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１． はじめに 

村木（2004）に述べられているように、「現代日本語の漢語語彙は、名詞

に所属する単語が多いのは事実であるが、名詞だけではなく、多くの品詞に

所属している。」また、漢語語彙の品詞分類について「主な品詞として、名

詞・動詞・形容詞・副詞を立て、文の陳述的な意味を補足する品詞として、

接続詞・陳述副詞を立てる。その他に、単語と文が未分化な感動詞と、補助

的な品詞として後置詞・コピュラ（むすび）・従属接続詞がある」と指摘さ

れている。このように、漢語は日本語の言語体系において主に名詞・動詞・

形容詞（形容動詞を含む）・副詞として使われていることが分かる。漢語名

詞に関わる日本語及び中国語との対照研究（文化庁 1978）や同形語の研究

（大河内 1997）（上野・魯 1995）（石堅・王建康 1983）などに関して従来盛

んに行われているものの、漢語動名詞に関しての日中対照研究は管見の限り

では、さほど活発に議論されていないように見える。 

 「動名詞」とはいわゆる「サ変動詞になれる名詞」のことである。野村(1977)、

影山(1993)において指摘されているように、普通「人（にん）」が付加され、

「人（じん）」が付けられることはない。また、名詞的特徴を持っている一

方で、動詞的特徴も持っている一群の動詞である。この特徴について、以下

の小林(2004)の説明から窺える。 

 

  (1)動名詞：予想する、投票する、換金する 

  (2)名詞：＊騎手する、＊馬券する、＊ダービーする 

  (3)予想が……。投票が……。 

  (4)予想を……。投票を……。 

 

 すなわち、「動名詞」は名詞になり得るが、普通の名詞とは性質的に異な

り、「動名詞」に「する」を付けると、動詞にもなれる。例えば、例（１）

例（２）で言えば、「予想する」「投票する」は明らかに動詞の用法であるが、

例（３）と例（４）の「予想が」「投票が」「予想を」「投票を」では、「格助

詞」が付加されているため、「予想」と「投票」は明らかに名詞の用法であ

る。これに対し、一般の名詞は、「する」をつけることはできない。このよ

うに「動名詞」は名詞の性質を持っていることが確認されている。また、影

山(1993)は下記の例を挙げ、「お／ご～になる」という尊敬語及び、「お／ご

～下さい」という依頼表現で、動詞と同じような振る舞いを示しており、「動

名詞」は動詞と同様の性質をも持っていることも分かる。 

 

  (5)動名詞：ご乗車になる、ご立腹する 

  (6)動詞：お乗りになる、お怒りになる 
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  (7)動名詞：ご検討ください、お電話ください 

  (8)動詞：お話ください、お立ち寄りください。 

 

上述した「２字漢語＋する」の漢語動名詞は、従来、概ね語構成の観点か

ら研究されてきたが、日本語教育及び、日中対照の観点からの研究はいまだ

にあまりなされていない。しかしながら、日本語教育において特に中上級の

読解教育ともなると、このような「漢語動名詞」は初級の教材に比べ、大幅

に増加する傾向がある。この類の動詞では、例えば、「想像する」「連絡する」

「凝視する」などのようなものは、中国語の字形や意味と殆ど同じであるの

に対し、「崩御する」「把握する」「感心する」「退屈する」「質問する」など

のように、中国語では完全に用いられないものもあれば、中国語では用いら

れるものの、中国語での意味とは全く異なるものもある。もちろん、前者の

ような漢語動名詞なら、意味的にも字形的にも中国語と同様であるため、学

習者にとってはそれほど難しいものではないと推測されるが、後者のものに

なると、困難を感じるようである。したがって、もしこのような日中対応の

パターンが類型化できれば、中国語を母語とする学習者に対し、漢語動名詞

を学習する際に一助を提供できるのではないかと思われる。以上のことから、

本稿では村上（2009）の小説を調査対象とし、いわゆる漢語動名詞をすべて

抽出し、中国語と対照･比較したうえで、類型化してみる。将来、日本語教

育の場に役立てればと考えている。 

 

