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1. はじめに

本稿では，中国語の参照文法書の中から以下の 4点を取り上げ，それぞれの構成を紹介すると
ともに，筆者が感じた各書の特徴を簡単に述べていく1。

1) Chao, YuenRen. AGrammar of Spoken Chinese. Berkeley and Los Angeles: University of California

Press, 1968, xxxi+847pp.

2) Li, Charles N. and Sandra A. Thompson. Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar.

Berkeley: University of California Press, 1981, xxiii+691pp.

3) Yip, Po-Ching and Don Rimmington. Chinese: A Comprehensive Grammar. (2nd edition) London

and New York: Routledge, 2016, xxi+634pp.

4) Huang, Chu-Ren and Dingxu Shi, eds. A Reference Grammar of Chinese. Cambridge: Cambridge

University Press, 2016, xxix+598pp.

川澄哲也. 2022.「中国語の参照文法書について」.渡辺己・澤田英夫（編）『参照文法書研究』.（アジア・アフリカ言語文化
研究 別冊 02.）pp.73–105. DOI: https://doi.org/10.15026/116961

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1 この 4冊を選定した理由は以下の通りである。1と 2については，伝統的な文法書であり，これまで最も多く参照さ
れてきた 2冊だと考えられることによる。3と 4については，（本稿のもとになった発表を行った 2017年 7月 15日時点
で，）出版後間もない 2冊であり，紹介する意義が大きいと判断したためである。
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2. Chao (1968)

2.1. Chao (1968)の構成
まず，以下に Chao (1968)の目次を移録し，同書の構成を示す。

Chapter 1. INTRODUCTION

1.1. Grammar

1.2. Spoken Chinese

1.3. Phonology

Chapter 2. THE SENTENCE

2.1. General Observations

2.2. Minor Sentences

2.3. Structure of the Full Sentence

2.4. Grammatical Meaning of Subject and Predicate

2.5. The Logical Predicate

2.6. Subject and Predicate as Question and Answer

2.7. The Full Sentence as Made Up of Minor Sentences

2.8. Types of Subjects

2.9. Types of Predicates

2.10. Full-Sentence (S-P) Predicates

2.11. Compound Sentences

2.12. Complex Sentences

2.13. Pivotal Constructions

2.14. Planned and Unplanned Sentences

Chapter 3. WORD AND MORPHEME

3.1. General

3.2. Free and Bound Forms

3.3. Prosodic Aspects

3.4. Substitution and Separation

3.5. Words in Functional Frames

3.6. The Word as a Unit of Meaning

3.7. Word Identity and Morpheme Identity

3.8. Definitions and Tests for the Syntactic Word

3.9. Synoptic Tables of Word-Like Units

Chapter 4. MORPHOLOGICAL TYPES

4.1. General

4.2. Reduplication

4.3. Prefixes

4.4. Suffixes

4.5. Infixes
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Chapter 5. SYNTACTICAL TYPES

5.1. Expressions and Constructions

5.2. Coordination

5.3. Subordination

5.4. Verb-Object (V-O) Constructions

5.5. Verbal Expressions in Series

5.6. Verb-Complement (V-R) Constructions

Chapter 6. COMPOUNDS

6.1. Nature and Classification of Compounds

6.2. Subject-Predicate (S-P) Compounds

6.3. Coordinate Compounds

6.4. Subordinative Compounds

6.5. Verb-Object (V-O) Compounds

6.6. Verb-Complement (V-R) Compounds

6.7. Complex Compounds

Chapter 7. PARTS OF SPEECH: SUBSTANTIVES

7.1. General Observations on Parts of Speech

7.2. Nouns

7.3. Proper Names

7.4. Place Words

7.5. Time Words

7.6. D-M Compounds

7.7. N-L Compounds

7.8. Determinatives

7.9. Measures

7.10. Localizers

7.11. Pronouns

7.12. Other Substitutes

Chapter 8. VERBS AND OTHER PARTS OF SPEECH

8.1. Verbs (Including Adjectives)

8.2. Prepositions

8.3. Adverbs

8.4. Conjunctions

8.5. Particles

8.6. Interjections

2.2. Chao (1968)に対する寸評
後に取り上げる 3冊に比して Chao (1968)に特徴的と言えるのは，同書が中国語学に近い枠組
みで記述を行っている点であろう。
例えば，中国語学では一般に，中国語を「主述構造」「動目構造」「動補構造」「偏正構造」「連
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合構造」「述連構造」の諸構造に分類する2。それは，中国語は基本的にこれら構造（およびその
組み合わせ）から成り立つため，各構造について記述すれば，自ずと中国語文法の全体像も記述
できるためである。Chao (1968)では，以下の各節においてそれぞれの構造を詳細に論じている。

構造の種類 言及箇所（統語面） 言及箇所（形態面）
主述構造 2.4–2.10 6.2

動目構造 5.4 6.5

動補構造 5.6 6.6

偏正構造 5.3 6.4

連合構造 5.2 6.3

述連構造 5.5 6.3

また，前半の 3構造と関連する「主語」「目的語」「補語」といった概念の扱い方についても言
及しておきたい。

[1] 这儿不能说话。(p.84)「ここでは話してはいけない。」
[2] 他们吵了两回了。(p.312)「彼らは 2回言い争った。」
[3] 写错（了）的字 (p.440)「書き間違えた字」

Chao (1968)では [1]の“这儿（ここ）”を主語，[2]の“两回（2回）”を目的語とする。中国語学の
立場からするとこれは妥当な扱いである3が，言語学の分析とは異なるだろう。また中国語学で
言う「補語 (complement)」とは，[3]における “错（～し間違う）”のように，動詞（又は形容詞4）
に後続し，先行要素の意味を補う語のことを言い，言語学での用語法とは異なる。
中国語に適した枠組みによって中国語を記述するのが Chao (1968)の特徴であるが，その反面，
参照文法書としては使いにくい面もある。Wadley (1987)が指摘するとおり，Chao (1968)は章立て
が（言語学から見ると）独特であるため，参照したい事項がどこに記述されているか，探すの
に時間を要する場合がある。また Chao (1968)は，例文の引用にも不向きなところがある。Chao

2 本稿は読者として中国語以外を専門とする言語学者を想定した文章であるため，各構造の中身について簡単に言及し
ておきたい（以下の説明および用例は，中国語学の代表的文法書である朱 1981に対する邦訳，杉村・木村訳 1995に基
づく）。

• 主述構造⋯主語と述語から成る構造。例）我知道［私は知っている］
• 偏正構造⋯前半部分が後半部分を修飾する構造。例）新书［新しい本］
• 動目構造⋯前半が動詞又は形容詞，後半はその目的語という構造。例）洗衣服［服を洗う］
• 動補構造⋯前半が動詞又は形容詞，後半が補語という構造。例）做完［やり終える］
• 述連構造⋯動詞句が連続した構造。例）打电话通知他［電話をかけて彼に知らせる］
• 連合構造⋯同等の地位にある複数の要素が並列された構造。
例）北京，上海，广州［北京,上海,広州］

3 中国語学がこの分析を妥当とする根拠の詳細は，「主語」については中川・木村編訳 (1986)，pp.87–95，「目的語」は同
書 pp.131–136を参照されたい。なお中川・木村編訳 (1986)は，中国語文法研究の理論的総括と言われる朱 (1985)の邦訳
である。
4 Chao(1968)は p.84や p.163で，形容詞は動詞の一種と記述しているが，これも中国語学的な考え方である。中国語では
動詞と形容詞が同じように振舞うことが少なくない。
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(1968)の例文は基本的に漢字表記とアルファベット表記が並列されている5が，それぞれ，一般的
な簡体字，ピンインとは異なった，著者独自の体系が使われている6。
このように，Chao (1968)は中国語以外が専門の言語学者が参照文法書として使用するにはや
や不便なところがある。しかし音声面に関する記述などを中心に，出版後半世紀を経た今日でも
比類ない，卓越した記述が随所に見られる。時間が許せば，通読することをお勧めしたい一冊で
ある。

3. Li and Thompson (1981)

3.1. Li and Thompson (1981)の構成
本節では Li and Thompson (1981)の目次を移録し，同書の構成を示す。なお実際には Li and

Thompson (1981)の目次は第 3レベル (n.n.n)まで書かれているが，本稿では Chao (1968)および
Huang and Shi, eds. (2016)に合わせ，第 2レベル (n.n)までの提示に留める。

1. Introduction

1.1 The Chinese Language Family

1.2 The Phonology of Mandarin

2. Typological Description

2.1 The Structural Complexity of Words: Mandarin as an Isolating Language

2.2 Monosyllabicity: The Number of Syllables per Word

2.3 Topic Prominence

2.4 Word Order

3. Word Structure

3.1 Morphological Processes

3.2 Compounds

4. Simple Declarative Sentences

4.1 Topic and Subject

4.2 The Noun Phrase

4.3 The Verb Phrase

5. Auxiliary Verbs

5.1 Auxiliary Verb versus Verb

5.2 Auxiliary Verb versus Adverb

5.3 List of Auxiliary Verbs

6. Aspect

6.1 The Perfective Aspect

6.2 The Durative Aspect

6.3 The Experiential Aspect

5 一部，漢字表記が与えられていない用例もある。
6 一般的な漢字表記への置き換えに関しては Chao (1968)の 2種の中国語訳（吕译 1979，丁譯 1980）が参考にはなるが，
吕译 (1979)は抄訳であるため，必要な例文が省かれている可能性もある。丁譯 (1980)は全訳ではあるが，台湾の出版物
であるため，大陸で一般に用いられる簡体字ではなく，繁体字による表記になっている。
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6.4 The Delimitative Aspect

