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現代中国語における“很＋A”及び“A＋得很” 

の意味機能について 

 

謝 平 
 

1. はじめに 

現代中国語において、“很”を用いて程度が高いことを表す場合、“很”を述

詞形容詞の前に置く“很＋A”と“得”を用いて述詞形容詞の後ろに置く“A＋

得很”1の二通りがある（以下の例文は刘月华 1983 からの引用。下線は引用者に

よる）。 
   

      (1) a. 今天红红很高兴。[今日紅紅はとてもうれしそうです。]2 

         b. 今天红红高兴得很。[同上]          (刘月华 1983：391） 
 

刘月华(1982：369，1983：391)は、例(1a)と例(1b)の表す意味には大差がないが、

例(1b)が表す程度のほうが高いことを指摘し、その理由について、程度状語と

して用いられる“很”は構文成立上の必須成分であり、その表す程度が弱化し

ているためであると述べている3。しかし、“A＋得很”形式と“很＋A”形式の違

いは単なる程度の差にあるのであろうか。 

また、統語的な観点から見た場合、次の例(2)のように、“很＋A”と“A＋得

很”が置き換え可能な場合と不可能な場合が見られる。 
 

      (2) 森林里贴出一张通知：订于月亮a很圆很圆(→ 圆得很圆得很)的晚上， ＊

 举办快乐晚会，欢迎大家参加。大象看见了：“噢，开快乐晚会，唱歌 

  b很快乐(→ 快乐得很)，跳舞?
c很快乐（→?快乐得很）。”……他整整 

  忙了两天，看看布置一新的草地，d很满意（→满意得很），同时也感 

  到e很疲劳（→疲劳得很），便打了一个呵欠，躺下来睡着了。 

                                （《中国童话百篇・快乐晚会》） 

        [森に次のようなお知らせが貼り出されました。「お月様がまん丸にな 
     る夜にハッピー・パーティーを行います。皆様のご参加をお待ちして 
         おります。」象さんはそれを見て、「へぇ、ハッピー・パーティーか。 
         歌を歌うのはハッピーだし、踊るのもハッピーだな。」（中略）象さん 
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         は丸二日忙しく働きました。見違えるように飾り付けされた草地を見 
て、とても満足しましたが、同時にとても疲れを感じたので、あく 
びを一つすると、横になって眠ってしまいました。] 

 
例(2)の文脈では、(2d)の“很满意”を“满意得很”に、(2e)の“很疲劳”を“疲

劳得很”に置き換えることができるのに対して、(2a)の“很圆很圆”を“圆得

很圆得很”に、(2b)と(2c)の“很快乐”を“快乐得很”に置き換えることはでき

ない。なぜ両者の置き換えが可能な場合と不可能な場合があるのだろうか。 

本稿では、これまでの先行研究ではあまり取り上げられてこなかった“很＋A”

形式と“A＋得很”形式の意味機能の違いについて、統語的、意味的観点から考

察する。 

 

2. 叙述性と強意性について 

吕叔湘(1984：235)は“A＋得很”形式に用いられる形容詞として、“仔细”、“好”、

“糟”、“热闹”などを挙げている4。しかし、これらの形容詞についても“A＋得

很”形式が用いられない場合もある。 
  

      (3) a. 万岁爷仔细得很，我们还是谨慎些好。(→ 很仔细）     

                                                      (叶紫《许你来生》） 

        [陛下は大変きめ細かい性格でいらっしゃるので、私達はやはり慎重 
にしたほうがいい。] 

         b. 黎明查找资料很仔细，……(→ 仔细得很）      （宗璞《霞落燕园》） 

            [黎明はとても細かく資料を調べると…] 

c. 在这之前，我从没有很仔细地观察过郁的长相，……(→ ＊仔细得很

） 

                                                  (苏德《钢轨上的爱情》) 

  [これ以前に、私は郁の顔を細かく観察したことはなかった…] 
      (4) a. 今天天气好得很，我们到黄花岗逛一逛去吧！（→ 很好） 

                                                      （洪灵菲《前线》） 

            [今日は天気がとてもいいから、一緒に黄花崗へ遊びに行きましょう。] 

      b. 这天晚上天气很好，月亮很亮照得大地白晃晃的。（→ 好得很） 

                           （肖华《往事悠悠》） 

            [この日の夜は、天気がとてもよかった。月がとても明るくて、大 

地が白くきらきらと輝くほど照らされていた。] 

c. 我认识她很久了，她是个很好的人。（→ ＊好得很）      （人民网） 
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  [私は彼女と知り合って久しいが、彼女はとてもいい人です。]  
 
