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ご挨拶 杉村博文（日本中国語学会会長） 

 昨年は初夏の陽光にあふれた阪急電車に揺

られながら「ご挨拶」の文面を考えたのです

が、今年は突如訪れた「連休」のさなか、自

宅にこもってキーボードを叩いております。

新型インフルエンザの蔓延防止措置として勤

務先が 1 週間の休講措置をとり、今日はもう

その 3 日目になります。事が事だけに、棚ボ

タの骨休めにも関わらず落ち着かないことこ

の上なく、インフルエンザの 1 日も早い終息

を願い、会員の皆様の無恙をお祈りいたしま

す。 

 さて、昨年秋の『ニューズレター』にこう

いう報告が掲載されたことを覚えておられる

方はおいででしょうか。 

 

6.3 JST 電子アーカイブ事業への応募

結果 

・『中国語学』につき、採用の通知あり

（10 月 22 日）。 

・今後、対応を協議する予定。 

 

 この作業が本年四月から始まりました。JST

電子アーカイブ事業の概要は、この『ニュー

ズレター』に同封の「『中国語学』バックナン

バーの電子アーカイブ化に伴う著作権行使の

許諾に関する公告（お願い）」の中で紹介させ

ていただきました。会員の皆様には、公告を

ご一読の上、この事業に対するご理解とご協

力をお願いする次第です。なお、公告でお願

いをしております「著作権行使の許諾」とい

うのは、著作権を全面的に譲渡していただく

というものではなく、掲載論文・記事の「複

製権および公衆送信権」に限り、学会および

JST が行使することをお認めいただくという

ものです。この点、公告の文面が誤解を引き

起こさないように願っております。また、誌

面の電子化に当たり、古い資料で保存状態の

よいものを所有されている会員からのご協力
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を歓迎いたします。 

 今年度は全国大会運営委員会を設置した

初の年に当たり、秋の全国大会は開催校と大

会運営委員会の協力のもとに挙行されます。

これは本学会にとって初めての試みであり、

慣れてくるまでいろいろ戸惑いも生じるかと

思いますが、新しい運営形態は新しい大会の

形を作り出し得るものと信じております。ポ

スターセッションの導入はその一つの現れだ

と思います。会員の皆さまの積極的な参加を

期待しております。 

 大会運営委員会には、大会の具体的な運営

に先立つ任務として、全国大会開催校の選定

という大きな仕事がございます。同じく昨秋

の『ニューズレター』から引用しますと、 

 

7.1 全国大会開催校公募制の廃止 

全国大会開催校の選定は 2005 年度より

公募制を採ってきたが（『ニューズレター』

2004 年秋季号 4 頁）、全国大会運営委員会

の設置に当たり、2009 年度より公募制を廃

止し、全国大会運営委員会を中心として選

定作業を進めることが提案され、承認され

た。 

 

 しかしながら、公募制を廃止したとは言っ

ても、大会開催校選定の作業が基本的に「待

ち」の作業であることに変わりはありません。

大会運営委員会が設けられたことにより、大

会開催に当たり運営委員会からの力強いサポ

ートが得られることをご勘案いただき、是非

とも多くの大学から積極的に大会開催の手が

挙がり、運営委員会のエネルギーを大会運営

自体に傾注しうる状況が恒常的になることを

切望しております。 

 今秋の大会では理事の改選も予定されてお

ります。昨年の総会における内規改正によっ

て、理事の任期が「1 期 2 年，連続 2 期までと

する。ただし、間に 2 年をおいて再任される

ことを妨げない」となって初めての選挙であ

り、「2010 年度選挙のみの移行措置として、

2010 年度の理事選挙では、会長・理事長経験

者は被選挙人名簿から外す」ことにもなって

おります。「2010 年度の理事選挙」というのは、

今秋の改選で選出される理事の任期が 2010 年

度と 2011 年度の 2 年であることを言ったもの

ですが、選挙管理委員会の指示のもと、理事

選挙がスムーズに進行することを願っており

ます。 

 それでは秋に札幌でお目にかかれることを

楽しみに、以上ご挨拶といたします。 

2009 年 5 月 30 日 

 

 

高橋均先生への本会名誉会員称号授与にあたって 依藤醇（目白大学）

 2008 年度の本学会総会において、高橋均先

生へ名誉会員の称号が授与された。東京外国

語大学で二十数年間一緒に勤務させていただ

くなど、親しく接していただいた者の一人と

して、先生について簡単にご紹介させていた

だきたい。 

 私たち中国語に関わる者にとって、高橋先

生の 大の功績はなんと言っても 37 年間に及

ぶ雑誌『中国語』（現在休刊中）の編集である。

そのためにも、この『中国語』発行の「歴史」

を記さねばならない。 

 1949 年の中華人民共和国成立と前後して、
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日本でも民間に中国語学習の機運が高まった。

