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1.はじ乾再こ

文章理解には語嚢の知識は重要な働きをする｡語重力には言葉の読み方と意

味を理解する語桑の認識と未知の語嚢を予測 V推測する能力があるO語嚢の類

推力が読解に重要な役割を果たしていることはこれまでにも指摘されているが､

語桑の中でも特に分析が可能な漢語の果たす役割は大きいと言えるtv, したがっ

て.,語嚢の指導には漢語を分析するアプ ロ--チが有効だと思われるC漢語の分

析にはいろいろな方法があるが､意味理解を目的にした場合､漢語の意味上の

分析が適切であろう

2e漢語と分析

漢語は定着 しにくい言葉であり､分析も非常に難 しいと考えられているr,塞

稿では漢字 2字で構成されている熟語で､音読みで発音される2字漢語を分析

の対象とした｡漢語はさまざまな観点から分析することができる｡歴史的に漢

語がどのように発展 していったかを分析する適時的なアプローチとある時代の

漢語を分析する共時的なアプロ-チがあるO本稿では共時的なアプロ-ゝチに従

って､現代の漢語を分析 した｡先行研究では藤堂 (藤堂明保､『漢語と日本語』､

秀英出版､昭和56､62-65頁)と林 (林四郎 『漢字 ･語桑 8文章の研究

-』､明治書院､1987､87-88頁)の分析があるが､本稿では漢語を意味論の立

場から分析 した｡

3.漢語の意味分析

漢語を意味上､以下の四つに分類した｡

① 品詞 レベルによる分析
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(∋ 統語 レベルによる分析

③ 単漢字の意味と漢字の組み合わせからの分析

④ 漢語を構成 している漢字相互の意味からの分析

(1)と(2)は構造上の分析で､(3)と(4)は意味上の分析である｡意味上の分析にはま

づ構造上の分析は不可欠である｡

3.1贋造土現金堕

3土且｡品詞 レベルによる分析

漢語の品詞の組み合わせには以下のような可能性がある｡

a｡名詞

tl.動詞

C｡ 名詞

動

形

動

副

形

動

名

形
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h
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良

詞

詞

容
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十

十

+

十

形容詞 例)民 ･十主

形容詞 例)困 +莱

動詞 例)地 +震

名詞 例)読 +者

動詞 例)難 +読

詞 + 動詞 例)慕 +走

詞 + 動詞 例)全 +壊

容詞 + 名詞 例)良 +莱

詞 + 名詞 例)製 +品

詞 十 名詞 例)茶 十道

容詞 + 形容詞 例)長 +痩

3.1,2｡統語レベルによる分析

漢語は統語的な関係を持つ複合語であり､意味の上から見れば一つの文 と同

じである｡要するに､漢語は意味を持っ単文であり､話 し言葉に言い換えるこ

とができる｡このように考えると漢語は節や文として分析が可能であろう｡ こ

のことを考慮 し､以下のように分類した｡

乱 主語 昏述語の関係

b. 述語 ｡目的語の関係

C. 対等の関係 (並列)

a. 補助の関係 (補充)
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e.属格と所有格の関係

f.場･所と動作の関係

g.動作の目的の関係

h｡原因 e理由の関係

i.利益 ･目的の関係

j.譲歩の関係

k.資格の関係

i<程度の関係

m.条件の関係

耶小状態の関係

O｡ 時間の関係

pp受身の関係

喝.修飾の関係

連用修飾の文節

連体修飾の文節

T?外来語からできた漢語

S; 虚字と実字でできている漢語

を｡略文からできた漢語

次に上記の具体的な例を示す｡

i)主語 や述語の関係

例)地震 (地が震える :也 +寮 - 名詞 +動詞)

名詞が動詞する :a.名詞+動詞 - 日没､地震

b｡動詞+名詞 - 開花

名詞が形容詞 ;ai名詞+形容詞 -→頭痛､胃弱

b｡形容詞+名詞 - 無力､強力

2)述語 ･目的語の関係

例)出国 (国を出る :出+国 - 動詞 +名詞)

名詞を動詞する :a.名詞+動詞 - 草食､肉食

b.動詞+名詞 - 犯罪､造船
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3) 対等の関係

例)男女 (男と女 :男+女 - 名詞 +名詞)

