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コンテクストにおける"是(一)十NP''と"是NP''

の意味と機能について1

橋 本 永 貢 子

(2006年12月4日受理)

TheMeaningandtheFunctionof``是(一)十NP''and``是NP''
intheContext

EkukoHASHIMOTO

Ⅰ はじめに

95

本稿は､現代中国語のコピュラ文について､数量詞を伴う"S是(一)十NP"と数量

詞を伴わない"S是NP"とを比較し､その意味と機能の相違について語用論の視点

から考察する｡

現代中国語には､属性あるいは類別を表すコピュラ文として､"S是(一)十NP"

と"S是NP"の二つの形式がある｡この二つの形式は､数量詞の有無にもかかわら

ず､その知的意味の差異は明白ではなく､

が重なっている｡

1)その時､確かに僕は｢障害者｣だ｡

(わ迭十吋候,我就是"残疾人"｡

(b)這時,我的確是磁｢残障者｣0

2)父は建築家だ｡

(わ父裏是→垂建筑家｡

(b)我音量建築師0

次の翻訳に見られるように､その出現環境

(講談社1998『五体不満足』)

(山東文芝出版社1999)

(囲神出版示土1999)

1)2)ともに､(a)は大陸で､(b)は台湾で出版された翻訳書であるが､1)では(b)

に"個"が､2)では(わに"一介"が付加されているとおり､数量詞の付加は個人の

使用傾向によるものではない｡形式が異なれば意味･機能も異なるという立場を前提
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とするなら､各翻訳者の原文に対する理解に相違があると考えるのが妥当であろう｡

そして､その理解というのは､知的意味のレベルに属するようなものではなく､翻訳

者の主観的な解釈が許されるような語用論､あるいは談話のレベルに属するようなも

のだと予測できる｡

この二つの形式の相違については､これまでにも様々なレベルからの考察が試みら

れている｡談話のレベルでは､Hopper&Thompson(1984)や大河内(1985)､渾倣霜

(1993)などがあるが､それらによれば"是(一)↑NP''には話題導入の機能があり､後

続する文では､"(一)十NP"についての話題が展開していくのに対し､"是NP"には

そうした機能はないという｡しかし､光伯江(1997)や徐･刈(1998)はそうした主張に

否定的で､そもそも"(一)十NP''には指称性がないとしている｡また､唐翠菊(2005)

では､話題導入という機能を､情報の新旧という観点から分析し､旧情報の場合は一

般に"是NP"を､新情報の場合は主として``是(一)↑NP"をとるとしている｡ただ､

"是NP''が新情報を導入する場合があること､``是(一)↑NP"が旧情報を示す場合が

あることも認めている2｡

語用論のレベルでは､徐･刈(1998)が"是NP''は一般的な命題文であり､``是(一)

↑NP"はNPが前景化し強調されているとするが､一般的な命題文というのは､大

河内(1985)が､``是(一)↑NP"は｢属性を表す｣のに対し､"是NP"を｢帰属や身分

を表す｣としているのと､本質的には同様な主張と見てよいであろう｡張･李(2002)

は､こうした相違を話し手の認識レベルでとらえ､``是(一)↑NP"は"是NP"と比

較して明らかに話し手の主観を帯びた形式であると論じている｡しかし､``是NP"が

主観的なコンテクストに現れる場合についての説明は十分といえず､また､次の3)4)

を例にとれば､``是(一)↑NP"タイプの"木公披的王五是十晴子"が``是NP"の"他

是好人"より主観的であると主張することには無理がある｡

3)木公披的王五薫墓園帯丁｡他有十患在外面工作,イ尚若来了忙票,侮就代領了,要

素手交拾王五｡(那)

(木公坂の王五は盲人だ｡彼には外で働いている息子がいて､もし為替手形が来たら､お前

が代わりに受け取り､直接王五に渡すんだよ)