1951 年頃、本学会の前身「中国語学研究会」

初代会長であった倉石武四郎先生主宰の「倉

石中国語講習会」のなかに、中国語学習者の

連絡組織「中国語友の会」（第一次）が生まれ、

会報『朋友』が発行された。この会報がガリ

版刷りの『中国語』へ、その後活字印刷によ

る『中国語』へと発展したが、出版を引き受

けた二社の倒産で停刊となった。1959年 9月、

新たに「北辰」から監修倉石武四郎で、タイ

プ印刷の『中国語』第 1 号が発刊される。し

かし、1966 年 9 月には停刊。停刊を受けて、

当時日中学院院長であった倉石先生は、「中国

語友の会」（第二次）という会員制による発行

を企図された。倉石先生自ら会員を集め、原

稿をチェックされ、広告を依頼された。当時

日中学院講師であった高橋均先生が『中国語』

に関わられたのはこの時からで、雑誌の企

画・編集・校正・広告集めを担当された。会

員制発行も行きづまった 1968 年末、大修館書

店から発行の打診があった。倉石先生は、諸

橋轍次先生の『大漢和辞典』を刊行している

大修館書店が出版を引き受けたことを喜ばれ

ると同時に、それまでの経緯をお考えになり、

「編集は出版社に任せない」ことを唯一の条

件として出されたという。こうして監修倉石

武四郎（後に藤堂明保）、編集「中国語友の会」

の『中国語』が、大修館書店から一般誌のル

ートに乗って発行された。その期間は、1969

年 4 月号から 1990 年 3 月号までであった。そ

の後、内山書店に移行、1990 年 4 月号から 2004

年 3 月号まで続いた。いずれの出版社も発行

には大きな犠牲を払った。この間、高橋先生

は「中国語友の会」の先頭に立ち、企画・編

集・校閲を担当された。その期間は通算 37 年

間、号数にして 445 号分となる。1996 年には、

『中国語』編集の功績により、「中国語友の会」

として倉石賞を受賞された。 

 高橋先生は東京外国語大学中国語学科等で

教鞭を執られ、現在同大学名誉教授。研究分

野は、六朝時期の義疏研究、中でも梁・皇侃

の『論語義疏』を中心とし、関連する多くの

論文がある。 近のものでは「江煕『集解論

語』と皇侃『論語義疏』―魏晋六朝における

『論語』解釈」（08 年六朝学術学会報）がある。

1994 年の日本中国語学会全国大会では「経典

釈文の改竄をめぐって」というテーマで発表

されている。その他『中国語解釈の基礎』（76

年大修館書店）『諺語のはなし』（共訳、91 年

光生館）などの著書がある。 

 

 

― 高橋均先生略歴 ― 

1936 年 神奈川県生まれ 

1959 年 東京教育大学文学部卒業 

1967 年 東京教育大学大学院博士課程中退 

 日中学院講師、東京教育大学文学部助

手、鹿児島大学教育学部助教授、東京

外国語大学外国語学部助教授、教授を

経て、 

1998 年 東京外国語大学停年退官、現在名誉教

授 

2008 年 大妻女子大学短期大学部停年退職、現

在名誉教授 
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支部例会実施報告 2008.12-2009.5 

◆関東支部例会 

◇2008 年 12 月 13 日（土）お茶の水女子大学 

・伊藤さとみ（お茶の水女子大学）：中国語の

比較級構文 

中国語の比較級構文は、以下の５つの

特徴を持つ。i) 絶対級形式の方が比較級

形式より統語的に複雑である、ii) 否定形

式に二種類あり、それぞれ真理条件が異

なる、iii) 数値を表す表現の共起する位置

が二つあり、一方は実測値を、もう一方

は差を表す、iv) 形容詞そのものの比較が

できない、v) 節が比較の対象になったと

き、節の表す出来事の持つ特性が比較さ

れる。 本発表では、形容詞とはその表す

性質の程度の集合であり、比較級とはそ

れら程度の集合のうち 大値を取り出し

て比較する操作であると定義し、以上の

５つの特徴は、中国語の形容詞が語彙的

に比較級化されていることに由来するこ

とを示す。 

・張国憲（お茶の水女子大学）：“在+处所”状

态构式的事件表述和语篇功能 

文章讨论表述状态的“在+处所+Ｖ状”和

“Ｖ状+在+处所”两种构式。以往的研究认

为，状态构式中的“在+处所”无论是在动

词前还是在动作后都表述相同的语法意义

和语义功能。本文试图说明现代汉语的“在

+处所”状态构式有着不同的“源句”，两

种语序序列不同的构式在意义和功能上并

非等值，“在+处所+Ｖ状” 是一种关注动作

状态的构式，“Ｖ状+在+处所”则一种关注

事物状态的构式，由此在交际功能上存在

着叙述性与描写性的语用分工。文章 后

将构式放到语篇的背景下去观察，借以揭

示言者遴选构式的潜在动机，认为前者的

语篇功能在于表述一个前景性的主体事

件，而后者能则主要在于为后叙的主体事

件引入事件发生的空间处所。 

◇2009 年 3 月 28 日（土）明治大学駿河台キャ

ンパス 

・宮田一郎（本会名誉会員）：『海上花列傳』

をめぐって―呉語と近世・現代漢語― ＜講

演＞ 

・白石裕一（中央大学・非）：「時間」「年齢」

「金額」を表す文について 

「時間」「年齢」「金額」を表す文の特

徴を記述、説明する。「時間」を表す文＝

“年、月、号、日、星期、礼拜、点、分、

钟”をもつ文、「年齢」を表す文＝“岁、

多大”をもつ文、「金額」を表す文＝“块、

毛、分、元、角、钱、多少”をもつ文と

した上で、大量のコーパスからこれらの

文を抽出し、その特徴を計量的に明らか

にする。名詞述語文は口語でよく用いら

れ、書面語ではあまり用いられないなど

と言われているが、実際はどうなのか？

など、「時間」「年齢」「金額」を表す文に

関する問題を多面的に考察する。 

・孫犁冰（新潟大学・院）：中国語の動相諸形

式における否定表現について―否定辞‘不’