２．漢語動名詞に関する先行研究 

漢語動名詞の研究は、従来、おおよそ下記の４方面にわたり、盛んに行わ

れてきた。以下、それぞれの研究を概観する。 

 

2.1．語構成の観点からの研究 

漢語動名詞に関しては、まず、語構成の観点からの研究が多く見られる。

代表的なものをあげてみると、仁田（1980）、野村（1999）、小林（2004）な

どがある。 

野村（1999）は、2字漢語動名詞の構成要素を次のように分類する。 

 

事物類（N）…叙述の対象となるものや事をあらわす。 

鉄、国、水、士、道、心、品 

動態類（V）…事物の動作・作用を表す。 

見・増・置・感・立・発 

  様相類（A）…事物や精神の性質・状態を表す。 

     新・軽・大・高・逆 
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  副用類（M）…動作や状態の程度・内容を限定･修飾する。 

     特・再・予・必 

  接辞 （ｓ）…語基について形式的な意味を添える。 

     不・御・的・性・化・風 

 

 そして、補足関係（＋）、修飾関係（＞）、並列関係（・）、対立関係（－）、

反復関係（＝）という結合関係を設定し、２字漢語動名詞を 22 類にも分類

した。 

 これに対して、小林（2004）は 2字漢語動名詞を以下の 4類に分類してい

る。 

 

(９)VN－Nタイプ 2字漢語動名詞（動詞的要素と名詞的要素で構成され

る。） 

読書、投票、観戦、開封、… 

(10)VN－VN タイプ 2 字漢語動名詞（動詞的要素と動詞的要素で構成さ

れる） 

使用、殴殺、摘出、採用、… 

(11)ADJ－VNタイプ 2字漢語動名詞（付加詞的要素と動詞的要素で構成

される） 

銃殺、病死、完訳、密売、… 

(12)構成要素が抽出できない 2字漢語動名詞 

挨拶、支配、勉強、料理、… 

 

 これについて、仁田（1980）にも類似の研究が見られる。仁田は小林（2004）

で述べられている「ADJ－VN」タイプの 2 字漢語動名詞に対して、もっと詳

しい下位タイプに分類している。 

 したがって、3氏の分類にはそれぞれ相違点があるが、実は、まとめてみ

れば、その対応関係も示されていることが分かるのである。 

 

2.2「漢語動名詞」の統語的考察 

 「動名詞」を統語的に考察したものでは、仁田(1980)、影山（1980）、島

村（1985）、小林（2004）李（2004）などが有名である。特に仁田(1980)は、

「語構成に文構成を見、文構造に語構成を見る」という観点から漢語動名詞

を考察した点が注目される。この点に関し、仁田は例（13）（14）をあげな

がら、以下のように説明している。 

 

   具体的内実を備えた文の構成要素を、語が語の内的構造において含ん
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でいるがゆえに、当の語は、文形成への参加にあたって、既に含んで

いるところの構成要素を取る必要がないし、また、それと矛盾・相反

する内実を有した同種の構成要素をとることができない。 

  

  (13)＊馬カラ落馬スル。 

  (14)＊自転車カラ落馬スル 

  

その後、島村(1985)も同様の見解を示唆している。また、李（2004）は動

詞を「VN」にすでに含まれた名詞と同格の格成分を取るものと取らないもの

とに分けて格支配の実体を把握し、「VN」漢語サ変動詞の分類・分析を試み

る。そして、分類された動詞グレープの実例に基づきながら、＜内部格関係

による統語的制限の検討＞、＜「モノ化」された特殊な語義＞、そして＜語

用論的な統語特徴＞という三つの視点から、その統語的特徴を明らかにしよ

うとする。 

これらの研究は「漢語動名詞」についての統語的特徴を解明することに大

変意義があるが、本稿とはそれほど関わりがないため、これ以上深く触れな

いことにする。 

 