名詞 1と名詞 2:a.反対の意味 :名詞 1+名詞 2- 天地､左右

b.同じ意味 :名詞 1+名詞 2- 状態､倉庫

C｡同じ漢字 :名詞 1十名詞 1- 人人､数数

動詞 1と動詞 2:d.反対の意味 :動詞 1+動詞 2- 開閉､売買

e.同じ意味 :動詞 1+動詞 2- 申請､学習

f｡違 う意味 動詞 1+動詞 2 - 引用 (引き

用いる)

名詞と動詞 : g.同じ意味 :名詞+ 動詞 - 上昇､下降

4)補助の関係

例)不正､未知､非常､可笑､可口､美的､無用

a否 定の意味 :接頭辞+他品詞 - 不正､未知､無用､非常

b.使役の意味 :接頭辞+他品詞 - 可笑

C.修飾の意味 :他品詞+接尾辞 -美的､油性､当然

5)属格と所有格

例)海岸 (海の岸 :海+岸 - 名詞 +名詞)

名詞 1の名詞 2 :海岸､山頂､茶道

6)場所と動作の関係

例)登山 (山に登る :餐+山 一 動詞 +名詞)

名詞に動詞する :動詞+名詞 - 登山､潜水､上京

7)動作の目的の関係

例) 他言 (他人に言う:他+言- 名詞+動詞)

名詞に動詞する :名詞+動詞 -他言

8)原因 ｡理由の関係

例)苦寒 (寒さで苦しむ､寒くて苦しむ :苦+寒 - 動詞十形容詞)

a.形容詞によって(のため)動詞する :動詞十形容詞 -苦寒

b｡名詞によって(のため)動詞する :名詞+動詞 -酒酔 (酒で酔 う)

C｡動詞によって(のため)動詞する :動詞 1+動詞 2 -見学 (見て学ぶ)

d｡名詞によって(のため)の名詞 :秦詞 l+名詞 2-水害 (水による害)

e.動詞によって(のため)の名詞 :動詞+名詞 - 飲禍 (酒を飲んだた
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めにおこる災難)

9)利益 ･目的の関係

例)旅館 (旅のための館 :派+館 -名詞 +名詞)

a.名詞のための名詞 :秦詞 l+名詞 2:旅館

b.動詞のための名詞 :動詞+名詞 :読本 (読むための本)

10)譲歩の関係

例)苦学 (苦しみながら学ぶ 三苦十学 -動詞 十動詞)

動詞 しながら動詞する :動詞 +動詞 -苦学

ll)資格の関係

例)敵視 (敵としてみなす こ敵+視 -){FFj詞十動詞)

名詞として動詞する :名詞+動詞 -→敵視

12)程度の関係

例,)死闘 (死ぬほどまで戦 う:肝･+閑 -動詞+動詞)

a'動詞するほどまで動詞する :動詞+動詞 - 死闘)

bAJj詞するほどまで名詞 :動詞+名詞 -.→死友 (死ぬほどまでの友)

13)条件の関係

例)触塗 (触ると塗る-汚れる :触+塗 --動詞+動詞)

動詞すると動詞する : 動詞+動詞 一 触塗

14)状態の関係

例)死物 (死んでいる物 :死+物 -動詞+名詞)

動詞している名詞 :動詞+名詞 -死物､生物

15)時間の関係

例)夜中 (夜のうち :夜中 -名詞+ (時間)名詞)

名詞の (時間)名詞 :名詞+ (時間)名詞 -夜中､昼間､午前

16)受身の関係

例)廃屋､棄妻､好物 (好まれる物 :好物 -動詞+名詞)

動詞される名詞 :動詞+名詞 - 好物､廃屋､棄妻
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17)修飾の関係 (被修飾+修飾)

a｡連用修飾の文節

al. 形容詞 (く)動詞する :形容詞+動詞 - 激動 (激しく動く)

(副詞+動詞)

a2.形容詞 (く)形容詞 :形容詞+形容詞 -甚大 (はなはだしく大き

い)

(副詞+形容詞)

be連体修飾の文節

bL 形容詞 (い)名詞 :形容詞+名詞 -重罪 (重い罪)

b2,動詞する名詞 :動詞+名詞 -来客 (来る ｡来た客)

b3.名詞 (である)名詞 :名詞+名詞 -客人 (客である人)

18)外来語からできた漠語

例)煙草､阿片 (色々)

19)虚字と実字でできている漢語

例) 所有､将来 (虚字+実字)

20)略文からできた漢語

例)経済 (｢経世済民)､絶対 (絶 (全く)相対がない)､京大 (京都大学)

(色々)

