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現代中国語における副詞“有点”の共起制限について 

―参照点の視点から― 
 

     謝 平 
 

1. はじめに  

 “有点”（或いは“有点儿”、“有一点儿”。本稿では一括して“有点”と記

す）は事物に対して、話者の願望や基準から少し外れる場合（主としてちょっと

足りない場合）における判断や残念、不満などの態度について言及し、マイナ

スの意味を表す語１と共起する場合が圧倒的に多い。しかし、“有点”はプラス

の意味の語と共起することがないわけではない。例えば、于克勤(1998)、胡振刚

(2002)、马真(2004)などではプラスの意味の語であっても、“了”をつけた場合

には、“有点”と共起することが可能であることが指摘されている。また、嵇海

荣(1997)は、“有点”と形容詞の共起関係について以下のような表にまとめてい

る。“半量幅词”にはマイナスの意味の語と中性的な意味の語が含まれ、“全量

幅词”にはプラスの意味の語の大半が含まれる2。 
 

 有点儿 有点儿太……（了） 有点儿……了 

半量幅词 ＋ ＋ ＋ 

全量幅词 － ＋ ＋ 

                         （嵇海荣 1997：221） 
 
 嵇海荣(1997)では、さらに次の例(1)の“聪明”のように、本来プラスの意味

を表す形容詞であっても、“有点”と共起することで、本来の積極的な意味から

マイナスの意味に変化すると指摘されている。 
 
 (1) 连这么小的得失他都计较，真有点儿太聪明了3。     （嵇海荣 1997） 
   [こんな小さなことでも損得を考えるなんて、彼はちょっとずる賢すぎ 

る。] 
 
 张谊生(2004:71)も“有点”は通常マイナスの意味の語と共起するが、一方で、
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中性、プラスの意味の語と共起する場合もあることを指摘し、その理由につい

て次のように分析している。 
 
  可以发现他们有一个共同特点，即都表示刚出现的、不同于以往的新

情况。……因为处于初始状态、刚出现的新情况，其程度一般总是较低的。

同时，与“有点 VP”表示新情况这一含义在形式上相呼应的一个证明是，

它们都可以加时态助词“了”。这里的“了”的语法意义也是表示出现新

情况。 
 
しかし、実際には例(2)、(3a)のように変化の意味を伴わない場合であっても、

中性或いはプラスの意味の語と共起するような用例が散見される。 
 
 (2) 茂才心里有点明白，神情反而淡淡的。              朱秀海《乔家大院》 
   [茂才は内心ではちょっと分っていたが、表情は冷ややかであった。] 
 (3) a. 我爱过他，现在也还有点喜欢他。              杨沫《青春之歌》 
    [私は彼を愛していた。今でも彼のことがちょっと好きだ。] 
   b. ＊我爱过他，现在也还有点喜欢他了．。 
 
例(2)は“明白了”としても成立するが、その場合、「少し分かるようになった」

という変化の意味を表し、“有点明白”とは意味が変わってしまう。また、例(3a)

は“还”という文脈があるため、「今も昔も変わらず好きである」ということを

表し、変化を表す文末の“了”とは共起し得ない(例(3b))。 

 “有点”はなぜマイナスの意味の語と共起しやすいのだろうか。また、“有

点”が中性、プラスの意味の語と共起するのはどのような場合であるのか。本

稿では、従来指摘されてきた“有点”の共起制限に関する問題を再検討し、と

りわけ例(2)、(3a)のような表現が成立する背景について、参照点の視点から

考察を試みる。 
 

2. “有点”における共起制限と参照点 

2.1 参照点 

 本稿における参照点とは、ラネカーの認知文法で用いられる参照点(reference 

point)4とは異なり、表現対象を判断、評価或いは描写するとき、顕在的或いは

潜在的に参照されるものを指す。人は対象となる事物の目立つ部分に注目する

場合、往々にして自分のこれまでの経験、記憶或いは一般的な認識と照らし合

わせ、その共通点及び相違点から対象となる事物の特徴を分析する。このとき、
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参照されるのが参照点である。 

