る必要もインパクトや強いイメージを与える必要もないため、「チャンス」を使用すると逆
に不自然な会話になると考えられる。

（4）挨拶語として使用する「機会」
○ 本日はみなさんとお話しする機会をいただき、ありがとうございます。（今天能有这个

和大家谈话的机会，非常感谢。）
○ またの機会がありましたら、よろしくお願いします。（如果再有机会合作，还望多多关照。）
○ 機会がございましたら、 ぜひゆっくりお話をお伺いできればと思っております。（如果

有机会的话，希望能与您详谈。）
○ またお会いできる機会を楽しみにしております。（期待能有机会与您再次见面。）

　以上のような挨拶語は慣用表現が多い。挨拶語の場合に外来語の「チャンス」を使用す
るか否かについて、20代～ 30代の日本人 30人を対象にアンケート調査を行った。その結
果、30人のうち、26人（約 86％）が「挨拶語には“チャンス”をめったに使わない」と回答
している。儀礼的な場合、使い慣れている在来語の「機会」を多く用いるのであろう。
　「機会」は在来語として、普通の日常会話や慣用表現など、「おり」 「時機」という意味で 
様々な場面で広く使用されている。ところが、「絶好の時機」 「良いタイミング」 「絶対に逃
せない」という意味を強調する場合や、試合中継などの緊張感や臨場感があふれる場合、
広告などの人目を惹く効果を得たい場合には、響きの良い「チャンス」の方がインパクト、
鮮烈なイメージを与えると考えられる。



「意味の強調・和らげ」の視点からみる類義語としての外来語と漢語・和語の使い分け
─「スペシャル」と「特別」、「リベンジ」と「復讐」、「チャンス」と「機会」を中心に

59『言語と文化』 第13 号  2019年3月

　以上、「意味の強調・和らげ」の視点から「スペシャル」と「稽古」、「リベンジ」と「復讐」、 
「チャンス」と「機会」について考察した結果、下記のことが判明した。（1）「特別」に比べ
ると、「スペシャル」の方がより人の目を惹き、「豪華さ」 「凄さ」 「すばらしさ」を強調する
ため、テレビ番組や広告、販売促進、SNS などの場合に使用されることが多いと考えられ
る。（2）「復讐」が人に暗いイメージを与えるのに対し、外来語の「リベンジ」は「復讐」の
暗さ、重さを和らげ、失敗したことに再挑戦するという意味で試合やゲームなどで広く、
軽く使用できると考えられる。（3）「機会」は在来語として、普通の日常会話や慣用表現など、

「おり」 「時機」という意味で様々な場面で広く使用されている。ところが、「絶好の時機」  
「良いタイミング」 「絶対に逃せない」という意味を強調する場合や試合中継などの緊張感
や臨場感があふれる場合、広告などの人目を引く効果を得たい場合には、響きの良い「チャ
ンス」の方がインパクト、鮮烈なイメージを与える。
　アンケート調査を通じ、日本語のネイティブスピーカーに、外来語と漢語・和語の使い
分けがよく分からない人もいるということが分かった。外来語の増加により、日本語はよ
り豊かな言語になるが、どのように使用すればより適切な表現になるかはもっと重要だと
思われる。言語は変化していくものであり、今後は外来語と在来語の使い分けや特徴、お
よび日本語学習者にどのように教えるのかについて、より具体的に分類し、より多くの視
点から研究するべきだと考えられる。
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はじめに
　本稿では、日本語における「漢語 + 的」型の形容動詞の特徴について、それらの用法に
よる分類を試み、さらに「漢語+的」型の形容動詞の諸問題について考察することとする。

「漢語+的」型の形容動詞の多くは用法が複数あるため、筆者は「漢語 +的」型の形容動詞
の分類を試みる際に、主に前接語と後続語に焦点を当てて、研究を展開していく。

第１節　「漢語＋的」型の表現の用法の分類
　本節では先行研究を踏まえながら「漢語＋的」型の表現の用法について〈Ａ性質〉、〈Ｂ
状態〉、〈Ｃ方面〉のように、大きく３つに分類し、そらにその下位分類を考えることと
する。

1. 1　〈A性質〉
　「私はもっと女性的になりたい」の場合の「私」は女性の属性を持つ。「この部屋は、女性
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　本稿では、主に「漢語＋的」型の表現の用法による分類を試みた。また「漢語＋的」
型の形容動詞に関わる諸問題について考察した。筆者は「漢語＋的」型の表現の用
法について、「性質」、「状態」、「方面」の３つに分類し、さらに２つずつの下位分
類を試みた。「性質」を表すＡは、A1（YはXの持つ属性がある）とA2（YはXに近
似した属性を持つ）に（本稿においては前接語をXとして、後続語をYとして説明す
る）、「状態」を表すBは、B1（～の状態がずっと続いている様子）とB2（短い間に
続いている様子）に、そして「方面」を表すCは、C1（領域・分野）とC 2（範囲）に
分けられる。
　また、本稿では「漢語+的」型の表現が名詞を修飾する際に、「ナ」の省略可能
なコンテクストについて、「漢語+的」型の表現の由来について、日本語の「漢語
＋的」型の形容詞が中国語の“汉语名词 +的”の形容詞より使用頻度が高い原因に
ついて、日本語の「的」を伴う表現が副詞として用いられる場合、中国語の“汉语

名词 +地”に対応できるのかについて、「的」を伴う表現の日中同形異同義語が多
い原因などについても考察した。
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的な雰囲気が必要である」の場合、「雰囲気」は女性というものではないが、「女性」に近似
した属性を持っている。このように、「Ｘ的なＹ」 「Ｘ的にＹ」の表現が性質を表す場合、
さらに A1（ＹはＸの持つ属性がある）、A2（ＹはＸに近似した属性を持つ）という下位の
２類に分ける。
　次に例文の分析を通じて A1、A2について説明することとする１）。

○ その多くが革新的、画期的な成果ばかりだ。今後の世界経済の回復・成長に向け、中国
は十分にリーダーシップを発揮したと言えるだろう。（不少成果具有开创性和突破性 ,

为促进全球经济复苏增长留下鲜明的中国印记。）
○ それでも、彼女の意見は建設的で、前向きであり、将来に対しても様々な戦略を持って、

それを着実に実行していくように見えた。（即便如此，她还是十分积极向上 ,提出的意

见具有建设性 ,对于未来也有各种各样的打算 ,并且脚踏实地地努力着。）
○ 世界経済の弱さに対処するためには、野心的な改革と協調した政策が、強固で持続可能

かつ均衡ある成長を達成し、信頼を回復する鍵となる。（为了应对世界经济的衰弱，有

野心的 /雄心勃勃的改革和调整政策是达成健全的、可持续且均衡发展的成长，恢复信赖

的关键。）
○ この「奇幻童话城堡」は上海ディズニーランドの中心部にあり、牡丹やハクモクレンを

はじめとする様々な中国的要素とも見事に調和している。（奇幻城堡位于上海迪士尼乐

园的中心位置,融合了众多中国元素 ,包括牡丹、白玉兰等。）

　「革新的な成果」はその成果の革新性を示し、A1に属する。「建設的な意見」は物事の進
行を推し進めようとする意見を示し、A2に属する。「野心的な改革」は「野心のある改革」
という意味を表す。このように、「～がある」という意味を表す場合にもＹはＸに近似した
属性を持つ。「中国的」は「中国」の特性を色濃く保っていることを示す場合によく用いら
れる。「中国的」という言葉だけではなく、「日本的」や「京都的」も同様の表現である。「中
国式」 「中国らしい」などにも置き換えられる。この種類の言葉のＸは、ほとんどが地名、
国名、人名である。Ｘの特性を色濃く保っていることを示す場合に多用され、ＹはＸの属
性を持つ。
　性質を表す際に、「Ｘ的なＹ」 「Ｘ的にＹ」の表現は、ＹはＸの持つ属性があることを意
味する。A1に属する場合、ＸとＹの関係性が強い。ＹはＸに近似した属性を持つA2 は 

