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日本語の接続表現と中国語の連詞の類型に関する比較

A Comparison between Japanese Conjunctive Expressions and 
Chinese‘Renshi ’ in Terms of Their Classificatory Types

範　海翔
FAN Haixiang

Abstract

　　A text is usually composed of more than one sentence.  To create a meaningful text, 

sentences in it must be tied with each other in some kind of connective relationship. 

Conjunctive expressions are one of the significant means to achieve this goal, which is 

probably true of all languages in the world.  Linguistic research, however, has shown 

that those conjunctive expressions and ways of their classification into groups are 

different in kind among individual language.

　　This paper, based upon the findings of preceding research, compared the types of 

Japanese conjunctive expressions with the types of Chinese counterparts in terms of 

their connective meanings and grammatical functions. Our findings are as follows:

⑴  The five types of Japanese conjunctive expressions, ‘junsetsu’,‘gyakusetsu’, ‘tenka’, 

‘taihi’ and ‘rensa’ correspond to the five types of counterparts in Chinese 

‘Renshi’.

⑵  The Japanese types classified as ‘tenkan’, ‘hosoku’ and ‘douretsu’ correspond to 

Chinese ‘setsuzoku-ku’ (conjuctive phrases), not ‘Renshi’. 

⑶  The three types of ‘kasetsu’, ‘jyoken’ and ‘mokuteki’ in Chinese ‘Renshi’ 

correspond to some of the Japanese ‘setsuzoku-jyoshi’, not ‘setsuzokushi’ or 

‘setsuzoku-fukushi’. 
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0．はじめに

　ひとつの文章は、数多くのひとつひとつの文が集まって成り立っている。文と文の間は、

ある種の関係を持たなければならない。接続表現はその関係を明示化する重要な手段であ
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る。これはどの言語でも共通する点である。しかし、言語の研究において、言語によって

文の連接関係及び接続表現の分類法が異なっている。本稿は先行研究をふまえて、日本語

の文章における文の連接関係による日本語の「接続表現」の類型と、中国語の文章におけ

る文の連接関係による中国語の「連詞」の類型を比較し、日本語と中国語の ｢つなぎ言葉｣

における共通点と相違点を明らかにする。

１．日本語における文と文の意味関係による接続表現の類型

　接続表現に関して接続語句、接続詞等類似する用語があるが、本稿は接続表現の類型方

法を論じる前に、本稿の接続表現の定義と範囲、ならびに接続表現、接続語句、接続詞の

関係を明確にしておこう。

１．１　日本語の接続表現の範囲と定義

　日本語の接続表現とは、接続詞、接続助詞とその相当表現を含む、いわゆる「つなぎ言

葉」の総称であるが、文章論の領域においては、２文間の意味的な接続関係を示す ｢文の

連接関係｣ の形態的指標とされてきた（佐久間1992：63）。先行文脈をふまえて、後続文

脈に来る内容を予告し、読み手の理解を助ける表現である。本稿において接続詞・接続語

句という名称を避ける理由は、まず接続詞は品詞論上の概念であり、隣接する品詞１との

境界線を引くのに厳密な議論を必要とするからである。たとえば、「とくに」や「さらに」２

が接続詞なのか副詞なのかということは、その判断が非常に難しい。また、接続詞という

名称を用いると、「それにもかかわらず」や「換言すると」のような接続句が入るかどう

かも議論の対象になりかねない。そこで本稿は佐久間（1990，1992）を参考にし、接続表

現という名称を用いることにする。接続表現は、市川（1978）の接続語句に対応するもの

で、その範囲は更に多く、独立した要素どうしを結びつける接続詞、および文法化の進ん

だ接続詞的表現を指す。接続表現は、複文の接続助詞も含まれているが、本論では文と文

の関係に焦点をあて、文を超えるレベルで働くもののみを対象にする。

１．２　類型

　文と文の意味関係を基準に接続表現を類型する研究には、市川（1978）、永野（1986）、

佐久間（1992）などがある。ここでは市川（1978）の類型を取り上げる。表１を参照され

たい。
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２．中国語における文の接続関係による連詞の類型

　中国語の「つなぎ言葉」は「連詞」或いは「連接詞」と名付けられることが多く、本稿

は「連詞」という名称を使う。「連詞」の類型を論じる前に、本稿の「連詞」の定義と範

囲を明確にしておこう。

　