本稿では参照点が想定できる場合には、“有点”は中性、プラスの意味の語と

共起することが可能となるという仮説を立て、“有点”における共起制限と参照

点の関連性という観点からその妥当性について検討していく。 
 

2.2 顕在的参照点と潜在的参照点 

参照点には顕在的参照点と潜在的参照点がある。例えば、次の例(4)は平遥県

がもともとの古典建築に比べて、「少し皮相に見える」ことを表しており、この

場合、「古典建築」が顕在的参照点として存在している。 
 

 (4) 平心而论，今天的平遥县城也不算萧条，但是不少是在庄严沉静的古典建 
   筑外部添饰一些五颜六色的现代招牌，与．古典建筑的原先主人相比．．，显得 
   有点浮薄。                   余秋雨《抱愧山西》  
     [公平に言うならば、現在の平遥県は物寂しげな印象を与えるとはいえな 
   いが、荘厳で静かな古典建築の多くには、外部に鮮やかな現代的看板が 
   飾られており、もとの古典建築に比べて、少し皮相に見える。］ 
 
また、“像”、“相似”などのような語が用いられる場合は顕在的参照点が提示さ

れる場合が多い。 
 
 (5) 他显然不同于沈从文，也不同于沙汀和艾芜，倒是有点象．茅盾，一望而知 
   是聪明人。            王晓明《张天翼，过于明晰的世界》 
   [彼は明らかに沈従文とは違う。また沙汀、艾蕪とも違う。しかし、茅盾 
   にちょっと似ていて、一目で聡明な人だとわかる。]  
 (6) 因为他的脸孔同走掉的王成山有点相似．．，陶菊生立刻对他发生了好感。 
                             姚雪垠《长夜》 
   [彼の顔は去った王成山とちょっと似ているため、陶菊生はすぐ彼に好感 
   を持つようになった。]       
 
例(5)の“象”と例(6)の“相似”は中性的意味の語であるが、“有点”と共起する

ことができる。“像”、“相似”などのような語には「類する、互いに似る」とい

う意味があり、そこには必ず参照点が存在するためである。 

 一方、例(7)については、顕在的参照点はないが、話者にとって「強引ではな

い言い方」という基準（参照点）が潜在していると考えられる。  
 
 (7) 这个说法有点牵强。                      
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     [この言い方は少し強引である。] 
 

また、心理動詞は顕在的参照点がなくても“有点”との共起が可能である。例

(8)～例(10)を見てみよう。 
 
 (8) 淑英似乎有点明白，但又不十分明白，两只泪眼一直望着姐姐，等待她再 
     说下去。                                         姚雪垠《李自成》 
   [淑英はちょっと分かったようだが、しかし、充分には分かっておらず、 
   涙のあふれる目でじっと姉さんを見つめ、姉さんの言葉を待っていた。] 
 (9) 但华生却有点相信西医，他眼见着中医和单方全失了效力，也就劝人家听 
   西医医治。                                      鲁彦《愤怒的乡村》 
  [しかし華生はちょっと西洋医学を信じている。漢方も民間療法も効かな 
   くなるのを見て、彼も西洋医学の医者の言うとおりにすることを勧め 

た。]  
 (10) 我真有点佩服他的胆子，常常夸奖他，他反而取笑我说：“亏你还是一个 
   高中生呢，一肚子都是迷信。”                    於梨华《梦回清河》 
   [私は彼の勇気にちょっと感心しており、よく彼を褒めた。しかし彼は私 
   に「高校生にもなって、そんなに迷信深いとは。」と皮肉を言った。] 

 
例(8)は“又不十分明白”が顕在的参照点となっているが、この場合の“有点明

白”は特に参照点がなくても用いることが可能である。同様に、例(9)の“有点

相信”、例(10)の“有点佩服”についても具体的な文脈がなくても違和感なく成

立する。これは、“明白”、“相信”、“佩服”がいずれも心理動詞であることによ

る。人間の心理は繊細で、常に変化するものであり、いつもの心理状態との微

妙な違いであっても、容易に感じ取ることができる。また、心理状態には様々

な段階があり、それらの段階が互いに潜在的参照点となるため、“有点”との共

起が可能となる。 

 一方、語自体に参照点が含意される場合もある。例えば、形容詞“特别”、“独

特”、“特殊”や動詞“好转”などである。これらの語の内部には一般的な状態

や今までの状態或いは他者（参照点）とは異なるというニュアンスがあるため、

語自体に潜在的参照点があるといえよう。 
 
 (11) 今夜的情形有点特别，那美好的形象，牢牢地粘在脑海里，任什么理智也 
      赶不开了。                                 叶蔚林《蓝蓝的木兰溪》 
    [今晩の状況は少し特別であり、その美しい姿がしっかり脳裏に焼き付 
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    いていて、どんな理性を以ってしても忘れることはできない。] 
 
