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ご挨拶 杉村博文（日本中国語学会会長） 

去る 10 月 24 日、25 日の両日、第 59 回全国

大会が北海道大学において開催され、盛況裡

に閉幕いたしました。松江崇先生をはじめと

する北海道大学のスタッフの皆様には、煩雑

な作業を周到にご準備いただき、滞りなく大

会を進めていただきました。理事会と事務局

を代表し、心よりお礼を申し上げます。 

今大会は昨年の秋に全国大会運営委員会が

発足して初めて開かれた大会でした。委員諸

氏にはこの一年来慣れない作業を大量にこな

し、大会を成功に導いていただきました。深

く感謝いたしますと同時に、今大会の運営に

対して十分な総括が行われ、次回大会のより

スムーズな運営へと繋がっていくことを期待

いたします。 

また、大会開催に合わせ『中国語学』256 号

が刊行されました。玉稿を賜った諸先生方は

もとより、査読を担当していただいた多くの

会員、そしてなによりも企画から刊行まで年

間を通して編集にご尽力いただいた編集委員

会に対し、厚くお礼を申し上げます。 

昨今の学会運営はいろいろな意味でインタ

ーネットを介しての情報発信が欠かせないも

のとなってきました。ホームページの存在に

よって学会を身近なものに感じていただいて

いる会員はネット会員に限らず多いものと思

います。ここで改めて、黙々と縁の下の力持

ちを務めてもらっているウェブリソース委員

会に敬意を表したいと思います。 

来年は第 60 回という節目の大会が神奈川大

学を会場に開催されます。次回大会が会員諸

氏の積極的参加を得て盛会となることを祈念
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し、来る一年が会員の皆様にとって実り多い

一年となりますことお祈りして、ご挨拶とい

たします。 

2009 年 11 月 30 日 

2009 年度全国大会総括 

Ⅰ. 今年度大会総括 

(1) 参加者数 

総数 322 名、内訳：事前登録者 171 名、当

日参加者 116 名、出店関係者 35 名 

(2) 総括 

本大会は、企画、運営の両面で、質の高い

「成功」と評価しうる大会であった。企画につ

いて言えば、“存在表現”をテーマとした初日

のシンポジウムは、疑いなく刺激的なもので

あった。初めての試みであったポスターセッ

ションには、予想を超える数の参加者（来聴

者）があり、成功であった。 

運営面での成功はひとえに開催校のスタッ

フの尽力に負っている。学生スタッフは整然

とそれぞれの役割をこなし、参加者に爽やか

な印象を与えた。運営委員会は、開催校、学

会事務局、シンポジウム関係者、書店などの

相互コミュニケーションと連携を図った。 

以下は個別の改善箇所及び今後改善される

べき反省点である。 

① 予稿集 

・予稿集は従来 A4 版で印刷されていたが、

今大会より B5 版サイズに改めた。この措置は

概ね好評だったようである。 

・分科会予定時間表に誤植があった。会場

に掲示を出すとともに、司会者、発表者に訂

正を周知した。 

② ポスターセッション 

「ポスター(海報)」というには文字や紙が小

さすぎる発表が見られた。来年度からは、模

範例を学会 HP などで示し、周知を図ることと

する。 

③ 分科会（口頭発表） 

・分科会会場は、教室間の距離を縮めるよ

う工夫した結果、コンパクトに配置すること

ができた。 

・プロジェクターの事前動作チェックを入

念に行うことができた。そのための時間がシ

ンポジウムと重なってしまう難点があるが、

他に時間が取れない。 

・発表者が準備会に配布資料のコピーを依

頼するケースがあった。これは来年度から厳

禁とする。 

・追加資料の配布・提示に関して、司会者

の承諾を得ずに配布するなど一部で混乱があ

ったのは遺憾である。新年度の委員会で対策

を協議する。 

④ 海外会員の参加手続 

海外会員の参加が年々増加しているが、そ

れに伴い開催校の負荷が増えている。当面二

つの問題について対策が必要である。一つは、

参加登録手続。現状では、弁当、懇親会の参

加について海外会員と１人ずつメールでやり

とりするしかない。もう一つは、ビザ取得関

係書類の発行。中国からの参加者に限られる

ので現時点での負担は少ないが、今後増加が

予想される。 

⑤ その他 

研究発表採択通知書の一通が、海外会員に

届かなかった。原因はほぼ判明しているので、

来年度から対策を講じる。なお、この著者の
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論文は予稿集掲載に間に合わなかったが、別

途印刷して予稿集に挟み込む措置を取った。 

 

Ⅱ.来年度の全国大会にむけて 

(1) 来年度の第 60 回大会は 11 月 13、14 日

の両日、神奈川大学で開催する。 

(2) 第 60 回大会は記念大会と位置づけ、海

外からの講演者を 3 名招聘する。ついてはそ

のための特別経費補助を来年度の補正予算に

組み込むよう事務局に要望した。 

(3) 大会運営委員会の機能を充実させるた

めに、委員数を現在の 5 名（委員長を含む）

から 11 名（委員長を含む）に増員する。これ

に伴い、来年度の委員会予算を増額していた

だいた。委員の人事については事務局の彙報

を参照。 

(4) 委員の増員に伴い、従来開催校が行って

いた業務の一部を委員会に移管する。研究発

表申込みの送付先は運営委員会委員長宛とな

る。 

（大会運営委員会） 

 

2009 年度学会奨励賞の選考経緯 

編集委員会では、今年 3 月の第 1 回編集委

員会において、『中国語学』255 号に掲載され

た論文の中から学会奨励賞の選考対象とする

論文 5 本を選出し、さらに 5 月に開かれた第 2

回編集委員会において、選考論文 5 本につい

て慎重な協議を行なった結果、以下の論文 2

篇を 2009 年度の学会奨励賞受賞論文の候補と

することに決定し、この案が理事会において

承認されました。 

 