3.2.意味上の分析

漢字が2字組み合わされて､一つの意味を表す漢語を成す｡ 漢語を構成 して

いる漢字相互の関係にはいろいろなパターンがある｡漢語の総括的な意味は二

つの条件による｡一つは構成する単漢字の意味､もう一つは組み合わされた 2

字の意味である｡言い替えれば､絶対的な意味と相対的な意味の両方が共存す

るわけである｡次にこの二つの意味の相互作用について述べる｡単漢字の意味

と漢字の組み合わせによる分析､漢語の構成要素と総括的な意味の関係による

分析に分けた｡

3.2.1単漢字の意味と漢字の組み合わせからの分析
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漢字には複数の音読みと訓読みが存在 し､意味の分野が広い｡それぞれの意

味は必ず しも似ているわけではないので､漢語の意味を分析するときには､ま

ず構成する漢字の個別的な意味から分析する必要がある｡ もちろん､これはた

だ一般的なアプローチに過ぎないので､これだけで漢語の意味がわかるわけで

はない｡

抽象的な例をあげる｡漢字 1 (Kl)と漢字 2 (K2)があるとすると､KIsl(漢

字の意味 1)から Kisn (同じ漢字の意味n)まで､K2slから K2snまでの異な

る意味が存在することになるoKl+K2という漢語は論理的には数多くの組み合

わせができる｡したがって､Kl+K2という漢語が実際に存在するとしたら､数

多くの組み合わせの中のどれにあてはまるかによって意味が違ってくるのであ

る｡

仁山--胤 si 毘2S仁WMi

仁 山1 日S2＼･ 民2S2J---叫 -1

K仁 山一一山一-ド---KIs3-----琵2S3-】---巨--…--m-民望

･ :･･ ､ :

上 州 --K_i sn K2sIn_--1

たとえば Ki+K2 - 琵is2十K2S4または Ki+K2 - 琵1S3+K2S3などが考

フこb那ノる o

具体的な例をあげてみよう｡

~1.認識

2白容認

3.面識

1.認識

認

1日動)みとめるOじわじわと見さだめるO何ものであるかを見わける｡じわりと

心にやきつける｡

2日動)みとめる｡手間をかけたすえ､よかろうと納得する｡

3･(動)〔俗〕じわじわと手間をかけておぼえている0人や文字をおぼえているo

〔国〕 1･したためる｡処置 して整える｡したくする｡

2｡したためる｡食事をととのえて食べる｡また､用具をととのえて手紙な
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どを書く｡

識

① 1日動)しる｡特色によってそれと見わける｡また､他と区別 して物や人

の名称をしる｡

2｡(名)物事の是非,善悪の見わけ方｡判別のしかた｡また､それをつかさどる

心の能力｡

3.(名)しりあい｡

4･(名)〔仏〕精神が対象を認識する作用｡十二因縁の一つ｡前世の生の煩悩

を因として､現在の生に託する人生の意識｡

② 1日動)しるす｡書きとめる｡

2日名)しるし｡目じるLや旗じるしのこと｡

3日名)銅器や石碑に､平面より高く刻みしるした文字｡

ヰ 認識 :認 1 + 識① 1:物事をはっきりと理解 し､他のものと区別 した

り､判断したりすること｡また､そうして得られた心的な内容0

認 1:1･(動)みとめる｡じわじわと見さだめる｡何ものであるかを見わける｡じ

わりと心にやきつける｡

識① 1:(動)しる｡特色によってそれと見わける｡また､他と区別 して物

や人の名称をしる0

2. 容認

容

1･(動)いれる｡中に物をいれる｡また､とりこむ｡

2･(名)中身｡中にはいっているもの｡またその量｡

3日名)かたち｡すがた｡わくの中におさまった全体のようす｡かっこう｡

4日動)かたちづくる｡すがたを整える｡また､化粧する｡

5日動)ゆるす｡いれる｡ゆるすoまた､ききいれる｡受けいれる｡

6日形)ゆとりがあるさまO

一 客認 :容 5+認 2:その事柄をよいとして許 し認めること｡

容 5 :(動)ゆるす｡いれる｡ゆるす｡また､ききいれる｡受けいれる｡

認2日動)みとめる｡手間をかけたすえ､よかろうと納得する｡
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3. 面識