例(11)では忘れられない今夜の出来事について述べている。今夜は普段（今ま

での経験であり、参照点となるもの）とは異なり特別であるという心情を語っ

ている。このような場合には“特别”がマイナスの意味を表さなくても、“有点”

と共起することが可能である。 
 
2.3 外的参照と内的参照 

2.3.1 外的参照 

参照点が対象事物の外部にあるかそれとも内部にあるかによって、外的参照

と内的参照に分けられる。外的参照とは参照点が注目されるものの外部にある

ことを指す。人は自分の経験、記憶、一般的認識というベースとなる基準5など

と異なっている情報に注目する傾向にある。そのため、普通より優れている或

いは劣っているものの注目度が高いといえる。 
 

 (12) 她非常漂亮。 
    [彼女はとてもきれいだ。] 
 (13) 这个问题太难了。 
    [この問題は難しすぎる。] 
 
例(12)の“非常漂亮”は話者が規定するベースとなる基準の美しさより優れて

いることを表している。例(13)の“太难”は発話者の想定する基準より難しい

という消極的な性質があることを表現している。したがって、いずれの場合に

おいても、ベースとなる基準という参照点が対象事物の外部に潜在していると

いえる（図 1参照）。 

 

 

 

 

図 1の示す破線の白い丸は一般的に認められている基準を表し、黒い丸は注

目されるものを表している。例(12)、(13)のように、われわれはベースとなる

基準より明らかに優れている或いは劣っているものに注目する傾向がある。し

かし、その一方で、程度が軽いにもかかわらず、注目される場合もあり、その

場合、その対象におけるある状態が稀であり、認知的に際立っていることを示

参照点 
注目されるもの 

 （図 1） 
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す。中でもとりわけ、特定の文脈がない場合、つまり顕在的参照点がない場合

には、基準より劣っていることに注目する傾向がある。われわれは社会的通念

や規範といったものを基準としており、一般的に、その大部分がこの基準に当

てはまるものである。したがって、その基準から少しでも外れたものが注目さ

れることになるのである。従来“有点”に後置する形容詞は「多くは消極的意味

かマイナスの意味のもの」であると指摘されているのはこのためであると考え

られる。例えば、例(14)の場合、“有点”の後ろに具体的な記述が何もないにも

かかわらず、通常、マイナスの意味に捉えられる。 
 

 (14) 那个人有点儿……。 
    [あの人はちょっと…。] 
 
しかし、発話場面において外的参照点が提示されている、或いは想定できるよ

うな場合、“有点”に後置する語が中性、プラスの意味であっても許容度は高ま

る。 
 
(15) a. 这菜有点甜（了）。                                       

[この料理はちょっと甘い。] 
  b. 农夫山泉有点甜。                                  （テレビCM） 
   [農夫山泉（ミネラル・ウォーターの商品名）はちょっと甘いですよ。] 
 

“甜”はもともとマイナスの意味の語ではないが、料理に対する評価の例(15a)

の場合は、発話者の規定する基準（参照点）から少し外れるというマイナスの

意味を表す。一方で、例(15b)の“甜”はプラスの意味に解釈される。自社製品

の特徴をアピールするというコマーシャルの性質上、視聴者は参照点となるほ

かのミネラル・ウォーターを容易に想定することができるため、自然な表現と

して成立する。 

 前述したように、“有点”の表す軽い程度が注目されるのは、通常、ある基準

より劣っていることが多い。したがって、“??有点干净”や“??有点可爱”のよ

うに、“干净”や“可爱”など語本来にプラスの意味が含意される語は、“有点”

と共起しにくい。しかし、次の例(16)と例(17)のように文脈から参照点を想定

することが可能であれば、成立する。 
 
 (16) 两人进了蜀云镇，很快随意找了一家看起来还算是有点干净的客栈。 
                               （Google） 
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    [二人は蜀雲町に入ってすぐ、見たところまだちょっときれいといえる 
    旅館を見つけた。] 
 (17) 这种传说可靠不可靠不是我们要管的事，不过这种钱确实有点可爱——农 
    村里的青年小伙子们，爱漂亮的，常好在口里衔一个罗汉钱，和城市人们 
    爱包镶金牙的习惯一样，……             赵树理《登记》 
    [この伝説が本当かどうかは私たちの構うことではないが、このお金は 
    確かにちょっと可愛らしい――村のおしゃれ好きな若者は、都会の人が 
    金歯をするのと同じように、羅漢銭を口にくわえる習慣がある。] 
 