「意欲的に取り組む」 「個性的な人物」などのように「～がある」という場合、「顕微鏡的な
視力」 「病的な白さ」のように比喩とする場合が多い。

１） 本論文の日本語の例文の出所は下記のとおりである。
 https://chunagon.ninjal.ac.jp/bccwj-nt/search（現代日本語書き言葉均衡コーパス）
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1. 2　〈B 状態〉
　「劇的」は「チームは、劇的な逆転ホームランで初優勝を飾った」のように、短い時間で
劇を見ているような強い緊張や感動を覚えたり、変化に富んでいる状態を指す。一方、「劇
的」は「『平家物語』には、平家一門の興隆から没落滅亡の道をたどる劇的な運命が書かれ
ている」のように、波瀾に富んだ生涯・運命などのように、緊張・感激・感動をさせられ
る状態を指し、ずっとその状態が続いていることを強調する。要するに、状態を表す際に、

「Ｘ的なＹ」 「Ｘ的にＹ」の表現はさらに「劇的な運命」のような B1「～の状態がずっと続い
ている様子」と「劇的な逆転」のような B 2「短時間続いている様子」に分けられる。

○ 日中両国で圧倒的な人気を誇る卓球界のトップアスリート・福原愛は、９月の初め、台
湾の卓球選手・江宏傑と共に東京都内の区役所に婚姻届を提出した。（在日中两国都人

气超高的乒乓球名将福原爱 ,于 9月初与台湾乒乓球选手江宏杰共同向东京都政府提交了

结婚申请。）

　「圧倒的な人気」は「他の人を圧倒するような状態」を表す。これは B2に属す。「圧倒的
な勝利」 「一時的な欲求」 「積極的な状態」などの「的」の用法は、短時間続いている様子を
表す種類に属する。「劇的な生涯」 「定期的な検診」のような表現も「～の状態がずっと続い
ている様子」の種類に属する。

1. 3　〈C 方面〉
　「Ｘ的なＹ」 「Ｘ的にＹ」の表現は方面を表す場合、さらに C1（領域・分野）と C2（範囲）
のように２種の下位分類化も可能である。「漢語＋的」型の表現は範囲を示す場合の例とし
て、「全面的な適用」 「個人的な意見」 「全体的な背景」などがあり、これらのＸはＹの成立
する範囲を示す。実質属性ではなく、形式的な属性とも言えるものを指し、具体的な様態
などは表さない。下記の例がそれである。

○ 気候変動への共同対策についての国際的気候変動に関する新しい協議─「パリ議定書」
が世界 195カ国の代表によって採択された。（全球 195个国家的代表终于就共同应对气

候变化通过了全球气候新协议 -《巴黎协定》。）
○ 1983年、春節に備えた運行は全国的に影響を及ぼす人口移動現象として注目を集め始

めた。（1983年 ,春运作为一种牵动全国上下的人口移动现象开始受到瞩目。）
○ 昨年双方が合意した４つの原則的共通認識は、この考えを集中的に体現している。（去

年双方达成的四点原则共识集中体现了这一思想。）
○ 文化的共感点については国によって大きな差がある。（在文化认同方面存在着很大的国

别差异。）
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○ 大都市は家賃も高く、空気も汚染され、競争も激しいため、多くの若者が生理的・心理
的にストレスを溜め込む。（大城市房价高、空气质量差、竞争激烈 ,导致人们产生巨大

的生理（方面的）、心理（方面的）压力。）

　「国際的気候変動」は気候変動の範囲は国際だということを示し、「全国的に影響を及ぼ
す」は影響を及ぼす範囲は全国だということを示す。このような「漢語＋的」型の表現は範
囲を表す。「原則的共通認識」の「的」の意味は「～上」であり、その場合に「漢語＋的」型の
形容動詞はその方面を指す。「文化的共感点」 「生理的・心理的にストレスを溜め込む」の

「的」は分野、領域を示す。「漢語＋的」型の表現においてＹがＸという領域・分野を示す
場合、その種類は副詞として用いられる場合でも「的」の用法が同様で、「～上」 「～につい
て」という意味を表す。「学問的な間違い」は学問上の間違いを指し、「学問的に間違った」
は学問上に間違ったことを示す。

1. 4　まとめ
　「漢語＋的」型の表現の用法の分類について下記のようにまとめられる。

　性質を表す A の場合、さらに A1（Y は X の持つ属性がある）と A2（Y は X に近似した
属性を持つ）のように２種類に分けられる。
　状態を表す B の場合、さらに B1（～の状態がずっと続いている様子）と B2（短時間続い
ている様子）のように２種類に分けられる。
　方面を表す C の場合、さらに C1（領域・分野）とC2（範囲）のように２種類に分けられる。

　次に本論文で研究対象とする 35語の「漢語＋的」型の表現が、上記の6 つの分類に属す
か否かについて検証する。

表１
A、性質を表す B、状態を表す C、方面を表す

A1
（YはXの持つ
  属性がある）

A2
（YはXに近似し
 た属性を持つ）

B1
（～の状態がずっと
  続いている様子）

B2
（短時間続い
  ている様子）

C1
（領域・分野）

C2
（範囲）

決定的 決定的瞬間 決定的な違い

感情的 感情的な人 感情的になる 感情的な
つながり

意欲的 意欲的な人 意欲的に
取り組む

意図的 意図的に
人を陥れる

作為的 作為的な造形
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包括的 包括的なテーマ
一方的 一方的に決める 一方的な勝利
威圧的 威圧的な態度
本格的 本格的な登山 本格的な寿司
情熱的 情熱的な演説 情熱的な瞳
短絡的 短絡的な判断
画一的 画一的な教育
画期的 画期的な発明
抜本的 抜本的な治療
受動的 受動的な態勢
官能的 官能的な踊り
私的 私的な生活
公的 公的支出
外的 外的刺激
内的 内的要因
人的 人的投資
物的 物的投資
史的 史的研究
心的 心的負担
知的 知的な女性 知的能力
劇的 劇的な生涯 劇的なシーン
端的 端的に言う
病的 病的な執着
詩的 詩的現実