例(3a)、例(4a)では、“A＋得很”形式を“很＋A”形式に置き換えることが可能

である5。しかし、例(3b)、例(4b)のように“很＋A”形式が“A＋得很”形式に

置き換えられる場合もあれば、例(3c)、例(4c)のように置き換えられない場合も

ある。“很＋A”形式と“A＋得很”形式にはどのような違いがあるのだろうか。

次の例を見てみよう。 
 

(5) a. 这个问题很简单。[この問題はとても簡単だ。] 

b. 这个问题简单得很。[同上] 
 

例(5a)、例(5b)の表す意味にそれほど差異は見出せないものの、先行研究の指摘

にもあるように“A＋得很”形式が用いられる例(5b)のほうが程度が高く感じら

れる。それは“很＋A”形式と“A＋得很”形式の本質が異なるためである。例

えば、例(5a)の“这个问题很简单”と発話する場合、トピック或いは主語“这

个问题”の性質がどのようであるかが表現の焦点となる。それに対して、例(5b)

の“这个问题简单得很”と発話する場合、“这个问题简单”という事実はすでに

ベース或いは前提となっており、その程度がとても高いという部分が表現の焦

点となっている（図 1 参照）。したがって、“很＋A”形式の焦点は述語の A にあ

るが、“A＋得很”形式の焦点は“很”にあるといえよう。 

 
这个问题 

(トピック) 
得很 

叙述性 強意性 

很简单 
这个问题简单

(前提) 

A B

 

 

 

 

 

                               （図 1） 
 

図 1A の示すように、“很＋A”の場合、“很”に後置する形容詞述詞が焦点とな

り、形容詞の表す性質が注目される。この場合の“很”は程度を表すだけでな

く、後ろの述詞を導く文法的役割も果たしており、“很＋A”形式は叙述的な表

現であるといえる。そのため使用範囲は広くなる。一方、図 1B の示すように、

“A＋得很”形式の場合、補語を導くマーカー“得”の前の部分は前提となり、

程度を表す“很”が焦点となる。つまり、補語成分“很”が用いられる“A＋得
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很”の場合、焦点は“很”にあり、自分の意見や評価を強く主張し、相手に押

し付ける或いは強調する傾向があり、強意的な働きを持っていると考えられる。 

 

3. “A＋得很”と“很＋A”との相違 

3.1 程度の差について 

 先行研究で指摘されてきたように、“A＋得很”形式は“很＋A”形式より表す

程度が高い。 
 
      (6) a. 别看它们个头小，力气却很大。         （董立勃《去昆仑山看蔡玉》） 
      [あいつらは小さく見えるが、力はとても強い。]  
         b. 别看它们个头小，力气却大得很。 

      [同上]       
  
例(6a)と(6b)の表す意味は大差がないが、ニュアンスが全く同じであるとは言い

難い。やはり、この場合も強意性を持つ表現“力气大得很”のほうが、“力气很

大”より程度が高くなる。次の例も見てみよう。 
 
      (7) a. 风很冷很冷，已经是冬天了。          （柳建伟《突出重围》） 
           [風がとても冷たく、もう冬になった。]                   
         b. 风冷得很，已经是冬天了。[同上] 
    (8) a. 这儿很安静，谈话方便些。                （周而复《上海的早晨》） 

       [ここはとても静かで、話をするのに都合がいい。] 
      b. ＊这儿安静得很，谈话方便些。 
      c. 这儿安静得很，谈话很方便。 

       [ここはとても静かで、話をするのにとても都合がいい。] 
    
例(7a)のように“很＋A”は“很冷”を二つ重ねて高い程度を表しているが、例

(7b)のように“A＋得很”形式にした場合、“冷得很”単独で高い程度が表され

る。また、例(8a)は前件の“很安静”を強意性を持つ“安静得很”に置き換え

ると、非文となる（例（8b））。これは、前件に強意性のある“安静得很”が用い

られ、静かさが強調されることから、後件の控えめな表現“方便些”との整合

性がとれなくなるためである。つまり、“方便些”と共起が可能な“很安静”の

ほうが、“安静得很”よりも表される程度が低いということになる。したがって、

例(8c)のように後件の“方便些”を“很方便”に換えると、自然な表現となる。

このように、“很＋A”に比べ、“A＋得很”形式のほうが、表す程度が高いこと
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は明らかである。 

こうした差異がもたらされる理由は、“很＋A”形式の叙述性と“A＋得很”形

式の強意性に起因すると考えられる。前述のように叙述性の特徴を持つ“很＋A”