学会奨励賞受賞論文（著者名ピンイン順） 

(I) 論題：不定名詞主語文の場面描写機能 

 著者：雷桂林氏（東京大学総合文化研究

科・大学院） 

(II) 論題：《見究めの“看”》と《試みの“看”》 

 著者：张佩茹氏（東京大学人文社会系研

究科・大学院） 

 （著者の所属は論文掲載時） 

【選考の経緯】 

（Ⅰ）受賞論文は、不定名詞句を主語とする

文について考察したものです。一般に、不定

名詞句は文の主語になりにくいと認識されて

いますが、本論文では実際にはそういった文

が大量に存在するという事実をもとに、不定

名詞句主語文が成立するための条件について、

先行研究における指摘などを細かく検討しな

がら分析を進めたものです。その考察は単に

先行研究の不足を補うばかりではなく、全体

的な論旨が説得力と一般性を有しており、ま

た、新たな知見を提出することにより当該研

究領域に対して貢献する内容であると認めら

れました。 

中国語における「描写」という機能に関す

る更に踏み込んだ議論や、構文論的な視点か

らこの研究を更に深めて欲しいといった要望

が査読者や編集委員から出ましたが、この点

については是非今後も研究を重ねていって欲
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しいと思います。 

（Ⅱ）受賞論文は、複文の後半部に用いられ、

事柄の内容を「見究める」意味を表す“看”

と、主に動詞の重ね型に後接して「試みに行

なう」という意味を表す“看”の 2 つを研究

対象として取り上げ、両者の統語的ならびに

意味的な特徴を考察したものです。従来、こ

れら 2 つの“看”は、直感的、語感的に、漠

然と異なるものであるという認識は持たれて

いたと考えられますが、それらを明確に議論

し、説明したものはこれまでに無かったと言

えます。その違いを丁寧な実例の分析と考察

によって解明し、両者の統語的、あるいは意

味的特徴を明快に記述した功績は大きいとい

う点が評価されました。 

もう少し観察の視点に多様性があってもよ

かったという要望や、動詞の重ね型一般に対

する考察との関連性にまで議論を拡大して欲

しいといった感想も出ておりますので、そう

いったことを今後の課題として頂けたらと思

います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

編集委員会における協議では、受賞した 2

篇の論文についての評価が非常に拮抗してお

り、なかなか甲乙を付けがたい状況にありま

した。どちらか一人に絞るということが極め

て困難であること、受賞する機会はそれぞれ

の人にとって決して多くはないということ、

そして過去にも 2 篇の同時受賞という前例が

あるという事実にも鑑みて、今年度につきま

しては 2 篇の論文を奨励賞候補とするという

結論に達しました。 

（編集委員会） 

 

理事選挙開票結果報告 

第 59 回全国大会第 1 日目（北海道大学、2009

年 10 月 24 日）に理事選挙が行われました。

開票の結果、以下の方々が次期（2010—11 年度）

会長及び理事に当選されました（「会長及び理

事選出に関する内規」参照）。なお副会長につ

きましては、後日、新会長が理事の中から委

嘱することになります。 

当選者並びに各得票数は以下の通りです。 

 

■投票総数：532 票（うち、有効投票総数 426

票、白票 93 票、無効票 13 票） 

■得票数： 

1. 平田昌司 70（会長） 

2. 荒川清秀 44 

3. 佐藤晴彦 32 

4. 古川裕   26 

5. 遠藤光暁 22 

6. 依藤醇   11 

6. 古屋昭弘 11 

8. 三宅登之 10（以上理事） 

次点. 守屋宏則、楊凱栄  9 

 

なお、当日の総会会場における結果発表の

後、氏名の一部書き誤りに関する無効票の判

定について、開票時の判断を訂正する必要の

生じたものが 2 票あり、またこれとは別に計

数漏れが 1 票あったことが判明いたしました。

上記集計は訂正後の計数によっております。

当選者の変更はございませんが、次点者が 1

名減って 2 名となりました。以上、謹んでお

詫びいたします。 

（選挙管理委員長 佐藤富士雄） 
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支部例会実施報告 2009.6-2009.12 