6.5 Summary

7. Sentence-Final Particles

7.1 le

7.2 ne

7.3 ba

7.4 ou

7.5 a/ya

7.6 Conclusion

8. Adverbs

8.1 Movable Adverbs

8.2 Nonmovable Adverbs

8.3 Negation and Adverbs

8.4 Adverbs and the bǎ Construction

8.5 Quantity Adverbial Phrases

9. Coverbs/Prepositions

9.1 The Function of Coverbs

9.2 Representative List of Coverbs

10. Indirect Objects and Benefactives

10.1 gěi Obligatory

10.2 gěi Optional

10.3 gěi Forbidden

10.4 Apparent Indirect Objects

10.5 Explanation for the Indirect Object Facts

10.6 Benefactive Noun Phrases, and Preverbal Indirect Object

10.7 Other Functions of gěi

11. Locative and Directional Phrases

11.1 Locative Phrases

11.2 Directional Phrases with dao ‘to’
12. Negation

12.1 The Position and Scope of Negative Particles

12.2 The Functions of bu andméi(yǒu)

12.3 méi(yǒu) Is Not a Past Tense Negative Particle

12.4 Negation and Aspect

12.5 Negating Some Element other than a Simple Verb Phrase

12.6 Summary

13. Verb Copying

13.1 Where Verb Copying Occurs

13.2 Grammatical Properties of the Verb-Copying Construction

14. The Imperative

15. The bǎ Construction
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15.1 The bǎ Noun Phrase

15.2 Disposal

15.3 bǎ Sentences without a Subject

15.4 bǎ . . . gěi

15.5 When to Use the bǎ Construction

16. The bèi Construction

16.1 Use and Function

16.2 Structural Properties

16.3 bǎ and bèi

16.4 Variant Forms

17. Presentative Sentences

17.1 Existential and Positional Verbs

17.2 Verbs of Motion

18. Questions

18.1 The Four Types of Questions

18.2 Question-Word Questions

18.3 Disjunctive Questions

18.4 Tag Questions

18.5 Particle Questions

18.6 Differences between A-Not-A Questions and Particle Questions

18.7 Questions Serving as Subjects or Direct Objects of a Verb

18.8 Answers to Questions

19. Comparison

19.1 Comparative Constructions

19.2 Superlatives

20. Nominalization

20.1 A Nominalization Functioning as a Noun Phrase

20.2 Nominalizations Modifying a Head Noun

20.3 The shì … de Construction

21. Serial Verb Constructions

21.1 Two or More Separate Events

21.2 One Verb Phrase/Clause Is the Subject or Direct Object of Another

21.3 Pivotal Constructions

21.4 Descriptive Clauses

21.5 Summary

22. The Complex Stative Construction

22.1 Inferred meanings

22.2 General Structural Properties

23. Sentence Linking

23.1 Forward Linking

23.2 Backward Linking
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24. Pronouns in Discourse

24.1 Zero Pronouns

24.2 Pronouns

24.3 Syntactic Constraints on Zero Pronouns

3.2. Li and Thompson (1981)に対する寸評
目次を一見すればわかるとおり，Li and Thompson (1981)では基本的に言語学の枠組みが用い
られている。そのため Chao (1968)に比べると参照先の検出は容易であろう。

2.2節で触れた「主語」「目的語」についても，中国語学とは一線を画する分析が示されている7。

[4] qiáng-shang pá-zhe hěn duō bìhǔ. (p.95)「壁で多くのトカゲが登っている。」8

[5] tā zhǎo-le liǎng cì le. (p.353)「彼（女）は 2回探した。」9

例文 [4]は，先掲 [1]と類似の構造をもつ。文頭の “qiáng-shang（墙上）”は「壁で」の意である
が，Li and Thonmpos (1981)ではこれを主語とは見ず，topicと分析する10。[5]は [2]の類例である
が，本書では “liǎng cì（两次）”「2回」を quantity adverbial phraseとしている。

Li and Thompson (1981)はまた，例文の提示が非常に豊富で，説明部分の理解を助けてくれる
ことが多い（なお上で引用した 2つの例文からもわかる通り，Li and Thompson 1981の用例はピ
ンイン表記のみである。そのため，引用に際して漢字表記も必要な場合は，これを補う必要があ
る11）。
但し，説明や分析の中には，一般的とは言い難い，著者陣独自のものと思われる見解も多く含
まれており12，副題で参照文法書と銘打ってはいるものの，「研究書」の色合いも強く感じさせ
る。また黃譯著 (1983)の序やWadley (1987)でも指摘されているように，例文の中には文法性の
判断が疑わしいものも含まれており，引用する際には注意が必要である。
このように本書には慎重な取り扱いを要する側面があるため，批判も多い。しかし筆者は，本
書は一定の学術的用途を持つ一冊であると考えている。一例を挙げると，上述したとおり Li and

Thompson (1981)は用例提示が豊富であるが，その中には，他書に比べて多くの非文も含まれて
いる。それら非文は，中国語の共通語と方言の文法的差異を把握する目的の調査票を作成する際
に役立っている。

7 中国語学でいう「補語」については Li and Thompson (1981)では取り上げられておらず，同書は “写错” のような表現
を単に compoundとして処理している（第 3節）。
8 例文 [4]の漢字表記は次の通りである：墙上爬着很多壁虎。
9 例文 [5]の漢字表記は次の通りである：他（又は她）找了两次了。
10 Li and Thompson (1981)は “bìhǔ（壁虎）”「トカゲ」を例文 [4]の主語と見る。なお Li and Thompson (1981)における主
語の捉え方に対しては中国語学の立場から批判がある（朱 1985，pp.40–41，中川・木村編訳 1986，pp.108–112）。
11 Li and Thompson (1981)には，繁体字のものではあるが中国語訳として黃譯著 (1983)があり，漢字表記を補う際に一定
の助けになる。
12 例えば 4.2.3節では，形容詞が名詞を修飾する際に “的 de” を挟むか否かについて，名詞が古典中国語由来の文語であ
る場合 “的 de” を介さないという「条件」を提示しているが，このような説明は他で見たことがないし，有効性も疑わ
しい。また第 5章では “要 yào” や “想 xiǎng” は助動詞ではないと分析するが，この点も極めて独特である。
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4. Yip and Rimmington (2016)

4.1. Yip and Rimmington (2016)の構成
本節では Yip andRimmington (2016)の目次を移録し，同書の構成を示す。なお Yip andRimmington

(2016)の目次は実際には第 3レベルまで書かれているが，3.1節と同様に，他書との統一を図り，
ここでは第 2レベルまでの提示に留める。

Introduction

The layout of the grammar

The Chinese language

1 Nouns and nominalisations

1.1 Nouns and categorisation

1.2 Nouns and reference

1.3 Nouns and plurality

1.4 Nouns and syntactic functions

1.5 Nouns and semantic fields

1.6 Nominalisations

2 Numerals and measures

2.1 Digits, units and cardinal numbers

2.2 Ordinals

2.3 Enumeration

2.4 Fractions, percentages and decimals

2.5 Imprecise numbers, halves and multiples

2.6 Mathematical symbols and simple arithmetic equations

2.7 The multiplication table

2.8 Measure words

2.9 Measure words and other attributives

2.10 Reduplication of measure words

2.11 Missing measure words

2.12 Disyllabic measure words

2.13 Compound measure words

2.14 Duration and frequency measures

3 Pronouns, pronominals and pro-words

3.1 Personal pronouns

3.2 Demonstrative pronouns

3.3 Interrogative pronouns

3.4 Indefinite pronouns

3.5 Enumerative pronouns

3.6 Pronominals

3.7 Pro-words
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4 Adjectives as attributives and predicatives

4.1 Adjectives in Chinese

4.2 Qualifiers or quantifiers

4.3 Degree adverbs and complements

4.4 The descriptive indicator的 de

4.5 Attributives and predicatives

4.6 Various inherent features of adjectives

4.7 Adjectives and valency

4.8 Adjectives and collocation

4.9 Adjectives and comparison

5 Attributives other than adjectives

5.1 The different forms of attributive

5.2 The sequencing of attributives

5.3 Combination, embedding and delaying

6 Action verbs

6.1 Transitive and intransitive

6.2 Dynamic and static differences

6.3 Dative verbs

6.4 Causative verbs

6.5 Coverbs

6.6 Agreement between the subject and its action verb predicate

6.7 Agreement between an action verb and its object

6.8 Action verbs: completion and continuation

6.9 Action verbs: manner described and experience explained

7 Action verbs and time

7.1 Point of time

7.2 Duration

7.3 Brief duration

7.4 Frequency

7.5 每měi ‘every’
7.6 Other time expressions

7.7 Negation and time reference

8 Action verbs and locations

8.1 Location expressions and position indicators

8.2 在 zài with location expressions

8.3 Location expressions as sentence terminators

8.4 Location expressions as sentence beginners

8.5 Direction indicators

8.6 The destination indicator到 dào ‘to arrive’
9 Adverbials

9.1 Restrictive adverbials
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9.2 Descriptive adverbials

9.3 Initiator-oriented or action-oriented descriptive adverbials

9.4 Omission of the descriptive marker地 de

9.5 Relative position of adverbials

10 Complements

10.1 Resultative complements

10.2 Potential complements

10.3 Complements of manner and consequential state

10.4 Complements of direction

11 Coverbs

11.1 Peer characteristics

11.2 Semantic categories

11.3 Coverbal positions

12 把 bǎ constructions

12.1 The structural features of a把 bǎ construction

12.2 Intentionality in a把 bǎ construction

12.3 把 bǎ constructions and imperatives

12.4 A particular feature of把 bǎ constructions in evaluative sentences

12.5 把 bǎ constructions in immediate contexts and narratives

12.6 把 bǎ versus将 jiāng

13 The passive voice and被 bèi constructions

13.1 Three forms of passive

13.2 The notional passive

13.3 The formal passive

13.4 The lexical passive

14 Chain constructions

14.1 The first verb introducing a coverbal phrase that indicates location, etc.

14.2 The second verb indicating purpose

14.3 The first verb indicating reason or cause

14.4 The first verb expressing accompanying manner or circumstances

14.5 Consecutive actions

14.6 Simultaneous actions

14.7 An emphatic chain construction

14.8 An articulated chain construction

15 The verb是 shì

15.1 是 shì introducing a predicative

15.2 Predicatives with an optional是 shì

15.3 是 shì indicating existence

15.4 是 shì expressing emphasis

15.5 是 shì assessing an overall situation

15.6 是 shì forming part of a connector
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15.7 是 shì as a pivot