例(16)の場合、“还算”があることから、今までに経験した清潔ではない旅館（外

的参照点）が想定されるため、文が成立すると考えられる。また、同様に例(17)

の場合も“这种钱”があり、特定された“罗汉钱”と違う「ほかのお金」とい

う外的参照点が潜在することが想定できるため、例(17)の“有点可爱”は成立

が可能となる。 
 
2.3.2 内的参照 

 参照点が対象の外部に存在する外的参照とは対照的に、参照点が対象の内部

に存在する場合もある。本稿では、これを内的参照と呼ぶ。また、内的参照点

は対象となる事物と同時に存在するか否かによって、さらに共時的参照と通時

的参照に分けられる。 

１）共時的参照 

一つの事物に異なる性質が複数存在する場合がある。例えば、ある対象物に

二つの対照的な異なる性質が存在する場合、一方が参照点となり、もう一方は

注目される情報となる。 
 
 (18) 小浮的眼睛里确实有和猫相像的东西，人们都说染坊里那女孩怎么怪模怪 

  样的，却又有点美丽。                         苏童《蓝白染坊》

  [小浮の目は確かに猫と似ているものがある。人はみなあの紺屋の娘は 
  なぜか風変りであるが、ちょっときれいだと言う。] 

 (19) 脸子尖尖地，却很有点清秀。               吴祖缃《樊家铺》 
   [尖っているが、ちょっと優雅な顔立ちをしている。] 
 

 “美丽”、“清秀”は本来プラスの意味の語であるため、“??有点美丽”や“??
有点清秀”のように文脈から独立したフレーズとしてみた場合、“有点”と共
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起しにくい。しかし、例(18)、(19)は成立する。例(18)は“小浮”という女の

子が「風変り」でもあり、「ちょっときれい」でもあると、同じ事物における二

つの異なる性質について判断、評価或いは描写している。即ち、“有点美丽”は

“怪模怪样”という参照点があるため、違和感なく成立する。同様に、例(19)

は“尖尖地”が参照点となるため、“有点清秀”が成立するのである。 
 また、三つ以上の異なる性質が存在する場合、複数の情報が互いに参照点と

なる。一定の文脈があり、その参照点となる性質が提示されるため、“有点”に

後置する語がマイナスの意味に限定されることはない。 
 
 (20) 她没立即回答，两只眼睛忽闪忽闪眨着，似乎在回味着桃花的滋味，“

有 
    点甜，有点酸，有点香⋯⋯”             尤凤伟《诺言》 
    [彼女はすぐに答えなかった。二つの目がきらきらとまばたいて、まる 
    で桃の花の味を思い出しているようである。「ちょっと甘くて、ちょっ 
    と酸っぱくて、ちょっと芳しく…」] 
 
例(20)は、一つの事物における複数の性質を判断、評価或いは描写している。

桃の花の「甘い」、「酸っぱい」、「芳しい」という複数の性質が互いに参照点と

なることによって、“甜”のようにマイナス意味の語ではなくても、違和感なく

共起することが可能となる。 

2）通時的参照 

 対象となる事物に対して、今までの印象や記憶と異なるとき、わずかな違い

でも注目されやすい。この場合、事物内部の過去或いは未来が参照点となり、

通時的参照として認識される。一つの事物には過去、現在、未来などの通時的

変遷があり、その状態はそれぞれの時点により異なっている。ある時点の状態

を表す場合、ほかの時点の状態が通時的参照点となり、“有点”と共起すること

が可能となる。例(21)a～cを見てみよう。 
 
(21) a. 有点美 
    b. 她

．
说这
．．

句
．
话
．
的
．
时
．
候
．
，面上的表情有点美，⋯⋯徐訏《阿剌伯海的女神》 

  [彼女がそれを言ったとき、顔つきはちょっと美しく⋯⋯] 
c. 记得中学时有位老师的名字就叫“寻”，当时觉得有点美，后来觉得 

有点累，现在觉得是哲理，一个字勾画出了人生的轨迹。   （Google） 
     [中学時代のある先生の名前は「尋」であった。そのときは先生の名 
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     前をちょっと美しいと思った。その後はちょっと疲れる感じがするよ 
     うにった。そして、今は哲学的であると感じている。一つの漢字で人 
     生の軌道をまとめているからである。]       
 
“有点美”は例(21a)のように単独でも用いられるが、この場合の形容詞“美”