面

1令{名‡おも｡おもて｡まわりを線でぐるりととりまいた顔｡また､顔に似せたも

の｡

25を名iおもてGまわりを線でかぎった平らな広さ,J物体の外側｡数学では､厚さ

のない広がりO

3弓動}かおを向けるOある方角を向く｡

4βi動きそむく｡うしろを向くOかおをそむける0

56描 iがわ｡むき.3方向0

6 台‡単位喜平面をなす物を数える単位｡

7秒を名書〔俗H j､麦粉を練って細く轟く切ったもの｡うどんやそば0

滴〕めん｡il'イ液 面o｢能面｣｢お面｣(llu潮 道で頗いるも顔をおおう道具Cまた,ーその

道具の上部を打ちすえること｡

噛 面識 三面 1十識① ユ : 亙 頼 こ顔見 知 53であ る こ と

面 1日名書おもOおもてoまわりを線でぐるりととりまいた顔Oまた､顔に似せた
J′Tヽ
t)Vノ｡

識① 1日動}しるC特色によってそれと見わけるOまた､他と区別して物

や人の名称をしるO

3.2.2漢語を構成している漢字相互の意味からの分析

漢字の組み合わせにより､漢語の総括的な意味は違ってくる｡大きく二つのタ

イプに分けられる｡

1) 同じ意味の漢字の組み合わせ (Ⅹ｡Ⅹ)

2) 違 う意味の漢字の組み合わせ (x,y)

組み合わせには以下の六つの日用邑性かある.

1.x.y〉Ⅹ+y;

2.x.x〉Ⅹ;
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4.x.y〉Ⅹ+α;

5¢ X｡y〉y+α;

6.x.y ) zl

1.は違 う意味の漢字の組み合わせで､総括的な意味は第一プラス第二の漢字の

意味｡例)旅館､病人｡

20は同じ意味の漢字の組み合わせで､総括的な意味は第一と第二の漢字の表 し

ている意味｡例)上昇､身体､森林､集団

3｡は同じ意味の漢字の組み合わせで､総括的な意味は単漢字の意味プラス別の

意味(α)｡ 例)超越､義理､言語､尊厳､高貴､優美､高雅､寛大､優秀

4.は違 う意味の漢字の組み合わせで､総括的な意味は第-の漢字の意味プラス

別の意味 (α)｡例)安心､人物､人口､確乎､公然､調子､笑殺

5.は違 う意味の漢字の組み合わせで､総括的な意味は第二の漢字の意味プラス

別の意味(α) ｡ 例)為替､所有､将迎､所見

6.は違 う意味の漢字の組み合わせで､総括的な意味は組み合わた漢字の意味と

関係ない｡ 例)白痴､案内､折角､挨拶､矛盾､煙草､阿片

3.2.2.1コメン ト

1)x.y〉Ⅹ+y

この漢語の種類は圧倒的に多い02から6のパターン以外はすべてこの型に当

てはまる｡従って､､X.y〉Ⅹ+yのパターンは普通といってもよいであろう｡

2)X｡Ⅹ〉Ⅹ

このパターンは ｢対等の関係の漢語｣の同じ意味の漢字に当てはまる0

1 林四郎氏 (｢Ej本語2字漢語の意味核｣､『応用言語学講座』､林四郎編､明治書院第5

巻､ 1992年)は:漢語を ｢l核2の字漢語｣㌔ ｢2核2の字漢語｣､ ｢1核半の2字漢
語｣㌔ ｢癒着がもたらす1核語j､に分けるO (注 : ｢核｣とは漢語の意味の核である)a
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a) 同 じ意味 :秦詞 l+名詞 2- 状態､倉庫

ら) 同 じ意味 :動詞 トト動詞 2- 申請､学習

C) 同じ意味 :名詞+ 動詞 - 上昇､下降

d) 同 じ漢字 :名詞 i+秦詞 l- 人人､数数

3)X,Ⅹ〉Ⅹ+α

2)x.x〉X との違いは両方の漢字が示 している同じ意味のほかに+αがあり､

全体の意味は大体､物質的より抽象的なニュアンスを取るケースが多い｡

例 1) 寛大- 寛 :広い､くつろぐ､許す

大 ｡大きい

→ 心がひろく､思いや りのある態度で接すること (心が広い､心が大きい -

α-心)

例 2)超越 - 超 :こえる

越 :こ え る

-ヰある限界o範拓をはるかにこえ る こ と｡ また､ ある物事か らぬけを甘 て ､全 く別 の

より高い音場にあること trtE/,-はるか に､高い立場に)

4jxやy〉Ⅹ十α;