2.3「VNをする」と「VNする」についての研究 

 前述したように、「動名詞」には名詞的性質と動詞的性質の両方が含まれ

ているため、現代日本語では「VNをする」「VNする」の２形式とも用いられ

ている。両者の相違に関して、黄（2005）では、その使い分けを考察した。

その結果、以下の 5点の結論を提出した。 

 

１）「VN をする」構文が成り立つためには、「VN」が一つの出来事とし

て存在しなければならない。 

２）「VN」の名詞的性質が優先される、すなわち出来事への対処に焦点

が置かれている場合には、「VN をする」構文で表現されるべきである

のに対して、「VN」の動詞的性質の実践が要求される場合には「VN す

る」構文をとるべきである。 

３）動作主体が人間である場合は、「VN をする」構文を用いることが可

能であるが、人間でない場合は「VNする」構文を使うべきである。 

４）「VN」が連体修飾節を従える場合には、「～VNをする」構文をとるべ

きである。 

５）文中に目的格、または空間の移動、経過を表す「を」が含まれてい

る場合には「VNする」として表現されるべきである。 
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2.4中国語と対応する漢語についての対照研究 

 また、本稿の研究対象は「漢語動名詞」に限っているが、中国語全体と対

応する漢語についての対照研究にも目を向ける必要があると思われる。これ

に関して最も知られているのが文化庁（1978）のものであった。文化庁（1978）

によれば、中国語と対応する漢語を以下の 4類に分類することができるとい

う。要するに、 

〔1〕 日中両国語における意味が同じか、または、きわめて近いもの。(Ｓ） 

例：愛好、安心、安全 

〔2〕 日中両国語における意味が一部重なってはいるが、両者の間にずれ

のあるもの。（Ｏ） 

例：意見、意識、一層 

〔3〕 日中両国語における意味が著しく異なるもの。（Ｄ） 

例：曖昧、一向、記事 

〔4〕 日本語の漢語と同じ漢字語が中国語に存在しないもの。（Ｎ） 

例：挨拶、愛想、案外 

 

 その後、これに対して、これが完璧とはいえなく、批評したものもある。

例えば荒川（1979）周（1986）にはこのリストの漢語の配分が不適切である

と指摘されている。また、陳（2003）はこの分類法に異議を唱えている。と

もあれ、上野・魯（1995）によれば、この分類自体は日本人への中国語教育

でも広く用いられてきたという。 

このように、文化庁（1978）の分類は漢語と中国語との対照という観点か

らの考察であり、漢語及び中国語との対照関係を大分はっきりさせたと言え

よう。しかしながら、漢語を中国語に訳すという「対訳」という観点からの

考察はいまだに見られていないと言っても過言ではない。 

 以上のことをまとめてみると、要するに「漢語動名詞」についての研究は、

従来、おおよそ上記の４方面にわたり、盛んに行われてきた。これらの研究

により、「漢語動名詞」の統語的問題・語構成的問題や漢語との対照関係な

どがある程度明らかにされていることは分かるが、日本語教育の観点、及び

日中対訳の視点から、この「漢語動名詞」の問題を考察するものはいまだに

少ないように思われる。それゆえに、本稿では日本語教育と日中両言語の対

訳研究の立場から、この「漢語動名詞」を考察し、「漢語動名詞」について

の対訳パターンの分類を示す。 

  

３．研究方法及び考察対象 

3.1研究方法 

 本稿では研究対象を村上春樹によって書かれた最新の長編小説である
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『1Q84 book2』とした。周知のとおり、この小説は、2009 年 5 月に村上春

