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1 “进吧”“出吧”“上吧”“下吧”“回吧”はあまり使えない。

「行きましょう」「食べましょう」は“走吧”“吃吧”と言えますが、
「入りましょう」「出ましょう」「上がりましょう」「下りましょう」「帰
りましょう」は“进吧”“出吧”“上吧”“下吧”“回吧”と言えるでしょ
うか。まず以下の文を見てください。

⑴	彼はもう入りました。私たちも入りましょう。
＊他已经进了，我们也进吧。

⑵	彼は出ました。私たちも出ましょう。
＊他出了，我们也出吧。

⑶	彼は 3階で私たちを待っています。私たちは上がりましょう。
? 他在 3楼等我们，我们上吧。

⑷	彼は下で私たちを待っています。私たちは下りましょう。
? 他在下边儿等我们，我们下吧。

⑸	あなたは先に帰って。私は買い物をしてから帰ります。
? 你先回吧，我买了东西后再回。

以上の文は“进”“出”“上”“下”“回”という 5つの動詞を使って
います。この 5つの動詞は方向を示すので、以下「方向動詞」という
ことにします。方向動詞は日本語では単独で使えますが、中国語は普
通単独では使えず、補語の“来”“去”と一緒に使うことが多いのです。
以上の文の“进吧”“出吧”は誤文で、“上吧”“下吧”“回吧”は口語
での省略形としてなら使えます。次のように“去”をつければ、よく
なります。

“进”“出”は単独では使えない01
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（1a）	 他已经进去了，我们也进去吧。

	Tā	yǐjīng	jìnqu	le,	wǒmen	yě	jìnqu	ba.

（2a）	 他出去了，我们也出去吧。

	Tā	chūqu	le,	wǒmen	yě	chūqu	ba.

（3a）	 他在 3楼等我们，我们上去吧。

	 Tā	zài	sān	lóu	děng	wǒmen,	wǒmen	shàngqu	ba.

（4a）	 他在下边儿等我们，我们下去吧。

	Tā	zài	xiàbiānr	děng	wǒmen,	wǒmen	xiàqu	ba.

（5a）	 你先回去吧，我买了东西后再回去。

	Nǐ	xiān	huíqu	ba,	wǒ	mǎile	dōngxi	hòu	zài	huíqu.

日本語では「入って来る」「出て来る」などよく言いますが、「入っ
て行く」「上がって行く」などはあまり言いませんので、学生は“进来、

出来”は言えますが、⑴～⑸	のように、“进去、出去”などが使えな
い傾向があります。この 5つの方向動詞は単独の時は、必ず“来／去”
と一緒に使います。“进来、进去”“出来、出去”“上来、上去”“下来、

下去”“回来、回去”と覚えてください。例えば、

⑹	你进来吧。	 Nǐ	jìnlai	ba.（入って来てください）

	 　你进去吧。	 Nǐ	jìnqu	ba.（?入って行ってください）

⑺	你出来吧。	 Nǐ	chūlai	ba.（出て来てください）

	 　你出去吧。	 Nǐ	chūqu	ba.（?出て行ってください）

⑻	你上来吧。	 Nǐ	shànglai	ba.（上がって来てください）

	 　你上去吧。	 Nǐ	shàngqu	ba.（?上がって行ってください）

⑼	你下来吧。	 Nǐ	xiàlai	ba.（下りて来てください）

	 　你下去吧。	 Nǐ	xiàqu	ba.（?下りて行ってください）

⑽	你回来吧。	 Nǐ	huílai	ba.（帰って来てください）

	 　你回去吧。	 Nǐ	huíqu	ba.（?帰って行ってください）

また、場所目的語がある時は、“来／去”の前に置きます。例えば、
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⑾	早くロビーに下りて来なさい。
	 你快下大厅来。	 Nǐ	kuài	xià	dàtīng	lái.

⑿	早く 2階に上がって来なさい。
	 你快上 2楼来。	 Nǐ	kuài	shàng	èr	lóu	lái.

⒀	早く部屋に入りなさい。
	 你快进屋来。	 Nǐ	kuài	jìn	wū	lái.

⒁	早く家に帰って来なさい。
	 你快回家来。	 Nǐ	kuài	huí	jiā	lái.

