
中国語動詞†抱 " 【qia]､"肝 【zhai】､"揺"【caj]の意味分析

劉 既

1. はじめに

中国語において､"描"1'[qi幻､"棉"【zhai]､"揺"【C急i]この三つの動詞は､｢手で

対象物をつむ｣意味では共通 している｡

(1)摘花｡(花をつむ)

(2) 摘花｡(花をつむ)

(3) 採花｡(花をつむ)

しかし､この三つの動詞を自由に置き換えたりできるわけではない0

(4) 張三用力摘花｡(張三は力いっぱい花を摘む)

(5) 張三用力摘花｡(張三は力いっぱい花を摘む)

(6)×張三用力採花｡(張三は力いっぱい花を摘む)

このように､"描､摘､採"には用法の差があるのである｡本論はこの三つの動詞

の意味特徴を究明するため､｢動作の手段｣､｢動作の注目点｣､｢動作の様態｣などの

角度から分析を展開してみる｡

2. 辞書の記述

辞書では､…拍''【qiaL "棉"[zhai1､"揺"[cai]の三つの動詞について､次のよ

うに記述されている｡

語 辞語 釈 曹 r漢語常用動詞搭配詞典』 r動詞用法詞典』 愛知大編 r中日辞

典j描 ① pinch;nip,描 ①用指接 ;用親指和男- (Dつねる､爪をたてる.② clutch ↑指頭使勤或切断o (参(指先または爪で)つか

(以下略) みとるo棉 ① pick; pluch;(分取(植物的花果葉或戴 ① (手でつまんで)とるotakeoff. 着､掛着的東西)o はずす

oもぐo(以下略) (以下略)揺 ① pick;pluck.≡摘 ①摘

(花ノL､薬子､果子)o (∋とる､摘みとるo

② eXtract;mine



このように､辞啓では "描"[qia]一､"棉"lzhai】､…採"[C急i]の三つの動詞を互い

に入れ換えたりして､語釈をしている｡しかし､この三つの動詞は微妙に意味が違っ

て●いる｡以下は､その意味区別を見てみる｡

3.分 析

3.1.動作の手段

次はまず "描､摘､採"三動詞の動作の手段について考察してみる｡

(7)張三摘花｡(張三が花をつむ)

(8) 張主摘花｡(張三が花をつむ)

(9) 張三採花｡(張三が花をつむ)

通常の場合､"描､摘､採''は人間が手を用いて行う動作である｡しかし､次のよ

うに人間以外のものが主体にたつ場合もある｡

(10)狭子描/摘/採花｡(猿が花をつむ)

(川 黒狸狸描/捕/採花｡(チンパンジーが花をつむ)

｢猿｣､｢チンパンジー｣などが､｢人間の手｣に近い形の ｢手｣を用いて物をつむ場

合も､"描､摘､採"で表現できる｡

(1勿× 狗描/捕/採花O(犬が花をつむ)

(13)× 猫描/捕/採花O(猫が花をつむ)

一方､｢犬｣､｢猫｣のような動物は"描､摘､採"と共起 しにくい｡なお､場合によっ

ては､｢犬､猫の前足｣を ｢手｣と見なすこともあるが､犬､猫の ｢手｣の形が人間

の手の形と違うことに注意すべきである｡詳しいことは次の ｢動作の様態｣のところ

で述べるが､目指､摘､採"は､｢指の力｣を用いる動作で､｢犬､猫｣のような､｢指｣

と捉える部分がはっきりしない ｢手｣は …描､摘､採"の三つの動詞と共起しにくい｡

(14) 張三用機械手招花o(張三がマジック･ハンドで花をつむ)

(15) 張三用機械手摘花.(張三がマジック･ハンドで花をつむ)

(16)張三用機械手採花｡(張三がマジック･ハンドで花をつむ)

(17)×張三用操子描花.(張三が箸で花をつむ)

(1g× 張三用操子摘花｡(張三が箸で花をつむ)

(19)×張三用操子採花｡(張三が箸で花をつむ)

例文(14)～(16)で見たようにマジック･ハンドを人間の手の形にし､人間の手と同じよ

うな動作をすれば､…描､摘､採"のいずれを用いてもさしつかえない｡一方､｢箸｣

を用いることは人間の指の延長とは言えるが､力の入れ方が違うので､例文(17ト (19)は

- 41-



言えなくなる｡厳密C=言えば､…描､摘､環γは物を切るように指先に力を入れる動●●

作である｡｢箸｣を使う場合にな早と.､物を移動させるようl手管先をはさむ程度のカ●●●

しか入れない動作となり､…描､摘､採''のしザ れも用いられない｡よって､…描､摘､

揺"三動詞は人間の手､あるいは人間の手と同様な機能のあるものとしか共起できな

い｡

3.2.動作の様態L

3.2.1.力の強さ

"描､摘､採"は ｢指を使って対象物をつむ｣動作を表すが､動作それぞれに用い

る力の強さが違う｡

¢o)×張三軽々描下一束花｡(張三はそっと花をつんだ)

el)張三軽々摘下一束花.(張三はそっ･t花をつんだ)

