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現代中国語の副詞“又”“再”“还”“也”

宮　本　厚　子

提要

　　现代汉语的副词“又”“再”“还”“也”都可以表示在某一个行为或状态上重复

一个行为或状态。本文探讨了这些副词会出现的动词结构，以了解副词本身带有

的性质。并考察了各副词含有的意思。

0　はじめに

　“又”“再”“还”“也”の副詞は、いずれも何かの行為や状態に重ねて、ある行

為、状態が起こるということを表すのに用いられる。これまでの研究 1 で“又”

“再”“还”はどれも「繰り返し」や「追加」を表すことが指摘されている。本稿で

は、それぞれの副詞と共起する述語の持つ性質に注目し、副詞自身の表す意味

を考える。

　“又”“再”“还”の順に共起する述部と副詞の表す意味を考察し、最後に“也”

の持つ意味と他の副詞との違いについて考える。

1　“又”

1－ 1　“又”“再”と共起する述部

　これまで、教育の場では、“又”は動作・行為が既に行われた場合（已然）に、

“再”はまだ行われていない場合（未然）に用いられるとされる。それを否定す

るものではないが、ここでは、動作主の意志の有無に着目して、それぞれの副
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詞と共起する述部について、考察を行う。

　“又”の後ろに共起する述部は、［－意志］の意味組成を持ち、動作・行為、或

いは状態を描写する。一方 “再”の後ろに共起する述部は、主には［＋意志］で

ある。

　《现代汉语八百词》の例を見てみよう。

1） 再唱一个。（待重复）

　 もう一曲歌う。（繰り返そうとする）

2） 又唱了一个。（已重复）

　 もう一曲歌った。（すでに繰り返された）

　例 1の述語は“唱”という動作動詞で、動作主の意志で行為が行われる。動

作主となる主語は示されていないが、“我”が補われれば「私がもう一曲歌う」

という意思表明に、“你”が補われれば「あなたもう一曲歌いなさい」という命

令文になる。どちらの行為にも動作主の意志がいる。一方例 2は、動詞“唱”

に動態助詞の“了”が付加され、行為が既に行われたことを示している。すで

に行われた動作・行為はその事実を記述されるのみで、動作主の意志は問題に

されない。よって［－意志］である。

1－ 2　“又”と共起する述部

　“又”と共起する述部は、どれも動作主の行為の意志をいうものではない。

3） 这个人昨天来过，今天又来了。（八）

　 この人は昨日来て、今日また来た。

4） 大夫看看白度，又看看元豹。（千）

　 医者は白度を見、また元豹を見た。

5） 一群青蛙群龙无首，于是向上帝请求派个国王。上帝给它们扔下一块木头。

它们嫌木头不会说话，不会管事。于是不满足，又集体去找上帝请求换个国

王。（千）

ある蛙の群れにリーダーがおらず、そこで神に国王を派遣してくれるよう

求めた。神は彼らに一つの木切れを投げ与えた。彼らは木切れがしゃべれ
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ず、何もできないのを嫌った。そこで満足できず、また集団で国王を訪ね

て国王を代えてくれるよう求めた。

　どの例もある行為が繰り返し行われたことを言っている。また、どの行為も

すでに行われたことで、それを述べているものばかりである。よって、述部は

どれも動作主の意志をいうものではない。

6） 皮肤是一个“多面手”，它既是人体的“边防军”，又是大脑的“情报员”。（医）

皮膚は「何でも屋」で、人体の「国境守備軍」であり、また大脳の「情報員」

である。

7） …摸了半天，才又摸出了一个大柑子，又大又红。（bcc）

…しばらく探った後、ようやくまた大きなミカンを取り出した。大きくて

赤いミカンだった。

　例 6、7は、いくつかの状況が重なることを言うものである。例 6の述語は

動詞“是”、例 7は形容詞と、どちらも動作をいうものではなく、述語は［－

意志］であると言える。

　上で見た動作・行為の繰り返しをいう文は、すべて已然の文である。しかし、

未然のことについて“又”を用いる例もこれまでに指摘されてきた。

8） 明天值班又轮到我了。

　　明日また当番が私に回ってくる。

9） 明天去姑姑家，你别又喝醉了。

　　明日伯母さんの家に行って、また酔っぱらっちゃだめよ。

10） 这帮学生又要闹事。（千）

　　その学生たちがまた騒ぐだろう。

　例 8、9は马真（2000）の例である。三例の述語“轮到”“喝醉”“要闹事”はど

れも［－意志］である。

　このように、“又”は［－意志］の意味組成を持つ述語と共起する。このこと

から、“又”は、動作・行為が起きたことを述べる文や、その時の状態あるいは

ある状態が起こりうることをいう文に用いられていることが指摘できる。
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1－ 3　“又”の表す意味