2 “进”“出”は単独では使えない。

1 に述べたように 5つの方向動詞で、“上”“下”“回”は会話では、“来

／去”が省略され、単独で使われることもあります。例えば、“你上 !”
“你下 !”“你上吧 !”“你下吧 !”“你回吧 !”“他上了”“他下了”“他

回了”と言えますが、“进”と“出”だけは、どんな状態でも単独で
使えないので、“进”“进了”“进吧”“出”“出了”“出吧”とは言えま
せん。必ず“来”か“去”と一緒に使い、“进来”“进去”“出来”“出

去”と言うか、あるいは、ほかの動詞と一緒に使わなければならない
のです。

⒂	明日 8時に入ります。／明日 8時に出ます。
	 ＊明天 8点进。／＊明天 8点出。

	 ○明天 8点进去。	 Míngtiān	bā	diǎn	jìnqu.

 ／○明天 8点出发。	 Míngtiān	bā	diǎn	chūfā.

⒃	彼らはもう入ったよ。／彼らはもう出たよ。
	 ＊他们已经进了。／＊他们已经出了。

	 ○他们已经进去了。	 Tāmen	yǐjīng	jìnqu	le.

 ／○他们已经出去了。	 Tāmen	yǐjīng	chūqu	le.

⒄	早く入りましょう。／早く出ましょう。
	 ＊快进吧。／＊快出吧。

	 ○快进去吧。	 Kuài	jìnqu	ba.／○快出去吧。	 Kuài	chūqu	ba.
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⒂	「8 時に出ます」は「8時に出かける」か「8時に出発する」と
いう意味なので、“明天 8 点出门”あるいは“明天 8 点出发”となり
ます。⒃	「もう出た」は「もう家を出た」か「もうある場所から出た」
という意味で、“他们已经出门了”か“他们已经出去了”と言います。
あるいは、ある場所から離れることを表す動詞“走”を使い、“他们

已经走了”と言います。⒄	「早く出ましょう」は、「早く出かける」
か「早くその場を離れよう」という意味なら、“早点儿出门吧”ある
いは“早点儿走吧”となります。“快出去”になると、「早く出て行け」
「早くその場所を出る」「相手を追い出す」のようなニュアンスが含ま
れます。

これまでをまとめると以下のようになります。

“进”	 “出”	 “上” “下” “回”

単独 × × △ △ △

“吧”がある × × ○ ○ △

“了”がある	 × × ○ ○ ○

※△は会話での省略形

3 連動文では、必ず“来/去”と一緒に使う。

次の誤文を見てください。

⒅	気分が悪いなら、先に帰って休んでください。
＊要是不舒服，你先回休息吧。

	 ○要是不舒服，你先回去休息吧。

	 Yàoshi	bù	shūfu,	nǐ	xiān	huíqu	xiūxi	ba.
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⒆	パンを 2つ持って上がって彼にあげてください。
＊拿两个面包上给他吧。

	 ○拿两个面包上去给他吧。	 Ná	liǎng	ge	miànbāo	shàngqu	gěi	tā	ba.

⒇	入って見てください。
＊你进看吧。

	 ○你进来看吧。	 Nǐ	jìnlai	kàn	ba.

	 ○你进去看吧。	 Nǐ	jìnqu	kàn	ba.

⒅	「気分が悪いなら、先に帰って休んでください」と	⒆「パンを 2
つ持って上がって彼にあげてください」のような連動文の場合は“去”
を省略できません。“你先回休息吧”“拿两个面包上给他吧”とは言
えず、“你先回去休息吧”“拿两个面包上去给他吧”と言わなければ
なりません。⒇「入って見てください」は「入って来て見てください」
「入って行って見てください」とも言えますので、学生は“进来”は
使えますが、“进去”はあまり使えません。
とにかく、単純方向補語はどんどん“来／去”を使ってください。「方
向動詞」は単独でも、語気詞があっても“来／去”が必要です。
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練 習 問 題

Ⅰ 次の中国語を日本語に訳してください。
1.	 他跟小王一起回去了。

2.	 那么高，你还是别上去。

3.	 没时间了，我们快下去吧。

4.	 门没锁，你先进去吧。

5.	 你出去，你不出去我出去。

Ⅱ 次の日本語を中国語に訳してください。
1.	 帰りたいなら、宿題を先に終わらせてください。
2.	 映画がもうすぐ始まりますよ、早く入りましょう。
3.	 あなたは木の上で何をしているの？早く下りなさい。
4.	 私はエレベーターで上がります。
5.	 お母さんが家で待っているから、早く帰りなさい。
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“还”は継続、追加、程度がまあまあなことを表す以外に、未来に
おける動作の重複も表せます。例えば、

⑴	你放心，我明天还来。 Nǐ fàngxīn, wǒ míngtiān hái lái.