◆関東支部例会 

◇2009 年 9 月 26 日（土）大東文化会館 

・大島吉郎（大東文化大学）：副詞“却”の意

味と用法について—《阿Ｑ正伝》を中心に— 

魯迅著《阿Ｑ正伝》は 1921 年 12 月から

1922 年 2 月まで《晨報副刊》に掲載され、

刊行以来、今日に至るまで、作品が及ぼす

影響は極めて広く深いと言えよう。日本で

は 1931 年より三十種類を越える翻訳が出版

されているが、決定版と言える日本語訳は

無いのではなかろうか。本発表は《阿Ｑ正

伝》における副詞“却”全 50 例の意味につ

いて検討を加え、解釈及び翻訳に資するこ

とを目的ともするものである。“却”に関し

ては先駆的研究として、(1)原由起子 1985
「語気副詞＜可＞と＜并＞＜倒＞＜却＞」

（『中国語学』232）。(2)森中野枝 1998「中

国語の副詞“倒”について—“却”との比較

を通して—」、（『中国語学』245）がある。近

年の虚詞研究の成果も踏まえ、作品に見え

る用例を検討する。 

・高橋弥守彦（大東文化大学）：「“过”＋空間

詞」再考 

言語研究の上で、鈴木康之は個別言語研

究と対照言語研究に有効な連語論を主張し

ている。発表者は本発表も鈴木康之に倣い、

「連語論的な意味」と「構造的なタイプ」

から連語を分析する鈴木康之の主張する連

語論の観点から連語「“过”＋空間詞」を分

析する。発表者は、これまで「“过”＋空間

詞」の“过”について、ある場所の通過と

その前後左右上下の通過を表す通過義を中

心に分析してきた。本発表ではやはり連語

論の観点から「“过”＋空間詞」の“过”の

訪問義、漫歩義、移行義、存在義に言及し、

それらと通過義との関係を明らかにする。 

◇2009 年 12 月 5 日（土）文教大学 

・田村新（首都大学東京・院）：黎錦煕の図解

法に関する一考察 

黎錦煕は『新著国語文法』(初版 1924)で、

文の構造と品詞の関係を「図解法」と呼ぶ

図表を用いて記述した。該書 p.29 の註 10 に

よると、「図解法は本書の独創的な記述」と

ある。しかし、図解法そのものは許地山が

『語体文法大綱』(初版 1921)で、すでに使

用している。発表者は、黎錦煕が 206 カ所

で使用した図解と、許地山が 45 箇所で使用

した図解を材料として、黎錦煕の記述の独

創性がどこにあるのかを考察したい。また、

発表者の調査では、黎錦煕の品詞などの体

系は、1940 年代まで多くの研究者によって

踏襲されるが、図解法を踏襲した研究者は

見あたらなかった。その理由についても解

明を試みたい。 

・石村広（二松学舎大学）：使動用法と使成式

の継承関係 

使成式の成立に関して、王力(1958)は「前

代の単音節動詞における他動詞的機能に代

替するものである」と述べ、新たに出現し

たこの文法形式が、古代使動用法の衰退・

消失と密接に関わっていることを指摘して

いる。しかし、「使動用法の消失」によって、

使成式の分析に大きな不都合が生じること

になった。この構造を特徴づける肝心の使

役のありかが説明できなくなったのであ

る。本発表では、使成式の使役義は語順に

よって表わされるとの考え方(石村 2000)に
基づき、現代語では複音節構造に形をかえ

たものの、使成式と統語レベルにおける古

代使動用法との間に継承関係が認められる

のではないかという試論を述べたい。 

・史隽（一橋大学・院）：「“这么／那么”QP」

構造における指示詞の機能 
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本発表では、中国語「“这么／那么”＋数

量名詞句(QP)」構造を対象に、指示詞“这

么／那么” が果している機能について考察

する。先行研究では、QP を修飾する指示詞

を「強調の指示詞」と指示詞「“冗余的”指

示詞」の二種類に分類しているが、「“ 冗余

的”指示詞」については具体的な分析がな

されていない。本発表では、「強調の指示詞」

「“冗余的”指示詞」の機能について考察を

おこない、特に「“冗余的”指示詞」につい

て、「その数量を基準とする一定の範囲に程

度化する」という機能を果たしていること、

そして、その機能が日本語の概数表現「ほ

ど／ぐらい」に近いものであることを論ず

る。  

◆東海支部例会 

◇2009 年 11 月 21 日（土）名古屋大学 

・寺澤知美（名古屋大学・院）：「N/V＋“前/

后”＋数量詞」の表現について 

現代中国語の方位詞“前、后”は空間だ

けでなく、時間を表す表現にも広く用いら

れるが、本発表では特に「N/V＋“前/后”

＋数量詞」の表現について取り上げる。[＋

過程]の特徴を持つ語が「“前/后”＋数量詞」

に前置される場合、多義が生じる。例えば、

“开会前半小时”は「会議開始前の 30 分」

と「会議開始後の 30 分」の 2 つの解釈が可

能である。ところが、“睡觉前半小时”の場

合、「眠り始めてから 30 分」という意味よ

りも「眠る 30 分前」として理解されやすく

なる。本発表では、「N/V＋“前/后”＋数量

詞」の表現において、前置される要素の持

つ働き、表される時間の長さ、前後関係等

が多義性に与える影響について考察する。 

・吉田仁（名古屋学院大学・非）：昆明方言に

対する各層間の意識差とその原因 

筆者は 2004 年に、『言語 95･11 別冊変容

する日本の方言』所収の言語意識調査票を

用い、雲南省の昆明方言の言語意識調査を

ネイティブ 90 名とノンネイティブ 45 名に

対して行なった。ネイティブの内訳は、25
歳未満の大学生を主とする層、25 歳以上～

50 歳未満の活躍層、50 歳以上の高年層であ

る。調査の結果、昆明の人や土地柄と昆明

方言に対してネイティブとノンネイティブ

の間では明確な意識差が存在し、さらにネ

イティブ内での年齢差によっても微妙な意

識差が存在することが判明した。本発表で

は調査の結果を基に上記の意識差の原因と

昆明方言の未来像を探るものである。 

・中西千香（愛知淑徳大学）：機能からみた前

置詞の再分類～実から虚へ～ 

現代中国語における前置詞は前置詞とい

う一つの品詞でくくられているものの、

個々の機能はさまざまである。本発表では、

前置詞の持つ機能から動詞性の濃淡を導き

出し、前置詞の分類を試みる。今回参考と

するのは、俞士汶 2003《现代汉语语法信息

词典》の「介词库」である。「介词库」のデ

ータ結果をふまえて分析するが、このデー

タ自身にも若干問題があり、それについて

も触れる。 前置詞のつくる文型、修飾成分

の入る位置等から前置詞を分類することに

よって、それぞれ下位分類された前置詞グ

ループに共通する特徴を問題にするとも

に、前置詞フレーズが連続する場合につい

てもふれたい。 

・橋本永貢子（岐阜大学）：動量詞の成立と発

展について 

動量詞は、本来動詞或いは名詞であった

ものが、次第に主たる動作・行為の量を表

す機能語として働くようになったものであ

る。その由来は、本来の意味と主動詞との

関係から考えると、大きく次の４つのタイ

プに分けられる。1)「プロセス」を表す語

を用いる、2)主動詞またはその上位概念を

表す動詞を繰り返す、3)動詞とメトノミー

的関係にある名詞を用いる、4)名量詞で動

作行為の量を読み込む。これらの中には、

時代の変遷とともに回数のみならず、時間

の長さ、さらには様態を表すようになった
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ものもある。本発表では、このような動量