革命的 革命的な
大衆運動 革命的な役割

一時的 一時的な現象
一般的 一般的模式
理想的 理想的な男性
圧倒的 圧倒的多数

機械的 単語を機械的
に覚える 機械的限界

　本稿で研究対象とする 35語の「漢語＋的」型の表現は、表１のように六分類に当てはま
るため、その分類は妥当性が高いと考えられる。表１のとおり、一部の「漢語＋的」型の
表現は複数の意味や用法がある。「的」の用法は前接語のＸに関わり、修飾されるＹにも関
わる。性質を表す「漢語＋的」型の表現は状態を表し、方面を表す表現より多く見られる。

第2節　「漢語＋的」型の形容動詞に関わる諸問題
　本節では幾つかの研究焦点を設け、日本語における「漢語名詞 + 的」型の表現の諸問題
について総合的に議論し、その用法の特徴を明らかにすることを試みる。
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【焦点１】どのような場合に、「漢語 + 的」型の表現は名詞を修飾する際に、
　　　　「ナ」を省略することができるか
　日本語における「漢語 + 的」型の表現は名詞を修飾する場合、日本語の「ナ形容詞」と呼
ばれるものの特徴として、通常、「高級な商品」のように、「ナ」で後続する語を修飾する
ことができる。ところが、「意味的な相違」「意味的相違」のように「ナ」を省略して用いら
れる場合が多い。
　「～的」は語基も修飾する対象も名詞性が高い場合、「～の」という言い換えが成立する。
その場合、「漢語 + 的」型の表現は名詞を修飾するとき、「ナ」を省略できる。
　「意味的相違」の中国語訳は“意思的不同”“语义不同”となる。中国語に“意思的”“语义的”
という形容詞はないため、その“的”は連体修飾語として、性質を表し、省略しても用い
られる。一般的に、中国語の文法書において、“意思”“语义”と“不同”はいずれも名詞と
されている。下記の例文も同様である。

○ 歴史問題は中日関係の政治的基盤に関わる重大な原則問題である。（历史问题是事关中

日关系政治基础的重大原则问题。）

　政治や基礎は名詞性が高く、「政治的基盤」は「政治の基盤」への言い換えが成立する。
　「漢語＋的」形の形容詞が後続する語を修飾する場合、「ナ」を省略できるか否かについ
てのアンケート調査を行った。このアンケートの調査対象者は全員、日本母語者である。
そのアンケートは 150人に送付し、76人からの回答を回収することができた。次にその
アンケート調査の結果について分析してみる。
　「形態的な特徴」 「地理的な不案内」 「私的な動機」 「職人的な見方」 「学問的な間違い」 「熱
狂的なファン」 「独裁的な指導者」 「野心的な改革」 「革命的な衝撃」について調査した結果、

「ナ」をカットできる（形容詞は後続する語を修飾する場合、「ナ」を使わなくてもよいとい
う意味）と回答している人が 40％～ 59％（31人～ 45人）を占めることが分かった。
　「構造的な不均衡」 「理想的女性」 「男性的な魅力」 「威圧的な態度」 「決定的な勝利」 「危機
的な状況」 「圧倒的な多数」 「平和的な解決」 「事務的な配慮」について調査した結果、「ナ」
を省略できると回答している人は 60％～ 79％（46人～ 60人）であった。
　「形態的な特徴」 「地理的な不案内」 「私的な動機」 「職人的な見方」 「学問的な間違い」 「熱
狂的なファン」 「独裁的な指導者」 「野心的な改革」 「革命的な衝撃」について調査した結果、

「ナ」を省略できると回答している人は40％～ 59％（31人～ 45人）であった。
　「職業的な軍人」 「技術的な仕事」 「個性的な発展」 「知的な女性」 「抒情的なメロディー」

「感情的な質問」 「外面的な行い」 「例外的な扱い」 「積極的な態度」について調査した結果、
「ナ」を省略できると回答している人は 20％～ 39％（16人～ 30人）であった。
　「一般的な年収」 「感情的な質問」 「根本的な見直し」について調査した結果、「ナ」を省略
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できると回答している人は 0～ 20％（０人～ 15人）であった。
　以上の結果から、全員が「ナ」を省略できると回答している表現はなかった。こうした
結果がもたらされたのは、出身地、学歴、職歴などが異なるためであると考えられる。し
かし、「ナ」を省略する可能性が高い表現の分析を通じて、どのような場合に「ナ」を省略
できるかが分かる。そこで、本論文では 80% の人が「ナ」を省略できると回答している表
現を対象として、どのような場合に「ナ」を省略できるかについて検証する。
　実際に「Ｘ的Ｙ」と「Ｘ的なＹ」は両方使える。一部の表現が「ナ」を省略できると賛成す
る人でも、その形容詞を用いる際に、必ずしも「Ｘ的Ｙ」型を用いるとは限らない。研究
対象は「Ｘ的Ｙ」が「Ｘ的なＹ」より使用頻度が高いということではなく、どのような場合
に「Ｘ的なＹ」の「ナ」を省略できるのかということである。アンケート調査で 80% の人が

「ナ」を省略できると回答している表現は、「日本的な政治」 「経済的な理由」 「動物的な直観」
「人間的な欲望」 「政治的な基盤」 「人的な抗弁」 「物的な証拠」 「機械的な仕事」 「公的な負担」 
「一時的な欲求」であった。これらの表現の X における「日本」 「経済」 「動物」 「人間」 「政治」 
「人」 「物」 「機械」 「公」 「一時」は、いずれも名詞である。修飾される Y はいずれもＸの属
性を持つ。「的」を「の」に言い換えると、「人間の欲望」 「政治の基盤」のような「ＸのＹ」と
いう形式が成立する。
　要するに、「Ｘ的なＹ」が「ナ」を省略できるかどうかについては人によって異なる。だが、
ＹはＸの属性を持っていて、ＸとＹの関連性が強い場合、「Ｘ的なＹ」の「ナ」を省略する
可能性が高いと考えられる。

【焦点２】「漢語 + 的」型の表現の起源と発展はどのようなものか
　本稿では、主に「漢語＋的」の形容動詞を中心に考察しているが、「的」を伴う表現が誕
生した背景に注目する必要があると考える。ここで、「的」を伴う表現の由来を説明する。

「的」を伴う表現の 1 つ目の説は、中国の宋・元における俗語としての「ノ」の意味を表す
助辞に由来したものである２）。もう１つの説は明治以降、英語の著作を翻訳するために「漢
語 + 的」型の表現を用いたことに始まったというものである。「的」を伴う表現はもともと
翻訳書、あるいは論文などの硬い文体の文章だけによく使用されていた。筆者は、「漢語
+ 的」型の表現は古代中国語に由来したものであり、その後に日本人の手によって更に広
く使われるようになった、と考える。
　藤居（1961）は、現代語における「的」ということばの濫用はすさまじいほどであると指
摘した。現在も、その現象は観察することができる。近年若者の間で愛用されている「的」
の新しい用法として、「私的に」 「僕的に」 「君的に」 「○○さん的に」などが挙げられる。

○ 私（わたし）的には、A 案に賛成です。（我赞成Ａ方案。）

２） 大槻 文彦 編『言海』（第１版）（ちくま学芸学庫　1889年）
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○ この本、僕的にはものすごく面白かったです～ !!!（这本书我觉得很有趣。）