¢29 張三軽々採下一束花｡(張三はそっと花をつんだ)

このように､｢そっと花をつむ｣場合は …摘"…採"を用いることはできるが､目指"

を用いることはできない｡

¢頚 張三用力描下一束花｡(張三は力いっぱい花をつんだ)

糾?張三用力滴下一束花｡(張三は力いっぱい花をつんだ)

¢頭×張三用力採下一束花｡(張三は力いっぱい花をつんだ)

逆に､｢力いっぱい｣花をつむ場合になると､"描''は使えるが､…摘''を使うと､

やや不自然になる｡ そして､こういう場合では､"揺"は用いられない｡…描"がある

力を伴うという特徴は後の3.2.3.の議論と関連する｡

3.2.2.指の使用状態

…描､摘､採"は共に ｢指で対象物をつむ｣動作ではあるが､指の使用状態が動詞

によって異なってくる｡

㈹ 用二只手指摘花｡(二本の指で花をつむ)

e7) 用五只手指摘花｡(五本の指で花をつむ)

¢車 用二只手指採花｡(二本の指で花をつむ)

e9)用五只手指採花.(五本の指で花をつむ)

"摘''､=採"は､｢指を五本とも｣使うか､あるいは ｢何本かの指｣ を使うかには

特に制限がないので､例文㈹～¢9)のいずれもいえる.

(30) 用二只手指摘花｡(二本の指で花をつむ)

- 42-



帥×用五只手指摘花｡(五本の指で花をつむ)

…描''は ｢二本の指 (通常は親指 と人差指)｣を用いる-動作で､例文剛が不適格 と

なる｡

3.2.3.動作の注目点
"描､摘､採"この三つの動詞を用いた動作は､それぞれ注目するところが違う｡

"描"は ｢断ち切る｣こと､"棉"は ｢取り外す｣ こと､…採''は ｢選び取る｣ことに

注目する特徴がある｡

(39 描/棉/探花 ｡ (花をつむ)

(細 描/摘/採葉子｡(はっぱをつむ)

糾 描/棉/採豆角｡(醜豆をつむ)

例文(姻一糾で見るように､"描 ､摘､採"の対象物は一見同じように見えるが､実

際にはそれぞれの動作の対象物に おける注目される部位が違う ｡

(姻 摘花 ｡(花をつむ)=(1)
(姻 摘花 ｡(花をつむ)=(2)
的 採花 ｡(花をつむ)≡(3)図く1)

一一【-i ヽJ')i--.--.㌔ ∫′.一 6..

/I描 摘

採例文的～的の意味合いを図示すると上のように違ってくる｡"描"は､｢花の

茎を断ち切る｣ことに注目し､"捕"は ｢花を本体から取り外す｣ことに注目する｡そ

して､…採"は ｢複数にある花からある特定の花を選んで､それを摘み集める｣こと

に注目しているのである｡以下それぞれの動詞の特徴について詳しく見て

いく｡A.H描"- ｢断ち
切る｣"描''は､｢植物の茎をきる｣意味から､｢細長いものをきる｣意味で､次の

ような用法も

ある｡(3f9 把煙頭 描断｡(タバコを折って
消す)×

摘断｡×
採断

｡ -



(姻 把電線

描断O(コードをきる)

×摘断｡

×採断｡

ここの "描"が …摘"､.'採"と置き換えできないのは､…摘"､…採"には ｢細長い

ものをきる｣意味がないからである｡3.2.1.で触れたように､"描"が一定の力を伴

わなければならないのは､｢対象物を断ち切る｣意味合いが強いからである｡この意

味特徴から次のような派生的な用法もみられる｡

(40)

糾

描水｡(断水する)

×摘

×採

橘電O(停電する)

×摘

×採

(4分 他叙述一件事､絵是 指頭去尾的｡(彼の話は､いずれも完全ではない｡[｢事

×嘩

×採

件の連続性を切って断片しか話さない｣ことの例え】)

…描''は ｢細長いものをきる｣意味から派生して､｢つながっている｣､あるいは ｢持

続する｣はずの ｢水､電気の供給が切断される｣意味にも､あるいは ｢本来連続して

いる事件の内容が途中できり離されたりする｣などの意味にも用いられているのであ

る｡しかし､"捕""採''にはこのような用法がない｡

B.=摘''- ｢取り外す｣

¢頚 仇果樹上摘葡萄/草果/花/梨/桃.(果樹から葡萄/リンゴ/花/栄/秩

をつみとる)

的×札束藍上摘葡萄/革果/花/梨/桃｡.(かごから葡萄/リンゴ/花/梨/桃

をとる)