16 The verb有 yǒu

16.1 有 yǒu indicating possession

16.2 有 yǒu indicating existence

16.3 有 yǒu introducing subjects and time or location expressions of indefinite reference

16.4 有 yǒu specifying degree or extent

16.5 有 yǒu introducing comparison

16.6 有 yǒu as an adjectival formative

16.7 有 yǒu expressing ideas of development and change

16.8 有 yǒu introducing a conditional clause

16.9 没（有）méi(yǒu) as negator of action verbs

16.10 有 yǒu to indicate ‘part of’
16.11 有 yǒu as the first verb in a sequence

17 Verbs that take verbal or clausal objects

17.1 Intention and aspiration

17.2 Attitudes

17.3 Knowing and thinking

17.4 Appearance and value

17.5 Dummy verbs

18 Modal verbs

18.1 Semantic categories of modal verbs

18.2 Speaker perspective of modal verbs

18.3 Negation of modal verbs

18.4 Grammatical orientation of modal verbs

19 Telescopic constructions

19.1 Topic and sub-topic

19.2 Topic and subject

19.3 ‘Subject + predicate’ as topic
19.4 ‘(Subject) + predicate’ inserted between ‘topic’ and ‘comment’

20 Narration, description, exposition and evaluation

20.1 Narrative sentences

20.2 Descriptive sentences

20.3 Expository sentences

20.4 Evaluative sentences

20.5 Comparisons between sentence types

20.6 Concluding remarks

21 了 le-expository sentences

21.1 Change or reversal of a previous situation

21.2 Subjective endorsement behind the objective explanation

21.3 Summing up after a series of actions

21.4 A rhythmic necessity for monosyllabic verbs or verbalized adjectives
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21.5 Two or three functions in one

21.6 le-expository sentences and the four basic sentence types

22 Conjunctions and conjunctives

22.1 Conjunctions that link words or phrases

22.2 Clausal conjunctions and conjunctives

22.3 Clausal conjunctions and conjunctives in semantic categories

22.4 Correlations and parallels

22.5 Zero connectives

23 Interrogative sentences

23.1 Yes-no questions

23.2 Surmise questions

23.3 Suggestions in the form of questions

23.4 Alternative questions

23.5 Affirmative-negative questions

23.6 Question-word questions

23.7 Follow-up queries with呢 ne

23.8 Rhetorical questions

23.9 Exclamatory questions

24 Imperatives and exclamations

24.1 Verbs in imperatives restricted to voluntary actions

24.2 Imperatives: beginners and end-particles

24.3 Spoken and written requests

24.4 Interjections and exclamatory expressions

24.5 Exclamations: particles and degree adverbials or complements

25 Abbreviations and omissions

25.1 Abbreviations in answers to questions

25.2 Abbreviations in face-to-face exchanges

25.3 Abbreviations in comparisons

25.4 The hidden presence of the narrator in a narrative

25.5 Omissions in a discourse

26 Prosody and syntax

26.1 Setting the scene: an experiment with一 yī used similarly to an indefinite article in English

26.2 End weight: the balance between the verb and its direct object

26.3 The disyllabic rhythmic pattern of Chinese speech

26.4 Rhythms of commonly discernible syntactic patterns

26.5 Echoing patterns of singular rhythms

26.6 Two paragraphs by way of conclusion

27 Stylistic considerations in syntactic constructions

27.1 The presentational factor

27.2 The rhetorical factor

27.3 What lies beyond?
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28 Morphology and syntax (I)

28.1 Monosyllabic lexemes and morphemes of the lexicon

28.2 An overall view of the syntactically oriented part of the lexicon

28.3 Syntactically oriented trisyllabic lexemes and expressions

28.4 Syntactically oriented quadrisyllabic (or multisyllabic) words, expressions and idioms

28.5 Syntactically oriented multisyllabic sayings

29 Morphology and syntax (II)

29.1 Sentential formulation devices

29.2 A close examination of the interaction between the microsyntax of lexemic formation and

the macrosyntax of sentential formulation

29.3 Syntactic economy and retrieval system

30 Intralingual transpositions

30.1 Options influenced by different modes of expression

30.2 Choices made through stylistic considerations

30.3 Word order guided by difference in meaning, emphasis or focus

30.4 Synonymy that affects word order, formality, collocation, mode of expression, individual

speech habit, etc.

31 Interlingual conversions

31.1 Context-dependent economy vs strict structural completeness

31.2 A time-sequenced string of verb-centred constructions vs an organized combination of verbs,

participles, gerunds, infinitives, preposition, etc.

31.3 Chinese verbs vs English prepositions

31.4 Chinese bamboos vs English trees

31.5 The inbuilt logic of the Chinese bamboo

4.2. Yip and Rimmington (2016)に対する寸評
本書も基本的に言語学に近い立場から記述をしていることが見て取れよう13。また Li and

Thompson (1981)に比べ，説明は通説の提示に徹している感がある14。一部事項15の説明は参照文
法書として必要な範囲を超えているように思われるが，実際の言語運用まで考えた場合には有用
な記述であるとも言える。
一方，中国語学的な分析を提示する箇所も一部に見られる。例えば第 10節において，「補語

(complement)」を先述した中国語学の意味合いで用いている。あるいは本稿の 2.2節で言及した
諸構造についても，形態面に限ってではあるが，28.2節で扱われている。
回数に代表される動詞後の数量表現については，中国語学，言語学どちらの分析とも異なり，

“complement” としている (p.135)。これは，学習文法書においてよく採用されている考え方であ

13 例えば「主語」に関して中国語学的な捉え方は採用していない（p.108，p.152等参照）。
14 但し，動詞に後続して経験の意味を表す“过 guo”をアスペクトマーカーと認めない (p.128)など，他 3書と異なる分析
も時折は見られる。
15 例えば第 2節や第 31節などが代表例である。
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る16。
例文提示については，Li and Thompson (1981)と同じく豊富である。漢字表記，アルファベット
表記ともに現代中国語で一般的な簡体字，ピンインによってなされており，引用するのには 4書
中で最も便利である。
短所としては，学術書としては曖昧な記述が散見されることを挙げることができる。一例を挙

げると，所謂「方向補語17」に対し，8.5節では “directional indicator” と称するのに対し，10.4節
では “complements of direction” としており，如何なる要素と分析しているのかが判然としない。
総じていえば，本書では豊富な用例提示と実際の言語運用に資する詳しい解説がなされてお

り，極めて有用な「学習書」としての性格を有しているように思われる18。その反面，用語法や
記述に厳密さを欠くところもあり，参照文法書としてはやや不十分の感がある。

5. Huang and Shi, eds. (2016)

5.1. Huang and Shi, eds. (2016)の構成
本節では Huang and Shi, eds. (2016)の目次を移録し，同書の構成を示す。

1. Preliminaries

1.1 The Chinese language

1.2 A data-driven and corpus-based reference grammar

1.3 Chinese writing system

2. Syntactic overview

2.1 Morphemes, words, and word classes

2.2 Phrases, clauses, and sentences

2.3 Negation

2.4 Aspectual system

2.5 Comparisons and comparative constructions

2.6 Information-packaging constructions

2.7 Illocutionary force and sentence types

2.8 Deixis and anaphora

3. Lexical word formation

3.1 Introduction

3.2 Defining “word” in Chinese

3.3 Description of word components

3.4 Lexical word formation processes

3.5 Issues in Chinese word formation

4. Verbs and verb phrases

16 例えば，守屋 (1995)や相原他 (2016)といった日本の代表的な中国語学習文法書では，動詞後に現れる数量表現を「数
量補語」として扱っている。
17 “上来（上がって来る）”の “来”や “走下去（歩いて下りて行く）”の “下去”のように，動詞に後続し，動作の方向性を
補足説明する要素のことをいう。
18 Yip and Rimmington (2016)から学習文法書に近い印象を感じることは，両著者が Routledge GrammarWorkbooksシリー
ズから何冊かの中国語学習書を出版していることと，或いは関連があるかも知れない。
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4.1 Introduction

4.2 Properties of verbs

4.3 Verb types

4.4 Arguments

4.5 Other post-verbal constituents

4.6 Other types of objects

5. Aspectual system

5.1 Definition of aspect

5.2 The perfective aspects

5.3 The imperfective aspects

6. Negation

6.1 Scope of negation

6.2 The positions and scopes of negators

6.3 Sublexical negation

6.4 Negative answers to questions

6.5 Negative polarity items and negation

6.6 Metalinguistic negation

7. Classifiers

7.1 Definition of classifiers

7.2 Semantic properties of classifiers

7.3 Syntactic properties of classifiers

7.4 Overview of classifier types

7.5 Sortal classifiers

7.6 Measure words

7.7 Polysemous classifiers

7.8 Sortal classifier coercion of noun senses

8. Nouns and nominal phrases

8.1 Distinctive properties of nouns and nominal phrases

8.2 Overview of noun classes and nominal phrases

8.3 The function of DET

8.4 The function of NUM-CL

8.5 Nouns and the N position

8.6 Pronouns

8.7 Apposition

8.8 Referential and non-referential use of nominal phrases

8.9 Proper names, proper nouns, and vocatives

8.10 Nominal phrases as propositions, predicates, or sentences

9. Relative constructions

9.1 Basic properties of relative clauses

9.2 Grammatical relations in relative clauses

9.3 Relative clauses without a grammatical relation
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9.4 Relative clauses and topicalization