と‘没’の文法的使い分けと意味的相違を中

心に 

今までの否定詞の研究視角は、主に以

下の 5 つである。i) 時間、ii) 誤記、iii) 量、

iv) 一緒に使う動詞の「自主性」、v) 一緒
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に使う動詞の過程構造または「実現」。本

発表では、朱継征(2000)が定義した現代中

国語の“動相”と“静相”に焦点を当て

て、“不”と“没”の文法的使い分けと意

味的相違を分析する。主な結論は、肯定

文には“着”、“了”、“过”などがつく動

相を否定するには、“没”を用いることが

できるが、“不”を用いることができない。

一方、“有”などの特例を除く静相の否定

には、“不”を用いることができるが、“没”

を用いることができない。 

・砂岡和子（早稲田大学）：多人数インタラク

ションにおける協調的コミュニケーション

方略の定量化分析試探 

アジア 4大学による中国語遠隔TV会議

の発話分析に基づいて、非習得目標語環

境下にある母語話者(NS)と、非母語話者

(NNS)が発揮するコミュニケーション方

略の特徴を、発話単位のテキスト理解度

とコミュニケーション達成度という指標

で定量分析した。その結果 NS はテキスト

規範性を犠牲にしても、NNS とのコミュ

ニケーション達成度を優先する協調的談

話方略を観察できた。報告では、併せて

この 2 種の指標が、多人数インタラクシ

ョンにおける交流言語のスキル評価基準

として有効かどうか、NS 対 NNS の発話

中の語彙と文型・話速・ポーズやフィラ

ー(Filler)の使用比較から検証する。  

・高橋弥守彦（大東文化大学）：連語論から見

る時間詞の語順について 

時間詞は一般に時間名詞(時間を表す

“以前、以后”などの方位詞も含む)と時

間副詞とに大別できる。時間名詞(連語)

が、状況語となる場合、主語の前後に用

いることができる。時間名詞を主語の前

に用いると強調だといわれている。時間

副詞が状況語となる場合は、主語の後、

述語の前にしか用いることができない。

なぜこのような言語現象になるのか、本

発表では連語論の観点から以下の 3 点を

明らかにする。 

1）時間名詞が状況語となる場合は、な

ぜ主語の前後に用いることができるのか。 

2）主語の前に用いられる状況語として

の時間名詞はなぜ強調されるのか。 

3）状況語となる時間副詞はなぜ述語の

前にしか用いることができないのか。  

・荒木典子（早稲田大学・非）：明清白話小説

における二種類の是非疑問文 

是非疑問文“VP 吗”（“ma”の表記は

様々であるがここではまとめてこのよう

に呼ぶ）は、元代から清代の間に急激に

増え、現代の普通話では是非疑問文とし

て一般的に用いられている。明清白話小

説にはもう一つよく使われる是非疑問文

として、疑問副詞を用いた疑問文（“可 VP”

型疑問文と呼ぶ）があった。使用頻度や、

“可”自身の疑問を表す強さは作品によ

って異なる。本発表では、両者が共存す

るいくつかの作品を調査し、“VP 吗”が

現在のような是非疑問文に進化する様子

を、“可 VP”型疑問文との比較から分析

する。調査のポイントは、各作品におい

て優勢なのはどちらか、使い分け（中身

の VP の構造の違い）はあるのか、などの

点である。  

◇2009 年 5 月 23 日（土）東京大学駒場キャン

パス 

・陳薇（東京大学・院）：浙江省嵊州方言の一

回的動詞をめぐって 

本稿は中国語において、「敲、闪」を代
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表とする一回的動詞を活動動詞から独立