この型の漢語は

1さ｢虚字と実字でできている漢語｣に当てはまる f:最初の漢字は実字である);

例)確乎､公然

2.その他 例) 人物､大仁上 調子､笑殺

T-ヽ
t))Ⅹ.y 〉 y+cL;

4.1.)とほぼ同じであるが､最初の漢字は虚字であるC

例 :為替､所有､将過､所見

6)X.y〉Z

このパターンは二種類ある｡

a. ｢外来語からできた漢語｣

例)煙草､阿片

b, ｢略文からできた漢語｣

例)経済 (｢経世済民)､絶対 (絶 (全 く)相対がない)､京大 (京都大学)
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393.漢語の分析の実例

以上述べてきた漢語の論理的な分析を考慮に入れながら､実際に ｢漢語｣を分

析してみた｡

意味 : ｢昔､中国語からはいって日本語となったもので､音読する語｡また､それ

にならって日本で作った語のうち､字音で読むもの｡｣

次のような順序で分析した｡

① 品詞レベルによる分析

② 統語レベルによる分析

③ 単漢字の意味と漢字の組み合わせからの分析

④ 漢語を構成している漢字相互の意味からの分析

(1)品詞レベルによる分析

漢語 - 漢 (名) +請 (名) :名+名

(2)統語レベルによる分析

漢語 - 漠 (名) +請 (名) :名+名 (漢の語)名 1の名 2

- 属格と所有格

(3)単漢字の意味と漢字の組み合わせからの分析

漢 :

1.(名)川名､漢水

2.(名)天の川｡

3｡(名)王朝名｡

4｡(塞)外国人の中国に対する呼び名｡

5.(名)民族の名｡中国人を構成する主な民族｡

6e(秦)中国または､中国人を呼ぶときの自称｡

7｡(名‡男､男に対する呼び名｡

8｡ 〔国〕から､あや､中国のこと｡

L-i-1[二 ,
I)!二l ･

し て動)い う｡ことばをはっきりと発音していう｡ものをいう｡
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2亡く名)ことO ことば｡口に出していうことば｡また､口に出していうこと｡

3.(単位)ことばや文字の数を数えるときのことば｡

4,(代,,助†われOここに｡

5.｢言言｣とは､かどぼっていかめしいさま｡

〔国〕げん｡ソシュールの言語学で､言語(ラング)に対して､話し手が個人的な

感情､思想を表現する実際の発話をい う ｡パロールに対する訳語｡

漢語 :漠 8+語 2

漠8:〔国〕から､あや､中国のこと｡ + 語2:I名)こと｡ことば - 中

国のことば｡ (中国 ｢から入った｣のことば)

(4)漢語を構成 している漢字相互の意味からの分析

漢語 --与 漢の語 :名 まの名 2 - Ⅹey )かy

乳 特殊な漢語

最後に､二つの特殊なパタ-ンの漢語を取り上げる｡一一一つは漢語を構成する漢

字は同じでも位置を変えたもの (｢鏡面漢語｣)Oもう一つは漢語は同じであ

るが発音と意味の異なるもの 日二重の漢語｣)｡

(1)鏡面漢語

日本語の漢語の中で ｢鏡面漢語｣ の数は意外に多い｡-例をあげると次のよう

な漢語がある :重体 6体重､内部 8吾汚内､防水 ⑳水防､変改 ｡改変､物品 0品

物､転回 中回転､平和 申和平､現実 申実現､など｡

上記の漢語はさらに次の三つの種類に分けられる｡

a.同じ意味の鏡面漢語 例) 変改 ｡改変､転回 ｡回転

b.違 う意味の鏡面漠語 例) 重体 ･体重､内部 ¢部内

C. ニュアンス､使い方が違 う鏡面漢語 例)平和 台和平､実現 ｡現実､物品 卓

品物

同じような意味の漢字を並べた漢語は ｢同じ意味の鏡面漢語｣をつくる傾向が

強いのに対 し､違 う意味の漢字を並べた漢語は b.の傾向が強いことがわかる｡
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C.の場合は似たような意味の漢字で構成されている漢語が多い｡

また､a.の場合は上記に述べた X｡Ⅹ〉Ⅹ､すなわち2)の ｢対等の関係の漢語｣

の同じような意味の漢字を並べた漢語に当てはまるob.はいろいろなパターン

がある｡ C.の場合はX｡Ⅹ〉Ⅹ ⇔ X.x〉Ⅹ+αの関係を持つ｡たとえば､

1.物品 : ｢不動産をのぞく､形のある物｡動産｣- X.x〉Ⅹ

2.品物 : ｢特に､商品としての物品｣- X.x〉Ⅹ+α (α:商)