10. Adjectives and adjective phrases

10.1 Defining properties of adjectives

10.2 Twomajor subclasses of adjectives in Chinese: non-derived adjectives and derived adjectives

10.3 Functions and properties of adjectives and adjective phrases

10.4 Adjectives and verbs: a comparison

10.5 Special adjectives多 duo1 ‘many/much,’少 shao3 ‘few/little,’ and大 da4 ‘big’
11. Comparison

11.1 Distinctive properties of comparative clauses in Chinese

11.2 Affirmative superiority comparison

11.3 Superiority comparatives marked with比 bi3 ‘than’
11.4 Negative比 bi3 ‘than’ constructions
11.5 跟 gen1 ‘with’ comparatives: comparison of equality and likeness

11.6 像 xiang4 ‘like’: a partial variant of跟 gen1 ‘with’
11.7 如 ru2 ‘as’ equality comparatives

11.8 有 you3 ‘YOU’ equality comparatives

11.9 越… 越… yue4… yue4… ‘the more … the more … ’ correlative comparative constructions

12. Adverbs

12.1 Distinctive properties of adverbs

12.2 Overview of adverbs

12.3 Types of functional adverbs

12.4 Frequently used adverbs

13. Prepositions and preposition phrases

13.1 Distribution and function of PPs

13.2 Differentiating prepositions from other lexical categories

13.3 Monosyllabic and disyllabic prepositions

13.4 Semantic classification of prepositions

13.5 Locative PPs

14. Sentence types

14.1 Sentences and clauses

14.2 Overview of sentence classification

14.3 Declarative and exclamative sentences

14.4 Interrogative and directive sentences

14.5 Logic relations between clauses

14.6 Concessive complex sentences

14.7 Conditional complex sentences

14.8 Causative and purposive complex sentences

14.9 Strategies of clause linking

14.10 Compound sentences without overt marking

15. Major non-canonical clause types: ba and bei

15.1 The ba constructions
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15.2 Passive constructions

16. Deixis and anaphora

16.1 Overview of deixis

16.2 Overview of anaphora

17. Information structure

17.1 Topic and object preposing

17.2 Word order variations

17.3 Sentences involving是 shi4

17.4 连 lian2… 都/也 dou1/ye3 ‘even’ sentences
17.5 只 zhi3,只（有）zhi3(you3), and只（是）zhi3(shi4)

Appendix: Punctuation

A.1 Boundary-marking punctuation marks

A.2 Punctuation marks indicating the nature and function of expressions

5.2. Huang and Shi, eds. (2016)に対する寸評
Huang and Shi, eds. (2016)は Prefaceにおいて，可能な限り The Cambridge Grammar of the English

Language (Huddleston, Rodney and Geoffrey Pullum. Cambridge: Cambridge University Press, 2002)の
章立てに従うという方針を示している19。そのため本書は，本稿で取り上げた 4冊のなかで最も
他言語（特に英語）と対照しやすい構成になっている。また上述した 3冊では 1–2名の著者が全
編を記述していたが，Huang and Shi, eds. (2016)は 22名の著者が専門に応じて執筆を分担してお
り，各章とも記述が精緻である。
例文はほぼ全てがコーパス資料から採取されている。文章語が多いことに起因し，必要以上に
複雑な例文も散見されるが，Li and Thompson (1981)に対して指摘したような例文精度の問題は
生じにくい。
また，構成からも予想されるとおり，記述の枠組みは言語学的である20。例えば上述した「主
語」の扱い方については，p.200で，文頭の時間／場所を表す名詞句は副詞に相当すると記述して
いる21。また「補語 (complement)」という用語は本書には現れず，“写错” のような表現は Li and

Thompson (1981)と同様に compound／ complex wordと見做している (p.106)22。
惜しむらくは，初版であるためか，例文部分を中心に，誤植が極めて多い23。本稿で取り上げ
た 4冊の中で最も「参照文法書」と呼ぶにふさわしいのは本書であると筆者は考えているが，そ

19 参考までに The Cambridge Grammar of the English Languageの構成を以下に示す：
1. Preliminaries; 2. Syntactic overview; 3. The verb; 4. The clause: complements; 5. Nouns and noun phrases; 6. Adjectives and
adverbs; 7. Prepositions and preposition phrases; 8. The clause: adjuncts; 9. Negation; 10. Clause type and illocutionary force; 11.
Content clauses and reported speech; 12. Relative constructions and unbounded dependencies; 13. Comparative constructions;
14. Non-finite and verbless clauses; 15. Coordination and supplementation; 16. Information packaging; 17. Deixis and anaphora;
18. Inflectional morphology and related matters; 19. Lexical word-formation; 20. Punctuation
20 わずかながら，中国語学の考え方が導入されている箇所もある。例えば本稿 2.2節で触れた各構造について，形態面
に限ってではあるが，p.17から p.19にかけて記述が見られる。
21 主語の扱いについては p.97や p.227も参照されたい。
22 動詞後の数量表現については，言語学的に扱っている箇所 (p.94)と中国語学的説明をする箇所 (p.109)が混在してい
る。どちらの箇所も同じ第 4章の中にあるため，この混在は著者の違いに起因するものではない。
23 先述した 3冊についても誤植が皆無という訳ではないが，Huang and Shi, eds. (2016)の誤植の多さは 3冊の比ではない。
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れ故に膨大な誤植の存在は残念である。本書の参照価値を保つため，稿末附録として誤記の一覧
を提出する。

6. 結語

中国語は世界有数の長い研究史をもつ言語ではあるが，こと文法研究に関して言えばその歴史
はまだ浅い24。英語による本格的な参照文法書については Chao (1968)が嚆矢とされ，ここで以後
の関連研究の基礎が築かれた。その後，より言語学に軸足を置いた Li and Thompson (1981)が出
版され，一定の影響を与えた。そして近年，Yip and Rimmington (2016)，Huang and Shi, eds. (2016)

といった大部の著作が立て続けに刊行された。これら先行研究に基づき，中国語の文法研究が今
後も引き続き進展していくことを期待したい25。
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[附録]　 Huang and Shi, eds. (2016)所収用例中の注意を要する表記，及び誤記一覧
本附録では Huang and Shi, eds. (2016)所収の用例に見られる注意を要する表記法，及び誤記を
網羅的に指摘する。同書から用例を引用する場合には参照されたい。
まず冒頭では，一概に誤記とまでは言えないが，（通例と異なる表記法等，）注意を要する点に
ついてまとめて言及しておく。

1点目は “一 yī” の変調に関する表記法である。“一 yī” の声調は後続する要素の声調に基づいて
以下の変調を起こす。
1) 後ろに第 4声以外の要素が続く場合→第 4声 (yì)に変調
2) 後ろに第 4声の要素が続く場合→第 2声 (yí)に変調
（但し “一月 yīyuè” のように順番の意を表す “一” の場合は常に変調しない）
一般に，変調する“一”は変調後の声調を記すが，Huang and Shi, eds. (2016)では変調する“一”に
対しても “yi1”のように本来の第 1声で表記する方針をとっている（なお Huang and Shi, eds. 2016

では，声調符号ではなく数字によって声調を表記している）。
2点目は “不 bù” の変調に関わる表記法である。この要素は後に第 4声の要素が続く場合，第

2声 (bú)に変調する。Huang and Shi, eds. (2016)では原則，変調する “不” についても本来の声調
で “bu4” と表記する。しかしながら，（第 6章を中心に，）変調後の “bu2” で表記している箇所も
少なからずある。この表記上の不統一は容易に看取することができるため，本附録ではいちいち
指摘しないこととする。

3点目は第 3声の変調についての表記法である。中国語では第 3声の要素が連続した場合，前
の方の要素が第 2声に変調する。Huang and Shi, eds. (2016)では基本的に，変調するものであって
も本来の声調 “3” を付している。一方で，変調後の声調 “2” が付されている例も散見される。こ
の不統一は中国語を専門としない読者には判別しがたいと考えられるため，本附録では変調後の
声調 “2” に改められている箇所について指摘を加えている。

4点目は所謂「軽声 (neutral tone)」の表記法についてである。Huang and Shi, eds. (2016)では軽
声に対し，“0” と表記している場合もあれば，その要素本来の声調を付している場合もある。こ
の不統一も中国語専門外の読者には判別しがたいであろうが，該当例の数が膨大であることと，
軽声と本来の声調どちらで発音するかで揺れを見せる語も多いことから，本附録では原則指摘し
ないこととした。但し，必ず軽声で発音する要素であるにも拘わらず本来の声調が記されている
場合は指摘を加えていることもある。
注意を要する表記法の最後は「アル化（ “儿化 érhuà” ）」に関わるものである。一般的なピ

ンイン表記法ではアル化を表す “儿” は “r” とのみ表記する（e.g. “这儿 zhèr” ）。一方 Huang and

Shi, eds. (2016)では“er0”と表記する（e.g. “这儿 zhe4er0” [p.54 etc.]）。「児，子供」の意を表す“儿”
は “er2” と表記されている（e.g. “女儿 nü3er2” [p.58]）ため，判別に支障はないが，特異な表記法
であるので言及しておく。
続いて，以下に誤記の一覧を掲げる。
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Chapter 2