させ新たな動詞タイプを設ける必要があ

るかについて検討する。筆者は嵊州方言

での「记」を中心に活動動詞と一回的動

詞の文法的振る舞いを考察し、嵊州方言

では両者を区別できるテストを提示する。

また、標準語ではそのテストを用いた表

現が存在しないか、或いはテストとして

有効でないことを指摘する。嵊州方言の

「记」は一回相マーカーであり、嵊州方

言では一回的動詞というタイプを立てた

ほうが良いが、標準語では「记」の対応

形式である動詞の前に置かれる「一」は

完全な一回相マーカーになっていないた

め、独立した動詞タイプを立てる必要性

がないと主張する。 

・柴田奈津美（東京大学・院）：一時的な感情

を表す心理述語について 

中国語において“高兴”のような一部

の述語は、“我很高兴听到这个消息。”の

ように述語の後ろに節目的語を取るが、

その節は“我听到这个消息很高兴。”のよ

うに主語と述語の間に置くことも可能で

ある。しかしこのような言い換えは、常

に可能というわけではなく“马上就能见

到你”という節目的語をとる場合には“我

马上就能见到你很高兴。”のように主語と

述語の間に置くと非常に不自然な文とな

る。本稿では一時的な感情を表す心理述

語に焦点を当て、「S+心理述語+VO」と

「S+VO+心理述語」の違いについて、前

者の VO は感情の対象であり、後者の VO

は感情の原因であることを述べる。また

両者の構造的な違いについても明らかに

する。 

・島田亜実（日本大学・非）：助動詞“能”と

可能補語“－得了/－不了”―初級教育での

導入について 

助動詞と可能補語の関係について論じ

た優れた研究はすでに数多く出ているが、

ここでは特に助動詞“能”とその否定と

して挙げられる“－不了”について、教

育的立場から見ていきたい。“明天我能

去。”に対する否定として“明天我不能

去。”という組み合わせはテキストや文法

書でもよく見られる例文だが、実際の会

話では“不能去”よりも“去不了”が用

いられ、また「（都合が悪くて）行けない」

という意味での“不能去”をそもそも言

わないとするネイティブも多い。初級段

階で“－不了”を扱うべきか否か、扱う

とすればどのように導入したらよいのか、

“能/不能”と“－得了/－不了”の差異を

通して考察する。 

◆北陸支部例会 

◇2009 年 2 月 13 日（金）金沢大学 

・イズミ オキナガ：日漢英共通 64 音図（試

案）について 

現代日本語は、ヤマトコトバと漢語と

英語などカタカナ語とのチャンポン語で

ある。もともと音韻感覚が違うもの同士

なので、混乱をおこしやすい。「五十音図」

はヤマトコトバを習得するのに役立つが、

漢語やカタカナ語などには通用しない。

現代日本語のために、漢語やカタカナ語

にも通用する共通音図を作る必要がある。

そう考えて、「現代日本語音図」(イズミ試

案)を発表した。それは、実質的に「日漢

英共通 64 音図」でもある。効果的な言語

習得法として、あるいは日漢英の音韻比

較資料を作る手段として、その他いろい
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ろな利用法が期待できる。 

・山田眞一（富山大学）：教室談話に見られる

「つなぎのことば」―「語文」の授業を例に― 

北京の某小学校 5 年生のクラスにおけ

る「語文」の授業の録音資料を基に、教

室談話における「つなぎのことば」につ

いて分析・考察を行う。ここでいう「つ

なぎのことば」とは教師が教室活動にお

いて、談話の接続、切り替えを行う際に

発することばを指す。本発表では、いく

つかの「つなぎのことば」を取り上げ、

それらの機能について論じる。 

・陳会林（金沢大学・院）：関連詞を用いない

中国語複句に関する一考察―『骆驼祥子』の

原作と邦訳を比較しながら― 

中国語の複句関係を明示する標識―関

連詞―の使用は義務付けられたものでは

ない。且つ、中国語母語話者の実生活の

中で意味が通じなかったり誤解されたり

することは生じない。このことから、関

連詞のほかに、分句間の接続関係を暗示

する他の要素が文中或いは文脈に存在す

るはずだという予想が立てられる。これ

らの要素を理論的に探り出すという研究

がこれまで何人かの研究者によって行わ

れてきた。筆者は二回のインフォーマン

ト調査を通して、先行研究の成否を検証

し、その不足を補った。その上で、「已然

－未然」、「順接－逆接」を決定づける諸

要因を再整理する試みを行った。今回の

発表では、その研究経緯と現時点での考

察結果を発表する。 

・陸芸娜（金沢大学・院）：出現物主語の「是

……的」構文の焦点 

事象（複数の現象素によって構成され

る）が生起する時点で存在しなかった物

が出現した場合、その物を「出現物」と

名づけることにする。中国語の出現物を

主語に立て、「是……的」構文で事象を述

べる場合、何を叙述の焦点とするかを解

明することが本稿の目的である。出現物

の現象素の取り上げ方が「是……的」構

文の焦点位置判断にどれほど影響を与え

るかを解明するために、本稿は主に非必

須格を介さない「是……的」構文を扱う

ことにする。出現に関わる事象構造を図

式化し、「是……的」構文の焦点がどこに

置かれるかを解明する。 

◆関西支部例会 

◇2008 年 12 月 14 日（日）同志社大学大阪サ

テライト 

・方紅（大阪市立大学・院）：“幸亏”和“好

在”的語用機能及選択差異 

在对外汉语教学中, “幸亏”“好在”是

属于丙级语法项目的语气副词,是教学中

的难点。其意义比较空灵,不容易准确地把

握和概括;并且用法也十分微妙和复杂。本

文主要从语义、语用以及篇章功能等方面

来比较它们的异同。两者都可以引入一个

反预期的事件情节; “幸亏”主要用于表

原因的分句中，它强调的一般是一个已经

存在的事实，整个语段的表达重点在于解

释。而“好在”则主要用于表结论的分句

中，强调结果的有利。“好在”比“幸亏”

更具有主观性。 

・沈力（同志社大学），冯良珍（山西大学），

津村宏臣（同志社大学）：霍州内部方言拡散

の数理分析―以児変韻為中心 

我们这次发表的目的在于：首先以儿变

韵特点为中心把霍州方言分成东区方言和

西区方言。东区方言的儿变韵基本上按照
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元音和谐律而发生的，相反，西区方言的

儿变韵基本上不是按照元音和谐律发生

的。进而，我们用 GIS 的分析方法对霍州

地理地形进行解析和分析，计算出方言中

心区与方言孤立区的形成机制。按照动态

语言学的观点出发，提出在霍州方言中存

在着去元音和谐化的假设。 

・汪維輝（南京大学文学院）：漢語“站立”義

詞的歴史與現状 ＜講演＞ 

全文分三個部分： 

一、現狀。“站立”義詞在現代漢語方言

中大致三分（從北往南）：站－立－企。根

據《漢語方言詞彙》和《現代漢語方言大

詞典》列成兩個表。 

二、歷史。依據文獻資料描述了“立”、

“企組”和“站”在歷史上的産生和演變

情況。“立”是漢語表“站立”義歷史 悠

久的一個主導詞。“企組”詞歷史也很悠久，

有倚、徛、踦、隑等詞形，它們之間應該

有同源關係。本文根據現行辭書和本人有

限的調查對它們做了一個大致的梳理。

“站”産生 晚，始見於宋代，但明代以

後卻占據了主流，在廣大的官話地區取代

了“立”。 

三、相關問題討論。1．縱橫結合研究漢

語詞彙的意義；2．基本詞新舊替換的困難

性；3．“企”的古今地域分佈；4．“立”