4)温存地把舌子棒着年軽牧子的手背一一他不隋生了,他基盤△,他秋着他的主人辻

河,音感激他｡(那)

((犬は)やさしく若者の手の甲を舌で舐めた一彼のことが分かってきた､いい人だ､だん

なさんをおぶって川を渡った､犬は彼に感謝していた)

このように､先行研究のそれぞれの主張は､``是NP"と``是(一)↑NP''の相違の一

側面を指摘してはいるものの､なお､これらを包括するような､より本質的な分析の
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余地があるといえよう｡

以下では､これらの先行研究をふまえて､まずⅡでいくつかのタイプの"是(一)↑

NP"のうち､``是NP''と出現環境が重なるものを明らかにし､Ⅲで二つの形式にお

ける本来的な差異について考察する｡次に､Ⅳでは複文における二つの形式の用法に

相違があることを提示し､さらにそれらをより一般的な現象の枠組みの中でとらえな

おし､文の概念レベル上の差異があることをⅤで明らかにする｡

Ⅱ"是(-)十NP''の諸相

中国語の量詞は､名詞の数量に言及する際､数詞と共起し､名詞が表す事物の単位

を表すものであるが､ここでは､そうした最も基本的な用法から､本来付随的である

はずの量詞のみがNPの前に現れ､主要な数詞が現れない用法まで､形式と意味の面

からいくつかのタイプに分けて見ていく｡

量詞を含むコピエラ文では､形式的に､数詞を伴うもの(2.1､2.2)と伴わないも

の(2.3)に大別でき､また数詞を伴うものの中では､その数詞が計数機能を果たして

いるもの(2.1)とそうでないもの(2.2)に分類できる｡

2.1数詞が1および2以上-一数量情報の必要から量詞が生起

5)如今各家都是磯子,担不起的責任呵!(血)
(今はどの家も一人っ子だから､責任がとれない)

6)虜主人在重出他的宅基地的吋候,白送了英屋者丙株樹｡邦 多年的柿子

堕,秋夫的吋候,有根多小灯箆一梓的柿子桂在樹枝的頂端,漸漸地療下去,(後略)

(血)

(家主がその宅地を売り出した時に､購入者に二本の木をつけた｡それは､長年にわたって

実を付けた2本の柿の木だった｡秋には､小さい提灯のような柿が枝の先にすずなりにな

り､だんだんとしぽんでいき､…)

7)国力胚胎的骨髄型和早早的不符,国力宅和早早不是一喪反乗｡(血)

(なぜなら胎児の骨髄の型が早早のと一敦しなかったから､胎児と早早は父親が違ったから)

これらは､数詞が計数機能を果たしており､量詞も本来の助数詞としての用法が顕

現しているものである｡7)"一十父来"の"一"は､辞書では､同一を表すとされる

用法に相当するが､"丙回事(別のこと)"のような"丙"､つまり2に対応するものと

考えられ､ここでは計数機能を持つとした｡

2.2 数詞が1に限定
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2.2.1数量情報"一"は､｢～のうちの一つ｣という知的意味を表出

8)魂暁日元法判断｡他只是血玲瑳汁剣的一重操作者｡(血)

(魂暁日には判断のしようがなかった｡彼は血玲囁計画の換作員の一人にすぎなかった)

9)説好祈点是一幸執行者,安原一介工具而己!(血)

(よくいえば一執行者であったが､実質的には一つの道具にすぎなかった)

10)迭吋,他椚述是十斐所謂"自在的折級,,｡(奥田(1982)から引用)

(そのとき､彼らはまだいわゆる"気楽な階級"である)

これらおよび以下のタイプのものは､2以上の数詞に対応しないものである｡10)

の例のように､主語が複数であっても"(-)↑NP"で示され､"*丙今/三千……NP"