詞の通時的変化を概観し、その結果として

の現代における動量詞の機能について考察

する。 

・荒川清秀（愛知大学）：中国語の未来表現 

中国語の未来表現については 近、張万

禾・石毓智 2008“现代汉语的将来时范畴”

（《汉语学习》10 月）が出た。ここでは純粋

に未来を表す“要”にポイントをしぼり、

その出現の条件をさぐっている。中国語の

動作動詞は、そのままのカタチで未来を表

す。しかし、状態動詞の場合には“你不来，

一定会后悔的。”ののように“会”を伴うこ

とがある。この“会”は条件文の主節にし

ばしば現れるものであるが、つねにではな

い。本報告では、条件文での主節の動詞の

カタチも射程にいれ、動作動詞と状態動詞

の未来表現の特徴、助動詞“要”だけでな

く“会”の現れる条件についても考えてみ

たい。 

◆関西支部例会 

◇2009 年 12 月 6 日（日）同志社大学大阪サテ

ライト 

・王志英（沖縄大学）：对怎样教授汉语动词重

叠的一点新建议 

我们一向认为动词重叠表示“少量、轻微、

婉转”等意思。(1) 你好好看看你的作业！

(2) 他仔细地想了想。但以上的动词重叠都

不能译为“一下”等。本稿主张，汉语的动

词重叠表示“不定量”和“部分完了”，根据

动作者的意志，动作的量可以是“少量”或

“多量”。动词重叠的后边如果加上“～看

（看）”、或“～试（试）”的话，其动词重叠

也就带有“～看（看）”、或“～试（试）”的

意思。说话人用动词重叠，可以说出自两个

动机。一个是说话人本人或第三者对动作量

的多少说不准，就用了动词的重叠。另一种

根据 Leech1983 的对人礼貌的原则 (Tact 
Maxim)，是说话人有意地要把自己的请求模

糊化，以使自己的请求得以实现。 

・張恆悦（龍谷大学・非）：ABCD タイプ擬声語

重ね型への認知的アプローチ 

現代中国語の擬声語において、AA（哗

哗）、ABAB（哗啦哗啦）、AABB（哗哗啦啦）、

ABB（哗啦啦）のような一定の「基式

(baseform)」の組み合わせによる重ね型もあ

れば、ABCD（稀里哗啦）のような子音や母

音の交替による重ね型もある。本発表では

これまであまり取上げられてこなかった

ABCD の意味機能の分析を試み、ABAB や

AABB との比較を通じてその認知的メカニ

ズムを明らかにする。 

・梁淑珉（大阪市立大学・非）時間表現の数

量構造について 

時間表現の数量構造は、文法書・入門テ

キスト・辞書に解釈されており自明のよう

に思われがちだが、その説明はなお不足し

ている点がある。60 分単位を示す数量構造

を例にとれば、「X 点钟」について、「点」

を量詞、「钟」は名詞とする説と、「点钟」

を量詞とする説がある。「X 小时」は、「小

时」を量詞とする説と、名詞とする説、準

量詞とする説が存在し、品詞の位置づけに

関して不明瞭な点を残す。また従来の研究

では、現代語のみに着目しており、時間表

現の成り立ちについてはあまり注目されて

こなかった。本発表は、こうした時間表現

の数量構造における不整合を歴史的観点か

らの再整理を試みるものである。  

・秋谷裕幸（愛媛大学）：原始寧徳方言古音構

擬－単元音韻母部分 

本発表ではまず、閩東区方言のなかで上

声と陽去が閉音節においてのみ対立し、な

おかつ音節末子音 m、n、ŋ、p、t、k、ʔ を

保存する方言を「広義の寧徳方言」と定義

づける。これらの音節末子音は廈門方言等

閩南区方言にも存在するが、広義の寧徳方

言においては、低母音に後続する場合にも

これらが保存されている点が注意される。

また寧徳方言に属する諸方言は、声母、韻
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母とも他の閩東区方言よりも大きな変化を

被っており、その変化過程自体も音韻史的

に興味のつきないものである。以上の内容

を述べた後、短母音韻母を例に再構の実際

を紹介し、会員諸賢の意見を賜りたい。 

◆九州支部例会 

◇2009 年 7 月 11 日（土）熊本学園大学 

・山口要（北九州市立大学・院）：台湾語にお

ける日系借用語の言語資料分析 

本発表は台湾語における日系借用語の言

語資料の調査を主とするため、まず資料を

収集、整理、比較し、確実に把握しなけれ

ばならない。本発表で発表者は四種類の関

係する資料を収集、分析し、台湾語の日系

借用語を理解できるようにした。統計結果

の分析から、台湾語の日系借用語の中で

も多いのは漢字借形詞で、さらに漢字借形

詞の中で も多いのは漢字音読詞だった。

純粋音訳詞及び半音半義詞と比べると、漢

字借形詞は往々にして聞き分けづらく、そ

のため純粋音訳詞及び半音半義詞は注目さ

れやすく、漢字借形詞は軽視されることが

分かった。 

・有働彰子（西南学院大学・非）：台湾の「国

語」に見られる「コイネ化」現象—“有没有

Ｖ”式疑問文を中心に— 

dialect 接触による言語体系の再編成には

棲み分け、取り替え、混淆等のタイプがあ

る。台湾でも戦後、複数の dialect が接触し

た結果、例えば「閩南語」と「国語」との

コード切替といった棲み分け現象が起きて

いる。また、「閩南語」からの直接借用では

ないと思われる現象—「国語」における軽声

の少なさや、“有没有Ｖ”式疑問文など—は、

混淆タイプの一つである「コイネ化」とし

て捉えることもできるだろう。本発表では

この「コイネ化」、特に“有没有Ｖ”式疑問

文に焦点を当て、その起源について検討す

る。さらに、台湾での使用状況及び規範化

に関する調査から、規範の「コイネ」に対

する受容度の、相対的高さについても考え

る。 

・井上翔太：“她”をめぐって 

現代中国語の三人称女性代詞の“她”が、

いつ、どういう経緯で使用されるに至った

かについて報告したい。 初にその起源と

使用を魯迅の『吶喊』を用い調査した。し

かし『吶喊』所収の作品が書かれた 1920 年

代には、“她”と“伊”が混用されていた。

“她”は誰が 初に使用したのか？ 雑誌

『新青年』における用例を、魯迅の弟であ

る周作人の作品について調査しながら“她”