在今方言中的分佈；5．歷史文獻的複雜

性；6．無法考源的方言詞。  

◆中国支部例会 

◇2009 年 4 月 19 日（日）広島大学東千田キャ

ンパス 

・丁雷（広島大学・院）：探讨对日汉语语音教

学中的“熵现象”和“化石化现象” ―从对

广岛大学汉语教学进行的调查谈起―  

近年来，许多专家和研究人员在汉语语

音教学的过程中发现并揭示了“熵现象”

和 “化石化现象”。这两种现象对于汉语

非母语学习者的汉语发音是否正确，是否

标准，是否地道产生了深远的影响。为了

验证对日汉语语音教学中，这两种现象的

存在；探索产生这两种现象的原因以及提

出指导和改进性意见，笔者在 2008 年 4 月

到 2009 年 3 月的一年时间内，针对日本广

岛大学，开设中文教育的五个大学本科班

共 103 名日本学生进行了跟踪性调查。将

由于两种现象而导致的发错音的汉字、词

组、短语共 288 项都进行了统计。按照声

母类、韵母类和声调类进行了归类划分。

笔者通过对于这些错音的分析，验证了“熵

现象”和“化石化现象”在对日汉语教学

中的的确存在，并分析了导致这两种现象

产生的主要原因。 

・浅野雅樹（下関市立大学）：中国語教育にお

ける類義語弁別法“词义重点”と“具体・抽

象义”について  

中国語教育における類義語に関する

様々な問題は、中国語教師にとって非常

に重要な課題である。一組の類義語の区

別を述べる場合、一般的に三つくらいの

弁別法が用いられる。ただ数多くある中

のどの弁別法を用いるかは、分析者の主

観的な判断によってなされることが多い。

例えば、ある同じ類義語に対して、辞書

によって使われている弁別法が全く異な

るという状況がある。より効果的に学習

者に類義語の区別を示すためには、弁別

法の使用面での妥当性を考えなければな

らないが、このためにはまず個々の弁別

法の本質を明らかにする必要がある。本

発表では「词义重点」と「具体·抽象义」
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という二つの弁別法について、主に類義

語辞典の記載に従い考察を行う。 

◆九州支部例会 

◇2008 年 12 月 13 日（土）福岡大学 

・趙海城（九州大学・院）：連体修飾節におけ

る「V＋タ」の中国語訳について 

「V＋タ」を含む連体修飾節が「動詞的」

用法、「形容詞的」用法を持つとされる。

従来、「動詞的」用法の「V＋タ」には、

中国語では「V＋的」、「V＋了的」、「V＋

結果補語＋的」、「V＋趨向補語＋的」の四

形式が対応し、「形容詞的」用法の「V＋

タ」は「A＋的」で対応すると言われてい

る。本発表は「動詞的」用法の「V＋タ」

の各対応形式の使い分け、ほかの対応表

現の存在、及び日本語の「V＋タ＋Ｎ」連

体修飾構造を中国語で非連体修飾構造で

対応する場合があることとその対応条件

について考察するものである。 

・郭麗影（熊本大学・非）：中国語声調指導に

おける一実践―「ソド」二線譜四度音感の活

用という視点から― 

音感とは、一般的音の高、低などを聞

き分ける能力のことを指す。本論は、学

習者が既習した音感を活用するという視

点から、声調指導の授業を実践した。約 

70 年前、中国言語学の巨匠である趙元任

は音階名「ド～ソ」を用いて、有名な五

度声調表記法を発明した。五度声調表記

法により、中国語声調の抑揚の幅は初め

て「ド～ソ」の五度音程と明らかにされ

た。趙の声調五度表記法は、音感、音程

などの概念から中国語声調指導の可能性

を我々に示された。本論は趙の五度表記

法を参考にして授業実践を行ったが、発

話の自然的な状態を考えて、低音「ソ～

ド」の四度音程を設定している。 

・楊暁安（長崎大学）：真仮性疑問句的語音区

別特徴―関於「不（是）X嗎」型岐義句的語

音実験― 

「不（是）X 嗎？」という疑問文は、真

性問と仮性問の二つの意味を持っている。

この文について音声実験を行うことで、

我々は音声手段を通じて、「真性問」の場

合は「不（是）」の部分を、「仮性問」の

場合は「X」の部分を強調することが分か

った。我々は実験を通して、強調すると

きには、主に周波数を上げると同時に、

時間の長さを延ばす方法を用いていて、

音の強度はあまり大きな作用がないこと

に気づいた。要するに、中国語「不（是）

X 嗎？」という疑問文では、「不（是）」と

「X」両部分の FO 値の高低変化、音の長

さの比例的変化は、いずれも構文構造の

関係と密接につながっている。それらは

構文構造の形態の重要な音声標識を構成

し、異なる構文構造を区別する重要な手

段となる。 

・松尾善弘（鹿児島大学名誉教授）：近体詩の

平仄式について 

近体詩の平仄型には七／五言句とも次

の四基本型がある（平声を〇、仄声を●

で表示）：〔平／仄起り平終り型 〇〇／●

●・●〇〇〕〔平／仄起り仄終り型〇〇／

●●・〇〇●〕〔仄／平起り平終り型 ●

●／〇〇・●●〇〕〔仄／平起り仄終り型 

●●／〇〇・〇●●〕。この基本平仄型を

もとに、(1)奇・偶数句は〔反法〕による、

(2)偶・奇数句は〔粘法〕による（但し「頭

粘尾不粘」）、(3)押韻は〔平声押韻〕とす

る、の三法則に従って作詩する。〔二四六
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分明（二四不同二六対）〕とは二・四・六