樹氏が 7年ぶりに出版し、1カ月の販売部数は 200万部を超え、日本出版史

上最高を記録し、2009 年度の日本のベストセラーランキングトップに輝い

た。したがって、現代日本語を研究する際に、最も代表性を持っている研究

材料の一つであり、看過できないものと思われる。「漢語動名詞」を考察す

る際にも、代表性を考慮すれば、この小説を考察対象にすることが最適では

ないだろうか。ただ、2冊とも考察すると、同一語の重複が多く出てくるこ

とが考えられる。したがって、どちらか一冊に絞ったほうが良いと判断し、

ランダムの方法を採用した 1

研究方法としては、この長編小説から、「漢語＋する」といった漢語動名

詞をすべて抽出し、次にその対訳本から(賴明珠 2009 翻訳)それぞれ対応し

ている中国語を見出す。そして、これらの漢語動名詞及びその中国語訳を考

察し、最後に、これらの漢語動名詞をいくつかの対訳パターンに分類すると

いう方法をとる。 

。 

ちなみに以下の例(15)から例(18)までの例文を見れば分かるように、同一

の日本語の「漢語動名詞」でも、翻訳される際に、中国語の語順や表現の自

然さ、文脈の流れ等を考慮し、違う中国語に翻訳されたものが度々見られる。

日中辞典には、一つの日本語の言葉について、対応する中国語が複数示され

ているのもこのためである。ゆえに、本稿では、語彙を採集する際に、異な

り語数ではなく、延べ語数を基準に例を採取する。用例は全部で 800例を取

る予定である。800 例と設定したのは、「漢語動名詞」の例を調査していく

うちに、800例まで集めると、漢語動名詞の重出が多くなってきたことによ

るものである。また、『１Q84 BOOK２』は全部で 501 ページがあるが、800

番目の例を取った時点では 301ページになっている。したがって、調査量と

しては『１Q84 BOOK２』全体の 60パーセントを調査したことを付け加えて

おきたい。 

 

（15）筋肉が覚醒し、そろそろと上半身が持ちあがり、時間をかけて意

識が再形成されていった。（ｐ1852

肌肉覺醒，上半身慢慢抬起來，意識花時間重新回神。(p135) 

） 

（16）身体は完全に覚醒したようだった。(p187) 

身體好像完全清醒了。(p136) 

（17）…ちょっと実演してみてくれ」(p75) 

       …實際演練一下看看。」(p53) 

                                                 
1 ここでいうランダムとは、事前に「book1」と「book2」との籤を作っておき、それから、籤を引き、

調査対象を決定するという意味である。結果、「book2」の籤があたり、それを調査対象とした。 
2 特別に表記しない場合は「1Q84 book2」から取った例文を意味するのである。 
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（18）タマルは青豆から銃を受け取って、それを実演して見せた。(p76) 

Tamaru從青豆的手中拿過槍來，實際示範給他看。(p54) 

 

例(15)(16)における「覚醒する」という漢語動名詞は明らかに「覺醒」「清

醒」の 2通りに翻訳されている。また、同様に「実演する」が中国語に翻訳

される際にも「實際演練」及び「實際示範」の 2種類の中国語訳が見られて

いる。 

 

3.2考察対象 

  考察対象に関しては、以下のように下線を引いたものを考察対象とする。

たとえ、典型的な「漢語動名詞＋する」の形ではなく、語尾変化をし、「漢

語＋し」「漢語＋した」等の形であっても、調査対象の範囲に入れる。 

 

(19)第一次大戦が終結し、長く続いたハプスブルク家の支配からようや

く解放され、人々はカフェでピルゼン・ビールを飲み、クールでリア

ルな機関銃を製造し、中部ヨーロッパに訪れた束の間の平和を味わっ

ていた。(p12、book1) 

   （第一次世界大戰結束，好不容易才從哈布斯皇室長久的統治下解放出

來，人們在咖啡廳喝著 pilsen 啤酒，製造冷酷而現實的機關槍，品嘗

著造訪中歐的短暫和平滋味）(p7、book1) 

 

  しかし、以下の「見渡す」のように 2字の漢字からなる動詞でも、漢語動

名詞でなければ、調査対象から排除する。 

 

   (20)…、そして右から左に見渡した。(p238、book1) 

 

 また、2字漢語動名詞は、3字漢語動名詞、4字漢語動名詞に比べ、「ひと

まとまり性」3が強い。また、「現代語では単純語的なものとして意識されや

すい傾向を持っている」4

 