２．１　連詞の定義と範囲

　中国語において、文と文を連接する「つなぎ言葉」は呂（2005）で “連接詞”、張（2000）

で“連詞”と名づけられている。張（2000：142）は“汉语的连词是一种具有多层次链接

功能的虚词，既可以连接词和短语，也可以连接小句和句组”（中国語の ｢連詞｣ は多次元

的連接機能を持つ機能語であり、語と語、節と節、文と文などを連接することができる）

と指摘している。本稿は文の単位を超え、テクストや文章のレベルにおける接続表現の使

用を中心に考察するものであるため、文と文を連接する連詞のみを考察対象としたいと考

えている。

　また、中国語の連詞は他の品詞からきたものがほとんどであるため（張20003）、日本語

の接続詞と同じように、連詞は副詞、介詞などの品詞との境界線が曖昧である。そのため、

　表１　市川（1978）の文の連接型の８類型

順接型
前文の内容を条件とするその帰結を後文に述べる型だから・ですから・それ
で・すると・かくて・こうして・それには　など

逆接型
前文の内容に反する内容を後文の述べ型しかし・けれども・だが・でも・
が・ところが・それが　など

添加型
前文の内容に付け加わる内容を後文に述べる型そして・ついで・それから・
そのうえ・そのとき・そこへ　など

対比型
前文の内容に対して対比的な内容を後文に述べる型いっぽう・逆に・それと
も・または・あるいは　など

転換型
前文の内容から転じて、別個の内容を後文に述べる型ところで、さて、では、
ともあれ、それはそうと　など

同列型
前文の内容と同等とみなされる内容を後文に重ねて述べる型すなわち・つま
り・要するに・せめて・とりわけ　など

補足型
前文の内容を補足する内容を後文に重ねて述べる型なぜなら・というのは・
だって・なお・ちなみに　など

連鎖型
前文の内容に直接結びつく内容を後文に述べる型（通例接続表現は用いられ
ない）



日本語の接続表現と中国語の連詞の類型に関する比較

－ 68 －

張（2000）の ｢連詞｣ に関する定義に基づき、｢連詞｣ であるか否かを判定する際に、ま

ず連接する機能の有無を重要な要因として考える。さらに語と語の連接か、節と節の連接

か、文と文の連接かなどのどちらかを見極める。より正確に ｢連詞｣ の定義するために、

呂（1980）や『新華漢語辞典』を参考にした。

２．２　類型

　中国語では、連詞の類型について、語、節、文のどのレベルで使われているかによって

分類する先行研究が多いが、ここでは文の連接の意味関係に基づいて分類する張（2000）

の類型を取り上げる。次の表２を考えよう。表２は張（2000：189-190）によるもの。（ ）

は筆者によるものであり、中国語と日本語の文の関係を区別するため直訳した。

　中国語において、文の接続関係はまず大きく“联合”（連合）、“偏正”（偏正）の２種類

に分けられている。“联合”（連合）はまた“并列”（並列）、“连贯”（連貫）、“递进”（逓進）、

“选择”（選択）の４種類に分けられ、“偏正”（偏正）はまた“因果”（因果）、“转折”（転

折）、“假设”（仮説）、“条件”（条件）、“目的”（目的）の５種類に分けられ、全部で９種

表２　中国語の文の連接型９類型

连词（連詞）
关系（関係）

单用（単独で使用） 合用（ペアーで使用）

联合
（連合）

并列（並列） 同时（同時に）・另一方面（一方）
一方面……（另）一方面（一方）・
是……不是（一方）不是……而是

连贯（連貫） 于是（すると） 接着（こうして） 接着……然后（こうして）