（安心して、明日また来るよ）

⑵	你技术不错，下次还找你剪发。

Nǐ jìshù búcuò, xià cì hái zhǎo nǐ jiǎnfā.

（あなたの腕がいいから、次回もあなたに髪の毛を切ってもらうよ）

⑶	那家店做生意不诚实，以后谁还买他的东西?

Nèi jiā diàn zuò shēngyi bù chéngshí, yǐhòu shéi hái mǎi tā de dōngxi?

（あの店は商売が誠実ではない、今後誰が買ってあげるの？）

⑷	明年你还去你哥家过年吗? Míngnián nǐ hái qù nǐ gē jiā guònián ma?

（来年また、お兄さんの家でお正月を過ごしますか）

この動作の重複を表す“还”は、同じ重複を表す副詞“再”、“又”
と混同しやすいのです。学生はよく以下のような誤文を作ってしまい
ます。

⑸	彼はもう 1個買いたい。
＊他又想买一个。

⑹	来年彼らはまた中国に行く。
＊明年他们又去中国。

⑺	あなたは明日また来ますか。
＊你明天再来不来 ?

⑻	私はもう少し寝たい。
＊我再想睡一会儿。

未来の重複を表す“还”と“再”の違いに
ついて35
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⑼	彼はまた怒ったよ。
＊他还生气了。

⑽	我々はもう少しこれを見ましょう。
＊我们还看看这个。

いかがでしょうか。以上は動作の重複の「また」に“又”“再”“还”
を使っていますが、どこが間違いなのでしょうか。
さあ、“又”（『誤用』p.203）と“再”（『誤用』p.198）を復習しながら、

重複の“还”の用法を確認しましょう。

1 “又”は過去において、同じ動作、あるいは定期的に行われた動
作の重複を表す。

“又”は過去において、同じ動作、あるいは定期的に行われた動作の
重複を表します。したがって、⑸	⑹	は未来のことなので、“又”が使
えません。また、⑼	は過去の動作の重複なので、“又”を使わなけれ
ばなりません。

（9a）	 他又生气了。 Tā yòu shēngqì le.

2 “再”は未来の重複を表す。

例えば、“请你再说一遍”“我再想想”。しかし、⑺	⑻	は未来の重
複なのに“再”を使うとなぜ誤文になるのでしょうか。
一方、⑴	⑵	⑶	⑷	を見ると、“还”も未来の重複を表しますが、そ
れらの例文の“还”を“再”に置き換えることができるでしょうか。
同じ未来の重複を表す“再”“还”はいったいどこか違うのでしょうか。
では、“还”と“再”の違いについて、説明していきましょう。
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詞3 “还”はもう一度する意志がはっきりしている時に使われる。

“还”はもう一度する意志がはっきりしている時にしか使えません。
また、相手が強い意志でもう一度同じ動作をするかどうかの確認も含
みます。“再”は意志ではなく、客観的な動作の重複、動作の重複の提
案に使われます。例えば、⑴	⑵	⑶	⑷	はもう一度行う意志が強いこ
とを表すために、“还”を使っています。ですから	⑸	⑹	は“又”を“再”
ではなく、“还”に直すべきです。⑺	⑻	は重複する意志が強いこと、
あるいはその確認なので、同じく“再”を“还”に変えるべきです。

（5a）	 他还想买一个。 Tā hái xiǎng mǎi yí ge.（彼はまた 1つ買いたい）

（6a）	 明年他们还去中国。 Míngnián tāmen hái qù Zhōngguó.

（来年彼らはまた中国に行く）

（7a）	 你明天还来不来? Nǐ míngtiān hái lái bu lái?

（あなたは明日また来ますか）

（8a）	 我还想睡一会儿。 Wǒ hái xiǎng shuì yíhuìr.

（私はまたもう少し寝たい）

逆に、意志がはっきりしなかったり、あるいは、意志が含まれない、
単なる動作の重複、あるいは、もう一度してもらいたい、もう一度し
たらという提案、意見を述べる時は、“还”ではなく、“再”を使わな
ければなりません。例えば、

⑾	他恐怕无法再支持下去。 Tā kǒngpà wúfǎ zài zhīchí xiàqu.

（おそらく彼はやり続けるのは無理だと思う）

⑿	我们从头再做一遍吧。 Wǒmen cóng tóu zài zuò yí biàn ba.