。さらに、中国語と日本語の間、対応関係になっ

ている漢語動名詞では、ほとんど「２字漢語＋する」の形態が多いため、以

下のような「１字漢字＋する」「３字漢字＋する」「４字漢字＋する」の漢語

動名詞は、本稿の考察対象外とする。 

   (21)…という結論に達した。(p31、book1) 

                                                 
3 湯本（1977）を参照。 
4 西尾（1988）を参照。 
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  (22)…リピート状態で自動反復される。(p32、book1) 

(23)…そのような行為を正当化するために、勝手な…（ｐ17） 

 

それから、一般的に言えば、漢語動名詞と明確に対応している中国語の意

味を対訳本から検出することはできるが、たまにしかその対応の中国語を特

定できない場合もある。例えば、 

 

(24)…深田さんは若くして豊かな才能を持ち、将来を期待できる作家で

あり、一刻も早く元気な姿を見せてくれることを祈っている」と語

った。(p37) 

…深田小姐年紀輕輕就擁有豐富才華，是前途無量（？）的作家，希

望早一刻見到她平安的身影。」（ｐ25）「（？）は筆者によるもの」 

 

例文(24)とその中国語訳の例文を考察してみれば分かるが、「期待」と対

応している中国語を特定することが困難である。むしろ、「将来を期待でき

る」全体を「前途無量」という言葉に翻訳されたという見方をとったほうが

妥当ではないかと思われる。本稿の目的は日本語の漢語動名詞とその対訳さ

れる中国語との関係を類型化することにあるため、このように、漢語動名詞

と対応している中国語訳を検出することが難しい場合、そういった例も考察

対象外とする。 

また、例(25)のように「二字漢語動名詞＋を＋する」という形のものも考

察対象外とする。 

 

 (25)私はそれについてできる限り詳しく調査をしました。 

 

そして、前述のように、言語を翻訳する際に目標言語の文法や文脈の流れ

などに順応するため、他の品詞に訳す例もしばしば見られる。例えば、以下

の例(26)のように「漢語動名詞」を「名詞」として翻訳する例が時々ある。 

 

(26)セイコウという単語が「性交」を意味していることに思い当たるま

でに少し時間がかかった。（p259） 

   天吾花了一點時間才想到ㄒ一ㄥˋ ㄐ一ㄠ這兩個字音是「性交」的

意思。（p191） 

 

このように翻訳の技法の一つである「品詞転換」5

                                                 
5 靖立青(2001)を参照。 

が駆使された際、表現
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の自然さを調整するため、元の言語と意味的に大きく変わってくる可能性が

十分予測され、他に取った例とは質的にも異なるゆえに、こういった例も考

察対象から排除する。 

 

４．分析の結果 

 前に述べているように、今回、『１Q84 BOOK２』 という本の冒頭から、

漢語動名詞およびその対訳の中国語を全部で 800例抽出した。考察対象外の

例を引いて全部で 791例が得られた。 

また、ここで説明しておきたいのは、典型的な「漢語動名詞＋する」とい

う例は、さほど多くないということである。多くの例では、「助動詞」「補助

動詞」と併用しているため、対訳の中国語訳を取る時に、十分注意を払わな

ければならない。すなわち、その「助動詞」や「補助動詞」の意味を外すこ

とが必要である。たとえば、下記の例(27)(28)である。 

 

  （27）その記憶は破壊され、意識は混濁の中にあるかもしれない。(p174) 

     那記憶被破壞了，意識可能在混濁中。(p126) 

(28)「しかし心配しなくていい。あなたに害が及ぶことはない。」(p187) 

   「不過請不用擔心。不會傷害到你。」（p136） 

 

例(27)では、「破壊され」における「れ」は明らかに受身の助動詞「れる」

の連用形で、中国語では、「被」と対応していることがわかる。したがって、

「破壊する」の対訳は「被破壞」ではなく、「破壞」である。これと同じよ

うに、例(28)では、「心配しなくて」における「なくて」は動詞の否定形の

「て形」であるため、「心配する」の意味を抽出する際、「不用」を削除し、

「擔心」のみを対訳の意味にするのが妥当である。 

以上のような作業を通し、791 例を考察し、それぞれの漢語動名詞は中

国語との対訳パターンは下記の７類に分類することができる。 

 