…摘"は ｢本体に固定されている対象を取り外す｣意味特徴がある｡果実を ｢果樹

という本体からつみとる｣意味で､"摘''は用いられるが､｢果物のかご｣ に置かれた

｢果物｣は､すでに､｢果樹｣から切り離された物で､それをとることを "摘''で表

現することはできない｡H摘"は ｢本体に固定されている対象を取り外す｣意味から､

次のような派生的な用法がみられる｡

- 44-



向9

摘眼銃/囲巾/磐や/手套/頭巾｡(メガネ/マフラ/ピン/手袋/現巾をは

×描

×採

ずす｡)

中頭の …摘"は "描"`̀採''と置き換えができない｡"描'= 採̀"には ｢本体に固定さ

れているものを取り外す｣意味特徴がはっきり読み取れないからである｡

C."採''- ｢選び取る｣

(梱 張三採来一乗野花｡(張三は一輪の野花をつんできた)

的 張三招来一乗野花｡(張三は一輪の野花をつんできた)

的 張三滴来一束野花｡(張三は一輪の野花をつんできた)

例文鵬～払糾ま同じ事柄の表現となっているが､¢飢二は ｢多数の野花の中から一輪を

つんでくる｣ニュアンスがあり､的､¢馴二はこのようなニュアンスが読み取れない｡

¢9)採野花/野菜/野果/0(野花/野草/野生の果物/をつむ)

C50)?描野花/野菜/野果/0(野花/野草/野生の果物/をつむ)

帥?摘野花/野菜/野果/0(野花/野草/野生の果物/をつむ)

6g)採草薬/磨姑/蓮蓬/蓮花｡(薬草/きのこ/蓮のみ/蓮の花/をつむ)

63)?描草薬/磨姑/蓮蓬/蓮花O(薬草/きのこ/蓮のみ/蓮の花/をつむ)

糾?楠草薬/磨姑/蓮蓬/蓮花｡(薬草/きのこ/蓮のみ/蓮の花/をつむ)

"揺"には ｢複数のものの中からある特定のものを選び取る｣ニュアンスが強い｡

通常の場合､｢野花｣､｢薬草｣や､野生の ｢きのこ｣などは雑草の中に､｢蓮のみ｣は､

蓮の葉の間に混ざって成長している｡雑草と混ざっている ｢野花｣ ｢薬草｣や､蓮の

葉の周に混ざっている ｢蓮のみ｣ を取り出すには､選ばなければならない｡よって､

(49).C5分の表現が壕も自然である.(50)､(51)､(53).(54)のように､"揺"を "描'‥ 摘̀''と置

き換えると､｢多数のものの中からある特定のものを選び取る｣意味合いが消えてし

まうので､文脈なしでは文のすわりが落ち着かなくなる｡

(55)揺-把野花.(一束の野花をつむ)

(56)採幾莱蓮花.(何輪かの蓮の花をつむ)

67)採幾十野果.(何個かの野生の果物をつむ)

このように､"揺"は ｢選び取る｣ 意味合いが強いので､対象物は通常複数の場合

が多い｡

"揺"の ｢複数のものの中からある特定のものを選び出す｣という意味特徴から､

植物を対象にする以外に､次のような用例も見られる｡
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(5g

69)

-採石抽/磯/煤/金子｡(石油/鉄鉱/石炭/金鉱を発掘する)

×指

×摘

採真珠/標本/様｡(真珠/標本/サンプルを採集する)

×描

×摘

660) 由於瑠璃石有了精加工保障､採集喝璃成為当地千家万戸致富的門路｡毎年可

採瑠璃石一百二十至一百五十噸｡(めのうを宝石に加工してくれ るとい

×描

×摘

う政府の保障があったため､それを採集することはすでに地元の人が裕福にな

る手投となり､毎年､めのう原石が百二十ないし百五十 トン採掘される)(張

章鎗 ｢璃瑠之郷見開｣く人民日報海外版)1987.12̀2)

ここの "揺"は ｢ある目的に沿って物を捜し求め､複数のものの中からある特定の

物を選び出す｣意味に用いられている｡ このような場合､"摘''､."描''と置き換えら

れない｡さらに､次のような熟語的な用法にある "揺"ち "描"､"描"と置き換えが

できない｡

(紬

¢29

(63)

(64)

採用新城月 (新入社員を採用する)

×描

×摘

採取措施 (措置をとる)

×描

×摘

採訪聴衆 (聴衆から取材する)

×描

×摘

採納意見 (他人の意見を受け入れる)

×描

×摘

大勢の応募者から合格者を取ること､いろいろな方法からある措置をとること､大

勢の聴衆から何人か特定な人に取材すること､あるいはたくさんある意見から合理だ

と思われるものを受け入れることなどの場合､いずれも ｢複数のものの中からある特
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走なものを選び取る｣意味に用いられる例であり､このような場合は 仙採"しか用い

ることができない｡

4. まとめ

以上の分析から､"描､摘､採"三つの動詞の意味特徴を次のようにまとめられる｡

"描''く二本の指で細いものを断ち切るように力を加える)

"柄"く指で本体に固定されている対象を取 り外す〉

"採''く複数のものの中から特定の物を選び取る〉

注 :1)"'' 記号内は中国語動詞であることを示す｡
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