　“又”の意味を、史锡尧（1990）は意味を“重复、添加、否定性的添加和并存”（重

複、添加、否定の添加、併存）の四つに分けている。また、邵敬敏・饶春江（1985）
は、“同类动作、状态或性质的加合关系”（同類の動作、状態、性質の添加関係）

とし、動作の繰り返しであれ、状態の累加であれ、“加合”（添加）を言うのであ

るという主張である。

　本稿では、「あるものにあるものが重なる」というのが、“又”の持つ意味であ

ると考える。二つの「あるもの」の意味関係と述部が動作か状態かという、“又”

の他の部分によって、以下のような意味の違いが出てくるのであると考える。

①「あるもの」が動作でそれに同じ動作が重なる場合、②同じく動作に違う動

作が重なる場合③「あるもの」が状態で同じ状態が重なる場合、④同じく状態

で同じベクトルの状態が重なる場合、⑤同じく状態で逆のベクトルの状態が重

なる場合の 5つに分けてみてみる。

　①は、繰り返しを言うものである。

3） 这个人昨天来过，今天又来了。（八）

　　この人は昨日来て、今日また来た。

4） 大夫看看白度，又看看元豹。（千）

　　医者は白度を見、また元豹を見た。

5） 一群青蛙群龙无首，于是向上帝请求派个国王。上帝给它们扔下一块木头。

它们嫌木头不会说话，不会管事。于是不满足，又集体去找上帝请求换个国

王。（千）

ある蛙の群れにリーダーがおらず、そこで神に国王を派遣してくれるよう

求めた。神は彼らに一つの木切れを投げ与えた。彼らは木切れがしゃべれ

ず、何もできないのを嫌った。そこで満足できず、また集団で国王を訪ね

て国王を代えてくれるよう求めた。

11） 首先我们查了清室档案，又翻阅了大量记载义和团在京津一带活动、战斗的

外传野史。（千）

まず私たちは清王朝の保存資料を調べ、また義和団の北京・天津一帯での
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活動、戦闘が大量に記載された民間の資料を調べました。

　例 3と 5は、同じ行為を繰り返し行ったことを言っているのに対し、例 4
と 11は、動詞の表す動作は同じであるが、動作の受け手、即ち目的語が違う。

しかし、どちらも繰り返しを言うものには違いない。

　②は、以下のような例である。

12） 白度悄悄出了门，靠在门上喘了口气，返身又进了屋。（千）

白度はこっそりと扉を出ると、扉にもたれ一息つき、身を翻してまた部屋

に入った。

　“又”の後ろに来る動詞は、前にある動詞が表すのと同じ行為ではないが、“进

（入る）”はその前の行為を表す動詞“出（出る）”と意味の上で反対になってい

る。

　③の場合、同じ状態が重なるということは、程度が高いことを表すことにな

る。

13） 我们四处打听，跑遍全城，咱们不是要找一纯而又纯的么？（千）

私たちはあちこちに聞き込みをし、全市を駆け巡りましたよ。だって純粋

な上にも純粋なのを探さなきゃならないでしょ。

　④は、例 7がそうである。

　⑤は下のような例である。

14） 白度十分激动又相当沉着。（千）

　　白度は非常に興奮していたが、またかなり落ち着いてもいた。

　“激动（興奮する）”と“沉着（落ち着いている）”は意味の上で反対である。②

の動作の場合と同じことが、状態でも指摘できる。

2　“再”

　次は、まず“再”の意味を見、それぞれの共起する述部について考えること

にしたい。表す意味は、主に二つである。①同じ行為の繰り返しをいう「再び」

②二つの動作・行為の順序をいう「それから」。
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2－ 1　同じ行為の繰り返しをいう「再び」