　「私的には」は、私はＡ案に賛成だという意味である。「私は」とストレートに言わず「私 
（わたし）的には」と主語をぼかすことで、自己主張を和らげ、曖昧に表現するためだと思
われる。「僕的には」は「僕にとって」という意味を示す。上記の２つの例は話者自身を指
す表現として用いられることが多い。そのような表現はまだ定着されていないが、日常の
言葉として多用されているのが現状である。さらに新たな言葉を作り出す傾向も見られる。

【焦点３】なぜ日本語の「漢語＋的」型の形容詞は
　　　　  中国語の「漢語＋的」型の形容詞より使用頻度が高いのか

　日本語の「的」を伴う表現は中国語よりも使用頻度が高い。その原因について検討する。
　玉村（1985）は、英語・ドイツ語・フランス語・中国語・日本語の基本語彙に関して統
計的に見て、日本語の形容詞は他言語に比べて、少ないと述べている。

表 2　基本語中の形容詞の数と百分率
語数 形容詞数 ％

英語 1,500 240 16.0
ドイツ語 1,533 230 15.0
フランス語 1,515 253 16.7
中国語 3,000 437 14.6

日
本
語

雑誌 90種 1,220 48 3.93
分類語彙表 32,600 590 1.81
同上中心語彙 7,000 176 2.51

（玉村（1985）による）

　玉村の調査データは各言語の基本語彙であるので、多くの派生語はその対象から除かれ
ている。調査対象をさらに広げ、派生語も正当に扱われるならば、日本語の形容詞の数は、
多くなると思われる。つまりは、日本語は形容詞は他言語に比べて少ないため、大量の形
容詞の派生語が生まれてきたということである。
　村木（2009）は「伝統ある⇔伝統的な」 「魅力ある⇔魅力的な」といった交替関係が成立
するという指摘がある 。下記の例がそれである。

○ 関係者の話によれば、この高校は男子生徒が 9割を占めるため、魅力的な制服で女子生
徒の注目を集めるのがねらいだという。（校方说 ,该校九成学生是男生 ,因此希望用漂

亮的校服多吸引一些女学生。）

　上記のように、「魅力的」は「魅力がある」という意味を表す。「意欲的」 「個性的」 「効果的」
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「効率的」 「好意的」 「刺激的」 「体力的」 「特徴的」 「歴史的」などがこの種類に属する。
　山田（1961）は、「的」ということばが現代語で多用されるようになった根本的な原因は、
日本語に本来の形容詞が乏しいということ事情が根底にあるのだが、接尾的要素としての

「的」の生産力が大きいことも忘れてはならないと述べる。例えば、「さん」という接尾語は、
「河村さん」 「太郎さん」 「花子さん」と、多くの固有名詞に共起することが可能である。こ
れと同様に、「的」もまた「多久島的性格」のように多くの固有名詞と共起することが可能
である。「的」は単に単語につくだけでなく文にも句にも平然としてつくと指摘している。
　確かに「的」の造語力は強い。「的」の語基は単語だけでなく、「〈仏作って魂入れず〉的
な援助」、「〈みんなで考えよう〉的な企画」、「〈関西テレビがやったことだ〉的な対応」な
どのような文も「〈他人任せ〉的な姿勢」、「〈姥捨て山〉的な施策」などのような句もある３）。
また、「的」を伴う表現は元々書き言葉としてよく用いられていたが、日常会話（口語）で
広く使用されていることが窺える。
　『広辞苑』で調べると、「漢語＋的」型の形容動詞は 361語ある４）。その中で、２文字の形
容動詞は 26語であり、３文字の形容動詞は 321語、４文字の形容動詞は 12語、５文字の
形容動詞は２語である。しかし、『現代漢語詞典』に中国語の「漢語＋的」型の形容詞の収
録はない５）。中国の日常生活で、“世界性的”のような“～性的”、“有魅力的” のような“有
～的”の形容詞も用いられるが、全体的に言えば、中国語の“的”の造語力が低い。形容詞
として用いられる場合、“一般（的）人都是希望自己另一半长得好”のように、“的”を省略
することも少なくない。中国語と比べると、日本語における「漢語名詞 + 的」型の表現は
簡潔で使いやすくて分かりやすいため、使用頻度が高いと見られる。日本語は中国語より
本来の形容詞が乏しいため、「的」が接尾辞要素として生産力が大きい。これが「的」の造
語力が高い根本的な原因と考えられる。
　そのほかに、中国語の「的」の語基は品詞が単一であるということも日本語の「的」を伴
う表現が、中国語より使用頻度が高い原因の一つであると挙げられる。中国語における「的」
の語基の品詞は、主に日本語で言われる体言系である。“世界的”“科学的”“主观的”など
がそれである。日本語の「的」の語基は品詞性について体言系の比率のほうが高いが、「一
般的」「熱狂的」のような用言系も含まれる。中国語の「的」を伴う表現は副詞として用いら
れない。中国語で、“～的”が形容詞であり、“～地”“～得”を用いると副詞になる。

３） 「文＋的」、「句＋的」の例の出所は毎日 News パック 1987年 9月 10日、毎日 News パック 1989年 5月 26日、「声」2007
年 1月 27日、「声」2008年 3月 13日、「声」2007年 3月 2日である。

４） 新村 出 編『広辞苑』（第 6 版）（三省堂 2008年）

５） 中国社会科学院言語研究所 編集『現代漢語詞典』（第 7 版）（商務印書館 2016年 9月）
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【焦点４】日本語の「的」を伴う表現が副詞として用いられる場合、
　　　　  中国語の“汉语名词+地”に対応できるか

　日本語における「漢語 + 的」型の表現は、形容詞として用いられるだけではなく、副詞
としても用いられる。中国語の〈汉语名词 + 的〉型の表現は、形容詞として用いられるの
だが、副詞として用いられる場合には、通常、〈汉语名词 + 地〉型の表現になる。しかし
ながら、実際には“地”も省略する場合が多い。

○ 例外的に裁判所の許可を得て、債権者集会が開かれる前でもすぐに換価できる。（例外

地取得了法院地许可，在债权人集会召开前能立刻折价。）

　上記のような日本語における「漢語名詞 + 的」型の表現が副詞として用いられる例は、
日本語には少なくない。日本語の「的」を伴う表現は副詞として用いられる場合、中国語
の“汉语名词 + 地”に対応するが、そうではない場合もある。
　「地」は明治時代の文献にもしばしば見られるが、中国語では「的」がこの「地」と同様、 

「慢慢的走」のように連用修飾語を構成する要素となる。山田巌によれば、丹羽純一郎は 
「的」を「地」と同様に副詞を構成する要素と意識して、「慢慢的ニ」 「徐徐的ニ」と使用した
としている。これが、日本語の「的」を伴う表現が「ニ」で後続する動詞を修飾する起源だ
と考えられる。また「Ｘ的にＹ」の「的」はＸからみて、評価することを示す場合、一般的
に中国語に翻訳すれば、“～方面”“～上”になる。「Ｘ的にＹ」の「的」の用法は「Ｙについ
て評価すると、それはＸ的だ」の場合に中国語の対応語は一般的に“～的情况是”である。
語幹の漢字の抽象意味から生まれ、それに似た性質をもっていることを表す場合、中国語
に翻訳すれば、“～地”になる。