は本来のプラスの意味から「得意げになる」などのマイナスの意味に変化する

ことで成立が可能となる。しかし、例(21b)と(21c)の“美”はいずれもプラス

の意味で用いられている。例(21b)の場合、“她说这句话的时候”という具体的

な時点が示されていることから、この時点とは異なる過去のほかの時点が想定

できるため、“有点美”の“美”はプラスの意味であっても成立する。同様に例

(21c)は先生の名前に対する過去のイメージとその後のイメージが互いに通時

的参照点となっているため、“美”はプラスの意味であっても“有点”と共起す

ることが可能となる。 

 また、次の例のように、話者に注目される情報が、ある時点における状態だ

けでなく、ある状態からある状態への動き（連続的変化）である場合がある。 
 
 (22) 孩子有点懂事了。 
    [子供は少し道理をわきまえるようになった。] 
 
例(22)は、変化という前提があるために成立が可能となっている。この点につ

いては、従来の先行研究においても、文末に“了”があれば（于克勤(1998)、

胡振刚(2002)、马真(2004)など）或いは変化を表す文脈であれば（张谊生(2004)）

成立すると指摘されているが、その原因については十分に説明されていない。

このような場合において共起が可能となるのは、ある事物における現在の状態

と異なる状態、つまり通時的参照点が容易に想定できることによると考えられ

る。 

また、文末に助詞“了”が後置されるだけではなく、変化を表す方向補語“～

起来”や“开始”、“慢慢”、“渐渐”などが加えられる場合も“有点”との共起

が可能となる。 
 

 (23) 这里飞机不来轰炸，山区渐渐．．有点儿兴旺。     徐迟《歌德巴赫猜想》 
    [ここは空襲が来ないため、山岳地帯はだんだん栄えてきた。] 
 (24) 李医生有点认真起来．．。                皮皮《比如女人》 
    [李先生はちょっと真剣になってきた。] 
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例(23)の“兴旺”、例(24)の“认真”はいずれもコンテクストフリーでは“有点”

と共起しにくい。しかし、例(23)のように、“有点”の前に連続的変化を表す

副詞“渐渐”が置かれ、その変化が目に浮かぶような場合、今までの“兴旺”

ではない状態（通時的参照点）が想定され、それと対照されるため、“有点兴旺”

は成立可能となる。例(24)の場合は“认真”の後ろに方向補語“起来”があり、

対象の変化する前の状態つまり“认真”ではない状態という参照点が想像でき

るため成立する。 

 同じ語であっても文脈や発話場面によって、参照点も異なる。また、同じ文

脈の中であっても複数の参照点が想定できる場合もある。例(25)a～cを見てみ

よう。 
 
 (25) a. 前天奉命搬出那“特区”，又回到我的老寓所；“奉命．．”之．际．，说老实 
     话，当真有点高兴。                             茅盾《腐蚀》 
     [一昨日、命令に従ってあの「特別区域」から引越して、また自分の 
     所に戻った。命令に従う際、実を言うと、ちょっと嬉しかった。] 
    b. 冯焱焱一点也不．．．．觉．得．难过．．，她瞪着我的眼光里还．有点高兴。   

                                           何顿《青青的河水蓝蓝的天》 
     [馮焱焱は少しもつらそうではなかった。逆に彼女が私を見つめるま 
     なざしはむしろちょっと嬉しそうだった。] 
    c. 今天，看她真．．动．了气．．，他反倒．．有点高兴。          老舍《四世同堂》 
     [今日、彼女が本気で怒ったのを見て、彼は却ってちょっと嬉しそう 
     だった。] 
 
例(25a)の場合、“奉命之际”という具体的な時点の心情を描写している。つま

り、その具体的な時点とは違う場合の気持ちという通時的な内的参照点が存在

している。例(25b)と(25c)の場合も発話時点での心情が“有点高兴”であるた

め、例(25a)と同様に、通時的内的参照点が存在すると考えられるが、一方で、

例(25b)の場合は“一点也不觉得难过”があるため、話者は、馮焱焱が“难过”

であると推測していた可能性があり、その推測された“难过”という心情が馮

焱焱のちょっと嬉しそうな表情に対する外的参照点となっているとも考えられ

る。また、例(25c)の場合は彼女が本気で怒ったことが外的参照点であると解釈

することも可能である。 
 
3. おわりに 
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 人は対象を評価・判断または描写する場合、ある一定の基準を参照点とし、