字目は基本型通りに作れということ。〔一

三五不問〕には〔救拯〕という相殺義務

規則が伴う。 

会議報告 

■2009 年度第 1 回（『中国語学』第 256 号）編

集委員会 

日時：2009 年 3 月 21 日（土）13 時～17 時

30 分 

場所：キャンパスプラザ（大学コンソーシ

アム）京都 2 階第 1 会議室 

出席者：木津祐子（委員長）、太田斎、大

西克也、小野秀樹、三宅登之、楊凱栄（以

上委員） 

【議事】 

1. 『中国語学』256 号投稿状況 

投稿総数 32 編。うち 1 編は投稿規定違反に

より不受理とし、31 編を査読対象論文とした。 

2. 査読体制 

投稿論文の分野を考慮の上、各論文 3 名の

査読者を決定。査読報告書の提出期限は 5 月 7

日（木）とし、5 月 16 日（土）の第 2 回編集

委員会にて採否決定を行うこととした。 

3. 『中国語学』255 号学会奨励賞 

学会奨励賞受賞者として、5 人の候補者を選

出した。今後、継続して検討をし、第 2 回編

集委員会にて 終候補者を決定、理事会に推

薦することとなった。 

4. 『中国語学』256 号特集記事 

本号の特集は、曹志耘主編『漢語方言地図

集』全 3 巻（商務印書館）の書評論文とし、

執筆は、語音篇を林英津氏、語彙篇を太田斎

氏、語法篇をクリスティーン・ラマール氏に

依頼した。また第 58 回全国大会特別企画要旨

を、荒川清秀氏、譚景春氏、村上嘉英氏に依

頼することとした。 

5. 海外特別編集委員の交代 

任期満了に伴う海外特別編集委員の交代を

協議し、新たに特別編集委員候補者として、

徐 丹 氏 （ Institut national des langues et 

civilisations orientales）を推薦することとした。 

 

■2009 年度第 2 回（『中国語学』第 256 号）編

集委員会 

日時：2009 年 5 月 16 日（土）10 時～13 時 

場所：ホテル法華クラブ京都 会議室 

出席者：木津祐子（委員長）、太田斎、大

西克也、小野秀樹、三宅登之、楊凱栄（以

上委員） 

【議事】 

1. 『中国語学』256 号投稿論文の採否 

査読対象論文 31 編について、審査の結果、

採用 2 本，要二次審査７本，不採用 22 本とな

った。投稿論文 31 編の分野別内訳は以下の通

り。（括弧内は「要二次審査」を含んだ採用数） 

現代文法 17（4） 

語彙  4（1） 

方言文法 3（2） 

歴史文法 2（1） 

音韻 2（1） 

教育 2（0） 

その他 1（0） 

2. 『中国語学』256 号執筆者紹介欄の創設 

執筆者氏名・所属を記す専欄を設け、論文

冒頭の署名は氏名のみを記すこととした。 

3. 第 255 号（2008 年発行）学会奨励賞論文 

今年度学会奨励賞候補論文 2 編を決定し、
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理事会に推薦することとした。 

 