の追究をした。その過程で、“她”は、当時

西欧の文献を中国語翻訳し、どう紹介する

かを、20 年代初期の作家が考えていくなか

で生まれてきたことがわかった。今回は、

主に劉復（劉半農）らの動きを中心に報告

する。 

・宮下尚子：「元刊雑劇三十種」における人称

代名詞の使用 

『元刊雑劇三十種』は金元代の口語を反

映する資料の一つであるが、用いられてい

る代名詞の種類は、従来、金元代の人称代

名詞として呂叔湘（1985）等の先行の諸研

究でとりあげられるものよりも多岐にわた

る。例えば『詐妮子』では「俺」に相当す

ると思われるものに「淹、掩」があり、「咱」

のほかに「喒」も見られる。二人称では「你」

のほか「尔」及び「伊」及び「您／恁」が

混在する。中でも一人称の「我」と「俺」、

二人称の「你」と「您／恁」の使用は、単

／複という概念だけでは説明できない。そ

こで本発表では、『元刊雑劇三十種』におけ

る人称代名詞の使用状況を一覧し、平仄関

係および格変化による使い分けの可能性も

議論したい。 

・松尾善弘（鹿児島大学名誉教授）：漱石の漢

詩と平仄式 

漱石の漢詩のすばらしさを、その平仄式

の検証を通して明らかにしていきたい。平
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安時代以降の日本漢詩人は、おおむね近体

詩の作詩規則に従って多くの秀れた作品を

作ってきた。それらは、作今横行している

漢字並べ詩とは決して同列に並べて論ずべ

きものではない。では、漢（唐）詩の玉と

石を峻別する基準は何か。それはまず第一

に、その作品が押韻を初めとする平仄の規

則に則って作られているかどうかを検証す

ること。第二に、詩語が漢語本来の語源に

適った使われ方をしているかどうかを究明

すること。第三に、語句の構造が古漢語の

基本語法に沿った並び方になっているかど

うかを判断することである。それは同時に

わが国の訓読法批判に繫がる問題でもあ

る。 

・郭麗影（熊本大学・非）：音感能力と声調学

習の相関関係に関する一考察—趙元任の五度

声調表記法から— 

「do re mi fa sol」五つの音階名を用いて、

中国語の四つの声調を五度音程で示したの

は、1928 年発表した趙元任の「一套标调的

字母」によってである。このような声調表

記法は、日本のフリー百科事典では、「五度

式」と呼んでいる。私の考えでは、「五度声

調表記法」という呼び方がもっと趙の論文

の主旨を反映することができると思う。そ

の為、本論の副題目として、「五度声調表記

法」という名称を使用する。五度音程で中

国語の声調を表わした趙の考え方に従う

と、外国人が五度音程の感覚で声調を勉強

することもできる。つまり、五度音感力が

あれば、声調の高いハードルは簡単にクリ

ヤーできるというのが、本発表の骨子であ

る。 

・呉幸芬（熊本大学・院）：“是～的”構文に

おける“是”・“的”の位置変化による焦点の

移動について 

漢語語法では“是”は判断文に用いられ

る述語動詞であり、主に述語（謂語）を説

明し、判断又は強調する目的で使われる動

詞である。“的”にはいろいろな役割があり、

構造助詞や語気助詞等に用いられている。

さらに動詞や目的語、連体修飾語と結びつ

いて、名詞になりうる成分になることもあ

る。しかし“是”と組み合わされて“是～

的”構文になると“的”はほとんどの場合

文末に置かれて、肯定や強調の語気助詞と

して用いられる。本稿では“是～的”構文

において“是”・“的”の位置変化によりど

の部分に焦点が当てられるのか、また

“是”・“的”の語法的機能や意味はどのよ

うに変化するのかを四言語（閩・台・中・

日）を対照比較分析することによって、考

察する。 

内規改正のお知らせ 

 2009 年 10 月 24 日、北海道大学で開催され

ました評議会におきまして、以下の内規改正

案が承認されましたのでご報告いたします。 

【改正内容】 

全国大会運営委員会に関する内規 

改

正

前 

(2) 委員 

ア 委員数は 5 名とする。但し，うち

1 名は選出時に理事の職にある者

をもって充て，また 1 名は次年度

開催校の代表者をもって充てる。

↓ 

改

正

後

(2) 委員 

ア 委員数は 11 名とする。但し，うち

1 名は選出時に理事の職にある者

をもって充て，また 1 名は次年度

開催校の代表者をもって充てる。

 

（事務局）
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会議報告 

■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 

◇2009 年 6 月～9 月の活動（大会準備） 

a. 「ポスターセッション」ガイドライン及び

「予稿集原稿作成要領」を作成し（いずれ

も日本語版と中国語版）、ホームページに

掲載した（6 月下旬～7 月中旬）。 

b. 6 月 27 日に締め切られた研究発表申込み

は 92 件の応募があった（口頭発表希望 80

件、ポスター12 件）。口頭発表については、

従来 6 分科会場、各 10 名ずつが平均値で

あることから 60 件を定数とし、ポスター

発表については、会場スペースと経費の関

係で 10 件を目処と定めた。1 件につき 2

名の運営委員が査読・評点に当たり、総得

点に基づいて審議した結果、口頭発表 60

件、ポスター発表 11 件を採択した（『中国

語学』256 号彙報にはポスター採択件数 12

件と記しましたが、訂正します）。ただし、

10 月になって口頭発表 1 件の辞退が出た

ため、当該分野のポスター発表 1 件を口頭

発表に回っていただくよう依頼した。その

結果、発表件数は当初の予定通りの数とな

った。70 件の発表のうち、海外会員の発表

が 23 件を占めた。 

c. 査読・評点・審議は約 2 週間で完了し、そ

の後 1 週間以内に採否通知を作成、発送し

た。「7 月 31 日までに郵送で通知」すると

いう規定は、海外も含めてほぼ履行された

と思われる。 

d. 8 月から大会までは、北海道大学の準備会

がフル回転し、ポスター、プログラム作成、

予稿集作成・印刷、参加申込みに関する事

務手続き、会場設定等を進めた。 

◇今年度大会の実施に関する総括は p.2 を参

照のこと。 

 