(2)二重の漢語

｢二重の漢語｣は読みが違う同じ構成要素からなる漢語で､読み方により意味

も違ってくる｡このタイプの漢語は少ないが､分析する上で非常におもしろい｡

1.末期 :まっき-おわりの時期 ;

2.末期 :まつご-一生の終わりの時｡死にぎわ｡臨終｡

(1)品詞レベルによる分析

末期 :まっき - 末 (名)

末期 :まつご - 末 (秦)

名

名

十

十

名

名

二

二

～~~ノ

-ヽ
I

名

名

(

/し
､

期

期
十
十

(2)統語レベルによる分析

末期 :まっき - 末 (名) + 期 (名)- 名+名 (末の期)

末期 :まつご - 末 (名) + 期 (名)- 名+名 (末の期)

どちらも :名 1の名 2 - 属格と所有格

(3)単漢字の意味と語構成からの分析

莱 :

1.〈名)すえ｡こずえoまた､はしの部分C

2.(名)すえ｡物事のたいせつでない部分｡

3々 (名)すえoある期間のさいごの時期｡また､のちの衰えた時代0

4,(塞)すえ｡ある序列のさいごの地位C

58(秦)すえO商,工業のこと0

60(名ラ形)こまかいことO物事が小さくこまかい｡

7も(動)小さくするo(同義語)

8.(形)小さい者の意で､自分を謙そんしていうことば｡

9.(名‡中国の芝居の男役｡
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10｡(動)ない(ナシ).

期 :

し く名)とりきめた日時｡また､一定の時間C

2｡キス(戟)まつ｡予定する｡また､必ずそうなると目当てをつける｡

3.キス(動)あうO -定の時と所をきめ約束してあう｡ちぎる0

4｡(秦)-か月､または一年のこと｡

5ぅ(名)一年を期限として喪に服すること｡

6.-生の最後｡

末期 :まっき - 末 3十期 1:末の時期

末期 :まつご - 末 3+期 6 :末の一丁生

(4)漢語を構成 して いる漢字相互の意味からの分析

末期 :まっき - 未の期 :名 1の名 2 - Ⅹe-y)Ⅹ丹
末期 三まつご ----+ 末の期 :名 1の名 2 - Xcy)Ⅹ十y

このように全く同じ構造の漢語であるが､意味レベルで差が現れるのであるO

このほかに次のような漢語がある0

--一見 (い ちげん) 昏-見 (いっけん)､追従 (ついしょう) や追従 (ついじょ

ラ)､身上 (しんしょう) ｡身上 (しんじょう)､心中 (しんちゆう) o心中

(しんじゆう)､身代 (しんだい) 曲身代 (ものしろ)､などが存在するo

S｡まとめ

漢語の分析には､形態論上のアプローチ､音声学的なアプローチ､構造的な

アプローチなどいろいろある｡本稿では､意味論の立場から見た漢語の分析を

試みた｡意味論上のアプローチは特に日本語の語嚢指導に重要な役割を果たし

ているからである｡漢語の意味分析が漢語の習得や理解に有効であることはよ

く知られている｡そのために､漢語の分析を4つの段階に分けた｡

最初の二つの段階は漢語の構造に関わるものである｡

① は品詞 レベルによる分析で､次のステップを踏むには不可欠である｡統語

レベルによる分析は品詞の相互的な関係を明らかにするからである｡

② 統語 レベルによる分析は､意味論上の分析を土台にした｡漢語の構造が理

解できなければ､その漢語の意味はわからないであろう｡
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次の二つの段階は本格的な意味論上の分析である｡

③ 漢語の要素の個別的な意味論上の分析｡

④ 個別的な要素の組み合わせの総括的な意味論上の分析である｡

このように､まず品詞 レベルから､品詞の組み合わせの統語､単文 としての漢

語の理解 とい うふ うに段階をおって分析する｡そして､漢語の構造がわかった

ら､漢語の要素､すなわち､単漢字の個別的な意味の分析に進む｡最後に､そ

の組み合わせ､すなわち､漢語の最終的な意味論上の分析を行 う｡

漢語は言語上､単文 と同じ資格を持ち､複雑な構造を示すので､多面的なアプ

ローチの分析が必要とされる｡
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