递进（逓進）
而且/不仅（そのうえ） 再说（そ
して） 再则（そして）

不但……而且（それだけではな
く） 不但……甚至/甚而至于（そ
れだけではなく）

选择（選択） 或者（あるいは）还是（それとも）
或者……或者（それとも）是
……还是（それとも）

偏正
（偏正）

因果（因果）
所以（ですから）因为（ですか
ら） 因而（そこで）

因为……所以（ですから）

转折（転折） 但（しかし）但是（しかし） 虽然……但是（しかし）

假设（仮説） 如果（もし）倘使（もし） 如果……那么（もし）

条件（条件）
只要（…ば）无论（いくら…て
も…） 

只要……就（…ば）只有……才
（…さえ…ば）

目的（目的）
为的是（…のため）为了（…の
ため）

無
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類の類型である。９種類の中国語の連詞の例文は次の例⑴～⑼をご参照されたい（中国語

の例文とその対訳文の出典：北京日本語研究中心編『中日対訳コーパス』）。

⑴　我们必须保持清醒头脑，作好克服更大困难的准备。同时应该看到，有利条件也很多。

『全人代报告99』 ［並列］

（われわれは冷静な頭脳を保ち、より大きな困難の克服に備えなければならない。

同時に有利な条件がたくさんあることをも見て取るべきである）『全人代報告99』

⑵　他听过不少穷孩子不能读书的故事，他深深地为这些穷孩子而悲伤。于是他觉得自己

上学实在是无比的福气。『活动变人形』 ［連貫］

（貧乏で学校に上れない子の話をいろいろ聞くと、とても可哀想になる。だから自

分が学校に上れるのをとても幸せに思う）『活动变人形』

⑶　李芝庭没有言声。道静也没有答话。可是她心里承认了这个陌生青年说的对。并且对这

个人——奇怪的、不知哪一点和一般人不一样的人感到了尊敬。『青春之歌』 ［逓進］

（李芝庭は黙っていた。道静もなにもいわなかった。しかし、胸の中では、この初

対面の青年のことばは、正しいと思った。しかも、この人物――この不思議な、ど

こかふつうとは違うこの人物に対して、尊敬の念を抱きはじめていた）『青春の歌』

⑷　看电视时，我和妻把壁橱中的被褥拿出来，迭得高高的，权当简易沙发。或者干脆搬

两把椅子。『中日飞鸿』 ［選択］

（テレビを見るとき、私と妻は押入れの中から布団を出してきて、間に合わせのソ

ファー代わりにする。あるいは、椅子を二つ運んでくる）『日中飛鴻』

⑸　对于女人的兴趣，也像我似的，适可而止，很少作进一步的打算。所以直到他大学毕

业，出了国，又回来在工厂里做事，还没有一个情人。『关于女人』 ［因果］

（女の人への関心は私と同じだった。一応は付き合うが一歩踏みこむつもりはない。

それで大学を卒業して留学し、帰国して工場に勤めるようになっても、恋人がいな

かったのだ）『女の人について』

⑹　他服从了组织，比较好地完成了学习任务。但是他并没有心服，只是出于对这个领导

者的敬畏。『金光大道』 ［転折］

（王友清は組織の決定に従い、学習の任務を割によく果たした。しかし、かれは心

の底から従ったのではなかった。ただ、この指導者にたいする畏敬の念からそうし

たにすぎなかった）『輝ける道』

⑺　他今天该到了。如果昨天动身的话。『八百词』 ［仮説］

（彼は今日着くはずだ。もし昨日出発したのなら。）『八百詞』
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⑻　你要是真要我去我就去！只要你不后悔。『人啊人』 ［条件］