■2009 年度第 2 回理事会 

日時：2009 年 10 月 23 日（金）17 時～19 時 

場所：北海道大学 エンレイソウ第二会議室 

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 

 

■2009 年度評議会 

日時：2009 年 10 月 24 日（土）14 時～17 時 

場所：北海道大学 情報教育館・3F スタジ

オ型多目的中講義室 

出席者：構成員 36 名 

 

■2009 年度総会 

日時：2009 年 10 月 24 日（土）17 時～18 時 

場所：北海道大学 高等教育機能開発総合

センター大講堂 

【議長選出】 

 議長に小川泰生氏（広島大学）と守屋宏則

氏（明治大学）を選出した。 

【報告事項】 

1. 一般報告 

1.1 会員動向（11 月 16 日現在確定数） 
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・会員数： 

  増減

総会員数（賛助除く） 1189 名 +22

顧問 6 名 0

名誉会員 28 名 +1

通常会員 1100 名 +8

（ネット） 216 名 +26

 （内訳）

海外会員 55 名 +13

賛助会員 28 社 +1

※増減は昨年 11 月 16 日を基準とした数。 

（総会では 10 月 1 日時点の数字を報告しま

したが、その後内規に基づく除籍者数の確

定、及び大会時に若干の新入会員を受け入

れたこと等により、上記確定数を記しま

す。） 

・会員動向：昨年度 11 月 16 日以降、2009 年

11 月 16 日までの入会者 83 名；退会者 28 名；

除籍者 32 名；逝去 1 名（市村金次郎氏）；

また賛助会員 2 社増（ジングル（株）、Crimson 

Interactive Pvt. Ltd.）、1 社減（（株）ベネッセ

コーポレーション） 

1.2 支部例会関連 

『中国語学』256 号「彙報」を参照。 

2. 編集委員会報告 

a. 『中国語学』256 号が刊行された。 
b. 投稿規程の文言を以下の通り修正した。 
・「二，投稿条件」（２）「学会の予稿集や科学

研究費補助金研究の報告書に掲載されたも

の，未公刊の修士論文・博士論文の一部な

どは，その旨を記載すれば投稿できる。」を、

「学会の予稿集や科学研究費補助金研究の

報告書に掲載されたもの，未公刊の修士論

文・博士論文の一部などは，その旨を【添

付表紙に】記載すれば投稿できる。」と改め

た。 

・投稿の際には、必ず 新の投稿規程・執筆

要領を学会ホームページで確認するようお

願いしたい。 

c. 今年度学会奨励賞候補論文 2 編を決定し、

理事会で承認された。本号 p.3「2009 年度

学会奨励賞の選考経緯」を参照のこと。 
3. ウェブリソース委員会報告 

a. 来年度委員について 
・任期の切れる山崎、石村両委員は再任。 

・中川委員はもう一年任期あり。 

・JST 業務の継続および後継者育成を目的と

して 1 名を増員し、鈴木慎吾氏（京都産業

大）を推薦する。 

・増員に関して予算は据え置きとする。 

b. 論文検索システムの改良を業者に打診中。 
4. 大会運営委員会報告 

a. 委員を 11 名に増員する。 
・主な任務：1) 発表申し込みの査読、2) 司会 

・人選方針：1) 中国語のネイティブスピーカ

ーを入れる、2) 評議員から選ぶ、3) 支部の

バランスを考える、4) 今後の開催校の事も

考慮する。 

・若い人も入れたいが、査読の事を考えると

難しい面がある。 

b. 利便性を考え、予稿集を B5 版とした。 
c. 第 60 回大会は記念大会として実施する。 

5. 役員・委員等の異動について 

・大会運営委員会の増員に関連し来年度から

の新規委員として望月圭子（東京外国語大）、

佐々木勲人（筑波大）、張勤（中京大）、山

田眞一（富山大）、岩本真理（大阪市立大）、

増野仁（松山大）、石汝杰（熊本学園大）の

各氏を予定。また松江崇委員（北海道大）

は今年度大会後任期満了により退任。 

6. 次期大会開催校の決定 

神奈川大学、11 月 13 日（土）-14 日（日）。 

（総会では 10 月 30、31 日に開催予定と説明
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しましたが、その後諸々の都合により上記