にはならない｡このことを考えると､実質的には主語がNPに属する成員であること

を意味するだけではあるが､積極的に数量情報を求めるなら｢成員の一人(一つ)｣つま

り､｢一メンバー｣という解釈も可能である｡ここでは､8)～10)において､"一"が

｢～のうちの一つ｣という知的意味を表し､数量情報を提供していると見ておく｡

2.2.2 コンテクストにより数量情報は明らかで､"一"の知的意味は曖昧

11)胎ノし和夏早早的基因栓測己蛭完成,官是+整套里,骨髄配型結果相符｡(血)
(胎児と夏早早の遺伝子は検査済みで､胎児は女の子で骨髄の型も一致した〉

12)迭吋候,他看到了一介起路的女人｡邦是±襲城里女人｡(血)
(この時､彼は道を急ぐ女性が目に入った｡それは町の女性だった)

13)叶民主的夢中情人息是十攣皮妖白暫鼻梁高挺的女該子｡(埋)
(棄民主の夢の中の恋人はいつも､色が白くて鼻筋の通った女の子だった)

数詞"一"があっても､コンテクストにおいてその数量情報に価値は無く､"一"の

知的意味が暖味なものである｡11)下線部の前の"官"は､すでに導入されている"胎

ノし"を指すが､三人称単数の代名詞であり､その数が1であることは言うまでもない｡

12)も下線部に先行する文で"一介走路的女人"と､一人であることがすでに分かって

いるし､13)においても､一般的には､夢想する恋人は一人であろう｡

コンテクストにおける数量情報の有無という点では､8)9)の場合も､``是(一)↑NP"

の主語は､三人称単数の`～他"であり､11)～13)と同じタイプと考えることができる

かもしれない｡しかし､8)9)では､NPに属するメンバーは限定的で､属性が比較的

鮮明であるのに対し､11)～13)では､NPというカテゴリーに入るメンバーは広範囲

に及び､その属性は鮮明ではない､という点で区別される｡また､数量情報が曖昧に

なる連続性を考える上でも､ここでは8)～10)と11)～13)を異なるタイプに区分してお

く｡
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こうしたタイプにおける量詞は､助数詞としての機能よりも､いわゆる個体化機能

individuationが顕現していると考えられる｡

2.2.3 文全体を一つの命題と見た場合､必ずしも真実ではない(ex.比喩)

14)宜覚判断,他痩該是｣潅商人｡(朋)

(彼は商売人に違いないと､直感的に思った)

15)匡宗元自覚自己是十室叫､老鼠0-只有着雄オ大略的老鼠Q(血)
(匡宗元は自分が小ネズミだと思った｡傑出した才能と遠大な計画を持ったネズミだと)

16)説是病室,其実量｢襲温暖清浄的臣卜虜加客庁0(血)
(病室とはいうものの､実際には暖かく清潔な客室付きの寝室だった)

このタイプでは､数量詞の計数および助数という数量的意味はさらに希薄になって

いる｡文全体の命題としての真偽という視点からみても､必ずしも真とはいえず､そ

のため､一般的には､NPの表す事物の属性にアクセスするような､語用論的あるい

は認識的な解釈が浮かび上がってくる｡16)は､その属性が言語化されている例で､"病

室"の無機質な冷たいイメージではなく｢暖かく清潔な｣という修飾語をともなってい

るが､こうした描写的な修飾語と共起しやすい3というのも､Ⅴで述べる``是(一)↑NP"

形式が持つ性格の一端を現していよう｡

2.3数詞が現れない-一個体化Gndividuation)またはそれ以外の機能を担う

17)今ノし要不是侮控着,我非距他椚同一通,我達人畢撃小人物,可就是不受別人雪0
(王)

(今日もしお前が止めなければ､あいっらとやりあってただろう､俺というやつは小さな

人間だけれど､なめられるのには我慢できないんだ)

18)叶民主心想我若感重体蛋也一定会伯栃高的｡(埋)
(棄民主は自分が悪者だったら､やっぱり楊高を怖がるだろう思った)