① 同形同義型：この類の漢語動名詞は、語形も意味もすべて中国語と

一致している。 

     ex:想像、投票、推測、指揮、演奏、冒瀆、誇示、矯正、

存在、強制、拷問、確認、孤立、殺害、自殺、逮捕、指

示、成功、緊張、理解…。 

 

② 異形同義型：この類の漢語動名詞では、語形が若干中国語と異なり、

意味が同義である。 

ex:記録(記錄）、連絡(聯絡)、処理(處理)、発揮(發揮)、  
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満足(滿足)、観察(觀察)、 混乱(混亂)、実行(實行)、

意図(意圖)、…。 

③ 同形異義型：この類の漢語動名詞は、中国語にも同じ字形が存在し

ているが、中国語の意味とは異なる。 

     ex:依頼(委託)、感心（佩服）、屈折(折射)、質問（問）、

誘拐（綁架）、邪魔（打攪）、用意（準備）、評価（給予

肯定）、検討（考慮）、爆発（爆炸）…。 

 

④ 同義対訳型：この類の漢語動名詞では、字形を多少変化させる必要

があるが、基本的にはそのまま中国語訳に使われても、意味が通じ

る。ただ、文脈の流れや修辞の考慮により、類義の中国語に翻訳さ

れるものである。 

     ex:動員（動用）、保有（擁有）、否定（否認）、再会（再見）、

教授（教）、吟味（考慮）、信頼（信任）、変更（改變）、

描写（描繪）…。 

 

⑤ 異形異義型：この類の漢語動名詞は中国語では使われず、日本語の

みに使われているもの。 

     ex:案内(帶領)、判明（得知）、拒否（拒絕）、許容(容忍)、

掲載（刊登）、応募（投稿）、嘱望（看好）、足労（勞駕）、

点検（檢視）、出勤（去上班）、整列する（排隊）、同封

（附上）、心配（擔心）、示唆（暗示）…。 

 

⑥ 同形加訳型：この類の漢語動名詞では、中国語と対応している部分

もあるが、加訳の部分も見られる。そのまま、中国語の動詞として

はなりにくいと思われる一群の動詞である。 

     ex:沈黙（沉默下來）、契約（簽訂契約）、刮目（刮目相看）、

困惑（感到困惑）…。 

 

⑦ 字順反対型：この類の漢語動名詞では、字形がすこし異なっている

が、二つの漢語の字順が逆になっている。 

     ex:対面（面對）、買収（收買）、慰撫（撫慰）、面会（會面）、

軽減（減輕）…。 

 

 次に、本稿では、抽出した 791の例を各類型に分類した結果、以下の表 1

になる。 
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【表 1】漢語動名詞と中国語との対訳パターン 