のように変更になりました。） 

7. 次期理事選挙について 

・選挙管理委員を佐藤富士雄（委員長）、鈴木

慶夏、飯田真紀、鈴木慎吾の各氏に委嘱。 

・10 月 24 日、全国大会会場において投開票。

（結果は p.4 を参照のこと。） 

8. JST 電子アーカイブ事業進捗状況 

・事業契約締結に向けて作業中。 

・全体のうち、およそ三分の二の号について

底本が決定（大阪大学本）。 

・8 月初よりスキャン作業開始。 

【審議事項】 

1. 全国大会運営委員会に関する内規の改正に

ついて 

委員を 11 名に増員する件につき、杉村会長

より提案・説明があり、原案の通り承認され

た。詳細は本号「内規改正のお知らせ」（p.9）

を参照。 

2. 予算案・決算案 

5.1 2008 年度会計決算案（次頁資料参照） 

澤田幹事による報告・説明、及び西川会計

監査による会計監査報告があり、報告の通り

承認された。 

5.2 2009 年度会計補正予算案（同上） 

澤田幹事による提案・説明があり、原案の

通り承認された。 

5.3 2010 年度会計予算案（同上） 

澤田幹事による提案・説明があり、原案の

通り承認された。 

2. 顧問・名誉会員の推挙について 

名誉会員に村上嘉英会員が推挙され承認さ

れた。顧問の推挙はなかった。 

4. その他 

5.1 九州支部の評議員選出について 

九州支部より評議員の選出に関して、郵便

投票を導入したいとの申し入れがあったが、

実施に関して解決すべき問題が多く、継続審

議となった。 

5.2 「言語系学会連合」への加入の件 

検討の結果、加入することとなった。 
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日本中国語学会 2008 年度会計決算書（2008 年 4 月～2009 年 3 月） 

2009 年 10 月 24 日総会承認 

 （単位：円） 

＜収入＞ 予算 決算 

前年度繰越金 4,363,252 4,363,252 

積立金 3,000,000 3,000,000 

通常会員・海外会員会費収入 5,900,000 6,403,980 

賛助会員会費収入 500,000 720,000 

『中国語学』売上金 351,571 351,571 

印税（著作権使用料） 24,500 0 

通常貯金利子(08/4～09/3)  1,534 

計 14,139,323 14,840,337 

 

＜支出＞ 予算 決算 

会誌印刷費 2,800,000 2,135,805 

大会助成費 950,000 950,000 

支部活動助成費 600,000 474,503 

通信費 650,000 440,750 

事務費 1,010,000 1,104,291 

事務局費 650,000 650,000 

編集局費 120,000 120,000 

ウェブ・リソース委員会経費 120,000 120,000 

ホームページ関連経費 180,000 0 

旅費交通費 900,000 707,000 

会議費等雑費 180,000 173,855 

学会奨励賞 100,000 100,000 

名簿印刷費 588,000 588,000 

積立金 3,000,000 3,000,000 

[内訳]   

 記念大会積立金(50 万)   

 事務委託関係積立金(150 万)   

 ウェブサイト構築積立金(50 万)   

 国際会議開催支援積立金(50 万)   

予備費 2,291,323 4,276,133 

計 14,139,323 14,840,337 
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監査の結果、経理内容は適正であり、経理諸表は適確に処理されていることを認めます。 

2009 年 7 月 4 日 

2008 年度会計監査 西川和夫 

2008 年度会計監査 中川裕三 

 

 

日本中国語学会 2009 年度会計補正予算案（2009 年 4 月～2010 年 3 月） 

2009 年 10 月 24 日総会承認 

    （単位：円）

＜収入＞   ＜支出＞ 

前年度繰越金 4,276,133  会誌印刷費 2,200,000 

(通常貯金利子約 1300 円を含む)   大会助成費 950,000 

積立金 3,000,000  支部活動助成費 600,000 

通常会員会費収入 6,000,000  通信費 650,000 

賛助会員会費収入 600,000  事務費 1,050,000 

『中国語学』売上金 369,694  事務局費 650,000 

  編集局費 120,000 

印税 49,000  ウェブ・リソース委員会経費 120,000 

計 14,294,827  ホームページ関連経費 180,000 

   大会運営委員会経費 120,000 

   旅費交通費 900,000 

   会議費等雑費 180,000 

   学会奨励賞 100,000 

   選挙関連費 100,000 

   積立金 3,000,000 

   [内訳] 

   記念大会積立金(50 万) 

   事務委託関係積立金(150 万) 

   ウェブサイト構築等積立金(50 万) 

   国際会議開催支援積立金(50 万) 

   予備費 3,374,827 

   計 14,294,827 
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日本中国語学会 2010 年度会計予算案（2010 年 4 月～2011 年 3 月） 

2009 年 10 月 24 日総会承認 

   （単位：円）

＜収入＞   ＜支出＞ 

前年度繰越金 3,374,827  会誌印刷費 2,800,000 

積立からの繰入金 3,000,000  大会助成費 950,000 

通常会員会費収入 6,000,000  支部活動助成費 600,000 

賛助会員会費収入 600,000  通信費 550,000 

『中国語学』売上金 350,000  事務費 950,000 

計 13,324,827  事務局費 650,000 

   編集局費 120,000 

   ウェブ・リソース委員会経費 120,000 

   ホームページ関連経費 180,000 

   大会運営委員会経費 220,000 

   旅費交通費 900,000 

   会議費等雑費 180,000 

   学会奨励賞 100,000 

   名簿印刷費 600,000 

   事務局移転初期費用 120,000 

   積立金 3,000,000 

   [内訳] 

   記念大会積立金(50 万) 

   事務委託関係積立金(150 万) 

   ウェブサイト構築等積立金(50 万) 

   国際会議開催支援積立金(50 万) 

   予備費 1,284,827 

   計 13,324,827 
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学会からのお知らせをいち早く受信していただく方法       
――「RSS」配信／講読のご案内   