■大会運営委員会 

 委員：岩田礼（委員長）、今井敬子、松村文

芳、石崎博志、松江崇 

 ※以下はメール会議の内容抄録 

Ⅰ 2008 年 11 月～2009 年 3 月 準備会 

a. 開催校・北海道大学からの提案を受けて、

本年度の企画は、シンポジウム「存在表現

の類型と歴史」とすることとした。 
b. 本年度の大会より、ポスターセションを導

入することとした。導入の趣旨は、第一に、

発表者と聴き手との対話形式がよりふさ

わしい研究があること、第二に、発表希望

者の増加に前向きに対処することである。

発表時間は 90 分。時間帯の設定について

は様々な可能性を検討したが、 終的に初

日の 16:15－17:45 とすることとした。シ

ンポジウム及び総会と一部時間が重なる

というデメリットがあるが、よりよい時間

帯がない。 
c. 「研究発表応募規定」を作成した。またそ

の中国語版を作成した。 
d. 研究発表の応募締切は 6 月 27 日とする。

また論文要旨の審査は委員会によって行

なうこととし、審査の手順を定めた。 
Ⅱ  2009 年 4 月～5 月 委員会 

a. 7 月までのスケジュールを定めた。 
b. 5 月末発送予定の「大会案内」について、

ポスターセッションの趣旨について会員

に周知を図ること、また従来 9 月のプログ

ラム送付時に公表されていた初日のシン

ポの内容を、この案内で公表することとし

た。その趣旨は、本大会の特徴を内外の会

員に広く PR し、大会の成功に向けて雰囲

気作りをすること。 

c. 本委員会の果すべき役割について、開催校

との関係でなにをどこまで担うのかを議

論し、関連して予算のあり方について検討

した。本件については、過去の大会におけ

る実績を勘案しながら、事務局と協議しな

がら、成案を作成し、理事会の承認を経て、

評議会及び総会に提出するものとする。 
 

■2009 年度第 1 回理事会 

日時：2009 年 5 月 16 日（土）14 時～17 時 

場所：ホテル法華クラブ京都 会議室 

出席者：杉村博文（会長）、佐藤晴彦（副会

長）、荒川清秀、岩田礼*、遠藤光暁、木

村英樹、平田昌司、古川裕（以上理事）；

木津祐子（編集委員会委員長）；山崎直樹

（ウェブリソース委員会委員長）；澤田達

也、鈴木慎吾（以上幹事） 

 * 大会運営委員会委員長を兼ねる 

【報告事項】 

1. 一般報告 

1.1 会員動向（2009 年 3 月 31 日現在） 

・会員数： 

  増減

総会員数（賛助除く） 1165 名 -2

顧問 6 名 0

名誉会員 27 名 0

通常会員 1089 名 -3

（ネット） 199 名 +9

（内訳）

海外会員 43 名 +1

賛助会員 27 社 0

※増減は昨年 11 月 16 日を基準とした数。 

・会員動向：昨年度 11 月 16 日以降、2009 年

3 月 31 日までの入会者 21 名；退会者 23 名。 

1.2 全国大会運営委員会の発足 

・委員長：岩田礼（金沢大） 

・委員：今井敬子（静岡大）、松村文芳（神
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奈川大）、石崎博志（琉球大）、松江崇（北海

道大） 

1.3 名誉会員関連 

高橋均会員に名誉会員称号授与 

1.4 役員・委員等の異動 

・海外特別編集委員交代 

  Federico MASINI 氏 → 徐丹氏 

・編集委員増員 

  三宅登之（東京外国語大） 

・ウェブリソース委員交代 

  三宅登之（東京外国語大） 

 → 中川裕三（天理大） 

・評議員交代 

  関東支部：吉田隆司（日中学院） 

 → 山田忠司（文教大） 

1.5 選挙管理委員の委嘱 

・委員長：佐藤富士雄（中央大） 

・委員：鈴木慶夏（釧路公立大）、飯田真紀

（北海道大）、鈴木慎吾（京都産業大） 

2. 支部例会関連 

2.1 例会世話人交代 

・東海支部：時衛国（愛知教育大） 

 → 丸尾誠（名古屋大） 

・中国支部：中島吾妻（広島工業大） 

 → 小川泰生（広島大） 

2.2 今年度の例会開催予定 

・関東（山田忠司会員）：4 回。 

・北陸（大滝幸子支部代表）：1 回。 

・東海（丸尾誠会員）：1 回。 

・関西（岩本真理支部代表）：2 回。 

・中国（小川泰生会員）：3 回。 

・九州（佐藤昭支部代表）：2 回。 

3. 編集委員会報告 

木津委員長より第 2 回編集委員会について

報告があった。 

4. ウェブリソース委員会報告 

a. 山崎委員長より、『電子通訊』について、

ネット会員を除く発行数はほぼ前年並み

であること、また毎月一回のペースで発行

している旨の報告があった。 
b. 支部例会ページでの発表要旨の掲載につ

いて、例会を開催している支部は全て掲載

しているとの報告があった。また、この事

に関して、何らかの方法で広報をしてはど

うかとの提案があった。 
5. 大会運営委員会報告 

a. 次期(2010 年度)以降の運営体制について、

①大会案内、プログラム、予稿集等の編集

担当、②委員の増員、③大会時の委員の役

割について、検討中の諸事項を報告した。 
b. 上記に係る予算体制について、2 案を提示

し、事務局に検討を依頼した。 
c. 来年度第 60 回大会の扱いについて意見を

求めた。 
6. その他 

a. 『ニューズレター』掲載記事について 
・支部例会における研究発表要旨を掲載 

・名誉会員授与に関する記事を掲載 

【審議事項】 

1. JST 電子アーカイブ化事業への対応 

・事業の概要および現段階における作業の進

捗状況について、鈴木幹事から報告があった。 

・著作権処理に関連して、会員向けの公告文

書が検討された。 

・澤田幹事より、本事業にかかる経費に関し

て、通常予算で不足する分は秋の補正予算案

に盛り込むとの説明があった。 

2. 名誉会員・顧問の推挙方法の改正 

推挙の受付を 9 月末日までとし、理事会で

審議後、評議会にかけることが提案され、承

認された。また、推挙の際には推薦文の提出

を求めることが提案され、承認された。 
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JST 電子アーカイブ事業への参加について   

