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存現文

■ 存現文とは？
動詞文で語る事実は、「行動・変化」と「存在」の 2 種類に分けられます。

【行動・変化】

我去学校了。

私は学校に行きました。

他考上大学了。

彼は大学試験に受かりました。

【存在】

他在教室里。

彼は教室の中にいます。

教室里有一个人。

教室の中に 1 人います。

存在を表す文に注目すると、さらに 2 種類あることがわかります。
【動詞の主体が文頭にある】（特定の）人、モノ＋在・動詞＋場所

他在教室里。

彼は教室の中にいます。

他站在舞台中央。

彼は舞台の中央に立っています。

东西都放在屋子里了。

荷物をすべて部屋の中に置きました。

【動詞の主体が文末にある】

場所＋有・動詞＋（不特定の）人、モノ

教室里有一个人。

教室の中に 1 人います。

树下坐着一位老奶奶。

木の下に 1 人のお婆さんが座っています。

今天早上来了很多邮件。 今朝、たくさんのメールが来ました。
動詞の主体が文末にある例を見ると、動詞の“有”
“坐着”
“来了”の主体は“一

个人”“一位老奶奶”“很多邮件”です。存現文とは、このような「主体が文末
にある構文」を指します。存在・出現・消失・自然現象を表す場合、よく（必
ずではない）この構文を使うので、「存現文」と名づけられています。

7

存現文

■ 存現文の特徴

02

詞に“着”をつけて不特定の人、モノの存在を表せます。また、ときには“放了”
のように「動詞＋了」で存在を表すこともできます。

存現文の最大の特徴は、文末に置かれる主体のほとんどが不特定の人やモノ
であることです。

●

【出現】［どこ］動詞・形容詞＋了［だれ・何］

班里来了一个新同学。
【存在】“那三个人”は特定、“三个学生”は不特定です。

我家旁边新开了一家面包店。我が家の隣に新しいパン屋が開店しました。

a）那三个人坐在教室里。 あの 3 人は教室の中に座っています。
b）教室里坐着三个学生。 教室の中に 3 人の学生が座っています。
【出現】“出租车”は特定で、呼んだタクシーなどと考えられ、“一辆出租车”は
不特定です。
a）出租车来了。

タクシーが来ました。

b）前面来了一辆出租车。 前からタクシーが来ました。

房间里多了一台电视。

彼は帰りました。

b）走了三个人。

3 人帰りました。

【自然現象】“这场雨”は特定で、実際降っている雨です。“雨”は不特定で、降っ

长、着（火）、盖、建、出现、发生”などの「現れる」という意味を含む動詞を使っ
て人、モノの出現を表せます。また、“多了”のように「形容詞＋了」の形で出
現を表すこともできます。
●

この雨は半日降っていました。

b）下了半天雨。

半日（ずっと）雨でした。

以上の例を見ると、存在・出現・消失・自然現象のいずれも普通の動詞文、存
現文で表現できること、両者の違いは「特定」か「不特定」かにあることがわか
ります。では、この 4 種類の存現文を詳しく見ていきましょう。

【消失】［どこ］動詞・形容詞＋了［だれ・何］

不知不觉走掉了五个人。 知らないうちに 5 人がいなくなった。
桌子上少了一个杯子。

テーブルからコップがひとつなくなった。

人、モノがある場所から消えること、つまり「消失」は「出現」と相反する
事実です。消失も存現文で表せます。“走、跑、死、缺、拆、丢”などの動詞の
ほか、“少”などの形容詞がよく使われます。