• p.17,例文 [5]-a：量詞 (classifier)の“个”は必ず軽声で発音されるが，本例文では“ge4”のよう
に，本来の声調“4”を付している。同様の表記は Huang and Shi, eds. (2016)全編を通して随所
に見られるので，以後は言及しない。

• p.24,例文 [19]-a： “会议” に対するピンイン表記が “hui4yi1” とあるが，“议” の声調は第 4声
である。

• p.27,例文 [25]-a： “咱们” に対するピンイン表記が “zan3men” とあるが，“咱” の声調は第 2声
である。また “们” は常に軽声で発音されるため “men0” とすべきである。

• p.30, 例文 [28]-c： “地点” に対するピンイン表記が “dian4dian3” とあるが，“地” は正しく
は “di4” である。

• p.31,例文 [29]-b： “以便” の “以” に対する声調表記 (3)が欠けている。
• p.32,例文 [30]： “也” に対するピンイン表記が “ye2” とあるが，“也” の声調は第 3声である。
• p.32,例文 [31]-(a)： “尽管” に対するピンイン表記が “jin4guan3” とあるが，“尽” の声調は第 3

声である。
• p.44,例文 [52]-b： “那” のピンイン表記 (na4)およびグロス (that)が欠けている。
• p.45,例文 [54]-a： “爸爸” に対するピンイン表記が “ba4ba4” とあるが，2字目は軽声である
（中国語では同字を重複させる親族名称は 2字目を軽声で読む）。p.37の例文 [39]等と統一
し “ba4ba0” とすべきである。

• p.55,例文 [72]-a： “舅舅” に対するピンイン表記が “jiu4jiu4” とあるが，2字目は軽声である
（前項括弧内参照）ため，“jiu4jiu0” とすべきである。
• p.57, 例文 [76]-a： “空客” に対するピンイン表記が “kong4ke4” とあるが，「エアバス社」
は “kong1ke4” である。

• p.60, 例文 [81]-a： “山谷” に対するピンイン表記が “shang1gu3” とあるが，“山” は正しく
は “shan1” である。

• p.61,例文 [83]-b： “新型” に対するピンイン表記が “xin1xing1” とあるが，“型” の声調は第 2

声である。

Chapter 3

• p.69,用例 [2]-c： “谦虚” に対するピンイン表記が “qian1ü1” とあるが，“虚” は正しくは “xu1”
である。

Chapter 4

• p.83,例文 [1]-a：“姑姑”に対するピンイン表記が“gu1gu1”とあるが，2字目は軽声 (gu0)であ
る。また “的” に対するピンイン表記 (de0)およびグロス (DE)が欠けている。

• p.92,例文 [20]-a：漢字表記とピンイン表記が一致していない。漢字表記を “列车在两个小
时内抵达上海。” と改めるか，ピンイン表記を “lie4che1 jiang1yu2 liang3 dian3 ban4 di3da2
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shang4hai3” とすべきである。
• p.92,例文 [20]-c：“很久”に対するピンイン表記が“hen2jiu3”とあるが，“很”は本来の声調“3”
を付すべきである。

• p.93,例文 [22]-a：漢字表記 “⋯了学⋯” は “⋯学了⋯” とすべきである。またこの “了” に対す
るピンイン表記 (le0)およびグロス (LE)が欠けている。

• p.93,例文 [22]-b：漢字表記とピンイン表記が一致していない。漢字表記から“说”を削除する
か，ピンイン表記／グロスの “hui4／ can” の後に “shuo1／ say” を加えるべきである。

• p.96,例文 [26]-c： “匹” に対するピンイン表記が “pi1” とあるが，“匹” の声調は第 3声である。
• p.97,例文 [27]-a：“朋友们”に対するピンイン表記が“peng2you3men2”とあるが，“们”は常に
軽声で発音されるため，“men0” とすべきである。

• p.101,例文 [35]-a： “手中” に対するピンイン表記が “shou3zhong4” とあるが，この “中” の声
調は第 1声である。

• p.102,例文 [38]-c： “会” に対するピンイン表記 (hui4)およびグロス (can)が欠けている。
• p.103,例文 [39]-b：漢字表記とピンイン表記が一致していない。漢字表記 “星期” の前に “个”
を加えるか，ピンイン表記 “xing1qi1” の前の “ge4” およびそのグロス (CL)を削除すべきであ
る。

• p.104,例文 [41]-c： “予以” に対するピンイン表記が “yu2yi3” とあるが，“予” の声調は第 3声
である。

• p.107,例文 [46]：“只”に対するピンイン表記が“zhi3”とあるが，この“只”の声調は第 1声で
ある。

• p.114,例文 [56]-c： “气氛” に対するピンイン表記が “qi4fen4” とあるが，“氛” の声調は第 1声
である。

• p.114,例文 [56]-e： “吃老本” に対するピンイン表記が “chi1 lao2ben3” とあるが，“老” の声調
は第 3声である。

Chapter 5

• p.120,例文 [8]-a： “一场雨” に対するピンイン表記が “yi1 chang3 yu3” とあるが，この “场” の
声調は第 2声である。

• p.130,例文 [26]-a： “啊” に対するピンイン表記が “a1” とあるが，Huang and Shi, eds. (2016)で
は基本的に句末助詞の声調を軽声としている。p.47の例文 [57]-aなどでは “啊 a0” となって
おり，ここもそれに統一すべきである。

Chapter 6

• p.147,例文 [9]-a： “好好” に対するピンイン表記が “hao3hao” とあり，2つ目の “好” の声調表
記 (3)が欠けている。

• p.152,例文 [24]-a：様態補語を導く“得”は常に軽声で発音されるため，ピンイン表記は“de0”
とすべきである。

• p.153,例文 [25]-b： “那么好” に対するピンイン表記が “na4me0 hao4” とあるが，この “好” の
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声調は第 3声である。
• p.156,例文 [32]-a： “召开” に対するピンイン表記が “zhao1kai1” とあるが，“召” の声調は第 4

声である。
• p.156,例文 [32]-c： “规划” のピンイン表記 (gui1hua4)およびグロス (planning)が欠けている。
• p.157, 例文 [33]-a： “成熟” に対するピンイン表記が “cheng2shou2” とあるが，この “熟”
は “shu2” である。

• p.159,例文 [35]-b：1つ目の “停下来” のピンイン表記が “ting2 xia4lai4” とあるが，“来” の声調
は第 2声である。また，“再” のピンイン表記 (zai4)およびグロス (again)が欠けている。

• p.160,例文 [37]-a： “再” のピンイン表記 (zai4)およびグロス (again)が欠けている。
• p.160,例文 [37]-b： “了” のピンイン表記 (le0)およびグロス (LE)が欠けている。
• p.160,例文 [38]-c： “吗” に対するピンイン表記が “ma1” とあるが，他所と統一して “ma0” と
すべきである。

• p.162, 例文 [42]-b： “好好” に対するピンイン表記が “hao3hao0” とあるが，他所と統一し
て “hao3hao3” とすべきである。

• p.165,例文 [48]-c： “尽管” に対するピンイン表記が “jin4guan3” とあるが，この “尽” の声調
は第 3声である。また “仍旧” に対するピンイン表記が “reng3jiu4” とあるが，“仍” の声調は
第 2声である。さらに，“但是” のピンイン表記 (dan4shi4)およびグロス (but)が欠けている。

• p.165,例文 [49]-b： “血本” に対するピンイン表記が “xue2ben3” とあるが，この “血” の声調
は第 4声である。

• p.167,例文 [53]-c：“怪”に対するピンイン表記が“guan4”とあるが，正しくは“guai4”である。

Chapter 7

• p.177, 9 行目： “官员” に対するピンイン表記が “guan1yvan2” とあるが，“员” は正しく
は “yuan2” である。

• p.177, 29行目： “项炼” とあるが，正しくは “项链” である。
• p.178, 31行目： “唱片” に対するピンイン表記 (chang4pian4)が欠けている。
• p.178, 32行目： “相片” に対するピンイン表記が “xiang1pian4” とあるが，この “相” の声調は
第 4声である。

• p.178, 39行目：“几张”に対するピンイン表記が“ji3 hang1”とあるが，“张”は正しくは“zhang1”
である。

• p.179, 14行目：“几片”に対するピンイン表記が“ji3 pian1”とあるが，この“片”の声調は第 4

声である。
• p.179, 16行目：“数十片”に対するピンイン表記が“shu4shi2 pian1”とあるが，この“片”の声
調は第 4声である。

• p.179, 30 行目： “美元” に対するピンイン表記が “mei3yvan2” とあるが，“元” は正しく
は “yuan2” である。

• p.179, 38行目：2箇所において “片” に対するピンイン表記が “pian1” とあるが，これら “片”
の声調は第 4声である。

• p.180, 1行目： “那片” に対するピンイン表記が “na4 pian1” とあるが，この “片” の声調は第
4声である。
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• p.180, 18行目：“一滴血”に対するピンイン表記が“yi1 di1 xue4”とあるが，この“血”は “xie3”
である。

• p.180, 21行目： “雨水” に対するピンイン表記が “yv3shui3” とあるが，“雨” は正しくは “yu3”
である。

• p.183, 1行目： “shang4ce4” に対する漢字表記は “上” を補って “上册” とすべきである。
• p.183, 12行目：“休旅车”に対するピンイン表記が“xiu1lü3che2”とあるが，“车”の声調は第 1