日本中国語学会のウェブサイトで、もっと

も頻繁に更新が行われるのは、全国大会に関

連したページと、支部例会のページです。 

全国大会に関連したページは、発表者募集

のお知らせ・応募要領・採択者一覧・大会の

プログラムなどを掲載します。これらの情報

は、会員には紙の郵便でも送付されますが、

ウェブサイトをチェックすれば、いちはやく

情報を手に入れることができます。 

支部例会のページは、全国の支部の例会の

案内を見ることができます（ 近は発表要旨

も併せて掲載しています）。紙の郵便による案

内は、当該の支部の会員にしか送付されない

ので、他地区の例会情報はウェブサイトでし

か見られません。 

しかし、当サイトの更新は不定期です。あ

るかないかわからない更新のために、毎日、

中国語学会のサイトをチェックしようと思う

かたはいないでしょう。また、思い出したと

きだけチェックするのでは、重要な情報を見

逃してしまうおそれがあります。 

そんな不便を解消するために、当サイトは

RSS による更新情報の配信を始めました。こ

れは、簡単に言うと、(1)サイトを管理してい

る側が更新情報の要約と更新されたページへ

のリンクをまとめたファイルを作っておく、

(2)閲覧する側が、 (1)のファイルの URL

（「http://...」で始まる文字列）を特定のソフト

に登録しておく、という操作により、「特定の

ソフト」が自動的に更新の有無をチェックし

て知らせてくれる、というサービスです。 

「特定のソフト」は特別なものは不要です。

おそらく、みなさまがふだんお使いのウェブ

ブラウザやメールの読み書きのためのソフト

は、みなこの機能をもっています。 

ウェブブラウザを例にとってみましょう。

ウェブブラウザで、当会のサイトのトップペ

ージにある「RSS」という文字をクリックして

ください。 

 

次の画像は、わたし（山崎）が使っている

Mozilla Firefox というブラウザ（無償かつ高機

能で広く使われています）で閲覧した例です。

更新情報がまとめられているのがおわかりい

ただけると思います。 

 

この画面から、「講読」というボタンをクリ

ックすると（上の画像を参照）し、「追加」を

選ぶと、次のような画面になります。 
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「更新情報」がブックマークに登録され（サ

イトそのものの登録とは異なります）、わざわ

ざサイトを訪れなくても、更新情報の見出し

を一覧できるようになります。この見出しを

クリックすると、当該のページに移動するこ

とができます（RSS を登録し閲覧するインタ

ーフェースは、ソフトにより異なるので、す

べてを説明することはできません。ここに挙

げた例はほんの 1 例です。しかし、「どんなこ

とができるのか」はおわかりいただけたと思

います）。 

メールを読み書きするために専用ソフトを

お使いのかたは、「RSS 配信」「RSS 講読」

「RSS 登録」のようなキーワードでヘルプフ

ァイルを検索してみてください。 

次の画像は、やはり、わたし（山崎）が使

っている Mozilla Thunderbird（無償かつ高機能

で広く使われている）で、登録した例です。 

 

メールアカウントと同じように、RSS 配信

が登録されます。そして、メールと同じよう

に、更新情報が届きます（下の画像参照）。 

ぜひご利用ください。 

（ウェブリソース委員会） 
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例会および全国大会開催のお知らせ 

第 4 回関東支部拡大例会・研究発表募集のお知らせ 

日本中国語学会関東支部では 2010年 3月 20

日（土）に旧大阪外国語大学名誉教授大河内

康憲先生をお迎えして、第 4 回拡大例会を開

催します。現在発表者を募集中です。皆様奮

って例会担当までご応募ください。 

 

日時：2010 年 3 月 20 日（土）10:00～ 

場所：明海大学 

応募締切：2010 年 1 月 20 日 

（発表 25 分、質疑 15 分） 

 

応募者多数の場合は期日前に締め切ること

もあります。 

☆詳細内容、発表者、発表要旨などは 2010

年 2 月中旬に学会（関東支部）ウェブサイト

に公開予定です。 

関東支部例会担当： 

山田忠司(Yamada Tadashi) 

〒343-8511 

埼玉県越谷市南荻島 3337 番地 

文教大学文学部中国語中国文学科 

tyamada@koshigaya.bunkyo.ac.jp 

（関東支部） 

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：3 月 20 日（土） [拡大] 

北陸支部：2 月 

近は支部を越えた活動もますます多くな

ってきているように思います。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） 

第 60 回全国大会開催のお知らせ 

日本中国語学会第 60 回全国大会は 2010 年

11 月 13（土）・14（日）の両日（期日が変更

になりました、ご注意ください）、神奈川大学

にて開催されます。関東地区ではひさしぶり

の開催となります。神奈川大学は近くに中華

街もあり、少し足をのばせば箱根もあります。

どうぞふるってご参加ください。詳細は近日

中にウェブサイトに掲載の予定で、また 2010

年 5 月末頃に改めてご案内をお送りする予定

です。 （第 60 回全国大会準備委員会） 
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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 

会費未納の方には、振込用紙を同封してお

ります。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。事務処理上、2009年12月31日までに

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 

 

■ 顧問・名誉会員の推挙 

顧問・名誉会員のご推挙は、推薦文を添え

て2010年9月30日までに事務局宛にお願いい

たします。 

 

■ 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56-59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） 

 

■ 会費未納による除籍者（「会費納入に関す

る内規」による） 

、 、 、 、

、 、 、 、 、

、 、 、 、

、 、 、 、

、 、 、 、

、 、 、 、 ；

、 、 、 、 、

。（以上32名） 

 

■ 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。 

石崎潮、伊藤丈、王鳳莉、胡世光、顧明耀、

謝韞、周艶紅、孫玄齢、段威、張英納、陳碧

珠、田忠魁、新田幸治、法村矩子、哈斯、長

谷部剛、熊進、廖娟慧。 

 

■ 今期のニューズレターについて 

大会運営委員会の設置目的の一つに、大会

ごとの総括を行うということがございました。

新委員会からはさっそく関連記事を頂戴いた

しました。 

また昨年に引き続き、編集委員会には学会

奨励賞の講評記事をご担当いただきました。

加えて、ウェブリソース委員会からは学会か

らの情報をリアルタイムで受信していただく

方法としてRSSの配信に関する記事をお寄せ

いただきました。ご担当いただきました各委

員会の先生方には平に感謝申し上げます。 

 

■ 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。 

 なお、事務局は 2010 年 4 月に移転いたしま

す。新住所はウェブサイトをご覧下さい。 

□□□ □□ □□□ □□□□ □□□
□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□
□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□
□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□
□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□
□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □
□□
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