てきてから「雨」だと気づいたと考えられます。
a）这场雨下了半天。

部屋にテレビが 1 台増えました。

“开、出、
“来、送来、寄来、发来、搬来”などの「来る」の意味を含む動詞や、

【消失】“他”は特定、“三个人”は不特定です。
a）他走了。

クラスに新しい学生が来ました。

●

【自然現象】 動詞＋了［雨・雪・风・花・芽〜］

上午下了一阵雨。

午前中、雨がすこし降りました。

刚才刮了一阵好大的风。 先ほど、すごい風が吹きました。
山上开满了花。

山に花が満開で。

雨が降る、花が咲くなどの自然現象もよく存現文で表現します。“下（雨・雪）、

刮（风）、飘（雪）、开（花）、发（芽）”などの動詞がよく使われます。その理由は、
これらの現象がこの世界に現れることとして理解できるからです。ただし、す

●

【存在】［どこ］有、動詞＋着、動詞＋了［だれ・何］

公园里有许多人。

公園にたくさんの人がいます。

屋外站着一个人。

部屋の外にだれかが立っています。

桌子上放了一杯茶。

テーブルの上に 1 杯のお茶が置いてあります。

“ 有 ”のほかに“ 站、 坐、 躺、 摆、 放、 装、 挂、 开、 准备、 设置 ”などの動
8

べての自然現象を存現文で表すわけではありません。次のような例も紹介して
おきましょう。

雨停了以后再走吧。

雨が止んでから帰りましょう。

花开得好漂亮。

花はきれいに咲いています。

9

存現文

練習Ⅰ＊中文和訳
【存在】［どこ］有、動詞＋着、動詞＋了［だれ・何］

練習Ⅱ＊和文中訳
【存在】［どこ］有、動詞＋着、動詞＋了［だれ・何］

1. 那面墙上挂着一张世界地图。

1. 部屋に灯りがついている。

2. 房间里准备了很多零食。

2. 教室の中に、何人かの日本人が座っている。

3. 天上挂着一轮明月。

3. ベランダにいくつか鉢植えの花が置かれている。 （鉢：盆 置く：摆、放）

【出現】［どこ］動詞・形容詞＋了［だれ・何］
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4. 机の上に手紙が 1 通置いてある。

4. 公司里来了两个新员工。
【出現】［どこ］動詞・形容詞＋了［だれ・何］
5. 我家今天来了一位客人。

5. 近いうちに、家には何人かの親戚が来る。

6. 花园里长出了许多杂草。

6. 隣に 1 人の若者が引っ越してきた。

（隣：隔壁、邻居）

7. 楼上着火了！

7. 外に 1 人の宅配業者が立っている。

（宅配業者：送快递的人）

8. 那里今年新盖了一栋公寓。

8. 事務室に電気製品が増えた。

【消失】［どこ］動詞・形容詞＋了［だれ・何］
9. 那里最近拆了一栋楼。

（近いうちに：过两天）

（電気製品：电器）

【消失】［どこ］動詞・形容詞＋了［だれ・何］
9. 彼がいなくなり、ここには、明るい笑い声が少なくなった。
（明るい笑い声：欢笑）

10. 家里丢了一串钥匙。
【自然現象】 動詞＋了［雨・雪・风・花・芽〜］

10. 私の顔にニキビが 1 つできた。

（ニキビが出る：长青春痘）

11. 財布から 1 万円がなくなった（1 万円少なくなった）。

11. 东北地区下雪了。
【自然現象】 動詞＋了［雨・雪・风・花・芽〜］
12. 外面刮起了大风。
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12. 海上に台風がやって来た。

（風が吹く：刮）

11

多、少

練習Ⅰ答案
1. あの壁に、1 枚の世界地図がかかっている。
2. 部屋に沢山のお菓子が用意されている。

21
●

3. 空に（ひとつの）明月がかかっている。
4. 会社には、2 人の新入社員が来ました。
5. 今日我が家には 1 人のお客さんが来ました。
6. ガーデンには、たくさんの雑草が生えてきた。
7. 上の階は火がついた（火事になった）。
8. そこには、今年、マンションが新しく建てられた。

多、少

多〜（啊）、多么〜（啊）

你看，这夜色多美！

なんて〜だろう
見て、なんてきれいな夜景でしょう。

“多”“多么”で「なんて～でしょう」と感心する意味を表すことができます。
とくに口語では“啊”をつけることが多いです。
●

（有）多＋形容詞など

北海道冬天有多冷 ?

9. 最近あそこで 1 棟のビルが取り壊された。

どのぐらい
北海道は冬はどのぐらい寒いですか。

对你的将来，你知道我有多担心吗 ?

10. 家の中で一束の鍵が無くなった。

あなたの将来をどのぐらい心配しているかあなたにわかりますか ?!