類型 例数 パーセント 

① 同形同義型 282 35.65％ 

② 異形同義型 134 16.94％ 

③ 同形異義型 82 10.37％ 

④ 同義対訳型 122 15.42％ 

⑤ 異形異義型 151 19.09％ 

⑥ 同形加訳型 ７ 0.89％ 

⑦ 字順反対型 13 1.64％ 

合計 791 100％ 

 この表 1から分かるように、「①同形同義型」の漢語動名詞が最も多かっ

たことが判明した。この類の漢語動名詞は字形も意味も中国語と同様なため、

中国語学習者にとって、一番習得しやすいと推測される。次に、「②異形同

義型」では、全体の約 17％を占めている。この類型に関しては、日本語教

育を行う際に、字形の異なる部分を重点に据え、教授すべきであろう。この

2類だけでも、半分以上の例数を超えているため、中国語学習者にとって利

点になると推察できよう。 

 そして、注意すべきは、「①同形同義型」に次ぎ、例文数が 2番目になっ

ている「⑤異形異義型」である。この型は同じく 2字の漢字からなる漢語動

名詞ではあるが、中国語には普段用いられていない。したがって学習者は漢

字の感覚から主観的に意味を推測し、間違えた認識をしてしまう恐れがある。

このため、この類の「漢語動名詞」を教授する際には、その字形や意味に比

較的時間を掛け、説明することが必要であろう。 

 それ以外の類型では、日本語教育において教授する時も、各々の類型の特

徴を説明したほうが良いと思われる。  

 ただ、「①同形同義型」は台湾人学習者にとって比較的に習得しやすいと

いうことは、あくまでも推測の段階にとどまっている。実際、加藤（2005）

では文化庁（1978）を基にした６分類の漢語の難易度を、57 名の中国語母

語話者に対してテスト（初級、中級、上級に分けた横断研究）を行った結果、

以下のような、予測と異なる結論を提出している。 

１．⑤類のような日本語にしかない漢語では、最初に覚えるのは大変で

あるが、１度覚えると対応する中国語との意味のズレに影響を受け

ることが少なく、長期的に見ると習得はむしろ容易である。 

２．①類や②類は、意味がよく似ているが、微妙に意味のズレがあった

り、用法やニュアンスが違うため、むしろ習得が難しい。 
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したがって、各分類の学習難易度に関して改めてアンケートなどを通し、

改めて測る必要があると考えられ、この問題を今後の課題に委ねたい。 

また、今回の調査では、「対訳」の視点から日中両言語の対照研究を行っ

た。したがって、今まで漢語と中国語との「対応」の視点からのアプローチ

とは異なった分類が得られる。例えば、こういった立脚からの考察を通し、

日本語と中国語が似ている漢語をさらに①②類に細かく分類することがで

きる。また、日本語と中国語の間には「対面（面對）、買収（收買）、慰撫（撫

慰）」というように中国語と日本語との意味がまったく同じであるが、表現

する際に文字の順序が逆になっている興味深い現象が存していることも伺

える。さらに⑥類型から、「沈黙（沉默下來）、契約（簽訂契約）、刮目（刮

目相看）、困惑（感到困惑）」などのように、「漢語」の意味に近いが、あま

り独立して用いられない中国語も浮き彫りすることができる。 

 そして今回の調査では、自動詞および他動詞の比率についても考察してみ

た。その結果に関しては、以下の表 2により表すことができる。 

 

【表２】漢語動名詞における自、他動詞の比率 

動詞の性質 例文数 パーセント 

自動詞 ２１７ ２７％ 

他動詞 ５８３ ７３％ 

 表２を見れば分かるように、漢語動名詞では、「他動詞」は「自動詞」に

比べ、圧倒的に多いことが判明した。この結果を一般の動詞と比べると、ど

うなるか、非常に興味深いことである。この問題についても今後の課題とし

たい。 

 

５．おわりに 

 以上、本稿では村上春樹の長編小説である『１Q84 Book2』から、「2字

漢語＋する」のいわゆる漢語動名詞をすべて抽出し、次にその対訳本から、

対応されている中国語訳を見出し、そして、これらの漢語動名詞及びその中

国語訳を考察し、最後に、表１のように漢語動名詞をいくつかの対訳パター

ンに分類した。 

 この研究から、まず「①同形同義型」及び「②異形同義型」の 2類の漢語

動名詞は多く用いられていることが明らかになった。この 2類だけでも、全

体の半分程度にも達していることが分かった。これに次ぎ、日本語に特有な

「⑤異形異義型」も約 20パーセントほど使用されていることが注目される。

この調査結果に基づき、日本語教育に従事する際に、特に「漢語」もしくは

「漢語動名詞」と中国語との対訳パターンを教授する際に、それぞれの類型

の特徴を説明すれば有効であると思われる。 
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 最後に、今後、この 7類をベースにアンケート調査表を作り、日本語学習

者に解答してもらったうえで、学習者が最も間違いやすい類型や、各々の類

型において、一番間違えやすいところはどこにあるのかなどをまとめてみた

いと考えている。これに関しては、すべてを将来の課題としたい。 
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