【焦点５】なぜ「的」を伴う表現の日中同形異同義語が多いのか
　自然科学、政治学、経済学、社会学などに関する「漢語名詞 + 的」型の表現は、日中の
意味や用い方はほぼ同様である。自然科学、政治学、経済学、社会学などの近代理論は、
全て欧米諸国から伝播してきたので、その分野の大部分の専門用語が欧米諸国に由来した
ものと見られる。高橋（2005）は、「明治維新後、近代化が進み、大量の欧米の原著が日
本語に翻訳された。翻訳者はその近代の専門用語を表すため、中国の辞書を参考にしなが
ら、和製漢語を大量に創出した」と指摘した。中国は、その専門用語としての和製漢語を
そのまま導入してきたと見られる。「的」は主に「～という領域」を表し、形容詞として用
いられる場合、日中の意味や用い方はほぼ同様である。ただし中国語の場合、“的”もよく
省略される。下記の例がそれである。

○政治的理由で突然殺される。（因政治原因被杀。）
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○国民から政治的関心を失う。（国民对政治不关心。）

　「政治的理由」は政治に関する理由を示し、「政治的関心」は政治に関する関心を指す。こ
のような場合、直接に“政治”に訳すことになる。「経済的不況」（经济不景气）、「経済的自
立」（经济独立）、「経済的安定」（经济稳定）などの表現はいずれもそうである。

おわりに
　本稿では日本語における「漢語 + 的」型の形容動詞の用法の分類を試み、さらに「漢語＋
的」型の形容動詞に関わる五つの問題について考察した。第１節では 35語を中心に分析す
ることを通して、本稿で主張する六分類は妥当性が高いことが分かった。第２節では、日
本語における「漢語 + 的」型の形容動詞の用法にかかわる五つの問題について解析した。
日本語における「的」を伴う表現と中国語の“汉语名词 + 的”の表現は、どちらも互いの言
語圏で借用されるといった歴史的背景を持つため、類似しているところがある。だが、日
本語には、中国語と異なる、それ特有の言語的特徴も窺える。

参考文献
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０．はじめに
　中国語では、「数量表現１）」特に「“一”を伴う数量表現」が日本語より多く見られ、それ
は中国語の一大特徴とも言える２）。日本人学習者にとって習得と理解が難しいのは、次の
例１３）のような慣用表現における「“一”を伴う数量表現」である。

例１ それから永沢さんに誘われて知らない女の子たちと次々に寝ることになった事情
も話した ｡（接着又讲了被永泽拉去左一个右一个同女孩乱来的缘由。）

　上記の例における“左一个右一个”のような【～数量表現～数量表現】の慣用表現は中国
語に多い。本稿では“左一个右一个”のような表現を【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】と称

中国語の慣用表現における
【“一”を伴う数量表現】の用い方に関する考察

吉野 孝介

　本文使用语料库中的实际使用语料对汉语【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】这一结
构的语义、语法特征进行了描写式的梳理，按照前项【Ｘ＋数量表現】和后项【Ｙ＋
数量表現】之间的关系，对【Ｘ＋数量表現+Y+数量表現】做了进一步分类。并对各
分类中【Ｘ＋数量表現+Y+数量表現】里Ｘ、Ｙ的词性、词义等特征进行了考察。

要　旨

研究論文

『言語と文化』	第13号		2019年3月

１） 現代中国語では、事物や動作、行為などの数量を表す場合、数を数える「数詞」は単独で使わず、単位を示す「量詞」を伴う。
例えば、“一本辞典”（「辞書一冊」）の“本”は「量詞」であり、日本語の助数詞の「冊」に相当するものである。量詞は通常数
詞と組み合わせて用いられるため、本稿では、中国語の「数詞＋量詞」を「数量表現」と呼ぶことにする。

２） 事物を数える場合、日本語において「手紙二通」（两封信）のように助数詞を必要とするように、現代中国語も事物を数え
るための「名量詞」（两封信の“封”）と、動作行為の回数を数えるために用いる「動量詞」があり、「三度の食事」（三顿饭）、「四
回行ったことがある」（去过四次）における“顿”“次”が「動量詞」である。数量を数える場合、日本語は「数詞＋助数詞」を
使い、中国語は「数詞＋量詞」を使う。この点で日本語と中国語は同じであると言える。しかし、中国語の「数詞＋量詞」は、
日本語の助数詞の用法から見れば用いる必要のないところにも現れる。次の例がそれである。

 　〇 教室里有一个人。（教室に人がいる）
 　〇 他给朋友一件礼物。（彼は友達にプレゼントをあげる）
 「人がいる」「プレゼントをあげる」場合に、日本語では必ずしも「一人」 「一つ」などのような「一」を伴う数量表現を使用し

なくても文の意味が通じ、コミュニケーションにおいて全然支障をきたさない。これに対して、中国語では“一个”“一件”
を省略することが難しく、明確に表すのが普通である。

３） 「中日対訳コーパス」（第１版　2003　北京日本学研究中心）に収録した『ノルウェイの森』（村上春樹、講談社）とその中国
語訳≪挪威的森林≫（村上春樹著、林少华訳、漓江出版社）から抽出した実例である。
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すこととする。
　中国語の【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】における「Ｘ」 「Ｙ」には、動詞、形容詞、人称
代名詞、方位詞などが使われる。次の四例４）がそれである。

例２　生活没什么目标过一天算一天。
例３　他身体很弱，总是好一天坏一天。
例４　大家你一句我一句开始议论起来。
例５　匆忙间衣服的扣子也没有扣好，扣得上一个下一个。

　上記の例２における“过”“算”は動詞、例３における“好”“坏”は形容詞、例４における
“你”“我”は人称代名詞、例５における“上”“下”は方位詞である。
　すべての動詞、形容詞、人称代名詞、方位詞が【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】の形で使
えるか否か、【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】における「Ｘ」 「Ｙ」はいかなる特徴があるの
かを明らかにするために、本稿ではコーパス５）の実例を使い、中国語の【Ｘ＋数量表現＋
Ｙ＋数量表現】の使用実態を記述的に考察し、【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】の特徴を明
らかにしたい。また【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】をさらに分類し、【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋
数量表現】は慣用表現として、いかなる意味的、文法的、語用的な特徴を持っているかを
明らかにすることにする。
　調査した結果、【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】における「Ｘ」 「Ｙ」の品詞にあたる用例
数は、下記の通りである。

　上記の図に示したように、今回の調査では、【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】における「Ｘ」
「Ｙ」には、動詞が最も多く使われることが分かったため、本稿は【動詞１＋数量表現＋動
詞２＋数量表現】を中心に考察を行いたい（以下、【動詞１＋数量表現＋動詞２＋数量表現】を

 

411
144

3237

438

動詞 動詞以外

用例数
使用回数

４） 北京語言大学「中国語 BCC 语料库」（http://bcc.blcu.edu.cn）

５） 北京語言大学「中国語 BCC 语料库」（http://bcc.blcu.edu.cn）



中国語の慣用表現における【“一”を伴う数量表現】の用い方に関する考察

75『言語と文化』 第13 号  2019年3月

【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】と記す）。

１．先行研究及びその問題点
　【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】について尹鐘宏（2004）６）は、「重ね型のフレーズ」（“重