19)邦麹件衰老､痛苦疲念的股｡(王)
(それは條俸しきって苦しみつかれた顔だった)

これら17)～19)において､量詞は､少なくとも助数詞としての機能を果たしようも

なく､個体化､またはそれ以外の機能を担っていると考えられる｡上述した､2.2.2お

よび2.2.3のタイプではすでに数量情報が明確ではないが､そうした用法に形式的に

も整合したといえる｡

以上､2.1～2.3の五つのタイプのうち､"是NP"と出現環境が重なるのは､数量情
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報が､ない､あるいは情報価値が低い2.2.2と2.2.3､2.3のタイプである｡ただ､"(一)

↑"の有無という形式的な相違を考えるならば､両形式の本質的な差異という点で､

数量情報が有効な2.1や2.2.1のタイプと"是NP"の相違をまず明らかにしておく必

要があろう｡そこで､Ⅲでは存在を表すコンテクストから両形式の差異を考えてみる｡

Ⅲ "是(一)十NP''"是NP''とr有界｣r無界｣

20)奈辺是｣幾重米地｡(東側はトウモロコシ畑だ)

21)口外塵｡(出入り口の外は一本の川がある)(20)21)朱徳緊1982)
22)適地是墜韮｡(あたり一面は花だ)

23)屋里屋外全量△｡(家の中も外も人だらけだ)(22)23)《八百伺》)

言語表現が話し手あるいは言語主体の認知を反映していると考えるなら､この両形

式における相違は次のようなものであろう｡20)は､東側の風景の中で､トウモロコシ

畑の一角に着目して述べたものであり､21)の川は海のようにはるか向こうまで広がる

川ではなく､向こう岸もみえる､その帯状の形態を認識できるような川の存在をいう

ものである｡22)23)は花あるいは人でいっぱいになった目の前の光景のみに着目し､

他のものは意識が及ばず､したがって境界線も認識していない｡すなわち､20)21)で

は､トウモロコシ畑や川をbound(有界)なものとしてとらえ､22)23)では､あたり一

面の花や人をunbound(無界)なものとしてとらえている｡前者は量詞がまさに個体

化の機能を担って､可算的に存在物をとらえているのに対し､後者は非可算的にとら

えている｡｢有界｣｢無界｣という概念が､動作については､｢事件(event)｣と｢活動

(activity)｣(ex."盛碗里"と"盛''､"写凡十字"と"写字")､性状については｢状

態(形容詞)｣と｢性質(形容詞)｣(ex."雪白"と"白"､"小小ノし,,と"小")に､相対

応する4ことを考えると､前者は量に関わる個別的な現象レベルに属し､後者は量に制

限されない一般的なあるいは認識的な命題レベルに属すといえよう5｡そして､2.2.2

や2.2.3､2.3のタイプも2.1のタイプと連続した用法を持つ以上､個別的な現象レベ

ルに属する文であると考えられる｡

こうした認知上の差異は､Ⅰで示したように､より多くの場合､コンテクストにお

いて顕著な意味の差はなく､両形式の交替が認容される｡しかし､以下に見るように､

両者が出現する複文は論理的関係という点で､明らかに異なっており､それは文とし

ての概念レベルの相違を反映しているためだと考えられる6｡

Ⅳ 複文における相違
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4.1条件節における"是(-)十NP"ど是NP''

まず､条件文の場合について見ていく｡

24)如果地表露△,邸伯同梓舎了返扮工資,就該干迭十,(後略)(王)

101

(もし彼女が人間なら､たとえ同じように給料をもらったとしてもこの仕事をするべきだ)

25)悠要塵攣堵人,食官汚吏, 邪我イr】迭ム干是要打屈股的｡(王)

(もしあなたが悪人で汚職役人だとしたら､僕らがこんなことをするのは尻を叩かれな

きやいけない)

26)他室畳△,選真杢知壁逸星吐皇ヱ?(王)

(もし彼女が人間なら､本当に自分が何者であるか分からない)