15） 我们再加一道题以决雌雄。（千）

　　私たちもう一題足して、雌雄を決しよう。

16） 你把这封信再看一遍。（马）

　　あなたはこの手紙をもう一度読みなさい。

17） 赵航宇还想再说什么。（千）

　　趙航宇はもう少し何か言いたいと思った。

　この意味の“再”と共起するのは、動作主の意志で行う動作・行為であり、［＋

意志］である。能願動詞は“再”より先に来ることはあっても（例 17）、“再”の

後ろに付くことはない ²。能願動詞を伴わない“再＋ V”は普通、動作主の意志

表明（例 1）、誘い掛け（例 15）、命令（例 16）のいずれかである。すべて動作主

の意志と関係がある。意志表明は言うに及ばす、誘い掛けや命令も行為に動作

主の意志が必要だ。一方、意志を表明する必要のない場合には、能願動詞がそ

の前に付加される。例 17は“再说什么”（何か言う）ということを意志を持って

やると言っているのではなく、そうしたいと希望を述べている。马真（2000）は、

主語が三人称の場合は能願動詞が必要であるようだと、次のような例を挙げて

いる。

18） 他想再找找。（＊他再找找。）

　　彼はもう一度捜したいと思っている。

19） 他们可以再听一遍。（？他们再听一遍）

　　彼らはもう一度聞くことができる。

　一、二人称と違い、三人称は側から客観的に観察した状況を述べることが多

い。よって、“再＋ V”のような動作主の意志をいう表現はそぐわず、能願動詞

が付加されなければならないということであろう。

　疑問文“你再＋ V 吗？”は成立しないとよく言われる。

20） ＊你明天再来吗？

bcc で“再来吗”を検索してみると、以下のように能願動詞がその前にある
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文が示される。

21） 施峻挤在她身后问 :“你还会再来吗？”

　　施峻擠が彼女の後ろから聞いた。「君はまた来ますか」

22） 韩大哥，你以后会再来吗？

　　韓にいさん、あなたは今後また来ますか。

　主語である“你”の意志を問うているのではない、“再来”の可能性を尋ねて

いるのである。よって、能願動詞“会”と共に用いられているのである。

　“再＋ V”の V は意志動詞に限らない。無意志動詞の場合もある。そしてや

はり、その前に能願動詞がくる。

23） 放心吧，不会再下雨了，… （bcc）

　　心配しないで、もう雨は降らないから、…

2－ 2　二つの動作・行為の順序をいう「それから」

24） 等雨小点再走吧。（永）

　　小雨になるのを待って出かけよう。

25） 元豹看看照片，再看看他爸，也傻了。（千）

　　元豹は写真を見、また彼の父を見たが、彼もまたあっけにとられた。

26） 你先学打得松树不动，然后再能一掌断树。（bcc）

まず松の木が動かないように攻撃することを学べば、手で一撃すれば木が

折れるようになる。

　“再”の前に示された行為をした後、後ろの行為をするという順序を示して

いる。①でみた“再”とは違い、後ろに裸の動詞がくる場合（例 24，25）もあれ

ば、能願動詞が来る場合（例 26）もある。未然を言うもの（例 24、26）が多いが、

已然を言う場合（例 25）もある。

　“再”は①②どちらの意味にしろ、“再”の後にくる動作・行為は、前に示され

た事柄より、時間の上で後に起こる。



－ 112－

宮　本　厚　子

3　“还”

　次に、“还”について見てみよう。“还”の主な意味は、①「依然としてまだ」、

②「その上まだ」の二つである。

3－ 1　「依然としてまだ」をいう“还”

27） “我还没说完呢”（千）

　　「まだ私の話は終わっていない」

28） 他还在图书馆。（八）

　　彼はまだ図書館にいる。

29） 我听了很感动，眼睛瞎了还在顽强战斗，…　（顽）

　　わしは聞いて感動した。目が見えなくなってもまだ粘り強く戦った、…

30） 时间还早，可以再等等。（八）

　　時間がまだ早いので、もう少し待てます。

　共起する述部は、どれも［＋状態］の意味を持つ。動詞句は否定形（例 27）、
持続的な動作を表す動詞（例 28）、動作の進行を表す副詞“在”を伴った動詞

句（例 29）等が挙げられる。また形容詞（例 30）も状態を表すため、共起する。

例 27は“说完”という動作が完結するまでは、「話し終えていない」という一つ

の状態としてとらえることができる。

3－ 2　「その上まだ」をいう“还”