（おまえがほんとに行かせたいのなら､行くぞ！おまえさえ後悔しないなら）『ああ、

人間よ』

⑼　时至今日，一切空话不必说了，还是做件切实的工作，借以立功自赎为好。免得永远

被人们所唾弃。『毛泽东选集第四卷』 ［目的］ 

（いまとなっては、空言はいっさい無用で、それよりも、手柄をたてて自分の罪を

つぐなうために実質的な仕事をしたほうがよい。そうすれば、人民から永久にだき

唾
だ き

棄されるようなことがなくてすむ）４『毛沢東選集四』

３．日本語と中国語とのマッチング

　第１節と第２節で述べた先行研究をふまえて、日本語と中国語をマッチングしてみると、

文の接続関係及び接続表現の類型は、日本語と中国語と重なる部分もあれば、異なる部分

もある。次の表３を見てみよう。

　表３のように日本語と中国語の文の関係による接続型は、３つのグループに分けること

ができる。グループＡでは日本語と中国語とがほぼ対応している。グループＢは日本語に

だけ認められる類型であり、グループＣは中国語にだけ認められる類型である。

３．１　グループＡ

　このグループの類型は、日本語と中国語がほぼ対応している。中国語の「転折」（“转折”）

と日本語の「逆接」、中国語の「逓進」（“递进”）と日本語の「添加」はほぼ一致している。

　中国語の「因果」（“因果”）類は〈原因／理由―帰結〉の関係を表し、「連貫」（“连贯”）

類は〈前―後〉という時間的な関係を表す。中国語の「因果」と「連貫」はどちらも日本

語の「順接」類に入る。

　中国語の「並列」（“并列”）類は〈Ａ and Ａ〉の関係で、「選択」（“选择”）は〈Ａ or Ｂ〉

の関係である。どちらも日本語の「対比」類に入る。

　「連鎖」については、中国語において一つの類として立てられていないが、前文の内容

に直接結び付く内容を後文で述べ、接続表現が用いられない類であるため、中国語にも存

表３　文の連接型における日本語と中国語の対応
言語 グループＡ グループＢ グループＣ

日本語 順
接

逆
接

添
加

対
比

連
鎖

同
列

補
足

転
換 ― ― ―

中国語
因
果
連
貫

転
折

逓
進

並
列
選
択

○ ― ― ― 仮
説

条
件

目
的
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在している。次の⑽がその例である。

　

⑽　 以苏联为首的世界革命统一战线，战胜了法西斯主义的德意日。这是十月革命的结果。

『毛泽东选集第四卷』

（ソ連を先頭とする世界の革命的統一戦線はファシズムのドイツ、イタリア、日本

にうち勝った。これは十月革命の結果である）『毛沢東選集四』

３．２　グループＢ

　グループＢは、日本語において接続表現があるが、中国語の対応する「連詞」はない。

中国語では接続表現を使わないか、接続句で対応する場合が多い。「転換」類は、中国語

においては⑾のように接続表現を使わないことが多い。

⑾a. ところで、現在の日本は一億総ストレスの時代であるともいわれる。

 『心の危機管理術』

　b. 当代的日本，也被人们称作是全体国民均处于精神极度紧张状态的时代。

 『顺应自然的生存哲学』

　「同列」と「補足」は、次の⑿⒀のように接続句によって表される。

⑿a. 私は私自身さえ信用していないのです。つまり自分で自分が信用出来ないから、

人も信用できないようになっているのです。『こころ』 ［同列］

　b. 我连自己本人都不可信任，也就是自己不能相信自己，所以也不能相信别人。『心』

⒀a. ちなみに、その西端さんの店が繁盛しているというので、当時私は毎日のように

見学に出かけた。『心の危機管理術』 ［補足］

　b. 顺便提一下，在我听到这位西瑞先生经营的商店生意兴隆的消息后，当时，我就每

天去参观学习。『顺应自然的生存哲学』

３．３　グループＣ

　中国語における「仮説」（“假设”）、「条件」（“条件”）、「目的」（“目的”）の３つの類型は、

対応する日本語の接続表現はない。日本語の接続助詞と対応するのが多い。中国語は孤立

語であるため、単文と複文の境界が曖昧で、句点によって認定するのが普通である。例え

ば、次の⒁のaとbは形式が同じであるが、「，」を使ったa文は複文で、「。」を使ったｂ文

は２つの単文だと思われている。
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⒁a. 妈妈再三提醒，可是他还是把作业本忘了。