が用いられるとき、話し手はある主体に対する自分の判断や評価を表している。

この場合の“很”は程度を表す以外に後ろの述詞を導く文法的役割がある。し

かし、強意性の特徴を持つ“A＋得很”が用いられる場合、補語を導くマーカー

“得”の前の部分が前提となっており、前提となる述語部分の形容詞自体に程

度が含まれているが、そこに“很”が後置されることでより一層程度が高くな

るのである。 

 

3.2 統語的制約について 

 “很＋A”と“A＋得很”はそれぞれ叙述性と強意性という異なる特徴を持つ

ことから、両者の表す程度に差異が生じているが、それのみならず、“很＋A”

の叙述性と“A＋得很”の強意性は統語的振る舞いにも反映される。 

 先行研究（吕叔湘 1984，马赟 2006）でも指摘されているように、“A＋得很”は

叙述性の特徴を持つ“很＋A”に比べ、使用頻度が低い。例えば、次の例(9a)の

“很大”は名詞“问题”の連体修飾語として用いることが可能であるが、“很大”

を“大得很”に換えると、違和感が生ずる。但し、例(9b)のように“大得很”

が述部に置かれる場合は問題なく成立する。 
 
      (9) a. 而在这样的市况下换股，赚钱就不谈了，能不能弥补亏损都是一个 

       很大的问题，因此，现在能做的只有等待。(→ ??大得很)  （人民网） 

      [しかしこのような市場動向で株を売ると、儲からないことは言う 

           までもなく、赤字を埋めることができるかどうかさえもとても大き 

           な問題である。したがって、今できることは待つことだけである。] 

      b. 分配的问题大得很。(→ 很大)                        （人民网） 
         [分配の問題はとても重大である。]           
 

また、“很＋A”は動詞に前置する連用修飾語になることも可能であるが、“A

＋得很”は連体修飾語になりにくいだけでなく、連用修飾語になることもでき

ない。 
 
    (10) a. 她很兴奋地写诗词歌颂当时的见闻。    （巴金《怀念方令孺大姐》） 
        [彼女は興奮して詩を書き当時の見聞を称えた。] 
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          b. ＊她兴奋得很地写诗词歌颂当时的见闻。 
    (11) a. 她很快就咽了气。               （巴金《怀念萧珊》） 

            [彼女はすぐに息を引き取った。]                             

      b. ＊她快得很就咽了气。 
 

前述のように、“A＋得很”は強意性を持つ表現であり、高い程度を強調するこ

とがその目的である。この場合の“A＋得很”は文の中心成分である述語になり

やすく、先の例でみたように連用修飾語のような成分にはなることができない。 

さらに、次の例(12a)のように、“很＋A”は“得”を伴って補語として用いるこ

とも可能である。しかし、例(12b)のように“A＋得很”は既に“得”を伴って

いるため、さらに“得”を伴って補語とすることができない。 
 

(12) a. 这几天我想得很多，也想明白了很多事情…… （顾伟丽《香樟树》

）

          [ここ数日、私はたくさん考え、またたくさんのことも分かってきた…] 
          b. ＊这几天我想得多得很……  
 
 以上の例のように、“很＋A”形式は連体修飾語、連用修飾語、補語として用

いることが可能であるが、“A＋得很”形式は連体修飾語として用いられにくい

だけでなく、連用修飾語、補語としても用いられない。その理由はやはり“A

＋得很”の強意性にあると考えられる。形容詞Aの表す高い程度が注目される或

いは強調される場合、“A＋得很”が用いられるが、“A＋得很”は統語的制限が

多く、述語成分の位置に置かれる場合が殆どである。一方、“很＋A”は統語的

制限が少なく、次の例のように、主語と共に文頭或いは文末のどちらにも置く

ことが可能な場合もある6。 
 

      (13) a. 我很兴奋有机会为夫人做些事,……  （沈粹缜《我心中的榜样》）

  [私はご夫人に何かをして差し上げるチャンスに恵まれ、とても興奮 

          している。] 

   b. 有机会为夫人做些事我很兴奋。 

   [同上] 
      (14) a. 他很难过要和美国作战，……             （李涛《恐怖瘟疫》） 

[彼はアメリカと戦争をしなければならないことをとてもつらく

感じている…]
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          b. 要和美国作战他很难过。 

            [同上] 
 

例(13)、例(14)のように、叙述性の高い“很＋A”形式が用いられる“很兴奋”、

“很难过”は人称代名詞“我”、“他”を伴って、自由に文頭或いは文末に置く

ことが可能である。しかし、“A＋得很”形式は“很＋A”形式ほど自由ではない。 
 
      (15) a. 有机会为夫人做些事我兴奋得很。  

  [ご夫人に何かをして差し上げるチャンスに恵まれ、私はとても興奮 

          している。] 

          b. ??我兴奋得很有机会为夫人做些事。 

            （→ 我兴奋得很,有机会为夫人做些事。）[同上] 