叠短语”）として考え、【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】を〈数量表現＋数量表現〉という「重
ね型のフレーズ」に「Ｘ」 「Ｙ」を付け加えて使われたものと捉え、程度や数量を強調する
ことと指摘している。それを説明するため、“左一趟右一趟地跑火车站”を例として挙げた。
　氏の研究は“一趟一趟”のような数量表現の重ね型に基づき、【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量
表現】を分析した。フレーズの構成上の特徴から【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】を解析し
たことは評価できる。ただし【Ｘ＋数量表現＋Ｙ数量表現】における「Ｘ」 「Ｙ」にいかなる
特徴があるのかは明らかにされていない。
　また、氏の研究では〈数量表現＋数量表現〉に「Ｘ」 「Ｙ」を付け加えることによって程度
や数量を強調できると述べられている。つまり“一趟一趟地跑火车站”に“左”“右”を付け
加えることで、さらに回数が多いことを強調できる。確かに修飾語としての【Ｘ＋数量表
現＋Ｙ＋数量表現】を〈数量表現＋数量表現〉に「Ｘ」 「Ｙ」を付け加えることと解釈するこ
ともできるが、述語としての【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】は多少、違和感がある。次の
例６で考えてみよう。

例６ 他很认真，上课的时候听一句记一句。
＊例６ 他很认真，上课的时候一句一句。

　上記の例６の“听一句记一句”は述語であり、「Ｘ」 「Ｙ」としての“听”“记”がなければ、
非文になるため、氏の研究で述語としての【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】を考えること
が妥当ではないことが分かった。
　筆者は述語としての【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】が中国語の緊縮文７）であると考える。

“听”“记”の動作主である語を付け加えて考えてみよう。“听一句记一句”は“他听一句，他

就记一句”になる。また、【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】におかる「Ｖ１」 「Ｖ２」の動作主
が異なる場合もある。次の例７を見てみよう。

例７ 他很能喝，别人敬一杯喝一杯。

　上記の“别人敬一杯喝一杯”は“别人敬他一杯，他就喝一杯”である。接続詞も付け加え
て例６、例７を考えてみよう。例６の“听一句记一句”は“只要他听一句，他就记一句”で

６） 尹钟宏（2004）『現代漢語研究』p.356 「有的“NMNM”结构和“NMM”结构的前面和中间可加入别的词语。」

７） 黄伯荣、廖序东（2002）『現代漢語』p.174
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あり、例７の“别人敬一杯喝一杯”は“只要别人敬他一杯，他就喝一杯”である。
　以上の考察で分かるように、【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】における「Ｖ１」「Ｖ２」の動
作主は“听一句记一句”のように同一である場合もあり、“别人敬一杯喝一杯”のように異
なる場合もある。「～さえすれば」「～でさえあれば」という条件を表す。
　本稿は〈Ｖ１＋数量表現〉と〈Ｖ２＋数量表現〉の論理関係によって【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋
数量表現】を分類して考察する。

２．本研究の調査及び分類
　今回、BCCコーパスで検索した結果は以下となる。【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】の
用例は 441種、3,237例がある。〈Ｖ１＋数量表現〉と〈Ｖ２＋数量表現〉の関係によって【Ｖ１

＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】を条件、順接、並列という三種に分けられる。

２．１“ ”を示す【Ｖ1＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】
　〈Ｖ１＋数量表現〉は〈Ｖ２＋数量表現〉の条件として、〈Ｖ２＋数量表現〉は結果とする。今回
の調査では、“条件关系”を表す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】例は 275例見られる。

　次の三例をみよう。

例８ 简直就是考一科挂一科。
例９ 下次在路上见一个打一个。
例10 心情不好时翻出来看，看一次笑一次。

　上記の三例の下線部における数詞“一”は計数機能として使われず、“不确定”を表す疑
問代名詞でも使用される。例８の“考一科挂一科”、例９の“见一个打一个”、例 10の“看

一次笑一次”を“考几科挂几科”“见几个打几个”“看几次笑几次”とも言える。
　上の三例の下線部分はすべて関連詞の“只要……就……”を付け加えることが可能であ
り、例８の“考一科挂一科”は“只要考一科，就挂一科”，例９の“见一个打一个”は“只要

条件关系
275

その他
136
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见一个，就打一个”と理解できる。例10 の“看一次笑一次”と“只要看一次，就笑一次”と
同じ意味である。
　〈Ｖ１＋数量表現〉にあたる“考一科”“见一个”“看一次”は〈Ｖ２＋数量表現〉である“挂一科”

“打一个”“笑一次”の出現条件である。つまり〈Ｖ１＋数量表現〉は前提条件であれば、必ず 
〈Ｖ２＋数量表現〉という結果になる。
　“条件関係”を示す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】は主に「例外なし」の意味を強調し、
日本語の「～ごと」に対応することが多い。“条件関係”を示す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量
表現】とその日本語訳についての調査８）では、次のような日本語訳の例が見られる。

例11 走一步滑一下。（一足ごとに滑る）
例12 到一站我找一站，找不着我就不回来了。（一駅ずつ下りて探す。見付けるまでは

戻らない）

　上の例 11、例 12も“只要……就……”を付け加え、“只要走一步，就滑一下”“只要到一站，

我就找一站”という“条件関係”を示す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】の例であり、「歩
く度に滑る」 「一駅ずつ下車して探す」の意味である。
　また、数量表現の分類から見ると、“条件关系”類の【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】は
前掲した例８の“考一科挂一科”、例９の“见一个打一个”のような「物量表現」の用例もあ
り、例 10における“看一次笑一次”のような「動量表現」の用例もある。
　前掲した例６の“听一句记一句”と例７の“别人敬一杯喝一杯”は“条件关系”を表すパ
ターンにあたる。“条件关系”を表す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】における「Ｖ１」と「Ｖ２」
の動作主が“听一句记一句”と同様、同一である場合もあり、“别人敬一杯喝一杯”のよう
に異なる場合もある。
　【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】における「Ｖ１」と「Ｖ２」の動作主が同一であるか否かの
視点から、もう一度以上の例を考えてみよう。例８の“考一科挂一科”、例９の“见一个打

一个”、例10の“看一次笑一次”、例 11“走一步滑一下”における「Ｖ１」と「Ｖ２」の動作主は
同一であるが、例12における“到一站我找一站”が異なる動作主の用例になる。
　以上の考察から、「Ｖ１」と「Ｖ２」の動作主が異なる場合、例７の“别人敬一杯喝一杯”、 
例12の“到一站我找一站”のように、区別するため“别人”“我”のように「Ｖ１」或は「Ｖ２」 
の動作主をはっきりと使う特徴が分かった。
　
２．２“ ”を表す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】
　今回の調査では、“顺接关系”を表す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】例は 100例見られる。

８） 「中日対訳コーパス」（2003）第１版　北京日本学研究中心
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　次の三例がそれである。
例13 天意如此 ,再想也没有用 ,走一步算一步。
例14 别把未来想的太美好，走一步是一步。
例15 提交论文能拖一天是一天。