声である。
• p.183, 34行目： “纪录片” に対するピンイン表記が “ji4lu4pian1” とあるが，この “片” の声調
は第 4声である。

• p.183, 35行目：2箇所において “片” に対するピンイン表記が “pian1” とあるが，これら “片”
の声調は第 4声である。

• p.185, 39行目： “十分” に対するピンイン表記が “ten2fen1” とあるが，“十” は正しくは “shi2”
である。

• p.185,最終行： “三分” に対するピンイン表記が “san1 fen4” とあるが，この “分” の声調は第
1声である。

• p.186, 5–6行目：4箇所において “分 fen4” という表記があるが，いずれの “分” も第 1声で読
まれるものである。

• p.186, 11行目： “间 jian4” とあるが，“件 jian4” の誤りである。
• p.187, 12行目： “开了” のピンイン表記が “kai1 le” とあるが，“le” の後に “0” を補うべきであ
る。

• p.187, 23–30行目：9箇所において “场 chang3” とあるが，各例中の “场” は第 2声で読まれる
ものである。

• p.188, 6行目：漢字表記で “锦标赛” が重複しており，削除すべきである。
• p.188, 19行目： “第一、二期” に対するピンイン表記が “di4yi1, er4 qi1” とあるが，読点は漢
字表記中と同じ “、” を用いるべきである。

• p.188, 23行目： “处理” に対するピンイン表記が “chu4li3” とあるが，この “处” の声調は第 3

声である。
• p.188, 34行目：漢字表記 “一件事” の後に “／事情” を補うべきである。
• p.192, 13行目： “一手好字” に対するピンイン表記が “yi1 shou3 hao4zi4” とあるが，この “好”
の声調は第 3声である。

• p.193, 2行目： “这” に対するピンイン表記が “zhi4” とあるが，正しくは “zhe4” である。
• p.193, 14行目： “一片好风光” に対するピンイン表記が “yi1 pian4 hao4 feng1guang1” とある
が，この “好” の声調は第 3声である。

• p.194, 9行目： “喝彩” に対するピンイン表記が “he1cai3” とあるが，この “喝” の声調は第 4

声である。
• p.198, 9行目： “这种” に対するピンイン表記が “zhe4 zhong4” とあるが，この “种” の声調は
第 3声である。

Chapter 8

• p.218,例文 [32]-c： “空着” に対するピンイン表記が “kong1zhe0” とあるが，この “空” の声調
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は第 4声である。
• p.225,例文 [45]-a： “同桌” に対するピンイン表記が “tong1zhuo1” とあるが，“同” の声調は第
2声である。

• p.229,例文 [50]： “啊” に対するピンイン表記が “a1” とあるが，“啊 a0” とすべきである（上述
Chapter 5の最終項目も参照）。

• p.231,例文 [53]-a： “一” に対する声調表記 (1)が欠けている。
• p.231,例文 [53]-b： “照顾好” に対するピンイン表記が “zhao4gu4 hao4” とあるが，この “好”
の声調は第 3声である。

• p.233,例文 [56]-a： “啊” に対するピンイン表記が “a1” とあるが，“啊 a0” とすべきである（上
述 Chapter 5の最終項目も参照）。

• p.240,例文 [69]-aおよび b：様態補語を導く “得” のピンイン表記は “de0” とすべきである。
• p.253,例文 [86]-a：“好”に対するピンイン表記が“hao4”とあるが，この“好”の声調は第 3声
である。

Chapter 9

• p.263,例文 [18]： “尘螨” に対するピンイン表記が “chen2man2” とあるが，“螨” の声調は第 3

声である。
• p.265,例文 [23]： “策略” に対するピンイン表記が “ce4lue4” とあるが，“略” は正しくは “lüe4”
である。

• p.272,例文 [47]：漢字表記 “着作” は “著作” とすべきである。

Chapter 10

• p.281,例文 [6]-b： “村委会” の “会” に対するピンイン表記 (hui4)が欠けている。
• p.282,例文 [7]-a：“吐出”に対するピンイン表記が“tu4chu1”とあるが，この“吐”の声調は第
3声である。

• p.282,例文 [7]-b： “门前” に対するピンイン表記が “men2qian1” とあるが，“前” の声調は第 2

声である。
• p.283,例文 [9]-a： “钉” に対するピンイン表記が “ding1” とあるが，この “钉” の声調は第 4声
である。

• p.284, 例文 [11]： “傻里傻气地” に対するピンイン表記が “sha3liosha3qi4” とあるが，“lio”
を “li0” に改め，“地” に対する “di0” を補うべきである。また当該部分に対する英語グロス
が “DE” とのみあるが，“silly DE” とすべきである。

Chapter 11

• p.301,例文 [17]： “可以” に対するピンイン表記が “ke2yi3” とあるが，“可” の声調は第 3声で
ある。

• p.305,例文 [32]： “少许” に対するピンイン表記が “shao2xu3” とあるが，“少” の声調は第 3声
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である。
• p.305,例文 [33]： “国画” に対するピンイン表記が “guo4hua” とあるが，正しくは “guo2hua4”
である。

• p.309,例文 [52]：“似的”に対するピンイン表記が“si4de0”とあるが，原則的には“shi4de0”で
ある。

• p.310,例文 [53]：同上。
• p.313,例文 [67]： “原来” の “来” に対する声調表記 (2)が欠けている。

Chapter 12

• p.316,例文 [1]： “好” に対するピンイン表記が “hao4” とあるが，この “好” の声調は第 3声で
ある。

• p.317,例文 [3]： “除夕” に対するピンイン表記が “chu2xi4” とあるが，“夕” の声調は第 1声で
ある。

• p.319,上部の用例中で“微微”に対するピンイン表記が“wei2wei2”とあるが，“微”の声調は第
1声である。

• p.319,例文 [9]： “变质” に対するピンイン表記が “bian4zhi2” とあるが，“质” の声調は第 4声
である。

• p.320,例文 [10]：“颇好”に対するピンイン表記が“po3 hao4”とあるが，それぞれ声調を改め，
“po1 hao3” とすべきである。

• p.321, 例文 [13]： “暂且” に対するピンイン表記が “zhan4qie3” とあるが，“暂” は正しく
は “zan4” である。

• p.322,例文 [18]：“种群”と“处于”に対するピンイン表記がそれぞれ“zhong2qun2”，“chu3yu1”
とあるが，この “种” の正しい声調は第 3声，“于” の声調は第 2声である。

• p.323,例文 [22]： “休息” に対するピンイン表記が “xiu1xi2” とあるが，この “息” は常に軽声
で発音されるため “xiu1xi0” とすべきである。或いは本来の声調を記す場合でも “xiu1xi1” と
すべきである。

• p.323,例文 [23]： “马来西亚” に対するピンイン表記が “ma3lai2xi1ya3” とあるが，“亚” の声調
は第 4声である。

• p.324,例文 [24]：漢字表記に “饮食，运动和冥想” とあるが，意味的にここの読点は“、” でな
ければならない。

• p.325,例文 [27]： “了” に対するピンイン表記が “e0” とあるが，正しくは “le0” である。
• p.325,例文 [28]： “啦” に対するピンイン表記 (la0)およびグロス (LA)が欠けている。
• p.328,例文 [39]： “新舞” に対するピンイン表記が “xin1 wu2” とあるが，“舞” の声調は第 3声
である。

• p.328,例文 [41]： “与会” に対するピンイン表記が “yu3hui4” とあるが，この “与” の声調は第
4声である。

• p.331,例文 [54]：漢字表記中の下線を “智” にも付すべきである。また “暑期” と “忽略” に対
するピンイン表記が “shu3qi2” ，“hu1lue4” とあるが，それぞれ “shu3qi1”，“hu1lüe4” とすべき
である。

• p.331,例文 [55]：漢字表記中の “一共” は，下線を削除し，太字にすべきである。
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• p.332,例文 [58]： “品质” に対するピンイン表記が “pin3zhi2” とあるが，“质” の声調は第 4声
である。

• p.333,例文 [61]： “移居” に対しピンイン表記は “yi2min2” とあり，一致しない。漢字表記に
合わせてピンイン表記を “yi2ju1” とするか，ピンイン表記に合わせて漢字表記を “移民” と
すべきである。

• p.334,例文 [67]：“宁可”に対するピンイン表記が“ning2ke3”とあるが，この“宁”の声調は第
4声である。

• p.335,例文 [71]： “兴奋” に対するピンイン表記が “xing4fen4” とあるが，この “兴” の声調は
第 1声である。

• p.336,例文 [72]： “事迹” に対するピンイン表記が “shi4ji1” とあるが，“迹” の声調は第 4声で
ある。

• p.337,例文 [76]： “丢” に対するピンイン表記が “diou1” とあるが，正しくは “diu1” である。
• p.338, 例文 [79]： “怎么” に対するピンイン表記が “zhen3me0” とあるが，“怎” は正しく
は “zen3” である。

• p.339,例文 [86]： “玩” に対するピンイン表記 (wan2)およびグロス (play)が欠けている。
• p.341,例文 [94]： “研究生” に対するピンイン表記が “yan2jiu4sheng1” とあるが，“究” の声調
は第 1声である。

• p.343,例文 [102]： “究竟” に対するピンイン表記が “jiu4jing4” とあるが，“究” の声調は第 1声
である。

• p.343,例文 [103]：“夕”に対するピンイン表記が“xi4”とあるが，正しい声調は第 1声である。
• p.344,例文 [105]：“好好”に対するピンイン表記が“hao2hao3”とあるが，他所と統一し，1つ
目の “好” も元の第 3声で表記すべきである。