27)如果病人是ノし童, 條就得吋刻和他的 盟折人打交通｡(血)

(もし病人が子どもだったら､たえず保護者と付き合わなければならない)

"是(一)介NP"タイプの24)"如果地是十人''で主語の"地"は､あるロボットを

指しているのだが､それ(彼女)が人間だとしたら､という反現実とも言うべき仮想

世界を提示し､後節もその仮想世界での推定される事墜を表している｡25)においても

前節ではある仮定的事態を提示し､それが真なら｢尻を叩かれなくてはならない｣とい

う事態に至ることが推定されるとしている｡一方､"是NP"タイプの26)27)において､

後節が示しているのは､反現実の事態であるかどうかは問題とならず､前節で示され

た条件下での必然的結論である｡言語主体の主観的な推定ではなく､論理的にあるい

は社会常識に照らして必然的に導き出せるような結論である｡

したがって､前節についていうと､後節で表される結論が必然的に成立する条件を

提示する場合には"是NP"を､またある個別の事態が実現すると推定される場合に

は``是(一)↑NP"を用いる､というのが､条件文における両者の相違である｡

4.3原因一理由節における"是(一)十NP"ど是NP''

次に､因果関係を表す文の場合を見ていく｡

28)体力什ム咋得宜移噴?就国力我萄準机器人?述是十作夙不好的机器人?(王)
(どうして震えてるの?私がロボットだから?それとも態度の悪いロボットだから?)

29)"喚,就国力我是机器人,就不能有情堵了?"(王)

(ふーん､私がロボットだから､感情があっちやいけないの?)

30)曝,我知道了｡魂医生長｣魂正人君子,他不磨意迭梓不明不白地同我在一起｡

(血)

(あ､分かった｡魂先生は聖人君子だから､こんな風にわけも分からず私と一緒にいたく
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ないんだわ)

31)但是弛不束心｡退一歩,迭丙歩喝｡魂医生是正人君子,対正人君子,要把障碍

全部打田干浄｡(血)

(でも､彼女はしょげなかった｡一歩下がって二歩進む､だ｡魂先生は聖人君子で､聖人

君子には障害をきれいさっぱりとってあげないといけない)

"是(一)↑NP"タイプの28)は先行する文が表す､現実に出現しているある事態に

ついて､"国力"で続く後節でその原因･理由を分析しているが､"是NP"タイプの

29)では､後続する節が表す事態の理轟的な根拠を示している｡また､30)では原因･

理由を表す接続詞は無いものの､やはり､後続する文が表す個別的な事態について､

話し手が埋御する理由を"是(一)↑NP"が示しており､一方31)では､三段論法的な

思考において､その大前提となる部分を"是NP"が担っている｡つまり､原因を示

すような実在的理由の場合には､"是(一)↑NP"が､前提を示すような論理的理由の

場合には"是NP"が用いられている｡

実在的理由と論理的理由を区別するものは､一般性の高低､言い換えると､話し手･

書き手の個人的な推論であるのか､あるいは百科事典的な知識､常識に基づくもので

あるのかによっている｡

32)到底是大学教授,他根快明白辻来｡(血)

(さすがに大学の教授だ､彼はすぐに理解した)

33)丈夫是十攣学者,他的学切換不来手厚的叔酬｡(血)
(夫は学者で､彼の学識は豊かな報酬をもたらすことはできない)

この二つの例では､前節と後節の論理的関係は明示されていない｡しかし､32)では､

大学の教授ならば､頭を使う仕事であり､筋道を立てて考えることは得意であるはず､

だからすぐに理解した､という一般的な常識に従って因果関係にあると解釈できる｡

しかし､33)ではそうした一般的常識で関係付けることは難しい｡なぜなら､実際には

多くの学者が豊かな報酬を得ていないにしても､豊かな報酬を得ている学者の存在も

否定できないからである｡前節と後節の間には､"所以"を挿入することもできるが､

"可是"を挿入できる場合もあり､知識や常識に基づく因果関係は認めにくい｡その

ことが言語主体に"是(一)↑NP"形式を採用させたのであろう｡

Ⅴ ｢内容領域｣と｢認識領域｣

Ⅳで提示したような複文における論理的関係と形式の相違は､中国語に限ったこと
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ではなく､日本語においても論理的関係によって用いる助詞に制約がある｡