それとの微細な相違点（往々にして参照点よりも劣っている点）に着目するこ

とが多い。そのため、“有点”はマイナスの意味の語と共起する場合が多いと従

来指摘されてきた。しかし、一定の文脈があり、顕在的、潜在的な参照点が提

示される、或いは想定できる場合であれば、“有点”は中性、プラスの意味の語

と共起することも可能となる。例えば、“像”、“相似”、“相同”などのような語

は顕在的参照点が文脈で提示されることが多く、また、“喜欢”、“想”、“佩服”、

“高兴”等のような心理活動を表す語や、“特別”、“特殊”などのような形容詞

は、語自体に参照点が提示されているため、文脈がなくても、“有点”と共起す

ることができる。 

また、参照点が対象となる事物の内部にあるか否かによって、外的参照と内

的参照に分けることができ、さらに、内的参照には、参照点が対象の中で同時

に存在するか否かによって、共時的参照と通時的参照に下位分類することがで

きる。それぞれの参照点の関係をまとめると以下のように示すことができる。 
 
 外的参照点：ex. 例(15b)、（16）、 

 

 

 

 

 
※ 本稿は 2007年 1月に名古屋大学大学院国際言語文化研究科に提出した修士学位論 
文の一部に加筆、修正を施したものである。 

 
注 

1 「マイナスの意味の語」、「プラスの意味の語」及び「中性的な意味の語」はそれぞ
れ中国語の“贬义词”、“褒义词”、“中性词”に相当する。これは主に話者の込めた

感情（Conveying emotional overtones）によって分類されるものである。例えば、“高

尚”、“优秀”などのような語は“褒义词”であり、“丑陋”、“狠毒”などのような

語は“贬义词”、そして“红”、“厚”などのような語は“中性词”である。語の感情

的色彩について、ヘルマン・バウル(1965:78)は次のように述べている。 
 

普通に意義の変遷とは解されないもの，換言すれば，通常，それ自体が語

の意義と見られるもの，一種の感情的色彩が加わって，その結果，その語が，

高尚な言語か，または俗悪な言語にのみ，或いは後者，又は前者の文体にの

  参照点 
（潜在的・顕在的） 

          （17）、(25b)、(25c) 

共時的参照点：ex. 例（18）、（19）、（20） 

   内的参照点 
 

通時的参照点：ex. 例(21b)、(21c)、(22)、 
          (23)、(24)、(25a)～(25c) 
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み用いられるような現象もあるが，これも特殊化の中に入れることができる

だろう。 
 

しかし、これらの分類は相対的なものであり、文脈によって変化する場合もある。

例えば、“狐狸”はもともと“中性词”であるが、“他狡猾得像狐狸。”［彼は狐のよ

うにずる賢い］と言った場合、“狐狸”にはマイナスのイメージがあり、“贬义词”

となる。したがって、これら三種類の分類基準は文脈に大きく左右されるものでも

あるといえよう。 
2 黄国营・石毓智(1993)は、形容詞を程度副詞によって修飾することができない“定

量形容词”と、程度副詞によって修飾することが可能な“非定量形容词”の二類に

分類している。その上で、“非定量形容詞”のうち、“干净”のように“最不/十分

不/太不/很不/有点不/不/有点/很/太/十分/最”のすべての程度副詞の修飾を受けるこ
とができる形容詞を“全量幅词”と呼び、“脏”のように“有点/很/太/十分/最”の修
飾のみを受けることができる形容詞を“半量幅词”と呼んでいる。 

3 例文の下線と訳文は引用者による。 
4 本多(2003)によれば、ラネカーの認知文法では、目的とする認識・表現対象を目標
（target）と呼び、それを認識・表現するための媒介とされるものを参照点と呼ぶ。
われわれは参照点を経由して目標に到達するわけである。これが成功するためには、

目標は、参照点から十分近い範囲になければならない。たとえば、「三郎には弟がい

る」という場合、「弟」が目標となり、それを認識・表現するために媒介とされるも

の「三郎」が参照点となる。例えば、自分の知り合いに「三郎」という人がいて、

さらに「三郎には弟がいる」ということを知っているが、その弟のことは直接的に

は知らないという場合、「三郎」という既知の人物を介在させて、その人のことを「三

郎の弟」と表現することが可能である。この場合の「目標（target）」は「弟」であ
り、「三郎」がその「参照点」となっている。 

5 本稿の「ベースとなる基準」は一般的であるとされることと解釈しているが、これにつ
いては個人差がみられる。例えば、“这个问题有点难。”［この問題はちょっと難しい］と

いう場合、難しいか難しくないかと判断する基準は人によって異なる。 
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