• p.345,例文 [109]：様態補語を導く “得” は常に軽声で発音されるため，ピンイン表記は “de0”
とすべきである（2箇所）。

• p.350,例文 [128]：“好好”に対するピンイン表記が“hao2hao3”とあるが，他所と統一し，1つ
目の “好” も元の第 3声で表記すべきである。

• p.350, 例文 [132]：句末助詞 “啊” に対するピンイン表記が “a1” とあるが，Huang and Shi,

eds. (2016)では基本的に句末助詞の声調を軽声としているため，統一して “a0” とすべきであ
る。

• p.351,例文 [136]：2箇所において “哥哥” に対するピンイン表記が “ge1geo0” とあるが，正し
くは “ge1ge0” である。また用例 Aにおいて，漢字表記中の 1つ目の “高” に対するピンイン
表記 (gao1)およびグロス (tall)が欠けている。

Chapter 13

• p.356,例文 [5]-b： “教育” に対するピンイン表記が “jiao1yu4” とあるが，この “教” の声調は
第 4声である。

• p.366,例文 [26]-a： “答应” に対するピンイン表記が “da2ying4” とあるが，この “答” の声調は
第 1声である。またこの語の “应” は必ず軽声で発音されるので “ying0” とすべきである。

• p.373,例文 [41]-b： “艘” に対するピンイン表記が “sao1” とあるが，正しくは “sou1” である。
また “帆船” に対するピンイン表記が “fan2chuan2” とあるが，“帆” の声調は第 1声である。
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• p.377,例文 [51]-a：漢字表記 “冲” に下線を付すべきである。
• p.382,例文 [58]-a： “婆婆” に対するピンイン表記が “po2po2” とあるが，2字目は常に軽声で
あるため “po2po0” とすべきである。

• p.382, 例文 [59]-a： “强盗” に対するピンイン表記が “qian2dao4” とあるが，“强” は正しく
は “qiang2” である。

• p.383,例文 [60]-a：“分钟”に対するピンイン表記が“fen4zhong1”とあるが，この“分”の声調
は第 1声である。

• p.387,例文 [68]-b：様態補語を導く “得” のピンイン表記は “de0” とすべきである。
• p.387,例文 [70]-a：同上。
• p.389,例文 [72]-b：漢字表記に “其他县市，乡” とあるが，意味的にここの読点は “、” でなけ
ればならない。

• p.389,例文 [73]-b：様態補語を導く “得” のピンイン表記は “de0” とすべきである。
• p.390,例文 [73]-c：助詞“啊”に対するピンイン表記が“a1”とあるが，Huang and Shi, eds. (2016)
では基本的に “啊” の声調を軽声で表記しているため，統一して “a0” とすべきである。

• p.390,例文 [74]：様態補語を導く “得” のピンイン表記は “de0” とすべきである。
• p.390,例文 [75]： “自杀率” に対するピンイン表記が “zi4sha1lu4” とあるが，“率” は正しく
は “lü4” である。

• p.392,例文 [77]-c：漢字表記に “鉴于美元今年，大幅升值” とあるが，ここの読点は不要であ
る。

• p.393,例文 [78]-b： “藉着” に対するピンイン表記が “jie4zhu4” とあるが，この “着” は正しく
は “zhe0” である。

• p.393,例文 [78]-c：漢字表記に “姊姊” とあるが，ピンイン表記に合わせて “姐姐” とすべきで
ある。

• p.394,例文 [80]-a：“好”に対するピンイン表記が“hao4”とあるが，この“好”の声調は第 3声
である。

• p.398,例文 [87]-b： “二十九” に対するピンイン表記が “er2shi2jiu3” とあるが，“二” の声調は
第 4声である。

Chapter 14

• p.407,例文 [10]-a： “栓子” に対するピンイン表記が “shuan4zi0” とあるが，“拴” の声調は第 1

声である。
• p.407,例文 [10]-b：漢字表記に “⋯上司—个多疑的人–把他⋯” とあるが，3つ目（= “个” の直
前）のハイフンは漢字 “一” の誤植である。

• p.413,例文 [18]-b： “好你个” に対するピンイン表記が “hao4 ni3 ge4” とあるが，この “好” の
声調は第 3声である。

• p.414,例文 [21]-c：漢字表記 “了” に対するピンイン表記 (le0)およびグロス (LE)が欠けてい
る。

• p.420,例文 [30]-b： “女朋友” に対するピンイン表記が “nü3peng2you2” とあるが，“友” の声調
は第 3声である。

• p.421, 例文 [33]-a： “咱们” に対するピンイン表記が “za2men0” とあるが，“咱” は正しく
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は “zan2” である。
• p.426,例文 [41]-a： “碰” に対するピンイン表記が “peng2” とあるが，正しくは第 4声である。
• p.430,例文 [47]-a： “提供” に対するピンイン表記が “ti2gong4” とあるが，この “供” の声調は
第 1声である。

• p.436,例文 [53]-a： “女主角” の “角” に対するピンイン表記 (jue2)が欠けている。
• p.444,例文 [62]-c：漢字表記“省得”に対するピンイン表記が“mian3de0”とあり，一致しない。
漢字表記に合わせてピンイン表記を “sheng3de0” と改めるか，ピンイン表記に合わせて漢字
表記を “免得” と改めるべきである。

• p.445,例文 [64]-a：漢字表記 “而且” に対するピンイン表記 (er2qie3)およびグロス (and)が欠
けている。

Chapter 15

• p.451,例文 [2]： “混为一谈” に対するピンイン表記が “hun3wei2yi1tan2” とあるが，正しくは
この “混” の声調は第 4声である。

• p.454,例文 [9]： “放火” に対するピンイン表記が “fang3huo3” とあるが，“放” の声調は第 4声
である。

• p.455,例文 [13]：“血”に対するピンイン表記が“xue3”とあるが，この“血”は正しくは“xie3”
である。

• p.461, 例文 [31]： “身子” に対するピンイン表記が “sheng1zi0” とあるが，“身” は正しく
は “shen1” である。

• p.462,例文 [35]： “满眶” に対するピンイン表記が “man3 kuang1” とあるが，“眶” の声調は第
4声である。

• p.463,例文 [40]：2箇所において“当”に対するピンイン表記が“dang1”とあるが，これら“当”
の声調は第 4声である。

• p.463,例文 [41]： “好” に対するピンイン表記が “hao4” とあるが，この “好” の声調は第 3声
である。

• p.464,例文 [46]：同上。
• p.466,例文 [54]： “当” に対するピンイン表記が “dang1” とあるが，この “当” の声調は第 4声
である。

• p.469,例文 [62]： “听” に対する声調表記 (1)が欠けている。
• p.471,例文 [67]：“侮辱”に対するピンイン表記が“wu1ru3”とあるが，“侮”の声調は第 3声で
ある。

• p.471, 例文 [70]：句末助詞 “啊” に対するピンイン表記が “a1” とあるが，Huang and Shi,

eds. (2016)では基本的に “啊” の声調を軽声で表記しているため，統一して “a0” とすべきで
ある。

• p.473,例文 [77]： “满满” に対するピンイン表記が “man2man3” とあるが，“man3man3” とす
べきである。

• p.475,例文 [84]：2箇所において “干邑” に対する声調表記が “gan4yi4” とあるが，この “干”
の声調は第 1声である。

• p.477,例文 [91]： “两旁” に対するピンイン表記が “liang2pang2” とあるが，“两” の声調は第 3
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声である。
• p.478,例文 [95]：“北部”に対するピンイン表記が“bei4bu4”とあるが，“北”の声調は第 3声で
ある。

• p.479,例文 [96]： “为” に対するピンイン表記が “wei4” とあるが，この “为” の声調は第 2声
である。

• p.480,例文 [99]：“好”に対するピンイン表記が“hao4”とあるが，この“好”の声調は第 3声で
ある。また漢字表記に“惯怀”とあるが，正しくは“惯坏”で，そのピンイン表記は“guan4huai4”
である。

Chapter 16

• p.487,例文 [2]： “细菌” に対するピンイン表記が “xi4jun4” とあるが，この “菌” の声調は第 1

声である。
• p.495,例文 [16]： “这” に対するピンイン表記が “zh4” とあるが，正しくは “zhe4” である。
• p.495,例文 [17]：2箇所において “养育” に対するピンイン表記が “yang3yu1” とあるが，“育”
の声調は第 4声である。

• p.496,例文 [18]：“削价”に対するピンイン表記が“xue4jia4”とあるが，“削”の声調は第 1声で
ある。また“这种产品”に対するピンイン表記が“zhe4zhong4 chan3pin3”とあるが，この“种”
の声調は第 3声である。

• p.497,例文 [20]： “冲击” に対するピンイン表記が “chong1ji2” とあるが，“击” の声調は第 1声
である。

• pp.500–501,例文 [28]： “电影业” に対するピンイン表記が “dian4yin3” とあるが，“影” のピン
イン表記は正しくは “ying3” である。また “业” のピンイン表記 “ye4” を補うべきである。さ
らに，“解决” に対するピンイン表記が “jie2jue2” とあるが，“解” の声調は第 3声である。

• p.501,例文 [29]：漢字表記 “到了” に対するピンイン表記が “zhuan3 dao4” とあり，一致しな
い。ピンイン表記に合わせて漢字表記を “转到” と改めるべきである。

• p.505,例文 [36]：“猜谜”に対するピンイン表記が“cai1mei4”とあるが，“谜”は正しくは“mi2”
である。

• p.506,例文 [41]： “仍然” に対するピンイン表記が “reng2” とあり，“然” に対するピンイン表
記 (ran2)を欠く。

• p.508, 例文 [42]： “身心” に対するピンイン表記が “sheng1xin1” とあるが，“身” は正しく
は “shen1” である。

• p.510,例文 [46]： “休息” に対するピンイン表記が “xiu1xi2” とあるが，“息” の声調は第 1声で
ある。或いは，この “息” は必ず軽声で発音されるため，“xi0” でも良い。