（私たちは最初からもう一度やりましょう）

⒀	我们要求他再给我们一个机会。

Wǒmen yāoqiú tā zài gěi wǒmen yí ge jīhuì.

（私たちは彼にもう一度チャンスをくれるように要求した）

⒁	你再通知他一下。 Nǐ zài tōngzhī tā yíxià.（もう一度彼に知らせて）
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以上の例文は強い意志が含まれておらず、意志の確認でもないので、
“还”を使えません。

4 重複を表す“还”の後には動詞の重ね型や“一下”を一緒に使
えない。“再”は使える。

重複を表す“还”は強い意志がある時の表現ですので、軽い気持ち
や、軽い動作を表す動詞の重ね型や“一下”「ちょっと…する」と一
緒に使えません。“再”は使えます。例えば、

⒂	あなたはもう少し考えてください。
	 ＊你还想想吧。

	 ○你再想想吧。 Nǐ zài xiǎngxiang ba.

⒃	私たちはもう少し待ちましょう。
＊我们还等一下吧。

	 ○我们再等一下吧。 Wǒmen zài děng yíxià ba.

⒄	ちょっと待って、私はまたちょっと見るから。
＊你等等，我还看看。

	 ○你等等，我再看看。 Nǐ děngdeng, wǒ zài kànkan.

ですから、⑽	は次のように直します。

（10a）	我们再看看这个。 Wǒmen zài kànkan zhèige.

5 重複を表す“还”の後に助動詞を置けるが、“再”は置けない。

重複を表す“还”の後には助動詞を置けますが、“再”は置けません。
逆に“再”の前に助動詞を置けますが、“还”は置けません。例えば、

⒅	彼はまた続けてこのようにすることができるの？
	 ○他还能继续这样做吗? Tā hái néng jìxù zhèyàng zuò ma?

＊他再能继续这样做吗 ?
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詞
	 ○他能再继续这样做吗? Tā néng zài jìxù zhèyàng zuò ma?

⒆	彼はまたあなたに会いたい。
	 ○他还想见你。  Tā hái xiǎngjiàn nǐ．
＊他再想见你。

	 ○他想再见你。  Tā xiǎng zài jiàn nǐ．
⒇	この職はあなたは続けるべきです。
	 ○这个职位，你还应该继续做下去。

 Zhèige zhíwèi, nǐ hái yīnggāi jìxù zuò xiàqu.

＊这个职位，你再应该继续做下去。

	 ○这个职位，你应该再继续做下去。

 Zhèige zhíwèi, nǐ yīnggāi zài jìxù zuò xiàqu.

6 重複を表す“还”は否定形がないが、“再”はある。

重複を表す“还”は強い意志を表すので、肯定形しかありませんが、
“再”は肯定も否定もあります。例えば、

�	彼がもう一度仕事をしなかったら、どうしましょう？
	 ? 他还不工作，怎么办?

  ○他再不工作，怎么办? Tā zài bù gōngzuò, zěnme bàn?

�	彼はまた休まないと、疲れて体を壊すよ。
	 ? 他还不休息，会累坏的。

	 ○他再不休息，会累坏的。 Tā zài bù xiūxi, huì lèihuài de.

�	あなたはもう一度頑張らないと、後悔するよ。
	 ? 你还不努力学习，会后悔的。

	 ○你再不努力学习，会后悔的。

 Nǐ zài bù nǔlì xuéxí, huì hòuhuǐ de.

�	の“他还不工作，怎么办?”�	の“你还不休息，会累坏的”�	
の“你还不努力学习，会后悔的”は文法は間違っていませんが、“还”
が重複ではなく、継続を表すものになります。�	は「彼がまだ仕事
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をしないなら、どうしよう？」、�	は「彼はずっと休まないなら、疲
れて体を壊すよ」、�	は「あなたはまだ頑張らないと、後悔するよ」
という意味になります。

練 習 問 題

Ⅰ 次の中国語を日本語に訳してください。
1.	 明年你还去中国留学吗 ?

2.	 你的东西不错，价钱也合适，我下次还来跟你买。

3.	 你如果再获得第一名，我还会给你一样的奖金。

4.	 我觉得你再给他打个电话比较好。

5.	 他都醉了，你还让他喝。

Ⅱ 次の日本語を中国語に訳してください。
1.	 来週また来るから、心配しないで。
2.	 いいですか、もう 1杯飲みたいです。
3.	 彼はまた私たちの交流会に参加するの？
4.	 機会があったら、また会いに来ます。
5.	 どんなことがあっても、私は彼に言わなければならない。
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