31） …熬夜时除了喝茶还喝了些蜂王精，（千）

　　…徹夜の時お茶を飲む他ロイヤルゼリーまで飲んだ…

32） 老头子打房檐上跳下来，落到地上还轻盈地弹了几下，嘿嘿笑着 :（千）

じいさんは軒から飛び降り、地面に落ちると，その上軽やかに何回か弾み、

ヘラヘラ笑っている。

33） 一个男人脱下风衣递给元豹，这男人里面还穿着一件风衣。（千）

一人の男がコートを脱いで、元豹に渡した。この男は中にもう一枚コート
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を着ていた。

34） 他想去，我还想去呢。（沈）

　　彼は行きたがっているが、私はもっと行きたいと思っている。

　「その上まだ」という意味の“还”は、一回性の動作・行為をいう動詞（例 31、
32）や状態をいう動詞（句）（例 33）、能願動詞（例 34）など、幅広い述語と共起

する。どの例も、“还”の後ろにくる述部は、前の述部で示されたよりも程度の

高いものが示される。例 31はお茶よりも値の張るロイヤルゼリー、例 32は

飛び降りただけでなく、地面で転がって見せるという、例 33は脱いだ後にま

だ一枚コートを着ていたという、例 34は「行きたい」という願望が勝っている

という、より程度の高い事柄が示される。

3－ 3　その他

　《现代汉语八百词》の“还”の項では、“平”“扬”“抑”という三つの語気に従っ

て分類している。本稿の①は“平”に、②は“扬”にあたる。本稿では“抑”は、

①から派生したものであると考えるが、ここでは深く立ち入らない。

　またその他に“表示以感情为主”（感情を中心に表す）という項がある。その

意味はあるものは“平”“扬”“抑”のいずれかで解釈できるが、それは重要では

ないとしている。しかしなぜそのような感情が表せるのか、非母語話者にはす

ぐには理解できないので、ここで考えてみたい。

 a ） 表示超出预料，有赞叹的语气（予想外であることを表す。賛嘆の語気があ

る）。

35） 下这么大的雨，没想到你还真准时到了。

こんなに土砂降りなのに、あなたが時間通りに来るとは本当に思いもしな

かった。

　一般的な因果関係では、条件が悪くなると結果も悪くなる。しかし、条件が

悪くなってもなお、良い条件の時と同じ結果が得られた。雨が降っても、依然

として天気が良いときと同じように到着したと言っているのである。本来は良

くない結果を招く原因があるのに、予想を裏切って良い結果が得られた場合に
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用いる。

 b ） 表示应该怎样而不怎样，名不副实，有责备或讥讽的语气（そうであるべき

なのにそうではない、名実が伴わないことを表し、責める或いは皮肉る語

気を持つ）。

36） 亏你还上过大学呢，这个字也不认得。

それでも大学に行ったことがあるというのか、この字でさえわからないの

に。

　大学に行ったなら、難しい字もわかるはずであるが、この字すら知らなくて

も、依然として大学に行ったことがあるというのかと言っている。実際は低い

レベルにあるにもかかわらず、それでもまだりっぱな立場にあるのだねと皮肉

を言っているのである。

4　马真（2000）

　马真（2000）では、“又”“再”“还”について、“重复”“追加”の意味において、

已然と未然の使い分けを以下のようにしている 3。

　“重复”即ち「繰り返し」は、已然の場合は“又”を用いるが、未然は“再”と“还”

の二つが用いられるとしている。しかし両者の使用には別があるようだ。蒋琪 

金立鑫（1997）は、“再”は“‘断’之后的重复（「切断」の後の重複）” “还”は“‘连’

之延续（「連続」の継続）”であるとして次のような例を挙げている。

37） 我再买一个。

　　私はもう一つ買います。

38） 我还买一个。

　　私はまだ一つ買います。

　例 37はもう勘定が終わってからもう一つ買う場合で、例 38は勘定がまだ

重复 追加

又 已然 × 

再 未然 未然

还 未然 未然 /已然
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済んでいない場合だという。そして、その理由を“再”を用いる場合、前の行

為が既に終わり、同じ動作行為がまた改めて始まったと話者は考えるが、“还”