11. 東北地域では雪が降りました。
12. 外は強風が吹き始めた。

21

“多”を形容詞、あるいは“想、喜欢、希望、负责、担心”などの状態を表す
動詞の前につけると「どのぐらい」の意味となり、よく“有”と一緒に使います。

練習 Ⅱ 答案
●

多＋動詞

多めに、多く、長く

1. 房间里开着灯。

明天来的人多，你多买两个回来。

2. 教室里坐着几个日本人。

明日は来客が多いので、2 つ多めに買ってきてください。

3. 阳台上摆着几盆花。

今天没有工作，多睡一会儿吧。

4. 桌上放着一封信。

今日は仕事がないから、すこし長く寝ましょう。

5. 过两天，我家要来几个亲戚。
6. 隔壁搬来了一个年轻人。
7. 外面站着一个送快递的人。
8. 办公室里多了很多电器。
9. 他不在，这里就少了许多欢笑。
10. 我脸上长了一颗青春痘。
11. 钱包里少了一万日元。
12. 海上刮起了台风。

“多”を動詞の前につけると「多めに、長く」などの意味となります。よく「“多”
＋動詞＋数量・一点儿・一会儿」の形で使われます。
●

少＋動詞

少なめに、控える

你少说两句不就行了吗？ 口数を減らせばいいのに。
你少看一会儿电视就有时间学外语了。
テレビを観る時間をすこし減らせば、外国語を勉強する時間が出来ますよ。
“少”を動詞の前につけると「少なめに、短く」などの意味となります。よく「“少”
＋動詞＋数量・一点儿・一会儿」の形で使われます。

12
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多、少

練習Ⅰ＊中文和訳

練習Ⅱ＊和文中訳

多〜（啊）、多么〜（啊）

多〜（啊）、多么〜（啊）

1. 你看，多么可爱的小姑娘！

1. なんていい歌なんだろう。

2. 别急着喝，多烫啊！

2. 1 人暮らしはなんて自由なんだ。

3. 我多么想和你见一面，看看你最近（的）改变。

3. 旦那さんはあなたに（対して）なんてやさしいの！

21

（聴きごたえがある：动听）

（やさしい：好）

（陈奕迅《好久不见》歌词）
（有）多＋形容詞など
（有）多＋形容詞など

4. このケース、重さはどれくらいですか？

4. 您今年多大岁数了？
5. 彼の背はどれくらい高い？
5. 心有多大，世界就有多大。
6. ここは故郷からどれくらい離れているのか？
6. 她有多漂亮，你见了就知道了。

多＋動詞
多＋動詞

7. よく休むように気をつけてください。
（注意して休憩を多く取ってください）

7. 我多希望能再多陪他一会儿。
8. わたしもうすこし長く寝たい。
8. 生病了要多喝水。
9. 父さんは映画のチケットを 1 枚多めに買ってしまった。
9. 我没别的意思，你别多想。

少＋動詞
少＋動詞

10. 食べ物を控えてよく動くなら絶対痩せますよ。

10. 今天你少喝点酒。
11. 余計な世話はよせ！

（世話を焼く：管闲事）

12. くどくど言わないで。

（くどくど話す：啰嗦）

11. 嗓子疼的时候少说话。
12. 你少骗人了！

122
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練習Ⅰ答案
1. ほら、なんてかわいいお嬢さん！
2. 慌てて飲まないで、熱いですよ！
3. わたしは、どんなに会いたかったことか、どんなにあなたの最近の変化を
知りたかったことか。（イーソン・チェン『好久不見』歌詞）
4. あなたは今年でおいくつになられましたか？
5. 心の大きさは世界の大きさを決める。
6. 彼女がどれくらいきれいか、見たらわかるよ。
7. 私は彼ともうすこし一緒にいることをどんなに願っていたか。
8. 病気になったら、多めに水を飲んだほうがいい。
9. とくに意味はありませんよ、考えすぎないで。
10. 今日お酒を控えたほうがいいですよ。
11. 喉が痛いときはあまりしゃべらないで。
12. うそをつかないで！

ちゅうごくご ちゅうきゅう

すらすらさくさく中国語中 級ドリル 1000

練習 Ⅱ 答案
1. 多么动听的一首歌啊。
2. 一个人的生活，多自由啊。
3. 你老公对你多好啊！
4. 这个箱子有多重？
5. 他的个子有多高？
6. 这里离故乡有多远？
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