　上の三例における下線部の“走一步算一步”“走一步是一步”“拖一天是一天”はいずれも
“顺接关系”を表している。〈Ｖ１＋数量表現〉と〈Ｖ２＋数量表現〉は単に時間的に前後関係を
表しているが、例10の“看一次笑一次”のような条件関係ではない。上記の三例における 

〈Ｖ２＋数量表現〉は〈Ｖ１＋数量表現〉のあと続きとして表されている。
　今回の考察から“顺接关系”を表す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】場合、「Ｖ２」は“是”

“算”がよく使われることが分かった。今回抽出した 100例のうち「Ｖ２」が“是”“算”であ
るのは 90例ほどある。「Ｖ２」が“是”“算”である用例は話者の消極的気持ちを表すことが
多く、上記の例における“再想也没有用”“别把未来想的太美好”もその点を裏付ける。
　数量表現の分類から見ると、“顺接关系”を表す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】におけ
る“数量表现”は例13、例 14における“一步”のような「動量表現」もあり、例 15“拖一天

是一天”のような「时量表现」もある。
　また今回の考察から、“顺接关系”を表す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】における「Ｖ１」
と「Ｖ２」の動作主が同一であることが分かった。

２．３“ ”を表す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】
　今回の考察では、【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】の〈Ｖ１＋数量表現〉と〈Ｖ２＋数量表現〉
は並列関係である用例は 36例見られた。
 
　次の三例がそれである。

例 16　两人有一句没一句交谈着，闲逸地喝酒。
例 17　坚持言行一致，反对说一套做一套。

顺接关系
100

その他
311
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例 18　大多地方依然采取“睁一眼闭一眼”的态度。

　上記の三例における〈Ｖ１＋数量表現〉と〈Ｖ２＋数量表現〉は交互に現れ、「不安定、不一致」
という状態を表す。「Ｖ１」と「Ｖ２」は“有”と“没”、“说”と“做”、“睁”と“闭”のようなペア
である反対語が多い。
　“并列关系”を示す〈Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現〉とその日本語訳についての調査では、
次のような日本語訳の例 19、例 20が見られる。

例19 对家乡的事再不能马马虎虎，睁一只眼闭一只眼。（故郷の事もこれ以上大目に見
るわけにいかない）

例20 也只能从睁一只眼闭一只眼到心平气和地默许。（はじめは見て見ぬふりをし、の
ちには穏やかにそれを黙認した）

　中国語の“睁一眼闭一眼”は「片目を開け、片目を閉じる」という意味もあるが、「（他人
の過失などを）大目に見る、見て見ぬふりをする」という比喩的な意味もある。今回の調
査です、上記の例 19、例 20のように意訳になることが多いことが分かった。
　また今回の考察から、“并列关系”を表す【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】における「Ｖ１」
と「Ｖ２」の動作主が同一であることが分かった。

３．【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】における「Ｖ１」「Ｖ２」の特徴
　今回の考察では、以下のような特徴が見られた。

特徴その一
　【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】における「Ｖ１」「Ｖ２」は主に単音節動詞であり、二音節
は少ない。今回の調査に二音節の用例が 98例しかない。次の例 21、例 22、例 23を見よう。

并列关系
36

その他
375
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例21 为了安慰一个失恋的女孩，路人们表演的时光倒流。让人看一次感动一次。
例22 市卫生局强调指出，在检查中凡是发现医院有违规收费、无证上岗、刊登虚假广告、

侵害病人利益的欺诈行为，发现一起查处一起。
例23 吉林省按照“抓大放小，分类指导，一厂一策，解决一个是一个”的工作思路，解决

了一些企业改革和发展中的实际问题，使工业呈现出快速增长的势头。

　例 21の“感动”、例 22の“发现”“查处”、例 23の“解决”は二音節にあたる例である。
そのほか“震撼、治愈、处理”なども見られた。

特徴その二
　【Ｖ１＋数量表現＋Ｖ２＋数量表現】における数量表现が同一であることが多く，前掲した

“看一次感动一次”“发现一起查处一起”“解决一个是一个”がそれである。「数量表现」は異
なるのも 55例がある。“看一遍哭一次”、“走一步停一下”、“有一餐没一顿”などがそれで
ある。次の三例を見よう。

例24 实在是让我看一遍哭一次，电影中的主人公实在太伟大了。
例25 我沿着黑暗的过道，一步一步摸索着前进，走一步停一下，抑制住心上的跳动。
例26 他从两足岁会走路开始，跟着哥哥们上街去乞食，过着有一餐没一顿的日子。

　例 26の“有一餐没一顿”のような「物量表現」があり、例 24の“看一遍哭一次”、例 25の
“走一步停一下”のような「動量表現」、前掲した“拖一天算一天”のような「時量表現」も見
られた。

４．終わりに
　中国語の【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】における「Ｘ」「Ｙ」には、動詞のほか、下記の
ように形容詞、人称代名詞、方位詞も使われる。

例27 脸上青一阵白一阵。

例28 他被打得身上青一块紫一块。
例29 他的胳膊上露出了青一块紫一块的伤痕。

　上記に示したように、【形容詞１＋数量表現＋形容詞２＋数量表現】における形容詞は色を
表す形容詞が多い。上記の例文における“青”と“白”、“青”と“紫”はすべて程度を強調す
る用法である。
　色を表す形容詞のほか、反対の意味を表す形容詞の例もある。次の例 30がそれである。
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例30 他身体很弱，总是好一天坏一天。

　以上の考察から分かるように、【形容詞１＋数量表現＋形容詞２＋数量表現】における形容
詞は色を表す形容詞、反対の意味を表す形容詞が多い。また、マイナス意味（状態の不安定、
不一致）を表す場合が多い。
　動詞、形容詞のほか、方位詞、代名詞などを使われる場合もある。次の四例を見よう。

例 31 匆忙间衣服的扣子也没有扣好，扣得上一个下一个。
例 32 大家你一句我一句开始议论起来。
例 33 两个小伙子简直像在说相声，你一言，我一语，聊了一路。（二人の若者はまるで

漫才でもやっているかのように ､ あちらがひと言いうとこちらもひと言返すと
いった調子でしゃべり続けていた）

例 34 有两个人你一拳我一脚动了手。（なかの二人がげんこつでなぐったり、足で蹴っ
たりした）

　冒頭に挙げた例１の“左一个右一个”は方位詞類にあたる。上記の例 31における “上下”
は方位詞類にあたる例である。例 32、例 33、例 34における“你我”は代名詞類にあたる
例である。“左右”“上下”のような互いに反対語であるのもあり、“你我”のような同類の
ものもある。
　以上の考察から分かるように、【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】における「Ｘ」「Ｙ」は形
容詞、方位詞、代名詞である場合、“并列关系”を表す類になる。
以上から、【Ｘ＋数量表現＋Ｙ＋数量表現】の分類と品詞を次の図のようにまとめる。
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Introduction 
The trend of the top 0.1% of the population’s income share decline in the first half of the 

20th century in the UK, the US, and Canada be seen in Figure 1 (an analysis made by Piketty 
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Figure 1. Top 0.1% income share in the UK, US, and Canada
Source:  Piketty, T. and Saez, E. (2006). The Evolution of Top Incomes: A Historical and International Perspective. Uploaded by Brian 

Snowden. Top 0.1 % income share in the US, Canada, and the UK, 1913-2000. ResearchGate.
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and Saez, 2006 p.4). The increase of those indexes after the 1980s is also illustrated. Namely, 
observe that the year of the minimal points of the three curves are around 1980 (p.4). Here the 
percentage of top 0.1% income share is the total top 0.1% richest people’s income divided by 
the total income of whole population.