      (16) a. 要和美国作战他难过得很。 

[アメリカと戦争をしなければならないことを彼はとてもつらく

感じている。] 

          b. ??他难过得很要和美国作战。 

       （→ 他难过得很,要和美国作战。）[同上] 
 
例(15b)、例(16b)のように“A＋得很”を主語の後ろに置くと違和感があるが、“A

＋得很”の後ろにカンマを入れる場合、或いは例(15a)、例(16a)のように文末に

置く場合には成立する。それは、“A＋得很”形式が用いられる“难过得很”の

焦点は“难过”という気持ちの高い程度を表す補語“很”にあり、“难过得很”

全体が述語になりやすいためである。このように、“A＋得很”形式が用いられ

る場合、文末に置く或いは“A＋得很”の後ろにポーズを入れることが多い。 

 

3.3 人称による制約について 

 “很＋A”と“A＋得很”の意味特徴が異なることから、それぞれ表現される

ニュアンスにも違いが生じる。例えば、“A＋得很”は強意性を有することから、

心理的描写や事柄や人に対する評価を強く表出する場合によく用いられ、聞き

手や読み手に印象深く伝達しようとするニュアンスが含意される。 
 
      (17) a. 我表面不露声色，心中得意得很。             （肖华《往事悠悠》）

[私は顔には出さなかったが、心の中では有頂天だった。] 
          b. 我表面不露声色，心中很得意。 
         [同上] 
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例(17a)では強意性を持つ“A＋得很”の形式が用いられ、「得意気」という心理

状態を強意的に描写しているのに対して、(17b)は単なる自分の心理状態を如実

に描写しており、得意気になる程度は(17a)ほど高くない。しかし、高い程度を

強調することができる“A＋得很”はすべての場面に適用できるわけではない。 
 
      (18) a. 我很漂亮，但我并不快乐。(→ ?漂亮得很) 

   [私はとてもきれいだけど、決して幸せというわけではない。] 
         b. 她漂亮得很，但她并不快乐。(→ 很漂亮) 
             [彼女は非常にきれいだけど、決して幸せというわけではない。] 
          c. 我丑得很，但我很温柔。(→ 很丑) 

             [私はとても醜いですが、とてもやさしいです。]      
 
例(18c)のようにマイナスの意味の語“丑”を用いて自分を評価するとき、“A＋

得很”形式を用いても自然な表現となるが、プラスの意味の語“漂亮”を用い

て自分を評価する場合、例(18a)のように“A＋得很”より“很＋A”を用いたほ

うが自然である。これは、話し手が自分自身を評価していることから、強意を

表す“A＋得很”を用いると、自慢或いは見せびらかすというニュアンスが含ま

れるためである。しかし、例(18b)のように第三人称の“她”を用いて他人を評

価するような場合には、“A＋得很”形式を用いても違和感はない。したがって、

“A＋得很”を用いてプラス評価を行う場合は第二人称及び第三人称に用いられ

る傾向が強いといえよう。 

 また、次の例(19)のように、口語では、相手の目の前で直接相手に対して自

分の気持ちを伝える場合、“A＋得很”形式が用いられにくい場合がある。 
 
      (19) a. 见到你很高兴。（→ ?高兴得很） 

          [お会いできて、とてもうれしいです。] 
      b. 王老师，听说您父亲去世我很难过。（→ ?难过得很） 
             [王先生、お父様が亡くなられたことを聞いて、とても悲しいです。] 
 
例(19a)のシチュエーションでは“A＋得很”形式を用いた場合、自分の気持ちを強

意的に伝える勿体ぶった話し方になる。また、同様の理由により例(19b)のよう

に、目上の相手に対して自分の気持ちを伝える場合にも、“很＋A”形式のほう

が用いられやすい傾向がある。一方、第一人称が用いられる次の例(20)のよう

な場面では、“A＋得很”形式が用いられやすい。 
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      (20) a. 我听了这一段话，也觉得心里难过得很。（→ 很难过） 

                                                       （郁达夫《血泪》） 

            [この話を聞いて、私もとても悲しいです。] 
         b. 甲：你很难过吧。 

[とても悲しいでしょう。] 
             乙：哪儿呀，我高兴得很呢。(→ 很高兴)      

  [そんなことないよ。とてもうれしいよ。]    
   