34)努力す塑廷/?する亘ら､報われる｡

35)彼が反対する亘ら/#す廻宣､この計画はつぶれるだろう｡

36)雪が激しく降った迎/?旦王ら､新幹線が止まった｡

37)会社で出世しないむら/*迎振られたのだ｡
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益岡(1997)によれば､条件節を導くレバ形式は｢時空間を越えて成り立つ一般的な

因果関係の前件を表す｣ことを基本とし､ナラ形式は｢ある事態を真と仮定した上で

提示する表現｣であるとしている｡35)のレバ形式の場合､前件と後件に強い因果関係

があり､ナラ形式が意味する､仮定とその条件下で推測できる事態という関係ではな

くなる｡また､原因･理由節を導くタメニ節は､｢客観的な因果関係｣を表すのに対し､

カラ節は｢個別的な事態｣を表し､また｢判断や発言の理由や根拠を表す(『途中でピ

ーとなったむら､公衆電話からじやないんですか』)場合もあるという｡

フランス語でも､原因･理由節を導く接続詞には､"ParCeque"と"puisque''があ

り､前者は現実世界の因果性を表し､後者は理論的に導かれる理由を表す7｡

英語のように､こうした形式的な相違が無い言語ももちろん存在するが､だからと

いってこれらの概念関係を表現できないわけではない｡Sweetser(1990)は､こうし

た現象を､内容領域(contentdomain)と認識領域(epistemicdomain)という枠組

みの中で分析している8｡すなわち､内容領域では､"IfMarygoes,Johnwiugo･''の

ように､『条件部で述べられている事象や事態が実現することが､帰結部で述べられて

いる事象や事態が実現することの十分条件』であり､認識領域では､"Ifsbe's鮎vorced,

(theh)she,sbeenmarried."のように､『条件文で表されている(仮定的な)前提が真

であることを知ることが､帰結部で表されている命題が真であると結論するための十

分条件』であるとする9｡

こうした言語を超えた理論的な枠組みの中で､"是(一)↑NP"と"是NP"のふるま

いを考えてみると､Ⅳで見たように"是(一)↑NP"が内容領域で､""是NP''が認識

領域で用いられていることが分かる｡是(一)↑NP"が内容領域に用いられるのは､個

別的な事象レベルでとらえる形式であることに起因し､"是NP"が認識領域に用いら

れるのは､一般的な命題レベルでとらえる形式であることに起因するのであろう｡そ

れぞれの文の概念レベルが､それぞれの語用論的な領域との相性の相違をもたらして

いるというわけである｡

張･李(2002)は"是(一)↑NP"が連体修飾節に入る場合に､大きな制約があること

を指摘している10｡("的''はNominalaizer)
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38)a.干部 是 党員

幹部〔繋辞〕共産党員

a,.是 党員 的 干部

〔助詞(Nom)〕

橋本永貢子

b. 邦 十 干部 是 十 党員

あの〔量詞〕幹部〔繋辞〕1〔量詞〕共産党員

b,.☆是
一

十 党員 的 邦十 干部

〔助詞(Nom)〕

一般的な命題レベルに属する"是Nダ'は､名詞を限定する修飾語となりうるが､

個別的な事象レベルの``是(一)↑NP"は､修飾語となりえない｡このことも､両形式

が属する文の概念レベルを異にし､異なる領域で解釈されることの裏づけとなろう｡

Ⅵ おわりに

以上､中国語のコピュラ文"是(一)十NP"と"是NP''のコンテクストにおける意

味と機能について比較､考察した結果､次のような結論を提示したい｡

(1)"S是(一)今NP"は､個別的な事象レベルでとらえた表現であり､"S是NP"