 （お母さんが何度も注意したのに、彼はやはり宿題帳を忘れた。）

　b. 妈妈再三提醒。可是他还是把作业本忘了。

 （お母さんが何度も注意した。しかし、彼はやはり宿題帳を忘れた。）

　中国語の「仮説」「条件」「目的」の連詞によって連接される２つの文は、実は主節を前

置する複文であるのがほとんどである。例えば次の⒂⒃⒄のa文はいずれもb文の複文の

意味と同じである。そのため、中国語の「仮説」「条件」「目的」の３類型の連詞は日本語

の接続助詞と対応している。

⒂a. 他今天该到了。如果昨天动身的话。『八百词』

 （彼は今日着くはずだ。もし昨日出発したのなら。） （＝⑺）［仮説］

　b. 如果昨天动身的话，他今天该到了。

 （もし昨日出発したのなら、彼は今日着くはずだ。）

⒃a. 你要是真要我去我就去！只要你不后悔。『人啊人』

 （おまえがほんとに行かせたいのなら､行くぞ！おまえさえ後悔しないならな｡）『あ

あ、人間よ』 （＝⑻）［条件］ 

　b. 只要你不后悔，你要是真要我去我就去！ 

 （おまえさえ後悔しないなら、おまえがほんとに行かせたいのなら､ 行くぞ！）

⒄a. 时至今日，一切空话不必说了，还是做件切实的工作，借以立功自赎为好。免得永

远被人们所唾弃。『毛泽东选集第四卷』

 （いまとなっては、空言はいっさい無用で、それよりも、手柄をたてて自分の罪を

つぐなうために実質的な仕事をしたほうがよい。そうすれば、人民から永久に唾

棄されるようなことがなくてすむ。）『毛沢東選集四』 （＝⑼）［目的］

　b. 免得永远被人们所唾弃，时至今日，一切空话不必说了，还是做件切实的工作，借

以立功自赎为好。

 （人民から永久に唾棄されないように、いまとなっては、空言はいっさい無用で、

それよりも、手柄をたてて自分の罪をつぐなうために実質的な仕事をしたほうが

よい）

４．おわりに

　本稿は、先行研究をふまえて、日本語文の連接関係による日本語の「接続表現」の類型

と、中国語の文の連接関係による中国語の「連詞」の類型を比較して、両者の異同を共通

例と個別例をあげて示した。日本語の「順接」「逆接」「添加」「対比」「連鎖」の５類型は
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中国語の連詞と対応しているが、「転換」「補足」「同列」は中国語の接続句に対応している。

また中国語の「仮説」「条件」「目的」の３類型は日本語の接続助詞と対応していることを

明らかにした。

注
１　副詞と接続詞の境界線のこと。
２　「とくに」や「さらに」は厳密には副詞であり、文頭に立って文の連接関係を問題にしているときに

接続詞のように見えると論者自身は考えている。接続詞と副詞の連続性については、市川（1965）、
中村（1973）を参照のこと。

３　張（2000：147）の原文は次のようである。“总之，汉语的连词绝大多数都是其他词类进化发展而来的。”
４　⑼の日本語訳は意訳であり、中国語の「免得」は「～しないように」と対応している。⑼を直訳す

ると「いまとなっては、空言はいっさい無用で、それよりも、手柄をたてて自分の罪をつぐなうた
めに実質的な仕事をしたほうがよい。人民から永久に唾棄されないように。」となる。
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