例(20a)のように自分の気持ち或いは感想を相手に伝えるという情報提供のニ

ュアンスが含意される場合には、強意性の“A＋得很”形式が用いられる。この

場合、“很难过”を用いることもできるが、“难过得很”を用いた場合にはその

強意性から、より高い程度が表される。また、例(20b)の場合についても、“A

＋得很”形式、“很＋A”形式のどちらも用いることが可能であるが、筆者の行

ったインフォーマント調査では、例(20b)のようなシチュエーションでは、“A

＋得很”形式を選ぶ中国語母語話者が圧倒的に多かった。それは“A＋得很”形

式は聞き手への情報提供や相手への反駁などの意味が強意的になることから、

甲の予想(乙がとても悲しいだろう)に対し、強く反駁するために選択される傾

向があるといえよう。 

 

4. まとめ 

 以上の分析のように、“很＋A”と“A＋得很”はいずれも高い程度を表すが、

それぞれ異なる特徴を持っている。“很＋A”は“A”に焦点が置かれ、表す程度

は“A＋得很”より低いが、叙述性が強く、用いられる範囲は広い。これに対し、

“A＋得很”で表現される場合、補語成分の“很”に焦点があり、自分の意見や

評価を強く主張し、相手に押し付ける或いは強調する傾向がある。さらに、“A

＋得很”には強意性があることから、連体修飾語、連用修飾語、補語として用

いられにくい。したがって、例(2a)の連体修飾語の“很圆”は“圆得很”に置

き換えることができない。また、例(2d)、(2e)は象の心理状態を描写するため、

叙述性を持つ“很＋A”形式と強意性を持つ“A＋得很”形式のいずれをもちい

てもよいが、例(2b)、(2c)の“很快乐”は前文の“快乐晚会”に対する解釈で

あり、強意性のある“A＋得很”を用いると、前文の“快乐”と整合性が取れな

くなり、不自然な表現になってしまう。 
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    (2) 森林里贴出一张通知：订于月亮a很圆很圆(→ 圆得很圆得很)的晚上， ＊

 举办快乐晚会，欢迎大家参加。大象看见了：“噢，开快乐晚会，唱歌 

  b很快乐(→ 快乐得很)，跳舞?
c很快乐（→ 快乐得很）。”……他整整 ?

  忙了两天，看看布置一新的草地，d很满意（→满意得很），同时也感 

  到e很疲劳（→疲劳得很），便打了一个呵欠，躺下来睡着了。（再掲）
 
 また、自分についてプラスの評価をする場合、“A＋得很”形式より“很＋A”

形式のほうが用いられやすい傾向があり、“A＋得很”を用いて相手に対する気

持ちを伝えるとき、第一人称と共起しにくい傾向が見られるが、一方で、聞き

手への情報提供や相手への反駁を意図する場合にはよく用いられる。 

 

注 

1 本稿における“很＋A”と“A＋得很”の A は形容詞を指すものとする。 
2 例(1a)の“很高兴”の“很”は文脈によって、必ずしも高い程度を表すとは限ら 

ず、日本語に訳す場合、「とても」と訳さない場合もあるが、本稿では基本的に高

い程度を表すもののみを考察対象とする。 
3 以下に刘月华(1982：28)の原文を示す。 

 
     这是因为形容词或表示心理活动的动词前面的“很”主要是句子结构上的 

   要求，表示程度的意义很弱。因此，要表达比较高的程度时，最好采用程度补 

语或其他程度副词（如“十分”、“特别”、“非常”等）。    
[これは形容詞或いは心理活動を表す動詞の前にある“很”は主に構文上の必 
須成分として要求され、程度を表す意味はとても弱いためである。したがって、

より高い程度を表す場合、程度補語或いはほかの程度副詞（例えば、“十分”、 
“特别”、“非常”等）を用いるほうがよい。] 
 
刘月华（1982）の指摘にはないが、“很”は構文上の必須成分であるといっても、

対比や並列などのシチュエーションでは、“很”がなくても成立する場合もある。 
4 吕叔湘(1984：235)は“A＋得很”形式で用いられる形容詞・動詞は少ないと指摘し

ているものの、具体的にどのようなものが共起できないかについては言及してい

ない。 
5 この点については马赟(2006：109)にも“几乎所有的‘形+得+很’结构都能转换为

‘很+形’的形式”[ほとんどの“形+得+很”形式は“很+形”形式に置き換えるこ

とが出来る]と指摘しているが、“很+形”形式が“形+得+很”形式に置き換えられ

るかどうかについては言及していない。    

6 この場合の A は主に“高兴、兴奋、开心、难过、愤怒”などのような心理的形容

詞を指す。 
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