は､一般的､あるいは認識的な命題レベルでとらえた表現である｡

(2)"S是(一)十NP"は､内容領域で用いるに適した形式であり､"S是NP"は

認識領域で用いるに適した形式である｡この住み分けは文の概念レベルの相違

によるものである｡

このように考えると､Ⅰで提示した3)4)の例文についても説明が可能である｡

39)(=3))木公披的王五感嚢晴子｡他有十患在外面工作,偶若来了忙票,俸就代領

了,要素手交拾王五｡

40)(=4))温存地把舌子棒着年軽牧子的手背--一他不栢生了,他量姪△,地歌着他

的主人辻河,官感激他｡

39)では､為替手形を代理で換金し直接王五に手渡さなければいけない理由として､個

別的な理由を述べるため､"是(一)十NP"が用いられているというわけである｡また､

40)は一般的な命題レベルで用いられるという"是NP"形式を､小説の表現上の理由
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から採用したと考えられる｡つまり､自分の主人をおぶって川を渡るような人だから､

それはいい人であるという認識を明々白々な命題のように見せることによって､大の

単純さをも表したのである｡後者のような表現的､あるいは語用論的効果を期待して

"是(一)十NP"が用いられ､それが一般化しているとすれば､"十"の機能として､

言語主体の主観的な態度､すなわちモダリティを表すという側面が出てくる｡このこ

とは､助数詞から個体化を示すマーカーへという文法化の先にある､更なる文法化と

して扱われうる現象である｡今後の課題としたい｡

《 注 》

1本稿が考察対象とする形式では､量詞に前置する数詞を省略していることが少なくない

ため"一"をカツコ内に入れた｡また量詞は､"↑"以外の量詞が用いられる場合もある

が､ここでは､最も用例の多い"↑"で､量詞を代表させ､各例文では網掛けで示して

いる｡

2唐翠菊(2005)は､その原因を``(一)↑"が不定冠詞への文法化の途上にあることに求め

ている｡

3張･李(2002)参照｡

4沈家焙(1995)参照｡

5益岡(1997)は､文の成立を支える概念に､｢対象領域のレベル｣として｢事態命名のレベ

ル｣｢現象のレベル｣､｢主体領域のレベル｣として｢判断のレベル｣｢表現･伝達のレベル｣

という4つの段階を仮定し､複文に関する現象を解釈している｡本稿での以下の議論は､

こうした考え方に負うところが大きい｡

6単文レベルでは､他にも次のような相違がある｡

･蓬是抵和筈,乗帝ノL拾我写,不写完霜想玩去｡

(これは紙とペンよ､おとなしく書いてね､書き終わるまで遊びに行こうなんて思わな

いでね)

其芙不同他也知道,蓬是 式国巾,一定是送拾父某的｡

(実のところ聞かなくても彼には分かっていた､これは男性用のマフラーだから､父親

にプレゼントするのだと)

前者"是NP"には､｢提示｣の機能があるが(方梅1991)､後者では､マフラーを目の

前にしてそれについて会話をしており､"是(-)↑NP"に提示機能は認められない｡当

該事物の属性､あるいは類別を示している｡

7Sweetser(1990)参照｡

8Sweetser(1990)では､さらに言語行為領域(speech-aCtdomain)も設定されている｡

9同様の議論を､中国語について行ったものとして､沈家炬(2000)がある｡そこでは内
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容領域を"行域"､認識領域を"知域"､言語行為領域を"言域"という用語で表してい

る｡

10･団的旦扱和具級以下各攻委員会制己,企亜事亜単位的団委員会弔私星星星的,可

以列席同級党的委員会和常各委員会的会淡｡(《中国共戸党章程》第五十条)(光･李(2002)

から引用)
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