の場合は同じ動作が終わることなく、続けて行われていると考えるからだとし

ている。そうであるならば、“还”の“重复”義というのは“还”の持つ「依然とし

て」の意味だと考えるべきだろう。となると、“还”は马真（2000）のいう所の“追

加”の意味のみを表すということになる。

　次に“再”の“追加”義について考えたい。马真（2000）のいう“再”の“追加”

とは次のような例である。

39） 你先回去吧，我再到王大嫂家看看。

　　あなた先に帰ってよ。私は王ねえさんの所に顔を出していくから。

　この“再”は、ある場所に“你”と共にやって来た、そして連れを先に帰して、

そして自分は別の所に行くという、本稿“再”の②二つの動作・行為の順序を

いう「それから」にあたる。“追加”と呼ぶのはいかがなものであろうか。

　このように考えると、“重复”義は已然を“又”が、未然を“再”が受け持ち、“还”

は“追加”義を表すといえそうである。表は以下のように示す。

5　“也”

　马真（1982）は、副詞“也”を用いた文を次の三つに分類している。

40） 你今年二十啦？我今年也二十啦，我们俩同岁！

あなたは今年二十歳になりましたか。私も今年二十歳になりました。私た

ちは同い年ですね。

41） 他很爱打排球，（他）也很爱踢足球。

重复 追加

又 已然 × 

再 未然 ×

还 × 未然 /已然
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彼はバレーボールをするのがとても好きで、（彼は）サッカーボールをする

のもとても好きです。

42） 风停了，浪也小了。

　　風がやみ、波も小さくなりました。

　これらの例を 马真（1982）はみな“类同”（同様）を表すとしている。例 40は、

二つの文の主語は異なるが述部が同じ、例 41は主語が共通で、述語は全く同

じではないが、同様のことを言っている。例 42は主語、述部ともに別のこと

であるが、“风停了（風がやんだ）”と“浪小了（波が小さくなった）”はどちらも、

それぞれ自然について「穏やかになった」という共通点があるとしている。ど

のタイプも、前後した二つの文はどこかが共通である、同様であることを表す

のだという主張で、本稿もそれに倣うものである。

5－ 1　文中の“也”の位置

　中国語の副詞は、一般的に動詞句、形容詞句等の述部の前に置き、意味も述

部にかかる。副詞“只（～だけ）”の場合を見てみよう。

43） 我只学过英语。（八）

　　私は英語しか勉強したことがない。

44） 只有我才最了解他的脾气。（八）

　　私だけが一番彼の性格をわかっている。

　どちらの例も副詞“只”は後ろの動詞句にかかっている。例 43は“学过英语

（英語を学んだことがある）”に、例 44は“有我（私が）”にである。ところが、“也”

が“也”よりも前の部分にかかるように見える例がある。先に見た例 40である。

40） 你今年二十啦？我今年也二十啦，我们俩同岁！

あなたは今年二十歳になりましたか。私も今年二十歳になりました。私た

ちは同い年ですね。

　日本語に訳すと「私も」と“我”にかかると考えられる。この感覚は中国人に

もあるようである 4。しかしこれは「私についても、同様に今年二十歳になる」

と考えるべきで、“也”は述部にかかるというのが、马真（1982）の指摘であろう。
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　その中で問題になるのは、主語と動詞の間に他の成分がある場合の“也”の

位置である。相原（1993）、張恒悦（2017）では主に主語が二つ連なる主述述語

文における“也”の位置について論じられている。口頭の場合はともかく、書

き言葉においては、“也”は述語の前に置くというのが共通した結論であろう。

本稿では介詞“在”のフレーズと“也”との位置について指摘しておく。

45） 我们大清国现在就缺少这些东西，如果先生能够帮助我们也在中国制造这些

武器，那我们真是好好谢谢你们了！ （bcc）

 私たち清国で今足りないのは他でもないこれらです。もし私たちを助けて

下さり、中国でもこれらの武器が作れるようになったら、私たちは本当に

感謝するでしょう。

46） 除了绿茶以外，日本人还喜欢喝红茶、大麦茶。另外，乌龙茶在日本也很受

欢迎。（一）

 緑茶以外に、日本人は紅茶や麦茶を飲むことも好む。その他、ウーロン茶

も日本では人とても人気がある。

　“也”の位置は、例 45では介詞“在”の前に、例 46では介詞“在”のフレーズ

の後に置かれている。介詞“在”のフレーズと動詞との関係を見てみると、例

46は“在中国制造”と“在”のフレーズが示す場所で行為が行われるという、“在”