本号巻頭の「ご挨拶」にもございます通り、

本学会の学会誌『中国語学』が科学技術振興

機構（JST）による電子アーカイブ事業の対象

に採択されました。JST によるこの電子アーカ

イブ事業とは、国内の学術雑誌のバックナン

バーを電子化し、同機構のウェブサイト上で

一般に公開するというものです。『中国語学』

を電子化することは本学会にとって長年来の

懸案事項であり、今回の採択はこの問題に一

定の道筋をつけるものと言えます。 

この事業への参加にあたっては解決すべき

問題がいくつかございますが、ここでは特に

著作権に関する問題と底本に関する問題の二

点につきましてご説明させていただきます。 

著作権に関する問題につきましては、本ニ

ューズレターに同封いたしました「公告」を

ご一読願います。要点は、今回の事業参加に

あたり、『中国語学』に掲載された記事を複製

する権利と、ウェブによってそれを一般に送

信する権利とを本学会および JST にお認めい

ただくよう著者のみなさまに要請させていた

だくことにございます。この点、従来は曖昧

でありましたところ、このたび実際にウェブ

サイト上で記事を公開するにあたり、新たに

発生する JST への権利許諾も含めて改めて確

認させていただきたいということございます。

会員諸氏におかれましては、『中国語学』を電

子化し、世界に向けて広く公開することの学

術的意義をぜひともご理解いただき、ご協力

を頂けますよう、切にお願い申し上げます。 

もう一点は、実際に電子化する際の底本に

関することでございます。本学会は長年にわ

たり持ち回りで事務局を担当してきたことも

あり、事務局の管理する『中国語学』のバッ

クナンバーにはかなりの欠号がございます。

各地の大学図書館に所蔵されているものもご

ざいますが、すでに製本されているものがほ

とんどで、 善とは言えません。また、古い

ものはわら半紙にガリ版刷りという事もあっ

て、保存状態のよくないものが多く、今回の

電子化のためにはできる限り多くの本を調査

する必要があると感じております。特に初期

の号を保存されておられる会員がおられまし

たら、事務局にぜひともご一報をお願いいた

します。 

解決すべき問題はなお山積しておりますが、

会員諸氏のご協力を賜りながら一つずつ解決

していきたいと思います。ご支援をどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

（事務局） 

例会および全国大会開催のお知らせ 

第 59 回全国大会開催のお知らせ 

すでにご案内しておりますとおり、今年度

の大会は北海道大学にて 10 月 24 日（土）～

25 日（日）の日程で開催されます。同封の大

会ご案内をご覧いただき、ふるってご参加下

さいますようお願い申し上げます。 

（事務局） 
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今年度の例会実施予定 

各支部の今後の例会実施予定は次のように

なっております。 

関東支部：7 月、12 月、3 月 [拡大] 

北陸支部：2 月 

東海支部：11 月 

関西支部：6 月 14 日(日)、12 月 

中国支部：7 月 19 日(日)、11 月 

九州支部：7 月、12 月 

近は支部を越えた活動も目立つようにな

ってきたように思われます。発表者、参会者

ともに歓迎いたします。ただし、開催時期お

よび回数は変更になることもございますので、

ご了承下さい。 

発表者の方には発表要旨（300 字以内）の事

前提出をお願いしておりますので、よろしく

お願いいたします。この要旨は本会ウェブサ

イト上の例会案内のページでご紹介するとと

もに、年に 2 回発行しておりますニューズレ

ターにも掲載しております。 

なお、開催に関する詳細は各支部例会担当

者までお問い合わせ下さい。 

（事務局） 

 

 

選挙公示 

2009 年 10 月 24 日（土）、第 59 回全国大会

場（北海道大学）において、日本中国語学会

「会長及び理事選出方法に関する内規（会則第

10 条関連）」に基づき理事の選挙を行います。

選挙は専用の投票用紙によって 4 名連記で投

票し、即日開票の上、得票数上位 8 名を候補

者とし、その内 高得票者を会長、その他の 7

名を理事の当選者とするものです。投票用紙

ならびに被選挙人名簿は、当日、大会会場受

付にて配布いたします。 

 

選挙管理委員会委員 

佐藤富士雄（委員長）、鈴木慶夏、飯田真

紀、鈴木慎吾。 

 

名誉会員の推挙について   

名誉会員のご推挙は、9 月 30 日までに、推

薦文を添えて事務局宛にお願いいたします。

なお、名誉会員号授与の条件は、年齢満 70 歳

以上で継続して 20 年以上本会会員であった方

のうち、本会の発展に功労のあった方となっ

ており、評議会の審議を経た上で会員総会に

おいて決定されます。 

（事務局） 
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事務局からのお知らせ 

■ 2009 年度会費納入のお願い 

振込用紙を同封しておりますので、本年度

会費（一般会員6,000円、ネット会員5,000円）

を 寄りの郵便局からお振込下さい。事務運

営上、2009年8月末までにご入金くださるよう

御協力をお願い致します。 

 郵便振替 加入者名：日本中国語学会 

 口座番号：00120-2-536256 

なお、これまでの会費を未納の方は請求の

ご案内に記載してありますので、一括してご

入金下さいますようお願いします。もし記載

請求金額が15,000円以上となっておりました

ら、今年度ご入金いただけませんと、会則《会

費納入に関る内規》により除籍となりますの

でご注意ください。 

 

■ 予稿集の販売 

過去の大会予稿集は好文出版にてお求めに

なれます。第53、55回は1,500円、第56-58回は

2,000円となっております。詳しくは学会ウェ

ブサイトをご覧下さい。 

（好文出版：order@kohbun.co.jp） 

 

■ 住所不明の会員 

お知り合いの方がおられましたら、ご連絡

をお願いいたします。 

謝韞、黄紅、陳碧珠、閻瑞、林敏潔、北村

真由美。 

 

■ 今期のニューズレターについて 

今号では高橋均先生への名誉会員号の授与

を記念して、広く先生の業績をご紹介する記

事を企画し、依藤醇会員に原稿をお願いいた

しました。 

また前号より試行的に支部例会の発表要旨

を掲載しておりましたが、今回はほぼ出そろ

いました。会員の学術交流の一助になれば幸

いです。 

 

■ 事務局の連絡先 

 事務局への郵便物は、 

 〒562-8558 

 大阪府箕面市粟生間谷東 8-1-1 

 大阪大学外国語学部中国語学研究室内 

 日本中国語学会事務局宛 

で届きます。また各種お問い合わせは、学会

ウェブサイト（http://www.chilin.jp/）内の「お

問い合わせ」ページをご利用ください。 
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