1. Decrease of the Top Marginal Tax Rate
Why does the top income share rise in the 1980s? The answer is the change in the income 

tax system in those countries. Figure 2 shows that the income tax rates on the highest earners 
decreases from around 90% to approximately 40% in the 1980s in the UK. In the US, Figure 
3, shows the Federal top marginal tax rate also decreases from 90 % to 40 %. 

Figure 2. Top Marginal Tax Rates in the UK, US, France, and Germany from 1900-2011
Source: Top marginal income tax rates, 1900-2011. 

Figure 3. Top Marginal Tax Rate in the US
Source: Skloff Financial Group. (2016, April 6). Top Federal Marginal Income Tax Rates 1929-2016.

A History of Soaking the Rich
Top federal marginal income tax rates since 1929
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 2. Comparing Income Tax in 2018 with in 1960
In order to analyze the impact of changing the top marginal tax rate, the writer shows 

Table 1 and Table 2. Table 1 is the “Federal 1960 Tax Brackets and Rates for Single people” 
and Table 2 is a “Federal 2018 Tax Brackets and Rates for Single people”. The writer will 
estimate the income tax of a citizen whose taxable income is $1,000,000 in 1960 and in 2018 
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Source: Tax-Brackets. Org. Federal Income Tax Brackets for Tax Year 1960.  

 

Tax Bracket Tax Rate
$0.00+ 20%

$2,000.00+ 22%
$4,000.00+ 26%
$6,000.00+ 30%
$8,000.00+ 34%

$10,000.00+ 38%
$12,000.00+ 43%
$14,000.00+ 47%
$16,000.00+ 50%
$18,000.00+ 53%
$20,000.00+ 56%
$22,000.00+ 59%
$26,000.00+ 62%
$32,000.00+ 65%
$38,000.00+ 69%
$44,000.00+ 72%
$50,000.00+ 75%
$60,000.00+ 78%
$70,000.00+ 81%
$80,000.00+ 84%
$90,000.00+ 87%
$100,000.00+ 89%
$150,000.00+ 90%
$200,000.00+ 91%

Table 1. Federal-1960 Single PeopleTax Brackets

Source: Tax-Brackets. Org. Federal Income Tax Brackets for Tax Year 1960. 
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Tax Bracket Tax Rate
$0.00+ 10%

$9,525.00+ 15%
$38,700.00+ 25%
$93,700.00+ 28%
$195,450.00+ 33%
$424,950.00+ 35%
$426,700.00+ 39.60%

Table 2. Federal-2018 Single People Tax Brackets

Source: Tax-Brackets. Org. Federal Income Tax Brackets for Tax Year 2018. 
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too. On the one hand, the person’s income tax is $843,800 in 1960 (Table 3). On the other 
hand, the person’s tax is $319,489 in 2018. (Table 4). Hence, the tax in 2018 is only 37.9 % 
of that in 1960. In addition, you can see that after-tax income of the person with $1,000,000 
person is $1,000,000 - $843,800 = $143,460. On the other hand, in 2018, you can see that 
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Tax Brackets Tax Rate Tax for $1,000,000 Earner
$200,000+ 91% $728,000
$150,000+ 90% $45,000
$100,000+ 89% $8,900
$90,000+ 87% $8,700
$80,000+ 84% $8,400
$70,000+ 81% $8,100
$60,000+ 78% $7,800
$50,000+ 75% $4,500
$44,000+ 72% $4,320
$38,000+ 69% $4,140
$32,000+ 65% $3,900
$26,000+ 62% $2,480
$22,000+ 59% $1,180
$20,000+ 56% $1,120
$18,000+ 53% $1,060
$16,000+ 50% $1,000
$14,000+ 47% $940
$12,000+ 43% $860
$10,000+ 38% $760
$8,000+ 34% $680
$6,000+ 30% $600
$4,000+ 26% $520
$2,000+ 22% $440

$0+ 20% $400
Total Tax $843,800
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Note. By the writer based on the table 2. 
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Tax Brackets Tax Rate Tax for $1,000,000 Earner
$500,000+ 37% $185,000
$200,000+ 35% $105,000
$157,500+ 32% $13,600
$82,500+ 24% $18,000
$38,700+ 22% $9,636
$9,525+ 12% $3,501

$0+ 10% $952
Total Tax $319,489

Table 3. Federal-1960 Single People Tax

Note. By the writer based on the Table 1.

Table 4. Federal-2018 Single People Tax

Note. By the writer based on the Table 2.



Wealth Concentration within Developed Countries: The UK, the US, and Canada

87『言語と文化』 第13 号  2019年3月

after-tax income of $1,000,000 person is $1,000,000 - $319,489 = $680,511. It means that 
after-tax income of the rich in 2018 is 3.7 times greater than that in 1960.

3. An Activist Neoliberal Policy Maker’s View of Taxation
Then again, we have the second question. Why did the top marginal income tax rates de-

crease in the 1980s? The reason is just the neoliberal economic policy. The neoliberal fighter 
Milton Friedman (1962) urges that the best income tax policy should be a flat-rate income tax: 

“The personal income tax structure that seems to me best is a flat-rate tax on income above 
an exemption, with income defined very broadly and deductions allowed only for strictly 
defined expenses of earning income. (P. 174) 

According to Hall (2017), a flat tax rate is a tax system that applies a single tax rate to all 
levels of income or a few tax rates as possible. It advocates a replacement of progressive tax 
rate in which the percentage of tax increases as income rises. Neoliberals argue that the rate 
of income tax should be a single rate for all income levels of people. British Prime Minister  
Margaret Thatcher and US President Ronald Reagan adopted Friedman’s tax policy in the 
1980s.

Conclusion
As a result, a huge income inequality occurred in some developed countries because the 

income redistribution throughout society did not work. In short, wealth concentration rose 
in some developed countries due to the neoliberal taxation policies. Piketty and Saez (2006) 
conclude that the change in the tax structure to the flat rate tax might be the most important 
determinant of long-run income concentration (P.6).
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編集後記
　2007年の創刊以来、大学院紀要『言語と文化』は今年で13号目を迎えました。

本号は刊行スケジュールが遅れ気味で、焦りにも似た気持ちを抱えながらの作業

となりました。院生主体の編集体制に移行して10号目になりますが、まだまだ改

善すべき点も多くありますので、今後の課題として、より積極的に活動していき

たいと考えております。

　最初から最後まで協力してくださった院生のみなさんと事務室の方々のおかげ

で、無事に刊行することができました。ありがとうございました。また本号刊行

にあたり、ご多忙の折に査読等においてご指導いただきました諸先生方にも、心

から感謝致します。

　本紀要が多くの方にご覧いただけることを心より願っております。

（王 佳音／和 佳）
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