• p.511,例文 [48]-b： “微光” に対するピンイン表記が “wei2 guang1” とあるが，“微” の声調は第
1声である。

• p.511,例文 [48]-e：漢字表記 “塑料” に対するピンイン表記が “su4jiao1” とあり，一致しない。
漢字表記に合わせてピンイン表記を “su4liao4” と改めるか，ピンイン表記に合わせて漢字表
記を “塑胶” と改めるべきである。

• pp.511–512,例文 [48]-f：同上。
• p.512,例文 [49]-b： “我们俩” に対するピンイン表記が “wo3men0 liang3” とあるが，この “俩”
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は “lia3” である。
• p.514,例文 [50]-a： “淳朴” に対するピンイン表記が “chun2pu2” とあるが，“朴” の声調は第 3

声である。
• p.514,例文 [50]-e： “漫画” に対するピンイン表記が “man2hua4” とあるが，“漫” の声調は第 4

声である。
• p.516,例文 [53]： “好” に対するピンイン表記が “hao4” とあるが，この “好” の声調は第 3声
である。

Chapter 17

• p.520,例文 [8]-a： “可以” に対するピンイン表記が “ke2yi3” とあるが，“可” の声調は第 3声で
ある。

• p.520,例文 [8]-b： “只” に対するピンイン表記が “zhi1” とあるが，この “只” の声調は第 3声
である。

• p.522,例文 [12]-a：“哪里”に対するピンイン表記が“na2li3”とあるが，“哪”の声調は第 3声で
ある。なお “哪里” の “里” は常に軽声で発音されるため，“li0” と表記しても良い。

• p.527,例文 [23]-a： “入狱” に対するピンイン表記が “ru4yu1” とあるが，“狱” の声調は第 4声
である。

• p.527,例文 [23]-b： “浴缸” に対するピンイン表記が “yu1gang1” とあるが，“浴” の声調は第 4

声である。
• p.528,例文 [24]-a： “子女” に対するピンイン表記が “zi2nu3” とあるが，正しくは “zi3nü3” で
ある。

• p.529. 例文 [26]： “演讲” に対するピンイン表記が “yan2jiang3” とあるが，“演” の声調は第 3

声である。
• p.530,例文 [27]-b： “只有” に対するピンイン表記が “zhi2you3” とあるが，“只” の声調は第 3

声である。
• p.530,例文 [28]-b： “略知一二” に対するピンイン表記が “lue4zhi1yi1er4” とあるが，“略” は正
しくは “lüe4” である。

• p.533,例文 [34]：2箇所において “按摩椅” に対するピンイン表記が “an4mo1yi3” とあるが，
“摩” の声調は第 2声である。

• p.538,例文 [45]-a： “愉快” に対するピンイン表記が “yu1kuai4” とあるが，“愉” の声調は第 2

声である。
• p.540,例文 [48]： “模样” に対するピンイン表記が “mo2yang4” とあるが，この “模” は “mu2”
である。

• p.541,例文 [51]：“坊间”に対するピンイン表記が“fang3jian1”とあるが，“坊”の声調は第 1声
である。

• p.544,例文 [56]-a：“熟透”に対するピンイン表記が“shou2tou4”とあるが，この“熟”は “shu2”
である。

• p.544,例文 [56]-b： “不一会儿”に対するピンイン表記が “bu2yi1hui3er2” とあるが，この “儿”
はアル化を表しているため “er0” とすべきである。

• p.545,例文 [60]： “背上” に対するピンイン表記が “bei1 shang4” とあるが，この “背” の声調
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は第 4声である。
• p.545,例文 [61]： “土匪” に対するピンイン表記が “tu2fei3” とあるが，“土” の声調は第 3声で
ある。

• p.550,例文 [72]-a： “法国” に対するピンイン表記が “fa4guo2” とあるが，“法” の声調は第 3声
である。

• p.550,例文 [72]-b：“上述”に対するピンイン表記 (shang4shu4)およびグロス (aforementioned)

が欠けている。
• p.552,例文 [78]： “五匹马” に対するピンイン表記が “wu3 pi1 ma3” とあるが，“匹” の声調は
第 3声である。

• p.554,例文 [83]：“内疚”に対するピンイン表記が“nei4jiu1”とあるが，“疚”の声調は第 4声で
ある。

• p.555,例文 [86]-A： “嗯” に対するピンイン表記が “en4” とあるが，正しくは “ng4” である。
• p.557,例文 [95]-a： “提携” に対するピンイン表記が “ti2xi2” とあるが，“携” は正しくは “xie2”
である。

• p.562,例文 [108]： “孟子” に対するピンイン表記が “meng4zi0” とあるが，この “子” は “zi3”
である。

• p.562,例文 [109]： “仅只” に対するピンイン表記が “jin2zhi3” とあるが，“仅” の声調は第 3声
である。また “血肉” に対するピンイン表記が “xie3rou4” とあるが，この “血” は “xue4” であ
る。

• p.564,例文 [113]-a： “值得一提” の “得” に対する声調表記 (0)が欠けている。
• p.566,例文 [117]-a：“教育”に対するピンイン表記が“jiao1yu4”とあるが，この“教”の声調は
第 4声である。

• p.566,例文 [117]-b： “相差” に対するピンイン表記が “xiang1cha1” とあるが，この “差” の声
調は第 4声である。

• p.569,例文 [124]： “宁愿” に対するピンイン表記が “ning2yuan4” とあるが，この “宁” の声調
は第 4声である。

• p.570,例文 [126]-b： “自己” の “己” に対するピンイン表記 (ji3)が欠けている。
• p.573,例文 [132]： “仅仅” に対するピンイン表記が “jin2jin3” とあるが，“仅” の声調は第 3声
であるため，“jin3jin3” とすべきである。

• p.573,例文 [133]-b： “鲍叔牙” に対するピンイン表記が “bao4shu2ya2” とあるが，“叔” の声調
は第 1声である。

• p.575,例文 [139]-b： “被昵称为” に対するピンイン表記が “bei4 ni4cheng1 wei4” とあるが，こ
の “为” の声調は第 2声である。

• p.576,例文 [140]-b： “用” に対するピンイン表記が “yon4” とあるが，正しくは “yong4” であ
る。

Appendix

• p.578,例文 [1]-a： “按照” に対するピンイン表記が “an1” とあるが，“按” の声調は第 4声であ
る。また “照” に対するピンイン表記 (zhao4)が欠けている。

• p.578,例文 [1]-b： “服务员” に対するピンイン表記が “fu2wu2yuan2” とあるが，“务” の声調は
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第 4声である。
• p.579, 例文 [4]-a：漢字表記 “着名” は “著名” とすべきである。また “名” のピンイン表記
が “min2” とあるが，“ming2” とすべきである。

• p.580,例文 [7]： “地方” の “方” に対する声調表記（0または 1）が欠けている。
• pp.580–581,例文 [8]-a： “坦桑尼亚” に対する声調表記が “tan2sang1ni2ya4” とあるが，“坦” の
声調は第 3声である。また国名「ザンジバル」の漢字表記が “桑几巴尔” とあるが，“桑给巴
尔” が一般的である。さらに “商业” に対するピンイン表記が “shang1yan4” とあるが，“业” は
正しくは “ye4” である。

• p.581,例文 [8]-b：“全球暖化”に対するピンイン表記が“quan1qiu2nuan3hua4”とあるが，“全”
の声調は第 2声である。

• p.582,例文 [13]： “袭击” に対するピンイン表記が “xi2ji2” とあるが，“击” の声調は第 1声で
ある。また “出其不意” に対するピンイン表記が “chu1qi1bu4yi4” とあるが，“其” の声調は第
2声である。

• p.583,例文 [16]：“包括”に対するピンイン表記が“bao1gua1”とあるが，“括”は正しくは“kuo4”
である。また “汽油” の “汽” に対するピンイン表記 (qi4)が欠けている。

• p.584,例文 [17]-a：“新娘子”に対するピンイン表記が“xin1nian2zi0”とあるが，“娘”は正しく
は “niang2” である。

• p.585,例文 [20]-b： “物种起源” に対するピンイン表記が “wu4zhong4qi3yuan2” とあるが，こ
の “种” の声調は第 3声である。

• p.586,例文 [20]-c： “伙食费” に対するピンイン表記が “huo2shi2fei4” とあるが，“伙” の声調は
第 3声である。

• p.586, 例文 [21]-a： “自身” に対するピンイン表記が “zi4sheng” とあるが，“身” は正しく
は “shen1” である。

• p.586, 例文 [22]-a： “毕加索” に対するピンイン表記が “bi3jiasuo3” とあるが，正しく
は “bi4jia1suo3” である。

• p.587,例文 [23]-a： “连声” に対するピンイン表記が “lian2sheng2” とあるが，“声” の声調は第
1声である。また 2箇所において “赢” のピンイン表記が “yin2” とあるが，正しくは “ying2”
である。

• pp.587–588,例文 [23]-b：漢字表記 “作品是” に対しピンイン表記は “zuo4pin3 zhen1 shi4” とあ
り，一致しない。漢字表記に合わせてピンイン表記から “zhen1” を削除するか，ピンイン表
記に合わせて漢字表記を “作品真是” とすべきである。

• p.588,例文 [25]-b：例文中の数字 “35” に対するピンイン表記およびグロスが “50” になってい
る。

• p.589,例文 [27]： “身份证” に対するピンイン表記が “sheng2fen4zheng4” とあるが，“身” は正
しくは “shen1” である。
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