を動詞と見なすことも可能である。一方例 46は、“在”はあくまで介詞で動詞

とすることはできない。“也”はやはり文の述語の前に置かれている。·

5－ 2　“又” “还”との違い

　“也”と“又”との違いは、“又”は動作に関して言う場合、起こる時間の順に

並べなければならないが、“也”にその制限はない。

47） 他前天来了，昨天也 /又来了。（八）5

　　彼は一昨日来て、昨日も / 又来た。

48） 他昨天来了，前天也来了。

　　彼は昨日来たが、一昨日も来た。

49） ＊他昨天来了，前天又来了。
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　“也”の共起関係は、ここで取り上げた副詞の中で一番自由である。紙幅が

ないので多くは述べない。

　沈家煊（2001）は、“也”と違って、“还”は主語が同じでなければならないと

例 50を引き、しかし一方で例 34は成立するとしている。

50） ＊他想去，我还想去。

34） 他想去，我还想去呢。（沈）

　　彼は行きたがっているが、私はもっと行きたいと思っている。

　“我想去”のレベルが“他想去”のレベルを上回っていることを言うには、“呢”

が必要であるようだ。

6　最後に

　以上、副詞“又”“再”“还”“也”と共起する述部に注目し、考察を行なった。“又”

と“还”は、共起する述語が非常に似ている。どちらも事柄を述べる述部と共

起する。ただ“还”は以下のような動作主の意志を表明する文も見られる。

38） 我还买一个。

　　私はまだ一つ買います。

　しかし、马真（2000）は、次の例 51は能願動詞を付加して、例 52のように

する方がずっと滑らかであるとしている。

51） 我明天还来看你。

　　私は明日またあなたに会いに来ます。

52） 我明天还要来看你。

　　私は明日またあなたに会いに来ます。

　“又”と“还”の違いは、“又”は同じレベルでの繰り返しや追加を言うのに対

し、“还”はその後ろにくる事柄が、その前の事柄よりも程度の高いものでなけ

ればならない。例 12では、扉の出入りという同じレベルでの繰り返しである

が、例 32は飛び降りるだけでなく、地面で身軽に転がるという程度の高いも
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のが示されている。

12） 白度悄悄出了门，靠在门上喘了口气，返身又进了屋。（千）

白度はこっそりと扉を出ると、扉にもたれ一息つき、身を翻してまた部屋

に入った。

32） 老头子打房檐上跳下来，落到地上还轻盈地弹了几下，嘿嘿笑着 :（千）

じいさんは軒から飛び降り、地面に落ちると，また軽やかに何回か弾み、

ヘラヘラ笑っている。

　

　“再”は常に時間と関わる。繰り返しの場合は、発話より後に“再”と共起す

る述部の表す行為が行われ、行為の順序を言う場合は、“再”の後に示された行

為は、その前に示された行為よりも後に行われる。“又”も先に見た通り動作に

ついて言う場合は、時間軸の上で前後があるが、状態を言う場合はその限りで

はない。

注

1. 马真 2000など。

2. 蒋琪 金立鑫 1997。
3. 実際の表はもっと複雑であるが、ここでは例外を省き単純化してある。

4. 邵敬敏 1990
5. 《现代汉语八百词》の“也”の例

用例出典

（八） 《现代汉语八百词》增订本，1999年，商务印书馆。

（千） 〈千万别把我当人〉《王朔文集》3 ，1995年，华艺出版社。

（永） 〈永失爱我〉《王朔文集》3 ，1995年，华艺出版社。

（顽） 〈顽主〉《王朔文集》2 ，1995年，华艺出版社。
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（医） 《十万个为什么》医学 1，少年儿童出版社。

（沈） 〈跟副词“还”有关的两个句式〉，《中国语文》第 6期。

（马） 〈关于表重复的副词“又”“再”“还”〉，《语法研究和探索》（十），商务印书馆。

（一） 『ことばと文化　“一挙両得”』陳淑梅・陸薇，朝日出版社。

（bcc） 北京语言大学现代汉语语料库。
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